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アフリカにおける 

JICAの民間連携の取り組み 

国際協力機構アフリカ部 

ODA 

政府開発援助 

二国間援助 

多国間援助 

技術協力 

有償資金協力（円借款） 

無償資金協力* 

JICA 

*外交政策の遂行上の必要から外務省が引き続き自ら実施するものを除く。 

使命(Mission) 

戦略 

1. グローバル化に伴う課題への対応 

2. 公正な成長と貧困削減 

3. ガバナンスの改善 

4. 人間の安全保障の実現 

1. 包括的な支援 

2. 連続的な支援 

3. 開発パートナーシップの推進 

4. 研究機能と対外発信の強化  

JICA と ODA 

多様な援助手法を有機的に組
み合わせ、統合効果を発揮 

 

「援助の迅速な実施」（Speed-up） 
「援助効果の拡大」   （Scale-up） 
「援助の普及・展開」 （Spread-out）
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TICADとは？ 

アフリカ開発会議 

Tokyo International Conference on      

         African Development 
(TICAD) 

 

1993: 第1回東京アフリカ開発会議開催 
【背景】 

冷戦後の旧ソ連圏への援助増 

      先進国の「援助疲れ」 

→日本がリードして国際社会のアフリカに対する
関心を高め、支援を強化するための取り組み 

国際社会のアフリカへの 

関心低下 

TICAD IV (横浜、2008年5月28-30日) 

元気なアフリカを目指して： 

希望と機会の大陸                  

アフリカ51カ国が出席  

   (うち41カ国は国家元首・首脳級が出席) 

 33 開発パートナー諸国・アジア諸国 

 77 国際機関・地域機関 

(出典：官邸ホームページより) 
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日本のコミットメント：対アフリカODA倍増  

 

 

基準値 
(2003-2007年の 

対アフリカ支援平均値） 

目標値 

(累計) 

二国間贈与 7億ドル 14億ドル 

政府貸付（円借款） 0.8億ドル 1.6億ドル以上 

アフリカ開発銀行への拠出 1.2億ドル  2.4億ドル 

対アフリカODA全体 9億ドル 18億ドル 

“2012年にアフリカ向けODAを倍増する” 
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    アフリカODA倍増（北アフリカを含む） 
（暦年ﾈｯﾄﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽﾒﾝﾄ:DAC統計ﾍﾞｰｽ） 
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横浜行動計画の重点分野 

I 成長の加速化 
1) インフラ 

2) 貿易・投資・観光 

3) 農業・農村開発 

II 人間の安全保障の確立 
 

1) MDGs (コミュニティー開発、教育、保健） 
2) 平和構築・グッドガバナンス 

III 環境・気候変動問題への対処 

IV パートナーシップの拡大 
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アフリカにおけるJICAの民間連携 

１．アフリカ開発には、民間投資の促進による経済発
展・雇用拡大が不可欠（TICADの主要課題） 

 

２．ODAで蓄積されたアフリカ情報や政府との関係を
有効活用（アフリカに34か所の拠点） 

 

３．インフラや人材、制度上など民間企業進出の課題
について、ODAを活用（相互補完） 

 

～何故JICAが？ 

南アフリカ 

エチオピア 

ボツワナ 

マダガスカル 
モザンビーク 

タンザニア 

ジンバブエ 

ザンビア 
マラウィ 

ケニア 

ナミビア 

ジブチ 

ウガンダ 

ルワンダ ガボン 

カメルーン 

ナイジェリア 

ニジェール 

ベナン 

ガーナ 
コートジボワール 

セネガル 

ブルキナファソ 

 シエラレオネ 

コンゴ 

民主共和国 

スーダン（ハルツーム） 

南スーダン（ジュバ） 

リベリア 

ブルンジ 

エジプト 

チュニジア 

モロッコ 

アンゴラ 

マリ 

アフリカにおける3４在外拠点 
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JICAに何ができるか？ 

ステージに応じたサポート体制 

情報収集 調査段階 実施 

〈情報収集〉 
 

 34拠点での情報収集 

 

 政府組織・高官との深い
関係・信頼 

 他ドナーとの連携を通じ
た情報収集 

 インフラ等各種調査（物
流調査、地熱、鉄道等） 
 

 

 

〈調査段階〉 
 

 PPP-F/S（インフラ投資） 
 

 BOP-F/S 

 

 中小企業F/S 

 

 民間技術活用可能性調査 

 

 

〈実施時の連携〉 
 

 海外投融資 

 

 円借款を通じたハード環
境整備 

 ビジネス環境等ソフト面
での環境整備 

 

 

1,000名強のボランティアをアフリカに派遣中 

グローバル戦略における人材育成 
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調査段階：BOP-F/S  

1. 制度概要： 調査提案を民間より公募し、BOPビジネスの事業計画策定（F/S調査）を
 提案企業に委託するもの（市場調査～事業計画策定まで） 

2. 対象事業： 以下３つを満たすBOPビジネス 

 MDGs（Millennium Development Goals*)をはじめ開発課題の改善に資す
る事業 

 調査結果や事業実施結果が他のJICA事業に活用可能 
又は、JICA事業との連携により更なる開発効果が望める事業 

 本制度による調査実施後、提案企業が主たる事業者として 
 実際に当該BOPビジネスへの関与が予定されて 
 いること（当面日本法人に限る） 

3. 対象国： JICA在外事務所所在国 

4. 規模： 調査金額：（JICAの支払い対象金額）は１件につき上限5千万円もしくは2千万円 

    調査期間：最大３年程度 公募回数：年2回公募 

       公募情報：http://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html 

＊Millennium Development Goals （ミレニアム開発目標）: 開発分野における国際社会共通の目標を指す。2000年9月にニューヨークで開催された 

 国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基にまとめたもので、極度の貧困と飢餓の撲滅など、2015年までに達成すべき8つの目標を掲げている。 

提案公募方式 

採択案件について、平成22年度全20中10件、平成23年度第1回全13中4
件、平成23年度第2回全19件中1件がアフリカ対象 

調査段階：アフリカ開発のための 

        民間技術導入可能性調査 

１．制度概要： 民間企業からの提案に基づき、現地社会・経済の発展のために、日本企業 

           技術を生かした事業形成を図るもの（民間企業のビジネスプラン作成は副産物） 

 

２．対象事業：  アフリカが抱える課題に対処可能で現地の社会経済の発展に寄与する事 

          業（例えば、製品の輸出を主目的とし、現地の長期の雇用や技術移転が見込 

          めない活動、商品の宣伝・広報を主目的とした活動は対象外） 

 

３．対象国： JICA在外事務所所在国（サブサハラアフリカ） 

 

４．内 容 ： ・対象セクターの基礎調査（別途契約するコンサルタントが実施） 

       ・提案民間企業による現地調査（1年間、4回以内） 

       （報告書の概要は外部公開） 

 

５．公 募： （2012年度は終了） 

 

提案公募方式 
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平成24年度は公募終了 

プログラム 形態 事業概要 JICAの支援内容 実績 

アフリカ・セミナー 情報収集 

アフリカでのビジネス展開に関心
を有する企業／団体様に、 
現地のビジネス環境の概論や進
出企業の体験談をご説明。 

・セミナー開催 2011年度2回 
（広島・松山） 
2012年度4回 
（横浜・富山・静岡・神戸） 
 

アフリカ使節団 現地視察 

JICA事業に協力頂いた企業／団
体様、又は今後協力頂く企業／
団体様に、ビジネス環境を含むア
フリカ地域の現状を理解してもら
い、本邦での情報発信等に活用
していただくもの。 

・JICA事業や現地政府機関
／民間企業視察のアレンジ 
・渡航旅費・日当の支給 
 

・1回目（南ア、ケニア、中
国）2012年6月 
・2回目（エチオピア、セネガ
ル）2012年11月 

 

アフリカ開発のための民間技
術導入可能性調査 

現地情報収集調査 
 
（企業様にご提案頂いた
分野について、別途

JICAが契約するコンサ
ルタントともに調査を実
施するもの） 

アフリカで社会経済開発に資する
事業展開を検討している企業様
に、 
別途JICAが契約する開発コンサ
ルタントに協力し、当該業界の概
況、市場情報、インフラ、法規制
などの基礎的な情報を収集するも
の。 

・コンサルタント経費 
・JICA事業や現地政府機関
／民間企業視察のアレンジ、
関連情報の提供 
・渡航旅費・日当の支給 
 
 

・1回目 
2011年12月（2社、ケニ
ア） 
試行実施。 
・2回目 
2012年11月採択企業決
定 

 

＜その他スキーム参考＞    

JICAホームページ「企業の方へ」 
 http://www.jica.go.jp/visitor/business/index.html  

JICA民間連携ウェブサイト 

 http://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html  

アフリカの社会経済開発に資する
民間連携促進策 

2012年12月現在 
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グローバル人材としての青年海外協力隊 

〈形態〉 

 

 休職しての参加（現職参加） 

 隊員経験者の採用 

 

〈企業からの評価〉 

 

 グローバルな視野・異文化適応能力 

 課題解決力・企画力・精神力・マネ
ジメント力 

 コミュニケーション力・交渉力 

 
＜民間連携ボランティア制度＞ 
各企業のニーズに合わせ、受け入れ国や要請内容、職
種、派遣期間等をカスタマイズできる制度。詳細→ 
http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/
cooperation/  
 

研修員受入事業 

「百聞は一見にしかず」 
日本国内を舞台とする技術協力 

- 年間約５００コース、約１万人の受け入れ 

- 各国政府関係者が対象 

http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/
http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/
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TICAD Vに向けて 

 横浜、2013年6月1-3日 

 アフリカの投資環境整備・民間セクターのアフ
リカ進出支援は引き続き重要なテーマに 

 

 

 

ご清聴ありがとうございました 

（お問合せ先） 

（BOP・PPP F/S) 

JICA民間連携室 連携推進課 

  

TEL 03-5226-6960    

（アフリカ関連、各国情報） 
 JICAアフリカ部民間連携担当 

  

TEL 03-5226-8394   


