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はじめに 

 本書は、国の補助金の交付を受けて一般財団法人 石油開発情報センター

（ICEP）が平成 27年度産油・産ガス国開発支援協力事業の一環として、平成 27

年 12月 9日（水）に開催した「ICEP国際セミナー2015 エチオピア連邦民主共

和国」の講演記録です。 

エチオピア連邦民主共和国（以下「エチオピア」）は、まだ石油・天然ガスの

商業生産は行われておりませんが、資源エネルギー庁が「東アフリカを重点地

域とする」としている他、その資源埋蔵ポテンシャルを世界中の企業が評価し、

1944 年の第 1 回入札以来、メジャーを含めた多くの企業が進出してきた実績を

有しております。また、エチオピアの堆積盆地は周辺国で原油が発見された東

アフリカリフトシステムに含まれていることから、石油等の産出ポテンシャル

が期待されるところがあります。 

以上を踏まえ、かつ、会員会社へのアンケート調査及び関係各省との協議の

結果、平成 27年 1月に情報収集を行った際に訪問したエチオピアの鉱山・石油・

天然ガス省大臣及び同省石油ライセンス担当局長並びに地質調査所所長の計 3

名を招聘し、本セミナーの開催が実現したものです。 

本セミナーには在京エチオピア連邦民主共和国大使館より大使のご出席を始

めとして、経済産業省、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）、

ICEP会員会社など石油開発関係者 62名のご参加をいただき、活発な質疑応答を

交えた盛況なセミナーとなりました。経済産業省始め開催にご協力いただいた

関係者に厚く御礼申し上げます。 

なお、ICEP では、引き続き各国の石油開発関連情報を皆様に提供していく所

存でございますので、一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。 

平成 28年 1月 

一般財団法人 石油開発情報センター 
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１．セミナープログラム 



ICEP 国際セミナー 2015「エチオピア連邦民主共和国」プログラム 

日時：平成 27年 12月 9日（水曜） 

開催場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京（グローリーの間） 

15:30～15:40 ICEP会長挨拶 

会長藤田文萌 

15:40～15:50 在京エチオピア大使挨拶 

マルコスタクレリケ駐日全権大使 

15:50～16:20  エチオピアの石油・天然ガス開発政策及び炭化水素ポテンシャルの概要 

モティトレッサシャギ鉱山・石油・天然ガス省大臣 

16：20～16:50 エチオピアの石油地質及び探鉱開発機会 

ゲディマスレシャゲブレセラシエ地質調査所所長 

16:50～17:05 休憩、コーヒーブレーク 

17:05～17:35 エチオピアにおける石油関連法制とモデル契約 

ケツェラタデッセ鉱山・石油・天然ガス省石油ライセンス担当局長 

17:35～17:50 質疑応答 

17:50～18:00 ICEP理事長挨拶 

理事長鈴木孔 

18:00～20:00 意見交換会（オーロラの間） 

---****--- 
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２．講師略歴 



Markos Tekle Rike (PhD) 

Ambassador of F.D.R of Ethiopia to Japan 

 Contact address:  Embassy of F.D.R. of Ethiopia Takanawa Kaisei Bldg. 2fl. 3-4-1 Takanawa, 

Minato-ku, Tokyo 108-0074 Japan Tel: +81354206860 Fax +81354206866 Mobile: 080-4436-1979 E-mail: 
markostekle@gmail.com/ info@ethiopia-emb.or.jp 1 

January 5, 1979   Born in Yaye, Southern Ethiopia 

December 2010 married and Father of two Daughters 

July 2002   Graduated in B.A and M.A in Political Science and International Relations, 

  DPSIR, Addis Ababa University 

December 2002- December 2005   Instructor in various Colleges in Addis Ababa 

July 2005     Graduated in M.A in International Relations, DPSIR, Addis Ababa University 

January 2006 –August 2009 Lecturer and Dean of Faculty at Hawassa University 

October 27, 2010   Appointed as Ambassador of F.D.R. Ethiopia.  

March 2011    Ambassador Extraordinarily and Plenipotentiary of F. D. R of Ethiopia to Japan. 

November 2011 to October 2014 Non-resident Ambassador to Australia and New Zealand  

2014   PhD in Political Science from Addis Ababa University 

Between 2002 and 2014   Participated in Various trainings in Education and Diplomacy, 

     carried out various Research Projects and Author and Co-author of three books 
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H.E. Mr. TOLESA SHAGI MINISTER, MINISTRY OF MINES, PETROLEUM 

AND NATURAL GAS 

1. TITLE

MINISTER, MINISTRY OF MINES, PETROLEUM AND NATURAL 

GAS 

2. ORGANIZATION

       MINISTER, MINISTRY OF MINES, PETROLEUM AND NATURAL GAS 

3. BIO

Mr. Tolesa Shagi was appointed Minister of Mines on January 8/2014. Before the 

appointment to the Minster level, Mr. Tolesa was the State Minister of Ministry of Mines, 

undertaking one step less, but similar responsibility to Minister for 4 years. 

Prior to that, Mr. Tolesa was a Director General of the Geological Survey of Ethiopia and 

worked there for 4 years. 

Mr. Tolesa had worked as a Department Head for water well drilling as a Team 

Leader for Regional Geological Mapping and Remote sensing team before he became a 

Director General. 
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Prior to that, almost for 22 years, Mr. Tolesa had worked in a Geological Survey 

of Ethiopia up to a senior Geologist title. 

Mr. Tolesa is a graduate from Addis Ababa University in Geology in 1982 and also he has 

studied his applied Geology in Indian Institute of Technology and graduated with MSc 

Degree in 1989. 

He was born in 1958, in Western Wollega, Begi Woreda, Ethiopia. 
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Curriculum Vitae 

1. Full Name:   Masresha Gebreselassie

2. Job Title:  Director General 

3. Company Name:   Geological Survey of Ethiopia

4. Short Professional Profile

Mr. Masresha obtained his MSc degree in Applied Geology in 1987 from  Roorkee 

University of  India.  He has work experience of over 20 years in the Geological Survey of 

Ethiopia (GSE), Ministry of Mines, under various professional and position levels (from 

Junior Geologist to Senior Geologist, Division Head, Department Head, Chief Geologist and 

Director General). Since 2011 as the General Director of GSE, he is in charge of 

undertaking the leadership of the Survey, engaged in the proper execution of policies and 

strategies issued by the Ethiopian Government, and consulting the promotion aspects of the 

mining sector to the Ministry. 
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Dr. Ketsela Tadesse 

エチオピア鉱山・石油・天然ガス省石油ライセンス担当局長

【EDUCATION】 

Fall 2003 – Summer 2007 University of Texas at El Paso (UTEP) 

Summer 1994–Fall 1996  University of Leeds 

Spring 1984-Fall 1984   United Nations University (UNU) 

Fall 1979-Summer 1982  Addis Ababa University. 

【WORK EXPERIENCE】 

2008–Present 

Director, Petroleum Licensing and Administration Directorate, Ministry of Mines, 

Oil and Natural Gas, Ethiopia 

August 2003 –July 2007  

Research Assistant (RA) and PhD. student at UTEP 

1997 – August 2003  

Team Leader, Promotion and Sales, Petroleum Operations Department Ministry of 

Mines and Energy, Ethiopia. 

1992 – June 1994  

Senior Geophysicist in the Department of Hydrocarbon, Ethiopian Institute of 

Geological Survey (EIGS) 

. 

1986 – September 1992 

Geophysicist – worked both in Geothermal Exploration Project and in the National 

1982 – March 1986: Junior Geophysicist – promoted to geophysicist 
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３．講演記録



【司会：池ヶ谷業務部長】 

皆様、長らくお待たせいたしました。まだお越しになっていない方もいらっしゃるようですけ

れども、定刻になりましたので、ICEP 国際セミナー「エチオピア連邦民主共和国」（以下「エチ

オピア」）を開催いたします。本日の司会進行は、石油開発情報センターの池ヶ谷が務めさせ

ていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

セミナー開催に先立ちまして、皆様にお願い致します。地震など緊急時の避難につきまして

は、ホテルの指示に従い、冷静に行動いただきますようお願い申し上げます。本日はお寒い

中、ご多忙中にも関わらず、本セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。お

手元の資料にありますように、トレッサ・シャギ鉱山・石油・天然ガス省大臣、マスレシャ・ゲブレ

セラシエ地質調査所所長、ケツェラ・タデッセ鉱山・石油・天然ガス省石油ライセンス担当局長

をお招きして、３つのテーマに関するプレゼンテーションをしていただきます。本日は多数の民

間企業の皆様、JOGMEC の皆様に参加いただきました。経済産業省の方もお見えになると伺

っております。また、本日のセミナーには、在京エチオピア連邦民主共和国大使館からマルコ

ス・タクレ・リケ大使閣下にもご臨席いただいております。ご臨席ありがとうございます。 

それでは、お手元のプログラムに沿って進めさせていただきます。初めに、石油開発情報セ

ンター会長藤田より、開会のご挨拶をさせていただきます。藤田会長、よろしくお願いいたしま

す。 

(１)開会のご挨拶   

（一財）石油開発情報センター会長  藤田文萌 

ICEP 会長の藤田でございます。本日は ICEP 国際セミナー「エチオピア連邦民主共和国」

に多くの皆さんにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。マルコス・タクレ・リケ エチ

オピア駐日全権大使におかれましては、公務ご多忙な中ご臨席賜りまして、誠にありがとうござ

います。また、経済産業省からもご臨席いただける予定になっておりまして、誠にありがとうござ

います。 

私ども ICEPは、我が国企業の石油・天然ガスの探鉱開発事業の戦略的かつ効率的な発展

に寄与するべく活動を行っている一般財団法人でございます。本事業は、人材交流による産

油・産ガス国開発支援協力事業として国の補助金事業を受託し、実施しているものでございま

す。 

本日は、国土面積日本の約３倍、１００万平方キロメートルを超え、人口も１億にだんだん近

づきつつあるアフリカの大国、エチオピアからはるばる来日していただきました、トレッサ・シャ
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ギ鉱山・石油・天然ガス省大臣、マスレシャ・ゲブレセラシエ地質調査所所長、ケツェラ・タデッ

セ石油ライセンス担当局長のお三方からご講演をいただくことにしております。 

エチオピアは、近年、ケニア、ウガンダ、モザンビークで石油・天然ガスの商業規模の埋蔵

が発見されている東アフリカリフト大地溝帯に連なる大規模な堆積盆地を有しており、同様に

商業規模の炭化水素の埋蔵発見が期待されております。このため ICEP は、情報収集調査を

行うため、本年１月にエチオピアを訪問。関連資料を入手すると同時に、東京におけるセミナ

ーの実施についてお願いし、本日開催する運びとなったわけです。遠路来日いただいたシャ

ギ大臣、セラシエ所長、タデッセ局長の皆様にはご講演をいただくことになっており、心より感

謝申し上げます。また、セミナー開催実現に向けご尽力いただきました、在日エチオピア大使

館、経済産業省、外務省及び関係者の皆様に改めて厚くお礼を申し上げます。 

先日、福岡国際マラソンが開催されました。海外招待選手がたくさんいたのですが、その中

で自己ベストの記録が３位のエチオピアのゲトゥ・フェレケ選手は、堂々の準優勝に輝きました。

日本人、特に私ぐらいの年代の層にとっては、どうしてもエチオピアと言えば、いつか聞いた悠

久の歴史ある国、あるいはおいしいコーヒー、そして何といってもアベベになってしまいますが、

本日のセミナーのご講演時間中は、石油・天然ガス・地質開発の関連等々に集中させていた

だきたいと存じます。本セミナーでのご講演について、ご参加の皆様のご理解が深められ、引

き続く議論を通じて相互の理解と協力が進展し、ひいてはエチオピアと日本との資源関係で

の協力の発展、国の発展の一助となればと、私ども ICEP は願っております。 

セミナーの終了後には別室にて意見交換会も計画してございます。多数の皆様に併せてご

出席、意見交換いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。大変簡単ではございますが、

開会のご挨拶とさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。 

【司会】 

会長、ありがとうございました。次に、在京エチオピア大使館から、マルコス・タクレ・リケ大使

閣下よりご挨拶をいただきます。閣下、よろしくお願いします。 

(２)在京エチオピア大使館挨拶   

マルコス・タクレ・リケ駐日全権大使 

皆さん、こんにちは。シャギ鉱山・石油・天然ガス省大臣、そして藤田会長、鈴木理事長、そ

してご参集の皆様に、冒頭に深い感謝を申し上げます。ICEP の皆様、今回のセミナーの手配

をなさって下さったこと、ありがとうございます。 
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我が国は資源を豊富に有しております。明るい未来が待ち受けており、日本企業の関与が

実現できれば、この石油・ガスの探鉱に付加価値が生じるものと考えております。エチオピアは

安全で政治的な安定性は高く、特に鉱山セクターでは、政策対応も有利になっております。ま

た規制体系も整っており、まだ未探鉱の様々な鉱物もあり、地質的にも、有望な潜在性を持っ

ております。エチオピアには、このような鉱物の産出により、産業、鉱業を進める上で非常に有

望な未来がもたらされることになります。 

また、インフラ整備も進めております。エチオピアは製造部門の投資の誘致に成功しており

ます。これは資源の有利性によるものですが、国の安定ということも大きな要因と考えておりま

す。エチオピア政府はビジネスフレンドリーで、外国ビジネスのサポートもしております。在京大

使館も、様々なイベントをここ数年間実施してきました。そして引き続き、日本企業に、例えば

法体系、投資環境について、情報提供を積極的に行っていきたいと思っております。 

このような観点から、大使館は１０月１３日に日本の海外投資関係者に投資、そして製造部

門についてセミナーを実施しました。在京大使館は、引き続き日本の皆様とエチオピアとのビ

ジネスの橋渡しをしたいと考えております。本日のこのセミナーが大成功を収めて、日本の石

油・ガス・鉱物資源事業に資することを祈念しております。そして両国の協力が更に深化するこ

とを祈念しております。ありがとうございました。 

【司会】 

ありがとうございました。引き続き、本日のプレゼンテーションに移らせていただきます。まず

初めに、トレッサ・シャギ鉱山・石油・天然ガス省大臣より、石油・天然ガスの探鉱開発政策と炭

化水素ポテンシャルの展望について講演していただきます。大臣、よろしくお願いいたしま

す。 

（３）講演及び質疑応答 

講演１：『エチオピアの石油・天然ガス開発政策及び炭化水素ポテンシャルの概要』 

モティ・トレッサ・シャギ 鉱山・石油・天然ガス省大臣 

大使、閣下、また、様々な日本企業の代表の皆様、そしてお集まりの皆様、まず冒頭に主催

者に対しまして、この ICEP エチオピセミナーにご招待いただいたことにお礼を申し上げたいと

存じます。日本に来られて大変うれしく思っております。 

エチオピアと日本は１９２０年代から始まった長期的なつながりを持っております。１９３０年、

エチオピアと日本の修好通商条約が調印され、全面的な外交関係が１９３３年に始まり、そして
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その後、様々な関係が深化しました。しかし、第二次世界大戦により、１９５５年に外交関係が

再開されるまで、両国の関係は分断されていました。現在、エチオピアは日本との関係を非常

に重要視しております。エチオピアは、日本を開発パートナーとして重要なだけではなく、同時

に、世界の中でも極めて重要な国であり、そして持続的な開発と安定性を有している点からも、

極めて重要視しております。 エチオピアは日本を戦略的なパートナーの一つと考えておりま

す。偉大な国、日本から、エチオピア発展の支援をいただいております。両国はこれまで、非

常に長年にわたりエチオピア発展のため協力してきました。そして、エチオピアは日本をその

発展のための技術及び資金調達という観点から重要視しております。更に日本の民間企業の

専門知識も活用したいと考え、日本の開発モデルを採用すべく努力をしているところです。 

エチオピアは、古代文明と観光で知られ、例えばアクスムのオベリスク、ラリベラ岩窟境界群、

リフト地域の野生動物保護区、様々な文化を持った様々な部族や、美しい風景で知られてお

ります。このようなエチオピアの美しい宝物である自然は、非常に多くのビジター、投資家を世

界中から集めてきました。また、皆さんご存じのことと思われますが、私どもの祖先がどんな人

間であったか、エチオピアのアファール地域でほぼ完全に人体構造が保存されている化石人

骨ルーシーが、発見されております。 

また、エチオピアの天然資源について議論するときに、エチオピアが中心に位置している地

域である東アフリカ全体として考えることが重要だと存じます。東アフリカには、紅海北部からア

デン湾、ソマリア海岸を抜け、モザンビーク、そしてマダガスカルに至る非常に長い海岸線が

あります。現在、石油・ガスの探鉱活動は陸域、海域ともにこの海岸の近くで行われております。 

これまでの探鉱活動で、東アフリカの堆積盆地の様々な場所において石油、ガス資源が発見

されております。現在、新興企業、中小企業、大企業が積極的にこれらの広大な探鉱地域で

石油・ガス探鉱活動を活発に行っております。 

そのような外国企業のシリアスな努力の結果、既に東アフリカの石油・ガス発見量は膨大な

ものとなっております。その例として、モザンビークとタンザニアの沿岸地域において天然ガス

が発見され、従前は１TCFが上限と見積もられていましたが、現在、数１０から１００TCFに達す

る天然ガスが発見されたとされております。これらの発見の多くがこれらの成功に向けて真摯

に働いてきた企業と地元政府の双方のファイナンス収益及び雇用機会を最終的にもたらす将

来の生産のための更なる開発作業を待っております。いろいろなガスあるいはガス関連の生

産活動がこれらの膨大な資源を活用して、東アフリカ地域の経済成長を変えていくことを期待

しております。 

世界を通じてリフトベイズン堆積盆地形成の生ける証拠である東アフリカ大地溝帯は様々な

地球力学（Earth dynamics）と古代リフト堆積盆地のためのモデルとして用いられてきました。東
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アフリカリフトは、約３,５００キロに及び紅海の北東部からエチオピア、ケニア、ウガンダ、タンザ

ニア、モザンビークを横切り、南東に広がっております。東アフリカリフトシステムの最長部分を

占め、また幅も広いリフト堆積盆地の１,０００キロ近くが、ここエチオピアにあります。 

 

初期には、この地域は、化石研究や火山活動や地熱資源やアースダイナミクス（Earth 

dynamics）により有名でした。日本の多くの科学者も世界のこの部分のアースダイナミクスの過

程の解明に係る様々な研究に参加されたと思います。この地域は地熱エネルギーの生成と地

球プロセスの科学的理解のための従前の貢献に加え、石油・ガス資源を胚胎していることがつ

い最近判明しました。数年前のウガンダにおける東アフリカリフト西部の石油発見と、より最近

の発見であるケニアのトゥルカナリフト堆積盆地における発見が同様に膨大な石油資源が存

在する証拠であります。 

 

様々な企業による集中的かつ継続的な努力である探鉱活動が、東アフリカリフトを一つの主

たる石油ガス探鉱エリアにしていると考えられております。石油ガス部門に投資する企業は、

現在は関心を抱き、そして彼らの関心に従い、利権を得てきました。異なる企業のため、様々

なエチオピアのライセンスが、東アフリカ堆積盆地で付与され、探鉱目的のデータ取得が現在

行われております。この堆積盆地での少数の試掘活動の結果、石油ガスの存在が数か所で

確認されました。ケニアのトゥルカナ堆積盆地やウガンダのレイクアルバート堆積盆地と地質学

的には類似性があるので東アフリカのリフト堆積盆地のエチオピア部分でも石油ガスの発見の

期待は高いと思われます。エチオピアの南西国境に近接した堆積盆地内の南スーダンには

巨大な石油埋蔵量の発見がもたらされ、ごく最近まで生産しております。エチオピアの南東部

では以前にもそして最近も天然ガスが発見されております。現状、エチオピアのこの部分で集

中的な探鉱活動が実施されております。そしてそこで９つのライセンスのもとで４企業が探鉱と

開発活動を実施しております。 

 

石油とガスのインフラストラクチャーは、石油ガス資源の供給とその資源の抽出と他の公益

事業の様々な市場のための鍵となる投資の一つです。この地域の精製能力は限定的で、そ

の幾つかは長期使用後に閉鎖しております。稼働中の製油所の能力も東アフリカ諸国の多く

が達成した経済成長の結果である燃料、エネルギー需要の成長に比べて、限定されておりま

す。そして我が国エチオピアは最近１１年連続で１０％程度という東アフリカ諸国で最も高い成

長率を達成しております。既発見のガスをエチオピアの南東部から市場又は加工施設まで輸

送する石油ガスパイプラインは我が国の必要不可欠な施設の一つです。輸出又は石油・天然

ガスの生産活動には地域の輸出パイプラインインフラが必要となります。関心を有する民間の

パイプライン投資家と政府機関の間で対話と様々な提案が行われております。真剣な対話と

解決策がこれらの施設のために必要になっております。 
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現在、マーケティング戦略と様々な生産の選択肢が要求されるエチオピア天然ガスに関し

て最近の発見及び既発見ガス田について集中的な検討作業が行われております。選択肢に

は LNG（Liquefied Natural Gas）、GTL（Gas-to-Liquids）、CNG（Compressed Natural Gas）が

含まれております。エチオピアの未来開発プログラムには天然ガス資源、その他の鉱物資源を

活用した石油化学等の産業が、複数含まれております。これまで政府機関とこの資源開発を

行った企業との間で、その開発オプションを実現するための対話が最善かつ信頼できる選択

肢を選ぶためにしばしば実施されてきました。間もなく、結果として石油ガスの探鉱活動を向

上、加速させる幾つかの結果がエチオピアで見られると思われます。また、エチオピアには、こ

のような資源の他にも他の炭化水素のポテンシャル、例えば石炭、オイルシェール、シェール

ガス抽出を可能にする頁岩層も存在しております。 

エチオピアの広大な未探鉱の堆積盆地には、重要な開発や大型の投資や歳入管理システ

ムが必要です。エチオピアは、顧客サービスとこれらの資源をよりよく活用するために採取産

業の透明な制度と明確な政策が必要であることを理解しております。エチオピアは既に世界銀

行の採取産業透明性イニシアティブ（EITI：Extractive Industries Transparency Initiative）を確

立しておりまして、今は候補国（Candidate Country）ですが、そのフルメンバー（遵守国

Compliant Country）になろうとしております。そして、エチオピアは、この方式、又は、その他歳

入管理システムを通じて、包括的な形で石油・ガス開発活動の実現を可能にしております。 

エチオピアのエネルギー政策の主要な目標の一つは石油、そして天然ガスの探鉱開発活

動を強化するというものです。鉱山・石油・天然ガス省は、エチオピアの石油部門のガバナンス

に責任を有しておりまして、石油の上流部門の探鉱、開発、同様に下流の活動、貯蔵施設に

関して、政策の策定、実施を行っております。現在、近代的な石油政策を世銀の援助をもって

策定中でありまして、２０１６年初めには完成すると思われます。私はこの非常に膨大な石油・

ガスのポテンシャルが発見され、開発されることが、国の経済成長に寄与し、国民の生活水準

を向上させ、また投資家にとって経済的な便益をもたらすことを希望しております。上流、中流、

下流のエチオピア石油・ガス産業に投資する未来は明るいということを、自信を持って申し上

げたいと存じます。 

エチオピアでは、日本の技術、技能、また仕事の文化について１００パーセント信頼しており

ますので、間もなくアディスアベバでお目に掛かりたいと思っております。本日のご招待にお礼

を申し上げます。そして、代表団に対するおもてなしに感謝しております。また、他国で活動さ

れている多くの日本の石油・ガス企業の皆様も、我が国においても活動をして下さることを期

待しております。皆様、お待ちしております。ありがとうございました。エチオピアには歓迎する

用意がございます。ご静聴ありがとうございました。 
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【司会】 

大臣、ありがとうございました。大臣より熱意にあふれた熱いスピーチをいただいたところで

すが、次にこれから実施していただきますプレゼンテーションにつきましては、お手元の資料よ

りも若干ボリュームが少なくなっておりますので、お手元の資料とよく見比べてご拝聴いただき

たいと存じます。それから、後ほどですがコーヒーブレークがございます。後ろの方にコーヒー

のスタンドを用意しておりますので、随時お取りいただきたいと存じます。それから、お手元に

アンケート用紙がございますので、是非ご協力いただきたいと思っております。よろしくお願い

します。それでは、引き続きましてマスレシャ・ゲブレセラシエ地質調査所所長より、エチオピア

の堆積盆地、石油開発の潜在性、新たな開発と機会について講演していただきます。所長、

よろしくお願いします。 

 

講演２：『エチオピアの石油地質及び探鉱開発機会』 

ゲディ マスレシャ ゲブレセラシエ 地質調査所所長 

 

どうもご紹介ありがとうございます。私の方から特に主催者に対して、そしてマルコス大使閣

下に対して、またシャギ大臣閣下、その他多くのご来賓の皆様にお礼を申し上げたいと思いま

す。こういったチャンスを与えていただいて、セミナーに出席をして話ができることは大変な光

栄でございます。 

 

見ていただいておりますように、今日の話のタイトルは「エチオピアの石油地質及び探鉱開

発機会」ということでございまして、特にエチオピアにおける石油の地質と探鉱開発の機会に

ついてお話を申し上げたいと思います。スライドに私の話の内容を示しています。ご存じない

方もいらっしゃると思いますので、まず冒頭にちょっとエチオピアについてお話をし、それから

一般的にアフリカの角と言われる地域、そしてアフリカのアラビア半島に近い地域の地質がどう

なっているかということと、それから特に投資をする上で極めて重要な情報についてお話をし、

最後に結論ということでまとめたいと考えております。 

 

さて、ご紹介がありましたように、エチオピアは人類がスタートした場所であり、アフリカは非

常に古くから文明が発達した地域の一つです。国土は「アフリカの角」と呼ばれる地域に存在

し、気候条件は非常に多様性に富んでおり人口は９,０００万人以上です。隣国はケニア、ジブ

チ、ソマリア、スーダン、南スーダン、エリトリアです。エチオピアの現在の主政策としては、経

済政策と共に、農業分野の産業化を中心に進めたいと考えております。同時に、鉱物のセクタ

ーも国の発展に大きく寄与しております。輸出産品としては、金やタンタル、ジェムストーン、規

格石材がございます。ご承知かもしれませんけれども、エチオピアは急速な経済成長を遂げて

おり、世界の中でも、そしてアフリカの中においても注目され、二桁以上の成長を１１年ぐらい

続けているわけであります。 
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エチオピア周辺の地質構造についてですが、紅海の対岸のグリーンの地域はアラビア半島

の一部であります。そしてアフリカ側に幾つかの国が存在しておりまして、南に向かってスーダ

ン、ジブチ、ケニアがあります。地質的な分類としてこの地域はコンゴクラトン（大陸塊）という地

域に分かれており、これが大きく変性していって、エチオピアで変性が終わっているという状況

にあります。グレーな部分は主にモザンビークベルトと呼ばれている地域で、これは新しい地

質で、ハイグレードの堆積岩が存在しています。グリーンで示されているところはまだ新しい地

殻でございまして、この中でフォーメーションのプロセスが依然として存在しているということで

す。白いところは様々な堆積盆地になっているわけで、例えば堆積岩とか火山岩というのが存

在している地域です。全体的な地質構造はこういった形になっております。 

エチオピアを見てみますと、３つのタイプの年代に分かれます。先カンブリアの基盤岩です

けれども、陸地の約２５パーセントをカバーしています。この先カンブリア期の基盤の中には、

いわゆるグリーンストーン・ベルトというのが入っておりまして、西と北と南に分かれています。そ

れから、古生代の堆積盆地もあり、中世代の堆積岩が主で、これは陸地の２５パーセントを占

めます。残りは新生代の火山岩と堆積岩でカバーしておりまして、陸地の約５０パーセントです。 

これは前にも申し上げたことですが、グリーンストーン・ベルトは、北と西と南にリフトベルトがで

きておりまして、この中の堆積盆地は中世代のいわゆるオーガデン堆積盆地です。オーガデ

ン堆積盆地はマフィック岩というのも入っておりまして、そしてまた新生代ともつながっています。

残りの岩石というのは、特に新生代の火山岩、堆積岩が中心という形になっております。 

次にミネラルのポテンシャルです。色々なレベルでの様々な探鉱活動が行われておりまして、

基本的には地質調査所と民間企業が行っております。こういった活動を通じて幾つかのタイプ

の産業、ミネラル、炭化水素資源、この中には化石燃料が含まれておりますけれども、それら

を確認しております。この先カンブリア期の中には金とか非金属とか PGE（Platinum Group 

Elements）とかレアメタル、フェロメタルが入っております。また、耐火物の原材料になるような

黒鉛とかカイヤナイトとかタルクとか、また建設資材とか規格石材もありますし、セラミックの原

材料としてカオリン、クォーツ、長石も入っております。また、アグロミネラルとしてはリン酸塩、

それからジェムストーンが先カンブリア期のものとして存在しております。 

次に新生代、第３期、第４期の火山岩と堆積岩ですけれども、この中にはダイアトマイト、カリ、

ベントナイト、ソルト、シリカサンド―硅砂ですね、ソーダ灰、石炭が入っております。ジェムスト

ーンとしてはオパールが非常に多く産出され、さまざまな建設資材もありますし、地熱資源も多

く発見されております。 

新古生代と中世代ですけれども、これは若い、新しい方であります。その中にはセメントの原
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材料の石灰岩とか石膏、粘土、規格石材、石油・ガスが入っております。 

この表は、地質世代のデータを表しており、エチオピアの地質調査所が主に行っております。

GTPというのはGrowth and Transformation Planを意味しています。過去５年間におきまして非

常に多くの震探を行っておりまして、それがリストに入っておりますけれども、例えば地質のマ

ッピングとしては８０パーセントぐらいをカバーしております。また、地下水については１００パー

セント。その他についてもいろいろな調査活動を行っております。 

また、鉱物の探鉱という観点に加えて地熱とか産業用のミネラルとか、メタルの探鉱探査等

も行っておりますし、またジオサイエンスのデータ・オンラインサービスもやっているわけでござ

います。西のグリーンストーン・ベルトの中には金属が中心で特にプライマリーゴールドが入っ

ておりまして、幾つかの場所が示されています。それから、非常に大きな VMS （Volcanogenic 

massive sulfide）の資源もあるわけでして、加えてプラチナの鉱床もこの地域で見つかっており

ますし、リン酸塩とか鉄の鉱床もこのグリーンストーン・ベルトの中に入っております。 

今度は北のグリーンストーン・ベルトですけれども、VMS の鉱床が大きいということ、ゴッサン

や金が入っております。南のグリーンストーン・ベルトの中には、大規模金属の鉱床とかプライ

マリーゴールドのポテンシャルもありまして、現在これが探査の対象となっており、非常に多く

プロスペクトがあります。それからタンタルの鉱床も現在調査され、探査されています。また、リ

ン酸塩プラス鉄の鉱床も非常に重要な資源として考えられています。 

地熱エネルギーのポテンシャルですけれども、エチオピアからタンザニア、そしてヨルダンの

方まで主なリフトバレーが、ずっとつながっております。この地熱のターゲット地域ですけれども、

これが幾つかのタイプの探鉱活動の対象になっております。１万メガワットぐらいの規模で２２

のターゲット地域を考えておりまして、これは JICA の活動と地質研究所との共同研究によって

行われています。この中で、全体のデポジットとしては、特にカリの埋蔵量が非常に大きいとい

うことです。この辺りの地域です。それとまた岩塩等も非常に大きな資源があると考えられてお

ります。 

写真を見ていただいておりますけれども、これはカリの探鉱のアファールディプレッションの

地域です。それから塩水の分野では、アフデラ湖とかアファールディプレッションの辺りが大き

な可能性があると思われます。 

次に、ターゲットエリアで具体的にどんなミネラルが採れるかということですが、いろいろな種

類の産業のミネラルがこの地図に示してあります。例えば石灰岩とか大理石とか、粘土、カオリ

ン、軽石、石膏、硅砂、クォーツ、長石、カリ、ソーダ灰等々と、いろいろ書いてある通りでござ
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います。このスライドに関し、メタル性のミネラルがどんな分層になっているかということですが、

エチオピアのグリーンストーン・ベルトにおいて、特に西部におきましては鉄鉱石の資源があり、

また、プライマリーゴールドもあり、それと同時にある種の銅の鉱化作用も進んでいるということ

ですが、まだきちんと解明されていない上に、十分評価されていない分野もあります。その中

で特に重要なのは、北部においていろいろな種類のメタル性のミネラルが存在していまして、

この中には砂金、プライマリーゴールド、レアメタル、ニッケルがあります。ほとんどの砂金の鉱

床というのは過去に何度も採掘をされておりますので、もう枯渇しているかもしれません。しかし、

まだ幾つかの地域では砂金が見つかることが期待されて、将来を待っているところであります。

また、プラチナもこのユブドという場所にありますし、いろいろな鉱化作用がここで行われており

まして、先ほど申し上げているような VMS もこの辺りで見つかっておりますので、こういった地

域はまだ様々な可能性があります。 

地熱資源に関してですが、２２のプロスペクトがありまして、マスタープランが存在しておりま

す。かなり進んだ探鉱活動がジブチ近郊、この辺りですけれども、そこで進んでおりまして、ア

ルト－ランガノ（Aluto-Langano）という地域におきましては現在大体５,０００ワットを発電してい

ますが、これを７,５００メガワットにまで拡大できないか作業中です。現在、更にこういった資源

のアップグレードを行うというふうに考えておりまして、JICA の協力を得て作業が進んでおりま

す。 

それから次に石油に関わる地質ですけれども、私どもの局で扱っている６つの堆積盆地の内、

Mekele 堆積盆地が最大の堆積盆地です。また三畳紀のリフト堆積盆地というのもありますし、

Gambela 堆積盆地というのもあるわけです。もう少し細かい点につきましては、後でタデッセ局

長の方からご説明がございますので、ここではどのような形でポテンシャルのある堆積盆地が

分散しているかを示したいと思います。 

これはエチオピアの堆積盆地を示していまして、ここがスーダンの堆積盆地の辺り、北西部

で、それからずっと下がっていって、ケニアの堆積盆地があって、ウガンダのLake Albertという

のもあります。更にいきますと、紅海を越えてイエメンの堆積盆地も存在しているわけでありま

す。こういう形で堆積盆地がつながっておりまして、エチオピアにおいてもかなり大きな炭化水

素の埋蔵量が期待できると考えております。この中で、いくつかの油田が開発されておりまして、

例えば Lake Albert が最近ウガンダで発見されておりますし、トゥルカナの油田も Tullow Oil 社

が発見しております。紅海の対岸のイエメンの堆積盆地でも油田があります。ここに示している

のがオーガデン（Ogaden）堆積盆地でございまして、ここでは天然ガスが発見されておりますし、

またその辺りの幾つかの地域においてもガスが見つかっております。これに関しては後でタデ

ッセ局長の方から話があると思います。 
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では、幾つか法的な枠組みについてのポイントを挙げたいと思います。エチオピア政府は

投資政策を策定しておりまして、この投資政策の下で、民間部門が投資の原動力、エンジン

であると位置づけています。その構想ですが、鉱山・石油・天然ガス省―ペトロリアムと言ったり

オイルと言ったりしていますが必要であれば曖昧でないようにしなくてはならないと思いますが

―ここで、石油・天然ガスの政策を策定しています。ですから、大きな省の中に２つの部門があ

ります。１つが地質調査所。また、規制に関しては、鉱物のライセンシング管理局、そして石油

のライセンシング管理局があります。そして、環境を担当する局もありまして、鉱物に投資をす

る場合、環境影響評価の文書を環境地域開発局に提出しなければならないこととなっていま

す。 

それから、法的な枠組として一連の布告が交付されておりまして、投資環境が求める必要に

応じて改正されています。例えば２０１０年、採鉱活動の布告が出ています。その後も政策法

制が改正され、投資家の満足度を上げています。また、ここには示してありませんが、既に重

要な役割を果たしている希少の金属に関しての規制もあります。 

こちらが幾つかの法枠組みの特徴となっています。先ほど申しましたように、投資政策が原

動力となって投資が進んでいます。投資家は探鉱を鉱物産業の基準に合わせて行ってきます。

すなわち環境評価が必要とされ。その評価文書の提出が求められます、更にその鉱物を海外

で販売することもできますし、また、外貨、利益を海外に送金することもできます。これらがこの

法枠組みの幾つかの重要な点です。また、機器、機械、車両、そういった採鉱活動に関しての

免税措置も取られています。ロイヤリティーは２から８パーセントで、所得税はここにありますよう

に３５パーセントで開発後のコストも１００パーセント回収可能です。また、紛争処理のメカニズ

ムも用意されています。 

また、ライセンスの種類ですが、今のところ調査、探鉱、そしてリテンションのライセンスがあり

ます。細かくは説明しませんが、内容は入手可能な文書に説明されています。この調査のライ

センスの期間は１８カ月までということです。それから探鉱のライセンス。また、採鉱のライセンス

もあります。小規模、大規模、そして零細のものもあります。その期間ですが、ここに示す通りで

す。後で参考にしていただきたいと思います。 

では、投資家はなぜエチオピアにやってくるのかということ、ここが重要なファクターです。先

ほど言いましたように、地質的に有利である。非常に広く様々な地質鉱物が得られるということ。

鉱物資源が多様である、炭化水素も化石燃料もある。更に、鉱物のオペレーション規模も大規

模から小規模に至り、それがまた投資を誘致する原因となっています。それから、先ほど申し

ましたように、政府の投資政策による優遇措置が法枠組みによって整備されているということ。

このような投資環境の下、世界のトップクラス企業やこれに準ずる企業もこの鉱山セクターで仕
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事をしています。 

ライセンスの総数はトータル１４０社で、２４２のライセンスが付与されています。重要な企業と

しては、リフトシステムにおいては金や貴金属を扱うサウジアラビアのミッドロックゴールドマイン

社、それからリフトシステムで操業するアラナポタッシュ社です。それから同じく金や貴金属を

扱うアスコムマイニング社。ライヤン投資は金。ヤラ社はカリ、ケフィミネラル社は西部で規格石

材。それからカリはサーカムミネラル社やダロール社が扱い、シバエクスプロレーション社は規

格石材を扱っています。ここにありますのが主要企業です。エザナ社は国内ベースの会社で

す。１枚飛ばしてしまいましたが、これが採鉱企業です。それから、サカロの方にもキッドロック

社とこのように複数の企業が活動しております。主要な輸出産品でありますが、例えば先ほど

もお話ししました金、それから宝石用の原石などです。これらの零細の事業者も輸出をして外

貨を稼ぐことができていますし、また、大きな企業も輸出をしており輸出規模は５０億ドルにもな

っております。 

では、どういう探鉱機会があるのか。金に関して先ほどサカロ、レゲデンビという話をしました。

また、中規模の金の埋蔵が西と北の方にありまして、これから数年の間に開発されると予想さ

れています。また、エチオピアには複数の集中地帯があります。そういった有望地帯は、重点

的に探鉱をして、そして開発をせねばなりません。例えば、火山岩地帯の関連のものもありま

す。これをそれぞれ探鉱、開発するということが重要であります。 

プラチナに関しては、今のところ一カ所発見しております。ただ、まだ細かい探鉱作業を行

っていません。それから希少金属、タンタルとニオブ。ケンティチャでニオブを探鉱しています。

これはエチオピアの南東部で報告されておりまして、エチオピアでの探鉱の可能性はまだまだ

あります。 

それから鉄ですが、今のところ３種の鉄鉱石が特定されています。１つは貫入岩（intrusive）

の化成鉄鉱石。それからビキラルとメルカアルバが有名です。また、変性型(metamorphic)の鉄

鉱石もありますが、これは西の方です。また、一種のメタソマティック(metasomatic)鉱床もありま

す。このように、今のところ鉄鉱石の資源を完全に発見したわけではありません。調査地域はま

だ限られていますので航空機を使った地球物理探査を行って、もう少し輪郭を明らかにしてい

きたいと思います。 

それから、非金属の方です。これは北部のグリーンストーン・ベルトにおいて存在しています。

こういった鉱床というのはスーダン、サウジアラビアにも見られます。また、銅の鉱床もあり、そ

の鉱床がリンクしているということです。そして、工業鉱物も複数あります。エチオピアの産業界

としては、これらの資源が重要な役割を果たしていくのではないか、今後、製造業を振興して
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いくのではないかと思っています。 

 

表にまとめたものもありますが、それぞれの資源を細かく扱うことはいたしません。先ほど大

臣の方からも話がありましたけれども、エチオピアの西側に炭化水素が主に集中していますが、

まだその輪郭がはっきりしていません。特定の堆積盆地に関連があるのですが、ジオメトリーは

まだ明らかにしていません。したがいまして、方法論をもってその表層下の状況を検討しなけ

ればなりません。高度な方法論としては、例えば地震探査。また、地球物理学的な手法を使う

ということも考えられておりますので、国において今後炭化水素が発見されると予想していま

す。 

 

ここに示すのが重要な幾つかの工業鉱物です。石灰石とかセメント。大きな鉱床となってお

りまして、工業部門の建設が進んでいます。それから、海外に輸出をする規格石材の大理石も

重要です。それから、農業用のミネラル、カリなども産出しております。このカリですが、最近は

１００億トンがダロールにおいて発見されております。石炭は先ほど述べました。その他、ケミカ

ル鉱物がありまして、例えばソーダ灰、岩塩、セラミック系のゼオライト、カオリンもあります。そ

れから、耐火性としてカイヤナイトがあります。これはまだ工業には適用していません。それか

ら酸化チタンはメルカアルバの方に大きな鉱床があるということで、イルメナイトと一緒に発見さ

れますので、これは例えば塗装産業において活用することができます。それからジェムストー

ンについては既に述べておりまして、多くの場所において伝統的な採掘者が採掘をしていま

す。 

 

更に、幾つか重要な産業界の戦略について触れたいと思います。今年始めた GTP２

（Growth Transformation Plan ２）成長計画についてでありますが、ケミカル産業を拡大しようと

いうことを考えております。肥料もエチオピアにとって重要です。ダロール地方にカリやリン酸

塩の資源がありますので多様化ができます。それからセメント産業、セラミック産業、また規格

石材も貢献しております。製紙産業もあります。鉄資源を発見するために、かなり資源を費やさ

ねばならないと考えております。 

 

先ほど地熱資源ということを申し上げました。既に幾つかの会社が参加して、地熱エネルギ

ーを生産しようとしております。非常に多くの資源がありまして、１万メガワットぐらいあるというこ

とですので、たくさんの開発機会が存在していると考えております。 

 

ご覧いただいているのは、非常に巨大な石灰岩資源の広域ゾーンであります。これを見て

いただいて、例えばこの堆積盆地の地域において石膏堆積物が存在して、それに規格石材も

あります。細かいことは申し上げませんが、エチオピアの西とか、それから中部、北部といった

地域において、いろいろな胚胎が存在しているわけで、もう少しこの辺りのジオメトリーを明確
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にしなければいけないということを課題として感じております。 

また、何枚かの写真ですけれども、伝統的な採鉱です。こういった活動がハードカレンシー

を生む上で非常に貢献をしているわけでして、それが国にとって、そして国民にとって極めて

重要な資源となっております。幾つかの写真を見ていただいていますが、上はカンティチャマ

インとタンタライトマインです。また、下の写真はジェムストーン、特にオパールの生産ですけれ

ども、これがいわゆる火山岩の地帯に存在するわけです。次のスライドは、規格石材の採掘の

状況です。 

さて最後になりますが、エチオピア政府といたしましては、こういったあらゆる資源から歳入

を確保したいというふうに考えております。エチオピアは採取産業透明性イニシアティブ（EITI）

の候補国になって、そしてその原則を実施しております。これは Extractive Industries 

Transparency Initiative の略です。鉱山・石油・天然ガス省として、今、変化の過程にあるわけ

でございまして、投資を推進するために質の高い大量なデータをジオサイエンスについて提

供しなければいけないと考えております。また、投資において、ガバナンスと良いサービスとい

うことが重要だと考えております。採鉱産業は国の経済・社会成長にとって極めて大きな貢献

をしているわけです。 

エチオピアは鉱物資源の世界の有数な産地であると考えております。エチオピアは、民間

企業の投資にとって好ましい環境を持っているわけで、これは大臣と大使がおっしゃった通り

です。エチオピアの鉱山・石油・天然ガス省としては、是非皆さんに積極的に投資をしていた

だきたいと思います。こういった情報は、私どもの省のウェブサイトに出ております。 

以上、ご静聴ありがとうございました。 

【司会】 

ゲブレセラシエ地質調査所所長、どうもありがとうございました。 

それでは、少々早いですが、コーヒーの場所が狭いものですからちょっと長めにお休みを取

らせていただきまして、５０分までコーヒーブレークとさせていただきます。２０分間お時間をお

取り下さい。それでは５０分にまた再開させていただきます。よろしくお願いします。 

【司会】 

それでは、まだお戻りでない方もいらっしゃるようですが、時間がまいりましたので後半のご

講演を開始させていただきます。ケツェラ・タデッセ石油ライセンス担当局長より、石油関連法

規と規制、上流活動に関する現行法枠組みについてご講演をいただきます。局長、よろしくお

願いします。 
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講演３：『エチオピアにおける石油関連法制とモデル契約』 

ケツェラ・タデッセ 鉱山・石油・天然ガス省石油ライセンス担当局長 

閣下、ご来賓の皆様、ご出席ありがとうございます。ICEP に対しましては、このセミナー開催

を実現して頂いたことに対してお礼を申し上げたいと思います。また、在日エチオピア大使館

にも様々な支援に対して、お礼を申し上げたいと思います。美しい東京に来られて本当にうれ

しく思っております。 

私の発表ですけれども、エチオピアにおける石油関連法制とモデル契約について言及し、

特に法的な枠組みと、どんなビジネスチャンスがあるのかということについて重点的にお話を

申し上げたいと思います。エチオピアの位置、国の広さ、気候、人口等の一般的な概況と石油

のポテンシャルについては、先ほどゲブレセラシエ地質調査所所長が概略を述べましたが、

私からは特に石油ポテンシャルについて話をし、それから非在来型資源についても話をした

いと思います。 

非在来型資源については、最近、かなり大きなインパクトがあって、特に北米において価格

に対する考え方が大きく変わってきております。私たちの国々にもこのような非在来型資源が

存在しており、将来に期待をしたいと考えております。それから、エチオピアにおける最近の上

流活動について説明し、いろいろなビジネス機会があるということ、特に日本の企業にとっても

チャンスがあるということを認識していただきたいと思います。これは大臣も申し上げた通りで、

こういった投資を通じていろいろな経験を積み、特に私どものような成長の可能性のあるような

国に関心を持っていただきたいと思います。これについては余り申し上げることはありません。

ゲブレセラシエ地質調査所所長から既に説明があった通りです。特に申し上げたいのは、ここ

に示しますように、人口が非常に多くて、このことが我が国を非常に活力のある経済に変えて

いく資源になるということで、訓練・教育にも重点を置いているところです。 

次に、ライセンシング政策について特に話をしたいと考えております。石油ライセンスでは、

もし関心を示す企業が１社である場合、その１社は大臣宛に文書にて申請を行います。そして、

申請がその１社だけの場合、その１社は政府と１対１の交渉を始めるということになります。これ

は鉱山・石油・天然ガス省においてであり、この省では国務大臣というのが２人いて、そのうち

の一人が石油・天然ガス活動に責任を持ち、もう一人の国務大臣が鉱物担当ということになっ

ております。それぞれの分野において法整備があり、それぞれがカバーしています。１社の関

心だけということになると、そこで１対１の交渉を直接的に行うということになります。そして、もし

１社ではなく多数の関心があった場合には、入札を行うということになります。その入札に関す

る通達は、全国新聞「エチオピア・ヘラルド」に掲載されます。それと同時に鉱山・石油・天然ガ
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ス省のホームページにも掲載されます。それがここに書いてあります。これを使っていただくこ

とになりますが、最近名前が変わりましたので、そこを覚えておいて頂きたいと思います。関心

のある企業は、その入札に関わる文書を直接文書センターから得ることができ、その手続きを

経て企業はそれに基づいて入札に参加することが可能となります。 

一般論ですが、幾つかの企業がコンソーシアムを組んで１つの鉱区のライセンス申請を行う

場合を説明します。関心のある企業によってチームが構成されて、エチオピア側政府と交渉が

行われ、エチオピア側のチームが交渉結果を大臣に報告をし、大臣が報告に満足であるとい

うことであれば、交渉結果は閣僚理事会に送られ、閣僚理事会が最終的に交渉結果を承認す

ることになります。通常の場合には２０人ぐらいの閣僚が参加して、それら全てが評価をすると

いうことになります。その閣僚理事会の議長は首相です。そして、全員が合意をするということ

になったら承認が下り、関係企業が調印式に参加して、公式にマスコミ及びその他出席者の

前で調印をするという運びになります。 

エチオピア上流部門においては、一般的に極めて好ましい環境と政策が存在していて、投

資環境が良好ということができると思います。現在、上流部門の様々な政策について整備をし

ているところで、できるだけ多くの企業を誘致したいと考えています。世界銀行の協力も得て、

非常に良い投資環境となるよう努力をしているところで、近々、最終的には良好な投資環境が

整備されることになると思います。 

鉱山・石油・天然ガス省には３つの規制当局があり、ライセンス付与されると、それぞれの合

意に従って企業は活動することになります。鉱山・石油・天然ガス省の規制部門は、１つが鉱

物のライセンス部門、２つ目が石油のライセンス部門、そしてもう１つが下流の石油標準化部門

です。３番目の部門は石油製品、例えば燃料製品であるとか、貯蔵設備について監督をして、

それらの基準についてチェックをしています。 

入札の期間は４５日間で入札開始日と入札締切日は明確に発表されます。締切後に評価

が行われ、評価はその入札者の前でその文書を開示し、評価担当のチームが評価することに

なります。この場合、評価チームというのはどういうメンバーで構成されるかということは、その評

価関連文書に書いてあります。また、その評価基準もそこに記載されており、それに基づいて

評価が行われ、その評価結果は公式に発表されると共に大臣に送られ、更に閣僚理事会に

送られて、承認が得られたら、落札をした企業に通知がされます。 

次に、財務の体制がどうかということです。石油については、石油法と布告というのがありま

す。これはちょっと古くなっており、１９８６年に布告されたものです。ただ、誰も不満は言ってお

りません。しかし、見直し作業を進めて、もっと簡素化、容易化を図りたいと考えております。 
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もう一つは、石油所得税に関わる布告というのがあります。これも同じ年、１９８６年に発布さ

れたもので、私どもは１９９６年ぐらいから見直しを進めております。当初税率は高めで５５パー

セントでしたが、２０００年にそれを修正しました。この改正において所得税を５５パーセントから

３０パーセントまで、より好ましい状況に変えました。 

一般的な契約のタイプに関しては、主なものは石油の生産物分与契約：PSA（Production 

Sharing Agreement）で、他に石油の開発契約：PDA（Petroleum Development Agreements）、

未探鉱地域であるような場合には、共同研究契約：JSA（Joint Study Agreements）というものが

結ばれることになっております。過去、この契約に基づく作業が行われましたし、今もその法律

に基づいてこういった契約形態が存在しております。 

一般論として、探鉱活動においては８年間の探鉱期間を認めております。最初の４年間は

いわゆる初期の探鉱期間で、この探鉱期間で成功して更に期間を延長したいという場合、あと

２年間の延長が認められます。そして、更に非常に良い探鉱活動が２年間の延長期間におい

て行われた場合には、更にあと２年間の延長が認められます。一般的に２５年間の生産期間

が認められており、資源が依然として存在しているということであれば、更に１０年間の延長が

認められます。 

これは、最初の探鉱期間において決まる年数です。ほとんどの PSA においての条項という

のは、所得税を除いて交渉可能ですが、所得税は３０パーセントで固定されております。エチ

オピアでは若い人たち、特にエンジニアとか地質学者等の訓練・教育が必要なので、教育訓

練ファンドは交渉事項となっています。 

また、コミュニティーの開発・発展ということも重要であり、これも交渉事項です。もちろん、理

想のコミュニティーを作りたいということで、企業にダメージを与えるというのが目的ではござい

ません。コミュニティーが企業の貢献を評価すると、コミュニティーは企業に対して感謝をすると

いうことになります。したがって、企業のコミュニティーに対する活動を監督している当局と共に

コミュニティーに対する企業の貢献が非常に重要であります。 

もう一つ PSA においては、例えば土地の賃貸料の規定があります。これは年間ベースの支

払ですが、最初の探鉱期間で賃貸料が決まります。また、生産の段階においても交渉が可能

です。 

ボーナスについては、サインボーナスと生産ボーナスがあり、これも交渉可能です。生産量

に従い、交渉してボーナスが定められるということになっています。支払わなければならない一
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つのボーナスであります。これは石油契約の布告に係るもので、こういったようなものはウェブ

サイトに出ております。そして、先ほど申し上げましたように、皆さんがアクセスできるようになっ

ておりますし、皆さんのアドレスをいただければ、私の方からも送ることが可能です。 

また、ここは石油操業に関わる布告で、コントラクターの権利と義務が規定されております。

その幾つかですが、コントラクターとしては、必要な機材を関税ゼロで輸入することが可能です。

探鉱活動に使用する機器で、例えば掘削活動に使われる機材であるとか、物理探査のための

機材、こういったようなものは無税で輸入できます。石油の発見があって、そういったことに関

わるような施設についても関税が無税で輸入することが可能です。 

更に、企業がこういった輸入されたものを再輸出する場合、関税が無税で輸出可能です。

ほとんどの海外の派遣員に対しては免税処置というのが与えられています。１００パーセントの

石油操業コストの回収が認められております。コストカバーオイルのシーリングは６０から７０パ

ーセントということになっておりますが、これは交渉によって決められることになっています。そ

れと同時に、施設を造って石油操業を続けていくが、更に例えばパートナーが必要である場

合、特に開発においてのパートナーの場合、どういう形でコストをシェアするかを決めることが

でき、それについては大臣の承認が必要です。ポイントとしては、その企業が実際に利益を得

ているかどうかということを明確にし、利益を得ている場合には当然課税を行うということになり

ます。 

その他の義務について、ほとんどの会社をエンカレッジしたいと考えていますが、PSA の条

項に従って作業をしてもらう必要があります。そして、更に会社がもっと作業をしたいということ

であれば、それを私たちはできるだけ支援しようと考えております。例えば、地質データの取得

にしても、掘削義務の完了にしても、EIA（Environmental Impact Assessment：環境影響評価）

と HSE（Health Safety Environment：労働安全衛生・環境）についての要件についても実施す

ることを期待しておりますし、コミュニティーの開発活動についても実施してもらうことを期待し

ています。 

やはり何といっても環境とか健康というのは大事ですから、法律を遵守していただきたいと考

えております。コミュニティーの開発についてはもう先ほど申し上げた通りでございまして、企業

からの貢献を期待しております。また、支払期限厳守で、例えば土地の賃貸料とかを払わなけ

ればいけないということで、そのために親会社の銀行保証が求められるということになっており

ます。そういう土地の賃貸料とか訓練とかその他の手数料については、支払期限に支払うこと

が重要です。銀行保証は、必要な要件であり、同時に、何か発見があったり評価があった場合、

銀行保証の義務が生じ、そのことがまた開発が行われて生産に繋がっていくということです。 
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これは所得税についての報告で、これもウェブサイトに書いてあります。簡単にダウンロード

でき、税制がどのようになっているかということがその文書の中で説明されています。先ほど申

し上げたように、所得税については固定比率ということで、もともと５０パーセントでしたが２０００

年になりまして削減されました。 

これはそのモデルの PSA 契約で、詳細は入手可能です。これは企業の義務、権利、そして

政府の義務及び権利という形で書かれています。このモデル PSAもウェブサイトで入手可能で

す。 

エチオピアの地質についての説明になりますが、石油のポテンシャルはどうなっているか。

図面の灰色（グレー）の部分を見ていただきますと、地質調査所の所長が述べたように、大き

な地域を占めています。そして、これらの地域においては多くの石油・ガスの発見がなされて

います。最近も発見が続いており、更に多くの資源が期待できます。また多くの探鉱作業を実

施して石油・天然ガス開発を進めて行く必要があります。これは、エチオピアにおける様々な

堆積盆地です。この図の南東部、それからリフトバレーそのもの、これらの地域には複数のポ

テンシャルがあります。そこで企業が積極的に探鉱開発に取り組んでいるところです。 

これは今までの探鉱活動の結果です。特に南東部、オーガデン堆積盆地は３５万平方キロ

メートルの面積を有しています。ここでは数多くの試探掘井が掘削されており、ここでは、例え

ばガスの発見の Hilala-１、それから Calub-１がこちらに見られます。こういった坑井は石油・ガ

スの徴候があるということで、これらの坑井の西側にも油ガス徴の徴候が見られる坑井がありま

す。New Age 社が今年初めにここで試掘井を掘削して油ガス徴を確認しています。現在、こう

いった油ガス徴の発見が増えており、その結果、それが発見につながったということです。ほと

んどの掘削活動において、油ガス徴が得られており、今後は、まだかなり労力を掛けて正確に

そのポテンシャルを同定しなければなりません。 

これは皆さん、層序学的なことは、地質学者ならば理解できるかと思いますが、余り気にしな

いで下さい。そしてこちらが、非常に美しいその構造を示しております。隣国と似ておりまして、

様々なストラクチャーの様式が見られます。特に、一番古いリフトシステム、カルー（Karroo）と

いうシステムですが、こちらジュラ紀、そしてその後の白亜紀、ここには大きな石油プールが生

まれるかもしれません。 

このように、その年代を捉えること、リフトパターンを捉えること、そして開発のパターンを捉え

ることが、今後の探鉱にとって重要です。皆さん、ご関心があればエチオピアにいらして下さい。

そして、エチオピアの非常に美しい地質を見ていただきたいと思います。どのような組織になっ

ているかということを見ていただきたいと思います。 
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石油システムについてですが、現在、オーガデン堆積盆地においては４つの石油システム

があります。１つは根源岩として Bokh Shale（ボックシェール）、貯留岩として Calub Sandstone

（カルブサンドストーン）の関係で、これは乾性ガスがかなり含まれております。２つ目は

Urandab Shale（ウランダブシェール）と Upper Hamanlei Limestone の関係で、Urandab Shaleは

最も豊かな根源岩であり、TOC（total organic carbon）は２.３から３パーセント、そして場所によ

っては７パーセントという高さです。３つ目は漸移帯の Adigrat 層です。これは根源岩として使

われることもありますし、シールとして使われることもあります。４つ目は Middle Hamanlei 

Carbonates（ミドルハマンレイカーボネイト）、これは中東に似たような年代が見られ、そこに多く

の石油が発見されています。これは３つの異なる炭酸塩岩の岩石群となっています。Upper、

Middle、Lower ということで、かなりの石油・ガス資源が含まれていると思われます。 

トラップについてですが、構造トラップとしては断層トラップ、ドラグ褶曲とかドーム型のもの

があります。層位トラップはピンチアウト等で、これは主にオーガデン堆積盆地の南西部に存

在し、これもポテンシャルがあります。それからシールとしては頁岩から成る Urandab 

Formation（ウランダブ層）、それから Bokh Shale（ボックシェール）、こちらは豊富に存在し、最

も厚みのある頁岩となっています。それから、漸移帯と Hamanlei Carbonates（ハマンレイカル

ボネート）、これらもシールとなります。 

それから、エチオピアリフトについてもお話ししたいと思います。東アフリカでは非常に美し

い地域で多くの素晴らしいものを持っています。地質とか、美しい動物、そして様々な美しい

地形が見られます。石油・ガスがここにある場合、この地域は更に世界の素晴らしい地域にな

ると思われます。ここにありますように、また、大臣もスピーチの中で述べておられますが、これ

が東アフリカリフトの一部ですが、最近、石油・ガスの発見が続いています。 

エチオピアリフトは非常に長く１,０００キロメートルに及びます。このリフトは多くのポテンシャ

ルを有しています。例えば地熱、あるいは農業、景色の側面です。例えば美しい湖もここに存

在しており、非常に素晴らしい地域です。また、過去の地質条件を見ても非常に重要な地域

です。更に地球物理、地質データを集めて、エチオピアのこの地域の資源の理解を深めねば

なりません。 

それから、非在来型資源のポテンシャルについてですが、オイルシェールが、エチオピアの

南西部に存在し、膨大な頁岩があります。北米に行かなくても、エチオピアの方が近いのでは

ないでしょうか。いらしていただければ、さまざまな頁岩、シェールガスの可能性を見て頂くこと

ができると思います。特に、このオイルシェールは非常に高いTOCを有し、場合によっては５５

から６０パーセントにもなります。そして、層によっては石油が生成されるということで、例えば浅
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いボアホールで発見されています。 

また、非常に厚みのある頁岩層もあります。頁岩層は、Urandab Shale（ウランダブシェール）、

Bokh Shale（ボックシェール）、その他炭酸塩岩に挟在する頁岩においても見られております。 

また、もう一つ石炭についてですが、これも活用できる非在来型資源ということです。あとは、

バイオ燃料です。 

エチオピアには多様な気候があり、そして山脈部は海抜６,０００メートルにもなります。という

ことで、非常に生態系が多様です。このことからバイオ燃料をエネルギーに使うことができます。

すなわち、代替エネルギーとして活用することができます。この図が様々な石炭資源の産出可

能地域ということで、いろいろなエネルギーに使うことができます。そして、この図が先ほど申し

ましたオイルシェール。特にエチオピアのこの地域に集中しておりまして、今、地質調査も進め

ております。 

更にデータも重要です。多くのデータを集め、保存しようとしております。これは地質データ

ということで、様々なデータがあります。例えばフィールド調査から収集した岩石サンプルデー

タ、地震探査データ、重磁力データ、坑井データ等、またコアサンプルやカッティングサンプル、

液体のもの、抽出したものもあります。 

そしてこの図はバイブロサイスを震源とした地震探査の様子を示したものです。こちらの図

は、データベースシステムを示しています。このビルの下の方にデータベースを置こうと考えて

おりまして、今そのインフラの建設中です。先ほど申しましたように、様々なデータを収集して

いますので、適切に保管をせねばなりません。そこでこのインフラに取り組んでおりまして、ほ

ぼ完成しようとしています。この IT ベースのデータ施設を完成させたいと考えております。 

こちらの図は、コミュニティー開発の一例です。ある企業の事例ですが、この生徒たちにお

いては、学校が地域にありませんでした。会社が３つのブロックを建ててくれましたので、今、

勉強中です。そして現在は高校もできています。将来の石油エンジニアがそこから卒業して登

場するかもしれません。 

最近の活動としましては、いろいろな航空機からの探査を行っております。特に重磁力探査

が大きな貢献をしています。大半の企業がこういったデータを取得しようとしており、いろいろな

調査を実施しています。また、地震探査のデータですが、今年だけでエチオピアに５回に亘っ

てサイスミッククルーが来て地震探査活動を実施しております。エチオピアの歴史上、このよう

な回数の震探調査は、過去なかったことであり、非常に勇気付けられました。それから、２つの

ロケーションで掘削活動も行っております。２つのリグが稼働中であり、更にあと２基のリグが稼
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働する計画であり、この地域における掘削活動が増えます。 

それから発見についてですが、過去においてはCalubとHilalaのガス田発見があり、新規発

見が New Age 社によって成されました。Block ８に位置する El Kuran 構造で、現在はテストを

行っております。これがウエルヘッド、Calub ガス田（カルブガス田）の開発のためです。Calub

ガス田は何が特別かと言えば、貯留層が２つ存在します。１つがコンデンセートでこれは浅い

方の層です。Adigrat Reservoirといっています。このReservoirは乾性ガスの量が非常に高く、

開発計画が検討されているところです。 

今後の資源の生産ですが、LNG（Liquefied Natural Gas）、GTL（Gas-to-Liquids）、CNG

（Compressed Natural Gas）といったことが考えられています。更に、コンデンセートについて言

えば、様々な液体成分を抽出することができます。ベンゼン、ケロシン、軽油、ジェット燃料、

LPG といった液状製品が考えられます。 

図は最近の鉱区位置図です。エチオピア南東部に大半の探鉱開発活動が集中しています

が、色分けをしておりまして、企業別に色分けしています。こちらは Poly CGL 社の鉱区で５鉱

区あります。こちらはまた別の企業です。Hilala と Calub の２つのガス田はこの鉱区にあります。

New Age 社の鉱区はこちらです。この２つの鉱区ですが、New Age 社はこちらの方に主に集

中しています。生産活動に集中したいということで、最近こちらに集中しています。こちらでガス

発見がされました。 

それからもう一つの企業がこちら。３つ目の会社が南西部で活動しておりまして、南スーダン

の石油発見地域に近いところです。それから Tullow Oil 社は東アフリカで有名ですが、ウガン

ダ、ケニアでも発見がありまして、African Oil 社がパートナーシップを組んでおり、最近震探活

動をほぼ完了しています。それから、英国の会社 New Age 社は、ここにも権益を保有していま

すが活動待ちの状況です。それからロシアの Gazprom 社も活動をしています。 

このように、残りの鉱区は今後の投資待ちということになっていますし、また、当初の探鉱期

間の後に権利放棄を待っているところもあります。それから、こちらは Dalol（ダロール）社でエ

チオピアの会社です。エチオピアの企業家が所有しておりまして、下流の活動を行っておりま

す。その基準も省の局の方で管理をしています。 

結論としては、以下の点が挙げられます。 

 石油・天然ガス資源のために更に探鉱を進めて構造図等の作成に繫がるマッピング活動

が必要なこと。

 コミュニティーが関わるということで、地域の開発も重要であること。
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 プロスペクト、リードの存在が確認されており、異なった鉱区に跨る構造の詳細な輪郭の

把握が必要であること。

 既存の発見に加えて新規の発見が存在すること。

 新しい発見もされており、オーガデン地域では層位トラップに対する地質モデルが特に南

東部において実証されていること。

 新しい石油システムが同定されていること。

 ２つの掘削リグが活動中で、更に５つのサイスミッククルーが活動中であること。

 探鉱、生産、輸送等の分野において、今なお十分な投資機会が存在すること。

エチオピア政府は人材に力点を置いております。その際には、若者、女性に焦点を当てて

います。こちらは最近の女性だけのクルー。エチオピア航空の写真です。アディスアベバから

バンコク向けのフライトです。もし知っていれば、こちら東京にも来てもらいたかったと思ってお

ります。ありがとうございました。 

【司会】 

局長、どうもありがとうございました。それでは、本日のプレゼンテーションに対するご質問、

ご意見、コメント等をお受けします。ご質問あるいはコメントの際には、皆様方のご所属先及び

お名前を最初にお伝えいただけるようお願いします。どなたかご質問ございませんか。 

【中山氏】 

石油資源開発の中山と言います。小さな質問を２点させていただきます、１点目は、バイブ

ロサイスのクルーが５クルーと言われていましたが、これはエチオピアのクルーでしょうか。私は

外国から来た現在操業中の５クルーがいると理解しましたが、いかがでしょうか。２点目は、既

発見の石油は、まだ開発の手前と思うのですが、その石油の搬出用のパイプラインについてど

のような経路を計画されているのかをお尋ねしたいと存じます。 

【タデッセ局長】 

素晴らしいご質問をいただき、ありがとうございます。まず、バイブロサイスについて、環境の

観点から好ましいというふうに考えております。そして、これは非常に大きなチャレンジングな取

り組みであります。我々は、やむを得ない場合を除いて、爆発物は使ってほしくないと考えて

おります。爆発物を使用する際は、例えば軍隊や環境関係者も巻き込んで慎重に確認を行っ

ております。現状、エチオピアの会社は技術的に発展段階にあるため、実施主体はサービス

プロバイダーの外国企業です。英国（IMC テスラ）、ドイツ（DMT）、中国の３クルー（BGP、チャ

レンジャー、サンシェ）が現在操業中の５クルーとなります。 

ここでのポイントは、企業、オペレーターが部分的に入札を行い、落札後に、その提案に基
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づいた事業を許可されるという形になっております。もし日本の企業がこのチャンスを獲得した

いと思われた場合には、落札が可能だと存じます。このような入札等の情報について、情報提

供は可能で、これにより競争が強化されることを希望しております。 

次にインフラですが、今ある計画は、石油ガスを各々発見した２つの会社があり、共同又は

個別は別として、会社が自らパイプライン等のインフラの建設を行うことになります。現在の計

画は、既発見分をジブチを通じて輸出するというものです。ジブチとエチオピアの良好な関係

を活かし、ジブチの港湾等、インフラを活用するということです。また、ジブチの方も、非常に熱

心にこのような開発を進めていきたいと考えております。こういったインフラ建設は、ジブチを除

外して考えられないと思っております。現在の段階ではこのジブチ経由ということで、他の手段

は考えておりません。 

【司会】 

他に何かご質問はありますか。 

【鈴木理事長】 

ICEP の鈴木といいます。３人の方のプレゼンテーション、ありがとうございました。質問という

か、クラリフィケーションになるかも知れませんが、２点お願いします。 

１点目、大臣がスピーチの中で、世界銀行の支援によって現代的な石油政策（Modern 

Petroleum Policy）というのが来年早々に完了すると言われていました。その後、いわゆる契約、

石油契約についてフィスカルターム等々、ご説明がありましたが、その内容に影響を与えるよう

な政策（ポリシー）でしょうか。それとも、その辺については全く影響がないと思ってよろしいの

でしょうか。 

２点目は、私は ICEP のセミナーでいつも同様の質問をしていますが、貴国は人口も多いこ

とから、今後、経済発展が進むにつれ、エネルギー資源の国内需要が増大していくと思われ

ます。そういう場合、石油・天然ガスが発見され、生産開始された場合には、インフラの整備が

必要とは理解しておりますが、輸出は可能なのでしょうか。この２点です。 

【シャギ大臣】 

２番目の質問ですが、とても興味深い質問だと思います。先ほど申し上げたように、現在の

石油・天然ガス政策、それからフィスカルターム、協定に関わる規制等の制度を、チェックしな

ければならないということです。これは世銀の強制ではなくて、私たちが自らやろうとしているこ

とです。課題は、エチオピア政府が、多数の競争力のある企業がエチオピアでの事業活動に

魅力を感じるように、現在、活発に企業が活動している他のアフリカの産油国と同様になるよう
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に、きちっと契約条件等をしっかりチェックすることです。先ほどのタデッセ局長のプレゼンテ

ーションにもありましたように、多くの条項は交渉により変更することが可能です。ところで、交

渉による契約は、ビジネス上良い方法ではないので、できるだけ透明性を確保しなければいけ

ないと考えております。この前提で、交渉し、その結果について全当事者が合意した場合に、

それを遵守するということが求められると思われます。政府についても同じことです。 

エチオピアのビジネス・操業環境によって、できるだけ企業を引き付けたいと考えております。

この観点から、私たちがその価値、数字、他の物事について様々な決定を行う場合には、例え

ばアフリカとか世界の他の地域のベンチマークをチェックしてベストな選択を行いたいと考えて

おります。このことによって、私たちは、現在活動中の企業の他にももっと多数の本当に関心

のある企業を誘致することが可能と考えておりますので、是非日本企業にも参加していただき

たいと存じます。もちろん、現在エチオピアで多数の企業が契約している制度に特に問題があ

るわけではありません。私たちは、更に、多数の企業の関心を引き付けたいと考え、制度を見

直しております現在、私たちは、石油価格が上下に変動することが問題にならないように検討

中です。 

それから、石油・天然ガスの輸出に関してですが、これはエチオピアと企業の考え方による

わけです。エチオピアとしては、石油・ガスを現在は輸入しているので、国内での生産が可能

となれば、そのための技術も必要ですが、自国の資源を国内で使用することが望ましいことに

なります。企業との交渉で石油ガスの生産量の取得割合を決め、輸出量、国内消費量の割合

を決定しなければなりません。当然、企業も収入が必要ですから、輸出を希望すると思われま

す。大プロジェクトを検討するときには、企業の協力も必要で、また、国としても外貨獲得は必

要ですから、双方が利益を享受できるように交渉を進めることが必要だと思われます。そして

両者が満足できるような形で解決しなければいけないと思われます。そういった前提で開発政

策を立てて、どのように企業と交渉するかを含めて検討しております。今、検討中の政策は最

終的にそのような交渉で決定していくという方向です。 

【司会】 

ありがとうございました。他にご質問はございませんでしょうか。 

【奥井氏】 

出光興産の奥井と申します。非常に興味深い講演をありがとうございました。１点は、エチオ

ピア政府の探鉱あるいは開発段階での参加の有無について。２点目は、入札等の実施時期

について。この２点を伺いたいと存じます。よろしくお願いします。 

【タデッセ局長】 
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質問ありがとうございます。エチオピアは、探鉱期間の参加には関心がありません。キャリー

ドインタレストによる開発期間での参加だけを考えております。エチオピアは、先進国ではなく

発展途上国なので、開発のプライオリティーが多々あります。そこで、エチオピアにとって望ま

しい国から同意を得て友好国とビジネスを行う原則で、多数の国の同意を得ております。探鉱

に関しては投資家にお任せしたいと考えております。入札は、頻繁には行っていないのです

が、複数の関係者の関心があれば行います。その際には、その関係者に通知します。また、

国際会議などに参加し、その会議の場を利用して、入札等の発表を行っております。 

【シャギ大臣】 

補足します。エチオピア政府は、石油・天然ガスの探鉱開発事業に政府として参加するた

めに、他国と同様に政府による石油・天然ガス公社を設立しました。しかし、まだ技術、経験が

十分あるわけではないので、企業と協力をして技術を学び、成長していく必要があります。 

【ゲブレセラシエ所長】 

石油・ガスもそうですが鉱物資源の探鉱開発に関して、多くの企業はある程度政府の参加

を期待しているようです。それは保険又は保証ということを考えてのことと聴いております。政府

は開発段階での参加には関心があり、企業と交渉して政府にとって可能な限り有利に合意す

れば、開発に参加したいと考えております。公社は、探鉱より開発に主に関わっていくというこ

とです。 

【司会】 

よろしいですか。 

【奥井氏】 

細かいことの確認ですが、入札は定期的に行われず、基本的には交渉で鉱区が取得でき、

もし複数の会社が同一鉱区に申し込みをした場合は入札になると理解しました。しかし、複数

の会社が同時に同一鉱区に申し込むことはあり得ないと思われます。このことから、いわゆるフ

ァースト・カム・ファースト・サーブ・ベースで鉱区が取得できると理解しましたがいかがでしょう

か。つまり、少しでも先に鉱区を取りたいと提案した会社が先に交渉できるとの理解でよろしい

でしょうか。確認させてください。 

【タデッセ局長】 

はい。その通りです。ファースト・カム・ファースト・サーブというのが最初のやり方です。しか

し、先に政府の取り分を、次にコントラクターの取り分を考えますと、双方とも敗者になるわけに

はいかないので、この交渉を原則としております。入札の場合でも、入札の参加者の利益につ

ながらなければやはり交渉となるかもしれません。そして政府が有利なように考えた上で、重要
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な条件については交渉で固定します。このように、原則としてコントラクターとはウインウインと

いう形で成立させる方向で行っております。 

【司会】 

ありがとうございました。まだ質問等、あるとは思われますが、時間がありませんので、石油開

発情報センター理事長、鈴木よりご挨拶をさせていただきます。理事長、よろしくお願いしま

す。 

(４)閉会の挨拶 

（一財）石油開発情報センター理事長 鈴木 孔 

ICEP 理事長の鈴木でございます。本日は、師走のお忙しい中、多数の方に参加いただき

ましてありがとうございます。特にエチオピア大使館からは、マルコス大使閣下はじめ複数の方

に最後までご参加いただき、本当にありがとうございます。また、シャギ大臣以下お三方は遠

路はるばる、１０数時間かけて来日されました。日曜日の夜に到着され、翌月曜日から昨日、

今日、明日あさってとプログラムは継続中です。本日まで精力的にスケジュールをこなしてい

ただいております。皆様、お疲れと存じますが、本日のプレゼンテーションでは非常にインフォ

ーマティブなプレゼンテーションを行っていただき、ありがとうございました。お体は大丈夫と存

じますが、健康面にもご留意いただき、残りのプログラムをこなしていただきたいと存じます。 

冒頭の藤田会長の挨拶で「マラソンの話は封印」とされましたが、私も、最後なので少し触れ

させていただきます。日本語で「マラソン」は、時折、「マラソン交渉」のように長いという意味で

使われます。ここで申し上げたいのは、「石油産業のみならず他の産業も同様と思われますが、

長期的な視野で物事を進める必要があろう」ということです。エチオピアと日本の歴史的関係

は、石油・天然ガス以外の分野で相当長期に継続していると存じますが、今回 ICEP がエチオ

ピアの方をお招きし、石油・天然ガス分野のセミナーを開催するということは、日本にとってエ

チオピアは石油・天然ガスに関してはまだそうファミリアな、慣れ親しんだ国ではないということ

です。ICEP としては、ファミリアではない国だからこそポテンシャルが期待できるのではないか

と思い、ご招待させていただきました。このような観点から、石油・天然ガスに関しても長期的な

視野でエチオピアと日本企業の間が、徐々に深く良好な関係となり、長いお付き合いに発展し

ていくことを希望しております。以上、マラソンに例えてお話させていただきました。 

もう１点、こちらの写真ですが、ご存じの方もおられると存じますが、エチオピアの国営航空

のエチオピア航空が今、東京成田に乗り入れております。週３便と聞いております。アフリカへ

直行する数少ないフライトなので、ドバイ経由、アブダビ経由等いろいろありますが、直行便を

使用されると便利だと存じます。是非エチオピア航空をご利用いただき、ビジネスを始めてい
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ただくとよろしいのではと考えます。長くなりましたので、終了いたします。本日はどうもありがと

うございました。 

この後ですが、別室での懇親会を予定しております。ぜひご参加いただいて、エチオピアか

ら来られたシャギ大臣以下の方々と色々とお話いただければと存じます。オープンな場所なの

で、どんなご質問でも問題ないと存じます。多少きついコメントもよろしいかと存じます。是非、

楽しい実りのある場にしていただけたらと存じます。どうもありがとうございました。 

【司会】 

理事長、ありがとうございました。これをもちまして本日のセミナーを終了いたします。お忘れ

物がないよう、お気を付けてお帰り下さい。アンケートもよろしくお願いいたします。また、１社１

枚ですが、本日のセミナー及び関連資料のCDを用意しております。受付にてお受け取りいた

だければ幸いです。また、引き続きお付き合いいただける方には、理事長からご案内いたしま

したように、別室にてレセプションを予定しております。ご案内させていただきますので、お時

間の許す限りお付き合いいただければ幸いです。 

改めまして、本日はご多忙の中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。 

以上 
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４．資料集 

資料 4-(1) 



H. E. Ato Toesa Shagi  

Keynote Speech for the ICEP Workshop (December 7 -9, 2015) 

Oil and Gas National Policy and Hydrocarbon Potential Outlook of 
Ethiopia. 

Excellencies, ladies and gentlemen 

 I would like to begin by thanking the organizers of this event for inviting us to 

the ICEP –Ethiopia workshop here in Japan. It is a pleasure to be here in Tokyo, 

Japan. 

Ethiopia is previously known for its ancient civilization and touristic attractions, 

such as the Axum Obelisk, the Lalibela monolithic rock cut churches, the wild 

game reserves in the Ethiopian rift, the plateaus, Walia Ibex (indigenous animal 

found only in Ethiopia), birds, beautiful landscape and various indigenous 

people with various cultures. These natural gifts of Ethiopia have attracted 

several visitors and investors in various sectors from different parts of the world. 

Luci, almost a complete oldest human fossil with full form of human structure is 

found in the Afar region of Ethiopia and I hope some of you are already aware 

about our common ancestor in Ethiopia.  

When discussing the Natural Resources of Ethiopia, it is essential to consider 

the whole of East Africa at a regional scale where Ethiopia is located at the 

heart of this region. East Africa posses the longest shore line from the Red Sea 

in the northern part through the Gulf of Aden, Coast of Somalia up to 

Mozambique and then to Madagascar region. Nowadays, Oil and Gas 

exploration activities are being carried out both onshore and offshore near these 

coastal regions. The previous exploration activities have led to small discoveries 

and oil and gas shows in different parts of the East African basins. Currently, 

emerging, Junior and Major companies are actively undertaking the oil and gas 

exploration activities in these vast exploration areas. As a result of the such 
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serious exploration efforts, made by foreign companies today, it is heralded that 

huge amount of oil and gas is already discovered in much of Eastern Africa.  To 

mention some, off the costal regions of Mozambique and Tanzania previously 

there were natural gas discoveries which were estimated in the order of 1 TCF 

or less, currently it is known that several tens to hundred TCF of natural gas 

have been discovered. Many of these discoveries are awaiting further 

development work for future production which ultimately gives job 

opportunities, financial revenues, both for the governments of the region and 

companies who are diligently working towards these successes.  Various gas 

and gas related production activities can utilize these huge resources and change 

the economic growth of the East African Region.  

The East Africa Rift, which is a live evidence for the developments of rift 

basins throughout the world has previously been used as a model for ancient rift 

basin developments and various Earth dynamics. The East African Rift extends 

from North East in the Red Sea Region to the South East across Ethiopia, 

Kenya, Uganda, Tanzania and Mozambique for about 3500 km. Nearly 1000 

km of this rift basin is found in Ethiopia, which is the longest portion of the East 

African Rift system and more wide also. Earlier, this region was famous for its 

geodynamics, volcanism and geothermal resources and some fossil studies. I 

think Japanese Scientists have also participated in various studies in 

understanding the process of  Earth dynamics in this part of the world.   It has 

been proved just recently, that the region has possessed oil and gas resources in 

addition to its previous contribution for scientific understanding of the Earth 

Processes and geothermal Energy generations. Some years back in the Western 

East African Rift the Oil discoveries in Uganda, as well as the more recently 

discoveries in the Turkana Rift Basin of Kenya has evidenced the existence of a 

tremendous oil reserves.   
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Exploration activities are intensified and continuous efforts are being made by 

various companies, considering the East African Rift as one of the key oil and 

gas exploration areas. Companies to invest in oil and gas sector have been 

attracted and being awarded with licences of their interest currently.  Various 

licenses for different companies were awarded in the East African Rift Basins of 

Ethiopia and data acquisition for exploration purposes are being carried out 

currently. As a result of few exploratory drilling activities, existences of oil and 

gas shows have been indicated in some parts of the basins. Because of the 

geological similarities like the Turkana Rift in Kenya and Lake Albert Basin in 

Uganda, expectations are high for oil and gas discoveries in the Ethiopian part 

of the East African Rift Basin. South Sudan within the basin, adjacent to the 

south-western boarder of Ethiopia is endowed with huge oil discoveries and it 

has been producing until recently. Previous and recent discoveries of natural gas 

resources are found in the South Eastern part of Ethiopia. Currently, intensive 

exploration activities are being carried out in this part of Ethiopia, where four 

companies under nine licenses are conducting their exploration and 

development activities.  

Oil and gas infrastructure is one of the key areas of investment for extracting 

these resources and supply the oil and gas resources for various market and 

other utilities options. There are limited refineries in the region; some are also 

closed due to long time services. The capacities of the existing refineries are 

also limited compared to the growing demand for fuel energy as a result of 

progressive economic growth achieved in many of the East African countries, 

where my country Ethiopia has achieved a leading growth rate in the order of 

10% for the last 11 consecutive years.  

Oil and gas pipeline for transporting the existing gas discoveries from the South 

Eastern Part of Ethiopia to the market places and/or processing facilities is one 

of the requirements in our country. Regional export pipeline infrastructure is 
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needed for export or production activities. Discussions and various proposals 

are being made between private companies and government institutions as well 

as interested pipeline investors. Serious discussion and resolutions are needed 

for these facilities.  

Currently, intensive exploration activities are being carried out in Ethiopia 

natural gas from the previous discoveries as well as the recent discoveries, 

require various options of production and marketing strategies. These include 

LNG, GTL and CNG facilities. Petrochemical industries for utilizing some of 

these natural gas resources and other mineral ingredients are some of our future 

development programmes.   Discussions for realising these development options 

among the government agencies and companies who made the discoveries are 

being made from time to time to choose best and reliable options. Soon, some 

more results are expected to be seen in Ethiopia as a result of accelerated and 

enhanced oil and gas exploration activities. Besides this, other hydrocarbon 

potential such as coal, oil-shale and shale formation for possible extraction of 

shale gas are also available in Ethiopia.  

The vast unexplored sedimentary basins in Ethiopia require large investment 

and crucial exploitation and revenue management system. We have realized the 

need for clear policies, extractive industries transparency institutions for better 

utilization of these resources and customer services. Ethiopia has already 

established the EEITI and now it is a candidate to be a full member of the world 

EITI.  With these and other possible revenue management systems, it is possible 

to realize an all inclusive oil and gas development activities in our country. 

One of the main goals of our energy policy is to strengthen the development and 

exploration activities for natural gas and oil. The Ministry of Mines, Oil and 

Natural Gas (MoMONG) is responsible for the governance of the petroleum 

sector in Ethiopia, regarding the development and implementation of policies in 
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respect of upstream exploration and development as well as downstream 

activities, storage facilities and their standards. Currently, a modern petroleum 

policy with the assistance of the World Bank is being carried out and will be 

completed at the beginning of 2016.   

I hope these enormous oil and gas potential of Ethiopia will be discovered and 

developed to add to the economic growth of the country and improve the living 

standards of the people in the country and also add economic benefit for the 

investors.  

The future is bright to investment in oil and gas industry of Ethiopia be it, 

upstream, midstream and/or downstream. We Ethiopians are 100% sure about 

your technology, skills, and working culture thus wish you us soon in Addis. So 

I would like to thank you again for your invitation and also hospitality since our 

arrival in Japan. We hope to see that many of the Japanese oil and gas 

companies who are engaged with these activities in some other countries will 

also do the same in Ethiopia and you are well come. 

Thank you for your attention. 
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1. INTRODUCTION

Location: Ethiopia is Located in the Horn
of Africa

Neighbours: Kenya, Djibouti, Somalia, Sudan,
South Sudan and Eritrea

Surface Area: 1.13 million km2

Climate: Two seasons
• Dry season: Oct. – May
• Wet season: June – Sept

Population: over 90 million
Capital city: Addis Ababa
Export: The major export comes from the agricultural sector
Mineral Export: Gold, Tantalum, Gemstones, Dimension stones
Economic growth: Double digit GDP growth for the past 11 years

SUDAN

2. Regional Geology
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3. Geology of Ethiopia
The Ethiopian geology consists of:
a) Precambrian Basement Rocks

It covers about 25% of the land mass
The basement rocks contain Greenstone Belts that are
geographically distributed and exposed in three (3) parts of
the country, i.e.

oNorthern Greenstone Belt
oWestern Greenstone Belt, and
oSouthern Greenstone Belt

b) Paleozoic to Mesozoic Sedimentary Rocks
It covers about 25% of the land mass

c) Cenozoic Volcanic and Sedimentary Rocks
It covers about 50% of the land mass.

Summarized Geology of Ethiopia
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4. Mineral Potentials of Ethiopia

The exploration for the assessment of the mineral and

petroleum potentials of the country has been carried

out for several years both by the Ethiopian Geological

Survey and private companies. Different levels of

exploration activities so far conducted in the country

have come up with the identification of diversified

mineral recourses.

7

The resources linked to their respective geological
settings include:

The Precambrian Basement
• Gold , base metal, PGE, Rare metals, Ferrous metals
• Refractory raw materials (Graphite, Kyanite and Talc)
• Construction raw materials & dimension stones
(Marble, Dolomite & Granite)

• Ceramic raw materials (Kaolin, Quartz and Feldspar)
• Agro minerals (Phosphate)
• Gemstones
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Cenozoic (Tertiary Quaternary) Volcanic and
Sedimentary Rocks

• Diatomite, Potash, Bentonite, Salt, Silica Sand & Soda
ash, coal

• Gemstone opal
• Construction raw materials
• Geothermal Resources

Late Paleozoic to Mesozoic Sedimentary Successions
• Cement raw materials (Limestone, Gypsum & Clay)
• Dimension stone (Sandstone)
• Natural oil and gas

Status of Data generation in Ethiopia
Program 2010/2011 2014/2015
Geological mapping at 1:250,000 56.8% 82.4%

Ground gravity coverage at 1:500,000 85% 100%

Geochemistry at 1:100,000-1:250,000 2.7% 4%

Airborne geophysics (Very divers purpose
and quality)

30% -

Geo-hazard study coverage at 1:250,000 12.8% 28.6%

Hydro-geological mapping at 1:250,000 49.5% 78.6%

Detail Geothermal investigation 15% 45%

Detail industrial minerals exploration 51 in No 73 in No

Detail metallic minerals exploration 42 in No 62 in No

Geoscience data on-line service 100 per 
annum

5000 per 
annum
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Northern
Greenstone
Belt hosts:

VMS
Deposits –
Terer,
Terkemti,
Male
Gossan
deposits

Western
Greenstone Belt
hosts:
Primary Au
Potentials: Tulu
Kapi, Metekel,
Dul, Dish, etc.

VMS – Abetselo,
Keta

Yubdo Platinum
Deposit

Phosphate and
Fe Deposits
(Bikilal)

Southern Greenstone Belt hosts:
Large scale Au Mines Lega Dembi and Sakaro;
Primary Au potentials: Okote, Moyale,

Kenticha tantalum deposit
Phosphate (+ Iron) Deposits of Melka Arba area

Mineral Potentials in the Greenstone Belts

11

12

Geothermal
Potentials

The estimated
above 10,000
MW power
Generation
from the
geothermal
potential,
currently only
7.3 MW power
is produced.

Potash (at
exploration &
mining stage)

Salt (rock salt &
brine – at small
& large scale
mining)

Potash Exploration
Area (Afar Depression)

Brine salt (Lake Afdera,
Afar Depression)

Mineral Resources in the Tertiary volcanicano sediments
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Geothermal Resources

No. Site Site Survey
1 Dallol
2 AllaloBeda(Tendaho-3)
3 Boina
4 DamAli
5 Teo
6 Danab
7 Meteka
8 Arabi

No. Site Site Survey
9 Dofan

10 Kone
11 Nazareth
12 Gedemsa
13 Tulu Moya -
14 Finkilo (Aluto-2)
15 Bobesa (Aluto-3)
16 Abaya -

No. Site Site Survey
17 Fantale -
18 Boseti
19 Corbetti -
20 Aluto-1 -
21 Tendaho-1 (Dubti) -
22 Tendaho-2(Ayro Beda) -

Addis 
Ababa

100 km

1

3

45 6

7
8

9

10

11
12

13
14

16

17

18

19

20 15

21
22
2

22 prospects in ERV
10,000 MW Potential
High Temp/Good

chemistry
Various stages
Two prospects tested by

drilling
A pilot plant (7.2 MW) in

one prospect

The rest are under surface
investigation

Petroleum Potential Basins of Ethiopia

•Mekele Basin

•Abay Basin

•Ogaden Basin

Gambela Basin

Metema Basin,

Tertiary Rift Basins

16

Three Gas Field
Discoveries in the
Ogaden Basin: These are
Calub, Hilala and Genale
Gas Fields containing
about 4.7 TCF gas.
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Geographical Location of Ethiopia in the Middle of Petroliferous
Regions (Middle East in the Northeast, Sudan in the West and Potential Regions
such as, Somalia and Kenya in the South and Southeast)

Yemen
Sedimentary
Basins

Sudan
Sedimentary
Basins

Kenya
(Anza)
Sedimentary
Basin

Lake
Albert in
Uganda

In near by countries with
oil discovery

Sudan
South Sudan
Uganda
Kenya
Yemen

More detail from
Dr.Ketsela
Tadesse

Sudan Oil Fields

Lake Albert Oil Fields
(Uganda)

Yemen Oil Fields

Turkana Oil Fields

Kalub Gas field
Oil Fields
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5. Institutional and Legal Frameworks of the Mining
Sector

5.1. Investment policy of the Government

The investment policy of the Ethiopian Government is

generally established under the principle and practices of a

free market driven economy. The policy recognizes the local

and foreign investors as an engine for the economic growth

of the country.

19

20

Role of the Government in developing the mineral &
petroleum resources of the country (represented by the
MoMPN):

a) Government may participate directly in the Mining
Sector Development , i.e. as an Operator that involves
the Geological Survey of Ethiopia (GSE): with main
responsibility of basic geo science data generation
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b) Role of the Government as a Regulatory Body:

Government may issue licenses and administer the

contracts in accordance with the concession

agreements through the Licensing Authority. There are

two regulatory bodies under the MoMPN, i.e.

i) Mineral Licensing & Administration Directorate

ii) Petroleum Licensing & Administration Directorate

22

c) Environment and social issues during developing the

mineral and petroleum resources:

The investors/ applicants interested to take part in

mineral exploration, small to large scale mining and

petroleum operations shall study, submit and get

approval of ESIA together with their project proposal

and work program from the MoMPN (represented by

Environment and Community Development

Directorate)
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5.2. Legal Frameworks

The government has enacted a very competitive legal and
fiscal regime that attracted private companies to
participate in the development of Ethiopia’s mineral
resources.

o Mining Operations Proclamation No. 678/ 2010;
o Mining Operations Regulations No. 182/ 1994;
amended under Regulations No. 27/ 1998

o Mining Income Tax Proclamation No. 53/ 1993;
amended under Proclamation No. 23/ 1996

o Necessary regulations and policies are under
preparation

23

Key features of the Ethiopian legal frameworks
Investment
policy of the
Government

Recognizes the private investment as an engine for
economic growth of the country;

Conduct of
exploration &
mining
operations:

Requires to conduct mineral operations in generally
accepted international mining industry standards
and best practices;

ESIA Study
Requires adequate health and safety of employees
and environmental protection and environmental
impact study.

Right to sell
mineral products

Gives the licensee the right to sell minerals locally
or abroad;

Foreign
currency

The mining law guarantees the opening and operation
of a foreign currency account in Ethiopia;
Allows retention of portion of foreign currency
earning and remittance of profits, dividends, principal
and interest on a foreign loan etc. out of Ethiopia; 24
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Exemption from
customs duties
and taxes

The mining law provides exemption from
customs duties and taxes on equipment,
machinery and vehicles necessary for the
mineral operations;

Royalty Royalty varies from 2 to 8 % (on ad Val Orem
at production site )

Income tax
A licensee shall pay 35% income tax on taxable
income generated from mining operations;
No tax on export of mineral commodities

Equity 5% free equity
Additional equity negotiable

Cost recovery All mineral operation costs are 100%
recoverable as incurred;

Dispute
settlement

Disputes can be resolved through negotiation
or by arbitration in accordance to Ethiopian
law in Addis Ababa (Ethiopia) 25

License Type Duration Remark
Reconnaissance
License

Up to 18 months Non – exclusive and non
renewable

Exploration
License

Up to 10 years, i.e.
(3 years initial
exploration period, 2
renewals of 1 year
each & 5 extensions
of renewals of 1 year
each)

MoMPN Provides an exclusive
exploration license

In applying for each renewal of an
exploration license, the licensee
shall indicate 1/4th portion of the
license area to be relinquished.

Retention
License

Up to 6 years, i.e.
(initial up to 3 Years +
once renewal for 3
years)

• Exclusive
• This license will be issued if the
discovered mineral deposit can’t
be mined profitably.

5.3. Types of Licenses = Reconnaissance + Exploration +
Retention + Mining

26
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License Type Duration Remark

Mining
License

Artisanal
Mining
License

up to 3 years initial +
twice renewable for 3
yrs each

Exclusive ; Reserved for
nationals & revocable if
the deposit requires
advanced exploration &
mining methods

Small
scale
mining
license

Up to 10 years initial
+ renewed for 5 yrs
unlimitedly.

Exclusive

Large
scale
mining
license

up to 20 yrs initial +
unlimited renewals of
10 years each

MoMPN Provides a
large scale exclusive
mining license

27

6. Mineral Exploration and Mining Status in Ethiopia
6.1. Factors that encourage investment in the Mining Sector

of Ethiopia:
• Geological favourability: The favourability of geo tectonic environment
to host wide varieties of mineral and geo – energy potentials in different
parts of the country;

• Diversity of the mineral resources: the presence of variety of mineral
resources in different parts of the country (e.g. deposits of gold, tantalite,
potash, salt, phosphate, geothermal, petroleum and others)

• Mineral Operations: The presence of mineral operations ranging in size
from large scale mining to small prospects mainly owned by the private
sector

• The investment policy of the government which recognizes the private
sector as an engine for economic growth of the country;

• Legal frameworks: The presence of attractive and competitive mining
codes and legal frameworks for private investment,

28
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Accordingly, many junior exploration and world class

mining companies are currently conducting mineral

operations ranging in size from large scale mining to

small prospects in different parts of the country. Apart

from these there are wide ranges of future investment

opportunities found in Ethiopia that hope to be of

mutual benefit to the investors and the speedy socio

economic development of the country.

29

Exploration and Mining Licenses Status
There are currently 140 companies currently involved in the
mineral operations of Ethiopia with more than 242 number
of licenses.

Total No. of licenses 242
o Total No. of exploration licenses 164
o Total No. of mining licenses 76
o Total No of Reconnaissance licenses 2

Total No. of companies 140
o Total No. of foreign companies 58
o Total No. of companies in joint venture 29
o Total No. of local companies 53

The number of licenses can be more than one per company.
30
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Some of the foreign companies currently involved in the
development of the mining sector of Ethiopia are:

Midroc Gold Mine PLC. Saudi Arabian

Alana Potash Afar Plc. Canadian

AscomMining Ethiopia Plc Sudan Egypt

Rayan Investment PLC Saudi – Yemeni

Yara Dallol B.V. Norway – Indian

KEFI Minerals (Ethiopia) Ltd. UK

Sheba Exploration Ltd. UK

CircumMinerals Potash Plc BVI

31

32

Ascom
Mining Plc

MIDROC
Gold Plc NMic

EZANA
Mining Plc

Companies at Advanced exploration and Mining
Stage

KEFI
Minerals
(Ethiopia)
Ltd

Potash Exploration
& Mining sites
Yara Dallol B.V
Circum Minerals
Potash Plc
Alana potash Afar
plc
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33

MIDROC Gold:
Lega Dembi
Mine
Sakaro Mine

EMRDE:
TantalumMine

Salt Production Area

Abijata
Shalla
Soda
Ash S.C

Dimension
Stone Mine
Areas

Continued…….

34

Major export products :

• Gold (+ silver)

• Tantalite concentrate, ,

• Gemstones especially opal mainly in the rough form, ,

• Dimension stones

Foreign Currency generated from the export of these

mineral commodities (both by artisanal miners and mining

companies) has grown from time to time.
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7. Exploration Opportunities
Metallic Minerals

Gold: The current primary gold mines occurs in southern green
stone belt of Ethiopia, namely, Lege Dembi and Sakaro. In
western and northwestern Ethiopia, two medium size minable
gold deposits are currently discovered at Tulu Kapi and Jilaye. In
the northern greenstone belt, Male is at advanced exploration.
The type of gold are mostly shear related, and this days, VMS
type of god deposits are being discovered that belongs to the
Arabo Nubian Shield similar to the adjacent countries of the
Sudan, Eritrea and Saudi Arabia. There are several prospects
and anomalies in all greenstone belts some of which are
currently being explored by private companies. Therefore, all
gold resources are not well estimated due to litho structural
complexity, such as the Dul, Oda Godere, Kata, etc.

Platinum: The only platinum deposit so far known in Ethiopia is at
Yubdo in the ring complex of ultramafic rocks.

Rare metal: Tantalum and Niobium has been mined in the Southern
greenstone belt, namely, Kenticha and its extensions. So far resources in
the rest of greenstone belts are not reported. Nevertheless some
indications are reported in the Eastern Ethiopia that still needs additional
verification.

Iron: In Ethiopia basically three types of iron ore are identified, namely
igneous, metamorphic and residual (older and young). The first one is
represented by Bikilal (58 million ton), Melka Arba (10 million ton), both
are mafic ultramafic association. Recently iron ore hosted in granitic
pegmatite probably of replacement /metasomatic type has been
discovered by companies in southern Precambrian terrene. The second
type , are detached bodies of small dimension containing in the order of
100 thousands tones in metamorphoised and recrystalized rocks
(sediment origin) in western Ethiopia. The residual type are merely
concentration of iron by prolonged weathering in older and recent of
geologic time, the former ones are better resources of few hundred
thousand tons. Nevertheless, iron resources which are not well exposed
needing and screening by Airborne Geophysical Survey as the land mass
of Ethiopia is quite large for exploration , and its iron resources are not
fully outlined
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Base metals: In older exploration time base
metals were analyzed mainly as path finder
elements to outline auriferous mineralization.
Nowadays, VMS type copper and Lead Zinc
prospects are discovered mainly in northern
Ethiopia within the greenstone belt of the
Arabo Nubian Shield. Such occurrences are
also identified in Eritrea as well, and these
types of mineralization encourage further
exploration in Ethiopia.

Industrial Minerals
In Ethiopia, there are highly diversified industrial
minerals including gemstones which are not yet
utilized. As Ethiopia is transforming its economy
towards industry, this resources would play an
important role in the manufacturing industry.
Some of the most important resources are
shown in the table 1 provided.
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Hydrocarbon (Coal):

In specific stratigraphic column of Cenozoic volcano
sediments, coal deposits and occurrences are explored in
western and central parts of the country, few of which
have been appraised to development, and most of them
are yet concealed. Nevertheless, their vertical and lateral
extensions are not well defined, but the country also
requires coal resources for the realization of agro mineral
industries to produce urea, and as well for its flourishing
cement industry. Therefore to configure the subsurface
situation and construct respective basin of formation,
geophysical tools including seismic survey deposit
modeling are believed to have a paramount importance
in modeling coal bearing horizons, in addition to other
geological structural mapping. All these geo science data
generation, mapping and modeling require capacity
building cooperation with partners.

TABLE 1. SOME INVENTORY DATA ON INDUSTRIAL MINERALS AND COAL

Commodity Known
resource/capacity
(ton)

Localities Operators Consumers Gap and
Requirments

Cement Cap. of 12.6 mill.
ton of production

various Above 20 cement
factories

Mainly
construction
sector

No shortage of
raw materials

Limestone Hundreds
millions, but huge
resources

Various
localitieswith
Mesozoic
sediments

Cement factories Const. &
Lime using
industries

No shortage of
raw materials

Gypsum&
Anhydrite

Tens millions, but
huge resources

Various
localitieswith
Mainly Mesozoic
sediments

International
companies&coop
erative miners

Mainly Cement
industries

No shortage raw
materials,
gypsum plaster
imported, quality
problem

Dimension stone Tens billions tons
of marble &
granite

Several localities
in Precambrian
terrains

EMPE, NMiC,
Saba Stones

Domestic &
foreign
commercial
buildings

Expansion for
export industry

Phosphate Above 200 million
tons at marginal
grade around
3.5% P2O5

Bikilal, Melka
Arba

Not yet
developed

Future
agricultural sector

Processing
behaviour of
extracion is
necessary

Potash Above 10 billion
tons at 18 KCl

Dallol Allana Resource
Inc.. CIRCUM
&Share
companies

To be identified Necessity of
speeding up
development
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Commodity Known
resource/capacity
(ton)

Localities Operators Consumers Gap and
Requirments

Coal Above 600 million
tons

Several localities
mainly in western
Ethiopia

Ethio Pak Plc &
others, METEC

Cement
Factory, future 
fertilizer plants

Additional
resources for 
fertilizer
industry

Bentonite 90 million tons Different localitie
in Rift System

Have not been
worked

Edible oil &
beverage
foundaries,
drilling firms

Detail testing of
application

Soda ash Hundreds million
tons

Lake Abyata ASA Sc &NMiC Bottle,glass&soap
factories

Lake Shala
potential

Salt Several hundred
million tons

Afdera lake Salt producing
companies

Public Defficiency in
iodine has been
solved

Zeolite Several million
tons

Nazret, Boru
Awasa

Not identified Needs
colaborators

Pilot study not
conducted

Kaoline Above 900 million
tons

Kombolch,
Bombowuha,
Belesa, Ansho

EMDSC Ceramic, chemical
& steel ind
industries

Improving quality
to reduce
imported kaoline

Feldspar Above 500
Thousands tons

Kentich, Bombas
Babile

EMDSC Ceramic
industries

Limited resource

Talc Several Hundred
Thousands tons

Many localities
with ultramafic
bodies in south &
NW Ethiopia

Not available Not available Imported talc,
detail
investigation
required

Graphite 450 Thousands
tons

Moyale Not available Not available Limited resource,
continued
exploration
required

Commodity Known
resource/capa
city (ton)

Localities Operators Consumers Gap and
Requirments

Kyanite 10 million
tons

Chembi Not available Not available Future
expansion of
cement and
metallurgical
industries

Titanium
oxide

Above 200
million tons at
10 15 ilmenite

Bikilal, Melka
Arba

Not yet
developed

Future paint
industry

Processing
behaviour of
extracion is
necessary

Diatomite Above 40
million tons

Central part of
Rift

Adami Tulu
pesticide SC

No shortage
raw materials,
imported by
Beverage
industries,
required
specification

Gemstones Not quantified Many
localities in
Wollo, Gonder
& N Showa

Aritisanal
miners

Export
industry

Value
Addition
processing is
required
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ALIGNMENT OF SOME RESOURCES TO THE DEMANDS OF INDUSTRY IN
GTP2

Soda ash Factory – New plant planned nearby Lake Shala
Fertilizer industry – Plants are under construction to produce Urea

from coal resources of Yayu basin, Huge potash resources are
found in Dallol, phosphate resources of Bikilal and Melka Arba
to be considered taking into account global experiences

Construction inputs industry
• capacity of cement production – The country is well endowed

with huge raw materials for cement industry
• capacity of ceramic production – Adequate kaolin resources

have been explored, some of which requiring technological
upgrade.

• capacity of marble and granite dimension stone production –
Immense resources are available in the country to satisfy
domestic need and earn foreign currency

Pulp and paper industry – Verities and plenty of resources
including marble, limestone, dolomite, magnesite, soda ash,
talc, kaoline are available

Geothermal Energy Resource

• A geothermal master plan has been produced
with the support of JICA upgrading the total
number of potential targets from 16 to 22 in the
Main Ethiopia Rift.

• Aluto Langano, currently producing 5 MW to
national grid, is under way of deep drilling to
expand the resource to 75 MW

• Tendaho geothermal field is also being evaluated
for development of the resource with the
collaboration of international partners.

• Strong efforts are being done to promote targets
and develop Geothermal Energy Resources by the
Ethiopian Government and the private sector.
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Location Mesozoic sediments and limestone resources of Ethiopia

Locations of major sedimentary rocks containing gypsum deposits
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Some important dimension stone resources
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Gold Mining
Lege Dembi Open Pit Au Mining

Artisanal Au Mining

50

Tantalite Mine, Kenticha

Gemstone production (e.g. Opal)

Wollo Opal (Ethiopia)
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Dimension Stones of Ethiopia

Marble Quarry site ( western Ethiopia)Limestone Quarry (Hakimgara
Harar, Eastern Ethiopia)

8. Commitment of the Government and Conclusion

• The Ethiopian Government is committed to manage all revenues

generated from the mining sector transparently and accountably.

• Ethiopia has become the candidate of EITI, implementing its

principles. Accordingly, the revenues generated from the mining

sector are under published officially and used transparently in a

way to stimulate the development of other sustainable economic

sectors.

• The Ministry of Mines Petroleum and Natural Gas of Ethiopia and

GSE are in particular and all economic sectors of the Nation as a

whole are in the process fundamental change towards improving

public service performances and bringing outcomes. 52
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• The new processes and systems are creating paradigm shift in
improving the quality, quantity and cycle time of geosciences
data provision. In this regard, good governance, good service
delivery and guarantee to the well being of investors and
related issues are being addressed to attract investment up to
the level of their contribution to our national economy.

• The Mining Sector is making a significant contribution to the
national economic and social growth and development.

• Ethiopia is going to play a significant role in the world production
of its mineral resources.

• Ethiopia has main attention to create conducive environment for
private investment participation in exploring and developing the
mineral resources. The MoPNG invites all interested investors to
participate in the mining sector.
For further information:
Ministry http://www.mom.gov.et, GSE http://www.portal.gse.org
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Location:- Ethiopia is Located in the Horn  
of Africa  

Neighbours:  Kenya, Djibouti, Somalia, Sudan,  
South Sudan and Eritrea  

 Surface Area = 1.13 million  km2 

Climate:  Two seasons;  
  Dry season:-  Oct. – May 
  Wet season:-  June – Sept 

Population:-  > 90 million 
Capital city:- Addis Ababa 
Economic growth:- Double digit GDP 
 growth for the   past 10 years 
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Role of the Government as a Regulatory Body:-  

The Government issues licenses and administer the 

contracts in accordance with the agreements through 

the Licensing Authorities. There are three  regulatory 

directorates under the MoMP&NG: 

i) Mineral Licensing & Administration Directorate

ii) Petroleum Licensing & Administration Directorate

iii) Downstream Petroleum Standardization Directorate 
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  Older and recent structures and 
sediments exist through out 
Ethiopia
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  The Middle Hamanlei Carbonates and Lower Hamanlei 
reefal build ups
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  Faults, drag folds, domal features 

   
  Mesozoic beds 
  Pinch outs 

• In the SW part of the Basin
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資料 4-(4) 



エチオピア連邦民主共和国（Republic of Ethiopia）

面積 人口 首都 人種 言語 宗教 政体 元首 備考

109.7万㎢ 9,173万人 アディスアベバ オロモ族 アムハラ語 キリスト教 連邦共和制 ムラトゥ・テショメ・ウィルトゥ
（日本の約3倍） （2013年：世銀） アムハラ族 英語 イスラム教他 大統領

ティグライ族等約80の民族 （2013年10月就任、任期6年）

※「備考」欄参照
国旗

主要援助国
(2010年、単位：百万ドル)

（1）米国：706.66

(2)英国：552.25 　　　　　　国営企業：
(3)日本：119.70

(4)カナダ：118.64
(5)ドイツ：101.21

2015年11月（出所：外務省HP等）

その他

・1950年に試掘第1号井が掘削され、1972年にTennecoによって
南部Ogaden堆積盆地においてCalubガス田（2.7Tcf)、Hilalaガス
田(1.3Tcf)が発見されたが遠隔地であること、国内市場がないこ
とから未開発である。

・今日までに57坑の試探掘井が掘削されている。

鉱区状況

・エチオピアは、内陸国のためすべて陸上鉱区。現在、契約鉱区
は25鉱区。

・Africa Oil(カナダ)、Delonex Energy（英国）、Falcon Petroleum
（ナイジェリア）、GPB Global Resources（オランダ）、New Age
（African Global Energy）(英国)、Poly GCL(中国）、SouthWest
Energy(エチオピア)、Tullow Oil(英国)の8社がオペレータとして活
動中 ある

入国査証（ビザ）
　日本とエチオピアとの間には査証免除協定がないため，エチオピアに入国しよう
とする場合は，必ず目的に応じた査証を取得しなければならない。短期滞在査証
（１～３か月）であれば，アディスアベバのボレ国際空港内で取得可能である（空
路の場合に限る：手数料20米ドル）。ただし，隣国から陸路にて入国する場合に
は，国境にある入国管理局事務所では，査証は発給されないので，滞在国，隣国
等のエチオピア大使館において，必ず入国前に査証を取得する必要がある。

生産量 石油・天然ガスの商業生産はない。

埋蔵量

I H S社データベースによると、2Pベースで
天然ガス：約3.8Tcf、コンデンセート：約129MMｂ

黄熱予防接種証明書（イエローカード）の提示について
　日本等の非黄熱リスク国から，入国する場合は，黄熱病予防接種証明書（イエ
ローカード）の提示を求められないが，黄熱リスク国からエチオピア入国する場合
は，イエローカードの提示を求められる。また，エチオピアから他国に行く場合や
日本へ帰る際，経由地でイエローカードの提示を求められることがあるので，現地
入国１０日以上前に，日本で黄熱予防接種を受け，イエローカードを携行すること
が奨励されている。

（2）無償資金協力（2012年度まで、E/Nベース）1,010.05
（3）技術協力実績（2012年度まで、JICAベース）336.01 　　　　　　　　　Ethiopian Petroleum Production and Distribution Enterprise

※　EN - Exchange of notes-交換公文

石油・ガス事情 査証・出入国審査等 地図（アフリカ大陸）

日本の援助実績（単位　億円） 日本石油企業の動向 所轄官庁及び国営石油会社名

（1）有償資金協力（2012年度まで、E/Nベース）37.0 なし 所轄官庁：Ministry of Mines, Petroleum and Natural Gas

最近の政治 外交関係 治安状況

1974年に軍事革命により帝政が廃止され，社会主義政権が発足した。社会情勢の混乱が続き,現在のメレ
ス首相らによる反政府運動により,1991年に当時のメンギスツ政権は崩壊した。1995年に第1回国会選挙が
行われ,以降5年毎に国会選挙が実施されている。2010年5月に第4回選挙が平穏に実施され，現与党が圧
倒的な勝利を収め，メレス首相が再任されるも，2012年8月に同首相が逝去。同年9月にハイレマリアム（当
時副首相兼外相）が首相に就任した。

アフリカ連合（AU）や国連アフリカ経済委員会（ECA）の本部が置か
れるアフリカ地域の外交の中心地の一つ。「アフリカの角」地域の
安定勢力として、ソマリアの安定化やスーダン和平、南スーダン情
勢等に積極的に関与している。エリトリアとは同国が1993年にエチ
オピアから独立して以降緊密な関係を維持していたが、1998年5
月、国境画定問題を巡って武力闘争が発生した。2000年12月、
「和平合意」が成立するが、国境画定に係る意見の相違から国境
問題は未解決で、国交正常化には至っていない。最近では、2012
年3月、5月にエチオピアはエリトリアを攻撃するに至ったものの、
その後撤退。国内の経済発展と民主化を重視し、新5カ年計画
（GTP）達成のため、海外からの技術移転、貿易投資促進に取り組
んでいる。

首都アディスアベバ市内は，2010年以降インフレで物価が高騰し，生活環境が
厳しい状況にある。その影響で，首都も含め国内各地の主要都市で治安は悪化
している。これは，主要都市近郊の農村から都市へ人口が流入し，仕事に就け
ない多くの若者が、犯罪に走る傾向があることによる。
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５．会場写真 



開会挨拶 （ICEP 会長 藤田文萌） 

会場風景（１） 
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会場風景（2） 

マルコス・タクレ・リケ駐日全権大使挨拶 
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モティ トレッサ シャギ 鉱山・石油・天然ガス省大臣 講演 

ゲディ マスレシャ ゲブレセラシエ 地質調査所所長 講演 
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ケツェラ・タデッセ 石油ライセンス担当局長 講演 

理事長挨拶（ICEP 理事長 鈴木孔）
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意見交換会にて

広島ガス見学 
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６．参加者リスト 



会社・組織名 役職名

出光興産㈱ 資源部　技術課

エネルギー部門石油・ガス開発部　欧州・アフリカ事業課

エネルギー部門石油・ガス開発部　欧州・アフリカ事業課

伊藤忠石油開発㈱ 技術本部探鉱部地質室

新規プロジェクト開発本部新規探鉱ユニット新規探鉱グループ

アメリカ・アフリカ事業本部 地域事業ユニット

技術部

技術部

中東・アフリカ・欧州事業本部

中東・アフリカ・欧州事業本部

中東・アフリカ・欧州事業本部　イラクプロジェクト部　事業企画グループ

中東・アフリカ・欧州事業本部　イラクプロジェクト部　技術総括グループ

中東・アフリカ・欧州事業本部　イラクプロジェクト部　事業企画グループ

双日㈱ エネルギー本部エネルギー事業一部技術専門部

資源エネルギー事業本部資源ビジネス本部

資源エネルギー事業本部資源ビジネス本部

豊田通商㈱ プラント・プロジェクト第一部　アフリカ第二グループ

営業本部アフリカ営業部

営業本部資源オフショア開発営業部

丸紅㈱ 市場業務部　　中東アフリカチーム

プラッツ シニアニュースエディター

三井石油開発(株) 技術統括部

三菱商事石油開発㈱ 技術本部　新規石油ガス上流技術部

Eneｒｇｙ

Energy Technical

技術部

技術部地質技術グループ

JX日鉱日石開発㈱

日揮㈱

ICEP　国際セミナー（エチオピア連邦共和国）参加会社・組織リスト

国際石油開発帝石㈱

東洋エンジニアリング㈱

コスモエネルギー開発㈱

石油資源開発㈱

伊藤忠商事㈱

IHS
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技術部地質技術グループ

新規事業部新規事業Bグループ

JX日鉱日石開発㈱
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会社・組織名 役職名

資源エネルギー庁 石油・天然ガス課　

独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構

石油開発技術本部

石油開発技術本部　探査部　海外探査課

石油開発技術本部　探査部　海外探査課

石油開発推進本部　探査部  海外探査課

石油開発推進本部　探査部  海外探査課

石油開発技術本部　企画調整部

石油開発推進本部　企画調整部

石油開発技術本部　企画調整部

石油開発推進本部　事業推進部

資源探査部

個人 3名

大臣　モティ・トレッサ・シャギ

石油ライセンス担当局長　ケツェラ・タデッセ

地質調査所（講演者） 所長　ゲディ・マスレシャ・ゲブレセラシエ

全権大使　マルコス・タクレ・リケ

参事公使官　ハイル・テフェラ・ギャムロサ

二等書記官　サミュエル・アイエノ・イェシャネフ

二等書記官　ゲタチョウ・メケボ・ワジェボ

池田　裕子

会長　藤田 文萌

理事長　鈴木　孔

事務局長　今　英樹

参事　田巻　輝夫

研究部部長　正田　伸次

研究部主任　水野　学

研究部主任　川本　友久

研究部主任　柴田　武

業務部部長　池ヶ谷　清貴

業務部部長代理　井口　義朗

業務部部長代理　河合　透

ICEP　国際セミナー(エチオピア連邦共和国）参加会社・組織リスト

一般財団法人石油開発情報
センター

在日エチオピア共和国大使館

 鉱山・石油・天然ガス省（講
演者）
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一般財団法人石油開発情報センター

〒101-0065 

東京都千代田区西神田 3 丁目 1 番 6 号（日本弘道会ビル） 

TEL 03(3222)8142 

FAX 03(3222)8162 
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