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石油・ガスへの投資
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所
シニア・アソシエイト
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はじめに
ミャンマーは、インド、バングラデシュ、中国、ラオ

1． 石油・ガス関連法制度
（1） ミャンマー石油・ガス公社（MOGE）

スおよびタイに国境を接し、豊富な天然資源に恵まれて

ミャンマーの陸域（オンショア）および領海（オフシ

いる。ミャンマー・エネルギー省によれば、2011年４

ョア）に存するすべての炭化水素資源は国が所有する。

月１日時点でオンショアの確認埋蔵量は石油１億400万

探鉱・開発および生産事業は国営ミャンマー石油ガス公

バレル、天然ガス0.41Tcf（兆立方フィート）
、オフショ

社（Myanma Oil and Gas Enterprise：MOGE）が独

アは石油3500万バレル、天然ガスが11Tcfである。ま

占しており、MOGEと外国企業との共同開発に関して

た、ミャンマーの石油・ガス産業の歴史は1887年の英

は、政府が国益に準ずると判断する場合に限り許可して

国バーマ石油（Burmah Oil Company）のYenangyaung

いる。実際のプロジェクトの共同開発などを計画する外

油田発見にまで遡る。1962年の軍事クーデター後、石

国企業は、国際入札、またはMOGEもしくはエネルギ

油・ガス産業は国有化されている。

ー省エネルギー計画局との相対交渉を経たうえで、生産

このように豊富な天然資源に恵まれながら、20年以
上にわたって人権問題などを理由として欧米諸国から経
済制裁を受けてきたミャンマーは、従来、日本や欧米諸
国の外国投資家から投資先としてはそれほど重要視され

物分与契約（Production Sharing Contract：PSC）を
MOGEと結ぶのが一般的である。
（2） 外国投資法
PSCを締結したコントラクターは1988年外国投資法

てこなかった。そのことから、ミャンマーへの投資は中

（Myanmar Foreign Investment Law）注１に基づき、

国、タイおよび韓国の企業などに限られていた。しかし

ミャンマー投資委員会（Myanmar Investment Com-

ながら、2011年３月のテイン・セイン文民政権の発足

mission：MIC）の認可を得て事業を行う。同法では、

を期に、政治および経済の両面で改革への進展がみえる

事業の接収／国有化が行われないことを規定した政府保

ようになり、EUは主な制裁措置を停止し、米国も制裁

証の付与、外国への利益送金に関する権利および生産開

の一部解除を発表した。こうした状況から、日本を含め

始年から３年間の所得税免除などが認められている注２。

世界中の投資家の関心がミャンマーに集まっている。そ
のなかでも特に注目されるのが石油・ガス部門への投資
である。本稿ではミャンマーにおける石油・ガスセクタ
ー上流部門での外国投資家による投資検討にあたって、
重要となるいくつかのポイントを後述のとおりまとめる

注１：ミャンマーのほかの多くの法律と同様、外国投資法も現在改正作業
中である。新外国投資法は2012年中の施行が見込まれている。
注２：さらに、ミャンマー投資委員会の認可やPSCにより、所得税課税に
つき加速減価償却する権利、石油の輸出に対する輸出関税の免除お
よび原材料、設備ならびに部品などの輸入関税の減免措置などの優
遇措置が認められる場合がある。

こととする。
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（3） その他の適用法
ミャンマーの石油・ガス関連法のなかには、1918年
油田法（Oilfields Act）
、1934年石油法（Petroleum
Act）、1957年石油資源（開発規制）法（Petroleum
Resources（Development Regulation）Act）など50
年以上も前に制定された法律が今も存在するが、実務上、
石油・ガス分野における外国投資の要件を規定するのは
（上記関連法などに反しない範囲において）
、PSC上の契
約条件となる。

2． 今後入札予定の石油・ガス鉱区
海上のガス生産プラットフォーム

（1） 現在開発中の案件
本年３月末時点で有効な契約件数は、オンショアで10
件（10鉱区・外国企業13社）
、オフショアで25件（26鉱
区・外国企業24社）であり、外資にとってこれら既存
けんえきゆずりうけ

3． ミャンマーにおける
標準的なPSC

権益へのファームイン（権益譲受）の投資機会もあると
考えられる。
（2） オンショア鉱区入札

残念ながら、ミャンマーには公表されているPSCの模
範契約書（モデルPSC）は存在しない。したがって、本

2011年７月、エネルギー省は近年では最大規模とな

年３月にヤンゴンで開催されたミャンマー・オイル・ガ

るオンショア18鉱区の国際入札を実施した。本年１月

ス・アンド・パワー・サミット（Myanmar Oil, Gas

の報道によると外国企業７社が９鉱区を落札した（タイ

and Power Summit）にてエネルギー省が提示した最

PTT Exploration＆Production、マレーシアPetronas

新のPSC標準契約条件の概要、および、当事務所のミャ

（各２鉱区落札）ほか）
。本年８月にオンショア鉱区の次

ンマーPSCに係る経験に基づき、今後締結されるPSCに

回入札が実施される可能性があり、対象は未確定ながら

含まれると考えられる契約条件のなかで外国投資家にと

６鉱区とみられている。

って重要と思われる点をいくつか概説する注３。

（3） オフショア鉱区入札
オフショアでは現在26の公開鉱区があり、うち７鉱

注３：PSCにおける各条項は交渉可能であり、プロジェクトや契約ごとに
完全に同一とはならない点、留意する必要がある。

区が浅海、19鉱区が深海である。
①浅海鉱区：Rakhine海域のA-４鉱区、Moattama・
Tanintharyi海域のM-４、M-７、M-８、M-17、
M-18およびYEB鉱区

（1） ロイヤルティ
契約を締結した事業者つまりコントラクターは、

②深海鉱区：Rakhine海域のAD-２〜AD-５鉱区、

「Available Petroleum」
（契約鉱区での生産活動のため

AD-９〜AD-18鉱区、Moattamaおよび

にオペレーターが使用する石油消費量を差し引いた石油

Tanintharyi海域のMD-１、MD-２、MD-３、MD-

生産量）の価値の12.5％注４を、ロイヤルティとして現金

７、MD-８鉱区

または現物で支払う（ミャンマー政府の選択による）
。

オフショア鉱区の次回入札が本年の後半に実施される

ロイヤルティは後述するコスト・リカバリー（コントラ

可能性があり、対象は未確定ながら９鉱区（うち５鉱区

クターに認められる生産コスト回収）で回収できるコス

は深海）とみられている。

トの対象外となる。

ミャンマーとバングラデシュ間の領海問題（海洋境界
画定紛争）で国際海洋法裁判所（International Tri-

注４：2011年ライセンスラウンド以前のロイヤルティ率は10％。

bunal for the Law of the Sea：ITLOS）の判決が下り、
ミャンマーはベンガル湾の大水深鉱区の４鉱区（AD11、AD-12、AD-13、AD-14鉱区）を一部失うことと

コントラクターは、交渉で合意した金額を契約締結時
のボーナスとして支払う。通常100万ドルから1500万ド

なる。
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（2） シグネチャーボーナス
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ルの範囲で、鉱区により金額は異なる。シグネチャーボ

ンマー財務省が、会社法、1950年特別会社法（Special

ーナスはコスト・リカバリーの対象外だが、後述する所

Companies Act）および外国投資法に基づく会社につ

得税控除の対象とすることは可能である。

いては所得税の税率を25％に引き下げることを定めた

（3） データフィー
コントラクターは、MOGEから取得するデータ一式

政府通知第111／2012号を発し、本年４月１日に施行さ
れた。

に対して、交渉で合意した額のデータフィーを支払う。
通常10万ドルから25万ドルで、金額はデータの内容に
よって異なる。データフィーはコスト・リカバリーの対

4． ファームイン、ファームアウト
（譲渡、売却）

象外だが、後述する所得税控除の対象とすることは可能
である。
（4） 生産ボーナス

一般的なPSC契約では、コントラクターがMOGEの
同意なしに、PSC上の自己の権益のすべてまたは一部を

オンショア鉱区については、生産ボーナスとして初回

売却またはその他の方法により関係会社に譲渡すること

分50万ドルを開発計画の認可時に支払う（その後90日

が認められている。ただし、関係会社でない第三者に対

間の生産量の日量平均に基づき600万ドルまで累進的に

して権益を売却または譲渡する場合には、MOGEから

増額）
。オフショア鉱区については、初回分生産ボーナ

事前に書面による同意を得る必要がある（MOGEは正

ス100万ドルを開発計画の認可時に支払う（90日間の生

当な理由なく同意を拒否できない）
。

産量の日量平均に基づき累進的に1000万ドルまで増額）
。

ミャンマー財務省通知第121／2006号に基づき、石

生産ボーナスはコスト・リカバリーの対象外だが、後述

油・ガス部門における資本的資産（PSCの参加持ち分を

する所得税控除の対象とすることは可能である。

含む）の売却についてはキャピタルゲイン税が課される。

（5） コスト・リカバリー
コントラクターは所定の範囲内で、石油生産コストを

税率は、１億ドルまでの純益については40％、１億ド
ルから１億5000万ドルまでの純益については45％およ

回収できる。回収可能なコストの上限は、四半期ごとの

び１億5000万ドルを超える純益については50％である。

「Available Petroleum」のうち、オンショア鉱区は

キャピタルゲイン税は、権益持ち分の直接売却から生じ

40％、標準的なオフショア鉱区は50％（水深600フィー

たキャピタルゲインのみならず、PSCのコントラクター

ト以上は60％、2000フィート以上は70％）である。

の株式売却による間接的権益持分の譲渡から生じたキャ

（6） 利益配分
ロイヤルティ支払いやコスト・リカバリーの後に残っ

ピタルゲインについても課される点、注意が必要である。
また、ファームイン、ファームアウトを検討する際、

た「Available Petroleum」は、四半期ベースの生産量

ほかのプロジェクト関連契約書など（コントラクター・

（日量平均）から算出した割合に応じて、MOGEとコン

コンソーシアムの個々のメンバーとの共同操業協定など）

トラクターの間で分配する。MOGEとコントラクター

における譲渡制限についても確認・遵守が必要である。

の配分割合は55％対45％から90％対10％までと幅があ
り、生産量（日量平均）
、水深および生産物が石油かガ

5． PSCについてのその他主要点

スかによって異なる。
（7） 所得税
ミャンマーにおける所得税法上、コントラクターは、

（1） MOGEのバックイン権利
最新のPSC標準契約条件では、石油・ガスに関する商

純課税所得を確定する際に、同法の規定する「収益」を

業規模の鉱区が発見された場合、MOGEは、それまで

得るために合法的かつ合理的に発生した経費を控除する

コントラクターが負担した開発費を支払ったうえで、コ

ことができる。これには石油事業の資金調達にかかる利

ントラクターのPSC上の権益に後から参加する権利を有

息（コスト・リカバリーの対象外のものに限る）
、コン

する。

トラクターが支払ったデータフィーおよび各種ボーナス
が含まれる。
これまで外国投資法または1914年ミャンマー会社法
（Myanmar Companies Act）に基づく企業の所得税率
は、1974年所得税法（Income Tax Law）および関連
諸規則に則り、30％であったが、本年３月15日、ミャ

①オンショア鉱区PSC：15％、オプションで上限
25％
②オフショア鉱区PSC：上限20％、埋蔵量が５Tcf以
上の場合は上限25％
（2） 国内供給義務
最新のPSC標準契約条件では、コントラクターは、生
2012.7
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産物のうち自己の取り分から石油は20％まで、ガスは

マー国内における執行の可否がある。ミャンマーは近々

25％までを上限に、国内市場向けとして、公正な市場

ニューヨーク条約（外国仲裁判断の承認および執行に関

価格から10％割り引いた価格でMOGEに供給する義務

する条約、1959年）を締約するとみられてはいるが、

を負う。ミャンマー政府が、上限以上の石油またはガス

現時点では締約国ではない。ミャンマーがニューヨーク

を求める場合には、超過分について価格の割引はない。

条約の締約国にならない限り、ミャンマーにおける外国

従前よりミャンマーはタイに天然ガスを輸出している

仲裁判断の執行は難しいと考えられる。

（1998年〜Yetagunオフショア鉱区、2000年〜Yadana
オフショア鉱区）
。現在、Shweプロジェクト（概要後
述）とZawtikaプロジェクトが、それぞれ中国とタイへ
のガス輸出のために開発中である。しかしながら、エネ

6． ケーススタディ：
Shwe国際ガスパイプライン・
プロジェクト

ルギー省エネルギー計画局の３月の発表では、Zawtika
プロジェクト後の国内供給の不足が見込まれていること
から、新規ガス田は、国内使用のために開発せざるを得
ないということである。外国投資家にとっては残念なニ
ュースかもしれないが、国内でのガス販売契約による価
格が、想定される輸出価格より実質的に不利でなければ、
国内供給を前提としたガス田開発への投資が輸出目的の
それと比べ必ずしも不利になるとは限らない。
（3） 準拠法
PSCの準拠法はミャンマー法となる。ミャンマーの法
制度は複雑かつ旧態依然としたものであるため、当事務
所では、ミャンマー政府との契約の準拠法には、可能な
限りイギリス法などミャンマー法以外の法律を選択する
ように勧めている。PSCの場合、準拠法の選択は不可能
だが、最近のPSCでは、仲裁においては仲裁人が裁定を
下す際、ミャンマー法の規定が十分でない場合、
「国際
法の原則」および「国際的な石油・ガス産業の慣行」を
考慮しなければならないとする規定を含めるのが一般的

出所：アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所

になっている。投資家にとってこうした規定を取り入れ
ることはいくらかの安心材料にはなるものの、
「国際法」

（1） 概 要

および「国際的な石油・ガス産業の慣行」という文言に

Shweプロジェクトは、クロスボーダーのガスパイプ

は明確な定義がないため、仲裁人により異なった解釈が

ライン・プロジェクトである。当初、Shweのガス輸出

されるおそれもある。

ではインド向け、そして韓国および日本への液化天然ガ

（4） 紛争解決
オンショア鉱区に関する最新のPSC標準契約条件は、

ス（LNG）輸出などが検討されたが、最終的には20％
を国内向けとし、それ以外の全生産量を中国に輸出する

1944年仲裁法（Arbitration Act）に従ってミャンマー

と決定した。2013年５月の輸出開始が予定されている。

国内での仲裁の実施を義務づけている。ミャンマーの法

プロジェクトの構成要素は以下の３点である。

制度全体がそうであるように、同仲裁法もまた旧態依然
としたものであるため、ミャンマー国外での国際仲裁が

①ガス田開発（ベンガル湾沖A-１鉱区、A-３鉱区の
Shwe、Shwe Phyu、Myaガス田）

望ましく、これを強く主張するべきである。オフショア

②オフショアパイプライン（ガス田洋上プラットフォ

鉱区に関する最新のPSC標準契約条件は、国連国際商取

ームからRakhine（Arakan）州Ramree島までの

引法委員会（UNCITRAL）仲裁規則による国際仲裁に

全長110km）

ついて定めており、この点はオンショアのそれと比べ外
国投資家にとっては有利な条項となっている。
国際仲裁で考えられる問題としては仲裁判断のミャン
10
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③オンショアパイプライン（Ramree島から中国国境
までの全長793km）
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図

プロジェクト概要

国内PL接続
（国内ガス・オフテイク）

ガス田
・Shwe
・Shwe Phyu
・Mya

オンショアパイプライン

オフショアパイプライン

開発生産事業者
（PSCコントラクター）

ミャンマー・中国
国境

オンショア
ガス輸送会社

オフショア
ガス輸送JV

中国基幹PL接続
（輸出ガス・
オフテイク）

出所：アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所

オンショアパイプラインにはMOGEが国内供給用に

（特定目的会社）のSouth-East Asia Gas Pipeline Com-

接続する国内パイプラインのオフテイクポイントが設置

pany Limited（SEAGP）が所有・運営している。同

される。この国内パイプラインと中国側基幹パイプライ

社株式の過半数はCNPC-South-East Asia Pipeline

ンは当該プロジェクトの対象外となる。

Company Limited（50.9％）が所有し、残りの49.1％
をPSCのコントラクターが所有している。CNUOCと

上図は、３つの構成要素を示したプロジェクトの基本
ストラクチャーである。

MOGEは、２件のガス輸送契約に従い、オンショアパ
イプラインを経由したガス輸送の対価としてSEAGPに
輸送料を支払う。

（2） ガス田開発

（6） 支払代理人

PSCのコントラクターは、韓国の大宇インターナショ

ガス売買契約およびガス輸送契約に基づく複雑な対価

ナル（Daewoo International Corporation）
（51％）
、

等支払いフローは、支払代理人契約およびあらかじめ合

イ ン ド の ONGC Videsh Limited（ 17％ ）、 GAIL

意したガス収益配分手続に従いミャンマー国外の支払代

（India）Limited（8.5％）
、韓国ガス公社（Korea Gas
Corporation）（8.5％）およびMOGE（15％）

注５

理人により管理される。

で

ある。

注５：MOGEは2010年７月にバックイン権を行使し、15％の権益を取得
した。

（3） オフショアパイプライン
オフショアパイプラインの所有者はPSCと同じコント
ラクターの出資比率で構成された非法人型合弁事業

最後に

（unincorporated joint venture）である。PSCのコン
トラクターは、ガス輸送契約に従い、オフショアパイプ

前述のとおり、これからの数年は、ミャンマーの石

ラインを経由したガス輸送の対価として、オフショアパ

油・ガス産業の発展において興味深い時期になると思わ

イプラインの合弁事業者に輸送料を支払う。

れる。ミャンマーにおける政治、経済および法律の状況

（4） オフテイク
PSCのコントラクターは、中国総合石油有限公司

はめまぐるしく変化しており、投資を検討する外国投資
家は、当地での新たなビジネスチャンスを最大限生かす

（CNUOC：China National United Oil Corporation）

ためにも、こうした変化を継続的にフォローしていく必

と30年間のガス輸出売買契約を締結しており、これに

要がある。当事務所においても、新鉱区の入札や既存鉱

従ってガスをCNUOCに供給予定。また、国内供給分と

区へのファームインを計画する日本の顧客からの問い合

して、MOGEと締結した30年間の国内ガス売買契約に

わせが多く寄せられている。こうしたなか、本年後半に

従い、MOGEにガスを供給予定。

発表されるとみられるオンショアおよびオフショアの入

（5） オンショアパイプライン

札には、外国投資家から大きな関心が寄せられている。

オンショアパイプラインは、香港に設立されたSPC
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