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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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本日の報告事項

• 世界のガス・LNG価格、欧州地下ガス貯蔵在庫実績
• ロシアパイプラインガスの減量
• 欧州向け米国LNG輸出量急増
• アジアのLNG需要減退
• 2022年世界のLNG需給バランス
• 対ロシア経済制裁
• ロシアパイプラインガス・LNGへの制裁は可能か？
• ロシアパイプラインガスの代替
• ロシアの逆襲と欧州の脱ロシアの動き
• ロシアエネルギー禁輸は失策か？
• ロシアパイプラインガス・LNGの超過利潤
• 制裁の経済学
• 脱ロシアはいつか？
• 対ロシア経済制裁の戦術
（参考）

• 2021年世界のLNG（GIIGNL Annual Report 2022）
• 2022年ガス・LNG需給・在庫・価格速報（IEA Gas Market Report 2Q-2022）
• FSRUとは？
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世界のガス・LNG価格
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TTF（Title Transfer Facility、欧州ガス価格指標）
• TTFは、2月24日のロシアのウクライナ侵攻による地政学的な緊張が続く中で、3月7日には、ロシアパイプラインガス供給中断の懸念により$72/MMBtuを記録。その後、

上昇と下降を繰り返しながら、徐々に下落し、5月末、$20/MMBtu台半ばとなった。この間、ポーランド、ブルガリア、オランダ、デンマーク、ドイツ、および、フィンランドへの
ロシアからのパイプラインガス供給の全部、または、一部が停止された。JKM-TTFスプレッドは、図中のほとんどの期間で、逆転したままとなっている。

JKM（Platts Japan Korea Marker、北東アジアスポットLNG価格指標）
• 2022年1-2月は$20/MMBtu台で推移し、3月7日のTTF上昇に伴って一時$85/MMBtuまで急騰したが、その後、$30/MMBtu台で推移した。3月16日の福島

県沖地震により石炭火力発電所などが停止した影響で上昇。4月、徐々に低下し、5月は＄20/MMBtu前半で推移。5月末、中国・上海のCOVID-19によるロックダ
ウンが終了し、夏期需要が徐々に高まり、買い意欲が現れてきており、上げ調子にある。

HH（Henry Hub、米国ガス価格指標）
• 4月、例年より気温が低く需要が増加、地下ガス貯蔵在庫も5年平均を2割下回るまで低下。4月末に$7/MMBtu台に達し、5月上旬、夏場の旺盛な需要の兆しを受

け$8/MMBtuを超えた。その後、テキサス州などでの熱波によるガス火力発電の需要増等を受け、5月24日には$8.8/MMBtuとなった。
• 6月、米国エネルギー情報局（EIA、U.S. Energy Information Administration）は、今後の価格見通しについて、2022年の年間平均は$7.40/MMBtu、

2023年は$4.74/MMBtuと予想。現在、LNG出荷が好調ななか、長期的には需要の増加にガス生産が追い付き価格は戻ると予測。ガス価格が上昇傾向にあるのは、
貯蔵在庫が5年平均を下回っていること、LNG輸出需要が安定していること、石炭部門の制約に後押しされた電力部門の高ガス需要、の3つを主な理由とした。

日本平均LNG輸入価格
• 日本平均LNG輸入価格は、2022年2月、$15/MMBtu後半に上昇し、3月には$14/MMBtu半ばに一旦下落したが、4月は$15.70/MMBtuまで上昇した。
• スポットLNG価格はまだ例年より高いレベルながらも、一時期より落ち着いてきている。しかし、原油価格リンクの長期契約が7，8割を占める日本平均LNG輸入価格は、

足元の原油価格上昇により今後も上昇を続けると想定される。

（IEA、EIA、Platts、Intercontinental Exchange他、各種資料によりJOGMEC作成）

世界のガス・LNG価格実績
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世界のガス・LNG価格実績

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

JKM-TTFスプレッド逆転

（Platts、IMF他、各種資料によりJOGMEC作成）

TTF $3.30↗
4/21、ヤマルPLガス2
週間停止、ArcLNG2
スタート時期不透明化

TTF $3.07↗
3/30、ロシアがルー
ブル払いを強要

TTF $3.30↗
3/23、ノルウェーガス
田トラブル、欧州向け
ロシアPL流量低下

TTF $7.47↗
3/7、ロシア原油禁輸を
受け、ガス禁輸を懸念

TTF $15.58↗
3/2、バイデン大統領
が一般教書演説でウ
クライナ侵攻に言及

TTF $8.27↗
3/4、イギリスのロシアLNG
船入港拒否、リトアニアの
ロシアLNG輸入停止

TTF $9.05↗
3/1、ウクライナにおけるロシアの攻
撃激化、欧米制裁強化の可能性

TTF $9.23↗
2/24、ロシアの
ウクライナ侵攻

3/7 JKM $84.8/MMBtu
3/7 TTF  $72.3/MMBtu

TTF $3.32↗
5/10、ウクライナ、
ロシアPLガス輸送
にFM宣言

TTF $6.41↗
5/12、Gazpromがヤマル
PLガス供給停止を発表

（下線：対前日上昇幅）

TTF $6.73↗
6/15、フリーポート
LNGトラブル、NSガ
ス供給-40%、Eni
ガス供給-15%
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• ロシアのウクライナ侵攻前後の2月1日、3月1日と、それからほぼ3か月が過ぎた6月1日のIntercontinental ExchangeのTTF、
JKM、HHフォワードカーブを比較。

• JKM、TTFについては、2、3月の侵攻前後で、欧州向けロシアパイプラインガスの安定供給に対する懸念を背景に、2022年は
$15/MMBtu、2023-4年は$5/MMBtu程度上昇。

• 2022年、TTFはバックワーデーションを示し、TTF上昇幅の方が大きく、JKM-TTFスプレッドは、ネガティブとなった。
• この時点で市場は、侵攻による混乱は2022年内に落ち着き、その後は、アジア太平洋地域の需要が欧州より高く、JKMの方が

TTFより高価格となる従来のLNGフローが戻ると予測し、その結果、2023-4年は、JKM-TTFスプレッドがポジティブに戻っていた。

• 侵攻から3か月を経た6月のJKM、TTFは、3月と比較して、2022年は$10/MMBtu程度下落。ここで、アジアのLNG需要減少も
反映し、JKMはTTF以上下落した。一方、2023-4年は、逆に$5-7/MMBtu上昇した。

• これは、紛争が長期化し、欧州向けロシアパイプラインガス減量によるTTF高が2022年以降も継続するとみていることを表している。
• また、2022-23年のJKM-TTFスプレッドは、JKMがより大きく下落し、ネガティブ幅が拡大した。
• 2022-24年は、紛争が膠着・長期化し、一定の定常状態となるとの予測からコンタンゴに戻った。

• HHについては、2、3月の侵攻前後で大きな変動はなかった。6月、地下ガス貯蔵在庫が低下し、LNG用原料ガス供給が順調に
伸びるなか、前述のとおりし、熱波等により需要が高まったことから上昇。

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

世界のガス・LNG価格予測（ICEフォワードカーブ）
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2-3月HHは、大きな変化なし。6月
HHは在庫低、需要高により上昇

（$/MMBtu）

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

• 2→3月のJKM、TTFは、2022年
$15/MMBtu、2023-4年
$5/MMBtu程度急騰

• 2022年JKM-TTFスプレッドはネガ
ティブに変化、2023-4年はポジティブ

• 2022年TTFはバックワーデーション、
その後コンタンゴに戻る

• 3→6月JKM、TTFは、2022年は
$10/MMBtu程度、JKMはそれ以
上下落、2023-4年は、逆に$5-
7/MMBtu上昇

• 2022-3年、JKM-TTFスプレッドは
ネガティブ幅が拡大

世界のガス・LNG価格予測（ICEフォワードカーブ）
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欧州地下ガス貯蔵在庫
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欧州地下ガス貯蔵在庫実績

（AGSIほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 6月11日現在、欧州地下ガス貯蔵在庫は51.5%と順調に増加している。過去5年平均53.6%より2.1%低いレベルまで
回復。

• 穏やかな天候に恵まれ、最も需要の大きいドイツの5月のガス消費量は147Mcm/dと、前年同期比で3割も低いことも、これ
に貢献している。

• 冬期に向かってのTTFフォワードカーブのコンタンゴ構造も再現し、在庫の注入が促進されている。

• 今年初めに施行されたドイツのガス貯蔵法では、2022年11月1日までに80%（それ以降の年は90％）を満たすことが求め
られているが、現在のペースが継続すれば、90%も可能とみられる。
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欧州地下ガス貯蔵在庫実績

（AGSIほか、各種資料によりJOGMEC作成）

6月11日51.5%（対5年
平均より2.1%マイナス）
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ロシアパイラインガス減量
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（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2022年1-4月の欧州向けロシアパイプラインガス輸出量は、対前年同期比24%減となり、通年ベースでは例年の155Bcm/y
から113Bcm/yまで27%減少した。

• その後、4月27日、Gazpromは一方的に押し付けたルーブル払い不履行を根拠として、ポーランド、ブルガリアに対し、ガス供給
を停止した。

• 5月10日、ウクライナ経由パイラインガスの流量は、ウクライナ側からFM（Force Majeure、不可抗力）が宣言され大きく減少
している。

• 5月11日、EuroPolGazがロシアの制裁対象となり、ヤマルパイラインの利用が停止された。

• 今後、以下の定期修理が予定されており、注視が必要。
 6月：ノルウェーパイライン定期修理
 7月5日から8日：ヤマルパイプラインのドイツ側入口のマールナウコンプレッサーステーションの定期修理。ただし、現状輸送量

は既に大きく低下しているため、影響は小さいと考えられる。
 7月11日から21日：ノルドストリームパイプライン定期修理。欧州に向かう3系統のうち、ノルドストリームのみ、唯一従来並

みの輸出量を継続しているが、これがゼロに低下するため、この期間中、ロシアからの欧州北西部へのパイラインガス輸出量
がほぼゼロとなる。

• 通年ベースでは2022年のロシアパイプラインガス供給量は、例年の3分の2にあたる100Bcm/y程度になると予測される。

欧州向けロシアパイプラインガスの減量



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 55 22 7 83 26 

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 74 29 9 113 35 
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欧州向けロシアパイプラインガスの減量

（参考）欧州向けロシアパイプラインガス輸出量 (MT-LNG/y）

(Mcm/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）

• 2022年予測113Bcm/yは例年
（155Bcm/y）から27%減量

• その後、ポーランド・ブルガリア他向けガス
供給等停止（13.4Bcm/y相当）
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米国LNGの輸出先、欧州LNGの輸入元



16（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 2022年1-5月、米国LNGの欧州向け輸出量は、23.8MT/5m（70.4%）と、前年同期の10.2MT/5m（35.4%）から
大幅に増加。欧州の米国LNG受入も、10.2/5m（34.1%）から、24.0MT/5m（52.1%）へと急増した。

• この原因は、JKM-TTFスプレッドがネガティブとなり、アジア等向けより欧州向けの方が利益が大きくなったため。

米国LNGは欧州へ

期間 欧州 アジア他 合計
2020/1-5 11.1 11.0 22.1 
2021/1-5 10.2 18.5 28.8 
2022/1-5 23.8 10.0 33.8 

期間 米国 その他 合計
2020/1-5 11.1 24.5 35.7 
2021/1-5 10.2 19.6 29.9 
2022/1-5 24.0 22.1 46.1 

米国LNGの欧州向け輸出割合 欧州の米国LNG輸入割合
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• JKM-TTFスプレッド推算に基づき、米国LNGの欧州向け輸出割合を推定。その結果、2022年の欧州向け米国LNG輸出割
合は78%に達する予測。

• 米国LNG輸出量を78MT/yとすると、このうち、欧州向けは60MT/yに達することになる。
• 欧州の2022年LNG輸入量は、2021年の75MT/yから、過去最高の113MT/yとなり、このうち、米国LNGの占める割合は、

2021年の29%から53%に上昇する見込み。

2022年欧州LNG輸入量は100MT超へ

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

(MT/m）

（淡色は予測値）
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（EXIMほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 欧州のLNG供給依頼を受け、米国政府もLNGに対するサポートに乗り出した。
• 仕向け地フリー、キャンセル権、相対的低価格などの米国LNGの優位性に加え、安全保障上の同盟国が、LNG量の拡大を目

指す日本と同じ方向を向いてくれたことは、エネルギーセキュリティー上、大きな前進といえるであろう。

• 4月14日、米国輸出入銀行（Export-Import Bank of the United States、EXIM）は、新たな「Make More in 
America」構想を発表した。

• この構想は、米国の製造業を支援するプロジェクトや、世界的な競争力を高めるプロジェクトに中長期融資や保証などの融資メ
ニューを拡大、提供することを目的として、環境に配慮したプロジェクトや中小企業、半導体やバイオテクノロジー、再生可能エネル
ギー、エネルギー貯蔵などの輸出分野に具体的な優遇措置が用意されている。

• 公式には、LNGは環境保全型輸出に含まれてはいないが、環境等の要件を満たせばLNG液化プロジェクト、再ガス化プロジェク
ト等にも適用可能と考えられる。

• この構想は、今後数年間続くであろうLNG供給余力が低下する時期に、LNGの輸入によってCO2排出量とエネルギーのロシアへ
の依存を減らそうとする国々に、LNG調達の手段と柔軟性を提供することができると考えられる。

米輸銀方針変更、LNG輸出をサポート
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• 5月18日、EC（European Committee、欧州委員会）は、REPowerEUの詳細案を発表。3月8日に発表した
REPowerEU案を補う位置づけ。LNG受入基地への投資促進など、LNGの重要性がより強調された。ガス・LNGにかかわるポイン
トは以下の4点。
①省エネルギー
 エアコン使用削減、在宅勤務等の市民行動計画推進により、ガス・石油需要を各5％（ガス：13Bcm（10Mt）、石油：

16Mt相当）削減。
②エネルギー輸入多様化
 ガス、LNG、水素に関するEUエネルギープラットフォームの設立。
 ガス供給途絶危機対応プランのアップデート奨励。
 EU域内のガス生産を継続。

③クリーンエネルギー移行の加速
 2030年再生可能エネルギー目標（2021年7月提案）40％を45%へ引き上げ。（再エネ発電容量目標：

1,067GW→1,236 GW）
 バイオメタン生産を35Bcm（26Mt）に引き上げ。

④投資促進
 2030年までに、ガス（€800億/年）、石油（€120億/年）、石炭（€17億/年）の輸入コスト削減が可能。
 LNG受入基地、パイプラインなどインフラに€100億を投資。（スペイン・LNG受入基地追加建設、水素転用可能パイプライン

建設）
 石油の供給安全保障を確保するインフラプロジェクト（Transalpine, Adria, SPSE石油パイプラインなど）に投資（€15-

20億）。

REPowerEU詳細案、LNGがさらに重要に

（ECほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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（IEA、ECほか、各種資料によりJOGMEC作成）

代替：再生可能ハイドロジェン

代替：バイオメタン

代替：パイプライン

代替：LNG

その他ガス供給

バイオメタン生産拡大

PL追加供給

LNG追加供給

ロシアPL

中央アジアPL

北アフリカPL

LNG受入

域内生産

域内生産 LNG受入

北アフリカPL 中央アジアPL

ロシアPL
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ガス消費

項目 削減量（MT/y）

市民行動計画 -7.4

居住部門節約 -27.2

産業部門効率化、電化 -8.8

風力＆太陽光 -15.4

合計 -43.4

【これまでの需要】
IEA Gas Market Report

（2022年１月発表）より作成

【これまでの供給予測】
IEA Gas Market Report

（2022年１月発表）より作成

【供給】
EC REPowerEU Plan

（2022年5月）より作成

110
(※)

トルコ向け

EU向け

2022年見込み 2030年見込み

項目 削減量（MT/y）

再生可能水素 19.9

バイオメタン生産拡大 12.5

パイプライン 7.4

LNG 36.8

合計 76.5

トルコ向け

EU向け 38(※)

【供給】
EC REPowerEU (2022

年3月)より作成

燃料供給多角化

エネルギー消費削減
-11%

エネルギー消費削減
-7%

（MT/y）

計30%
削減

水素

REPowerEU詳細案、LNGがさらに重要に

※グラフは欧州全体のデータ。
ロシアPLにおいては「欧州向け」と「トルコ向け」を過去の実績をもとに推計。
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アジアのLNG需要減退
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（中国貿易統計ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 近年、中国のガス消費量は漸増している。
• しかし、2022年第1四半期の供給ソース内訳を見ると、対前年同期比で、国産ガスが6.8%、パイラインガスが6.6%増加した

のに比べ、LNGは12.1%も減少。

(MT/Q）

(MT）
ソース 2021 1Q 2022 1Q 増減（%）

国産ガス 39.2 41.8 6.8%
パイラインガス 10.1 10.7 6.6%

LNG 20.1 17.6 -12.1%
合計 69.3 70.2 1.3%

中国、LNG輸入減退、国産・パイプラインガスは増加
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• 2022年に入って、中国は、2021年の反省から高価なスポットLNGの調達は控え、安価な国内産ガス生産、パイプラインガス輸
入に集中している。気温が平年並みで推移しているほか、中国のLNG輸入量減退の要因は以下のとおり。

① 順調な国内ガス生産
3月28日、中国・Sinopecは、2022年のガス生産量を4.8％増やし、脱炭素化とエネルギー安全保障の目標達成に向けて、
ガスサプライチェーンの開発を継続すると発表した。2021年、シノペックのガス販売量は62.1Bcmに達し、そのうち30Bcmが輸
入されたが、LNG高騰により60億元の損失が発生したと発表した。LNGの中長期契約とスポット購入の比率を最適化し、エン
ドユーザーへの販売拡大、LNG取引のヘッジを実施しLNG輸入による損失を減らす、と述べた。
3月31日、中国・ペトロチャイナは、2025年までに石油・ガス総生産量中のガス比率を55％まで引き上げることを明らかにした。
2021年の45.4％から10ポイント近く上昇する見込みで、エネルギー安全保障への懸念が高まる中、コストのかかる輸入への
依存を減らすため、戦略的に国内生産を強化している模様。

② 高価なスポットLNG追加調達の回避
4月の中国の平均LNG輸入価格は、$13.40/MMBtu。一方、パイプラインガスの平均輸入価格は$6.43/MMBtuと、LNG
の半分以下と推定された。
2021年、中国国内のガス販売価格は、$8/MMBtu弱（対前年比6.5%増）、ガス火力発電ブレークイーブンコスト
$10/MMBtu前後（発電中のガスの割合は3%だが）であったが、資金に余裕のある国営3社を除けば、価格が
$20/MMBtu以下に下がるまで、スポットLNGを購入する余裕はないとみられている。

中国、LNG輸入減退の理由

（Platts、Gas Strategiesほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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③ スポットLNGの転売
供給義務を負うPetroChina、Sinopec、CNOOC以外のLNG輸入業者は、最近調達したLNGの多くを国際市場で高値で
転売し、大きな利益を上げているという。スポットLNGだけでなく、仕向け地の自由度が高い長期契約カーゴも、今年は価格の
高い欧州などに転売される見通しとなっている。

④ シベリアの力（Power of Siberia、POS）によるパイラインガスの増加
POSを経由したロシアからのガス輸入量は計画通り順調に増加。2022年は16Bcm/yに達する見込み。ちなみに、POSを流
れるガスの価格は油価リンクであり、現在のスポットLNG価格よりも安価とみられる。

⑤ COVID-19関連の上海等のロックダウンによるガス需要の減少
中国のGDPの4分の1を占める商業の中心地・上海を中心に、4月の製造活動が、COVID-19規制によって低下。さらに、再
拡大への懸念から、輸出主導型の企業は多くの新規受注を失った。上海市政府の統計によると、4月の上海の輸出は前年同
月比44％減、輸入は同33％近く減少。

⑥ ウクライナ危機による世界経済成長の鈍化と輸出減
IMF（International Monetary Fund、世界通貨基金）によると、2021年世界の経済成長率は6.1%の予測であったが、
ロシアのウクライナ侵攻により2022年は3.6%に低下する見通し。ロシアは、4.7%から-8.5%へ落ち込むが、他の先進諸国は
5.2%から3.3%へ、発展途上国は、6.8%から3.8%に低下する。
景気減退が世界の工場たる中国への発注減少を引き起こし、エネルギー需要を低下させるとみられている。

（Platts、Gas Strategiesほか、各種資料によりJOGMEC作成）

中国、LNG輸入減退の理由



2022年世界の経済成長は低下

25
（IMFほか、各種資料によりJOGMEC作成）

（%）
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中国、スポットLNG大幅減少

• 2022年に入り、大手、2nd Tiersとも、スポットLNGの調達が大幅に低下。
• ここで、下図の大手とは、大手単独および2nd Tiersとの共積み、2nd Tiersとは、2nd Tiers単独および2nd Tiers共積みと

定義。また、スポットLNGとは、Kplerの定義によるもので、ポートフォリオ契約を含む既存SPA（Sales and Purchase 
Agreement、売買契約書）等以外で単独で取引されたカーゴのことをいう。ちなみに、GIIGNL（International Group of 
Liquefied Natural Gas Importers、LNG輸入者国際グループ）の定義では、契約完了後、受入まで90日間以内のカー
ゴのことを指す。

大幅減

大幅減

(MT/m）

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

• 2022年1-4月輸入実績から、2022年中国の受入量は65MT/yと予測される。2021年実績79MT/yより14MT/y減少
することになる。ただし、この時期は、2月北京五輪、4月上海ロックダウンの影響あり。さらに、中央政府は、今後経済の再生
に注力するとしており、上振れする可能性もある。

• ちなみに、中国のLNG買主は、当時のスポット価格の高騰を踏まえ、2021年に最も多くの長期契約を締結したが、締結され
た35MT/y以上の長期契約のうち、2022年に輸入が開始されるのは6-7MT/yにとどまる。

2022年中国LNG輸入量は70MT以下か？

中国（MT/m）
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（Platts、Gas Strategiesほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 中国のLNG輸入量は、2022年1-4月の4ヶ月間、前年同期比17.6%減の21.59MTであったが、日本のLNG輸入量は、前
年同期比8%減の25.97MTと世界最大となった。2022年、日本は世界最大のLNG輸入国に返り咲くと予測される。

• ここで、2021年は、中国ガス需要が急増し、LNG輸入量は予測をはるかに上回る12MT（18％）の大幅増となり、日本を追
い抜いて世界第1位の輸入国となったが、当初の輸入増加量は、4MT/y程度と予測されていた。

• また、欧州を一つの地域としてランキングに加える場合、2021年は第2位であったが、2022年は第1位になると予測される。
• 2021年のLNG輸出国は、豪州、カタールが2強、米国が3位。2022年は、米国が生産量を伸ばし、3か国が僅差の3強状態と

なると予測されたが、6月に発生したフリーポートLNG火災トラブルの影響で輸出量が減少し、2021年と同様、豪州、カタール、
米国の順となるか。その後、2024年には、米国が世界第1位のLNG輸出国になると予測される。

世界のLNG輸入量、日本が第1位に返り咲くか？

第1位 第2位 第3位

2021年 豪州（79） カタール（77） 米国（67）

2022年 豪州（80） カタール（77） 米国（77）

第1位 第2位 第3位 第4位

2021年 中国（79） 欧州（75） 日本（74） 韓国（47）

2022年 欧州（113） 日本（72） 中国（65） 韓国（46）

LNG輸出国ランキング

（MT/y）

（MT/y）

LNG輸入国ランキング
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（Platts、JERA、日本経済新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 6月8日11時40分ごろ、米国・フリーポートLNGで火災の報告があった。火災は14時ごろまでに鎮火。
• 負傷者なし。周辺地域への被害なし。施設を運営するフリーポートLNGは、6月販売分1MTについてFMを宣言。
• LNGタンクとバース間をつなぐ移送配管でリークが発生した可能性が指摘されているが、現在、パイプラインおよび危険物安全管

理局 (PHMSA、Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration)、テキサス州環境品質委員会（TCEQ、
Texas Commission on Environmental Quality）が調査中。

• 基地は、今後90日間は停止された後、部分操業し、2022年遅くの全面再開を目指すという。
• この事故を受け、6月15日、JKMとTTFは、それぞれ、$5/MMBtu、$7/MMBtu程度上昇した。
• 現時点での2022年のフリーポートLNGの輸出先のうち、4.6MT、64%が欧州向け。これは欧州全LNG受入量中、8.2%を占

める。

フリーポートLNG火災トラブル速報

フリーポートLNG
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• 2022年1-4月期のLNG輸入実績は、各国とも
対前年同期比で、大幅に低下している（カッコ内
2021年実績）。猛暑等による潜在需要は高い
が、スポットLNG価格高騰により買い控えが発生。

 インド：7.3MT、-17%（8.8MT）
 パキスタン：2.3MT、-12%（2.7MT）
 バングラデシュ：1.7MT、-9%（1.8MT）

インド、パキスタン、バングラデシュLNG輸入実績（2022年）

インド（MT/m）

バングラデシュ（MT/m）

パキスタン（MT/m）

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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• LNG価格の高騰により、価格に敏感な新興諸国が多いアジア全域で、ガスから石炭への回帰が進むことが広く予想されている。
• 2022年4月に発表されたIEA Gas Market Report 2Q 2022によると、2021年のインドのガス需要は対前年比5％増加し

たが、LNG輸入量は11％減少し、2013年以来5年ぶりの減少に転じた。ガス需要の増加は、都市ガスと肥料部門の継続的な
成長によるものだが、LNG価格の上昇は、電力、精製、石油化学部門の需要減を引き起こした。Reliance IndustriesとBPに
よる2つの大規模深海ガスプロジェクトの稼働により、国内生産が前年比17%増加したことも、LNG輸入減少の要因の一つとい
われる。この傾向は2022年になっても続いており、インドのLNG輸入は2022年第1四半期に対前年同期比23%減となった。
2022年のインドのガス消費量自体は2％増加すると予想されているが、スポットLNGの高価格はさらなる輸入量の減少をもたら
すと予想される。

インドのLNG輸入大幅減

（IEA、Gas Strategiesほか、各種資料によりJOGMEC作成）



インド電力構成
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（IEAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

インド（2020年）

ソース 発電量（GWh）

石炭 1167298 72.5%

石油 4922 0.3%

ガス 68288 4.2%

原子力 43029 2.7%

水力 167029 10.4%

風力 66148 4.1%

バイオ 31314 1.9%

太陽光 61344 3.8%

廃棄物 1596 0.1%

合計 1610968 100.0%



パキスタン、LNG高価格で輸入抑制、計画停電悪化
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• 5月、パキスタン・K-Electricは、カラチ、シンド州の他の地域、バロチスタン州の一部の250万以上の産業、商業、家庭の需要
家に電力を供給しているが、発電コストは人々の手の届く範囲を超えているとして、工業地帯を含むネットワーク全域で計画停電
の再開を検討中。

• K-Electricのネットワークには2,000の給電線があるが、そのうち、停電時間が1日8時間から10時間のものが500、5時間から7
時間のものが、200から300ある。

• 停電時間は、今後数時間延長され、過去11年間停電が免除されてきた工業地帯にも、1日3〜5時間の停電が適用される可
能性がでてきた。

• K-Electricの平均的な電力需要は3,200-3,300MWhであるが、平均400MWhの電力不足が発生している。
• 同社は、LNGやディーゼルなどの高価な燃料を使い電力を生産しているが、輸入に頼るLNGは、国産ガスに比べて5.5倍の高値

となっており、1カ月前に30億〜35億ルピーだった燃料費は、今月180億ルピーに跳ね上がった。
• 今後、IMFの勧告に従い石油等への補助金が撤廃されれば、発電にかかる燃料費はさらに上昇するとみられている。

• このほか、Reutersによると、6月、パキスタンの石油担当大臣は、カタールを訪れ、国際収支の悪化と外貨準備高の不足を理由
に2つの長期契約のLNG代金の支払いについて、繰り延べを要請したと報じられている。

（トリビューン、Reutersほか、各種資料により



パキスタン電力構成

34（IEAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

パキスタン（2019年）

ソース 発電量（GWh）

石炭 15930 11.9%

石油 13524 10.1%

ガス 61684 46.3%

原子力 10007 7.5%

水力 27339 20.5%

風力 3294 2.5%

バイオ 900 0.7%

太陽光 652 0.5%

廃棄物 0 0.0%

合計 133330 100.0%
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• 4月13日、Petrobanglaは、国内最大のビビヤナガス田の生産停止と世界的なガス価格の高騰により、全国の工業需要家に
対し、初めてのガス供給制限を実施していると述べた。

• バングラデシュのガスは、工業用に16％、発電所に50％、家庭用に13％、CNG用に5％が供給されている。
• 4月12日から少なくとも15日間、需要家は、毎日午後5時から午後9時までガス消費の停止を要請された。なお、従来から実施

されているCNG充填所に対しての午後5時から午後11時までの6時間のガス配給停止は現在も継続中となっている。

バングラデシュ、ガスの供給制限

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）



バングラデシュ電力構成
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（IEAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

バングラデシュ（2019年）

ソース 発電量（GWh）

石炭 1086 1.3%

石油 14255 16.9%

ガス 68065 80.5%

原子力 0.0%

水力 769 0.9%

風力 6 0.0%

バイオ 0 0.0%

太陽光 370 0.4%

廃棄物 0 0.0%

合計 84551 100.0%
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• 2022年1-5月受入実績から推測した2022年アジアのLNG輸入量予測は241MT/y。
• 2021年の受入実績273MT/yより32MT/y（12%）減少する可能性がある。

アジアのLNG輸入量予測（2022年）

(MT/m）

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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（Platts、日本経済在新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 中国では、ガス価格高騰のため一部の工場が操業を停止したり抑制しているという。
• また、発電会社は、ガス火力発電を最小化し価格が低く抑えられている石炭を利用して石炭火力発電を最大化するとしている。

中国の石炭火力発電は、総発電設備容量は50％未満だが、発電量の60％を生み出している。
• 2021年のような電力不足を防ぐことを目的に石炭生産を強化する政策も出されている。
• 4月26日、中国人民銀行は、石炭開発を支援し貯蔵能力を高めるため、適格な石炭プロジェクトにプライムレートで融資するた

め、全国の銀行に融資する再融資枠を1,000億元（$15.24B）に拡大すると発表。
• 4月28日、中国はこれまで輸入石炭に、品質に応じて3％から6％かけていた石炭の輸入関税を2023年3月31日までゼロに引

き下げたと発表。
• 5月11日、国務院は石炭発電会社を支援し、発電量を増やすために100億元を注入する予定であると発表。
• 石炭が豊富で石油やガスに乏しい中国にとって、石炭は今年もエネルギー供給の安定化に大きな役割を果たしていると、国家エ

ネルギー局関係者は先に述べている。中国は2022年に石炭生産能力を3億トン引き上げることを目標としており、1月から4月ま
での石炭生産量は14億5,000万トンで、前年同期比10.5％増となった。

• インドでは5月最初の週、電力省が、各州政府に石炭輸入増量と、10月31日まで輸入石炭火力発電事業者に稼働率を上げ
フル稼働することを命じることを要請した。並行して石炭省は、閉鎖した炭鉱の再開も含めて、石炭生産を2021-22年度の
7.77億トンから2023-24年度は12億トンに増加させることを目指す、と述べた。

• 日本経済新聞の集計によると、2021年、世界の石炭火力発電量は対前年9%増加し初めて10兆kWhの大台に乗せた。
• 中国とインドの石炭火力発電量は1割程度増加し、過去最高となった。米国は16%、ドイツも2割強増加した。

ガス→石炭への回帰
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2022年世界のLNG需給バランスは？
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• 2022年のLNG貿易量は391MT（+5%）と予測される。うち、長期契約は270MTで需給は均衡。スポット契約は121MT。
• 2025年まではもともと需給が厳しい時期にあたっており、当初、2022年の世界のLNG・パイプラインガス供給余力を11MTと予

測していた。
• 2022年に入って、欧州向けロシアパイラインガス流量が減少し、2月末のロシアのウクライナ侵攻、さらに、4月末には、ポーランド、

ブルガリア向けパイプラインガス供給（ぞれぞれ、10Bcm/y、3Bcm/y）が停止されるなど、欧州のガス需給はさらに引き締まっ
た。

• 高騰するTTFは、世界中のスポットLNGを欧州に引き付け（38MT/y）、2022年受入量は、113MT/y程度に増加する予測。
ただし、受入基地能力制約により、欧州LNG輸入量は上限に近づいてきている。

• 一方、好調な国内ガス生産、COVID-19再拡大による需要減退、パイラインガス輸入増加等を受け、中国のLNG輸入が大幅
に減少。その他のアジア新興国も高値を嫌気してスポットLNG調達量が減少すると予測。合計の需要減退は32MTにのぼると予
測している。

• このほか、2021年、渇水による水力発電補完のため急増したブラジルLNG輸入量は、2022年、平年並みに戻る見込み（-
6MT/y）。

• 世界のスポットLNGの需給はぼバランスする見通し。
• ただし、万一、サハリンII、ヤマルLNGなど、ロシアLNGの禁輸が実行された場合、そのしわ寄せがスポットLNG需給逼迫（7月以

降の全面輸出禁止分：-15MT/y）につながる。

2022年世界のLNG需給バランスは？

（GIIGNL、IEA、Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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2022年世界のLNG需給バランスは？

(MT/m）

スポットLNG：欧州追加需要と
アジア需要減退がほぼバランス

長期契約LNG：
需給はバランス

（GIIGNL、IEA、Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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対ロシア経済制裁
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対ロシア経済制裁

（JETRO、Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 4月8日、EUは、ロシアの石炭輸入を段階的に禁止することを決定。2022年8月にはロシアの石炭輸入の全面禁止が実施される予定である。
• 5月8日、G7は、「安定的かつ持続可能な世界のエネルギー供給と消費者にとって手頃な価格」を確保しつつ、「適時かつ秩序立った方法で」石油

を含むロシアのエネルギーを段階的に削減することで合意。

• 6月3日、EUは、対ロシア制裁第6弾を採択。ロシアの原油および石油製品の海上輸入を禁止するものの、パイプライン経由のロシア原油の輸入を
一時的に禁止対象から外すことで原則的に合意した。

• EUが輸入するロシア産原油の3分の2はタンカーで運ばれている。残りの3分の1は、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、チェコ、
オーストリア、ドイツを通過するドルジバ・パイプライン経由で供給される。5月30日のEU首脳会議でミシェル欧州理事会議長は、年末までにEUのロ
シア産石油輸入の90％近くがこの禁止措置の対象となるだろうと述べた。今回の妥協案は、ドルジバ・パイプラインを経由するロシア産原油の輸送を
「当分の間」禁輸措置の対象外とし、ロシア産原油の海上輸入に制裁を科すというものであるが、ハンガリーなどがロシア産原油を安く入手できる一
方、その他の国々は、より高価な代替原油を手に入れなければならないのは不公平だと考える国もある。

（内容）
• 海上輸送によるロシア産原油のEUへの輸入は、スポット取引および既存契約取引は6カ月間、石油精製品は8カ月間の猶予期間後禁止。
• ハンガリーの主張を受けて、パイプライン経由の原油輸入は禁止対象から除外（除外期間未定）。
• ブルガリアの2024年末までの海上輸送によるロシア産原油と石油精製品の輸入を除外。
• クロアチアの2023年末までのロシア産減圧軽油の輸入を除外。
• ロシアから第三国への石油輸送について、6カ月の猶予期間の後、EUからの海上保険など輸送関連サービスの提供を禁止。
• ロシア最大手・Sberbank、Credit Bank of Moscow、Russian Agricultural Bank、さらに、Belarusian Bank for Development and 

ReconstructionをSWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication、国際銀行間通信協会）システムから
の排除対象に追加。

• 化学兵器に使用される可能性のある化学品80品目を輸出禁止品目に追加。軍事産業の強化につながる可能性のある企業・団体を拡大。
• EU域内の資産凍結、資金提供の禁止、域内への入域禁止の対象に、新興財閥（オリガルヒ）や軍・政府関係者など65人と18団体を追加。
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対ロシア経済制裁、次はガス？

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 4月のEU対ロシア経済制裁第4弾採択時、既にガスを制裁対象とする可能性について言及されている。一方、ロシアパイプラ
インガス依存率の高いドイツは、その解消は早くても2024年と述べている。

• 4月6日、EU・ミシェル欧州理事会議長は、「ウクライナへの侵攻をめぐるモスクワへの圧力を維持するため、遅かれ早かれロシ
アのガス輸入に対して行動を起こす必要がある。・・・新しいパッケージには、石炭輸入の禁止が含まれている。そして、石油、さ
らにはガスに関する措置も遅かれ早かれ必要になると思う。・・・2021年に合計155Bcmとなるロシアからの輸入は、EUのガス
需要の40％を満たしているからだ。」と述べた。

• 4月8日、ドイツ・ショルツ首相はドイツのロシア産ガス輸入への依存を解消することは「そう簡単ではない。・・・ベルリンではロシア
のエネルギーからできるだけ早く離脱するためにできる限りのことを行っている」と述べた。

• ロシアのガスを他の供給源で代替し、需要を満たすのに十分な量を確保することは現時点で「実現不可能」であり、まずインフ
ラを整備する必要があるとして、FSRUの配備を含め、LNG輸入インフラの整備を急いでいる。

• なお、これより前の3月下旬、ドイツ・ハーベック経済相は、ドイツは2024年半ばまでにロシアのガスへの依存を解消できると述
べている。ドイツのガス需要に占めるロシア産ガスの割合は、すでに2021年の55％から第1四半期末には40％程度に低下し
ており、今年中にロシアからのガス輸入を30％に半減させることが当面の目標となっている。
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ロシアパイラインガス・LNGへの制裁は可能か？
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世界のガス・LNG価格の連係の高まり

• 最近のスポットLNG市場の規模拡大に伴い、世界各地のガス市場の連係が高まり、特に、欧州ガス市場とのつながりが強まっている。
• 世界のガス・スポットLNG価格は以下のように決定されている。

• 規模が大きく自由で開かれた欧州ガス市場のガス需給によって欧州ガス価格が決定される。
• 欧州ガス市場の規模は、LNG百万トン換算で、400MT/y。供給ソースは、4割が域内生産ガス、4割がパイラインガス、2割がLNG

輸入。
• ロシアパイラインガスは、欧州への供給割合31%と最も大きな単一ガスソース（2020年）。
• 事実上、ロシアパイラインガスの供給量によって欧州のガス価格が決定され、これが世界のガス・スポットLNG価格のベースとなる。そこ

から、アジア需要が引き締まれば、JKM-TTFスプレッドはポジティブに、欧州需給が引き締まれば、ネガティブになる。
• 従来、JKM-TTFスプレッドは、+$2/MMBtu前後で推移しており、成長著しいアジア太平洋市場は常に需要が供給を上回るプレミ

アム市場であった。
• 一方、2020年、余剰となったLNGは欧州に受け入れられ、バッファーである地下ガス貯蔵設備に注入された。
• 2021年、欧州向けロシアパイプラインガス輸出量が減少したことを主な要因として、欧州地下ガス貯蔵在庫の減少が引き起こされ、

これがTTFの高騰を招いた。
• 2月24日、ロシアによるウクライナ侵攻が勃発。TTFがさらに高騰し、欧州が世界中のスポットLNGを吸い寄せる構図に変化している。

• なお、米国ガス市場は、LNG液化能力がボトルネックとなり、TTF、JKMとは独立して変動している。
• また、長期契約LNG価格も、価格改定時にはスポットLNG価格の影響は受けるものの、基本的に原油価格にリンクしているため、

他のガス、LNG価格との連係は小さい。
（Gazprom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）

域内産ガス 152

ロシアPLガス（トルコ向け） 22

ロシアPLガス（欧州向け） 74

LNG（ロシア以外） 100

LNG百万トン（MT）換算
青字：減量の可能性あり
赤字：増量の可能性あり

北アフリカPLガス 27

中央アジアPLガス 7

ヤマルLNG 13

サハリン II LNG 6

LNG（ロシア以外）LNG 65
ヤマルLNG 4

サハリン II LNG 1
ヤマルLNG 0

LNG（ロシア以外） 60

中央アジア他PLガス 35

ロシアPLガス（中国向け） 12

国産ガス 160

欧州

日本

中国
ロシアパイプラインガス

減量の可能性

ロシアLNG
禁輸の可能性

＝ 影響が極めて大きい。
LNG余力は少なく他燃料頼み

ロシアLNG（西側）禁輸
は玉突きになる可能性あり

ヤマルLNG 2

サハリン II LNG 2

LNG（ロシア以外）141

PLガス

国産ガス

インド他

・・・・・

禁輸代替LNG
追加調達の可能性

TTF

HH

JKM

長期契約
（油価リンク）

米国

国産ガス

LNG 76

＝

ボトル
ネック

世界のガス・LNG価格の連係の高まり

世界のガス・LNG市場連係（2022年イメージ）



48

ロシアパイラインガス
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ロシアパイラインガス減量をLNGで補完できるか？

• 例年の欧州向けロシアパイラインガス輸出量155Bcm/yはLNG114MTに相当し、この量は、2022年予測の世界のスポットLNG
量121MTとほぼ等しい。

• 万一、欧州向けロシアパイラインガスがゼロとなった場合、それを埋め合わせるためには、世界のすべてのスポットLNGが必要となり、そ
の他の国がスポットLNGの調達ができなくなる計算。

• LNG買主は、長期契約で需要のベース部分を賄い、変動部分をスポットLNG調達によって調整している。2021年の日本のスポッ
ト・短期LNG量は16MT、全調達の22%を占めたが、この2割を欧州と取り合ってしまうことになる。

（GIIGNL、IEAほか、各種資料によりJOGMEC作成）

(MT/y)

欧州向けロシアパイプラインガス輸出量
≒ 世界のスポットLNG量

世界のスポットLNG量と欧州向けロシアパイラインガス量の比較
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• 旧ソ連時代から、ロシアの石油・ガス輸出パイプライン網は、欧州のガス需要を満たすために西側に向けて整備されてきた。
• 東側への供給が始まったのは、2009年の東シベリア・太平洋原油パイプライン（ESPO、Eastern Siberia Pacific 

Ocean）第1ルートが初めてである。

• ロシアは中国とのエネルギー安全保障関係を強化し、東方市場への移行を加速しようとしている。
• 2022年2月、Gazpromは中国・CNPCと「東部ルート」での10Bcm/yのガス販売に合意したが、供給源の開発が停滞し

ている。
• また、現状、CNPCと、シベリアの力の拡張プロジェクト（6Bcm/y）について協議中。
• ロシアは、モンゴルを経由する中国向けシベリアの力2パイプライン（50Bcm/y）の建設に意欲を燃やしているが、中国はこ

の提案を公的に支持したことがない。

• 2021年のロシアガスの東側への輸送10Bcm/yと、西側の欧州への148Bcm/yに比べれば、わずか15分の1に過ぎない。

• 欧州への供給ソース源である西シベリアガス田と、中国向けシベリアの力パイライン（2014年契約締結、2019年後半稼
働、2024年に38Bcm/y、30年間）の間にはつながりがなく、東側へガスを輸送するには、新たなパイラインが必要となる
が、インフラ整備には時間がかかる。ちなみに、シベリアの力は運用開始までに4年を要している。

（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

ロシアパイプラインガス輸出、欧州からアジアへのシフトは可能か？
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ロシアパイプラインガス輸出、欧州からアジアへのシフトは可能か？

（Gazpromほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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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 0 フル稼動中。
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。ロシア対抗措置で停止中。
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
トルコストリーム 31.5 35 0 2020年スタート。
ブルーストリーム 16 16 0 2005年スタート。
TAP・TANAP 10 10 0 2020年末スタート。拡張計画あり。
トランスMED 35 20 15 2021年11月、スペイン向けモロッコ経由GME PL契約終了。

その分の原料ガス余力はあるがアルジェリア国内需要増加中。
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中国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

① シベリアの力 38 16 22 2019年末スタート、現在ランプアップ中。拡張計画あり（60Bcm）。

② シベリアの力2 50 － － 2024年スタート、2027年運開の可能性。

③ SKV中国支線 10 － － 2022年2月ガス供給契約締結。建設スケジュール未定。
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ロシアLNG
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ロシアLNG禁輸の影響

（各種資料によりJOGMEC作成）

• ロシアLNG（ヤマル、サハリンII LNG）は、29MT-LNG、世界のLNG貿易量の7%を占める。
• 2021年実績では、ヤマルLNGは、欧州に13MT-LNG（67%）、アジア6MT-LNG（33%）が輸出されたが、そのうち、制

裁に参加する可能性のある欧州・日本・韓国・台湾向けは15MT-LNG（77%）にのぼる。
• サハリンII LNGは、100%アジア向けで、日本・韓国・台湾に9MT-LNGが輸出された。
• 西側制裁対象のロシアLNGは、合計24MT-LNGとなる。

• ロシアLNGの禁輸には、2種類の解釈がある。
①西側の不買

• これが実施された場合、経済制裁に同調する西側諸国はロシアLNGの輸入ができなくなるが、ロシアLNGが生産されている限り
は、世界のLNG供給量全体のパイは縮小せず、LNGの玉突き調達が発生し、大きな混乱は発生しないと考えられる。

• ただし、制裁に同調しない中国やインド、アジア新興諸国などが、日本等が買わなくなったサハリンII LNGをスポットLNGとして安
値で調達する一方、日本等は、長期契約として安価に調達できていたサハリンII LNGをあきらめ、代替として高価なスポット
LNGを市場から調達しなければならないため、日本平均LNG輸入価格が上昇することになる。

②生産等全停止
• ロシアLNGの調達を全世界が停止したり、または、LNG液化設備の稼働自体が停止したり、さらに、今後立ち上がる予定のロシ

アLNGプロジェクトの遂行が凍結されてしまった場合は、世界のLNG供給のパイ自体が減少し、世界のLNG需給に大きな影響
を与える。特に需給が逼迫する2025年ごろまでは、石炭や石油など他燃料に大きく頼らざるを得ない状況となる。
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ロシアLNG禁輸の影響
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ヤマルLNG 15
サハリンII LNG 9

ロシアLNG中の西側調達量

（GIIGNLほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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（Energy Intelligenceほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 4月8日、EUの第5次制裁措置が発表された。内容は、ロシアからの石炭輸入の禁止（猶予期間4カ月）、ロシア系銀行4行
の取引禁止と資産凍結、ロシアおよびベラルーシの貨物輸送業者のEU域内への入港禁止、ロシア籍船の入港禁止（エネル
ギーおよびその他一部の貨物は例外）、輸出入禁止対象の拡大ほか。

• その中で、ガスの液化に使用される物品および技術について、EU域内であるか否かにかかわらず、ロシア国内の個人または団体へ
の販売、供給、移転、輸出、またはロシア国内での使用が禁止。

• ガス冷却用プロセスユニット、炭化水素分離用プロセスユニット、ガス液化用プロセスユニット、コールドボックス、低温熱交換器、低
温ポンプ等、ロシアが国内に代替品を持たない機器が対象となっている。

• Arctic LNG 2第1トレインは80％以上完成し、主要機器は既にすべて供給され無事立ち上がるともいわれるが、制裁による資
金難で2023年に予定されている立ち上がりが遅れる可能性もある。第2トレインと第3トレインについては、不透明。

（対象機器リスト）
 ex 8418 69 00 Process units for gas cooling in the LNG-process
 ex 8419 40 00 Process units for the separation and fractionation of the hydrocarbons in the LNG-

process
 ex 8419 60 00 Process units for the liquefaction of the natural gas
 ex 8419 50 20, 8419 50 80 Cold boxes in the LNG-process
 ex 8419 50 20 or 8419 50 80 Cryogenic exchangers in the LNG-process
 ex 8414 10 81 Cryogenic pumps in the LNG-process

EU第5次制裁、ロシアへのLNG装置輸出を禁止
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ロシアLNG禁輸（生産等全停止）の影響（需要ピーク1月のLNG供給余力）

• 現在、世界のLNG需給バランスは、過去のLNG液化プロジェクトFIDの減少を反映して、需要の伸びよりも供給が少ない、いわゆる「2025年の
谷」の時期に差し掛かっており、FID済みのプロジェクトが順調に立ち上がったケースでも、世界のLNG供給余力は2025年に向かって低下していく
ことがわかっている。その後は、昨今の米国を中心としたFIDブームもあり、LNG供給余力は回復していくとみられている。

• 万一、ロシアLNG（ヤマル、サハリンII）が禁輸（生産等全停止）となり、さらに、アークティックLNG2が建設中止となった場合、2023年1月の
供給余力はマイナスとなり、ここに、欧州がREPowerEUに沿って追加LNGを調達した場合には、3.7MTの供給不足となってしまう。

• 2022年、欧州向けロシアパイプラインガス流量は、既にLNG相当2.2MT/m（対前年比24%）減量されているが、ここに、4月以降のポーラン
ド・ブルガリア等への供給停止分0.8MT/mを含めると、2023年1月のLNG供給余力の不足は6.7MTまで拡大し、LNG争奪合戦が再び過熱
する可能性が高い。

（各種資料によりJOGMEC作成）

（MT/y）

ロシアPL減量3.0MT/m
(2022年予測ベース。ポーラン
ド・ブルガリア等供給停止含む)

需要ピーク1月のLNG供給余力
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ロシアの逆襲
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ルーブル払い
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ルーブル払いの経緯

• 3月31日、プーチン大統領はEUのガス買主に対し、新たな通貨換算メカニズムを通じてルーブルで支払うか、供給を停止されるリスクを負うことを求
める新たな法令に署名した。4月下旬、ルーブル建てでの支払いを拒否したためポーランドとブルガリアはロシアのガス供給を断たれた。この措置により、
ロシアの供給信頼性に対する新たな懸念が生まれ、TTFは高止まっている。

• 5月17日、イタリア・Eniは、ロシアの要求通り、Gazprombankにユーロ建てとルーブル建ての2つの銀行口座を開設する手続きを開始したと発表し
た。

• Eniは、Gazprombankに「契約上の権利を害することなく」2つの口座を開設し、ガス代は引き続きユーロで支払うという。その後、モスクワ証券取引
所の清算機関が48時間以内にユーロをルーブルに交換する。清算機関を利用することで、EUの制裁対象となったロシア中央銀行がこのプロセスに
関与することはない。Eniは、Gazpromが、通貨交換に何らかの問題が発生した場合でも、ガス供給に支障をきたさないことを確認したと述べた。

• 欧州委員会（European Committee、EC）は、Gazpromのルーブル建て口座を開設しただけでEU制裁に違反するとの立場を崩しておらず、
EUのガイドラインでは、ガス買主は、ガス売買契約に定められた通貨（通常はユーロかドル）で送金が行われた場合、支払いプロセスが完了したと
宣言することが求められている、と繰り返した。Gazprombankにルーブルの銀行口座を開設しないよう企業に助言したが、正式な指導文書には、こ
の点は明言されていない。

• EUが文書で示した指針によると、既存契約で合意した通貨で支払い、その通貨の支払いがあった時点で契約履行を宣言すれば、企業は制裁に違
反せずにロシア産ガスを購入できる。ロシア産ガスの購入を継続できるよう、欧州買主側から見れば、ユーロで支払ったと言い、Gazprom側から見れ
ばルーブルで支払われたといえるよう、意図的に曖昧になっているとの見方も示されている。

• 5月24日、ロシア・ノバク副首相はGazpromの顧客の半数がGazprombankに口座を開設していると述べた。

• なお、ルーブル払いの対象は、Gazpromとのパイプラインガス供給契約を有する非友好国の需要家に限定され、LNGは対象外となっている。

（Platts、Energy Intelligence、Reutersほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ルーブル払いの目的

• ロシアパイプラインガス売買契約書には、ルーブルで支払う必要があるという条項は存在せず、これは契約上の義務違反である。
それでも、ロシアがルーブル払いを強要する理由は何であろうか？以下のように推測されている。

① 一方的な要求を押し付け、買いたいならそれに従えとする強さの誇示と、買うためにはロシアの無理難題にも従わなけれ
ばならないという欧州側の雰囲気の醸成。

② ロシアのガスの輸出代金をルーブル決済に変えると、ルーブルの需要、すなわち、価値を支える効果が生じ、ルーブル安を
抑制することができる。一方、過剰なルーブル高はドル・ユーロ建てのガス売上のルーブル換算収入を低下させる側面も
ある。

③ 事情の異なる各国に厳しい条件を押し付けて統一戦線を分断し、ひいては、EU内の仲間割れを期待する。
④ 踏み絵として、ロシアの要求に従わない国をあぶりだす効果と、自国の影響力をモニタリングする効果がある。ガス代替の

準備が完了した国にとっては、ロシアに従わない立場を明示する機会にもなる。
⑤ 一国ごとにガス供給を停止するという高いニュース性に続く欧州ガス市場の混乱と、ガス価格の高止まりへの期待。

（Rystad Energy、Lambert Energy Advisory、NHK、Platts、毎日新聞、CNNほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ガス供給停止
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欧州向けロシアガス供給停止

ポーランド、ブルガリア
• 4月27日、ロシア・Gazpromは、ポーランドとブルガリアがルーブルでのガス料金の支払いを拒否したため、両国への輸出を停

止したことを明らかにした。ポーランドは10Bcm/y、ブルガリアは3Bcm/yのパイラインガスをロシアから輸入していた。
• 欧州のガス価格は一時2割ほど上昇し、$40/MMBtu近くまで急騰したが、その後、値を戻した。今回の停止の影響は限定

的であった。
• ポーランド・PGNiGは、声明の中で、4月末のガス貯蔵量は75％と例年の40%よりかなり多く、ドイツやチェコからのパイプライ

ンガス輸入の増加、シフィノウィシチェLNG受入基地でのLNG輸入の拡大、国産ガスの増産など、ロシアパイプラインガスの減
量を補うための供給源が複数あると述べた。

• ブルガリアは、トルコ経由でパイプラインによる代替ガス輸入、ギリシャからのLNG輸入の拡大、9月に稼働予定のギリシャ-ブル
ガリア間のガス相互接続パイプライン（IGB、Gas Interconnector Greece-Bulgaria、3Bcm/y）を使った中央アジア
ガス供給量の増加により対応可能と述べた。

（Rystad Energy、Lambert Energy Advisory、Gas Strategies、NHKほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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オランダ
• 6月1日、オランダ・GasTerraは、ルーブルでの支払いを拒否したため、ガス供給が停止された。Gazpromとの契約が切れる

2022年10月1日までの間に供給されなかったガス量は2Bcmにのぼる。GasTerraは、既に、この事態に備えており、代替供
給について合意しているという。

ドイツ
• 6月1日、イギリス・Shell Energy Exportのドイツ向け小ロットパイプラインガス供給が停止されたことが確認された。年間最

大供給量は1.2Bcm/y。この代替は市場からの調達で対応可能。

デンマーク
• 6月1日、デンマーク・Orstedは、Gazpromへのルーブル建て支払いを拒否し、5月31日の支払期限にロシアのガス供給が

断たれた。
• Gazpromはデンマークに1.4Bcm/yを供給しているが、この量は小さく市場から調達可能なレベルであり、デンマークのエネル

ギー供給に直ちに影響を与えることはないとされている。

フィンランド
• 5月21日、フィンランド・Gasumは、ロシアパイプラインガスに対するルーブルでの支払いを拒否したため、Gazpromからのガス

供給が停止された。
• ロシアからのガス輸入量2Bcm/yはフィンランドのエネルギー需要の5％に過ぎない。また、フィンランドは、エストニアとのパイプラ

インであるバルチックコネクターを通じて供給を多様化し、既にロシアのガス輸入停止に備えており、市場への影響は小さい。
（Rystad Energy、Lambert Energy Advisory、Gas Strategies、NHKほか、各種資料によりJOGMEC作成）

欧州向けロシアガス供給停止
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バルト3国のロシアパイラインガス調達停止

エストニア、ラトビア、リトアニア
• 4月22日、バルト3国のエストニア、ラトビア、リトアニアは、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて、ロシアパイプラインガス

の調達停止を発表した。ガスの購入を停止することで、エネルギー分野でのロシアの影響力を排除し、軍事侵攻を進めるプー
チン政権に対する経済的な圧力を強めたいねらいがあるとみられる。

• バルト3国のガス需要は、エストニア0.5Bcm/y、リトアニア2.3Bcm/y、ラトビア1.5Bcm/yと少ない。
• リトアニアのガス需要は、リトアニアFSRUに輸入されるLNGによる代替が可能で、ラトビアとのガスインターコネクター、そして5月

1日からはポーランド-リトアニア間のガスインターコネクター（GIPL、Gas Interconnection Poland–Lithuania）経由で
もバックアップされる。バルチックコネクターで連系するフィンランドにFSRUを設置する計画もある。

（Rystad Energy、Lambert Energy Advisory、Gas Strategies、NHKほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ロシア、ガス供給停止の目的

① 欧州の分断
• EUは文化的背景や、社会的、経済的状況の異なる国々の集まりである。
• ロシアのガス供給停止について、予め対策を取ってきたポーランドや、依存度の低いイギリスは強硬案を主張し、一方、効果的

な対抗策の乏しいドイツやイタリアは、ブーメラン効果が大きく、ロシアパイプラインガス禁輸に踏み切ることができない。
• 特定国のガス供給を停止することで、この意見の相違を際立たせ、EU内の親ロ派を囲い込むと同時に、反ロ派を窮地に追い

詰め、仲たがいを助長することによってEU自体を不安定化し、あわよくばその分解まで企てているのでは、ともいわれている。

② ガス価格のつり上げ
• 無理強いしたルーブル払いを根拠としたガス供給停止など、ロシアの奇策に欧州ガス市場は混乱を繰り返し、結果として、TTF

は高止まりを継続している。この様子は、さながら効果的な中央銀行の口先介入のようであり、TTF上昇は、ロシア収入増と
直結し、継戦能力を高めている。

• さらに、エネルギー価格の上昇によって、EU各国の国民生活を脅かし、現政権が推進する反ロシア政策に対する支持を国の
内部から引き下げる効果を狙っている。

• ガス供給停止は、アナウンスメント効果が大きい一国単位で、同時に、まず、契約終了が間近で、ロシアの収入減少に与える
影響が少ないポーランド、ブルガリア等が選択された可能性がある。

• 今後も、まずは供給量が小さな国をもてあそぶかのように、そして次第に、悪影響の度合いがだんだんと大きくなっていくような順
番で供給が停止されていくのではないだろうか。

（Rystad Energy、Lambert Energy Advisory、Gas Strategies、NHKほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ロシアにとってのガスと石油の違い

• 資源国ロシアの財政は、エネルギー輸出によって支えられている。その2本柱が、原油・石油製品とガスである。

• 原油は、ガスの3倍の収入額を誇り、国家予算の3割を占める。
• ディスカウントの必要があるとはいえ、現在の高値からの値引きであれば、十分な超過利潤が得られている。
• ただし、万一、OPECプラスの団結が緩み、他の国が増産に鞍替えした場合、原油価格は下落してしまう。また、ロシア船の入

港禁止が適用されれば取引量が減少する。先日の戦略備蓄切り崩しによっても一時的に原油価格は下落した。買主は「ロ
シアの原油」が欲しいわけではない。

• 一方、ロシアにとってのガスは特別な武器である。
• ロシア一国が、欧州ガス価格、そしてそれに連係する世界のスポットLNG価格のキャスティングボードを握っている。パイプライン

ガスは、原油などとは異なりディスカウントされることなく、欧州ガス市場システムに則った取引および市場価格による安定収入
が期待できる。さらに、自国のパイラインガス供給量を調整することによって、ある程度の価格のマニピュレーションが可能である。

• 対する欧州各国には、ロシアパイプラインガスの代替手段がない。欧州買主は「ロシアのガス」が必要なのである。供給停止を
最後通牒として突き付けることができる、この争いを戦ううえでのかけがえのない武器である。

• 大量のLNG輸入のみがこの状況を解決できるが、少なくとも短期的には、世界のLNG供給余力は限定されており、この状況
を十分に解決することはできない。

（各種資料によりJOGMEC作成）
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（各種資料によりJOGMEC作成）

パイラインガス 原油・石油製品
国家収入への寄与 1割（会社収入の1/3が国家へ） 3割

欧州の依存度 31%（2020年） 28%（2020年）
代替エネルギー有無 代替となる世界のLNG供給余力は限定的 OPECプラス増産など代替供給源あり

制裁逃れ 不可（LNG液化能力拡張・中国等東向きへのパイ
プライン輸出能力の開発には時間がかかる）

海上輸送が7割を占め制裁不参加国へは輸出
可能

制裁対象化 対象にできない
（ドイツ・イタリア等大国が反対）

第6弾で対象化（ハンガリーは反対）

価格支配権 パイプラインガス減量を通じて欧州、全世界のガス・
LNG価格を操作できる

OPECプラス増産、調達時のディスカウント等価
格支配力は小さい

武器としての能力 高い 低い
結論 欧州の制裁対象とされる可能性は限定的で価格も

ロシアのみがコントロール可＝安定財源
代替策がないまま禁輸した場合、欧州の方が不利

戦況が長期化しても効果は継続
EU仲間割れ誘導に効果的

制裁不参加国への販売は続くが、OPECプラス
増産による価格低下で今後は収入減か

ロシアにとってのガスと石油の違い
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（各種資料によりJOGMEC作成）

ロシアパイラインガスの供給が停止された国々
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欧州各国のロシアパイプラインガス依存率と供給停止国

（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

(Bcm/y)

一部停止

全部停止
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非友好国指定・西側企業への制裁
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ロシアによる非友好国指定

• 3月7日、ロシアは、日本やアメリカ、EU、イギリス、韓国、台湾などの世界の48の国と地域を「非友好的な国と地域」に指定。
• 「非友好的な国と地域」がロシアからパイプラインガスを購入する際には、ルーブルでの支払いしか認めない方針を発表。
• 対象となったのは、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まった後にロシアに対し制裁を課したか、または制裁に加わった以

下の国と地域。（アメリカ、カナダ、EU27カ国、イギリス、ウクライナ、モンテネグロ、スイス、アルバニア、アンドラ、アイスランド、リ
ヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、北マケドニア、日本、韓国、オーストラリア、ミクロネシア、ニュージーランド、シンガ
ポール、台湾）

• その多くが、西側の対ロシア経済制裁参加国と重なる。

（NHK、ハフポストほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ロシアによる西側企業への制裁

• 5月11日、ロシアは、既に4月からドイツ政府管理下に置かれていた旧Gazprom傘下のGazprom Germaniaの子会社を
含む31社に制裁を科した。

• ヤマルヨーロッパパイプラインのポーランド側の所有者であるEuroPolGazに対しても制裁が発動され、その結果、このパイプライ
ンの利用が禁止されることになった。

• EuroPolGazは、ヤマルヨーロッパガスパイプラインのポーランド側684kmを所有しているが、Gazpromはその48％の株式を
保有しており、ポーランド・PGNiGが48％、Gas-Trading SAが残りの4％を保有している。

• ヤマル-ヨーロッパパイプラインはポーランド経由でロシアのガスをドイツまで運ぶ重要な輸送ルートであるが、この経路での、ガス
輸送量は2021年後半からほとんどゼロとなっていた。

• 5月28日、ポーランドの気候・環境相は、このロシアの制裁を受け、ポーランドを通過するヤマルヨーロッパパイプラインのガス供
給や関連施設の維持管理などについてロシア側と結んでいた協定を打ち切ったと発表した。協定は同パイプラインを通じたガス
輸出と関連施設の建設や維持管理などを盛り込んでいた。

（Platts、毎日新聞、CNNほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ウクライナFM
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• 5月10日、ウクライナ・Naftogazは、ロシアが占領したウクライナ東部ソクラニフカに流入するガスの流れを停止させる不可抗力を
宣言した。また、同じくウクライナ東部ノボプスコフのコンプレッサーステーションをもはや運用管理できないとも述べた。

• ウクライナ側で最初のノボプスコフコンプレッサーステーションは最大33Mcm/dの輸送が可能で、これはウクライナ全体の輸送容量
のほぼ3分の1にあたる。

• 幹線を管理するGTSOU（Gas Transmission System of Ukraine）はGazpromに対し、これまでソフラニフカからウクライ
ナに流入していた流量を、スジャ経由に振り向けるよう提案したが、Gazpromは、技術的に不可能であると述べた。翌5月11日、
Gazpromは、不可抗力宣言は正当化できないとしてロシアのソユーズパイプラインのバルブを閉め、ウクライナのガスの流れを意図
的に遮断した。

• ウクライナは、ロシアが占領している地域に供給するために、Gazpromが$30M相当のガスを持ち出していたこともFM宣言の理由
としている。

• 2019年12月からのウクライナ経由欧州向けロシアパイラインガス輸送契約の一部として、Naftogazは、それ以前のGazprom
に対するすべての未解決課題の総額$12.2Bの仲裁請求を取り下げることに同意していたが、今回のGazpromの契約違反に
よって、もう一度請求を追求することになると述べた。

• 5月27日、不可抗力を宣言した後、Naftogazは、Gazpromがウクライナのガス輸送サービスに対して全額を支払っていないこと
を発表した。FM宣言以降、ウクライナを通過するロシアのガス流量は減少しており、現在はスジャ国境地点のみからウクライナに供
給されている。

ウクライナFM宣言

（Platts、Gas Strategiesほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ウクライナのガス供給設備

主要パイライン

（GIEほか、各種資料によりJOGMEC作成）

ソクラニフカノボプスコフ
コンプレッサー
ステーション

スジャ
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欧州の脱ロシアの動き



79

FSRUブーム
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世界・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FSRU 4 13

• 2021年末時点で、世界のLNG受入基地数は158ヶ所あり、合計
の再ガス化能力は994MT/yにのぼる。ここで、基地の平均稼働率
は37%。

• このうち、FSRU（Floating Storage & Regasification Unit、
洋上貯蔵再ガス化設備）は、近年LNG取引の裾野が広がるにつれ
増加する傾向にあり、既存FSRUは48隻。このうち、31隻が受入基
地として利用されており、平均再ガス化能力は3.6MT/y・基。このほ
か、通常のLNG船として6隻が利用され、さらに、5隻が建造・改造中。

• 現在、欧州には37ヶ所のLNG受入基地があり、それらの物理的な
LNG輸入能力は184MT/y。

• オペレーション上の欧州LNG受入基地の能力は、通常オペレーション
では100MT/y、最大で120MT/y程度。

• 2021年、欧州LNG受入量は75MT/yであったが、現在の設備状
況では、45MT/yの追加受け入れが限界。なお、このうちFSRUは4
隻で、合計の再ガス化能力は13.3MT/y。
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欧州FSRU設置ブーム

（各種資料によりJOGMEC作成）

• 欧州各国は、脱ロシアパイプラインガスを加速するために、FSRUを中心としたLNG受入基地設置と、陸上パイプライン網に接
続するために必要な投資に躍起になっている。

• 休眠していたプロジェクトを含め、欧州各地で多くの受入基地新設計画が立ち上がり、現在、30余りのプロジェクトが検討され
ている。4月の時点で、既にフリーのFSRUはなく、既設置のFSRUの移動、LNG船として就航中のLNGRV（LNG再ガス化
船、LNG Regasification Vessel）の途中解約等によらなければ、欧州への新たな設置はできないとの情報もある。以下
に主な動きをまとめる。

• ドイツ：RWEとUniperを通じて4隻のFSRUをリース。
• オランダ：エルムスハーフェンに2隻のFSRUを導入する契約を締結。
• イタリア：2隻のFSRUの配備を検討中。
• フランス：TotalEnergyはルアーブルにFSRUの設置を検討中。
• フィンランド：自国とエストニアの市場に向けたFSRUのチャーターに合意。
• ポーランド：グダニスク湾へのFSRU設置作業を加速。
• ギリシャ：アレクサンドロポリスFSRUを加速し2023年末までに稼働開始。
• Hoegh LNG：欧州の高い需要に応えるため、10隻規模の船団拡張を検討中。また、インド・ジャイガラFSRUプロジェクトn

の契約不履行（プロジェクトの大幅な遅れ）を理由に解約権を行使し、このFSRUをドイツ向けに使用する予定。



欧州新規受入能力拡張計画
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• ウクライナ侵攻以降、新たに発表されたプロジェクト、復活したプロジェクトを表に示した。
• 全て実現すれば、2025年までに合計で43.5MT/yの容量が追加される。
• これらのプロジェクトの中には、国が実質的に支援している実現可能性の高いプロジェクトも含まれる。
• 計画の4分の3がFSRUであるが、ロシアパイプラインガス減量の懸念が日々高まるなか、市場投入までの時間が短いFSRUが適

している。
• また、脱ロシアの後は、以前よりも脱炭素が加速される見通しであり、陸上受入基地より寿命が短いFSRUがかえって今回の欧州

のニーズに適しているといえる。

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

（カッコ内は実オペレーション上の受入能力）

国 場所等 形式 運用開始年 再ガス化能力（MT/y） 推進者
オランダ エルムスハーフェン FSRU 2022 0.6 Gasunie
イタリア ティレニア海 FSRU 2023 3.7 Snam
イギリス ティーズサイド FSRU 2023 5.5 Trafigura
ギリシャ アルゴ FSRU 2023 3.7 Mediterranean Gas
フランス ルアーブル FSRU 2024 4.0 Total、Engie
ドイツ ウィルヘルムスハーフェン FSRU 2024 7.4 Uniper
イタリア アドリア海 FSRU 2024 3.7 Snam
オランダ ゲートLNG 陸上 2024 5.0 Gasunie、Vopak
ギリシャ トレース FSRU 2025 4.0 Gastrade
ドイツ ブルンスブッテル 陸上 2025 5.9 Gasunie、ドイツ政府

合計 43.5（23.0）

欧州新規受入能力拡張計画
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ドイツの対応



ドイツ、ロシアのガス輸入停止は難しい

85

• ドイツは欧州随一の工業国。ロシアパイプラインガスへの依存率、依存量ともに高い。

• 5月5日、ドイツ政府はエネルギー安全保障強化に向けた取り組みに関する報告書の中で、年初と比較して、4月中旬までに、輸
入に占めるロシア産の原油の占める割合は35%から12%に、石炭は50%から8%に低下したと報告。

• ただし、ガスについては55%から35%まで減少したが、ハーベック経済気候相は、ロシアガス輸入を停止できるのは早くても2024
年夏、と述べている。

• 今回の侵攻を機に、ドイツは、これまでのノルドストリーム2推進に象徴される親ロシアの姿勢を改め、矢継ぎ早に対策を示している。

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）



ドイツ、Gazprom子会社を管理下に
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• 4月4日、ドイツ経済省は、ロシア・Gazpromの100％子会社Gazprom Germaniaをエネルギー規制機関・
Bundesnetzagenturの管理下に置いたと発表。Gazprom Germaniaはドイツ国内のガスインフラを運営していたが、会社売
却に関する不明確な手続きや報告義務違反などがあり、今回の措置が取られた。

• なお、Gazprom Germaniaは、Gazpromの100％子会社で、傘下には、イギリス・Gazprom marketing and Trading、
スイス・Gazprom Schweiz、ドイツ・WIEHとWingas（ガストレーダー）、Astora（貯蔵事業者）があり、ノルドストリームに
接続するNEL（20Bcm/y）とOPAL（36Bcm/y）パイプライン、現在手続きが停止されているノルドストリーム2パイプラインに
接続するEugalパイプライン（55Bcm/y）などの資産も所有する。

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）



ドイツの地下ガス貯蔵在庫目標（＋EU、オランダ）
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• 3月上旬、ドイツは、ガス市場取引ハブであるTHE（Trading Hub Europe）に対し、国内地下ガス貯蔵設備へ補充するための
LNG調達資金を提供した。また、今年施行されたドイツのガス貯蔵法は、11月1日までに90％を満たすことを求めているが、THEが
入札し貯蔵をサポートする。このガス備蓄によって追加コストが発生した場合、10月以降、ガス課税という形でエネルギー供給業者
や消費者に転嫁される。

• その後、EU、オランダ等も同様の目標を設定した。
• 5月19日、欧州議会とEU理事会は、新しいガス貯蔵目標に合意。今後正式に発効する予定。
（内容）
 貯蔵目標：2022年は、11月1日までに80%。2023-25年は90%に引き上げ。2025年以降、貯蔵目標の義務はなくな

る。
 補充義務上限：過去5年間の年間ガス消費量の35%相当量。LNGや代替燃料を算出に含めることができる。地下貯蔵施

設を持たない加盟国は、過去5年間の平均消費量の少なくとも15％を他国に貯蔵。
 キプロス、マルタ、アイルランド：他のガスネットワークと直接相互接続されるまでは、規則の適用を免除。
 最大規模、および、最近在庫が低水準であった貯蔵施設：規則発効後150日以内に認証が必要。その他の施設は18カ月

以内に認証を受けなければならない。
 事業者：適格認証が必要。未認証の場合、EU内地下ガス貯蔵施設の所有権、または、管理権を放棄しなければならない。
 ガス貯蔵施設閉鎖：規制当局の許可が必要。

• 5月27日、オランダ経済省は、西欧最大の地下ガス貯蔵施設ベルガメールの充填を支援する新たな補助金制度を開始。この補助
金制度では、貯蔵費用に加えて、現在と来冬のガス価格との差損が払い戻される。予算は最大€406M。

（Platts、Reutersほか、各種資料によりJOGMEC作成）



ドイツ、LNG加速法成立
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• 5月19日、ドイツでLNG加速法が成立。
• ロシアパイプラインガスへの依存度を、できるだけ早期に低減するにはLNGの追加輸入しか手がない。
• この法律では、緊急時措置として、新しいLNG受入基地の承認プロセスを通常の10分の1に短縮することができるという。

（内容）
 陸上およびFSRU LNG受入基地の承認、発注、審査手続きを迅速化
 LNG受入基地の環境影響評価の免除
 パブリックコメント期間の短縮（2週間）

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）



ドイツ、新規LNG売買契約の進捗は？
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• ロシアのウクライナ侵攻が始まって以降、これまでに、加速度的に30MT/y規模の新規LNG売買契約が締結された。買主の内訳
は、数量ベースで、ポートフォリオプレーヤー、アジア需要家、欧州需要家がほぼ3分の1ずつとなっている。

• 5月20日、ドイツ政府は、カタールのタミム首長のドイツ訪問に合わせ、LNGの輸入を含めたエネルギー関係の協力を強化する文
書を交わした。この文書には、詳しい内容は盛り込まれておらず、実際の交渉は今後民間に委ねられるが、最近の交渉の進捗は
当初の予想より遅くなっているという。ロシアの侵攻を受けてのエネルギー安全保障確保のために欧州政府が関与していることが、
商業的な議論を複雑にしているともいわれている。論点は以下のとおり。

（仕向け地）
• カタールは、仕向け地制限付き、ドイツは仕向け地フリーを主張。なお、EUはカタールの仕向け地制限が、国境を越える貿易に対

する違法な制限に相当しないかを巡り、いわゆる独占禁止法上の調査を実施していたが、カタールに不正行為はないとして、
2022年3月に調査を打ち切ったばかり。

（期間）
• カタールは10年以上にわたる長期契約を求めているが、エネルギートランジションに対応すべくドイツは5年の契約を求めている。

（価格）
• 契約期間が短くなると、LNG価格は上昇する。さらに、カタールLNGは、ドイツまでの海上輸送が必要で、パイプラインで運ばれる

ロシア産ガスよりも当然コスト高。
• さらに、これまでにないレベルのセラーズマーケットの中で、カタールは高いレベルでの価格を要求。

（Platts、Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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欧州各国のロシアパイラインガス依存解消目標

（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

国 名 目標年 内 容
オランダ 2022年 2022年末の依存解消を目標。LNG、再生可能エネルギーでの代替を志向。

ポーランド 2022年 2022年末の長期契約（10Bcm/y）終了とともに依存解消を目標としていたが、4月26日、その8か月前に
ロシア側から供給停止。LNG、リトアニアとのパイプライン、2022年10月開通予定のバルチックパイプ経由ノル
ウェーガスにより代替。

ブルガリア 2022年 2022年末までの依存解消を目標としていたが、ポーランドと同日ロシアから供給を停止された。アゼルバイジャン
からの追加ガス供給や2022年夏に開通予定のギリシャとのパイプラインによるLNG輸入による代替を目指す。

デンマーク 2022年 できるだけ早い依存解消を目指し、北海ガス田増産、バルチックパイプによるノルウェーガス輸入（ポーランドま
で）、バイオガス増産、風力発電追加を進める。

イギリス 2022年 原発増設、再生可能エネルギー増設、油ガス田開発を進める。
リトアニア・エストニア・

ラトビア
2022年 2022年4月、リトアニアはロシアパイラインガス受け入れを完全停止。エストニア、ラトビアは、一時的にロシアパ

イラインガスを停止中。
ドイツ 2024年 2024年夏までの依存解消を目標。再生可能エネルギー、省エネ、エネルギー源多様化、水素増産による代

替を目指す。今後、2年間程度はロシアパイラインガス停止不可。
イタリア 2025年 国産ガス増産・パイラインガス増量（アゼルバイジャンからのTAP、アルジェリア・チュニジアからのTransMed、リビ

アからのGreenStream）、ガスインフラ増強を目指す。
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ロシアエネルギー禁輸は失策か？
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（産経新聞、IEA、Reuters、Bloomberg、East West Reportほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• インドや中国などはロシアからの原油輸入を継続しており、結果的にロシアの戦争の資金源となっているとの報道が盛んである。

• ロシア原油の最大の輸入国は中国だが、Sinopec、PetroChina、CNOOCおよびSinochemといった国有石油会社は$30-
40/bblともいわれる大幅なディスカウントにもかかわらず、ロシア産原油に対して既存契約以外の新規契約による輸入を避けてい
るという情報がある。中国政府は対ロシア制裁を繰り返し批判しているが、それとは別に、制裁を回避する方針とみられる。

• 一方、中国が安価なロシア産原油で戦略備蓄を補充しようと、政府間で交渉が行われているという情報もある。

• 5月19日、ロシアは、欧州が拒否した石油はアジアその他の地域に送られると述べた。ロシアの石油生産は、4月、100万bbl/d
減少したが、5月には回復する見込みだという。

• これに対し、5月19日、グランホルム米エネルギー長官は、バイデン政権はロシア産原油を購入する国に2次制裁を科す可能性を
排除していないと述べた。米国の2次制裁は、ロシア原油の輸入国を米国の金融システムから遮断するもの。2018年にイランに
再発動された。インドや中国などが輸入を大幅に増やしている兆候があれば発動されるべきとの意見もある。

ロシア原油輸出、インド急増、中国微増
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第3極の存在

（Newsweek、日本経済新聞、Wall Street Journalほか、各種資料によりJOGMEC作

• 西側先進諸国はロシア制裁の度合いを日々強めている。だが、同じ西側の、特に新興諸国を中心に十分な賛同が得られて
おらず、これが制裁の抜け道につながっている。

• 4月、ロシアを国連人権理事会から排除する決議案に、141の国連加盟国のうち24カ国が反対票を投じた。棄権した国が、
インド、ブラジル、メキシコ、インドネシア、南アフリカを含む58カ国にも上った事実は象徴的であった。

• 中国は、米国への対抗軸としてロシアと協力関係を築きたいと考えている。一帯一路でアジア・アフリカの多くの国々と関係が
深く、それらの国々も中国の顔色をうかがう。

• インドは、ロシア原油購入に対するルーブル払いについて話し合っているとの報道がある。中国との国境問題を抱えるインドは、
ロシアから長年武器提供を受けている。対立を避けるとともに、ロシアを中国に近づけたくない思惑もあるとみられる。

• アフリカには、過去、欧州各国から独立する際に旧ソ連から援助を受けた多くの国々がある。現在でも食料や兵器をロシアに
頼る国も多く、ロシアとのつながりが深い。

• 6月2日、OPECプラスは、米国からの圧力もあったといわれる中、ようやく増産拡大で合意したものの、産油国としてロシアと連
帯するサウジアラビアは、ロシアへの非難を控えており、それまで米政府からの原油増産要請も無視してきた。
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第3極の存在

（NHKほか、各種資料によりJOGMEC作成）

西側先進諸国

OPECプラス

ロシア制裁参加国（37カ国）
アメリカ、EU全加盟国、イギリス、アイスランド、リヒ
テンシュタイン、ノルウェー、スイス、オーストラリア、
ニュージーランド、カナダ、日本、韓国
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ロシアLNG、だれが買っているか？
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（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• LNGについても、非制裁参加国を中心にロシアLNGの調達は継続している。

• ロシア・Gazpromは、中国、および、インド買主に、長期契約並みの価格レベルで複数カーゴの取引を提案している。
NOVATEKは、以前不調となったスポットLNGの入札からは撤退し、相対交渉を中心に販売活動を継続中だという。

• 中国政府からの取引を規制する通達は、これまで出されておらず、通常のスポットLNGより数ドルのディスカウントで取引されている
との情報もある。

• 5月27日、インド・GAILは、自社の希望する2023年から10年間、10MT/yのLNG売買契約について、欧米のロシア制裁にも
かかわらず、「LNG調達は、ロシアを含むどこからのものでもよく、ポイントは競争力のある価格である」と述べている。

• また、サハリンII LNGのShellの上流シェア獲得を含め、ロシアでの資産取得に前向きである。

• トルコは制裁に参加していないため、ロシアLNGが通常通り輸入されているという。

• ベルギー・Fluxysは、ヤマルLNGカーゴのゼーブルージュ受入基地での積み替えサービスの提供を継続している。
• 2015年、FluxysはヤマルLNGと8MT/y、20年間の積み替えサービス契約を締結し、2019年後半から実施中であるが、顧客

との契約上の合意を尊重するという。ただし、制裁が実施され次第、政府の指示を遵守する、と付け加えている。

ロシアLNG、中国・インドに値引き販売
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• 2022年1-5月のヤマルLNG輸出量は、対前年7%の増加となった。
• フランスの増加、イギリスの減少が目立つ。この増減は、生産国を特定しないポートフォリオ契約の内訳の変化と考えられる。

ヤマルLNG、だれが買っているか？

期間 フランス オランダ スペイン イギリス ベルギー
ポルトガ

ル
中国 日本 韓国 台湾 インド その他 合計

2021/1-5 1.54 0.80 1.09 1.68 1.25 0.29 0.63 0.00 0.43 0.07 0.07 0.28 8.14 
2022/1-5 2.84 1.02 1.17 0.29 1.39 0.15 0.77 0.07 0.19 0.20 0.07 0.60 8.77 
増減 1.30 0.22 0.08 -1.38 0.14 -0.15 0.14 0.07 -0.24 0.13 0.00 0.32 0.63 

（MT/m）

（MT/5m）

7%増加

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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• サハリンIIについて、同様の比較を実施。
• サハリンII LNGは、北東アジア4カ国向けに輸出されているが、輸出量は対前年9%の増加となった。
• 韓国、中国向け増加が目立つ。日本向けは従来と同レベル。

サハリンII LNG、だれが買っているか？

期間 日本 韓国 台湾 中国 合計
2021/1-5 2.93 0.70 0.58 0.51 4.73 
2022/1-5 2.98 1.09 0.32 0.78 5.17 
増減 0.05 0.39 -0.26 0.26 0.44 （MT/m）

（MT/5m）

9%増加

定期修理 定期修理

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）



99

ヤマルスポットLNG、だれか買っているか？

• 2021年、ヤマル・スポットLNGは、夏期に北極海航路を活用して高値のアジア市場に輸出された結果、中国・日本向けが増加
したが、2021年12月以降は、TTFが高騰する欧州向けの輸出が増加。

• ウクライナ侵攻後（2022年3-5月）、欧州内でヤマル・スポットLNG調達が増加した国はフランス、減少した国はイギリス。

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成、6/23修正）

ヤマル、スポットLNGの輸出先

（隻/m） 欧州向け増加
（隻/3m）

ヤマル、スポットLNG欧州向け内訳
（2022年3－5月、対前年同期）
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サハリンIIスポットLNG、だれか買っているか？

（Kplerほか、各種資料によりJOGMEC作成）

中国向け増加

サハリンII、スポットLNGの輸出先

（隻/m）

• サハリンIIのスポットLNGは、これまでは、日本、中国両国向けがほとんどであったが、2022年4月以降、日本向け輸出はゼロとな
り、全量が中国向けとなっている。
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ロシアパイプラインガス・LNGの超過利潤
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ガス・LNG各社最高益を記録

• 4月29日、米・ExxonMobilは、2022年第1四半期利益の速報値として、前年同期の$2.7Bから、$5.5Bに増加したこと
を発表した。第1四半期業績には、ロシア・サハリン1プロジェクトからの撤退に伴う$3.4Bの減損が含まれる。

• 4月29日、米・Chevronは、2022年第1四半期について、前年同期$1.4Bに比べ、$6.3Bと、2012年以降で最高の四
半期業績となったことを報告した。

• イタリア・Eniは、2022年第1四半期、純利益は前年同期の€856Mから、€3.58Bに増加したことを報告した。グローバルガ
ス&LNGポートフォリオ事業の調整後の営業利益は、前年同期の€36Mの損失から€931Mに大きく増加した。

• 5月5日、英・Shellは、2022年第1四半期決算で、最終利益は前年同期比25.7%増の$7.１Bと発表。ロシア・サハリン
IIなどからの撤退に伴い、税引き前ベースで$4.2Bの損失（サハリンII撤退：$1.6Bの減損、ノルトストリーム２事業への融
資：$1.1Bの引当金）を計上したが、資源高を背景に業績は好調。

• 5月5日、米・ConocoPhillipsが発表した2022年第１四半期決算の調整後利益は$4.3Bで、前年同期$0.9Bのほぼ５
倍に急増した。

• 5月3日、英・BPは、2022年第1四半期決算で、ロシア事業の撤退により、税引き前ベースで$25.5Bの損失を計上。
19.75%を保有するロシア・Rosneft株の価値をゼロにしたほか、Rosneftとの共同事業の損失も計上。この結果、最終利
益は$20.4Bの赤字となった。ただ、この損失は会計上の処理によるもので、現金の流出はなく、実質的な最終利益は
$6.2Bとしている。

• 中国・PetroChina、Sinopec、CNOOCは、輸入ガスとLNGの高コストにもかかわらず、2021年に増益を計上。
PetroChinaは、2021年の純利益が921億7,000万元となり、過去最高を記録。Sinopecは2021年に712億元の純利
益を計上。CNOOCの2021年の石油・ガス売上高は2,211億元、純利益は703億元と過去最高を記録。

（Rystad Energy、Lambert Energy Advisory、NHK、Platts、毎日新聞、CNNほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ロシアの税収は増加

（Rystad Energy、日本経済新聞、Reutersほか、各種資料によりJOGMEC作成）

• 侵攻後、ロシア原油はブレントより3割安いともいわれる大幅な割引価格で取り引きされている。しかし、これは2022年ロシア連邦予算の算
出基準$44.2/bblを上回る。

• 2021年、ロシア政府の税収は、4割を石油とガス関連（うち8割が原油・石油製品、2割がガス）が占めた。
• Rystad Energyによると、西側の厳しい制裁にもかかわらず、油価・ガス価の上昇により、2022年は対前年1.5倍の増収となる予測。
• ６月４日、ロシア・ラブロフ外相は、「西側の制裁の結果として形成された価格水準を考慮すると、ロシアは財政面で全く損失を負っていない。

むしろ、今年はエネルギー資源輸出から得る利益が大幅に増加するだろう。われわれには代替の市場があり、そこで既に販売を増やしてい
る。」と述べた。

• 2022年、ロシアの超過利潤収入は、パイプラインガスで$113.3B、LNGで$28.4B、合計$141.7B程度と試算される。

ロシア税収実績と予測

($/bbl)($B、$/MMBtu)



ロシアパイラインガス・LNGのSRMC
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• ロシアの欧州向けパイプラインガスのSRMC（Short Run Marginal Cost、短期限界費用）は、平均で$3.7/MMBtu、ヤマ
ルLNGは、$2.6/MMBtu。サハリンII LNGは、$1.4/MMBtu。

（Rystad Energyほか、各種資料により



ロシアパイラインガス・LNGの超過利潤
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（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）

（$/MMBtu） （$/MMBtu）（$/MMBtu）
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油価リンク
$17.6B SRMC

$3.7/MMBtu SRMC
$1.4/MMBtu

SRMC
$2.6/MMBtu

油価リンク
$5.2B

油価リンク
$6.2

JKM
$3.2B

TTF
$9.1B

JKM
$4.7B

TTF
$95.7B

欧州向けロシアパイラインガス ヤマルLNG サハリンIILNG

ロシアパイラインガス
超過利潤
$113.3B

ヤマルLNG
超過利潤
$20.0B

サハリンII LNG
超過利潤
$8.4B

生産量、SRMC（今後設備拡張なし）、スポット・アジア向けLNG比率
• 欧州向けロシアパイプラインガス：150Bcm/y（100MT/y）、$3.7/MMBtu（平均）
• ヤマルLNG：20MT/y、$2.6/MMBtu、スポット比率52%、アジア向け33%
• サハリンII LNG：10MT/y、$1.4/MMBtu、スポット比率26%、アジア向け100%
ガス・LNG価格
• TTF：$30/MMBtu、JKM：$25/MMBtu、油価リンクパイラインガス・LNG：$15MMBtu
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対ロシア経済制裁の精度アップ



制裁の精度アップ

107

• G7は、対ロシア経済制裁として、4月は石炭、5月は石油の段階的禁輸について合意。
• しかし、当初の思惑とは裏腹に、減産により資源価格が上昇し、ロシアの収入はかえって増加しているとの報道しきりである。
• さらに、燃料価格の高騰等は、G7を含めたロシア以外の国々の、特に国民生活に対して、深刻な副作用を与え始めている。
• 経済制裁に同調していない中国やインドなどは、ロシア原油などを大幅なディスカウントで調達し、漁夫の利を得ていると揶揄され

ているが、彼らから見れば、ウクライナの不遇には同情するものの、欧州での紛争の巻き添えによって自国民もたらされている様々
な不利益を埋め合わせるにはまだ足りないと主張するであろう。

• ロシアのウクライナ侵攻から3か月、戦況が膠着し長期化するとの認識が大勢を占めつつあるなかで、OPECプラスによって価格がコ
ントロールされている原油をはじめ、それを指標とする長期契約LNG、さらに、その価格を上回るスポットLNG価格からは、生産コ
ストを大幅に上回る超過利潤が生じ、これがロシアの継戦能力を高めている。

• 人々の関心は、ロシア経済に対する制裁の狙い打ちの精度を如何にあげていくか、に移ってきている。

（各種資料によりJOGMEC作成）



プライスキャップ制度、関税の提案
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• このような対ロシア経済制裁の課題に対し、いくつかの対策が提案されている。

プライスキャップ制度
• ロシア産の石油等を各国が輸入する場合、輸入価格をSRMCを若干上回るレベルに設定。
• ロシアの生産継続意欲を削がずに、生産量は低下させず、資源価格の高騰を避け、ロシアの超過利潤収入を削減しようとする

考え方。
• 制裁やぶりに対する処置としては、米国金融機関との取引停止などの2次制裁を活用する。
• 設定価格はいくらとすべきか、制裁逃れの捜査はどのように実施するかなどの実務的な課題のほか、中間的な立場を取るインドな

どの制裁やぶりが露見した場合、米国が2次制裁に踏み切れるかどうかなどがポイントとなる。
• また、一層の米国離れ、ドル離れを加速する可能性がある。

関税
• 5月17日、米財務省関係者は、G7財務相会合において、ロシア産原油の全面的な輸入禁止措置に代わる措置として、欧州

各国に対し関税を課すよう提案することを明らかにした。
• 米国が提案する関税は、ロシア産原油の流通を維持しながら、ロシア政府の原油輸出収入を限定することを意図するもの。市場

での流通が維持されるため一段の原油高が食い止められるほか、関税で得られた資金をウクライナの復興支援に充てられるとして
いる。

（IMFほか、各種資料によりJOGMEC作成）



イギリス、超過利潤課税の適用
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• 5月26日、イギリス財務省は、石油・ガス企業に対し25％の超過利潤税（Energy Profits Levy、EPL）の導入を発表。現
行の税制において、石油・ガス企業には、30%のCorporate Taxに加え10％のSupplementary Charge が課されているが、
これに25％のEPLが追加されることで、合計65％の税が課されることになる。EPL課税の対象期間は、2022年5月から2025年
12月までで、向こう1年間で￡5Bの税収を見込んでおり、ウクライナ危機等に起因する石油・ガス価格の高騰、物価高騰による
家計への打撃を緩和する総額￡15Bの支援（光熱費補助等）の財源にあてられる予定である。

• なお、イギリス財務省は、今後支出される設備投資に対しては最大で91.25%の税控除を認めるとする新規投資に対する優遇
策を同時に発表した。

• 6月、バイデン米政権は、エネルギー価格高が追い風となり過去最高益を上げている石油・ガス会社の超過利潤に課税してエネ
ルギー価格の高騰にあえぐ消費者の支援金に充当する案を検討しているという。

• 米上院の民主党系議員などによる法案は、石油大手が国内生産あるいは輸入した原油に四半期ごとに課税する内容で、消費
者には年間数百ドルの税還付を行うとはいうもの。ただし、法案成立は見通せていない。

（Reutersほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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制裁の経済学



111
（Platts、Reutersほか、各種資料によりJOGMEC

• ロシアパイラインガス輸出量が減少すると、TTFが上昇する傾向がみられる。
• 例年の155Bcm/yから、3分の1（100Bcm/y）、3分の2（50Bcm/y）と減少するに従って、価格は、$13/MMBtuから、

2倍（$26/MMBtu）、3倍（$38/MMBtu）に上昇する。
• すなわち、TTFのロシアパイラインガス流量に対する価格弾力性は、-$0.25/MMBtu/(Bcm/y)となり、流量が1Bcm/y増加す

ると、TTFは、$0.25/MMBtu低下する。同様に、LNG1MT/yを追加受け入れした場合、TTFは-$0.34/MMBtu/(MT-
LNG)低下することになる。

• ロシアパイプラインガス・LNGからの利益は、価格と販売量の積に比例し、上に凸の2次曲線となる。
• 例年の3分の2までパイプラインガス流量を減量した場合、利益は例年の1.3倍と最も大きくなるが、ポーランド、ブルガリア等へのガ

ス供給停止後に、ちょうどそのレベルまで流量が減少している。
• ロシアの収入が減少させるためには、この最大点を避けるべく、①ロシアパイラインガスの輸入を例年より拡大する、②ロシアパイライ

ンガス輸出量を現在の半分以下に大きく減少させる、または、③LNGの輸入を拡大する、のいずれかとなる。
• なお、標本数は少ないものの、データには、2021年1月から2022年4月の、TTF月間平均値と欧州向けロシアパイプラインガス

流量月間平均値を使用した。ここで、2021年10月、12月、2022年3月はスパイク発生のため除外したが、3点とも上値側に
外れているため、もしこれらを含めると、より価格弾力性が高くなる方向にずれが生じる。ここで、LNG輸入量増加はTTFを引き下
げる効果があるが、今回この要因は分離していない。

• 6月9日、ロシア・ペスコフ大統領報道官は、ロシアパイプラインガスの供給を受けている顧客は新たな決済システムに対応している、
Gazpromが新たに欧州顧客向けガス供給を停止するとは見込んでいない、と述べたが、現在の輸出量が利益最大点付近であ
ることと符合するのは偶然の一致であろうか。

ロシアはガス輸出量が減少すると収入アップ、収入を減らすには？
（TTF価格弾力性の評価）



112（Platts、Gazpromほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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ロシアはガス輸出量が減少すると収入アップ、収入を減らすには？
（TTF価格弾力性の評価）

• 2022年のロシアパイプラインガス輸出量は、
100Bcm/yと予測。現在、利益最大ポイント
にある。

• これを半分の50Bcm/yまで減量してもロシアの
収入レベルは、例年と同様155Bcm/yを輸出
していた時と同レベルとなる。

• したがって、ロシアの収入を引き下げるには、それ
以上の大幅な減量が必要となるが、代替手段
の少ない欧州は耐えられない。

• 逆により多くのロシアパイプラインガスを輸入して
もTTFは低下し、ロシアの収入は減少する。

• この場合、同時に、世界の電力・ガス価格は低
下し、脱炭素の流れに逆行する石炭開発も抑
制できる。
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脱ロシアはいつか？
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（考え方）
• 2021年年度末在庫25%からスタートし、各年度末在庫が30%を下回らないようLNGを追加で受け入れるために必要な

FSRU設置隻数を試算する。ここで、年度末在庫目標値は新たに設置されたEU地下ガス貯蔵在庫目標40%と比べ緩やかな
条件設定とした。

（条件）
• 実オペレーション上の欧州LNG基地受入能力：120MT/y（2022年の物理的な受入能力：189MT/y）。
• ロシアパイラインガス輸入量：例年155Bcm/y（114MT/y）、2022年は100Bcm/y予測（74MT/y）、それ以降、長期

契約終了時に契約を更改しないことによって、依存度を低下させるベースケースでは2030年81Bcm/y輸入まで減少。加速
ケースとして、ベースケースの10-30%増の削減を検討。

• LNG受入量：例年75MT/y。2022年は、ここに+38MT/yの追加受け入れ（欧州高ガス価格による受入量増加を考慮）。
• FSRU能力は、3.6MT/y・基。稼働率60%。
• ここで、欧州のガス消費・生産、ロシア以外の欧州向けパイプラインガス供給は一定と仮定。すなわち、欧州の自助努力により省

エネ、リニューアブル設置等が進めばガス消費は減少するため、必要なLNG量、および、FSRU設置数は減少する。一方、域内ガ
ス生産量が減少すれば追加のLNG調達が必要となる。

（各種資料によりJOGMEC作成）

平時スポット市場への回帰時期はいつか？課題はFSRU設置スピード
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（結論）
• ベースケースの長期契約終了に合わせ調達量を減量していくケースでは、2028年よりFSRU設置を開始し、2030年までに6隻

の設置が必要となる。
• 10%増削減ケースは、2023年までに3隻、その後、2030年までに9隻の設置が必要となる。
• 20%増削減ケースは、2023年までに7隻、2030年までに12隻が必要。30%増削減ケースは、2023年までに11隻、2030

年までに16隻が必要となるが、特に初期のロケットスタートは実施困難と考えられる。

• 現在運航しているLNGRVのFSRUへの転用、他地域で運用されているFSRUの欧州への移設を含め、2030年までの欧州への
FSRU設置隻数は1桁が限界であろう。したがって、2020年代前半においては10%削減増ケース、後半においては10-20%削
減増ケースが、脱ロシアパイプラインガス最速ケースと考えられる。

• したがって、ロシアパイラインガスは2021年の155Bcm/y、2022年100Bcm/y（予測）から2030年時点では、最大でもベー
スケースから20%減の65Bcm/yまでの削減にとどまると予測される。

• それ以上のロシアパイプラインガスの減量は、省エネ、リニューアブル追加設置等に左右されることとなる。
• 欧州LNG受入能力の拡大は、陸上LNG受入基地よりも短期間での設置が可能なFSRUの方が適切な選択肢といえよう。陸

上LNG受入基地の建設には通常5年間が必要であり、今から建設を始めても、その運用開始は、余剰LNGが増加する2028
年以降となってしまう。

（各種資料によりJOGMEC作成）

平時スポット市場への回帰時期はいつか？課題はFSRU設置スピード
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（各種資料によりJOGMEC作成）

平時スポット市場への回帰時期はいつか？課題はFSRU設置スピード

ロシアPL長期契約削減加速とFSRU必要設置隻数

（隻）

FSRU設置ロケット
スタート可能か？

1隻/年ペース
が妥当か。
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（考え方）
• 2022年は6月までにFID済みのLNGプロジェクトとカタールNFS（North Field South）拡張プロジェクトにその他2022年に

FIDすると見込まれるプロジェクトを加えた60MT/y、2023年は40MT/y、2024年以降は20MT/yと、FIDレベルを堅実に想定。
• 世界のLNG需要の伸び：3%/年、LNG液化プラント稼働率85%とする。
• 世界のLNG生産量と需要量の差を、LNG供給余力（年ベース）と定義。

（結論）
• 2027年以降、LNG供給余力が生じ始め、その量は、2029年にかけて一気に増加し、その後、毎年100MT/yに達する。

（各種資料によりJOGMEC作成）

LNG供給余力（年ベース）予測、2027年以降急拡大
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（各種資料によりJOGMEC作成）

LNG供給余力（年ベース）予測、2027年以降急拡大

年 番号 プロジェクト 生産能力（MT/y） 定常生産開始年

2022

1 プラクミンズLNG 20

2029
2 NFEルイジアナファースト LNG 2.8
3 コーパスクリスティーステージ3 10
4 ドリフトウッドLNG 11
5 カタールNorth Field South 16

2023

1 NFEテキサスファーストLNG 8.4
2030

2 ウッドファイバーLNG 2.1
3 キャメロンLNGトレイン4 6.8

2030
（このうち半分が2023年にFIDし

2030年に定常生産開始）

4 フリーポートトレイン4 5
5 リオグランデLNG 11.4
6 レイクチャールズLNG 16.4
7 メキシコパシフィックLNG 9.4
8 カルカシューパスLNGフェーズ2 10

2024 - 未特定 20 2031
2025 - 未特定 20 2032

今後のFID想定
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（各種資料によりJOGMEC作成）

LNG供給余力（年ベース）予測、2027年以降急拡大

世界のLNG供給余力（年ベース）

（MT/y）

新規LNG供給余力
2029年から
100MT/y超

2027年から増加、
2029年には急拡大
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（考え方）
• ここで、平時のスポットLNG市場とは、世界各地のLNG需給バランスが2021年と同様の状態と定義する。
• 2021年の世界のLNG貿易量は、372MT/y、このうち欧州は75MT/yを輸入した。

• 2022年、ロシアパイプラインガスが減量し、ロシアのウクライナ侵攻も発生した結果、TTFは大きく上昇。スポットLNG価格は大きく
値上がりし、この減量を補完するため欧州へLNGが大量に輸入されており、113MT/yに達する予測。一方、アジアではあまりの
高価格にスポットLNG調達減退が発生。

• 今後、2025年に向けて、LNG供給余力はますます減少し、需給逼迫が進むと予測。この期間、欧州はアジアから引きはがした
スポットLNGをロシアパイプラインガス減量を補完するために輸入し続ける。

• 一方、2027年からは、新たに多くのプロジェクトが立ち上がるため、LNG供給余力は増加し始め、2029年には急増。それ以降
は100MT/y超のレベルに達する見込み。

• この新たなLNG供給余力は、欧州にも輸入され、それまでアジアから引きはがされていたスポットLNG量は減少。需給も徐々に緩
み、再びアジアでもスポットLNG調達量が増加する局面を迎える。

• ロシアパイプラインガス減量が、この新たなLNG供給余力によってカバーされ、2021年と同様、既存LNG液化設備からのLNGが
欧州のベースLNG輸入量75MT/yを充足する時点で、世界のスポットLNG市場は平時に戻ると考える。

（各種資料によりJOGMEC作成）

平時スポット市場への回帰時期はいつか？2029年以降は一転、LNG余剰市場に



121

（結論）
• 世界のLNG需給逼迫は2028年まで継続する。平時のLNG需給バランス、世界のLNGフローに戻るのは2029年頃。
• 欧州の完全な脱ロシアパイプラインガス依存達成は、最速で2032年頃の予測。
• 2029年以降は、LNG供給余力が一気に増加するため、ロシアパイプラインガス削減のペースアップが可能となる。
• この時期までに、欧州受入能力の増強を完了させる必要がある。
• 特に、2029年以降はLNG供給余力が急激に増加し、供給過剰となり、長期契約LNG価格がスポットLNG価格より高止まる

状況が予測されるため、今後、それ以降の期間を含む長期契約締結には注意が必要である。
• 2028年より前にロシアパイプラインガス削減を加速しようとすると、TTF、ならびに、スポットLNGのさらなる高騰を引き起こす。これ

は、アジアLNG需要の減退と表裏の関係にあり、すなわちブーメラン効果が大きいことに留意する必要がある。
• FSRU設置隻数検討と同じく、欧州自助努力により、省エネ等進んだ場合は、相当量のロシアパイプラインガスの追加削減が可

能。逆に、域内産ガス減退が進んだ場合は、削減ペースが遅れる。または、欧州が削減ペースを緩めない場合、世界のスポット
LNG需給が引き締まることになる。

（各種資料によりJOGMEC作成）

平時スポット市場への回帰時期はいつか？2029年以降は一転、LNG余剰市場に
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（各種資料によりJOGMEC作成）

欧州ガス供給（ソース別）イメージ

（MT/y）

平時スポット市場への回帰時期はいつか？2029年以降は一転、LNG余剰市場に

域内産ガス（漸減傾向）

パイプラインガス（省エネ・リニューアブル設置が進めば追加削減可能）

既存LNG生産分
（供給余力少なく増やせない）

新規LNG生産分
拡大
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（各種資料によりJOGMEC作成）

ロシアPL長期契約削減加速と平時スポット市場への回帰時期遅れ

（MT/y）

新規LNG供給余力
2029年から大量供給

2029年には既存LNG
生産からの輸入で例年

レベルを充足可能

2028年までは、アジアからLNG需要を
引き剝がすしかない（脱ロシア加速のた
めにはさらなる需給減退を引き起こす）

平時スポット市場への回帰時期はいつか？2029年以降は一転、LNG余剰市場に

ロシアPLガス減量分をアジアから
引きはがしたLNGで充足

既存LNGプロジェクトからの
ベース輸入

欧州例年輸入レベル



ガス・LNGに関する対ロシア経済制裁の戦術例
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• ガス・LNGに関する対ロシア経済制裁の目的は、自らへのブーメラン効果を最小化しつつ、ロシアの収入を低下させることである。以
下に、具体的な戦術例をまとめる。

欧州向けロシアパイラインガス
• まず基本として、石炭など、他燃料へのシフト、省エネ、リニューアブル設置促進等を進める。域内産ガスの増産、北アフリカ、中央ア

ジアからのパイプラインガス輸入拡大にも努める。
• 2029年までは、ロシアパイプラインガスの代替となるLNG供給余力が小さいため、現在の契約量をなるべく維持する。終了する長期

契約があれば、中期契約に更改するなどして、これ以前にガス輸入量が減少しないようにする。
• 国民の理解が得られた場合、多くのLNGプロジェクトが立ち上がり、地下ガス貯蔵の十分な補充が期待される2029年までは、欧州

は、なるべく多くのロシアパイプラインガス・LNGを調達し、できる限りTTF、ひいては、世界のスポットLNG価格を引き下げる。
• なお、この戦術は、通常の経済制裁のイメージ（＝不買、関係断絶）とは大きく異なるものとなるため、ここで、あえて多くのガス・

LNGを調達することが、逆にロシアに対し大きな制裁効果をもたらすことを十分に周知し、各国国民感情にも配慮する必要がある。
また、たとえ一時的にではあっても、ロシアパイプラインガスへの依存率が上昇してしまうため、その間にロシアが再び奇策を繰り出して
きた場合、対応がより難しくなるリスクをはらむ。

• 2029年までは、急速なロシアパイプラインガス減量は実施しない。この期間の脱ロシア加速のためには、アジアからLNG需要を引き
剝がすしかなく、さらなる需給減退、さらに、石炭回帰を引き起こす。また、ここで脱ロシアを多少加速しても、ロシアパイプラインガスゼ
ロの達成時期に大きな違いはない。

• 2029年以降、ロシアパイプラインガスを代替する新たなLNGが米国中心に大量に供給される見込みとなっており、この時期までには
ロシアパイプラインガス輸入を一気に極小化できるよう、受入能力の拡張に努める。

（各種資料によりJOGMEC作成）



ガス・LNGに関する対ロシア経済制裁の戦術例
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ロシアLNG
• しばらくは、サハリンII LNG、ヤマルLNGからのLNG調達量を継続的に確保する。ただし、2029年以降はできるだけ早く調達を終

了できるようあらかじめ契約終了時期を設定しておく。
• 2025年のLNG供給余力の谷を埋めるべく、アークティックLNG 2への制裁を緩め、予定通り、2023年の早期立ち上げを目指す。
• 2022年、昨年の中国を中心とした多くの長期契約締結の結果、多くの米国LNGプロジェクトがFIDに至った場合、これらの建設が

完了する2028年以降、多くのLNGが供給され始め、一転、ルースマーケットとなる。さらに、今後は脱炭素の流れが加速し化石燃
料への政策リスクが増大する。このため、LNG売買契約は、2029年には終了できるよう交渉を行う。

（各種資料によりJOGMEC作成）



まとめ
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• ロシアのウクライナ侵攻による緊張が続く中、世界のガス・スポットLNG価格はTTFがリードする形で高止まり。市場は混乱の長期化
を予測。

• 欧州向けロシアパイラインガス輸出量は2022年も引き続き減少。
• 高値にひきつけられた米国LNGは欧州に向かい、欧州の輸入量は過去最高の113MT/y、対前年の1.5倍に達する見込み。
• 一方、あまりの高値に中国はじめインド等新興諸国の輸入量は減少し、これが欧州に向かう新たな需給バランスが形成された。
• 急がれるロシアパイプライン禁輸だが、欧州主要国は依存度が高すぎ早期実施は困難。ロシアLNGについても生産等全停止となれ

ば近年の争奪戦のさらなる激化を招くのみ。
• ルーブル払い等、ロシアの強硬な対抗措置に西側買主は結果として従属せざるを得ない状況にある。
• 早期の脱ロシアガスを狙う欧州は、LNG受入基地建設を急ぐが、需給逼迫と脱ロシアの後に控える脱炭素の圧力に、肝心のLNG

調達契約交渉は難航している。
• 西側先進諸国はロシアに経済制裁を科すが、第3極の存在がその精度を低下させている。
• ロシアはパイプラインガス輸出減量によって欧州TTF、さらに連係を強める世界のスポットLNG価格を操作し利益を最大化。
• ロシア経済にダメージを与えるには、パイプラインガス輸入を大幅に削減（または拡大）すればよいが、根本的な解決策はLNG大

量輸入のみ。
• 現在、2025年を供給余力の谷とするLNG需給が逼迫する時期に差し掛かっており、2028年ごろまでは、ロシアの収入増と西側

諸国へのブーメラン効果を極小化するために、できるだけパイプラインガス、LNG供給量の減量を避けるのがセオリー。
• 2029年以降は、一転LNG供給余力の急拡大が予測されており、LNG市場は一旦ノーマルを取り戻し、欧州の脱ロシアパイプライ

ンガス依存は2030年過ぎに達成可能。ただし、その後LNG市場は一気にルース化に向かうため、長期契約締結には十分な注意
が必要。

（各種資料によりJOGMEC作成）
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（参考）
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2021年世界のLNG
（GIIGNLアニュアルレポート2022）
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世界のLNG

（LNG貿易）
• 2022年4月に発表されたGIIGNLアニュアルレポート2021によると、2021年の世界のLNG輸入量は372.3MTに達し、前年比16.2MT増となった。ロックダウン後の景

気回復と石炭からガスへの転換の継続により、LNG輸入量は急増したが、年間成長率（+4.5%）はパンデミック前の水準には遠く及ばないままであった。この回復は地
域によってばらつきがあり、中国が日本を抜いて世界一のLNG輸入国となったアジアが最も高い伸びを記録した。

• 輸出国19カ国からのLNGを44カ国が輸入した。

• 2021年、米国からのLNG輸出（+22.3MT）は、2020年に試運転された5つの大型液化プロジェクト（キャメロンLNGトレイン2および3、コーパスクリスティLNGトレイ
ン3、フリーポートLNGトレイン2および3）のランプアップと、2021年のサビーンパストレイン6の試運転により49.8%増加し、世界全体の増加（+16.2MT）を上回った。

• エジプト（+5.2MT）、アルジェリア（+1.2MT）、マレーシア（+1.1MT）、オーストラリア（+0.8MT）も輸出を増加させたが、その割合は小さかった。
• 2021年に追加供給したのは、サビーンパス・トレイン6、ヤマル・トレイン4、マレーシアのPFLNG Dua、エジプトのダミエッタの操業再開などであった。
• ナイジェリア（メンテナンスの問題による、-4.1MT）、トリニダード・トバゴ（フィードガス不足による、-3.9MT）、ノルウェー（2020年に発生したスノーヴィットの技術事故

後の操業再開の遅れによる、-2.9MT）でLNG輸出が減少した。
• 世界市場へのLNG供給は、太平洋盆地が143.9MT（38.6％）で引き続き最大であり、大西洋盆地が135.2MT（36.3％）、中東が93.2MT（25％）。
• 大西洋地域からのLNG供給が+17.9MT、中東地域が+0.6MT（+0.6%）と増加したが、2020年と同様に、太平洋地域は引き続きLNG輸出が減少した（-

2.3MT）。
• 米国からの増産が続く中、太平洋盆地と大西洋盆地からの供給量の差は、2020年の28.8MTから2021年にはわずか8.6MTと大幅に縮小している。
• LNG供給国は、オーストラリアが78.5MT、カタールが77MT、米国が67MTとなり、3か国合計で世界のLNG供給量の59.8％を占めた。米国は、2022年には世界一

のLNG供給国となる可能性がある。4位はロシア29.6MT、次いでマレーシア25MTとなった。

（GIIGNL）
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世界のLNG

（アジア）
• アジアは引き続き主要な輸入地域となった。LNG輸入量は対前年7.1%増加して272.5MTに達し、世界のLNG輸入量に占める割合は、2020年の71.4%から

73.2%に増加した。インド、日本、マレーシア、シンガポールを除くすべてのアジア諸国で輸入量が増加した。

• 中国は、対前年+10.4MT、+15%の79.3MTを輸入し、日本を抜いて世界第1位のLNG輸入国となった。これは、力強い景気回復に加え、発電用ガスの増加や石
炭からガスへの燃料転換が進んだためである。また、2020/2021年冬期のような需給逼迫を避けるため、中国の買い手は前広にLNGを調達し在庫を充填した。

• 日本のLNG輸入は比較的安定しており、0.1MT（-0.1%）のわずかな減少を記録した。この減少は、商業活動の制限を含む規制が2021年の大半を通じて継続さ
れたことと、ガス火力発電が減少し、原子力発電が漸増したことによる。

• 韓国はLNG輸入量が大幅に増加した（+6.1MT、+15%）が、これは特に電力セクターと産業用消費におけるガス需要の増加によるものであった。また、寒波とパンデ
ミックからの回復が拍車をかけた。原子力発電の維持管理、および持続可能な政府政策の実施により石炭消費量が減少したことも、ガス需要の増加に寄与した。

• インドは、スポットLNG価格の高騰と国内ガス生産の増加により、第1〜3四半期にかけてLNG輸入を減らし、LNG輸入量が最も減少した（-2.6MT、-9.8％）。

• 台湾では、水力、石炭、原子力発電所の計画停電に伴うガス火力発電の増加により、輸入量が9.5%（+1.7MT）増加した。

（GIIGNL）
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世界のLNG

（欧州）
• 欧州は、JKM/TTFスプレッドが大きくなったため、アジアへ優先的に供給されたため、LNG輸入量が減少。
• 国内ガス生産量の減少、気温の低下による需要の高まり、さらにロシアからのパイプラインによる追加供給が予想を下回り、地下ガス貯蔵在庫量が過去最低水準になっ

た。
• この状況は2021年の最後の四半期まで悪化し、欧州は地下貯蔵を満たすことが困難なため、
• 産業消費の削減とガスから石炭への切り替えを通じて需要を調整することを余儀なくされ、全体として、2021年の欧州のLNG純輸入量は8％減の75.1MTとなり、

2020年と比較して6.5MT減少した。

（南北アメリカ）
• 南北アメリカ地域への輸入は36.3% (+4.8MT) 増加し、18MTに達した。
• メキシコは、LNG輸入への依存度を下げ続けており、輸入量は-67.5%、-1.3MTの最大の減少を記録した。
• 水力発電への依存度が高いブラジルでは、水位が低下し、国内生産を増やして需要を満たすことができなくなったため、セルジッペとアクー港でLNG電力供給プロジェクトが

開始され、対前年+4.6MT（+193%）、合計で7MTのLNGを輸入した。
• アルゼンチン（2.5MT）は、ボリビアからの輸入が減少し、国内生産が減少したため、LNG輸入量が増加した（+1.2MT、85%）。プエルトリコ（+0.6MT、

+62.8%）やドミニカ共和国（+0.3MT、+26.1%）といった他のカリブ海諸島も、発電用の天然ガス使用の増加により、LNG輸入が大幅に増加した。

（中東）
• 中東では、LNG輸入量は2020年比でわずかに減少した（-0.2MT）。クウェートは、2021年にアル・ズールLNGターミナルが稼働し、+1.3MT、+31.3%の増加と

なった。

（GIIGNL）
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世界のLNG

（スポット・短期LNG）
• 2021年のスポット・短期取引（取引日から4年以内に引き渡された数量）は136.3MT（前年比-6.2MT、-4.4%）となった。これは取引全体の36.6%を占めた。
• 2020年の40%から減少したが、スポットLNG価格の高騰が、特にインド（-6.1MT）のような価格に敏感な国の需要抑制を引き起こした結果である。
• 米国はスポットおよび短期LNGの主要輸出国としての地位を固め、ほぼ3分の1（32.2%）の数量を占め、次いでオーストラリアが18.7%のシェアを占めた。エジプトも

年間を通じてスポットおよび短期数量の主要な供給国となった（+4MT）。一方、ナイジェリア（-7.1MT）およびトリニダード・トバゴ（-3.2MT）は、大幅な減少を記
録した。

• 真のスポット数量（取引日から3ヶ月以内に引き渡された数量）は、2020年の総輸入量の35％（125MT）に対し、2021年には31％（116MT）に減少した。

（GIIGNL）
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世界のLNG

（LNG船）
• 2021年末のLNGタンカー船隊は700隻（うちFSRU48隻、5万m3未満の小型船64隻（LNGBV31隻＋LNG船33隻））となった。
• 2021年の16万m3型LNG船の平均スポット傭船料は89,200ドル/日となり、2020年の59,300ドル/日から上昇した。
• 竣工隻数は合計68隻で、2020年の47隻を上回った。
• 新規受注は、FSRU3隻、5万m3未満15隻（LNGBV13隻＋LNG船2隻）の合計111隻となり、2020年の40隻と比較すると、大幅に増加した。
• 2022年44隻が引渡しを予定している。

（液化設備）
• 世界の液化能力は、7.4MTPAの新規能力が追加され（マレーシア：PFLNG Dua FPSO（1.5MTPA）、米国：サビーンパスLNGトレイン6（5MTPA）、ロシ

ア：ヤマルLNGトレイン4（0.9MTPA））、462MTPAに達した。
• また、エジプトで5MTPAのダミエッタLNG液化設備が運転を再開した。
• カタールのノースフィールドイーストプロジェクト（33MTPA）とオーストラリアのプルートLNGトレイン2（5MTPA）の2件（合計38MTPA）がFIDされた。

（再ガス化ターミナル）
• 2021年末、世界の再ガス化能力は993MTPAに達した。
• 2021年に7つの新しい再ガス化ターミナル（クウェート：大規模陸上ターミナル1基、イタリア：小規模ターミナル2基、メキシコ：小規模ターミナル1基、ブラジル、クロアチ

ア、インドネシア：それぞれFSRU1基ずつ、合計22.6MTPA）が商業運転を開始した。
• このうち、クロアチアは、新たにLNG輸入国の仲間入りを果たした。
• 拡張工事については、中国4基、日本1基が完了し、10MTPAの再ガス化容量が追加された。
• 2021年末時点で、19基のFSRUと24基の陸上ターミナル（合計190MTPA）が建設中で、その72%がアジアに位置している。

（GIIGNL）
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世界のLNG

（GIIGNLほか、各種資料によりJOGMEC作成）
地域別LNG輸出入バランス（2021年/2020年）

2021年2020年
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世界のLNG

LNG貿易量とスポット・短期比率の推移

スポット・短期比率は1.3%/年で増加

2021年のスポット・短期比率は
3.4%減少（40.0→36.6%）
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主要国・地域の輸出地域別LNG輸入量とスポット・短期割合

世界のLNG

2021年のスポット・短期比率減少（対前年）
日本 21.6%（-8.4%）
韓国 35.4%（-14.1%）
インド 31.2%（-20.0%）

中国輸入量第1位
79.3MT/y
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2022年ガス・LNG需給・在庫・価格速報
（IEA Gas Market Report 2Q-2022）
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世界のガス需要

• 2022年4月に発表されたIEAのガスマーケットレポート2Q-2022によると、2022年の世界の天然ガス消費量の伸びを前回の1％からゼロをわずか
に下回る水準に修正した。これは、前四半期レポートの予測に比べ、50bcmの需要のマイナス修正に相当する。

• ほぼすべての地域で下方修正されたが、中でもアジア太平洋地域の影響が大きい。これは、スポットLNGの調達割合の高い価格重視の買い手に
とって、経済見通しの下方修正と、LNGへのアクセスが物理的に制限されるリスクが重なったためである。

• 欧州・ユーラシア地域の天然ガス消費量は、2021年の天候要因による強い寄与の後、2022年にはすでに減少すると予想されていたが、さらに下
方修正された。これらの地域の2022年の消費量は、それぞれ前年比6％近く、5％近く減少すると予想される。その他の地域は、主に国内生産に
依存しているため、国際的なガス貿易の緊張から直接影響を受けることはないと思われる。しかし、紛争が国内経済やガス市場に及ぼす間接的な
マクロ経済的影響は受けるであろう。先行きは依然として極めて不透明であり、特に新興諸国においては、持続する供給の緊張、価格の高騰、ボラ
ティリティの結果として、さらなるマイナスが予想される。

（IEA）
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世界のガス需要

主要国・地域のガス需要予測増減（GMR Q1/Q2 2022）
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世界のガス需要

• 2022年第1四半期の世界のLNG貿易は、前年同期比7％増と推定される。
• これは、欧州がロシアのパイプライン・ガス供給の減少を主にLNG輸入の増加によって補ったためである。特に1月の輸入量は前年同月比174%

増と急増し、欧州のLNG純輸入量が急増した。
• 一方、この影響を受けて、2022年第1四半期のアジア太平洋地域のLNG輸入量は前年同期比8%減となった。数量ベースで前年同期比で

最も減少したのは、第1四半期に中国（13％減）、日本（10％減）、インド（23％減）、韓国（4％減）であった。
• 2022 年第 1 四半期の世界の LNG 輸出量は前年同期比 5%増となった。これはほぼすべて米国が牽引したもので、米国のLNG生産量は

前年同期比27%増となった。
• 2022年全体では、世界のLNG貿易は5%増加すると予測される。
• 過去2年間とは明らかに異なり、2022年のLNG輸入の伸びは、アジア太平洋地域ではなく、欧州が支配的である。
• 2022年3月末のフォワードカーブは、アジアのLNGスポット価格に対するTTFプレミアムの持続的な上昇（2022年第2四半期〜第4四半期の

平均は$2〜3/MMBtu台）を示し、残りの期間、欧州への強いLNG流入を後押しする。2022年の大半が、欧州大陸がLNGのプレミアム市場
となり、LNG輸入量は、2022年にはほぼ4分の1（25bcm）増加し、過去最高水準になると予測される。

• 中国を中心とするアジア太平洋地域は、価格に敏感なLNG数量が欧州に振り向けられ、LNG需要が3%（9bcm）と小幅に増加することが予
想される。

• 中南米は、ブラジルの水力発電所の貯水量が昨年の歴史的な干ばつから回復するため、LNGの流入が33%(または8bcm)減少すると予想さ
れる。

• 北米は引き続き世界的にLNG輸出増加の主要なエンジンであり、2022年のLNG生産量純増の65%を占める。米国からのLNG輸出は、ルイ
ジアナ州のサビーンパス・トレイン6とカルカシュー・パスターミナルでの新しい液化設備の立ち上げと、既存設備の利用率向上により、19%の成長
が見込まれる。

• アフリカ、欧州、中南米、ユーラシアは、2022年の世界LNG供給増加への寄与が小さく、アジア太平洋地域と中東は若干の減少を記録する。
（IEA）
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世界のLNG需給

主要国・地域のガス需要増減（2021/22年）
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世界のガス価格

• 2022年3月末時点のフォワードカーブでは、2022年の平均価格はTTFが$35/MMBtu、アジアのスポットLNGが$32/MMBtu、ヘンリーハブが
$5.5/MMBtuとされている。

• ロシアのガス供給を取り巻く不確実性と、すべての主要ガス地域における高い再貯蔵ニーズが、2022年のガス価格を強力にサポートすることになる。
• TTFはアジアのスポットLNGに対して$2〜3/MMBtuのプレミアムで取引され、欧州へのLNG流入量を増加させると予想される。原油価格連動型

LNG契約は、2022年第1四半期の原油価格の高騰を反映し、平均$15/MMBtu程度になると予想される。

（IEA）
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世界のガス・LNG価格

主要国・地域のガス・LNG価格
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世界のガス在庫

• 2021/22年の暖房シーズンは、すべての主要ガス地域で、天然ガス貯蔵がガス需要の季節的変動に対応する上で重要な役割を果たした。暖房
シーズンの終わりに、欧州と米国のガス貯蔵量は5年平均を大きく下回っており、2022年第2四半期〜第3四半期に強い補充需要があることを示
している。

• EUでは、暖房シーズン開始の10月1日時点で、貯留量が5年平均を17％（15bcm）下回った。ガスプロムが一部所有または管理する貯蔵庫
（EUの総貯蔵庫容量の10％を占める）は、稼働中の貯蔵庫容量のわずか25％しか満たさなかったが、これはEUの貯蔵庫不足の半分に寄与し
ている。暖房シーズンには、EUのガス需要の20％が貯蔵所からの引出しでまかなわれた。冬の気温が低かったため、暖房用のガス需要が減少し、
LNGの流入量（前年同期比60％増）が多かったことと相まって、貯蔵所の引き出し量が減少し、5年平均を13％下回るレベルまで回復し、EUの
貯蔵不足は暖房シーズン終了までに5年平均を8bcm下回る水準まで緩和された。2022年3月末の在庫量は、稼働中の貯蔵能力の26％で
あった。LNGの追加受入がなければ、EUの貯蔵量は使用可能な貯蔵量の10％を下回る可能性があった。欧州委員会は、11月1日までにEUの
ガス貯蔵量を80％以上にする目標を提示しており、そのためには昨年を13％（6bcm）上回る注入が必要となる。

• 米国では、2021年10月末時点で、ガス貯蔵量が5年平均を2.7％（2.9bcm）下回る水準となった。11月から3月にかけての米国国内消費量
の15％が貯蔵庫からの引出しでまかなわれた。国内消費の回復に加え、LNG輸出の大幅な拡大により、米国のガス市場は逼迫し、11月〜3月に
はガス貯蔵への需要が高まった。この期間の貯留量は、5年平均と比較して7％（4bcm）増加した。その結果、2022年4月初旬の貯蔵量は5
年平均を17%（8bcm）下回った。

• 日本と韓国では、2022年1月のLNG在庫は5年平均に近い水準となった。日本の大手電力会社のLNG在庫は、2022年3月末時点で1.66 
Mt（2.25 bcm）となり、4年平均を24%下回っている。

（IEA）



145（IEA）

世界のガス・LNG在庫

主要国・地域のガス・LNG在庫
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FSRUとは？
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FSRUとは？

（各種資料によりJOGMEC作成）

• FSRU とは、船上にLNGタンク、ポンプ、気化器等を設置し、受け入れたLNGの貯蔵、再ガス化、ガス送出を行う洋上設備
である。陸上のLNG受入基地と同等の機能を果たす。

• 新造のほか、既存のLNG船に再ガス化設備を搭載した改造型も多く、一部機能を省いたFSU（Floating Storage Unit,
洋上貯蔵設備）、FRU (Floating Regasification Unit、洋上再ガス化設備)、さらに、通常のLNG船としても利用でき
るLNG RV（LNG Regasification Vessel、LNG再ガス化船）もある。

• 2005年、LNGRVとして、Excelerate Energyによって初めて実用化された。代表的なFSRU事業者は、Excelerate
Energy、Hoegh LNG、BW LNG、GasLog等。

• 陸上基地より、初期建設費用や建設期間の点で優れ、新興アジア諸国（インドネシア、パキスタン、バングラデシュ等）、中
東（エジプト、イスラエル、ヨルダン、クウェート、UAE）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、ジャマイカ）など、LNG需
要の急増した海象の穏やかな地域に採用されることが多い。

• これまで欧州では、クロアチア、イタリア、リトアニア、マルタ、トルコ等にも設置されてきたが、脱ロシアパイラインガスの機運の高ま
りによってFSRU設置が注目されている。
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FSRUとは？

FSRUの構造

（Golar LNGほか、各種資料によりJOGMEC作成）

FSRUのプロセスフロー
（DSMEほか、各種資料によりJOGMEC作成）

LNGC

FSRU

FSRUの係留方法

（Golar LNG、Excelerateほか、
各種資料によりJOGMEC作成）
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FSRUと陸上受入基地の比較

（各種資料によりJOGMEC作成）

項目 FSRU 陸上基地
建設費 700億円（FSRU、桟橋、PL、ガバ

ナー・デポ等。防波堤が必要な場合
は多額の追加費用必要）

1,000億円（桟橋、タンク、
BOGコンプレッサー等。用地代は
除く）

建設期間 3年間（突貫であれば半年での実
績あり）

5年間

寿命 20年間程度 実質50年間
移動 可能 不可

オペレーション・メンテナンス 海象の影響を受けやすい、高額 基準
拡張 難しい 容易（用地は必要）

メリット・デメリット 建設期間が短い。
寿命が短いが、逆に脱炭素による座
礁資産化回避には効果的。

建設期間が長い。
安定的に長期間操業を目指す
場合の選択肢。
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