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小規模LNGの可能性、
その現在と将来

　現在化石燃料は、業界始まって以来の大転換期に突入しているのではと考えられる。石油は燃料とし
ての優れた熱量特性や可搬性から、“地下にあるために発見が難しいが、発見しさえすれば国際市場で
必ず売れる”という夢のような商品であり、現代でもその優位性は変わっていない。一方、ガスは以前
は“邪魔者”として扱われ、発見されても開発されずに放棄されたり、爆発を防ぐために産出地でフレア
ガスとして燃焼されたりしていた。だが、ガスもパイプラインによる送ガスや、冷却してLNGとして
利用することで、石油に次ぐ燃料としての位置を獲得するに至った。とりわけLNGは、従来の利用国
である日本、韓国、台湾だけに留まらず、欧州や米州、および中進国、途上国の産業発展や、油ガス産
出国の自国油田・ガス田の減退により、より多くの国で利用が進んできており、その利用方法にも関心
が集まっている。一方、再生エネルギーの台頭と、地球環境問題への意識の高まりから、化石燃料を使
い続けることが本当に良いことなのか、という問いも近年問われ続けている。
　CO2排出量という意味では最もCO2を排出する石炭の利用削減が考えられているが、石炭は安価かつ
膨大な埋蔵量があり、石炭以外の燃料による電力や製造業では立ち行かなくなってしまう国や企業も
多々ある。その次にCO2排出量の観点から削減が考えられるのは、石油からガス等のよりCO2排出量の
少ない燃料への代替がある。石炭から再生エネルギーへの代替は、よほど再生エネルギーの条件が良い
場合を除いてより高コストかつ不安定なエネルギーへの転換でありハードルが高い。石油から再生エネ
ルギーへの代替は、再生エネルギーのコストが下がったことにより、以前より価格面でのハードルは下
がりつつあるが、より安価なエネルギーへの代替になり、再生エネルギーはその可搬性や安定性にはま
だ技術的課題がある。石油からガス等への、よりCO2排出量の少ない燃料への代替は、可搬性や安定性
では再生エネルギーへの転換よりはハードルが低く、利用者にとって燃料コストの低減につながる場合
は進んでいく可能性がある。シェール革命により石油の産出国は従来の中東一極集中から多様化がみら
れるものの、ガスの賦存国はより多様である。石油需要をガスで代替することは、再生エネルギーや、
またはよりCO2排出の少ない水素やバイオガス等のより安価で可搬性の良い安定供給が可能となるまで
は（そのような研究も多々なされているのでそれが実現する日も近いかもしれないが）、現状では現実的
かつ迅速なCO2削減手段の一つなのではないかと思われる。
　本稿ではまず現在のLNG市況を俯瞰し、今後需要がより伸びていくと考えられている途上国市場等、
より広範な地域や国において石油をガスで代替し、ガス需要を広げていくにはどのような方策が有り得
るのか、そしてそのために小規模LNGがどんな役割を果たせるのかについて考察する。

はじめに

1. LNG需給について

　LNG市況においては近年、供給が需要を上回るLNG
余剰が懸念されている。図1はブルームバーグ社による

分析だが、2022-2023年頃までは需要を上回るペース
で供給が増えることを示唆している。需要は堅調に増え
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ていくと予測されているが、供給量の予測がそれを大き
く上回るペースで急増している。この分析によれば需要
増の主役は中国であると考えられる。
　図2は近年FID（最終投資判断）をしたLNGプロジェ
クトとその産出開始年や規模をまとめたものである。北
米のLNGプロジェクトではすでに生産開始した、また
は開始に向かっているプロジェクトを第1世代、これか

らFIDを目指すプロジェクトを第2世代と呼ぶが、これ
ら第2世代のプロジェクトがいつ、どれだけ本当に立ち
上がるのかは今後の趨勢次第である。だが、すでにFID
し生産開始に向かっている第1世代のプロジェクトの産
出分だけでも、産出増が際立っていることが分かる。北
米第1世代に加えて、豪州でも大型LNGプロジェクト
が複数同時期に立ち上がっている。一昔前のLNGプロ

JOGMEC調査部
LNG情報チームリーダー 古幡　哲也

世界の LNG 需給バランス図1

出所：BloombergNEF“Booming LNG Faces Big swings in supply-demand”May 2019
　　　https://about.bnef.com/blog/booming-lng-faces-big-swings-supply-demand-balance/

生産開始済みの LNG 液化施設からの LNG 生産量実績および見通し図2
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出所：Wood Mackenzie社 LNG Tool（2019年第4四半期分データ）を用いてJOGMEC作成
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ジェクトはほぼ全量が契約できて初めてFIDに進んで
いたが、昨今は短期・スポット市場の充実と世界的金融
緩和によりファイナンス条件が進化していること、後述
するスポット市場の成立から、全量が契約済みでなくて
も、戦略的にスポットや短期契約用の数量を残した状態
でFIDに踏み切るLNGプロジェクトがほとんどである。
これらのLNGプロジェクトは、全量完売しない場合は、
余力の生産量を短期市場で、あるいはスポット市場で販
売する。プロジェクトとしては生産性と採算向上のため、
ぎりぎりまで買主を探す努力をする。また、オペレーショ
ンや契約の都合上、買い手がなくてもLNGを生産せざ
るを得ないこともある。これらが、市場にLNGが“溢れ”、
特にスポット市場でのLNG価格を低下させる一因と
なっている。
　一方、買主の側も規制緩和により市場独占が崩れつつ
ある。規制緩和と競争原理の導入は日本国内だけでなく、
需要の伸びが期待されるアジアの各国でも進みつつあ
り、巨大LNGプラントの主要成立要件である20年間の
固定的な引り取き契約を結べる圧倒的な市場優位性を保
てる買主は、近年ますます限定されてきている。自由競
争・自由市場の原則の下では、20年もの長期にわたり、
固定的な引き取り契約を保証することは難しい。需要の
旺盛な中国やインドの買主は20年契約もためらわずに
締結しているが、これらの国は政治や経済上のリスク
ファクターもある上に、買主自らも自社都合により、締
結済みの契約条件の一方的な改変を要求するなど、売主
と銀行にとってはこれら新興買主の長期契約の信用力、
および新規プロジェクトへのファイナンスをどう考える
のかは、より難しい問題になりつつある。

　市況予測は数年前から各社とも、需要が供給に追いつ
き2022-23年頃に再度LNG市況がタイト化すると考え、
そこが“潮目”だとさかんにいわれてきた。しかし、巨大
市場である中国経済の減速、および米中貿易戦争の激化
のあおりを受けて、北米産LNGが中国市場に入るのに
25%もの関税がかかるのであれば、中国へ向かう筈だっ
たLNGが中国以外の市場に流れることも予想され、こ
の“タイト化”の潮目の時期は後ろ倒しとなる可能性もあ
り、予断を許さない。
　図3は過去数年間の米・欧・アジア市場のガス価格を
グラフにしたものだが、灰線で示されたアジアのスポッ
ト LNG価格は、2017-2018 年の冬季、2018-2019 年
の冬季とも$12/MMbtuに近づく高騰を示したが、直近
の2019-2020年冬季では、11月現在までのところ$5/
MMbtu程度の価格見通しとなっており、過去2年間に
見られた冬季の価格上昇は今のところ見られていない。
また今年のLNGスポット価格は過去10年間でも最も低
い水準に近付いており、北米シェール革命によるガスの
増産、それに遅れること5-10年のLNGの増産がいよいよ
本格的に市場に影響を及ぼし始めたと考えられる。
　一方、アメリカでは“第2次シェールガスブームの終焉”
がいわれている。第1次は2010年-2014年、シェール
ガス革命の黎明期であるが、2014年の油価暴落により
いったんはブームに影が差した。しかし、そこで衰えな
いのが米国の底力で、徹底的に無駄を省き、より油層が
期待できる場所だけに集中して掘削を行い、回収率を上
げるためにプロパント（フラクチャリングによる亀裂を
支持するための砂や添加剤）を工夫する等さまざまな努
力により低油価でもより大きな収益力を可能にして

天然ガス・LNG 価格推移（直近 5 年）図3

出所：JOGMEC HP＊1
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2017年から今年に至る第2次ブームを作り出した。だ
が2019年後半にはWTIが再度$50/bbl台に低迷し景気
に敏感な米国シェール業界は第2次ブームの終焉に向か
う傾向がみられていた。それでも米国は楽観的である。
ITの活用や大企業の小規模事業者買収により集約が進
み、第3次シェールブームがまもなく訪れるという。年
明けには米国とイランの緊張状態の高まりを受けて、油
価が一時的にではあるがWTIで$65/bbl近辺、Brentで
$70/bblに高騰する場面も見られた。今回は一時的であっ
たが、もし緊張が続き、高油価も継続するようならば価
格反応性の高い米国シェール市場はこのまま第3次ブー
ムに突入する可能性もあり、その場合は更に随伴ガス供
給が増え、LNGプロジェクト設立の勢いが今より加速
する可能性もある。
　LNGスポット市況の波は中国などの冬季需要の影響
を強く受けるが、LNG全般の市況は基本的には北米
シェール業界の増産・減産動向に一定のタイムラグを
もって左右されると現状では考えられる。第2若しくは

第3世代の北米LNGプラントが立ち上がる最高のタイ
ミングは、今から数年後に第2次シェールブームの終焉
の影響により、市況が再度タイト化したタイミングとな
ると考えられる。しかし、もし第3次シェールブームが
すぐ起きるのであれば、（また市場成長のスピードを大
胆に一定と仮定するのであれば）市場のタイト化は長続
きしないかもしれない。いずれにしても、非常に価格に
鋭敏な北米シェール業界が、20年の長期取引を大前提
とするLNG市況を左右し得る一大スイングファクター
となったことは、従来のLNG業界にとっては激変事態
といえるかもしれない。利用国が増え、取引形態が多様
化してゆけば、LNGも一般のコモディティと伍する日
が来るかもしれない。LNGはコモディティ化に馴染ま
ない、という意見もあるが、LNGをコモディティ化す
る試みはすでに始まっており、恐らく今後それらの試み
はITの登用や市場参加者の増加と相まって一層加速し
ていくのではないだろうか。

2. 小規模LNGとは

　小規模LNG（Small Scale LNG、略してSSLNG）は最
近LNG業界のバズワードになりつつあるのではないか
と思う。従前天然ガス業界の国際会議では、いかに巨大
なプロジェクトを実行するかが企業力の大きさを表すと

いった趣で、主会議場ではない小さな会議室で発表され
るSSLNGの名前が付くプレゼンテーションに、部屋に
入りきれないほどの聴衆が詰めかけるような光景は、以
前では全く考えられなかった。“大きいことこそが素晴

米国原油・天然ガス生産量推移図4

出所：各種資料を基にJOGMEC作成
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らしい”という風潮の前では、“小規模LNG”等という名
前が付いたプレゼンテーションは一顧だにされない、し
たがって小会議室での発表すら許されない、というのが
常であった。それが近年、突如注目を浴びるようになっ
てきている。これは、前述のLNG市場の変化と密接な
関係があるのではないかと考えられる。
　50年のLNG利用の歴史を持つ日本と違い、LNG市場
に参入し始めた、あるいはこれから参入しようとする新
しいLNG産出国・利用国では、LNGは誰も見たことが
ない、新しい商品である。自国油田やガス田の枯渇に伴
いLNG導入を考える国、他国からのガスパイプライン
の供給が途絶しそうになってLNG導入を考える国、北
米のように自国で使いきれないガスの利用方法として液
化と輸出を考える国、と産出国や利用国の理由はさまざ
まだ。だが、パイプラインのガスには馴染みがあっても、
液化されたガスは見たことがない、というのがこれらの
国の主な特徴である。どんな国でも、新しい見たことの
ない商品を、すぐ使いたいという消費者が多数存在する
ことは滅多にない。新しくLNGが普及し始める国では、
最初から巨額の投資をして失敗するよりは、まず小規模
なものから導入して便利で安全だということが確認され
てから、徐々に利用を拡大したいというニーズが強い。

あるいは、最初から巨額の投資を行うだけの財力や信用
力がないので、需要の規模はあるがまずは小規模な導入
から初めて徐々に拡大したい、というニーズもあるだろ
う。いずれにしても小規模LNGにこれだけ注目が集まっ
ているのは、小規模なものから始めなければ新規利用国
でのLNG利用はなかなか進まない、ということの現れ
かと考えられる。
　SSLNGと名の付くものは色々ある。小規模な液化設
備のことを指す場合もあれば、小さなLNG船（日本でい
うミニオーシャンや、内航船サイズのもの等）のことを
指す場合、あるいは、陸上または海上でのLNGバンカ
リングのための設備や、小規模なLNGを利用したガス
の配給事業を指す場合など、幅広い意味合いで使われて
いる。
　石油資源開発は、日本で唯一の小規模液化設備（勇払
LNG）を2003年から北海道苫小牧市において運営して
いる（写1）。またLNGをコンテナに充填して鉄道で輸
送する、LNG鉄道輸送事業を2000年から実施している。
また2012年から2014年の冬季において、同じく苫小
牧にて、日本で初となるLNG Ship to Ship（通常サイズ
のLNG船を母船として係留し、母船をLNGタンクの代
わりとして利用し内航船をピストン輸送することによ
り、陸上の小規模なLNGタンクへのLNG供給を行うオ
ペレーション。最近ではBreak Bulkあるいは届け先が
複数ある場合はMilk Runとも呼ばれる）を実施してお
り、小規模LNGのオペレーションに於いては幅の広い
業務実施経験がある。これらのオペレーションは実験的
に行われたものではなく、現場の知恵と努力で編み出さ
れてきた、必然から生まれた事業である。
　北米にはこのようなPeakerと呼ばれる需要調整のた
めの小規模液化設備は多数存在するが、日本ではガス産
出井の数も限られていることもあり、勇払LNG 1カ所
しかない。石油資源開発の液化設備は米国の液化大手、
Air Products社のライセンスのもと、プレート型液化設
備を採用している。
　液化設備は従来スパイラルワウンド型と呼ばれる、液
化配管が複雑に交差する設備が一般的であり、現在でも
このスパイラルワウンド型は効率が良いため主流であ
る。スパイラルワウンド型は大型になればなるほど効率
が上がるため、設備の大型化を招き、1系列（1系列の液
化設備を1トレーンと呼ぶ）で年間900万トンも生産で
きるような、超巨大設備も検討されている（1970年代初
期の液化設備は1トレーン100万トンだったことを考え
ると、巨大化が進化してきたことが分かる）。しかし、
トレーンが巨大化すればするほど、メンテナンス時には

石油資源開発（株）北海道事業所勇払 LNG 設備写1

出所：石油資源開発株式会社
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生産量が激減し、また複雑で大型の設備はメンテナンス
に時間がかかる。これの対局として主に北米で現在広
まっているのがプレート型である。プレート型は名前の
通り、板を折り曲げたものが何層も重ねられたハチの巣
箱状の形状をしており、スパイラルワウンド型に比べる
と効率は下がるが、規模や増設が比較的自由に設計でき
る。従来は例えば1,000万トンのLNGプラントを建てる
のであれば、スパイラルワウンド型では500万トン×2
系列というのが通例の設計思想であったが、近年ではプ
レート型を使い100万トン×10系列、あるいは50万ト
ン×20系列といった、小規模液化設備を多数敷設する
という形式を採用するプラントも出てきている。プレー

ト型だけでなく、小さなスパイラルワウン
ド型を多数敷設するという計画のプロジェ
クトもある。例えば北米のCommonwealth 
LNGは140万トン×6系列で、840万トン
を生産する計画である。従来であれば生産
効率を重視して、この生産規模ならば400
万トン×2系列が選択されていたはずであ
る。液化設備はモジュールに組み込まれて
いるが、6系列全てがスパイラルワウンド
型である。小規模多数方式は効率上は大規
模トレーンに劣後するが、メンテナンスの
容易さや市場変動に対する生産能力の増減
対応を考えるとこの方式が最適、と小規模
多数方式を採用する事業者は主張してい
る。
　これは、従来LNGプラントが巨大なガ

ス田に対して1対1方式（1ガス田＝1LNGプラント）で建
設されていたのに対し、北米ではガスはグリッドから柔
軟に供給される変動供給物であることと関係していると
考えられる。シェール事業者が今日WTI相場をチェッ
クして損益分岐点を上回る日のみ操業し、下回る日には
操業を止めるほど価格反応性があるように、LNGプラ
ントもその日のHenry Hub相場で損益分岐点を上回る
日のみ液化し、下回る日は操業を止める、契約義務によっ
て生産しなければいけない分だけを液化してそれ以外の
操業を止める、といった柔軟なプラント運営をするよう
になるかもしれない。
　また、LNG販売に関しても、従来の大型設備では設

スパイラルワウンド型とプレート型液化設備の構造概念図図5

出所：石油資源開発株式会社

小規模液化設備を多数設置する LNG プラントの例写2

出所：Venture Global社Websiteより：約60万トン×18基＝1,200万トン
　　　http://venturegloballng.com/calcasieu-pass/facility/#.XfHm5uj7RPY
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備容量の一定割合までLNG販売契約数量を積み上げな
いとFIDできないのがファイナンス上の絶対条件だっ
たが、小規模多数設備では、共用設備だけは予め一定の
大きさで作る必要があるが、液化設備は販売できた数量
分だけ建設するといった柔軟性を持たせることが可能に
なる。
　従来型のガス田では今でも大型LNGプラントが主流
であるが、プレート型は設計が柔軟で船にも乗せやすい
ことから小型FLNGでも採用されており、小型FLNGも
非常に価格競争力のある形で近年オファーされている。
陸上で小規模多数方式のメリットが認知されていけば、
海上でも同様に小規模多数方式（小規模FLNGを複数つ
なぐ等）が普及する可能性もあるかもしれない。現在は
小型FLNGを複数つなぐといえば荒唐無稽と思われるか
もしれないが、つい最近まで50万トン×20系列で1,000
万トン等というLNGプラント設計はまるで荒唐無稽だ
と思われていたことを考えれば、市況の変動に耐える生
産体制を作る、という意味では今から10年後の生産設
備においては、供給柔軟性がより重視されるようになっ
てもおかしくないのではないだろうか。
　例えば日本では原子力発電所の稼働率、電力需要の伸
び、LNG市況の激変および再生エネルギーの普及率等
の複数の要因から、特に電力会社にとっては従来のよう
に長期に引き取り数量を保証する形（Take or Pay）で大

型LNG売買契約を結ぶことはより難しくなってきてい
る。また、日々のガス火力設備の運転パターンにおいて
も、再生エネルギーの大量導入がすでに実現している地
域では、ガス火力設備は一昔前までは昼間ずっと発電し
ていたのだが、現在は「フタコブラクダ」と称される、太
陽光の出力が上がりきらない明け方と、太陽光の出力は
落ちるが需要は下がりきらない夕方の2回、電力需要が
上昇し、太陽光の稼働が盛んな昼間に需要が落ちるとい
う需要パターンに応じた稼働にシフトしつつある。
　日本の電力業界でのガス火力発電用ガス需要は前述の
業界構造的な要因および、後述の技術的な要因の2つの
理由から、より機動的な供給契約へのニーズが高まって
いる。北米プロジェクトからの潤沢なスポット市場への
LNG供給が継続すれば、なおさら大規模LNG長期契約
を締結する必要性が薄れる可能性もある。需要と供給の
バランスはサイクリカルであることから需要が旺盛な途
上国の受け入れ態勢が整い始めるといつか大逆転する

（市場の暴騰を招く）可能性があるが、世界がパリ合意を
受けて再生エネルギーに向かう流れや、米中貿易摩擦や
欧州・中東での対立激化等による世界経済の景気減速の
恐れなどを考慮すると、需給バランスの反転がいつ訪れ
るのか、あるいはそもそも反転が起き得るのかについて
は今後も議論の的になるものと思われる。

再エネの導入に伴う電力需給への影響（模式図）図6

出所：各種資料を基にJOGMEC作成

0時 6時 12時 18時 24時

最大電力需要

ミドル・ロード（LNG等）

ベース・ロード

太陽光



82020.1 Vol.54 No.1

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

3. 小規模LNGの発展形 -新興国でLNGが浸透するには

　LNGは従来、日本、韓国、台湾だけで使われる、ニッ
チ市場向けのプレミアム商品であった（北アジア向けの
市場価格はこの3カ国の頭文字を取ってJKTと呼ばれて
いた。現在はPlatts社の価格指標であるJKM（Japan 
Korea Marker）が良く知られている）。
　日本を含むこれら3カ国は比較的順調な経済発展に恵
まれ、かつ長期固定数量引き取り契約を保証できる独占
的な電力・ガス市場があり、その体制の下で現在の
LNG契約・LNG市場というスタンダードが構築されて
いった。しかし、LNGがより多くの国で利用されるよ
うになるにつれて、これらの業界慣習のうちのいくつか
は更なるLNG市場拡大の障害にもなりつつある。
　例えば仕向け地条項が良い例である。仕向け地条項と
は、契約上仕向け地（買主がLNGを受け入れる港）を予
め限定し、指定された港以外への出荷には売主の同意を
必要とする、という条項のことである。欧州はガスパイ
プラインが域内で相当密に接続していることから、仕向
け地条項は比較的早期に廃止された。欧州の西側の港か
ら受け入れても、東側の港から受け入れても、同じパイ
プライングリッド（=パイプラインネットワーク）に入る
限りは同じガスとして扱うべきだということが主な理由
である。この欧州の各国にまたがるパイプライングリッ

ドの存在がグリッド内でのガスの自由な貿易を推進する
原動力となった。しかしアジア市場では、ガスパイプラ
インをASEAN域内でつなげようという試みはあるもの
の、まだアジア全域をつなぐパイプラインネットワーク
は形成されていない。日本国内だけでも全国規模のパイ
プラインネットワークは形成されていない。これが、仕
向け地条項が長く存続する一因となった。しかし、スポッ
ト玉（契約出荷量以外に生産されたLNGのこと。LNGは
出荷される際にLNG船に充填されるが、その1船舶分、
あるいは複数船分のLNGのことを通称で玉（ぎょく）と
呼ぶ）と呼ばれる長期契約で固定されていないLNGが
徐々に市場に流通するようになり、「LNGトレーディン
グ」という概念が立ち上がった。LNGはニッチな市場向
けのレア商品から、例えば中国で厳冬期に需要が高騰す
る時には、大きな利益を稼ぎ出すこともできる市場商品
へと、時間をかけて徐々に変貌してきたのである。日本
の買主は仕向け地条項によって転売に売主の同意が必要
なのに、売主はLNGを自由に取引して良いのはおかし
いのでは、というところから仕向け地条項撤廃の動きは
始まった。アジア市場での仕向け地条項の撤廃は、今後
のアジアLNG市場の発展にとっては非常に意義の大き
な一歩と思われる。

世界の輸送方式別天然ガス貿易量の推移図7

（注）2008年以前の数値には旧ソ連域内における貿易量を含んでいない。
出所：BP「Statistical Review of World Energy」（各年版）を基に作成
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　しかし、LNGが自由に転売できるようになりさえす
れば、アジアの途上国でLNGが使われるようになるだ
ろうか。LNGの利用には日本では専用船（LNG船）と専
用港（LNG基地）を必要とする。陸上LNG基地を多数建
設することができた日本と違い、アジアの途上国では陸
上基地を志向する向きもあるが、FSRU（浮体式LNG気
化ガス設備）への志向も強い。FSRUは新造船で製作す
ることもできるが、LNG船の中古船を改造することも
可能である。FSRUとは、LNG船のタンクの上に気化装
置を備え付け、桟橋にそのLNG船をずっと係留し続け
ることで、LNG基地（タンク）の代わりに利用するとい
うものである。陸上基地の新規建設と比較するとFSRU
の方が安いことから途上国ではFSRUの計画が多数あ
る。LNG船（FSRU）を長期係留するには干満の差なども
考慮すると14m程度の水深があることが望ましい。し
かし、アジアの途上国、なかでも自国油ガス田の衰退か
ら需要が盛んなベトナムやミャンマー等のアンダマン海
沿いでは、十分な水深を得るためには相当沖に海中係留
策を敷設して陸までガスパイプラインを伸ばすか、ある
いは定期的な浚渫が必要になる等の場所が多い。そのた
め数量的にも経済的にもこれらの投資を支えるだけの需
要がない途上国にとって、導入への大きな足枷となって
いる。

　ガスパイプラインがすでにある国でも、他国への輸出
用として使われているだけであったり、自国でのガス利
用を想定していない途上国では、一般の民生用では現在
のLNGのスポット市況価格より大幅に割高なディーゼ
ルやLPG（国によっては自国で精製できないため、他国
で精製された製品を輸入したもの）が利用されており、
中小規模の工場などでは割高かつCO2排出係数の高い液
体燃料か、若しくは石炭や木材や、残渣油等の排煙処理
がされていないと健康被害が懸念されかねないような燃
料が使われている。
　今やLNGのスポット価格はMMBtuあたり＄5台まで
低下している。従来ニッチ市場向けプレミアム商品で、
途上国はおろか中進国での普及も考えることができな
かったLNGだが、今やそれらの国の市場で普及できる
可能性は大幅に向上しているといえる。しかしそこで、
従来型の利用構造、つまり、専用船と専用陸上基地のコ
ストを加算すると、LNG利用のハードルが上がる。パ
イプラインの敷設が容易であれば、FSRUからのパイプ
ラインの延伸利用が広がる可能性がある。しかし大規模
需要を支える一般市民にガス代を支払える仕組みや信用
力がない場合、またパイプラインの建設コストとリスク
を緩和できる大規模需要家が存在しない場所では、まず
中小企業を育ててパイプラインの敷設が可能になるよう

【LNG転売の事例－西部ガス】

（福岡、熊本、長崎110万戸にガスを供給するユーティリティー、LNG調達量80万t/年）
　2019年1月、西部ガスはNovatekとの間で、北極圏LNGプロジェクトのアジア向け販売の中継地点として「ひ
びきLNG基地」を活用するビジネスを発表した。北極圏のLNGプロジェクトには、いずれもNovatekの主導する
ヤマルLNGとアークティック2 LNGがある。ヤマルLNGは液化能力1,650万t/年で、2017年欧州や中国への出
荷を開始。アークティック2 LNGは2023年ごろから1,980万t/年を生産予定。
　これまでヤマルLNGは主に西回り航路で砕氷対応のLNG船で出荷されたのち、ほとんどのカーゴがノルウェー
沖で在来型大型LNG船にShip to Shipで積み替えられ受入基地に向かっていた。今後は、北極圏からの西回りの
LNG輸送を最適化するために、ムルマンスクLNG輸送中継基地が構想されている。さらに、ゼーブルージュ LNG
受入基地での積替対応工事が進んでおり、工事が完了したのちはここでも積替が可能となる。
　一方、アジア市場に輸送する場合、スエズ運河経由では40日間かかるのに対し、東回り北極海経由では20日間
程度で済む。西回りと同様、東回りでも、カムチャッカ半島東海岸でのLNG輸送中継基地が計画されており、こ
れについては丸紅と商船三井が事業化を検討中。今回の西部ガスとNovatekの提携は、欧州と同様に、カムチャッ
カ輸送中継基地を経由するに際し、カムチャッカを補完する施設が必要になるのではと考え、西部ガス側から提
案したもの。カムチャッカ積替基地が利用できないような場合には砕氷LNG船でひびきLNG基地まで輸送し在来
型大型LNG船や中小のLNG船に積み替え、アジア向けLNG輸送を最適化する想定。ひびきLNG基地は、有望な
市場と考えられる中国市場に特に近く、買い手が望む出荷タイミングに対応できる。ひびきLNG基地のスペース
にはまだ余裕があり、LNGタンクなどの追加インフラを建設することも可能である。
　2020年3月までにNovatekとのJV設立をめざしており、連携ビジネスの実績を踏まえ早期にタンク増設を実現
したいとしている。

（JOGMEC調査部調査課LNG情報チームより）
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な需要を育てていく必要があるかもしれない。
　アフリカで、商品が確実に郵便で配送される仕組みが
ないために、需要はあるのにアマゾンのような商品配達
購入が進まないという問題がある。この解決のために、
携帯のアプリを利用することによりGPS機能で本人の
現在地を捕捉し、バイク便で本人に直接商品を配送する

（究極自宅がなくても配送が可能）という仕組みを考えた
企業がある。支払いは携帯からの電子決済で行う。何は
なくともとにかく携帯だけは普及するという途上国の実
態を上手く利用した例だが、このような取り組みを転用
できれば、途上国での一般民生用ガス販売もいずれ可能
になるのかもしれない。
　アフリカの個人配送の例は、まったく存在しないもの

（宅配システム）を一から発達させようとするのではな

く、すでにあるもの（携帯電話の普及）を上手く利用する
ことにより問題解決を図った例である。携帯電話の普及
自体、有線による電話網の発達が遅れているところに、
電波塔をある一定間隔の距離で建てるだけで個々人が自
分の電話が使えるようになる、というところにブレイク
スルーが存在したからこそ、今日の爆発的普及に至って
いる。
　LNGがコンテナで輸送できるということは、通常の
貨物コンテナと同様に、貨物船で混載して輸送すること
ができるということである。すでに石油資源開発には日
本国内において、貨物船でLNGコンテナを輸送した実
績もある。日本でも離島の発電はディーゼルや重油など
で行われており、離島の数も多い。これら離島の発電を
ディーゼルからガスに転換することや、LNGトラック

を日本でも普及させて石油需要をガスに
転換することは、石油の大半を中東に依
存している日本の脆弱なエネルギーセ
キュリティ上ももっと真剣に検討されて
も良いのではないだろうか。飽和してい
ると考えられている日本市場において
も、LNG港が国土面積比においてこれ
だけ多数ある国は他にはないと思われる
ことから、LNG新規市場の創造の余地
はまだまだあるように思われる。石油か
らガスへの転換を図ることは、CO2削減
だけでなく、硫黄分などの排出を防ぎ大
気浄化に役立ち、エネルギーの供給構造
安定化にも寄与する。

多様化する LNG 取引図8

出所：https://twitter.com/PlattsGas/status/1100048120111603713

バングラデシュ初の FSRU写3

出所：国際協力機構（JICA）https://www.jica.go.jp/press/2017/20170712_01.html
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　欧州ではすでに主要都市内の化石燃料車の乗り入れは
次々に禁止が発表されており、しかし電気では大型ト
ラックを動かすのに必要な動力が不足することから、長
距離はLNGトラック、市内や短距離はEV乗用車（ある
いはミニバンなど）という構造に転換されつつあり、
LNGやCNGの供給ステーションも一定距離間隔での建
設が義務となっている。
　欧州を中心に昨年、コンテナ物流を最適化するための、
マルチクライアントスタディーが実施されている。この
スタディーではブロックチェーン技術によって物流の最
適化ルートを弾き出し、リアルタイムでコンテナの動き
を捕捉するのだが、LNGコンテナもこうしたIT化され
たコンテナ物流の一部として他の大量のコンテナと同様
に流通する可能性を持っている。
　LNGハブ市場の創設は、日本を含むアジア各国が競っ
て標榜するところであるが、欧州域内でLNGトレーディ
ングが発達した最大の理由は、パイプライングリッドの
存在と、市場の透明化と小口化であった。欧州では
LNGタンクにどれだけの残量があり、受入余力と出荷
余力があるか市場参加者ならば誰でも閲覧できる。日本
でこの透明性を実現するのは難しいが、小口化という意
味では、LNGコンテナは日本における最小単位の物理

的な小口化である。欧州の場合は、パイプライングリッ
ドがあり、バーチャルな小口化を実施したことで取引数
量を増やすことができた。日本には欧州のようなパイプ
ライングリッドはないが、しかし、世界のどの国にも負
けない、非常に効率の良い鉄道・陸送・海運網ならば存
在する。コンテナのようなフィジカルな小口化とその流
通網を使ったリアルなトレーディングは物理的には可能
である。最大のLNG物流量を持つ日本市場だからこそ、
もし本格的に実施することができればLNGコンテナに
よるハブ市場は、離島などへの利用普及性を含め大きな
可能性を持っているのではないだろうか。
　CO2削減のより一層の普及のためにも、今後の途上国
でのLNG市場の発展と普及のためにも、日本国内での
より一層の利用の普及と促進のためにも、LNGはニッ
チ・プレミアム商品であった時代の殻を破るべきなので
はないだろうか。極低温ガスであることから安全性は担
保される必要があるが、LNGの一層の普及のためには、
LNGはより開かれた、手軽に使える商品に変貌するべ
きなのではないだろうか。そしてそのためには、日本市
場の経験則を持ち込むのではなく、すでに現地にあるも
の、幅広く利用されているものを上手に取り込んでバー
チャルなネットワークを作り上げ、また誰でも手軽に利

【LNGコンテナ輸送の事例－静岡ガス】

（中部30万件にガスを供給するユーティリティー、LNG調達量130万t/年）
　2016年4月、静岡ガスは、清水LNG袖師基地にリロード設備を完成させた。LNG基地の新たな可能性を追求す
る取り組みとして、最大のLNG需要地である東南アジアをターゲットに、ガス自由化に向けて拡大するLNG取引
の流動化を取り込み、また、原料調達価格の低減に結び付けることを目的とする。再出荷設備は、LNGを吸い上
げる大容量1,000m3 /hrのリロードポンプ6基や、分散型計装制御システム、流量計などで構成され、LNG船への
積み込みを短時間で完了できるようになっている。
　2016年6月、シェル・イースタン・トレーディングと販売契約を締結。2017年2月、このリロード設備を用い
初めて大型LNG船で6万tのLNGを販売した。これは、LNG受入基地の有効活用とともに、再輸出分を含めた
LNGを購入することによって原料調達価格の低減につなげるもの。都市ガス小売り自由化を受け、LNG供給事業
の収益基盤を高める狙い、さらに、大震災後に経験したリストラによる大口ガス需要家の地域からの撤退による
需要の減少等のリスクに備える意味もある。
　2019年1月、静岡ガスは中国大連因泰の子会社Clean Energyと中国向けLNG販売に関する売買契約を締結した。
海外から輸入した清水LNG袖師基地に貯蔵するLNGをISOタンクコンテナで再出荷するもの。継続的なLNG再出
荷契約は日本では初めて。容量18tのISOタンクコンテナを利用し、泰山ガスと日照市交通集団に供給する。期間
は2019年から2021年までの3年間。契約数量は1,600t/年。
　大型LNG船へのリロードとは異なり、ISOタンクコンテナは容量が小さくタンク繰りを気にせず需要に応じた
出荷が可能。静岡ガスは同事業を足掛かりに中国市場への参入も狙う。Clean Energyは大連港でLNGを受け入れ、
ガス使用量が膨らみ価格も上がる冬期に中国沿岸部のガス会社などに供給する。
　2019年7月、実証テストを無事完了。トラックで袖師基地に運んだISOタンクコンテナ1基にLNGを充填して
計量後、トラックで清水港に輸送。コンテナ船に載せ12日に出港、16日に大連に到着した。

（JOGMEC調査部調査課LNG情報チームより）
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用できるように、技術的かつ経済的なハードルを何段階
も下げていく必要があるのではないだろうか。LNGコ

ンテナは、その大きな市場の扉を開く小さな一歩になる
のではないかと考えている。

ガソリンやディーゼルの新車または全車両の販売を禁止した国の一覧と販売禁止開始年表1

新車販売禁止（国・地域）禁止発表年 禁止開始年 対象車
中国 2017 日付設定なし すべての新車（ガソリンおよび軽油）
コスタリカ 2019 2050 すべての新車（ガソリンおよび軽油）
デンマーク 2019 2030 すべての新車（ガソリンおよび軽油）
フランス 2017 2040 すべての新車（ガソリンおよび軽油）
アイスランド 2018 2030 すべての新車（ガソリンおよび軽油）
アイルランド 2018 2030 すべての新車（ガソリンおよび軽油）
イスラエル 2018 2030 輸入車（ガソリンおよび軽油）
オランダ 2017 2030 すべての新車（ガソリンおよび軽油）
ノルウェー 2017 2025 すべての新車（ガソリンおよび軽油）
スリランカ 2017 2040 すべての車両（ガソリンおよび軽油）
スウェーデン 2018 2030 すべての新車（ガソリンおよび軽油）

イギリス 2017 2040－イングランド、ウェールズ、北アイルランド
2032－スコットランド すべての新車（ガソリンおよび軽油）

ブリティッシュ
コロンビア州（カナダ） 2019 2040 すべての新車（ガソリンおよび軽油）

2025 年以降のバス購入はゼロエミッション
出所： 「Phase-out of fossil fuel vehicles」（2020年1月4日 01:49 UTCの版）『ウィキペディア（Wikipedia）：フリー百科事典』
　　　https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out_of_fossil_fuel_vehiclesを基にJOGMEC作成

ガソリンやディーゼル車の乗り入れを禁止している都市の一覧と乗り入れ禁止開始年表2

乗り入れ禁止（都市・地域） 禁止発表年 禁止開始年 対象車
アムステルダム（オランダ） 2019 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油）
アテネ（ギリシャ） 2016 2025 すべての車両（軽油）
オークランド（ニュージーランド） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
バレアレス諸島（スペイン） 2018 2025-35 すべての車両（ガソリンおよび軽油）
バルセロナ（スペイン） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
ブリストル（イギリス） 2019 2021 すべての個人所有車（軽油：午前 7時～午後 3時まで）
ブリュッセル（ベルギー） 2018 2030 すべての車両（軽油）
ケープタウン（南アフリカ） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
コペンハーゲン（デンマーク） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
海南省（中国） 2018 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油）
ハイデルベルク（ドイツ） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
ロンドン（イギリス） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
ロサンゼルス（アメリカ合衆国） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
マドリッド（スペイン） 2016 2025 すべての車両（軽油）
メキシコシティ（メキシコ） 2016 2025 すべての車両（軽油）
ミラノ（イタリア） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
オックスフォード（イギリス） 2017 2020-35 すべての車両（ガソリンおよび軽油：当初は日中 6つの通りのみ進入禁止）
パリ（フランス） 2016 2025 すべての車両（軽油）
キト（エクアドル） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
ローマ（イタリア） 2018 2024 すべての車両（軽油）
シアトル（アメリカ合衆国） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
バンクーバー（カナダ） 2017 2030 すべての車両（ガソリンおよび軽油、2025 年までに電気バス）
出所： 「Phase-out of fossil fuel vehicles」（2020年1月4日 01:49 UTCの版）『ウィキペディア（Wikipedia）：フリー百科事典』
　　　https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out_of_fossil_fuel_vehiclesを基にJOGMEC作成
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<注・解説>
＊1： 価格情報についてはファイルでのダウンロードサービスはありません。なお、図3については、S&P Global 

Plattsの情報が含まれることから、閲覧に際しては後述する内容にご同意いただくこととなります。
（出典）
米国HH（Henry Hub）価格：NYMEX Futures and Options, CME Group
英国NBP（National Balancing Point）価格：ICE Futures Europe, International Exchange
JKM：LNG Japan/Korea Marker© 2019 by S&P Global Platts, a division of S&P Global Inc.
METIスポットLNG価格：経済産業省「スポットLNG価格調査」
日本平均LNG輸入価格：財務省貿易統計をもとに作成

上記閲覧に際しては、以下について同意することとなります。

・ Platts情報はS&P Global Plattsによって作成されています（出典：© 2019 by S&P Global Platts, a division of 
S&P Global Inc. All rights reserved）。

・ Platts情報を内部目的にのみ使用することに同意します。またインターネット、イントラネット、またはその
他のネットワークを含むあらゆる形式または手段で、Platts情報をいかなる目的でも第三者に保存、複製、ま
たはさらに配布しないことに同意します。

・ Platts、その関係会社およびそれらのすべての第三者ライセンサーが、Platts情報、および特許、企業秘密、
著作権、商標権（登録有無に関わらず）を含むすべての知的財産権を所有していることに同意します。

・ Platts、その関係会社およびそれらのすべての第三者ライセンサーは、すべてのPlatts情報、データ、または
それらの使用や実行によって得られた結果を含む、Platts情報に関する特定の目的または使用に対する商品性
または適合性を含むすべての保障について、明示または黙示に関わらずすべての保障を否認します。Plattsま
たはその関係会社あるいはそれらの第三者ライセンサーのいずれも、Platts情報またはその構成要素について
の通知または通信の妥当性、正確性、適時性または完全性を保証しないものとします。Platts、その関係会社
およびそれらの第三者ライセンサーは、Platts情報のいかなる誤差、脱漏または遅延についても、いかなる損
害賠償または法的責任も問われないものとします。Platts情報およびそのすべての構成要素は、「現状の有り姿」

欧州で活躍する LNG トラック、馬力はディーゼル車と遜色ない写4

出所：https://www.flickr.com/photos/grupoham/albums/72157668252098596
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として提供され、JOGMECウェブサイトのPlatts情報の使用は購読者自身の危険負担で行われるものとします。
Platts情報は金融またはその他の専門的なアドバイスとみなされるべきではありません。

・ 上記記載内容に関わらず、いかなる場合も、Platts、その関係会社またはそれらの第三者ライセンサーは、利
益の損失、取引損失、または損失時間や事業上の信用の損失を含むがこれに限定されないいかなる間接的損害、
特別損害、付随的損害、懲罰的損害、または派生的損害について、たとえかかる損害の可能性について知ら
されていたとしても、契約の記述、不法行為（過失を含む）、厳格責任または別の方法のあるなしを問わず、決
して責任を負わないものとします。またPlatts、その関係会社およびそれらの第三者ライセンサーは、第三者
によるJOGMECウェブサイトに対するいかなるクレームにつきましても責任を負わないものとします。
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