
Ｇ８アフリカ行動計画の実施に関するＧ８ＡＰＲによる進捗報告書 

 

１．概要 

●Ｇ８はこれまでアフリカ開発に長くコミットしてきた。Ｇ８北海道洞爺湖サ

ミットの主要な議題の一つは「開発・アフリカ」であり、Ｇ８が如何にしてア

フリカ主導の開発努力を支援していくことができるか議論する予定である。こ

のＧ８間の議論の結果は、Ｇ８とアフリカの間のパートナーシップを強化する

新たな契機となり、本年９月のミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）に関する国連

ハイレベル会合、同月の援助効果向上に関するアクラ第３回ハイレベル・フォ

ーラム及び本年１１－１２月のドーハにおける開発資金国際会議フォローアッ

プへのＧ８によるインプットの良い基礎とならなければならない。 

●とりわけＭＤＧｓ達成等の課題は引き続き存在するが、全体としてアフリカ

は、過去数年間、民主的統治及び社会経済開発において進歩を遂げてきた。ア

フリカ大陸の最近の成長率には極めて目を見張るものがあり、１９９９年の

３％未満から２００７年には５．８％に推移した。これらの数字は、世界平均

より高いものとなっているが、一次産品の価格高騰という世界的な傾向と強く

結びついているため、価格の変動に左右される。アフリカ連合（ＡＵ）のリー

ダーシップの下、地域協力や地域統合が深化しており、アフリカ相互審査メカ

ニズム（ＡＰＲＭ）を含む多くのアフリカ自身の取組が、アフリカの政治的経

済的変革を加速させている。もしアフリカがこの勢いを維持できれば、アフリ

カ大陸は平和、安定、繁栄に向けた不可逆的な進展を遂げる可能性がある。 

●Ｇ８と他のドナーは、２００５年のグレンイーグルズ・サミットにおけるア

フリカと他の途上国向けのＯＤＡに関する約束を履行している。これらのコミ

ットメントの結果として生ずることになる２０１０年までのアフリカ向け追加

的支援２５０億ドルのうち、２００４年以降、ＤＡＣドナー諸国により既に１

２０億ドル以上の追加的な支援が実施された。これは実質的な進展を示してい

る。我々ＡＰＲは、グレンイーグルズ・サミットにおけるＯＤＡのコミットメ

ント、とりわけ２０１０年までの対アフリカＯＤＡ倍増を強調する。 

●２００７年１２月にベルリンで開催された国際開発協会第１５次増資会合

（ＩＤＡ１５）において、Ｇ８を含むドナー諸国は、３年間で２５１億ドルと

いう記録的な約束を行った。ＩＤＡ１５全体では４１６億ドルに達する。さら

に、Ｇ８を含むドナー諸国は、２００７年１２月にロンドンで開催されたアフ

リカ開発基金（ＡｆＤＦ）第１１次増資会合において、出資総額が記録的な支

援規模である８９億ドルに達することに合意した。 

●我々は、世界的な食料価格の急激な高騰がアフリカの進歩やＭＤＧｓの達成、

そして、食料安全保障を脅かしていることについて、深く憂慮する。我々は、

最も脆弱な人々の緊急の必要性に応えるため、国際社会が十分に調整された対

応をとる必要性を認めると共に、緊急食糧援助の実施を歓迎する。我々は、ま

た、食料安全保障に取り組むため、短期、中期、長期にわたる幅広い措置をと

る必要性を認識する。この関連で、食料増産と農業生産性向上のため、Ｇ８は

農業分野への支援を増大する。 

●我々は、最近の数多くのハイレベルによる重要な会議、とりわけ２００７年



１２月にリスボンで行われた第２回ＥＵアフリカ・サミットと野心的なアフリ

カＥＵ共通戦略及び行動計画の採択、並びに２００８年５月に横浜で開催され、

横浜宣言、各重点分野毎に各種の取組を示した横浜行動計画、そしてアフリカ

首脳の要望に応えて実施プロセスを定期的にモニタリングするＴＩＣＡＤフォ

ローアップメカニズムの設立をとりまとめた第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣ

ＡＤⅣ）、を歓迎する。 

●４月７－８日に東京で開催された第１０回ＡＰＦは、「環境と気候変動」及び

「成長の加速化と貧困削減」との課題についてアフリカと開発パートナーがど

のようにして協力を進めていくか議論する上で、またＡＵ／ＮＥＰＡＤアフリ

カ行動計画の進展につき情報提供を受ける上で、よい機会を提供した。 

●この報告書は、２００２年のＧ８カナナスキス・サミットで採択されたアフ

リカ行動計画に基づき、過去数年間でどこに進展があったのか、更なる努力が

必要な所はどこか、我々が評価を行うものである。 

 

２．成長の加速化 

アフリカにおける最近の進展が示すとおり、経済成長は国家発展と貧困削減戦

略の中心であるべきであるとともに、ＭＤＧｓ達成にとって非常に重要である。

Ｇ８は、経済成長と貧困削減に向けた各国及び地域の健全な戦略の策定を支援

するとともに、開発計画から透明で説明しうる結果を確保するためにアフリカ

諸国と協働する。Ｇ８は、民間セクター主導の成長を引き続き奨励すると共に、

世界銀行やアフリカ開発銀行を含む他の開発主体による大陸・地域・国レベル

における取組の触媒としての役割を果たしうる。 

 

貿易、投資、経済成長及び持続可能な開発の促進 

●貿易投資障壁の削減・撤廃と、国内・海外投資を奨励し国内資本を効果的に

動員できるビジネス環境の整備は、成長戦略の成功を確保する上で鍵となる要

素である。多くのアフリカ諸国は５％あるいはそれ以上の年平均経済成長率を

達成しており、Ｇ８とアフリカの間の貿易量やアフリカ大陸における海外直接

投資の量は、２０００年以来、着実に増加している。国際貿易を拡大させる上

で重要なアフリカ域内貿易も、着実に進展している。２０００年以来、アフリ

カと新興経済国との間の貿易量もまた急速に増加している。 

●Ｇ８は、ＮＥＰＡＤ－ＯＥＣＤアフリカ投資イニシアティブや、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（ＥＰＳＡ）、アフリカ企業挑戦

基金や投資環境ファシリティ、アフリカにおける金融セクター機能のためのパ

ートナーシップといった、アフリカの投資環境を改善して金融市場を強化する

ための数多くの取組を引き続き進める。 

●インフラ開発、とりわけアフリカ自身の取組に基づく電力分野の投資や電力

ネットワークの統合、道路、水資源管理に焦点を当てた地域規模のインフラ開

発の実施は、アフリカの成長とりわけ貿易投資環境にとって極めて重要である。

２００８年３月に東京で開催された第４回アフリカ・インフラ・コンソーシア

ム（ＩＣＡ）会合は、Ｇ８を含む国際社会が、アフリカにおける地域規模のイ

ンフラ開発を促進する取組を調整する上で、重要な機会をもたらした。ＩＣＡ



メンバーによるアフリカのインフラ分野におけるコミットメントを合わせると、

２００６年の７７億ドルから２００７年には１００億ドル以上に達した。Ｇ８

は引き続きＩＣＡを支援するとともに、アフリカ開発銀行が管理するインフ

ラ・プロジェクト準備ファシリティを支援する。 

●Ｇ８は、ＬＤＣ諸国原産品に対する無税・無枠措置や、貿易・開発の促進に

貢献する簡潔で透明な原産地規則のような、ＷＴＯ香港閣僚会合で合意した市

場アクセス改善措置を実施している。 

●貿易のための援助（ＡｆＴ）をアフリカ各国の貧困削減戦略文書等の開発政

策・戦略に主流化していく必要性を認識しながら、Ｇ８は、大陸・地域・国レ

ベルにおける能力構築とインフラに焦点を当てつつさらにＡｆＴの取組を強化

していくことに合意した。 

●Ｇ８は、インフラそのものとその運営管理のための能力の双方を含む、地域

的なインフラ開発促進のための公的資金・民間資金を動員するため、各援助国

及び国際援助機関との一体的な取組を続ける。Ｇ８は、よりよい投資環境、Ａ

ｆＴ，現地の中小企業への支援等を通じて、アフリカにおける経済成長を支援

するため、民間セクターとのさらなるパートナーシップを継続する。Ｇ８はま

た、本年度末までにドーハ・ラウンドが成功裡に妥結するよう引き続き努力す

る。 

 

債務救済の実施 

●国際金融機関に対する滞納金の放棄を支援する国際的な取組と重債務貧困国

（ＨＩＰＣｓ）債務救済を通じた重債務貧困国（ＨＩＰＣｓ）の支援は、貧困

削減のための財政支出と投資を可能にし、アフリカのＨＩＰＣｓにおいて必要

とされる財政的余裕を創出する上で、決定的に重要であることを証明している。

債務救済は、例えばリベリアのような紛争後の国家が国際社会との財政的関係

を正常化させることにも貢献している。 

●拡大ＨＩＰＣイニシアティブは、１９９９年６月のケルン・サミットにおい

て合意された。Ｇ８は、ＨＩＰＣ完了時点に到達した国に対し、ＯＤＡ債務の

１００％を繰り延べあるいは放棄し、非ＯＤＡ債務の少なくとも９０％の放棄

を行っている。今日まで、３３ヵ国がＨＩＰＣ債務救済の資格を有しており、

そのうち２７ヵ国がサブサハラ・アフリカにある。２３ヵ国（そのうち１９ヵ

国はサブサハラ・アフリカ諸国）は、ＨＩＰＣ完了時点に到達した後、既に包

括的な債務救済を享受している。 

●さらに２００５年には、Ｇ８は多国間債務救済イニシアティブ（ＭＤＲＩ）

を立ち上げ、この下でＨＩＰＣ諸国が完了時点に到達した後、国際通貨基金（Ｉ

ＭＦ）、国際開発協会（ＩＤＡ）、アフリカ開発基金（ＡｆＤＦ）に対する多国

間債務が放棄されている。 

●Ｇ８は、アフリカ諸国が債務持続性を達成・維持し、慎重な債務戦略を発展

させ、債務管理分野の能力を向上させるための自らの取組を引き続き支援する。 

 

農業生産性を高めること 

●Ｇ８は、農業がアフリカ開発にとって鍵となる分野の一つであり、貧困削減、



食料安全保障及び経済成長にとって、とりわけ重要であることを認める。アフ

リカ諸国は、歳出の少なくとも１０％を農業及び農村開発に充てることをコミ

ットしている。 

●Ｇ８は、ＡＵ・ＮＥＰＡＤ包括的アフリカ農業開発プログラム（ＣＡＡＤＰ）

を、農業分野の成長と農業生産性の向上、食料安全保障の確立、及び開発の促

進のための枠組として、支持する。この一年で、ＣＡＡＤＰの実施において大

きな進展が見られた。例えば、１５か国が詳細な政策と総合的な投資計画の策

定に関わっていること（ＣＡＡＤＰ Ｃｏｍｐａｃｔｓ）、世界銀行が管理する

マルチ・ドナー信託基金が設立中であること、戦略的分析・知識管理システム

が根拠を持った投資の決定を導いていること、戦略的なプログラムが策定・実

施されていること等がある。そして、相互審査のためのメカニズムを提供する

ＣＡＡＤＰパートナー・プラットフォームが定期的に会合を開いている。Ｇ８

は、アフリカにおける農業研究を推進するための地域の研究拠点を支援してい

る。 

●ＣＡＡＤＰの推進と実施に責任を有する地域経済共同体（ＲＥＣｓ）の能力

開発を特に支援すること、他のパートナーと協働すること、国レベルでの円卓

会議や国別協定を推進することが鍵である。農業生産性を向上させるには、ア

フリカ自身の努力に加えて、この重要な分野における更なる国際的な支援と、

援助政策の整合化に向けた更なる努力が必要である。市場制度の改善、とりわ

け輸送・流通・供給プロセスにおける障害の除去及び鍵となる貿易・輸送回廊

の構築と、生産性・質の向上、地域インフラ、効率的な灌漑制度、収穫後の加

工と流通網の構築、既存及び新規の農業技術、研究とそれらの普及制度の活用

に対する包括的な支援が求められる。 

 

３．平和の定着と民主化に向けた支援の強化 

平和及び安全の推進 

●アフリカ大陸において平和の定着と民主化が進展している。しかしながら、

例えばスーダン・ダルフール地方や、その周辺地域、ソマリアといった限られ

た地域においては、暴力的な紛争が継続している。現在日本が議長を務める平

和構築委員会では、ブルンジやシエラレオネ、ギニアビサウといった紛争後の

諸国における持続的な平和の構築に向け、早くも進展がみられる。国連小型武

器行動計画に沿って、複数のアフリカ諸国は小型武器に関する国別計画を作成

し、地域協力を強化している。 

●ＡＵはアフリカの平和・安全保障に重要な役割を果たしている。Ｇ８は、Ａ

Ｕ、ＥＣＯＷＡＳのような準地域機関、アフリカ諸国による、アフリカ平和・

安全保障アーキテクチャー構築に向けた努力を支援する。２０１０年までにア

フリカ待機軍を設立するという試みは引き続き大きな課題であるが、主要な訓

練の実施を伴った形でコンセプトを２０１０年に実現させ、すぐに人員を配置

するための平和支援活動部（ＰＳＯＤ）の構造を見直すという、大陸レベルの

訓練計画の実施に向けたＡＵの取組はよい兆候である。ダルフールに展開する

ＡＵ国連合同ミッション（ＵＮＡＭＩＤ）の開始は、アフリカの平和の定着・

確保におけるアフリカの努力と国際的努力を結合させたものとしての重要な一



歩である。ＵＮＡＭＩＤに対する装備、維持、他の兵站事項に関する更なる支

援の必要性が強調されている。また、ソマリアの危機に対処するために、国連

を含む国際社会からの大きな支援の必要性も認識されている。 

●アフリカの平和維持能力の向上は、平和の定着のために決定的に重要である。

Ｇ８は、これまで５万人以上の平和維持部隊の訓練及び装備調達を行ってきて

おり、引き続き２０１０年までに世界で７万５千人の平和維持部隊の訓練及び

装備調達を行うこと、移動及び輸送支援、世界的な警察能力の強化、文民によ

る平和活動及び紛争後の復興の能力向上に関する援助を提供する用意がある。

この目的のため、アフリカのパートナーとの緊密な対話に基づき、Ｇ８は、コ

フィ・アナン国際平和訓練センターやバマコにある平和維持学校をはじめとす

るアフリカの平和維持訓練センターへの支援を行っている。これに加え、我々

は、アフリカのパートナーが、紛争の前後の段階で直面する新しい課題に対処

することができるよう、アフリカ主導の平和維持努力のための持続可能かつ柔

軟な資金メカニズムを長期的に発展させるための可能な手段につき検討する。

紛争の全サイクルを通じた継ぎ目のない支援は、暴力的紛争が一度成功裏に抑

制された後はその再発を避け、アフリカにおける平和の定着を進める上で不可

欠である。 

●大陸早期警戒システム、賢人パネル及び軍事参謀委員会を含むアフリカ平和

安全保障アーキテクチャー(ＡＰＳＡ)の発展及び運用の加速化が必要である。

Ｇ８及び国連機関を含む他のドナーは、シーアイランド・サミットで設立され

たアフリカ・クリアリング・ハウス会合（ＡＣＨ）において、ドナー間で如何

によく連携してＡＰＳＡへのさらなる支援を行うかにつき、議論を行っている。

２００８年４月２３・２４日にＡＵの初参加を得て東京で開催されたＡＣＨに

おいて、パートナーは、ＡＵによる大陸規模のアフリカ待機軍訓練・実施計画

の進展を歓迎した。ＡＣＨの成果は、２００８年６月１３日にアディスアベバ

で行われたＡＵ／Ｇ８＋＋会合において再確認された。またＧ８は、ＡＵ、地

域経済共同体及びＡＵ加盟国間の一層効率的な協調を慫慂している。ＡＵと国

連のとの間の協力に加え、アフリカのパートナーと国連、特に安保理との間の

協力もまた、この地域にとって死活的に重要である。 

 

制度及びガバナンスの強化 

●Ｇ８は、いくつかのアフリカ諸国、特にジンバブエにおける深刻なガバナン

ス上の危機に強い懸念を有しながら、アフリカ全体において選挙及び民主的統

治の慫慂及び促進を通じた民主化プロセスを強く支持している。私たちは、現

在アフリカ１７か国によって署名されている民主主義・選挙及びガバナンスに

関するアフリカ憲章の採択等、アフリカ自身の民主化への努力を歓迎する。私

たちは、アフリカ諸国による憲章の批准を奨励かつ支持する。新たにアルーシ

ャで運用が開始されたアフリカ人権裁判所等を通じた、アフリカ大陸での人権

遵守強化に関する継続的な進歩を支持する。Ｇ８は、実効的な国家及びより良

い統治がアフリカ開発及びＭＤＧｓ達成の中心であると認識する。実効的な国

家は、国民の権利を保護し、安全を提供し、また、保健や教育等のサービスの

提供を確保する。 



●目下のところ、２８か国がアフリカにおける相互審査メカニズム（ＡＰＲＭ）

に参加している。ガーナ、ケニア、ルワンダ、南アフリカ及びアルジェリアの

相互審査は既に完了した。Ｇ８はＡＰＲＭプロセスを支持しており、いくつか

のＧ８メンバーはまたＡＰＲＭ信託基金に拠出を行っている。 

●１６のアフリカの資源国は、採取産業透明性イニシアティブ（ＥＩＴＩ）の

候補国として受諾されている。ＥＩＴＩは、採取産業（特に、石油、ガス、そ

して鉱業部門）における透明性向上とそれによる説明責任を改善することを通

じてガバナンス能力を強化することを目的とする。多くの資源国では、ＥＩＴ

Ｉ理事会とＥＩＴＩ国際事務局の支援を得て、ＥＩＴＩプロセスを開始する過

程にある。ＥＩＴＩイニシアティブへの継続的な支持及び承認は、アフリカに

おける良い財政ガバナンスの確保及び腐敗撲滅のために極めて重要である。私

たちは、ＥＩＴＩ候補国が認証プロセスを完了することを慫慂する。資源の採

取及び加工による収入は、経済社会開発及び貧困撲滅という目的のために使わ

れるべきである。私たちは、新興経済国を含む全ての国が、民間部門を含め、

ＥＩＴＩに関与し、支持することを慫慂する。さらにＥＩＴＩを超えて、支出

フローの透明性が向上されるべきである。 

●グッド・ガバナンスは、内生的であるべき長期的なプロセスであり、包括的

な結果は短期的に達成されるものではない。それ故に、Ｇ８はアフリカにおけ

る良い金融ガバナンスを促進し、また、この分野におけるアフリカ自身の努力

を支持し続けるべきである。Ｇ８財務大臣は、２００７年のポツダムでの財務

大臣会合で、「財政の良好なガバナンスに関するＧ８アクション・プラン」を承

認した。ハイリゲンダム・サミットの成果文書では、Ｇ８首脳がこのアクショ

ン・プランへの支持を強調した。このアクション・プランは、援助効果向上に

関するパリ宣言や、アフリカにおいて公的金融システム改革を支援する継続中

のイニシアティブの原則に基づき、１０の行動分野をまとめたものである。 

●私たちは、全ての国が、腐敗撲滅によってガバナンスを向上させることが必

要であることを強調する。これは、特に、腐敗予防、腐敗行為の処罰化、実効

的な法執行の提供及び腐敗行為により獲得された財の回復に関する国際協力の

増加、といった具体的措置をとることにより達成することができる。 

●Ｇ８は、様々な準地域機関や、ＡＵ、ＡＵ委員会や全アフリカ議会を含むＡ

Ｕの機関の強化といった、地域協力の進展を歓迎する。Ｇ８は、ＮＥＰＡＤの

ＡＵへの完全な統合の進展と、ＲＥＣｓの制度機構の一層の合理化に細心な注

意を払っていく。Ｇ８は、更に、国境を越えた協力活動を含む、南南協力の進

展を歓迎する。 

 

４．ＭＤＧｓ達成支援（ここではジェンダー、保健及び教育に焦点を当てる） 

Ｇ８は、２１のアフリカ諸国が、アフリカの女性の権利に関するアフリカ人権

憲章議定書を批准したことを歓迎する。議定書の一層の批准と履行が更に期待

される。 

ハイリゲンダム・サミットにおいて、Ｇ８は、他の政府と協力しながら、世界

エイズ・結核・マラリア対策基金（世界基金）によるジェンダーを意識した対

応への支持を確約した。この決定に従い、ジェンダー問題をより実質的に世界



基金の政策と運用に取り込むイニシアティブが、世界基金第２回増資会合中に

提示された。２００７年１１月の第１６回世界基金理事会で、このイニシアテ

ィブを前進させ、また、ジェンダーの平等を世界基金の機構及び運用に取り込

むという決定が行われた。 

 

知識の拡大：教育の改善及び促進、並びにデジタル・オポチュニティーの拡大 

●近年のサブサハラ・アフリカにおける就学率の改善のペースには勇気づけら

れるものがある。初等教育の無償化、ケニア、ザンビアやタンザニアの例が示

すように、女子を含む何百万もの子供の就学のための重要な手段の一つである。

しかし、アフリカは、未だ他の地域と比べ、大きく立ち後れている。（教育への）

アクセスの向上は、教育の質の向上を伴わねばならず、また、途上国の国家財

政全体の観点から持続可能なものでなければならない。万人のための教育（Ｅ

ＦＡ）の目標達成に向けて順調に進んでいない２５か国のうちのおよそ３分の

２の国は、サブサハラ・アフリカ諸国である。更に、就学年齢児童数は、この

先１０年で２２％増加すると予想されている。 

アフリカ諸国における教育の質の向上、教育現場におけるジェンダー平等の促

進、教育へのアクセスの向上、成長と自立のための教育の促進、そして、他の

開発分野との分野横断的アプローチの確保が重要である。 

Ｇ８は、低所得国及び脆弱国家に特別の注意を払いつつ、全ての子供に質の高

い教育へのアクセスを確保するというパートナー国の努力を支援するため、パ

ートナーや他のドナーと協働することにコミットする。Ｇ８は、ＦＴＩに承認

されたアフリカ諸国の２００８年のニーズを満たすべく、二国間及び多国間の

リソース（資源）を動員するため、パートナー及び他のドナーと引き続き協働

する。Ｇ８は、ＥＦＡにコミットしている全ての国は、リソース（資源）不足

によりＥＦＡ達成に向けて挫折することはない、という２０００年のダカール

及び２００７年のハイリゲンダムでなされた既存のコミットメントを再確認す

る。しかしながら、資金をよりよい学習成果へ変える能力を欠いたリソース資

源）の増加は、初等教育の完全普及の達成やジェンダー平等の促進、女性の地

位向上というＭＤＧｓの目標実現や、６つのＥＦＡ目標の実現の助けにはなら

ない。パートナー国の援助吸収能力が強化されなければならない。能力開発は

ＦＴＩの主たる焦点とならなければならない。 

 

保健の向上及びＨＩＶ／エイズとの対決 

●地球規模の保健問題への関心が高まっている。主要な感染症に焦点を当てた

プログラムへの資金の増加という点で、大きな進歩が見られる。ＨＩＶ／エイ

ズとの闘いにおいて、レトロ・ウイルス療法へのアクセスは増加し続けている。

２００７年１２月の時点で、サブサハラ・アフリカの２１０万以上の人々が治

療を受けているが、これは、治療を必要とする人の約３０％に相当し、この数

字は、２００３年にはわずか３％であった。しかしながら、ＨＩＶ／エイズを

巡る状況は依然深刻である。援助活動の効果向上のため、２０１５年までに保

健関連ＭＤＧｓを達成する上で、数多くの課題に取り組むべく、一層の協力が

必要である。 



●昨年１１月のベルリンでの世界基金第２回任意増資会合以来、２００８年か

ら２０１０年までの３年間のため、１００億ドル以上が、公的及び民間ドナー

から約束あるいは予測された。Ｇ８は、こうした顕著な成果を歓迎し、全ての

パートナーに約束の履行を求める。Ｇ８はまた、最近の地球規模の保健問題へ

の二国間援助の増加を歓迎する。 

●世界保険機構（ＷＨＯ）は、世界全体で４００万人の保健従事者が必要であ

ると試算している。人間の安全保障に基づき、女性や子供とともに、貧困及び

脆弱なグループが差別なくアクセスすることを目的として、持続可能なアプロ

ーチで、保健従事者を訓練・維持し、保健システムを強化することが重要であ

る。 

 

５．環境・気候変動問題への対処 

水資源の管理を向上させること 

●２００８年は、国際衛生年である。その目的は、関係者にロードマップを指

し示すとともに、衛生への社会の認識を高め、また、人的資源及び資金を動員

することである。こうした目的の下、Ｇ８及び他の開発パートナーは、イニシ

アティブを発揮し、衛生の重要性に関する社会の認識を更に高め、衛生の普及

に関する政治的コミットメントを一層促進してきた。 

●Ｇ８の枠組みでは、Ｇ８エビアン・サミットにおいて、水の不足は人間の安

全保障の基礎を揺るがすという点に留意して、国際社会のための水に関する行

動計画が採択された。この行動計画は、アフリカの水資源の越境性を考慮に入

れつつ、地方政府と地域コミュニティーの協力強化を通じて、とりわけ良い水

のガバナンス、資金の最適化、そして、社会インフラ開発を促進することを呼

びかけるものである。この分野では、Ｇ８は、水に関するアフリカ閣僚委員会

の取組であり、アフリカ開発銀行が管理する、アフリカ水ファシリティを支援

する。Ｇ８は、実施戦略の構築等を通じて、エビアンＧ８水行動計画の実施の

ための取り組みを再活性化する予定である。 

●アフリカにおいて気候変動は、人の生活、経済成長及び生態系のための水の

利用可能性に対して、徐々に負担となりつつある。アフリカ大陸の大部分にお

いて水へのアクセスを確保するためには、良い循環型水管理を必要とする。Ｇ

８は、統合水資源管理（ＩＷＲＭ）の概念及び人的資源の能力開発の進展の必

要性を、持続可能な水資源の利用及び管理の中心であると認識する。 

 

気候変動への適応及び緩和並びにエネルギー・アクセス 

●アフリカ大陸は、地球規模の気候変動への責任は少ないにもかかわらず、気

候変動に対してとりわけ脆弱である。気候変動は、農業生産性、平和・安全保

障、開発、移民及びインフラを含む多くの問題に影響を与える。気候変動への

適応とエネルギー・アクセスの問題は、双方とも、必要に応じ、国家主導の開

発戦略の範囲内で、開発努力の中で主流となるべきである。革新的かつ再生可

能エネルギーへ焦点をあてることは、温室効果ガスを削減すると同時に、持続

可能な方法でのエネルギー・アクセスの改善のため大きな助けとなりうる。Ｇ

８は、このことをグレンイーグルズ・サミット及びハイリゲンダム・サミット



において認識しており、適応は、気候変動に最も脆弱な発展途上の国及び地域

にとって、とりわけ大きな課題となることに留意した。Ｇ８は、更に、必要に

応じ、特に脆弱な諸国における気候の変動への対応能力向上と、適応目標の持

続可能な開発及び国家開発計画への統合のため、パートナー諸国の努力を支援

することを確約する。私たちは、更に、気候変動及び他の環境問題に効果的に

取り組むため、持続可能な開発のための教育イニシアティブとその促進が重要

であることを認識した。 

●相当の資金調達及び投資が、緩和、適応及びクリーンで持続可能なエネルギ

ーへのアクセスという課題に取り組むために必要となる。主要な資金源は民間

部門であるが、公的資金は、最貧困層を助け、民間の資源を呼び込むために必

要である。Ｇ８はまた、コンゴ盆地において森林保全と両立する森林経営及び

生活手段の開発のための人的・制度的能力開発を目的とした、コンゴ盆地森林

パートナーシップのようなその他の取組を支援する。 

●ハイリゲンダム・サミット首脳文書において、Ｇ８は、適応と、途上国での

森林減少の停止の双方に対して、また、とりわけ森林カーボン・パートナーシ

ップ基金の設立を容易にする資金調達の仕組みに対して、等しく支援すること

を約束した。気候投資基金を含む、他の気候変動対策のための資金源もまた、

同様に設立されつつある。我々は、様々な資金調達イニシアティブがお互い効

果的な形で補完し合い、また、アフリカ諸国が、自らの国内の優先順位の範囲

内で、気候変動問題に対処できる能力をつけるよう適切な注意が払われること

について、確保すべきである。 

●我々はまた、主要排出国を含む全ての国が、責任ある方法で行動し、バリ行

動計画に沿った形で協力するための、２０１３年以降の地球規模で包括的な枠

組を設立することが決定的に重要であることを強調する。更に、２０１３年以

降の枠組が、適応のためのより強化された協力を含むことも決定的に重要であ

る。 

 

６．結論 

●我々は、近年のアフリカによる経済的、社会的及び政治的進歩を歓迎する。

本進捗報告書に示されているとおり、Ｇ８は、成長を加速化し、人間の安全保

障を確保し、ＭＤＧｓを達成し、環境問題に取り組もうとするアフリカ大陸自

身の努力を、様々な異なる方法で支持している。 

●ＭＤＧｓ達成に向けた取組の再活性化、高まる気候変動の脅威への取り組み、

農業生産性及び食料安全保障の向上の必要を含め、重大な課題が残っている。

それゆえ、ＡＰＲとしての我々の主要な目的の一つは、オーナーシップとパー

トナーシップの原則に基づき、アフリカとＧ８との間の結束を図ることである。

アフリカが直面する課題は、差し迫った地球規模の問題であり、それは、アフ

リカと開発パートナーの一致した努力によってのみ取り組むことができるから

である。Ｇ８は、これまでも、そして、これからも、アフリカにとってコミッ

トしたパートナーであり、対アフリカＯＤＡを２０１０年までに倍増するとい

うコミットメントをはじめとする重要な約束をこれまで行ってきた。透明性向

上の重要性を認識しつつ、我々は、自身の年次進捗報告を含め、Ｇ８のアフリ



カへのコミットメント履行における進展の監視への努力を強化する。 

●我々は、ＡＰＲとして、アフリカのパートナーとのパートナーシップを、一

層強化する決意である。我々は、アフリカ開発にとってより切迫した課題に焦

点を当てつつ、我々の対話をより効果的なものへとしていく。 

 



別添 

アフリカへのコミットメントに関するＧ８各国の進捗状況 

（Ｇ８各国毎に提出されたもの） 

 

日本日本日本日本    

「今後５年間でのＯＤＡ事業量について、１００億ドルの積み増しを目指す」

とのコミットメントについて、日本のＯＤＡは、２００４年（基準年）の８９

億ドルから２００５年には１３１億ドル、２００６年には１１２億ドル、２０

０７年には７７億ドルとなっており、ここ３年間の総計では計５３億ドルの積

み増しとなっている。日本のアフリカ向けＯＤＡは、２００３年（基準年）の

８．４億ドルから２００７年の１７．１億ドルとなり（技術協力、無償資金協

力、国際機関への拠出金、債務救済を含む）、日本は、「今後３年間でアフリカ

向けＯＤＡを倍増する」との国際的な約束を果たした。「今後５年間でＥＰＳＡ

に対して１０億ドルを供与する」とのコミットメントに関し、日本は約１億３，

０６７万ドルのソブリンローン及び約１億３０４万ドルのノンソブリンローン、

併せて２億３，３７１万ドルを２００６年以来既に供与している。 

「クールアース・パートナーシップ」を通じて、２０１３年以降の気候変動に

対処する実効的な枠組を構築するため、１００億ドル規模の支援に基づき、日

本はアフリカや他の途上国との間で詳細な政策協議を行っている。日本－アフ

リカクールアース・パートナーシップの設立は、ＴＩＣＡＤⅣにおいて歓迎さ

れた。 

 

（ＴＩＣＡＤⅣ） 

日本は、国連、ＵＮＤＰ及び世銀と共に、第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡ

ＤⅣ）を２００８年５月２８－３０日に横浜で開催した。日本の福田康夫総理

は、２０１２年までに対アフリカＯＤＡを倍増させる意向を表明した。総理は、

次の５年間で、無償資金協力や技術協力を倍増させると共に、主にインフラ開

発に焦点を置いた最大４０億ドルの対アフリカ円借款支援を行う用意がある旨

約束した。総理はまた、２０１２年に日本の対アフリカ海外直接投資を倍増さ

せることを目指して、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）に「アフリカ投資倍増支援基

金」を設立することを含め２５億ドルの金融支援を行うほか、アフリカへの日

本の民間投資の増加を奨励する手段をとることを約束した。 

 

イタリアイタリアイタリアイタリア    

イタリアのＯＤＡは、２００４年にＧＤＰ比０．１５％から、２００６年には

０．２０％へと向上したように、近年前向きな傾向を見せている。２００７年

にＯＤＡ額は、２００６年から７．９％増加し、３９億米ドルに達した。実際

のＯＤＡ支出額は（債務放棄を除くとその割合が変わるが）、Ｇ８で最大の４６．

７％の増加を示している。イタリアの対アフリカＯＤＡは、２００４年の３億

７７０億米ドルから、２００５年には８億７３３０万米ドル、そして、２００

６年には１０億５千万米ドルへと増加し、（基準年である）２００４年から倍以

上の伸びとなった。２００７年には、概ねアフリカの脆弱な国家のため、いく



つかの重要なコミットメントが決定された。中でも、２００６年及び２００７

年に総額２億６千万ユーロを世界基金に出資したことが挙げられる。６億３５

００万ユーロをワクチンの事前購入制度（ＡＭＣ）に約束したことで、イタリ

アは、このＧ８イニシアティブの最大の援助国のひとつとなった。イタリアは、

更に、「予防接種のための国際金融ファシリティ（ＩＦＦＩｍ）」に２０年間で

４億７３５０億ユーロの支援を行う。２００７年には、平和・安全保障の分野

でＡＵの制度構築及び活動を支援することを目的に、およそ４千万ユーロの具

体的な「イタリア・アフリカ平和ファシリティ（ＩＡＰＦ）」を設立した。ソマ

リアに関するＡＵとの合意による最初のプロジェクトであり、ソマリアの行政

機関の構築及び補強を意図するものである。このイタリアのファシリティによ

って支援を受けた他のプロジェクトは、ＡＵが、ＡＵ憲章により設立された権

限を遂行するために必要な人材の登用及び訓練の助成を目的とするものである。

こうしたプログラムの開始以来、イタリアのアフリカ諸国に対する債務免除額

は２７億８千万ユーロとなった。イタリアはまた、ＩＦＩｓを通じたいくつか

の多国間イニシアティブにも積極的である。２００７年、イタリアは、１２０

０万ユーロをもって、シエラレオネのブンブナ・ダム完成のためのアフリカ開

発銀行の金融パッケージに加わり、５００万ユーロを欧州投資銀行のアフリ

カ・インフラ信託基金に出資した。イタリアは、更に、１５０万ユーロを以て、

エジプトにおける女子出産登録の拡大のため世界銀行のプログラムに出資を行

った。 

 

カナダカナダカナダカナダ    

スティーブン・ハーパー首相は、カナダは２０１１年までに全世界に対する支

援を２倍にし、２００８-０９年までにアフリカへの援助を２１億ドルに倍増さ

せるというコミットメントを守ることを確認した。 

保健分野は、カナダのアフリカ諸国への支援の重点項目である。１億５００万

ドルを以て、カナダは、妊婦及び子供の死亡率減少を目的とする、百万人の命

を救う触媒イニシアティブを、ユニセフと共に主導している。このイニシアテ

ィブは、グレンイーグルズ・サミットで首相より発表された、２００６－２０

１６年で４億５千万ドルのコミットを行うアフリカ保健システムイニシアティ

ブ（ＡＨＳＩ）の一部である。ＡＨＳＩは、ＭＤＧｓの保健分野での具体的進

展のため、アフリカにおける保健システムを強化すべく、国家主導の取り組み

を支援することを目的とする。それに加え、カナダ政府は、２００８年２月に、

同国が、世界基金に対し、今後３年で４億５千万ドルを拠出することを表明し

た。 

我々の平和・安全保障へのコミットメントも力強い。カナダの、スーダンへの

支援は、２００６年以来の自主的出資の累計として３億８８００万ドルを上回

った。カナダは最近、警察・平和維持部隊の訓練のため、追加的な１０３０万

ドルの支援を表明した。我々は、ＥＣＯＷＡＳと、ＡＵの平和・安全保障の権

限に関する制度能力強化のため、ＥＣＯＷＡＳとＡＵを引き続き支援する。 

カナダは、アフリカ諸国の政治、企業及び経済ガバナンスの改善を支援する、

アフリカ相互審査メカニズムを支援する主要な支援国の一つであり続けている。 



カナダは、更に、２０１０年までに、年間、１億ドルから１億５千万ドルまで、

アフリカにおける基礎教育のための二国間支援を２０１０年までに年間１億ド

ルから１．５億ドルに増加させるというコミットメントを実現するという方向

に向かっている。 

ＣＩＤＡは、貿易のための援助のため、２００７-２００８年から始まる５年間

で１３８０万ドルを供与する。こうした資金の殆どは、後発発展途上国とアフ

リカのために使われる。 

 

フランスフランスフランスフランス    

ＯＤＡ：フランスは、ＥＵの枠組みにおいて、ＯＤＡの割合を２０１０年まで

に０．５１％、２０１５年までに０．７％とすると確約した。フランスの開発

支援は、２００２年以来５８億ユーロ増加し、２００７年には７３億ユーロ（９

９億４０００万米ドル）、すなわち、ＧＮＩ比０．３９％に達した。そのため、

２００７年、フランスは、ＯＤＡのＧＮＩ比でＧ８をリードする支援国であり

続けている。 

 

保健：２００７年、フランスは、全体で１兆４４５０億米ドルをアフリカの保

健のために提供し、そのうち、４億６６００万米ドルをエイズ、１億６６００

万米ドルをマラリア、１億６６２０万ドルを結核、そして、３５００万米ドル

をポリオ対策に用立てた。 

 

教育：２００８年３月、サルコジ大統領は、現在から２０１０年の間に、サブ

サハラ・アフリカにおいて、追加的に８百万人の子供に対して、初等教育を提

供し、また、２０１５年までに教師の採用数３８０万人のレベルに増加させる

ため他の援助国と協働するという仏英イニシアティブを共同で開始した。 

 

平和・安全保障：フランスの優先課題は、アフリカ平和安全保障アーキテクチ

ャー（ＡＰＳＡ）の効率的な運用である。フランスは、ＥＣＯＷＡＳ、ＥＣＣ

ＡＳ、ＩＧＡＤ／ＥａｓｂｒｉｃｏｍやＳＡＤＣといった地域機関とのよりよ

い軍事・防衛協力のため、自国の対アフリカ軍事ミッションを再構成した。２

００７年、９つの平和維持部隊を含む、２７か国６８００名の部隊が訓練され

た。２００５－２００７のＥＣＣＡＳに焦点を当てたフランスの最重要プログ

ラムであるＲＥＣＡＭＰは、この地域で１８３６名の兵士に対して追加的ター

ゲット・プログラムを行った。フランスは、更に、中央アフリカ共和国におい

て、ＣＥＭＡＣ／ＥＣＣＡＳ平和維持活動に補給支援を行った。 

 

成長：２００８年２月、サルコジ大統領は、投資ファンドや、信用へのアクセ

スを促進し、民間部門を支援するための資金を含む、（５年間で）３８億米ドル

の、アフリカのための経済成長イニシアティブを表明し、２０００の企業と３

０万人分の雇用を創造するとした。 

 

革新的資金調達：フランスは、これまで革新的資金調達メカニズムの創造の推



進力であった。フランスは、フランスのＯＤＡに関するコミットメントに追加

されるものであり、国際的な薬品購入ファシリティであるＵＮＩＴＡＩＤに年

間２億５千万ユーロを拠出するものである、航空券への国際課税プログラムを

２００６年に設立した。フランスは、更に、予防接種のための国際金融ファシ

リティの主要な出資国の一つである。 

 

米国米国米国米国    

ＯＤＡ：米国は、大統領が２００５年にグレンイーグルズで行った、対アフリ

カ支援を２０１０年までに、２００４年の４３億ドルから、８７億ドルに倍増

させるという約束の実現に向かって順調に進んでいる。２００６年には、米国

の対アフリカ支援は計６８億ドルとなり、２００４年の水準から５０％以上上

昇した。 

 

良い統治：ミレニアム挑戦会計（ＭＣＡ）は、公正に統治し、国民に投資し、

また、経済的自由を約束する諸国を支援している。ＭＣＡは、８つのサブサハ

ラ・アフリカ諸国との間で、全体で３０億ドルを超える協定に署名した。加え

て、反腐敗プログラムの資金のため、８２００万ドルがＭＣＡ敷居値合意を通

じて出資されている。２００７会計年度には、米国は、アフリカ諸国の公正か

つ民主的な統治を促進するプログラムに対し、１億７５００万ドル近くを提供

した。米国は、２００５年以来、アフリカにおける外国公務員の贈収賄により、

米国外国腐敗行為法違反に関して１１件の刑事法執行を行ってきている。 

 

貿易及び投資：米国は、２００７会計年度に、２００６会計年度より２６％多

く、２００５会計年度より１５０％多い、５億５００万ドルを貿易関連支援と

して提供した。アフリカ金融部門イニシアティブ（ＡＦＳＩ）は、財務省及び

海外民間投資公社を通じ、アフリカ投資のために民間が管理する投資基金より

約２０億ドルを動員し、アフリカ大陸の資本市場発展のための専門的な技術支

援を提供することが期待されている。米国への輸出は、アフリカ成長・機会法

（ＡＧＯＡ）の下、２００７年に計５００億ドルを超えた－この数字は、同法

が初めて通年で有効であった２００１年の水準の６倍以上である。９８％以上

のアフリカから米国への輸入は、ＡＧＯＡの下、無関税である。 

 

平和・安全保障：シーアイランド・サミット以来、米国は４万人以上のアフリ

カ平和維持部隊を訓練してきた。こうした米国により訓練されたアフリカ平和

維持部隊の約８０％は、ＡＵ及び国連のミッションにおいて、アフリカの内外

で展開している。 

 

保健：米国大統領は、２００３年の１５０億ドルの初期コミットメントに３０

０億ドルを追加するという大統領緊急エイズ救済計画（ＰＥＰＦＡＲ）の再認

可を求めた。大統領マラリア・イニシアティブ（ＰＭＩ）は、サブサハラ・ア

フリカの１５の対象国において、マラリアと闘うため１２億ドルを出資してい

る。 



 

教育：アフリカ教育イニシアティブ（ＡＥＩ）は、８年間で質の保たれた基礎

教育へのアクセスを向上するため、今後８年間で６億ドル拠出することをコミ

ットしている。２０１０年までに、ＡＥＩは、１５００万冊以上の教科書を配

布し、約百万人の教師を訓練し、また、５５万人の女子のために奨学金を提供

することになるだろう。世界で最も貧しい子供達のための大統領の拡大教育イ

ニシアティブは、アフリカ４か国を含む６つのターゲット国で４百万人以上の

子供達に質の伴った基礎教育を提供するため、今後５年間で５億２５００万ド

ルの追加拠出をすることをコミットしている。 

 

債務免除：ケルン・サミット以来、米国は、アフリカのＨＩＰＣ諸国に対して

二国間の債務免除コミットメントとして３４億ドル以上を提供したほか、ナイ

ジェリアに６億ドルを超える債務免除を行った。 

 

英国英国英国英国：：：：    

英国は、ＭＤＧｓ進展の加速化を約束し、また、貧困との闘いに真剣である。

このことは、支出計画の詳細に反映されている。英国政府は、英国のＯＤＡ予

算を２００８－０９年から２０１０－１１年の間に実質ベースで毎年平均１

１％増加させ、２００４年から２０１０年の間でＯＤＡ予算を倍増させること

で、途上国への約束を守り続けていることを英国政府の２００７年包括的歳出

見直しは示した。１９９７年から２０１０年の間、英国のＯＤＡは、実質ベー

スで３倍以上となった。ＥＵメンバー国として、英国は、２０１０－１１年ま

でにＯＤＡをＧＮＩ比０．５６％とし、２０１５年までに同０．７％とすると

いうタイムテーブルにコミットした。英国は、この２０１０－１１年までの目

標達成を順調に進めており、ＯＤＡのＧＮＩ比０．７％という目標を、２０１

３年、すなわち、ＥＵの目標より二年前倒しで実現することを確約している。

英国は、アフリカ向けの多国間及び二国間援助を、２００４年の１３億ポンド

から２０１０年までに３０億ポンド以上へと倍増させるという目標達成を順調

に進めている。２００８年から２０１１年の間、対アフリカ二国間支援は１７

億５千万ポンドに増加する予定であり、これは２００４－０５年時点の８億６

８００万ポンドから倍以上である。すなわち、英国は今後三年間、アフリカに

対し二国間支援を４５億ポンド以上支出することを意味し、グレンイーグル

ズ・サミットでの、追加的なＯＤＡの少なくとも半分はアフリカに供与すると

いうコミットメントを確保している。 

● 英国は、現在アフリカ開発基金の最大の援助国である。 

● 英国は、２０１０年まで、毎年５億ポンドをアフリカの教育のために支出す

ることを目標としている。 

● 現在から２０１０年まで、英国は、フランスと共に、サブサハラ・アフリカ

において、１６００万人の子供達に初等教育の機会を与えるための支援を行

うことを確約してきている。 

● 英国は、予防接種のための国際金融ファシリティ（２０年間で１３億８千万

ポンド出資）を含む革新的な資金源を支援している。 



● 英国首相は、アフリカにおけるマラリアとの闘いのため、１億ポンドの拠出

を確約している。 

● 英国は、アフリカにおけるより良い水と衛生への資金供与を、２００７－０

８年までに年間９５００万ポンドにまで倍増し、２０１０－１１年までに、

さらに倍増以上とする。 

 

ロシアロシアロシアロシア：：：：    

２００６年、ロシアは４７億ドルのアフリカの債務を放棄した。そのため、総

（免除）額は、１１３億米ドルから１６０億米ドルとなった。最近、ロシアは、

リベリアがＩＭＦに対して負っている５６００万米ドルの債務放棄を支援した。

ロシアは、６つのアフリカ諸国（エチオピア、ベナン、ザンビア、マダガスカ

ル、モザンビーク及びタンザニア）との間で、５億５千万米ドルに上る債務放

棄の交渉を終えた。 

ここ２年間の間に、我々は、ロシアでのアフリカ平和維持要員訓練人数を顕著

に増加させ、毎年４百人までに至った。 

ロシアは、アフリカの紛争後の復興の分野における、国際的かつ協調的な取組

みに参加し、人道救急活動を行うアフリカ人職員の訓練を支援する。アフリカ

大陸における関連する訓練センターの建設や、いくつかのアフリカ諸国におけ

る人道・地雷除去プログラムへのロシアの参加につき、検討中である。 

ロシアは、ＩＭＦの外因性衝撃ファシリティに対して２００６－２０１０年の

間に４５００万米ドル、また、グローバル・ビレッジ・エネルギー・パートナ

ーシップ－ＧＶＥＰに３千万米ドルの拠出を行った。 

 

ドイツドイツドイツドイツ：：：：    

ドイツは、強いアフリカのためのパートナーとなることを約束しており、その

コミットメントの実現に取り組んでいる。 

● ＯＤＡ：ドイツは、ＯＤＡの割合を２００７年に０．３７％（１２２億７千

万米ドル）とし、アフリカへの二国間支援を２００４年の１４億米ドルから

２００７年には２４億３千万米ドル（暫定値）へと増加させることを達成し

た。加えて、相当の割合のドイツの多国間ＯＤＡがアフリカに向けられた。

２００７年、ドイツは２００８－２０１１年の開発協力のため、計３０億ユ

ーロの追加資金を提供することを決定した。また、２００８年、ドイツの開

発協力関連予算は７億５千万ユーロ増加した。ＥＵの枠組みでは、ドイツは、

２０１０年までにＯＤＡの比率を０．５１％とし、２０１５年までに０．７％

にすると確約している。これらの増加は、予算関連資金の増加、一層の債務

免除及び革新的資金調達源等の組み合わせによってもたらされる。 

● 革新的資金調達：ドイツは、２００８年、国際的な気候プロジェクトのため

に、排出権取引から１億２千万ユーロを供出する。この収益は、今後数年間

増加し、更なる開発資金を生み出す見込みである。 

● 投資の促進：ドイツは、アフリカにおける金融セクター機能のためのパート

ナーシップ（ＭＦＷ４Ａ）と、サブサハラ・アフリカのための地域零細・中

小企業投資基金（ＲＥＧＭＩＦＡ）の共同創始者である。ドイツは、地域通



貨基金（ＴＣＸ）や投資環境ファシリティ（ＩＣＦ）を含む、持続可能な投

資を促進するその他のイニシアティブを支援する。 

● ガバナンス：ドイツは、２００７年に、世界的な民主主義や人権の促進、市

民社会及び公共行政の育成のため、（各国との）二国間の資金で４億ユーロ

を提供した。１１のアフリカのパートナー諸国では、これはドイツの開発協

力の優先分野である。 

● 保健：２００８年から、ドイツはＨＩＶ／エイズ、マラリア、結核との闘い

や、関連する保健システムの強化のため、少なくとも毎年５億ユーロを提供

し、その中の相当の部分がアフリカに向けられる。ドイツは、２００７年９

月にベルリンで成功裏に行われた世界基金の増資会合を主催した。 

● 水と衛生：２００７年、ドイツは、アフリカの水の分野における最大の二国

間援助国として、１８００万人に裨益する、約８億４２００万ユーロ規模の

１６５件の水関連プロジェクトを支援した。 

● 農業・食糧安全保障：世界食糧危機に対応して、２００８年、ドイツは食糧

安全保障、農業及び農村開発のための二国間援助額を５億ユーロに増加させ

た。 

● 生物多様性：２００８年５月に開催された生物多様性条約第９回締約国会議

の主催国として、ドイツは、２００９年から２０１２年までに５億ユーロを、

そして、２０１３年の時点で年間５億ユーロを生物多様性プロジェクトに追

加拠出すると誓約することで、コミットメントを強調した。 

 

ＥＵ：ＥＵ：ＥＵ：ＥＵ：    

グレンイーグルズで、ＥＵは、「２０１０年までのＯＤＡ／ＧＮＩ比０．５６％

到達を新たな共同中間目標としつつ、２０１５年までにＯＤＡ／ＧＮＩ比０．

７％に到達すること」、「この増加分の少なくとも５０％がサブサハラ・アフリ

カに向けられること」を確約した。 

ＥＵは、ＯＤＡの対ＧＮＩ比を０．３９％とするという２００６年のモンテレ

ー目標を越えて達成しており、２０１０年の中間目標に向け順調に進んでいる。

２００７年には、ＥＵの援助額は６３０億ユーロという歴史的金額に達した。

２００６年には、このうち２３０億ユーロがサブサハラ・アフリカに向けられ、

２００４年の水準から８０億ユーロ以上の増加となっており、ＥＵが、ＯＤＡ

増加分（１６０億ユーロ）の半分をアフリカに向けるという約束を目下守って

いることを示している。 

ＥＵは、Ｇ８の公約の重荷を負っている。ＥＵは、２００６年から２０１０年

までの地球全体での拡大の９０％以上を拠出することとなっている（２８０億

ドル中２６０億ドル）。ＥＵは、更に、２０１０年までにアフリカ向けに追加拠

出することとなっている２５０億ドルのうち９０％（２３０億ドル）を提供す

ることとなっている。 

欧州委員会の援助は、２００４年の８７億ドルから２００７年の１１８億ドル

に増加し、そのうちアフリカ向け支援は、２００４年の３７億ドルから２００

７年の５１億ドルに増加した。ＯＤＡの支出は、２０１０年におよそ１３０億

ドルに増加することとなっている。 



 

ＥＵは、更に、援助効果向上に係るパリ・アジェンダの実施努力の最前線にあ

る。 

 

しかし、ＥＵ・アフリカ関係は、単なる援助関係以上のものである。２００７

年１２月、リスボンで開催された第２回ＥＵ・アフリカ・サミットにおいて、

これら二つの大陸は、更に、アフリカ・ＥＵ共同戦略－欧州委員会とＡＵ委員

会に加え、全ＥＵ及びアフリカ諸国によって承認された共同戦略ヴィジョン及

びロードマップ－の準備及び採択を通じ、政治的パートナーシップを強化した。

ＥＵとアフリカは、共同戦略に概説されている政治的目標の具体的内容たる８

つの分野の「アフリカ・ＥＵパートナーシップ」（平和・安全保障、民主的統治

と人権、貿易と地域統合、ＭＤＧｓ、エネルギー、気候変動、移民・移動・雇

用、科学・研究・宇宙）の要点をまとめた行動計画も採択した。 

 

（了） 


