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免責事項

本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が
信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されています
が、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又
は完全性を保証するものではありません。
また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を
目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に
依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負い
ません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機
構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い
申し上げます。
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はじめに：ウガンダ、ケニアにおける石油資源

【ウガンダ】

・2006 年商業規模の油田発見
・確認埋蔵量 ：約25 億バレル（OGJ）

・生産開始予定：2022年
・目標生産量 ：23〜24 万 b/d
・パイプライン、製油所建設を計画

【ケニア】
・2012 年商業規模の油田発見
・条件付資源量（2C）：約5.6億バレル（Tullow）

・生産開始予定：2022年
・目標生産量 ：6〜8万 b/d
・パイプライン建設を計画

しかし、現時点では本格的な商業生産
には至っていない
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本日の内容

ウガンダ

1. ウガンダの油田探鉱開発

2. 東アフリカ原油輸出パイプライン

3. 製油所建設計画

4. ウガンダの油田開発を巡る課題

（1）Capital Gain税（CGT）に起因する

プロジェクトの遅延

（2）パイプラインと製油所への生産

原油の配分を巡る問題

5. ウガンダの油田開発のまとめ

ケニア

1. ケニアの油田探鉱開発
（1）油田探鉱開発の現況
（2）原油生産プロジェクト

2. 原油輸出パイプライン
3. Early Oil Pilot Scheme（EOPS）
4. ケニアの油田開発を巡る課題
（1）隣接国の影響による治安リスク
（2）地元住民

5. 石油法改正
6. ケニアの油田開発のまとめ
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1. ウガンダの油田探鉱開発

 1998年頃から、ウガンダ西部アルバートリフト堆積盆では加Heritage Oilや豪
Hardman ResourcesなどがExploration Area（以下、EA-）１、EA-2、旧EA-3Aで探鉱実施

 2006年以降、商業規模の油田を相次いで発見

2006年 EA-2、旧EA-3Aで原油を初めて確認

2008年 EA-1で原油を初めて確認

 原油生産プロジェクト
Tilenga PJ（EA-1、EA-2） Kingfisher PJ（旧EA-3A）

確認可採埋蔵量 12億1,900万バレル 2億バレル

プラトー生産量 約20万b/d 約4万b/d

オペレーター/参画企業 Total / CNOOC、Tullow CNOOC/ Total 、Tullow
FEED 完了（Fluor、Technip、CB & I）

FID(予定) 2019年以降

生産開始(予定) 2022年

油田開発コスト（capex） 約80億ドル

原油生産プロジェクトとパイプライン建設プロジェクト（後述）を統合的に進める方針



6（Tullow Oil HPに筆者加筆）

1. ウガンダの油田探鉱開発

Kingfisher プロジェクト

Tilenga プロジェクト

Lake Albert 原油生産プロジェクト主要油田位置図
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2.東アフリカ原油輸出パイプライン
「East African Crude Oil Pipeline (EACOP)」

（出所：EACOP HP）

ウガンダ西部(Albert 湖東岸)の Hoima 
から、Victoria湖西岸を経由しタンザニ
ア北部の Tanga 港へ至るルート

口径 24 インチ(約 61cm)

輸送能力 21.6 万 b/d 

全長 約 1,443km 
（80%はタンザニア領内）

権益保有者 ウガンダ国営UNOC、タンザ
ニア国営TPDC、 Tullow、
Total、CNOOC 

建設コスト（capex） 約35〜40億ドル

当初ケニアから輸出するルートを検討
していたが、2016 年 4 月に方針転換。

 2017 年 5 月にウガンダ・タンザニア間
で政府間協定を締結。

原油生産PJと統合的に建設を進める方
針で、原油初出荷は 2023 年の見込み。

ワックス分が30%と高く流動性が悪い

ため、パイプライン全区間を通して加
熱する必要がある。

Tanga

Lake Victoria

Kenya

Hoima
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3.ウガンダの製油所建設計画

（出所：EACOP HPに発表者加筆）

ウガンダ政府は、油田近傍の Hoima 
に同国初となる国内製油所を建設予定

精製能力
（見込み）

6 万 b/d
(初期精製能力は3 万
b/d）

建設・操業主体 AGRC
（＝YAATRA Ventures、
LionWorks Group、米GE、
伊Saipemからなるコン
ソーシアム）
現在FEED中

総投資額 約40億ドル

FID（目標） 2020年中頃

稼働（見込み） 2023年

2018年4月、ウガンダ政府は、Albertine 
Graben Refinery Consortium(AGRC)を製

油所プロジェクトの建設・操業主体として
選定し、契約締結。

Hoima
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4.ウガンダの油田開発を巡る課題
（1）Capital Gain税（CGT）に起因するプロジェクトの遅延

Capital gains tax（キャピタル・ゲイン税）とは：
権益の譲渡収益（capital gain）に対する課税

権益譲渡収益を事業所得の一部と見なし、非居住者に対しても課税

資源国による導入の目的：地下資源からの利益最大化

 2017年1月、Tullowが保有する3鉱区の権益33.33%のうち
21.57%をTotalに売却することで両社は合意（売却金額：9億ドル）。

 この時、ウガンダ政府はTullowに対し3億ドルを課税した。

 しかし、当該ファームアウトは課税の対象ではないとする
Tullowは、支払い要求に応じず。

 ウガンダ政府はファームアウトを承認せず、このことがプロジェ
クト遅延の要因。

 政府とTullowの間の交渉は継続、その動向に注目。
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4.ウガンダの油田開発を巡る課題
（2）パイプラインと製油所への生産原油の配分を巡る問題

【ウガンダ政府】

国内向けに原油の配分を振り向け、輸入依存からの脱却を図
りたい。（国内石油消費：2016年3.2万b/d（EIA））

【事業者】
Tullow、Total、CNOOCの3社は、埋蔵量が限られているうえ、製

油所に原油を配分することでパイプライン通油量が低下すれ
ば、投資資金回収と採算の観点から問題であるとし、パイプラ
インによる原油輸出を優先させたい構え。

→3社は、製油所の精製能力を3万b/dに縮小したうえ
で製油所の完成を2026年に延ばすよう要望していると伝え
られる。
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5.ウガンダの油田開発のまとめ

原油埋蔵量の発見から既に10年以上経過する

も、キャピタル・ゲイン税を巡るファームアウト承
認の遅延等の要因から、開発に遅れ。

パイプラインと製油所への生産原油の配分を巡
る問題などからも、ウガンダ政府と参画企業との
対立の構図が窺える。

開発に向けてさらなる遅延が発生する可能性が
あるが、東アフリカの内陸エリアの探鉱・開発活
動に風穴を開ける意義もあり、プロジェクト進展
に期待。
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1. ケニアの油田探鉱開発

(1)油田探鉱開発の現況

第三期リフト
堆積盆分布図
（出所：Africa Oil）

South 
Lokichar
発見油田

 2012年3月、ブロック10BB（オペレーターTullow）の試掘井Ngamia 1/1Aでケニア
初となる商業規模のNgamia油田を発見。

その後、2014年にかけて同じ10BB 鉱区でAmosing 油田、西に隣接する13T 鉱区
（オペレーターTullow）でTwiga 油田を発見。

（Tullow Oil HP 
に筆者加筆）



13

1. ケニアの油田探鉱開発
(2)原油生産プロジェクト

Ngamia、Amosing、Twiga油田を開発する第一フェーズ

 上流開発と原油輸出パイプライン建設（後述）を一体で進め、輸出を目指
す。現在はEarly Oil Pilot Scheme（EOPS、後述）によるトラック輸送進行中。

 1960年代に操業を始めたMombasa製油所（精製能力8万b/d）は老朽化
により稼動しておらず、貯蔵ターミナルへ改装中。

 石油消費（2016年11.4万b/d（EIA））の全量を中東やインドからの輸入に依存。

プラトー生産量 6〜8万b/d
オペレーター/参画企業 Tullow / Total、Africa Oil
FEED 進行中（豪Worley Parsons）
FID（目標） 2019年後半

初出荷（目標） 2022年
油田開発コスト（capex） 約18億ドル（Tullow推計）
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2.原油輸出パイプライン
「Lokichar-Lamu Crude Oil Pipeline (LLCOP) 」

TurkanaのSouth Lokichar亜堆積盆
からLamu港へ至るルート

（出所：AfrOil HP）

 2017年10月、ケニア政府はTullow、
Africa Oil、Maersk Oilと、独自のパイプラ
イン建設の共同開発契約締結。
（→2018年3月TotalがMaersk Oilを買収、
現在はTullow、Africa Oil、Total）

 現在英Wood GroupがFEED実施中、2019
年後半にFIDを目論む。

 2021〜2022年完成（見込み）

 ワックス分が多く、パイプラインを加熱す
る必要があり、コスト増の要因。

輸送能力 8〜12万b/d
全長 約821 km
共同開発事業者 Tullow、Africa Oil、Total
建設コスト（capex） 約11億ドル（Tullow推計）
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3. Early Oil Pilot Scheme （EOPS）

（出所：AfrOil HPに加筆）

TurkanaのSouth Lokichar亜堆積盆
からMombasa港へ至るルート

Ngamia、Amosing油田から生産さ

れた原油の早期収益化
（monetization）を図ることが目的。

2018年6月3日開始

Mombasa港までトラック輸送し
（2,000b/d）、貯蔵施設に貯油後、
2019年第2四半期に出荷する計画。

これまでに7万バレル以上を輸送、
モンバサ製油所のタンクに貯蔵。
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4.ケニアの油田開発を巡る課題
（1）隣接国の影響による治安リスク

 2011年10月、ソマリア南部に拠点を置く軍事グループ、Al-
Shabaabを掃討するため、ケニア軍がソマリア領内に侵攻。

 それ以来、同グループはソマリアで対テロ作戦に参加する
ケニアに対し撤退を要求し、たびたびテロを起こしてきた。

• 2013年9月、ケニアショッピングモール事件
• 2015年4月、ガリッサ大学襲撃事件
• 2019年１月、ナイロビの高級ホテル銃撃事件

→ソマリアのほか、エチオピア、南スーダンといった他の隣接
国との国境沿いにおいても、畜牛の窃盗や宗教上の衝突
が発生し、予断を許さない状況が続いている。
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4.ケニアの油田開発を巡る課題
（2）地元住民

Lokichar油田周辺（Turkana郡）は経済的に恵まれず。十分な教育を受けな
い若年人口の割合も多く、このような背景からしばしば抗議活動が発生。

 【原油生産】当初2016年FID予定も、収益配分に地元住民から異議。
→2018年5月、Turkana郡地方政府及び地元住民との間で原油生産収益
の分配条項締結（国家75％、郡政府20%、地域住民5%）。

 【EOPS】2018年6月ようやく開始。しかしEOPS警備を重視して、周辺地域の
治安対策が不十分との不満が高じ、道路を封鎖。トラック輸送も停止。
→7月ケニア政府がTurkana郡及び周辺の治安改善を約して道路封鎖は
収束、輸送再開。（50日強の輸送停止の機会損失は40百万ドルとも）

 【パイプライン】起点のTurkana郡・終点となるLamu郡の地元住民は、パイ
プライン建設にあたり生活援助に関する要求も。

⇒ケニア政府は、地元住民と事業者との調整や地元の雇用創出のための委
員会を設置するなどの善後策も。
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5.石油法改正

 石油・天然ガスの探鉱・開発事業は石油法（Petroleum (Exploration and 
Production） Act, 1986年)と関連規制により規定されている。

 2010年の憲法改正に伴い石油法の見直しが進められ、2019年3月12日
にKenyatta大統領が署名、成立。

 新たなモデルPSC（Production Sharing Contract:生産物分与契約）が導入
された。主な改正点は以下。

⇒投資環境への影響の可能性に注意

項目 例

ローカルコンテンツの強化 コントラクターはケニアの製品、サービス、
事業、資金を優先利用する

キャピタル・ゲイン税
（廃止されていたが復活）

石油やガスなど鉱業分野の財産売却に
対し30％課税

コントラクターの利益配分への
法人所得税課税

コントラクターの利益原油からの正味収益に
対し 30%課税
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6.ケニアの油田開発のまとめ

国内製油所は稼働しておらず、輸出を目論む。
内陸油田からのパイプライン輸送距離（LLCOP
／821km）やワックス留分の多い原油性状に

伴う輸送時加熱の必要性、地元住民への補償
等が、本格開発に向けたコスト増のリスク。

ローカルコンテンツ強化や財政条件厳格化を
伴う石油法改正の結果、投資への影響につい
て注視が必要。
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JOGMEC、ブロック14Tで海外地質構造調査を実施

現在、民間への事業承継を目指して鉱区評価中

ケニア
エネルギー・

石油省

ケニア国営石油
（オペレータ)

JOGMEC

共同調査
実施契約

（相手国の国営石
油をオペレータ
とする共同調査）

PSC

Tullow社
Ngamia坑井

JOGMEC-NOCK
共同調査鉱区(14T)

・本共同調査はケニア国営NOCKが100%権益を有する

14T鉱区のPSCに規定されている調査の一部として実施。

・調査終了後、JOGMEC自身または日本企業コンソーシ

アムは、更なる探鉱に参入するオプション権を有する。


	ウガンダ、ケニアにおける�油田開発の現況と課題
	免責事項
	スライド番号 3
	本日の内容
	 1. ウガンダの油田探鉱開発�　� 
	 1. ウガンダの油田探鉱開発
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