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カナダの石油・天然ガス産業の
現状について
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免責事項

本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が
信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されています
が、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又
は完全性を保証するものではありません。

また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を
目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に
依拠し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、本資料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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本日の報告事項

 カナダの石油・天然ガス産業の構図
 カナダの石油産業について
 カナダの天然ガス産業について
 連邦政府の関連政策
 AB州の関連政策
 BC州の関連政策
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カナダについて

〇面積： 998.5万平方キロメート
（ロシア次ぐ世界第2位,日本の27倍）

〇人口： 約3,650万人（2017年,日本の約1/4）
〇首都： オタワ
〇言語： 英語、フランス語
〇政体： 立憲君主制

（イギリス型議院内閣制と連邦主義に立脚）
〇元首： エリザベス二世女王

（但し，総督が女王の代行を務める）
〇主要産業：金融・保険・不動産等サービス業，

製造業，建設業，鉱業，農林業
〇GDP（名目値）：

1兆6,530億米ﾄﾞﾙ（2017年，World Bank）

〇主要貿易品目
（1）輸出：エネルギー製品，自動車及び同部品，

食品・衣類等の消費財，金属及び非金属鉱
物，木材及び建築・包装材等

（2）輸入：食品・衣類等の消費財，自動車及び同
部品，電子電気機器及び同部品，産業機械・
機器及び同部品，金属及び非金属鉱物等

〇主要貿易相手国
（1）輸出：米国，中国，英国，日本，メキシコ
（2）輸入：米国，中国，メキシコ，ドイツ，日本



5

カナダの石油・天然ガス産業の構図
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カナダの石油生産

2.91mb/d

1.64mb/d

in situ 53%

mining 47%

4.59MMb/d

billion barrels
of crude oil

原油生産量
世界第4位

原油確認埋蔵量
世界第3位

（出典：Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP)）
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カナダから米国への原油輸出
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米国全輸入量 (Thousand Barrels per Day)

ペルシャ湾岸諸国

カナダ

メキシコ

ベネズエラ

コロンビア

ブラジル

（出典：U.S. Energy Information Administration）

米国における原油の輸入動向（Mb/d）

Import countries of Canadian crude
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カナダ原油の需要状況

精製能力：4089Mb/d 輸入原油のほぼ全量がカナダ西部産。

近年、複数の製油所が重質油精製能力拡大の投資を実施。カナダ西部から
の継続安定した供給が期待される。また、米国最大の商業用貯蔵ハブであ
り、NYMEX供給拠点であるCushingを擁し、近年パイプライン容量拡大により
メキシコ湾岸製油所にも接続。

精製能力：9754Mb/d
米国シェールオイル増産により、国内比率が増加。一方、複合

製油所として2049Mb/dの重質油の需要があり、2018年はべネ
ズエラ489Mb/d、メキシコ592Mb/d、カナダ483Mb/dが供給。
原油生産に難を抱える両国に代替する潜在性あり
（約1000Mb/d）。

精製能力

ON州（4製油所） 390

QC州（2製油所） 372

大西洋州（2製油所） 450

カナダ東部（8製油所） 1,212Mb/d

精製能力

AB州（5製油所） 533

BC州（2製油所） 67

SK州（2製油所） 148

カナダ西部（9製油所） 748Mb/d

（出典：Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) のデータを加工して作成）
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カナダと米国をつなぐパイプライン

カナダ西部から延びる主要パイプライン

輸送能力：4022Mb/d
2018年の輸送量は3757Mb/dで、能力に対し

て635Mb/dが輸送できなかった。

主な理由として、定期検査や故障などによる
輸送設備の停止や下流パイプラインの抑制、
石油製品輸送への切り替え、そしてバッケン
地域の原油生産増による輸送キャパの減少、
であった。

（出典：Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) のデータを加工して作成）
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カギとなるパイプラインプロジェクト
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WCSの変動

削減生産量の推移（MMb/d)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

3.56 3.63 3.63 3.66 3.68 3.71 3.71 3.74 3.76 3.79 3.8 3.81

WTI高値維持に影響を受けWCSも
価格上昇。各社増産体制に入る。

9-10月米国製油所定修で需要大
幅減。増産は止まらず、AB州貯
蔵能力超過、PL・鉄道輸送キャ
パ超過し価格大暴落招く。

12月3日、AB州政府来年1月からの
強制的減産措置(32.5万b/d)発表。

8月20日、AB州政府減産措置を1年
延長、10月から対象を1万→2万bpd
以上に変更を発表。(29社→16社)

11月1日、AB州政府減産

措置以上分の列車輸送
を許可。前政権の貨車借
上契約（12万bpd、37億ド
ル）の民間肩代わり主導。

また、油井業者支援のた
め、新規油井からの生産
を対象外にする政策発表。

価格差が過
度に縮小

新政権発足
（統一保守党）

2018/12 353,789b/d

2019/02 122,292b/d

WTIとの価格差が15ドル以

下では、米国での価格競争
力が無くなり、輸送量減少

カナダ原油の鉄道による輸出量

（出典：ARC Energy Instituteのデータを加工して作成）
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カナダの天然ガス生産

・天然ガス生産量 世界第４位

・シェールガス賦存量 同第5位
・天然ガス輸出量 世界第5位
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カナダの天然ガス輸出入

(Government of Canada)

10 Bcf/d
(2007) 8 Bcf/d

(2018)

(Canada Energy Regulator)

オンタリオ州
消費６割輸入

(2017)

カナダの天然ガス輸出量の推移－米国地域別 (Canada Energy Regulator)

カナダの天然ガス輸出輸入量の推移（月間）
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カナダ天然ガスパイプライン

Enbridge

（出典：Canadian Energy Pipeline Association）
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AB州の天然ガス需要

【2018年】

全生産量の55%（6.1Bcf/d）需要

オイルサンドと石炭火力発電所
から天然ガス火力発電所への転
換による需要大

【2019年から2028年の予測】

2028年までに19.4％増加（年
2.0％増）
・オイルサンド：15%増
・電気発電：32.1％増
・石油化学プラント：年1.8％増

AB州の天然ガス需要の推移予測

6.1Bcf / d
（55%）

（出典：Albert  Energy Regulator）
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ＡB州の石油化学プロジェクト

JOGMEC：「カナダ西部のガスを活用したビジネスオプションの抽出と商業化の実現性可否の検討」
調査を実施(2018年度）

いくつかの有望な事業の可能性を発見。ただし、サプライチェーン・マネジメントの強化が課題。
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コンデンセートについて

カナダ西部では、ビチューメンの流動性を高める添加剤としてのコンデンセートの需要
が徐々に増加してきており、AECO価格の低迷もあり、WTIとほぼ同価格のコンデン

セートの採取を主目的として生産する事業者が増加。コンデンセートの少ない乾質の
ガスのみしか生産できない地域（ＡB州では、中央部、南東部など）では、生産活動が
限定的となってきている。当局は、この傾向は引き続き継続すると予測している。
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AECOの変動

例年、10月中旬から冬場になり、
AECO価格は上昇するが、H/Hも
同様の動きを示す

昨年から、過去5年の中でも最安値

を記録してきたが、今年は一層その
傾向が強かった。
しかし、10月からAECO価格が持ち
直し始めてきた。

今年は、寒さのせいもあるが、10
月1日からのNGTLプロトコル変更

により、地下貯蔵が可能となった
ため、AECO価格が上昇。H/Hと
は異なる挙動を示す。

（出典：ARC Energy Instituteのデータを加工して作成）
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カナダのLNGプロジェクト

事業名 実施者 場所 状況 能力
稼働目
標

パイプライン 状況

LNG Canada
Shell(40%),PETRONAS(2
5%),PetroChina(15%),
三菱商事
(15%),KOGAS(5%) 

キトマット
2018/10 FID
建設開始

7mtpa×２t
(7mtpa×２t) 2025年 Coastal GasLink 建設中

Kitimat LNG Chevron(50%),Woodsid
e(50%)

キトマット EA承認済 8mtpa×3t Pacific Trail Pipeline EA承認済

Woodfibre LNG Pacific Oil and Gas スコーミッシュ EA承認済 2.1mtpa 2023年 Eagle Mountain EA承認済

Tilbury LNG FortisBC バンクーバー 建設完了 0.25mtpa 稼働中 海洋桟橋の拡張 EA中

Goldboro LNG Pieridae Energy ゴールドボロ, 
Nova Scotia EA承認済 10mtpa 2023年

TC Energy Main Line
Maritimes & 
Northeast Pipeline

建設済

BearHead LNG LNGL
ポイントタッ
パー, Nova 
Scotia,

EA承認済 8mtpa ーー Bear Paw Pipeline ーー

（出典：BC Oil and Gas Commission）
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カナダの連邦選挙結果

議席数 得票数 得票率

10月の総選挙で自由党が少数与党として政権維持
連立は組まずに、各党に閣外協力を求める方針

連邦政府による石油ガス産業軽視の危惧
閣外協力によりマイナス政策を懸念

西部（産油ガス地域）
分断され、孤立状態

「Wexit」推進運動

BC州東部、AB州(33/34）、SK州(14/14）で保守党が独占
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第二次トルドー内閣発足

ジョナサン・ウィルキンソン
SK州出身
前漁業・海洋・沿岸警備大臣

同氏のスタイルや物腰は柔ら
かで前環境相とは真逆。気候
変動へには確実に取り組むが、
有益かつカナダ全土の人々の
懸念を払拭する方法で取り組
むと発言

天然資源大臣
副首相 兼

州政府間関係大臣

クリスティア・フリーランド
オンタリオ州
前外相

トランプ政権との交渉で磨かれた
外交技術を駆使して、まずはAB
州、SK州の不満解消が急務。石

油やガス産業にとって目に見える
成果を提示すること、また西部の
人々が抱える疎外感に対応する
ことが課題

副首相任命は15年ぶり、新内閣で

はリーダー的存在としてエネルギー、
環境プログラム、医療、インフラなど
の連邦・州政府間の重要な問題に
おいて担当大臣と協働する

環境・気候変動大臣

シームス・オリーガン

ニューファンドランド・ラブラドー
ル州前退役軍人問題相兼国防
准大臣、前先住民サービス大。
テレビ司会を10年勤めた後、
2015年に初当選

先住民問題に知見があること
も選定理由。

プレーリー地域問
題担当特別代表

ジム・カー
マニトバ州出身

前天然資源大臣、前貿易
大臣 癌を患い故郷のマ
ニトバ州ウィニペグ近くに
住みカナダ西部の問題に
ついて首相の「目となり耳
となる」という役割を担い、
首相に直接進言を行う。

天然資源政策を支える布陣
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連邦の影響評価法への改正（C-69)

2
2

2016年8月 2012年に制定された環境評価プロセスの迅速化（州政府との重複排除）を目

的として、パネルレビューを実施。2017年4月 パネルレビュー報告書とりまとめ、公開。

2019年6月21日、法案は上下院で可決後総督裁可が行われ法律として制定。上院では、産業界の声を反

映して200項目近くの修正を提案したが、下院ではその半分ほどしか認められず、会期もありそのままと

なった。エネルギー業界は断固反対の立場をとり、AB州新政権のケニー首相（連合保守党）は天然資源

開発を管理する州の権利を侵害するとして裁判所に提訴する構え。本法律が施行されるには、下位規定

が整備される必要があり、12月からの新内閣で施行されることになる。なお、カナダエネルギー規制庁は、

8月26日に法律が施行されて、国家エネルギー委員会から改組。

2018年2月 連邦政府の方針発表

 カナダ環境影響評価庁は，カナダ影響評価庁（Impact Assessment Agency of Canada：
IAAC）に改組。全ての主要プロジェクトを評価する。大型で、特に議論のある案件は、政
府が設置するパネルで議論。

国家エネルギー委員会は、カナダエネルギー規制庁（Canadian Energy Regulator：CER）
に代替され、パイプラインの評価について影響評価庁を支援。

影響評価庁は、環境のみならず、社会、健康、先住民、ジェンダー、雇用、経済の観点か
ら審査する。

事業評価期間は，影響評価庁が行うものは最大300日（以前360日）、パネルが設置され
るものは最大600日（以前720日）。事業評価の最終的判断は，環境大臣又は内閣が行う。
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カナダエネルギー規制庁（CER）

【特徴】
最新のガバナンス構造：主要な機能を明確に分離した最新のガバナンス構造を導入
タイムリーで予測可能な決定：プロジェクトのレビューと決定のために連邦政府プロセスに多くの変更を導入

【具体的な対応】
小規模プロジェクト（「非指定プロジェクト」）

40 km未満のパイプラインプロジェクトが含まれる。
CERによってレビューされ、10か月以内に完全な影響評価

中規模プロジェクト（「非指定プロジェクト」）
40 kmを超えるパイプラインプロジェクト、75 km未満の新公道用地が含まる。
CERによってレビューされ、15か月以内に完全な影響評価が行われ、内閣によって承認。

大規模プロジェクト（「指定プロジェクト」）
CERの支援を受けてカナダの新しい影響評価機関（IAAC）が主導し、内閣によって承認。
大規模プロジェクトには、75 kmを超える新公道用地を持つパイプラインプロジェクトが含まれる。
指定プロジェクトは、CER法およびプロジェクトリスト規則で設定。

【プロジェクトレビューに対する変更点】
先住民族および利害関係者の懸念をより適切に特定、対応するための早期関与段階
性別に基づく分析、気候変動、先住民の権利への影響の考慮を含む
安全性と環境保護の強化のための施設検査、その他監視活動
より多くの先住民の参加、より包括的な市民参加
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AB州新政権

4月の総選挙で統一保守党が政権奪取

首相：Jason Kenney
・29歳でカルガリーから連邦議会議員に選出。

・ハーパー政権下で、多様文化大臣、市民権・移民大
臣、雇用社会開発大臣、国防大臣を歴任。
・2017年、AB州で統一保守党党首

エネルギー大臣：Sonya Savage
・弁護士の後、エンブリッジ社で勤務。
・2015年、カナダ・エネルギーパイプライン協会(CEPA)
政策・規制担当課長就任。
・12年間業界の規制改革、先住民・環境問題対応経験。

天然ガス担当大臣：Dale Nally
・ケニー政権の政策柱の一つである天然ガス産業の復
興を実現するために新たに設置された担当大臣ポスト
・エネルギー業界の経験はないが、アグレッシブ。
・NGTLのテンポラリープロトコルの変更実現に尽力。

【ケニー新政権スタートダッシュ】
 エネルギー製品の州外輸出を許可制にする法律公布
 州炭素税廃止と連邦炭素税制についての違憲訴訟
 C-48（カナダ西岸での石油タンカー禁止法案）の違憲訴訟
 C-69（影響評価法）法案の違憲訴訟

【業界のニーズを踏まえた減産措置への細やかな対応】
 前政権からの強制的減産措置を継承
 鉄道輸送のためWTIとWCSの価格差が15ドル以下となるよう減産枠

を緩和
 8月20日、PLプロジェクトの遅延を踏まえ減産措置を1年延長
 10月から対象を1万→2万bpd以上に変更(29社→16社)
 前政権の貨車借上契約（12万bpd、37億ドル）の民間肩代わり促進

のため、11月1日、減産措置以上分の列車輸送許可
 油井作業者雇用支援のため在来型資源新規油井を対象外

【厳しい財政事情】《2019-2020年度予算案》
 2019年度末の州負債：630億$（利払い年間20億$）
 2019FY予算：歳入500億$、支出587億$ 87億$の赤字
 4年間で予算のバランスを取り戻す

2020FY 109億$赤字、2021FY 26億$赤字、2022FY 6億$黒字
 公的部門での支出を大幅カット。2100名公務員削減。
 雇用回復、投資拡大→炭素税廃止（14億$減税）、法人税引き下げ

（18%→12%）
 Partial Upgrading Program、Petrochemical Feedstock Infrastructure 

Program は中止。Petrochemical Diversification Program（PDP）継続
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AB州の天然ガス産業の復興に向けて

《暫定的プロトコルの実施》
AB州全域のパイプライン網（NGTL）を所有するTCエナ
ジー社は、2つの契約形態（ファーム、インタラクティブ
(IR)）を有し、夏場の定期修理期間は、ファーム契約者
を優先。IRを常とする中小生産者はその間ガスを流せ
ず、ガス貯蔵が行われない事態に。

AB州政府の働きかけにより、2019年、2020年の4月～
10月の定期修理期間、ファーム契約者の送流量を制
限してIR契約者分を優先することで、関係者が了解。今
年10月から実施。

IRからの送流分が地下貯蔵されたことで、AECO価格が
上昇。今年は1か月のみの実施であったが、高値の維
持と価格の安定性をもたらすもと関係者は高く評価。

2021年には、現在実施中のNGTL近代化プロジェクトが

終了し、容量が拡大することで定修時期でもこのような
問題は発生しない。
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カナダ西部のガスパイプライン
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AB州政府の環境政策への懸念

Technology Innovation and Emissions Reduction(TIER)
法案19：技術革新と排出削減

要件：
・発電施設は、最もクリーンな天然ガス火力発電の排出量にする
・その他、年間10万トン以上の二酸化炭素を排出する施設は、2020年に
排出量を10％削減。さらに、2020年以降毎年追加で1％排出量を削減

要件以外の対応：
・排出目標を達成し、超過した施設からのクレジットの使用
・規制対象外施設で、自主的に排出量削減した排出オフセットの使用
・二酸化炭素1トンあたり30ドルをTIER基金に支払う

TIER基金の使途：
・革新的でよりクリーンなアルバータ州の技術開発支援
・カナダエネルギーセンターの運営費
・州の財政赤字の削減

プログラムには、オイルサンドの新たな抽出法やCO2地中貯留技術への
投資やリサーチが含まれる。
AB州政府は今後4年間で約19億ドルの収益を見込んでおり、そのうち12
億ドルはCO2削減プログラムに投入されると考えられている。

連邦政府の炭素税政策と
の関係が懸念
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BC州でのホーガンNDP政権誕生

選挙前 選挙後
自由党 47 43

新民主党 35 41

グリーン党 1 3

無所属 2 0

合　計 85 87

◎2017年5月9日の総選挙結果

グリーン党
との協力を
条件にNDP
が政権党に

Michelle Mungallエネルギー・鉱山・石油大臣：

アルバータ州出身。40歳。アルバータ大学入学時
から政治活動を行い、2002年、カナダ国内最年少
（24歳）でBC州ネルソン市議会議員となる、2009年
からは州議会議員を2期務めた。専門は生活ごみ、
貧困、妊婦と幼児などの社会問題分野。エネル
ギー・鉱山分野での活動は見受けられない。

◎7月18日NDP党首であるジョン・ホーガン

首相率いる新BC州政権が発足

→ジェンダーバランスを考慮し、22名の

閣僚は男女同数、前党首・若手の入閣

John Hogan首相：

BC州ビクトリア出身。59歳。シドニー大学で歴
史学博士号を取得後、政治家助手、BC州政
府等の経歴を経て、2014年よりNDP（新民主
党）党首を務める。インフラ・エネルギー関係
にも深い見識を持つ。

1.州の消費税（PST）の救済措置
LNGカナダが施設建設期間中にPSTとして支払ったとされる総額を、20

年間に延べ払う

2.炭素税の据え置き措置（C$30/CO2ｔ）
2018年予算案で発表した「新たなクリーン成長インセンティブプログラ

ム」に基づき、州政府が世界の操業施設からの最小CO2排出量をベン
チマークに設定し、それを下回る施設には炭素税をC$30/CO2ｔに据え
置く

3.産業用電気料金の適用
これまでLNG施設には適用除外であったBC Hydro（電力会社）による

一般産業用電気料金を適用

4. LNG税の撤廃
前政権下で設けられたLNG税は、州税として最も効率的・効果的でな

いため、この税を廃止する法律を導入

◎2018年3月22日、ホーガン首相

LNGカナダ支援策を発表


Sheet1

				選挙前 センキョ マエ		選挙後 センキョゴ

		自由党 ジユウトウ		47		43

		新民主党 シンミンシュトウ		35		41

		グリーン党 トウ		1		3

		無所属 ムショゾク		2		0

		合　計 ゴウ ケイ		85		87
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BC州の環境評価手法の改正（再活性化）

2017年7月、新たに誕生したNDP政権のホーガン首相は、環境大臣に宛てた、マンダトリー

レターの中で、先住民の法的権利が尊重され、人々が望む透明性の高いプロセスを確実な

ものとするように、環境評価手法の見直し（再活性化）を指示。

BC州は、他州と異なり、先住民との条約（Treaty）を取りかわしておらず、また、部族数が多い

（約２００、カナダ全体の1/3）ことから、先住民対策は重要な政治的課題。新政権は、旧政権

との違いを強調すべく、UNDRIPを環境評価手法に取り組む対応を示した。これにより、先住

民の権限が強化される可能性がある。年内に関係法案が整備され年末施行予定。

見直しのポイント

 影響を受ける先住民、地域社会そして政府が、健全で透明性がありタイムリーかつ予測
可能なプロセスを通じた、環境評価のすべての段階に、有意義に参加することを確実なも
のとすることで、国民の信頼を高めること。

 先住民との和解を前進させること。特に、「先住民の権利に関する国連宣言（UNDRIP)を完
全に履行。

 成功の可能性を早期に示すことを含み、規制上の検討事項を明確にし、プロセスの確実
性を提供することにより、持続可能なプロジェクトの承認への明確な進路を提供しながら
環境を保護すること。
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改正後の環境影響評価の流れ

（出典：ブリティッシュ・コロンビア州政府HP）
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BC州の環境政策

天然ガスセクターの電力化に関するカナダ連邦
政府とBC州政府のMOU

-- BC州政府とカナダ連邦政府は、天然ガスとLNG生産の電力

化に対する利益を共有しており、世界で最もクリーンな天然
ガスのサプライヤーという、クリーンエネルギーのカナダブラ
ンドを確立する

-- BC州政府はすでに天然ガス産業の電力化を可能にする送
電網に投資を行っており、その一環として2019年4月にカナダ
連邦政府はthe Investing in Canada Planを通じてPeace Region 
Electricity Supplyプロジェクトに8360万ドルを出資した。BC 
Hydro(電力会社）は残りの2億540万ドルを出資した

--本MOUに基づき、以下の天然ガス及びLNG事業に関連する
電化を推進する
ⅰ. CleanBC Facilities Electrification Fund
ⅱ. Bear mountain to Dawson Creek Voltage Conversionプロ

ジェクト
ⅲ. North Montney Power Supplyプロジェクト

-- 本MOUに定められたイニシアチブに充てる資金を両機関で

決定。現在、近日中に行われる電化プロジェクトの資金として
6億8000万ドルを両機関が賄う
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