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1. 19th Century Reconnaisance of East Africa 

by Industrial Country Italy

⼯業国イタリアによる19世紀東アフリカ調査



THE ITALIAN ORIENTAL AFRICAN EMPIRE 
・1,800,000 kmq. 6 times larger than Italy.  Estimated population 7-8 million.
・Abundant rainfall (yearly 100 to 200 mm) only on the plateau. Rainy season (Apr-Sep), Dry season(Oct-Mar).
・On the plateau, the land used for agriculture is very extensive and is suitable for a variety of crops. 
Particularly fertile are the regions of Lake Tana, Harrar, Scioa and Caffa. The mineral wealth is also considerable. 
Besides the precious minerals (gold, platinum and it seems also diamonds) they have iron, coal and oil and, 
besides these, salt, potash, copper etc..

イタリア領東アフリカ帝国︓⾯積 約180万㎢。
イタリア本⼟の6倍の⾯積。推定⼈⼝700-800万

降⽔は⾼原地帯だけ豊富（年間100〜200mm）
⾬季（4〜9⽉）と乾季（10〜3⽉）があり年間の
降⽔分布は均等ではない

⾼原地帯では広⼤な農業適地。また多様な農作物
に適している。特に肥沃なのはタナ湖、ハラール、
ショア、カッファ地域。鉱物資源も相当なもので
あり、貴⾦属（⾦、プラチナ、そしておそらくダ
イヤモンド）に加えて、鉄、⽯炭、⽯油、そして
これらに加えて塩、カリ、銅などがある。
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2.0  2Oth Century Reconnnaissance of East Africa 
by Industrial Country Japan (1971 Geological Map)

⼯業国⽇本による20世紀東アフリカの調査 1971年 地質図
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2.1 2Oth Century Reconnnaissance of East Africa by Industrial Country 
Japan (Distance Covered by  Survey Team 1971)
⼯業国⽇本による20世紀東アフリカの調査 (調査隊移動ルート)
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2.2 2Oth Century Reconnnaissance of East Africa by Industrial Countries Japan UK 
Canda West Germany US (1970)
⼯業国⽇本/英/カナダ/⻄独/⽶による20世紀東アフリカの調査 (1970 諸外国
の技術援助計画と鉱区)
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2.4 2Oth Century Reconnnaissance of East Africa by Industrial 
Country Japan (1970)
⼯業国⽇本による20世紀東アフリカの調査
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3. 21st Century Prospective to Industralize East Africa
東アフリカの⼯業化に向けた21世紀の展望



• Conducive national regulatory framework,

• Opportunities are available for Japan FDI 

in East Africa,

• Technical coopeartion in the field of mineral and 
hydocarbon resources

• Constructive diplomacy on mineral and hydrocarbon 
resources by the Government of Japan and other 
stakeholders, and

• Buisness conferences by Japan private sector in each 
of our East African countries.

・促進的な国内規制の枠組み
・東アフリカにおける⽇本のFDI
にはチャンスがある

・鉱産物・炭化⽔素資源分野での
技術協⼒

・⽇本政府および他のステークホ
ルダーによる鉱物・炭化⽔素資
源に関する建設的な外交

・東アフリカ諸国における⽇本の
⺠間企業によるビジネスカン
ファレンス
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3. 21st Century Prospective to Industralize East Africa
東アフリカの⼯業化に向けた21世紀の展望



• Clear investment policies, 

• Equal treatment of domestic capital & FDI,

• Responsible investement laws,

• Incentives and guarantees, 

• Mechanism for dispute settlement, 

• Efficient licencing procedure and offices,

• Buisness formations, 

• Employment laws,

• Land acquisitions, and

• Already free ecomic zones and centers 

・明確な投資政策
・国内資本とFDIの平等な扱い。
・責任ある投資のための法律
・インセンティブと保証
・紛争解決のための仕組み
・効率的な免許取得⼿続きとオフィス
・ビジネスの形成
・雇⽤に関する法律
・⼟地の取得
・すでに⾃由な経済地域と拠点
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4. Current regulatory environent in East Africa
東アフリカの現在の規制環境



• Agriculture, 

• Fisheries and marine resources,

• Manufacturing,

• Natural resources,

• Tourism,

• Infrastructure,

• Transportation,

• Exclusive Economic Zones (EEZ),

• Health, and 

• Other services.

・農業
・漁業、海洋資源
・製造業
・天然資源
・観光
・インフラストラクチャー
・輸送
・排他的経済⽔域（EEZ）
・健康
・その他サービス 13

5. Opportunities for Japan’s FDI in East Africa
東アフリカでの⽇本のFDIへの機会



1. For Japanese privte sector to embark on 
and create a tie-up with East African 
countries and their private sector on: 

research à production à processing à
packaging à transporationà market 
Access, 

2. For Japanese public and private sector to 
launch minerals and hydrocarbon (energy) 
diplomacy with East African countries,

1. ⽇本の⺠間企業が、東アフリカ諸
国およびその⺠間企業との間で、

研究à⽣産à加⼯à包装
à輸送à市場へのアクセス

などの提携に乗り出すこと

2. ⽇本の官⺠が東アフリカ諸国と鉱
物・炭化⽔素（エネルギー）外交を
展開すること
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6. Way forward 

→Next page



3. Look for possible ways of bilateral 
cooperation in the field of geological 
survey, exploration and industrialization, 
and

4. East African countries look forward to
meeting in future buisness conferenses -
hopefully to be held in each of our 
countries - to facilitate buisness tie-up : 
in infrastructure (soft & hard), 
industrialization, education, research 
and services developments.  

Thank you for your understanding,

3. 地質調査・探査・⼯業化の分野で
の⼆国間協⼒の可能性を探ること

4. 東アフリカ諸国は、インフラ（ソ
フト・ハード）、⼯業化、教育、研
究、サービス開発の分野でのビジネ
ス提携を促進するために、将来、そ
れぞれの国で開催されることが期待
されるビジネスカンファレンスでの
出会いを楽しみにしている
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