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「アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）」は、2019年3月

18日にアフリカ連合（AU）の各加盟国がアフリカ連合の総

会で調印され、発効したものである。AfCFTAの調印は、こ

れまでにないアフリカ大陸における最も野心的な経済統合

の推進手段であり、AUのアジェンダ 2063を実現するため

の重要な足がかりでもある。AUのアジェンダ 2063による

と、アフリカは最終的に政治・経済統合を実現し、各AU加

盟国の商品、サービス、ビジネスおよび投資はAU範囲内で

自由に移動することができる。AfCFTAの全体的な目的は以

下のような３つのことを含む、1）アフリカでの貿易自由

化の実現、商品とサービスの単一市場の確立、2）アフリ

カ域内貿易の拡大と競争力の向上、および3）関税と非関

税の障壁除去と、地域バリューチェーンの開発。

AfCFTAがうまく実施されれば、12億の人口とエリトリアを

除く54のすべてのアフリカ諸国を含む世界最大の貿易圏が

形成され、世界貿易機関（WTO）に次いで2番目になる。こ

れは多国間の競争と協力を促し、富創造の加速に役立つ。

これまでアフリカ大陸で生み出された富により、中産階級

の繁栄が促進されてきた。AfCFTAの実施結果については、

国連アフリカ経済委員会（ECA）は、国間の貿易障壁はな

くなり、アフリカの域内貿易は最大51％増加すると想定し

ている。

現在、アフリカの域内貿易額は世界の他の地域との貿易

紹介：紹介：AFCFTAとは？どのような商業的意義AFCFTAとは？どのような商業的意義
がある？がある？

出典：アフリカ連合、2020年

AfCFTA –組織のガイドラインAfCFTA –組織のガイドライン

額をはるかに上回っている。しかし、アフリカの域内貿易

は沿岸地域の経済開発を促進しているが、内陸国の利益を

損害している。貿易障壁を除去すれば、企業がシームレス

にフロンティア市場に参入し、そこから貿易機会を得るこ

とができる。多くの企業は大陸共同市場で「地域バリュー

チェーン（RVG）」を作成することができ、各地域でビジ

ネスを拡大し、最大の利益を実現し、さらにアフリカ企業

が世界中の同業他社と同等の地位に並ぶことをサポートす

る。

また、当該協定は国境を越えた貿易を刺激することを目的

としているため、関税やその他の輸入障壁の除去が当該協

定の中核となる。そのため、AfCFTAでは、地域経済共同

体の間で機能できるさまざまなメカニズムの確立を定め

た。AUは、今後10年間で関税障壁の90％を段階的に除去す

ることを目指し、マリ共和国やコンゴ民主共和国（DRC）

などの後発開発途上国（LDC）の最大履行期間を10年とす

ることを特別に承認した。
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2.1.インフラ2.1.インフラ
2.1.1.各地域および大陸全体におけるインフラの協調開発2.1.1.各地域および大陸全体におけるインフラの協調開発

アフリカ共同市場の地域内および地域間の効果的な資源配分を実現するには、輸送とエネルギーネットワークの

面で強固な基盤を確立する必要がある。しかし、アフリカ大陸における輸送とエネルギーネットワークの開発は

まだ不十分である。エネルギー不足や交通量の多い道路、鉄道、港湾施設などの輸送インフラの長期的な不足に

より、生産・輸送コストが大幅に増加している。アフリカ開発銀行（AfDB）は、アフリカの年間インフラ赤字は

1.08億ドルに達し、2040年までに1.59兆ドルに増加すると予測している。また、アフリカ経済がAfCFTAの推進と

ともに成長を続けているため、2040年までに年間貨物輸送需要は36億トンに増加し、電力需要は300万GWhまでに

増加すると予測されている。さらに、アフリカの生産年齢人口は10億を超え、それによって、ICTインフラや輸送

ネットワークの需要は急激に増加すると予想されている。これらの需要を満たすために、AUはアフリカ・インフ

ラ開発プログラム（PIDA）を立ち上げた。

2.1.2. PIDAで基礎を築く2.1.2. PIDAで基礎を築く  

PIDAにより、エネルギー、水資源、輸送およびICTインフラネットワーク構築のためのロードマップが作成されて

おり、2040年以前にアフリカ大陸の拡大し続ける需要を満たすことが期待されている。最初の計画によると、第

1フェーズ「優先行動計画（PAP）1」は2012年に開始され、2020年に終了する予定。これまでに、PAP 1の実施中

に、ザンビアのBotoka Gorge水力発電所、ナイジェリアにおける天然ガスパイプライン建設（サハラを横断する

天然ガスパイプライン建設のセグメント）、コンゴ川にかけるキンシャサ・ブラザビル間の道路・鉄道併用橋、

および南部アフリカのスワティーニインターネットエクスチェンジセンターを含む、433以上のインフラプロジェ

クトが開始された。PAP 1で立ち上げられたプロジェクトに基づいて、PAP 2は2021年から立ち上げられ、2030年

まで継続される。

協定によって生み出された機会をつかむ

南アフリカ共和国クワズール・ナタール州海岸にあるダーバン港。2040年までに、アフリカ大陸全体の貨物輸送量は今の3倍増加し、それに
よって、アフリカ大陸の道路、鉄道、港湾インフラの需要は増加すると予想されている。そして民間部門はPIDAなどのプログラムを通じてこ
れらの需要に対処できるようになる。写真提供者：Michael Morris/Flickr
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2.1.3.建設ブームに乗る民間企業2.1.3.建設ブームに乗る民間企業

民間企業がPIDA-PAP計画を重視する理由は、関連インフラプロジェクトがもたらす長期収益にだけでなく、これ

らのプロジェクトがもたらす金融投資機会にもある。PIDAでは明確に「官民パートナーシップ」という概念を使

用されており、民間企業の専門知識とAfDBを制度化することで得た購買力を組み合わせることで、アフリカのイ

ンフラギャップを埋め合わせている。短期的には、ボツワナ、エジプト、ケニアなどの中所得国の発達した都心

における5GインフラやIoTテクノロジーなどのハイエンドサービスの需要が高まる可能性がある。これらの市場間

にはインフララインが絡み合っており、これらのインフララインが交差する「ハブ国」と他の市場間の長距離イ

ンフララインは一番注目すべき重点となり、民間企業が集まる場所にもなる。長期的には、通信回線、高速道路

と石油パイプラインが中央アフリカとサハラ砂漠に広がるにつれて、ブルキナファソやコンゴ民主共和国などの

後発開発途上国はこれらのネットワークの一部になる。

2. 協定によって生み出された機会をつかむ

出典：アフリカ連合、2020年
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2.合意によって提供される機会をつかむ

エチオピアのある中国工場。この東アフリカの国は、中国の経済特区モデルを複製し、それをその地域の主な製造センターにすることを計画
している。写真提供者：国連工業開発機関（UNIDO）/ Flickr

2.2.2.農産物加工で今後の成長の基盤を築く2.2.2.農産物加工で今後の成長の基盤を築く

アグリビジネスは、東アジアとラテンアメリカの工業化への重要な足がかりになることが示されており、それが

アフリカにおいても同じような影響を与えることができる。西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）や南部アフリ

カ開発共同体（SADC）など高度に統合された地域経済グループのアグリビジネスは、すでに大きな進歩を遂げ始

めており、栽培しているカカオ、大豆、タバコ、カシューナッツ、ひまわり油などの換金作物は他の国に輸出さ

れ始めた。貿易障壁の除去につれて、アルジェリア、コートジボワール、エチオピア、ガーナ、ケニア、ザンビ

アなどの地域の農業ハブには、2005年から2015年までに南部アフリカの加工農産物の輸出成長を倍増させるため

の必要な資金を獲得する可能性がある。アグリビジネスのRVGが確立されると、農産物加工活動は自然にバリュー

チェーンの川上へ移動し、日用消費財市場に入る。

2.2.製造業2.2.製造業
2.2.1.アフリカ地域バリューチェーンへの取り組み2.2.1.アフリカ地域バリューチェーンへの取り組み

法的および物理的障壁を除去した後、次の段階では、地域バリューチェーン（RVG）の構築を基本的な目標とす

る。RVGとは、民間企業ができるだけ低いコストで投資を得るために、特定の国に本社を置き、製造チェーンを

複数の国に分散させるシステムをいう。これまでに、アフリカ経済体間の物理的および法的障壁は、地元および

多国籍企業のその目標達成を妨げていた。そこで、AfCFTAとPIDAの推進により、大陸範囲内での当戦略実施の基

礎が築かれた。ただし、一つ無視できない重要な事実がある。それは、RVGは自ら発生しないということ。RVGは

既存の産業基盤に立脚してはじめて生み出される。現状では、既存の産業基盤に、需要を満たすための必要な資

源と技術力が既に保有している。農産物加工、日用消費財（FMCG）や自動車部品製造などの重要な領域において

は、利益創出に向けた態勢が整えられている。 
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2.2.3. 農業バリューチェーンの上流へ：日用消費財とアフリカの小売業2.2.3. 農業バリューチェーンの上流へ：日用消費財とアフリカの小売業

現在、アフリカの日用消費財市場はすでに急上昇の段階におり、RVGによる可処分所得の増加と商品取得コスト

の削減が日用消費財市場の成長の主な原動力となる。中所得国以外では、最初に一番の小売需要は日々の主食で

あった。中流階級の拡大に伴い、低価格の肉製品の需要も高まり、そのため、家畜を主な輸出製品とするボツワ

ナ、ブルキナファソ、エチオピア、ナミビアなどの市場は、一定の優位性を得た。これにより、さまざまな業界

で製品を凍結して長期輸送を図るいわゆる「コールドチェーン」の開発も促進される。アフリカの製造と小売製

品には、クリーニング製品や事務用品なども含まれている。これらの製品はアフリカの比較的に豊かな国の産業

基盤の発展に役立つ、エジプト、ケニア、モロッコ、ナイジェリアと南部アフリカ各国・地域（本来の大規模な

産業基地は再編・拡張することができる）の家庭用電化製品などの付加価値分野と自動車部品業界へのアクセス

を容易にする。

ケニアのモバイルマネー
「MPESA」。東アフリカのモバイ
ルマネー市場は、アフリカ大陸で
の最大の市場である。アフリカへ
のモバイルマネーサービスのさ
らなる拡大を見届ける大株主の
SafaricomとVodacomは最近、ボー
ダフォン傘下のMpesaを買収した。
写真提供者：Rosenfeld Media / 
Flick / WikiCommons

2.合意によって提供される機会をつかむ

2.2.専門サービス 2.2.専門サービス 
2.3.1. アフリカのデジタル革命に伴う開発2.3.1. アフリカのデジタル革命に伴う開発

貿易障壁が除去後、地元の製造業は成長を遂げ、個人と企業の所得が伸び、経済的自由を得て、リテール金融や

その他の専門サービスの発展を促進する。過去数十年の間に、アフリカのサービス産業は力強い成長を遂げてお

り、2000年以来、ずっとアフリカ大陸の平均成長の80％を占め、現在は南部アフリカの成長の40％をも占めてい

る。2030年までに、AfCFTAが設立された後、金融保険、法律、ICTサービスを含むアフリカの企業間取引は合計6

千億米ドルに達すると予想される。

2.3.2. モバイル端末をバンキングや保険サービスに応用2.3.2. モバイル端末をバンキングや保険サービスに応用

アフリカ人の貯金と投資欲求が高まる中、大企業はその金融資産を活用して競争力をより高めたいと考えてお

り、地元の金融部門はAfCFTAが主導するこのデジタル革命の最大の受益者になる。2012年から2017年までの間

に、アフリカの銀行業界の年間収益は前年比で11％増加した。これはアフリカの若い人口、ほぼ普及した携帯電

話およびインターネットアクセスの増加が、リテールバンキングと保険業に、デジタルを中心とする新たな運用

モデルを提供しているからである。2019年だけでも、19軒のデジタル銀行が運営され始めた。ヨーロッパ最大の

保険グループの1つであるアリアンツ（Allianz）は、「デジタル運営専業会社」または100％オンラインサービス

を開始する前に、すでに8億ドルを費やして、16社のアフリカの子会社のデジタル転換をした。これによって、数

百万のユーザーはモバイル端末で保険を購入できるようになった。金融テクノロジー業界はアフリカ大陸におい

て最も急速に成長している業界。モバイルマネーのユーザーは2020年末までに5億人に達し、スマートフォンは

2025年までに完全に普及されると予想された。業界の企業は、すでにデジタルプラットフォームを通じて、一式

の金融商品やサービスを顧客に提供する準備ができた。
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2.3.3. 法律サービスの成長軌道に乗る2.3.3. 法律サービスの成長軌道に乗る

RVG開発の初期には、法律サービスも非常に重要である。地域経済グループの初期的な経験により、国境を越えたビジネ

スには依然として多くの政策の不確実性があることを示している。国境を越えたビジネスを担当する官員は通常、適切

な貿易政策についての訓練を受けていないか、加盟国間の政治的影響を受けているため、通過遅延がよく発生すること

で、時間に敏感なサプライチェーンには問題が出やすくなる。多元化な法律体系は企業、特にテクノロジー主導の企業

にとって、アフリカ全体のRVGを統合するのに協力する上で、法律顧問は重要な役割を果たすことを意味する。これは、

既存のインフラに依存しているブリック＆モルタル企業に比べ、テクノロジー主導の企業が、各国や地域で急速に拡大

できるからである。アフリカの新しい経済の高度なデジタル化の性質により、国境を越えたデジタルサービスと知的財

産保護に関連するコンプライアンスに関する問題を効果的に解決するために、法律事務所はより強い技術的なスキルに

焦点を移す必要がある。公的機関と民間機関の間の仲裁や貿易紛争の解決は必要となるため、法律部門は、アフリカの

自由貿易協定の実施と運営において、政府当局との協力必要である。

2.合意によって提供される機会をつかむ

出典：GSMA、2016-2018年
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注意事項注意事項とまとめとまとめ

開発時の難題ーー自由貿易に関する法律の定立開発時の難題ーー自由貿易に関する法律の定立
アフリカの自由貿易協定の実施には未だに非常に大きな抵抗を受けている。例えば、政治競争があるため、長

い間に、東アフリカ共同体は国境を越えた貿易において、他の地域に遅れをとってきた。例えば、ルワンダの

大統領であるポール・カガメ（Paul Kagame）とウガンダの大統領であるヨウェリ・カグタ・ムセベニ（Yoweri 

Kaguta Museveni）との間の公の諍いにより、過去2年間で2ヶ国は18ヶ月近くも国境封鎖の状態に陥った。最近、

新型コロナウイルス感染症のことで、国々は封鎖と旅行制限を課した。これで、協定を少なくとも2021年初頭ま

で続けることができないようになっている。2021年から当該協定が引き続き実施されたとしても、実施過程も順

調であることを保証できなくて、多くのアフリカ国の貿易と投資政策はまだ統一されておらず（今後5年間で政策

の統一が完了すると予想される）、アフリカの立法機関が時間をかけて新たな法的環境を作成するために新しい

法案を提案・検討する前に、業務の発展には引き続き支障が出てくる。 

克服すべき課題ーー地元人材の確保および消費者市場の確立克服すべき課題ーー地元人材の確保および消費者市場の確立
インフラプロジェクトを完了するほか、アフリカ各国政府にはまた教育とスキル開発を投資する必要がある。現

在、エジプト、ケニア、モロッコ、南アフリカなどの比較的に発達した経済国でも、十分な質の高い教育結果が

足りない。これは、市場には地方の経済発展を促進できる熟練技術者、法律専門家、管理専門家、ICT専門家が不

足していることを意味する。なお、安価な外国の商品やサービスがすでに融資市場を占有しており、地元の商品

やサービスが投資を獲得して市場に参入しにくい。そのため、地元のRVGがその成長潜力を引き出すには、多くの

重大な障害を克服する必要がある。地方政府がこれらの障害を取り除くための関連政策を真剣に策定できない場

合、経済成長を達成できるのは大企業のみになり、協定が支援しようとした中小企業ではなくなる。

アフリカ自由貿易協定は、すでにアフリカの包括的成長への最大の障害を排除するためのロードマップを確立

し、アフリカ大陸での地域経済を促進して、グローバル・のバリューチェーンでより有利な位置を占拠するに、

不可欠な役割を果たすことを覚えておかないとならない。当該協定によってもたらされる機会は機が熟するまで

には時間がかかり、特にアフリカの最貧国では、重大な運用上のリスクが依然として存在するため、当該協定を

慎重に扱う必要がある。ただし、現在はまだ多くの課題に直面しているが、アフリカ大陸は依然として安定した

成長を遂げる能力を有しており、将来、アフリカ自由貿易協定は必ずアフリカが世界の先進国市場で一定の地位

を占めるのに役立つことができる。

タンザニアのダラジャニ露天市場。AfCFTAの実施後、小規模なトレーダーは、他のトレーダーと一緒に市場シェアを徐々に強化し、規模の経
済と範囲の経済を発展させる余地を提供する。これにより、製品販売の機会が生まれ、アフリカの他の国々が主要製品の比較的優位を確立す
るのに役立つ。
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ご不明な点がございましたら、ご不明な点がございましたら、
以下の方法にてお問い合わせください。以下の方法にてお問い合わせください。

advisory@adams.africa advisory@adams.africa 
またはまたは

www.adams.africa/advisorywww.adams.africa/advisory


