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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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本日の内容
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１．概要
２．東地中海のガス田開発計画
～イスラエル・キプロス・エジプト～

３．２つのガス輸出構想
～東地中海ガスパイプラインと

エジプト・エネルギーハブ～
４．ガス輸出方法の考察
５．おわりに



１．概要
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・東地中海とは：ギリシャ、トルコ・
キプロス・イスラエル・エジプト等
の国々に囲まれた地域。

・2010年前後から現在にかけて、
大規模ガス発見が続いている。
①エジプト・Zohrガス田
②イスラエル・Leviathanガス田
③キプロスのディスカバリー

・発見されたガスの輸出方法につ
いて、東地中海パイプラインや
LNG等、複数の手段が検討され
ている。
出所：JOGMEC作成



需要地・資金源としての欧州
・資金：EUによるインフラ投資
・市場：ガスの大きな需要地
・資源セキュリティ：露依存低減

１．東地中海における課題の変遷
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ディスカバリー（埋蔵量）
・2010年 ｲｽﾗｴﾙ・Leviathan(22tcf)
・2011年 ｷﾌﾟﾛｽ・Aphrodite(4.5tcf)
・2015年 ｴｼﾞﾌﾟﾄ・Zohr（22ｔｃｆ） 等

欧州情勢の変化
・資金：脱炭素政策
⇒開発・建設資金の借入不可？

・市場：供給過多・価格競争
⇒コスト競争力が課題

・資源セキュリティ：複数のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝや新
LNGﾀｰﾐﾅﾙによる供給源多角化の進行
⇒新ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝのニーズ減少

2018年以降の更なる大きなディスカバリー
・2018年 ｷﾌﾟﾛｽ・Calypso発見
・2019年 ｷﾌﾟﾛｽ・Glaucus発見

これまで：
埋蔵量があれば開発可能

現在：埋蔵量確保の期待が高まるも、
経済性・実現性に疑問の声

期待大

方針転換？

東地中海ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ以外の輸出方法？
①地域インフラ拡充による地域内消費
②ｴｼﾞﾌﾟﾄのﾊﾌﾞ化促進によるLNG輸出
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１．東地中海におけるガス田開発の全体像
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・2004年、エジプトのガスをイスラエル・
ヨルダンに輸出するために、2つのパイプ
ラインが稼働。2012～2013年、供給ガス
不足と契約交渉の難化により停止。

・過去10年で東地中海沖（緑部分）の探鉱
開発が活発化。

・既存のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの延長計画に加えて、
「欧州向けの東地中海パイプライン」案
が台頭。

・既存ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの延長により、2020年1月、
ｲｽﾗｴﾙ産ｶﾞｽが、ｴｼﾞﾌﾟﾄとﾖﾙﾀﾞﾝに到着。

（参考）2015年のガス供給停止について、
ｴｼﾞﾌﾟﾄｰｲｽﾗｴﾙ間の当事者は現在も仲裁中。

【東地中海の既存の2つのパイプライン】
①Arab Gas Pipeline（AGP）：
エジプト-ヨルダン-シリア-レバノン

②East-Mediterranean Gas（EMG）Pipeline：
ｴｼﾞﾌﾟﾄ-ｲｽﾗｴﾙ間（東地中海経由）

出所：JOGMEC作成



１．2019年～2020年の出来事
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2018年2月 キプロス沖でEniがディスカバリー（Calypso）

2019年2月 キプロス沖でExxonがディスカバリー（Glaucus）→開発への期待が高まる

6月 トルコが掘削船Fatihをキプロス西沖へ、Yavuzを北キプロス沖へ派遣

9月 Total・Eni、キプロスBlock 7のライセンス獲得

11月 トルコが掘削船Yavuzをキプロス南西沖に派遣

トルコとリビア暫定政府がEEZの境界に合意

12月26日 トルコがリビア派兵の方針発表（暫定政府を支援）

12月31日 イスラエル・リヴァイアサンガス田生産開始

2020年1月 ギリシャ・キプロス・イスラエルが東地中海パイプライン協定に署名

エジプトで東地中海ガスフォーラム開催

2019年：キプロス沖において民間企業とトルコが探鉱を行い緊張が高まる。
⇒ 2019年末から2020年初めにかけて、以下の進展があり、

東地中海地域の開発への機運と緊張が一気に高まった。



１．東地中海における関係国の全体像
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歴史的に対立のある地域において（EEZ境界問題等）・・・

キプロス：良好な探鉱成果

ギリシャ：経済低迷、投資歓迎

イスラエル：ガス田生産開始

トルコ：TANAP・Turk Stream
リラ下落⇒安いガスが欲しい

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ通行料は貴重な収入

進
め
た
い

阻
止
し
た
い

（+）脱炭素化の流れ：
借入の不安⇒急ぎたい

抗議行動の激化
ｷﾌﾟﾛｽ沖掘削、ﾘﾋﾞｱ巻き込み

エジプト：地域のｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾌﾞ化目標

南欧にガス輸出を目指す 市場への新規参入を排除

リビア暫定政府：支援がほしい

EEZ境界問題 × 南欧ガス市場 × 当事者の増加（2019～20年）
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・資金：EUによるインフラ投資
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２．東地中海のガス田開発計画
東地中海における主な参入企業

・メジャーズ等
Exxon, Total, Repsol
・独立系
英：Energean Oil & Gas
ｷﾞﾘｼｬ：Hellenic Petroleum

・メジャーズ、NOC等
BP, Exxon, Shell, Total, Chevron, Eni, 
Petronas, QP, ｸｳｪｰﾄKUFPEC
・独立系
伊：Edison、独：Wintershall dea
エジプト：PICO Energy

・独立系
英：Energean Oil&Gas
米：Noble Energy
ｲｽﾗｴﾙ：Delek Drilling

・メジャーズ等
Exxon, Shell, Total, Eni
・独立系
米：Noble Energy
ｲｽﾗｴﾙ：Delek Drilling

出所：JOGMEC作成
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２．イスラエルの主なプロジェクト

出所：JOGMEC作成 参考：オペレーターは下線、国籍記載のない企業はイスラエル企業

Tamar ・事業者：Isramco Negev 2(28.75%)、米・Noble Energy(25%)、Delek Drilling(22%),、
Tamar Petroleum(16.75%)、Dor Gas Exploration (4.00%)、Harel Group (3.50%)
・可採埋蔵量：10tcf（天然ガス）
・2009年2月発見、2013年3月生産開始、2023年Tamar SW（996bcf）生産予定

Leviathan ・事業者：米・Noble Energy(39.66%)、Delek Drilling (45.34%)、
Ratio Oil Exploration (15%)       ・可採埋蔵量：22tcf（天然ガス）

・経緯：2010年12月発見、2017年2月FID、2019年12月31日生産開始

Karish and 
Tanin

・事業者：英・Energean Oil & Gas(100%) ・可採埋蔵量：2.2tcf（天然ガス）
・2012年2月発見、2021年3月生産予定

・これまで小規模の発見・開発はあったが、
2009年のTamarを皮切りにイスラエル沖
北西部での発見が相次いだ。

・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ増設⇒ｴｼﾞﾌﾟﾄ･ﾖﾙﾀﾞﾝに輸出可
・中東諸国との関係から、ﾒｼﾞｬｰｽﾞ不参加。
・米・Nobleは、キプロス・Aphroditeにも参入。



２．イスラエル
Leviathanガス田とパイプライン
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事業者：米・Noble Energy(39.66%)、
イスラエル・Delek Drilling (45.34%)、
イスラエル・Ratio Oil Exploration (15%)

位置：イスラエル・Haifa西部沖130km
可採埋蔵量：22tcf（天然ガス）
経緯：2010年12月発見、2017年2月FID

2019年12月31日生産開始
・ｲｽﾗｴﾙ史上最大のOil & Gas開発案件
・供給先：イスラエル・エジプト・ヨルダン
①ヨルダン国営NEPCO：15年（45bcm）

Leviathanから東へ伸びる新ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
⇒ヨルダン北部・中部の需要のほとんど

②エジプトDolphinus：15年
（85bcm*Tamar込み）

EMGパイプラインを通して輸出
⇒エジプトで液化、LNG輸出へ

参考：オペレーターに下線
出所：Delek Drilling資料に加筆

EEZ：白破線
パイプライン：赤
建設中：オレンジ

計画中：緑



２．キプロスの主なプロジェクト
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・現在開発中のプロジェクトはないものの、
ディスカバリーが続き、開発への期待が高
まっている。
・国内需要が少ないため、輸出を検討。
・生産/輸出のためのインフラがない
⇒主に３つの検討オプション
①東地中海パイプラインで欧州へ輸出
②エジプトで液化してLNG輸出
③キプロスで液化してLNG輸出

Aphrodite 2011年11月発見。2019年11月、生産ライセンス付与。2025年までに生産開始予定。
輸出方法：エジプト・Idku (ELNG)プラントまでパイプライン建設予定。
他方、ｲｽﾗｴﾙEEZ境界に近く、ｲｽﾗｴﾙ政府との交渉等が求められる可能性が高い。
事業者：米・Noble Energy（35%）、以・Delek Drilling（30%）、Shell（35%）。

Calypso 2018年2月発見。EniとTotalが50：50で参入。2020年も探鉱継続。

Glaucus 2019年9月発見。Exxon（60%）、QP（40%）。2020年も探鉱継続。

出所：JOGMEC作成 参考：オペレーターに下線



２．キプロス問題とガス田開発
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・1960年に英国から「キプロス共和国」とし
て独立以降、ギリシャ系住民（南部）とトル
コ系住民（北部）の対立が続く。1974年に
南北分裂、1983年に北部が「北キプロス・ト
ルコ共和国」として独立を宣言するも、承認
した国はトルコのみ。

・2004年、キプロスEU加盟。

・北キプロスとキプロス共和国、トルコとキ
プロス共和国との間でEEZ境界問題解決さ
れていない中、探鉱が進行。

出所：UN Spokesperson

出所：mees

・国連の仲介で南北の交渉が継続中。
・2019年11月、事務総長の仲介で3者対談が実現。
北キプロス：
「キプロス沖ガス田は南北で共同統治したい。」
キプロス共和国：「和平交渉が優先。」



２．エジプトの主なプロジェクト
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参考：オペレーターに下線

West Delta
Deep-Domestic
(WDDM)

事業会社Burullusに、EGAS(50%), Shell(25%), Petronas (25%)が参入。
1998年発見、2003年生産開始。2019年11月フェーズ9BのSilva井で60-80mmcfd
で生産開始。同フェーズ残る3坑が2020年までに生産開始予定。 埋蔵量：3970bcf

West Nile Delta 事業者：BP(82.75%), 独・Wintershall Dea(17.25%) 埋蔵量：4842bcf
2000年発見、2017年生産開始。2019年9月100MMcfdの初期レートで生産開始
2020年Q2までに5MMcfd達成を目標に、5坑追加掘削予定

Nooros
(Nour)

事業者：Eni(40%)、BP(25%)、Mubadala Investment Company(20%)、Tharwa
Petroleum (15.00%) 2019年3月発見。Zohrモデルで開発中 埋蔵量：1735bcf

・長年陸に近い海域でガス田開発が行
われてきた。そのため、他の東地中海諸
国と比べて、インフラが整備されている。
・2017年に大型のZohrガス田生産開始
以来、ガス生産量が大きく上昇。

Zohr 事業者：Eni(50%)、Rosneft(30%)、
BP(10%)、アブダビ・Mubadala(10%)
2015年発見、2017年生産開始
埋蔵量：30tcf（天然ガス）

出所：mees



２．エジプト・Zohrガス田
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事業者：Eni(50%), Rosneft(30%), BP(10%),     
アブダビ・Mubadala(10%)

位置：エジプト・ポートサイド沖190km
可採埋蔵量：30tcf（天然ガス）
経緯：2012年入札、2013年Eniへ付与

2015年8月発見、2016年2月FID、
2017年12月生産開始（入札から5年）

供給先：全量をエジプト国営EGASへ販売

（特徴・意義）・地中海最大のガスディスカバリー
・2019年8月、開発計画を5カ月前倒し生産能力2.7bcfd達成
・エジプト政府によると生産能力3bcfd達成も、市場の供給過剰のため2019
年11月時点の生産量は2.3bcm～2.4bcmに抑えられている
・EGASが全量購入後、国内供給またはIdku（ELNG）よりLNG出荷

参考：オペレーターに下線

出所：Eni
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３．２つのガス輸出構想
①エジプト・エネルギーハブ化構想

19

・シシ大統領：既存インフラと立地優位性を
活かし、エネルギーハブ化を狙う。

Iduk(ELNG) 2005年稼働開始。プラント容量：720万トン/年（360万トン/年×2系列）
事業者：Shell(38%), Petronas(38%), EGAS(12%), EGPC(12%)

Damietta
(SEGAS LNG)

2005年稼働開始。プラント容量：500万トン/年 ※現在停止中。
事業者：Eni(40%), Naturgy(40%), EGAS(10%), EGPC(10%)
2010年に国内生産が減少し始め、一方で国内需要は増加。政府が国内市場
への供給を優先した結果、2012年稼働停止。

出所：JOGMEC作成

2019年1月「東地中海ｶﾞｽﾌｫｰﾗﾑ（EMGF）」発足
参加国：エジプト、イスラエル、イタリア、

キプロス、ギリシャ、ヨルダン、パレスチナ
オブザーバー：EU、米国

目的：需給の確保、ｲﾝﾌﾗｺｽﾄの合理化、貿易関
係の改善等を通した地域的なガス市場の創出
2020年1月、カイロに拠点を置く「政府間組
織”inter-governmental organization”」レベルへ格
上げを発表。

・LNG液化基地：2基（合計1220万トン/年）〔近隣国からの受入十分可能〕



３．東地中海パイプライン構想（2017年）

出所：European Council on Foreign Relations
Leviathan

Aphrodite

Zohr

・総延長：1,900km
・輸送能力：10bcm/y
・総工費：60億ユーロ
・目的：東地中海のガス田のガスを

南欧州に輸出するため
・狙い：ロシアからのパイプラインガス

への依存度を低減させること
・時代背景：クリミア危機（2014年）⇒
ｳｸﾗｲﾅ経由欧州向けガスの供給不安

出所：Edison

・事業者：IGI Poseidon
＝伊・Edisonとギリシャ・DEPAの

50:50のJV企業



３．東地中海パイプライン覚書署名
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日付：2020年1月2日
署名国：ギリシャ、キプロス、イスラエル
（左からアナスタシアディス・キプロス大統領、
ミツォタキス・ギリシャ首相、ネタニヤフ・イスラ
エル首相）

⇒2017年、同パイプラインMOUに署名し

たイタリアが今回不参加。様々な憶測が
飛び交う

出所：Ahval
（話し合われたトピック）
① パイプラインについて、2022年までにFID、2025年までに完成と報道。
① トルコのリビア派兵は地域の安定を脅かすと非難する共同声明
② 英・Energeanとギリシャ・DEPA間の合意
・Energeanが、ギリシャに年間2bcmのガスを供給する意思表明
（＝”Letter of Intent”）

・東地中海パイプライン建設のために協力することに合意



３．トルコのEEZについての主張
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・以前よりEEZの境界について、キプロスやギリシャと対立
⇒この考え方に基づきキプロス沖で掘削等を実施

・2019年11月、トルコはリビア暫定政府とのEEZ境界策定
⇒東地中海パイプラインを建設ルートの妨害の意図があると見られる。

出所：TRT WORLD（トルコメディア）



需要地・資金源としての欧州
・資金：EUによるインフラ投資
・市場：ガスの大きな需要地
・資源セキュリティ：露依存低減

４．ガスをどう輸出するか

23

ディスカバリー（埋蔵量）
・2010年 ｲｽﾗｴﾙ・Leviathan(22tcf)
・2011年 ｷﾌﾟﾛｽ・Aphrodite(4.5tcf)
・2015年 ｴｼﾞﾌﾟﾄ・Zohr（22ｔｃｆ） 等

欧州情勢の変化
・資金：脱炭素政策
⇒開発・建設資金の借入不可？

・市場：供給過多・価格競争
⇒コスト競争力が課題

・資源セキュリティ：複数のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝや新
LNGﾀｰﾐﾅﾙによる供給源多角化の進行
⇒新ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝのニーズ減少

2018年以降の更なる大きなディスカバリー
・2018年 ｷﾌﾟﾛｽ・Calypso発見
・2019年 ｷﾌﾟﾛｽ・Glaucus発見

これまで：
埋蔵量があれば開発可能

現在：埋蔵量確保の期待が高まるも、
経済性・実現性に疑問の声

期待大

方針転換？

東地中海ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ以外の輸出方法？
①地域インフラ拡充による地域内消費
②ｴｼﾞﾌﾟﾄのﾊﾌﾞ化促進によるLNG輸出



４．ガスをどう輸出するか
①ガス販売先候補の市場考察

24

出所：米国EIAに基づきJOGMEC作成

2017年の各国の天然ガス生産量・消費量（単位：bcf）

①周辺国で輸出相手先となる可能性が高いのはイタリアとトルコ
⇒イタリア：他のパイプラインやLNGとの競争が必要
⇒トルコ：現在エジプトよりLNGを輸入しているが、

EMGFの枠組みの進行によっては、今後も輸入し続けるか疑問
②エジプトは生産量に対して消費量も高い
⇒安定した輸出国になるには、国内消費を抑えることも重要。

生産 消費 （消費量）―（生産量）

イタリア 200 2714 -2514
トルコ 13 1946 -1933
エジプト 1880 2134 -254
ギリシャ データなし 184 -184
ヨルダン 4 155 -151
イスラエル 357 360 -3
リビア 336 165 171
キプロス データなし データなし データなし



４．ガスをどう輸出するか
②欧州市場を取り巻く既存ガスインフラ
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出所：GIEガス輸入手段の多角化⇒東地中海パイプラインのニーズが低下
① トルコストリーム、TANAP（TAPは建設中）
② 北アフリカからイタリアへのパイプライン
③ LNG受入基地（青：稼働中、赤：建設中、黄：計画中）

※緑：輸出のためのLNG液化基地



26
出所：GIE資料に加筆



４．ガスをどう輸出するか
③EUによる支援の可能性

27

・2019年、2020年末までに化石燃料
プロジェクトへの支援を停止する方
針を決定（ガス分野においては、条
件付きで認める）。
・EIBの貸付における化石燃料プロ
ジェクトの割合は５％未満と小さい
が、TAPに融資していたため、東地
中海パイプラインの融資についても
期待されていた。

EIB：欧州開発銀行 CEF:Connecting Europe Facility

・CEFは、新方針（2021-2027）においても
エネルギー分野は対象。
・支援対象の詳細は未定も、ガスパイプ
ラインは優先案件に含まれず。

EBRD:欧州復興開発銀行

・2018年、石油上流への投資は行わない
と発表したが、ガスプロジェクトへの融資
は継続中。TAPやTANAPにも支援。

・EUの金融機関から融資を受ける可能性はあるが見通しは不透明。
①化石燃料プロジェクトへの融資が減少傾向である
②東地中海パイプラインの欧州にとってのニーズの低下



４．ガスをどう輸出するか

パイプライン LNG
輸出
方法

東地中海
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ（欧州向け）

既存パイプラインを
拡充（域内向け）

エジプトで液化 キプロスで液化

費用
60億ユーロ 繋ぎこみ 繋ぎこみ ゼロから建設

競合

トルコストリーム
TANAP・LNG

国内（域内）需給
バランス次第

世界のLNG案件 世界のLNG案件
（特にエジプトLNG）

特別な
リスク

EEZ問題 国内（域内）需要と
生産量のバランス

国内（域内）需要と
生産量のバランス

EEZ問題

共通の
リスク

ガス価格やLNG市況の見通し
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パイプライン LNG
輸出
方法

東地中海
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ（欧州向け）

既存パイプラインを
拡充（域内向け）

エジプトで液化 キプロスで液化

費用
60億ユーロ 繋ぎこみ 繋ぎこみ ゼロから建設

競合

トルコストリーム
TANAP・LNG

国内（域内）需給
バランス次第

世界のLNG案件 世界のLNG案件
（特にエジプトLNG）

特別な
リスク

EEZ問題 国内（域内）需要と
生産量のバランス

国内（域内）需要と
生産量のバランス

EEZ問題

共通の
リスク

ガス価格やLNG市況の見通し

４．ガスをどう輸出するか
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「既存のパイプラインを拡充して地域で消費
＋エジプトで液化してLNG輸出」が現実的か

補完関係



需要地・資金源としての欧州
・資金：EUによるインフラ投資
・市場：ガスの大きな需要地
・資源セキュリティ：露依存低減

５．まとめ：東地中海ガス開発をめぐる
近年の課題の変化

30

ディスカバリー（埋蔵量）
・2010年 ｲｽﾗｴﾙ・Leviathan(22tcf)
・2011年 ｷﾌﾟﾛｽ・Aphrodite(4.5tcf)
・2015年 ｴｼﾞﾌﾟﾄ・Zohr（22ｔｃｆ） 等

欧州情勢の変化
・資金：脱炭素政策
⇒開発・建設資金の借入不可？

・市場：供給過多・価格競争
⇒コスト競争力が課題

・資源セキュリティ：複数のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝや新
LNGﾀｰﾐﾅﾙによる供給源多角化の進行
⇒新ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝのニーズ減少

2018年以降の更なる大きなディスカバリー
・2018年 ｷﾌﾟﾛｽ・Calypso発見
・2019年 ｷﾌﾟﾛｽ・Glaucus発見

これまで：
埋蔵量があれば開発可能

現在：埋蔵量確保の期待が高まるも、
経済性・実現性に疑問の声

期待大

方針転換？

東地中海ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ以外の輸出方法？
①地域インフラ拡充による地域内消費
②ｴｼﾞﾌﾟﾄのﾊﾌﾞ化促進によるLNG輸出



５．おわりに：本日のまとめ
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１．2019年から2020年初めにかけて、キプロスのディスカバリー、リヴァイア

サンガス田の生産開始、東地中海パイプライン覚書の署名といったニュース
が続き、東地中海でのガス田開発に注目が集まっている。

２．ただし、東地中海パイプラインの建設については、トルコ・キプロス関係の
緊張の高まりに加え、資金調達の壁（メジャーズ除く）や欧州向けガスのニー
ズ低下により、実現性に疑問の声もある。
３．周辺国（主にエジプト）で液化し、LNGにして輸出するという選択肢がある
が、南欧にもすでに低価格LNGが入っており、新規の需要増も不透明で、コス
ト競争力が不十分である可能性もあり。今後の展開に注視が必要。

４．キプロス・イスラエル・ギリシャ等と対立するトルコは、複数のパイプライン
で欧州へのガス供給（通過）国とっていてガス通行料収入も得ている。新たな
競争相手となるガス田開発を滞らせる動機があるかもしれない。

５．ガス田開発や東地中海パイプライン建設に対して、資源の安定供給や経
済運営等の政策があったとしても、実現するかは事業参加者の判断がポイン
トとなる。



５．今後の論点
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１．資金調達：EUから公的融資を得られるのか。得られない場合、どうするのか。
２．ガスの販売価格と競争性：周辺のLNGやパイプラインガスとの価格と比較し
たうえで、競争性があるのか。

３．輸出のためのガスの余力と販売先：国内（域内）のガス需要も伸びる中、輸
出の余力がどれくらいあるか。輸出できたとして、想定される販売先はどこか。

４．当事国間の立場の隔たり：東地中海パイプラインについて政府間合意は得
られたが、自国の経済運営に苦しむギリシャ及びキプロスと輸出国になりたいイ
スラエルとの間で、価格の調整など今後課題が山積することが予想される。
５．キプロス沖（Calypso・Glaucas）の追加探鉱の結果：大きなディスカバリー
があれば、キプロスでの液化など開発方法が変わるかもしれない。

６．（長期視点）トルコへの輸出の検討：トルコは政治的にはアグレッシブだが、
経済の状況やガス需給から考慮すると、安価な国内産ガス（＝為替に左右され
ないガス）を欲していると言える。ガス生産者も、遠くに輸出して他の安価なLNG
と競争するよりも、近くのトルコに輸出する方が価格優位性があるかもしれない。
長期的にはトルコを巻き込むことも選択肢の一つだろう。



（参考）過去のレポート

33

JOGMEC 石油・天然ガス資源情報
（東地中海地域）
・加藤望「東地中海ガス開発 交錯する期待と課題(4/19)」（2018）
・加藤望「東地中海ガス田開発 交錯する期待と課題（その１）」（2018）
・加藤望「東地中海ガス田開発 交錯する期待と課題（その２）」（2018）
・加藤望「東地中海ガス田開発 交錯する期待と課題（その３）」（2018）
・濱田秀明、増野伊登「イスラエル産ガスの行き先は？―東地中海のガス開発動向」（2017年）
・永井一聡「東地中海ガス田の開発動向と石油会社の動き」（2013年）
・大貫憲二「イスラエル・キプロスにおける大規模ガス発見と東地中海地域を取り巻く情勢」（2011年）
・猪原渉、島田忠明「キプロス：エジプト深海ガス田地帯隣接海域で、初のライセンスラウンド検討へ」
（2006）

（天然ガス・LNG市場）
・白川裕「天然ガス・LNG最新動向（1） ―LNG供給バブルは来るか？― （需給、ポートフォリオプレー
ヤー、価格指標、各社の戦略）」（2019）
・白川裕「天然ガス・LNG最新動向（2） ―LNG供給バブルは来るか？―（需給、ポートフォリオプレー
ヤー、価格指標、各社の戦略）」（2019）

ほか
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