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ACCESSING AFRICAの 
豊富なポテンシャル： 

主な課題のナビゲーション



かつて「危険な」大陸と見なされていたアフリカは、天然資
源の実行可能な投資先と考えられていましたが、著しい成
長とビジネス環境の改善により、多くの産業の魅力的な外国
直接投資先になりました。¹この大陸は、特に主要な国際ブラ
ンドから注目を集めている、急成長中の消費財部門を誇り、
ファッション、テクノロジー、メディアを含む他の主要産業の
主要な輸入ハブにもなっています。²多国籍企業は、強固な
足場を獲得するために、現地のプレーヤーとのパートナーシ
ップを強化し、市場の詳細な知識を確保して、事業拡大に役
立てています。 

これまでに進歩はあるものの、現在と将来においても、投資
家はアフリカ市場参入の際には多くの企業がまだ直面して
いる様々な課題を考慮に入れなければなりません。今では、
多くの人が「画一的な」アプローチはアフリカに参入するた
めの実行可能な方法ではないことを理解するようになりま
した。これは、業績の低下によりダンキンドーナツやバスキ
ンロビンズなどの主要な国際ブランドが最近撤退したこと
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に象徴されます。一方、スターバックスのような企業は、多額
の投資にもかかわらず足場を得るのに苦労しています。これ
らの事例は、アフリカは単一の大陸ではなく、多様な国の集
まりであることを認識する必要があることを示しています。
アフリカ各国は、それぞれに独自の文化的、地理的、社会学
的思考プロセスと差異に根ざした独自のビジネス上の課題
があり、すべてのビジネスの取り組みを指導する必要があり
ます。 

最近、Adams＆Adamsは、Adams.Africa Advisoryユニ
ットを通じて、クライアントにオンラインアンケートを実施
し、多くの人がアフリカ大陸で事業活動を拡大する際に経験
する様々な課題を深く掘り下げました。この調査では、クライ
アントの多くがアフリカへの投資時に同様の問題を経験し
たことが示されました。また、7つの主な課題が特定されまし
た。最も顕著なものは、腐敗を助長するビジネスのしやすさ
と厳しい規制環境です。 

アフリカでの事業運営でクライアントが経験する主な課題
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新規市場の統合は困難なタスクです。特定のシステムの手
続き的側面とヒエラルキーに気付かなければ、事業の開始
時期が贈れ、長期化する恐れがあります。課題には、建設許
可の確保の遅れ、登録期間の長期化、納税メカニズムへの
信用問題が含まれます。これらは、様々な市場での事業の開
始を妨げます。 

最新の世界銀行の年間ランキングによると、南アフリカはビ
ジネスのしやすさで190の経済圏中82位にランクされてい
ます。³対照的に、ボツワナやルワンダなどの他のアフリカ諸
国は改善され始めており、 それぞれ81位と41位にランクさ
れています。ルワンダの改善は、税制のデジタル化による時
間とコストの削減など、事業の開始に伴う難易度の低下に
起因しています。⁴東アフリカでは、ケニアは税に関する法律
を強化し、 必要な営業許可の取得を統合・合理化し、国の
税務登録および徴収プラットフォームの利便性を改善し、事
業財産登録の導入でプロセスの合理化を進めています。西
アフリカでは、ナイジェリアで電力部門のビジネス改革と、カ

世界銀行ビジネスのしやすさ指数（2018年）–サハラ以南のアフリカ経済圏トップ10 

ビジネスの
開始

建設許可の
取引 電気の取得 不動産登記 信用の取得 少数投資家

の保護
税金の支
払い 越境貿易 契約の履行 債務超過の

解消

モーリシャス 1 2 1 1 2 7 3 1 4 1

ルワンダ 2 6 15 2 1 1 2 4 5 8

ケニア 3 24 23 4 18 3 1 14 10 10

南アフリカ 4 25 13 9 10 9 4 5 24 18

ボツワナ 5 31 2 17 5 14 6 6 3 25

ザンビア 6 16 8 14 32 1 13 2 26 24

セイシェル 7 27 20 10 3 23 13 3 8 23

レソト 8 21 40 25 12 14 13 16 2 12

ナンビア 9 39 9 3 41 9 10 11 20 3

マラウイ 10 29 26 32 6 3 13 21 18 29

課題1：  
ビジネスのしやすさ

3 “Doing Business Project: Ease of doing business index”, World Bank, 2018.  
https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?locations=ZA 

4 Dangote, A., “Doing business in Africa: My experience” Brookings Institution, 1 February 2019.  
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/02/01/doing-business-in-africa-my-experience/ 

5 Chand, I. and Imtiaz, H., “Doing Business Report: Sub Saharan African Economies Set Third Consecutive Record of Reforms 
to Improve Business Climate”, World Bank, 31 October 2018. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/31/
doing-business-report-sub-saharan-african-economies-set-third-consecutive-record-of-reforms-to-improve-business-climate 

6 “Ease of Doing Business”, World Bank, 2018. https://www.doingbusiness.org/en/rankings

ノとラゴス⁶の2つの主要経済ハブの国境を越えた貿易の緩
和から始まりました。 

現場の労働環境を理解することは、アフリカでのビジネスに
関連する期待の緩和管理に役立ちます。これは、アフリカへ
の投資を検討している企業が最も困難と感じる主要分野の
評価を通じて知ることができます。アフリカで事業を行う際
に必要なさまざまな不可欠な要素の理解を深めることによ
り、不動産登録やクレジットアクセシビリティだけでなく、全
体的なリスクを軽減できます。このナレッジベースとアフリカ
全体の確立されたネットワークを通じて、Adams＆Adams

は、アフリカの各管轄区域への参入や拡大の際の戦略計画
に組み込むために必要な市場知識をクライアントに提供し
ます。このナレッジベースは、潜在的なビジネス上の考慮事
項、既存および潜在的競合他社の市場分析、継続的な消費
者トレンド、将来の経済予測、主要ビジネス分野における業
界およびセクター固有のトレンド、アフリカでのビジネスをし
やすくする重要な政策および法律に及びます。
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アフリカ大陸でビジネスを行う場合、法的状況を理解するこ
とには様々な困難が伴います。対象国の合法性を適合させ
理解することは、腐敗の可能性を最小限に抑えるためにも
役立ちます。興味深いことに、研究では当該国の国内総生産
（GDP）と腐敗のレベル（GDP>腐敗）の間に反比例の関係
が存在することが示されています。⁷この関係は、アジア、アフ
リカ、南アメリカの一部で集中的に発生しているため、地理
的なロケーションとも関連していると考えられています。この
仮定をさらに検証するために、最近の調査では、南アフリカ
とモザンビークの港でのロケーションと製品出荷による腐
敗の影響を明らかにしようと試みました。⁸この調査では、モ
ザンビークで高関税グループに分類される南アフリカ製品
は、ダーバン港などの他のルートとは対照的に、モザンビー
クと南アフリカの国境での収賄のために停止および悪用さ
れる可能性が高いことがわかりました。⁹次に、これはロケー
ションと汚職の相関関係を強調し、選択したエントリポイン
トを分析する際に、腐敗コストの代わりに輸送コストの増加
が代用されることを明らかにしました。民間企業は、単に処
理される貨物に対して高い料金を支払う可能性が高いこと

課題2：  
無駄な規制および腐敗

に留意して、一部の企業が経験した汚職コストへの影響の
可能性を示しています。

成功を収めるために、潜在的ビジネス分野の状況を知るこ
とは不可欠です。この知識は、汚職活動とその可能性を最小
限に抑えるために役立つのです。戦略的貿易圏外ではビザ
規制が異なるため、アフリカ諸国間の移動も困難です。汎ア
フリカビジネスを運営している場合、ビザや許可証の取得に
関連する継続的なハードルとコストの増加があります。課題
を乗り切るために、Adams＆Adamsは、様々なアフリカ市
場のビジネス環境に影響を与える、または影響を与える可
能性のある政治的発展をもたらすポテンシャルを秘めてい
ます。ポリシーと規制の最新情報、最近のトレンド、およびリ
スクの洞察を提供することにより、Adams＆Adamsは、越
境貿易に関連するリスクを軽減するクライアントのビジネス
能力を強化します。最後に、当社はビジネス関連の状況を調
査して、規制手続きを完全に理解し、潜在的な汚職コストの
抑制を支援します。
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7 Sumah, S., “Corruption, Causes and Consequences”, IntechOpen, 2018.  
https://www.intechopen.com/books/trade-and-global-market/corruption-causes-and-consequences 

8 Sequeira, S., “Doing business with corruption”, International Growth Centre, 2019.  
https://www.theigc.org/blog/doing-business-with-corruption/ 

9 ibid.
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課題3：  
ローカルパートナーシップ確立の難しさ

アフリカは、主にその成長のポテンシャルを背景に、この大
陸での事業拡大を目指す多国籍企業にとって実行可能な
投資ハブであり続けています。しかし、特にアフリカが持つ
多様性を考えると、アフリカ市場への参入は困難なタスクと
なる可能性があります。アフリカには、中国、ヨーロッパ、イン
ド、日本、米国を併せた地理的規模を持つ50を超える個別
市場のメカニズムがあります。10 したがって、アフリカで信頼
できるパートナーシップを確立することは、ビジネスの存続
に不可欠です。多国籍企業が直面する重大な課題の一つ
は、強力な現地企業の影響力です。現地市場の知識がなけ
れば、市場に参入し、新規事業を立ち上げることは非常に困
難です。成功の鍵の一つは、多様な市場に適応できる柔軟
性です。 11 対照的に、多国籍企業の大きな後退の原因の一
つは、アフリカを単一の地域として扱っていることです。アフ
リカで成功するためには、サプライチェーンの動き、市場と
消費者のトレンド、競争力のある景観分析を理解することが
重要です。市場データの欠如は損失を生みます。この一例
は、合計650万トンが反映されたナイジェリアの米の消費デ
ータで2015年に発生しました。しかし、実際に集計されたデ
ータがには170万トンの誤差があり、外部投資家は偽りの市

場の繁栄を予測しました。12

ビジネス環境の強力な基盤は、国際的なビジネスを展開し、
それらを各アフリカ市場のローカルパートナーにリンクする
ことに関して有利となります。Adams＆Adamsは、市場の
魅力、競合他社の状況、市場のポテンシャル、リスクを決定
する主要な要因を分析することにより、新たな潜在市場の拡
大の意思決定を導く機会評価を提供できます。さらに重要な
ことは、アフリカ大陸とその多数の産業にまたがる広範なネ
ットワークで、アフリカとその主要な経済セクターにまたが
る大規模なネットワークを活用することにより、パートナーシ
ップの特定と円滑化を提供することです。これにより、必要
なデューデリジェンス調査と相まって、投資家がアフリカ全
体の実行可能なパートナー、周辺サービスプロバイダー、お
よび潜在的なクライアントについて十分な情報を得られる
ようになります。さらに、Adams＆Adamsは、お客様のビジ
ネスの拡大と成長を促進するために、経済的成長予測、投
資機会、消費者トレンドなど、幅広い地理的範囲を提供し、
トピックに焦点を当てたカスタマイズされた調査サービスを
提供できます。 

ローカルコンテキスト
を理解する

開発に価値を 
付加する

地域のニーズを 
満たす製品を創る

市場に応じて戦略を
適応する

アフリカで成功する 
パートナーシップを構築する

ための戦略

10 “Route to market for multinationals in Africa”, News24, 5 September 2017.  
https://www.fin24.com/Economy/route-to-market-for-multinationals-in-africa-20170905 

11 “Why do multinationals struggle to take on local firms in Africa?”, News24, 18 March 2016.  
https://city-press.news24.com/Business/why-do-multinationals-struggle-to-take-on-local-firms-in-africa-20160318 

12 “Route to market for multinationals in Africa”, News24, 5 September 2017.  
https://www.fin24.com/Economy/route-to-market-for-multinationals-in-africa-20170905 
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知的財産（知財）保護は、アフリカのほとんどの企業とアフ
リカ市場に参入しようとしている企業にとっては依然とし
て課題です。知財を完全に準拠せず、知財保護のグロー
バルプロトコルと整合していないという問題があるにも
かかわらず、多くのアフリカ経済圏が知財の法的環境の
再評価と改善に焦点を合わせています。13 特許と知的財
産権の観点から、英語圏のアフリカを対象とするアフリカ
地域知的財産機関（ARIPO）は、大陸全体で有益なセミナ
ーを開催することにより、アフリカにおける知的財産保護
の強化を支援を開始しました。14 同様に、Africanine de 

laPropriétéIntellectuelle（OAPI）は、アフリカのフランス
語圏を対象とし、専門的な知財トレーニングの提供を開始し
ました。知財ポリシーの有効性の向上は、全体的な前向きな
経済的および社会的発展に起因する可能性があり、動的な
知的財産の枠組みに対する強い必要性を表しています。ま
た、企業内で戦略的管理を実施し、顧客が知財資産の価値
を最大化するのを支援する意図もあります。知財保護は大
陸全体にわたって前進し始めていますが、2020年アフリカ
知的財産委員会戦略計画のビジョンを達成するまでの道の
りはまだ先が長いとされています。

特定の国の知的財産法を解釈することは、ビジネスの確立
と、関連するビジネスの焦点領域内での成功に不可欠です。
その好例がナイジェリアの映画産業であるノリーウッドです。
これは、世界の5大映画産業にランクされています。15 現在、
この業界は知的財産に関する深刻な課題に直面しており、
これが中国だけでなくアフリカ全体における偽造品の販売
につながり、16 その結果、利益と収益の創出に影響を及ぼし
ています。より最近の開発では、技術分野の発明者が、ジン
バブエでは特許を取得できないと言われたアイデアのビジ
ネス方法の発明について、国の特許当局であるジンバブエ

課題4： 
効果のない知的財産ポリシー 

知的財産局に訴訟を起こしました。17 彼は勝訴し、ジンバブ
エの特許法のさらなる発展と実施への道を拓きました。18知
的財産出願の難しさの緩和を目的としていました。 

このような知財ビジネスをめぐるリスクの最小化は、商標や
その他の特許関連の問題に対する侵害を減らすことができ
る特定の国の知的財産のさまざまな側面を検討することで
実現できます。Adams＆Adamsは、各管轄区域にわたる
知財ポリシーに関する十分な準備を確保するために必要
な法的支援を企業に提供できます。これにより、手順が遵守
されていることを企業に保証し、ロケーション固有の調査と
ARIPO/OAPI申請の支援を通じてを知財保護を強化します。 

主要知財保護組織の地理的範囲 

OAPI

ARIPO

南アフリカ

ナイジェリア

13 “Africa and intellectual property rights: Where do we stand?”, Disrupt Africa, 2017.  
http://disrupt-africa.com/2017/05/africa-and-intellectual-property-rights-where-do-we-stand/ 

14 “IP Roving Seminar for Academic and Research Institutions starts at NUST”, ARIPO, 2018.  
https://www.aripo.org/ip-roving-seminar-for-academic-and-research-institutions-starts-at-nust/ 

15 Barlie, N., “Hollywood, Bollywood, Nollywood: Film Industries around the World”, LinkedIn, 26 February 2019.  
https://www.linkedin.com/pulse/hollywood-bollywood-nollywood-film-industries-around-world-barile 

16 “Patent and Intellectual Property Issues in Africa”, LawTeacher, 2018. https://www.lawteacher.net/free-law-essays/
international-law/patent-and-intellectual-property-issues-in-africa-international-law-essay.php 

17 Biermann, H., “South Africa: Inventor Challenges Zimbabwean Patent Office On Business Method Inventions” Mondaq, 2019.  
http://www.mondaq.com/southafrica/x/795210/Patent Inventor+challenges+Zimbabwean+Patent+Office+on+business+me
thod+inventions 

18 “Zimbabwe Could Award First Business Method Patent as Inventor Of ‘Solution to Help Curb Cash Crisis’ Challenges Patent 
Office In Court”, TechZim, 2019. https://www.techzim.co.zw/2019/02/zimbabwe-could-award-first-business-method-patent-
as-inventor-of-a-solution-to-help-curb-cash-crisis-challenges-patent-office-in-court/ 
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市場調査によると、アフリカの消費者のポテンシャルが高ま
っている19一方で、都市化率の増加が消費者支出を促進し
ており、20,21特に開発の初期段階にあり、その結果、より広範
囲の製造品に対する需要が高い国ではこうした傾向にあり
ます。将来の市場成長のポテンシャルを精査すると、2030年
までに17億人のアフリカ人が「食品、飲料、医薬品、医療サー
ビス、教育、およびセキュリティ」へのアクセスを必要とする
ことが明らかになりました。22 その時点までに、食品および
飲料市場だけで7,400億米ドルの市場規模になります。しか
し、主要な欠点として、アフリカ市場内の研究の欠如であり、
様々な国や産業に関する一貫性のない仮定につながってい
ることが挙げられます。企業は、アフリカの中流階級の成長
を考慮に入れる必要がありますが、この成長と消費支出との
間に正の相関を示す証拠はまだありません。結果として、潜
在的および現在の投資家は、現在および将来の事業のそれ

課題5：  
市場規模の制限

ぞれの市場内での健全な調査に基づいて適切な戦略を開
発する必要があります。 

アフリカ市場への参入の成功は、個々の市場のレビュー、事
業運営の最も実行可能な分野の評価、および効果的なセッ
トアップの創出を支援するための現地パートナーの関与に
起因します。6 市場規模のギャップを埋め、現実的な目標を
設定するには、利用可能な市場の徹底的な調査と分析が必
要です。これらの要因に関する経験的データを確保すること
は、アフリカのコンテキストに効果的なビジネスモデルの開
発を導くことができます。Adams＆Adamsは、現地パート
ナーとの連携で、アフリカの各市場のポテンシャルをよりよ
く理解し、ロケーションとセクター固有の傾向を知らせるた
めの適切な調査を実施するのに役立ちます。

19 “Route to market for multinationals in Africa”, News24, 5 September 2017.  
https://www.fin24.com/Economy/route-to-market-for-multinationals-in-africa-20170905 

20 Simler, K., Cahu, P.M.M and Montoliu, M.D.M.A., “Urbanization and Rural-Urban Welfare Inequalities: DRAFT FOR DISCUSSION”, 
World Bank Group, 2010.  
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/060310_Simler_Dudwick_Rural-Urban_Welfare_Inequalities.pdf

21 Rico, A. “Five trends in Africa’s rapid urbanization”, UrbanAfrica.net, 5 August 2016.  
https://www.urbanafrica.net/news/15717-2/ 

22 Signe, L., “Africa’s consumer market potential Trends, drivers, opportunities, and strategies”, Brookings Institution, 2018.  
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/12/Africas-consumer-market-potential.pdf

23 “Infrastructure challenges Africa Business Forum to provide solutions for Africa’s socio-economic”, Engineering News, 2018. 
https://www.engineeringnews.co.za/article/infrastructure-challenges-africa-business-forum-to-provide-solutions-for-africas-
socio-economic-2018-07-30/rep_id:4136 
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全ての生産的経済は、都市や国をつなぐ強力なインフラスト
ラクチャネットワークを備えており、通信、エネルギー、医療、
輸送システムなどのバックボーンを形成しています。調査によ
ると、アフリカは成長市場であるにもかかわらず、不十分なイ
ンフラストラクチャは経済成長のポテンシャルを達成する上
で大きな後退を続けています。24サハラ以南のアフリカの貧し
いインフラストラクチャは、国家の経済成長を毎年2％低下さ
せ、全体的な生産性を40％低下させています。25主要な関心
分野は、輸送、通信、電力、および水のインフラストラクチャを
中心に展開します。26,27さらに、主に都市部でインターネット施
設にアクセスできるのはアフリカ人の26.5％のみにとどまって
います。それでも、繰り返す停電と高額なデータコストによっ
て、可用性とコネクティビティの品質は妨げられます。 

この問題への取り組みを試みるアフリカ政府の中には、イン
ターネットサービスを展開するために官民パートナーシップ
を締結したものもあり、4G/LTE接続がより普及し、電気通信部
門にとってポジティブな方向に進んでいます。ただし、大陸の
鉄道網を強化するなど、より重要な問題に対処する必要があ
ります。ナイジェリアなどの主要経済国では、すべての貨物と

課題6：  
不十分なインフラストラクチャ

乗客の輸送の90％以上を道路が担っています。しかし、舗装
されている道路は20％未満にとどまっており、車両のメンテナ
ンス、配達時間、輸送コストに悪影響を及ぼしています。6安定
した電力へのアクセスも世界基準に比べて低く、全アフリカ人
の半分未満（43％）が世界平均の87％に比べてアクセスして
いるためです。28 

ターゲット市場内の主要インフラストラクチャ課題の認識を、
戦略開発の中核に置くべきです。事業運営の実装とセットア
ップとインフラストラクチャの後退から生じる可能性のあるコ
ストの影響をどのように説明するかをしっかりと理解すること
こそ、投資を実施する前に考慮すべき側面です。これらの課題
に関連するリスクを軽減する方法を知ることは、信頼性の高
い輸送と通信サービスがビジネスを行うための重要な要素で
あることを考慮することが不可欠です。Adams＆Adamsは、
アフリカのインフラストラクチャ開発およびその他の重要な
投資分野に関する必要なガイダンスを提供して、市場運営戦
略に関する情報に基づいた意思決定を可能にします。

安定した 
安電力アクセスの 

欠如

教育への不十分な 
アクセス

脆弱な交通ネットワーク、 
特に道路と鉄道

医療への不十分な 
アクセス

都市中心部以外の電気 
通信の低普及率

アフリカの主要インフラ
ストラクチャの課題

24 Pottas, A., “Addressing Africa’s Infrastructure Challenges”, Deloitte, 2013. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Energy-and-Resources/dttl-er-africasinfrastructure-08082013.pdf 

25 “Infrastructure challenges Africa Business Forum to provide solutions for Africa’s socio-economic”, Engineering News, 2018. 
https://www.engineeringnews.co.za/article/infrastructure-challenges-africa-business-forum-to-provide-solutions-for-africas-
socio-economic-2018-07-30/rep_id:4136 

26 “Doing Business 2019: Training for Reform”, World Bank Group, 2019. https://www.doingbusiness.org/content/dam/
doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf 

27 Kanyesigye, F., “Africa’s infrastructure gap poses challenge to success of continental free trade area: experts”, IOL: Business 
Report, 11 July 2019. https://www.iol.co.za/business-report/international/africas-infrastructure-gap-poses-challenge-to-
success-of-continental-free-trade-area-experts-28991635

28 Patel, N., “Figure of the week: Electricity access in Africa”, Brookings Institution, 2019. https://www.brookings.edu/blog/africa-
in-focus/2019/03/29/figure-of-the-week-electricity-access-in-africa/
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資金調達へのアクセスは、開発への重要な阻害剤であり、ア
フリカ大陸の成長のポテンシャルに直接影響を与えます。29

国際金融機関は、公共・民間セクター全体でより大きな投
資プールを「誘致および動員」することを目的として、アフリ
カ諸国への公式開発援助という形で大きく貢献してきまし
た。30この調査は、国内および地域の資本プールの発展は、
官民のパートナーシップの改善により増加する可能性があ
ることを示唆しています。アフリカ大陸で最も発展した経済
圏（南アフリカ）以外では、これは大きな課題です。しかし、ケ
ニア、ガーナ、ナイジェリアは、資本市場の大幅な成長で注目
されています。31 

事業分野内の資本にアクセスする能力を理解することは、事
業能力を強化し、成長と発展に向けた追加投資を誘致する

課題7：  
資本と資金調達へのアクセスの欠如

ために不可欠です。中国が資金提供する大規模なインフラ
ストラクチャプロジェクトは、重要な政府融資の例の一つで
す。これらのプロジェクトは、アフリカ大陸における多くの地
域でさらなる関心と開発を促進するセクターにまたがってい
ます。経済成長のポテンシャルを持つ主要セクターの投資
トレンドに遅れずに追随していくことは、ビジネス景観分析
に戦略的要素を加えます。これは、ビジネスの成長と拡大の
進行を妨げる可能性のあるリスクを最小限に抑えるのにも
役立ちます。Adams＆Adamsは、包括的な機会評価を提
供して、意思決定を導きます。例えば、経済的な柔軟性を備
えた新たな潜在市場を拡大し、市場の魅力、競合他社の状
況、市場の可能性、資金調達手段などの主要な要因を分析
します 。

アフリカの国際投資家
投資のレベル
（米ドル 2017
～2019年）

アフリカの選抜受領国

中国 430億 アンゴラ、エチオピア、ケニア、コンゴ共和国、 
ジブチ、ナイジェリア、ザミア

フランス 64億 コートジボワール、カメルーン、エジプト、モロッコ

インド 13億
ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ガンビア、ガー
ナ、リベリア、マリ、モーリタニア、ナイジェリア、 
セネガル、シエラレオネ、トーゴ

イタリア 28億 エジプト、エチオピア、ガーナ、ナイジェリア 

オランダ 63億 アンゴラ、エジプト、リビア、ナイジェリア、南アフリカ

シンガポール 19億 エチオピア、モザンビーク、ナイジェリア

英国 46億 ケニア、ナイジェリア、南アフリカ

米国 50億 アルジェリア、エジプト、ガーナ、モザンビーク、ルワンダ、タ
ンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ

29 Pottas, A., “Addressing Africa’s Infrastructure Challenges”, Deloitte, 2013. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Energy-and-Resources/dttl-er-africasinfrastructure-08082013.pdf 

30 Kibazo, J., “International Financial Institutions announce $400 billion to achieve Sustainable Development Goals”, African 
Development Bank, 10 July 2015. https://www.afdb.org/en/news-and-events/international-financial-institutions-announce-
400-billion-to-achieve-sustainable-development-goals-14504 

31 Kibazo, J., “International Financial Institutions announce $400 billion to achieve Sustainable Development Goals”, African 
Development Bank, 10 July 2015. https://www.afdb.org/en/news-and-events/international-financial-institutions-announce-
400-billion-to-achieve-sustainable-development-goals-14504
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クライアントの現在と将来の事業の成長を阻害する主な要因と
して特定された課題を調査することにより、Adams＆Adams

は、Adams.Africa Advisoryユニットを通じて戦略的かつ対象
を絞った研究を実施し、これらの障害のナビゲーションを支援し
ます。アフリカの多くの国において、事業開設は必ずしも簡単なプ
ロセスではなく、途中で多くの予期しない課題が発生する場合が
あります。当社は、Adams.Africa Advisoryユニットを通じて、ビ
ジネス、経済、政治、法律に関する包括的な調査サービスを提供
し、正確かつ最新の情報を提供するとともに、アフリカ管轄区域
全体のブランド拡大と保護のための正確な参照フレームを提供
します。 

当社の能力は次のとおりです。

• 無料更新およびインテリジェンスブリーフィング 市場、業界、
消費者の動向、政治の動向、ポリシーおよび規制の最新情
報を網羅しています。

• オンデマンドアドバイザリーサービス：これには、リスクの洞
察とリスク軽減戦略、競合他社の評価、市場規模の可能性、
経済成長予測が含まれます。

• 専門的調査相談：景観・機会評価、パートナーシップの特定、
およびデューデリジェンス調査を網羅しています。 

• カスタマイズされた継続的なレポート：投資家としてのニー
ズに合わせてカスタマイズします。トピックに焦点を当てた
領域を活用し、詳細な分析と定期的な情報の生成を提供す
ることにより、要件に的を絞った調査を行います。

クライアントにはAdams.Africa Advisoryユニットにアクセスで
きるというメリットがあります。Adams.Africa Advisoryユニット
は、何十年にもわたる現場の専門知識と経験を、開発の最前線
にある主要産業と市場を網羅する特定の知識と組み合わせてい
ます。専任のスペシャリストチームにより、企業の希望する目的の
達成を支援するために、様々な重要なサービスを提供できます。

結論
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NOTES
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