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イントロダクション
アフリカの経済は、大陸の良好な気候条件と豊富な天然資源から、伝統的には第一次
産業に根ざしています。しかし、経済発展の成功は、採掘産業に限定されるものではあり
ません。建設、金融サービス、食品および農産物加工、医療、製造、卸売および小売など
のその他のセクターは、アフリカ大陸の発展を牽引している主要産業となりつつありま
す。 

農業は依然としてアフリカ大陸全体の糧となっていますが、多くの国が経済を多様化
し、技術とデジタルのトレンドに注力し、ナレッジベース経済に移行しつつあります。アフ
リカ経済のデジタル化は、ほとんどの政府の議題で優先事項になりつつあり、デジタル
化を通じてアフリカは経済の主要セクターの生産性を高める可能性があると多くの指
導者が確信しています。アフリカ経済状況に関する世界銀行の2019年半期評価では、ア
フリカのデジタル変革が地域の経済成長を年間1.5％以上加速し、貧困を年間0.7％削
減する可能性があると予測しています。また、このレポートは、デジタル化されたアフリカ
経済がより多くの雇用機会を生み出し、農民の生産性を高め、新たな革新的市場を創出
し、起業家精神を促進すると予測しています。

大陸の経済の可能性を最大限に引き出すことは、帯域幅のカバレッジ、電気、水、交通な
どの基本的なインフラストラクチャの開発にも大きく依存しています。現在、固定ブロー
ドバンド接続にアクセスできるのはアフリカ全体の1.4％のみにとどまっており、大陸の
人口の半分以上が信頼できる電力にアクセスできない状態にあると推定されています。
さらに、安全な飲料水を利用できるのはわずか12％であり、人口のほぼ半数がほとんど
またはまったく医療サービスを利用できません。交通と物流のインフラストラクチャは一
般的に未発達であり、道路網の50％は依然劣悪な状態にあります。航空輸送は、乗客数
とインフラ開発への投資の両方で大幅に増加しましたが、大陸の鉄道ネットワークは未
発達のままであり、カラハリ横断ハイウェイを含むいくつかの計画された大規模輸送回
廊を実現するためにはかなりの投資が必要です。

これらの要因により、投資家にとって、アフリカ大陸全体で現在進行中の様々な開発プ
ロジェクト、および最適な人間および経済開発の需要を満たすために必要なプロジェク
トへの財政的および知識の注入の余地があります。アフリカの年間インフラストラクチ
ャ要件は、930億米ドル（世界銀行による）と1,700億米ドル（アフリカ開発銀行による）
の間で異なりますが、最大の投資要件は電力および輸送セクターにあります。米国、中
国、欧州連合を含む各国、および国際金融公社（IFC）を含む他の国際金融機関、さらに
は食糧農業機関（FAO）などの非政府組織までもがアフリカのインフラストラクチャ開発
に多額の投資をしてきましたが、すでに成果が上がっています。ただし、必要なスキルの
移転と技術革新の欠如と同様に、投資不足は開発を妨げ続けているため、ギャップを埋
め、市場が長期的に実行可能な投資先となるのを支援するために民間セクターの参加
が必要です。
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1. 農業
1.1 概要 
農業セクターは、アフリカの食料産業の一つであり、アフリカ
大陸の発展に大きく貢献しています。このセクターは、アフリ
カの労働力の65％を雇用しており、国内総生産（GDP）の約
32％を占めています。2017年アフリカ競争力レポートによる
と、アフリカの新しい仕事のほとんどは、今後数年間で農業
と零細企業によって生み出されるでしょう。 

しかし、アフリカの農業セクターは、土地の劣化、地下水面
の後退、気候の予測不能性など、エスカレートする課題に直
面しています。  アフリカは世界の未開拓耕地の約60％を占
めていますが、灌漑されているのは7％のみであり、現在、水
と土地の両方が管理された状態にある耕地は8％のみにと
どまっています。アフリカは肥料の使用率が最も小さい地域
であり、改良された作物を利用している農民は3分の1未満
で、先進国の1 haあたり約206kgに比べて、年間1ヘクター
ルの収穫地あたり21kgの栄養素しか使用されていません。

アフリカは依然として食料の純輸入国で、輸入が輸出を大
きき上回っており、過去30年間で栄養失調者の絶対数が驚
異的に増加している唯一の大陸です。  統計によると、サハ
ラ以南のアフリカ（SSA）の4人に1人が慢性的な栄養不良と
されています。2050年までに人口が13億人増加すると予測
されているアフリカの食料システムは、さらに緊迫するでしょ
う。しかし、水と土地の資源を開発して、アフリカの作物収量
と農業生産を増加させるポテンシャルを秘めています。  農

アフリカの農業 –  
主要インディケーター (2016年)

灌漑用に整備された土地面積（1,000 ha） 15,790

収穫面積、作物（最小ha） 255,8

肥料の使用（窒素 – 栄養素1,000 t） 3,832

肥料の使用（リン酸塩 – 栄養素1,000 t） 1,488

肥料の使用（カリ – 栄養素1,000 t） 665

深刻な食料不安の蔓延 29,8%

人工知能、無人機、地上ベースのワイヤレスセンサーを使用する農家
は、作物の投入量を最適化し、収穫量を増やすことができます。画像提
供：USAID/Feed 

地域全体の栄養失調人口の割合

業コミュニティの大部分を占め、アフリカの食料供給の80％
に貢献する小規模農家の能力を高めることは、アフリカの貧
困と栄養失調の課題に対する戦略的解決策として特定され
ています。

さらに、インターネット接続により、世界中の農家が正確な
天気予報と降雨予報にアクセスし、作物の成長と収量を最
大化できます。農業技術の進歩により、世界の先進地域にお
ける農薬、作物品種、肥料、接種剤、および作物管理方法も
改善され、世界的な食料生産の発展に大きく貢献していま
す。農業気象分析ツール、精密技術、IoTデバイスやブロック
チェーンやドローンなどの革新的技術の採用は、アフリカの
コンテキストで持続可能な農業生産性と回復力を高める手
段と考えられています。 

東アフリカ 29,9%
30,8%
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1.2 主な課題と機会

1.3 主な資本家

アフリカ開発銀行（AfDB）およびFAOは、2018年にアフリカの農業セクターを改善するため
に最大1億米ドルを調達することを約束しました。また、FAOはアフリカ大陸のブルー経済の
発展のための技術サポートも提供しています。アフリカ大陸の各地域における農業変革の実
現可能性調査を支援し、アフリカの栄養指導者イニシアチブに参加しています。

AfDBは、 農業技術の可用性の規模を拡大するために、世界銀行、ビル・アンド・メリンダ・ゲイ
ツ財団、国際農業開発基金（IFAD）、AGRAなどパートナーと協力して、10億米ドルの「アフリ
カ農業変革のための技術（TAAT）」イニシアチブを開始しました。

中国政府はアフリカの農業セクターにおいて注目すべきプレーヤーであり、これまでに農業
開発計画の作成を支援するために、アフリカの33か国に多数の上級農業技術専門家を派遣
しました。中国政府は、リベリアに約500人の専門家を配置して、人工普及による米の増産を
支援し、若い農家向けにインキュベーションセンターをタンザニアに開発し、作物と水管理に
関するトレーニングを提供しています。

国際農業基金（IFAD）は、ブルンジでの農業および農村の金融包摂を支援するために2494
万米ドルを寄付しました。ケニアでは、IFADが、既存および潜在的な養殖生産者が魚の生産
から利益を得ることができる養殖事業開発プログラムに6790万米ドルを寄付しました。この
組織は、タンザニアでの包括的農業バリューチェーン開発プログラムの開発費用1億8600万
米ドルのうち5300万米ドルを寄付しました。

Farm Africaは、アフリカの農家の気候変動への適応を支援する上で重要な役割を果たして
います。例えば、この組織は、エチオピアの農家が極端な気候に適応し、輪作放牧などの技術
を通じて予測不可能な天候に備えるよう支援し、ケニアで4年間の市場主導の養殖プログラ
ムを実施して養魚を推進しています。

• 革新的な資金創出の欠如
• 大規模な作物生産のためのキャパシ
ティの削減

• 現代的農業技術の不足
• 気候変動
• 農業ビジネスを拡大する政治的意思
の欠如

• 不利な土地政策と規制上のボトルネ
ック

• 限られたアフリカ間貿易と市場アク
セス

• 急速な人口増加
• 土地の劣化と水位の低下
• 政治的不安定、テロリズム、民族紛争
のリスク

• バリューチェーン全体にわたる農業開
発の資金調達

• 作物固有のイノベーション
• 農家レベルの変革
• ベストプラクティスの共有と農業訓練
• 水と土地管理への官民投資
• 高度な農業技術への投資

機
会

課
題
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2. エネルギー
2.1 概要 
化石燃料と再生可能エネルギーの両方のアフリカの膨大な
エネルギー資源のプールにもかかわらず、アクセスは不足し
ており、アフリカ全体でまだ6億人以上がアクセスできませ
ん。ただし、北アフリカでは98％という優れた電化率を達成
しました。アフリカ大陸各地で進歩がありましたが、アクセス
の増加は都市中心部に限定され、80％近くに達しています。
しかし、農村部は未発達であり、SSAの農村人口の電化率は
4分の1（23％）未満です。SSAの電力セクターの電化率はわ
ずか45％であり、2030年のユニバーサルエネルギーアクセ
ス目標を達成するためには8％の年間電化成長率が必要で
すが、SSAの電力セクターの開発が著しく遅れています。 

特に農村地域の電化率が低いため、木材、糞などのバイオ
廃棄物の形態のバイオエネルギーは、調理や加熱の主要な
供給源となっています。化石燃料は、アフリカ、特に北アフリ
カのエネルギーミックスと石炭が主要な電力源である南部
アフリカで引き続き重要な役割を果たしています。西アフリ

カでは、ガーナ、ナイジェリア、セネガルは主に石油とガスを
利用しています。しかし、近年、アフリカ諸国は、アクセスの増
加と高速化の両方で、再生可能エネルギーの有用性を高く
評価し、現在および将来のエネルギー需要を満たすための
実行可能な方法を創出しました。 

中核的な優先事項は、大陸の水力発電のポテンシャルを最
大化することです。アンゴラ、エチオピア、モザンビークなど
では、多くの大規模プロジェクトが開発されています。モロッ
コ、南アフリカ、ザンビアなどの一部の国では、風力や太陽
光などの他の再生可能エネルギーの規模を拡大する措置
も講じています。より広くは、アフリカ諸国はエネルギー政策
の支援の採用、外国直接投資（FDI）の促進、地域の相互接
続性と協力の強化に取り組んでいます。再生可能エネルギ
ーの利用量を増やす機運と共に、小規模のオフグリッド電力
網による分散型発電が登場しました。大規模なインフラスト
ラクチャのロールアウトをバイパスすることで、地方のコネク
ティビティを支援するために、ケニア、タンザニア、ザンビア
などの主要国で分散型グリッドコネクティビティが増加して
います。 

グランドエチオピアルネッサンスダムは、2022年の完成時点で
6,500MWを発電するように設定されており、同国はこの地域の主要な
輸出国となっています。　画像提供：Olof van Gawinski/Flickr

非電化人口（百万人単位）

東アフリカ 188,3
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2.2 主な課題と機会

2.3 主な資本家

世界銀行は、アジアとアフリカのオフグリッドプロジェクトに50億米ドルを割り当てています。
西アフリカおよびサヘルの地域オフグリッド電化プロジェクト（ROGEP）に2億米ドルを投入
し、19か国の太陽光オフグリッド設備を介したアクセスの増加を目指します。

2016年5月、AfDBは「アフリカのエネルギーに関するニューディール」構想を開始しました。
このイニシアチブでは、AfDBは2025年までにオフグリッド発電を160GW増加させ、2025年
までにエネルギープロジェクトに年間120億米ドルを投じる同期間でオフグリッド送電接続を
7500万カ所増加させることを目指しています。 

現在、様々な中国企業が約781億米ドルに相当する60以上の電力プロジェクトに関与してお
り、2030年までに53.3ギガワット（GW）の発電能力が期待されています。2050年までに、エネ
ルギープロジェクトに2,350億米ドルの追加出資が計画されています。中国の全投資の半分
以上（52％）は水力発電プロジェクト向けで、29％は石炭、11％はガス向けです。再生可能エ
ネルギー向けの投資は全体の9％のみです。 

2020年までに国際気候資金に60億米ドルを投資するというコミットメントの一環として、英国
政府は、アフリカ全体の再生可能エネルギープロジェクトを支援する再生可能エネルギーパ
フォーマンスプラットフォーム（REPP）による1億2,600万米ドルの追加出資を発表しました。
このプログラムは、アフリカの一部の国で、すでに18の再生可能プロジェクトが開始されてい
ます。

米国主導のPower Africaは、エネルギー投資と開発への最大の貢献者の一つです。Power 
Africaは、6,000万カ所の新たな電気接続と30,000メガワット（MW）の新たなクリーン発電
を追加することを目的として、アフリカ大陸全体のエネルギープロジェクトに資金を供給する
ことにより、アフリカの普遍的なエネルギーセキュリティの達成に積極的に貢献しています。

• 伝送インフラストラクチャの不足
• アフリカ大陸全体の多くの国における
一貫性のないエネルギーセクター政策

• 脆弱な規制の枠組み
• 技術的能力の欠如
• 革新的な資金創出ソリューションの
欠如

• 政治的不安定と信用リスク
• 急速な人口増加
• 急速な都市化
• 特に製造業での需要不足 

• インフラストラクチャ投資のリハビリ
テーション

• インフラストラクチャの構築 
• オフグリッド発電の開発
• 送電線インフラストラクチャ開発
• 配電ネットワークの改善
• 再生可能エネルギー開発、特に太陽光
発電および集中太陽光発電への投資

機
会

課
題
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3 医療
3.1 概要 
アフリカの医療セクターは、過去10年間で著しい改善が見
られ、乳幼児と妊産婦の死亡率の低下、マラリアなどの様々
な疾病の減少が観察されています。しかし、医療はアフリカ
大陸全体で達成するのが困難な社会福祉目標であり、世界
の疾病負担の4分の1を占めていますが、医療専門家はわず
か3％です。 

HIV/AIDS、下痢、結核などの伝染病は、大陸全体の死亡率
と罹患率の最大の原因であり続けており、総疾病負担の3分
の2を占めています。がん、心血管疾患、糖尿病、呼吸器疾患
などの慢性非感染性疾患（NCD）は、驚異的なペースで増加
しており、近い将来、主な死因となる恐れがあります。コンゴ
民主共和国（DRC）での最近のエボラ出血熱の発生は、公
衆衛生的ナ緊急事態に対する他のアフリカ諸国の抵抗力を
さらに脅かしています。 

ほとんどのアフリカ諸国は、自国の医療需要を供給するため
に輸入医薬品に依存しています。保険制度による健康保険
はまだ初期段階にあり、保険加入者はSSAの人口の8％のみ
と推定されています。 

ほとんどの疾病は治療や予防が可能ですが、医療サービス
および資金へのアクセスはアフリカ全体に行き届いていま

せん。医薬品の可用性と価格の手頃さは、他の要因の中でも
とりわけ、アフリカ大陸での効果的な医療提供に対する大き
な障壁となっています。さらに、アフリカ大陸の総医療費の
50％は民間資金源で占められており、そのうち30％は自己
負担です。AI、医療用ドローン、モバイルスクリーニング、ロボ
ット、遠隔医療などの新しい医療技術は漸次浸透しており、
アフリカ大陸は従来のインフラストラクチャを飛躍させ、サ
ービスへのアクセスを改善しながら、医療サービスの提供の
効率を高めています。モバイルアプリケーションは、エジプ
ト、ケニア、ガーナ、ナイジェリア、南アフリカ、ウガンダなど、
すでに4IR開発の受け入れを開始している国で急速に普及
しています。 

4IR医療イノ
ベーション 目的

MPEDIGREE 偽造品や模造品から製品を保護する
技術プラットフォーム

KANGEPE ユーザーと医師をつなぐモバイル
アプリ

MATIBABU 非侵襲性マラリア検査キット

PEEKRETINA 網膜イメージング用スマートフォン
アプリ

VULA 地方の医療従事者が患者を専門医に
簡単に紹介できるモバイルアプリ

DRBRIDGE

医師による患者のフォローアップを
支援し、テキストメッセージとメール
でケアを提供できるモバイルアプリケ
ーション

アフリカの主な死因別シェア（％）：2010年と2016
年の比較

下気道感染症 10,7%
10,4%

結核 4,1%
4,6%

2016年2010年

12,2%
8,1%HIV/AIDS

3,7%
4,2%脳卒中

8,1%
7,4%下痢性疾患

2,7%
3,2%交通事故

4,9%
5,8%虚血性心疾患

1,8%
2,0%肝硬変

5,8%
4,6%マラリア

1,1%
1,2%対人暴力

0% 5% 10% 15%
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3.2 主な課題と機会

3.3 主な資本家
国際金融公社（IFC）はアフリカの医療セクターの主要プレーヤーであり、アフリカ大陸の
医療中小企業を支援するための新しいプライベートエクイティの資金調達システムを開
発しました。IFCのHealth in Africa Fundは、アフリカ開発銀行、Bill＆Melinda Gates 
Foundation、ドイツの開発金融機関DEGによって支援されています。 

世界保健機関（WHO）は、アフリカの健康増進と疾病予防において重要な役割を果たしてい
ます。この機関は現在、普遍的な健康保険の適用と健康政策の改善のためにアフリカ諸国の
支援に大きく関与しています。 

Médecins Sans Frontièresは、紛争、伝染病、災害、または医療からの除外の影響を受けた
地域に多大な医療支援を提供しています。  この組織は、アフリカ大陸全体のHIVおよび結核
治療と医薬へのアクセスの変革的革新を支援しています。

Care internationalは、アフリカで緊急援助と長期的な国際開発プロジェクトを提供する主
要な国際人道機関です。この機関は、最新のサイクロンIdaiに対応した注目すべき救援物資
を提供しました。

中国疾病管理予防センター（CDC）は、新興感染症、マラリア、HIV/AIDS、および健康情報
学に対するアフリカの公衆衛生訓練および疾病管理プログラムの開発を支援してきました。

中華人民共和国は、中国とアフリカの協力に関するフォーラム（Focac）を通じて、中国とア
フリカの公衆衛生協力計画を積極的に実施しており、主要な伝染病の発生によってもたら
される課題に対処し、アフリカの公衆衛生管理、予防、治療システムの強化を支援していま
す。2017年現在、アフリカの53カ国で、約1050人のFocacが支援する中国の医療専門家が
働いています。 

ユニセフは、アフリカ全土の子供と母親に緊急食糧および医療を提供しています。他の多く
のプログラムの中でも、ユニセフは最近のエボラ出血熱の発生に対応してルワンダで10,000
人のコミュニティヘルスワーカーを派遣し、2019年1月から南スーダンで300万人以上の人々
にエボラ予防メッセージを届けています。 

• 必須医薬品と医療機器の不足
• 地方の医薬の生産能力の縮小
• 熟練した医療提供者の不足
• 医療製品・サービスの一般的な価格が
手頃でない

• 満足のいくリスク軽減と実行可能な資
本提案による革新的な資金調達ソリュ
ーションの欠如

• 医療教育と公衆衛生インフラストラク
チャの準備の不足

• 脆弱な農村部での医療アクセス
• 一般的な診断精度の低さ

• 医療インフラストラクチャ開発への
投資

• 製薬セクターの開発への投資
• 医療従事者のトレーニングとスキル
アップ

• ユニバーサルヘルスケアの対象範囲を
拡大する官民パートナーシップ

• デジタルヘルステクノロジーへの投資

機
会

課
題
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4.1 概要 
電信セクターはアフリカで急速に成長しており、アフリカ
大陸の発展の重要な柱となりつつあります。このセクター
は、2018年にアフリカ経済に約1,440億米ドルを寄付しまし
た。これは、GDPの8.6％に相当します。低コストのスマート
フォンの可用性の向上と3Gカバレッジの改善と4Gネットワ
ークの展開がこの取り込みを後押しし、インターネットコネ
クティビティと革新的なデジタルサービスの需要も増加して
います。3Gおよび4Gカバレッジの正確な推定値はアフリカ
大陸全体で不足していますが、調査では、SSAの3G普及率
が約45％および7％4Gカバレッジであることが示唆されて
います。3Gは接続全体の60％以上を占め、4Gは2025年ま
でに23％に増加し、2Gを主要なモバイルテクノロジーとし
て追い抜くと予測されています。

アフリカの人口は増加し続けていることから、モバイルテ
クノロジーはアフリカ大陸にさらなる成長をもたらすでしょ
う。アフリカ大陸では、スマートフォンの契約加入率は低い
ものの、携帯電話の普及率は76％と推定されています。現
在約33％を占めるSSAアフリカでのスマートフォンの普及
率は2025年までに2倍になると推定されています。モバイ
ルマネーサービスとeコマースも増加しており、2018年には
SSAだけで4億件近くのモバイルマネーアカウントが登録さ
れています。現在、eコマースは180億米ドルと評価されてお
り、15.4％の年間成長率を示し、2025年までに750億米ドル
に達すると予測されています。 

しかし、アフリカでは、信頼性が高く高速なインターネットイ
ンフラストラクチャの開発が遅れています。ブロードバンド
へのアクセスはモバイルおよびデジタルテクノロジーの可
能性を実現するために不可欠ですが、アフリカ大陸のインタ
ーネット普及率は人口の25％にとどまっており、固定ブロー

ドバンド接続の普及率はわずか1.2％と推定されています。
アフリカ大陸では、ブロードバンドネットワークの開発と高
度な通信技術の拡大のための投資が必要です。

4 電信

接続タイプごとのモバイルコネクティビティの予想さ
れる変化：2016年と2025年の比較
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地域別のスマートフォン経由のコネクティビティの予
想される変化：2016年と2025年の比較
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4.2 主な課題と機会

4.3 主な資本家

マイクロソフト社は、今後5年間でケニアとナイジェリアにアフリカ開発センターを開設する目
的で、1億米ドルを投資する予定です。これにより、マイクロソフト社は100人以上の現地エン
ジニアを雇用し、アフリカ開発センターでAI、機械学習、複合現実を使用してアフリカ市場向
けのアプリケーションを構築および開発する予定です。

第4次産業革命におけるアフリカの地位を強化するため、AfDBはアフリカ大陸全体のインフ
ラストラクチャ投資を優先しています。同行は、内陸地域全体のインターネットへのアクセス
を改善するために、中央アフリカのバックボーンに3億米ドルを投資しました。

アフリカの通信会社Africellは、インフラストラクチャとフィンテックサービスを拡大するため
に、米国政府の民間投資ファンドであるOverseas Private Investment Corporationから
1億米ドルの融資を確保しました。これには、ウガンダ、DRC、ガンビア、シエラレオネへのイン
フラストラクチャ投資や、モバイル決済、マイクロ保険、マイクロファイナンスなどのフィンテッ
クサービスの拡大が含まれます。 

2018年、英国政府の開発金融部門であるCDCは、アフリカ最大の光ファイバーネットワーク
事業者であるLiquid Telecomに1億8,000万米ドルを投資しました。CDCは、アフリカ大陸
全体での継続的な拡大によりLiquidの10％の株式を取得しました。Liquidは、ネットワークイ
ンフラストラクチャとデータセンターを含むTelecom Egyptとのパートナーシップを通じて、
今後3年間でエジプトに4億米ドルを投資する予定です。

南アフリカのICT企業Naspers、MTN、Intact Software Distributionは、2017年にケニアの
FDIに6億7200万米ドルを寄付しました。MTNとIntact Software Distributionの両方がケニ
アの首都に新しいオフィスを開設し、MTNは1,300万米ドルを費やしてティア3データセンタ
ーを開発しました。

• サイバーセキュリティの脅威とサイバー
犯罪の増加

• 特に農村地域でのインターネットアクセス
とモバイルサービスの欠如

• 農村部、都市周辺部、およびタウンシッ
プエリアでの脆弱な通信インフラストラ
クチャ開発

• アクセスの向上を妨げる高額なデータ
コスト

• 十分に熟練した労働力の不足
• 非常に競争の激しい市場で、時には政府
企業によって独占されたり、現在の国際的
プレーヤー（Vodafone、Orange、MTN
など）によって寡占化される

• テクノロジーへのアクセス制限

• デジタルトランスフォーメーション戦略
の資金調達

• ファイバー展開、3Gおよび4Gモバイル
テクノロジーによるアクセスの増加

• トレーニングおよび開発イニシアチブ
によるデジタル労働力の育成

• 高度なインフラストラクチャ開発の資
金調達

• 4IRテクノロジーのトレーニングと公開
のためのデータセンターの開発

機
会

課
題
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5 運送
5.1 概要 
アフリカ大陸には急速な成長を遂げている経済の中心地が
いくつかありますが、4つの輸送モードすべてで不十分なイ
ンフラストラクチャキャパシティは、引き続き経済成長を妨
げています。アフリカは、その乏しいインフラストラクチャの
ため、先進国よりも50％～175％高い輸送コストに直面して
います。

道路は引き続き大陸の主要な交通手段ですが、既存の道路
網は、大きな不連続性と地域内および地域間の接続性の低
さを特徴とするモビリティの機会というよりも制約となって
います。世界銀行は、深海の港と経済的な後背地をつなぐ
道路網によって、2,000億米ドル近くのアフリカ貿易がもたら
されると推定しています。しかし、アフリカのほとんどの都市
の道路密度は非常に低く、推定人口に対する道路の長さは
10,000人あたり26kmです。アフリカ大陸全体でわずか280
万kmの道路しか舗装されておらず、アフリカでは大規模な
道路インフラ開発支援が切実に必要とされています。 

アフリカは海上貿易にも大きく依存しており、30,725 kmの
海岸線と90の主要な港しかないにもかかわらず、海上輸送
は国際貿易の90％を占めています。一部の国は、海上貿易
の能力を改善するために物流インフラストラクチャ改革に乗
り出し、SSA地域の諸国が現在リードしています。対照的に、
アフリカの航空輸送モードと鉄道輸送モードは、世界的に比
較すると引き続き遅れをとっています。アフリカ大陸には約
731の空港と推定419社の航空会社がありますが、空港イン
フラストラクチャの大部分は時代遅れで国際基準を下回っ
ており、大量の乗客や貨物に対応するために建設されたも
のではありません。既存の鉄道インフラストラクチャの状態
はアフリカ全土で劣悪であり、アフリカ大陸の経済に貢献す

る潜在的な鉄道輸送が損なわれています。  

アフリカの輸送インフラストラクチャを近代化するには、理
想的には官民パートナーシップの形での投資と専門知識の
両方が必要です。  したがって、このセクターは、革新的なア
イデアと戦略的知識の共有に関して貢献しようとする海外
企業にかつてない機会を提供します。 

SSAの既存道路網と舗装道路網（千km単位）
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5.2 主な課題と機会

5.3 主な資本家

エチオピアは、エリトリアの港湾都市と接続する鉄道の建設を検討しています。2019年6月の
エチオピア・イタリアビジネスフォーラムで、エチオピアの財務大臣は、世界銀行の支援を受
けて実行可能性調査が開始されたと発表しました。これは、イタリア貿易庁長官が、イタリア
企業がエチオピアに6,720億米ドルを投資しており、さらに投資する意欲があると発表した後
のものです。

ケニア国道局（KeNHA）は、ケニアのケノール・イシオロ二重道路、北回廊の輸送と貿易をさ
らに容易にすることを目指すプロジェクトが開始すると発表しました。4億8800万米ドルをか
けた80 kmの高速道路は、AfDBによって資金提供されており、ムワイキバキ大統領の政権に
よって建設されたティカスーパー高速道路の延長として機能する予定です。

南アフリカは、ハウテンに新しい「内陸港」を開発する計画を進めています。エクルレニの1億
6,800万米ドルをかけたタンボスプリングスインターモダルターミナルは、技術パートナーで
あるFerrovie dello Stato Italianeが率いるコンソーシアム、エンパワーメントロジスティク
スパートナーであるMakoya、およびConcor、AecomおよびItalferrの支援により建設され
ます。

モロッコは、アフリカ最大の港であるタンガーメッド港に新しいターミナルを開設し、同国で
の投資と製造を拡大しようとしています。15億米ドルをかけた拡張プロジェクトにより、タンジ
ャーメッド港のコンテナキャパシティは600万トン増加します。この港はAPM Terminalが運
営しますが、デンマークのマースク、ドイツのユーロゲート、地元企業が所有する他のターミ
ナルもあります。

エジプト政府は、トンネル公社を通じて、エジプトのオラスコム建設とボンバルディア製造グ
ループが率いるアラブの請負業者で構成されるコンソーシアムと、エジプトの2つの自動モノ
レールシステムを設計、製造、および構築するために45億米ドルの契約を締結しました。

• 都市化された地域以外の不十分なイン
フラストラクチャ開発

• 各国の既存の技術的および政治的貿
易障壁

• 支払いのために財源をかき集める
• 汚職と贈収賄の高い発生率
• 特にプロジェクトの計画と実行にお
けるⓏ脆弱なデューデリジェンスメカ
ニズム

• 高いリスクを考慮した金融投資の欠如
• 各国の劣悪な規制環境
• 複雑なローカルおよび国際的パート
ナーシップ

• 技術的進歩への飛躍的な挑戦への
投資

• 輸送インフラストラクチャ開発への
投資

• グリーン輸送戦略の擁護者
• 個人および共有のスマートモビリティ
への投資と開発

• 公共交通インフラストラクチャの資金
調達と開発

機
会

課
題
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アフリカでは投資の必要性が非常に高まっています。人口が最
も急速に増加し、経済成長が停滞しているため、アフリカ大陸
は、経済のすべてのセクターでFDIと戦略的パートナーシップを
最も必要としています。  輸送や医療などの分野で回復力のある
持続可能なインフラストラクチャの開発と維持に民間の外国人
が関与する範囲が増えていますが、アフリカ諸国は開発のボト
ルネックを回避するためにデジタル化と第4次産業革命の側面
を徐々に取り入れています。 

一部のアフリカ経済ではすでにGDPの5％以上を占めており、
デジタル経済は強力な経済統合を促進し、ビジネスを行うコス
トを削減することで、今後数年でアフリカの景観を変革しようと
しています。デジタル化経済の採用は、アフリカの開発アジェン
ダの前進と貧困の削減、電力と医療への普遍的アクセス、大陸
内貿易と経済統合の強化の必要性に不可欠であると信じられ
ています。これは、技術革新の力を活用するために必要な技術
インフラと知識に投資するための前例のない機会を提示しま
す。 

インターネットのリーチとカバレッジ、再生可能エネルギー、デ
ジタルヘルステクノロジー、高度な農業テクノロジー、教育シス
テム、規制の枠組みや支払いシステムなどの主要分野では、大
陸のデジタル化経済への移行を後押しするための緊急投資が
必要です。しかし、開発の優先順位は、アフリカ大陸の様々な地
域や国で規模や業界によって異なります。投資家は、アフリカ大
陸に進出する前に、潜在的な投資コストとリスクをよりよく知る
ために、地域および国固有のギャップと機会を特定するための
ターゲットを絞った調査、市場参入戦略、および実現可能性調
査を必要とします。

結論
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