
日日日日アフリカアフリカアフリカアフリカ資源開発促進イニシアティブ資源開発促進イニシアティブ資源開発促進イニシアティブ資源開発促進イニシアティブ

①アフリカの資源産業を支える人材育成、技術協力の①アフリカの資源産業を支える人材育成、技術協力の①アフリカの資源産業を支える人材育成、技術協力の①アフリカの資源産業を支える人材育成、技術協力の拡大・発展拡大・発展拡大・発展拡大・発展

・ボツワナＪＯＧＭＥＣ地質リモートセンシングセンターでの衛星画像解析を活用した人材育成・技術協力

の対象国を拡大する。

①資源①資源①資源①資源開発へのリスクマネー供給支援開発へのリスクマネー供給支援開発へのリスクマネー供給支援開発へのリスクマネー供給支援

・ＪＯＧＭＥＣは、石油・天然ガス、石炭、鉱物資源に係る日本企業の資源探鉱／開発プロジェクトに対し、

５年間で２０億ドル５年間で２０億ドル５年間で２０億ドル５年間で２０億ドルのリスクマネー供給を行う。

②資源②資源②資源②資源開発に資するとともに経済発展に貢献するインフラ整備への支援開発に資するとともに経済発展に貢献するインフラ整備への支援開発に資するとともに経済発展に貢献するインフラ整備への支援開発に資するとともに経済発展に貢献するインフラ整備への支援

・日本は、アフリカと協調して、資源開発に資するとともに経済発展に貢献するインフラ整備（電力、水、港

湾、鉄道等）への支援を行う。

③アフリカの投資環境整備への協力③アフリカの投資環境整備への協力③アフリカの投資環境整備への協力③アフリカの投資環境整備への協力

・より透明かつ安定的な投資環境の実現のため、政策対話を行う。

２．２．２．２．アフリカの資源産業基盤の強化、人材育成に向けた取組アフリカの資源産業基盤の強化、人材育成に向けた取組アフリカの資源産業基盤の強化、人材育成に向けた取組アフリカの資源産業基盤の強化、人材育成に向けた取組

１．１．１．１．アフリカにおける資源投資促進とインフラ整備に向けた取組アフリカにおける資源投資促進とインフラ整備に向けた取組アフリカにおける資源投資促進とインフラ整備に向けた取組アフリカにおける資源投資促進とインフラ整備に向けた取組

○環境保全・鉱山保安関連制度整備への○環境保全・鉱山保安関連制度整備への○環境保全・鉱山保安関連制度整備への○環境保全・鉱山保安関連制度整備への協力協力協力協力

・日本は、鉱山周辺地域の環境保全や労働者の保安のため、制度整備や技術面での協力（専門家派遣や研

修）を新設する。

の対象国を拡大する。

②有望地の探査・探鉱の共同実施②有望地の探査・探鉱の共同実施②有望地の探査・探鉱の共同実施②有望地の探査・探鉱の共同実施

・協力事業を通じて発見された有望地に対して共同探査をする。

③その他③その他③その他③その他の人材の人材の人材の人材育成育成育成育成

・日本は、石油・天然ガス、石炭分野に係る人材育成事業を継続する。

３．３．３．３．環境・保安面で持続可能な資源開発に向けた取組環境・保安面で持続可能な資源開発に向けた取組環境・保安面で持続可能な資源開発に向けた取組環境・保安面で持続可能な資源開発に向けた取組

○鉱山周辺地域の社会福祉改善へ○鉱山周辺地域の社会福祉改善へ○鉱山周辺地域の社会福祉改善へ○鉱山周辺地域の社会福祉改善への支援の支援の支援の支援

・日本は、草の根支援等を活用しつつ鉱山周辺の社会福祉改善につながる取組（学校、病院建設等）を

実施する日本企業を積極的に支援する。

・日本は、地域経済発展につながる支援（農業、手工業等）を実施する日本企業を積極的に支援する。

５年間で５年間で５年間で５年間で

人材育成人材育成人材育成人材育成

１０００名１０００名１０００名１０００名

４．４．４．４．地域社会との共生に向けた取組地域社会との共生に向けた取組地域社会との共生に向けた取組地域社会との共生に向けた取組



Japan’s Initiatives for Promotion of African Resources Development

①①①①Expanding / Promoting Human Resource Development and Technical Cooperation for strengthening the basis of 
African resources Industry
・JOGMEC further expands / promotes human resources development and technical cooperation program at Botswana 

①①①①Providing Financial Incentives to Resources Project
・JOGMEC provides resources exploration / development projects (such as oil / gas, coal, and mineral resources) with 

financial incentives of 2 billions dollars in the next five years.
②②②②Promoting Infrastructure Development Contributing to Resources Development and Economic Development
・Japan supports for infrastructure development (e.g. power plant, water, port, railway, etc.) contributing to resources 

development and economic development, in cooperation with African governments.
③③③③Improving Investment Climate
・Japan and African governments establish policy dialogues for realizing transparent and stable investment climate.

2. Measures for Strengthening the Basis of African Resources Industry and Human Resource Development

1. Measures for Promoting Investment for Infrastructure and Resources Development in Africa

○○○○Cooperation on Institution-building for Environmental Protection and Heath & Safety of Mine Workers
・Japan cooperates for institutional and technical development (by expert dispatch and training) for environmental 

protection at mine site and workers’ safety.

JOGMEC further expands / promotes human resources development and technical cooperation program at Botswana 
Geologic Remote Sensing Center.
②②②②Joint Geological Survey & Exploration of promising sites
・Japan cooperates joint geological survey & exploration of promising sites found through human resource development 

and technical cooperation program at Botswana Geologic Remote Sensing Center.
③③③③Other Human Resource Development Programs
・Japan continues human resource development programs for oil / gas and coal areas.

3. Measures for Promoting Sustainable Resources Development in terms of Environment / Safety

○○○○Support for improvement of social welfare in surrounding local communities 
・Japan encourages Japanese private sector’s activities by activating “grass-roots” aids for improving social welfare of 

local communities surrounding mining sites. (e.g. schools, hospitals)
・Japan supports Japanese private sector’s activities to develop local economy. (e.g. agriculture, handicrafts)

4. Measures for Encouraging Symbiosis to Local Community

1000 
trainees
in the 
next five 
years


