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　ロシア政府は、2021年3月22日、長期LNG生産開発計画を承認した。これはおよそ2035年までを
視野に入れた計画であり、ロシアがLNGに特化した中長期の計画を策定するのは初めてとなる。2020
年6月には2035年までのエネルギー戦略が発表され、そこでロシアのLNG生産量は2035年までに最
大で1億4,000万トンを目指すとされ、それまでロシア政府から発信されてきた見通しよりも高い目標
が設定されたが、長期LNG生産開発計画は、この目標を具体化するための指針となる。世界では脱炭
素化の動きが加速し、長期的な化石燃料の需要予測は更に困難になる一方、足元ではまだLNG需要は
拡大していく見通しとなっており、他のLNG生産国もLNG市場でのシェア獲得のための動きを進めて
いる。ロシア国内でも、プレイヤーは少ないながら、さまざまな計画等が進められているが、国内のガ
ス需要の拡大、パイプライン輸出との棲み分けや、法制度、技術的な課題など、解決すべき課題は多い。
本稿では、長期LNG生産開発計画の内容やロシアが抱える課題について見ていきたい。

はじめに

ロシアの長期LNG生産開発計画
～脱炭素化の中で炭化水素資源の収益化を急ぐロシア～

JOGMECモスクワ事務所
副所長 秋月　悠也

1. ロシアのLNG生産の現状

　ロシアでは、2009年にSakhalin 2プロジェクトから
のLNG輸出を開始し、LNG輸出国となった。それ以降、
Sakhalin 2プロジェクト以外の大規模LNGプロジェクト
はなく、2017年までは年間1,000万トン前後の輸出量
で 推 移 し て い た が、2017 年 12 月、Novatekに よ る
Yamal LNGが輸出を開始し、2020年には2017年比で
約3倍となる約3,000万トンを輸出した。続く大規模
LNGプロジェクトとしても、Novatekが北極圏で進め

る Arctic LNG 2、Obskiy LNGの計画が進んでおり、
2017年以降、ロシアのLNG生産の状況が大きく変わり
始めている。
　ロシアからのLNGの輸出先としては、Sakhalin 2がア
ジア市場に隣接した立地のため、近年まではアジアへの
輸出が中心であった。一方、北極圏に位置するYamal 
LNGは欧州への輸出が中心となっている。この他、中

図1 ロシアの LNG 輸出量・輸出額推移
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出所： ロシア中央銀行資料から筆者作成

図2 ロシアの地域別 LNG 輸出量
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2. ロシアのエネルギー戦略

　長期LNG生産開発計画に先立ち、ロシアのエネルギー
政策の基礎となる 2035 年までのエネルギー戦略が
2020年6月9日付けで承認された。ロシアのエネルギー
戦略は2009年に2030年までの戦略が策定されていたが、
約10年振りにロシアの長期的なエネルギー政策が更新
されたことになる。
　過去のエネルギー戦略でのLNGの位置付けを振り返
ると、2003年に承認された2020年までのエネルギー
戦略では、LNGに関する記述は限定的となっていた。
ガスの輸出先の見通しに関しては、将来的にCISと欧州
がロシアの燃料・エネルギーの主要な販売市場であり続
けるとされているものの、太平洋地域のガス需要が拡大
していくため、この市場をより積極的に開発することが
急務としている。一方、LNGの政策としては、ロシア
国内の自動車燃料や天然ガスのピークシェイビング、遠
隔地へのガス供給のためのLNG利用については触れら
れているものの、輸出については予測期間の後半に
LNGの世界市場に参入する可能性があると書かれてい
るのみで、具体的な政策やプロジェクトには触れられて
いない。
　次に2009年に承認された2030年までのエネルギー
戦略では、十分に発達したガス輸送インフラにLNGの
供給を組み合わせることで、ガス輸出の効率を高めると
同時に販売市場を多様化する強力な推進力が得られると
し、特に、米国とアジア太平洋地域の新たな市場に参入

することが可能なるとして、ロシア東部からのガス輸出
の発展と、輸出製品多様化の解決方法の一つとして、
LNGの評価が高まった。また、LNGの具体的なプロジェ
クトについても言及されており、特に、Sakhalin 2に続
き、Sakhalin 3 ～ 6の開発も進められ、アジア大洋州へ
のLNGの輸出が拡大することが期待されている他、北
西連邦管区では、Shtokmanガス田のガスからLNG生産
を行うプロジェクトも言及されている。また、ガス輸出
におけるLNGの割合は計画の第1段階（2013 ～ 15年頃）
に4 ～ 5％、第2段階（2020 ～ 22年頃）に10 ～ 11％、
第3段階（2030年まで）に14 ～ 15％に拡大していくと
いう目標が設定されている。同戦略のガス輸出量目標か
ら計算すると、LNGの輸出量の目標は、第1段階で約
800万～ 1,100万トン、第2段階で約2,400万～ 2,800万
トン、第3段階で約3,600万～ 4,100万トンとなる。また、
エネルギーの輸出先としても、中国、日本、韓国、アジ
ア大洋州諸国への輸出が増加し、欧州への輸出のシェア
は減少すると指摘しており、東方面のガス輸出シェアは
当 時 の 0 ％ か ら 第 1 段 階 で 16 ～ 17 ％（ 約 53 ～
58BCM）、第3段階で19 ～ 20％（約66 ～ 74BCM）に
達する目標が設定されている。
　現在、ロシアのLNG輸出はガス輸出全体の約17%を
占め、3,000万トンを超えており、第2段階の目標を達
成する水準にある。LNG輸出の約半分は東向きに輸出
されており、2019年にはシベリアの力パイプラインが

規模LNGプロジェクトとして、Novatek
が運営するレニングラード州のCryogas 
Vysotskプロジェクトから欧州への輸出
がある（2020年輸出量約52万トン）。ま
た、小規模なLNG輸出として、サンク
トペテルブルク市から欧州への輸出

（2020年輸出量約6万トン）、スヴェル
ドロフスク州からカザフスタンおよびモ
ンゴル（2020年輸出量約4,000トン）、
サハ共和国からモンゴル（2020年輸出量
約400トン）への輸出があるとされてお
り、いずれもGazpromの小規模LNGプ
ラントからのトラックまたは鉄道輸送で
の輸出と考えられる。

図3 各プロジェクトからの LNG 輸出先（2020 年）
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稼働を開始して中国へのパイプラインでのガス輸出が開
始され、2020年はロシアの貿易統計上3.5BCMが中国
に輸出されているが、東方面の輸出は合計で約23BCM
のみで、全体のガス輸出の9.4％に留まっている。
　2020年に承認された2035年までのエネルギー戦略
では、中期的にロシアがLNG生産と輸出の世界的なリー
ダーの一つになる目標が示された。そしてその達成のた
めに、LNGに対する税優遇、輸出自由化、インフラ整備、
ヤマル半島・ギダン半島でのLNGクラスター形成、カ
ムチャツカ・ムルマンスクでのターミナル建設、小規模
LNGの開発などの対策が列挙されている。また、具体
的なLNG生産量の目標も示されており、2018年実績の
1,890万トンから、2024年には4,600万～ 6,500万トン、
2035年には8,000万～ 1億4,000万トンに増加させるこ
ととなっている。具体的なLNGプロジェクトとしては、
北極圏のヤマル半島・ギダン半島のプロジェクトが初め
て言及されたほか、Sakhalin 2の第3トレイン、極東
LNG、Ust Luga LNGが挙げられている。また、北極圏
の天然ガスポテンシャルの実現には、需要が拡大するア
ジア大洋州市場への効果的なルートである北極海航路の
重要性も指摘され、砕氷船、港湾インフラの発展と通年
航行の確保が北極圏からのLNG出荷に密接に関連する
とされている。また、国内のLNG需要については、引

き続きガス燃料自動車、ガス供給網から離れた地域への
LNGを利用した新たなガス供給が挙げられている。
　2020年に設定されたLNG輸出量目標は、2009年に
設定された2030年時点での目標を2024年に前倒しし
て達成し、更に2035年に向けてLNG輸出量を2倍にす
るという、非常に高い目標となっている。これは2009
年以降、NovatekがGazpromに続くLNGのプレイヤー
として躍進を遂げていること、北極海航路の利用拡大が
政府の目標として掲げられていること、アジアを中心と
したLNG需要が拡大していることが大きな要因として
考えられる。

3. 長期LNG開発計画概要

（1）背景

　2020年8月13日から18日に、ミシュスチン首相が極
東連邦管区（チュクチ自治管区、カムチャツカ地方、マ
ガダン州、アムール州）に出張し、8月31日、その結果
を議論するための副首相との会議が開かれ、極東政策に
関する70以上の指示が出された＊1。この一つとして、
ミシュスチン首相は、エネルギー省、極東発展省、経済
発展省、Gazprom、Novatekに対し、ロシア連邦の構成
主体、投資プロジェクト、その他の消費者のガス化およ
びエネルギー供給を含む長期LNG生産開発計画を作成
し、2020年11月までに報告するように指示を出した。
この他、首相の指示には、ガス供給インフラの建設の計
画、極東連邦管区のガス化のスケジュール作成、LNG
を使用するための機器のローカリゼーションに対する支
援の検討など、ガスに関する指示が多く含まれていた。
　これは、プーチン大統領が2020年6月26日付けの大

統領令「極東の社会経済発展のための対策」＊2 において
極東の発展のための2024年および2035年までの2段階
で、人口増加、生活の質の向上、経済発展の目標を設定
しており、3カ月以内に目標を達成するための国家プロ
グラムを承認するよう指示を出したことが背景にある。
この指示に基づき、ミシュスチン首相は、極東への出張
とその後の検討を踏まえ、9月24日付けで極東発展のた
めの国家プログラムを承認した＊3。
　このため、ミシュスチン首相は、長期LNG開発計画
を承認した政府の会議の中で、この計画が極東と北極圏
を含むロシアのガス化に追加的な機会を提供すること、
そしてこれは大統領が設定した優先課題であると述べて
いる＊4。極東と北極圏を含むLNGの生産が期待される
地域の埋蔵量は、多くがロシアの幹線パイプラインから
離れており、LNGとして輸送されなければ収益化が難
しい埋蔵量でもある。同時に、これらの幹線パイプライ

図4 2035 年までのエネルギー戦略の LNG 生産目標
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ンから離れている地域は、ガス化が遅れている地域でも
ある。2019 年時点でロシアのガス化率は人口比で
70.1％となっているが、極東連邦管区およびシベリア連
邦管区では、それぞれ16.9％、16.8％と、極端にガス化
率が低い。今回の計画では、大規模LNG輸出プロジェ
クトだけではなく、LNGによる極東を含む地域のガス
化、それらに伴う社会経済発展という相乗効果が期待さ
れている。
　国内のガス化については、2021年5月にガス化を促
進するためのロードマップが承認されたが＊5、これによ
ると、ロシアのガス化率は2030年に83.9%とする目標
となっている。これは、LNGによる自立型のガス化も
含めた技術的に実現可能なガス化を100％実施したもの
である。ガス利用は市民からの要望が多く、国内ガス化
は プ ー チ ン 大 統 領 の 関 心 も 高 い。2021 年 1 月 に
GazpromのMiller社長がプーチン大統領に報告した内
容では、技術的に実現可能なガス化は 2025 年には
90.1％、2030年に100％に達するとされており、長期
LNG生産開発計画にも含まれるLNGの国内供給の実現
も早期に対応が必要になっている。
　もちろん、ロシアのLNG開発には、中期的にロシア
がLNG生産と輸出の世界的なリーダーの一つになると
いうエネルギー戦略の目標も重要な点である。ただ、ロ

シアには強力な競争相手がいることを忘れてはならな
い。まず米国では2020年にLNG輸出を前年比で3割増
加させ、特にアジア向けは67％もの増加となり、欧州
向けの輸出を追い越した＊7。カタールでは、2021年2
月にLNG輸出拡大のための大規模なLNG追加開発の最
終投資決定を行い、LNG年間生産能力を現在の7,700万
トンから1億1,000万トンに引き上げる計画が発表され
た＊8。カタールは更なる生産拡張を行い、2027年には
年間生産能力を1億2,600万トンとする計画となってい
る。また、過去5年でLNG輸出量を約3倍に伸ばしてい
る豪州では、足元で一部プロジェクトの技術的問題によ
りLNG生産量が落ち込んでいるが、すぐに生産量は回
復し、2025年頃までは年間8,100万トンで推移する見
込みとなっている＊9。LNG需要はアジアで急成長する
という予測もあるが、急速に計画が進む脱炭素化の中で
天然ガスの需要についても見通しが難しくなっている。
こうしたなかで、ロシアが競争力のあるLNGを供給す
る世界的なリーダーとなるための政策が、長期LNG生
産開発計画に込められている。

（2）世界の需給見通し

　長期LNG生産開発計画において注目すべき点の一つ
は、天然ガスがカーボンニュートラル経済への「移行期

図5 ロシアの地域別ガス化率

出所：ロシア政府資料＊ 6 に筆者加筆
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燃料」と位置付けられたことにある。計画では、世界の
エネルギー業界が2つの主要な問題を解決する必要があ
ると述べている。それは、エネルギー供給の量と信頼性
を確保することと、気候変動対策および大気汚染物質削
減を行うことである。しかし、いずれにせよ2040年以
降は天然ガス市場の成長が鈍化することにより、天然ガ
スのプロジェクトのコスト回収率が大きく低下し、困難
に直面するとの予測が計画には示されている。また、化
石燃料を代替するエネルギーのコスト削減のための技術
が進み、化石燃料利用の成長は2035年に止まる可能性
もあると指摘されている。

　ロシア政府は、BPやIHS等のエネルギー市場の見通
しを分析した結果、全てのシナリオの共通認識として、
下記を挙げている。
・ 世界的な石炭の消費は、多くの国でグリーンエネルギー

源に移行するため、近い将来、大きく成長しない。
・ 全ての見通しで、再生可能エネルギー源の利用は成長

するが、ほとんどの場合、エネルギーバランスの支配
的な割合には達しない。

・ 全ての見通しで、天然ガスは2040年まで成長を続け
る唯一の化石燃料。天然ガスは再生可能エネルギー電
源のバックアップ電源としても利用される。2040年
以降、ローサイドシナリオでは天然ガスの消費は高止
まりまたは減少する。ハイサイドシナリオでは、低い
ペースで成長を続けるが、2050年以降に高止まりする。

・ 世界のLNG市場はパイプラインのガス市場よりも大
きく成長する。天然ガス消費成長は、特にアジア太平
洋諸国で高い。

　これらを踏まえ、ロシア政府は世界のLNG消費に関
するハイシナリオとローシナリオを作成した。ハイシナ
リオは、ガスへの転換が進んだケースで、世界のLNG
消費は2030年までに2倍となり、年間7億1,800万トン
となる。ローシナリオは、ほとんどの発展途上国におい
て積極的な気候変動対策をとらず、再生可能エネルギー
への支援、石炭の消費を制限する規制をしない一方、先
進国は天然ガスを含む化石燃料の更なる削減を進める
ケースである。このシナリオでは、LNG消費は2030年
までにわずかに増えるのみで、年間4億2,100万トンと
なる。
　供給については、豪州が年間7,000万～ 9,000万トン、
カタールが年間7,000万～ 1億4,000万トン、ロシアが
年間1億4,000万トン、米国が1億～ 3億トンと見積もっ

ており、イランも主要なLNG供給者とな
る可能性があるとしつつ、現在の地政学
上の問題は生産を拡大するための大きな
不確実性となっていると指摘している。
　価格面では、ロシアでは1MMBTU当
たりガス生産に0.2 ～ 1ドル、液化プラ
ント・生産インフラ建設に2 ～ 4ドル、
消費者への輸送に1.5 ～ 2ドルとされて
おり、対象市場におけるロシアのLNG
の総コストは3.7 ～ 7ドルとなるとされ
ている。一方、カタール、豪州と米国か
らのLNGのアジア太平洋地域での価格
は、それぞれ2.8 ～ 11ドル、7 ～ 10ド
ルと見積もられていて、ロシアのLNG

図6  LNG の需要予測

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2030年
ローシナリオ

2030年
ハイシナリオ

地域内取引 その他アメリカ諸国
その他アジア諸国および豪州 日本、韓国、台湾
インド 中国

百万t

　注： 地域内取引は、アジアの国同士等、地域内での LNG 取引
と推測される。

出所：2035 年までの長期 LNG 生産開発計画

図7 2040年までの世界のLNG生産プロジェクトおよびLNG需要予測
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に一定の競争力があることが示されている。
　需給バランスについては、世界のLNG生産・輸出プ
ロジェクトの数は増えているが、2020年の需要成長の
鈍化を考慮しても、2027年にはLNG需要が供給量を追
い越すと見積もられている。このため、ロシアの設計中
で最終投資決定がされていないプロジェクトに機会が開
かれているとしている。

（3）ロシアの生産能力拡大の見通し

　ロシアの大型 LNGクラスターに適しているのは、
LNG船がアクセスできる場所で、ガスインフラから離
れているヤマル半島・ギダン半島を第1候補に、クラス
ノヤルスク北部、サハリン島を含む極東沿岸部、オホー
ツク海・北極海を含む大陸棚とされている。
　ここでは、長期LNG生産開発計画で言及されている
ロシアの資源基盤と具体的なプロジェクトの情報をまと
める。

①資源基盤
ヤマロ・ネネツ自治管区
　ヤマロ・ネネツ自治管区は世界有数の天然ガスポテン
シ ャ ル の 高 い 地 域 で あ り、 そ の 埋 蔵 量 は 42TCM

（AB1C1+B2C2）であり、ロシアの実に58％のガス埋蔵
量が集中している。この地域は、ロシアの国内ガスにとっ
ても大事な供給源になっているが、今後はガスの輸出拡
大が期待されている。2019年の同地域からの生産量は、
607.2BCMで、ロシアの82％、世界の15％のガス生産
を占める。
　長期LNG生産開発計画では、ヤマロ・ネネツ自治管
区のLNGプロジェクト実施の有望なガス田として下記
の4グループが挙げられている。
　South Tambeyskayaグループ：このグループには、
South Tambeyskoye、Verkhneuteiskoye、West 
Seyakhinskoye、 Syadorskoyeガス田が含まれる。埋蔵
量（C1+C2）は1.9TCMで、LNG生産ポテンシャルは年
間2,500万トンとされている。South Tambeyskoyeガス
田では、2017年にNovatekのYamal LNGプロジェクト
が開始されている。同じくNovatekのObskiy LNGプロ
ジェクトは、VerkhneuteiskoyeおよびWest Seyakhinskoye
ガス田のガスとYamal LNGのインフラを利用すること
が計画されている。
　Utrennyaグループ：Salmanovskoye（Utrenneye）ガ
ス田が含まれる。埋蔵量（C1+C2）は2.2TCMで、LNG
生産ポテンシャルは年間2,000万トンとされている。こ
こでは、NovatekのArctic LNG 2プロジェクトが建設

されている。
　Geofiicheskayaグ ル ー プ：Geofizicheskoye、
G y d a n s k o y e、S o l e t s k o - K h a n a v e y s k o y e、
Trekhbugornoyeガス田が含まれる。埋蔵量（C1+C2）は
1.1TCM、LNG生産ポテンシャルは年間2,000万トンと
されている。ここでは、NovatekのArctic LNG 1プロジェ
クトが計画されている。
　North Obskayaグループ：North Obskoyeガス田が含
まれる。埋蔵量（C1+C2）は0.3BCM、予測資源量（D0+D1）
は3TCM、2030年までに計画されているプロジェクト
のLNG生産能力は660万トンとされている。

西シベリア
　ヤマロ・ネネツ自治管区も含む西シベリアの埋蔵量

（AB1C1+B2C2）の89％に当たる41TCMはすでに統一
ガス供給システムに接続されているか、接続できるとさ
れている。その他、7％に当たる約3TCMがLNGプロジェ
クトとして最終投資決定がされているか、計画がされて
おり、3%に当たる1TCMはLNGとして収益化できる可
能性がある。

北極圏大陸棚
　長期的には、有望なLNG生産地域となり得るとされ
る。代表的なものは、バレンツ海のShtokmanガス田で、
埋蔵量（AB1C1+B2C2）は4TCMとされている。しかし、
ムルマンスクから550㎞、ノバヤゼムリャ群島から300
㎞のオフショアとなり、現在の市況では経済性はないと
されており、2030年以降に開発されることが期待され
て い る。 ヤ マ ル 半 島 沖 の カ ラ 海 に 位 置 す る

図8 ロシア連邦地域別ガス埋蔵量分布
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出所：2035 年までの長期 LNG 生産開発計画
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RusanovskoyeおよびLeningradskoyeガス田の埋蔵量
（AB1C1+B2C2）は、それぞれ779BCMと1,900BCMで、
主要なオフショアプロジェクトとなることが期待されて
いる。

東シベリア
　シベリアの力、シベリアの力2、Altaiパイプラインの
開発により、東シベリアでもロシア西部と同様のパイプ
ラインによるガス供給システムが建設されることが期待
されている。しかし、中央ヤクーチャのパイプラインに
接続することが困難な「閉じ込められた」ガスをハバロフ
スクからLNGとして輸出することが期待されている。
こ れ に は、Srednevi luyskoye、Tolonskoye、
Mastakhskoyeガス田等が含まれる。

サハリン沖合
　Sakhalin 2としてすでにLNG生産が開始されている
が、Sakhalin 1のガス埋蔵量もLNGとして収益化される
ことが期待されている。一方で、残存する主要なガス埋
蔵量であるSakhalin 3プロジェクトは、極東地域のガス
供給に使われるとされている。

②具体的プロジェクト
　長期LNG開発計画では、LNGプロジェクトとして21
のプロジェクトが含まれており、2035年までにロシア
のLNG生産能力は「可能性のあるプロジェクト」までが
実現すると約1億4,000万トンとなることが見込まれ、
2035年までのエネルギー戦略の目標の上限値と同水準
となっている。その21のプロジェクトは次のとおりで
ある。

【実施中プロジェクト】
①Sakhalin 2

②Yamal LNG

③Cryogas Vysotsk

④Yamal LNG, 4th train

⑤Arctic LNG 2

【建設中プロジェクト】
⑥Portovaya LNG

オペレーター Sakhalin Energy
位置 サハリン州
開始年 2009 年
年間生産能力 960 万トン
資源基盤 Piltun-AstokhskoyeおよびLunskoyeガス田

埋蔵量（A+B1+B2）は 292.6BCM。
備考 年間 540 万トンの第 3 トレインを建設

予定だが、資源基盤の不足が課題となっ
ている。

オペレーター Novatek
位置 ヤマロ・ネネツ自治管区
開始年 2017 年
年間生産能力 1,650 万トン
資源基盤 South Tambeyskoye ガス田

埋蔵量（C1+C2）は 1.25TCM
備考 －

オペレーター Novatek
位置 レニングラード州
開始年 2019 年
年間生産能力 66 万トン
資源基盤 統一ガスシステムからのガスを利用
備考 特に LNG 船へのバンカリングのため

LNG 供給など、地域内に供給。
Air Liquid 社の Smartfin 液化技術を利
用した最初の中規模プロジェクト。
Smartfin は Cryogas Vysotsk プラント
で初めて実用化された技術。

オペレーター Novatek
位置 ヤマロ・ネネツ自治管区
開始年 2021 年
年間生産能力 90 万トン
資源基盤 South Tambeyskoye ガス田

埋蔵量（C1+C2）は 1.25TCM
備考 Novatek が 独 自 の LNG 技 術 で あ る

Arctic Cascade の特許を取得し、2018
年に建設を開始。ロシアで主要機器が
製造され、LNG の国内産業の発展が期
待されている。

オペレーター Novatek
位置 ヤマロ・ネネツ自治管区
開始年 2023 ～ 25 年予定
年間生産能力 1,980 万トン
資源基盤 Utrennye ガス田

埋蔵量（C1+C2）は 2.2TCM
備考 2019 年に最終投資決定。最初のトレイ

ンの立ち上げは 2023 年に予定され、2
番目は 2024 年、3 番目は 2025 年の予定。

オペレーター Gazprom
位置 レニングラード州
開始年 2021 年
年間生産能力 150 万トン
資源基盤 統一ガスシステムからガスを利用
備考 必要に応じて 2019 年に開始されたカ

リーニングラードの再ガス化施設に
LNG を供給する可能性がある。
LNG 生産技術は Linde 社の技術を採用。



82021.7 Vol.55 No.4

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

⑦Obskiy LNG

【有望プロジェクト】
⑧Arctic LNG 1

⑨Yakutsk LNG

⑩極東LNG

⑪Ust Luga LNG

【可能性のあるプロジェクト】
⑫Arctic LNG 3

⑬Sakhalin 2 （拡張)

【潜在的なプロジェクト】
⑭Tambeyskoye field LNG

オペレーター Novatek
位置 ヤマロ・ネネツ自治管区
開始年 2024 年以降
年間生産能力 500 万～ 600 万トン
資源基盤 Verkhneuteiskoye お よ び West 

Seyakhinskoye ガス田
埋蔵量（C1+C2）はそれぞれ 93.6BCM、
266.1BCM

備考 2020 年に最終投資決定が見込まれてい
たが、エネルギー市場の危機により、
決定は 2021 年に延期。

オペレーター Novatek
位置 ヤマロ・ネネツ自治管区
開始年 2027 年以降
年間生産能力 1,980 万トン
資源基盤 S o l e t s k o - K h a n a v e y s k o y e 、

Geofizicheskoye、Trekhbugornoye ガ
ス田
埋蔵量（C1+C2）は 357.7BCM

備考 －

オペレーター YATEK
位置 ハバロフスク州
開始年 2026 ～ 27 年
年間生産能力 1,770 万トン
資源基盤 Srednevilyuyskoye、Mastakhskoye、

Tolonskoye ガス田および Tymtaidakh、
Khapchagai ガス田
埋蔵量はそれぞれ 362BCM、 457.8BCM

備考 資源基盤はサハ共和国

オペレーター Exxon Neftegas
位置 ハバロフスク州
開始年 2026 ～ 27 年
年間生産能力 620 万トン
資源基盤 Chayvo, Odoptu ガス田

埋蔵量（A+B1+B2）は 331.4BCM
備考 Sakhalin 1 のオホーツク海大陸棚のガス

埋蔵量を収益化するためのプロジェク
ト。プラントはハバロフスクの De-
Kastri の Sakhalin 1 石油輸出ターミナ
ルに隣接して建設予定。

オペレーター Gazprom
位置 レニングラード州
開始年 2024 ～ 25 年
年間生産能力 1,330 万トン
資源基盤 Urengoyskoye、Yamburgskoye、

Zapolyarnoye ガス田
埋蔵量（A+B1+B2）はそれぞれ4.4TCM、
3.2TCM、1.9TCM

備考 エタン含有ガスのガス処理・LNG 生産
複合施設の一部としてRusChemAlliance
社（Gazprom と RusGazDobycha 社 が
50％ずつ保有）が実施。
Gazprom は 2015 年から 2019 年までこ
のプロジェクトを独立した LNG プロ
ジェクトである Baltic LNG として計画
していたが、2019 年にガス化学複合施
設に変更。Shell は 2019 年に経済性を理
由 にこの プ ロジ ェクトから 撤 退 し、
RusGazDobycha 社が唯一のパートナー
として残っている。

オペレーター Novatek
位置 ヤマロ・ネネツ自治管区
開始年 評価中
年間生産能力 1,980 万トン
資源基盤 North Obskoye ガス田

埋蔵量（C1+C2）273.6BCM
備考 評価中の資源基盤等によって生産能力は

変更される可能性がある。

オペレーター Sakhalin Energy
位置 サハリン州
開始年 2027 年以降
年間生産能力 540 万トン
資源基盤 South Kirinskoye ガス田

埋蔵量（A+B1+B2）611.7BCM
備考 既存の2つのプラントと同様の生産技術で、

年間生産能力最大 540 万トンのプラントを
建設予定で、追加のバース、LNG 貯蔵タ
ンク、コンプレッサー基地のガス輸送シス
テムの新設と既存施設の拡張も予定。2018
年に作成された設計文書については全て国
の審査で肯定的な結論が得られ、建設契
約のための入札書類が作成された。

オペレーター Gazprom
位置 ヤマロ・ネネツ自治管区
開始年 2030 年
年間生産能力 2,000 万トン
資源基盤 Tambeyskoye ガス田

埋蔵量（C1+C2）は 5.5TCM
備考 －
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⑮Pechora LNG

⑯Shtokman

⑰Black Sea LNG

⑱Vladivostok LNG

⑲極東LNG （拡張）

オペレーター Pechora LNG
位置 ヤマロ・ネネツ自治管区
開始年 凍結中
年間生産能力 430 万トン
資源基盤 Kumzhinskoye、Korovinskoye ガス田

埋蔵量（C1+C2）はそれぞれ 146.5BCM、
48.5BCM

備考 －

オペレーター Gazprom
位置 ムルマンスク州
開始年 2035 年まで
年間生産能力 3,000 万トン
資源基盤 Shtokman ガス田

埋蔵量（C1）3.9TCM
備考 2020 年に LNG プラントの投資前調査を実

施。効率性向上と外国機器・技術の輸入代
替のための調査や技術開発が行われる予定。

オペレーター Gazprom
位置 クラスノダール地方
開始年 2025 年まで
年間生産能力 50 万～ 150 万トン
資源基盤 統一ガスシステムからガスを利用。
備考 黒海・地中海地域諸国、ロシアの南北コー

カサス地域の潜在的な需要へ供給予定。

オペレーター Gazprom
位置 沿海地方
開始年 2025 年まで
年間生産能力 150 万トン
資源基盤 KirinskoyeおよびSouth Kirinskoyeガス田

埋蔵量はそれぞれ 106.8BCM（A+B1）、
611.7BCM（A+B1+B2）

備考 ウラジオストク付近にプラントを建設予
定。投資前調査を実施中。プロジェクト
の有効性が確認されれば投資段階に移行
する。アジア太平洋地域への LNG 供給
と、ロシア国内での LNG 船へのバンカ
リングが計画されている。
LNG生産技術はLinde社のLIMUM3、ま
たは、まだ実用化されていないGazprom
独自のGMRが検討されている。

オペレーター Exxon Neftegas
位置 サハリン州
開始年 2035 年まで
年間生産能力 1,000 万トン
資源基盤 Veninsky ガス田　埋蔵量 578BCM

Rosneft が保有する東シベリア、サハ共
和国の埋蔵量 1.7TCM も対象。

備考 －

図9 2035 年までの LNG プロジェクト
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⑳Kara LNG

㉑Taimyr LNG

（4）国内LNG利用の見通し

　ロシア国内では、小規模LNG（年間生産量約1億2,500
万立方メートル以下）は天然ガスのピーク需要を補うこ
とが主な目的と考えられてきたが、その他にも、パイプ
ラインがない地域のガス化や、ガスエンジン燃料のため
のLNG利用の期待が高まっている。
　ロシア国内の潜在的なLNG需要は、2024年までに3.4

～ 5.3BCM、2035年までに12.6 ～ 17.4BCMとされてい
る。現在、小規模LNG生産については、さまざまなプ
ロジェクト段階の65のプラントが存在し、その多くは
ガス化されていない遠隔地に位置しており、生産能力は
毎時0.6 ～ 7トンとなっている。
　小規模LNGは、大規模LNG生産とパイプラインガス
で網羅できない市場で競争力があり、独立した分散型エ
ネルギー供給、移動式発電（フローティング発電所を含
む）、陸上交通（貨物輸送、採石設備、大都市での通勤バ
スや清掃車などの公共事業）、海上交通（バンカリング）
などが対象とされる。また、小規模LNGプロジェクト
のメリットとして、建設コストの安さ、建設期間の短さ
が挙げられている。小規模LNG生産施設の建設コスト
については、中国の例から、年間生産能力1トン当たり
のCAPEXが大規模LNGプロジェクトで1,500ドルとな
るのに対し、小規模LNGプロジェクトでは500ドルに
できるとされている。また、建設期間は大規模LNGプ
ロジェクトでは平均5年とされるところ、小規模LNG
プロジェクトでは1 ～ 3年とされている。
　2035年までのエネルギー戦略で想定されているガス
燃料車のガス消費量は2035年時点で最大年間13BCM
であり、国内市場向けに使えるプラントの容量や圧縮天
然ガスの需要成長見通しの不確実性を考慮すると、この
数値は非常に困難な課題とされている。また、中期的に
は2万～ 2.5万台のガス自動車がロシア市場に供給され

オペレーター Rosneft
位置 アルハンゲリスク州
開始年 2030 ～ 35 年
年間生産能力 3,000 万トン
資源基盤 East Prinovozemelsky 1 鉱区他、カラ

海のガス田
備考 LNG プラントの位置は、ノバヤゼムリャ群島

や大陸のいくつかの地点が検討されている。

オペレーター Rosneft
位置 タイミル自治管区
開始年 2035 年
年間生産能力 3,500 万～ 5,000 万トン
資源基盤 クラスノヤルスク州北部およびヤマロ・

ネネツ自治管区のガス資源
資源ポテンシャルは 4TCM

備考 プロジェクトには陸上ガス田からの LNG 輸出
権やインフラ建設への政府支援など規制条件
や財政措置のインセンティブが必要になる。

図10 2035 年までの LNG プロジェクト位置図

出所：各種情報から筆者作成
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る必要がある。
　国内のLNG利用促進の課題として、
防火基準、産業安全基準が挙げられてい
る。LNGの輸送可能距離は500 ～ 700
㎞以下となっており、もしも国際的な防
火基準、産業安全基準が満たせなければ
200㎞以下となる。また、ガス自動車向
けのLNGについては、現在の市況では
LNGプラントからガスステーションま
で150 ～ 200 ㎞でなければ経済的に困
難と指摘されている。また、ロシア国内
で製造できないLNG関連機器のコスト
も課題となっている。
　この他、中期的には小規模・中規模
LNGプラントからのLNG輸出も、追加
の需要としてあり得るとされている。2019年には、中
小規模プラントで生産されたLNGが、12カ国に対し合
計 14.3 万トン輸出されたとされている。最近では、
Gazprom Exportは、2019年11月、モンゴルに対して
LNGの販売を開始した＊10。販売されたガスは合計36ト
ンで、サハ共和国から鉄道によりコンテナで出荷された。
天然ガスは、モンゴルの首都ウランバートルで、公共交
通機関の燃料として消費される。この他小規模なLNG
は、欧州諸国およびカザフスタンにも輸出されている。
　LNGは、特にガス化が遅れている東シベリアと極東
でガスの潜在的需要があるとされており、2035年には、
極東連邦管区の消費が国内市場のLNG総消費量の半分
以上を占めるようになるとされている。長期LNG生産
開発計画が承認された会議の中で、Novak副首相は、
LNGによるガス化が期待される地域として、サハ共和
国、カレリア共和国、アムール州、ムルマンスク州、レ
ニングラード州、プスコフ州、トムスク州、ケメロヴォ
州、イルクーツク州を挙げている＊11。
　2025年までの小規模LNG・ガスエンジン燃料の市場
開発のためのロードマップが2021年2月に政府で承認
されており＊12、足元の状況・計画の詳細はそちらを参
照いただきたい。

（5）LNG生産への政府支援

①既存の支援策
　計画によると、ロシアでは今後6年間にLNGプラン
ト の 立 ち 上 げ が 相 次 ぐ。 こ れ は、Arctic Cascade

（Novatek独自の冷却プロセス）等の技術開発、オビ湾・
北極海航路の輸送インフラ開発等への支援、輸出税の免

除などの支援が行われているためだとされている。特に、
北極圏のヤマル半島・ギダン半島のプロジェクトについ
ては、下記の減税・免税が措置されている。
・ LNG生産のために利用する天然ガスの場合、最初の

LNG販売から12年間、または累計250BCM生産する
まで、鉱物抽出税を免税。

・ LNG生産のために利用する天然ガスに随伴するコンデ
ンセートの場合、LNGの最初の出荷から12年間、ま
たは累計2,000万トン生産するまで、鉱物抽出税を免税。

・ ヤマロ・ネネツ自治管区で新たなLNG施設で生産を
行う場合、地方法人利潤税が12年間、13.5％（2021
年1月1日前に開始の場合）または11.5％（2021年1
月1日後に開始の場合）に減税。

・ ヤマル半島のSouth Tambeyガス田で生産されたガス・
コンデンセートは、輸出税を免税。

・ 地方政府の判断で、地方利潤税を0％まで減税可能。
・ ヤマル半島・ギダン半島のガス生産およびLNG生産

を行う設備について、LNGに利用するガスを250BCM
生産するまで、または資産が課税対象になってから12
年間、固定資産税を免税。

・ South Tambeyガス田から生産されたガス を利用する
LNGプラントの建設および運用するための輸入品のう
ち、認可されたものについての輸入税を免税。

・ 輸入された技術機器（部品やスペアパーツを含む）で、
ロシアで類似品が生産されていないものについて付加
価値税を免除。

・ 　経済的に不利な北極圏におけるLNG開発を促進す
るためにはこれらの減税・免税の措置により経済性を
向上させることが不可欠であるといわれている＊13。

図11 2035 年までのロシア国内市場の LNG 需要予測
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出所：2035 年までの長期 LNG 生産開発計画
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②長期LNG生産開発計画実施のための新たな支援策
　長期LNG生産開発計画では、計画実施のための行動
計画が作成されており、計画を実行するための政府支援

の検討が含まれている。
　特筆すべきこととして、LNG輸出権に関する法案の
改正について2021年5月まで検討されることとなって

表1 長期 LNG 生産開発計画実現のための行動計画

出所：2035 年までの長期 LNG 生産開発計画

No. 項　目 期　限 責任者
1.    大規模 LNG 生産プロジェクトの発展

1 ライセンス未発給のガス埋蔵鉱床に関する情報 2021年3月、以降
毎年

天然資源環境省、Rosnedra、エネル
ギー省

2 ロシア連邦内での大規模LNG生産の実施中および実施に向けて計画中のプロジェクトの
リスト作成およびアップデート（最低年1回）

2021年12月、以
降毎年 エネルギー省

3 ガス資源をLNG生産に利用することに関する鉱床開発基準の提案の策定 2021年5月 エネルギー省、極東・北極圏発展省

4 本計画第3項に基づき、基準に該当する鉱床に関して、オークション実施およびライセン
ス発給の迅速化を検討

2021年7月、以降
毎年 天然資源環境省、Rosnedra

5 ロシア北極圏から新規市場へのLNG供給（東回り北極海航路経由を含む）のための経済
的インセンティブ創出の必要性評価

2021年7月、以降
毎年 エネルギー省、経済発展省、財務省

6 連邦法「ガス輸出について」の下記に関する改正：
同法で定められる組織に対して、（LNG生産開始前の）LNG輸出ライセンスの先行発給 2021年5月 エネルギー省、経済発展省、運輸省

7 LNG国際市場の現状、および極東からの追加的LNG供給（小規模LNG生産を含む）の可
能性の評価 2021年7月 エネルギー省、極東・北極圏発展省

8

LNG生産開発のための資源基盤準備を目的として、下記インセンティブを策定：
ロシア連邦北極圏に位置する地下資源鉱区（ヤマル半島、タイミル半島、ギダン半島、お
よびそれらに隣接する（大陸棚鉱床を除く）水域を含む）に関して、地質探鉱作業実施の
コストに対して増加係数を導入すること
新規の鉱床を含め、炭化水素資源の探査・評価・探鉱にかかる支出の50％以上に相当す
る額について、法人税の投資控除を導入すること
ジュラ紀の生産性の高い堆積層の炭化水素層から産出される可燃性天然ガスおよびガス・
コンデンセートの生産における鉱物抽出税の算定に際して、地下資源鉱区の個別地層開発
の特性を特徴づける係数（Korz）をゼロとすること

2021年7月1日 財務省、天然資源環境省、エネルギー
省、産業商務省

9 地理的・気候的に類似した地域におけるLNGプロジェクトに対する国家支援条件を均等
化することの可能性評価 2021年12月 エネルギー省、反独占庁、財務省

2.    LNG 生産プロジェクト実現のための設備（輸入代替）および技術

10

下記を含むLNG生産と消費の現状に関するレビュー：
LNG生産と消費の既存技術および利用可能な技術のモニタリング
LNG生産と消費のための設備製造のモニタリング
科学技術プロセス設計における専門技術の最適化を目的とする、ガス処理および液化の高
効率技術のデジタルツイン開発のモニタリング
LNG生産および消費の標準ソリューションとプロジェクトの形成

2021年7月1日、
以降毎年 産業商務省、エネルギー省、Rostec

11 LNG生産、貯蔵、再ガス化、利用のための設備生産における国家支援策の策定と実施 2021年7月1日 産業商務省、エネルギー省、財務省、
経済発展省、Rostec

12 能力向上を目的とするものを含めた、ロシアのエンジニアリング会社への国家支援策の策定と、LNGプロジェクト実施に際してそのような企業を優先的に誘致すること 2021年9月1日 産業商務省、エネルギー省、財務省、
経済発展省

13 モデルプロジェクトをベースに策定されたLNG施設の設計文書に関して、簡略化した国家監査を実施するための法令の策定 2021年9月1日 建設省

3.    独立したガス化、および熱供給・発電施設の建設と近代化を目的とする LNG の利用

14 燃料間競争およびLNGとして供給されるガスの経済的に妥当な価格を考慮した、地方におけるガス化、および熱供給・発電施設の建設と近代化のためのLNGの潜在的需要評価
2021年7月1日、
以降毎年

エネルギー省、産業商務省、経済発
展省、極東・北極圏発展省、ロシア
連邦地方構成主体

15
LNGをベースとする独立したガス化、熱供給・発電施設の建設と近代化のための優先プ
ロジェクトの決定。今後、同様な設備建設の最適化と、その実現の「標準化」パラメータ
の決定を目的とする

2021年7月1日
エネルギー省、経済発展省、極東・
北極圏発展省、産業商務省、ロシア
連邦地方構成主体

16

LNGをベースとする独立したガス化、熱供給・発電施設の建設と近代化のための、国産
およびローカライズされた設備の生産を行うロシア組織に対する補助金交付のメカニズム
の策定および導入（LNGによる独立したガス化施設、LNGを利用しての独立したエネル
ギー複合施設、LNGで稼働するボイラーなど）

2021年7月1日 産業商務省、エネルギー省、経済発
展省、財務省

17
極東連邦管区およびロシア連邦北極圏の各地域の熱供給・電力消費の現状および予測に関
する評価の実施、ならびに極東連邦管区およびロシア連邦北極圏の各地域の発電・発熱構
造の決定（利用燃料源ごとに、量と価格を定義）

2021年4月1日
エネルギー省、極東・北極圏発展省、
極東連邦管区およびロシア北極圏に
含まれるロシア連邦地方構成主体

18 本計画第１項に従い、極東連邦鉱区およびロシア連邦北極圏の地域ごとの物流経路策定。国内消費のためのLNG生産を目的とする 2021年4月1日 極東・北極圏発展省、エネルギー省

19 地域的ガス埋蔵量（資源量）に基づくLNGの小規模生産設備の発展および建設のための資源基盤の調査 2021年7月1日 天然資源環境省、エネルギー省、極
東・北極圏発展省

4.    ガスモーター燃料としての LNG の利用

20 充填インフラの発展とLNGによる輸送機関の利用促進に向けた国家規制の改善 2021年5月1日 エネルギー省、経済発展省、財務省、
運輸省、産業商務省

21 自動車、特殊機材、鉄道、海上・河川輸送機関の生産者に対する、LNG利用を可能とする製品出荷の奨励 2021年5月1日 エネルギー省、経済発展省、財務省、
産業商務省、極東・北極圏発展省

5.    ロシア連邦における LNG 生産発展長期プログラム実現に関する行動計画遂行のモニタリング

22 本計画遂行に関する年次モニタリング実施 2022年2月1日
エネルギー省、経済発展省、財務省、
産業商務省、極東・北極圏発展省
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4. 長期LNG生産開発計画の実現に向けた課題

　長期LNG生産開発計画に記載された個別プロジェク
トには、まだ検討が十分に進んでいないと思われるプロ
ジェクトがあったり、LNGプロジェクトを実施したこ
とがない事業者がいたりするなど、実効性に疑問符が付
く内容もあるが、ここでは個別プロジェクトの課題では
なく、ロシアのLNG生産動向全体に関わる課題につい
て4点挙げたい。

（1）LNG輸出権

　ロシアでは2006年7月18日連邦法117号「ガス輸出法」
によって、ガスの輸出権が定められている。もともと、
2006年の制定当初はパイプラインガスおよびLNGの輸
出はGazpromまたはGazpromの子会社が独占していた。
その後、Gazpromが参画するSakhalin 2プロジェクト以
外で、NovatekやRosneftによるLNG輸出プロジェクト
の 機 運 が 高 ま り、2013 年 11 月 に 同 法 が 改 正 さ れ、
2014年1月1日よりLNG輸出が一部自由化された。当
時LNG輸出権を与えられたのは、2013年1月1日時点
でLNGを生産するためのガス鉱区のライセンスを保有
していることが条件とされ、実質的に輸出権を認められ
たのはNovatekとRosneftのみで、その後も2020年4月
に同法の改正によりNovatekの子会社に対象が広がった
が、現時点ではGazprom、Rosneft（大陸棚プロジェク
トのみ）、Novatek、そしてPSA契約プロジェクト以外
にはLNG輸出が許可されない制度となっている。長期
LNG生産開発計画の実行のためには、Rosneftの陸上ガ
ス田からのLNGプロジェクトや、Yakutsk LNGを開発
するYATEK社に対してLNG輸出権を与える措置が必
要になっており、LNG輸出の自由化がどのように進め
られるかが注目される。
　また、長期LNG生産開発計画では、パイプラインガ

スとLNGが国際市場で互いに競争しないことが必要で
あるとしており、パイプラインとLNGはロシアのガス
を収益化するための補完的な関係であって、競争しては
ならないと強調している。このため、LNG開発の主要
な方策は、経済性を損なうような国際市場でのパイプラ
インガスとLNGの競合を管理・排除しながら、LNG輸
出の自由化を進めていくこととされている。具体的には、
LNGの生産クラスターを検討する際は、Nord Stream 1、
Nord Stream 2、シベリアの力1、シベリアの力2、Altai
の各パイプライン、国内ガス需要を考慮する必要がある
とされている。国内へのガス供給は市民の生活の質を向
上させ、地域の社会経済発展に貢献するために重要とさ
れている。また、パイプラインでのガス輸出にはパイプ
ライン建設のために、Gazpromがすでに多額の投資を
しており、ガス輸出による収益性を確保し、投資を回収
する必要がある。また、パイプラインのガス輸出には
30％の輸出税がかけられているが、LNGのガス輸出で
は免除されているため、税収の確保という観点からもパ
イプラインでの輸出の方が重要となる。このため、国内
需要やパイプラインからの輸出を最大化しつつ、パイプ
ラインで収益化できないような地域のガス埋蔵量を
LNGで輸出していくことが基本的な方針となる。
　また、LNG輸出権の付与については、Gazpromが慎
重な姿勢を示してきた。それは長期LNG生産開発計画
でも触れられているように、パイプラインガスとLNG
が競合する可能性があるためである。Gazpromは、
LNG輸出は現在、税率30％の輸出税と、さらにYamal 
LNGプロジェクトであれば各種パラメーターによって
税率が決定される鉱物抽出税についても免除されてお
り、パイプラインでガスを輸出する場合に比べて政府の
予算歳入に大きな損失となると論じている＊14。そして、

おり、本計画に記載されているプロジェクトに対して、
輸出権（輸出ライセンス）を与えられる可能性がある。ま
た、極東からのLNGの追加的供給（小規模LNG生産を
含む）の可能性評価、LNG生産開発のための資源基盤準
備を目的とするインセンティブ策定、ロシア北極圏から
新規市場へのLNG供給のための経済的インセンティブ
創出の必要性評価も行動計画に含まれている。さらに、
地理的・気候的に類似した地域におけるLNGプロジェ

クトに対する国家支援条件を均等化することの可能性評
価を行うこととなっている。これによりYamal LNGプ
ロジェクト等を念頭に限定的に適用されている優遇税等
を他のLNGプロジェクトにも同様に適用し、LNGプロ
ジェクトの実施を後押しする検討がされる。この他、
LNG関連技術開発、小規模 LNGプロジェクト実施、
LNGを利用したガス化、LNGの自動車燃料利用に対す
る支援策が検討されることになっている。
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Gazpromはパイプラインのガス輸出との競合を避ける
た め、LNG生 産 能 力 の 少 な く と も 50 ％ に つ い て、
Gazpromの主要輸出先である欧州諸国以外との間で長
期の売買契約を結ぶ場合にのみ、LNG輸出権を与える
ことを提案している。また、ヤマル半島・ギダン半島で
のLNGクラスターの形成は国内ガス供給が不足する可
能性があるとし、LNGのためのガス田のライセンスは、
長期的な国内ガス需要を考慮に入れる必要があるとし、
LNG輸出権を付与する条件として、パイプラインか
LNGいずれかの形で10%のガスを国内に供給すること
を条件にすることも提案している。
　一方、Rosneftは2020年3月、Novatekがプーチン大
統領に直訴してNovatekの子会社にLNG輸出権の付与
の対象を広げるように検討されていた法案について、よ
り普遍的なLNG輸出権の付与を検討するようプーチン
大統領に訴え、大統領もこれを検討するように政府に指
示したと報道されている＊15。しかし、Rosneftは大陸棚
プロジェクトやPSA契約に基づいたプロジェクトから
のLNG輸出はすでに許可されており、足元で輸出権が
必要とされるプロジェクトは存在しなかったため、
Rosneftの要望は採用されなかったものと見られる。
　上記のようなGazpromと他のLNG輸出企業との間の
せめぎ合いに関連して、Shulginovエネルギー大臣は、
2021年5月14日にエネルギー政策誌に寄稿した記事＊16

の中で、世界でパイプラインとLNG市場の競争がある
ことは否定できないが、ロシアのパイプラインガスに
とっては、まず米国とカタールのLNGとの競争が第1
であり、ロシアのパイプラインガスは供給が安定してい
る限り、競争上の優位性があると主張した。ロシア産の
LNGとの競争については、全ての欧州諸国がロシアの
パイプラインでつながっている訳ではなく、たとえばス
ペインがロシアのLNGを購入できるのは良いことであ
り、また、LNG供給は流動性があるため、アジアで価
格が急騰した場合などには迅速に供給をアジアに向け直
すことができるとし、パイプラインガスとの競合の可能
性はあるが、引き続きLNG市場を開拓する必要がある
と述べている。つまり、パイプラインとLNGのある程
度の競合は許容しつつ、LNG開発の足枷となるような
LNG輸出ライセンス取得に厳しい条件が課されるよう
な可能性は低いと考えられる。

（2）LNG生産技術

　長期LNG生産開発計画が承認された政府の会議で、
ミシュスチン首相は、LNG開発の最も重要な前提条件
は、ロシア独自の技術の使用拡大であると述べた＊17。

具体的な技術としては、ガスの液化と精製のための機器、
コンプレッサー、極低温機器、LNGによる独立したエ
ネルギー複合施設および統合制御システムが挙げられて
いる。
　長期LNG生産開発計画では、重要な結論の一つとし
て、ロシアの最初の大規模LNGプロジェクトである
Sakhalin 2プロジェクトは、ロシアの産業技術力では
LNG産業の厳格な契約要件を満たすことができず、
LNG生産で豊富な経験を持つ他の国際的な生産者（豪州
やカタール）と互角に競争できる準備ができていないこ
とを示したと指摘している。また、LNG生産はハイテ
ク産業であるため、エネルギー戦略の目標を達成するに
は、国内の技術、エンジニアリング能力、生産設備の開
発が不可欠であるとされている。さらに、これまでロシ
アで実施された全てのプロジェクトは外国の液化技術を
使用しており、ローカリゼーションに制限があることが
指摘されている。このため、計画では、ロシアの製造業
の競争力を改善するための一連の措置を講ずる必要があ
るとされており、ロシア国内産の機器で需要を満たすこ
とに加えて、これら機器のロシアからの輸出拡大も視野
に入っている。また、人材開発の視点からも、天然ガス
処理と液化の専門有資格者の訓練、LNG生産・貯蔵・
輸送・販売担当者およびエンジニアリング会社向けの高
度な訓練、動力燃料としてのガス使用分野における教育
基準の開発が、課題として挙げられている。
　これらの技術や設備の輸入を国内で賄うことの問題
は、2003年発表の「2020年までのエネルギー戦略」でも
触れられており、2020年までに燃料・エネルギー産業
向けの製品の最大95 ～ 98％が国内から供給されると予
測されていたが、2009年のエネルギー戦略で、この予
測はそのまま2030年まで後ろ倒しされていた。2014
年以降、欧米の制裁により外国技術の利用が困難となり、
技術や製品輸入を国産品で代替する必要性はますます高
まっているが、2014年に60％だったとされる石油・ガ
ス産業製品の輸入割合は2020年に43％に留まっている
＊18。産業商務省では、2015年に石油・ガス産業におけ
る輸入代替措置の行動計画が策定された。また、2019
年4月16日付けで承認された最新版＊19ではLNG技術に
ついては9項目が挙げられているが、たとえば、LNG貯
蔵タンクは 2018 年の輸入割合が 9 割だったところ、
2024年に6割に引き下げることが目標とされた。また、
中規模・大規模LNG生産用スパイラル熱交換器は2018
年には全て輸入されていたところ、2024年には8割ま
で引き下げることが目標とされている。一定の製品につ
いては目標が達成できたとしても引き続き過半数以上を
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外国製品に頼らざるを得ない状況が続くと見込まれる。
　 国 産 LNG技 術 と し て 期 待 さ れ て い た Novatekの
Arctic Cascadeであるが、度重なるYamal LNGの第4
トレインの本格稼働が延期されたことが、改めてロシア
の技術や製品の輸入を国産品で代替することの難しさを
端的に表している。2021年2月、NovatekのMikhelson
社長は、Arctic Cascade技術を適用するために施設をカ
スタマイズしているため、Yamal LNGの第4トレイン
のテストや生産開始には通常の施設よりも長い時間を要
すると説明した。また、Arctic Cascadeの技術は、より
生産能力の大きいObskiy LNGでも利用される計画と
なっているが、規模を大きくするための経済性をより確
実にするには、Yamal LNGの第4トレインを1年から1
年半の間、稼働させる必要があると説明している。この
ためObskiy LNGにArctic Cascadeを導入するのは難し
く、別のLNG生産技術が適用される可能性が報道され
ている＊20。今後もLNG生産に関してはロシア独自の技
術が急速に進展することは困難と予想されるが、船舶の
ように国内産が強制されるような動きがあれば、プロ
ジェクトコストの増大や遅延リスクにもつながる。一方
で、制裁の強化により必要な外国製品の輸入に制限が出
れば、必要な機器が調達できずにプロジェクトが立ち行
かなくなるリスクも孕んでいるので注意が必要だ。

（3）北極海航路

　長期LNG生産開発計画のLNGプロジェクトは北極圏
でのプロジェクトが多く、北極海航路での輸送が必要と
なる。パイプラインとの競合を避け、需要の増加が期待
されるアジア大洋州に輸出するためには、ロジスティク
ス上はより困難な東回り北極海航路を開拓する必要があ
る。
　北極海航路の貨物輸送量については、2018年5月の
大統領令「2024年までのロシア連邦発展の国家目標と戦
略的課題」で2024年までに8,000万トンまで増加させる
目標が定められた＊21。また、2020年10月に署名され
た大統領令「2035年までの北極圏開発戦略と国家安全保
障戦略」では、同輸送量を2030年までに9,000万トン、
2035年までに1億3,000万トンとする目標が設定された 
＊22。さらに、北極圏でのLNG生産量については、2024
年までに 4,300 万トン、2030 年までに 6,400 万トン、
2035年までに9,100万トンが目標とされ、北極海航路
の貨物輸送量の半分以上がLNGとなることが期待され
ている。
　2020年の北極海航路の貨物輸送量実績は、3,297万
トンで、前年比で約150万トン増加した＊23。これは

Yamal LNGのLNG出荷と、Arctic LNG 2の建設関連貨
物が多くを占めると見られる。Novatekは、北極海航路
の利用期間を拡大させており、同社は2020年5月18日
に2020年最初の北極海航路東回りでArc7級LNG砕氷
船を出航させ、通常よりも東回りの北極海航路の利用開
始時期を1カ月以上早めることができた＊24。また、同
社は東回りの北極海航路を他の砕氷船の支援なしで
Arc7級LNG砕氷船に単独航行させ、2021年1月16日
にベーリング海峡に到達した＊25。同航路は、通常は11
月末までしか利用できないが、今回はその2カ月後に航
行を実現した。同社によると、東回りの北極海航路を利
用することにより、アジア太平洋へのLNG配送は、ス
エズ運河を通過する従来の航路よりも輸送時間を約半分
にし、1往復につき二酸化炭素の排出量を7,000トン削
減することができるとされている。
　一方、Trutnev副首相兼極東連邦管区大統領全権代表
は、2020年7月、2024年までに貨物輸送量を8,000万
トンに増加させる目標について、Novatekの Obskiy 
LNGプロジェクトの後ろ倒しと、VostokUgol社の経営
者が2020年5月に死去したこと等により同社の石炭プ
ロジェクトが計画変更を余儀なくされたことにより、目
標の引き下げの必要性について言及した＊26。この件に
ついて同副首相は、2020年12月、目標の引き下げにつ
いては否定し、VostokUgol社の石炭輸送については計
画から除外され、代わりにRosneftのVostok Oilプロジェ
クトによる3,000万トンが計画に含まれることを明かし
た＊27。Vostok Oilプロジェクトについても、埋蔵量の
確保や投資家の誘致が課題となっており、輸送量の目標
達成は不透明な状況となっている。また、2021年3月
31日、北極海航路のインフラ開発に関する会議の中で、
Trutnev副首相は、現在、北極海航路がスエズ運河に比
べて貨物輸送の経済的効率が劣っていることを念頭に、
北極海航路はスエズ運河よりも短く、その輸送料がより
高価であってはならず、もしも別の政府支援が必要なら
ば、それを実施しなくてはならないと述べ＊28、北極海
航路の経済的な運用には更なる政府支援の検討が求めら
れている。
　北極海航路を航行する船舶の調達も課題となってい
る。2017年12月に改正された商業海運法により、ロシ
ア国内で採掘された石油、天然ガス（LNGを含む）、ガス・
コンデンセート、石炭を北極海航路で輸送する場合の船
舶等について、ロシア船籍に限定することとなった＊29。
さらに、商業海運法は2021年5月にも改正され、この
ような船舶はロシア船籍であるだけではなく、ロシアで
建造された船舶に限定することが可能となった＊30。こ
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れは、ロシア国内の造船業を支援することが目的とされ
ているが、これまでのところ、ロシアにはLNGタンカー
を建造した実績はまだない。Yamal LNGプロジェクト
で利用されているArc7級砕氷LNG船15隻は韓国で建
造され、引き続きこれらを使用することが認められてい
るが、Arctic LNG 2プロジェクトでは、15隻のArc7級
砕氷LNG船をZvezda造船所で建造することになってい
る＊31。また、北極海航路の通年利用にはタンカーを先
導する新たな原子力砕氷船も必要とされている。北極海
航路のLNG輸送のために必要な船舶がロシアで十分に
建造可能なのか、規制作りも含めて注目する必要がある。

（4）脱炭素化

　世界で脱炭素化の検討が加速しており、その速度次第
では、長期LNG生産開発計画はベースとなるLNG需要
のシナリオから崩れることになるが、ロシアも傍観して
いるだけではない。
　ロシアの2035年までのエネルギー戦略においても、
天然ガスの利用の多様化と効率向上の有望な分野は、天
然ガスからの水素の生産であると位置付けられており、
ロシアは水素生産の大きな可能性を秘めているとされて
いる。しかし、水素輸出は、2024年までに年間20万ト
ン、2035年までに年間200万トンと、控えめな数字が
目標とされていた。
　その後、ロシア政府は2020年10月に、2024年まで
の水素エネルギー開発の行動計画を承認＊32 した。この
中で具体的な数値目標は示されていないものの、ロシア
は環境に優しいエネルギーキャリアとしての水素の生産
を増やし、利用範囲を拡大するとともに、水素生産およ

び水素輸出においても、ロシアが世界のリーダーの一つ
になることが目標とされている。さらに、2021年4月
のエネルギー省の資料＊33 によると、エネルギー戦略で
示された水素輸出量は下限となり、2024年には年間20
万～ 100万トン、2035年には年間200万～ 700万トン
とする目標が示されている。ロシアでは原子力を利用し
た水素製造も有力な候補だが、天然ガスからの水素製造
もGazpromを中心に検討を進めることになっている。
　具体的なプロジェクトとしては、サハリン州では、
RosatomがAir Liquide社等と水素サプライチェーンを
構築するプロジェクトを計画している＊34。この水素製
造にはSakhalin 3のガスを利用することも検討されてい
る模様であるが、現在のところGazpromが関与すると
いう情報はなく、Sakhalin 2の拡張計画とどのように影
響するかは不明な状況である。また、Novatekも北極圏
のガスを利用した水素・アンモニア製造について検討し
ており、一部のLNG生産計画が置き換わる可能性もある。
　また、Shulginovエネルギー大臣は、エネルギー政策
誌の中で「エネルギー転換を無視することはできないが、
2035年までに欧州も米国も炭化水素を完全に排除する
ことはなく、伝統的なエネルギー資源が引き続き重要な
役割を果たすことを理解する必要がある」と述べているよ
うに＊35、ロシアでは炭化水素に引き続き一定の需要が
あるという見方も根強い。ロシアとしては、天然ガスか
らの水素製造・輸出を含め、最終的には天然ガスの埋蔵
量を収益化できればよいということになるだろうが、世
界のLNG需要に応じて、LNG計画の一部を水素やアン
モニア製造に置き換えるような対応を迫られる可能性も
あるかもしれない。

5. まとめ

　2020年6月に承認された2035年までのエネルギー戦
略の発表以降、世界での脱炭素化の動きは加速している。
長期LNG生産開発計画では天然ガスを「移行期燃料」と
位置付け、2040年以降は天然ガス市場の成長が鈍化し、
天然ガスプロジェクトは困難に直面すると予測してい
る。このため、競争力を確保し、可能な限り早くプロジェ
クトを実施していくことが鍵となる。計画によると、
LNGの年間生産量が1億4,000万トンに達すれば、2019
年の価格水準で、2030年までに1,500億ドルの輸出額
の増加につながり、1,500億ドルのロシア経済への投資

が生まれるとしている。この計画に記載されているプロ
ジェクトが実施されれば、ロシアのLNG輸出は2030年
までに3倍となり、2040年までに追加で2.5TCMのガ
スを生産・収益化することができると見積もられている。
　これは2019年時点での可採埋蔵量の3%に当たる。
　一方で、ロシア自身も水素・アンモニアについては他
国に遅れを取らないよう、検討を加速しており、具体的
な政策・プロジェクトが官民で計画されている。長期
LNG生産開発計画では、潜在的なプロジェクトの位置
付けではあるものの、2030年以降に実施されるプロジェ
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クトも多く列挙されており、少なくともこれらがLNG
プロジェクトとして実行されるかは、LNGプロジェク
トとしての実効性とは別に、世界のガス需要の動向、世
界の低炭素社会への移行速度にも依るだろう。

　国内のガス化、パイプラインガス輸出との競合の解決、
ロシア国内での技術開発、北極海航路の開発など課題は
山積しているが、近接するLNG供給源として日本への
影響は大きく、引き続き動向を注視していきたい。

http://government.ru/orders/selection/401/40297/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45628
http://government.ru/news/40487/
http://government.ru/news/41787/
http://government.ru/news/42133/
https://minenergo.gov.ru/node/19744
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=47136
https://qp.com.qa/en/MediaCentre/Pages/News.aspx
https://publications.industry.gov.au/publications/resourcesandenergyquarterlymarch2021/index.html
http://www.gazpromexport.ru/en/presscenter/press/2406/
https://www.kommersant.ru/doc/4740734
http://government.ru/news/41564/
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/663/20181220_Research2rev.pdf
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/663/20181220_Research2rev.pdf
https://www.interfax.ru/business/738046
�https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
�https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
http://government.ru/news/41790/
http://www.ngv.ru/magazines/article/mikhail-ivanov-my-prodelali-ogromnuyu-rabotu-po-narashchivaniyu-kompetentsiy-rossiyskikh-proizvodite/?sphrase_id=3250111
http://www.ngv.ru/magazines/article/mikhail-ivanov-my-prodelali-ogromnuyu-rabotu-po-narashchivaniyu-kompetentsiy-rossiyskikh-proizvodite/?sphrase_id=3250111
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!44199
https://www.kommersant.ru/doc/4729386
http://kremlin.ru/events/president/news/57425
http://www.kremlin.ru/acts/news/64274
�https://www.rosatom.ru/journalist/news/obem-gruzoperevozok-po-sevmorputi-v-2020-godu-sostavil-okolo-33-mln-tonn/?sphrase_id=1910637
�https://www.rosatom.ru/journalist/news/obem-gruzoperevozok-po-sevmorputi-v-2020-godu-sostavil-okolo-33-mln-tonn/?sphrase_id=1910637
https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=3898&newsFilterFormYear_4=2020&newsFilterFormMonth_4=5
https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=3898&newsFilterFormYear_4=2020&newsFilterFormMonth_4=5
https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=4220&newsFilterFormMonth_4=0
https://www.rbc.ru/interview/business/25/12/2020/5fe365e99a79470fec15e9dc#chapter_4
https://www.rbc.ru/interview/business/25/12/2020/5fe365e99a79470fec15e9dc
http://government.ru/news/41861/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1155137-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/769222-7
https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=3909&Id_4=970&from_4=1
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://minenergo.gov.ru/node/20515


182021.7 Vol.55 No.4

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

執筆者紹介

秋月　悠也（あきづき　ゆうや）
学　歴： 2007年横浜国立大学教育人間科学部卒業、2011年英国University of Sussex環境開発政策学専攻修士課

程修了
職　歴： 青年海外協力隊（ボツワナ、タンザニア）、留学を経て、JOGMEC入構。総務部、石炭開発部、資源エ

ネルギー庁国際課出向、2018年からモスクワ事務所副所長。
趣　味：ギター、料理、旅行
近　況：コロナ禍ですが、ロシアも良い季節となり、家族とロシアの公園巡りを満喫しています。

Global Disclaimer（免責事項）
本稿は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）調査部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
本稿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、本稿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、機構は本稿に依拠し
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、本稿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。

＊34： https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17203&cHash=a780e96c427b3f4f97b3
62221c1477e5

＊35： https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-
vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17203&cHash=a780e96c427b3f4f97b362221c1477e5
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17203&cHash=a780e96c427b3f4f97b362221c1477e5
https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/
https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-razvivat-vie/business/2021/12/14/

