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1．一般事情 

1-1. 面積 109.7 ㎢（日本の 2.92 倍） 

1-2. 人口 6,896 万人（2002 年央）人口増加率 2.6%(1994～2000 年世銀) 

1-3. 首都 アディスアベバ（市部：232 万人） 

1-4. 人種 アムハラ族、ティグライ族、オロモ族等約 80 の部族 

1-5. 公用語 アムハラ語、英語 

1-6. 宗教 キリスト教、イスラム教他 

1-7. 地勢等  

エチオピアは、アフリカの北東部に位置し、1993 年のエリトリアの分離以来内陸国とな

った。GMT＋３、電話コード：＋251 

殆どの国の人はビザが必要 

 

(CIA World Factbook HP) 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 連邦共和制 

2-2. 元首 ギルマ・ウォルデオルギス・ルチャ（2001 年 10 月就任、任期 6 年） 

（GIRMA Wolde-Giorgis-Rucha） 

2-3. 議会 二院制（人民代表議会〔下院〕と連邦議会〔上院〕） 

 

2-4. 政治概況  

1988 年分離独立を求める同国北部エリトリア、ティグライ州の反政府勢力が攻勢に立ち
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内線が激化していき、1991 年 5 月末メンギスツ政権が崩壊した。同年 7 月には国内諸勢力

から成る暫定政権樹立した。暫定政府は、暫定憲章に従い、民族融和と民主化に尽力。エ

リトリアにおいては EPLF（エリトリア人民解放戦線）が独自に臨時政府樹立した。1994

年 6 月に制憲議会選挙実施後 12 月に制憲議会における憲法草案の審議終了（採択）。1995

年 8 月 21 日の新政府発足と同時に発効した。 

1995 年 8 月 22 日連邦共和制下の議院内閣制を採用した新国家体制発足。2000 年 5 月 14

日新政権発足後、初の国政選挙を実施、与党 EPRDF が勝利した。 

2-5. 主要産業 農業（メイズ、テフ、ソルガム、大麦、コーヒー等） 

2-6. ＧＮＩ 67 億ドル 一人当たり 100 ドル(2001 年世銀) 

2-7. 通貨 ブル（BIRR、ETB） 

2-8. 為替レート １US＄＝8.6984 BIRR（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年

1US＄＝ 8.1340 8.3140 8.5583 8.5809 8.6206 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易（2001 年：IMF）    

輸出   433 百万米ドル ：コーヒー、革・革製品 

輸入 1，626 百万米ドル ：工業製品等資本財、食糧等消費財 

対日貿易(2002 年) 

 輸出  53.16 億円 ：コーヒー、羊皮、採用油の種、ろう 

 輸入  58.10 億円 ：貨物自動車、バス、乗用自動車、無線用送

信機 

2-10. 経済概況 

経済は概ね順調に推移している。市場経済主義を取り入れてから、価格コントロールは

無くなり、諸税は引き下げられ、民間企業の制限は撤廃された。2003 年には付加価値税が

導入され、輸入関税も改定されている。 

エチオピア経済は石油に大きく依存しており、さらに Calub 地区の天然ガスの埋蔵が明

らかとなっている。 

 

3. 鉱業概要 

鉱物鉱業の GDP に対する貢献は１％以下と少ないが、現在の鉱業活動として、タンタル

（20000t／年）とソーダ灰が報告されている。その他、カオリン、石材等の工業用鉱物の

採掘はなされている。砂金および金鉱業以外に、金属鉱物の鉱業は報告されていない。最

近の金価格の上昇にも拘わらず、金探査の活動は低調で、2 つの企業の金探査が報告され

たにすぎない。 

4. 鉱業行政 

エチオピアには鉱業法は無く、Mining Proclamation（鉱業布告、52/1993）がある。 
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その他の鉱業に関連する法規として、Mining Income Proclamation 53/1993、Mining 

Operation Regulation 182/1994、Proclamation 22/1996、Proclamation 23/1996、Investment 

Proclamation 1996 がある。 

エチオピア政府は、許認可権をもつことで、全ての土地と鉱業権に対しての権利を有し

ている。政府は、２％の鉱業権益を取得する権利を有している。また、鉱業収入に対して

３５％の所得税を賦課し、鉱業ロイヤルティとして貴金属に５％、その他に３％を掛けて

いる。（Mbendi information） 

 

5. 業関係機関 

5-1. 政府機関 

鉱山省（Ministry of Mines） 

5-2. 公営機関 

エ チ オ ピ ア 鉱 物 資 源 開 発 公 社 （ Ethiopian Mineral Resources Development 

Corporation：EMRDC） 

 

6. 投資環境 

エチオピア政府は自由経済開発を保障しており、公営企業の民営化、規制緩和を行ない、

社会主義経済からの変革を行なっている。外資に対して優遇策をとっている。 

法人税：30％ 

販売税：10％、地方市場への販売、農業関係は 2％ 

物品税：10～100％ 

所得税： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付加価値税：50 万 Birr 以上の売上を持つものに対して、15%がかけられる。 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質概略 

エチオピアの地質は，Mohr(1962)によってまとめられている。この国の地質は，先カン

Monthly income 
Tax rate

(Birr) (%) 

Up to 150 Nil 

151-650 10 

651-1400 15 

1401-2350 20 

2351-3550 25 

3551-5000 30 

Above 5000 35 
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ブリア紀の変成岩類，花崗岩類，超塩基性岩類などを基盤として，それらを不整合に覆い

局部的に分布する古生層，やや広範囲に分布する中生層，さらに，これらを不整合に覆う

第三紀の厚い火山岩層，第四紀の堆積岩層と火山岩層とからなっている。 

先カンブリア紀の岩石類は，エチオピアの北部，南部，西部に広範囲に露出し，一方，

東部では Chercher 山脈地域(Asbe Tafari～Harrar 間)の河谷底に露出している。その露出

面積は，国土面積の約 21%(252,000km
２
)を占めている。先カンブリア系は東アフリカに広

く分布するモザンビーク帯(Mozambique Belt)の北方延長に当たり，さらにアラビア半島南

西部に連続すると考えられている。エチオピアにおける先カンブリア紀の構成岩類は，花

崗岩質片麻岩，黒雲母片麻岩，砂質片麻岩，珪岩，角閃岩，角閃石片岩，緑泥石片岩，泥

質片岩，チャートなどの変成岩類，かんらん岩，輝岩，蛇紋岩などの超塩基性岩類，造山

期貫入の花崗岩類などである。これらは，先カンブリア紀末期または古生代初期といわれ

ている花崗岩類に貫入されている。先カンブリア系の絶対年代は，Rogers, Miller と

Mohr(1965)によると，諸種の変成岩類は K-Ar 法で 4.6～7.4 億年前を示し，約 6 億年前に

超変成作用，約 5 億年前に広域変成作用を受け，火成活動はカンブリア紀～オルドビス紀

にまで続いたとされている。先カンブリア系の主要構造方向は，いずれの地域においても

南－北または北北東－南南西である。 

古生層は，北部の Tigre 州地域及び青ナイル川渓谷の一部に局部的に露出し，主として

氷河堆積物からなり，古生代オルドビス紀または二畳紀～石炭紀と考えられている。 

中生層は，主に北部の Tigre 州，青ナイル川渓谷地域及び南東部諸州の広範な地域に分

布し，先カンブリア系，古生界の削剥された平坦面を不整合に覆い，基底礫岩，砂岩，石

灰岩，泥灰岩，頁岩，石膏層などからなり，水平または極めて緩い傾斜を示している。こ

れらは，三畳紀から白亜紀にわたる浅海性堆積岩層である。 

第三紀層の大部分は，エチオピア中央部の高原地帯に分布し，始新世ないし中新世の台

地玄武岩層(plateau basalt)とその中に挟在される薄い砕屑岩層で，Trap basalt series

と区分されている厚い火山岩層である(Grasty, Miller and Mohr, 1962)。紅海沿岸地域に

は，中新世～鮮新世の砂岩，頁岩，石灰岩などの堆積岩類が分布する。 

台地玄武岩層は，アルカリ玄武岩質溶岩，凝灰角礫岩層，凝灰岩層の厚い繰り返しから

なり，基盤の古生界，中生界の削剥平坦面を不整合に覆い，水平または極めて緩い傾斜を

示している。全層厚は 3,000m 余りに達する地域がある。 

第四紀層は，海成～湖成の泥，粘土，砂などからなるが，主な地層は洪積世後期の厚い

含カリ岩塩層で，Afar Depression の北部，Danakil 付近に分布している。 

鮮新世～洪積世には，中新世の台地玄武岩の噴出，大地溝帯の形成に引き続いて地溝帯

の内部縁辺部及びその他の局部地区(Tana 湖周辺，Blue Nile 渓谷地域，Harrarghie 州東

部)では，玄武岩，安山岩，粗面岩，各種アルカリ火山岩の噴出が継続し，その一部は現在

に至るまで活動している。また，これらの火山活動と同時期に地溝帯内部には湖成層が堆

積している。 
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エチオピアにおける最大の構造線は，Rift Valley であり，中新世末期から鮮新世にか

けて形成された東アフリカ大地溝帯の東部分岐である。この地溝帯は，エチオピア高原を

両断して中央部を北東－南西方向及び北－南方向に走り，エチオピア南西部の Lake 

region(ケニア国境の Rudolf 湖から北東方の Zwai 湖に至る湖泥地帯)および Afal 

Depression(Massawa-Awash-Djibouti を結ぶ三角地帯)の陥没低地帯をつくっている(以上，

金属鉱物探鉱促進事業団，1971)。 

 

（http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/1760/kazmin.htm） 

 

7-2. 鉱床 

銅鉱床は，先カンブリア紀の緑色片岩層に胚胎する層状含銅硫化鉄鉱床，熱水性含金銅

鉱脈及び三畳紀基底部のAdigrat砂岩を母岩とする鉱染鉱層(含銅砂岩鉱床)の3型がある。  

層状含銅硫化鉄鉱床(エリトリアの黒鉱式鉱床と同じで一連のもの)は，Tigre 州北部に産

するが，Sidamo 州中央部地域にも鉱徴地が知られている。銅鉱脈は，含金石英脈と成因的
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に近縁の鉱床と考えられ，Tigre 州からエリトリアの中央部にかけて分布する。 

含銅砂岩鉱床は，Harrarghie 州西部の Cherbher 山脈の Kunni Valley～Galetti Valley

地域に知られている。しかし，他地域の三畳紀 Adigrat 砂岩層からは，未だこの種の鉱床

は発見されていない(金属鉱物探鉱促進事業団，1971b)。 

なお，昭和 46 年から 48 年にかけて，金属鉱業事業団により海外地質構造調査(エチオ

ピア北部地域)が実施された。調査はエリトリア州，チグレ州で行われたが，主対象地域は

エリトリア州であった。その後，エリトリア州がエリトリア国として独立した。チグレ州

では，地質調査と Enticho 地区において試錐調査(3 孔，延べ 600m)が行われたが，優勢な

鉱徴は確認出来なかった。 

鉛は、エチオピア南東部，Harpar 州の北西部においてごく小規模の方鉛鉱を主とする

Ijabuna, Gara Ua, Affratu, Saka Vally の諸鉱徴が知られている。これらは少量の黄銅

鉱と希に閃亜鉛鉱を伴う(Jelenc,D.A., 1966)。 

ニッケルは、Sidamo 州中央部の Kebre Mengist 周辺地域の蛇紋岩体に伴うラテライト化風

化土壌中の珪ニッケル，酸化ニッケル鉱床が最も顕著なものである。その他，Wollega 州

中央部の蛇紋岩体にもニッケル鉱床が認められるが，低品位である。硫化ニッケル鉱鉱床

の産出は，報じられていない(金属鉱物探鉱促進事業団，1971b)。 

（平成 9 年度資源開発協力基礎調査 プロジェクト選定調査報告書 東部アフリカ JMEC） 
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エチオピアの鉱床分布図 

（平成 9 年度資源開発協力基礎調査 プロジェクト選定調査報告書 東部アフリカ） 
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エチオピアの金鉱床 
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8. 鉱山概要 

Lega 金鉱山 

民営化され、現地資本の Midroc Ethiopia に 175 百万ドルで譲渡されている。 

1998 年 8 月に生産を再開し、2001 年の生産は 3.4 トンに達する。 

 

9. 新規開発案件 

該当なし 

 

10. 探査状況 

外国企業の探鉱活動は下火となっているが、数社が金およびベースメタルの探査

の活動中である。地質調査所も細々と広域探査を行なっている。 

 

Midroc Gold Mine plc は２００4 年に、Guiji 地区の Lega Dembi に鉱区を保有し

ているが、Adola-Legedembi と Metekel プロジェクトの探鉱権を取得している。 

地質調査所は、Dugi-Mabuk 金・ベースメタル探査を行なっている。 

 

11. 製錬所の概要 

該当なし 

 

鉱山製錬所位置図 

 

Addi Rassi 
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操業鉱山 

     Addi Rassi:Lat; (13° 46' 60N,Long; 38° 25' 60E) 

     Lega Dembi:金鉱床図参照 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

海外地質構造調査 

 1971～1973 年度  エチオピア北部  金属鉱業事業団 

 

資源開発協力基礎調査 

     資源開発調査 

 1972～1973 年度  エチオピア西部 国際協力事業団/金属鉱業事業団 

 

資料 

・ 平成 9 年度資源開発協力基礎調査 プロジェクト選定調査報告書 東部アフリカ JMEC 

・ http://www.ethiopiandiaspora.info/introduction.asp 

・  




