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第1節 DAC諸国のODA実績

第3章 諸外国の経済協力

国・地域名 実 績 機関名 実 績
ベトナム 1,523.09 世銀グループ（IDA＊1） 982.42
インド 704.81 アジア開発銀行特別基金 371.00
アフガニスタン 386.67 アジア開発銀行 175.68
イラク 365.45 アフリカ開発基金（AfDF） 175.48
バングラデシュ 307.70 国際通貨基金（IMF） 174.67
二国間援助合計 6,128.63 国際機関への援助合計 3,354.66
援助全体に占める二国間援助の割合 64.6
援助全体に占める国際機関への援助の割合 35.4

国・地域名 実 績 機関名 実 績
エチオピア 529.72 世銀グループ（IDA＊1） 2,576.56
インド 459.43 欧州連合諸機関 1,343.93
パキスタン 438.47 欧州開発基金 538.61
シエラレオネ 391.42 アフリカ開発基金（AfDF） 340.03

ナイジェリア 389.75 世銀グループ（IDA）マルチ債務救済イニシアティブ 125.42

二国間援助合計 11,233.19 国際機関への援助合計 8,072.50
援助全体に占める二国間援助の割合 58.2
援助全体に占める国際機関への援助の割合 41.8

国・地域名 実 績 機関名 実 績
アフガニスタン 529.39 欧州連合諸機関 1,989.15
ブラジル 468.04 欧州開発基金 887.98
インド 435.62 世銀グループ（IDA＊1） 711.12
中国 425.47 アフリカ開発基金（AfDF） 235.53
モロッコ 414.69 アジア開発銀行特別基金 76.10
二国間援助合計 11,589.34 国際機関への援助合計 4,976.86
援助全体に占める二国間援助の割合 70.0
援助全体に占める国際機関への援助の割合 30.0

国・地域名 実 績 機関名 実 績
ウクライナ 244.13 世銀グループ（IDA＊1） 399.76
エチオピア 108.12 アフリカ開発基金（AfDF） 93.33

マリ 99.90 世銀グループ（IDA）マルチ債務救済イニシアティブ 46.35

南スーダン 87.00 アジア開発銀行特別基金 43.17
タンザニア 85.79 アジア開発銀行 33.59
二国間援助合計 3,278.33 国際機関への援助合計 961.71
援助全体に占める二国間援助の割合 77.3
援助全体に占める国際機関への援助の割合 22.7

国・地域名 実 績 機関名 実 績
アフガニスタン 1,928.08 世銀グループ（IDA＊1） 1,360.00
ヨルダン 1,183.45 世銀グループ（IBRD＊2） 238.46
ケニア 807.37 アフリカ開発基金(AfDF) 176.34
南スーダン 796.07 アジア開発銀行特別基金 168.22
パキスタン 695.96 国連児童基金（UNICEF） 132.00
二国間援助合計 27,509.30 国際機関への援助合計 5,586.21
援助全体に占める二国間援助の割合 83.1
援助全体に占める国際機関への援助の割合 16.9

国・地域名 実 績 機関名 実 績
モロッコ 539.46 欧州連合諸機関 1,499.71
コロンビア 477.72 欧州開発基金 849.67
セネガル 293.96 世銀グループ（IDA＊1） 530.72
ブラジル 222.90 アフリカ開発基金（AfDF） 146.86

メキシコ 219.91 世銀グループ（IDA）マルチ債務救済イニシアティブ 53.52

二国間援助合計 6,513.68 国際機関への援助合計 4,106.64
援助全体に占める二国間援助の割合 61.3
援助全体に占める国際機関への援助の割合 38.7

国・地域名 実 績 機関名 実 績
アフガニスタン 31.60 欧州連合諸機関 1,107.50
レバノン 27.45 欧州開発基金 554.08
モザンビーク 23.66 世銀グループ（IDA＊1） 371.25
［パレスチナ自治区］ 20.20 アフリカ開発基金（AfDF） 78.00
チュニジア 19.47 アジア開発銀行特別基金 45.11
二国間援助合計 1,372.30 国際機関への援助合計 2,636.88
援助全体に占める二国間援助の割合 34.2
援助全体に占める国際機関への援助の割合 65.8

図表 30-1 主要DAC加盟国（G7）の政府開発援助供与先上位5か国・機関（2014年）

（支出純額ベース、単位：百万ドル、％）●日本 ●米国

●英国 ●フランス

●ドイツ ●イタリア

●カナダ
出典：DAC統計（DAC Statistics on OECD.STAT）
＊1 国際開発協会
＊2 国際復興開発銀行
＊3 卒業国向け援助を除く。
＊4 債務救済を含む
＊5 ［ ］は地域名を示す。
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国・地域名 実 績 機関名 実 績
ベトナム 1,074.92 世銀グループ（IDA＊1） 1,384.16
インド 867.65 アジア開発銀行特別基金 324.54
バングラデシュ 375.16 アフリカ開発基金（AfDF） 119.18
ミャンマー 351.13 国連開発計画（UNDP） 68.32

イラク 325.54 世銀グループ（IDA）マルチ債務救済イニシアティブ 61.25

二国間援助合計 6,147.44 国際機関への援助合計 3,055.38
援助全体に占める二国間援助の割合 66.8
援助全体に占める国際機関への援助の割合 33.2

国・地域名 実 績 機関名 実 績
パキスタン 571.10 世銀グループ（IDA＊1） 1,704.01
エチオピア 517.62 欧州連合諸機関 1,428.74
アフガニスタン 458.25 欧州開発基金 598.58
ナイジェリア 401.35 アフリカ開発基金（AfDF） 324.66
シリア 393.75 国際通貨基金（IMF） 183.10
二国間援助合計 11,710.03 国際機関への援助合計 6,834.83
援助全体に占める二国間援助の割合 63.1
援助全体に占める国際機関への援助の割合 36.9

国・地域名 実 績 機関名 実 績
インド 751.61 欧州連合諸機関 1,736.62
中国 545.12 欧州開発基金 728.66
南アフリカ 387.13 アフリカ開発基金（AfDF） 206.41
ウクライナ 372.39 アジア開発銀行特別基金 65.83
アフガニスタン 362.07 世銀グループ（IBRD＊2） 29.83
二国間援助合計 14,112.97 国際機関への援助合計 3,827.24
援助全体に占める二国間援助の割合 78.7
援助全体に占める国際機関への援助の割合 21.3

国・地域名 実 績 機関名 実 績
ウクライナ 218.65 世銀グループ（IDA＊1） 345.47
アフガニスタン 148.08 アフリカ開発基金（AfDF） 80.65
エチオピア 103.24 国連開発計画（UNDP） 66.49

ヨルダン 97.41 世銀グループ（IDA）マルチ債務救済イニシアティブ 40.05

南スーダン 88.03 アジア開発銀行特別基金 37.31
二国間援助合計 2,971.99 国際機関への援助合計 1,305.24
援助全体に占める二国間援助の割合 69.5
援助全体に占める国際機関への援助の割合 30.5

国・地域名 実 績 機関名 実 績
アフガニスタン 1,631.47 世銀グループ（IDA＊1） 1,287.80
ヨルダン 809.69 世銀グループ（IBRD＊2） 196.96
コンゴ民主共和国 769.23 アフリカ開発基金（AfDF） 175.67
エチオピア 746.43 国連児童基金（UNICEF） 132.00
パキスタン 746.10 アジア開発銀行 106.59
二国間援助合計 26,654.11 国際機関への援助合計 4,331.43
援助全体に占める二国間援助の割合 86.0
援助全体に占める国際機関への援助の割合 14.0

国・地域名 実 績 機関名 実 績
コロンビア 459.24 欧州連合諸機関 1,278.57
モロッコ 214.00 世銀グループ（IDA＊1） 834.98
ドミニカ共和国 199.09 欧州開発基金 663.42
ブラジル 181.03 アフリカ開発基金（AfDF） 188.57

カメルーン 162.23 世銀グループ（IDA）マルチ債務救済イニシアティブ 46.21

二国間援助合計 5,157.49 国際機関への援助合計 3,881.81
援助全体に占める二国間援助の割合 57.1
援助全体に占める国際機関への援助の割合 42.9

国・地域名 実 績 機関名 実 績
アフガニスタン 103.57 欧州連合諸機関 934.38
イラク 51.05 欧州開発基金 489.99
パキスタン 44.12 世銀グループ（IDA＊1） 193.65
［パレスチナ自治区］ 31.27 アフリカ開発基金（AfDF） 63.93
エジプト 30.83 アジア開発銀行特別基金 31.61
二国間援助合計 1,829.98 国際機関への援助合計 2,174.00
援助全体に占める二国間援助の割合 45.7
援助全体に占める国際機関への援助の割合 54.3

図表 30-2 主要DAC加盟国（G7）の政府開発援助供与先上位5か国・機関（2015年）

（支出純額ベース、単位：百万ドル、％）●日本 ●米国

●フランス
●英国

●ドイツ ●イタリア

●カナダ
出典：DAC統計（DAC Statistics on OECD.STAT）
＊1 国際開発協会
＊2 国際復興開発銀行
＊3 卒業国向け援助を除く。
＊4 債務救済を含む
＊5 ［ ］は地域名を示す。


