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　イラクの原油の確認可採埋蔵量（proved reserves）は1,450億バレル＊1で世界第5位、中東ではサウジ
アラビア、イランに次ぐ第3位で、その豊富な石油資源についてはかねてより知られている。イラクの
油田はすでに埋蔵量が確認され、地質構造も十分に把握されている、開発を待つばかりの油田であるた
めに探鉱リスクが少ない。また、 陸上の深度の浅い部分に油層が存在することや油田の多くは平地であ
ること等の開発条件にも恵まれており、開発能力を有する石油会社であれば低コストで経済性の高い開
発・生産を行える環境にある。これは石油開発会社にとって極めて魅力的な条件である。それ故にサダ
ムフセイン政権打倒以後の2009年や2010年の鉱区開放において、我が国企業を含め多くの石油会社

はじめに

イラクにおける石油開発状況
―主役交代の可能性
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図1 イラクの石油・ガスインフラ

出所：各種情報を基に作成
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1. 国際競争入札の概要

　2007年に閣僚評議会が連邦石油ガス法案を承認し、
油田開発においてサービス契約が導入された。これまで
に第5次までの国際入札の実施が確認できており、2009
年、2010年に行われた第1次入札、第2次入札で多くの
IOCが参入を果たした。
　第4次入札まではIOCが受け取る生産1バレルあたり
の報酬額と目標生産量で争われた。IOCは目標生産量（＝
最大生産量）を契約で定められた時期に達成し、プラトー
生産量を一定期間維持する義務を負う。ただ、落札する
ために IOCが目標生産量を高めに見積もる一方で、そ
れを実現するために必要な、イラク政府によるパイプラ

インや貯蔵施設、ポンプなどの整備・建設が全く追いつ
かないという問題が発生した。

が決して有利とはいえない契約形態（サービス契約）にも
関わらず、こぞって参入しようとしてきたのである。
　その結果、イラクの原油生産量は2009年、2010年
の鉱区開放以前の日量250万バレルから2019年には日
量480万バレルまで増え、今や日量500万バレルの石油
生産能力を持つ世界第5位の産油国となった。国際エネ
ルギー機関（IEA）の最新の報告によると2021年8月の
石油生産量は日量417万バレルであった。2020年5月
以降はOPECプラス協調減産の影響で生産量が大きく減
少し、一時減産枠破りの常習犯であったが、最近では
OPECプラスの減産緩和に伴い、生産量は徐々に増加し

つつある。
　石油生産量は入札が行われた10年前と比較して増加
トレンドをたどっている。それは基本的には2009年、
2010年に行われた鉱区開放により国際石油会社（IOC）
が開発を主導することになった南部の巨大油田群（ルメ
イラ、西クルナ1、西クルナ2、ズベイル、ハルファヤ）
での増産により支えられてきた。
　しかし、昨今、これらの事業や付随するガス開発計画、
水圧入プロジェクトは、政府の意思決定が遅いことを主
因として撤退する企業が相次いでいる。
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図2 イラクの原油生産量

出所：IEA OMR を基に作成

表1 これまでの入札実績

＊第5次入札は、2020年初頭に内閣承認したものの保留中
出所：各種情報を基に作成

入札 実施時期 対象鉱区数 付与鉱区数 備考

第１次 2009年6月 8 4

第２次 2009年12月 10 7

第３次 2010年10月 3 3 ガス

第４次 2012年5月 12 4 探鉱

第５次＊ 2018年4月 11 6 国境付近
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　そこで、南部油田を操業するIOC各社とイラ
ク政府の間で、国全体の目標石油生産量を従来の
日量1,200万バレルというサウジアラビア並みの
非常に大きな目標から下方修正し、各油田の目標
生産量も引き下げるよう交渉が行われた。その結
果、2012年にイラク政府は国全体の目標生産量
を日量900万バレルまで引き下げ、その後、IOC
各社が操業する油田の目標生産量も当初の目標と
比べればより現実的な数字に引き下げられた。
　また、そもそもの報酬額が極めて低く設定され
たことについて、当初は IOC側に不満が強かっ
たが、2014年を境に油価が低迷するようになると、
逆にIOCは固定された報酬額を得られる一方で
イラク政府だけが油価下落のリスクを負うのは不
公平であるとして、イラク政府にも不満が募るよ
うになった。こうした問題を踏まえて、 第5次入
札では目標生産量は入札のパラメータから外れ、 
IOC が受け取る1バレルあたりの報酬は、バレル
あたりの固定額ではなく割合に変更された。

（1）ExxonMobilの西クルナ１油田からの撤退

西クルナ１油田開発プロジェクトの概要
　イラクの西クルナ/ルメイラ構造はサウジアラビアの
ガワール油田に次ぐ世界最大級の油田である。ユーフラ
テス川の南側の部分を西クルナ1と呼び、ユーフラテス
川の北側の部分を西クルナ2と呼ぶ。
　西クルナ1油田は1970年代より部分的に開発を行っ
ており、2006年の中頃には生産量は日量40万バレルの
ピークを迎えたが、その後日量25万バレルまで減少した。
2009年6月に、イラク政府は西クルナ1油田の再開発に

向けて入札を実施し、ExxonMobilとShellの合弁会社に
サービス契約を付与した。入札時の目標生産量は日量
232万5,000バレルで、2010年には追加の貯留層を開
発計画に盛り込んだことにより、更に日量50万バレル
を上乗せした。2012年には、集油システムや設備のボ
トルネック解消、掘削、坑井のワークオーバー作業など
により生産量は日量40万バレルまで回復したものの、
貯留層内圧力を維持するための水の供給が不足したた
め、2014年には日量34万バレルまで落ち込んだ。
　前述のとおり、この頃、南部油田を操業するIOC各社

2. 去る企業

表2 第1次～第3次入札の落札結果

注：下線はオペレーター
出所：各種情報を基に作成

油ガス田 目標生産量
（千b/d）

報酬額
（US$/bbl） 落札企業

第
１
次
入
札

Akkas (gas) － － N/A

Bai Hassan － － N/A

Kirkuk － － N/A

Mansuriyah (gas) － － N/A

Missan 450 2.30 CNOOC, TPAO

Rumaila 2,850 2.00 BP, CNPC 

West Qurna 1 2,325 1.90 ExxonMobil , Shell 

Zubair 1,200 2.00 Eni, Occidental, 
KOGAS

第
２
次
入
札

Badra 170 5.50
Gazpromneft, 
KOGAS, 
PETRONAS,TPAO

Diyala － － N/A

East Baghdad － － N/A

Euphrates － － N/A

Gharraf 230 1.49 PETRONAS, 
JAPEX

Halfaya 535 1.40 CNPC, 
PETRONAS, Total

Majnoon 1,800 1.39 Shell , PETRONAS

Najmah 110 6.00 Sonango

Qaiyarah 120 5.00 Sonangol

West Qurna 2 1,800 1.15 LUKOIL, Statoil

ガス田 目標生産量
（mmcfd）

報酬額
（US$/boe） 落札企業

第
３
次
入
札

Akkas 400 5.50 KOGAS, 
KazMunaiGas

Mansuriyah 320 7.00 TPAO, Kuwait 
Energy, KOGAS

Siba 100 7.50 Kuwait Energy, 
TPAO

表3 2013 年頃に実施された目標生産
量の下方修正（千 b/d）

出所：各種情報を基に作成

油田 当初
目標生産量

見直し後
目標生産量

Halfaya 535 400

Rumaila 2,850 2,100

West Qurna 1 2,325 1,600

West Qurna 2 1,800 1,200

Zubair 1,200 850
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とイラク政府との間で目標生産量引き下げ交渉が行わ
れ、西クルナ1油田の目標生産量も日量160万バレルま
で引き下げられた。
　2016年には日量50万バレルの水圧入が導入され、西
クルナ1油田の生産量は日量44万5,000バレルに増加し
た。しかし、水圧入の実効性やインフラの制約（ペルシャ
湾沖合の悪天候により積込遅延が発生－貯蔵施設不足に
より貯蔵容量を超過－油田での生産量制限をも強いられ
る）などの状況によって生産量は依然抑制されており、
2020年の生産量は日量約42万バレルであった。
　 現 在 の 西 ク ル ナ 1 油 田 の 権 益 比 率 は ExxonMobil 
32.7%、CNPC 32.7%、伊藤忠商事 19.6%、Pertamina 
10%、イラク政府4.6%となっている。
　ちなみに、西クルナ2油田は2014年にLukoilが生産
を開始したが、詳しくは後述する。

ExxonMobilの西クルナ1油田からの撤退の動き
　2021年1月、ExxonMobilは、西クルナ1油田の権益
持ち分のうち12.7%をCNPCに、残りの20%をCNOOC
に売却する旨イラク政府に通知していた。この権益譲渡
取引の可能性は、実は昨年より噂として報じられており、
少なくとも5億ドルの値が付くともいわれていた＊2。
　その後、2021年4月、ExxonMobilは西クルナ1油田
のオペレーター権益32.7％を売却する計画を正式に発表
した。これにより同社は6月末までにクルディスタン地
域を除くイラクから完全に撤退する方針としていた＊3。 
　同じく4月にイラク政府は、「米国の石油会社と買収
の可能性について協議を開始した」と発言し、西クルナ
1油田のオペレーターを務めるExxonMobilの代替とし
て Chevronの誘致を希望していたと報じられた＊ 4。  
Chevronは以前よりイラクへの参入を検討しているとさ
れており、南部油田開発への参入を視野に入れて国営企
業（Basra Oil、Dhi Qar Oil）とMoUを締結済みである。
しかしChevronにとって契約条件は非魅力的でイラク
政府の申し出は受け入れられなかったとみられる。近年
の取り組みにも関わらず、これまでのところChevronに
よるイラク参入は実現していない＊5。
　イラク政府はExxonMobilからの撤退方針の通知に対
し、5 月 13 日 付 で ExxonMobilに 書 簡 を 送 付 し、
ExxonMobil、CNPC、CNOOCの間で合意された条件に

「同意しない」とし、またイラク政府が当該権益を買い取
ること、そしてExxonMobilへの対価としては現金では
なく「石油による現物払い」とする提案をした。イラク政
府の言い分としては、「国営Basra Oil Company（BOC）
がExxonMobil保有の権益を引き継ぎ、マジュヌーン油

田の例に倣ってプロジェクトをリードする」としている。
そのマジュヌーン油田は、かつてShellがオペレーター
を務めていたが、パートナーのPetronasと共に2018年
6月に撤退してしまい、その後はBOCがオペレーター権
益を引き継ぎ、油田サービス会社のAntonとKBRに大
きく依存しながらも操業を行っている。今のところ、マ
ジュヌーン油田から大きなトラブル等の情報は伝わって
きてはおらず、2021年7月には拡張に向けた資機材発
注も報じられ、BOCはマジュヌーン油田を上手く操業
しているものと考えられる。
　もしもBOCがExxonMobilから西クルナ1油田を引き
継ぐような場合にはここでも同様に油田サービス会社を
重用することが予想される。
　しかし、イラク政府は最終的には欧米のIOCへ権益
を売却したいと考えており、そのためにとりあえずいっ
たんはBOCにExxonMobilの後を継がせる考えであろう。
中国企業は、より積極的に参入する意思があるとされて
いるが、中国企業への売却をイラク政府は渋っていると
いわれている。これはイラク石油部門で拡大し続ける中
国依存への懸念があるためとの見方もある。イラク政府
は、ExxonMobilが1月に通知した権益譲渡に関する文
書に関し、ExxonMobilとCNPC、CNOOC間の譲渡交
渉の「事前承認を与えていない」ことを反対の根拠として
いるようだ。
　ExxonMobilは、2021年に世界で150億ドルの資産売
却を計画しており、西クルナ1油田権益の売却もその一
環と見られる。権益取引の行方はまだ決着がついていな
い様子だが、イラク側が提案する「石油による現物払い」
はExxonMobilにとってあまり魅力的ではないだろう。
一方で、サービス契約では、BOCは第三者に提示され
た条件と「同様の条件」で権益を買う権利を持つとの条項
があり、BOCが「石油による現物払い」で譲渡を受ける
ことはあくまで契約上は困難との見方がなされている。
現在、ExxonMobilは、国際商工会議所に売却計画に関
する仲裁を申し立てている。

撤退の理由
　ExxonMobilは2009年にShellと共に西クルナ1油田
権益を獲得し、2010年3月から20年間の開発契約を締
結した。しかし10年程で両社共に撤退を決断する形と
なった。Shellは2018年3月に権益持ち分19.6％を伊藤
忠商事に売却し西クルナ1油田から撤退した。また、ほ
ぼ同時期にマジュヌーン油田からも撤退し、イラク上流
事業からは完全に退いた。現在同社は石油開発ではなく
Basrah Gas Companyを通じた油田生産の際に発生する
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随伴ガスの回収・処理、販売という形で、引き続きイラ
クのエネルギーインフラ事業に取り組んでいる。
　ExxonMobilが西クルナ１油田からの撤退を決定した
理由として、第一に、かねてより指摘されているように、
イラク南部油田開発に必要な共通インフラ建設の課題の
解決に時間を要していることが挙げられる。
　安全保障上の懸念がありインフラも未整備という、い
わばプロジェクト単体の自助努力では解決し難い問題を
抱えた上で、各社は「コスト回収後の報酬額は1バレル
あたりわずか1ドル程度」という厳しい契約条件でプロ
ジェクトに取り組んできた。さらには、支払いやプロジェ
クトの承認プロセスが遅れたり、また、国家財政が厳し
く、自らが投資できないことを理由にプロジェクトの投
資削減要請がかかったりと政府による制約もある。これ

らは西クルナ1油田のみならずイラク南部油田開発共通
の課題として認識されている。
　第二に、企業戦略の変化も大きく影響していると考え
られる。
　そもそも2014年下期の油価下落から、企業による探鉱・
開発対象地域の選択と集中は進められていた。世界的潮
流である「カーボンニュートラル」「エネルギートランジ
ション」による石油・天然ガス探鉱開発投資環境の変化
とそれに伴うポートフォリオの見直しの結果が、その流
れを更に加速させ、企業の撤退判断を後押ししたと考え
られる。10年先、20年先を見据えて企業戦略が変化し、
投資家圧力等もあり、IOC各社は石油・ガス資産の最適
化を求められている。その結果、「イラクへの投資」を選
択し辛くなっているという姿が見えてくる。

表4 西クルナ１油田開発プロジェクトパートナー構成の変遷

出所：各種情報を基に作成

時　期 パートナー構成（青字－減少　赤字－増加）　 備　考

2010年3月 ExxonMobil 60%、イラク 25%、Shell 15%

2013年11月 ExxonMobil 25%、CNPC 25%、Pertamina 10%、イラク 25%、
Shell 15% CNPC、PertaminaがExxonMobilより権益を取得

2014年2月 ExxonMobil 32.7%、CNPC 32.7%、Pertamina 10%、イラク 4.6%、
Shell 19.6% イラク政府と契約交渉

2018年3月 ExxonMobil 32.7%、CNPC 32.7%、Pertamina 10%、イラク4.6%、
Shell、伊藤忠商事19.6% Shellが伊藤忠商事に権益売却

表5 カーボンニュートラル（脱炭素）に対する欧米メジャーの戦略と温度差

出所：各種情報を基に作成
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　ExxonMobilの撤退の理由だが、他の石油会社と同様
にポートフォリオの見直しを行った結果、撤退の決断に
至ったといわれる。ExxonMobilは西クルナ1油田以外
の鉱区権益をイラクに持っておらず、追加開発やシナ
ジーの発揮が難しいこと、契約方式がサービス契約であ
るため、仮に生産量が多くても経済的なリターンが他の
油田に比べて悪いこと、政府の意思決定の遅さにより開
発がExxonMobilの思い描くようには進まず遅延（＝経
済性の悪化）すること、またそれに対する効果的な対処
の方法がないことなども考えられる。

（2）エネルギートランジションを見据えて変化するIOC

　新型コロナウイルスの感染拡大と油価の下落（2020年
4月にWTIがマイナス40.32ドルを記録）により全社赤
字となった前年同期とは対照的に、メジャー企業の

2021年第2四半期決算は、石油・ガス需要の回復と油
価上昇の継続により全社好決算となった。余剰キャッ
シュフローにより、財務健全化に加え、増配・自社株買
いを通した株主への還元促進が見られた一方で、少なく
とも年内は大きな設備投資の増額は見られない模様で、
設備投資額はほぼ横ばいを保っている。ただし今後の支
出の優先順位は企業によって大きく異なる。米系企業は
引き続き、主要石油・ガス上流部門、特に北米シェール
への投資を優先する構えだ。他方、BP、TotalEnergies、
Shell等は、上流の石油・ガス資産はますます「エネルギー
トランジションへの対応」への投資資金を確保するための
収入源、目的達成のための手段に変化していくとみられ
ている。
　2021年2月にShellのベン・ファンブールデンCEOは、

「ネット・ゼロ・エミッション・ビジネスへの移行に伴い、
『確立された強み（established 
strengths）』を活かして競争力
のあるポートフォリオを構築し
ていく」と語った＊6。
　『確立された強み』とは石油・
ガス収入を指すが、同社は石油・
ガス資産を上流キャッシュフ
ローの全体のうち80 ％以上を
生み出す9つの有利なコアポジ
ション（北米パーミアン盆地、
メキシコ湾、ブラジル、英国、
ナイジェリア、カザフスタン、
オマーン、マレーシア、ブルネ
イ）に集中する考えであり、中
東北アフリカ地域の資産の中で
これに該当するのはオマーンの
みである。「我々は量よりも価
値を重視し、最も価値を生み出
す資産に集中する」と同氏は述
べ る。 先 に 述 べ た と お り、
Shellはイラクからは、BGCを
通じた随伴ガス事業を除き、
2018年に撤退済みで「イラク上
流事業からの撤退は、上流ポー
トフォリオ簡素化の一環であ
る」と当時のプレスリリースで
も言及している＊7。 
　新しい動きも出てきた。BP
はイラク事業を本体から切り離
し、ルメイラ油田の所有・管理
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を行う新会社Basra Energy Ltd,を操業パートナーの
CNPCと共に設立する計画で、イラク政府は2021年8
月にこれを承認した。ルメイラ油田は日量145万バレル
の生産能力を持つイラク最大の油田で、生産される原油
はイラクの主な輸出グレードであるバスラライトの最大
の構成要素となっている。BPは2009年にイラクの第1
次ライセンスラウンドで47.6％の操業権益を獲得し、技
術サービス契約下で操業中である。現在の権益保有者は
BP（47.6%）、CNPC（46.4％）、イラク政府（6.0％）である。

ルメイラ油田の自然減退率は17％で、現状のままでは
毎年日量25万バレルの増産が必要とされる。また、生
産量を維持するためには大量の水を圧入する必要がある
ことから、従来BPは独自に水処理プラント拡張に注力
してきており、現在日量145万～ 180万バレルの注水
を可能としている。しかしこの注水量では、現在の生産
量を維持するには十分であるものの、日量210万バレル
のプラトーに引き上げるには不十分だ。
　イラクがルメイラ油田を持続的に開発するためには、

図6 Shell が示す９つの有力コアポジション

出所：Shell 　https://www.shell.com/investors/investor-presentations/2021-investor-presentations/strategy-day-2021.html

図5 エネルギー部門の分野別投資額

出所：IEA World Energy Investment 2021

https://www.shell.com/investors/investor-presentations/2021-investor-presentations/strategy-day-2021.html
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BPの持つ専門知識と資金力が不可欠である。しかし企
業戦略の変化によりBPは上流事業からの転換を余儀な
くされている。今回のCNPCとのJV計画について一部
では、BPが温暖化ガス排出量の大きい資産を帳簿から
外したいという動機によるものだと考えられている。
BPはイラク事業のスピンオフにより石油・ガス支出を
削減し、再生可能エネルギーへの転換を図る構えとされ、
アンゴラやアルジェリアでも同様のJV計画が検討され
ている。一方、ロイター報道では、BPが「JV設立によ
り2034年に期限を迎える既存の技術サービス契約期間

中、継続的な投資が可能になる。
外部からの資金調達アクセスの
強化にもつながる。」と述べた旨
報じられた。同社のバーナード・
ルーニー CEOは、「こうした
JVは将来的にますます一般的
になるだろう。資産を組み合わ
せることでより効率的な運用が
可能になり、資金調達の新たな
選択肢が生まれる。」と主張す
る。同様の動きが果たして世界
の他の地域や他社へも波及する
のか、今後の動きに注目してい
きたい。
　イラク政府については、継続
的な資金調達が可能になると期
待する一方で、「CNPCが新会
社を通じてゆっくりと完全な操
業権を獲得する」とも噂されて
いることから、BPが静かに撤

退することを恐れているとも報じられている。
　「エネルギートランジションへの対応」の手段として考
えたとき、果たしてイラクはメジャー各社が進める最適
化を乗り切れるのだろうか。2010年代初めには、大規模・
低コストを売りに多数のIOCを惹きつけてきたイラク
だ が、 今 で は 中 東 域 内 最 大 級 の 油 田 か ら Shellや
ExxonMobilを失い、代替メジャー企業を見つけること
もできない姿が見られ、その状況は大きく変化してきて
いる様子がうかがえる。

（1）イラクの天然ガス事情

　メジャーズ等、大規模なIOCのイラクからの撤退の
動きがある一方でイラクへの参入の動きも見られる。主
要な参入の動きは石油ではなく天然ガスを主眼としたプ
ロジェクトが多いため、参入動向を紹介する前に、まず
はイラクの天然ガス事情から紹介する。
　2020年末のイラクの天然ガス確認埋蔵量は約125兆
立方フィート（Tcf）で世界第11位、埋蔵量の約4分の3
は原油生産の際に発生する随伴ガスで、そのほとんどが

南部の超巨大油田群に賦存する。非随伴ガス田はイラク
北部とクルディスタン地域を中心に偏在するが、その埋
蔵量はまだ十分に評価されていない。

ガス田の開発
　イラク政府は2010年の第3次入札で、マンスーリヤ、
アッカス、シーバの3つのガス田（図1参照）の開発に向
けて、KOGAS/KazMunaiGas、TPAO/Kuwait Energy/
KOGAS、Kuwait Energy/TPAOにそれぞれサービス

3. 来る企業
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出所：Woodmackenzie データを基に作成



47 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

イラクにおける石油開発状況―主役交代の可能性

表6 イラクのガス田（クルディスタン地域を含む）

出所：Woodmackenzie データを基に作成

図8 イラクの油・ガス田分布

出所：Woodmackenzie

アッカスガス田

マンスーリガヤガス田

シーバガス田
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契約を付与した。この時点では3つのガス田開発プロジェ
クトから国内発電所向けに660 ～ 820MMcfdのガスを
供給する予定であったが、これらのうち現在生産中なの
は2018年に生産を開始したシーバガス田のみだ。2019
年にKuwait Energyから操業権益を引き継いだ中国の
United Energy Groupが現在80MMcf/dをシーバガス田
から生産しており、2022年までに生産量100MMcf/d

達成を目指して開発が進められている。

随伴ガスの開発
　随伴ガスの開発も遅れている。イラクでは国家収入財
源として原油輸出収入に大きく依存する一方で、天然ガ
スの有効活用はあまり進んでいないのが現状だ。最初に
ガス処理施設が建設されたのは1970年代でその歴史は

古い。しかし1980年にイラン・イラク
戦争が勃発し、ガス生産量は減少した。
1980年代後半には一時回復したものの、
その後の湾岸戦争（1991年）やイラク戦
争（2003年）によって、生産量はふたた
び大きく減少した。特に湾岸戦争では
1970年代から1980年代にかけてバスラ
周辺に建設されたガス処理施設が甚大な
被害を受け、さらには長年にわたるメン
テナンス不足によりパフォーマンスが低
下した。現在稼働中のガス処理施設は全
部で11基あるものの、老朽化によって
設計容量を大きく下回っており、イラク
政府は施設の維持、管理に多くの投資を
割かねばならない。
　2003年以降、米国政府の資金援助に
より、Khor al ZubairやNorth Rumaila
のNGL/LPGプラントの改修など、いく
つかの復旧工事が行われた。しかし、パ
フォーマンス向上のための主な取り組み
は、次に示すBasrah Gas Companyが関
与するようになってから本格化した。

図9 随伴ガス回収プロジェクト

出所：MEES 資料に加筆

図10 イラクの電力需要および供給量予測（2019 年）

出所：IEA



49 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

イラクにおける石油開発状況―主役交代の可能性

　イラクでは、長引く政情不安を背景に輸送パイプライ
ンやガス処理設備の整備が進まず、2010年頃までは生
産される随伴ガスの大部分をフレアしており、その際に
発生する温室効果ガスや大気汚染が問題となってきた。
　2010年代に入り、それまでフレアしてきたガスを回
収して有効活用するガス処理プロジェクトが加速した。
　2011年11月にShell、三菱商事、イラク国営South 
Gas Companyとの間で、バスラ地域における新たなガ
スインフラ開発契約が締結された。3 者は合弁会社
Basrah Gas Company（BGC）を設立し、North Rumaila
とKhor al Zubairのガス処理施設はBGCに移管された。
2013年5月に同社は操業を開始した。BGCは南部のル
メイラ油田、ズベイル油田、西クルナ1油田から随伴ガ
スを捕獲・処理し、ドライガス、LPG、コンデンセート
などのガス処理プラント製品を販売する。ドライガスは
主に発電所の原料となる。余剰製品はその都度輸出され、
2016年にはコンデンセートとLPGが初めて出荷された。
　BGCの当初のガス処理能力は460MMcfdで、有効処
理 能 力 は North Rumailaで 35 ％、Khor Al Zubairで
30％しかなかった。第1フェーズでは両施設の改修・拡
張およびフレアガスの追加回収、LPG貯蔵・輸出施設
のアップグレードに取り組み、これによりガス処理能力
は2019年までに1Bcfdまで拡大した。OPEC協調減産
の影響で随伴ガス生産量も減少しており、現在は4つの
処理施設で合計900MMcfdを生産している。2019年に
最終投資決定し現在進めている第2フェーズではNGL
プラント2基を新設する。新施設は最新の技術を用い、
既存施設よりも運用コストは低く、処理能力は高く、か
つ将来的な拡張も可能だという。2025年の完成を目指
しており、30億ドル規模の投資によりガス生産量を
1.4Bcfdまで増強する構えだ。

深刻な国内ガス不足
　とはいえイラク国内のガス不足は深刻である。シーバ
ガス田以外の非随伴ガス田開発は進んでいない。随伴ガ
スの回収・処理が一部で行われているものの、随伴ガス
の約50%を未だにフレアしているとされている。回収
された随伴ガスから生産された1.3Bcfdの販売ガスは、
ほぼ全量が発電燃料として充てられている。しかし発電
所では原料ガスの不足により、重油や軽油を転用させた
り、原油を直接燃焼せざるを得ない。発電量を強化する
ためにイラク政府は、2017年に隣国イランから天然ガ
スを輸入し始めた。これによりイラクの発電における天
然ガス使用量は2016年の30％未満から2018年には約
50％に増加した。今では年間約1.8Bcfdを輸入し、発電
所の総出力の3分の1以上をイランからの天然ガス輸入
に依存している。ただし、それでもイラクの現状の発電
能力は約19GW（このうち1.3GWはイランからの輸入電
力）しかなく、気温が最も高くなる8月には30GW超と
も予想される電力需要の7割にも満たない。イラク国内
の電力供給不足は恒常化しており、長時間にわたる停電
が頻発し、住民の暴動も度々巻き起こっている。電力・
天然ガス供給はイラク住民にとって死活問題であるとと
もに医療や産業の発展に対する重大な阻害要因となって
いる。
　2021年夏には、イランが国内の電力不足を理由にイ
ラクへの電力供給を繰り返し停止した。その後、8月の
時点でイランはイラクへの電力輸出を完全に停止したこ
とが確認されている＊8。またイランは天然ガス輸出も大
幅に削減しており、9月1日にイラク電力省はイランか
らイラク中・南部地域の発電所へのガス供給量が、最近
の最高値である1.73Bcfdから0.28Bcfdに減少したと発
表した。イランは、電力・ガス輸入に関するイラクの債

務返済が滞っていることをガス供給量
削減の理由としており、今回の措置は
論理的かつ合理的だと述べている。イ
ラク電力省はガス供給不足分を賄うべ
く石油省に燃料の提供を求める考えで
あるという。7月にイラクの電力網が
崩壊し、全国的に停電が発生したこと
でこのような事態が明らかになった
が、イラクの電力・ガス供給の脆弱性
および輸入依存の危険性が露呈した出
来事といえよう。
　米国による対イラン制裁との関係で
は、米国政府は、「イランからのエネ
ルギー輸入への依存を減らすためのス

図11 天然ガス生産量、フレアリング量の比較

出所：MEES
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テップ」として、イラク政府がイランからの電力・天然ガ
スを輸入することを時限的に容認している＊9。 したがっ
て米国との関係からもイラクは早急に国内天然ガス開発
を進める必要性に迫られている。
　ガス供給のひっ迫に加えて昨年3月の油価下落危機の
影響もあり、2021年2月にアブドルジャッバール石油大
臣はツイッターで、旧来の石油探鉱・開発から精製・天
然ガスへのプライオリティのシフトを公言した。
　こうした背景の下で、新たに複数のガス開発プロジェ
クトが進められようとしている。

（2）参入の動き

TotalEnergies-イラク政府とエネルギー関連の大規模契
約に調印
　複数のメジャー企業がイラクの探鉱・開発事業から撤
退するなかで新たに足場を拡大しようとする企業もあ
る。その1つが5月にTotalから社名変更したばかりの
TotalEnergiesである。
　2021年9月5日、TotalEnergiesはイラクのカディミ
首相の立会いのもとで、イラク石油省、電力省、国家投
資委員会と石油・ガス・太陽光発電に関する計4本の大
規模統合エネルギー取引に調印した。これに先立ってイ
ラク政府は、2021年3月に、国内の石油・ガス・電力分
野の４つの大規模プロジェクトに関する総額70億ドル

以上の契約締結に向けてTotalEnergiesと原則合意した
旨発表しており、約半年を経て、ついに正式な契約締結
に至った形だ。9月6日付のTotalEnergiesのプレスリリー
スでは、この契約の目的を「イラクの天然資源開発を強
化し、同国の電力供給を改善すること」と謳っており、
低迷するイラクの石油部門とTotalEnergies自身のエネ
ルギートランジション戦略の双方にとって極めて重要な
プロジェクトとなる可能性も秘めている。
　報道によると、プロジェクトの初期設備投資額は100
億～ 110億ドルで今後25年間の操業費用と設備投資を
含めた総額は270億ドルと見積もられている。また、イ
ラク石油省によると、1バレル50ドルの原油価格の場合、
プロジェクト期間中の総利益は960億ドルになると予測
されている。イラクのアブドルジャッバール石油大臣は、

「これは、外資企業によるイラクへの史上最大の投資で
ある」とコメントした。
　今回の契約には以下が含まれる。
①ラタウィ油田の開発
　TotalEnergiesはラタウィ油田の権益とオペレーター
シップを引き継ぎ、TotalEnergiesのノウハウで石油・
ガス生産を最適化し、生産能力拡大を図る。現在、同油
田はイラク国営Basra Oil Companyが操業を行っている
が、生産能力を現在の日量8万5,000バレルから日量21
万バレルまで引き上げる方針である。プラトー生産の達

成時期については言及されていない。
②�南部油田から随伴ガス回収・処理を行
うラタウィガスプロジェクト

　TotalEnergiesは、ガス収集ネットワー
クを構築、ガス回収・処理施設（処理能
力600MMcfd）を建設し、バスラ周辺の
油 田 か ら 随 伴 ガ ス の 回 収 を 行 う。
TotalEnergiesはプレスリリースでは明
らかにしていないが、報道によればラタ
ウィ、ルワイス、ツーバ、マジュヌーン、
西クルナ2油田の随伴ガスを回収すると
されている）。これにより、まず第1フェー
ズで発電容量1.5GW分のガス供給を行
い、さらに第2フェーズでは3GWまで拡
大するとしている。また、コンデンセー
ト日量1万2,000バレルおよびLPG日量
3,000トンもイラク国内市場向けに供給
する。
　本プロジェクトが成功すれば、将来的
にはイランからのガス輸入依存度の引き
下げも可能になると考えられる。

図12 随伴ガス回収プロジェクト

出所：MEES 資料に加筆
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③�共通海水供給プロジェクト（Common�
Seawater�Supply�Project（CSSP））

　ペルシア湾の海水を処理して南部油田
群に圧入水を供給する共通海水供給プロ
ジェクト（CSSP）で、アブドルジャッバー
ル石油大臣によれば、TotalEnergiesは
まず日量500万バレルの水供給に取り組
み、その後日量750万バレルまで増強す
る予定である。このプロジェクトは元来 
2010年代初頭よりExxonMobilとイラ
ク政府の間で実施に向けて交渉が行われ
ていたもので、途中で規模が変わったり
しながら530億ドル規模の大規模インフ
ラ プ ロ ジ ェ ク ト（Southern Iraq 
Integrated Project（SIIP））としてExxonMobil とCNPC
による実施が有力視されたこともあった。しかし結局契
約には至らず、計画は頓挫したとみられる。ちなみに現
在ExxonMobilは、先に述べた通り西クルナ１油田オペ
レーター権益の売却、撤退に向けてイラク政府と対立し
ており、国際商工会議所に仲裁を申し立てている最中で
ある。
　イラクの現在の石油生産能力は日量約500万バレルで、
2027年までに石油生産量を日量800万バレルに引き上
げる構えだ。しかし生産量の維持・拡大を図るには、各
油田の貯留層内圧力を維持するために大量の水を注入す
る必要がある。今後数年間で大規模な水供給が確立され
なければ中長期的な石油生産が危ぶまれる可能性も否め
ず、CSSPはイラクの石油開発にとって非常に重要なプ
ロジェクトのひとつである。
④太陽光発電所の建設・運用
　残る1つは、バスラ地域の電力網へ供給するための
1GWの発電容量を持つ太陽光発電所の建設・運用であ
る。上述の石油・ガスプロジェクトへの電力供給も行う。
イラク政府は既存の発電コストの45%以下で発電が可
能になると期待している。プロジェクトの詳細は明らか
にされていないが、2021年3月に交わされた原則合意
によれば、このうち500MWが2022年末までに導入され、
2023年までに1GWの全容量が利用可能になる見込みで
ある。
　計画通りに進めば、今回の取引により、ガス火力
3GW、太陽光発電1GWを含め、最終的にイラク国内の
発電容量は最大4GW増加することになる。先に述べた
とおり、イラクでは電力供給不足が恒常化している。今
年6月には電力大臣が辞任に追いやられた。こうした状
況はイラクの発電・送電インフラが需要の増加に対応で

きていないことが主因で生じており、天然ガス火力発電
事業と共に太陽光発電事業の重要性がさらに高まってい
る。

TotalEnergies�はイラク参入方針を転換か？
　従来TotalEnergies は、「1バレルあたりのマージンが
非常に低い」として、イラクにおける探鉱・開発のサー
ビス契約を長年批判しており、権益拡大の意向も示して
おらず、CNPCがオペレーターを務めるハルファヤ油田
でマイノリティプレイヤーとして参加しているのみで
あった＊10。TotalEnergiesは今回の契約の詳細を明らか
にしていないが、今回の契約に基づく一連の事業は、イ
ラクの通常の上流契約よりも大幅に収益性の高いもので
あると言われている。パトリック・プヤンヌCEO は、

「キャッシュフローを提供するブラックなくしてグリー
ンは成しえない」と発言しており、TotalEnergies は、「グ
リーン投資促進」のために、短期的には「石油・ガス生産
量拡大という従来の目標」を維持する方針を示している。
今回、正式な契約締結に至ったいきさつには、こうした
同社の方針に「イラク」が合致したものと考えられよう。

Sinopec-マンスーリヤ非随伴ガス田
　Sinopecへのマンスーリヤ非随伴ガス田付与が発表さ
れたのも、同じく2021年4月の出来事である。こちら
はまだ正式な契約締結には至っていない。
　同ガス田はバグダッドの北に位置し、2010年10月に
行われた第3次ライセンスラウンドに付され、トルコの
TPAO（22.5%、オペレーター）を中心とするコンソーシ
アムがサービス契約を獲得した。しかし過激派組織「イ
スラム国」の台頭により2014年に操業を停止した。
2017年までにはイラク治安部隊が武装勢力を排除した

図13〔参考〕CSSP の水供給ライン（当初予定）

出所：MEED
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ものの、散発的な攻撃は依然として継続していた。その
後も開発は再開されず、進展が見られないことに不満を
募らせたイラク政府は、2020年にTPAOコンソーシア
ムとの契約を解除し操業権益を国営企業に引き継がせ
た。
　報道によると、石油省の発表では、今回、8社が参加
するライセンスラウンドを経て、Sinopecへの権益付与
に至ったとされる。8社のうち同社が「最低価格で落札
した」とされるが、他の参加企業や実施された入札の仕
組みなどの詳細は明らかになっていない。Sinopecが
49％の権益を保有し、現在のオペレーターであるイラ
ク国営企業Midland Oil Cmpanyが残りの51％の権益を
保有する。契約期間は25年間で5年間の延長が可能。
Sinopecは、探鉱、評価、開発、生産までの全段階で資
金提供を行い、同社は坑井2本の掘削と地元住民への訓
練を実施し、技術・雇用の提供を約束する。石油省は初
期の生産目標を50MMcfdとし、最終的には300MMcfd
まで拡大させる構えだ。ただし、開発のタイミングや生
産開始時期は明らかになっていない。生産ガスはイラク
北部発電所への供給を予定している。

次なる可能性-アッカス非随伴ガス田
　次に開発を期待されるのがアッカスガス田である。
アッカスガス田はシリアとの国境から30km、アンバー
ル県西部の砂漠地帯に位置する。マンスーリヤガス田と
同じく第3次ライセンスラウンドに付され、KOGAS（韓）
とKazMunaiGas（カザフスタン）の合弁会社がサービス
契 約 を 締 結 し た。 そ の 後、KazMunaiGasは 撤 退 し
KOGASが単独で開発を開始した。400MMcfdの生産を
計画していたが、「イスラム国」がアンバール地方を占領
し、施設が攻撃されたりしてプロジェクトは頓挫した。
その後2017年にイラク政府がガス田を奪還し、操業再
開についてKOGASと交渉がなされたものの再開には
至っていない。シリア紛争の影響や遠隔地に位置するこ
となども開発を難しくしている要因でありKOGASに開
発再開の意欲はないと見られている。
　一方で、イラク石油省はKOGASを追放し、サウジア
ラビアを中心とした他の投資家の呼び込みを検討してい
るといわれる。2021年2月にはアブドルジャッバール
石油大臣が、「サウジアラムコによるアッカスへの関与
を希望している。油田サービス事業者のSchlumberger
率いるコンソーシアムがプロジェクト参加者として最有
力候補でありイラクは今後数カ月以内にKOGASとの
アッカスに関する合意をキャンセルするつもりである」
と述べている。6月にはSchlumbergerとサウジアラビ

ア政府と強いつながりを持つとされる無名の民間企業
Delta Oil Companyのコンソーシアムとの交渉が継続中
である旨イラク政府が報告しており、今後の開発の進展
が期待される。

イラク参入のインセンティブ
　イラク政府には、国内電力需要を満たすために天然ガ
ス開発を進めるという意図がある。イラク政府は、
2024～25年までにイランからの天然ガス輸入を停止し、
また、2025年までに随伴ガスのフレアリング停止も目
指している。ガス生産量も現在の約3Bcfdから2025年
までに4 ～ 5Bcfdレベルに引き上げたい考えだ。
　では、参入企業側にとってのインセンティブは何なの
だろうか。
　TotalEnergiesは石油から再エネまでの統合ビジネス
によって利益を生み出す考えであり、「エネルギートラ
ンジション」を見据えた上でも参入の余地ありとみなし
ているようだ。他方、マンスーリヤガス田の獲得が報じ
られたSinopecやアッカスガス田への参入話が聞かれる
サウジアラムコはいずれも国営企業（NOC）であり、西
クルナ1油田権益の売却候補として名の挙がるCNPCや
CNOOCも同様である。これまでイラク上流事業の主力
であったメジャー企業の撤退により隙間が生まれつつあ
り、それを埋める形で資金力を有するNOCが参入する
姿が見えてくる。
　多くのIOCにとって炭化水素資産への投資に制約が
かかってきている一方で、NOCは少なくとも現時点で
は、国民による圧力を受けることなくIOCよりも自由
に投資できる、つまり、両者の投資判断には温度差があ
ると考えられよう。例えばサウジアラムコやADNOCは
エネルギートランジションにも取り組む一方で、自国内
で石油・ガス開発を活発化させ、生産能力拡大を図る取
り組みを見せている。この背景には保有している埋蔵量
を次世代に引き継ぐという伝統的な方針ではなく、埋蔵
量を座礁資産化させないという発想があるといわれる。
　エネルギートランジションへの取り組みはNOC、
IOC共に今後必須となるであろう。先述のとおり、IOC
はたとえエネルギートランジションに向けた原資として
であっても、炭化水素資産には投資し辛くなってきてい
る。他方で、NOCはIOCよりも“比較的近い将来、確実
に”利益の見込める炭化水素資産から、“中長期的な取り
組みとなる可能性もある”エネルギートランジションの
原資を生み出すという選択肢をより柔軟に選択可能であ
り、これはNOCにとって強みといえよう。
　NOCが「イラク」を選択するメリットは何か。それは
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　今後の注目点として、第一にNOCの拡大が挙げられ
る。 中 国 企 業 は イ ラ ク 政 府 と の 論 争 を 決 着 さ せ
ExxonMobil権益を引き継ぐのか。IOCが石油開発投資
を抑制する一方で、NOCはイラクの低コスト原油は魅
力的－利益を生むと判断し、投資を維持・拡大している。
IOC撤退の穴を埋める形で、NOCが足場を拡大してい
くのか。現在イラクは「2027年までに石油生産量日量
800万バレル」を目標に掲げており、本来はIOCと共に
取り組む構えであった。もしそれが叶わないのならば、
目標達成のためにIOC以外への依存度拡大を受け入れ
る必要もあるだろう。あるいは、IOCを呼び戻すべく投

資環境改善を図ることができるかどうか。
　そしてやはり最大の注目点は、TotalEnergiesとの協
力が成功するかどうかであろう。電力需給がひっ迫する
イラクでは天然ガス火力発電事業と共に太陽光発電事業
の重要性がさらに高まっている。天然ガス開発が急務で
あ り、 最 近、 そ の 動 き が 活 発 化 し て い る。 い ま や
TotalEnergiesが石油・天然ガスから再エネまでを統合
ビジネスととらえて足場を広げる可能性が高まってき
た。今回の契約では石油開発に関する部分が比較的少な
く、油田操業のソーラー化を実現し、イラクの他のプロ
ジェクトにおけるフレア削減をも計画していることなど

4. 今後の注目点

やはり冒頭でも触れた
「低コスト」であり、その
点に関してイラクの強み
は依然健在であると考え
られる。地質ポテンシャ
ルに加えて、探鉱段階か
ら入れば探鉱リスク分の
参入コストは安くなる。
探鉱成功確率が高けれ
ば、リターンも確実に期
待 で き る。 ま た 元 来
NOCの上流投資は陸上
在来型が主体であること
もイラクが当てはまる。
イラクの強みである「低
コスト」「確実性」に加え
て、隙間を埋めるために「より良い条件（例えばPS契約：
生産物分与契約）」が揃えば、そこに投資自由度の高い
NOCが参入する可能性は高まると考えられる。
　より良い条件という点では、2018年にイラクは契約
付与における提示条件を改定し、報酬がバレルあたりの
固定額ではなく割合に変更された。マンスーリヤガス田
では、外資企業を惹きつけるため、契約条件を会社にとっ
てより有利なものに発展させたと報じられている。
　また、西クルナ2油田を操業するLukoil（ロシア、民
間企業）は常々契約条件の悪さを批判してきた。同社は
今年に入りイラク石油省に、西クルナ2油田の自社保有
権益のうち75%を中国企業に売却したいと伝えたもの

の中国がイラクのエネルギー分野で支配力を強めている
ことに対するイラク側の懸念により阻止された旨報じら
れた。一方で2021年第2四半期の決算報告でLukoilは、

「来年のイラクでの増産計画は順調に進んでいる。10年
後までにプラトーを達成することが目標だが、契約条件
の改善がなければ追加開発に資金を費やすことはないだ
ろう。」と発言しており、契約条件改定を巡るイラク側と
の駆け引きが推測される。
　中国企業の場合、自社傘下のサービス会社等の活用に
よりプロジェクトの収益性を高めることも可能であり、
これも参入を後押しする要因の一つと考えられよう。

図14 メジャー企業、NOC の上流投資

出所：IEA World Energy Investment 2021
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＊7：   https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2018/shell-to-sell-its-stake.html
＊8：2021.08.20 MEES
＊9：2021年8月、120日間延長を発表。
＊10： TotalEnergyは2017年のMaersk買収によりクルディスタン地域に1鉱区（Sarsang）を保鉱区）を保有していた

が、2021年7月にShaMaran Petroleumへ売却した。

から、イラクのGHG排出量を大幅に削減できると期待
される。また2030年までにスコープ1および2の排出
量を2015年比で40%削減するというTotalEnergiesの
企業目標の達成にも大きく貢献することになる。このマ
ルチプロジェクトが成功すれば、同社がイラクの生産量
拡大・多様化計画のカギを握る主要プレイヤーへと変貌
する可能性があり、さらには他メジャー企業の撤退の動
きにも変化が訪れる可能性が十分にあると考えられる。
TotalEnergiesのパトリック・プヤンヌCEO は今回の契
約締結のプレスリリースで次のように述べている。「こ
れらの契約は、当社がイラクに正面玄関から戻ってきた
ことを意味する。我々の目標は、ガスフレアの削減、水
資源の管理、太陽エネルギーの開発など、イラクの天然
資源をより持続的に利用することで、国民の電力アクセ

スを向上させ、イラクがより持続可能な未来を築くこと
を支援することである。このプロジェクトは、天然ガス
と太陽光エネルギーを組み合わせて生産国のエネルギー
転換を支援し、増大する電力需要に対応するという、当
社のマルチエネルギー企業としての新しい持続可能な開
発モデルを見事に示している」
　新たな開発モデルを開拓できるのか。これはIOCが
エネルギーシステムを変革するノウハウを持たない石油
富裕国において低炭素化の専門知識を活用するための青
写真を描く可能性をも秘めている。NOC の参入拡大と
TotalEnergies のマルチプロジェクトの進展、これらの
事業の成功次第では、イラク石油開発事業を牽引する主
役が変わる可能性もあるといえよう。
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