
１．リビアの地理・民族構成・気候など

北アフリカの中心部に位置するリビアは，東
部はエジプト，西部はアルジェリアとチュニジ
ア，南部はチャド，ニジェール，スーダンとそ
れぞれ国境を接し，北部には地中海を擁する北

アフリカ最大の産油国である。国土面積は176
万平方キロメートルで日本の約4.6倍，人口は
2002年末で560万人と推定され，民族構成はア
ラブ人（92％），ベルベル人（５％），その他
（3％）となっている１。リビアは大きく分けて
３つの地域に分かれる。トリポリタニア地方，
キュレナイカ地方，フェザン地方である。リビ
アはモロッコ，アルジェリア，チュニジア，モ
ーリタニアと共にマグレブ地方（アラビア語で
“陽の沈む国”の意）を形成する。地中海沿岸

を除いて国土の約90％は砂漠である。気候は一
般的にいえば海沿いは地中海性気候で夏は乾燥
し暑く，冬は温暖で湿潤である。内陸部は砂漠
性気候である。しかしリビアには高山がないた

め，Ghibliと呼ばれる砂漠からの乾燥した熱気
が吹き，気温はたえず変化する。降雨量は西部

と東部の丘陵地帯で年間400mm～500mm，そ

の他の地域は200㎜以下であり，砂漠地帯では
ほとんど降雨はない２。

２．リビアの現代史

リビアは1912年から1942年までイタリアの植
民地であった。第二次世界大戦中に国土は戦場

となり，1943年には連合軍によって占領され，
1951年12月24日に「リビア連合王国」として独
立するまでイギリス・フランスの軍政下におか
れた。同王国はトリポリタニア，キュレナイカ，
フェザン３州の連邦制で，初代元首にはキュレ
ナイカ州首長のイドリス１世が選ばれた。しか
し，他州が反発したために独立当初から政治的

混乱が続いた。1958年にリビアで原油が発見さ
れて以来探鉱活動が盛んになり1961年には輸出
が開始された。その原油輸出が軌道に乗り，国
の経済基盤が安定していくにつれて中央集権化

を求める気運が高まり，1963年にはリビア王国
として中央集権化が実現した。しかし原油収入
は王室とそれを取り巻く特権階級および彼らと
手を握った外国勢力が独占して国民全体には行
き渡らなかったために貧富の差がますます広が
り，王制に対する国民の不満は次第に高まって

いった。こうした状況下で1969年９月１日，27
才のカダフィ中佐（当時）を主導者とする青年
将校達が，イドリス国王の国外療養中に軍事ク
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ーデターを起こし，何ら抵抗にあうことなく実
にあっけなく権力を掌握した。ここにカダフィ
中佐を議長とする革命評議会が設置され，王政
を廃して共和制への移行を宣言，国名を「リビ

ア・アラブ共和国」とした３。

３．リビアの政治現況４

リビアは1977年の人民主権宣言によって国家
元首という概念のない「ジャマヒリヤ体制」に

移行し，国名を“The Great Socialist People’
s Libyan Arab Jamahiriya：社会主義人民リビ
ア・アラブ・ジャマヒリヤ”に変更した。
（1）国家元首格：ムアンマル・カダフィ大佐
（2）政体　　　：ジャマヒリヤ体制（人民共同

社会体制）
カダフィ大佐著のGreen Book
の中で提唱されている第三世
界理論を制度化したもので，
その第三世界理論はイスラム
教の教義と社会主義思想を基

礎理念としているといわれて

いる。
（3）立法機関　：The General People’s Congress

（全国人民会議）
この基礎となる組織として，

全国各地のBasic People’s
Congress（基礎人民会議）
が存在する。

（4）行政機関　：The General People’s Committee
（全国人民委員会）2000年３
月と10月に中央省庁の大規模
な組織改革が実施された。

（19省から現在５省となって
おり，廃止された省は公社，
公団等になった。）従来省が

有していた権限を24 の地方
自治体（シャビーヤ：県）に
委譲し，歳出を少なく押さえ
ることを目指している。防
衛・治安，エネルギー，外交，
財務，経済・貿易分野につい
ては引き続き中央によって管
理されている。首相府のシス
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図表１　リビアの内政機構（2002年３月５日現在）�
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テムも改革され，３人の副首
相のうちサービスと生産担当
の１人の副首相が総括担当副
首相に報告し，総括担当副首
相が首相に報告するという体
制を採ることで首相の負担が

軽減された（図表－１）。

４．経済状況５

リビアの経済は国内に豊富に賦存している石

油に大きく依存している。
2001年度の貿易輸出額120億ドルのうち，約

92％が石油輸出によるものである。そうした石
油依存体質から脱却すべく種々の試みが開始さ
れている。カダフィ大佐は以前から石油収入の
割合を制限して，残りを他収入から賄うように
直々に指示しており，後述するとおり様々な産

業が成長しつつある。以下は2001年度の主要経
済指標（EIU推定値）である。
・GDP 278億ドル
・実質GDP成長率 0.9％
・人口 540万人
・一人当たりGDP 約5150ドル
・貿易輸出額（FOB） 120億ドル

内石油110億ドル-輸
出額の91.6％

・貿易輸入額（FOB） 43億ドル
・貿易収支 77億ドル
・主要輸出品目 原油，天然ガス
・主要輸入品目 機械，自動車，輸送

機器，食料，化学薬

品
・対外債務総額 45億ドル
・主要貿易相手国（2001年実績）

・為替レート（公式） US$1：LD1.20（2003
年３月17日現在）6

・外貨準備高 ：148億ドル（金を
除く）

・会計年度 ：１月～12月

５．対リビア経済制裁の経緯と現状

【米国の対リビア経済制裁】
1978年　　　　航空機を含む武器禁輸措置を

導入
1986年１月　　全ての品目に対して経済制裁

を発動し（行政命令12543，
12544）リビアの対外資産を
凍結した。さらに４月にはト
リポリとベンガジを空爆し

た。
1996年８月　　リビアの石油・ガス産業に対

して年間4000万ドル以上の投
資を行った外国企業に対して
制裁を科すことを可能とする

ILSA（Iran Libya Sanction
Act）が制定された。

2001年８月　　ILSAの５年間延長。この延
長時においてリビアに対する
石油・ガス投資額がイランと

同額の2000万ドルに下げられ
た。

なお行政命令12543，12544に基づく経済制裁
は毎年自動延長されている。

【国連制裁】
1988年に起きたパンナム機爆破事件，1989年
に起きたUTAフランス機爆破事件を機に，国
連安保理事会は1992年１月，リビアに対して事
件の真相解明に向けた協力を求めた。しかしリ
ビア政府が協力に応じなかったために同年３
月，国際航空路の凍結，武器輸出禁止，外交関
係縮小等を柱とする経済制裁を安保理事会で採

択した。
1988年12月：英国のロッカビー上空でパンナ

ム機が爆破される事件（ロッカ

ビー事件）が発生
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1989年９月：ニジェール上空でUTAフラン
ス航空機が爆破される事件が発

生
1992年１月：国連安保理事会が，リビア政府

に対して上記事件の捜査協力な

どを要求。（安保理決議731）
３月：リビア政府が協力を拒否したこ

とによって安保理は国際航空路
閉鎖，リビア航空機の国外運航
規制，外交関係縮小などを採択。

（安保理決議748）国連リビア制
裁の開始

1993年11月：航空規制の強化，石油ターミナ
ル・製油所関連機器の禁輸，リ
ビア政府機関の在外資産凍結を

採択。（安保理決議883）
1998年２月：ICJ（国際司法裁判所）はパン

ナム事件の容疑者の裁判管轄権

はICJにあると判断。
８月：米英両国は，ロッカビー事件の

リビア人容疑者に対する裁判を
オランダのハーグで開くようリ
ビアに要求。これに対してリビ
アは基本的に受け入れることを

表明。
８月：安保理は上記リビア人容疑者が

ハーグの裁判所に出頭した時点
で対リビア制裁を停止すること

を採択。（安保理決議1192）
1999年４月：リビアはロッカビー事件のリビ

ア人容疑者２名をトリポリ空港
で国連側に引き渡した。ここに

国連は1992年以来の対リビア国
連制裁を安保理決議1192 に従
って一時停止することを発表し

た。
2000年５月：オランダのザイスト基地におい

てロッカビー事件の裁判が始ま

る。
2001年１月：弁論終了。同月31日に第一審判

決。１名は有罪（終身刑），１

名は無罪。
２月：控訴申し立て。

2002年１月：控訴審始まる。
３月：14日，被告の控訴を棄却。終身

刑が確定。 16日，al-Megrahi
受刑者はスコットランドのグラ

スゴーにあるBarlinnie刑務所
に収監された。

５月：リビアがロッカビー事件で犠牲

となった遺族に対して総額27億
ドル（1千万ドル/遺族）の補償
金*を，以下の３つの条件が満
たされる毎に，段階的に遺族に
支払っていくことを提案してい

る。
（1）国連制裁が完全に解除さ
れれば補償金の40％

（2）米国の経済制裁解除で40％
（3）「テロ支援国家」リストか

ら削除されれば残りの20％
【＊：リビア側は事件の責任は認めないという

趣旨から“賠償金”ではなく“補償金=遺族へ
の見舞金”という表現を用いている。】

しかし一方では，後段でも触れるが対リビア
国連制裁については近々完全解除されるという
ことが関係者の間ではまことしやかに囁かれて

いるようである。

６．経済制裁の影響７

制裁によってリビアの国内経済は大きな打撃
を受けた。一連の経済制裁によって輸入品目が
極端に制限されたためである。生活必需品であ
る小麦粉，米，パンなどは価格統制品として制
裁前と同じ価格が維持されたが，いわゆる“贅
沢品”とされる国産の羊肉，魚，鶏卵等は制裁

前に比べて1.5倍から２倍程度値上がりした。
食品，工業製品などの輸入品に至っては平均し

て5倍強の値上りとなった。その反面国民の給
料は制裁前と変わらず，国民の生活は非常に苦
しいものとなった。また国家収入も大きな打撃

― 4 ―石油／天然ガス　レビュー’03・５

７日本アラブ協会　季刊アラブ1999年夏号掲載-新居哲氏著
“リビアの社会復帰が始まった”及びEIU Country Profile
2000



を受け，その大半を占める石油収入は石油関連

機器の禁輸によって激減した。1970年代に330
万バレル/日であった生産量は1990年代初頭に
150万バレル/日になり，その後は現在に至るま
で140万バレル/日前後で推移してきている（図
２）。
参考までに現在のリビアに対するOPEC割当

量は131万バレル/日である。リビアは世界第９
位の原油確認埋蔵量を保有しているにもかかわ

らず，生産量は14～15位に低迷している。制裁
によって石油関連機器のスペアパーツなどが輸
入禁止されたことにより十分なメインテナンス
が行われなかったことが大きく影響している。

しかし一方でリビア国営石油公社（NOC）の
Zleitni総裁は2003年２月にウィーンで開催され
たOPEC理事会開催直前にも「リビアの生産能
力は今や180万b/dに達している。リビアは現
在の生産枠である131.2万b/dには満足していな
い」と述べているように，OPECに対して再三
にわたり生産枠の拡大を要求している。

確認埋蔵量トップ10＠2001年末　BP統計
単位：億バレル

１．サウジアラビア ： 2618
２．イラク ： 1125
３．UAE ： 978

４．クウェート ： 965

５．イラン ： 897

６．ベネズエラ ： 777

７．ロシア ： 486

８．米国 ： 304

９．リビア ： 295

10．メキシコ ： 269

７．制裁解除の見通し８

リビアとしては一刻も早く同国に課されてい
る制裁が全面解除になり，国際社会に大手を振
って復帰したいというのが本音である。しかし
米国側は制裁解除のためにはリビアが国連決議
で決められた４つの条件全てを履行する必要が
あるとする立場を崩していない。すなわち①事
件の遺族への賠償金支払い　②国家として事件
の責任を認めること　③事件に関する全情報を
公開すること　④テロ行為を放棄するというも
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図２　リビアの原油生産量推移表

８　BBC 2003.3.13, PON 2003.3.12, DJ 2003.3.11 & 12, MEES
2003.3.17, Financial Times 2003.3.15 等



のである。さらに国連制裁とは一線を画する米
国による経済制裁解除については，切り離して
検討しなければならないとする立場を繰り返し

述べている。
ただ米国内には，欧州や中国など国連制裁が
一時停止された後に積極的にリビアにアプロー
チする国が増えている中で，ただ手をこまねい
ているのでは出遅れてしまうという考えから制
裁緩和を唱える意見もあり，対リビア強硬派と
の間に立つブッシュ政権の今後の対応が注目さ

れている。2001年８月のILSAの5５年間延長に
ついては，ブッシュ政権はとりあえず２年間の
延長をして，その後は事態の推移を見守りなが
ら制裁の停止あるいは解除を検討する腹づもり
であったようであるが，結局議会に押し切られ

る形で5年間の延長を承認した経緯がある。
こうした雰囲気の中で，国連制裁に関する直

近情報としては，３月11日にロンドンで米国・
英国・リビアの政府高官が協議を行ったことが
報道されており，一部にはロッカビー事件の責
任をリビアが認めて，国連制裁は一気に解除の
方向に向かうのではないかとの見方も出てい
る。イラク戦争で表面には出ていないが，近い
将来大きな進展があるかもしれない。一方，米
国内にはいまだにリビアが大量破壊兵器を取得
しようとしているのではないかという疑惑が根
強くはびこっているため，米国による単独制裁
はそう簡単には解決しないのではないかと思わ

れる。補足事項ながら米国政府は1981年以来ア
メリカ人のリビアへの渡航を制限している。し
かし実際にはリビアには石油関連のビジネスで

1000名以上の米国人がリビアに入国していると
いう噂をしばしば耳にする。

８．石油探鉱史９

リビアは世界第９位の原油埋蔵量を誇り，

GDPの約30％，輸出の約92％を石油産業に依
存している典型的な石油依存国家である。
・鉱区開放
1955年　　：石油法を制定し鉱区を解放
1955～68年：137鉱区が42社に付与された

1959年　　：最初の商業量の石油発見，生産
開始

1961年　　：輸出開始
1962年　　：OPECに加盟
1963年　　：石油省設立
1968年　　：国営石油会社：Libyan General

Petroleum

Corporation（LGPC）設立
1969年　　：LGPCを解散しNOCを設立
1970年　　：原油生産量370万バレル/日に達

する（リビア石油史上最高値）
・国有化政策
1972～73年：リビア政府は石油産業の国有化

に着手。全ライセンスにおいて

NOCに最低51％の権益を与え
る新Participation Agreement
を締結。BP, Occidental, Oasis
Group（Conoco, Marathon,
Amerada Hess）等は新条件を
受け入れた。しかし S h e l l ,
Exxon, Mobil, Texaco, Socalは
受け入れを拒否。リビア政府は

権益の51％を強硬に国有化し
NOCに移転した。

1974年　　：全権益の国有化完了。全てのコ
ンセッション契約を生産分与契

約（EPSA-１）に転換。
1980年　　：EPSA-2を導入
・米国企業の撤退
1981年　　：米国の禁輸措置の一環としてリ

ビア原油の購入が禁止され，

Exxon, Mobilが撤退。
1986年　　：対リビア経済制裁が一段と強化

されたことによって他の米国企

業も撤退。撤退直前にStandstill
Agreementを締結。

・EPSA-３導入
1987年　　：新生産分与契約（EPSA-3）を

発表。
1998年　　：探鉱開発と製油所の改善を促進

するために石油法改正作業に着

手したことを発表。
1999年　　：改正案がエネルギー省に提出さ

― 6 ―石油／天然ガス　レビュー’03・５

９　Arab Oil & Gas Directory 2002 ― Arab Petroleum
Research Center



れる。
新石油法は石油精製・化学への
投資，資本投資に対する免税，
操業会社への権限委譲，公開入
札などの内容が盛り込まれるこ

とになった。
2000年　　：トリポリにて鉱区解放（137鉱

区）とEPSA-３の修正を発表。
米国を除く石油会社48社が説明
会に参加。

９・石油・天然ガス上流部門の現況

リビアは豊富な石油・天然ガス事業を外資導
入によって積極的に推進していくとともに，老
朽化した既存油田のリハビリプロジェクト，増
進回収法なども積極的に取り入れていこうとし
ている。そのために外国投資を行いやすくする
ための新石油法を立法化すべく準備を進めてい

る（当初の予定では2000年末までに成立する予
定といわれていたが，計画は大幅に遅れており

2003年３月末現在成立の目途はたっていない。
天然ガスについてはイタリアのEni-Agipとの間
でWest Libya Gas Pipeline Project（WLGPP）
を強力に押し進めており，2004年にプロジェク
トの完成を目指している。また，地中海沿岸を

走るNorthern Gas Pipeline Project（NGPP）
によって，国内の地中海沿岸の主要都市の発電
所や産業ガスプラントなどへのガス供給能力を

高めようとしている。

（1）石油10

確認埋蔵量は295億バレルで可採年数は57年
である。リビアは10億バレル以上の可採規模を
有する油田は21ヶ所あり，そのうち19油田は
Sirte堆積盆に賦存している。なかでも1959年
に発見されたAmal油田と1961年に発見された
Gialo油田は合計で40億バレルの埋蔵量を有す

る。５億バレルから10億バレル規模の埋蔵量を
有するElephant油田とBouri油田がそれに続く。
1957年にリビアで最初の石油が発見されて以来
1130億バレルの原始埋蔵量が発見されている
が，そのうち790億バレルは最初の10年間に見
つかっている。専門家によれば，リビアの代表

的 堆 積 盆 は Sirte, Murzuk, Ghadames,
Cyrenaica, Kufraと海洋地域であり，2200億バ
レルの原始埋蔵量がある可能性を示唆してい

る。生産に関してはNOCの試算では生産能力
は160万b/dあるとしている。現在はOPECの生
産枠である131万b/dを若干上回る140万～145
万b/d11で推移している。NOCが操業している
油田は制裁の影響によって生産施設や不十分な
メインテナンスによって相対的に減退傾向をみ
せている。一方外国企業が操業している油田に

ついては1990年の20万b/dから最近では55万
b/dに増産している。以下はNOCと外国企業が
操業する代表的油田の概要であり，2003年３月
時点の生産量を文中に記した12。
①NOCが操業する代表的油田
NOC及びその子会社が操業する油田につい

ては前述のとおり経済制裁によるスペアパーツ

不足の影響で生産量の減退問題が生じている。
・ Arabian Gulf Oil Company（Agoco）
NOC最大の子会社である。３月時点の生産量
は51万b/dである。主な生産油田はSar i r ,
Nafoora/Augila, Messlaである。Agocoは
Nafoora/Augila油田に隣接するKabir油田の開発
を計画したが，過去２度の入札が承認されず同

計画はペンディングのままである。同計画は7
坑の開発井掘削，10万b/d規模の集油基地とP/L
建設を含む総工費約＄7000万のプロジェクトで
ある。Messla油田の増強工事も予定している。
・Waha Oil Company（WOC）
NOC保有子会社では２番目の規模。Waha油

田のオペレーターであったOasis Oil Company
の操業を代行するために1986年に設立された。
米国製の旧式設備のために，制裁の影響をもろ
に被っており，スペアパーツなどの不足によっ
て生産量の減退が特に深刻である。最大生産能

力は60万b/dである。３月時点での生産量は25
万b/dである。
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・Sirte Oil Company（SOC）
SOCは1985年NOCとGrace PetroleumのJ/V

として設立された（その後NOCはGra c e
Petroleumの権益を接収した）。Sirte Basin中央
部に位置するNasser, Raguba両油田を操業して
いる。３月時点での生産量は９b/dである。
・Zueitina Oil Company（ZOC）
NC-29，NC-74，NC-102，NC-103，NC-143，

NC-144，NC-145，NC-150鉱区を保有している。
代表的油田はIntisar油田とZella油田である。
ほとんどの鉱区について自社100％またはNOC
との共同保有である。３月時点での生産量は７

万3000b/dである。
②外国企業が操業する代表的油田
・Agip
1976年に発見し，1988年に生産を開始した

Bouri油田（Block NC-41B:原始埋蔵量は50億バ
レル，可採埋蔵量は6億7000万バレル，また天
然ガスは2.5Tcf）を操業。生産レートは初年度
2万b/dであったが翌年には６万b/dに上がっ
た。３月時点の生産量は６万5,000b/dである。
さらに1993年には開発第２フェーズ計画の下で
15万b/dに増強した。しかしガス/油比が800～
900cf/bblのため回収率は悪い。権益比率は
Agip:30%, NOC:70%。
また同社は1968年にBu Attifel油田を発見し

ている。可採埋蔵量は28億バレルといわれてお
り，権益比率はAgip：50％，NOC：50％であ
る。同油田からの生産量は３月時点で14万
5000b/dである。
・TotalFinaElf/Saga
1959年に発見されたMabruk油田を操業。権

益比率はTFE:75%,Saga:25%。 Exxon撤退後
1993年５月にNOCとTFE（当時）が35年間の
PS契約を締結。1994年にはTFEの権益25％を
ノルウェーのSagaにファームアウトした。
1995年２月にWest Mubruk油田のA-29井から
生産開始（5000b/d）し，現在は18000b/dを生
産中。同油田の可採埋蔵量は１億5000万バレル
と推定されている。またTotalFinaElfはBlock
NC-137のB構造を開発することを1999年初旬に
決定，リビアとは2001年1月に開発契約を締結
した。同鉱区は海岸から約100kmの海上に位置

し，推定可採埋蔵量は１億～１億5000万バレル
といわれている（原始埋蔵量は４億3000万バレ
ル）。開発計画には浮揚生産・貯蔵・積込施設
と接続するプラットフォームの建設が含まれて

いる。
・Wintershall
As-Sarah/Jakhira油田の権益（Block B-96）

を100％保有している。同油田は２億5000万バ
レルの埋蔵量を有すると見積もられている。

1994年８月に第２次フェーズの開発作業が終了
し，生産能力が53000b/dに増加し，３月時点
で11万b/dの生産量を誇っている。
・Repsol
Muzruk BasinのBlock NC-115（El-Sharara

油田）を操業しており， R e p s o l : 1 0 % ,
TotalFinaElf:7.5%, OMV:7.5%, NOC:75%の権益
保有状況である。1994年に開発契約が締結され
た。1999年初期には20万b/dを生産している。
最近の動きとして2002年８月には， NOCから
同油田開発作業（ブロックNC186 -Aフィール
ド）を承認された（契約金額は１億5500万ドル）。
同油田の可採埋蔵量は１億4000万バレルと見込
まれており，2004年第１四半期から４万b/dの
原油生産を予定している（BBC 2002.8.7）。
・Lasmo
Elephant油田（Block NC-174）を操業。

Lasmo:33.33%, Agip:33.33%, 韓国コンソーシ
アム（Daewoo， KNOC，Hyndai等で構成：
33.33％。アテネに本社のある Joannou &
Paraskevaides（J & P）がリビア南西部NC-
174鉱区のEni保有のElephant油田の開発に関わ
る４件の主要建設工事のうち３件を受注した。

同工事は北方のNC-115のRepsolの輸出施設ま
での75kmの区間に，24インチのP/Lを敷設す
ること及び電気施設，主要土木工事などを含ん

でいる。総工費は1億ドル。同油田は1990年代
に発見された可採埋蔵量７億6000万バレルの巨
大油田でAPIは38°の低硫黄原油である。同油
田は2004年に生産開始を予定している。当初生
産レートは８坑から５万b/d，その後2006年ま
でに23坑追加掘削を行い15万b/dに増産する予
定である（MEES 2002.11.11 PIW 2002.11.18）。
・Lundin Oil
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2000年中旬にEn Naga North/West油田の開
発計画が承認された。開発計画は３フェーズに

分かれている。開発費は1億2900万ドルと見込
まれている。同油田は2つの構造に分かれてお
り，確認埋蔵量及び推定埋蔵量が9100万バレル
と見積もられている。尚，2001年８月にPetro
CanadaがLundin Oilの権益100％を買収し，
2003年３月に生産を開始した。初期生産レート
は6800b/dで，同油田からの原油を新たに敷設
したP/L（総延長100km）でSamah油田まで輸
送する計画である（Reuters 2003.3.21）。

一方，2000年７月に開放された137鉱区の探
鉱権付与作業については，2003年３月末現在ど
の石油企業に対しても承認されていないが，３

月18日付のReuter等が報じたところによれば，
NOCのal-Zlitini総裁がトリポリで開催されてい
たアフリカ産油国生産会議の席上で，６月末ま

でに30鉱区の探鉱権付与を実行する予定である
ことを発表した。

（2）天然ガス12

リビアの天然ガス確認埋蔵量は1兆5380億m3

（＠2002年１月）で，内訳は，構造性ガスが
8410億m3（54.7％），随伴ガスが6970億m3

（45.3％）である。2001年の生産量（フレアガ
ス，油田への再圧入などを除く）は54億m3で，
可採年数は100年以上となっている。現在リビ
アで生産されている天然ガスの約3/4が随伴ガ
スであり，さらにその2/3はSirte Basinの６ヶ
所の油田（陸域のHatiba, Zelten, Attahadi,
Sahl, Assumud, Raqbaの6油田）から生産され
ているものである。
現在リビアでは天然ガスの総生産量の内，約

60％が国内消費及び輸出，約23％が油田への再
圧入，約17％がフレアーなどのロスである。天
然ガス輸送システムの中心地はMarsa el-Brega
であり，同地から東方のZueitinaやBenghaziに
ある発電所やセメント工場に向けて，天然ガス
がパイプラインで直接輸送されている。リビア
は石油輸出を拡大して外貨収入を増やす一方
で，国内に豊富に賦存する天然ガスを国内消費
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に向け，消費しきれない余剰分をパイプライン
によって輸出に仕向けることによっても外貨を

稼ぐという政策を強く打ち出している。NOC
ではこの５年間で天然ガス生産量を62億m3に
増産する計画を立てており，そのために約$50
億の投資が必要と考えている
また2社が天然ガスの国内輸送を開始してい

る。Waha Oil Companyは2001年12月からAl
Farigh油・ガス田からの試験生産を開始してい
る。第１ステージには15億m3/年，第２ステー
ジには26億m3/年に増産する予定である。
Sirte Oil Companyも近い将来15億m3/年～26億
m3/年の天然ガスをAttahadyガス田から輸送開
始する予定である。1999年に韓国のHyndai
Engineering社が同ガス田でのガス処理施設な

どの建設契約を＄2.5億で受注している。
天然ガスの輸出形態としてはLNG，パイプ

ラインの２形態がある（図３）。LNGによる輸
出については，1971年にExxonがMarsa el-
BregaにLNGプラントを建設し，このプラント
で製造されたLNGがリビアの天然ガス輸出の
第1号となった。これによってリビアは，1964
年にLNGを世界で最初に輸出開始したアルジ
ェリアに次いで2番目のLNG輸出国となった。
このプラントは1980年にNOCによって接収さ
れた。生産能力は当初107.8万m3/日（39億m3/

年）であったが，設備の老朽化などによって

徐々に生産能力は落ち，現在は８億m3/年にま
で減少している。今日ではスペインのEnagas
がリビア産LNG全量を引き取っている（1971
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年に締結された20年契約では9.35億m3/年を引
き取るという内容であったが，1991年１月に更
新された契約によって，最大引取量15億8000万
m3/年に改められた）。こうした状況を受けて，
天然ガス輸出形態の主流はパイプラインによる

ものに移行しつつある。
そのパイプラインによる輸出については，現
在以下２件のプロジェクトが計画・進行中であ

る。
①West Libya Gas Pipeline Project（WLGPP）
同プロジェクトには，NC-169鉱区のWafaフ

ィールド（陸上）とNC-41鉱区（海洋）の開発，
各フィールドから地中海沿岸の都市Mellitahに
あるガス処理プラントに向けてのガス及びコン
デンセートの輸送，リビア側からシシリー島を

経由してイタリア本土までの約600kmを結ぶ輸
出用ガスパイプライン建設・それへの接続が含
まれている。同プロジェクトに参画している各

国企業の現況は以下のとおりである（図４）。
・中国
Dow JonesがCPPBの幹部の話として伝えた

ところによると，中国国営石油公社（CNPC）
の傘下にある中国石油パイプライン局（CPPB）
と中国石油エンジニアリング建設会社（CPEC）
が近々2基のパイプライン建設事業を開始する。
これはCNPCが手がけるリビアで最初のプロジ
ェクトである。同事業は南部にあるWafa油・
ガス田と地中海沿岸都市Mellitahを結ぶ総延長
527kmのパイプライン敷設事業で，1基は原油，
もう１基は天然ガスを輸送するものである。総

工費は約2.3億ドル。２社は2002年６月にライ
センスを取得していた。予定では2003年に着工
し（着工時期については記載なし），完成は

2004年10月を予定している13。
・イタリア
West Libya Gas Pipeline（WLGP）プロジェ
クトに関わるパッケージ契約に2002年11月４日
トリポリで調印した。WLGPプロジェクトは

Eniの子会社であるAgip North Africa（50%）
とNOC（50%）が共同で設立したAgip Gas
BV-Libyan Branch社によって推進されている。
このプロジェクトは既述のとおり，ピーク時で

天然ガス100億m3/年（80億m3/年：イタリア・
フランス・スペイン向け，20億m3/年：リビア
国内向け）原油4.7万b/d，コンデンセート4.8万
b/dを生産する予定である。14

同プロジェクトに関連してEniの関連会社で
エ ン ジ ニ ア リ ン グ と 建 設 を 請 け 負 う

Snamprogetti社はリビア地中海沿岸地域での
ガス処理プラント建設工事を７億ユーロで受注
した（ターンキー契約）。同社はオランダの

ABB Lummusと韓国のHyndai Engineering社
とコンソーシアムを結成している。今回の落札

についてはAgip Gas BVによって承認された。
工期は2002年11月から開始され2005年５月完成
予定 15。またEniのサービス部門会社である
Saipem SpA社がリビア沖合のガス関連事業２
件（総額6.85億ユーロ）を受注した。１件はリ
ビアのMellitah市とシシリー島のGela港（ここ
にはEniの製油所がある）を結ぶ全長540kmの
海底パイプライン建設工事。2004年６月までに
完成予定。総額2.85億ユーロ。もう１件はトリ
ポリ沖約110km沖合のSabrathaプラットフォー
ムとMellitahを結ぶ２本のパイプラインの敷
設，プロジェクト管理，設計，輸送，資材購入

等を含めて総額4億ユーロ。2005年第２四半期
完成予定である16。
・日本
日揮が主導するコンソーシアムが同プロジェ

クトの一部，Wafa砂漠とMellitah近郊の海岸沿
いの集油・ガスネットワークと処理プラントを
請け負うことになっている（パートナーはイタ

リアのTechnimontとフランスのSofregaz）。契
約金額は12億ユーロ。17

②Libya-Tunisia Gas Pipeline プロジェクトの
概要
リビアの天然ガスをチュニジアに輸出する計

画で，総工費は約２億7500万ドル，2006年輸送
開始を予定している。リビアのMellitahとチュ
ニジアのGabesを結ぶ約275kmのパイプライン
敷設計画。年間20億m3の天然ガスが輸出され
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る予定である。18

10.下流部門の現状19

NOCは5基の精油所を稼働しており，精製能
力は38万b/dである。これらの精油所の増強工
事なども制裁によって大きく影響を受けてい
る。このため改質装置などの装備の近代化を進
めることが出来ず，その結果いわゆる“環境に
優しい”石油製品―無鉛ガソリン，改質ガソリ
ンなど―を精製することが出来ない。そのため
各精油所での改修・改質工事が急ピッチで行わ

れている。これは2005年に欧州で導入される予
定の石油製品新基準に合わせた動きである

（MEES 2002.3.25）。一例を挙げれば，韓国の
LG Engineering & Constrction Co.（LG E & C）
は2002年５月30日，リビアのAzzawiya Oil

Refining Corp.から同精油所の改修工事，アッ
プグレード工事を受注した（総額２億8000万ド
ル）。同工事は具体的には，接触改質装置，水
素化精製装置，異性化ユニット，硫黄プラント

などを導入するというものであり，2005年初め
に完成する予定であった（Dow Jones 2002. 5.
30, Reuters 2002.5.31）。しかし最近の報道によ
ると，プロジェクト着工前に支払う前払い金を
巡って双方で折り合いがつかず、結局同契約は

キャンセルされた模様である（2003.4.21 Asia

Pulse）。

11．水資源

南部砂漠地帯に豊富に賦存する地下水を地中
海沿岸都市部に送水し，それを農業用，生活用
（飲料用を含む），工業用として有効利用するこ
とを目的とする人工大運河プロジェクト

（Great Man Made River Project：GMMR
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19 Arab Oil & Gas Directory 2002



Project）が推進されている。同プロジェクト
はリビア政府が1980年初頭より計画・着工した
総工費２兆円規模の国家最優先事業であり第4
フェーズまで予定されている。第１フェーズ及

び第２フェーズはBrown & Root North Africa
（BRNA）が設計・施工監理を，建設は韓国の
東亜建設が請け負い，工事はほぼ完成している。
現在第３フェーズが開始されようとしており，
日本の建設コンサルタント会社である日本工営
（株）が第３フェーズ工事のコンサルティング
業務を受注した。同社の業務範囲は，同国南東

部のKufraから北上してAjdabiyaに至る750km
とエジプト国境に近いJaghboubから沿岸の
Tobrukに至る550kmの送水パイプライン２ル
ート（総送水量180万立方メートル/日）と付帯
設備の設計，入札図書の作成及び入札評価の支

援である。受注総額は約14億円で設計完了は
2004年の見込みである。実施機関はGreat Man
Made River Authorityで，同社は幹事会社と
して英国工営（日本工営（株）の100％子会社）
及び英国のコンサルタント会社であるハルクロ
ー社と共にコンサルティング業務を実施する。

総埋蔵水量は3万5000立方キロメートルと推定
され，これは琵琶湖の1270杯分に相当する（図
表５）。

12. 観光

リビア観光のハイライトはローマ遺跡の数々
と，南部一帯に広がるサハラ砂漠である。国連
制裁直後からイタリア，英国，オランダ，ドイ
ツなどの航空会社がトリポリに国際定期便を就
航させており，リビア政府も観光収入の増大を
図るべく，ホテルの建設，トリポリ近郊のサブ
ラタ遺跡，レプティスマグナ遺跡，ベンガジ近
郊のキュレナイカ遺跡などにある古代ローマ遺
跡の整備，サハラ砂漠にあるオアシスの街など
の修復作業などに力を入れている。これらの遺
跡は世界遺産でもあるので，ユネスコも保存に
力を入れている。リビア観光庁などによれば，

今後５年間で20億ドルの投資を予定している。

こうした追い風に乗ってマルタのホテル資本な
どがリビアでのホテル建設などを計画してい

る。
2003年元旦にはNHKの１時間番組「遙かな

るリビア」でリビアのローマ遺跡が紹介された

のは記憶に新しいところである。

13．漁業

シルテ湾は地中海マグロの他様々な魚の宝庫
である。しかし，リビア自身での漁業資源開発
は遅れており，今まではイタリア，マルタ，チ
ュニジア等によって行われていた。近年リビア
政府による食糧自給政策の下で水産資源が見直
されてきており，海洋牧場計画，最新操業技術
の導入，冷凍・水産加工設備の整備などに力を
入れるようになってきている。日本にも船上で
急速冷凍したリビア領海で獲れたマグロが年間

約1000トン入ってきている。また現地では冷凍
工場（Super Freezing System）を建設し，そ
こで捌いて冷凍保存し包装して輸出するという
一貫システム構想も検討されている。但し資源

保護を目的とするI.C.C.A.T.（大西洋マグロ類
保存条約）によって各国の漁獲量が制限されて
おり，こうした動きの下でリビアに対しては

2003年度は1286トンが割り当てられている。将
来的にリビアの同湾でのマグロ漁業について
は，限られた漁業資源保護の目的から，成魚に

なった時点で捕獲するというSet Net法，
Pursing Net法や畜洋漁業が，現在盛んに行わ
れているLong Line漁法, Short Line漁法に代わ
って主流になっていくのではないかと思われ

る。

14．製鉄業

トリポリの東約210kmのところにあるリビア
第３の都市ミスラタに，㈱神戸製鋼所はじめ欧
州のプラントメーカーが協力して建設した

Libyan Iron and Steel Company（LISCO）の
ミスラタ製鉄所がある。リビア国家資金を利用

して当時の重工業省が1981年に各社と工場単位
でフルターンキー契約を行い，数年にわたる建
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設期間を経て，漸次リビアに工場所有権を委譲

していき，1989年には主要工場の委譲が完了し，
開所式を行なった。日本からは神戸製鋼所が主
要工場である棒線圧延工場，形鋼圧延工場をは
じめ中央水処理設備，酸素発生設備や中央研究
所などの付帯設備の建設に，そして伊藤忠商
事／中野組が工場内の各種オフィスビルディン
グの建設に参画した。同製鉄所の総敷地面積は

1200ヘクタールで，年間約132万トンのLiquid
Steelの生産能力を誇っており，豊富に賦存す
る天然ガス資源を利用して様々な鉄鋼製品（熱
延鋼板，冷延鋼板，同コイル，棒鋼，線材の完
成製品及び半製品）を生産し，海外にも輸出し
ている（主な輸出先はエジプト，チュニジア，
欧州各国，湾岸諸国等）。因みに鉄鉱石の大半
はブラジルから輸入している。神戸製鋼が所有

権を委譲した後の1989年からはその子会社であ
るISI（Industrial Services International Co.,
Ltd.）が操業指導を通じて技術移転を行ってい
る。

15．テレコミュニケーション20

現時点ではリビア政府の考えでは，国営企業

GPTC（The General Post and Telecommunications
Company）を民営化する計画はないが，今後回
線を増やしていく上で民営化は避けられないであ
ろうとの考えは持っている。システムの構築は以
下の３つのフェーズで実施（予定）の方向であ

る。
第１フェーズ：1994年，政府は900MHZのGSM

（Global System for Mobile
Communications）の操業権を
半官半民のEl-Madar（GPTC
が20％の株式を保有）に与えた。
サービスの範囲はシルテからチ
ュニジア国境までの西部沿岸地

帯700kmで作業はスウェーデン
のEricssonが実施した。

第２フェーズ：携帯電話会社El-Madarがネッ

トワーク範囲拡大の為のテンダ
ーを実施。サービス範囲はシル
テからエジプト国境までの

1300km。2002年８月にフラン
スの電話通信会社グループの

Alcatelがシルテ近郊のモバイ
ル電話回線網設置事業契約を

G P T Cと調印した（ B B C
2002.8.18）。

第３フェーズ：南部砂漠地帯へのサービス拡
大。（時期未定）現在人口の

80％以上が地中海沿岸地方に居
住しているために，当面は第２
フェーズまでの充実を図る。因

みに1998年末時点での同サービ
ス加入者は20000戸である。

なお，2002年１にはインターネット普及促進
を目的とするLIS（Libya Internet Society）が
設立された。

16．鉄道21

1964年にBenghazi-Barce（Al-Marj）間の路
線が廃止されて以来，リビアには鉄道路線がな
い状況が続いている。リビア政府は鉄道網の充
実を図るため，新たな鉄道計画を検討している。
計画ではチュニジア―エジプトをリビア経由で

繋ぐ東西ライン約2200km，地中海沿岸都市と
南部砂漠地帯を結ぶ南北ライン約1000kmが計
画されている。2002年４月に中国の江沢民国家
主席のリビア訪問中に，経済協力の一環として
チュニジア国境から鉄道を敷設する契約を中国

企業と4000万ドルで締結した（AFP 2002.4.15）。
こうした動きはリビア鉄道執行委員会が推進す
るプロジェクトの一環であり，同委員会は現在

エジプトのリビア国境の町Al―Sal loumと
Tobruqを結ぶ路線建設を押し進めている。

17．発電設備22

リビア唯一の国営電力会社GECOL（General
Electricity Company of Libya）によれば2001年
における100万戸からの電力需要は2650mwとし
ており，今後10年間でその供給能力を２倍にす
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る計画の下で，5000mw規模の発電所を建設す
る計画を有している。その増強計画の一環とし

て，2002年８月にはロシアのTechnopromexport
社がGECOLとTripoli West火力発電所（650mw）
増強工事契約を締結した。総工費は約６億ドル

であり，2007年までに完了する見込みである
（InterFax通信　2002.1.27）。その他の増強計画
も着々と進んでいる。こうした増強計画と平行

して，リビアはチュニジアと共同で両国間に22
万5000ボルトの送電線を敷設するプロジェクト
に着手している。これは地中海送電線網計画と
競合するものであり，ドイツのシーメンス社と

インドのKEC International社がそれぞれ受注し
ている。リビア政府は2005年までの同分野への
投資額を60億ドルと予測している。

18．その他のプロジェクト計画

その他にも海水の淡水化プラント建設計画，
太陽発電所建設計画などの種々プロジェクトが
検討されている。リビアはカダフィ大佐の“ア
フリカ合衆国構想”の下でアフリカ諸国とも積
極的な外交・経済活動を押し進めており，地中
海を隔てたヨーロッパとアフリカ諸国の中継地

として，自由貿易圏を設立しようとしている。

19．投資促進法の概要

国家収入に占める石油収入の割合を制限し
て，他部門からの収入を増やそうとするリビア
政府は，上記で述べた分野に対する外国からの
投資を促進させるために，そのガイドラインと

なる投資促進法（Law No.5 For The Year
1426（1997） Concerning Encouragement

OfForeign Capital Investment）を定めている。
同法によれば，外資による直接投資を促進する
ことにより，以下を達成することを目指す。主

務官庁は外務省傘下の投資促進公社（Libyan
Foreign Investment Board）である。
・近代技術の移転促進
・リビア人技術者のトレーニング

・石油収入以外の収入源の形成
・リビア産品の輸出促進
・地域経済の発展・活性化
主な投資対象としては，工業，健康産業，観光，
サービス産業，農業，その他全国人民委員会で
決定されたあらゆる分野と定めている。そして
一定の条件を満たす直接投資に対して以下の優

遇措置が講じられる。
―事業開始後５年間にわたる法人所得課税の免

除（３年間の延長可）
―事業に必要な機材，原材料に関わる輸入関税

免除。製品に関わる輸出税免除
―事業終了時における投下資本の国外送金の自

由化
―不動産取得手続きの簡素化
―商業登記簿への記載の簡素化
―国有化，資産凍結措置などの適用禁止
等

20．最後に

かつて国際社会から孤立していたリビアは，
幾多の困難を乗り越えて国際舞台に完全に復帰
しようとしている。国連制裁完全解除に向けて
ロッカビー事件の遺族への賠償問題も当事者間
でかなり活発な交渉が水面下で進められている
ようである。英国のコンサルタント会社

Robertson Researchによれば，豊富なエネルギ
ー資源が賦存するリビアは過去３年連続で石油
探鉱のホットスポットであるとの調査結果が出
ている。その他にも既述のとおり様々な産業が
発展しようとおり，これらの分野でも国際社会
から注目を浴びつつある。しかし一方で，米国
内の強行派からは依然としてリビアに対する厳
しい姿勢が表明されており，米国による単独制
裁が今後どのような展開をみせていくのかにつ
いては，全く予測できない。こうした中で真の
国際社会の一員となるために，カダフィ大佐が
率いるリビアが今後どのように国際社会と歩調
を合わせていくかという点が大いに注目されて
いる。
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