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　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苦悩の深淵を、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。一方、ロ
シアも欧州へのエネルギー輸出を切り札として応酬を続け、結果として、全世界が両者の不協和音がも
たらす非効率を忍受せざるを得ない状況に追い込まれている。

　彼の地の戦況は日々刻々と変化しているものの、本レビューでは、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供給余力、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
 • 脱炭素の副作用
　などについてまとめる。

はじめに

天然ガス・LNG最新動向
－LNG市場波高し！大国の野望に
　揺れる世界のガスに春は来るか？－
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1. 世界のガス・LNG価格の高騰

（1） 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）

　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した。
　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
して欧州ガス価格指標TTF（Title Transfer Facility）は
上昇を始めていた。北東アジアスポットLNG価格指標
JKM（Japan Korea Marker）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するなど、
ボラティリティーも拡大した。
　2021 年 10 月 5 日、TTFは、$39.5/MMBtuを 付 け、
翌 10 月 6 日、JKMは、$56.3/MMBtuを記録した。12
月21日には、JKMは、$44.2/MMBtu、TTFは、$59.5/
MMBtuを付けた。12月以降は、JKM-TTFスプレッド
の逆転が頻発し、世界のLNGの流れにこれまでにない
大きな変化を与えている。2022年2月24日のロシアの
ウクライナ侵攻以降、ボラティリティーはより一層拡大
し、3月7日、JKMは、$84.8/MMBtu、TTFは、$72.3/
MMBtuの史上最高値を付けた。

　次に、JKM、TTF、そして米国ガス価格指標HH（Henry 
Hub）の2021年の月別平均価格について確認する。
　JKMは、4月以降、過去5年の月別平均最大値を超え、
12月には$36.6/MMBtuに達した。それまでの12月の
平均価格$8.9/MMBtuと比較して4倍以上の高値となっ
た。
　TTFも、2021年4月以降、上昇を続け、12月の平均
は $37.7/MMBtuを超えた。これまでの 12 月平均は
$6.2/MMBtu程度であったことから例年の6倍以上と
なった。
　HHについても夏以降上昇した。ただし、そのレベル
は最高でも$5.6/MMBtu程度と、過去の12月平均$3.0/
MMBtuの1.8倍に収まり、また、上昇の要因は、7月の
猛暑、8月のハリケーンなど、米国独自のものであった。
HHは、米国シェールガス生産量の10分の1に相当する
LNG生産能力がボトルネックとなることで、JKM、
TTFとは分離され、価格のレベル・変動とも独立して
いることがわかる。
　ガス・LNG価格の上昇、ボラティリティーの拡大が
継続する場合、次のような影響が出てくると考えられ、
すでにそのうちいくつかは実際に観察されている。

図1 世界のガス・LNG 価格実績

出所： Platts、IMF ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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 •  エネルギー輸入国の国民負担（電力・ガス料金）
が増加する。

 •  ガス・LNG輸出国、メジャーズの利益が増加
する。

 •  2021年、イギリス等で多発したように、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、エネルギー産業のシス
テム自体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
する。

 •  LNG長期契約の意義が見直され、締結が加速
する。2021年秋以降、中国を中心に多くの米
国LNG長期売買契約が締結されている。

 •  急進的な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、短期的には石炭の使用量が増加する。
また、欧州原子力発電所の閉鎖時期が先延ば
しとなる。

 •  今後、エネルギーセキュリティー確保の観点
から、特に環境にフレンドリーなLNGの位置
付けがクローズアップされる。

 •  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供給源の多様化が進む。

（2） 日本平均 LNG輸入価格の推移（いよいよ

JKM上昇が影響）

　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（Upward Quantity Tolerance：上方数量柔
軟性）行使など含め、余裕をもった調達を進めて
きた。夏期は暑さがそれほど厳しくなく、秋口ま
でLNG在庫は高めで推移したが、それ以降、気
温は平年並みで推移し、さらに、マレーシア
LNG上 流 ト ラ ブ ル を 原 因 と す る 売 主 DQT

（Downward Quantity Tolerance：下方数量柔軟
性）の行使により、長期契約LNGの欠落をスポッ
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、2021年春以降、長期契約の持つ供給安定性
に加え、低価格のメリットも享受してきた。しか
し、調達割合が低いとはいえ、あまりのスポット
LNG価格高騰の影響を受け、秋以降、ついに、
日本平均LNG輸入価格の上昇スピードは加速し

図2 JKM・TTF・HH 推移
（2021 年月平均、2016-20 年との比較）

出所： Platts、IMF ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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始め、11月の日本平均LNG輸入価格は、過去最高とな
る対前月20%の上昇を記録した。この上昇は、数カ月
の遅れを経て、電力・ガス料金等に反映される。
　では、実際に日本買主はいったいどの程度のスポット
LNGを調達したのであろうか？原油価格にリンクする
長期契約LNG価格（推定）とJKM（実績）をベースとして、
日本平均LNG輸入価格（実績）に合致するスポットLNG
調達割合を推定した。
　2020年当初、原油価格は$60/bbl台で推移していたが、
3月、OPECプラス減産合意が不調となったことで暴落
し、4月には$30/bbl程度まで下落した。その後、2020
年秋頃から上昇に転じ、2021年11月には$80/bblレベ
ルとなった。数カ月の遅れをもって、それを反映する長
期契約 LNG価格は、この間、$4/MMBtu台から $11/
MMBtu程度へと徐々に上昇してきた。
　一方、スポットLNG価格は、2021年1月、北東アジ
アの需給逼迫の影響で高騰した。
　その後、いったんは落ち着いたものの、TTFの影響
を受け次第に上昇し、特に秋以降は急騰し、10月には
$35/MMBtuのレベルを超えた。スポットLNG調達割
合は、夏以降もそれほど上昇していないと推算されるも
のの、JKMの上昇が非常に大きく、11月分の日本平均
LNG輸入価格は過去最高の上昇率となった。GIIGNL

（Internat iona l Group of L iquef ied Natura l Gas 
Importers：LNG輸入者国際グループ）によると、2020
年の日本のスポット・短期LNG調達割合は30%であっ
たが、2021年はこの値が大きく低下し、10%台にとどまっ
たと推定される。

（3） 主要国・地域のLNG輸入価格推移（ジャパンプレミ

アム改めジャパンディスカウントの出現）

　これまで日本はファウンデーションバイヤーとして、
世界の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輸入価格が継続してきた。この現象は、
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、日本のLNG取引を
めぐる長年の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
価になり、ここにジャパンプレミアムは消滅するに至っ
た。2020年1月、欧州のLNG輸入価格が$5.55/MMBtu
のところ、日本はその1.7倍の$9.26/MMBtuであったが、
2021年12月には、逆に欧州が$21.08/MMBtuと、日
本の1.5倍の高価なLNGを輸入することになった。

図3 スポット LNG 調達割合の推定

出所：貿易統計、Platts ほか、各種資料により JOGMEC 作成

長期契約LNG価格（推算） JKM（実績） 日本平均（推算） 日本平均（実績） スポット割合
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　極端に油価が上昇しない前提において、市場では、し
ばらくの間、スポットLNG価格が長期契約LNG価格と
比べ高止まるとする見方が多く、LNG価格の絶対的な
レベルは以前と比較して高いものの、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。
　一方、価格に敏感な新興国においては、高騰したス
ポットLNGの調達自体を抑制する動きがみられ、その
結果、インドのLNG調達価格は相対的に安価なレベル
にとどまっている。

（4）各社の業績は好調

　石油・ガス価格の著しい上昇を受け、2021年のLNG
供給事業各社の業績は好調となった。次にその様子をま
とめる。

 •  2月10日、TotalEnergiesは、2021年の純利益が181
億ドルに急増し、特に、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、
ガス部門の1-12月利益が11倍近くに拡大したことを
発表した。

 •  Shellもガス関連分野の利益が3倍余りに増えたと明
らかにしている。

 •  Cheniereなどの米国LNG液化事業者にとっても追い
風が吹いており、ガス不足に悩む欧州に過去最高レ
ベルで大量のLNGを供給中である。

 •  マレーシア・Petronasの2021年12月期決算の最終
損益は、1兆1,200億円の黒字となった。また、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した。

図4 主要国・地域の LNG 価格推移

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

図5 Gazprom 欧州向けガス輸出収入とガス価格

出所：Lambert Energy Advisory
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 •  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と
なった。売上高は対前期比93%増の69億6,200
万ドルを記録し、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も、2021年の収入が過去最高を記
録した2018年の8.2兆ルーブルを上回るの
は確実で、EBITDAも過去最高の3.5兆ルー
ブルに到達し、純利益も過去最高レベルの2
兆ルーブル超になる見込みであると発表し
た。

 •  また、具体的な額は明らかにされてはいな
いものの、Trafigura、Gunvor、Vitorなど
のトレーダーが市場のボラティリティーを
利用して大きな利益を上げたとの情報もあ
る。

　2021年12月14日から22日の間、JKM-TTFスプレッ
ドは欧州ガス価格の急騰を受けて逆転し、米国LNGを
中心に欧州に優先的に仕向けるLNGフローが顕著と
なった。それ以降も、欧州でのガス不足が亢進したため、
JKM-TTFスプレッドの逆転が頻発している。その結果、
世界のLNGの流れが大きく変化し各所でこれまでにな
い動きがみられている。

（1）LNGカーゴダイバージョン

　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
懸念が高まった欧州の記録的な高ガス価格に引き寄せら
れてアジアから欧州に向かったという。米国メキシコ湾
岸の液化基地でLNGを積み込み、いったんアジア向け
にパナマ運河を通過した後に、ハワイ沖で180°進路を
変更し、再度パナマ運河を逆向きに通過し、欧州で揚荷
を行った例も観察されている。
　平時、LNGは、基本的に供給ショートなアジア市場
に向かって流れ、JKM-TTFスプレッドはその輸送コス
ト差に相当する$2/MMBtu前後で推移する。米国LNG
の多くは仕向け地が自由であるが、今回JKM-TTFスプ
レッドが逆転してマイナスになったことから、より大き

な利益が見込める欧州に向かう輸送が増加した。このよ
うなLNG船の航行はこれまでみられることはなかった。
　JKM-TTFスプレッドが、米国LNGの出荷先に与え
る影響についてみると、JKM-TTFスプレッドが通常ど
おり正の値であった11月上旬には、欧州向けとアジア・
中東向け比率は、ほぼ1対1であったが、このスプレッ
ド逆転をきっかけとして、その後しばらくは、ほぼすべ
ての米国LNGが一時期欧州向けに出荷された。

（2） 欧州は多くの米国LNGを受け入れ

　2021年12月から2022年1月の2カ月間、欧州は世界
のスポットLNGを引き付け、合計18.3MTのLNGを受
け入れた。特に2022年1月は過去最高の10.0MTの輸
入となった。これは、2019年12月から2020年1月の2
カ月間と比較して4.5MTの増加であり、そのほとんど
が米国からのLNGで占められた。
　なお、ここで、前年同期の2020年12月から2021年
1月の2カ月間、北東アジアのLNG需給逼迫が発生し、
世界中のスポットLNGがアジアに引き付けられ、欧州
のLNG受入量は例年以上に減少した。したがって、こ
の時期は、その差を過大に評価することとなるため、今
回比較の対象としてはいない。

2. JKM-TTFスプレッドの逆転

表1 メジャーズの業績比較（2021 年第 4 四半期）

会社名 石油・ガス生産量
（万 boe/d）

純利益
（億ドル）

設備投資額
（億ドル）

ExxonMobil 381.6
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

Shell 314.2
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

BP 345.8
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

Chevron 311.7
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

TotalEnergies 285.2
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
出所：各種資料により JOGMEC 作成
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　また、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需給が緩む3月以降にあったが、今
回は自らのTTF高騰によって、北東アジアからスポッ
ト LNGを引きはがすように、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。
　次に、米国LNGの輸出について確認する。
　近年、米国LNGの生産は拡大を続けている。2021年

12月から2022年1月までの2カ月間の米国LNG出荷量
は前年同期と比較し1.7MT増加したが、これはこの期
間の米国LNG生産能力の増加に相当する。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
ル生産を継続しており、2022年1月には、過去最大と
なる6.9MTを輸出した。
　輸出先は、TTFの高騰した欧州が大幅に増加し、1月
は5MTのレベルに達した。2020年12月から2021年1

図6 LNG カーゴのダイバージョン例

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

11月末、米国メキシコ湾岸で積荷。
12月初め、パナマ運河を通過してアジアへ向かって航行。
12月中旬、JKM-TTFスプレッドが逆転。
12月下旬、ハワイ沖で180°方向転換。
1月上旬、パナマ運河を再度逆向きに通航。
1月中旬、大西洋を東進しイギリスで荷揚げ。

図7 スプレッド逆転による欧州向け米国 LNG 出荷の増加

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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図8 欧州 LNG 受入量の推移（出荷国別）

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

（MT/m）

図9 米国 LNG 出荷量の推移（受入国別）

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

（MT/m）
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月と、2021年12月から2022年1月の2カ月間をそれぞ
れ比較すると、米国LNGの欧州への輸出量は6.1MTも
増加しているが、反面、日本・中国・韓国等アジア向け
を中心に輸出量の減少がみられる。これは、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仕向け地こそ
異なるものの、双方とも経済原理に従ってLNGのフロー
が決定されている証左にほかならない。

（3）LNG船フレートの低下

　2021年は、ポストコロナの経済回復によりガス需要
も復活したため、LNGの輸送需要が高まった。例年み
られる傾向ではあるが、秋以降、JKMの上昇とともに
フレートは上昇し、2021年第4四半期のLNG船（TFDE：
Tri Fuel Diesel Electric：低硫黄油（軽油）、重油および
ガスを燃料としてディーゼル機関により発電し、電気
モーターにより推進力を伝える三元燃料ディーゼル機関
電気推進方式）の大西洋航路、太平洋航路の平均運賃は、
それぞれ$17万9,000/d、$21万5,000/dの高値を付けた。
　ところが、例年と比べずいぶんと早期に、12月31日
には、太平洋航路では$9万5,000/dと、12月3日の$31
万5,000/dから70％も下落した。この下落の主な要因は、
12月中旬、JKM-TTFスプレッドが逆転し、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たこと
によって、トンマイル需要が大きく減少したためである。
米国メキシコ湾岸から北東アジアへの輸送日数は通常片
道24日間程度のところ、欧州へはその半分の12日間程

度しかかからず、この仕向け地変更は、必要な輸送能力
が半減することを意味する。同時にこの時期、アジアは
暖冬となりLNGの需要が減少していた。
　今後もLNG需要は順調に伸びていくと予測されてい
る。主要な造船所のオプション枠はすでに行使され、
2024年までのLNG新造船建造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1億8,500万ドルから年央には2億ドルを超え
た。
　さらに、国際海事機関（IMO：International Maritime 
Organization）の就航船のエネルギー効率指標（Energy 
Efficiency Existing Ship Index：EEXI）および燃費実績
の格付け制度（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LNG船は徐々
に廃船となっていくため、さらなる新造船需要の増加が
予測されている。
　今後は、世界のLNG生産の重心が米国に移っていく
ことで、2050年までLNG需要の中心であり続けるアジ
アにLNGを届けるためにトンマイルが増加し、LNGの
輸送需要も大きく伸びると予測されている。
　一方、日本のエネルギー供給セキュリティー確保の観
点からは、特に寒波に急襲され緊急にLNGを調達する
必要が高まった際など、LNG輸送の距離と期間が延び
てしまうことになるため、追加のエネルギーセキュリ
ティー向上策が必要となると考えられる。

図10 LNG 船フレートの推移

出所：Platts ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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（4）パナマ運河の渋滞は？

　パナマ運河は今後のLNG追加供給の中心である米国
から大消費地域、日本・中国・韓国へのLNG輸送の大
動脈である。米国から喜望峰経由での日本への輸送日数
は35日間程度であるが、これがパナマ運河経由では24
日間と、輸送日数の大幅な短縮が可能である。
　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スポットLNG輸送のボトルネック
となったことは記憶に新しい。2021年は、11月から12
月にかけて渋滞が発生したものの、2022年1月には、
JKM-TTFスプレッドがマイナスとなった結果、多くの
米国LNG船が欧州に向かったため、渋滞は減少した。
　今後、米国 LNG液化設備の立ち上がりに伴って、
LNG船のパナマ運河通航のニーズはますます高まって
くる。2021年1-12月のLNG船のパナマ運河の通航量
は対前年比22%増の505隻となった。
　現在、パナマ運河のLNG船の通航は、余剰があれば
増枠も可能ではあるが、基本的に2枠/日に限定されて
いる。これは、他の船種との調整もあるものの、保安上
の観点からLNG船の通航が日中に限定されている影響
が大きい。その結果、LNG輸送量は20MT/y程度にと
どまっている。また、予約システムの柔軟性が低い点も
課題とされている。
　そのような課題を解決すべく、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である。現在、改善
案に関する意見を収集中で、4月には公聴会が開かれ、

その後、パナマ運河庁理事会と内閣の承認を得て、最終
的な料金体系が決定され、今年中に改善案が発表される
見込みとなっている。
　なお、今回の改善には、通航料の変更、LNG船通航
枠の拡大、予約システムの柔軟性向上などが含まれる。
LNG船通航枠が拡大されれば、理論上、2026年までに
LNG船の通航を1,095便/年、LNG輸送量を現在の2倍
の40MT/y程度まで増加させることができる見込みだ
という。なお、IMO排出基準非適合船には、追加料金
が課される可能性がある。
　LNG船の増枠が実現すれば、北東アジア向けの輸送
日数が短縮され、特に、日本等への緊急時のLNG輸送
には朗報となる。
　ちなみに、パナマ運河庁によると、2021パナマ年度
におけるLNG船（満船ベース）輸送隻数は272隻、輸送
量は19MT/yで、対前年度31%の増加となった。また、
COVID-19の影響を受け、客船の通航は大幅に減少した。

（5）欧州LNG受入基地、能力の限界

　JKM-TTFスプレッドの逆転により、経済原理に従っ
て多くの米国LNGが欧州に向かい、2020年の米国LNG
大量キャンセル時に次いで、欧州市場が世界のガス・
LNG流通システムの中で効果的に機能していることが
示された。
　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再ガス化能力は184MT/yであるが、そ

図11 LNG 輸送需要の増加と長距離化

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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のうち、接続の良い欧州北西部（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LNG受入基地の再ガス化能力
は、79MT/yと4割程度にとどまる。
　2022年1月、JKM-TTFスプレッドの逆転が拡大し、
欧州のLNG受入量は10MTを記録したが、同時に、特

に欧州北西部LNG受入基地の利用率は100%に達し、
米国LNG船を中心に沖待ちが発生した。
　今後、ロシアパイプラインガスの減量懸念、および、
脱ロシアに対応するために、欧州はより多くのLNG受
入を予定しているが、主要需要地やパイプライン、地下
ガス貯蔵設備と接続の良い欧州北西部のLNG受入基地

図12 パナマ運河平均待ち日数の減少

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図13 パナマ運河船種別通航増減

出所：Panama Canal Agency ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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の多くはすでに高稼働となっており、特に需要がピーク
となる冬期においては追加輸入の余地はほとんどない。
　欧州LNG受入基地の余剰の再ガス化能力は、主要需
要地等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輸入能力は45MT/yと欧州で最も大き
いが、フランスとの間に横たわるピレネー山脈によって
ガスパイプライン容量が6MT-LNG/y相当に限定されて
いるため、その受入基地の利用率は欧州平均を下回って
いる。現状のままでは、スペインへのLNG受け入れが

増加しても、リロード以外では、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量のLNGが欧州
に輸入されたが、各月の受入量のばらつき等のオペレー
ションを考慮すれば、欧州LNG受入基地の再ガス化能
力はネームプレートを大きく下回り、通常オペレーショ
ンにおいては100MT/y（追加LNG受入可能量は30MT/
y程度）、最大でも120MT/y（追加LNG受入可能量は
50MT/y程度）程度と考えるのが妥当であろう。

図14 欧州の LNG 受入基地

出所：各種資料により JOGMEC 作成

欧州 LNG 受入基地再ガス化能力欧州 LNG 受入基地再ガス化能力

地　域 基地数 気化能力
（MT/y）

欧　州 37 184

うち
北西部 18 79
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図15 欧州北西部 LNG 受入基地の利用率

出所：GIE ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図16 欧州沿岸の着桟待ち LNG 船隻数

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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　例年、欧州各国は、冬前に90-100%まで地下ガス貯
蔵在庫の充填を完了し、春には、それが全体平均で4割
程度まで低下するサイクルを維持してきた。このレベル
が想定外に低下したり、充填の見込みが立たない場合、
市場は動揺し、TTFの上昇やボラティリティの増大を
招くことになる。

（1）欧州全体が低在庫

　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がアジアに引き付けられた。その
ため、この時期の欧州へのスポットLNG受入量は激減
し、代わりに地下ガス貯蔵設備から多くのガスが供給さ
れ、その結果、在庫はそれ以前の年と比べて大きく減少
した。その後、5月頃まで欧州では寒さが続き、さらに、
風況にも恵まれず風力発電出力が低下し発電用ガスの需
要が増加したことと相まって、ロシアパイプラインガス
のスポット販売が減少したため、冬前の地下ガス貯蔵在
庫の積み増しが進まなかった。2021年10月、冬前の地
下ガス貯蔵在庫は78%と過去5年実績の最低レベルを大
きく下回るものとなってしまった。冬期に入り、風況が
改善するとともに、多くのスポットLNGが受け入れら

れた。2月になって、欧州は例年より温暖な気候となっ
たため、地下ガス貯蔵在庫の減少はゆるやかなものと
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。

（2）特定の国で低在庫

　前述のとおり、2021年以降は、欧州全体、特に、オー
ストリア、ベルギー、オランダ、フランス、ドイツなど
で在庫が前年を大きく下回り、さらに、2021年11月末
の時点では、55-94%、2022年3月中旬の時点では18-
60%と、全体レベルが低下するとともに各国の在庫充
填率のばらつきが大きくなってきている。
　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は十分
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、その対応には十分であると述べ
ている。ただし、前年までは、冬前には90%以上を確
保するなど、もっと余裕のあるオペレーションを実施し
ていた。

3. 欧州地下ガス貯蔵在庫実績

図17 欧州地下ガス貯蔵在庫実績（欧州全体）

出所：GIE ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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（3）欧州内Gazprom分在庫の大幅減少

　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カ国が約半分を占める。
このうち、2割がGazpromによって管理
されている。
　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
州全体の貯蔵容量の10％強を管理して
いる。
　2021 年 10 月、Gazpromは、 ロ シ ア
国内の地下ガス貯蔵への充填完了後、
11月8日を目途に、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自社が管理
する欧州5カ所の地下ガス貯蔵設備でガス充填を開始す
ると発表した。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、
2022年に入ってからはさらに大きく低下した。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
有していたが、2月末時点で、オーストリア・ハイダッハ
8%、ドイツ・レーデン3%と、極めて低いレベルにとどまっ

た。Gazpromの管理する在庫が極めて低いことが、欧州
全体の地下ガス貯蔵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、今となっては、おそら
くは2020年中から、もしくは、明らかに2021年1月か
ら低下を始めていたとみることができる。

図18 欧州地下ガス貯蔵在庫実績（国別）

出所：GIE ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図19 欧州地下ガス貯蔵在庫容量（Gazprom 分）

出所：Platts ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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（1）欧州1次エネルギー消費量とガスソース源

　欧州の1次エネルギー消費量は77.2EJ（2020年）で、
その内訳は、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（398MT-LNG/
y相当）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割である。このうち、パイプラ
インガスとLNGを合わせたロシア依存率はガス消費量
中の34%、パイプラインガス・LNG輸入量中の57%を
占める。輸入パイプラインガス中のロシアパイプライン

ガスの占める割合の高い国は、ドイツ（55%）、トルコ
（49%）、イタリア（39%）、オランダ（29%）などとなって
いる。

（2）欧州向けロシアパイプラインガス輸出の減量

　2020年春、欧州向けロシアパイプラインガス輸出量
が2019年と比較して減少した。当初は、新型コロナに
よる欧州ガス需要の低下が引き金かと思われたが、
2021年に入り欧州ガス需要が回復した以降も、特にウ
クライナ経由パイプラインガス輸出量は契約最低流量レ

4. 欧州のロシアガス依存

図20 欧州地下ガス貯蔵在庫実績（Gazprom 分）

出所：GIE ほか、各種資料により JOGMEC 作成

－－－オーストリア・ハイダッハ　－－－ドイツ・レーデン　－－－欧州全体

図21 欧州 1 次エネルギー消費量とガスソース源（2020 年）

出所：BP ほか、各種資料により JOGMEC 作成

▪生産、▪パイプライン（▪アルジェリア　▪アゼルバイジャン
▪イラン  ▪リビア  ▪ロシア）、▪ LNG（▪ロシア  ▪その他）
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ベルに低下したままであった。2021年
秋以降は、ウクライナ経由パイプライン
ガス流量はさらに低下し、ヤマルヨー
ロッパパイプラインガス輸出量も大きく
減少した。
　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、年間ベース
に換算すると102Bcm/yとなり、
　-　 輸 出 量 の 多 か っ た 2019 年 実 績

（192Bcm/y）と比較して5割減、
　-　 2020-21 年 実 績（159Bcm/y、

148Bcm/y）と比較して3分の2程度、
まで減少している。
　ロシアは繰り返し、欧州向け長期パイ
プラインガス供給契約は遵守する、と述
べており、現状、2020-21年実績との
比較では3分の2程度の低下となっては
いるものの、エネルギーセキュリティー
検討上の最悪ケースとしては、少なくと
も2022年は欧州向けロシアパイプライ
ンガスが 2020-21 年実績の 3 分の 1 の
50Bcm/y程度まで減量する可能性を想
定しておくのが妥当といえよう。

図22 欧州各国のロシアパイプラインガスへの依存度（2020 年）

出所：BP ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図23 欧州向けロシアガスパイプライン

出所：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 73 -18 100% 稼働

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 6 27 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 23 119

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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図24 欧州向けロシアパイプラインガス輸出実績

出所：Gazprom ほか、各種資料により JOGMEC 作成

表2 欧州向けロシアパイプラインガス輸出経緯

出所：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？

対象パイプライン － 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/y） 192（2019 年） 159（2020 年）、148（2021 年） 102（2022 年予測）

減量割合
（対 2019 年） － 2 割減（28MT-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？
・スポット契約販売量削減
・2021 年 Gazprom 収入過去最高
・「長期契約なら販売する」
・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？
・スポット契約販売量削減
・「長期契約なら販売する」
・ 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：1-2 月実績× 6
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（1）ECのロシアパイプラインガス依存低減策

　2月下旬、EC（European Committee：欧州委員会）な
どは、今年の欧州のガスの安定供給は十分に確保されて
いると強調した。
 •  2月19日、EC・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、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……ロシアへの
依存度を下げ、多様化する必要がある」と述べた。

　また、3月3日、IEA（International Energy Agency：
国際エネルギー機関）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年以内にロシアからのガス輸入

155Bcmを3分の1以上減らすことができると述べた。

（EU、ロシアガス依存度を減らすための10項目）
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。
2.  ロシアのガスを代替供給源で置き換え、ロシア以外の

ガス供給を30Bcm増加させる（他のパイプライン供給
と国内生産によって10Bcm、LNGによって20Bcm）。

3.  ガスシステムの回復力を強化するために、来年の冬ま
でに、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を加速し、1年
以内にガス使用量を6Bcm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.  消費者を電力価格の高騰から守るため、短期的に税制
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
年以内にガス使用量を2Bcm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年以内にガス使用量を10Bcm削減する。

10.  ガス供給と欧州の電力安全保障の結び付きを緩和す

5. 2022年、欧州のガスは足りるか？

図25 IEA ロシアパイプラインガス削減方法

出所：IEA
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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はいないも
のの、石炭火力発電の焚き増し、原子力発電の稼働アッ
プにも言及している。

　この発表に続き、3月8日、ECは2022年末までに欧
州のロシアパイラインガス需要の3分の2を削減するこ
と を 目 指 す、 新 た な エ ネ ル ギ ー 安 全 保 障 提 案

（REPowerEU）を発表した。
　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
太陽光発電設置前倒し 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

を提示するとした（貯蔵レベル目標：2022年11月1日
までに80％）。
　ここで、エネルギー政策の実施は各国に任されている
ため、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。

（2） 2022年世界のガス・LNG需給はすでにバランス、

追加の供給余力はわずか

　ECのREPowerEUに示されている欧州へのロシアパ
イラインガスを3分の1まで削減する案は、
 •  ガス消費について、エネルギー効率アップ等により

7%（LNG 27.9MT相当）削減、
 •  ガス供給について、ロシアパイラインガスを3分の1

として 19%削減（現状 132MT（うちトルコ向け
22MT）を59MTまで削減）、

 •  LNG等を12%（LNG 46.8MT相当）追加調達、
することで2022年の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、2022年の
　- 世界のLNG供給余力は6MT、
　- 欧州向けガスパイプラインの供給余力は5MT、
　-  REPowerEUにある欧州内バイオメタン生産が年内

に急拡大できるかは不透明、
という状況にあり、上記シナリオの達成はかなり困難で
あると考えられる。

図26 2022 年 EU ガス・LNG 需給バランス（IEA（2022 年 1 月）、EC REPowerEU、JOGMEC 予測）

出所：IEA、EC ほか、各種資料により JOGMEC 作成

■ガス消費 ■ガス消費■域内生産　  ■ LNG 受入
■ロシア PL　■北アフリカ PL
■中央アジア PL

■域内生産　  ■ LNG 受入
■ロシア PL　■北アフリカ PL
■中央アジア PL

■ LNG 追加供給
■ PL 追加供給
■バイオメタン生産拡大
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　たとえバイオメタンが生産拡大できたと仮定しても、
JOGMEC推計によると、LNG、および、パイプライン
ガス等を含めた世界の供給余力は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
の中には、欧州地下ガス貯蔵を例年レべルまで底上げす
るために必要なパイラインガス・LNGは含まれていな
い。

（3）2022年世界のLNG供給余力

①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拡

大するものの、伸び率は2021年より低下し、全世界合
計で12.4MT/y増加すると推定される。
　一方、世界のLNG供給は、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/yが増加する。
　両者の差から、1.9MT/yの供給余力が計上できる。
　ここで、上流トラブルで生産量を絞っていたナイジェ
リアLNG生産量の回復、さらに、モロッコ経由GME

（Gazoduc Maghreb Europe：マグレブ-ヨーロッパ）パ
イプライン輸送契約終了によって生じた上流ガス余裕を
反映したイタリア向けアルジェリアパイプラインガスの
増量を上振れ分として期待し、そこから、プレリュード
LNGトラブルによる生産量減少分を差し引くと、2022

表3 2022 年世界の LNG 需給バランス（一部欧州向けパイプラインガス等）

出所：IEA、Platts、Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

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（2020年火災トラブル）

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 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

LNG・パイプラインガス供給余力 11MT

表4 世界の新規 LNG 液化設備立ち上がり予測

出所：各種資料により JOGMEC 作成

プロジェクト 生産能力（MT/y） 生産開始予定

サビンバス（トレイン 6） 4.75 2021 年第 4 四半期

カルカシューパス 10.1 2022 年第 1 四半期

タングー（フェーズ 2） 3.78 2023 年第 1 四半期

コーラル FLNG 3.4 2023 年第 1 四半期

トーチュー FLNG 2.45 2023 年第 4 四半期

アークティック LNG2 19.8 2023 年第 4 四半期

カタール（North Field East Expansion） 32 2025 年第 4 四半期

コスタアスール 3.25 2025 年第 4 四半期

LNG カナダ（フェーズ 1） 14.0 2026 年第 3 四半期

モザンビーク 12.88 2026 年第 4 四半期

ゴールデンパス 16.0 2026 年第 4 四半期

ナイジェリア（トレイン 7） 7.6 2026 年第 4 四半期
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年の世界のスポットLNGと欧州向けパイプラインガス
の供給余力は11MT/yと期待される。
　なお、2016-17年の油価低迷時、メジャーを中心と
したLNG液化プロジェクトのFIDが大幅に減少したが、
それから5年余りを経て、2023-25年は、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いる。
特にピーク需要月である1月のLNG供給余力は2025年
に向かって減少していく予測であり筆者はこれを「2025
年の谷」と呼んでいる。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。さらにCOVID-19の影響
で多くの液化プラントの建設スケジュールが1年近く遅
延していることもLNG供給余力拡大の足かせとなって
いる。

（4）2021年世界のLNG液化設備稼働実績

　2021年の世界のLNG液化設備の平均稼働率は85%で
あった。地域別では、中東、豪州で高く、アフリカ、ア
ジアで低い傾向がみられる。2021年は1年を通じてスポッ
トLNG価格が高止まりし、LNG生産者は経済原理に従
い、できる限りの増産に努めた。にもかかわらず、さま
ざまなトラブル等が発生し、思惑どおりの増産はかなわ
なかった。

　 後 述 の と お り、2022 年 の ス ポ ッ ト LNG価 格 は、
2021年よりさらに高いレベルが継続するとみられてお
り、生産増のインセンティブはさらに大きくなるものの、
LNG液化設備容量の急拡大は困難である上、一朝一夕
に稼働率を向上させられるとも考えにくい。下記に
2021年の世界の液化設備の稼働状況をまとめる。

アジア
 •  ロシア・サハリンⅡ LNGは、2021年7、8月に2系列

ともメンテナンスで停止し、この期間中、5カーゴが
遅延した。

 •  マレーシア・ビンツル LNGでは、水銀の影響で
Pegagaガス田からの原料ガスが減少し、2021年8月
以降、LNG生産が低迷した。その後、売主DQTが行
使された。当初、2022年3月末までに生産が回復す
る予定だったが、復旧が遅れているとの情報もある。

 •  インドネシア・タングー LNG第3系列は、COVID-19
の影響により建設が1年以上遅延し、現状2023年初
頭の稼働開始が予定されている。

豪州
 •  プレリュードFLNG（Floating LNG：浮体式LNG生産

施設）は、2021年12月の火災トラブル以降、豪州連

図27 2021 年世界の LNG 液化設備稼働実績

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成



23 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

天然ガス・LNG最新動向－LNG市場波高し！大国の野望に揺れる世界のガスに春は来るか？－

邦海洋安全規制機関からの命令によって無期限停止
中である。 

 •  ゴーゴンLNG第2系列が、2021年12月、一時停止した。

中東
 •  2022年に入ってカタールLNGの2トレインが停止し

たとの情報があったが、カタールからは定期修理に
よるものと後日説明があった。

欧州
 •  ノルウェー・ハンメルフェストLNGは 、2020年9月

の火災トラブル以降、1年以上稼働を停止している。
現時点では 当初計画より2カ月遅れの2022年5月中
旬に生産を再開する予定となっている。

アフリカ
 •  アルジェリア・スキクダLNG第1系列は、トラブル

発生により1カ月間以上停止した。
 •  ナイジェリアLNGの生産量は、2021年、原料ガス不

足のため20%減少した。一方、第7系列は6月に建設
を開始した。

 •  赤道ギニアLNGは、9月末から11月、原料ガス供給
が中断したため、LNG生産を停止した。

アメリカ
 •  ペルー・パンパメルチョリータLNGは、2021年5月

末から4 カ月間、技術的トラブルにより停止した。
 •  トリニダード・トバゴ・アトランティックLNG第1

系列は、2021年半ば以降、原料ガス不足により無期
限停止中である。

（5）米国天然ガス市場動向

　EIA（U.S. Energy Information Administration：米国
エネルギー情報局）短期エネルギー見通し（2022年1月）
によると、2022年以降の米国のガス消費、生産、トレー
ディングは次のように予測されている。

消費
 •  2021年の消費量は83Bcf/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。
　
生産
 •  2022年のガス生産量は、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年のガス輸出は10.7Bcf/dであったが、LNGと

メキシコ向けパイプライン輸出が寄与し、2022年は
13.4Bcf/d、2023年は14.3Bcf/dに増加する予測。

 •  LNG輸出量は、2021年9.8Bcf/d（70.3MT/y）、2022
年11.5Bcf/d（82.5MT/y）、2023年12.1Bcf/d（86.8MT/
y）となる。

 •  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消費市場の低気温のため。

 •  2022年、サビンパスLNGトレイン6（4.5MT/y）の完
成、コーパスクリスティ LNG（4.5MT/y）の操業最適
化、カルカシューパスLNG（10MT/y）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、LNGベースロード液化能力は

図28 米国ガス生産・消費・輸出入（EIA STEO 2022 年 1 月）

出所：EIA ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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10.1Bcf/d、ピーク能力は12.2Bcf/dとなった。これが、
2022年末には、それぞれ、11.4Bcf/d、13.8Bcf/dま
で増加する見込み。なお、米国には、7つのLNG液化
設備（サビンパス、コーブポイント、コーパスクリス
ティ、キャメロン、エルバアイランド、フリーポート、
カルカシューパス）、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）が設置されて

いる。
　2022年3月現在、米国LNG液化能力は、76.8MT/y（ベー
スロード）に達したが、旺盛な欧州LNG需要に応え、ベー
スロードを超えピーク液化能力にも迫る勢いでLNGを
生産している。
　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

図29 米国 LNG 輸出の拡大

出所：EIA ほか、各種資料により JOGMEC 作成

表5 主な LNG 液化プロジェクト FID 見込み

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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結が加速した。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供給が開
始され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の追加供給に関しては、2022年はもとより、
いわゆる2025年の谷にも間に合わない。
　中長期的には、LNG生産の増加が見込まれるが、重
ねて、2022年内に、カルカシューパスLNG以外新たに
生産を開始するLNGプロジェクトは存在しないのであ
る。

（6）欧州向けパイプラインガス供給余力

　欧州へのパイプラインガス供給余力は、5MT/y程度
と考えられる。次に個別の状況をまとめる。
 •  ノルウェーはここ数カ月、128Bcm/yを超えるペー

スでガスを輸出している。すでに、EOR（Enhanced 
Oil Recovery：原油増進回収）用のガスさえ輸出に転
用し、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（Trans 
Adriatic Pipeline：アドリア海横断パイライン）によ
る供給は、すでに2022年は10Bcm/y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/yを供給できる可能性がある。ガスソース
は、2021年11月以降、モロッコ経由GMEパイプラ
インガス輸送契約が終了した影響で若干の余裕があ
るものの、同時にアルジェリアは国内ガス需要の増
加に直面しており、このガスが輸出に振り向けられ
るか注視が必要な状況となっている。

 •  リビアは2021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。これは、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、フローニンゲンガス田の生産について

TAP

TANAP

Southern Gas Corridor

SCP

欧州向けロシアパイプライン

ロシアパイプライン接続欧州パイプライン

中央アジアパイプライン

北アフリカパイプライン

図30 欧州向けガスパイライン

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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2022年のガス供給枠を3.9Bcm/yに縮小したが、ザ
イドブルグ窒素プラントの稼働が遅れているため、
最大7.6Bcm/yまで許可する可能性がある。ただし、
政府は掘削に伴う地震増加のリスクを最も懸念して
おり、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。

（7）欧州地下ガス貯蔵在庫予測

　2021年欧州ガス需要、生産、輸入量のデータをベー
スとし、2022年3月末の欧州地下ガス貯蔵在庫を25%
と想定して、次の3ケースについて2022年の欧州地下
ガス貯蔵在庫を予測した。

IEAケース
　IEA Gas Market Report 1Q 2022に基づき、例年並
みのガス生産、需要、ロシアパイプラインガス輸入量等
を想定する。

REPowerEUケース
　ガス生産は、上記IEAケースのとおり例年並み、ガ
ス需要は、REPowerEUとおりの省エネを達成、ロシア
パイプラインガス輸入量は、REPowerEUのとおり例年
の3分の1まで減少と想定する。ただし、追加のLNGと
ロシア以外のパイプラインガス量は JOGMEC想定

（11MT）。

ロシアパイプラインガスゼロケース
　上記REPowerEUと同様のガス生産、需要だが、ロシ
アパイプラインガス輸入量はゼロ。ただし、追加の
LNGとロシア以外のパイプラインガス量はJOGMEC想
定（11MT）。

　試算の結果、IEAケースでは、過去実績（2016-21年）
の下限に沿うように在庫が推移する。2023年3月、在
庫は18%と低く、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
となる。
　REPowerEU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、これを十分に補完で
きるLNGやパイプラインガスは世界に存在しないため、
2023年1月上旬には在庫が極めて低い状態に陥る。こ
れを、年度末に例年並みのレベルまで引き上げるために
は、さらに、44MT-LNG相当の追加供給等が必要となる。
　 ロ シ ア パ イ プ ラ イ ン ガ ス ゼ ロ ケ ー ス で は、
REPowerEUケースよりも、ロシアパイプラインガス減
量の影響がさらに大きく、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。これを年度末に例
年並みまで引き上げるには、さらに、103MT-LNG相当

図31 欧州地下ガス貯蔵在庫予測

出所：IEA ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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の追加供給等が必要となる。
　欧州は、世界最大の自由化されたLNG市場として、
開かれたLNG受入基地と広範なパイプライン網、さら
に、安価にガスを貯蔵できる地下ガス貯蔵設備を擁し、
これまで世界のスポットLNGのバッファーとして機能
してきた。2020年、過去のFIDブームの当然の帰結と
して、多くの米国LNGが一斉に立ち上がり、大量の余
剰LNGが発生した際には、多くの米国LNGがキャンセ

ルされたが、同時に欧州が多くの余剰LNGを吸収する
ことによって世界のLNG需給システム自体へのダメー
ジは回避された。ひいては、これまでの世界のスポット
LNGの価格レベル、ならびに、ボラティリティー抑制へ
の貢献には多大なものがある。今回欧州地下ガス貯蔵在
庫の払底リスクが発生してみると、日本をはじめとした
他の多くのLNG輸入国も、間接的にその恩恵に与かって
いたことが、より明確に実感されるのである。

　ここでは2つの価格見通しを紹介する。一つは、ロシ
アのウクライナ侵攻前に発表されたIEAによるもの、
もう一つは、ロシアのウクライナ侵攻前後のICEフォ
ワードカーブの解釈によるものである。

（1） IEAスポットガス・LNG価格見通し（ロシアのウ

クライナ侵攻以前）

　IEA Gas Market Report 1Q 2022によると、2022年
1月初旬時点のフォワードカーブでは、2022年を通し
て高ガス価格が継続し、TTFとアジアスポットLNG価
格は、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になるとした。
　2022年後半には供給力の改善により価格は低下する
が、欧州の地下ガス貯蔵充填ニーズと、新たな追加LNG
供給の少なさが、価格に上昇圧力をかけ、両市場とも過
去の平均を大幅に上回る水準にとどまると予測した。
　 米 国 HHガ ス 価 格 に つ い て は 平 均 $4/MMBtuと、

2021年の水準に近いレベルで推移するとした。

（2） ICE TTF、JKM、HHフォワードカーブ（ロシア

のウクライナ侵攻前後）

　ICE（Intercontinental Exchange）のデータによると、
ロシアによるウクライナ侵攻前の2022年1月3日、2月
1日のTTFフォワードカーブは、欧州地下ガス貯蔵低
在庫と欧州向け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、この時点でのウクライナ侵攻の
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

6. 世界のガス・LNG価格見通し

図32 IEA スポットガス・LNG 価格フォワードカーブ

出所：IEA
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ワーデーション構造がみられる。これは、今回の高値が、
冬期にピークを迎える通常のガス需要の増加などによる
ものではなく、いったん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、エネ
ルギーセキュリティー上のニーズはもちろん認識はする
ものの、企業としての経済的インセンティブは認められ
ないことも表している。
　また、2023年3月までは、これまで通常みられてい
た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は欧州に引き付けられ
るとみている。
　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、ピーク期間に向かってのコ
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、この頃までには、欧州ガス市場
は一定の落ち着きを取り戻し、地下ガス貯蔵在庫の充填
が徐々に進むと市場がみていることを示している。
　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そのレベルはTTF
に押し上げられて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 の 増 産 と 相 ま っ て、2024 年 に か け て、$3/
MMBtuレベルまで低下する。

（1）IEA　欧州ガス危機悪化はロシアのせい？

　欧州は、今般のガス危機がロシアによってもたらされ
たと主張する。
　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。

7. 欧州・ロシア、双方の言い分

図33 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）

出所：Intercontinental Exchange ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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　「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
内の貯蔵施設の低水準に起因する」
　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。……この危機の教訓の一つは、
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。……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」

　Gazpromは、欧州へのガス供給は契約上の義務に則っ
て実施し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。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。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年後半に減少し、
2022年の最初の数週間はさらに減少している。また、
同社の電子販売プラットフォームでのスポットガス販売
も2021年10月以降は行われていないのである。
　3 月 8 日、REPowerEUの 発 表 時 に も、ECは、
Gazpromの異常な営業行動について調査を進めている
ことに言及した。EU内のGazprom以外の貯蔵所の平均
充填率は44％であるのに対し、Gazpromが運営する地
下ガス貯蔵所の平均充填率は16％しかなく、これが全
体の在庫レベルを引き下げていると主張した。

（2）ロシア長期契約パイプラインガス供給への安心感

　一方、多くの国において、ロシアとの長期契約パイプ
ラインガスの供給安定性に対する信頼感には絶大なもの
がある。

フランス
　2 月 15 日、フランス・Engieのマクレガー CEOは、
ロシアのパイプラインガスの供給安定性について、
Gazpromは従来フランス企業にとって信頼できるパー
トナーであり、安心していると述べた。「Gazpromは歴
史的に、Engie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に基づき契約を履行して

図34 IEA・ビロル事務局長

出所：IEA

図35 EC・ライエン委員長

出所：IEA
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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
どお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 し た。 な お、PGNiGは Gazpromか ら 最 大 で
10.2Bcm/y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、その後は、10月に稼働するノルウェー
から直接ガスを供給する10Bcm/yのバルチックパイプ
ライン経由のガスでこれを代替する予定である。

オーストリア
　オーストリア・OMVは、長年、Gazpromと長期ガス
供給契約を結んでいる。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、との見解
を示した。

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/y）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。

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との長期
ガス輸入契約を終了することはできないが、契約に定め
られた最低輸入量に限定し、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が、ロシアのパイプラインガス
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。

（3） 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？

　では、なぜ、欧州各国は長期パイプラインガス供給契
約を結ばないのであろうか。

　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なかで、将来のガス需
要への懸念から、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
合に関する政策、環境税制、炭素価格に対する不確実性
で、それが欧州のバイヤーの足かせになっている。……
長期契約による供給の確保に積極的な中国とは対照的で
ある。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みられない。
……欧州の電力会社が長期契約を結ぶのは、現時点では
かなり困難であり、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、欧州のバイヤーはス
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は行われているが、そ
の期間は短い。4年や5年の契約が、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」
　これに先立つ、2021年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の制限を検討すると発
表した。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。
　このように、ECは長期契約締結に対して大きな圧力
をかけ続けている。欧州脱炭素政策が欧州企業の化石燃
料の継続使用を不透明化しているのである。この先、炭
素税上昇、太陽光・風力等リニューアブルへの優遇政策
が予測されているなか、今後ますますガスの需要予測は
困難となり、万一、オーバーコミットとなった場合、
Take or Payの支払い義務等が生じ経営に大きな影響を
与える懸念がある。現在の困難な状況を打開するために
は、何らかの政策変更が必要と考えられよう。

（4）Gazpromの主張、長期契約なら販売

　11月、Gazpromは、長期契約は市場安定の基礎であ
ると述べた。
　「我々は常に、Take or Pay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、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
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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」
　実際に、1月6日、トルコ・BotasとGazprom Exportは、
TurkStream（15.75Bcm/y） を 経 由 し て 供 給 す る
5.75Bcm/yの4年契約を締結し、Gazpromがやみくもに
売り惜しみしているわけではないことを証明した。

　次に、ロシアのウクライナ侵攻の経緯を簡潔にまとめ
る。

（1）ロシア・ウクライナ侵攻のプロット

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（ロシアが呼びかけ）。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回停戦協議@ベラルーシ
3月3日：第2回停戦協議@ベラルーシ
3月7日：第3回停戦協議@ベラルーシ
3月10日：両国外相会談＠トルコ
3月14日：第4回停戦協議@オンライン
3月29日：第5回停戦協議@トルコ

（2）各国は段階的制裁へ（SWIFTからの排除）

　2月22日、米国・バイデン大統領がロシアのウクライ
ナ侵攻を認定した。その後、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課すことを決定した。
これを機に各国は段階的制裁モードに突入した。

　2月26日、米欧がロシア金融機関のSWIFTからの排
除を発表した。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した。ロ
シアの金融システムの8割に打撃を与えられるとの目論
見で、10日後の3月12日にSWIFTから排除された。
　これを受けて、多くのアジアの買主が、石油、ガス、
石炭、ロシア船舶の傭船など、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
なくなったとの事情もある。
　ちなみに、過去ロシアに先駆けてSWIFTから排除さ
れたイランについても、企業はコンプライアンス審査や
法的監視を避けるために、制裁対象企業を自主的に避け
た経緯がある。

8. ロシアのウクライナ侵攻

SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication）とは？

　世界各国の金融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。ロシアによる取引は SWIFT の世界全体の取引の

1.5％（750 億ドル）を占める。

　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、当該国

は経済的に大きな打撃を受ける。
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（3）ノルドストリーム2への制裁

　2月22日、ドイツ・ショルツ首相は、ドイツのガス供
給セキュリティー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
と発表した。その後、ノルドストリーム2の運営会社
Gas for Europe GmbH（ドイツ法人）は解散する見込み
であると、自社のウェブサイトで発表した。資金繰りが
厳しく事業継続困難と判断した模様であるという。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を設立し
ていた。
　手続きが順調に進めば、2022年11月にはガス供給を
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高
くなっている。
　これに関連し、各社は次の対応を取った。
　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、オーストリア・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と述べ、ロシアでの
新規石油・ガスプロジェクト、さらに、ロシアへの支払
いも直ちに停止した。同3月2日、フランス・Engieは9
億8,700万ユーロの信用リスクにさらされており、ノル
ドストリーム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Fortum（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の簿価が55億ユーロ
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9億5,000万ユー
ロを投資することを約束していた。3月5日、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、9億8,700万ユーロの評価損を計上した。

（4）ウクライナ侵攻、ガス供給設備への影響

　欧州向けロシアパイプラインガスの輸送の支障となる
トラブルは発生していないものの、ロシアのウクライナ
侵攻前後からウクライナ国内のガス設備も多くの被害を
受けている。さらに、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割減少したという。
　次に、ウクライナのガス供給設備の被害に関する情報
についてまとめる。

 •  2月4日、ロシアとの緊張が高まるなか、ウクライナ・
Naftogazは欧州からのガス輸入を開始し備蓄を強化。

 •  2月19日、ウクライナ東部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攻撃を受け、ロチェベ村への
ガス供給が停止。

 •  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のムリンスケ地下ガ
ス貯蔵施設からのガス引き出しが停止。

 •  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。マリウポリとオヒ
ティルカの公共施設へのガス供給にも支障が生じた。

 •  3月3日、ウクライナは国内に貯蔵されているガスの
輸出を禁止。

 •  3 月 4 日、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 ガ ス 貯 蔵 事 業 者
UkrTransGazは、近隣の敵対行為激化のため、ルハ
ンスク州にある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
リウポリ間のパイプラインの損傷を示す急激な圧力
上昇を確認したため、関係するパイプラインを閉止
し、ガス配給所24カ所へのガス供給を停止。ドネツ
ク州とキーウ州の100万人の消費者へのガス供給を
停止。

 •  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。一方、ロシア軍による
砲撃のため、GTSOU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
人の需要家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、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パ
イプラインガス輸送が危険にさらされていると警告。
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（5）ロシア制裁とロシア離れ

　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
し、その後、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した。ガスについてもこの輸入
禁止を検討するという。
　3月8日、米国は原油などとともに、ロシアLNGの輸
入禁止等を決定した。その制裁は、
 •   ロシアの原油、石油製品、LNG、石炭などの米国へ

の輸入禁止
 •   米国企業によるロシアのエネルギー分野への新規投

資禁止
 •  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
から成る。すでに成立している輸入契約には45日間の
猶予を設けた。
　リトアニアも、今回のロシアのウクライナ侵攻を受け
て、クライペダLNG受入基地でのロシアLNGの輸入を
停止した。リトアニアは、もともと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・ハンメルフェストLNG
から輸入し、2014 年には、FSRU（Floating Storage 
and Re-gasification Unit：浮体式貯蔵・再ガス化設備）・
インデペンデンスが操業を開始している。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を輸入し、ロシアLNGへの依存度は15%であっ
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、石炭のロシアからの輸
入を禁止するとともに、アークティックLNG 2などの
ロシアのプロジェクトへのEU企業の関与の禁止、ロシ
アとの水素に関するすべての研究開発プロジェクトの停
止、さらに、ロシアガス輸入の段階的廃止を提案した。
　もし、各国がロシア産LNGの禁輸等に踏み切った場
合、
 •  買主は不可抗力を宣言する、
 •  ロシアは自国産LNGを、輸入禁止国を避け、スポッ

トLNGとして、例えば、インドや中国に安値で転売
する、

 •  スポットLNGの振り替えがスムースに実施されな
かった場合、世界全体のLNG供給量が一時的に減少
し、スポットLNG価格が上昇する、

 •  ロシアLNGをいったん第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。

　今回、EUはロシア船舶の入港禁止を見送ったが、そ
れに先立つ3月4日、ヤマルLNGでLNGを積み込み、
イギリス・アイルオブグレイン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た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、アイルオブグレインLNG
受入基地 を所有・運営するNational Gridに圧力をかけ

図36 ウクライナのガス供給設備

出所：GIE ほか、各種資料により JOGMEC 作成



342022.5 Vol.56 No.3

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

たという。イギリスは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。
　3月に入り、LNG市場参加者はロシアのスポット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の貿易禁止令は出されていないものの、将
来的な制裁の可能性から支払いルートが遮断されること
等を懸念している。金融制裁がさらに強化され、港湾が
ロシアの貨物や船舶の受け入れを拒否した場合、リスク
が非常に高くなる。
　次に各社の対応をまとめる。

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。ブルーストリームパイプラインは2003年に操業
を開始し、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/y。3
月8日、イタリア・Enelは、ロシア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
クルでのLNGターミナル（8Bcm/y）の工事の再開を決定
した。

Shell　

　2月28日、Shellは、サハリンII LNGプロジェクトな
ど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30億ドル
分の損失計上を予定している。さらに、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停
止をはじめ、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ことを決定した。

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
て状況を聴取した。その後、2月27日、BPはロシア・
Rosneftの19.75%の株式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250億ドルの償却を見込む。

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した。2012年、Centricaは、
Gazprom Marketing & Tradingと、2.4Bcm/yの供給契
約を締結した。2015年にその契約を延長し、契約数量
をイギリスのガス需要の5%に相当する4.16Bcm/yに引
き上げていた。

Equinor　

　2月28日、ノルウェー・Equinorはロシアの合弁事業
からの撤退に着手すると発表した。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。そ
の前日の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ていた。

OMV　

　3月5日、オーストリア・OMVは、今後ロシアへの投
資を実施しない決定を下した。また、株式の25％近く
を保有しているユジノ＝ルスコエ・ガス田からの撤退も
検討するという。OMVは、Gazpromとの2040年まで
の長期契約に基づきロシアパイラインガスを輸入してい
る。

（6）ロシアの対抗措置

　2月28日、EUエネルギー大臣会合後、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」と発言した。
　それと符号するかのように、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とな
り、$300/bblになるだろう。ノルドストリーム2に対す
る制裁措置により、ロシアにはノルドストリーム1経由
の流れを停止する権利がある。」と発言した。
　また、3月31日、プーチン大統領は、非友好国に対し、
パイプラインガスの輸入代金をルーブルで支払うことを
拒否した場合、ガス供給を停止する命令に署名した。新
ルールでは、欧州の買主はユーロまたはドルでロシアの
新しい口座に送金し、そこから換算後のルーブルで国営
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ガスプロムに支払いを行うことが義務付けられることに
なる。4月1日、Gazpromは、そのプロセスについて通
知を始めたが、執筆時点において詳細はまだ明らかにさ
れていない。

（7）中国の対応

　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。中露両国はエネルギー
に関する良好な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シベリアの力パ
イプライン（38Bcm/y）が始動した。現在、ロシア側は

モンゴル経由のシベリアの力2パイプライン（50Bcm/y）
の計画を進めている。ロシアは中国のガス輸入量の
10％を供給しているが、今後、中国は、よりバランス
のとれた輸入構造を目指すため、オーストラリアや中央
アジアからのLNG・ガスへの依存度を下げ、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。ただ
し、売買契約の締結や、パイプラインの建設には一定の
期間を要するため、2030年以前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。
　中国は、ウクライナ侵攻に関し、ロシア寄りの立場を
取る一方で、この機を利用してロシアに対する優位な位
置を固めているといわれている。

（1） 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？

　地震発生の原因とされているオランダのガス生産量
は、ここ10年来、大きく減少してきた。アルジェリア
パイプラインガスは、国内需要増加の影響で、今後の欧
州向け輸出量は低下傾向にある。2030年頃までは維持

されるものの、それ以降、ノルウェーのガス生産量も大
きく減退し、2040年には、現在の半分以下まで減少す
ることが明らかとなっている。一方、それらを補完する
ように、LNG受入量は、特に2019年以降、米国を中心
としたLNGプロジェクトの立ち上がりと同時に一気に
増加した。

9. 欧州ガスセキュリティー

図37 中国向けロシアパイプライン

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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　今後も欧州のLNG受入量は漸増する見通しではある
ものの、それ以上に、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。これはロシアのウクライ
ナ侵攻以前に、元々予測されていたのである。
　過去を遡れば、欧州では、2006年のロシアによるウ
クライナへのガス送出停止を受け、
TEN-E（Trans-European Networks 
for Energy：欧州エネルギーネット
ワーク）規則が制定され、ガスネッ
トワーク等の整備により域内のエネ
ルギー安全保障を向上させてきた。
　その後、十余年を経て2018年、
ノルドストリーム2の建設がスター
トし、翌2019年、新たな産業新興
策としての色合いの濃厚な欧州グ
リーンディールが発表された。これ
により、欧州の脱石炭・脱原発・脱
ガス、さらに、上流投資削減の方向
性が明らかとなり、ロシアパイプラ
インガスへの依存率上昇が決定的と
なった。
　当時の米国トランプ政権はノルド

ストリーム2が完成すればロシアのパイプラインガスへ
の依存度が高まり「ドイツがロシアの捕虜になる」とし
て、この建設にかかわる企業に対して制裁を加えた。こ
れに対して、ドイツは、ノルドストリーム2は全くの商
業プロジェクトであると抗弁していたのである。
　このような状況のなかで、2020年以降、欧州向けロ

図38 欧州ガスソースの推移

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図39 欧州脱炭素政策の迷走、エネルギー安全保障は何処へ？

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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シアパイプラインガスは減量を始め、欧州地下ガス貯蔵
在庫レベルも徐々に低下していった。当時、この減量は、
ノルドストリーム2、さらに、長期パイラインガス契約
の必要性をアピールしているのでは、とも論じられてい
たが、2022年2月24日、ついにロシアのウクライナ侵
攻が発生した。

（2）欧州緊急ガスセキュリティー対策

　欧州ガス危機の発生に対し、米国、欧州始め各国は即
座に反応した。

①エネルギー安全保障に関する米欧共同声明
　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固めた。次に要点をまと
める。
　「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。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年までの排出量ゼロ達成を
両立し、透明で競争力のあるガス市場の中で、安定供給
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安定供給と価格の
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、ロシアのさら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
中の多様な天然ガス供給源からの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受入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、すべての主要なエネル
ギー生産国が我々に加わることを要請する。この作業は
すでに始まっており、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」

②欧州向けLNG融通、カタールへの要請
　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、欧州から追加LNGの
要請を受けたこと、そして、欧州へのLNG供給追加の
ために最大限の努力をしていると述べた。しかし、ロシ
アパイプラインガス減量を補完するLNGの供給は難し
いようである。
　「欧州の買主が追加のLNGを要請してきた。我々の
LNG生産量の大半は、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、欧州を支持し、
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供給
先が決まっている。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
運ぶ場合、元の市場の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、欧州各国次第である。……転用可能
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なLNG数量はポートフォリオの10～15％程度を占める」

③EC、カタールの仕向け地条項の独禁法調査
　ECは、今回カタールにLNGの緊急融通を要請したが、
一方で2018年より、QatarEnergy（旧Qatar Petroleum）
と欧州各社とのLNG売買契約が、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、それ
がEU競争法違反となるのではないかという点について
調査を継続していた。カタールは、欧州に到着した
LNGが域内にとどまり、再輸出されないことを保証す
るようEUに求めていたとされる。なお、従来、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た。
　ところが、この緊急要請の1カ月後の3月31日、欧州
委員会は、収集した証拠から当初の懸念は確認できない
と判断し上記調査を終了することを決定した、と突然の
発表を行ったのである。

（3）ドイツの対応

①ドイツのロシアパイプラインガス依存
　ドイツは、ガス需要が大きいものの国内生産量が少な
いため、多くのガスを輸入している。特に、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となると
した。2021年のドイツのガス輸入量は83.7Bcmであり、
つまり、2021年のドイツのガス輸入量の6割をロシア
が占めたことを意味する。　
　ドイツは、輸送能力55Bcm/yのノルドストリームで
ロシアと直接つながっており、また、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
りの量のガスを輸入しており、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が運用されていれば、ドイ
ツは、大量のロシアパイプラインガスをさらに輸入し、
これを各国へ輸出する欧州随一のガスハブとして大きく
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、今回の侵攻を受け、ドイツはすでにノルドスト
リーム2の認証プロセスを中断し、ロシアのパイプライ
ンガス輸入への依存度を下げるため、国内に複数の
LNG受入基地を建設する作業を加速することを決定し
ている。また、国内ガス貯蔵設備への充填用LNGの調
達に資金を提供し、事業者に対するガス貯蔵量の最低目

標導入も合わせて進めている。

②ドイツ、ロシアパイプラインガスの輸入を継続
　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。同時にドイツ
が、現在、ガスの55 ％、石油の35 ％、石炭の50 ％を
ロシアから輸入しており、依然としてロシアに大きく依
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他の方法
は今のところない。……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、ロシアに代わるエネル
ギーの開発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、ロシアからのエネルギー
供給を継続することは、我々の意識的な決定である」

③ドイツLNG受入基地計画の復活
　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
ルムズハーフェンに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受入基地は、
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、供給源の多様化のためLNGインフラを支
持する発言を繰り返し、スターデとブルンスブッテルで
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
した。民間投資が十分でない場合、地域経済成長スキー
ム（GRW：Gemeinschaftsaufgabe）、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（MFS/MKS：German 
National Mobility and Fuel Strategy）での支援が可能で
あるという。
　ドイツはEU最大のガス市場だが、2045年のネット
ゼロ目標を新たに設定したため、LNG受入基地事業は
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長期的には不確実なプロジェクトとみられていた。さら
に、ドイツのLNG受入基地は近隣のEU諸国と比較して
競争力がないため、経済的な枠組みも改善する必要があ
るとみられていた。
　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。

ブルンスブッテル
　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。最早2025年稼働開始が可能だという。
　このプロジェクトは、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
とを決定した時点で頓挫していた。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：German LNG Terminal）の設立3社
の1社であった。

ヴィルヘルムズハーフェン
　ショルツ首相の発言を受け、ドイツ・Uniperは、こ
のプロジェクトを再検討していることを発表し、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）に実現可能と述べた。
　本プロジェクトは、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受入基地とし
ての計画は断念し、代わりに水素受入基地としての検討
を開始していた。

スターデ
　2月24日、スターデLNG受入基地の開発会社である
HEH（Hanseatic Energy Hub）は、今後、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
設許可等のプロセスを進め、最早2026年末の操業開始
が可能と述べた。
　HEHの株主は、ドイツ・Buss Group、スイス・Partners 
Group、ベルギー・Fluxysである。Dowもこのプロジェ
クトに参加するオプションを持っている。
　スターデ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：Substitute 
Natural Gas）、隣接するDow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。

④ガス最低貯蔵目標の導入
　2月末、ドイツ経済省は、安定供給の向上のため、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月にはこれを発効
させる予定となっている。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％というように定める計画である。ガスパ
イプライン事業者であるTHE（Trading Hub Europe）が、
包括的なインセンティブを受領して在庫管理を実施す
る。ドイツのガス市場は高度に自由化されており、当局
がガスの貯蔵量に影響を与える方法はほとんどないが、
発効後はGazpromを含むEU域外の事業者も、これに従
わなければならなくなる。
　また、3月2日、ドイツは、THEに、LNG調達のため
の資金を提供した。現在、THEは、ガス貯蔵量を増加
させるべくLNGを調達中だという。

表6 ドイツ LNG 受入基地建設計画

出所：各種資料により JOGMEC 作成

基地名 形　式 能力（MT/y） 参加者 備　考

ブルンスブッテル 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 年稼働開始。

ヴィルヘルムズ
ハーフェン 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。

スターデ 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 － －



402022.5 Vol.56 No.3

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

　結果として、エネルギー安全保障をなおざりにするこ
とになった拙速な欧州の脱炭素政策に対してさまざまな
研究機関や識者が警鐘を鳴らしはじめている。

（1）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、最近の上流投資水準の低さは、中期的に
さまざまな課題をもたらす可能性があると述べている。 
　「天然ガスに向けられた上流投資は、過去10年減少傾
向にあり、COVID-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1,000
億ドル強の水準で底を打った。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
のレベルのガス関連の上流投資は、IEA現行政策シナリ
オ（STEPS：Stated Policies Scenario）で毎年必要とされ
る投資の半分以下であり、2021-2030年の期間の2050
年 ネ ッ ト ゼ ロ シ ナ リ オ（NZE：Net Zero Emissions 
Scenario）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COVID-19の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
への資本規制の行使や、IOCへの化石燃料からの多様化
を求める投資家の圧力によって、生産者の反応は鈍くな

る可能性がある」

（2）GIIGNL緊急声明文「長期契約と投資促進が不可欠」

　3月3日、世界的にエネルギー安全保障への関心が高
まるなか、世界のLNG取引の90 ％以上に関わる84社
が加盟するGIIGNLは声明文を発表した。その骨子を以
下にまとめる。
　「……ロシアから欧州へのガス供給が減少・中断する
可能性や、ここ数カ月でみ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、経済の安定、CO2排出削減を可能とす
るときである」

10. 脱炭素の副作用

図40 IEA ガス供給上流投資の推移

出所：IEA

図41 GIIGNL 緊急声明文
「長期契約と投資促進が不可欠」

出所：GIIGNL
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（3）コロンビア大学ボルドフ教授の金言

　ジェイソン・ボルドフ教授は、コロンビア大学国際公
共政策専門職教授で、米国国家安全保障会議スタッフの
シニアディレクター、バラク・オバマ大統領の特別補佐
官を務めたエネルギー業界の重鎮である。2022年2月、
彼が米国外交誌Foreign Policy に発表した論文を次に抜
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、非難のなかに紛れ込んでいる。
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
続いた。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。……長期的な平均値でみれば、
LNG購入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。……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
健全な戦略とはいえない。……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、これを追加的

な措置で補完することである。……第1に、欧州は、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2に、……需要を抑制する努力を倍
増させるべきである。……第3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、他のエネルギー源の廃止を避けるべきである。
……第4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、極端で避けがたい市場の変動に
対処する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」

（4） 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？

　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。
　この中には、ここしばらく急進的な脱炭素政策一辺倒

図42 コロンビア大学ボルドフ教授

出所：Foreign Affairs、Columbia University
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であった欧米が、日本政府の辛抱強い訴求によってその
方向性を180°変えた瞬間が切り取られている。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、この目的のためにす
でになされた発表に感謝の意を表する。我々は、IEA加

盟国がすでに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、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、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、すべ
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」

（5）合理的判断に基づき事業継続を

　今回の侵攻は、世界にエネルギーセキュリティーの重
要性を改めて認識させた。
　ロシアの暴挙に、多くの国々が制裁に参加し、さまざ
ま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、現在も多くのガス・LNGを世界に供
給している。日本も上流投資、LNG輸入など深い関り
を持つ。
　これまで、ようやく獲得した本邦企業が所有するロシ
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。そうなれば、将来、特に緊急時におい
て、当該プロジェクトのコントロールがより困難になる
局面が再来することが容易に想像できる。また、短期的
には、日本平均LNG輸入価格が上昇し、電力・ガス料
金がさらに上昇することになる。
　経済制裁の目的は、貿易の制限等経済的な手段により、
相当のダメージを相手に与え、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。事業か
らの撤退は両刃の剣であり、特に資源小国日本は相手に
与える以上の致命傷を自ら受ける可能性が高い。
　安易な撤退は、平穏な日常生活の基礎からの瓦解を意
味するのである。

　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、これまでの先達の不断の
努力がなければ、日々の生活において意識する必要さえ
ないほど安定した現在のエネルギー供給は存在しなかっ
たであろう。

　しかし、世界は多極化し、激動の時代に突入してしまっ
たようである。我々が脱炭素への長い道程を歩み始めた
途端、ロシアがウクライナ侵攻を開始し、脱ロシアとい
う新たな関門が目の前に立ちはだかっている。
　ロシア・ウクライナ間の和平交渉は遅々として進んで

おわりに

図43 G7 臨時エネルギー大臣会合共同声明
（2022 年 3 月 10 日）

出所：METI
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おらず、今後、双方の体制やパワーバランスが劇的に変
化する兆候もみられていない。すなわちロシアが、欧州
へのパイプラインガス供給量の巧妙な操作を通じて、全
世界のガス・LNGの帰趨を決する構図は、少なくとも
余力が回復し始める2025年のLNG供給の谷以降までは
継続すると考えざるを得ない。
　脱ロシアは、脱炭素のように、将来の技術進展に希望
を託したり、2030年という実現できずとも状況の変化
を理由として政治的な責任を問われることのない遠い未
来の話でもない。具体的な手段が求められ、達成・未達
成が明確に確認される、今、解決しなければならない課
題である。脱ロシアさえ解決できずして、脱炭素に辿り
つけるはずもなく、逆に、ロシアのガスからの自立も、
我々が真の脱炭素を達成する途上で初めて成し遂げられ
ることになる。
　資源小国日本は、引き続きエネルギーセキュリティー
を重視し、自主権益比率を高めるなどの努力を続けると

ともに、今後は、ロシアへの依存を低下させるべく、新
たなLNGプロジェクトを立ち上げていくことが急務と
なろう。また、将来の環境政策の転換による座礁資産化
に対する懸念から、開発主体である民間に上流投資を躊
躇させないよう、何らかの公的なセーフティーネットの
整備が必要ではないだろうか。さらに、万が一の供給途
絶に対する緊急時対策が整備された規律ある、しかし、
自由なエネルギー市場の構築が強く望まれる。
　ここで、難易度の高まったエネルギートランジション
の綱渡りの過程において、新しいエネルギーが実用に耐
えうるものとなる前に、拙速に従来のエネルギーを廃止
する等のもう一つの暴挙、すなわち、エネルギーセキュ
リティーの軽視は2度と繰り返されてはならないことに
再度言及しておきたい。
　一時のブームや感情に流されることなく情勢を合理的
に見極め、脱炭素の将来をも見据えた現実的な判断がい
まこそ必要とされている。
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