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本日の報告事項

今春以降、ソナトラック、IOC間で相次ぐMoU締結
なぜ今炭化水素法改正に至ったのか
 アルジェリアの置かれている現状
 今次改正までの経緯を振り返る

外資導入強化の一方で逆行の力も
今後の生産 アルジェリアが抱える課題
新エネルギー相就任
まとめ

 リビア近況の概説
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相次ぐMOU締結ーIOCのアルジェリアへの関心拡大か？

 2020年の春以降、アルジェリアの国営石油会社であるソナトラック（Sonatrach）は、上流開発事業に関する複数企業との
MoU（覚書：Memorandum of Understanding）締結を相次いで発表

 MoU自体に拘束力は無いものの、IOC各社がアルジェリアに明確な関心を示していることがうかがえる
一方で “潜在的な機会”が何であるのかは明示せず

「アルジェリアの炭化水素の将来性に関する評価プロジェクトの実施を意図する。
このM0Uはアルジェリアの潜在的資源の評価を支援すると共に、当社の北アフリカ地域における拡大の足
掛かりになる。」

「このMoUはプロジェクトの開発を加速し、脱炭素化目標を追求するという共通の戦略をさらに進め、アル
ジェリアでのパートナーシップを拡大していくという両社のコミットメントの証しである。」

締結日 会社名（国名） 最近締結されたMoUの概要

3月12日 Chevron（米） アルジェリアにおける炭化水素の探査、開発、生産に関する機会についての共同協議を開始するための覚書に署名

4月16日 Zarubezhneft（露）、TPAO（トルコ） 将来的な探査・生産（E&P）の可能性について共同の議論を開始するための覚書に署名

4月20日 ExxonMobil（米） 将来的な探査・生産（E&P）の可能性について共同の議論を開始するための覚書覚書に署名

5月4日 Lukoil（露） 生産と探査における提携の可能性について協議するための覚書に署名、国際的なE&P機会の検討も含む

7月1日 ENI（伊） 生産と探査における共同投資の可能性の特定に向けて覚書に署名、国際的なE&P機会の検討も含む

ソナトラックプレスリリースに基づき作成
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なぜ今炭化水素法改正に至ったのか？
アルジェリアの置かれている現状－危機に瀕するエネルギー産業①

油価価格推移

 昨年末に施行したばかりの炭化水素法改正に伴い、新規プロジェクトの経済条件が大幅に改善されたことを受けて実現
 ソナトラック自身も、各社とのMoU締結発表のプレスリリースの中で、炭化水素法改正が締結の背景にある旨言及

 低油価とCOVID-19による需要急減に直面し、特に石油依存度の高い産油ガス国では国家収入が大きく落ち込み対策が
急務

 アルジェリアも対策を迫られる国のひとつ ただしその窮状は今に始まった訳ではない

各種情報に基づき作成

出所：WoodMackenzie

アルジェリアの炭化水素収入推移

USD/バレル
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なぜ今炭化水素法改正に至ったのか？
アルジェリアの置かれている現状－危機に瀕するエネルギー産業②

 近年、人口増加により発電向けなどの国内天然ガス需要が急速に拡大

 一方で石油・天然ガス上流事業への外国投資の呼び込みは進まず

 生産を依存してきたHassi R’Melガス田などの主要ガス田の
成熟化が進行、新規ガス田で生産開始しているものの
全体として大きな増産には至らず（後述）

出所：BP統計2020

アルジェリアの主要ガス田およびインフラ

各種情報に基づき作成

天然ガス

・世界有数の天然ガス資源国 埋蔵量4.3Tcm（世界第11位）
生産量86.2Bcm（世界第10位）、輸出量43.3Bcm
（PL26.7Bcm+LNG16.6Bcm）
・欧州向け主要天然ガス供給国 供給量34.2Bcm
1位ロシア、2位ノルウェー、3位オランダ、4位アルジェリア

石油
・埋蔵量122億バレル(世界第16位）
生産量148.6万b/d（世界16位）、消費量45.4万b/d
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なぜ今炭化水素法改正に至ったのか？
アルジェリアの置かれている現状－危機に瀕するエネルギー産業③

 結果、天然ガスの輸出余力が急速に減少

 天然ガスの輸出量の減少はまさに死活問題
（輸出総額の95％以上が炭化水素資源、国家財政・経済に直接影響）

「ガス輸出国としてのアルジェリアの将来を懸念」と警告（オックスフォー
ドエネルギー研究所）
「ガス・石油製品の国内需要が拡大傾向、国外顧客との天然ガス供給
契約にも影響を及ぼす恐れあり」と発言（ムハンマド・アルカブ
エネルギー相（当時） ⇒ エジプト化（※）を懸念
（※）近隣国エジプトでは、2011年アラブの春革命後の混乱の影響によりガス生産
量低下。一方、国内消費量は続伸。政府が国内販売を優先した結果、2基ある
LNG輸出プラントが稼働停止。一時、天然ガス純輸出国から純輸入国に転じた

 ソナトラックが独力で生産量・輸出量を維持・拡大できない以上、IOC
誘致に向けてより魅力的な投資条件の採用が必要

 『十分な輸出量を維持できなくなる』シナリオを回避するために、アル
ジェリア政府は外国投資誘致を目的に上流部門の改革を推進

アルジェリアの天然ガス生産量、輸出量、消費量推移

出所：BP統計2020

アルジェリアの石油生産量、消費量推移
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なぜ今炭化水素法改正に至ったのか？
今次改正までの経緯を振り返る① ソナトラック設立～炭化水素法制定～生産量回復まで

エネルギー政策の執行機関として
ソナトラック設立

ソナトラックの国有化完了
上・中・下流、独占的役割を保持

外国石油企業による探鉱の活性化を目的に炭化水素法（86-14）制定
新規探鉱・開発への外国企業の参入を許可（PS契約が主体）
改定：1991年 EOR開発事業、ガス商業生産への外国企業参入
1994年操業企業（PS契約）に対し、操業資機材のVAT免除

ブーテフリカ氏大統領就任

荒廃した国家社会・経済の再建に向けて、治安回復、石油・
天然ガス部門の制度改革、外資の誘致などに取り組み
「炭化水素法改正の動き」

1980年代：原油価格下落
契約条件の厳しさなどから外国企業による
探鉱活動は停滞

1990年代の半ば以降：一連の外資導入策が寄与
アルジェリアの石油・ガス生産量は回復

外国石油企業による技術サービスの提供は継続
原油生産量も緩やかな増加を継続

1963年 アルジェリア内戦（1990年代） 1999年1986年1971年
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なぜ今炭化水素法改正に至ったのか？
今次改正までの経緯を振り返る② 新炭化水素法策定～法改正～投資停滞まで

2000年 2013年2006年2005年

エネルギー鉱業省が主体となり改革

ソナトラックの影響力縮小を狙い新炭化
水素法案を策定
・2政府監督機関（ALNAFT、ARH）の設立

・ソナトラックとのパートナーシップ義務
の撤廃
・ソナトラック権益比率を51％以上から
20～30％に引き下げ

合理化・人員削減を懸念し国民の強い反対

→2003年法案無期延期
→2004年ブーテフリカ大統領大勝利を受け
て法案再提出、承認

新炭化水素法（05-07）発効
外資に有利な条件を盛り込む一方、PS契約は廃止
外資参入加速化に期待

世論の強い反発
→大きな変更を加え改正法（06-10）成立
・「ソナトラックの参加比率51％以上」復活
・特別利潤税（※）新設
・PS契約採用されないまま

背景：
・インフラ整備・債務返済の財源確保

・外資導入は不可欠、ただ一定の歯止めを
かけ『次世代への国家戦略資源の確保』を
アピール、国民の幅広い支持を得る目論み

法改正（13-01）実施

2005年新法と2006年改正法の折衷案

・特にシェールガス開発を視野に入れ
た修正

・限定的改善との印象が否めず、外国
投資大幅回復の可能性は低い

背景：

イナメナス・テロ事件直後、さらな
る外資離れを食い止めるため改
正法は速やかに成立

参入条件悪化
→投資停滞、生産量減少にもさらに拍車
＝悪循環に陥る

入札ラウンド（2009年、2010年）実施
→IOCの関心を惹きつけることはできず

（※）特別利潤税：Exception Profit TaxやWindfall Petroeum Taxとも
表記される。ブレント価格がUS$30/バレル以上の場合、生産物の
取り分に応じて5～10％の追加税金を徴収するというもの
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なぜ今炭化水素法改正に至ったのか？
今次改正までの経緯を振り返る③ 2019年改定までの歩み

時期 2019年炭化水素法改定までの歩み

2017年9月 Abdelmoumen Ould Kaddour ソナトラックCEO：アルジェリア石油・ガス産業への改革の必要性について言及
税制、法的枠組みの適用

2017年10月Ahmed Ouyahia首相：炭化水素法改正の可能性について言及

2017年10月
Mustapha Guitouniエネルギー相：炭化水素法の改革を視野に入れたプロセスを開始していると言及
「外国人投資家にとって魅力なし」「業界は既に新たな状況で事業を展開」「アルジェリアも適応する必要あり」
改正法第1次草案は2018年6月には入手可能になる 改正の主体は契約条件

2018年1月 KaddourソナトラックCEO：2018年末までの改正実施を希望する 契約条件やその他あらゆる側面を含む

2018年3月 Guitouniエネルギー相：2018年末か2019年初頭には準備が整うだろう

2018年6月 米法律事務所がアルジェリア当局下で新法起草を支援と報道

2018年6月
Toufik Hakar氏（法改正推進担当WG責任者、現ソナトラックCEO）：”いくつかの超えられない壁”がある
・外国人参加の51％/49％のルールは維持 ・エネルギー省/ALNAFT/ARHの役割を明確化
・３種類の契約形態導入により契約の多様化を図る ・ソナトラックはパイプライン事業の独占権を維持

2018年10月Guitouniエネルギー相：最終法案は2019年7月までに完成予定

2019年3月 Hakar氏：新法特徴を再度確認（2018年6月提示の内容と同様）

報道等に基づき作成
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なぜ今炭化水素法改正に至ったのか？
今次改正までの経緯を振り返る③－2 2019年改定までの歩み

時期 2019年炭化水素法改定までの歩み

2019年春

アルジェリア政府関係者：2019年後半には法案可決と予想
Abdelaziz Bouteflika大統領が5期目立候補を表明 → 大規模デモ発生 → 2019年4月、任期満了に先立ち辞任
政情不安加速 → 法案承認は遅れるだろうとの見方が強まる
国内関係者より指摘：「国家経済の重要な部分を担う新炭化水素法の成立を急ぐべきではない」
「法案議論は大統領選挙・新政権発足後まで待つべき」
「炭化水素だけでなく、再生可能エネルギーなども含むエネルギー法にすべき」

2019年5月 Mohamed Arkabエネルギー相：法案は閣僚間協議会のガイドラインに従って最終決定された

2019年9月 政府委員会が承認

2019年10月政府評議会が承認、 閣僚会議が承認

2019年11月下院（国民議会）が可決、 上院（国務院）が可決

2019年12月 Abdelkader Bensalah大統領が署名、 12月22日新炭化水素法は官報に掲載、発効

2020年6月 Arkabエネルギー相は、新炭化水素法の施行規則が全て作成され、間もなく閣僚会議、議会両院へ提出されると議会へ報告
施行規則の施行を以て、新炭化水素法の適用開始となる見込み

報道等に基づき作成
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（参考）改革を妨げる国内政治情勢

 20年間の長期支配を敷いたブーテフリカ大統領が5期目を狙い立候補を表明したことから大規模デモが発生、同氏は
2019年4月に辞任に追い込まれた

 その後国民評議会のアブデルカデル・ベンサラ議長が暫定大統領に就任したものの、既存支配層の退陣を求める抗
議デモが激化。当初7月4日に予定されていた大統領選挙も「実施は不可能」として延期され12月12日に実施

 ブーテフリカ前政権下で首相や貿易相などを歴任したアブデルマジッド・テブン元首相が勝利し、12月19日に新大統
領に就任。翌2020年1月2日にアブデラジズ・ジェラド首相による新政権が発足

 デブン新大統領は政治改革を掲げ、国民との対話、憲法改正、国会選挙といった懸案に順次取り組む考え。しかしデ
ブン新大統領自身も旧来のエリート層からの出自。国民の政治不信は収まらず、政治情勢の先行きは依然として不
透明

 3月に入りアルジェリア国内でCOVID-19による初の死者が確認。その後も感染者、死者数共に増加の一途をたどって
いることで抗議デモ自体は中断。しかし感染拡大に伴う緊急経済対策が財政状況を圧迫、また国際原油価格の下落
や欧米諸国の経済停滞が、炭化水素輸出収入に極度に依存するアルジェリアの国家経済に大打撃を与えることが懸
念されている

 5月3日、テブン大統領は2020年の国家予算を半減すると発表。2020年の原油輸出収入は18年振りの低水準になると
も見込まれており、アルジェリアの財政および政治が果たして持ちこたえられるか懸念されている

 1962年の独立以来最も深刻ともいわれる政治危機の真っ只中
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直近の炭化水素法改正に関するIOCの評価

 改正炭化水素法（19-13）は、旧来法（13-01）よりも好条件
利権契約の場合、ロイヤリティ、所得税、炭化水素税が減税
難易度の高いプロジェクトにはさらなる減税が容認
 PS契約は1990年代にアルジェリアの石油・天然ガス部門活発化に貢献したと広く考えられており、この再

導入にも肯定的な見方が出ている

 一方で改正が期待されていた「外国企業保有比率に関するソナトラック51％：外資49％のルール」は維持
 シェールガス投資・・・従来、IOCの多く（ExxonMobil、Chevron、Royal Dutch Shell、BP、Equinor、Eni、Total、

Repsolなど）が関心を有しているものの、「大規模探鉱ないし開発商業を行うには財務条件の改善が欠か
せない」と主張

 在来型・シェール開発に限らず、IOCの興味を引き付けるためには今回の法改正の内容では未だ不十分と
の指摘や、IOCはアルジェリアへの投資を警戒し続けているとの報道あり

 法改正によりインセンティブは高まったとみられ、外資参入加速が期待 ただし将来性、継続性については
今後の国の政策や企業の判断に委ねられよう

IOCによる現時点での評価 （各種報道よりJOGMECとりまとめ）



14

直近の炭化水素法改正に関するアルジェリア国内の評価

 「ソナトラック51：外資49のルール」を維持したことで国民の理解を得られた訳ではない

 抗議デモが継続する中、大統領選挙（2019年12月）を待たずして暫定内閣が炭化水素法改正案を承
認（2019年10月） ⇒ 既存支配層の退陣を求める抗議者の新たな標的

 承認当日、「暫定政府には法案承認の権利がない」として数百万人もの国民が議会前で抗議
背景：国民の強い民族主義色 ー 資源の国家管理を緩和する政策には非常に敏感

長年の疑念（国家の富を巡る高官と外資の癒着）は払拭されておらず、「新法は売国行為かつ
国家資源の浪費」と主張 ⇒ 民衆の怒りは収まらない様子

 概要は示されたものの具体的運用は未だ不明

 未だ大きな課題あり：改革の必要性を説き、いかに国民の理解を得て折り合いをつけるか

 次回入札：当初 「新法制定後まもなく開催」 → 2020年5月 「中期的な（ポストコロナ）入札開催を再
び検討している」

アルジェリア国内の評価
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外資導入の強化に取り組む一方で、それに逆行するような動き
もあり Case1 【Total】Occidental保有Anadarko資産買収の阻止

Total社 THE SHAREHOLDERS’ NEWSLETTER #61 -
FALL 2019 より抜粋

経緯：
・2019年5月、OxyのAnadarko買収に併せ、Totalは
Anadarko保有アフリカ資産全てを88億ドルで買収するこ
とでOxyと合意 （Anadarkoネット生産量約6.5万b/d、グロス
生産量約26万b/d・アルジェリア全石油生産の25％以上）

アルジェリアの措置：
・政府はAnadarko権益売却に関するOxyとTotalのサイド

ディールを正式には聞いていないとして不満表明。先買
権行使による同国資産の売却阻止の可能性を示唆

顛末：
・2020年5月、TotalはAnadarko資産の買収を断念、権益は引き続きOxyが保有することに
・アルジェリア政府がTotalへの売却に反対した真意は不明。「かつての宗主国の代表的企

業が大きな力を取り戻すのを望んでいない」あるいは「水面下で権益譲渡話が進められ、
たことへの反感がある」との見方も

資産買収取引の当初計画
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外資導入の強化に取り組む一方で、それに逆行するような動き
もあり Case2 【Energean】Edison E&P資産買収の阻止

経緯：
・2019年7月、伊Edisonは同社の探鉱開発部門Edison 
E＆Pを英Energeanに7.5億ドルで売却することで合意

アルジェリアの措置：
・2019年12月、アルジェリア資産の取引についてソナト
ラックと話し合うようEdisonに要請
・並行してEnergeanはEdisonとのSPA修正（＝アルジェリ
ア資産の除外を考慮）を協議

顛末：
・2020年4月、Energeanはアルジェリア当局からの承認の
取得が困難で遅れていることを理由に、Edisonとの契約
でアルジェリア資産を対象外とすることを決定
・両者はSPAを修正し、2020年中の取引完了をめざす

Energean社 2019年7月発表資料より抜粋

資産買収取引の当初計画
※対象国：エジプト、イタリア、アルジェリア、英国、クロアチア、
ノルウェー、ギリシャ、クロアチア、イスラエル

※
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今後の生産をどうするか？アルジェリアが抱える課題①

 アルジェリアのガス生産量の大部分を支えるのは、1957年に発見されたHassi R'Melガス田

 Hassi R‘Melガス田・・埋蔵量85兆立方フィート（2.4兆ｍ3)以上、アルジェリア最大かつ世界でも最大級
規模のガス田、国全体の天然ガス埋蔵量の半分以上を占める

 ただし既に減退しつつあり、また、それ以外の主要ガス田でも減退が進行中

 将来的な課題：より効率的な回収を行うための投資や技術が不足する中で、可能な限りの生産を行い
ながら、新規ガス田からの生産によって主要ガス田の生産量減少の影響を相殺する

 アルジェリアが天然ガス生産を維持、拡大さ
せるには特に新規ガス田の探鉱の成功とタイ
ムリーな開発が重要

 外国投資が停滞する中でソナトラックは独自
に探鉱活動を行っているものの、なかなか顕
著な成果が出ずに苦労

天然ガス供給量と国内天然ガス需要推移

出所：WoodMackenzie
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 今後開発が見込まれる地域として挙げられるのは南西部地域
近年Reggane North、Timimoun、Tounatといった新規プロジェクトで生産を開始
これらは2000年代初頭に契約締結したものの、事業管理上や契約上の問題、インフラの制約といった諸要因により
長く遅滞していたプロジェクト。ピーク時には合計で１年あたり90億立方メートル（870MMcfd）の生産が見込まれる

 この他、Hassi Ba Hanou、Ahnetなどの新規ガス田でも開発が計画。これら新規ガス田による生産維持・拡大が期待
ただしこれらの新規ガス田は過去に開発されたガス田と比して小規模なものが多く、インフラも不十分、さらにはCO2
含有量が多くCO2分離のコストも必要になるといったケースもあり、数々の理由から高コストとなる可能性が否めず

今後の生産をどうするか？アルジェリアが抱える課題②

アルジェリアの主要ガス田およびインフラ 近年生産開始および生産開始が見込まれるガス田

各種情報に基づき作成
出所：GlobalData

2010年 2019年

Hassi R'Mel 陸上 在来型ガス Sonatrach 11,099.00 1957 1962 1961 3,889.18 3,075.16
Rhourde Nouss 陸上 タイトガス Sonatrach 5,802.00 1962 1971 1988 947.71 1,200.95
In Salah 陸上 在来型ガス Sonatrach, BP , Equinor 2,977.00 1957 1995 2004 794.52 734.23
In Amenas 陸上 在来型ガス Sonatrach, BP, Equinor 713.00 1956 1998 2006 870.33 599.50
Gassi Touil 陸上 在来型ガス Sonatrach 1,885.00 1960 2007 1963 - 417.97
Tin Fouye Tabankort
 (TFT) 陸上 在来型ガス Sonatrach , Total, Repsol 1,545.00 1961 1996 1999 744.51 290.07

Reggane North 陸上 在来型ガス
Sonatrach, Repsol,
Wintershall, Edison

1,767.00 1995 2003 2017 - 282.18

Timimoun 陸上 タイトガス Sonatrach, Total, CEPSA 1,253.00 1985 2002 2018 - 176.56

Touat 陸上 在来型ガス
Sonatrach, Neptune Energy,
Engie

2,225.00 1980 2002 2019 - 149.90

Ahnet 陸上 タイトガス Sonatrach 1,523.00 1954 2014 - - -
Hassi Ba Hamou 陸上 在来型ガス Sonatrach 350.00 1965 2012 - - -
※Gassi Touilの天然ガス生産開始は2014年

近く生産開始が見込まれるガス田

ガス田 エリア 種別 参画企業
残存可採埋
蔵量  (Bcf) 発見年

契約
付与年

生産
開始年

生産量（MMcfd）

現在生産中のガス田

最近生産を開始したガス田

※
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今後の生産をどうするか？アルジェリアが抱える課題③
非在来型ポテンシャル

 アルジェリア：153.1兆立方フィート（4.3兆ｍ3）の在来型ガス埋蔵量を上回る非在来型ガスポテンシャル
 技術的に回収可能なシェールガス資源量は707兆立方フィート（20兆ｍ3)

中国、アルゼンチンに次いで世界第三位 （2015年 EIA推計）
 シェールガス生産に向けては多くのハードル
 2014年、Equinor（当時はStatoil）、Shell、ソナトラックが南東部Berkine盆地に位置するTimissit非在来型ガ

ス鉱区を付与され、ソナトラックが同国初のシェールガス掘削を実施 → 環境影響を懸念する地域住民
からの強い抗議により調査中断、操業停止

 シェールガスの資源量、経済性算定には、大規模掘削キャンペーンやデータ収集、評価が必須
 これらに取り組めない以上、非在来型ガスポテンシャルの信頼性を確立するのはまだ尚早

 やはり外国パートナーによる多額の投資および技術、知見の
提供が必須

 在来型、非在来型資源にかかわらず、開発には外資導入が
欠かせない

出所：EIA

シェールガス・オイル分布
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新エネルギー相就任 （MEES 2020年6月22日号より）

 2020年6月23日 内閣改造実施
 エネルギー相：Abdelmadjid Attar元ソナトラックCEO 
 産業・鉱業省が分割

鉱業相：Mohamed Arkab前エネルギー相
産業相：Ferhat Ait Ali Braham前産業・鉱業相

 Arkab前エネルギー相

 国営ソネルガス（Sonelgaz）出身、いわゆる石油技術
者ではない

 数か月前から辞職の観測

 Attar新エネルギー相
 30年間ソナトラックに勤務（1997年-1999年 CEO）

近年、エネルギーコンサルタントとしても豊富な経験
あり

 「彼は長い間、IOCと親しく仕事をしてきたし、アルジェ
リアの炭化水素部門の内外を熟知している」（2003年
に水資源相を務めたGeoff Porter氏）

 新エネルギー相のアルジェリア石油産業に対する見解

2020年4月、ソナトラック・IOC間で締結されたMoUをそれほど重
視せず 「ただの覚書、誰も予想していなかった現在の石油危機
のずっと前からの話。多額の投資が約束されたわけではない」

「国土の40％-60％しか探鉱されていない」との主張に対して、
「石油にとって有利な条件の場所とそうでない場所がある。地質
的ポテンシャルが大きいエリアはHassi Messaoud とHassi R’Mel
以外にはない。沖合についても楽観的ではない」と指摘

ソナトラックの設備投資予算半減（140億ドル→70億ドル）を全面
的に支持

「不必要な試掘の中止によりコスト削減が可能。新規発見よりも
回収率向上に注力することが鍵。生産量を増やすのではなく、生
産量を維持するために技術の向上が必要」
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まとめ①：アルジェリアの今

 資金面・技術面共にIOCの関与が限られる中でアルジェリアは生産量増加と輸出拡大に苦戦
ソナトラックは2020年の公共支出削減幅の拡大に伴い、予算を当初の140億ドルから70億ドルに削減

 現在アルジェリアは外国人投資家の関与を望み、新炭化水素法によって新規プロジェクトを前進させようと
試み
他方、既存資産の買収には反対しIOCとの間で緊張関係を生んでおり矛盾が発生：
「より困難でコストのかかる資源（シェール、タイトガス、沖合など）の開発やプロジェクトの早期収益化を図
るには外国投資が必要との認識が意思決定者の間で広まっている一方で、既存油ガス田の開発における
外国人投資家の必要性についてはまだ内部に疑問の声があるのではないか」との見方もあり

 油価下落後の現在のタイミングでMoU締結が目白押しとなった状況は事実であり今後に期待

 MoU締結が一気に進んだ理由：
単にこれまで数か月に及ぶ交渉を経たタイミングの問題？現在の極めて困難な状況下でなんとか出口を見
出そうとするアルジェリアが示す非常に粘り強い意思表示？



22

まとめ②：アルジェリアの今後

 世界のE&P投資環境は流動的。IOCは保有すべき資産ポートフォリオを見極め、設備投資の削減を進行中

 中長期的な設備投資モードに移行するためには、アルジェリアが投資条件や事業の承認においてさらなる譲
歩をしなければならない可能性が高い
「既存資産売却の可能性」の噂もあり。資金繰りに苦しむソナトラックが積極的に権益を買うとは考え難い

 IOC各社がエネルギーミックスの実現に向けて、また低炭素化への取り組みを拡大する中で今後ますます
IOCからの投資獲得が困難となり、産油ガス国間での競争が過熱する可能性も
主要なガス供給先の欧州でもLNGなど調達多様化が進行中。現在の地位が維持できるとも限らない
2020年7月、経済の石油・ガス依存度低減を図る方針を表明

 ソナトラック：「低価格、生産国間の競争激化する中で投資誘致には徹底的なオーバーホールが『不可欠』」
アルジェリア政府：「現在の法税制の修正はもはや選択肢ではなく、豊富な供給、低価格、再エネの段階的導
入を特徴とする新たな世界のエネルギー秩序に適応するために必須」

 改革の必要性を説き、世界を相手にいかにして投資を自国に惹きつけるか。今後まずは政権運営が安定し、
成立した炭化水素法がきちんと適用されて入札が実施されるか。そしてIOCを再び惹きつけることができるか



23

本日の報告事項

 リビア近況の概説
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リビア近況①：

主要石油ガスインフラ

関係各国対立構図 2019年4月、東部を拠点とするハフタル司令官率いるリビア国民軍（LNA： Libya 
National Army）が西部の首都トリポリへの進軍を開始

 2020年1月、LNA勢力が東部5石油ターミナルおよび西部2主要油田（El Sharara油田
（30万b/d）、El Feel油田（7万b/d））を封鎖

 7月現在、リビア全体の原油生産量は8万～9万b/d 2011年のカダフィ政権崩壊以来
の最低水準まで落ち込み

 輸出量は1月以降、西部Bouri、Al Jurfの沖合ターミナル経由、120万～180万バレル/月
のみ

 最近の戦況：多数の外国関与により代理戦争の様相を呈す
トリポリを拠点とする国民合意政府（GNA： Government of National Accord）
がLNA支配支配下にあった北西部やトリポリ近郊の軍事拠点を奪還、6月4
日にはトリポリ周辺地域全体を制圧

エジプト・シシ大統領が停戦を提案、ハフタル司令官は受諾 しかしトルコの
支援を受けてGNAは、LNAが拠点とする中部の都市シルテ（Sirte）の掌握に
向け進軍
6月20日、シシ大統領は「シルテはレッドライン（超えてはならない一線）であ
る」として軍事介入の可能性を示唆 GNA、トルコをけん制？
6月10日、国連は停戦協議の再開を発表したものの、妥協点を見出せては
いない

報道等に基づき作成

出所：MEES
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リビア近況②：

 6月初旬、El Sharara油田、El Feel油田は5か月振りに操業を再開。原油出荷に関するフォース・マジュールも解除
El Sharara油田は約3万b/dで原油生産を再開し、その後3カ月間かけてフル稼働させる計画
→ 武装勢力が油田に侵入し従業員に操業停止を指示。わずか数日で再び閉鎖を余儀なくされた

内戦継続下での生産再開のリスクが露呈
7月、ロシア民兵がEl Sharara油田に侵入 ロシアによるハフタル支援強化の動き？

 石油封鎖終了に向けた協議が進行中
 希望的観測： 「今月中（7月）に、東部からの原油生産・輸出が再開される可能性あり」

「供給過剰の地中海市場に120万b/dの軽質スイート原油が戻ってくる可能性あり」
NOC 「直ちに輸出を再開する準備ができている」

7月8日 NOCはEs Siderのフォース・マジュールを解除 → 石油施設警備隊（PFG）がタンカー着岸を阻止
7月10日 NOCは全港のフォース・マジュールを解除、原油輸出再開 → UAE指示により LNAが全輸出停止を命令

 今後の行方
 今次石油封鎖による損失額：約60億ドル
 今次石油封鎖により東部LNA基盤エリアの経済状態は悪化（食料価格上昇、対ドル為替レート上昇、etc.）

→ 内圧や積極的な調停により一部の再開はあり得るものの、全体的かつ恒久的な再開は厳しい見通し
→ 持続可能な合意はまだ遠い（石油収入の分配、東部からの要求は「政治的強要」、etc.）

「直ちに、封鎖解除、生産再開、投資資金確保がなされなければ、リビアの原油生産量は2022年までに65万b/dにま
で減少する（これまでの強制的な生産停止により貯留層に無理を強いたことが要因）」とNOCは警告 投資資金不足に
よる石油施設の補修不能を訴え、早期の石油封鎖解除、生産再開を要請
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