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　今年2019年はロシア・Gazpromが進める3大国際天然ガスパイプラインプロジェクトが稼働を開始
する節目の年となる。3大プロジェクトとは、ドイツ向けのNord Stream 2、トルコ向けのTurk 
Streamおよび中国向けのPower of Siberia・「シベリアの力」であり（図1）、総事業費で1,000億ドル超（約
11兆円）、これらプロジェクトの総供給容量（124.5BCM）は天然ガス需要で世界6位の日本の年間需要
量（115.7BCM）を凌駕する規模となる。
　これらプロジェクトの実現に向け、ロシアは供給予定3カ国との連携に腐心してきた。昨年8月には、
プーチン大統領が、翌月のNord Stream 2着工を目前にドイツを訪問、メルケル首相と首脳会談を行っ
た。会談前の共同記者会見では、「同プロジェクトは増加を続ける欧州のガス需要に対して供給ルート
の多角化によりリスクを低減させることができる純然たる経済プロジェクトであり、ウクライナ経由で
のガス供給の継続の可能性を奪うものではない」と指摘している＊1。また、昨年11月にイスタンブール
で行われた TurkStreamの黒海海底部分の建設完了式典には、プーチン大統領とトルコのエルドアン大
統領が出席し＊2、さらに今年4月には、プーチン大統領はエルドアン大統領とモスクワで会談を行い、

「TurkStreamはトルコの揚陸ターミナルが完成すればいつでも稼働可能。第1ラインは2018年5月に
敷設を完了し、第2ラインを2019年内に完了する見込みであり、2019年末までに稼働開始するという
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図1 Gazprom が推進する 2019 年稼働開始予定の 3 大国際天然ガスパイプラインプロジェクト

出所：筆者取りまとめ
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当初の計画を再確認した」とトルコに対して計画どおりのロシア産ガス受け入れを促すような発言を行っ
ている＊3。「シベリアの力」についても、この4月、北京で開催された第2回一帯一路国際協力フォーラム
に参加したプーチン大統領は、習近平国家主席との会談の総括の際に、「中国は今年末に稼働開始し、供
給される天然ガスの供給量を増やす可能性について検討するよう要請している」と述べるとともに＊4、マ
ルチ会合でのラウンドテーブルでは、「シベリアの力」に加え、ユーラシアの西方で年内に完成するNord 
Stream 2およびTurkStreamを引き合いに一帯一路における協力分野の推進として、ロシアは天然ガスパ
イプラインの越境ネットワークの拡大に積極的に取り組んでいることを宣伝した＊5。
　ユーラシア大陸の西方（Nord Stream 2）、西南方（TurkStream）、東方（「シベリアの力」）が既存のロシ
ア・Gazpromの天然ガス輸送インフラに加わると、同社の現在のパイプライン（PL）輸出能力は1.5倍に増
加（257→344BCM）し、更にロシア産LNG（S-2およびヤマル）を加えると、420BCMに拡大することにな
る（これは現在の欧州需要の8割をカバーする規模に当たる）。2019年、北京でプーチン大統領が上記述
べたように、ロシアはエネルギーの一帯一路をロシア的観点から実現する年を目指しているともいえるだ
ろう。
　他方、ロシアがこれだけの巨費を投じて、東西全方位で供給ルートの多様化をまさに今大規模に実現し
ようとしているその背景には何があるのか、なぜ稼働開始に2019年という年が選ばれたのか、改めて考
えることはロシアが今抱える課題と戦略を理解する上で示唆を与えてくれる。
　端的にいえば、ロシアが供給ルートを多様化する背景には、市場シェア低下に歯止めをかけたいという
切実な実情と、高油価時代に自国産ガス輸出を優先したロシア、その結果、ロシアを迂回する中国・欧州
向け輸出ルートが立ち上がりつつあるのを、追いかけ、阻止しようという目的がある。ロシアにとって、
天然ガスの供給国が増えるなか、限られた市場でありソ連時代から外貨獲得の柱となってきたドル箱の欧

写 供給相手国との首脳会談

出所：ロシア政府サイトより

プーチン大統領とメルケル首相
ベルリン郊外のメセベルクにて / 2018 年 8 月 18 日

プーチン大統領とエルドアン大統領
イスタンブールにて / 2018 年 11 月 19 日

プーチン大統領とエルドアン大統領
モスクワにて / 2019 年 4 月 8 日

プーチン大統領と習近平国家主席
北京にて / 2019 年 4 月 26 日
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1.  市場競争者増加と迂回ルート構築を背景に世界市場シェアを減少させてきた
ロシア

　ロシアは将来的に減退する西シベリアの既存ガス田を
引き継ぎ、欧州への安定供給を確保するべく北極圏に位
置する西シベリア北方のヤマル半島およびギダン半島を
開発する計画（輸送パイプラインおよびLNGプロジェク
ト）を「包括的ヤマル半島開発計画」＊7として、また、中
国市場を中心にアジア太平洋諸国への潜在的な天然ガス
輸出を考慮に入れた東シベリアおよび極東における統合
的なガス生産・輸送・供給システムの発展プログラムで

ある「東方ガス化プログラム」＊8を通して、既存の欧州
市場の維持と限定的な欧州市場の代替、新規市場の販路
拡大を目指してきた。奇しくも両計画とも2007年に採
択されているが、2007年とは原油価格が最高値を付け
る直前にあたり、ロシアが油価高騰の恩恵を享受してい
た時期に重なるとともに、2006年および2009年に発
生したウクライナ天然ガス供給途絶問題が深刻化し、欧
州のロシア離れが加速した時期でもある。実際、欧州市

州を死守するという大きな命題がそこにある。その背景には2006年に発生し2009年に再燃した、
2014年のクリミア併合の遠因ともなったといえるウクライナ天然ガス供給途絶問題＊6、そしてそれに
起因する欧州のロシア産ガス離れがある。さらに欧米による対露制裁（欧米制裁）と新たな欧州向け
シェールLNG輸出をもくろむ米国がロシアの前に立ちはだかる。また、2007年の東方ガス化プログラ
ム採択後、東方シフトを進めるロシアの狙いは中国市場であったのは明らかだが、巨大市場として自国
の需要を満たすべく供給源確保と多様化を着実に進め、ロシア産ガスを買い叩ける立場に成長した中国
はロシアにとって生やさしい交渉相手ではない。
　本稿では、ソ連解体から現在までの経緯を振り返りながら、あたかも資源とパイプラインを通じた「グ
レートゲーム」が繰り広げられているロシアおよび中央アジア産ガスの供給ルートの発展に焦点を置き、
現在ロシアが進める3大国際天然ガスパイプラインプロジェクトが包含する課題を明らかにすることを
目的とする。

図2 ロシアの天然ガス生産量、輸出量および世界シェアの推移

出所：BP 統計 2019 から筆者取りまとめ
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場ではそれ以前から北海・アフリカ・中東（そして将来
的にはシェール革命による米国）からの天然ガス輸入増
加によってロシアの天然ガス供給シェアが侵食され続け
ており、更には欧州が支持する天然ガスパイプライン計
画（Nabuccoパイプライン。現在はTANAPおよびTAP
計画として実現される見込み。3.（3）にて詳述）による中
央アジア産ガスのロシア迂回ルートが実現する運びとな
り、ロシアの天然ガス供給者としての地位が揺らぎ始め
ている。図2はその状況を如実に示すグラフだが、確か
に輸出量では近年ロシアの欧州向け天然ガス輸出量は増
加傾向を示し、2018年は更に記録を増加更新したが＊9、
天然ガスの世界シェアという意味では1990年（30.8%）
をピークに右肩下がりで市場シェアを減少させてきたこ
とが分かる。現在、環境負荷の低い天然ガスへ石油・石
炭からのシフトが進み市場は拡大傾向にあるにもかかわ
らず、世界最大の天然ガス埋蔵量を誇るロシアは本当で
あればもっと輸出量を増やし、市場シェアを拡大できて
きたはずが、原油と異なりそれほど偏在していない天然
ガスを生産・輸出する他の供給国増加による競争に晒さ
れた結果、このような市場シェアの減少につながってき
たと考えられる。
　その市場シェア減少の歯止めとなることが期待されて
いるのが中国市場である。確かに2013年のヤヌコー
ヴィッチ前ウクライナ大統領による欧州連合との政治・
自由貿易協定（いわゆるAA協定＊10）調印見送り＊11から
始まるウクライナ危機が、2014年2月のウクライナ騒乱、
3月のロシアによるクリミア併合、そして同月から始ま
り現在に至る欧米制裁を生み出し、ロシアの欧州離れや
東方シフトを加速させる要因となったが、実際にはロシ
アの東方シフトへの動きは制裁よりもずっと前から進め
られてきた。原油については2004年にロシア・ユーコ

ス社の構想であった対中原油輸出ルートの確立を
Transneftが東シベリア・太平洋（ESPO）原油パイプラ
インという形で進めることが決定され、前述のとおり、
天然ガスについては、2007年に「東方ガス化プログラム」
を政府が承認し、極東地域での天然ガス生産、供給を進
めるとともに、中国・アジア太平洋市場への輸出も模索
し始めた。2009年にはサハリン-2 LNGプロジェクト
液化プラントおよびESPO原油パイプライン稼働によっ
てロシアによる北東アジアへの大規模なエネルギーフ
ローとして結実し、さらに2013年にはRosneftが中国
の国営石油会社CNPCと「2,700億ドル」に及ぶ長期原油
供給契約を、2014年にはGazpromが8年越しの交渉を
経て ｢4,000億ドル｣ 規模の長期天然ガス供給契約を締結
し、現在なお拡大基調にある。
　このように見てくると、ロシアが現在進める行動基盤
には次の確たる方向性があることが分かる。すなわち、
ドル箱の既存欧州市場の縮小をいかに止め、維持するか。
そして、その代替としての新規アジア太平洋市場の開拓

（東方シフト）。この柱を縦軸として、横軸に西シベリア
北方ヤマル・ギダン半島における新規上流開発、新規供
給ルート（パイプライン、液化天然ガス（LNG）および北
極海航路）による輸出およびロシアを迂回する中央アジ
ア諸国からのルート阻止を据えて資源戦略が練られてい
る。本稿のテーマであるドイツ向けNord Stream 2やイ
タリア向けの南ルートであるSouth Stream（2014年末
にルートが変更されTurkStreamヘ）、そして中国向け
の「シベリアの力」はその戦略が具現化したものであり、
近年巷間を賑わす北極海航路の活用を前提とした欧州・
アジア双方の市場をターゲットとするヤマルLNG・アル
クチクLNG-2両プロジェクト推進によるLNG輸出ルート
の構築もまたその戦略ツールのひとつといえるだろう。

2.  資源価格高騰を背景に新規パイプライン計画が次々に立ち上がる  
：21世紀のグレートゲーム

　これら国際パイプラインという大規模インフラの構築
には当然ながら莫大なコストと経済性（投資回収）を必要
とする。その実現の大きな後押しとなったのは21世紀
に入って始まった原油価格（それにリンクするガス価格）
の高騰である。しかし、それはロシアだけが享受するこ
とができるものではなく、ロシア以外の産油国・産ガス
国におけるプロジェクトの実現を可能とし、ロシアを迂

回するルートの構築にも寄与してきた。図3は原油価格
の推移にロシアおよび中央アジアから欧州および中国に
向けて計画され、実現（または競争のなかでキャンセル）
となった原油・天然ガスパイプライン計画をプロットし
たものである。また、下段にはそれらに大きく影響を与
えたと考えられる国際情勢を記載した。
　原油価格の上昇を受けて、さまざまなパイプライン計
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画が将来的利益を見越し、雨後の筍のように立ち上がっ
てきたのが分かる。2008年から2009年にかけて発生
したリーマン・ショックと原油価格暴落によって一時下
火になるも、その後の油価レベルの回復に加え、中国市
場への進出を目指すロシアを中心に新規パイプライン計
画が現在なお立ち上がっている。この20年の流れを、リー
マン・ショックを境に大きく前半と後半に分けることも
可能だろう。前半は各プロジェクト（供給サイド）が我先
にプロジェクトを実現しようとし、それに呼応する形で、
需要サイドである欧州・中国もそれら供給ソースへ進出
した結果、ロシア迂回ルートが構築された時期である。
後半はそれらプロジェクトが実現し、ロシア迂回ルート
が構築されたことに対し、ロシアが更なる迂回ルートの
立ち上がりを追いかけ、阻止し、追加市場シェアを獲得
しようとしている現下の状況である（それが正に本稿で
扱う3大国際天然ガスパイプラインプロジェクト＜Nord 
Stream 2、TurkStreamおよび「シベリアの力」＞である）。
　19世紀、中央アジア・アフガニスタンの覇権をめぐ
るイギリスとロシアの敵対関係・戦略的抗争・情報戦と
両者の攻防をチェス盤上のゲームに喩え「グレートゲー
ム」と表現したが＊12、21世紀ではロシア・中央アジア
資源をめぐり、供給サイドの欧州・中国市場争奪戦（ロ
シア対中央アジア）と需要サイド（欧州・中国）の供給ソー
スへの進出およびロシア迂回ルートの構築、対してロシ
アによるそれら迂回ルートの阻止という重層的な「21世

紀のグレートゲーム」が進行しているといえるのではな
いだろうか。
　このように前半・後半で分けると、ロシアはパイプラ
イン計画実現の流れのなかで、競争に乗り遅れた感があ
る。それは図4に示すとおり、現在の原油・天然ガスパ
イプラインルートについて実現したものを実線、計画中
のものを破線で示すと一目瞭然で、中央アジアからの
ルートが構築された後にロシアが東西大市場へ新たな
ルート計画を持ちかけており、そこには焦燥感すら感じ
られる。
　天然ガスに関して、このロシアが乗り遅れている原因、
焦燥感で追いかけ阻止しようとしている背景を考えると
き、重要なのは、これまでも触れてきた2006年および
2009年に発生したウクライナ天然ガス供給途絶問題で
あることに注目しなければならない。従来、ウクライナ
へ供給される天然ガスはトルクメニスタンで生産された
ガスが仲介業者（ロスウクルエネルゴ等）を介在する形で
ロシアを経由して輸出されてきた。2006年のウクライ
ナ天然ガス供給途絶問題を受けて、それら仲介業者に対
してウクライナのティモシェンコ首相（当時）が契約の不
透明性を理由に、また腐敗防止の政治キャンペーンの槍
玉として廃止を提案し、ロシアのメドヴェージェフ大統
領（当時）と同調した結果、業者の介在はなくなり、トル
クメニスタンの天然ガスはGazpromへ直接販売される
こととなった（これによってウクライナのガス供給はロ

図3 価格高騰を背景に勃興してきた欧州・中国向け原油・天然ガスパイプライン計画

出所：各社・各プロジェクト情報から筆者取りまとめ
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シアが名実ともに一手に握ることになり、2009年のガ
ス供給途絶問題再燃へとつながっていく）。その後、
Gazpromは2008年のリーマン・ショックを受けて需要
が減少する欧州市場に対してトルクメニスタン産ガスの
購入を控えるようになった（年間42.0BCMから9.7BCM
へと4分の1に低下）。自国のガス輸出を優先するのは当
然の国益ではあるが、これがトルクメニスタンの中国傾
倒を高めたことは間違いない。トルクメニスタンは中国
との間で2006年に天然ガスパイプラインの建設に合意

し、2009年には稼働を開始している。内陸国であり、
輸送ルートが巨大ガス資源国であるロシア（天然ガス確
認埋蔵量で世界第1位/BP統計2019）およびイラン（同
第2位）と限られるなか、中国（CNPC）に対し外資が排除
されていた陸上鉱区バクチャールィクへ破格の条件（生
産物分与）で参画を認め、巨額融資によりパイプライン
を建設させ、ロシア迂回ルートの構築と対露レバレッジ
を獲得したトルクメニスタンだが、結果として中国が資
金提供し、天然ガスを生産し、輸送し、販売し、買い取

図4 21世紀のグレートゲーム
（供給サイド（ロシア VS 中央アジア）、需要サイドの供給ソースへの進出とロシア迂回ルート構築）

※緑字は原油パイプラインを、ピンク字は天然ガスパイプラインを示す。
出所：IEA-WEO 2018、各プロジェクト情報から筆者取りまとめ（挿絵は Wikipedia Public Dmain より）
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るというスキームを飲んだことは資源国にあっては国益
という観点からは評価が分かれるところだろう。ロシア
は油価低迷を受けて自国産ガスを優先した結果として、
これまで裏庭だった中央アジア（トルクメニスタンだけで
なく、パイプラインが経由し、生産ガスも供給可能なウ
ズベキスタンおよびカザフスタン。将来的には追加パイ
プラインの計画が進むタジキスタンおよびキルギス）か
ら中国への迂回ルート構築を許し、「シベリアの力」に対
する強力な競争相手を作り、しかも先行されてしまった
のである＊13。
　市場および生産見通しについての情報もこの「ゲーム」
の行く末を占う上で重要である（図5）。IEAはこれまで
欧州市場について若干の天然ガス需要増加傾向という見
通しを発表してきたが、2018年11月に発表されたIEA

の世界エネルギー見通し（IEA-WEO 2018）では、欧州
天然ガス需要は2040年には2017年比で15%の需要減
であると見込んでいる。他方、中国については需要旺盛
という見通しは変わらず、2040年には2017年比で2.9
倍の需要増加を見込む。他方、中国の国内生産量も同様
に右肩上がりで上昇することを見通しており、2040年
時点で需要の約半分は国内生産によって賄うことが可能
となっている。
　ロシア・中央アジアが争奪戦を繰り広げる欧州・中国
市場であるが、ロシアには、欧州では縮小する市場の中
でのシェア争いのせめぎ合いが、中央アジアでは中国が
支配するロシア迂回ルートを追いかけ、自国産ガス、
LNG輸入も加速する中国では、熾烈な価格競争が待ち
構えていることが予想される。

3. 成長限られるもドル箱欧州市場を確保するべく供給ルート多様化を推進

　これまでの背景と経緯をおさえた上で、ロシアが推進
する（せざるを得ない）3大国際天然ガスパイプライン
プロジェクトのそれぞれの特徴について掘り下げてみよ
う。その前に奇妙な数字の一致をご紹介したい。

　図6はロシアの西シベリアから欧州まで延びる
Gazpromの欧州向け天然ガスパイプライン図とそれぞ
れ通過国のパイプライン輸送能力をまとめたものであ
る。まず一目でウクライナ経由のガス輸送能力が他国を

図6 Gazprom の欧州向けパイプライン網と天然ガス通過国および容量（既存および計画）

出所：Naftogaz-Europe 資料および Gazprom 資料から筆者取りまとめ
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凌駕する大動脈、つまりロシアにとってドル箱の欧州市
場を確保していく上で死活的なルートである（あった）こ
とが分かる。その輸送能力は142BCMに上り、過去最
大のロシア産ガスの輸出量を記録した2018年ベースで
も輸出量（200.8BCM）の内、ウクライナはその43%

（87BCM）をトランジットしている（他方、稼働率は61%
に下がっている）。しかし、前述してきたウクライナ天
然ガス供給途絶問題を経て、ロシアは2011年にドイツ
向けにNord Stream（55BCM）を実現し、Nord Stream 
2（55BCM）およびトルコ向け（将来的にはイタリア・オー
ストリアへ延伸）にTurkStream（31.5BCM）を建設中で
ある。これら3つのパイプライン輸送能力の積算は現在
のウクライナのガスパイプライン輸送能力とほぼ同じ
141.5BCM（≒142）になる。つまり、ロシアは正にウク
ライナ代替ルートを実現するべく、NordおよびTurk両

パイプラインを推進していることが分かる。実際、図7
のとおり、すでに最初のNord Streamの稼働（2011年）
によってウクライナ経由のトランジット量が減少したこ
とが分かる。ただ、ロシアは最終的にこのソ連時代に建
設された巨大アセットを潰すということを考えているわ
けではないだろう。ウクライナを欧州との間にあって、
NATOの東方シフトに対抗する緩衝地帯として維持・
取り込むため、ウクライナにとっても重要な天然ガス
ソース提供およびトランジット料をちらつかせつつ、今
年5月にウクライナ新大統領に就任したゼレンスキー政
権の出方を見ながら、交渉ポジションを高めようとして
いるというのがロシアの戦略であると考えられる。
　他方、繰り返しとなるが、欧州ガス市場の成長は限ら
れているというのが現在の見通しであり、ロシアが獲得
できる市場シェアも限定的となるだろう。確かに2000

図7 ウクライナ・ガストランジット量の推移

出所：Naftogaz-Europe 資料筆者取りまとめ

〈ロシア産ガスの欧州向け輸出量推移〉 〈欧州の需要見通し〉
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年時点のロシアの市場シェアは26.8%であった一方、
2017年には39.9%と増大しているが（図8）、すでにピー
クアウトした欧州需要のなかで中東や米国のシェール
LNG、北アフリカ・地中海そして中央アジアからの新
規天然ガス供給計画に主に契約条件（価格）で対抗してい
くこととなる。

（1） Nord Stream 2 ～ウクライナ天然ガス供給途絶

問題から加速したNord Stream：Gazpromの

上中下流一貫戦略の体現～

　Nord StreamおよびNord Stream 2に関する諸元を図
9のとおりまとめる。最初の露独直通のガスパイプライ
ンとなったNord Streamは2005年に両国で建設に合意
し、2011年に完成、稼働を開始した。これが稼働した
当時もウクライナ天然ガス供給途絶問題から欧州（特に
東欧諸国）でのロシア産ガス離れが進み、最終的にいわ
ゆる「第3次エネルギーパッケージ（生産者および輸送者
の分離を義務づけるものであり、つまり、暗に独占企業
体であるガスプロムを対象とするもの）」の採択として決
定的なものとなった時期にあたる＊14。また、ウクライ
ナ同様、トランジットシェアへの影響からロシアからの
既存パイプライン（ヤマル～ヨーロッパ/年間輸送容量
33BCM）を有するポーランドを中心に反発が発生した結
果、Nord Streamはドイツ国内の接続先パイプラインで
あるOPAL＊15への供給量を制限される（Nord Streamに

出資するGazpromシェア分を許可せず。最終的に2017
年に承認）等の問題も生じたが、ロシアはこれら障害を
乗り越えてきた＊16。
　Nord Stream 2は2015年6月に建設合意し、昨年9月
から建設が開始され、現時点で約半分のパイプライン敷
設が完了している。最初のNord Streamとの大きな違
いはパイプライン事業企業にNord Streamはドイツ企
業を中心にガスの需要家（E.ON、BASF、Gasunieおよ
びENGIE）が出資しているのに対し、Nord Stream 2で
はGazpromが100%すべてを出資している点である。
2015年の建設合意当初はShell、E.ON、OMV、および
ENGIEがパイプライン事業会社に出資することが想定さ
れていたが、時折しも欧米制裁発動の翌年にあたり、厳
密にいえば当時も含め現在に至るまでGazpromやNord 
Stream 2自体は欧州の制裁対象ではないものの＊17、欧
州企業の出資に対して再度ポーランドからの強い反発を
受けて、最終的に出資ではなく、プロジェクト総事業費

（95億EUR）の内、これらの欧州企業が50%を融資する
契約を締結している。
　このNord StreamおよびNord Stream 2にガス供給者
だけでなく需要者が資金提供を行っている点は後述の
TurkStreamおよび「シベリアの力」とは異なる点であ
り、国際パイプラインを敷設し係争なく操業を行ってい
く上で不可欠な供給と需要の保障を確保しているという
意味で重要である。国際パイプラインは建設された資産

図9 Nord Stream および Nord Stream 2 の上下流を含めた諸元

出所：各社・プロジェクト情報から筆者取りまとめ。写真：Gazprom サイトより。
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が、転売が困難で取引が限定的であるという特殊性を有
し、それに伴う契約は将来発生する事象を完全に記載す
ることはできない「不完備契約」とならざるを得ない＊18。
その結果、パイプライン完成後は供給者よりも需要者の
立場の方が強くなるという現象が起こる場合がある。そ
の解決策として、供給者および需要者（パイプライン利
用者）双方がインフラ建設に投融資し、供給保証・需要
保証を確保することが有効であるが、TurkStreamおよ
び「シベリアの力」ではNord Streamのようなスキーム
は採用されず、Gazpromがパイプラインを建設した後
には需要サイドであるトルコ（BOTAŞ）および中国

（CNPC）が不完備契約を盾にガス引き受け拒否・値下げ
交渉を言い出した場合には係争問題に発展し、その処理
が長期にわたる場合には、供給者であるGazpromがコ
スト回収を優先せざるを得ず、需要者の言い分を飲まざ
るを得ない状況に追い込まれるだろう＊19。
　Nord StreamおよびNord Stream 2ではGazpromの
今後の戦略が体現されている点も興味深い。それは上中
下流への参画による利益の最大化である。図9に水色の
網かけで示しているとおり、Gazpromはガス供給者で
ありながら、パイプライン事業会社の最大株主として、
また、ドイツでは接続する国内パイプライン（OPALお
よびNEL＊20）にも参画し、さらに国内ガス販売にも独
企業Wintershallと共同設立し（Wintershallはロシア上流
権 益 にも 参 画 ）、 そ の 後 Gazpromが 100%買 収 し た

WINGAS＊21を通じて乗り出している。これはガス生産
企業として需要地へのパイプラインインフラを有し、そ
の利益を追求していく上では当然の帰結ともいえるだろ
う。注目すべきは今後Gazpromが事業を行う際のビジ
ネスモデルを提示していることであり、TurkStreamで
も「シベリアの力」でもGazpromが望むのは下流ガス市
場への参画であることが推察される。また、例えば日露
天然ガスパイプライン構想が持ち上がる場合には＊22、
Gazpromが望むのは日本の下流市場・リテールへの参
画であり、また、日本側も同社が有する優良上流資産へ
アクセスできる可能性も生まれてくることも考えられる。

（2） 建設進むNord Stream 2に対して激化する欧米

の攻撃と背景

　今年に入り、EUおよび米国によるNord Stream 2への
攻撃が過熱している。まず、3月にはNord Stream 2が
通過する排他的経済水域の中で、承認を延期してきたデ
ンマークが、すでに出されている2つのルート案に加えて、
第3のルート案の提示をGazpromに対して求めた＊23。
すでに他の通過水域についてはフィンランドが2018年
4月に、スウェーデンが同年6月に承認を行っているこ
とを考えると、デンマークの反応は遅くかつ不自然であ
り、第3のルート案提出要請はNord Stream 2稼働開始
を遅延させることに目的があるのではないかと噂されて
いる。さらに4月に入り、欧州議会は昨年から協議が行

図10 建設進む Nord Stream 2 に対して激化する欧米の攻撃と背景

出所：筆者取りまとめ
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われていたガス指令修正案を通過。閣僚会議でも承認さ
れ、5月には加盟国での法制化段階へ移った。内容は生
産者および輸送者を分離すること（Unbundling）、パイ
プラインへの第三者アクセスおよび輸送タリフの透明性
を謳った第3次エネルギーパッケージを全パイプライン
に適用し、Gazprom（つまりNord Stream 2）を排除する
方向性を盛り込むものである。
　米国でもNord Stream 2を敵視する動きが継続してい
る。昨年7月には国務省が同パイプライン計画を「欧州、
特にウクライナに対する政治圧力の道具を提供することに
より欧州のエネルギー安全保障を弱体化する」と発言＊24。
トランプ大統領も「ベルリンはロシアの捕虜となってい
る」と述べたのに対し＊25、メルケル首相は「我々は独立
した独自の政治を行い、我々が独自の決定を下している」
と反論するに至った。最終的には同月16日にヘルシン
キで行われた米露首脳会談後の記者会見でトランプ大統
領は「ドイツが決定したこと。我々はLNGで競争する」
と述べ、Nord Stream 2はその後順調に建設が進められ
てきた。しかし、今年に入ってから米国議会に提出され
た対露制裁法案は40を超え、Nord Stream 2に対するも
のだけでもすでに5つに上っている。また、5月20日、ゼ
レンスキー新大統領就任後、キエフを訪問し会談を持った
米国のペリー・エネルギー長官は「米国はNord Stream 2
に対する制裁を計画している」と公言している＊26。
　欧米が足並みをそろえたように建設が進む Nord 
Stream 2を止めるまたは遅延させようとするこの背景
には何があるのか。まず共通しているのは、この5月に
ゼレンスキー新大統領が生まれたウクライナへの配慮だ

ろう。上記3. 冒頭で説明したようにNord Stream 2の
稼働はウクライナ経由のガストランジット量の低下・タ
リフ収入の減少を意味する。同パイプラインの稼働を遅
らせられれば、ロシアはその間ウクライナ経由でガス供
給を行う必要に迫られ、それがウクライナへタリフ収入

（ロシア産ガスとの相殺によるガス供給）をもたらす。ま
た、2019年という年は奇しくも2009年のウクライナ
天然ガス供給途絶問題後、ロシア・ウクライナが協議の
末合意した10年間のガス供給契約が満了するタイミン
グでもある。供給契約条件をめぐってはGazpromおよ
びNaftogazとの間で国際調停裁判所での係争が続いて
いるが、Nord Stream 2を遅らせることで、欧州への供
給義務を負うロシアがウクライナルートを使用せざるを
得ない状況を作り出し、ウクライナによるガス供給契約
交渉を有利に運ばせようという意図や欧州（特に東欧諸
国）にとっての対露フロントであり緩衝地帯であるウク
ライナを支援・バックアップしたいという欧州の思惑も
感じられる。
　米国の思惑は更に実利的であり、シェール革命で急増
する米国産LNGを巨大消費国であるドイツに売りつけ
たいという下心は明らかだ。5月14日には米国ルイジア
ナ州にてキャメロンLNG第1トレーンの建設完了式典
が開催され、出席したトランプ大統領は「この施設がフ
ル稼働すれば、最大で年間1,500万tのLNGを輸出する
こととなる。最大容量では、ドイツが2017年にロシア
から輸入した天然ガスの40%超を、またはEUが2018
年に輸入したLNGの25%を供給できる規模である」と述
べたが＊27、明らかにドイツひいては欧州をシェール
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LNGの新市場として開拓したいという意図を隠さない。
実際、2006年を境にシェール革命による天然ガス増産
基調が始まった米国については、エネルギー省エネル
ギー情報局（EIA）の最新の見通しでも、図11のとおり、
LNG輸 出 量 は 2050 年 ま で 長 期 に わ た っ て 年 間
143.6BCMを維持するという分析を行っており、本稿で
扱っている3大国際パイプラインプロジェクトの容量を
優に超え、ウクライナ経由でのロシア産ガスパイプライ
ン容量（142BCM）に近似の数量が米国から欧州・アジ
ア太平洋地域へ市場を求めて長期にわたって供給される
ことが見込まれている。

（3） TurkStream：真の目的はロシア産ガスと競合す

るTANAP・TAPの抑え込み

　そもそもTurkStreamは2007年にGazpromおよびイ
タリアEniが合意したSouth Streamがベースにあり、
その翌年には両社半々が出資する形でスイスに事業会社
が設立された。また、2009年5月の建設合意に至るま
でにイタリア、ギリシャ、バルカン半島の国々と政府間
協定も矢継ぎ早に締結している。ロシアがこのStream
を使って「南の守り」を進める理由は端的にアゼルバイ
ジャンの天然ガスが欧州へ流入するのをできるだけ阻止
する狙いがある。その最初のターゲットはオーストリア
OMVが2002年から進めていたNabuccoパイプライン（総

延長4,042km/年間輸送容量31BCM）だった。同プロジェ
クトは欧米政府のバックアップも受け、パートナーもハ
ンガリーのMOL、ブルガリアのBulgargaz、ルーマニ
アのTransgazそしてトルコのBOTAŞと増えて行った
が、最大の問題としてどこからガスを調達するのかとい
う点が明確にならないまま、パイプライン建設議論だけ
が先行し、最終的に主要供給ソースと目されていたアゼ
ルバイジャンのシャハ・デニースガス田（年間生産予定
16BCM）上流権者とアゼルバイジャンおよびトルコ両政
府が2011年にTANAP（Trans Anatolian Pipeline/総延
長1,850km）を発表してしまう。第2の供給源として
OMVからラブコールを受けていた（さらに、唯一、同
パイプラインの計画容量である31BCMを供給可能だっ
た）ロシアは、Nabuccoパイプラインに与する理由はな
く、計画は事実上頓挫することとなったのである＊29。
　そうなれば、次のロシアの標的はアゼルバイジャンの
天然ガスを欧州市場にもたらすTANAP、そしてイタリ
アへ連結する TAP（Trans Adriatic Pipeline/総延長
878km/年間輸送容量10 ～ 20BCMへ拡大）となる。
2014年12月、欧米制裁によりSouth Streamでは黒海
からの揚陸地であるブルガリアの態度が浮遊するのを理
由に、プーチン大統領は突如South Streamをトルコへ
揚陸し、トルコへの供給と南欧への接続を発表するとと
もに、稼働するBlue Stream（総延長1,213km/年間供給

図12 TurkStream の上下流を含めた諸元と欧州南回廊計画の変遷

出所：各社・プロジェクト情報から筆者取りまとめ
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容量16BCM）の供給価格値下げ（6%）とトルコのガス受
け入れ状況によっては更なるガス価格の値引きを提案
し、TANAPおよびTAPに対するジャブを放った＊30。
すでに 2018 年 6 月に稼働を開始した TANAPそして
2020年に稼働予定のTAPに対しては今後ロシアは価格
競争を挑み、確実にTurkStreamのシェアをTANAP・
TAPから奪い取り、確保していく戦略を進めていくだ
ろう。

（4） 「シベリアの力」：無視できない中国市場と求めら

れるレバレッジ。稼働後発生し得る事象（ガス価格

見直し）

　2014 年 5 月、 夜 明 け ま で か か っ た と い わ れ る
Gazpromと中国CNPCとの協議が終了し、翌日上海で「シ
ベリアの力」を通じて「史上最大」「4,000億ドル」に上る
露中長期天然ガス供給契約が調印された＊31。すでに述
べたとおり、中国は2009年にトルクメニスタンから極
めて有利な条件で天然ガスを調達することに成功してお
り（30BCM）、2013年からはミャンマーからパイプライ
ンガスの輸入が始まり（12BCM）、さらにLNG分野では
世界の上流プロジェクトに進出もしながら輸入量を急増
している他（輸入量は73BCMに上る）、IEAの見通しの
とおり、国内生産も今後堅調に増大していく見込みであ
る。それだけではない。中国は、Gazpromとの長期天
然ガス供給契約に合意する直前の 2014 年 1 月には
NOVATEKが進めるヤマルLNGプロジェクトに20%（シ
ルクロード基金を加えれば29.9%）参画し、今年4月には

CNPCおよびCNOOCとアルクチクLNG-2プロジェクト
に各10%ファームインすることで、ロシアにおけるガ
ス上流権益獲得を成就している。すなわち、中国はこの
長期供給契約に合意する前にロシアの天然ガスを買い叩
くべく、さまざまな供給ルートからの天然ガス調達を実
現しているだけでなく、同じロシア産のガスで上流にも
参画しながら、パイプラインで供給するGazpromとは
異なる会社（NOVATEK）かつLNGでの価格での比較が
可能なポジションに付けていることが分かる。
　2014 年 5 月、 欧 米 制 裁 で 孤 立 し 始 め た ロ シ ア

（Gazprom）がそんな中国と合意した条件はどのような
ものだったのか。双方の価格には当時100ドル/千CM
程度の開きがあったともいわれている。ロシアは国境渡
し価格はドイツも中国も同価の国際価格であると主張す
る一方、中国は、需要地は北京から華東地域を中心とし、
国内での長距離輸送が必要となることから華東地域・上
海を基準に露中国境までの輸送コストを差し引いたネッ
トバック価格を要望していたとされる。最終的にはなん
らかの「合意」に至ったわけだが、その内容はロシア側か
ら合意時点でいくつかの情報が出ているだけで、現時点
でも守秘対象として明らかにされていない。しかし、ま
ず、ロシアが希望していたNord Stream 2のような融資
契約による供給需要保証が得られず、ロシア国内の680
億ドルともいわれる建設費用はGazpromがすべて負担
して建設しているという事実や、中国側は供給ソースで
あるチャヤンダ・ガス田の上流権益をGazpromに要求
したが、Gazpromがトルクメニスタンの二の舞を避け

図13「シベリアの力」の上下流を含めた諸元と中国向け天然ガス供給ソース

出所：Gazprom 年次報告書等から筆者取りまとめ
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まとめ

　2019年、Nord Stream 2、TurkStream、「シベリア
の力」が稼働を開始することで、Gazpromの現在のパイ
プライン輸出能力は1.5倍に増加し、ロシア産LNG（S-2
およびヤマル）を加えると現在の欧州需要の8割をカバー
する規模に増加する（420BCM）。また、今年は2009年
のウクライナガス供給途絶問題後、Gazpromおよびウ
クライナ国営ガス会社Naftogazが合意した10年間の長
期供給契約が失効する（＝年間142BCMの代替を検討す
る）年でもあり、ウクライナではゼレンスキー新大統領
がロシアに対してどのような対応を取るのか、その対応
いかんによっては、ソ連時代からの大動脈であったウク

ライナ経由ガス輸送の代替が大幅に進み、結果、重要な
収入源を失う可能性に直面するウクライナは、対露交渉
で更に弱い立場に立たされる極めて重要な節目の年を迎
えようとしているといえるだろう。
　このように見てくると、現在ロシアが進める供給ルー
ト多様化の動きの萌芽は原油価格高騰を背景にしなが
ら、2006年および2009年に発生した、欧州のロシア
離れを加速したウクライナ天然ガス供給途絶問題がトリ
ガーとなり、大動脈であったウクライナルートを代替し、
欧州諸国を分断するべくドイツとNord Stream 2を、イ
タリア・オーストリアとTurkStream（South Stream）を

るべく跳ね返したという周辺情報に鑑みると、中露の長
期天然ガス供給契約は「不完備契約」となっている可能性
が高いと推察される。
　中国との間では2010年、ESPO原油パイプラインが
稼働を開始した際にも、大慶支線での国境引き渡し価格
とウラジオストク・コジミノ石油港での輸出価格が同額
であることに対して、RosneftとCNPCとの間で係争が
持ち上がり、最終的にRosneftは値引きに応じざるを得

なかったという前例がある。「シベリアの力」についても
今年12月1日に予定どおり稼働を開始したとしても、
中国は融資もしておらず、Gazpromだけが巨額の投資
回収を求められることになる契約形態である現状では、
CNPCが他ソースと比べてGazpromに対して値下げ圧
力を加えたり、最大38BCMの引き取り見直しを迫る可
能性はないとはいえないだろう。

図14「シベリアの力」の背景に、無視できない中国市場と求められるレバレッジ

出所：各社・プロジェクト情報から筆者取りまとめ（地図：Gazprom および NOVATEK より引用）
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進めてきたことが分かる。また、本稿ではパイプライン
による天然ガス輸出にフォーカスを当てているが、
NOVATEKがフランスと北極圏ヤマル半島およびギダ
ン半島で進めるヤマルLNGおよびアルクチクLNG-2プ
ロジェクトもGazpromの天然ガスパイプラインの届か
ない欧州諸国（英・仏・西）を取り込み、欧州市場シェア
を増加するべく進めていると考えれば、供給ルート多様
化の一環ととらえるべきものといえるだろう（図15）。
また、ウクライナ天然ガス供給途絶問題は直後の2010
年大統領選で親露派のヤヌコーヴィッチ大統領を誕生さ
せ、2013年11月の欧州連合との政治・自由貿易協定調
印見送りとそれに対する野党親欧州派の反発を生み、
2014年2月のウクライナ騒乱、そして同年3月のロシア
によるクリミア併合が現在に続く欧米制裁発動へとつな
がっていく。さらに欧米制裁がなければ、孤立するロシ
アの中国への歩み寄り、その象徴となった同年5月に8
年越しの交渉で合意に至った中露長期天然ガス供給契約
締結はなかったかもしれない。そう考えれば、ウクライ
ナ天然ガス供給途絶問題がいかにロシアの東西での地政
学的変化に影響を与える発端の事件であったことかを改
めて再認識せざるを得ない。
　ロシアが急速に供給ルートを多様化する背景には、①
ガス供給国の増加による市場シェア低下に歯止めをかけ
たい実情、②巨大市場・中国そしてアジア太平洋市場へ
の進出（東方シフト）、③高油価時代に中央アジア産ガス
を排除し、自国産ガス輸出を優先したロシア、その結果

ロシアを迂回する中国・欧州向け輸出ルートが立ち上が
りつつあるのを、追いかけ、阻止しようという3つの目
的がある。しかし、その間隙を衝いて、中国は中央アジ
アに入り込み、供給源多様化と資源獲得を目指し、中央
アジア最大のガス埋蔵量を有するトルクメニスタンを中
心に豊富な資金をバックに巨額融資を行い、上流権益獲
得、中流（パイプライン）オペレーションおよび販売を一
貫操業するスキームをすでに確立してしまっている。
GazpromもCNPCへ「シベリアの力」を通じて天然ガス
を販売するべく、欧米制裁発動直後の2014年に中露長
期天然ガス供給契約を締結したものの、中国はすでに中
央アジア産ガスの輸入を開始し、LNGターミナルを増
設しており、そのLNGターミナルにはCNPCが上流権
益を有するヤマルLNG（NOVATEK）からのカーゴも
入ってきている。同じロシア産ガスでの比較や、さまざ
まな供給源（中央アジア・ミャンマー・LNG・国内産）
と比較できる中国の立ち位置はロシアより強いのが現状
である。
　Gazpromが進めるこれらプロジェクトに共通するの
は国境までのパイプライン建設を同社が単独で行ってい
る点であるが、需要者から融資を得ているNord Stream 
2は別として、供給需要保証が不完全な「TurkStream」、

「シベリアの力」では、「不完備契約」を盾に2002年に
Blue Stream（トルコ）や2010年ESPO原油パイプライ
ン（中国）で生じたような、パイプライン稼働後、買主で
あるトルコおよび中国がロシアに対して既定容量のガス

図15 欧州各国のロシア産ガスへの依存度とロシアが進める市場確保・開拓のターゲット

出所：BP 統計より筆者取りまとめ
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買い取りに難色を示し、価格係争が発生する可能性もあ
るだろう。また、建設中のNord Stream 2に対して欧米
からの圧力が継続しており、その背後には、ウクライナ
経由のトランジットを確保することで、対露フロントラ
インに位置するウクライナを支援したい欧州の思惑と
シェールLNGを売りたいという米国の下心も垣間見え
る。パイプラインの稼働には今後EUとGazprom、独が
妥協点を見出せるか、そして、米国の内政動向による新
制裁発動の可能性がNord Stream 2が順調に稼働するか
どうかを左右する。
　19世紀、帝政ロシアと大英帝国で繰り広げられた中
央アジアの覇権闘争が、現在、石油天然ガス資源とその
価格高騰という新たな事象を取り込み、供給者（ロシア

と中央アジア）と需要者（欧州と中国）、供給者（ロシア）
と供給者（中央アジア）との間で、輸送インフラ構築とい
う領土（市場シェア）拡大を通じて重層的にせめぎ合って
いる。各プレイヤーが国益を優先するというドライビン
グフォースには古今変化はないが、「21世紀のグレート
ゲーム」は、さらに資源通過国（ウクライナ）を軸に米国
と欧州の干渉と、中国という無視できない巨大市場を背
景に成長するパワープレイヤーが加わり、複雑に変化し
続けている。果たしてその勝者にロシアがなり得るのか。
この10年、総事業費で1,000億ドル超もの巨費を投じ
実現しようとしている戦略の結果が出るのはもう間もな
くである。
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図16 ロシアの市場確保とルート多様化・EU への揺さぶり・中国の中央アジア進出

出所：筆者取りまとめ
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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、本稿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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