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　2019年9月27日、JOGMECは天然ガス・LNGのセキュリティおよびこれらのビジネスに精通した
専門家を招へいし、「ガスセキュリティ」をテーマとした国際セミナーを開催しました。
　昨今の世界のエネルギー市場は大きく変容しており、特にLNGをめぐっては、北米、ロシアなどの
大型LNG開発プロジェクトの進展、アジアを中心とした需要の拡大、ポートフォリオ・プレイヤーの
台頭といった新たな動きが出ています。現在、日本は世界最大のLNG輸入国であり、国内の発電需要
の約4割をLNGに頼っていますが、今後拡大していく世界のLNG市場の中でどのようにLNGを確保し
ていくのか、またLNG調達が多様化するなかで、ガスセキュリティをいかに担保するのかは非常に重
要なテーマとなっています。本テーマについて、今回これらの理解を深める機会として、さまざまな形
でLNGビジネスに関わる専門家にご登壇いただくこととしました。
　はじめにIEAの貞森恵祐氏から「Global Gas Security Review 2019」について、次にTotalのフィリッ
プ・オリビエ氏から「LNGポートフォリオ拡大に向けたTotalの戦略」について、最後に、米国コンサル
タントのルシアン・パリアレシ氏から「北米におけるガス産業の強靭性」についてのお話を伺いました。
　本セミナーは、LNG産消会議2019の機会をとらえてその翌日に開催し、当日はエネルギー業界を中
心に約260名の方にご参加いただき、セミナーは活況を呈しました。本稿はその概要を取りまとめたも
のであります。
※ なお、本稿における各氏の講演内容は2019年9月27日時点のものであり、また、各講演内容の小見

出しなどは便宜上編者が加えたものです。

はじめに

JOGMEC国際セミナー
―ガスセキュリティ―

石油天然ガス開発推進本部
特命審議役 関　淳夫（編者）

出所：JOGMEC 撮影

講演風景写1
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1. 貞森 恵祐氏：「Global Gas Security Review 2019」

（1）エネルギー需要成長概観

　2018年の世界エネルギー需要は、前年比2.3％上昇し、
この10年間で最も高い成長率を記録しました。また天
然ガスの需要についても、2010年以来最大の成長率と
なり前年比4.6％上昇しました。特に米国と中国が需要
成長を牽引し、この2か国で成長率全体の約70％を占め
ました。米国の成長率は、夏が通常より暑く、冬も通常
より寒かったという気候が大きく影響し発電需要が増え
たことによるもので、また中国については、大気汚染対
策のなかで天然ガス需要が増えたことによるものです。
　LNGの貿易量は年平均8.6％成長しています。この成
長を牽引したのは、中国をはじめ、アジアの新興国です。
ここで特に指摘したいのは、中国の果たす役割の大きさ
です。この3年間のLNG輸入成長率の4割を中国が占め、
中国のLNG輸入量は250億立方メートルか
ら730億立方メートルとほぼ3倍になりまし
た。2019年上期の世界のLNG貿易量は急速
に増え続けており、前年同期比で約15％増
加しています。ただし、アジアにおける
2019年の需要増加は市場予想よりも低かっ
たため、アジアと欧州のスポット価格の差が
相当縮小しました。その結果、欧州はラスト
リゾートの市場となり欧州へのLNG供給が
行われました。
　天然ガスの環境面での貢献について簡単に
触れたいと思います。2018年はエネルギー
需要の大幅な増加により、世界の二酸化炭素
排出の伸びが過去最高レベルに達しました。
しかし、エネルギー効率の改善や再生可能エ
ネルギーの導入、あるいは石炭から天然ガス
への転換がなければ、二酸化炭素排出量の増
加はもっと大きかったと思われます。約5億
トンの二酸化炭素の排出が、石炭からガスに
転換することによって抑制されました。これ
は世界の自動車の半分が電気自動車になった
場合と同じ二酸化炭素の排出削減量です。現
在の発電においても、石炭から天然ガスに転
換したことによってそれと同じぐらいの抑制
ができました。エネルギーシステム全体にお
ける天然ガスの役割が拡大するにつれて、こ
の傾向は更に強まると思われます。

（2）FIDの増加とそれを支える契約構造の変化

　図2のとおり、液化施設に関しては、2014年から
2017年の間、最終投資決定（FID）が減少傾向にありま
したが、2018年にはこの傾向が逆転しました。新たな
LNGの投資サイクルが始まったわけです。2019年に入
り現時点までにFIDされた液化能力は850億立方メー
トルで2018年を上回っており、このほかにも現在進行
中のプロジェクトのうち投資決定されるものが増えてい
くことから、2019年末までにFIDされる液化能力は約
1,700億立方メートルに達すると予想されます。
　この新しいFIDサイクルは、LNGの販売契約に支え
られているといえるでしょう。2018年は、過去5年の
中で最高の950億立方メートルの販売契約が締結されま
した。2018年に新しく取引されたLNG量の45 ％は北

JOGMEC調査部 竹下　聡美（編者）、橋本　知世（編者）

写2 貞森　恵祐氏

出所：JOGMEC 撮影

図1 2018 was another golden year for natural gas

出所：貞森 恵祐氏講演資料より
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米産でした。これは、新しいLNGプロジェ
クトが米国とカナダで開始されたことを示し
ています。北米のFIDにはポートフォリオ・
プレイヤーが主要なカウンターパーティーと
して参画しました。2018年に締結された販
売契約は、規模も大きく、期間も以前に比べ
てより長い傾向があり、もっとも重要な点で
ある仕向地制限についても大幅に緩和されて
います。
　2018年と2019年には、契約の構造も変
化し、権益持ち分のLNGが自由に販売でき
るエクイティ・リフティング方式が大幅に増
えており、これがFIDの増加に貢献してい
ると思います。
　従来の方式では、資金調達は第三者との長
期販売契約の締結を前提としていましたが、
このエクイティ・リフティング方式では、事
業者は権益持ち分に応じて生産物の引き取り
ができ、プロジェクトの経済性と、長期契約
の下での安定性の両方を確保することができ
るので、プロジェクト事業者を中心に進める
ことができることから、FIDを促進すること
になります。
　さらに、契約はより柔軟な内容に向かって
います。これは供給量の増加とポートフォリ
オ・プレイヤーの参加によるところが大きい
と思います。2018年にFIDされたものの大
半は仕向地制限がありませんでしたが、
2019年にFIDされたものはすべて仕向地制
限がないものとなっています。したがって、
このような柔軟性が市場において、需要のあ
る地域に対して必要なときに供給できる体制
を保証するものと考えています。

（3）変貌するアジアLNG市場

　一方で、需要サイドからすると、アジアの
LNG市場構造は変革の最中にあります。10
年前は市場参加者が限られており、大半は長
期契約で仕向地が固定された契約で供給され
ていました。最近、エネルギー転換において、
よりクリーンで持続可能なシステムへ移行し
てきたことに伴い、天然ガスの役割が拡大し、
アジアのLNG市場の成長が牽引され、バイヤーが多様
化している状況があります。新規バイヤーは供給面の柔
軟性を要求しています。これは、LNGはあくまで国内

生産ガスやパイプラインガスと競合する一つの種類の天
然ガスに過ぎないからです。
　図5はLNGの新規参入国による輸入量を示していま

図2 A new LNG FID cycle is taking off

出所：貞森 恵祐氏講演資料より

図3 …underpinned by larger, longer and more flexible 
LNG contracts

出所：貞森 恵祐氏講演資料より

図4 Equity-lifting model gaining popularity

出所：貞森 恵祐氏講演資料より
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す。LNG需要は今後数年間で倍増すると予
想されており、輸入の大部分は、短期、中期
の契約でカバーせざるを得ないでしょうが、
これら新規参入国での受入施設の建設遅延に
より需給のミスマッチが起きる可能性もあり
ます。こうした理由から、アジアのLNG市
場においては、調達の柔軟性がより求められ
ますが、伝統的なバイヤーである日本や韓国
が、アジアにおいて解決策を提供する可能性
があります。伝統的なバイヤーから、他の新
興アジア諸国に供給できる余剰の LNGが
300億立方メートル分ほどあると見られてお
り、これが伝統的なバイヤーにとっては新規
市場開拓の機会と考えられます（図6）。
　日本のLNGバイヤーは、契約の柔軟性を
活用して、バイヤー間でのジョイントベン
チャー、共同調達や他のマーケットの企業と
のパートナーシップなどを推進してネット
ワークを拡大しています。また、受入基地の
改修、高度化も進んでいますので、このよう
な体制が整備されれば、日本のバイヤーが
LNGをタンクからタンカーに積み替え再出
荷することが可能になります。これにより、
台頭しつつある新興アジア市場に対して供給
できるLNGになるわけです。

（4）欧州LNG動向

　アジアから欧州に話を移しますと、LNG
の供給セキュリティーは、アジアの成長だけ
によるものではなく、欧州の動向にもよると
いえます。図7のとおり、欧州、特に欧州北
西部における天然ガス生産量は、2008年の
1,800億立方メートルから、2018年に850
億立方メートルへと半減しました。2024年
には更に半減する見込みです。そのため、半
減分に相当する400億立方メートル相当の輸
入の増加が予想されています。これは特にオ
ランダ政府がフローニンゲンガス田を予定よ
りも8年前倒しして2022年に閉鎖すると決
定したことが大きな理由です。欧州域内のガ
ス生産が減るということは、輸入が増えるこ
とにつながります。フローニンゲンガス田が
段階的に閉鎖されることは、欧州北西部のガス供給に影
響を及ぼします。輸入需要がより高まるため、ガスイン
フラの稼働率を高めることが必要になります。

　図8のとおり、パイプラインの余剰能力も2013年の
700億立方メートルから2018年の300億立方メートル
強まで減っています。ロシアとノルウェーからのパイプ

図5 Unseen supply and demand imbalances may occur
…

出所：貞森 恵祐氏講演資料より

図6 …creating new marketing opportunities for 
traditional Asian buyers

出所：貞森 恵祐氏講演資料より

図7 Northwest Europe supply gap increases…

出所：貞森 恵祐氏講演資料より
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ラインが欧州北西部に対して域内生産の減少
分を補う形で供給を増やしています。特に暖
房期においては需要が増えることになります
ので、2019年についてもLNGの輸入が増え
る可能性がかなり大きいと見ています。
　このような状況のもと、欧州北西部のガス
インフラについては、増加する輸入キャパシ
ティ、供給の多角化などを含む供給の変化に
沿った需給見通しに適応していかなくてはな
りません。また、国境間での、特にドイツ、
オランダ間での、国際パイプラインのイン
ターコネクターの改善に対応していくことも
求められています。
　ガス供給のセキュリティは、電力供給のセ
キュリティとリンクしています。欧州北西部の電力供給
システムは中期的な変革の最中にあります。風力および
太陽光の再エネは2023年までに30％増える計画となっ
ていますし、45ギガワット分の原子力発電と石炭火力
発電は、2018年の発電構成の10％を占めていますが、
2025年には閉鎖されることになっています。この結果、
ガス火力発電は、電力市場に柔軟性をもたらすことで電
力供給システムのバランスを取ること、またピーク時の
需要対応についても求められることになりますので、ま
すます重要性が増すことになります。併せて、発電施設
とガス関連施設を一体として開発するGas to Powerへ
の期待も中期的に高まると見ています。こうしたことか
ら、欧州はパイプラインガス輸入を増やす必要がありま
すし、これと同時に柔軟性の高いLNGを国際ガス市場
からより多く輸入することが必要になります。

（4）結論

　以上をまとめると、2018年は天然ガスをはじめLNG
にとって画期的な年でした。市場の流動性と柔軟性は高
まっており、また投資は非常に活況で、長期の仕向地の
柔軟な契約が増えました。アジアのLNGバイヤーは、
柔軟性の向上に貢献することによってLNG市場改革に
取り組んでいます。欧州においては、今後ガス需要増加
と域内減産という課題に対応していくことになります。

古幡部長（JOGMEC）：先ほどの講演の中で、LNGの
FIDが増えている理由として、エクイティ・リフティン
グが増えているからというご説明がありましたけれど
も、エクイティ・リフティングの事業が増えてきている
理由について、何かお考えがありましたらお聞かせくだ
さい。

貞森氏：IEAはLNG市場の柔軟性を高める必要性があ
ることを主張してきました。それは当然、天然ガスの供
給のセキュリティーを高めるのに役立つと考えているか
らです。全体として天然ガス市場は、特にLNG市場に
ついては、プレイヤーが増え、より柔軟性に富んだ方向
に進んでいます。全体のガス供給セキュリティーにとっ
ても良いことだと思いますが、もう一つの問題につな
がってきています。すなわち、どのようにして投資家の
LNG液化事業に対する信頼を高めるかということです。
液化事業には相当な資本を要しますので、長期の供給セ
キュリティーの見通しが必要だと考えます。これが
2016年、2017年のFIDが低調だった理由だと思います。
またLNGの供給余剰があったのも一つの理由でしょう。
新しい契約モデルが開発されたのは、特に、資本投資に
対する投資家の信頼を高めるためだったといえます。

図8 … whilst its spare pipeline import capacity has 
declined …

出所：貞森 恵祐氏講演資料より
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（1）世界のLNG市場

　世界のLNG市場を見てみると、世界需要
の7割をアジアが占め、需要拡大は中国、イ
ンドが中心となっていきます。図9は、中国
のLNG需要がこの2年間で1.7倍の成長をし
たことを示しています。
　その主な原動力は大気汚染対策です。中国
にとって、大気汚染対策は非常に大きな課題
となっており、中国のエネルギーミックスに
おいて天然ガスは現在7%を占めますが、こ
の割合を2030年には約15％まで増やす意欲
的な目標が掲げられています。これにより、
中国における天然ガスの消費量は2025年に
は約4,500億立方メートルになると予想して
います。これは想像していただければと思い
ますが、もし中国で石炭火力を天然ガス火力
にすべて転換した場合は天然ガスの消費が
4,500億立方メートルから9,000億立方メー
トルに増えることになります。このように、
中国におけるガス需要ポテンシャルは巨大で
す。政策主導のみならず、エネルギー企業の
ENN（新奥集団）やJOVO（九豊集団）といっ
た民間投資が進展しているほか、地方の発電
所も再ガス化基地などの設備に投資を行って
います。中国は、2018年に韓国を抜いて世
界第2位のLNGの輸入大国になりましたが、
2025年前には中国が日本を抜いて世界最大
の輸入国になる可能性もあります。
　インドも中国と同様にLNGの成長が著し
い国です。現在、インドのエネルギーミック
スにおいては天然ガスが全体の5％を占めて
いますが、インド政府は、2030年までに天
然ガスの割合を15％まで増やす意向を示し
ています。インドは中国に比べて民間セク
ターのLNG市場への参入が活発です。中国
でもそうですが、インドにおいても、パイプ
ラインガス事業の法的分離が2020年には実
現すると予想されています。
　図10のとおり、2015年から2018年にか
けて、LNGの世界需要は年9％という非常に
高い成長率で伸びてきました。これは、豪州
とロシアからの供給が増加してきたことに加

2. フィリップ・オリビエ氏：「LNGポートフォリオ拡大に向けたTotalの戦略」

写3 フィリップ・オリビエ氏

出所：JOGMEC 撮影

図10 Strong LNG demand growth driven by Asia

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より

図9 Asia has shown a strong appetite for LNG

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より
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えて、特に米国からの供給が増加してきたこ
とによるところが大きいと思います。2019
年以降のLNG需要の平均成長率は、化石燃
料としては相当大きな伸び率である年5％を
予想しています。天然ガスは化石燃料のなか
では最もCO2排出量が少なく、石炭に比べる
とその排出量は半分であるという環境特性が
影響しています。
　2018年は非常に注目に値する1年であり、
2019年時点とは異なるマーケット状況でし
た。2019年には、供給過剰により欧州のガ
ス価格指標であるTTFは北東アジア向けア
セスメント価格であるJKMと価格差が縮
まっている状況ですが、2018年にはアジア
での寒い天候、米国の液化施設の運転開始遅
延、中国の需要増加が予想されていたため、
供給過剰になることは予想されていませんで
した。2025年には、日本、韓国、台湾にお
いて、そこまでの大きな伸びは予想されませ
んが、中国は1億トン超の輸入を予想してい
ますし、その他のアジア諸国でも8,000万ト
ンの輸入があると予想しています。
　図10で示されているように、中国の世界
需要に占める割合は大きいですが、中国には
地下貯蔵施設が十分にないので、中国の季節
性が世界のLNG市場に大きな影響を与える
ようになっています。海上輸送コストは、夏
は低く、冬は高い傾向ですが、これは中国需
要の拡大からアジアと欧州のスポット市場の
差として、季節性が高くなっていることが反
映されています。欧州では2019年にLNG輸
入量が急増し、ガス貯蔵量が増加しているため、TTF
とNBP価格を押し下げています。しかし長期的には欧
州のガス埋蔵量は減少し、また開発投資も減少すると見
られていることから、LNG市場において欧州は今まで以
上に輸入量拡大の可能性を高めていくと予想されます。
　図 11 に 2030 年までの需給見通しを示しました。
LNG事業は開発、建設に非常に長いリードタイムが必
要であるため周期的なものになります。2018年は需給
が比較的バランスしていましたが、2019年に供給過剰
に転じ2021年までは供給過剰が続くと見ています。
2022年以降には需給がタイト化してくると予想され、
この見通しに基づいて新規の開発投資とFIDが増えて
いくと思われます。これは需要成長率が年5％だった場
合ですが、7％になった場合には、現在スポット価格が

安価に推移していることから、需給がタイト化する時期
は早まると予想されます。

（2）LNG市場における新しいトレンド

　50年続くLNG市場における新しいトレンドとして、
スポット取引の増加があります。世界のLNGの3分の2
は原油価格連動の長期契約で販売されていますが、この
傾向は変わりつつあります。図12からJKMデリバティ
ブの取引量と、短期契約とスポット取引量の増加を見る
ことができます。
　JKMデリバティブは、スポット市場におけるJKM価
格指標による現物を伴わないペーパー取引です。2018
年のチャーンレート＊1 は0.3倍、すなわち、現物取引量
に対して、現物を伴わないペーパー取引量が約3割でし

図11 Long term LNG supply-demand outlook

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より

図12 New trends impacting LNG markets

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より
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た。現時点でのJKMデリバティブのペーパー
取引量は6,000万トン、2019年末には8,000
万トン、チャーンレートは約0.9倍と予想さ
れます。流動化した市場ではチャーンレート
が10倍である必要があります。したがって、
毎年ペーパー取引量が3倍ずつ増えた場合、
2022年にはチャーンレートが10倍に達し、
流動性の高い市場となると予想されます。な
お、原油やヘンリーハブ、TTFの取引は、
チャーンレートは約50倍と流動性が非常に
高く、ヘッジが可能な市場です。
　短期取引とスポット取引について2018年
は全体の32％でしたが、先ほど申しました
ように、エンドユーザーはますます、より短
期の契約を望むようになっています。かつて
は、例えば20年の長期でエンドユーザーに
販売することを確定してから投資決定をしていました。
しかし現在は、エンドユーザーは短期契約のコミットメ
ントしか行いません。液化プロジェクトに係る新規FID
ではこの傾向は明らかです。直近ではモザンビーク
LNGプロジェクトについて、エンドユーザーとの間で
販売契約を締結した上で投資を決定しましたが、今後は
例外的になるでしょう。中期的には、こうした長期の販
売先の確保ができないことが業界全体の問題となるかも
しれません。
　新規の液化プロジェクトは、大手のポートフォリオ・
プレイヤーが参画していますが、引き取り権を自分で確
保しておき、最終的にはその数量を自分たちで分け合っ
た上でエンドユーザーに販売する形になっていくと思わ
れます。これがTotalの戦略でもあります。最終的にオー
プンなポジションを取った上で、エンドユーザーの需要
に応えていく形になりつつあります。ただエンドユー
ザーも2024年に向けて供給不足への懸念があるのでター
ム契約で数量を押さえることが、健全な需給の均衡状態
を維持するためには必要でしょう。なお、TotalはJKM
デリバティブ取引における重要なプレイヤーだと自負し
ており、マーケットシェアは15%を占めています。こ
れはLNG業界にとって良い影響を与えていると考えま
す。
　ここで、Totalの戦略について話をしましょう。Total
はバリューチェーン全体を統合したいと考えています。
この業界には循環性があり、価値を生み出す部分がバ
リューチェーン全体の中で、その循環期によってシフト
するからです。Totalは上流開発および液化事業に投資
を行っており、世界の液化設備のうち25％に出資をし

ています。2025年時点では、自社持分生産量として約
3,000万トン、長期契約による供給分が2,000万トン、
つまり5,000万トンの長期ポートフォリオを有していま
す。これにスポット取引分を加味すると、世界における
マーケットシェアは約10％になります。
　販売部門については、長期、中期、短期、スポットで
の販売をエンドカスタマーに対して行っています。輸送
部門については、FSRU（浮体式貯蔵・再ガス化設備）2隻
を含む、20隻のタンカーを保有しています。また欧州
に再ガス化設備2,000万トン分を保有しています。経済
的で低コストの液化設備を持つことにより夏と冬の需要
の変動に柔軟に対応することが可能です。また、下流部
門においても需要を新規に生み出すために参画をしてい
ます。ポートフォリオプレイヤーとして供給セキュリ
ティーを維持するために、太平洋、大西洋の両地域にお
いても世界中に供給できる拠点を有していることが必要
になります。

（3）Totalのポートフォリオ

　Totalが参画しているプロジェクトを紹介します。
　図14はナイジェリアLNGプロジェクト（トレーン7）
です。LNG業界では競争が非常に激化しているため、
いかに低コストの原料ガスにアクセスできるかが必要に
なります。
　図15は、ロシアのヤマルLNGプロジェクトとアー
クティックLNG 2プロジェクトです。ヤマルLNGプロ
ジェクトは計画より日程を前倒しし、予算も当初より下
回 り、 既 に 生 産 を 開 始 し て い ま す。 原 料 ガ ス は
MMBTU当たり約50セントと低コストです。また、立

図13 Integrated and diversified along the value chain

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より
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地面でも欧州に供給することにおいて優れて
います。アークティックLNG 2においては
ノバテクを初めとしたパートナーと開発して
いきますが、生産LNGのうち80％はロシア
の東側のカムチャッカでの積み替えを経て供
給されるので、日本、中国の市場に非常に近
くなります。同プロジェクトへのFIDはつ
い最近なされています。重要な点は、ここで
も低廉な原料ガスコストとヤマルLNGプロ
ジェクトとアークティックLNG 2プロジェ
クトとの相乗効果になります。
　図16のとおり、Totalは北米の液化設備
にも投資を行っており、2020年には年産1,000
万トンの北米最大のLNG輸出業者になりま
す。キャメロンLNGプロジェクト（トレーン
1,2,3）に対しては17％の出資をしています。
同プロジェクトの将来的な拡張についても議
論を行っています。生産コストの低いLNG
を手に入れるには、ブラウンフィールドのプ
ロジェクトの拡張というのは重要な要素とな
ります。また米国産LNGは、仕向地制限が
ないことも特筆すべき事項です。ヘンリーハ
ブは非常に流動性の高いマーケットなので、
米国において上流に投資する必要はありませ
ん。
　センプラ社とは他にメキシコのコスタア
ズールLNGプロジェクトにも取り組んでい
ます。これは輸出向けのプロジェクトでFID
は2019年末を予定しています。初期生産量
は年間300万トンの予定ですが、2028年に
向けて年間1,200万トンまで拡大することも
検討されています。コスタアズールLNG基
地へは低コストの原料ガスをパーミアンから
供給することができることが利点です。パー
ミアンにおける原料ガス価格は、現地には出
荷する設備、インフラがないため、ほとんど
マイナスです（ガスを引き取るとその対価が
得られる状態）。そしてこのLNG基地がメキ
シコ西海岸に位置することから、競争力の高
いプロジェクトです。
　図17には3つのプロジェクトを示しまし
た。アジアマーケットへの近接性については、
2018年に生産を開始した豪州のイクシス
LNGプロジェクトが挙げられます。液化、
そしてLNGということを考えると、コンデ

図14 Leveraging existing Nigeria LNG for a low cost 
expansion

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より

図15 Russia: Capitalizing on giant low cost resources

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より

図16 North America: Building strong liquefaction 
position

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より
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ンセートの生産も経済性のために重要です。
　パプアLNGプロジェクトは2021年にFID
を予定しています。これは、エクソンの設備
の隣にあるブラウンフィールドのプロジェク
トです。またモザンビークLNGプロジェク
トについては、オクシデンタル・ペトロリア
ムからTotalへ26.5％が譲渡されることにな
ります。地理的に考えて、グローバルなカバ
レッジという点で、今まではアフリカが抜け
ていたのでモザンビークへの参画は重要な意
味を有します。
　下流市場に関しては、従来型の中長期売買
契約を中国、台湾のエンドユーザーと昨今締
結しましたが、これに加えて現在Totalは新
たな市場を開拓しています。最近、ベナンの
LNGプロジェクトに参画しました。これは
火力発電燃料を石油から天然ガスに転換する
プロジェクトで、FSRUを用いることで最短
でのソリューションを提供することができま
す。同様のプロジェクトを、AESをパート
ナーとしてドミニカ、そしてパナマで実施し
ています。立地的にメキシコ湾岸に近いとい
うことで、非常に低コストのLNGを供給す
ることが可能です。そして重油を天然ガスに
転換できることから環境面でもプラスです。
これらプロジェクトにより年間100万トン規
模の新たな需要が生み出されることになりま
す。インドにおいては、Adaniとパートナー
シップを組んでおり、インド東部の年500万
トンの受入基地に投資を行います。
　以上のように、Totalは新しい市場に参入
し、そしてポートフォリオを拡大する戦略を取っていま
す。

（4）質疑応答

古幡部長（JOGMEC）：数日前にTotalの発表として、
2019年の新しい戦略と見通しが発表されています。こ
の戦略によると、今ご説明いただいたように、Totalは
LNGのポートフォリオを2025年までに年間5,000万ト
ンに増加させ、さらに2025年までにLNGからのキャッ
シュフローを2.5倍にまで引き上げる計画ということで
す。恐らく、今日説明いただいたアークティックLNG 2
プロジェクトやモザンビークLNGプロジェクトを含む
すべてのプロジェクトを順調に達成されないと、このよ
うな目標は達成できないのではないかと思います。これ

が実現された場合、LNGの安定供給の面でどのような
影響があるのでしょうか。例えば、日本への供給安定性
が増すのでしょうか。

オリビエ氏：安定供給は、この業界では大変重要なもの
です。ポートフォリオ・プレイヤーとして、Totalがこ
の安定供給を保証するために、世界的にポートフォリオ
を増やしております。地理的なフットプリントを拡大し、
さまざまな政治的背景の国に供給源を持つことも大事で
すし、またTotalの哲学としてポートフォリオの一部分
では常にオープンなポジションを維持することも大事だ
と考えています。先ほど申しましたように、新規の液化
プロジェクトを進める場合には、エクイティ・リフティ
ング方式の形で行いますが、LNGをすぐ販売するわけ

図17 Pacific basin: Leveraging proximity to Asian 
markets

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より

図18 New outlets, Accessing new markets through 
FSRUs and local partnerships

出所：フィリップ・オリビエ氏講演資料より
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ではありません。そのようにオープンポジションを取れ
るのはバランスシートが強いからできることです。ポー
トフォリオ・プレイヤーとして常にポートフォリオの一
部をオープンポジションにすれば、例えばTTFやJKM
などのさまざまなインデックスを利用できますので、リ

スク軽減にもつながります。収入面で考えれば、変動す
る各スポット取引や長期契約の価格を見ながら対応する
ことができ、また取引先に対しても、不可抗力がどこか
のプラントであった場合の供給面での保証にもなると思
います。

（1）はじめに

　まず、2019年9月に起きたサウジアラビアの石油施
設への攻撃に関して言及しましょう。報道のと
おり無人機がサウジの石油施設を攻撃し、日量
570万バレルの生産が停止しましたが、世界の
石油市場に大きな影響は与えませんでした。そ
の理由の一つに、北米の生産プラットフォーム
のレジリエンス（強靭性）が挙げられます。
　現在、米国、カナダ、メキシコは、有力な石
油輸出国となりました。北米の生産基盤は石油
市場の安定要因となっており、世界の石油市場
におけるリスクへの見方を変えました。さまざ
まな予測や見通しにおいても、引き続き北米が
世界の石油市場に対して大きな貢献をし続ける
といわれています。

（2）米国のシェールガス

　なぜ米国には安定した天然ガスの生産基盤が
あるのでしょうか。米国の天然ガス資源は非常
に規模が大きく、しかもその量はますます増加
しており、また高い競争力を有しています。米
国の生産基盤の特徴として、LNG輸出設備に
は複数のパイプラインによる選択の余地があり
ます。また、LNGの立地許可手続きや輸出管
理も合理化されており、仕向地の規制もありま
せん。一方アジアでは、取引所などの基盤や取
引自体の流動性や透明性にいまひとつ欠けてい
るという問題があります。十分な流動性、透明
性を確保するためには、今後価格指標や先物市
場を発展させていく必要があります。
　さらに、米国では世界でも数少ないショート
サイクルの開発が行われていることも特徴とし
て挙げられるでしょう。米国における開発には、

図19のとおり、テキサスやオクラホマ、カンザス、ペ
ンシルベニア各州に独特の権利である私有鉱業権

3.  ルシアン・パリアレシ氏：「北米の天然ガス生産、LNGプラットフォームの
レジリエンスへの理解」

写4 ルシアン・パリアレシ氏

出所：JOGMEC 撮影

図19
US Has Extensive Oil & Gas Resources on Both 
Private Land (with private mineral rights) and 
Public Lands

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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（private mineral rights）があります。例えば、
火曜日に思い立って現地に出向き、木曜日に現
地の農家に話をしてリース権を取得して生産事
業の取引を成立させることもできるわけです。
ガスの生産地域には国有地もたくさんあります
が、国有地の場合は、連邦政府との間で非常に
複雑なプロセスを踏まなければなりません。
　米国の埋蔵量についてはどうでしょうか。図
20に示したコロラド鉱山大学が発表した評価
結果によると、在来型タイトシェールなど米国
の潜在的な天然ガスの資源量は、2016年に比
べて22％増加しており、多くの生産地域に多
くのガス資源量が賦存し、いまだに増加傾向に
あることが分かります。
　図21の在来型ガスとシェールガスの比較し
たグラフから分かるとおり、米国の天然ガス生
産量は、2008年以降シェールガスに牽引され
て画期的に成長し、2020年には1,000億立方
フィートに近い生産量が見込まれます。この目
を見張るような成長が、10年後に米国が世界
最大のLNG輸出国になるという予測の根拠で
す。

（3）米国のガス市場

　米国のガス市場は強靱性を有していますが、
取引についてもそういえます。価格形成手法は
発達しており、実際のガス価格は、皆さんの実
感に近い水準、つまりは実需を反映したものと
いえます。米国では輸送施設やターミナルへの
第三者のアクセスが可能であり、また相対取引
が主流ですので、買主と売主が一緒に条件を決
めることができ、価格設定および取引量の透明
性が高く担保されています。こうした取引や手
数料などは連邦エネルギー規制委員会（FERC）
によって監視されており、取引のルール化やLNG販売
に係る契約の標準化の取り組みが進められているところ
です。
　市場の流動性を高めるためには、現物の受け渡しを伴
わないペーパー取引（先物取引）が活発に行われることが
重要ですが、市場の成熟には、単に先物取引だけではな
く、現物を引き渡すことが物理的に可能であること、つ
まりは貯蔵設備も必要です。またLNG供給の柔軟性な
ど、市場にどのように供給できるのか、さまざまな形で
の対応ができることが求められます。
　2020年には米国は6,700万トンのLNG輸出を行う見

込みです。これは、現在の世界のLNG貿易量の2割に
相当する水準です。さらには、図22に示す新規プロジェ
クトによる生産量の増加、つまりは「セカンドウェーブ」
のLNG供給源も見込まれます。現在、図22のとおり、
130億立方フィート以上のLNG生産能力が承認されて
おり、プロジェクトのほとんどがFEED＊2 またはEPC＊3

の締結段階にあります。近い将来にはこれらがすべて生
産を開始し、市場に出てくることになります。

（4）米国国内の化石燃料をめぐる動き

　トランプ政権は、化石燃料やパイプラインに対する反

図20 2018 Natural Gas Resources Assessment by 
Area

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図21 Natural Gas Output Continues to Surge

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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対運動という向かい風はありますが、積極的な
措置を講じて、上流、中流、下流において規制
改革を進めています。現在、エネルギー省では、
数週間で許認可手続きを行うように努めてお
り、またいったん締結した契約に関しては履行
を保証するという発表を繰り返し行っていま
す。またLNG仕向地条項の規制を完全に外し、
イランと北朝鮮以外は仕向地に対する規制は全
くありませんし、エネルギー省も仕向地がどこ
かを把握することはしません。
　そして連邦エネルギー規制委員会も、規制の
合理化を進めています。同委員会はヒュースト
ン事務所を開設し、10から12名の技術チーム
を常駐させて、技術レビューを今後強化してい
く予定です。また他の規制関係当局との規制プ
ロセスへの取り組みも連携して進めています。
例えば、沿岸警備隊商船管理局、環境保護庁な
どとも連携し、国家環境政策法の改革や水質浄
化法の改革なども進めています。この水質浄化
法は、連邦法の一つですが、過去にパイプライ
ンを建設したくない州が、レビューをいつまで
も引き延ばして決定を下さない事例がありまし
た。しかし、訴訟の結果、州側が敗訴し、1年
間で結論を出すか、もし州が結論を出さない場
合は、連邦政府が許可を出すこととなりました。
例えばジョーダン・コーブというオレゴン州の
西海岸のLNGプロジェクトがあります。アジ
ア市場に距離的に近く、カナダの低コストの原
料ガスを活用できるというメリットがあります
が、米国の西海岸に施設を設置しなければなり
ません。西海岸は化石燃料の開発に好意的では
ない地域でもありますので、最終的にこのプロ
ジェクトがどうなるのかまだ分かりませんが、
連邦エネルギー規制委員会の承認は下りると思います。
地元の反対運動はまだ解決されていませんが、トランプ
政権はこのプロジェクトには非常に積極的ですから、今
のところ50：50ではありますが、うまくいくチャンス
はあるでしょう。
　図23は米国の主なガス生産地区を示したものです。
これらのガス生産地域は、非常に広範囲なパイプライン
網に覆われていますが、更なるパイプラインを必要とし
ています。現在議論が行われているところですが、連邦
エネルギー規制委員会はさまざまな訴訟案件に勝訴して
いますし、トランプ政権もパイプライン建設を積極的に
推進しようとしています。

（5）ガスセキュリティ

　図23で示しているパイプラインの色は、原料ガスの
フローを同時に示しています。ガスセキュリティを考え
る場合、あるパイプラインで問題が発生した場合でも、
他のパイプラインからガスを供給することができること
が非常に重要です。輸出市場として米国を考えた場合、
メキシコ湾に向けてのパイプラインについては、輸送能
力に余力があるので、仮に1つのパイプラインで問題が
起きても対応できます。
　また、シェールガス開発に関しては、開発のサイクル
が非常に短いというメリットがあります。つまり、FID
から最初の生産開始までの平均的なリードタイムが非常

図22 SECOND WAVE Over 13 bcf/d Capacity 
Approved + Initiated FEED &/or EPC Contract

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図23 Basins & Pipelines Provide Redundancy

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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アナリシス

に短いため、コストを下げることもできます。
またサイクルが短いことによって急速に技術を
進歩させることができるという点が最も重要で
しょう。つまり、非常に長期にわたるプロジェ
クトと比べて、複数回、短期の開発ができるわ
けです。もう一つは、金融リスクもそれだけ小
さくなる点があります。同規模のメキシコ湾沖
合のガス田と、陸上のガス田を比較すると、そ
のリスクの量は陸上の方が10倍大きくなりま
す。サイクルが短期になると、そのコストも低
く投資額も低いわけですから、財務面でのリス
クを10分の1に減らすことができます。

（6）アジアのLNGの将来のための提言

　アジアのLNGの将来に関して、アジアにお
ける流動性を高めるために、どのような政策、
またプラットフォームが必要なのでしょうか。
　図24は、JKM先物取引の建玉と取引量を
示しています。建玉は市場参加者が1日の終わ
りに保有している契約残高の数、あるいは金額
を示しています。これが増加しているというこ
とは、市場に対する信頼が高まっているという
ことです。建玉は増えていますが、まだ主要な
デリバティブ契約は不足しています。図25の
とおり、欧州のNBPやTTFあるいはHH、原
油でのWTIやブレントと比べると、JKMの建
玉はまだかなり小さいことが分かります。LNG
取引に関心を持つ市場参加者は増えています
が、今後さらに増加することによってその価格
指標に対する信頼性が高まることになります。
複数の取引プラットフォームをアジアで整備
し、他の地域の主要な取引プラットフォームと
同じぐらいの信頼性を持てるように育てること
が重要です。さまざまな価格指標を確立する必
要があります。

<注・解説>
＊1 ： 「取引総量÷需要量」に基づき算定される数値。実需給までに何度取引されたかを示す指標であり、取引市場の

流動性の評価に使われる。
＊2 ：Front End Engineering Designの略称
＊3 ：Engineering, Procurement & Constructionの略称

図24 JKM Open interest and Trading Volume Rising

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図25 Open Interest Lags Major Derivative 
Contracts

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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