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　ロシア、イラン、カタールに次いで世界第4位の天然ガス確認埋蔵量を誇るトルクメニスタンにとって、
国家財政の屋台骨である天然ガス資源を海外へ輸出し、外貨を獲得することは最重要課題である（アジ
ア開発銀行等の統計によると、トルクメニスタンの2019年の天然ガス輸出額は輸出額全体の8割を占
める）。しかし、2009年に完成した中国向けガスパイプライン以降は、新たなガスパイプラインの建設
はほとんど進んでいない。
　特に欧米で気候変動問題への対策が進むなか、トルクメニスタンは天然ガス資源のマネタイズを急が
ねばならないが、資源そのものの開発に加えて内陸国であるが故に必要となるインフラ（パイプライン）
整備も高額の投資が求められ、償却にも長期間を要するという足枷、いわゆる座礁資産化のリスクも負
うことにもなる。
　本稿では、トルクメニスタンでのガス田開発が今後も順調に推移するのか、上流開発と輸出戦略の現
状を俯瞰し、どのような課題を抱えているのか考察する。

はじめに

トルクメニスタンの天然ガス輸出
戦略～上流事業とガス輸出状況～

1. 世界第4位のガス埋蔵量の急激な増加とその背景

　2006年、それまで世界で上位10位にも入っていなかっ
たトルクメニスタンのガス埋蔵量を現在の第4位（BP統
計）に押し上げる巨大ガス田・ガルクィヌィシュ

（Galkynysh）が発見された。この発見により、トルクメ
ニスタンは既存の天然ガス確認埋蔵量を実に6倍も増加
したことになり、当時、石油ガス業界はもちろん、欧州
の各国政府や電力・ガス会社からも「新たなガス供給源」
として注目された。一方で、トルクメニスタン政府が伝
統的に閉鎖的で透明性も低いことから、このニュースが

「果たして本当なのか」という疑惑の目で見る向きもあっ
た。
　事の始まりは大統領の交代による政策の変更と2006
年11月にトルクメニスタン南東部のムルガブ堆積盆地
で新たに発見された南ヨロテン・ガス田に関する評価で
ある。2007年3月にはその南東でオスマン・ガス田も
発見され、両ガス田を後にトルクメン語で「復興」を意味
するガルクィヌィシュに改称している。これまでニヤゾ
フ政権下では対外的には公開されていなかったガス田

データについて、後継のベルディムハメドフ大統領は
2008年、埋蔵量の透明性が重要であるとの認識を表明し、
英 国 の コ ン サ ル タ ン ト 会 社 Gaffney, Cline and 
Associates 社（以下、GCA）に、トルクメニスタンにお
ける石油・ガス地質ポテンシャル調査を委託した。
　その評価の結果、GCAは南ヨロテンおよびオスマン・
ガス田の原始埋蔵量を140～500兆立方フィート（TCF）、
仮に回収率50%とすれば可採埋蔵量は105TCFと発表
した。これは2008年のBP統計が発表した埋蔵量と符
合するが、その発表の直後から「果たして十分な地質デー
タが提供されたのか」 「本当にデータが存在するのか」 

「トルクメニスタン政府に頼まれたのではないか」という
類の水増し疑惑報道もなされた。しかし、そのような報
道を払拭するべく ｢南ヨロテン、オスマンそしてヤシュ
ラル～ 1年後、更にその将来は?｣ と題して、GCAは追
加の評価結果を公開し、トルクメニスタン政府より受領
した地質データは適切なものであったこと、結果につい
てはGCAが独自に算出したものであること、結果とし
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て2008年10月に算定した評価には変更はないことを強
調した。さらに2011年にGCAは、ガルクィヌィシュ・
ガス田の原始埋蔵量の上限を742TCFへ上方修正し、
イラン・カタール国境にまたがるサウスパース・ガス田
に次いで世界第2位の規模であるという評価も出してい
る。
　図1にBP統計による2005年からの現在までのトル
クメニスタンの確認埋蔵量の変遷を示す。BP統計では
2013年に旧ソ連諸国の埋蔵量の大幅見直し（理由は不明
だが、技術的な採取可能量から経済的な採取可能な量へ

の変更といわれている）があり、その結果、トルクメニ
スタンのガス確認埋蔵量は一気に28％減少したが、そ
れでもイラン、ロシア、カタールに次ぐ世界第4位の座
に留まった。その後、2017年に埋蔵量解釈・再評価を
踏まえて若干の上方修正があったが、2021年に発行さ
れた最新のBP統計（2020年）では、再び、確認埋蔵量
が688TCFから480TCFと30％も下方修正された。こ
の背景は明らかにされていない。BP統計はこのトルク
メニスタンの例に限らず、過去に見直しや基準変更を
行っており、2020年のトルクメニスタンの急激な埋蔵

量減少は統計作成上のエラー
の可能性を指摘する声もあ
る。
　なお、上記の確認埋蔵量の
推 移 は 各 年 の BP統 計 を ト
レースしていくと気付くが、
直近の2021年版統計だけを
見ると、ロシアが過去10年
以上常に世界第1位であり、
トルクメニスタンは2009年
に世界第4位に浮上した後、
直近まで4位を維持している
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図1 トルクメニスタンの天然ガス確認埋蔵量の推移 /BP 統計による見直し

出所：BP 統計（2006 年から 2021 年）より JOGMEC 作成

図2 トルクメニスタンの天然ガス確認埋蔵量世界ランキング推移

出所：BP 統計 2021 年より JOGMEC 作成
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　トルクメニスタンの東部ほぼ全域には、ジュラ系から
現世までの地層からなるアムダリア堆積盆地が発達す
る。また西部のカスピ海に面した所では、新生代の地層
からなる南カスピ堆積盆地が発達し、これはアゼルバイ
ジャンの油田地帯まで広がって、特にチェレケン半島と
アゼルバイジャンのアプシェロン半島を結ぶ地形高所は

「アプシェロン隆起帯」と呼ばれる。ただし、トルクメニ
スタン側ではカスピ海の海洋も含めて油田の規模は小さ
くなる。いずれも原則的に、主要なガス田は国営トルク
メンガス（Turkmengaz）、油田は国営石油会社トルクメ
ンネビット（Turkmennebit）の保有するもので、大規模
なガス田は主にアムダリア堆積盆地内で成立している。

（1）外資参入状況

　トルクメニスタンにおける石油・天然ガス開発上流分
野への外資の参入形式は、生産物分与契約（PSA）＊1 が
基本となるが、その他にリスク・サービス契約形式（以下、
サービス契約）＊2 等も存在する。2000年半ば以降、新
規のPSAは稀になっている（2.（5）で後述）。最大の天
然ガス田であるガルクィヌィシュ・ガス田の開発はサー

ビス契約に基づき行われ、国営トルクメンガスが権益保
有者である。ロシアのタトネフチが参入するGoturdepe

（ゴトルデペ）プロジェクトは石油案件で、これもサービ
ス契約方式である。
　PSAはソ連解体後これまでに9件が結ばれ、その内3
件が陸上、6件が海上プロジェクトであった。現在継続
しているのは、Bagtyyarlyk（バクチヤールィク）、Nebit 
Dag（ネビッダーグ）、Khazar（ハザール）の陸上プロジェ
クト3件と、BlockⅠ、BlockⅡ（チェレケン）の海上プロ
ジェクト2件の計5件となっている（BlockⅢを含めれば
6件となる）。
　次に、外資が参入している各プロジェクトを概観する。

①ガルクィヌィシュ（Galkynysh）
　2006年に発見され、前述のとおりトルクメニスタン
の天然ガス埋蔵量を世界4位に押し上げることとなった
ガルクィヌィシュ・ガス田はトルクメニスタン南東部に
位置し、当初南ヨロテンとオスマンと呼ばれた2つのガ
ス田を統合したもので、開発対象の鉱区面積は4,000㎢
に及ぶ。トルクメンガスが全権益を保有しているが、第

2. トルクメニスタンの上流開発
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出所：各種資料から JOGMEC 作成
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1フェーズでは2009年に中国のCNPC子会社Chuanqing 
Drilling Engineering、UAEのGulf Oil & Gas、Petrofac 
International、韓国のコンソーシアム（LG International
とHyundai Engineering）によるサービス契約を締結、
年間300億㎥のガス生産が2013年に開始された。2013
年には更にCNPCと第2フェーズの開発のためのサービ
ス契約を締結し、2015年には第3フェーズの開発に関
して複数の日本企業も参入するコンソーシアムがプラン
ト建設契約を締結したが、その後さまざまな問題から成
立には至っていない。

②ゴトルデペ（Goturdepe）
　ゴトルデペはカスピ海に近いトルクメニスタン西部の
油田。国営石油会社トルクメンネビットとロシアのタト
ネフチが2010年にサービス契約を結び、タイトオイル
の生産を行っている。当初の契約期限は2020年までだっ
たが、2028年まで延長された。タトネフチが石油回収
率の向上対策を行って、それによって追加的に生産され
た石油からの利益をタトネフチが享受する契約となって
いる。

③バクチヤールィク（Bagtyyarlyk）
　トルクメニスタン東北部、アムダリア川右岸ウズベキ
スタン国境沿いの面積1万3,000㎢に及ぶ広大なバクチ
ヤールィク鉱区は、CNPCが2007年にガルクィヌィシュ
のようなサービス契約ではなく、PSAを締結し自らが
オペレーターとなって開発を行っている。鉱区内に複数
のガス田が点在し、ガス埋蔵量は合計約1.3兆㎥（46TCF）
とされる。PSA締結からわずか2年後の2009年には生
産を開始し、2017年には年間130億～ 140億㎥の生産
プラトーに到達した。CNPCによる鉱区内の追加探鉱と
追加のガス処理施設、輸送施設建設が並行して行われて
いて、今後の追加開発によりプラトーが引き上げられる
可能性がある。

④ネビッダーク（Nebit Dag）
　ネビッダーグ鉱区はチェレケン半島の東部に位置す
る。欧米系企業コンソーシアムによるPSA締結は1996
年（期限は2032年）に遡るが、2000年に米国ExxonMobil
と 英 国 Monumentが 撤 退 し、 英 国 独 立 系 石 油 会 社
Burren Energyが単独オペレーターとなった。2008年
にはイタリアのEniがBurren Energyを買収し、Eniは
ネビッダーグの権益100％の内10％をトルクメンネビッ
トに譲渡した。Eniによると2020年実績で生産量は石
油40万トン（日量約8,000バレル）、ガス6,000万㎥である。

主要油田のBurun油ガス田の原始埋蔵量は石油5,000万
トン（約3.7億バレル）、ガス300億㎥（1.1TCF）と試算
される。

⑤ハザール（Khazar）
　カスピ海沿岸陸上ハザール鉱区の探鉱・開発に関する
PSAは2000年に締結され、トルクメンネビットとオー
ストリア企業Mitro Internationalのコンソーシアムが操
業している。オペレーターはトルクメンネビットだが、
Mitro Internationalが必要資金を全額負担し、設備・技
術を提供。石油生産量は年間30万トン（日量約6,000バ
レル）程度で、バクーやノヴォロシースクを経由して輸
出されている。

⑥BlockⅠ
　カスピ海沖のBlockⅠはトルクメニスタンで最初の外
資PSAプロジェクトである。マレーシア国営石油・天
然ガス会社ペトロナスの子会社ペトロナス・チャリガリ
が1996年にPSAを締結。現行契約の期限は2028年ま
でだが、2038年まで延長することが検討されている。
埋蔵量は石油2億トン（約15億バレル）、コンデンセー
ト3億トン（約22億バレル）、天然ガス1兆㎥（35TCF）
と発表されており、石油生産は2006年、ガス生産は
2011年に開始。年間生産量は石油90万トン（日量約1
万8,000バレル）、ガス45億㎥となっている。石油はタ
ンカーでバクーに輸送され、BTCパイプラインで輸出
される一方、ガスはトルクメンガスが買い取って国内の
ガス化学企業が消費している。

⑦BlockⅡ
　BlockⅠ の 東 に 隣 接 し、UAEの 政 府 系 石 油 会 社
Dragon Oilが操業するBlockⅡ（チェレケンプロジェク
トとも呼ばれる）は、外資によるプロジェクトとしては
トルクメニスタンで最大の生産量を誇る。元は1993年
にトルクメンネビットとオランダ企業が開発に着手した
が、Dragon Oilが 1997 年にオランダ企業を買収し、
1999年に新しいPSAが締結された。コンデンセートを
含む石油埋蔵量は9,200万トン（約6億7,000万バレル）、
ガス埋蔵量は420億㎥（1.5TCF）とされ、石油の年間生
産量は400万トン（日量約8万バレル）を超える水準だが、
2025年までに500万トン（同10万バレル）に拡大するこ
とが計画されている。

⑧BlockⅢ（ドストルク）
　BlockⅠの更に西、アプシェロン隆起帯の中央に位置
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するBlockⅢもPSAプロジェクトだが、トルクメニスタ
ンとアゼルバイジャンの係争地であったため活動が中断
してきた。トルクメニスタンでは「セルダール」、アゼル
バイジャンでは「キャパーズ」と呼ばれた油ガス田が発見
されており、カナダ系のBuried Hill Energyがトルクメ
ニスタン側で2007年にPSAを締結して探鉱を実施して
いたものの、アゼルバイジャンの反発と妨害を受けて活
動を中断。その後、2021年1月に突然トルクメニスタ
ンとアゼルバイジャンが共同開発を行うことに合意し、
名称も「ドストルク（友情）」と改められた。Buried Hill 
EnergyのPSAが現在も有効なのかどうか不明で、新た
にロシアのルクオイルが参画に対して強い希望を表明し
ている。本格的な探鉱はまだ行われていないが、アゼル
バイジャンの巨大油田ACGとトルクメニスタンの上記
生産鉱区であるBlockⅠの間にあるため、地質的に有望
視されており、また両国間にあった帰属問題に区切りを
つけたことからも、今後の展開が注目される（4. （2）を
参照）。

（2）外資誘致に関する政府の動き

　ソ連解体直後の1990年代初頭、トルクメニスタン指
導部は自国の石油天然ガスプロジェクトに外資を引き込
むことに躍起になった。当時はShell、BP、Chevron、
Mobil、Conocoといった主要な欧米メジャーが政府と交
渉を行っており、対岸のアゼルバイジャンではBPが
ACG油田開発に参入する等カスピ海上での活動が活発
化していたため、トルクメニスタンも海上鉱区の開放を
試みた。2000年には、トルクメニスタン領カスピ海に
30余りの鉱区を設定し、PSAに基づいて2010年まで探
鉱・生産ライセンスを付与することが発表された。しか
しながら、最も有望視されたアプシェロン隆起帯上の鉱
区（BlockⅠ、Ⅱ）はすでにペトロナス、Dragon Oilが参入・
探鉱中で、BlockⅢについてはアゼルバイジャンとの係
争地であったため、トルクメニスタンが期待したような
多くの外資の参入は実現しなかった。Block 29 ～ 31に
ついては2003年にロシア企業コンソーシアムが探鉱を
行ったが、一部がイランとの係争地であったためイラン
から反発を受け、活動を停止している。
　陸上においては、先に紹介したバクチヤールィク、ネ
ビッダーグ、ハザールの3件に外資が参入してきた。他方、
2006年のガルクィヌィシュ・ガス田の発見以降、トル
クメニスタン政府は外資誘致よりもガルクィヌィシュの
開発を優先してきたと考えられている。これまで
Chevron、ExxonMobil、BP、Shell、Total等、名だた
るメジャー企業がガルクィヌィシュの開発に関心を示し

てきたが、政府は権益を外資に渡さず、外資の関与を
「サービス契約」に留める方針を堅持している。この決断
の背景には、中国CNPCが生産された天然ガスの直接の
引き取りを確約し、ガルクィヌィシュ・ガス田開発と中
国向けパイプライン建設に要する多額の資金提供（融資）
を提案し、ガス田の上流権益を要求しなかったという要
因が大きく影響を与えていると推察される。この結果、
欧米メジャー企業はトルクメニスタンから手を引くこと
となった。そして、Burren Energyの買収によってネビッ
ダーグの権益を引き継いだEniだけが残っているだけと
なっている。
　大ガス田ガルクィヌィシュを開発できれば、トルクメ
ニスタンのガス生産は長期的に安定する。また、トルク
メニスタンにはまだ新たな天然ガス資源が賦存する可能
性のある地質的ポテンシャルも存在するが、トルクメニ
スタン政府は他の上流事業開発で生産能力を拡大するよ
り、将来的な輸出手段の確保およびその拡張とガス資源
の多様な活用方法（ポリエチレン、ポリプロピレン等化
学製品生産、GTG（Gas-to-gasoline）、GTL（Gas-to-liquid）
技術等）の模索に強い関心を向けている。ただし、石油（コ
ンデンセート）については余剰の精製能力があり、国内
への石油製品供給量を増やすためにも、新規油田の探鉱・
開発は積極的に進める意欲があると見られている。

（3）日本企業の参加

　日本にとって、トルクメニスタンが内陸国であること、
輸出ルートが限定されることを考えると、同国産天然ガ
スの日本への輸入は現実的ではなく、これまで日本企業
は上流事業での権益獲得には至っていない。他方、資源
国がその原料輸出から脱却し、付加価値製品を生み出す
ガス化学プラントの輸出分野では、日本企業との間で
90年代からいくつかの進展が見られてきた。1994年に
は両国の経済協力委員会が設立され、天然ガス生産と化
学プロジェクトが主要協力分野となった。98年には日揮、
伊藤忠商事、日商岩井、丸紅からなる4社のコンソーシ
アムが、トルクメンバシでのポリプロピレン製造プラン
ト建設に合意し、2001年に稼働を開始した。2013年に
はトルクメニスタン西部でポリエチレンおよびポリプロ
ピレンを生産する大規模ガス化学プラント建設プロジェ
クトに東洋エンジニアリング、韓国のLGおよび現代か
ら成るコンソーシアムが携わり、2018年に稼働している。
また、2014年には川崎重工業、双日とトルコのルネッ
サンスが首都アシガバート近郊に世界最大のGTG（Gas 
to Gasoline）プラントを建設し、2019年に生産を開始し
ている。一方で、日本の首相が初めてトルクメニスタン
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を訪問した2015年の安倍首相による中央アジア外遊で、
最大案件として合意に至った巨大ガス田・ガルクィヌィ
シュ第3フェーズのガス処理プラント等の建設について
はその後続報がなく、さまざまな課題から成立には至っ
ていない模様である。

（4）石油・天然ガス関連の政府機関

　トルクメニスタンでは2016年に石油・天然ガス分野
の政府機関組織に対し大改編が行われた。ベルディムハ
メドフ大統領は石油ガス省と炭化水素資源管理利用庁を
解体したのである。また、エネルギー政策の重要ポスト
を担当し副首相でもあったホジャムハメドフ氏が2015
年に解任され、2016年に汚職の罪で訴追された。現在
はアブドラフマノフ副首相が石油・天然ガス分野担当を
務め、首相職は大統領が兼任している。かつての石油ガ
ス省、炭化水素資源管理利用庁の機能のうち、事務的な
機能は内閣府の石油ガス局に移管され、その他の全ての
機能は既存の2つの国営会社、つまりトルクメンガスと
トルクメンネビットに分割された。最終最高決定権者で
ある大統領の事実上直下に国営会社が並んでいるという
構造になっている。
　トルクメンガスは天然ガスプロジェクトの他に、石油・
天然ガスパイプラインプロジェクトも所管する。一方の
トルクメンネビットは石油プロジェクトと、カスピ海上
の全プロジェクトを所管する。石油・天然ガスの開発・
生産・輸送以外の政府機関（国営会社）としては、探鉱専

門のトルクメンゲオロギヤ（Turkmengeologiya）、製油・
石油化学専門のTCOR（Turkmenbashi Complex of Oil 
Refineries）、化学製品専門の国営コンツェルントルクメ
ンヒミヤ（Turkmenhimiya）がある。
　トルクメンガスは2017年に、石油・天然ガスの生産・
輸送施設建設専門の国営会社だったトルクメンネフチガ
ズストロイ（Turkmenneftegazstroy）を吸収している。
天然ガスの生産・利用を国の優先事項と位置付けるトル
クメニスタンにおいて、これら国営会社は重要な政府機
関であり、所掌範囲が広いトルクメンガスはトルクメン
ネビットに優越し、エネルギー政策の中心的な執行機関
となっている。
　なお、全ての国営会社は100％政府管理下に置かれて
いる。現地報道では一部の民営化を政府内で検討中との
情報があるが、民営化が実現するとしても末端部分に限
定され、国家の基幹産業である石油・天然ガス分野で民
営化が行われることは考えにくい。
　また、国営会社は政策の執行機関として、渉外、執行、
報告、立案を行うが、政策決定権は全て大統領に集中す
る。外資による国内事業への関与、参加の是非も大統領
が最終的に決定することになる。
　この記事を執筆中に、現大統領（グルバングルィ・ベ
ルディムハメドフ氏）が急遽退任を表明し2022年3月に
臨時大統領選挙を実施するとの発表がなされた。間もな
く新大統領が誕生することになる。ただし有力候補は現
大統領の息子セルダル・ベルディムハメドフ氏であり、

図4 石油天然ガス関連政府機関

出所：各種資料から JOGMEC 作成
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事実上世襲となる。今後トルクメニスタンの第2代、第
3代大統領はベルディムハメドフ大統領父・子と区別し
て呼ぶのが適切になるかもしれないが、代替わりによっ
て政策に大きな変更が加わることは期待できないという
のが一般的な見立てである。

（5）外資参入時の障壁とチャンス

　トルクメニスタンの炭化水素資源法では、石油天然ガ
ス開発に当たり、次の契約タイプが認められている。す
なわち、PSA、サービス契約、コンセッション契約＊3

である。トルクメニスタンは2012年頃まで、PSAが外
資企業にとって最も魅力的な形態と位置付けて、同契約
に基づいた外資誘致を行っていた。ところが、事業者の
投下資金をコストとして優先的に回収するPSAの仕組
み上、そのコストの積み上げ方法で当局と外資が対立す
る場合があることや、PSAの規定により当局側つまり
トルクメンガスの財務状況を含む詳細な報告を要求され
ることに政府側の抵抗があったことから、PSAは次第
に忌避されるようになり、ガルクィヌィシュの開発に当
たってはPSAは採用されなかった。以降、法令では認
められているものの、運用上はPSAやコンセッション
契約は近年結ばれていない。現在、トルクメニスタン政
府が優先しているのは、政府が意思決定を主導でき、コ
ントラクターへの支払いを抑えて利益を極大化できる
サービス契約である。ただし、新規の探鉱、特に海上の
探鉱に外資が参入を検討する場合は、探鉱活動を主導す
るオペレーターは多大な探鉱リスクを負わねばならず、
洋上油ガス田開発にかかわる操業能力を有することを前
提としてPSAが認められる可能性があると考えられて
いる。
　契約形態の他に、外資が参入を検討する際に注目され
ると考えられる点を、次に列挙する。

＜マイナス面、制限、障壁＞
• 官僚主義で煩雑な政府手続き
• 汚職、事業を遂行する上での透明性の欠如
• 大統領の判断に左右される不安定性
•  大統領との人間関係が投資家への扱いや事業の許認可

等にも大きく影響すること
• 独裁体制国家で事業を実施することに対する評判リスク
• 中国の影響力の大きさ
•  上流投資では、有望なアプシェロン隆起帯がすでに開

発進行中で、他のカスピ海上鉱区のうち南部はイラン
との係争エリアに位置している可能性があり、魅力あ
る新規プロジェクトの選択肢が狭いこと

•  トルクメニスタン政府がガルクィヌィシュ開発に最大
の関心を寄せ、その他の規模の小さいガス案件に対す
る推進意欲が弱いこと

•  産出される天然ガスは二酸化炭素、硫化水素含有率が
高く、脱硫施設等の設置の他、耐腐食性鋼管の使用が
必要となり、生産コストが割高になりやすいこと

•  内陸国であり、生産物の輸出手段が限られ、巨額投資
により輸出手段を自ら整える必要が生じうること

＜プラス面、ビジネスチャンス＞
•  ガス処理、ガス化学分野で高度な技術力を有する企業

は歓迎、優遇されやすい
•  石油分野は、処理施設容量が余剰にあるため原油・コ

ンデンセート開発は期待されている
•  欧米メジャーが存在しないため、中国系以外のメ

ジャー企業との競合は今のところない
•  トルクメニスタン指導部の関心は歴史的に西側よりも

東側・アジアに向いている
•  外資参入プロジェクトの成功は大統領の功績になるた

め、大統領の誘致意識は高い
•  全ての主要な問題解決は大統領に一極集中しているた

め、大統領と良好な関係を醸成できれば事業が比較的
推進しやすい

（6）気候変動対策関連

　あまり公開情報がなく言及できることは限られるが、
気候変動、脱炭素関連の動きにも少し触れておきたい。
　トルクメニスタンは国連気候変動枠組条約を1995年
に、パリ協定を2016年に批准し、また、大気汚染法、
オゾン層保護法、再生可能エネルギー法といったさまざ
まな法律の制定も行っている。2012年に最初に策定さ
れた「気候変動に関する国家戦略」がトルクメニスタンの
気候変動対策に関する基本文書となっており、その他に
温室効果ガス（GHG）排出量の削減、省エネ、GDP当た
りの二酸化炭素排出量削減等に関する文書が作成されて
いることからも、天然ガス大国であるトルクメニスタン
は気候変動に相応の対応を行っているかのように見える
かもしれない。しかし肝心なことに、これら文書では具
体的な数値目標が掲げられておらず、いつまでにいくら
減らすまたは増やすのかが明確になっていない。
　トルクメニスタンのGHG排出量については「国家戦
略」の中でも過去20年余り増加の一途であり、2017年
のGHG排出量は2000年比で2倍以上になっているとさ
れる。また、GHGの8割以上がエネルギー分野で排出さ
れており、その約半分が石油・天然ガスの生産・輸送時
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　2006年4月、ニヤゾフ前大統領が北京を訪問し、胡
錦濤国家主席との間でトルクメニスタンから中国まで
1,818kmの天然ガスパイプラインを建設し、年間300億
㎥の天然ガスを供給するというフレームワークアグリー
メントを締結した。さらに現大統領下の2007年7月に

は中国CNPCがバクチヤールィク鉱区におけるPSAを
締結し、ガス田開発を進めるとともに、トルクメンガス
との間で天然ガス売買契約も締結した。陸上油ガス田の
開発は現行地下資源法では運用上、外資を排除してきた
ことからも、東部陸上生産鉱区へCNPCの参画を認めた

3. 中国の台頭

に発生していると見られる＊4。GHG排出量の監視、制
御の制度設定、パイプラインからのGHG漏洩の観測・
防止システム導入、必要な政府当局の設置といった行動
目標はあるので、全く動きがないとはいえないが、実態
がどうなっているか筆者は把握できていない。
　再生可能エネルギーに関して、現状はほとんど利用が
なく、電力はガス発電にほぼ100 ％依存している。20
世紀初頭に建設された非常に長い歴史のあるヒンドゥ・
クシ水力発電所が今も稼働中だが発電量は1.2MWとわ
ずかで、それ以外にもごく小規模な太陽光発電所がある
に過ぎない。ただし、トルクメニスタンは年間を通じて
晴天が多く、またカスピ海沿岸地域は風が強いことから、
太陽光、風力発電のポテンシャルがあり、東部のアルティ

ンアスル（Altyn Asyr）湖近辺では10MWの太陽光風力
発電所の建設計画が進行中である。
　加えて最近は、豊富な炭化水素資源から水素生産を行
う計画も発表されている。2021年10月には、トルクメ
ンバシ製油所を操業するTCORが水素生産施設の建設
に関する入札を実施した他、2022年1月末には、2022-
23年の2年間の水素エネルギー開発における国際協力に
関するロードマップが策定され、大統領に承認された。
ロードマップでは、高度な能力を有する専門家と最新技
術を用いたオペレーションにより、水素エネルギーの輸
出産業をトルクメニスタンに創設することが目標の一つ
として掲げられている。

図5 トルクメニスタンの天然ガス輸出先の推移

出所：BP 統計、英国外交政策センター、オックスフォードエネルギー研究所、ガスプロム統計から作成

10億㎥
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ことは、極めて異例だった。
　外資にとって有利でリスクの少ない陸上でのPSAを
トルクメニスタン政府が中国に対して認めた背景には、
中国の潤沢なガス田開発の経験、パイプライン建設資金
および技術提供という条件があったのは確かだろう。
2006年のニヤゾフ前大統領の訪中から始まった対中関
係構築によって成立した取引のベースは、中国による巨
額の資金提供と上流・中流開発費用に対し、トルクメニ
スタンはガスで対価を支払うという「融資買ガススキー
ム」となっていると考えられる。これにより、トルクメ
ニスタンは中国という新たなガスの販路を開拓すること
で、これまでガス輸出先として依存してきたロシアや、
価格・未払い問題を抱えるイランに対して、別の交渉カー
ドを獲得したことにもなった。
　さらに中国政府は通過国となるウズベキスタン政府

（国営石油会社ウズベクネフチェガス）およびカザフスタ
ン政府（国営石油会社カズムナイガス）ともパイプライン
の建設・操業に関する基本協定を締結した。こうして、
2006年のニヤゾフ大統領訪中時のパイプライン建設計
画合意からわずか3年半、2009年12月にパイプライン
は完成し稼働を開始した。さらに中国はガルクィヌィ
シュ・ガス田を供給源とし、ウズベキスタン～タジキス
タン～キルギスタンを通過するラインD建設の計画もあ
る（しかし、遅延している）。これは、中国とトルクメニ
スタンの間に位置する全ての中央アジア諸国が天然ガス
通過国として中国からのタリフ収入を得ることを意味す
る。その背景には、これらの国を経済的にも取り込み、
天然ガス供給ルートの確保と多角化を一挙に進め、最終
的にロシアからの天然ガス輸入条件に対抗するカードを
獲得するという中国の戦略も読み取ることができる。
　次に、トルクメニスタンへの中国の進出を、それ以前
の輸出相手国の推移からまとめる。

（1）輸出相手国の変遷

　ロシアはトルクメニスタンから25年間にわたって天
然ガスを輸入する契約を2003年に締結した。この契約
に沿って、ロシアのトルクメニスタン産ガス輸入量は
2008年には年間430億㎥まで増大していたが、2009年
に一気に120億㎥まで減少した。これは欧州市場でガス
価格が低下したのに対しトルクメニスタン産ガスが割高
になり、ガスプロムがトルクメニスタンからガスを輸入
することに経済合理性がなくなったことによる。トルク
メニスタンもガス価引き下げに応じなかったことから、
ロシアへの輸出量はしばらく110億㎥程度で推移した後、
2015年以降はほぼゼロまで落ち込んだ。

　イランも2016年までトルクメニスタンの主要なガス
輸出先の一つだった。しかしこちらも2000年代半ば頃
からガス販売価格をめぐって対立するようになり、イラ
ンは輸入したガスへの対価支払いを停止。トルクメニス
タンは2016年に国際仲裁裁判所に訴えを起こすととも
に、2018年初からイラン向けガス輸出を停止している。

（4.（3）を参照）
　ロシア、イランへの輸出量減少を補うように増えてき
たのが中国向けである。2009年まで皆無だった中国向
け天然ガス輸出量は、2011年には140億㎥に急増し、
2018年には330億㎥まで上昇している（ただし、2020
年は270億㎥に減少）。ガスパイプラインの保有者・操
業主体はトルクメンガスだが、実際にガス輸出の主体に
なっているのはトルクメンガスとCNPCで、バクチヤー
ルィクからの生産物（トルクメンガス保有分とCNPC保
有分がある）およびガルクィヌィシュ第1フェーズから
の生産物がパイプラインを経由して中国市場に販売され
ている。

（2）中国企業のトルクメニスタン進出

　ニヤゾフ前大統領が北京を訪問した2006年に先立つ、
2002年、トルクメニスタンは中国と経済協力協定を締
結した。これと同時に、CNPCはトルクメニスタン西部
の減退中だったクムダク（Gumdag）油田の生産性改善プ
ログラムに参加し、生産井の改修を見事に成功させ、ト
ルクメニスタンのその後5年間の石油生産量増大に貢献
することとなった。この成功を機に、両国は協力関係を
強化し、中国はトルクメニスタンの石油天然ガス分野へ
の融資の見返りにトルクメニスタンの地質評価に対する
監査作業への参加権を獲得する。当初トルクメニスタン
は地質情報の開示を渋り、監査作業は幾度か中断したも
のの、2006年末にニヤゾフ大統領が死去し、ベルディ
ムハメドフ大統領に実権が移行すると状況が改善し、以
降トルクメニスタンと中国の協力は加速していくことと
なる。
　CNPCは2007年にバクチヤールィク鉱区のPSAを締
結すると同時に、中央アジア～中国パイプラインで輸送
するガスの売買契約も締結し、その2年後には中国開発
銀行がトルクメンガスに対し、ガルクィヌィシュ・ガス
田開発への40億ドルの融資を決定した。この融資の返
済はガス供給によって代替可能という契約ともなってお
り、中国は2011年に更に41億ドルを同様の条件で追加
融資している。これらの資金はトルクメンガスを通じて、
サービス契約に基づきガルクィヌィシュの第1フェーズ
開発作業を実施する中国系企業への支払いに充てられて
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いる。中国はこれら融資を行う条件として、主要な油田
の地質情報の開示、パイプラインへのガス供給保証、融
資金の使途を中国系コントラクターへの支払いに限定す
ることも課している。

（3）対中ガス価格の推移

　前章のとおり、中国とトルクメニスタンが合意した天
然ガス供給をめぐるビジネススキームは、事実上は、上
中下流にCNPCグループが参画する「中国の・中国によ
る・中国のための」事業となっている。ただ、その資金
フローについては公開情報が限られている。
　2007年7月に締結されたバクチヤールィク鉱区開発
に関する契約は、例外的に外資には開放されていない陸
上ガス田に認められたPSAであり、その特徴としてそ
の投下した資金（サンクコスト）を生産収入から優先的に

回収することができる。したがって、CNPCが探鉱・開
発に投下した資金については、契約上はそのガスを高く
中国（自社/この場合は子会社のPetroChina）に売れば、
早くコスト回収が進み、トルクメニスタン政府のプロ
フィットガス（利益分ガス）の比率も早くに増大してい
く。一方、ガスを中国に安く売った場合にはコスト回収
も遅れ、トルクメニスタン政府の収入にも影響が出てく
る、という側面もある。一方のCNPCも、通過するウズ
ベキスタンおよびカザフスタンとの合意を自ら行い、自
国までのパイプラインを全て自社のリスクで建設し（建
設は通過国の国営石油会社とCNPCの合弁が主体）更に
輸送タリフをウズベキスタン、カザフスタン両国に支払
いながらマネージメントするという、大変な手間もか
かっており、CNPCグループ全体としては、なおさら国
境でできるだけ安く天然ガスを調達し、国内で利益を確
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【現在構想されている天然ガスパイプライン建設計画】
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TAPIパイプライン
カスピ海横断パイプライン
沿カスピ海パイプライン
トルクメニスタン～中国パイプライン（D)

図6 トルクメニスタンのパイプライン輸送能力（BCM ＝ 10 億㎥）
（左下円グラフは 2020 年の天然ガス輸出先内訳）

出所：各種資料から JOGMEC 作成

ロシア向け（ウズベキスタン・カザフスタン経由）� 容量

①CAC-1 574km

45BCM② CAC-2 186km

③ CAC-4 230km

④ Bukhara-Ural 118km 15BCM

ロシア向け（カザフスタン経由）

⑤CAC-3 540km 5BCM

中国向け� 容量

⑥トルクメニスタン - 中国 188km
30BCM

（中国まで）1,833km

イラン向け

⑦Korpedzhe-Kurd�Kui 135km 8BCM

⑧ Dawletabat-Serakhs-Khangeran 30.5km 12BCM

（長さは国内部分）
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保するという算段をつけねばならない。さらにCNPCに
は、中国国内では西気東輸で需要地まで国内最大4,000km
以上を輸送するというコストも負わなくてはならないと
いう事情もある。
　2009年末のパイプライン稼働時点では、トルクメニ
スタン国境渡しのガス価格は95ドル/千㎥、ウズベキ
スタンおよびカザフスタンでの輸送タリフが各50ドル/
千㎥（合計100ドル/千㎥）となり、中国国境渡しは計
195ドル/千㎥という見方が出ていた。表1に過去10年
間余りの中国政府貿易統計からの輸入ガス価格を示す。
これを見ると、CNPCは必ずしもトルクメニスタン産の
ガスを安値で輸入できているわけではないことが分か
る。逆に一定の適正価格に基づきガス輸入対価を支払う
ことで、PSAに基づくコストの回収およびトルクメニ
スタン政府のプロフィットガス（利益分ガス）収入の観点
からはCNPCはできるだけ早く回収することを志向して
きたと考えられ、結果として、コスト回収が終了した後
は、トルクメニスタン政府への利益分のガスもそれに応
じて増大していくのではないかと推察される。
　対中ガス価格では、需要地の華東地域に入ってくる液
化天然ガス（LNG）やミャンマーからのパイプラインガ

スに比べても競争力のある国境渡し価格（＄5.89/
MMBTU）となっていることが目を引く。他方、中国西
部タリム盆地に入ってくる中央アジア産ガスは西気東輸
で上海まで理論的には輸送できるが、上海に入ってくる
LNGとの競争に晒されるため、競争力があるのは中国
西北部に限定される（図7 赤い囲み）。

（4）最近のロシアによるガス購入再開の背景

　なお、前述のとおり、ロシアへのガス輸出は2015年
に途絶えたことについて触れたが、近年再開している点
にも触れておく。ガスプロムによるトルクメニスタンか
らのガス購入は2019年4月に新たに調印された短期契
約に基づいて再開し、同年7月に年間55億㎥を購入す
る5年間の中期契約も結んでいる。ガスプロムの発表に
よれば、トルクメニスタンからのガス輸入量は2019年
40億㎥ 、2020年38億㎥で、2020年には9億㎥をウズ
ベキスタンに再輸出したとされている。
　従来、ガスプロムは中央アジア諸国（ウズベキスタン
とカザフスタン）からもガスを年間150億～ 300億㎥程
度輸入し、一部をキルギス、カザフスタン南東部に再輸
出し、残りは自国南部に供給していた（これにより西シ

パイプ
ライン

国名 /年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 年
上半期

左記期間
平均

トルクメニスタン 9.11 11.01 10.08 10.23 7.64 5.14 5.41 6.38 7.27 5.89 5.15 7.57

ウズベキスタン 9.63 9.27 9.03 6.63 4.4 5.06 6.03 6.48 5.11 4.3 6.6

カザフスタン�
（中国国境接続） 5.08 5.83 6.1 5.27 4.55 5.37

ミャンマー 12.44 12.17 11.14 9.39 9.43 9.75 10.39 9.5 9.25 10.38

ロシア 5.61 4.36 3.36 4.44

LNG

国名 /年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 年
上半期

左記期間
平均

カタール 16.45 18.17 17.18 17.32 10.91 7.83 8.37 10.28 10.48 7.72 7.41 12.01

オーストラリア 3.55 3.46 3.48 3.69 5.76 6.11 7.03 9.39 9.24 6.96 7.48 6.01

インドネシア 3.93 4.06 3.81 6.1 8.09 6.03 7.28 9.16 8.7 6.4 6.91 6.41

マレ－シア 8.69 8.26 8.28 8.64 7.54 6.24 6.79 8.49 7.65 5.62 7.7 7.63

ナイジェリア 14.81 14.86 16.35 15.99 10.69 6.91 8.48 10.37 8.9 5.61 8.48 11.04

トリニダード・トバゴ 15.21 11.63 17.78 15.05 10.37 8.08 7.73 10.72 9.27 6.73 8.87 11.04

パプアニューギニア 14.7 10.89 7.09 8.42 10.51 10.01 7.26 8.57 9.68

米国 16.09 7.64 8.25 9.98 8.57 6.74 9.11 9.48

ロシア
（S-2 およびヤマル） 15.21 17.43 13 11.05 6.42 7.74 10.72 8.85 6.65 8.13 10.52

対中 LNG平均価格 9.02 10.62 11.16 11.69 8.5 6.61 7.47 9.64 9.2 6.75 7.8 8.95

パイプ
ライン

参考：欧州向けロシア
産ガス平均価格 10.52 11.47 11.79 10.05 6.82 4.56 5.72 7.68 4.8 3.24 8.35 7.73

表1 中国の供給国別ガス価格の推移（2011 年～ 2021 年上半期 / 単位：ドル /MMBTU）

出所：中国通関統計から SIA Energy 取りまとめ。欧州向けロシア産ガス価格は世界銀行統計
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ベリア産ガスをより価格の高い欧州向けに回すという戦
略だった）。しかしウズベキスタンとカザフスタンは両
国とも近年国内のガス需要が拡大し、特にウズベキスタ
ンでは内需を賄うためにガス輸出を減らしている。
2020年はウズベキスタンのロシア向け輸出がゼロとな
り、ガスプロムはトルクメニスタンから買ったガスをウ
ズベキスタンに売っている。
　また、ロシアがトルクメニスタンからガス輸入を再開
した背景にはトルクメニスタンのガス輸送先のこれ以上
の拡大を抑制する意図が働いているとも考えられる。ト

ルクメニスタンはガス輸出先が偏った状態を改善すべ
く、後述するカスピ海横断パイプライン（TCP）構想を
持ち続けている。この構想は今のところ実現の見通しが
立っていないが、実現すればガスプロムにとって最大の
ガス供給先である欧州市場で、トルクメニスタンからの
豊富なガスとロシア産のガスが競合することになりかね
ない。トルクメニスタンのガスをロシアにも向けさせる
ことによってロシアはTCPを実現から遠ざけ、そして
自身の中央アジアに対する影響力確保に活用している構
図があるとも考えられる。

　上述してきたように、トルクメニスタンの当面の根本
的な課題は、自国に存在する膨大な天然ガスをいかにマ
ネタイズするかであり、中国、ロシアに限定されない新
しい輸出先、輸出ルートを確立するという重要な目標は
変わっていない。ここでは新たな輸出ルートとして長年
計画・構想されているTAPIおよびTCP、そして、今後
再開に向けて動いていく可能性のあるイラン向け輸出に

ついて現状をまとめる。

（1）TAPIをめぐる動き

　TAPI（トルクメニスタン・アフガニスタン・パキス
タン・インド）パイプラインは、ガルクィヌィシュ・ガ
ス田を起点として、アフガニスタンのヘラート、カンダ
ハール、パキスタンのケッタ、ムルタンを通り、パキス

4. 中露偏重解消を狙うトルクメニスタン

図7 中国国内各地域への供給想定価格（2020年価格ベース。価格は全てMMBTU当たり。上海を中心とする同心円約
1,000km毎に輸送タリフ1ドルが加算される想定）

出所：JOGMEC 作成
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タン・インド国境のインド側ファズィルカまで総延長
1,800kmを超えるパイプラインで結ぶという構想である

（図8の①）。輸送量は年間330億㎥で、パキスタンとイ
ンドにそれぞれ140億㎥、アフガニスタンに50億㎥を
供給することが想定されている。建設コストは70億～
100億ドルと試算されている。
　2012年に関係国はガスの売買契約（法的拘束力にない
基本協定と推察される）を締結し、2014年にはプロジェ
クトの事業者TAPIパイプライン社を設立した。持分
シェアはトルクメンガス85％、アフガンガス5％、パ
キスタン国際ガスシステム5％、インドのガス会社ゲイ
ル5％となっている。
　トルクメニスタン区間214kmの建設は2015年に始
まり、2020年には206kmが建設済と発表され、2021
年10月には完成区間の監査を実施することが報じられ
ている。しかし、トルクメニスタンから先のアフガニス
タン、パキスタン区間はまだ本格的な着工すらできてい
ない。アフガニスタンでは2018年に着工の記念式典が
開催され、2020年8月にはトルクメニスタンとアフガ

ニスタン政府がパイプライン用地の貸与に関する覚書
（MOU）を結び、工事が2021年に開始されるはずだっ
たが、アフガニスタンでの政変により停滞している模様
である。
　パキスタン部分についても2018年に着工予定だった
が延期が続いている。パキスタンは2012年に締結した
ガス売買契約のガス価格が市況の変化を反映しておら
ず、LNG輸入に対し競争力に劣るとして、価格フォーミュ
ラの改訂を要請している。この要請はインドも同様に
行っている。これにトルクメニスタン側も交渉に応じる
構えを見せ、2020年6月に最初の交渉会議が開催された。
しかし、その後の進展について情報が出ておらず、新契
約が準備されているのか、締結済なのかは不明である。
　関連して、アフガニスタン情勢の影響について触れて
おこう。2021年夏の米軍撤退後にアフガニスタンでは
タリバーンが政権を掌握した。TAPIパイプライン実現
を考える上で、アフガニスタン情勢の安定は最重要課題
である。今のところタリバーン政権はTAPIパイプライ
ン構想の早期実現がアフガニスタンに有益だとし、推進

図8 周辺国へのガス輸出構想ルート

出所：JOGMEC 作成
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する立場を表明している。2021年11月にはトルクメニ
スタンのメレドフ外相が米国撤退直後、実権を掌握した
タリバーン政権と早速会談し、パイプラインの早期建設
開始に合意したと発表がなされている。トルクメニスタ
ンはタリバーン政権に対して中立を保ち、国内情勢の安
定化を期待しつつ良好な関係を維持している。またパキ
スタンはタリバーンを支持し、またタリバーン政権に対
する影響力をもつ。さらに、トルクメニスタンのガスが
欧州に向かうことを避けたいロシアや、ガスソースとし
てトルクメニスタンを囲い込み中国依存を維持したい中
国もTAPIパイプラインに対しては比較的好意的であ
る。
　しかしながら、資金援助を検討するアジア開発銀行等
金融機関がアフガニスタン情勢を大きなリスクと見做す
ことは明らかであり、早期の融資獲得を目指すことは非
現実的であること、アフガニスタン区間のパイプライン
建設を担う事業者がそもそも見当たらないことを踏まえ
ると、建設実現にはまだ相当な時間がかかると言わざる
をえない。

（2） アゼルバイジャンとのドストルク共同開発とカスピ

海横断パイプライン構想への影響

　前述したドストルク（トルクメニスタンのBlockⅢ鉱
区）のトルクメニスタンとアゼルバイジャンによる共同
開発は、トルクメニスタンのガスを、カスピ海を横断さ
せてアゼルバイジャン経由で欧州に輸出するパイプライ
ンルート（カスピ海横断パイプライン（Trans Caspian 
Pipeline；TCP）。図8の②）の確立への足掛かりになる
かもしれない。ドストルクからアゼルバイジャン最大の
石油開発プロジェクトACG油田の原油パイプラインへ
の接続はわずか15kmのパイプラインを敷設すれば可能
である。またTCP構想は、欧州のロシアガス依存を低
減する有効な方策として欧米の政治的な支持も受けやす
いといえる。
　だが、この構想も今のところ実現には程遠い。まず、
2020年に欧州につながるガス輸送ルート「南ガス回廊」
を完成させたばかりのアゼルバイジャンにとって、トル
クメニスタンのガスを欧州に輸送するモチベーションは
高くない。なぜならアゼルバイジャンは、余力があるの
なら、トルクメニスタン産のガスではなく自国産のガス
を優先して出荷したいからである。また、両国がTCP
推進で合意したとしても、2018年にカスピ海沿岸諸国（ロ
シア・カザフスタン・アゼルバイジャン・トルクメニス
タン・イラン）の間で合意されている共同環境調査に関
する協定によれば、ACGとドストルクを結ぶパイプラ

イン建設に際して、建設自体は当事国が決定できるもの
の、環境影響調査には他の沿岸国の同意も必要であり、
TCP建設についても同様の「同意」が必要になる。トル
クメニスタン産ガスの欧州への供給を回避したいロシア
と、カスピ海の分割についてまだ合意形成できていない
イラン＊5 は反対する可能性がある。さらに需要地であ
る欧州においても、急激な脱化石燃料の動きがあるなか
で今後のガス需要の予想は難しい。欧州投資銀行は
2022年以降ガスプロジェクトへの新規融資をしない方
針を示しており、パイプライン建設資金の確保が容易で
はない可能性も考えられる。当面はドストルクの開発の
行方を見守りながら、TCP実現の可能性を見極めるこ
とになるだろう。

（3）イランへのガス輸出再開を狙う動き

　イランは2016年までトルクメニスタンの主要なガス
輸出先の1つだった（図5）。しかし2000年代半ば頃か
らガス供給価格をめぐって対立するようになり、イラン
は輸入したガスへの対価支払いを停止。トルクメニスタ
ンは2016年に国際仲裁裁判所に訴えを起こし、2018
年初からイラン向けガス輸出を停止した。2020年、国
際仲裁裁判所はイランに対しトルクメニスタンへの未払
い合計18億ドルの支払いを妥当とする判決を下した。
これを受けてイランは、米国制裁による資金不足のため
今すぐの返済は不可能だが返済方法を検討するとしてお
り、未払い問題解決のため両国は協議することで一致し
ている。
　イラン自身も年間2,500億㎥ものガスを生産しており、
この量はトルクメニスタンの4倍以上に当たる。しかし
国内の輸送インフラが十分には整備されておらず、北部・
北東部は特にガス・電力不足が深刻な問題となっている。
2020年以降、イランの複数の政治家が、国内の電力不
足問題解決のためにトルクメニスタンからのガス輸入を
再開すべきとの主張を繰り広げている。優先すべきは未
払い問題の解決だが、2021年9月にライシ大統領がベ
ルディムハメドフ大統領と会談した際には、未払い問題
の解決とガス供給再開で合意したと報じられている。さ
らに11月末には、トルクメニスタンのガスをイランに
供給し、同量をイランからアゼルバイジャンに供給する
という3カ国スワップ取引が合意され、2022年1月から
早速スワップによるガス輸送が実施されているとの情報
も出てきている（図8の③矢印）。合意された取引量は年
間最大20億㎥で、輸出先を広げたいトルクメニスタン、
国内のガス供給を安定させたいイラン、双方の関心に沿
う合意と見られる。またこのスキームの実現によって、
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<注釈>

＊1： 生産物分与契約（PSA）：生産収入から石油会社が投下資金を優先して回収し、コスト回収後に生産物を産油ガス

国と石油会社で分与する形式の契約。

＊2： リスク・サービス契約：産油ガス国が地下資源に対する権益を留保しつつ、外国の石油会社に探鉱・開発作業を

行わせ、その対価として生産量あるいは利益に応じて報酬を与えるという形の石油・ガス探鉱開発契約。

＊3： コンセッション契約：石油利権契約。石油会社が地下資源に対する権益を産油ガス国から付与され、生産物の売

上の一部を産油ガス国にロイヤルティや税として納めるもの。

＊4： OECD, Sustainable Infrastructure for Low-Carbon Development in Central Asia and the Caucasus: Mapping of 

Potentially High-impact Infrastructure Projects and Needs Assessment, 2019　https://www.oecd.org/

officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/EAP(2019)12&doclanguage=en

＊5： カスピ海の領海問題：カスピ海沿岸5カ国は2018年に「カスピ海の法的地位に関する条約」を締結し、イラン以外

の4カ国は批准しているが、イランはまだ議会で承認しておらず同条約によるカスピ海の「分割」に同意していない。

おわりに

　これまでトルクメニスタンについて天然ガス上流開発
状況と周辺国との関係を概観してきた。特に同国が保有
する世界第4位の天然ガス埋蔵量をめぐってどのような
動きが展開されてきたのかに注目すると、中国、欧州、
ロシアという3つの勢力の狭間でトルクメニスタンのベ
クトルは、供給市場の多様化と輸出ルートの偏重解消、
レバレッジ獲得のために輸送ルート多角化を一貫して志
向していることに気づく。
　カスピ海という閉ざされた海の外へのアクセスが制限
された内陸国にありながら、ソ連解体から20年経たず
にイラン、中国向け輸送ルートを整備できたことは、他
CIS諸国と比較すると、ロシアに次いで供給ルートの多
様化を進めてきた優等国ということもできるかもしれな
い。他方、その結果として、現在は中国偏重というジレ
ンマに陥っている。次の多角化ルートの試みは、トルク
メニスタン政府も標榜するとおり、すでにTAPIパイプ
ライン、そしてカスピ海横断パイプラインと姿を現して
いるが、実現のハードルは極めて高い。TAPIパイプラ
インは通過国の地政学的リスクと資金調達リスク、市場

確保の不安定さというハードルを、カスピ海横断パイプ
ラインは同じ産ガス国であるアゼルバイジャンおよびロ
シアを中心とした合意取り付けが不可欠であり、現時点
では、特に欧州市場のパイを縮小させるようなトルクメ
ニスタン産ガスを流すパイプラインの建設にはロシアは
反対する公算が高いだろう。
　他方、トルクメニスタンには確固たる埋蔵量と生産コ
ストの低い天然ガスが膨大にあり、言い換えれば、残る
問題は輸送ルートの構築だけともいえる。供給国である
トルクメニスタンと通過国、事業化を進める主体が相互
利益を見出すビジネスモデルを構築することができれ
ば、中国へのパイプラインが急速に実現したように進む
可能性も秘めている。この1年余りの間でアゼルバイジャ
ンとはカスピ海係争地域での共同開発に合意し、米軍撤
退後のアフガニスタンでは先手を打って、実権を握った
タリバーン政権と関係構築を図り、さらにアゼルバイ
ジャンへのガス供給スワップという形でイラン向けガス
輸送を再開しているトルクメニスタンの動きが今後どの
ように昇華していくのか注目される。

今後さらに輸出量が大きくなれば、前述のTCPを代替
する可能性も出てくる。他方、前提となるイランのガス
代金未払い問題の解決がどのように実現するのか、また

アゼルバイジャンがこの取引の当事者となって、イラン
経由でトルクメニスタンのガス輸出を後押しする背景に
はどのような思惑があるのかが注目される。

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/EAP(2019)12&doclanguage=en
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/EAP(2019)12&doclanguage=en
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