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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。

免責事項
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• 1969年11月、東京ガス根岸工場にアラスカからの第1船を受け入れてから今年で50年。

• その間、LNG取引は大幅に拡大。ここ10年で、輸出国数1.3倍、輸入国数1.8倍に。

• 天然ガス貿易に占めるLNGの割合は、2025年には過半を超える見込み（2018年 35%）。

• 低炭素化社会の進展に合わせ、2050年までにシェアを拡大し続けるのはリニューアブルと天然ガスのみとの予
測が太宗を占める。

• プレーヤーが増加し市場環境が変化。これまでにない大きな変革の時期を迎えている。

• 本日のポイント

– 短期長期のLNG需給、価格予測

– ポートフォリオプレーヤーの参入とその影響

– シェール革命以降拡大が続くアメリカLNG輸出

– 日本、および、ヨーロッパ市場の価格指標に関するLesson learned

– 各社の戦略オプションと新しい動き

– 参考資料（Shell、Total、BP、カタール、オーストラリア、ロシア、中国ほか）

はじめに
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前回のまとめ（10/17）

• 2018年、全世界のLNG取引量は、313.8MTPA（対前年8.3%増加）に達し、ここ10年で、輸出国は、16→20か国、輸
入国は23→42か国に増加。今後のLNG需要は、中国、および、東南・南アジア諸国が牽引。

• 世界の液化能力は、406MTPA（対前年41MTPA増加）。今後、LNG供給は、シェール革命による新たなLNG液化
ビジネスの誕生に沸くアメリカ、生産拡大を計画するカタールとロシア、本年世界第一位の出荷国となるオースト
ラリアの4強体制に。

• グローバル化により従来の3大LNG市場価格が収斂するとともに、供給過剰による長期契約LNG価格とスポット
LNG価格との乖離が継続。スポットLNGは記録的低価格。

• 日本着長期LNG価格見通し@2030年は、$10.00/MMBtu。2012年比3割下落。

• 余剰LNGはヨーロッパが吸収。ただし、貯蔵能力は限界に近付いている。

• 今後の需給予測は各社で大きく異なる。IOC予測はIEAより2～3割高い。

• 液化プロジェクトは完遂までに長期間かかり、将来見通しが難しい。2019年、FIDは過去最高125MTPAの見込み。

• ポートフォリオプレーヤーの出現により、市場構造が変化しFIDが加速。LNG供給バブルの懸念。価格決定は、プ
ロダクトアウトからマーケットインへ。

• アメリカLNG（仕向地自由、安価なシェールガスが原料）がLNGトレーディングのグローバル化を促進。



5

ヨーロッパ
ガス（TTF、NBP）

BRENT、石油製品

アジア
JCC

アメリカ
ガス（HH）

従来、LNG価格は原油、石油製品に
リンク。1990年代後半からイギリスを
中心にガスハブ価格リンクLNG取引
量が増え始め、2010年頃には成熟。

PLガスとの競争がない。LNG
価格は主に原油価格にリンク。
近年価格指標は多様化の傾向。

HH価格はPLガスの需給で決定。原油価
格とは異なる動き。
2006年頃、供給がタイト化しHH価格が原

油価格以上に上昇。その後、シェール革
命。最近の価格は低位張り付き。

（出典 JOGMEC）

世界のLNG価格指標
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• 長期契約においては、現在、JCC 価格を価格指標とする原油価格連動方式を採用する契約が多くを占める。ただし、
今後は、HH 価格等を価格指標とするガス市場価格連動方式を採用する契約が増加していく見込み。また、原油価
格連動方式とガス市場価格連動方式を組み合わせて用いるハイブリッド方式の契約も増加していく見込みである。

LNG価格指標 –日本-

注１： 赤線は，原油価格連動方式の長期契約の契約数量の割合の合計を表している。
注２： 「米国天然ガス価格」は，HH 価格とは別の米国内の天然ガス調達価格に基づく価
格指標を指す。
注３： 「ICP 価格」（Indonesia Crude Oil Price）はインドネシアの原油価格である。

日本の長期契約価格指標の推移

（出典 公正取引委員会 2017）
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ガス価格指標 –欧州-

• LNG受入基地、パイプライン網、地下貯蔵設備が整備された北西ヨーロッパでは90 ％以上のガス売買契約がハブ
価格を指標としている。

• ヨーロッパ入着LNG価格は、TTF（Title Transfer Facility、オランダ）、NBP（National Balancing Point、イギリス）などの
ガスハブ価格とリンク。

• 当初は北東アジアスポットLNG価格指標として出発したJKMも、供給過剰の中、価格差ミニマムで欧州ガス価格に
リンクし始めている。

（出典 JOGMEC）

■ OPE：OIL PRICE ESCALATION（石油連動）
競合燃料（原油や石油製品）と連動。

■ GOG：GAS-ON-GAS COMPETITION（ガス対ガス）
ガス対ガスの競争による需給関係によりハブ価格で決定。

北西ヨーロッパのガス価格指標



• 2015年3月、政府主導で天然ガス・LNG現物取引所を設立。SHPGX（上海商品先物取引所）が中国のハブとなるこ
とを目指す。その後、各地で取引所設立の動き。

• 2018年、LNG受入基地容量の取引を開始。今後、より長期間（1～10年）に拡大。
• 2019年12月、国有ガスパイプライン会社設立。幹線の9割、地下貯蔵と、LNG9基地を管轄予定。
• 輸入パイプラインガス価格、輸入LNG価格は国際価格、LNGローリー売渡価格は市場価格で取り引きされるが、国

内生産ガス価格、シティーゲート価格は政府に統制されている。日本、韓国のガス需給を反映できないため、アジ
ア全体の価格指標に拡張できるかどうかは不透明。

ガス 設備

調達 国産ガス 55%、輸入PLガス 35%、LNG 10%

輸入 PL 中央アジア・ミャンマー・ロシア、LNG 22基地（6,600万t/年）

輸送 幹線 9.6万km、導管 50万km、ローリー 1万台

貯蔵 地下貯蔵 13か所（20日分）、LNGタンク 390万t

中国のガス関連基礎データー

（出典 JOGMEC,  IEEJ）

中国のガス価格

8
中国ガス価格イメージ
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WTI、Brent、そしてJKM

1860
WTI取引開始。

1970’s
ブレント原油発見。

1983
NYMEX先物取引開始。

1990
先物取扱量が世界の
原油生産量と等量に。

1988
ICE先物に上場。

1995
先物取扱量が世界の
原油生産量現物と等
量に。

2017
先物取扱量が世界の
原油生産量の9倍に。

2017
先物取扱量が世界の
原油生産量の11倍に。

2009
JKMスタート。

1980-90’s
JCC（Japan Crude Cocktail）リンク
フォーミュラが主流に。

2012～
JKM先物がICEに上場。

1969～
アラスカからLNG輸入開始。固定価
格採用。

WTI Brent JKM

2019
先物取引量が世界のLNG生産量の
1割に。

（出典 JOGMEC）

7年

24年

7年

19年

7年
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LNG市場の構造変化 -まとめ-

要素 ～2018年 将来

輸出国 20ヵ国 増加 ↗

輸入国 42ヵ国 増加 ↗

契約期間 13年 短期化 ↘

契約量 1.0 MTPA 小ロット化 ↘

プレーヤー格付け 高い 低下 ↘

スポット割合（日本） 18% 増加 ↗

JCCリンク割合（日本） 80% 低下 ↘

ポートフォリオプレーヤー取引割合 40% 増加 ↗

需給変動 サイクリカル 供給過剰 ↗

ガス田 コンベンショナル 米シェール追加 ↗

FID決定 長期契約担保 ポートフォリオプレーヤー

仕向地 制限あり フリー増加 ↗

取引地域 アジア、欧州、米国 グローバル化

価格決定 売主主導 市場需給

炭素制約 EIB石炭石油ダイベストメント EIB、LNGを追加

LNG市場の構造変化
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（参考）コトラーのマーケティング3.0

（出典 JMAC）

成熟市場での成長戦略（コトラー、マーケティング3.0）

• コトラーのマーケティング3.0によれば、市場が成熟するに
従い、製品中心（マーケティング1.0）、消費者志向（マーケ
ティング2.0）から、価値主導（マーケティング3.0）に移行す

る。マーケティングコンセプトも、製品化、差別化から価値
へと変わり、消費者との協働がより重要となる。

• マーケティング3.0では、異なるセグメントがひとつの市場
を取り合う「ボーダレス化」現象が顕著になる。

• 各企業が新たな成長ドライバーを求めて、親和性の高い
領域に入り込んでくるので、成熟といいながらも、むしろ市
場は大きく変化し、今まで以上に競争が激化する。

• 奇策はない。キーワードは、ボーダレス化の中での機会
の特定。捉え方や見方を変えればあらゆるところにチャン
スが潜んでいる。

• この変化に素早く反応し新たな舵を切れるかどうかが勝
ち残るための大きな分岐点。

• 上流から下流までの多角化戦略は、難易度が高くリスク
も伴う。
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ポートフォリプレーヤーが市場を動かす

• LNG市場は、長期SPAと仕向地制限に守られた伝統的な「1対1モデル」から、売主買主が過去の専門領域を超
える「ボーダーレス化モデル」へ変化。

• 今後は、世界中に多くの供給源、需要源を確保した上での多角化が成長の鍵となる。

• いくつかのIOCは、ポートフォリオプレーヤーとして規模と商圏を拡大し、市場およびシェアの拡大を狙う。

ポートフォリプレーヤーの必要条件

- 大西洋（北米・欧州）、インド洋（中東、アフリカ、インド）、太平洋（JKCT、東南アジア）の3大市場すべてに、多くの供給、需要
拠点を持つこと。

- 供給を確保できる前提で、継続的なマーケティングを展開すること。

- 需要が確保できる前提で、健全かつ大規模な財務体質を背景に、長期SPAなしにFIDしLNG供給を確保すること。

LNG供給Top20（2019年上半期）

（出典 Lambert Energy Advisory）



ポートフォリプレーヤーの現状

13（出典 Energy Intelligence）

• Shell、Total、BPは、他に先んじてポートフォリオ
プレーヤー化。

• LNGプロジェクトの立ち上げ（LNG供給地点の分

布の拡大）、調達販売ポートフォリオの拡張、下
流市場の開発（受入基地、FSRU、ガス火力、
LNGバンカリング等）、バリューチェーンの統合、
LNG輸送の最適化を目指す。

• 新たな参入者は、既存ポートフォリオプレー
ヤーとの競争となる。

• 今後は、特にLNGをマネタイズするためのアウト

レットとなる下流需要の獲得競争が激化するも
のと見込まれる。



ポートフォリオプレーヤー（Shell）

• 世界最大のポートフォリオプレーヤー。

• 液化基地、受入基地、LNG船に戦略的に投資。2016年のBG、2014年のRepsol LNGのM&Aにより、マーケティング
とトレーディングの地位を確立。

• 2018年取扱量70MTPA。調達LNGのうち、長期契約向けLNGが67%を占める。販売LNG中のトレーディング用スポッ
トLNGは30%。長期油価リンク契約（レガシー契約）が6割を占め、最近のスポットLNG安の中でも、安定的な収益を
上げている。下流にも強く、受入基地容量40MTPA、ガス市場アクセス25か国、運航LNG船100隻。

• 取扱量が多いだけに、ガス実需要の計画との乖離がリスクか。

• 2017年、QPとLNGバンカリングJVスタート。2030年迄に世界最大の電力供給者への変貌を目指す。

Shell 下流アクセス

（出典 Lambert Energy Advisory）

Shell LNGポートフォリオ（2018年）

14
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ポートフォリオプレーヤー（Total）

• 世界第2位のポートフォリオプレーヤー。

• 2018年取扱量25MTPA。調達LNGのうち、長期契約向けLNGが75%を占める。販売LNG中のトレーディング用スポッ
トLNGは40%。

• 受入基地容量7MTPA保有。2018年、ENGIEのLNGビジネス部門を買収し、LNG船団を13隻に拡大。その後も活発
にLNGプロジェクトに投資。

• ヨーロッパに大きな基地容量を確保。ガス発電への移行が同社想定通り進むかがリスクか。

• 2025年までに、取扱量50MTPA（その内エクイティLNG30MTPA）、LNG船20隻、受入基地能力20MTPAを目指す。

Total 上下流アクセス

（出典 Lambert Energy Advisory）

Total LNGポートフォリオ（2018年）
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ポートフォリオプレーヤー（BP）

• 世界各地の液化基地からの買取によるLNG調達に重点。プロジェクトの進捗に影響されにくいのが強み。

• 2018年取扱量18MTPA。スポット取引実績200隻。5受入基地アクセス権とLNG船13隻を保有。

• 調達LNGのうち、33%がアトランティックLNGとChenireからのHHリンクLNGで、非オイルリンクフォーミュラにも柔軟
に対応。

• Totalと同様、ヨーロッパ基地容量が大きく、ガス発電へ計画通り移行するかがリスク。

• 2025年には取扱量25MTPAを目指す。

BP 上下流アクセス

（出典 Lambert Energy Advisory）

BP LNGポートフォリオ（2018年）



生産国の動き
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• オーストラリア ： 政治的に安定。アジア市場に近い。高コスト。確認埋蔵量2TCM（84TCF、1.2%）。
Conoco PhilipsはダーウィンLNGから離脱し、インターナショナルインテグレーテッドプレーヤーから北米ドメ
スティックプレーヤー化。Santosが継承。上流権益獲得の動きも。

• カタール ： 上流低コスト。北米・アフリカ液化プロジェクト進出などインターナショナルプレーヤー化。欧州
基地容量を長期契約しアウトレットも確保。確認埋蔵量25TCM（872TCF、12.6%）。

• ロシア ： 上流低コスト。ノルドストリーム2完成で欧州向けPLからの利益を増加させ、残りは欧州向け
LNGで確保。確認埋蔵量39TCM（1,375TCF、20.5%）。

• アメリカ ： シェールガス開発が盛んでパイプライングリッドが発達しており、液化プロジェクト自身での上
流開発不要。一方、Feedガスの購入が必要（ただし、オイル狙いの随伴エクイティガスの場合、上流コスト
をサンクコストと見做して、輸送費相当の低コストでの調達も可能）。投資環境良好。政府支援あり。確認
埋蔵量12TCM（420TCF、7.1%）。

（出典 JOGMEC、BP）



今後のLNG需給（シナリオ例）

18（出典 JOGMEC）

シナリオ
• 2019年、供給過剰。
• 2023年、一旦タイト化しかけるものの、中国需要の

減速、東南アジアデマンドクリエーションの遅れ、
炭素制約による液化プロジェクト駆け込みFIDによ
り2030年過ぎまで供給過剰が続く。産ガス国は、

環境プレッシャーによるガス資産のストランデッド
化を懸念し、2030年以前にマネタイズに踏み切る。

• 2025年、JKMが成熟。長期契約価格指標にも採用
され、その後、原燃料費調整制度廃止。

• 2030年から液化プラントへの投資が減少し、2035
年以降、新規LNG供給が減少。市場タイト化。

• 2050年まで、リニューアブルとの相性の良さから
LNG需要は堅調（高性能蓄電池等技術的なブレー
クスルーがないとの前提）。

JKM成熟
→ 原燃料費調整制度廃止

需要

2023 2035 2050

供給

LNG需給イメージ

液化プラント減価償却20年

炭素制約→供給減少

タイト化

2030

ネットゼロ
達成

タイト化ルース化



ポートフォリオプレーヤーに好ましい取引とは？

19（出典 JOGMEC）

仕向地制限なし

スポット長期

JKMリンクJCCリンク

液化基地

仕向地制限あり 仕向地制限なし

スポット長期

JKMリンクJCCリンク

受入基地

ポートフォリオプレーヤー

供給過剰ケース

仕向地制限なし

スポット長期

JKMリンクJCCリンク

液化基地

仕向地制限あり 仕向地制限なし

スポット長期

JKMリンク（今後）JCCリンク

受入基地

ポートフォリオプレーヤー

供給不足ケース

利益

損失 利益

損失

調達

• 仕向地制限なし。

• 需給状況により、スポット・JKMリンク、または、長期・JCCリンクの優劣が変動。先読みとバランスが重要。

販売

• 安定供給できる長期大口契約の確保が最も重要。自らも需要を開発。

• 買主が転売しないよう仕向地を制限。

• JCCリンク、JKMリンクの優劣は、需給状況により変動。



買主間ポートフォリオ供給（例）

20（出典 JOGMEC）

想定
• 買主A ： 小規模。タンク容量小さく需給変動による配船調整に苦労。

1MTPA ｘ 3のJCCリンク長期契約のうち、1契約が2020年終了。安価な
JKMリンクスポットLNGを0.5MTPA購入したい。

• 買主B ： 中規模。タンク容量大きく配船調整能力が高い。輸送経路上
に買主Aの基地があり相性が良い。コスト削減のため安価なJKMリンク
スポットLNGを0.5MTPA増量したいが、しばらくの間の調達はJCCリンク
長期契約で充足している。

調達の進め方
• 買主Aは、買主Bから2020年より1MTPAの供給を受ける。内訳は、長期

契約由来0.5MTPA、スポットLNG0.5MTPA。
• 買主Bは、1MTPAのスポットLNGを新規調達。自身の長期契約LNG0.5 

MTPAと、スポットLNG0.5MTPAを買主Aに供給。地の利を生かし買主A
の需給変動を吸収するよう配船を最適化。

• 各社とも、2023年までは状況を見極め、その後、北米、カタール等供給
過剰を確認しながら、JKMリンクスポットLNG割合を拡大する。

• 同時に取扱量を拡大しポートフォリオプレーヤー化。アウトレットとして、
成熟したガス市場である欧州に受入能力、ガス需要を確保。需要の伸
びる東南アジアでも需要を開発。

• ヘッジに習熟し、原燃料費調整制度廃止に備える（欧州では、原燃料
費調整制度は一部の国でのみ適用）。

• 2035年以降の炭素制約による液化プラントFID禁止の行方を注視。

2020年

買主B

買主A

2023年

スポット調達

仕向地変更 転売

長期契約

長期契約

長期契約

長期契約

長期契約

長期契約

長期契約

長期契約

長期契約

長期契約

長期契約

買主間ポートフォリオ供給によるスポット調達拡大例
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スポットLNG比率の限界

• 全エネルギー中に占めるLNGの割合とスポット・短期契約割合の関係をみると、世界全体として一定の傾向、スポット・
短期契約割合の上限「セキュリティーライン」があることが確認できる。

• LNGの割合が小さければスポット・短期割合が高く、大きければ長期契約の割合が増加する。

• 欧州各国は安定供給志向。

• 今後、スポットLNG価格が低めに安定する状況では、スポットLNG割合を増やせば原料費を低減できる。

• 新たに出現したポートフォリオプレーヤーは、柔軟性を提供し調達のリスクを軽減すると期待される。

• マーケットグローバル化により、欧州・米国の地下貯蔵、パイプライン網のセキュリティ上の恩恵を日本も間接的に享受。

スポット比率アップ

スポットLNG比率のセキュリティーライン

（出典 GIIGNLよりJOGMEC作成）

（台湾については、原
発政策急変による緊
急Spot調達分を補正）
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• 日本には欧米のようなナショナルパイプラインや地下貯蔵設備はないものの、各地に分散したLNG受入基地の在
庫がほぼ常時500万t程度存在。他国と比較し多い。

• 国家備蓄＋産油国備蓄90日分、民間備蓄70日分、合計160日分の備蓄を有する原油と異なり、LNGにその義務は
ないものの、主要ガスユーティリティーは20日分の年度末在庫を確保するよう努力している。

• 一方、欧州は、運転・設備形態が異なりタンク数が少なくLNGとしての在庫は少ないものの、ガス需要の30日分を
地下備蓄している。また、アメリカはシェールガス産出が豊富であるのに加えて30日分、中国は20日分のガスを地
下貯蔵している。

（出典 Petroleum Economist）

各国のLNGタンク容量

（原著1m3を0.45t-LNGで換算）

LNG保有量



スポットLNG割合を拡大するには？

23（出典 JOGMEC）

状況

• 安定供給確保はこれまで同様に大前提として、さらな
るコストダウンが期待されている。

• Spot LNG（JKMリンク）は長期契約LNG（JCCリンク）より
安価。

• 安価なSpotを増やしたいが、各社セキュリティーライン
付近で均衡。

• 原燃料費調整制度下では、JLC（日本平均LNG価格）に
よってガス販売価格が変動する。自社調達平均LNG
価格が、JLCより高ければ収入減、安ければ収入増。
JLC乖離ダウンサイドリスクを懸念し、中小規模買主は
大規模買主の調達価格、Spot割合に追従する傾向。

• 小規模買主は元々Spot増量裁量が小さい。万一マー
ケットがタイト化した場合、LNG調達価格が上昇してし
まう危険も。

方法
• LNG市場が成熟するほど、また、取扱量が多いほど、

Spot割合を拡大することができる。
20%

大

中

小

ポートフォリオプレーヤー化
（取扱量増、他ユーティリティー供給）

インターナショナルインテグ
レーテッドプレーヤー化（エク
イティー確保、ポートフォリオ
プレーヤー化、欧州アウトレッ
ト確保、アジアデマクリ）

調達インテグレーション
（バーゲニングパワー強化、1タンク運用）

取扱量

Spot割合

現状

今後

市場の成熟

取扱量
拡大

セキュリティー
ライン



買主各社の戦術例
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戦術オプション例

– 海外進出（国内パイ縮小、海外デマンドクリエーション）

– 現状維持（自由化による顧客脱落はあるものの、従来からのコア顧客を守る）

– 規模の拡大（共同調達、合併、ポートフォリオプレーヤー化）

– スポット調達拡大（先安感のあるスポットLNGを調達し顧客開発）

– リスク回避（スポットLNG価格上昇の可能性も考慮し、自社調達LNG平均価格をJLCに合わせる）

① チャンピオンプレーヤーと同様の長期vsスポット比率に合わせる

② ポートフォリオプレーヤーからJLC平均でLNGを調達する

– トレーディング拡大（過去、北米ガス高騰、リーマンショック欧州不況、大震災等によりグローバル化が進展）

– SPA改善（数量柔軟性向上、新たな価格指標採用（HH、石炭価格等）、仕向地制限撤廃（EC判断、公取レ
ポートにより既成事実化））

– 新規プロジェクトの立ち上げ促進（シェール革命によるFIDブームを活用）

– 上流権益取得（ナチュラルヘッジ）

– 新規ビジネス開拓（小型船配送・ISOタンク等ブレークバルク、不動産、食品等）

（出典 JOGMEC）



各社の戦略

25（出典 JOGMEC）
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おわりに

• 2018年、全世界のLNG取引量は、313.8MTPA（対前年8.3%増加）に達し、ここ10年で、輸出国は、16→20か国、輸
入国は23→42か国に増加。今後のLNG需要は、中国、および、東南・南アジア諸国が牽引。

• 世界の液化能力は、406MTPA（対前年41MTPA増加）。今後、LNG供給は、シェール革命による新たなLNG液化
ビジネスの誕生に沸くアメリカ、生産拡大を計画するカタールとロシア、本年世界第一位の出荷国となるオースト
ラリアの4強体制に。

• グローバル化により従来の3大LNG市場価格が収斂するとともに、供給過剰による長期契約LNG価格とスポット
LNG価格との乖離が継続。スポットLNGは記録的低価格。

• 日本着長期LNG価格見通し@2030年は、$10.00/MMBtu。2012年比3割下落。

• 余剰LNGはヨーロッパが吸収。ただし、貯蔵能力は限界に近付いている。

• 今後の需給予測は各社で大きく異なる。IOC予測はIEAより2～3割高い。

• 液化プロジェクトは完遂までに長期間かかり、将来見通しが難しい。2019年、FIDは過去最高125MTPAの見込み。

• ポートフォリオプレーヤーの出現により、市場構造が変化しFIDが加速。LNG供給バブルの懸念。価格決定は、プ
ロダクトアウトからマーケットインへ。

• アメリカLNG（仕向地自由、安価なシェールガスが原料）がLNGトレーディングのグローバル化を促進。

• アジア価格指標は多様化。JKMが有望。長期契約の指標化にはしばらく時間がかかる。

• 市場のボーダーレス化に対応し、メジャーを中心にポートフォリプレーヤー化が進む。

• アジアはパイプライングリッドの発達が不十分でガス貯蔵量も小さい。供給過剰時の安価なスポットLNGの恩恵
を受けるには、セキュリティー上の制約がある。

• 取扱量の拡大、市場の成熟によりスポットLNG割合の拡大が可能。

• 今後のLNG需給シナリオ、各社の調達・戦術例についてまとめた。



参考資料
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• Shell
• Total
• BP
• カタール（Qatar Petroleum、QP）
• オーストラリア
• ロシア（Gazprom、NOVATEK）
• 中国

• 燃料費調整制度



Shell
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• 世界最大の民間LNG生産者、ポートフォリオプレーヤー。
• 2018年のLNG販売量は7,121万トン、対前年比7.9%増。世界的な液化能力とトレーディング量が増加したことによる。
• LNG生産量は3,430万トン、対前年比3.3%増。Atlantic LNG、QCLNGの原料ガス増加、Gorgon LNGの順調な稼動による。
• 2019年は2018年12月に生産を開始した豪州Prelude FLNGにより増産継続の見通し。その後も、LNG Canada、Nigeria LNG拡張、Lake Charles 

LNG、Abadi LNG、タンザニア新規プロジェクトなど多くの案件が控えている。
• 2016年2月、BGを529億ドルで買収し、多くの下流資産も併せて取得。世界各地のLNG受入基地へのアクセス権を有している。SLNG基地、Gate 

LNG受入基地へアクセス権を保有しHazira LNG基地の権益取得を完了。

主なポートフォリオ契約

主な下流資産

（出典 JOGMEC天然ガスリファレンスブック）



Total
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• 環境負荷の低い天然ガスと再生可能エネルギーを重要なコア事業と位置付け、メジャーの中では最も積極的にガスサプライチェーンの構
築を模索。世界第2位のポートフォリオプレーヤー。

• 生産量の中で天然ガスが占める割合は2005年の35%から2016年には48%と増加。2035年には60%に達する見込み。
• 2018年7月、Engieの上流LNG資産（LNG液化基地や長期LNG売買契約、LNG輸送船団、欧州のLNG受入基地）を15億米ドルで買収し、LNG

ポートフォリオを強化。LNG取扱量はShellに次ぎ欧米メジャーで第2位の事業者になった。
• OccidetanlのAnadarko買収に際し、Anadarkoが保有していたアルジェリア、ガーナ、モザンビーク、南アフリカの上流開発ライセンスやLNGプ

ロジェクトを買収。
• Driftwood LNGと、150万トン/年、FOB、Platts JKMフォーミュラで契約。
• 2019年8月には東芝が保有していたFreeport LNGでの液化加工事業を買収。
• Yamal LNGプロジェクトに続き、Novatekが推進するArctic LNG-2プロジェクトにも10%の株式取得で出資。
• テルリアンのドリフトウッドLNG、交渉中。

主な下流資産
主なポートフォリオ契約

（出典 JOGMEC天然ガスリファレンスブック）



BP
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• Total・Shellに比べてガス下流部門への投資に対する関心は低い。近年、LNGトレーディングに注力し、ポートフォリオ契約によるアジア市
場を開拓中。

• ポートフォリオプレーヤーとしても活動。
• 液化プロジェクトでは、ADNOC LNG、North West Shelf LNG、Atlantic LNG、Tangguh LNG、Angola LNGの権益を保有。2021年、Tangguh LNG

第3液化系列（380万t/年）が稼働開始。セネガル・モーリタニア沖でTortue FLNG事業を推進。250万トン/年。2022年生産開始予定。
• LNG供給では、2019年、CNOOC向け、20年間、150万トン/年、および、シンガポールPavilion Gas向け、20年間、40万トン/年を供給開始。

供給源は、2020年操業開始予定のFreeport LNG第2液化系列等を予定。2020年、国営中国華電（China Huadian Corporation）向け、20年
間、100万トン/年を供給開始予定。インドネシア国営電力公社PLN（Perusahaan Listrik Negara）向け、15年間、100万t/年を供給予定。

• この他、拡大するLNGポートフォリオに対応すべく、新たにLNG船6隻を自社船団に加える。

主なポートフォリオ契約

主な下流資産

（出典 JOGMEC天然ガスリファレンスブック）



カタール（Qatar Petroleum、QP) 
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• 1974年設立。1993年改組。世界有数のNorth Fieldガス田を供給源に、外国企業とのJVを設立し、LNG事業を推進。7,700万/年を生産する
世界最大のLNG生産会社。

• 2017年12月、RasgasとQatargasとの合併が完了。
• 2019年2月、Golden Pass LNG（1,200万t/年）は建設工事を開始。2024年稼働開始。
• 今後10年間で100隻超の新造船を建造する計画。
• 2019年1月1日付でOPECを脱退。
• 2019年12月、2005年以来のモラトリアムを停止し、拡張プロジェクト4系列合計4,900万t/年を追加し、合計1.26億トンに拡張すると発表。

2027年までの生産開始を目指す。EM、Shell、Total、COP、Chevron、Eniからコマーシャルパートナー選定中。
• LNGの生産から販売までのサプライチェーン強化を重視しており、イギリス、イタリア、米国のLNG受入基地に出資。ベルギーでは基地使

用権を確保。世界最大のLNG事業者としての存在を強固にする方針。

液化能力

（万トン/年）
生産開始 出資者 主要仕向地

960 1996年

Qatargas ( Qatar Petroleum 65%,

ExxonMobil 10%, Total 10%, 三井物産

7.5%, 丸紅 7.5%)

アジア

欧州

780 2009年 Qatar Petroleum 70%, ExxonMobil 30% 欧米

(Train 5) 780 2009年
Qatar Petroleum 65%, ExxonMobil

18.3%, Total 16.7%
欧米

780 2010年
Qatar Petroleum 68.5%, ConocoPhillips

30%, 三井物産 1.5%
アジア、欧州

780 2011年 Qatar Petroleum 70%, Shell 30% 欧米

660 1999年

RasGas ( Qatar Petroleum 63%,

ExxonMobil 25%, KORAS
※

 5%, 伊藤忠

商事 4%, エルエヌジージャパン 3%)

アジア

470 2004年 アジア

(Train 4) 470 2005年 欧州

(Train 5) 470 2007年
Qatar Petroleum 65%, ExxonMobil 30%,

CPC 5%
欧州

780 2009年 アメリカ

(Train 7) 780 2010年 アメリカ

3,200
2024年

（計画中）
Qatar Petroleum N.A.

1,560
2024年

(計画中)

Golden Pass Products

(Qatar Petroleum 70%, ExxonMobil 30%)
N.A.

※

国名
プロジェクト名

(Train名)

カタール

Qatargas 1

(Train 1-3)

Qatargas 2

(Train 4)

Qatargas 3

(Train 6)

Qatargas 4

(Train 7)

RasGas

(Train 1, 2)

RasGas Ⅱ

(Train 3)

KORAS は、Korea RasGas LNG Ltd.の略称。

株主構成はKOGAS 60%, Samsung 10%, Hyundai 8%, SK 8%, LG 5.6%, Daesung 5.4%, Hanhwa 3%である。

Qatar Petroleum 70%, ExxonMobil 30%

RasGas 3

(Train 6)
Qatar Petroleum 70%, ExxonMobil 30%

拡張プロジェクト

アメリカ

Golden Pass LNG ,

TX（既存受入基地

に併設予定）

主なLNG契約

（出典 JOGMEC天然ガスリファレンスブック）



オーストラリア
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• 現在豪州の稼働LNGプロジェクトは10件、生産能力8,760万t/年。2018年には世界最大のLNG生産国となった。しかし、これらに続くグリン
フィールド大型LNG案件の動きはない。一方、かつてグリンフィールドとして計画されていた案件を既設LNGの拡張やバックフィルとして活
用する計画が浮上。

• 北部準州のBeetaloo Basinは、米国Marcellusに地質構造が似ており、豊富な資源量が期待。また、国内パイプラインも整備されている。
• 2016年、北部準州でのフラッキング禁止。2018年、一部フラッキング試験等を再開。ただし、本格的な商業生産には、135項目の提言に

対応する必要があり、最短でも5年以上を要する見通し。

主なLNG契約

（出典 JOGMEC）



ロシア（Gazprom、NOVATEK）

33

• Gazpromは、ロシアで天然ガスの探鉱、開発、生産、パイプライン輸送、輸出まで幅広く展開する同国最大級の企業。ロシア政府が
Gazprom株式の50.23% を支配。

• かつてはロシア国内天然ガス生産量の90% を占めていたが2018年には69% まで低下。2018年のガス生産量は498.7 Bcmで（前年比5.6% 
増）、ロシア国内と旧ソ連諸国での販売量が全体の55.7%。

• 2018年LNG販売量は388万トン（前年比16%増）。Sakhalin 2第3トレイン（500万トン/年）の増設等について検討中だが、低油価、原料ガス確
保、米国ロシア制裁などから戦略の見直しを迫られている。

• NOVATEKは、1994年8月の創業。ロシア最大の独立系天然ガス生産企業。
• Yamal LNGは、3液化系列が稼動中で、合計液化能力は1,650万トン/年。2019年中に第4液化系列が加わり1,740万トン/年まで拡大予定。
• Arctic LNG 2は、2019年9月、FID完了。2023年末、第1系列の稼働を開始。全3系列稼働後1,980万トン。
• 2019年5月、ヤマル地域3件目のOb LNG の計画を発表。480万トン/年。2023年稼働予定。
• アジア市場を中心にLNG需要見通しをさらに上方修正すべきとの市場感に基づき、今後も新たなプロジェクト開発を推進する方針。北極圏

航路の実現や、原油生産減退懸念、国産技術開発推進、雇用確保をもくろむ強烈な政府支援が追い風。
• 2019年10月のミヘルソン社長発言：2035年までにNOVATEKが推進するLNGプロジェクトで1.4億t、ロシア全体では1.6億tのLNGを生産するこ

とができる。

主なLNG契約（Gazprom）

主なLNG契約（NOVATEK）

（出典 JOGMEC天然ガスリファレンスブック）



中国

• 2018年のLNG輸入は前年比1,600万t増加の5,400万t。世界の需要を牽引。
• 世界のLNG輸入におけるシェアは、第一位の日本26%に続き、中国は17%。パイプラインとLNGの輸入を合わせ中国はすでに日本を上回る

世界最大の天然ガス輸入国だが、2024年には中国がLNG単独で日本を上回る予測。
• 地下貯蔵：13か所、17Bcm（20日分）
• LNG受入基地：22基地、6,600万t/年（運転在庫は販売量の3%、10日分とされる）

2019年新設 CNOOC広西・防城港（Guangxi・Fangchenggang）基地（60万t/年）
深圳燃気広東・深圳華安（Guangdon・Shenzhen Hua’an）基地（60万t/年）

• ローリー、コンテナLNG：2019年1-7月は前年同期比19%増の1,600万ｔ。参入業者が増え競争激化。
• LNGトラック、バス：37万台。LNG消費量670万t/年。LNGステーション2,552地点。

中国のLNGトラック、バス

(x 10^3)

（出典 SIA Energy、Shell）

中国のLNG輸入見通し

34



CNOOC
• 1982年に設立された中国3大石油メジャーの一つ。従来、沖

合での資源開発を担当していたが、LNG事業に先んじて進出。
• NWS LNG、QC LNG、Tangguh LNG、MLNG III、PNG LNG、

Qatargas 3 T6、Total・Shell・BP・Petronasポートフォリオから
2,350万t/年を調達し、Woodfibre LNG、Mozanbique LNGとも
契約。

• 大鵬、莆田、洋山、寧波、珠海、天津港、洋浦、迭福、粤東の
9基地を保有。それらの拡張および、塩城浜海、漳州市2基地
の建設を計画中。

PetroChina
• CNPCの子会社で、世界30ヵ国以上で石油・ガスの探鉱・生

産事業を展開。
• Qatargas 2, 4、Gorgon LNG、Yamal LNG、PNG LNG、Corpus 

Christi LNGと、1,530万t/年の契約を持っている。如東、大連、
唐山に3基地を保有。

• Arctic LNG 2への出資、地下ガス貯蔵設備・ガス火力発電所
など、ロシア企業と幅広い分野で協力。

Sinopec
• 中国第2位の原油・天然ガス生産企業、かつ中国最大の石油

製品、石化製品の製造・販売企業。
• LNGに関しては後発で、2014年以降、パプアニューギニア

LNG、APLNGから960万t/年を受け入れ。
• 青島、北海、天津の3基地を保有。青島、天津の拡張、および、

温州、連雲港の建設により、2023年までに2,600万t/年に拡
張予定。

中国（CNOOC、PetroChina、Sinopec）

35
（出典 JOGMEC天然ガスリファレンスブック）
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• 原燃料費調整制度は、事業者の効率化努力の及ばない原燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、
事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させると同時に、事業
者の経営環境の安定を図ることを目的とし、平成8年1月に導入。

• 3ヶ月平均原燃料価格が、基準平均原燃料価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を毎月
反映。 料金の大幅な変動を避けるため、平均原料価格が基準平均原料価格の160%を調整上限値に設定する。

（出典 METI HP, 東京ガスHP）

原燃料費調整制度

原燃料費調整制度
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