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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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本日の発表内容

• ロシアのウクライナ侵攻は、第2次世界大戦以降、最大のカタストロフィーといわれる。
• 国際秩序を守るべき国連常任理事国ロシアの武力による現状変更を目の当たりにした世界は震撼した。
• ソ連崩壊から30年間続いてきた大国の辛酸を、米国をはじめとしたいわゆる西側諸国も自ら覗くことになったとの見方もある。
• 日々つながりを深める世界において経済制裁は両刃の剣であり、戦火を交えながらも、一方では取引を継続する是々非々

の対応とならざるを得ないものの、ロシア包囲網は着実に狭まっている。

• 彼の地の戦況は日々刻々と変化しているものの、本発表では、日本への影響の大きいガス・LNGについて、
 世界のガス・LNG価格の高騰
 日本平均LNG輸入価格の上昇と、ジャパンプレミアムの消滅、エネルギー各社の業績
 JKM-TTFスプレッドの逆転と欧州向けダイバージョン
 LNG船フレートの低下、パナマ運河の渋滞
 欧州のLNG受入基地能力の評価、地下ガス貯蔵在庫の実績、欧州向けロシアパイプラインガスの減量
 欧州のガスは足りるか？（世界のLNG液化設備能力、欧州向けパイプラインガス供給余力）
 フォワードカーブによるIEA、ICEガス・LNG価格見通し
 ガス供給契約をめぐる欧州・ロシアそれぞれの論理
 ロシア制裁とロシア離れ
 欧州緊急ガスセキュリティー対策

などについてまとめる。
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世界のガス・LNG価格高騰
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• 2021年春以降、世界のガス・スポットLNG価格は上昇を続け、これまでの常識を覆す領域に到達。
• 10-11月、ウクライナ情勢が緊張する以前から、地下ガス貯蔵低在庫と、ロシアパイプラインガス輸出量の減量を要因として

欧州ガス価格TTFは高騰を続けた。北東アジアスポットLNG価格JKMもTTFに押し上げられる形で高止まりし、日々の
ニュースにも大きく変動。ボラティリティーも拡大。

• 10月6日、JKMは、$56.3/MMBtu、10月5日、TTFは、$39.5/MMBtuをつけた。
• 12月21日、JKMは、$44.2/MMBtu、TTFは、$59.5/MMBtuをつけた。
• 2月24日、ロシアのウクライナ侵攻以降は、その傾向を一層強め、3月7日、JKMは、$84.8/MMBtu、TTFは、

$72.3/MMBtuの史上最高値をつけた。

• さらに、2021年12月以降、JKM-TTFスプレッドの逆転が頻発。
• 世界のLNGの流れに大きな変化を与えている。

欧州ガスとスポットLNG価格（異次元の高止まり、ボラティリティー拡大、スプレッド逆
転）

（Platts、IMFほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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世界のガス・LNG価格実績

（Platts、IMFほか、各種資料によりJOGMEC作成）

10/6 JKM 
$56.3/MMBtu
10/5    TTF  
$39.5/MMBtu

10/5 HH $6.3/MMBtu

10/27 プーチン大統領、
欧州ガス注入指示
10/29 ロシアからのガス供
給量増加確認

11/11 ベラルーシ・ルカシェ
ンコ大統領、ECの対難民
制裁に反発しガス停止発言
11/16 ドイツ規制庁、ノル
ドストリーム2認可手続停止

12/14 ウクライナ情勢緊
迫を背景とした米独ノルドス
トリーム2始動遅延発言

12/21 JKM 
$44.2/MMBtu
12/21  TTF  
$59.5/MMBtu

12/21 寒波によりロシアが
国内供給を優先、欧州向
けヤマルPLガス供給量ゼロ

11月 日本平均LNG輸入価格
$14.3/MMBtu（対前月+20%）

12/14-22
JKM-TTF逆転 1/13以降

JKM-TTF逆転

12/23、24 クリスマス前
利益確定売でTTF大幅安
1/3,4 ロシアPLガス供給
減少とイギリス風力発電量
の低下でTTF上昇
1/10 気温上昇によりTTF
下落
1/13 ノルウェーガス田とイ
ギリス地下ガス貯蔵設備で
のトラブルによりTTF上昇
1/24 ウクライナ情勢の緊
張が高まり、イギリス風況の
低下、ノルウェーガス田トラブ
ルとも重なりTTF上昇

11/8 ロシア軍ウクライナ国
境に10万人規模の軍展開

2/24 ロシア、ウクライナ侵
攻

3/7 ロシア原油禁輸の可
能性が高まりガスも同様の
懸念から上昇

3/2 米一般教書演説での
制裁強化に反応しTTF、
JKM年初来高値

3/7 JKM 
$84.8/MMBtu
3/7  TTF  
$72.3/MMBtu
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JKM、TTF推移（2021年、2016-20年との比較）

（Platts、IMFほか、各種資料によりJOGMEC作成）

JKM-TTF逆
転

高騰 高騰

• 2021年春以降、日本ユーティリティーは長契中心前広に調達。
• イクシス、プレリュード、マレーシアLNG等、複数LNG液化プロジェクトが不調

ながら需要はそれほど高くなく影響小。
• 10月、中国冬用スポットLNG調達、その後タンクトップ。
• 12月、JERA、冬期用スポットLNG2MT調達完了の報道、平年並みの気

温で推移。

• 2020年からのロシアPLガス供給抑制、および、それに起因する欧州地下ガス在
庫低下が継続し、TTF高騰。

• ノルドストリーム2認可、ウクライナ情勢等の報道でTTF乱高下。
• 12月14日以降JKM-TTFが逆転し、LNG船10-20隻が太平洋から欧州市場

へダイバート。12月21日にTTFが史上最高値をつけた後、クリスマス休暇と利益
確定売りが重なり4割低下。

• 1月、平年より高い気温、追加LNG供給により$30/MMBtu付近で推移、日間
変動大。欧州地下ガス貯蔵在庫49%（1月14日現在、対前年-14.2%）。

低下低下

JKM TTF
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HH推移（2021年、2016-20年との比較）

（Platts、IMFほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 7月、猛暑により冷房用ガス発電需要増加。
• 8月、ハリケーンアイダによりメキシコ湾岸ガスリグ操業一時停止。
• 12月、平年より気温が高くガス需要低下。
• 1月、北東部寒波で価格上昇。

高騰 例年並みに

HH



9
（各種資料によりJOGMEC作成）

• ガス・LNG価格の上昇、ボラティリティーの拡大が継続するとすると、以下のような影響が出てくることが予測される。

 エネルギー輸入国の国民負担（電力・ガス代）が上昇。
 ガス・LNG輸出国、メジャーズの利益が増加。
 ガス仕入れ価格と販売価格の差によるエネルギー販売会社の破綻などエネルギー産業がダメージを受ける。
 インドやバングラデシュ、パキスタンなど、LNG価格に敏感な新興市場のガス需要が減退。
 長期契約の意義見直しとLNG長期契約締結の加速（2021年秋以降、中国による多くの米国LNG長期契約締

結）。
 エネルギーセキュリティー確保の観点から、化石エネルギー、特に環境にフレンドリーなLNGの位置づけがクローズアップさ

れる。
 欧州脱炭素のロードマップが再検討される。
 ガス火力発電から石炭火力発電への逆転換が進み、短期的には石炭からの撤退が遅れる。
 欧州原子力発電所の閉鎖時期が先延ばしとなる。
 長期的には、脱炭素の流れが強まるとともに、脱ロシアによるLNG供給元の多様化が進む。

ガス・LNG価格高騰の影響
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日本平均LNG輸入価格の上昇、
ジャパンディスカウントの出現
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（貿易統計、Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2021年1月のLNG需給逼迫を受け、その後、日本買主は、長期契約を中心に、配船前倒し、期中UQT行使など含め、
余裕をもって調達を進めてきた。

• 夏期は暑さがそれほど厳しくなく、秋口まではLNG在庫が高めで推移。
• それ以降、平年並みの気候となり、さらに、マレーシアLNG上流トラブルによる売主DQTにより、欠落した長期契約LNG供給

をスポットLNG調達によって補完せざるを得ないケースも出てきた。
• 他国に比べ長期契約割合が高い日本は、長期契約の供給安定性と、さらに、低価格のメリットを享受してきたが、ついに、日

本平均LNG輸入価格が上昇し始めた。
• 11月末、日本平均LNG輸入価格が、対前月20%の過去最高の上昇率となった。
• この上昇は、数か月の遅れを経て、電力・ガス料金等に反映される。
• 2021年の調達に占めるスポット・短期LNGの割合は、昨年の30%から低下し、結果として、LNG調達価格の低減につな

がったとみられる。

日本平均LNG輸入価格の推移、いよいよJKM上昇が影響
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日本平均LNG輸入価格の推移、いよいよJKM上昇が影響

（$/MMBtu）

日本平均LNG輸入
価格上昇

（11月分20%）

スポットLNG価格
急騰

（－）

（貿易統計、Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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（各種資料によりJOGMEC作成）

• これまで日本はファウンデーションバイヤーとして、LNG市場の拡大に貢献してきたが、国産ガスやパイプラインガス等の代替ガス
源がないことを背景として、プロジェクト立ち上げ時のLNG価格を引きずる形で、高いLNG輸入価格が継続。

• これは、日本が輸入するLNG価格が他国と比較して高い、いわゆるジャパンプレミアムと呼ばれ、LNG取引をめぐる大きな課
題の一つであった。

• 昨年来のスポットLNG価格の上昇により、日本のLNG平均輸入価格は、中国、韓国、欧州などと比べて安価に。
• 極端に油価が上昇しない前提において、市場では、今後しばらくの間、スポットLNG価格は長期契約LNG価格と比べ高止ま

るとする見方が多く、今後数年間、日本は長期契約の供給安定性と、相対的な低価格の両方をエンジョイできる可能性が
ある。

• 2020年初頭、日本は欧州の1.7倍の平均価格でLNGを調達していたが、2022年に入り、欧州が日本の1.5倍の高価格
LNGを調達。

• 一方、インドなど価格に敏感な新興国では、特に、高騰したスポットLNGの調達を抑制する動きもみられている。

主要国・地域のLNG輸入価格推移（ジャパンプレミアムの消失、改めジャパン
ディスカウント（相対優位）の出現）
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主要国・地域のLNG価格推移（ジャパンプレミアムの消失、改めジャ
パンディスカウント（相対優位）の出現）

（各国貿易統計、Kpler、IMF、IEEJほか、各種資料によりJOGMEC作成）

欧州 $21.08/MMBtu

中国 $18.88/MMBtu
台湾 $17.26/MMBtu
韓国 $17.22/MMBtu

日本 $14.36/MMBtu
インド $13.43/MMBtu

欧州 $5.55/MMBtu

中国 $8.67/MMBtu
台湾 $8.68/MMBtu
韓国 $9.07/MMBtu
日本 $9.26/MMBtu

インド $7.86/MMBtu

（欧州：EU27か国にイギリスを含めポーランドを除く）

ジャパンディスカウント
（相対優位）の出現

インド：スポットLNG調
達抑制（例年長期契

約調達割合4割）

2021年1月アジア
LNG需給逼迫

（$/MMBtu）

1.5倍

1.7倍
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各社の業績は好調
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• 2月10日、TotalEnergiesは、石油・ガス価格の著しい上昇の恩恵を受け、2021年の純利益が181億ドルに急増。LNGの貢献により史上最高
の150億ドルを超えるキャッシュフローを生み出した。ガス部門の1-12月利益は11倍近くに拡大。

• Shellもガス関連利益が3倍あまりに増えたと明らかにしている。
• 米国LNG液化各社にとっても追い風。ガス不足に悩む欧州に過去最大規模のLNGを供給中。
• マレーシア・Petronasの2021年12月期決算の最終損益が1兆1,200億円の黒字。前年同期、赤字に転落していたガス・新エネルギー事業は

4,000億円の黒字に転換。
• 豪州・Woodsideは、2021年12月期通期決算の最終損益が19億8,300万ドルの黒字。原油やガスの市況が好調だったため。売上高は対前

期比93%増の69億6,200万ドル。LNGや石油の平均販売価格は、原油換算で$60.3/bblと、86%上昇した。
• Gazpromは、2021年の収入が2018年の最高記録だった8.2兆ルーブルを上回るのは確実で、EBITDAも過去最高で3.5兆ルーブルに到達、

純利益も過去最高レベルで2兆ルーブル超になる見込みであると発表。
• また、具体的な利益は明らかにされてはいないものの、Trafigura、Gunvor、Vitorなどのトレーダーが大きな利益を上げているとの情報もある。

各社業績好調

（日経産業新聞、Platts、Wall Street Journal、Lambert Energy Advisoryほか、各種資料によりJOGMEC作成）

Gazprom欧州向けガス輸出収入とガス価格
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（各種資料によりJOGMEC作成）

各社業績好調

石油・ガス生産量
（万boe/d）

前年同期 -200.7 前年同期 47.7

前期 67.5 前期 38.5

2021Q4 88.7 2021Q4 58.1
前年同期 -40.1 前年同期 55.0

前期 -4.5 前期 48.4

2021Q4 114.6 2021Q4 65.0
前年同期 13.6 前年同期 34.9

前期 -25.4 前期 29.0

2021Q4 23.3 2021Q4 36.3
前年同期 -6.7 前年同期 28.0

前期 61.1 前期 27.7

2021Q4 50.6 2021Q4 36.6
前年同期 8.9 前年同期 51.9

前期 46.5 前期 30.3

2021Q4 58.4 2021Q4 51.9

Chevron

TotalEnergies

381.6

314.2

345.8

311.7

285.2

純利益（億ドル） 設備投資額（億ドル）

ExxonMobil

Shell

BP
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JKM-TTFスプレッドの逆転、
LNGカーゴダイバージョン
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LNGカーゴ、ガス価格高騰でアジアから欧州へ迂回

（Reutersほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2021年12月23日、Reutersによると、少なくとも10隻のLNGカーゴが、冬の需要ピークを前にして供給懸念が高まった
ヨーロッパの記録的な高値に引き寄せられてアジアから西に向かったと、業界筋が発表した。

• 米国メキシコ湾岸のLNG液化基地でLNGを積み込み、一旦アジア向けにパナマ運河を通過した後、ハワイ沖で逆戻りし、
再度パナマ運河を通過、欧州で揚げ荷を行った例も観察されれている。

• 平時、JKM-TTFスプレッドはその輸送コスト差に相当する$2/MMBtu前後である。米国LNGの多くは仕向け地が自由で、
JKM-TTFスプレッドが逆転して、マイナスになったため、欧州に向かう輸送が増加した。
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ダイバート例（メキシコ湾岸出航 → パナマ運河（南向）→ ハワイ沖（Uターン）
→パナマ運河（北向）→ 欧州着桟

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

11/27 Corpus Christi液化基地でLNGを積み込み、アジアへ向かう
12/3 パナマ運河通過（大西洋→太平洋）ここから27日後にパナマ再通過
12/20 ハワイ沖で180°方向転換
1/5 パナマ運河通過（太平洋→大西洋）
1/18 イギリスSouth Fook受入基地でLNGをアンローディング
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スプレッド逆転による欧州向け米国LNG出荷の増加（2021年11月～、週当たり）

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

($/MMBtu) (MT/week)

11/1 11/8 11/15 11/22 11/29 12/6 12/13 12/20 12/27 1/3 1/10 1/17 1/24 1/31
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（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2022年1月、通常プラスであるJKM-TTFスプレッドがマイナスへ逆転し、その結果、欧州は過去最高10MTのLNGを受け
入れた。

• 特に、仕向け地自由な多くの米国LNGを欧州にひきつけた。2019年12月-2020年1月と、2021年12月-2022年1月
を比較すると、米国からは、4.5MTの輸入増加となった。

• なお、ここで、2020年12月-2021年1月は、北東アジアのLNG需給逼迫により世界中のスポットLNGがアジアにひきつけ
られ、欧州の受入量は、例年以上に減少していた。これとの比較は、その差が過大となるため、比較対象としては適切では
ない。

• 欧州は、世界最大の自由化されたLNG市場として、世界のスポットLNGのバッファーとして機能している。2020年多くの米
国LNGが立ち上がり、余剰LNGが発生した際には、多くの米国LNGがキャンセルされ、さらに欧州が多くの余剰LNGを吸収
した。

• 同様に、これまで欧州の受入ピークは、北東アジアのピーク受入時期が終了した3月以降であったが、今回は自身のガス需
要増加によりTTFが高騰し、1月に世界のスポットLNGを引き付けた点がこれまでとは大きく異なっている。

欧州は多くの米国LNGを受入（2019-20年 vs 2021-22年12・1月比較）



カタール アルジェリア ナイジェリア 米国 T & T その他 合計

2019年12月 1.48 1.00 1.20 2.30 0.60 0.62 7.19 
2020年1月 1.61 0.81 0.93 2.75 0.36 0.21 6.66 

小計 3.09 1.81 2.12 5.06 0.96 0.82 13.85 
2021年12月 1.09 0.90 0.93 4.20 0.13 1.05 8.30 
2022年1月 1.17 0.91 1.01 5.32 0.27 1.33 10.00 

小計 2.26 1.80 1.94 9.51 0.40 2.38 18.31 
差 -0.82 0.00 -0.18 4.46 -0.56 1.56 4.45 
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（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

2019年：69.7MT 2021年：68.3MT

12月：7.2MT
1月：6.7MT

12月：8.3MT
1月：10.0MT

米国LNGの増加
（64隻）

北東アジア寒波により
スポットLNGはアジアへ、

欧州受入減少

欧州は多くの米国LNGを受入（2019-20年 vs 2021-22年12・1月比較）

2020年：66.2MT

欧州受入量の増加（64隻）

通常は余剰LNGを
欧州が吸収

（MT/m）
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（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 近年、米国LNGは生産能力拡大を続けている。
• 特に2021年12月、2022年1月は、ベースロード生産能力を超えフル生産を継続。
• 2022年1月、過去最大6.9MTを輸出した。
• 輸出先は、TTFの高騰した欧州で、1月は5MTのレベルに達した。
• 2021年1月、北東アジアLNG需給逼迫によりJKMが高騰し、日本・中国・韓国への輸出が大きく増えたのとは対照的。
• 2020年12月、2021年1月と、2021年12月、2022年1月を比較すると、輸出量は6MTも増加しているが、反面、アジ

ア向けを中心に輸出量が減少した。

米国LNGは欧州へ（2020-21年 vs 2021-22年12・1月比較）



欧州 韓国 日本 中国 ブラジル インド チリ 台湾 その他 合計
2020年12月 1.76 0.79 1.07 0.90 0.60 0.20 0.19 0.25 0.22 5.98 
2021年1月 1.24 1.11 1.28 0.77 0.42 0.41 0.15 0.20 0.42 6.01 

小計 3.00 1.90 2.35 1.67 1.02 0.61 0.34 0.45 0.64 11.99 
2021年12月 4.06 0.77 0.49 0.33 0.46 0.06 0.06 0.26 0.25 6.73 
2022年1月 5.02 0.42 0.42 0.00 0.35 0.14 0.06 0.13 0.39 6.94 

小計 9.08 1.19 0.91 0.33 0.81 0.20 0.12 0.39 0.64 13.67 
差 6.08 -0.71 -1.44 -1.34 -0.21 -0.41 -0.22 -0.06 0.00 1.68 
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米国LNGは欧州へ（2020-21年 vs 2021-22年12・1月比較）

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

欧州向けLNGの増加（87隻）

12月：6.0MT
1月：6.0MT

12月：6.7MT
1月：6.9MT

米国LNG大量キャンセル
（米国LNG一斉立ち上
げによる過剰供給とコロナ

による需要低下）

2021年：70.4MT2020年：47.3MT2019年：35.8MT

米国LNG生産量増加（24隻）

アジア向けLNGの減少（50隻）

（MT/m）

寒波が襲来し原料ガス
およびLNG生産が減少
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LNG船フレート低下
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米国LNGの欧州向け出荷増加によるフレート低下

（Platts、Kpler、Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2021年は、ポストコロナの影響で経済が回復、ガス需要も復活したため、LNGの輸送需要が高まった。
• 2021年秋以降、JKMの上昇とともにフレートは上昇。
• 2021年第4四半期のLNGタンカー（TFDE）の大西洋航路、太平洋航路の平均運賃は、それぞれ$179,000/d、

$215,000/dの高値を付けた。ところが、12月31日には、$95,000/dと、12月3日の$315,000/dに比べ70％も下落
した。

• この下落の主な要因は、12月14日から22日の間、JKM-TTFスプレッドが逆転したため、トレーダーがLNG船をアジア向け
から欧州向けに振り替え、トンマイル需要が減少したためである。さらに、アジアでは温暖な気温によりLNGの需要が減少し
た。

• 今後もLNG需要は順調に伸びていくと予測されており、主要な造船所のオプション枠は既に行使され、2024年までのLNG
新造船に対する造船所のキャパシティはほとんど残っていないといわれている。なお、2021年は、1次産品の高騰を背景に
鉄鋼価格が急騰し、新造船のコストが1月の$185Mから年央には$200Mを超えた。

• また、国際海事機関（IMO、International Maritime Organization）のEnergy Efficiency Design Index
（EEXI）およびCarbon Intensity Indicator（CII）規制により、蒸気タービンや低速ディーゼル（SSD、Slow 
Speed Diesel）を使用した旧式の非効率な船は徐々に廃船となるため、さらなる新造船需要が予測されている。

• 今後は、LNG生産の中心が北米に移ることで、2050年までLNG需要の中心であり続けるアジアにLNGを届けるために航
海距離が延び、LNG船の輸送需要も大きく伸びることが予測されている。



28
（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

LNG船フレートの推移

例年より早期
に大きく低下

北東アジア冬期需
要増加に伴い上昇
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（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

LNG輸送需要と輸送距離の長距離化

（各数値とも、2021年を100として正規化）

輸送距離の延びが大きいため、トンマイル需
要の伸びがLNG需要の伸びより大きい。
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パナマ運河の渋滞は？
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（Platts、ICISほか、各種資料によりJOGMEC作成）

現状
• 2021年1月、パナマ運河での大渋滞が、寒波が来襲した北東アジアへのLNG輸送のボトルネックとなった。
• 11月から12月にかけて、渋滞が増加したものの、2022年1月は、JKM-TTFスプレッドがマイナスとなり、スポットLNGが欧

州に向かったため、渋滞は減少。
• 一方、今後米国LNG液化設備の立ち上がってくるにしたがって、LNG船のパナマ運河通航のニーズは年々高まっている。

2021年1-12月通航量は対前年比22%増の505隻となった。

課題と運航改善案
• 保安上の観点からLNG船の通過は日中のみ。LNG船の通過は2枠/日のみ（余裕があれば増枠も可）。予約システムの

柔軟性低い。
• パナマ運河庁は、新しいパナマ運河通航システムを検討中。今年中に発表される可能性がある。
• 運河庁は現在、顧客から通航料案に関する意見を集めており、4月には公聴会が開かれ、その後、その後、パナマ運河庁

の理事会と同国の内閣の承認を得て、最終的な料金体系が決定される。

改善点
• 通航料の変更、LNG船通航枠の拡大、運河予約システムの柔軟性向上、LNG船の待ち時間への対応など。
• 理論上、2026年までにLNG船の通峡を1,095便、現在の2倍まで増加させることができる見込み。
• IMO排出基準非適合船には、追加料金が課される可能性あり。
• 増枠が実現すれば、輸送日数の短縮が可能となり、特に、日本等への緊急時LNG輸送に朗報となる。

パナマ運河の現状と運航改善
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米国LNG欧州向け出荷増加によるパナマ運河平均待ち日数減少

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

欧州向け増加でパナマ渋滞短縮

液化プラントトラブル、アジア寒波
でJKM高騰、米国LNGが押し寄
せ大渋滞、船腹不足を起こす

（日）
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パナマ運河船種別通航増減

（Panama Canal Agencyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

LNG船大幅増加
2021年272隻、19MT

（ x 1,000パナマトン）

客船大幅減少

（%）
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欧州LNG受入基地、能力の限界
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（ICISほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 現在、欧州には37のLNG受入基地があり、それらの物理的なLNG輸入能力は184MT/yである。
• そのうち、欧州北西部（フランス、ベルギー、オランダ、イギリス、ポーランド、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー）の能力は、

79MT/y。

• しかし、接続の良い欧州北西部の設備の多くは既に高稼働となっており、追加輸入の余地はほとんどない。
• 2022年1月、JKM-TTFスプレッドが大きくなったため、欧州のLNG受入量は10MTに達したが、同時に、特に欧州北西部

の利用率は100%に達し、米国LNG船を中心に沖待ちが発生した。

• 余剰の生産能力は、主要需要地との接続があまり良くない市場にある。
• 例えば、スペインのLNG受入基地である。スペインは、フランスとの間のガスパイプライン容量が限られているため、LNG輸入

能力は45MT/yと欧州で最も大きいが、利用率は欧州平均を下回っている。
• ただし、スペインへのLNG受け入れが大幅に増加しても、リロード以外では、現状、そのLNGを他のヨーロッパ諸国が活用す

る方法はない。

• 1月には、TTF高騰により記録的なLNGが輸入され、欧州のLNG市場が効果的に機能していることが示されたが、オペレー
ション上の欧州LNG受入基地の能力は、最大でも120MT/y程度と考えるのが妥当であろう。

欧州LNG受入基地、能力の限界
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欧州のLNG受入基地

（各種資料によりJOGMEC作成）

欧州LNG受入基地再ガス化能力
基地数 気化能力（MT/ｙ）

欧州 37 184
うち北西部 18 79

欧州北西部

Whilhelmshaven
（ドイツ）
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欧州北西部LNG受入基地の利用率

（GIE、Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

入船が重なった結果、
LNG船の沖待ちが発生
＝再ガス化過去最大

最大能力79MT/y
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欧州沿岸での着桟待ちLNG船隻数

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

欧州沿岸でLNG船が着桟スロット空き待ち（最大4隻）

（MT）



39

欧州地下ガス貯蔵在庫実績
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（GIEほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2021年1月、北東アジアのLNG需給逼迫により、世界中のスポットLNGがアジアの高価格にひきつけられ、同時にこの時
期、欧州へのスポットLNG受入は激減した。

• その後、5月頃まで欧州では寒さが続き、さらにその後の風況にも恵まれず風力発電出力が低下したことから、発電用ガス
の需要が増加し、地下ガス貯蔵在庫の積み増しが進まなかった。

• 冬期に入り、風況が改善するとともに、2月になって、例年より温暖な気候となったため、地下ガス貯蔵在庫の低下は緩やか
となった。

• 2022年3月末の欧州地下ガス貯蔵在庫は、2016-21年最小値と同レベルの25%程度になると予測される。

欧州地下ガス貯蔵在庫低下（欧州全体）
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（GIEほか、各種資料によりJOGMEC作成）

2022年3月末、25%を予測

欧州地下ガス貯蔵在庫低下（欧州全体）
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（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 例年、欧州各国は、冬前には90-100%まで充填を完了させ、春には20-40%の在庫を保有してきた。
• 2021年以降は、多くの国の在庫が前年を下回り、特に、オーストラリア、ベルギー、オランダ、フランス、ドイツなどで低レベル

で推移している。

• 2月3日、オーストリア・OMVは、貯蔵量が昨年より3割近く少ないものの、今冬の残り期間に対して十分で、暖房シーズン
を乗り切ることができる、地下ガス貯蔵在庫は、Gazprom側に技術的な問題が発生した場合の利用を想定しており、その
対応用としては十分な在庫であると述べている。ただし、前年までは、冬前に90%以上の在庫を確保していた。

欧州地下ガス貯蔵在庫低下（国別）
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（GIEほか、各種資料によりJOGMEC作成）

(%）

欧州地下ガス貯蔵在庫低下（国別）



44
（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2021年10月、Gazpromは、11月8日を目途に、ロシア国内の地下ガス貯蔵への注入完了後、ドイツのレーデン、カタ
リーナ、ジェムグム、エッツェル、オーストリアのハイダッハの欧州の5カ所でガス充填を開始すると発表。

• Gazpromは、オランダ、チェコ、セルビアの貯蔵施設にもアクセスでき、欧州全体の貯蔵スペースの10％強を保有している。

• ただ、その後も、Gazpromの欧州地下ガス貯蔵在庫レベルは、ほとんど上昇することなく、2021年に入りさらに大きく低下。
• 2月末、オーストリア・ハイダッハ8%、ドイツ・レーデン3%と、極めて低いレベル。前年までは、欧州全体と同レベル、または、

それ以上の在庫を保有していた。
• Gazpromの在庫が極めて低いことが、欧州全体の在庫レベルを引き下げる大きな要因となっている。
• なお、Gazprom分の在庫は、2021年1月から低下を始めていたが、それがウクライナ侵攻の兆候だったとも考えられる。

• 欧州地下ガス貯蔵容量100Bcm中、ドイツは24%、オランダ13%、オーストリア8%と、これら3か国で約半分を占める。
• そのうち、2割がGazpromの貯蔵であり、欧州全体では1割に相当する。

欧州地下ガス貯蔵在庫低下（Gazprom分）
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（GIEほか、各種資料によりJOGMEC作成）

欧州地下ガス貯蔵在庫低下（Gazprom分）
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欧州地下ガス貯蔵在庫容量（Gazprom分）

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

(Bcm）
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欧州のロシアガス依存
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（BPほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 欧州の1次エネルギー消費量は、石油34%、ガス25%、石炭12%、水力8%、リニューアブル12%と、7割を化石エネル
ギーに頼っている。

• そのうち、ガス消費は541Bcm/yで、ガス供給は、域内生産が4割、パイプラインガスとLNGの輸入が6割となっている。
• ロシアのパイプラインガスとLNGを合わせた依存率は34%にのぼる。
• 各国の輸入パイプラインガス中のロシアパイプラインガスの割合は、高い順に、ドイツ（55%）、トルコ（49%）、イタリア

（39%）、オランダ（29%）など。

欧州1次エネルギー消費量とガスソース源

77.2EJ
（2020年）

541.1Bcm
（2020年）

ロシアPL＋LNG
34.2%
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欧州各国輸入パイプラインガスのロシア依存度（2020年）

（BPほか、各種資料によりJOGMEC作成）

(Bcm/y）
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欧州向けロシアパイプラインガス輸出量減量
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（各種資料によりJOGMEC作成）

欧州向けロシアパイプラインガス輸出量の減量

• 2020年春、欧州向けロシアガスパイプライン（ウクライナ経由）輸出量が減少。
• 当初は、新型コロナによる欧州ガス需要の低下が引き金と思われたが、2021年に入り欧州ガス需要が回復してからも、ウクラ

イナ経由パイプラインガス輸出量は契約最低流量のままで上昇しなかった。
• 2021年秋以降は、ウクライナ経由パイプラインガス流量がさらに低下し、ヤマルヨーロッパパイプラインガス輸出量もほぼゼロと

なった。
• その後、ウクライナ経由、ヤマルヨーロッパ経由のガス輸出量は若干回復。

• 2022年1-2月の欧州向けロシアパイプラインガス平均輸出量は、
 輸出量の多かった2019年実績と比較して、5割減、
 2020-21年実績と比較して、3分の2程度、

• に相当する。

• ここで、欧州向けロシアパイプラインガス中、長期契約による輸出は3割といわれる。ロシアは繰り返し、欧州向けパイプラインガ
ス長期供給契約守る、と述べており、最悪ケースとして、3分の1までの減量を想定することが妥当であろう。
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欧州向けロシアパイプライン

（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

パイプライン 輸送能力
（Bcm/y）

現在の輸出量
(Bcm/y)

輸送余力
(Bcm/y)

備 考

ノルドストリーム 55 70 -15 100%稼動
ノルドストリーム2 55 0 55 建設完了、使用前審査一時停止中
ヤマルヨーロッパ 33 3 30 2020年5月長期輸送契約終了、2021年秋

より流量低下
ウクライナ経由 142 19 123 ロシアウクライナ輸送契約最低流量：

2020年65Bcm/y、2021-24年40Bcm/y
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欧州向けロシアパイプラインガス（ノルドストリーム、ヤマル、ウクライナ経由）
輸出量、第2減量モード突入か？

（参考）欧州向けロシアパイプラインガス輸出量 (MT-LNG/y）
(MMcm/d）

第1減量モード（ウクライナ経由契約Min数量まで減少）

欧州向けロシアパイプラインガス輸出量 (Bcm/y）

（Gazpromほか、各種資料によりJOGMEC作成）

第2減量モード？（ウクライナ経由契約Min数量以下、ヤマル≒ゼロに減少）

LNG船
500隻相当

年 ノルドストリーム ウクライナ経由 ヤマルPL 合計 対前年差

2019 61 93 38 192 －

2020 68 56 35 159 33 

2021 75 42 31 148 11 

2022F 73 23 6 102 46 

年 ノルドストリーム ウクライナ経由 ヤマルPL 合計 対前年差

2019 45 68 28 141 －

2020 50 41 26 117 24 

2021 55 31 23 109 8 

2022F 54 17 4 75 34 

2022年は2020-21年
の2/3となるか？
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欧州向けロシアパイプラインガス（ノルドストリーム、ヤマル、ウクライナ経由）
輸出量、第2減量モード突入か？

（各種資料によりJOGMEC作成）

モード ノーマル 第1減量 第2減量？

対象PL － ウクライナ経由（契約最低数量まで） ヤマル（ほぼゼロ）、ウクライナ経由（契約
最低数量以下まで）

時期 2019年12月以前 2020年1月-2021年12月 2022年1月以降

輸出量（Bcm） 192(2019年) 159(2020年)、148(2021年) 102(2022年予測)

減量割合（対2019年） － 2割減（32MT-LNG/y相当） 5割減（66MT-LNG/y相当）

備考 • マーケットシェア戦略
• 長期契約3割、スポット契約7割

• 利益最大化（≒輸出量減量）戦略？
• スポット契約削減
• 2021年Gazprom利益：>$26B
• 「長期契約なら売る」
• ウクライナ経由：最低数量40Bcm/y
• ヤマル：2020年5月長期輸送契約失

効し現在はスポット契約専用

• 利益最大化（≒輸出量減量）戦略？
• スポット契約削減

• 「長期契約なら売る」
• ウクライナ経由最低数量以下でも

40Bcm/y相当の輸送料金を支払えば
問題なし

• 2022年予測：1月実績ｘ12か月
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2022年、欧州のガスは足りるか？
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（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2月19日、EC（European Committee、欧州委員会）ライエン委員長は、ロシアからのガスの流れが部分的または完
全に途絶えた場合でも、今冬のEU（European Union、欧州連合）のガスの安定供給は守られる、さらに、現在、EU
へのLNG融通に協力する多くの国々と交渉中である、と述べた。

• 2月24日、ドイツのガス協会Zukunft Erdgasは、ドイツは供給源が多様であることから、少なくとも短期的には、ガスの安
定供給は確保されている、と述べた。

• 2月25日、EC・ドンブロフスキス副委員長は、「ロシアがEUへのガス供給を停止しても、問題がないわけではないが、欧州は
対処することができる・・・欧州はロシアのガスへの依存度を下げる必要があるが、一夜にして達成できるものではない・・・ロシ
アの供給への依存度を下げ、多様化する必要がある。」と述べた。

EC 今年の欧州ガスは確保されている
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（IEA、Platts、日本経済新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 3月3日、国際エネルギー機関（IEA、International Energy Agency）は、EUのロシアガスへの依存度を減らすため
の10項目を発表し、いくつかの対策を組み合わせることで、EUは1年以内にロシアのガス輸入155Bcmを3分の1以上減ら
すことができると述べた。

1. 今年以降、より多様な供給を可能にするために、ロシアと新たなガス供給契約を締結しないこと。
2. ロシアの供給を代替供給源からのガスで置き換え、ロシア以外のガス供給を年間約30Bcm増加させる（他のパイプライ

ン供給者と国内生産から10Bcm、LNGによって20Bcm）。
3. 来年の冬までに、ガスシステムの回復力を強化するために、最低限のガス貯蔵義務を導入する。
4. 新規の風力・太陽光発電プロジェクトの展開を加速し、1年以内に6Bcmのガス使用量を削減する。
5. バイオエネルギーと原子力による発電を最大化し、1年以内にガス使用量を13Bcm削減する。
6. 弱者である電力消費者を価格高騰から守るため、短期的な税制措置を講じる。
7. ガスボイラーからヒートポンプへの更新を加速し、1年以内に2Bcmのガス使用量を削減する。
8. 建物や産業におけるエネルギー効率の改善を加速し、1年以内にガス使用量を2Bcm近く削減する。
9. 消費者が一時的にサーモスタットを 1℃下げることを奨励し、1 年以内に10Bcm のガス使用量を削減する。
10. ガス供給と欧州の電力安全保障の結びつきを緩めるため、電力ソースを多様化し、脱炭素化の努力を強化する。

• その他、欧州グリーンディールには沿っていないものの、石炭火力発電の焚き増し、原子力発電の稼動アップを実施する。

IEA 欧州がロシアガス依存度を下げるための10の方法
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（IEAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

IEA 欧州がロシアガス依存度を下げるための10の方法
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（ECほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 3月8日、ECは2022年末までに欧州のロシアガス需要を3分の2に削減することを目指す、新たなエネルギー安全保障提
案（REPowerEU）を発表。

• 短期的には、ガス供給の多様化、再生可能ガスの普及促進、暖房や発電におけるガスの代替を目指し、1年以内にロシア
から輸入するガスの3分の2にあたる100Bcmを削減することができるとした。

（2022年末削減内訳）
 LNG輸入拡大 50Bcm
 パイプラインガス輸入拡大 10Bcm
 バイオメタンガス増産 3.5Bcm
 エネルギー利用効率化（室温設定-1℃）14Bcm
 太陽光発電前倒し 2.5Bcm
 ボイラーのヒートポンプ代替前倒し 1.5Bcm
 再生可能エネルギー活用 20Bcm
 合計 101.5Bcm
 さらに、4月までに最低限の貯蔵義務に関する立法案を提示（貯蔵レベル目標：10月1日までに90％まで）

• ここで、実際のエネルギー政策は各国に任されているため、ECとしての強制力はなく、この提案がどの程度実現するかは各国
の努力次第であることに注意する必要がある。

EC 2022年末までにロシアガス1/3に削減可能（REPowerEU）
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（Platts、Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2022年3月発表EC REPowerEUに示されている2022年内に欧州へのロシアPLガスを3分の1に削減する案では、
 ガス消費について、エネルギー効率アップ等により27.9MT削減、
 ガス供給について、ロシアPLガスを73MT削減（現状132MT（うちとトルコ向け22MT）を3分の1の59MTに削

減）、
 さらに、LNG等を46.8MT追加調達する、

ことで欧州のガス需給をバランスさせることができるとしている。

• ただし、現実的には、
 ①2022年の世界のLNG追加供給余力は6MT、
 ②欧州向けガスパイプラインの供給余力は5MT、
 ③欧州内バイオメタン生産が年内に急拡大できるか不透明、

という状況にあり、上記シナリオの達成はかなり困難とみられる。

• JOGMEC推計では、たとえバイオメタンは生産拡大できたと仮定しても、LNG、および、パイプラインガス等の追加供給は
13.6MTにとどまり、欧州ガス市場および世界のスポットLNG市場の需給バランスは、33.2MTの不足となると考えられる。さ
らに、欧州のガス消費削減27.9MTがうまく達成できなかった場合には、この不足が、61.1MTに拡大する。

• なお、ここには、欧州地下ガス貯蔵を例年レべルまで底上げするために必要なガス・LNG量は含まれていない。

2022年世界のガス・LNG需給は既にバランス、追加供給余力はわずか



0

50

100

150

200

250

300

350

400

バイオメタン生産拡大

PL追加供給

中央アジアPL

北アフリカPL

ロシアPL

LNG追加供給

LNG受入

域内生産

0

50

100

150

200

250

300

350

400

バイオメタン生産拡大

PL追加供給

中央アジアPL

北アフリカPL

ロシアPL

LNG追加供給

LNG受入

域内生産

0

50

100

150

200

250

300

350

400

域内生産 LNG受入

ロシアPL 北アフリカPL

中央アジアPL

（IEA、ECほか、各種資料によりJOGMEC作成）

EU全体のガス消費量とロシアパイプラインガス代替（2022年見込み）

【需要】
IEA Gas Market report
（2022年１月発表）より

作成

【供給】
IEA Gas Market report
（2022年１月発表）より

作成

【需要】
EC REPowerEU

(2022年3月)より作成
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項目 IEA → REPowerEU
エネルギー効率アップ 10.3

ルーフトップ太陽光発電設置前倒し 1.8

ヒートポンプ設置 1.1
風力太陽光発電加速 14.7

合計 27.9

項目 EC REPower JOGMEC 差
LNG追加供給 36.8 6 31.3
PL追加供給 7.4 5 2.4

バイオメタン生産拡大 2.6 2.6 0
合計 46.8 13.6 33.2

（MT-LNG/y）

59MT-LNG
59MT-LNG
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世界のLNG供給余力
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世界のLNG供給余力は？

（各種資料によりJOGMEC作成）

世界のLNG需給バランス
• 2022年の世界のLNG需要は中国を中心に引き続き伸びるものの、伸び率は低下。全世界合計で12.4MT。
• 一方、世界のLNG供給能力は、新たに立ち上がる米国サビンパスLNG、カルカシューパスLNGと、火災トラブルから復旧予

定のノルウェー・ハンメルフェストLNGから14.3MTの増加。その差から、1.9MT/yの余剰あり。
• ここに上積みを期待して、上流トラブルで生産量を絞っていたナイジェリアLNGの生産回復、さらに、モロッコ経由GMEパイプ

ライン輸送契約が終了によって生じた上流ガスに余裕があるアルジェリアパイプラインガスの増量、ここに、トラブルによる停止
によって生産量の減少するプレリュードLNGの減少分を合算すると、11MT/yの余力が期待される。

新規LNG液化設備の立ち上がり
• 2016-17年の油価低迷時、メジャーを中心にLNG液化プロジェクトのFIDが減少した。その後、さらにCOVID-19の影響

で建設が全体で1年近く遅延。
• 2023-25年は、それから5年間余りを経て、新規LNG液化設備の立ち上がりが少ない時期に差し掛かっており、2022年

は、米国サビンパスLNG、カルカシューパスLNG以外のLNG液化設備の立ち上がりは予定されていない。
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2022年世界のLNG需給バランス（＋一部欧州向けPLガス）

需要 増減(MT/y) 備考 供給 増減(MT/y) 備考

中国 7.2 サビンパスLNG 4 2022年2月完成

インド 2.9 カルカシューパスLNG 7.8 2022年1月からスタートアップ中

アジア新興諸国 6.1 ハンメルフェストLNG 2.5 2022年5月中旬復旧予定（火事から復旧中）

日本 -1.5 合計 14.3

韓国 -0.5

欧州 -1.8

合計 12.4

未確定要素
需要 増減(MT/y) 備考 供給 増減(MT/y) 備考

フランス原発 2 運転不調 ナイジェリアLNG 5 ガス田停止による原料ガス供給不調復旧の可能性あり

プレリュードLNG -0.9 トラブルにより停止中、2022年第2四半期復旧予定

アルジェリアPL 5 モロッコ経由PL契約終了によりガスソース余裕あり

（IEA、Platts、Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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世界の新規LNG液化設備立ち上がり予定

（各種資料によりJOGMEC作成）
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（各種資料によりJOGMEC作成）

• 2021年は一年を通じてスポットLNG価格が高止まりし、LNG生産者はできるだけの増産に努めた。にもかかわらず、様々
なトラブル等が発生し、思惑通りとはならなかった。

• 世界のLNG液化設備の平均稼働率は85%。
• 中東、豪州で高く、アフリカ、アジアで稼働率が低い傾向がみられる。
• 2022年のスポットLNG価格は、2021年よりさらに高いレベルとなるとみられており、インセンティブはさらに大きくなるものの、

一朝一夕に世界の稼動率が向上し生産量が増加するとは考えにくい。

2021年世界のLNG液化設備稼動実績
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（各種資料によりJOGMEC作成）

アジア
• ロシア・Sakhalin-2は、7-8月に2系列ともンテナンスで停止した。このメンテナンス期間中に5カーゴが遅延。
• マレーシア・Bintulu LNGでは、Pegagaガス田からの原料ガスが水銀の影響で減少し、2021年8月以降、LNG生産が低迷。売主DQTを行使。

2022年3月末までに生産を再開する計画だったが、復旧が遅れるとの情報もある。
• インドネシアでは、上流部門規制機関によると、Tangguh LNG第3系列が、コロナ関連で1年以上遅延、2022年12月、または、2023年初頭の

稼働開始予定。
豪州

• Shell・Prelude F-LNGは、2021年12月の火災トラブル以降、豪州連邦海洋安全規制機関からの公式の命令により無期限停止中。
• Gorgon LNG第2系列が、2021年12月停止。
中東

• 2022年に入って2トレインが停止したとの情報があったが、カタールは定期修理のためと説明。
欧州

• ノルウェー・Hammerfest LNGは 、2020年9月の火災トラブル以降、1年以上生産を停止中。現時点では 当初計画より2か月遅れの2022年
月末に生産を再開する予定。

アフリカ
• アルジェリア・Sonatrachは、Skikda LNG第1系列を1ヶ月間以上停止した。
• ナイジェリア・Nigeria LNGの生産量は、2021年、ガス不足のため20%減少。第7系列は6月に建設を開始した。
• 赤道ギニア・EG LNGは、9月末から11月、原料ガス供給の中断により、LNG生産を停止した。
アメリカ

• ペルー・Pampa Melchorita LNGは、2021年5月末から4 ヶ月間、技術的トラブルで停止した。
• トリニダード・トバゴ・Atlantic LNG第1系列は、2021年半ば以降、原料ガス不足により無期限停止中。

2021年世界のLNG液化設備稼動実績
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2021年世界のLNG液化設備稼働実績

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

（%）

アジア 豪州 中東 欧州 アフリカ アメリカ

84.8%（加重平均）
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（EIAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

消費
• 2021年の消費量は8.3Bcf/dで、2020年からほぼ横ばい。2022年、2023年ともにほぼ同水準で推移する予測。

生産
• 2022年の天然ガス生産量は、2021年の93.5Bcf/dから2.5Bcf/d、3％増加する予測。2023年の天然ガス生産量は、

1.5Bcf/d（2%）増加し、97.6Bcf/dに達する。

トレーディング
• 2021年の天然ガス純輸出は10.7Bcf/d。2022年は13.4Bcf/d、2023年は14.3Bcf/dに増加する予測。LNGとメキシコ向け

パイプライン輸出が寄与。
• LNG輸出量は、2021年9.8Bcf/d（70.3MT）、2022年11.5Bcf/d（82.5MT）、2023年12.1Bcf/d（86.8MT）にな

る予測。
• 2021年に米国LNG輸出が増加した要因は、欧州とアジアにおける天然ガス需要の増加とLNG価格の高騰、世界中のLNG液化

設備のトラブルによる供給減少、アジア等主要LNG消費市場の気温低のため。
• 2022年、Sabine Pass LNGトレイン6（4.5MTPA）の完成、Corpus Christi LNG（4.5MTPA）の操業最適化、

Calcasieu Pass LNG（10MTPA、2023年）の完成により、米国LNG輸出能力は世界最大となる見込み。
• 2021年末時点で、既存の米国LNGベースロード液化能力は10.1Bcf/d、ピーク能力は12.2Bcf/d。2022年末には、それぞれ、

11.4Bcf/d、13.8Bcf/dまで増加する見込み。7つのLNG液化設備（Sabine Pass、Cove Point、Corpus Christi、
Cameron、Elba Island、Freeport、Calcasieu Pass）が、44の液化トレイン（フルスケール16、中規模18、小規模10トレ
イン）を装備。

米国天然ガス市場動向（EIA STEO 2022年1月）
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米国天然ガス市場動向（EIA STEO 2022年1月）

（EIAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

9.8 11.5 12.1

8.5 8.9 9.2

LNG輸出量は増加
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（各種資料によりJOGMEC作成）

• 2022年3月現在、米国LNG液化能力は、76.8MT/y（ベースロード）。
• 今後も順調な増加が見込まれるが、2022年内に、カルカシューパスLNG以外新たに立ち上がるプロジェクトは存在しない。

• 2021年秋以降、エネルギー安定供給を目指す中国を中心に、米国LNG液化プロジェクトとの長期契約の締結が加速。
2022年、米国では複数プロジェクトのFIDが期待されているが、実際に新たなLNG供給が始まるまでには建設期間だけで
も通常5年間が必要であり、LNG供給に関して、2022年、さらに、いわゆる2025年の谷までには間に合わない。

2022年、米国LNGプロジェクト複数FIDか？
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拡大を続ける米国LNG輸出、2022年は世界第1位の輸出国へ

（EIAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

キャンセル多発（急激なLNG液化設備立ち
上げに加え、コロナ発生により需要低下）

ベース能力を超え最大能力で生産中

寒波が襲来し原料ガス
およびLNG生産が減少

ベースロード：定期修理等を考慮した平均的な液化能力
ピーク：連続運転した場合の短期間の最大液化能力

2022年第1四半期に
Calcasieu Pass LNG稼
働予定（+0.4MT/m）

生産量は年々拡大

76.8MT/y

92.5MT/y

（MT/m）
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主なLNG液化プロジェクトFID予定

（各種資料によりJOGMEC作成）

プロジェクト名 FID予定
（年）

ステータス 国 オペレーター 生産能力
（MTPA）

備考

Plaquemines LNG (Phase 1) 2022 9MTPAの長期契約が締結済みで、
早々にFIDするか。

米国 Venture 
Global

10.8 －

Corpus Christi Stage 3 2022 現状8割の長期契約締結済み。9
割以上になったらFID予定。

米国 Cheniere 
Energy

10 －

Driftwood LNG (Phase 1) 2022第2
四半期

フィードガス供給パイプラインの取得
とファイナンス検討中。

米国 Tellurian 
Inc

11 －

Woodfibre LNG (T1-T2) 2022 生産能力の7割以上の長期契約を
締結済み。パイプライン建設が必要。

カナダ Pacific Oil & 
Gas

2.1 －

Freeport LNG (T4) 2022 液化容量の75%以上の長期契約
締結獲得を営業中。

米国 Freeport 
LNG

5.1 JERAがグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズより
Freeport LNG25.7%のシェア取得（$25億）。
JERA取得前のFreeport LNG Development中にTurbo 
LNG（大阪ガス100%出資）が参加。
コントラクターT1,2（Zachry、CB&I、千代田化工）
コントラクターT3（千代田化工、Zachry、McDermott）

Rovuma LNG/Area 4 (T1-T2) 2025 フィードガスを供給するArea 1の建
設が再開された後にFID予定。

モザン
ビーク

ExxonMobil 15.2 コントラクター（日揮、Fluor、TechnipFMC）

Cameron Expansion (T4) 2022-
23

10MTPAから6MTPAにスケールダ
ウン。Port Arthurに先行して推進
予定。

米国 Sempra 
Energy

6 T1-3所有割合（Sempra50.2%、Total16.6%、JLI（三
菱商事70%、日本郵船30%）16.6%、三井物産
16.6%）、コントラクターTrain1-3（千代田化工、CB&I）

Port Arthur LNG (T1) 2025 Cameron Expansionのあとに
FID予定。

米国 Sempra 
Energy

6.8 －
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欧州向けパイプラインガス供給余力
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（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 欧州へのパイプライン供給者は、すでに可能な限りのガスを送り出している。

• ノルウェーはここ数カ月、128Bcm/yを超えるガスを輸出している。既に、EOR（Enhanced Oil Recovery）用のガスさ
え輸出用に転用。短期的には、ノルウェーの生産者が欧州への供給量を増やすためにできることはほとんどない。

• アゼルバイジャンは、緊急事態が発生した場合には欧州への供給を増やすことができると述べているが、その方法を見出すの
は難しい。アゼルバイジャンからギリシャ、ブルガリア、イタリアへのTAPパイプラインによる供給は、すでに2022年に10Bcm/y
の容量で流れることが決まっている。パイプライン経路上のトルコ自体も、1月21日にイランからの供給が停止され、ガス不足
に直面した。

• アルジェリアは、イタリアへのパイプライン容量にある程度の余力があり、2022年にはこのルートでさらに7Bcmを供給できる可
能性がある。しかし、アルジェリアは、国内ガス需要の増加に直面しており、11月以降、モロッコ経由のGMEラインの閉鎖の
影響でスペインへのガス輸出に影響が出ている。

• リビアは今年に入ってから、グリーンストリームパイプラインを通じてイタリアに2.6Bcm/yのみを輸出している。2019年の
7.3Bcm/yの水準から大幅に減少しており、短期的な回復は難しい。

• オランダは、2022年のガス供給枠を3.9Bcmに縮小したが、Zuidbroekの窒素プラントの稼働が遅れたため、フローニンゲ
ンガス田は最大7.6Bcmまでの生産を許可される可能性がある。ただし、政府は掘削に伴う地震のリスクから、同ガス田を
早期に完全閉鎖すべきとの立場を崩していない。

2022年欧州向けパイラインガス供給余力
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（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

欧州向けガスパイライン

北アフリカパイプライン

中央アジアパイプライン
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欧州地下ガス貯蔵在庫予測
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（GIEほか、各種資料によりJOGMEC作成）

想定
• 2021年欧州ガス需要、生産、輸入量に基づき、3月末の欧州地下ガス貯蔵在庫を25%として、以下の3シミュレーションを実施。

 IEAケース
例年並みの欧州ガス生産、需要、ロシアパイプラインガス輸出量等を想定

 REPowerEUケース
ロシアパイプラインガス輸出量例年の3分の1、および、追加分はJOGMEC想定（欧州省エネ等不調、追加LNG・パイプ
ラインガス11MT）

 ロシアパイプラインガスゼロケース
ロシアパイプラインガスゼロ、および、追加分はJOGMEC想定（欧州省エネ等不調、追加LNG・パイプラインガス11MT）

結果
• IEAケースでは、過去実績の下限に沿うように在庫が推移。ただし、2023年3月、在庫は低く、これを例年並みの36%まで引き

上げるには、さらに、13MT-LNG相当の追加供給等が必要。
• REPoweeEUケースでは、ロシアパイプラインガスが3分の1に減量した影響が大きく、これを満足に代替できるLNGやパイプライン

ガスもないため、2023年1月上旬には在庫が極めて低くなる。これを例年並みまで引き上げるには、さらに、44MT-LNG相当の
追加供給等が必要。

• ロシアパイプラインガスゼロケースでは、REPowerEUケースより、ロシアパイプラインガス減量の影響がさらに大きくなり、2022年10
月には欧州地下ガス貯蔵在庫レベルが極めて低くなる。これを例年並みまでひきあげるには、さらに、103MT-LNG相当の追加
供給等が必要。

欧州地下ガス貯蔵在庫予測
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欧州地下ガス貯蔵在庫の推移

（IEAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

13T-LNG

（%）

103T-LNG

44MT-LNG

36%（3月末平均）

25%（3月末想定）
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IEA、ICEフォワードカーブによる価格見通し
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IEA Gas Market Report 1Q 2022フォワードカーブ（ロシアのウクライナ侵攻
以前）

• IEAによると、2022年1月初旬時点のフォワードカーブでは、ガス高価格は2022年中は継続し、欧州TTFとアジアのスポット
LNG価格JKMは、それぞれ平均$26/MMBtu、$27/MMBtuと、いずれも過去最高の年間平均価格となると予測。

• 2022年後半には供給力の改善により価格は低下すると予想されるが、両市場とも過去の平均を大幅に上回る水準にとどまる。
欧州の地下ガス貯蔵充填ニーズと、新たな追加LNG供給が少ないことが、ガス価格に上昇圧力をかけると予測。

• 米国HHガス価格は平均$4/MMBtuと、2021年の水準に近いレベルで推移すると予想。

（IEAほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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TTF、JKM、HHフォワードカーブ（Intercontinental Exchange、ロシアのウクライ
ナ侵攻前後）

（Intercontinental Exchangeほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• ICEのデータによると、欧州ガス価格指標TTFの2022年1月3日、2月1日フォワードカーブは、欧州地下ガス貯蔵低在庫とロシ
アパイプラインガス低流量を反映して2022年4月から2023年2月頃まで$25/MMBtu弱で高止まっていたが、2月24日のロシ
アによるウクライナ侵攻後の3月1日のフォワードカーブでは$40/MMBtu弱付近まで大きく跳ね上がった。これは、欧州向けロシア
パイプラインガスの安定供給継続に対する市場の懸念を反映したものであり、ウクライナ侵攻の心理的プレミアムは、およそ
$15/MMBtuであったと解釈できる。

• さらに、特にTTFについては、はっきりしたバックワーデーション構造となっている。これは、今回の高値が、ガス需要の増加など長期
的な要因によるものではなく、一旦戦火が収まれば価格が大きく下落する懸念を市場が織り込んでいることを示している。同時に、
欧州の地下ガス貯蔵在庫の充填に関しては、エネルギーセキュリティー上のニーズはもちろん高いものの、企業としての経済的イン
センティブは認められないことを表している。

• また、2023年3月までは、通常みられるTTFに対するJKMプレミアムが逆転しており、この期間、世界の余剰スポットLNGは欧州
にひきつけられると予測される。

• この後、2023年4月から2024年3月のTTFは、まだまだ例年よりは高いレベルながら、一段下げて$20/MMBtu程度となり、さ
らに、JKMに対して通常みられるディスカウント、さらに、コンタンゴ構造も観察されるようになる。これは、ある程度の緊張は残るも
のの、欧州地下ガス貯蔵在庫の充填が徐々に進むと市場が考えていることを示している。

• 北東アジアスポットLNG価格指標JKMのフォワードカーブをみると、2023年4月以降はTTFに対してプレミアムに戻るがTTFと同
様に2024年3月までは$20/MMBtu弱に高止まりし、2024年4月以降は、$15/MMBtu以下に落ち着く。

• 米国HHガス価格のフォワードカーブは、2023年3月までは、$5/MMBtu弱レベルで推移し、その後、シェールガス生産が回復す
るにつれ、2024年にかけて、$3/MMBtuレベルに低下する。
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（Intercontinental Exchangeほか、各種資料によりJOGMEC作成）

($/MMBtu）

ロシアウクライナ侵攻で
$15/MMBtu上昇

$20/MMBtu弱の高値

TTF、JKM、HHフォワードカーブ（Intercontinental Exchange、ロシアのウクライ
ナ侵攻前後）
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欧州・ロシア、双方の言い分
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IEA 欧州ガス危機悪化はロシアのせい？

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 1月12日、IEA・ビロル事務局長は、IEAはロシアがヨーロッパに送ることができるガスの少なくとも3分の1を抑制していると考えて
おり、さらに、供給不足の印象を強めるために、EU内にあるロシアが管理する貯蔵施設を枯渇させていると述べた。

• 「我々は、ロシアの行動によって、ヨーロッパのガス市場が逼迫する強い要素があると信じている。・・・今日の欧州へのロシアのガス
流量が少ないのは、ウクライナをめぐる地政学的緊張が高まっていることと重なることに注意したい。・・・現在のEUの貯蔵不足は、
主にGazpromによるものだ。1月の貯蔵量は通常70％であるのに対し、50％程度である。・・・Gazpromの貯蔵量はEUの総
貯蔵量の10％に過ぎないにもかかわらず、EU地下ガス貯蔵在庫の減少量の半分はGazpromのEUにある貯蔵施設の低水準
に起因する。」
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IEA 欧州ガス危機悪化はロシアのせい？

（EC、Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 欧州議会本会議で、EC・ライエン委員長は、ロシア指導部がエネルギー問題を「武器化」することを決めた場合にも、欧州は「準
備万端」であると述べた。

• 「Gazpromが、需要の高い時期に欧州へのガス供給を制限しているのは明らかだ。Gazpromの貯蔵量は10年ぶりの低水準
で、スポット市場での販売もない。これは、需要と価格が急騰しているときに、利益を最大化しようとしていない企業としては奇妙
な行動だ。このような行動は、信頼できるエネルギー供給国としてのロシアの信用をすでに傷つけている。・・・この危機の教訓のひ
とつは、エネルギー源を多様化し、ロシアのガスへの依存から脱却しなければならないということである。したがって、再生可能なエネ
ルギー源に重点的に投資しなければならない。

• また、欧州議会の演説で、「私たちは、明らかに私たちを脅かしている供給者に依存することはできない。・・・ロシアのガスへの依
存度が低いということは、クレムリンへの軍資金を減らすということでもある。・・・“グリーン”への移行を加速させなければならない。
なぜなら、・・・ロシアのガスや他のエネルギー源への依存度が下がるからである。」
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EC Gazpromの営業行動調査

（Financial Timesほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 3月8日発表の、REPowerEUにおいて、ECは、欧州のガス市場で活動する企業、Gazpromによる競争の歪みの可能性に関
する懸念に対応し、ガス市場に関する調査を進めている。

• 同社は異常な営業行動をとっている。EUのGazpromが運営する地下ガス貯蔵所の平均充填率は16％であるのに対し、
Gazprom以外の貯蔵所は44％である。ECは現在、優先事項として、Gazpromによる反競争的商行為の可能性に関する
すべての疑惑を調査し、市場関係者から追加情報を収集している。

• 1月31日、ECのバルディス・ドンブロフスキス副総裁は、GazpromがEUのエネルギー市場の規則に従って行動しているかどうか、
EU競争法違反について調査していると述べた。

• Gazpromが市場原理に従って行動しているかどうか、ECが調査するきっかけとなったのは、明らかにロシア側のある行動であり、ロ
シアの欧州へのガス供給は、記録的な高値にもかかわらず2021年後半に減速し、2022年の最初の数週間はさらに減少してい
る。

• Gazpromは、欧州へのガス供給は契約上の義務に則って行っていると繰り返し発言し、意図的な売り控えを否定している。しか
し、欧州のGazprom拠点における在庫水準はまだ低く、同社の電子販売プラットフォームでのスポット販売も2021年10月以
降行われていない。
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ロシア長期契約パイプラインガス供給への安心感

（各種資料によりJOGMEC作成）

フランス
• 2月15日、フランス・EngieのマクレガーCEOは、ロシアのガス供給の安全性について、Gazpromが過去にフランス企業にとって

信頼できるパートナーであったことから安心していると述べた。「Gazpromは歴史的に、エンギーにとって非常に信頼できるパート
ナーであり、長期的なコミットメントと長期契約を履行してきた。」

ポーランド
• 2月24日、ポーランド・PGNiGは、ロシアから通常通りノミネーションされた量のガスを受け取っていると発表。なお、PGNiGは

Gazpromから最大で年間10.2Bcm/年のガスを購入しているが、この契約は2022年9月末で終了し、10月に稼働するノル
ウェーから直接ガスを供給する年産10Bcmのバルティックパイプライン経由のガスでこれを代替する予定。

オーストリア
• OMVはGazpromと長期ガス契約を結んでいる。Gazpromは「非常に信頼できるパートナー」であり、過去50年間、そうであっ

たというのが同社の見解。

ドイツ
• 3月7日、ドイツ・Uniperは、ロシアとの長期ガス輸入契約（19Bcm）は、欧州、特にドイツのガス供給に不可欠な役割を果た

しており、今後も尊重すると発表した。
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（各種資料によりJOGMEC作成）

オランダ
• 3月7日、オランダ・GasTerraは、ロシアのガスはオランダの供給ポートフォリオの重要な一部であると述べ、ロシアのガス供給の将

来について独自の決定を下すことはないと述べた。なお、2020年にオランダがGazpromから購入したロシアガスは11.8Bcmで、
オランダガス消費量の3分の1に相当する。

デンマーク
• 3月7日、デンマーク・Orstedは、Gazpromとのを終了することはできないが、契約に定められた最低量だけに期限しその後は更

改しない、と述べた。
• 2006年、Orsteadは2030年までの1.9Bcm/yの長期ガス輸入契約を締結した。
• ロシアガスが、デンマークとヨーロッパのガス消費の相当な部分をカバーしており、欧州でガスの供給不足が発生すれば、深刻な社

会的影響を及ぼすことになる、と述べた。

ロシア長期契約パイプラインガス供給への安心感
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なぜ、欧州は長期パイプラインガス供給契約を結ばないか？

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2月、Shell Energy Outlook発表の会場で、Shellエネルギーマーケティング担当上級副社長ヒル氏は、下記のように述べた。

• 欧州ではネットゼロを目指す中で、ガス需要の確保への懸念から、外部供給者との新たな長期供給契約が結ばれていない。
• 長期契約を結ぶ際に多くの不確実性をもたらすのは、将来の規制、エネルギーミックスにおけるガスの割合に関する将来の政府

政策、税制環境、炭素価格環境に対する不確実性で、それが欧州のバイヤーの足かせになっている。
• 長期契約による長期配送の確保に積極的な中国とは対照的。中国は今後の供給安定性を高めるために行動を起こしているが、

欧州では同じような行動が見られない。
• 欧州の電力会社が長期契約を結ぶのは、現時点ではかなり困難。それが欧州の課題の一つである。
• 長期契約を通じて供給安定性を確保するための行動を起こすことが難しく、その結果、欧州のバイヤーがスポット市場にさらされ

ることが多くなった。
• 欧州では、いくつかの契約の締結や延長が行われているが、その期間は短く、4年や5年の契約は、20年の契約と同じように発

表されることはないであろう。

• 欧州脱炭素政策が化石燃料の継続使用を不透明化、ガス使用量の需要予測が困難になり、オーバーコミットした場合、Take 
or Payの支払い義務等が生じ経営に大きな影響を与えてしまう。さらに、炭素税上昇、ガス需要減少、太陽光・風力等リ
ニューアブルへの優遇政策が予測されている。現在の困難な状況を打開するためには、何らかの政策上の変更が必要と考えられ
よう。
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EC 長期ガス輸入契約の期間を制限

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 12月15日、ECはガス市場改革パッケージの一環として、ガスの「ロックイン」を避けるため、長期ガス輸入契約の期間を制限する
ことを検討すると発表。 EUシムソンエネルギー担当委員は、排出量を削減しない限り、そのような活動を行うべきではないという
強く明確なシグナルを市場に送ることになる、2049年以降の長期契約の禁止措置によりガスの上流開発投資を強く抑制できる
とした。
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Gazpromの主張、長期契約なら販売

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 11月、Gazpromは、長期契約は市場の安定の基礎であると述べた。
• 「我々は常に、テイク・オア・ペイ条件での長期契約を支持してきたし、今後もそうするつもりだ。・・・我々の産業は資本集約的で、

投資サイクルが長く、このような長期契約のみが、生産チェーン全体に信頼を与えることができる。このような契約は、市場をバラン
スのとれた予測可能なものにし、したがって投資家にとっても有益である。・・・長期契約の利点とスポット契約の利点を理解するた
めには、欧州市場の大企業に尋ねるべきだろう。彼らは、石油インデックスの方がスポットよりも収益性が高いことを証言してくれる
だろう。」

• 1月6日、トルコ・BotasとGazpromエクスポートは、トルコのパイプラインTurkStreamの15.75Bcm/年を経由して供給する
5.75Bcm/年の4年契約を締結した。
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ロシアのウクライナ侵攻
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• 11月初め 10万人規模のロシア軍がウクライナ国境付近に集結との情報。
• 12月7日 米ロ首脳会談、米国が呼びかけ
• 12月17日 ロシア外務省が「米ロ間安全保障条約」案をネット公開。
• 12月30日 米ロ首脳会談、ロシアの呼びかけ。平行線ながら対話継続で合意。
• 1月21日 米ロ外相会談、ロシアの安全保障要求に対し書面で回答することに米国が同意。
• 1月26日 米国がロシアに書面回答を提出。ロシア外相は、肯定的な回答はない、と不満を表明。
• 2月17日 ロシアが書面回答返信。引き続きNATO不拡大を要求し、応じない場合は軍事技術的措置を取ると迫った。
• 2月21日 ロシアが東部2州の独立を宣言。平和維持を目的に軍隊を派遣。
• 2月24日 米欧、ロシアのウクライナ侵攻を認定。
• 2月28日 第1回停戦交渉
• 3月3日 第2回停戦交渉
• 3月7日 第3回停戦交渉
• 3月10日 両国外相会談＠トルコ
• 3月14日 第4回停戦交渉

（参考）ロシア・ウクライナ侵攻のプロット

（日本経済新聞、毎日新聞、Platts、Financial Timesほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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（日本経済新聞、毎日新聞、Platts、Financial Timesほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2月22日、米国・バイデン大統領がロシアのウクライナ侵攻を認定。
• EUはパリで緊急の外相会合を開催し、ロシアがウクライナ東部で親ロ派地域の独立を承認したことについて制裁を決定。
• その後、各国は段階的制裁モードに突入。

• 2月26日、米欧がロシア金融機関のSWIFTからの排除を決定し、3月1日、EUはロシア大手金融機関7行（VTBバンク、
VEBバンク、バンクロシア、オトクリティ銀行、ノビコムバンク、プロムスビャジバンク、ソブコムバンク）をSWIFTから排除すること
で合意。ロシアの金融システムの8割に打撃を与えられるという。10日後にSWIFTから遮断される。

• 多くのアジアのバイヤーが、石油、ガス、石炭、ロシア船舶の用船など、幅広いロシア商品から手を引いた。アジアの銀行が予
防措置を取り、ロシアの商品の取引や購入のための信用状の発行を停止せざるを得なくなったため。

• イラン制裁の間、企業は面倒なコンプライアンス審査や法的監視を避けるために、制裁対象企業を完全に避けることを好ん
だ。

SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）
• 世界各国の禁輸機関同士の取り引きに必要な情報のネットワークを運営する民間の非営利団体。1973年設立。ベルギーに本部を置く。
• 200を超える国の1万1,000以上の金融機関が参加。ロシアからは300の金融機関が参加。4,200万件/日の決済を行う。
• 取り扱う金融取引の4割以上がドル建てであるため、実際には米国政府が制裁に関する権限を握る。
• これまでも各国政府の要請を受け、制裁対象の金融機関を排除してきたが（2012、18年イラン、2017年北朝鮮）、排除されると事

実上国際的な決済ができなくなるため、経済的に大きな打撃を受ける。

（参考）各国は段階的制裁へ（SWIFT含む）
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（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2月22日、ドイツ・ショルツ首相は、ドイツのガス供給セキュリティの見直しを行うまで、スイスに本社を置くNord Stream 2 
AGの認証プロセスを一時停止すると発表。

• その後、ノルドストリーム2の運営会社Gas for Europe GmbHは解散する見込みであると、自身のウェブサイトで発表。
資金繰りが厳しく事業継続困難と判断した模様。なお、Nord Stream 2 AGは、1月末、ドイツ規制当局からの命令に
応じて、ドイツ領海内にあるパイプラインの54kmの区間を運営するGas for Europe GmbH（ドイツ法人）を設立して
いた。

• 手続きが順調に進めば、2022年11月にはサービスを開始すると予想されていたが、ロシアがウクライナ侵攻した今となっては、
地政学的な大きな変化がない限り、ノルドストリーム2は無期限で使用されない可能性が出てきた。

• 2月28日、Shellはノルドストリーム2への関与を終了する意向を示した。3月1日、OMVはノルドストリーム2に対する役割
を見直すと発表。また、3月2日、ドイツ・Wintershall Deaは、ノルドストリーム2への投資11億ドルを償却することを発表。
ロシアでの新規石油・ガスプロジェクトも停止。ロシアへの支払いも直ちに停止。3月2日、フランス・Engieは9億8700万
ユーロの信用リスクにさらされており、ノルトストリーム2が破産を申請した場合、同社の会計に影響を与える可能性があると
発表。3月3日、フィンランドのフォータム（ドイツ・Uniperの過半数所有者）はロシアの発電資産とノルドストリーム2のエク
スポージャーが55億ユーロの簿価にのぼると発表。5社はいずれもプロジェクト建設のために資金を貸し付け、当初はそれぞ
れ9億5000万ユーロを投資することを約束していた。3月5日、オーストリア・OMVは、Nord Stream 2 AGに対する債権
が回収不能となる可能性があるため、987百万ユーロの価値調整費用を認識すると発表。

（参考）ノルドストリーム2への制裁
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（Platts、毎日新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• ウクライナ経由欧州向けロシアガスの輸出の支障となるトラブルは発生していないものの、ロシアのウクライナ侵攻前後からガス設備も多くの被害を受
けている。

• 2月4日、ロシアとの緊張が高まる中、ナフトガズは欧州からのガス輸入を開始し備蓄を増強。
• 2月19日、ルハンスク州のガスパイプラインで爆発があった。
• 2月21日、ウクライナ東部のルハンスク州のガス処理プラントが迫撃砲の銃撃を受け、ロチェベ村へのガス供給が停止。
• 2月24日のロシア軍ウクライナ侵攻以降、ウクライナのガス生産量は1割減少。
• 2月25日、近くで軍事活動があったため、北部チェルニヒフ地方にある容量15Bcmのムリンスケ貯蔵施設のガス引出しを停止。
• 2月27日、ロシア軍がウクライナ北東部ハリコフのガスパイプラインを爆破。
• 3月2日、ハリコフ地方イジュム配給所のガスパイプライン2系列が空爆により損傷。爆撃により、マリウポルとオヒティルカの公共施設へのガス供給に支

障が生じた。
• 3月3日より、ウクライナ国内に保管されているガスの輸出を禁止。
• 3月4日現在、ウクライナの国営ガス供給網運営会社GTSOUは、ロシアによるウクライナの主要エネルギーインフラへの攻撃が続くと発表。
• 3月5日、ウクライナ国営のガス貯蔵事業者UkrTransGazは、近隣の敵対行為激化のため、ウクライナ東部ルハンスク地域にある0.4Bcmのクラス

ノポピフスキー施設の操業を停止した。
• 3月6日、GTSOUはクラマテルスク-ドネツク-マリウポル間のパイプラインの損傷を示すガス輸送システムの圧力の急激な上昇を確認し、パイプラインは

閉鎖され、地域の24のガス配給所へのガス供給が停止。ドネツク州とキエフ州の100万人の消費者がまだガスがない状態のまま。
• 3月7日、ウクライナ経由欧州向けロシアパイプラインガス輸送は安定している。ロシア軍による砲撃のため、同社の1,389のガス配給ステーションのう

ち35が停止中。ウクライナ東部では、数十万人の消費者を抱える数十の町や村のガス供給が停止。砲撃により、セベロドネツク近郊のガスパイプライ
ンの一部が損傷し、ガス供給が停止。ウクライナ東部ルハンスク地域リュシヤンスク市付近のルハンスク-リュシヤンスク-ルビズネ系統のラインの1つが破
損。

• 3月10日、ウクライナ国営ガス供給網運営会社GTSOUは、ロシア軍がルハンスクとハリコフの2つのコンプレッサーステーション敷地に侵入したため、ウ
クライナ経由で欧州に向かうロシアのガス輸送が危険にさらされていると警告。

（参考）ウクライナ侵攻、ガス供給設備への影響



98

（参考）ウクライナのガス供給設備

（GIEほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ロシア制裁とロシア離れ
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（日本経済新聞、東京新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 3月8日、米国が原油などとともに、ロシアLNGの輸入禁止を決定。
① ロシアの原油、石油製品、LNG、石炭などの米国への輸入禁止
② 米国勢によるロシアのエネルギー分野への新規投資禁止
③ ロシアのエネルギー分野に投資する外国企業への融資禁止

• なお、既に成立している輸入契約には45日間の猶予を設ける。
• 2月27日、イギリス・トラス外相は、G7メンバーにロシアの石油やガスの使用量に上限を設けるよう要請。その後、イギリスも、ロシア原油の輸入を

2022年末までに段階的に停止することを決定。ガスについてもこの輸入禁止を検討する。
• その他、これまでのところ、欧州ではリトアニアが同様の措置を取っているが、ロシアからのパイプライン・ガスの輸入を阻止した国はない。

• もし、各国がLNG禁輸等に踏み切った場合、
① 買主は不可抗力を宣言する、
② ロシアはLNGを、輸入禁止国を避け、例えば、インドや中国に安値で転売する
③ 輸出数量が減少するため、液化設備の稼動率が低下する
④ 世界全体のLNG供給量が減少し、スポットLNG価格が上昇する
⑤ ロシアLNGを一旦第3国が購入しそれを日本等に転売する

などの事象が発生する可能性が考えられる。

• 3月9日、EUはロシア船舶のEUへの入港禁止を見送った。
• 3月10日、欧州非公式首脳会合で、欧州理事会ミシェル議長は、EUは、石油、ガス、石炭の輸入を禁止するとともに、北極圏LNG-2などのロ

シアのプロジェクトへのEU企業の関与を禁止し、ロシアとの水素に関する研究開発プロジェクトをすべて停止、さらに、ロシアガス輸入の段階的廃
止を提案。

米国、ロシアLNGの輸入禁止
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（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 3月4日、ヤマルLNGでLNGを積み込み、イギリス・Isle of Grain LNG 受入基地に向かっていたキプロス船籍のLNGタン
カー2隻が、港湾労働者の間で不満が高まっていることから進路を変更した。

• 受入基地の労働組合ユニゾンは、ロシアのウクライナ侵攻に対する国際的な非難を受け、Isle of Grain LNG受入基地
を所有・運営するナショナル・グリッドに圧力をかけたという。

• イギリスが3月1日に、ロシアが所有、運営、管理、チャーター、登録、旗 艦を務める船舶のイギリス港湾への入港を禁止し
ているが、ロシアLNGの揚荷は禁止されていない。

• リトアニアは、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、クライペダターミナルでのロシアLNGの輸入を停止した。
• リトアニアは、ロシアのガスへの依存度を下げる戦略を持ち、トラブルで停止する前まではほとんどのLNGをノルウェー・

Hammerfest LNGから輸入していた。
• 2014年、FSRU・Independenceは操業を開始。2020年は、ノルウェーから0.75MT、ロシアから0.21MT、米国から

0.48MTを輸入。ロシアLNGへの依存度は15%。

• 3月に入り、LNG市場参加者はロシア原産のスポットLNGカーゴへのエクスポージャーを積極的に減らしている。
• ロシアLNGの貿易禁止令は出ていないものの、将来的な制裁の可能性から支払いルートが難しくなることを懸念。
• 金融制裁がさらに強化されたり、港湾がロシアの貨物や船舶の受け入れを拒否した場合、エンドユーザーが出荷の受け入れ

を拒否できるため、輸送中のリスクが非常に高くなる。

各社のロシア離れ（イギリス、リトアニア、ロシアLNG受け入れを拒否）
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（Platts、東京新聞、毎日新聞、日本経済新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

Eni、Enel
• 3月2日、イタリア・Eniは黒海のブルーストリームパイプラインの運営会社の株式50%を売却することを決

めた。ブルーストリームは2003年操業開始。黒海海底774kmをトルコを経由してロシアのガスを南欧に
輸出しており、輸送能力は16Bcm。

• 3月8日、イタリア・Enelは、イタリアのパイプラインガスへの依存度を下げるため、シチリア島のポルト・エンペ
ドクルでLNGターミナル（8Bcm）の工事を再開する予定。

Shell
• 2月28日、Shellは、Sakhalin 2原油・LNGプロジェクトなどロシア/Gazpromとの提携を解消し、ノルド

ストリーム2への関与も終了すると発表。関連する固定資産が30億ドル分あり、損失計上を予定している。
• 3月8日、ロシア事業から完全撤退すると発表。スポット原油の購入を停止、石油製品やガスなどあらゆる

資源のロシアからの調達を打ち切る。

BP
• 2月25日、イギリス・クワーデング民間企業・エネルギー・産業戦略相がBP CEOを呼び、ロシア事業につ

いて聴取。その後、2月27日、BPはロスネフチの19.75%の売却とロシア国内事業からの撤退を発表。
撤退にかかる費用は250億ドルを見込む。

各社のロシア離れ
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（Platts、東京新聞、毎日新聞、日本経済新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

Centrica
• 3月1日、イギリス・Centricaが、Gazpromを中心とするロシア企業とのガス供給契約から緊急に離脱す

ることを検討していると発表。
• 2012年、Gazprom Marketing & Tradingと、2.4Bcm/年の供給契約を締結。2015年に契約を

延長し、契約数量をイギリスのガス需要の5%に相当する4.16Bcm/年に引き上げた。その後の再延長
等、契約書条件は不明。

Equinor
• 2月28日、エクイノールはロシアの合弁事業からの撤退に着手すると発表。2021年末時点でのロシア事

業の資産12億ドルは損失として計上する。
• 2月27日、世界最大の運用総額（159兆円）を誇るノルウェー政府系ファンドは、ロシア向けの新規投

資を凍結し関連資産を売却する方針を明らかにした。

OMV
• 3月5日、オーストリア・OMVは、今後ロシアへの投資を追求しない決定を下した。また、ユジノ＝ルスコエ・

ガス田の25％近くを保有している株式からの撤退も検討しているとのこと。OMVは、Gazpromと2040年
までの長期契約を結び、ロシアのガスを輸入している。

各社のロシア離れ
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（日本経済新聞、毎日新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2月28日、EUエネルギー相会合後、シムソン欧州委員（エネルギー担当）は「ロシアがエネルギー貿易に影響を与えるよう
な報復措置を取る可能性を排除できない」と発言。

• 3月7日、ロシア・ノバクエネルギー相は国営テレビで、世界市場に壊滅的な結果をもたらすことは明らか、価格高騰は予測
不能になり、$300/bblになるだろう。ノルトストリーム2に対する制裁措置により、ロシアにはノルトストリーム1経由の流れを
停止する権利があると発言。

ロシア、報復措置の可能性
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（産経新聞、Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 3月9日、中国は米国がロシア原油などに禁輸措置を発動したことに対して、国際法に基づかない一方的な制裁に断固反
対する、と非難した。中露両国は良好なエネルギーの協力関係を一貫して維持しており、石油とガスに関する正常な貿易
協力の継続を表明した。

• なお、2019年、ロシアから中国へのPower of Siberia 1パイプライン（38Bcm/y）が始動。現在、モンゴル経由の
Power of Siberia 2パイプライン（50Bcm）の計画も進行中で、ロシアは中国のガス輸入量の10％を供給。今後、中
国は、オーストラリアや中央アジアからのガスへの依存度を下げ、よりバランスのとれた輸入構造を目指すため、ロシアからのパ
イプラインガス輸入を増やす可能性があるものの、2030年までにロシアパイプラインガス輸入を大幅に拡大することは難しいと
いわれている。

中国の対応
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ロシア依存上昇は既定路線、
エネルギー安全保障は何処へ？
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（各種資料によりJOGMEC作成）

• 地震発生の影響もあり、ここ10年来、オランダのガス生産量は大きく減少。
• 一方、それを補完するように、LNG受入量が増加。特に、2019年以降、米国を中心としたLNGプロジェクトの運転開始立

ち上がり受け一気に増加。
• アルジェリアパイプラインは、国内需要増加の影響で、今後、欧州向け輸出量が低下傾向。
• 2030年ごろまでは生産量が維持されるものの、それ以降、ノルウェーの生産量は大きく減退し、2040年には、現在の半分

まで減少することが明らかとなっている。
• その間も欧州のLNG受入量は漸増する見通し。
• ロシアパイプラインガスへの依存率は継続的に上昇を続け、2030年には4割、2040年には5割に達する見込みであること

は予測されていた。

強まる欧州のロシアガス依存、域内産ガス減少に加え脱炭素戦略
（石炭火力・原発廃止）が追い打ち
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強まる欧州のロシアガス依存、域内産ガス減少に加え脱炭素戦略
（石炭火力・原発廃止）が追い打ち

（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

ロシアPLガス輸入増加

ノルウェーPLガス輸入減少

LNG増加
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欧州脱炭素政策の迷走、エネルギー安全保障は何処へ？

（各種資料によりJOGMEC作成）

2019年 欧州グリーンディール（脱石炭・脱原発・脱ガス、上流投資削減）発表、
ロシアPLガスへの依存率上昇が決定的に

2020年 ロシア、欧州向けパイプラインガス輸出量削減（第1減量モード）、
NS2必要性アピール、マーケットシェア戦略からの脱却

2018年 ノルドストリーム2建設開始

2006年 ロシア、ウクライナへのガス送出停止

TEN-E（Trans-European Networks for Energy）規則制定、
ガスネットワーク等の整備によりエネルギー安全保障を整備

2022年 欧州向けパイプラインガス輸出量、第2減量モード突入か？、
長期契約の必要性も追加アピール？

2022年2月24日 ロシアウクライナ侵攻
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欧州緊急ガスセキュリティー対策
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（Whitehouseほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 1月28日、米欧は、「エネルギー安全保障に関する共同声明」を発表し西側の結束を求めた。

• 我々は、欧州のエネルギー安全保障と持続可能性、およびクリーンエネルギーへの世界的な移行を加速させることに共同で取り組んでいる。我々は
また、ウクライナのエネルギー安全保障を確保し、ウクライナのEUガス・電力市場への統合を進展させるという目的を共有する。

• EUと米国は、米EUエネルギー協議会において、エネルギー政策、脱炭素化、供給安定化について緊密に協力している。クリーンエネルギー、特に自
然エネルギー、エネルギー効率、技術を通じて、パリ協定の目標を達成するというEUと米国のコミットメントは、エネルギー安全保障と化石燃料への
依存の低減への道筋を提供するものである。欧州の安全保障に対する現在の課題は、化石燃料からクリーンエネルギーへの移行を加速させ、慎重
に管理するという我々のコミットメントを強調している。

• 過去10年間、EUはインフラを通じた供給の多様化と域内エネルギーネットワークの強化に投資し、EUのエネルギー市場の弾力性と柔軟性を高めて
きた。ECは、長期的な気候変動目標と2050年までに排出量ゼロを達成することと両立する方法で、透明で競争力のあるガス市場の中で、供給
の安定化のために加盟国との協力関係を強化する。

• この重要な10年間にそのプロセスが強化される一方で、我々は、エネルギー市場における供給の安定と価格の高騰という今日の課題を克服するた
めに、緊密に協力することを約束する。

• 我々は、供給の安全保障のための戦略的エネルギー協力を強化することにコミットし、EUとその近隣地域の市民と企業が信頼でき、かつ安価なエネ
ルギー供給を利用できるようにするために協力する。

• 米国とEUは、ロシアの更なるウクライナ侵攻に起因し得るものを含む供給ショックを回避するため、世界中の多様な供給源からの天然ガスのEUへの
継続的、十分かつ適時な供給に向けて共同で取り組んでいる。米国はすでにEUへの液化天然ガス（LNG）の最大供給国である。私たちは、世
界中の多様な供給源から欧州にさらに大量の天然ガスを供給するために、政府や市場関係者と協力している。短期的にはLNGによって供給の安
定性を高めつつ、ネット・ゼロ・エミッションへの移行を可能にしていく。ECは、EU域内のLNG基地の透明性と利用率の向上に努める。

• 我々は、EU加盟国との緊密な協力の下で、供給保証と緊急時対策のためのLNG供給について協力していくつもりである。我々はまた、供給確保
における貯蔵の役割について意見交換を行う。

• より広範には、我々は、世界のエネルギー市場の安定と十分な供給を確保するために、全ての主要なエネルギー生産国が我々に加わることを要請
する。この作業は既に始まっており、我々は、2月7日に開催される米欧エネルギー協議会において、これを進める。

エネルギー安全保障に関する米欧共同声明
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（Platts、日本経済新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2月22日、ガス輸出国フォーラム首脳会議後、カタール・アルカービエネルギー相は、欧州がカタールにLNG量の追加を要請
しており、欧州へのLNG供給拡大のために最大限の努力をしていると述べた。

• ヨーロッパのバイヤーが、追加量を求めてきた。欧州のバイヤーが追加数量の要請をしてきた。我々の数量の大半は、すでに
長期契約で結ばれている。

• 契約とコミットメントを守りながら、EUを支持し、我々の側から可能な限りの量を供給する用意がある。しかし、我々ができる
ことには限りがある。

• 今日、価格設定において起こっていることはすべて、根本的には投資不足が原因であり、それをキャッチアップするには時間が
かかるだろう。需給はうまくいけば修正されるが、時間がかかるだろう。

• 失われたロシアのガスをLNGで代替することはできない。LNGのほとんどは長期契約であり、供給先も決まっている。これだけ
の量を迅速に代替することは、ほとんど不可能だ。

• 我々は、ある顧客を優遇するために他の顧客の契約を破棄することはない。どの国との契約であっても、どんな状況であろうと
契約を守る。

• 逼迫した市場においては、ある地域から別の地域へ運ぶとしても、その市場のLNG不足と価格の高騰を招くことになる。
• カタールのLNG供給を長期契約で固定化するかどうかは、欧州の国々次第である。
• 転用可能な数量はポートフォリオの10～15％程度を占める。

欧州向けLNG融通、カタールへの要請
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（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• ECは、今回カタールにLNG融通を要請したが、2018年より、QatarEnergy（旧Qatar Petroleum）と欧州の輸入業
者との間の供給契約が、域内市場におけるLNGの再販を阻止または制限する可能性があり、EU独禁法規則に違反して
いるかどうか調査を継続している。

• 一方、カタールは、欧州に到着したLNGが国境内にとどまり、再輸出されないことを保証するようEUに求めているとされる。ガ
スやLNGの長期供給契約には、転売を防止するための仕向地条項が含まれていたが、近年、契約内容から排除される傾
向が強まってきている。

EC カタールの仕向け地条項を独禁法調査中
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ドイツの対応
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• ドイツはロシアのガスに大きく依存している。
• Gazpromは、2020年、ドイツで45.8Bcmのガスを販売したが、2021年は、これを10.5％増加させ、2021年の販売量

は50.6Bcmとなる。
• ドイツは、ガスの国内生産量が少なく、また需要が大きいため、多くのガスを輸入している。2021年のガス純輸入量は

83.7Bcmであり、つまり、2021年のドイツのガス輸入量の6割はロシアが占めていたことを意味する。
• ドイツは、年間55BcmのNord Streamパイプラインでロシアと直接つながっており、ベラルーシ、ポーランド、ウクライナを経

由してロシアのガスを輸入することもできる。また、ノルウェーやオランダからもかなりの量を輸入しており、他の近隣諸国とのつ
ながりもある。

• もし、ノルドストリーム2が運用開始となっていれば、ドイツは、大量のロシアパイプラインガスを輸入し、欧州随一のガスハブと
してプレゼンスを高めることができていたはずであった。

• なお、ドイツはすでにノルドストリーム2ガスパイプラインの認証プロセスを中断し、ロシアのガス輸入への依存度を下げるため、
国内に2つのLNG基地を建設する作業を加速することを決定し、国内のガス貯蔵所への充填に役立つLNG調達のための
資金を提供し、事業者に対するガス貯蔵量の最低目標導入を進めている。

ドイツのガス輸入、ロシアに依存、ハブ化構想も
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• 3月3日、ドイツ・ハーベック経済相はモスクワからの化石エネルギーの供給を止めるとドイツの「社会的平和」が損なわれるとし
て、ロシアの石油、ガス、石炭の輸入禁止に反対する考えを明らかにした。

• ドイツは現在、ガスの55％、石油の35％、石炭の50％をロシアから輸入していると述べ、ドイツが依然としてロシアのエネル
ギー輸入に大きく依存していることに「遺憾の意」を表明した。

• 3月7日、ドイツ・ショルツ首相は声明の中で、ロシアのウクライナ侵攻に対応するためのあらゆる国際的な努力を歓迎するが、
現時点ではロシアの供給に代わるものはないと述べた。

• 「ヨーロッパは意図的にロシアからのエネルギー供給を制裁の対象から外した。暖房用、移動用、電力供給用、産業用など、
欧州のエネルギー供給を確保する方法は今のところ他にない。」

• 「ヨーロッパでは、ロシアの石油とガスの輸入を全面的に禁止することを求める声が高まっているが、それは、さらなる価格高騰
と市場の混乱を招く懸念がある。」

• 「ドイツ政府は数カ月前から、EU内外のパートナーとともに、ロシアのエネルギーに代わるものを開発するために取り組んできた
が、それは一夜にして実現するものではく、したがって、ロシアとのエネルギー供給分野における企業の活動を継続することは、
我々の意識的な決定である。」

ドイツ、ロシアガス輸入継続
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• 2月27日、ドイツ・ショルツ首相はロシアのガス輸入への依存度を下げるため、ブルンスブッテルとヴィルヘルムスハーフェンに2つ
のLNG受入基地を迅速に建設することを決定した。また、これらのLNGターミナルは、将来的にグリーン水素も扱うことができ
ると付け加えた。

• なお、それ以前の2月初旬、ドイツ・ハベックエネルギー相は議会で、供給の多様化のため、LNGインフラを支持する発言を
繰り返し、シュターデとブルンスベッテルで計画されている2つのプロジェクトに対する支援を示唆していた。民間投資が十分で
ない場合、LNGターミナルに対する支援は、地域経済成長スキーム（GRW）、またはプロジェクトに小規模バンカリングが
含まれる場合は運輸省を通じたクリーン燃料支援スキーム（MKS）で可能であるという。

• 一方、LNG受入基地事業者にとっては、ドイツはEU最大のガス市場だが、ドイツが2045年のネットゼロ目標を新たに設定
したため、長期的には不確実であり、政治的支援が必要で、さらに、ドイツの受入基地は近隣のEU諸国と比較して競争力
がないため、経済的な枠組みを改善する必要があるとみられている。

• 今回、上記ショルツ首相の発言を受けて、3つのLNG受入基地プロジェクト合計（17MT/y）の検討・推進が復活した。

ドイツの対応（ドイツLNG受入基地計画）
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Brunsbuttel
• 2月28日、ドイツ・Gasunieは、ブルンスブッテルLNG受入基地をめぐるドイツ政府との協議が最終段階に入ったと発表。
• ブルンスブッテル・プロジェクトは、2021年11月にオランダ・Vopakがプロジェクトへの「積極的な参加」を終了することを決定したため、

頓挫していた。VopakはGasunie、ドイツ・Oiltankingとともに開発会社であるドイツLNGターミナル（GLT）の設立3社の1社で
あった。

• 最早2025年稼働開始。

Whilhelmshaven
• ショルツ首相の発言を受け、ドイツ・Uniperは、このプロジェクトに関して計画を再検討していると発表。
• 3月6日、ドイツ経済省は、ヴィルヘルムズハーフェンのFSRUは2年以内（2024年内）に実現可能と発表。
• 2020年10月、オープンシーズンを実施したが、不調に終わったため、LNG受入基地の計画を断念し、代替として水素輸入の検討

を開始していた。

Stade
• 2月24日、シュターデLNG受入基地の開発業者であるHEH（ハンザティック・エナジー・ハブ、Hanseatic Energy Hub）は、プロ

ジェクトの最短スタートは2026年末になると発表。
• HEHの株主は、Buss、Partners Group、ベルギー・Fluxys。Dowはこのプロジェクトに参加するオプションを持っている。
• 2022年第2四半期末にオープンシーズンを開催し、その後、FID、建設許可プロセスを進め、最早2026年末の操業開始が可能。
• シュターデLNG受入基地は、当初より、LNGの輸入に加え、バイオLNGや合成天然ガス（SNG）、隣接するダウの化学品工場の

余熱利用再ガス化などの計画を持っていた。

ドイツの対応（ドイツLNG受入基地計画）
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ドイツLNG受入基地建設計画

ドイツの対応（ドイツLNG受入基地計画）

基地名 形式 能力(MT/y) 参加者 備 考

Brunsbuttel 陸上 5.9 German LNG Terminal
(Gasunie、Oiltanking)

2021年11月、Vopakが積極的な参加を終了。2022年2
月末、ショルツ首相が建設決定と発言。最早2025年稼動開
始。

Whilhelmshaven FSRU 7.3 Uniper、MOL
2020年秋、基地利用容量入札不調。その後、水素輸入基
地計画として検討継続。2022年2月末、ショルツ首相が建設
決定と発言。最早2024年稼働開始。

Stade 陸上 3.7 Hanseatic Energy Hub
(Buss、Partners Group、Fluxys) 生産能力確定を2022年後半まで延期。

合計 － 16.9 － －
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ガス最低貯蔵目標の導入
• 2月末、ドイツ経済省は、ガス供給安定性向上のため、ガスの最低貯蔵量目標を導入する予定であることを明らかにした。
• 4月、新規則を確定させ、5月に発効予定。
• 新規則では、最低貯蔵量を、2月1日に40％、8月1日に65％、10月1日に80％、12月1日に90％のように定める。
• ガスパイプライン事業者が、包括的なインセンティブを受領して実施する。
• ドイツのガス貯蔵は自由化されており、当局がガスの貯蔵量に影響を与える方法はほとんどなかったが、発効後はGazprom

を含むEU域外の事業者はこれに従わなければならなくなる。

LNG調達資金の提供
• 3月2日、ドイツは、ガス取引ハブであるトレーディング・ハブ・ヨーロッパ（THE、Trading Hub Europe）に、LNG調達の

ための資金を提供。
• THEは、ガス貯蔵量を増加させるべくLNGを調達中。

ドイツの対応（最低ガス貯蔵目標の導入等）
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脱炭素の副作用
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IEA すでに上流投資は大幅に減少

• IEAは、2022年1月に発表したGas Market Report 1Q 
2022の中で、上流投資水準の低さは、中期的に上流の業績に
課題をもたらす可能性があると述べた。

• 天然ガスに向けられた上流投資は、過去10年の初めから減少傾
向にあり、コヴィッド19をきっかけとした需要・価格の崩壊により設
備予算が大幅に抑制された2020年に底を打った（1,000億米
ドル強の水準）。2021年は前年比10％増にとどまり、緩やかな
回復にとどまる見通しである。

• このレベルでは、ガス関連の上流投資は、IEA現行政策シナリオ
（STEPS）で毎年必要とされる投資の半分以下であり、2021-
2030年の期間に2050年までのネットゼロシナリオ（NZE）より
12%低い。現在の高ガス価格の環境は、生産者が短期的に上
流投資を増加させる強い動機となる。しかし、世界的な大流行や
エネルギー転換に関連する需要の不確実性、および（米国の生
産者の場合）資本規制の行使や（主要IOCの場合）化石燃
料からの多様化を求める投資家の圧力により、供給者の高値への
反応は鈍くなる可能性がある。

（IEAほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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GIIGNL緊急声明文「長期契約と投資促進が不可欠」

（GIIGNL、ガスエネルギー新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 3月3日、世界的にエネルギー安全保障への関心が高まる中、世界の
LNG取引の90％以上に関わる84社が加盟する国際団体GIIGNL
（International Group of Liquefied Natural Gas 
Importers）は声明文を発表。

• ロシアから欧州へのガス供給が減少・中断する可能性や、ここ数か月で
見られたエネルギー価格の変動幅拡大は、欧州経済の安定を脅かし、
他地域にも波及しかねない。

• 長期契約と投資のための適切な環境整備に向けた政策や規制の枠
組みがなければ、多くの国がエネルギー不足のリスクにさらされ、石炭の
消費増により温室効果ガスのネットゼロ目標の達成を危うくする。

• LNGの契約条件が柔軟化し市場の流動性が増すほど、エネルギー供
給の安定化と多様化に貢献できる。

• 今こそ、輸入業者、各国政府、生産者などすべての関係者が連携し
て、LNGへの新規投資を促進し、エネルギー安全保障、経済安定、
排出削減を可能とする時である。
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コロンビア大ボルドフ教授の金言（1/2）

（Foreign Affairs、Columbia University他、各種資料によりJOGMEC作成）

• コロンビア大学ジェイソン・ボードフ教授（コロンビア大学国際公共政策専門職教
授、米国国家安全保障会議スタッフの元シニアディレクター、バラク・オバマ大統
領の特別補佐官）が、Foreign Policy に発表した論文を以下に抜粋する。

• 欧州は通常、天然ガス使用量の3分の1以上をロシアに依存している。・・・たとえ
ロシアのガスが途絶えることなく流れ続けたとしても、欧州は今年、そして今後数年
間、エネルギー危機に直面することになる。

• 欧州の指導者たちは、欧州のエネルギー問題を嘆き、責任を追及している。しか
し、このようなエネルギー価格の高騰は、まさに欧州の指導者たちが望んでいたシ
ステムの結果であるという認識が、非難の中に紛れ込んでいる。価格高騰は、欧
州が10年かけて進めてきたガス市場改革がもたらしたものであり、バグではない。

• 原油を指標とした長期契約がガススポット価格より高い状態が続きました。そのた
め、欧州の買い手は、この硬直的で高価な長期契約の再交渉を求め、当時安
かったスポット価格に移行するようになった。

• 天然ガスの価格は、原油価格の上昇によって決まるのではなく、ガスの需給そのも
のによって決まるようになり、その結果、欧州の買い手にとっては価格が下がったの
である。

• しかし、市場原理は両刃の剣である。・・・長期的な平均値で見れば、LNG購入
者の価格は下がるかもしれないが、その代償として、予測不可能な高騰を伴うよ
り不安定な価格になってしまうのである。
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コロンビア大ボルドフ教授の金言（2/2）

（Foreign Affairs、Columbia University他、各種資料によりJOGMEC作成）

• 世界は今、エネルギー供給への過少投資による市場の逼迫と価格高騰のリスクにさらされている。・・・気候変動政策による石油・ガス使用の先
行き不安、過去の業績不振、化石燃料からの撤退圧力に直面し、エネルギー企業の石油・ガスの流れを維持するための投資は現在、過去最
低水準にある。・・・もし、現在の石油・ガスへの投資をクリーンエネルギーで補おうとするならば、代替エネルギーへの投資は現在の3倍必要であ
る。

• ガス火力発電所は、天候に左右される再生可能エネルギーのバックアップ設備としても重要性を増しており、そのギャップを埋めている。・・・また、
気候変動は異常気温や干ばつを引き起こし、水力発電の出力を低下させるため、ガスの使用量の季節変動を悪化させる可能性がある。

• 市場が逼迫しているときにロシアの施しに頼るのは、欧州のエネルギー安全保障にとって健全な戦略とは言えない。
• その答えは、・・・市場ベースの改革を元に戻すのではなく、変動を平準化し、内在するガス市場の不確実性に対処するための追加的な措置で

補完することである。
• 第一に、欧州政府は、貯蔵要件を強化するなどして、ガス貯蔵が供給安定性とシステムの柔軟性を提供するために当てにできるようにする必要

がある。・・・規制当局が民間企業に対して最低限必要な量の在庫を満たす義務を課す必要性はますます高まっている。
• 第二に、・・・需要を抑制する努力を倍増させるべきである。
• 第三に、欧州諸国は、新しいエネルギー源がその不足分を補うことができるようになるまで、他のエネルギー源を引退させることを避けるべきである。
• 第四に、欧州は、LNGだけでなく、バイオメタンや水素などの低炭素ガスの輸送・輸入インフラへの十分な投資を確保し、両方をサポートする必

要がある。
• 今日の欧州のエネルギー問題は、欧州ガス市場の自由化と市場価格への依存に向けた独自の改革が成功したことを反映している。しかし、そ

の成功は不完全なものであった。欧州の規制当局は、極端で不可避な市場の変動に対処するために必要な措置を同時に講じることに失敗し
たからである。この冬以上の経済的・地政学的混乱を避けるために、欧州の指導者たちは、成功したガス改革を補完し、今後数年間の価格変
動を緩和するために必要な手段を早急に導入しなければならない。
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G7臨時エネルギー大臣会合共同声明、欧州脱炭素政策のターニン
グポイントとなるか？

（METI、日本経済新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 3月10日、主要7カ国（G7）は臨時のエネルギー大臣会合をオンライン形
式で開催し、欧州で石油やガスのロシア依存度を下げるため、LNGや再生可
能エネルギーなどを活用してエネルギーの多様化を進めていくことを盛り込んだ
声明をまとめた。

• なかでも、注目すべき部分を下記に抜粋する。

• 「6. 我々は、石油・ガス生産国に対し、責任ある態度で行動し、特に生産量
が完全な稼働状況に満たない場合に国際市場への供給量を増やす能力を
検討することを求め、OPEC が果たすべき重要な役割に留意する。これは緊
張緩和の一助となるものであり、この目的のために既になされた発表に感謝の
意を表する。我々は、国際エネルギー機関（IEA）加盟国が既に6,170 万
バレルの石油を市場に放出したことを歓迎し、状況に応じて追加の行動をとる
用意がある。我々は、特に欧州市場へのパイプライン・ガスの潜在的な供給の
途絶を緩和するために、液化天然ガス（LNG）の供給の増加が果たすことの
できる重要な役割を強調する。我々は、液化天然ガス（LNG）が果たして
いる役割を認識し、現在の危機のためにこの分野への投資が必要であることを
認める。我々は、全ての国・地域に対し、我々の共通の気候目標に合致した
行動をとることを要請する。」
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合理的判断に基づき事業継続を

（Platts、IMFほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• ロシアの暴挙に、多くの国々が制裁に参加し、様々な企業がロシア離れを加速している。一方、ロシアは資源大国であり、多くのガ
ス・LNGを世界に供給している。日本も上流投資、LNG輸入など関りを持つ。

• 今回の事象により、世界はエネルギーセキュリティーの重要性を改めて認識した。
• ロシア関連の上流権益やLNG取引から軽々に撤退すれば、その空白にいわゆる非西側諸国が参入し、漁夫の利を得る可能性が

ある。また、そうなれば、将来、当該プロジェクトのコントロールがより難しくなる局面が再来することも予測される。

• 経済制裁の目的は、貿易を制限すること等経済的な手段により、相手に相当のダメージを与え、問題の修正を迫ることにある。ブー
メラン効果ばかりが大きく、自らがより大きなダメージを被ることになっては元も子もない。事業撤退は両刃の剣であり、特に資源小国
日本にとっては相手に与えるダメージ以上の不利益を被ることになる。

• 平和は向こうから歩いては来ない。
• エネルギーについても同様、これまでの先人の不断の努力がなければ、日々の生活において意識する必要さえないほど安定したエネ

ルギーの供給は達成されなかったであろう。ドイツの例を見るまでもなく、安易な撤退は、安定した日常生活が基礎から瓦解すること
を意味するのである。

• 資源小国日本は、引き続き自主権益比率を高める努力を続けるとともに、今後は、ロシアへの依存を低下させる新たなプロジェクト
の立ち上げが急務となろう。あわせて、万が一の事態に対する保障が整った、規律ある自由エネルギー市場の構築を目指していくべ
きであろう。

• 情勢を冷静に見極め、合理的、かつ、脱炭素を含めた現実的なエネルギーの将来を見据えた判断がいまこそ必要とされているので
はなかろうか。
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