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AfDBの民間プロジェクト向け支援の仕組み
アフリカ開発銀行の商品

シニアファイナンス

事業総額の3分の1までの融資（シニアローン）
返済15年迄（5年間迄のグレースピリオド）

外貨又は現地通貨
A/Bローン（ポリティカルリスク緩和）

メザニンファイナンス
劣後ローン、劣後債

返済15年迄（5年間迄のグレースピリオド）
外貨又は現地通貨

保証 リスク部分保証、信用部分保証

エクイティ
投資ファンド（Equity Fund）を通じた間接投資

全体株式に対して25%までの投資

TA（技術協力）
調査、プロジェクト準備活動

キャパシティー構築
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リスク部分保証
Partial Risk Guarantee（PRG）

信用部分保証
Partial Credit Guarantee（PCG）

民間プロジェクトについて、政府または政府機関が義
務を果たさないリスクについて保証を提供

政府
カウンター保証

プロジェクト
会社

L/C発行銀行
(商業銀行)

PRGでカバーさ
れるL/Cに基づく
支払いの返済

プロジェクト会社を
BeneficiaryとしてL/C開

設。政府による支払不
能・支払い遅延の場合
にL/Cに基づきプロジェ

クト会社は支払いを受
けることができる

支払遅延時
の政府引受 政府が支払わ

ないL場合に
L/Cに基づく支
払いを保証

民間
投資家

レンダー
ローン

エクイティ

民間プロジェクト会社

レンダー・
債券保有者

ローン・債券

PCGは元本・利息の返済をカ
バー

手数料

カウンター保証

OR セキュリティパッケー
ジ・担保

政府・国営企業

例 例

民間セクターの融資または債券の返済・償還に係る
すべてのリスクについて保証を提供
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アフリカ開発会議
Tokyo International Conference on African 

Development (TICAD)

• 2019年8月28～30日、横浜で開催されたTICAD7には、アフリカ開発銀行から
アデシナ総裁ほかが出席

• 全体会合3に、国際機関の代表としてアデシナ総裁が登壇
• ジェトロが開催した「日本・アフリカ ビジネスフォーラム」でも日本企業
のアフリカへの投資を強く呼びかけ
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FAPA グラント
EPSA ローン

アフリカの民間セクター支援のための信託基金

AfDB内に信託基金を創設し、日本政府が拠
出。上記主要５分野において、政府、地方政府、
企業団体、公/民間企業などに対し、研究、技
術支援、キャパシティ・ビルディング等の実施を
支援。

拠出総額：93百万ドル

（日本は76.2百万ドル拠出）

技術支援
無償援助

融資

2005年7月 EPSA-1

FAPA ： Fund for African Private-Sector Assistance

ソブリン協調融資
アフリカの協調融資促進ファ
シリティ (ACFA ： Accelerated 

Co-Financing scheme)

ノンソブリン融資

政府及び政府機関等
に対する、AfDB/ADF

とJICAによる協調融
資。AfDBの審査結果
を活用し、円借款実
施を迅速化。

AfDBに対するJICA

の円借款を原資に、
AfDBが民間のプロ
ジェクトや事業体に政
府保証のない融資を
実施。

アフリカの民間セクター開発
のための共同イニシアティブ
の下での民間セクター支援融
資 (NSL: Non-Sovereign Loan)

G8グレンイーグルズ・サミットにおいて、５年間で10億ドルの
円借款供与を表明（達成済 累計１６件１２０９億円）。

2012年5月 EPSA-2
G8キャンプ・デービッド・サミットにおいて、新たに５年間で10
億ドルの円借款供与を表明（2014年に20億ドルへと倍増）。

主要５分野：投資環境整備、金融セクター強化、経済・社会インフラ
整備、中小零細企業支援、貿易・直投促進

その他内訳：
AfDB：10.6百万ドル
オーストリア(2010年～）：2.6 百万ドル
その他収益：3.9百万ドル

アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアチブ
(EPSA ： Enhanced Private Sector Assistance for Africa)

2016年8月 EPSA-3
ナイロビで開催のTICAD6において次の3年間で日本政府と
AfDBで共同で30億ドル（15億ドルずつ）の投資表明

※ 2018年12月末時点

2019年8月 EPSA-4
横浜で開催のTICAD7において次の3年間で日本政府とAfDB
で共同で35億ドル（17.5億ドルずつ）の投資表明
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 日、韓、加による、大型資源開発（ニッ
ケル、コバルト）プロジェクト。住友商事
（株）が出資。

 対象国：マダガスカル

 事業総額： US $ 37億ドル

 AfDBの関与： US $ 150 百万ドルを融
資。他、様々なマルチ・バイ機関が合
計2,000百万ドルの融資

 2007年着工、2015年9月完工。

 プロジェクト効果

- ニッケル地金：6万トン/年

- コバルト地金：5,600トン/年

‐ 雇用増大

プロジェクトの事例

マダガスカルにおけるアンバトビー
（Ambatovy）鉱山プロジェクト

ルワンダにおける上水道事業 （Kigali
Bulk Surface Water Supply Project）

 Public–Private Partnership (PPP）のも
と、ルワンダ政府と民間企業が共同出
資する特別目的会社（SPC）がルワン
ダ国キガリ市内にて40,000m3/dayの水
道事業（設計、建設、運営）を行う。同
事業を通じ、キガリ市民に対する安全
な水へのアクセスの提供、衛生・労働
環境の改善、産業化促進が期待され
る。

 2017年11月に貸付合意。工期は30カ
月を予定。

 同SPCに参画する民間企業（Metito 。
本社ドバイ）に対しては、三菱商事、三
菱重工業、JBIC、IFCなどが出資。

 AfDB関連融資：US $20 million の融資
（2017年11月）。

モザンビーク、マラウィにおけるナカ
ラプ回廊ロジェクト

 アフリカ開発銀行、国際協力銀行、民
間金融機関（三井住友銀行、みずほ銀
行、スタンダード・チャータード銀行、日
本生命、三菱東京UFJ銀行、三井住友
信託銀行等）等との協調融資で2017年
に締結。

 モザンビークのモアティーズ炭田から
産出される石炭を運搬・輸出するため
に必要な鉄道・港湾インフラを建設す
るものであり、本プロジェクトを通じて、
日本向け石炭輸出が増加することが
見込まれる。

 総事業費は50億米ドル。
 FAPAによる技術協力。
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第1回
アフリカ・インベストメント

・フォーラム
(2018年11月7～9日、於ヨハネスブルグ)

• 53か国（内23か国がアフリカ
域外）から300近い機関投資
家が参加

• ボードルームプロジェクト総
額：470億米ドル

• 49プロジェクトに387億米ドル
の投資意欲を確認

• 169の商談・個別面談

oアフリカ開発銀行や世界中の国際開発金
融機関が集結し、大型投資案件のリスクを
低減

oプロジェクト準備のための各種ファシリティ
やツールをスケールアップ

oアフリカへの投資を戦略的に活用
oHigh 5達成に向けたプロジェクトへの投資
o協調投資やブレンドファイナンスプロジェク
トの促進

o効果的なリスク軽減商品の提供
o政策・規制に係る課題への対応

第2回アフリカ・インベストメント・フォーラムは、
ヨハネスブルグで2019年11月11～13日開催予定

アフリカ・インベストメント・フォーラム：予想を上回る成功
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ガーナのナナ・アクフォ=ア

ド大統領臨席の下、スカイ
トレインプロジェクトに係る
26億米ドルの契約につい

て調印。ガーナのソブリン
ウェルスファンドがアン
カー投資家となり、他の商
業ベース・コンセッショナル
の投資家が参加。

ガーナ・スカイトレイン

アフリカ・インベストメント・フォーラム：予想を上回る成功
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Investing in Agriculture and Agribusinesses in Africa (29 May 2018)

Pre-TICAD7 Knowledge Event – Human Capital and Industrial Development 
in Africa (26 September 2018)

Pre-TICAD 7 Seminar - Energy Sector & Africa Investment 
Forum – (2 August 2018)

Pre-TICAD7 Seminar –Investing in Africa-
(29 November 2018)

日本での投資促進イベントの開催（2018年の活動）
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Pre-TICAD7 Seminar- Financing for Project Implementation and 
Investment Opportunities for Infrastructure and Energy in Africa –
(14 February 2019)

Africa Investment Forum Roadshow in Tokyo (4 July 2019)

日本での投資促進イベントの開催（2019年の活動）

The Digital Africa 2030 and Japanese Investment (28 August 2019) AfDB-JICA Africa Investment Seminar (30 August 2019)
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