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本日の発表
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• 2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻によって、欧州のガスのみならず、世界のスポットLNG価格も未曾有の高値に維持され
ている。世界のガス・LNGフローは様変わりし、新興需要諸国の深刻なLNG 需要減退を引き起こし、環境にあれだけ敏感であっ
た欧州においてさえ、石炭回帰が起こっている。紛争の膠着状態は、今後数年間は継続するとの見方が専らとなっているが、エネ
ルギー需給の逼迫と価格高騰によって、世界の不安定化と分断が加速されている。

• ここでは、激動の世界のガス・LNG市場の情勢について、
• 世界：ガス・LNGを取り巻く混乱の経緯と価格実績・フォワードカーブ
• 欧州：ガス・LNG供給ソースの変化、ガス消費量・地下ガス貯蔵在庫予測
• ドイツ：ガスフローの変化、ガス消費量の要因分析、節ガスはできるのか？
• 中長期ガス・LNG需給：脱ロシアパイプラインガスはいつか？、新規LNG余剰供給量の伸び、欧州LNG受入能力の拡大、
アジアの需要減退予測、世界のLNG供給余力、世界のガス・LNG価格イメージ

• 脱・脱炭素：深まる世界の分断、COP27の経過、日本の脱炭素・アジアの脱炭素、ガス・LNGは必要
について報告する。



世界のガス・LNGを取り巻く混乱の経緯
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• 2021年1月、LNG需給逼迫により、多くのスポットLNGが北東アジアで調達され、欧州はガス在庫が低下。
• その後、春になっても欧州ではなかなか気温が上がらず、ガス消費量が増加し、在庫低下に拍車をかけた。
• 欧州向けロシアパイプラインガス輸出量は、2021年初めから減少し始めた。さらに、GAZPROMは管理していた欧州地下ガス貯蔵
在庫をほぼゼロとし、これも、欧州地下ガス貯蔵在庫低下の大きな要因となった。

• 2022年2月24日、ロシアのウクライナ侵攻が勃発。
• 輸入ガスの4割を占めるロシアパイプラインガスの供給懸念により欧州ガス価格が高騰。
• その高価格にひきつけられ、近年生産を拡大する米国LNGの欧州向け輸出量が大きく増加。
• 中国は、高騰するスポットLNG調達を抑制し、インド・パキスタン・バングラデシュなど、アジアの新興需要諸国では、資金不足による

LNG調達不調と、石炭回帰、計画停電が発生。
• 現在、戦時の異常高価格下において、世界のLNGフローの新たなバランスが形成。

• その間、欧州では、ロシアがルーブル払いを強要し、それに応じない国々へのガス供給を停止するなど、ガスの武器としての使用を顕
在化させた。

• 2022年6月以降、段階的なノルドストリームの減量を開始し、8月末には輸出量がゼロとなった。9月末、ノルドストリームは、破壊
工作ともいわれる爆発によって損傷を受けた。

• これに対抗する西側は、在庫充填促進、節ガスなど多くの政策を発出するとともに、LNG受入能力制約を解消すべく、FSRU導入
を精力的に進めている。 （各種資料によりJOGMEC作成）



世界のガス・LNGを取り巻く混乱の経緯
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• 混乱の経緯の詳細は下記JOGMECレビュー参照。

• プーチンひとりガスOPECが操るLNG市場の受難と分断進む世界の脱・脱炭素への黙示 2022/09/30 白川 裕
• https://oilgas-info.jogmec.go.jp/review_reports/1009247/1009479.html

（各種資料によりJOGMEC作成）
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2022年実績



世界のガス・LNG価格実績

7

• 2月24日のロシアのウクライナ侵攻以降、地政学的な緊張が続く中で、世界のガス・LNG価格は未体験ゾーンにまで上昇している。
• 3月7日、TTFは、ロシアプラインガス供給中断の懸念により$72/MMBtuを記録した。JKMも、一時$85/MMBtuまで急騰。
• 6月以降、ノルドストリームの減量によって、TTFが上昇。8月26日、$99/MMBtuをつけた。
• 10月以降、在庫が順調に積み上がり2022-23年冬期を無事越せる可能性が高まったことを受け、TTF、そして、JKMも下落。た
だし、TTFは、いまだ$30/MMBtu台レベルを継続。

• 2021年12月以降、JKM-TTFスプレッドはネガティブに転じ、その差はTTFの上昇とともに拡大。TTFが落ち着くとともに縮小したが、
TTFプレミアは依然続く。

• HHも、8月23日、貯蔵在庫が5年平均を1割下回っていることを主因として、$10/MMBtuを14年ぶりに突破したが、その後、在
庫が積み上がり、現在は$6/MMBtuレベルで推移。

• 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、原油価格上昇に伴って徐々に上昇。2022年8月、
$20/MMBtuに達した。

（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）



世界のガス・LNG価格実績

8
（Plattsほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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• ICEフォワードカーブから読み取れる特徴
①価格高騰、②乱高下、③TTFがJKMを先導、④紛争長期化を予測し2023-24年レベルが上昇

2022年
• 2月24日、ロシアのウクライナ侵攻を受け、TTFとJKMの3月FC（Forward Curve）は急上昇した。その後、状況が落ち着くに
つれ5月FCは大きく低下。

• ここで、TTFの3、5月FCは紛争の早期終結を予測し、バックワーデーションとなった。
• 8月末にノルドストリームの供給が停止され、9月FCはピークをつけた。
• その後、順調なガス在庫積み上げを反映し、11月FCは下落。ただし、万一の寒波を懸念し、2023年1-3月期のTTFは低下せ
ず。

• アジアの冬期調達はほぼ完了したことから、11月のJKM FCはTTF FCより大きく下落。次の上昇は、夏期需要が高まる2023
年夏前。

2023年以降
• 紛争が長期化するにつれFCレベルは上昇。9月より低下したものの、11月FCで、2023年のTTFは、$36/MMBtu程度、JKM
は、$33/MMBtu程度。2024年のTTFは、$28/MMBtu程度、JKMは、$23/MMBtu程度。

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

世界：ガス価格、スポットLNG価格（TTF/JKM ICEフォワードカーブ）



10
（Intercontinental Exchangeほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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欧州：ガス・LNG供給ソースの変化
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（MT/m）

ロシアPL 7割減

• 2022年のロシアパイプラインガス減量は、7割減（対2021年）となる見込み。

（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）



欧州：ガス・LNG供給ソースの変化

12

• 欧州向けノルウェー、アルジェリア、中央アジアパイプラインガスの供給も増加してはいるものの、その貢献度は2割弱。
• 一方、LNG輸入増による貢献は8割強と大半を占める。ただし、欧州の受入能力はすでに上限に近く、FSRUも早期設置にも限
界があることから、これ以上のLNG輸入量拡大は、短期的には難しい。

• 2022年、欧州は32MT相当のガス量が不足する見込み。

（Rystad Energyほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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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）

11月15日 95.5%

• 11月15日現在、欧州地下ガス貯蔵在庫の充填率は95.5%。例年より高いレベルにある。
• 例年10月末から使用量が増加し在庫は減少し始める。今年は11月に入ってからも積み上がっていたが、ようやく減少モードに。
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欧州在庫高の原因
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（JODIほか、各種資料よりJOGMEC作成）

（MT/m）
欧州

2022年ガス消費量 380MT/y
4.5%減（対2017-21年平均）

欧州：ガス消費量は5%減

• 2022年の欧州のガス消費量は、517Bcm/y（380MT/y）の予測。2017-21年平均541Bcm/y（398MT/y）と比較し、
4.5%の減少。
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• 欧州のガス消費量減少の主な要因は気温。ここで、ガス価格は有意とならなかった。

• ガスは、暖房、加熱、発電等に使用される。ガス消費量は、国の規模、1次エネルギーに占めるガスの割合、使用用途によっても
異なる。気温が低下すると、ガス消費量は漸増する。

• 気温の低下によるガス消費量漸増の感度は、各国で異なる。
• イギリスが最も高く、次いでフランス。ドイツはそれらより低い。
• スペイン・ポルトガルでは、この傾向はさらに低くなり、逆に、高気温領域において気温が上昇するとガス消費量が増加する傾向が
みられる。これは、冷房用の電力を確保するために、ガス火力発電が高稼働となるためと考えられる。高緯度の国々でも、同様の
消費量増加はあると考えられるが、全体としては、この傾向は観察されていない。

欧州：ガス消費量は気温次第

（JODI、日本気象協会ほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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（JODI、日本気象協会ほか、各種資料よりJOGMEC作成）

欧州：ガス消費量は気温次第

（MT/m）

（℃）
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欧州：ガス消費量の気温弾性値と在庫に与える影響

（℃）
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（JODI、日本気象協会ほか、各種資料よりJOGMEC作成）

（MT/y）

• 欧州の気温が、0.5℃、1℃高かった場合、ガス消費量は、それぞれ、10.5MT/y、20.5MT/y減少し、在庫は、14%、28%
上昇する。一方、気温が、0.5℃、1℃低かった場合、ガス消費量は、それぞれ、10.9MT/y、22.2MT/y増加する。在庫は、
15%、30%低下する。



欧州：中期予報

19

2022年11月 2022年12月

2023年1月 2023年2月

（ECMWFほか、各種資料よりJOGMEC作成）

• 2022年10月は、例年（1991-2020年）に比べて2℃近く高く、観測史上最も暖かい10月となった。
• 統計値はまだ発表されていないが、2022年のガス消費量はより低下する可能性がある。
• 欧州中期予報センター（European Centre for Medium-Range Weather Forecast、ECMWF）によると、2022年

11月から2023年1月にかけては、平年並みか暖かく、特に2023年2月は高めの予報（2022年10月時点）。



（参考）日本の3か月予報
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（日本気象協会ほか、各種資料よりJOGMEC作成）

• 日本気象協会によると（2022年10月25日発表）、90%の確率で今冬もラニーニャ現象が継続し寒気の影響を受けやすい
ため、向こう３か月の気温は、東・西日本で平年並か低いとの予報。

• 現在、北東アジア買主の在庫は高いといわれているが、今後、需給が引き締まる可能性がある。
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• 2022年11月中旬まで、欧州地下ガス貯蔵在庫は順調に積み増しされてきた。
• 節ガス7%を達成できたならば、2023年3月末の在庫レベルは、例年に近い20%強にとどまる予測。

• ただし、それ以降はより厳しい状況となる可能性がある。
• 2023年は、年初から、ロシアパイプラインガスが大きく減量し、4月の、いわゆるスタート台も低くなる可能性がたかい。そのため、

2022年と同様に気候が温暖で、ガス消費量が7%低下した場合でも、2024年3月末の欧州地下ガス貯蔵在庫はほぼゼロに
なると予測される。

• 2022年のガス消費量低下は、気温が高いことが要因であり、それが地下ガス貯蔵在庫の増加につながっている。
• 今冬の欧州の長期予報は暖冬。ただし、厳冬となれば、在庫払底の懸念も残る。

欧州：地下ガス貯蔵在庫予測

（AGSI+ほか、各種資料によりJOGMEC作成）



22

欧州：地下ガス貯蔵在庫予測

（AGSI+ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

（%）



欧州：プライスキャップ提案
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• ガス価格はグローバルな市場で決定される。欧州への供給を最大化しつつ、価格には上限を設けることは困難である。特に、
LNGに対する低価格規制は、単純にLNGを他の市場に押しやることになる。

• また、ガス価格が低下することにより消費が促進され、地下ガス貯蔵在庫が減少する。
• 万一、価格を引き下げ配給制をとるにしても、どのようにガスの配分を決めるのか。
• さらに、ロシアは価格上限を設定すれば、まだ流れているパイプラインガスの供給を停止すると警告しており、事態の悪化を招きか
ねない。

＊＊＊
• 10月18日、欧州委員会（European Commission、EC）は、TTFのスポット取引に一時的な上限価格を設定するダイナ
ミック・プライス・コリドーの設置、ガス市場の状況をより正確に反映する新しい価格指標の導入（2023年3月まで）、需要の
15％に相当する量の拘束力のある共同調達等を提案した。

• フランスやイタリアはじめ15カ国は、ガス価格高騰対策として、上限を設定すべきと主張。ただし、財政に余裕のあるドイツ、オラン
ダやデンマーク、スウェーデンは、たとえ高値でも大量のガスを調達したい、また、節ガスが減退するとの理由からプライスキャップに反
対。

• 11月７日、欧州委員会は加盟国に対し、長期契約や供給保証に影響を与えずにガス価格の上限を設定することは不可能と
伝えた。欧州委員会は、先月から、ガス価格高騰対策としてプライスキャップなどについて検討していたが、加盟国間の見解の相
違を受け、上限設定が長期契約に影響しないこと、ガス消費量の増加につながらないこと、生産者による供給先の変更を引き起
こさないこと、などの条件が追加されていた。

（Platts、Reuters、ガスエネルギー新聞ほか、各種資料よりJOGMEC作成）



欧州：LNG受入基地・ガスパイプライン建設を促進
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• 欧州では、これまでの東から西へのガスの流れを逆転させ、特に北西部のハブから他の地域へ再ガス化されたLNGを流すために、
システムのボトルネックを解消したいと考えており、ガス・LNGインフラに追加投資する動きがでてきている。

＊＊＊
• 10月21日、欧州のガス供給網運営団体ENTSOG（European Network of Transmission System Operators for 

Gas）は、EUの新エネルギー戦略「REPowerEU」とロシア・ウクライナ戦争を踏まえ、最新の10カ年ネットワーク開発計画に含ま
れる主要ガスプロジェクトのリストを更新した。リストには、水素、電解槽、バイオメタン、ガスインフラの必要なアップグレードを含む
321件の投資が含まれている。

• 11月10日、欧州議会は、各国の復興・復旧計画にREPowerEUの施策を盛り込み、新たなLNGターミナルやガスパイプライン
のプロジェクトを支援するために公的資金を活用する道を開くという欧州委員会の提案を承認した。同提案は、2024年12月31
日までに操業開始し、“EUの当面のエネルギー安全保障上の懸念を保護する ”プロジェクトについては、復興・再興施設における
「大きな損害を与えない」原則の対象から除外するものである。

• ちなみに、2022年5月、ECは、稼働率の低いLNG輸入ターミナルをEUガスネットワークに接続し、逆流能力を強化するためには、
2030年までに100億ユーロの投資が必要であると見積もっている。また、復興・回復基金は、コロナウイルスの大流行からのEU
経済の回復を支援するために設立され、融資と補助金で7,238億ユーロが利用できるようになっている。

（Plattsほか、各種資料よりJOGMEC作成）



ドイツ
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• 現在、欧州の住宅用暖房と給湯の総需要の40％、調理用燃料需要の30％がガスで賄われている。ガスはまた、総発電量の
20％を供給し、工業用需要の25％を満たしており、化学、繊維、食品生産などの分野でも非常に大きな役割を担っている。

• ドイツの1次エネルギー消費に占めるガスの割合は4分の1を占める。
• ロシアパイプラインガスへの依存度は、各国でかなり異なるが、ドイツは、依存度、および、依存量とも大きかった。
• ドイツのガス消費量は91Bcm/y（67MT/y、2017-21年平均）。用途は、家庭用4割、工業用4割、発電用2割。
• ガスは、ロシア（36%）、ノルウェー（18%）、チェコ（16%）などから輸入された。
• 地下ガス貯蔵設備の容量は22Bcm（16MT、245TWh）で、寒い冬2か月分の消費を在庫できる。
• 冬の寒い日のガス使用量の6割が、地下ガス貯蔵設備からの払い出しで賄われている。

• ドイツには、これまでLNG受入施設がなかったが、行政手続きを加速するなどして、FSRUを中心に早急にLNG受入能力の確保
に努めている。

（Bundesnetzagentur、IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ドイツ：基本情報



ドイツ：基本情報（1次エネルギー消費）
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（ドレスデン情報ファイルほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ドイツの1次エネルギー消費（2021年）

ドイツ
1次エネルギー消費

12,200PJ



ドイツ：基本情報（ロシア依存度・依存量、輸入ソース）
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（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ドイツ
ガス消費量 91 Bcm/y
ロシア依存率 46%

ドイツのガス輸入ソース（2021年）
（一部が輸出されるため合計は消費量とは異なる）

ドイツ
ガス輸入量
153Bcm/y



ドイツ：基本情報（FSRU設置計画）
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（GIE、BMWK、MOLほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ドイツFSRU設置計画

プロジェクト 能力(Bcm/y) スタート 所有・運営

Wilhelmshaven 1 3.5 2022年末/23年初 国有（運営：RWE、Uniper）

Brunsbüttel 5 2022年末/23年初 国有（運営：RWE、Uniper）

Stade 5 2023年末 国有（運営：Hanseatic Energy Hub）

Lubmin 1 5 2023年末 国有（運営：RWE、Stena-Power）

Wilhelmshave 5 2023年4Q 国有（運営：TES、E.ON、Engie）

Lubmin 2 4.5 2022年末 私有（運営：民間コンソーシアム）

FSRUイメージ



ドイツ：ガスフローの変化
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• 2022年に入り、ガス輸入量は増加。特に、ベルギー、ノルウェーからの輸出増加が大きい。ベルギーからは、ゼーブルージュLNG受
入基地を経由しての再ガス化ガス、また、ノルウェーからは、パイプラインガス輸入が増加した。2022年6月までのデータからは、ロ
シアからドイツへの輸出量は目立った減少は見られないが、その後、大きく減少。

• ガス輸出量は、ロシアパイプラインガス減量を補完するため、オーストリア、ポーランド向けが増加している。一方、ベルギー、チェコ、
フランス、オランダ向けは、ドイツ向けロシアパイプラインガスの減少により、軒並み減少。

（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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ドイツ：ガスフローの変化（ガス導管システム）

（Bundesnetzagenturほか、各種資料よりJOGMEC作成）

オーストリア

チェコ

ポーランド

ロシア
デンマーク

スイス/イタリア

オランダ/ベルギー

オランダ

ノルウェー
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（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ドイツ：ガスフローの変化（輸入量）

(MT/m)
(MT/6m)

ガス輸入量増加
(2021/22年1-6月比)

14.8MT
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（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ドイツ：ガスフローの変化（輸出量）

(MT/m) ガス輸出量減少
(2021/22年1-6月比)

4.3MT

(MT/6m)
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（JODIほか、各種資料よりJOGMEC作成）

（MT/m）

ドイツ
2022年ガス消費量 85MT/y
6.3%減（対2017-21年平均）

ドイツ：ガス消費量は6%減

• 2022年のドイツのガス消費量は、85Bcm/y（62MT/y）の予測。2017-21年平均91Bcm/y（67MT/y）と比較し、
6.3%の減少。
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ドイツ：地下ガス貯蔵在庫実績

（AGSI+ほか、各種資料よりJOGMEC作成）

10

15

0

5

(MT)

• 11月15日の地下ガス貯蔵在庫レベルは、99.9%（18MT）。11月14日より、ようやく減少モードに。

ドイツ地下ガス貯蔵在庫
99.9%(11月15日)

(%)
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• 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の削減を目指す、新たなエネルギー安全保障提案
（REPowerEU）を発表した。エネルギー利用効率化などが示された。
• 7月26日、EUエネルギー相会合において、ガス使用量15%の自主的削減案に合意した。
• その後、ドイツ政府は省エネキャンペーンを開始（シャワーは5分以内、調理の余熱利用、夜間照明の停止）。
• 8月13日、ドイツ連邦経済・気候変動対策省は、削減目標を20%に引き上げた。

• 2017-21年と比べ、2022年は特に春以降、ガス消費量のプロットは回帰曲線下側に位置し、ガス消費量が減少したことを示し
ている。ただし、節ガス目標20%までは届いていない。

• 今後節ガスできた場合、近似曲線の下側に各月のデータがプロットされていくことになる。

（日本気象協会、Bundesnetzagenturほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ドイツ：節ガスできるのか？
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ドイツ：節ガスできるのか？

(MT/m)

(℃)

1月

節ガス20%ライン

2月
3月

4月

5月
6月

7月
8月

2022年ガス消費量

2017-21年ガス消費量

（日本気象協会、Bundesnetzagenturほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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• ガス消費量は、気温、水温、曜日、消費機器種類・数、ガス価格、省エネ政策等によって変動するが、用途別ガス消費量増減
を分析した結果、家庭用は気温、工業用はガス価格と気温、発電用は気温と相関があることが明らかとなった。

• ここで、発電用は決定係数が低く、参考として示した。
• 気温によって発電量は増減すると考えられるが、その他の変動要素の影響が大きく、有意とならなかったと考えられる。
• たとえば、2022年7月、ドイツの発電用ガス消費量は大幅に増加したが、これは、ドイツ国内の要因によるものではなく、配管腐
食などによって稼働率が低下したフランスの原発、干ばつの影響で低下したスイスの水力発電出力を補うための輸出用電力を発
電するためであった。

• ドイツの2022年ガス消費量は、6%減少（対2017-21年比）し、これはLNGで4.3MT/yに相当する。
• 減少の要因は、気温51%、高ガス価格49%。
（前提）

• 気温は過去5年平均より0.9℃高い。
• TTFは過去5年平均より$30/MMBtu高い。
• 10月以降も気温等同様の傾向が継続。

• 2023年のガス消費量削減は、温暖な気候と高ガス価格次第。
• TTFにプライスキャップを適用し、価格が下がった場合、工業用需要中心にガス需要が再び増加してしまう可能性あり。

ドイツ：ガス消費量低下の要因は温暖な気候と高ガス価格

（日本気象協会、Bundesnetzagenturほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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（MT/y）

ドイツ：2022年ガス消費量は低下、要因は温暖な気候と高ガス価格

（日本気象協会、Bundesnetzagenturほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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• 省エネとは、「省エネルギー」の略。
• 石油や石炭、ガスなどの限りある資源を効率良く使うこと。
• エネルギー安定供給確保やコスト削減のほか、地球温暖化防止の対策としても推進されている。

• 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）
①燃料の燃焼の合理化
②加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
③放射、伝導等による熱の損失の防止
④廃熱の回収利用
⑤熱の動力等への変換の合理化
⑥抵抗等による電気の損失の防止
⑦電気の動力、熱等への変換の合理化

ドイツ：ガス消費量低下の要因は温暖な気候と高ガス価格（省エネとは？）

（Wikipediaほか、各種資料よりJOGMEC作成）

節ガス
高気温・高ガス価による
ガス消費量自然減

（＝お天気・ロシアPL減量次第）



ドイツ：2,000億ユーロの光熱費高騰対策
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• 11月2日、ドイツ連邦政府は、1月から産業用と家庭用の電気料金に上限を設ける計画を発表した。
• 光熱費高騰の影響を緩和するために、家庭や企業が支払うガス・電力料金に上限を設け、市場価格との差額を負担する計画。

• 家庭用ガス料金は、8割を補助対象とし、上限は120ユーロ/MWhで2023年3月開始。それまでの措置として、2022年12月
のガス料金を免除する。産業用ガス料金は、7割を補助対象とし、上限は70ユーロ/MWhで2023年1月開始。家庭用・産業
用とも2024年4月まで補助する予定。

• 家庭用電力料金の上限は400ユーロ/MWh、産業用電力料金は130ユーロ/MWhに設定される予定。ガス料金の上限設定
と同様、年間消費量の70％から80％をカバーする仕組み。

• なお、9月29日、高騰するガス価格抑制のための総合対策として発表され、10月21日、ドイツ連邦議会が、2,000億ユーロの
新規借り入れを承認していた。

• 一方、他のEU加盟国からは、公正な競争をゆがめるとして批判されている。

（Platts、NNAほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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（Verivoxほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ドイツ：2,000億ユーロの光熱費高騰対策（家庭用ガス価格）

（新規顧客用、7日間平均、9,500kcal/m3と仮定）

2022年
7倍
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中長期ガス・LNG需給
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• 世界のガス・スポットLNG需給に大きな影響を及ぼす欧州のガス需給について確認する。
• ここで、うす青は従来からの欧州LNG受入量、オレンジはロシアパイプラインガス輸入量、黄色はロシアパイプラインガス減量を補完する新規LNG追
加輸入量、濃い青は、北アフリカ・中央アジアからのパイプラインガス輸入量、緑は域内産ガス、ピンクはバイオガス・水素を示す。縦軸はLNG百万ト
ン相当である。

• 欧州の全体のガス需要は、省エネ進展、リニューアブル設置等により徐々に低下する。域内産ガス、ロシア以外のパイプラインガスも減少する。
• ロシアパイプラインガスを代替するため、FSRUを中心にLNG受入基地が建設され、欧州のLNG受入能力は徐々に増加する。
• 現在の、ネームプレートキャパシティー184MT/y、実際のキャパシティー120MT/yから、それぞれ、300MT/y、180MT/yまで増加させる必要がある。
• ガス化能力3.6MT/yのFSRUを1年あたり3隻ずつ増設していくと仮定した。
• 世界の新規LNG供給は、2027年から増加しはじめ、2029年にかけて急増する。

• 最近のロシアと西側諸国の駆け引きを見ると、今後もロシアが長期契約通りのパイプラインガス供給を行わず減量を継続する可能性が高い。
• 世界のLNG供給余力が十分増加し、また、欧州LNG受入設備能力が急速に拡大していく前提において、欧州のロシアパイプラインガスゼロ達成は、

10年後の2032年頃となる。

• 欧州の脱ロシア前に、ロシアが欧州LNG受入能力以上のパイプラインガス減量を実施した場合、欧州は、節ガス、省エネ、リニューアブル追加設置
等によってのみ対応するしかない。一方、欧州の自助努力により省エネ等が進めば、より早期の脱ロシアが可能となる。

• なお、欧州受入能力の拡大について、短期間での設置が可能なFSRU（3年間）の方が陸上LNG受入基地（5年間）よりも適切な選択肢とい
えよう。また、設備寿命が短い点も、将来の脱炭素リスクが迫る中、逆にメリットと考えられよう。

（各種資料によりJOGMEC作成）

脱ロシアパイプラインガス達成は2032年
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（各種資料によりJOGMEC作成）

脱ロシアパイプラインガス達成は2032年

（MT/y）

• 脱ロシアは2032年
（条件）
• 新規LNG：>100MT/y
• FSRU設置：3隻/年

ロシアPL急減時は、
石炭等による補完、
または節ガス対応

0

150

100

50

（MT/y）

新規LNG余剰供給

欧州ソース別ガス供給
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（各種資料によりJOGMEC作成）

脱ロシアパイプラインガス達成は2032年（欧州LNG受入基地）
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• LNG液化プロジェクトは、液化容量の80%程度の長期契約が締結された後、FIDが可能となる。

• 2021年から、中国買主の主に米国LNG長期契約締結が続いている。
• 2022年の新たな長期契約締結は60MT/yを超えた。
• 今後のFIDについて、2022年は60MT/y、2023年は40MT/y、その後も順調にFIDが続き、今後4年間で150MT/yを超える

FIDがなされると予測している。
• 2027年から新たなLNGが市場に供給され始め、2029年には大幅に増加する。2030年代には、欧州は、100MT/y超の新た
なLNGの調達が可能となる。

• 一方、これだけ必要性に迫られていても、将来の脱炭素リスクを懸念する欧州買主による長期契約締結の勢いは弱い。ポート
フォリオプレーヤーからの供給を期待しているとみられる。

（各種資料によりJOGMEC作成）

2032年脱ロシアを達成するための条件
（１）ロシアパイプラインガスを代替するための十分なLNG供給が生まれるか？
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（各種資料によりJOGMEC作成）

新規LNG余剰供給量の伸び

（MT/y）

新規LNG余剰供給量
2030年以降
100MT/y超

2027年から増加、
2029年には急拡大

2032年脱ロシアを達成するための条件
（１）ロシアパイプラインガスを代替するための十分なLNG供給が生まれるか？
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（各種資料によりJOGMEC作成）

2032年脱ロシアを達成するための条件
（２）LNG受入能力を早期に拡大できるか？

• 欧州各国は、脱ロシアパイプラインガスを推進するために、FSRUを確保し、陸上パイプラインに接続するために必要な投資を
行うこと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FSRUを中心に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。

• 2021年末時点で、世界のFSRUは48隻である。
• 現在、欧州向けには10隻弱のFSRUが手配済みである。
• 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。
• 欧州は、脱ロシアを達成するために、できるだけ早期に、20隻程度（ネームプレートキャパシティ72MT/y、実際のキャパシ
ティ44MT/y）のFSRUの建造を進める必要がある。

• 2020年代半ばまで、世界の造船会社の船台の空きはすでになく、これ以上のFSRUの建造は難しいとの情報もある。
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（各種資料によりJOGMEC作成）

欧州LNG受入基地必要能力

FSRU20隻の
新造、設置が必要

（MT/y）

2032年脱ロシアを達成するための条件
（２）LNG受入能力を早期に拡大できるか？
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• 2022年、スポットLNG高騰を嫌気したアジア新興需要諸国の需要減退が観察されており、その量は38MT/yに達する見込みで
ある。

• 今後、追加のLNG受入能力が拡大するにつれて、欧州は、世界のスポットLNGを一気に引き寄せ、その結果、世界のスポット
LNG価格の高止まりとアジア新興需要諸国の深刻な需要減退を引き起こすことになる。

• 2026年、欧州の追加受入量が最大化すると共に、アジア新興需要諸国の需要減退は最も大きくなり、その量は80MT/yに達
するとみられる。

（各種資料によりJOGMEC作成）

新興需要諸国のLNG需要減退予測
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新興需要諸国のLNG需要減退予測

（各種資料によりJOGMEC作成）

（MT/y）

アジアの需要減退予測
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世界のLNG供給余力は大きく低下

• 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の伸びが少ない、いわ
ゆる「2025年の谷」の時期に現在差し掛かっており、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た。ただし、ロシアのウクライナ侵攻前は、昨今の米国を中心としたFIDブー
ムもあり、その後のLNG供給余力は回復していくとみられていた。

• 今後は、欧州向けロシアパイプラインガス供給が継続的に減少し、かつ、対ロシア経済制裁によりアークティックLNG 2のトレイン2-
3の建設が大きく遅延する可能性が高い。

• その結果、LNG供給余力の低下は、従来想定していた「2025年の谷」よりも、深く、かつ、長期にわたる。さらに、新興需要諸国
での需要減退が拡大するとともに、LNG争奪戦もより過熱する可能性が高い。

• ここで、世界のLNG供給量（ピーク月）と需要量（ピーク月）の差を、LNG供給余力と定義する。
• LNG供給余力が大きいほど、緊急時等、供給柔軟性が高く調達しやすい。また、LNG供給余力が小さいほど調達しにくい。
• 実際の取引においては、供給余力が大きい、すなわち、需給が緩んでいる場合にはLNGは低価格で取り引きされる。
• 供給余力が小さい、すなわち、需給がタイトな場合にはLNGは高価格で取り引きされ、供給量と需要量は最終的に一致する。

（各種資料によりJOGMEC作成）
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（MT/ｍ）

（各種資料によりJOGMEC作成）

世界のLNG供給余力は大きく低下

LNG供給余力（需要ピーク1月）
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• 世界のガス・LNG価格は、最も自由化が進んだ世界最大規模の欧州ガス市場で決定されてきた。
• スポットLNG割合の増加によって、TTFとJKMの相関は年々高まっている。

• 2022年、ロシアパイプラインガスの減量を補完するために、欧州は、例年の1.5倍のLNGを輸入している。
• ところが、欧州では、LNG受入基地能力がボトルネックとなっているため、最大120MT/yまでしかLNGを受け入れることができない。

2022年のLNG輸入量は既にそのレベルにほぼ達する予測となっている。
• これを上回って短期的にロシアパイプラインガスが減量されても、欧州は、これ以上、スポットLNGを受け入れられないため、世界のス
ポットLNG市場への影響は小さい。

• 一方、単純に欧州内のガス需給は引き締まり、TTF独歩高となる。

• 欧州各国は、今後追加でLNGを輸入するために、新たなLNG受入基地の増設を急いでいる。
• 欧州のLNG受入能力拡大とともに、より多くの世界のスポットLNGが、ロシアパイプラインガスの減量によってTTFの高騰する欧州に
引き寄せられる。その結果、JKMがTTFに引きづられて上昇する構図が、今後、より明確になってくる。

• 米国内ガス価格HHは、LNG液化設備能力がボトルネックとなっているため、そのレベル感や日々の変動はTTF、JKMとは隔絶され
たものとなる。

（各種資料によりJOGMEC作成）

2つのボトルネックと世界のガス・LNG価格
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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

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

・・・・・

TTF

HH

JKM

長期契約
（油価リンク）

米国

国産ガス

LNG 77

世界のガス・LNG市場の連係（2022年6月イメージ）

2つのボトルネックと世界のガス・LNG価格

ロシアパイプラインガス減量

ボトルネック
（ガス→LNG）

ボトルネック
（LNG→ガス）



世界のガス・LNG価格イメージ（中長期）
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• 中長期の世界のガス・LNG価格イメージを示す。
• ここで、TTF、JKMは、月平均である。また、最高値とは、ロシアパイプラインガス流量が24Bcm/y（18MT/y、2022年8月
末実績）まで低下した時のTTF・JKMである。最低値とは、まず欧州が受入能力上限のLNGを輸入し、不足分はロシアパイ
プラインガスによって供給される場合のTTF・JKMである。

2022年から2027年
• スポットLNG価格の方が、2030年過ぎまで、長期契約LNG価格より高い。
• TTFの方が、JKMより、最高値、最低値とも高い。
• 2022年は、JKM-TTFのネガティブスプレッドが大きい。これは、欧州の受入能力が実質120MT/yに制限され、ロシアパイプ
ラインガス減量の影響をTTFが直接受けてしまうため。欧州が受入能力を拡大し、LNG輸入量が増えるに従って、JKM-TTF
ネガティブスプレッドは徐々に小さくなる。

2028年前後
• 米国を中心にFIDしたプロジェクトから大量の新規LNGが供給され、JKM最低値（＝非需要期）が低下し、中国や、インド
などの新興需要諸国のスポットLNG需要が復活する。

2032年
• 欧州向けロシアパイラインガスのLNGによる代替が完了し、世界のガス・LNG価格レベルとフローが平時の状態に戻る。
• 長期契約LNGの方が、スポットLNG価格よりも高くなる。JKM-TTFスプレッドが＋$2/MMBtu程度となる。

（各種資料によりJOGMEC作成）



世界のガス・LNG価格イメージ（中長期）

58世界のガス・LNG価格（月平均）イメージ
（各種資料によりJOGMEC作成）

（$/MMBtu）
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脱・脱炭素



脱炭素をめぐる世界の分断は深まっている
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• 経済制裁に参加しロシアから「非友好国」に指定された48カ国は、GDPの合計こそ世界の６割を超えているが、数でいえば
国連に加盟する193カ国の３割にも満たない。

• 一方、全面的・部分的な禁輸を実施していない国は世界で100カ国以上あり、世界のGDPの4割を占めている。
• 高騰するエネルギーを調達しなければならない新興需要諸国は、ロシアに頼らざるを得ず、欧米のロシア経済制裁が続くほど、
ロシアや中国といった権威主義国家に接近する新興需要諸国が増える。

• それは「脱炭素をめぐる分断」といえる。先進国は脱炭素を進め、それを見たプーチンが、脱炭素に踏み切れない新興需要諸
国を自陣営に巻き込んでいるようにもみえる。

• 経済制裁を受け、「ロシアは、信頼を失い、エネルギー供給国としての寿命を縮めた」という意見があるが、本当にそうなのか。
西側先進諸国からの信用は失墜したものの、むしろ、今回の分断で化石燃料を使う国々の結束はより固まり、ロシアのエネル
ギー供給国としての寿命は延びたのではなかろうか。〝脱・脱炭素〟によって資源大国ロシアの衰退を防ぐ――これがウクライ
ナ侵攻におけるロシアの目的の一つだったのではないか。

• エネルギー起源のCO2排出量上位10カ国について、対ロシア制裁参加国と不参加国を比較すると、不参加国の排出量の
方が2倍多い。

（各種資料によりJOGMEC作成）



脱炭素をめぐる世界の分断は深まっている

61

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

（各種資料によりJOGMEC作成）



脱炭素をめぐる世界の分断は深まっている
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（METIほか、各種資料よりJOGMEC作成）

(億トン)

2倍

制裁参加国

世界の1/3



COP27の経過
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• 11月6日、エジプト・シャルムエルシェイクでCOP27が開会（18日まで）。
• 昨年のイギリス・グラスゴーで開催されたCOP26では、各国が気温上昇を1.5℃に抑える世界目標に合意したが、この達成に
は、世界の温室効果ガス排出量を2030年までに45%削減（対2010年比）する必要がある。現在の各国の対策案では、
2030年の排出量は、52.4GT、10.6%増加し、今世紀末には、2.5℃上昇してしまう。

• 先進国は、排出量が増加する途上国の排出量を抑制する対策を強化を目指している。一方、議長国エジプトは、途上国の
代表として、干ばつや洪水など温暖化による「損失と損害」への補償を今回初めて議題化した。また、被害軽減のための「適
応」を主要テーマとした。

• 2020年、世界でCO2を最も多く排出した国は中国で、107億トン。世界の排出量（348億トン）の31％を占めた。次いで、
米国が47億トンで2位（14％）、3位はEU（8％）、その後は、インド（7％）、ロシア（5％）、日本（3％）と続く。

• 一方、産業革命以降の累積のCO2排出量（1750-2020年）を基準とすると、1位は米国の4,167億トン（25％）、次
いで、EUの17％、中国は3位の14％となる。これを1人あたりの累積排出量で比較すると、OECD諸国は1892年に「1.5℃
バジェット」を、1910年に「2℃バジェット」を超えたのに対して、非OECD諸国（中国を除く）は、2050年時点でも「1.5℃バ
ジェット」に達していない。先進国は、途上国が使うことができたバジェットを使ってしまっており、途上国に対して「借り」が生じて
いることになる。CO2削減を迫る先進国に対し、途上国側が反発するのは無理もない面もある。

（田上貴彦 エネルギーと気候変動4 途上国にとっての気候変動 読売新聞オンライン調査研究 2022年、ハンギョレ新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）



COP27の経過
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• 途上国支援については、2009年のCOP15で、2020年までに1,000億ドル/年の支援を達成すると約束したが、昨年時点
で800億ドルまでしか積みあがっていない。

• 新たな「損失と損害」の経済的コストは、2050年までに1兆ドルに達すると予想されており、原油・ガス高が経済に響く先進国
は、巨額の支援に及び腰である。

• ロシアパイプラインガス減量によって、ドイツはじめ欧州でも石炭利用が増加している。
• 今後の発展を期待し、その一部は化石燃料を生産する途上国と、自らはその化石燃料を使用する一方、発展途上国にはそ
の使用を抑制するよう主張する欧米との対立が先鋭化している。

• バイデン大統領は、「気候危機は、人類の安全保障、経済の安全保障、環境の安全保障、国家の安全保障、そして地球の
命そのものにかかわる問題だ」と述べたが、わずか3時間の滞在でCOP27の会場を後にした。中国・習近平主席、ロシア・プー
チン大統領も欠席。

（田上貴彦 エネルギーと気候変動4 途上国にとっての気候変動 読売新聞オンライン調査研究 2022年、ハンギョレ新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）
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（田上貴彦 エネルギーと気候変動4 途上国にとっての気候変動 読売新聞オンライン調査研究 2022年、ハンギョレ新聞ほか、各種資料によりJOGMEC作成）

1人1年あたりの累積排出量の推移



日本の脱炭素、アジアの脱炭素
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• 脱炭素は、世界共通の最も重要な喫緊の課題の一つである。
• これまで世界は化石エネルギーを中心とした適正価格での安定的なエネルギー供給に依拠した経済成長と、そこから得られた富
のリニューアブルへの再投資によって脱炭素を推進してきた。

• どれ一つ要素が欠けても、このサイクルはうまく回らない。また、自国のみを利する極端な方法論は、その達成さえ危うくする。

• 太陽光や風力に代表されるリニューアブルは、地域的な偏在が大きい上、各国の置かれた状況は大きく異なる。
• 米国は、シェール革命以降、原油・ガスを輸出するまでになり、石炭火力をガス火力に代替しCO2排出量を大きく削減した。
• 欧州は、ロシア以外の域内、近隣からもガスを輸入することが可能で、安定した風力にも恵まれている。
• かつて、東南アジアのガス資源はLNGとして日本など消費国に輸出され、現在のLNG貿易発展の先駆けとなった。
• ところが、近年では、ガス埋蔵量が枯渇に近づき、かつ、国内需要も増加し、逆に、LNG輸入国となる国々が増加している。
• 経済成長が続くアジアでは、今後もエネルギー需要の拡大が続くことが予測され、適正価格でのエネルギー供給が求められている。
• リニューアブルとしては風力と太陽光が実用段階にあるが、東南アジアは欧州とは異なり、風況に恵まれず風力は現実的でない。
また、太陽光についてもすべての地域で効率的な適用が可能というわけではない。

• 現状のままでは、CO2排出量が増加することは自明であり、それを抑制するための、資金、技術、適正価格、援助が必要とされ
ている。

• そして、2030年までの温室効果ガス排出量45%削減を達成するためには、すみやかに対策を実施に移す必要がある。
• ウクライナ侵攻とそれに引き続くガス価格高騰によって、欧州各国の財政は逼迫している。発展途上国への援助は、昨年までの
勢いさえ失っているようにも見える。

（各種資料よりJOGMEC作成）



日本の脱炭素、アジアの脱炭素
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• 日本、そして、アジアの脱炭素は、欧米とは異なる独自のアプローチの必要であろう。
• アジアで、いまCO2排出量を削減するには、リニューアブル利用を拡大しながら、ガスをトランジションエネルギーとして利用するほか、
現実解は見当たらない。

• デマンドクリーションによって日本のLNGセキュリティーを向上させる政策にも合致する。

• 9月29日、日本はマレーシアと、LNGについて、緊急時の融通、採掘や生産など開発分野への共同投資、タンクの共同利用等
について協力することを盛り込んだ覚書に合意。

• 10月26日、日本とシンガポールは、エネルギー安全保障のためのLNGサプライチェーンの強化を含む、LNGとエネルギー転換に関
する協力の覚書に調印した。LNGバリューチェーン全体での投資促進、移行燃料としてのLNG利用に関する議論、LNGサプライ
チェーンにおける温室効果ガス排出の測定・報告・検証に関する知識共有など、協力分野を拡大する。

• 11月14日、日本はインドネシアと、現地の脱炭素推進で合意し、今後最大5億ドルを融資する。新たにアジアゼロエミッション共
同体（ Asia Zero Emissions Community、AZEC）構想を掲げ、アジアでの太陽光や風力、水素やアンモニアの導入を
加速する。

• 2023年より日本はG7議長国となる。
• 日本には、各国の地域特性、現在の状況に応じた公平で現実的な世界の脱炭素を進めるとともに、アジアの代表として、エネル
ギーセキュリティーを向上させ、経済成長の継続しながら、地域の脱炭素をリードする立場が求められている。

（Platts、日本経済新聞ほか、各種資料よりJOGMEC作成）



日本の脱炭素、アジアの脱炭素（ガス・LNGのゴールデン・トライアングル）
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（各種資料よりJOGMEC作成）

経済成長
(Affordability)

脱炭素
(Decarbonization)

安定供給
(Energy Security)

欧州アフリカ
米国

中東
アジア

日本
①

②

③

起点 終点
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• ロシアパイプラインガス減量から欧州を救えるのはLNGしかない。IEA WEO2022は、昨年より、ガス・LNGの必要性、重要性を
認める記述になっている。以下抜粋。

＊＊＊
• STEPSでは、世界の天然ガス貿易は、2021年から2030年までは平均1%未満で増加する。一方、LNGは、2％/年以上で増
加する。2030年までの世界のLNG供給量の増加分の85％は、米国と中東に由来する。2030-50年にかけては、東アフリカか
らの輸出が80bcm（59mt）近く増加。2050年までに、240bcm/y（180mt/y）の新たなLNG輸出能力が必要とされて
いる。

• LNG液化プロジェクトの立ち上げには、長い期間と多くの資本が必要である。これを短縮するため、過去20年であった契約期間を
10年契約で投資コストを回収する場合、LNG価格は、平均で20％上昇する。

• また、脱炭素の流れの中で、特に欧州買主にとっては、まずは、米国から20年間の長期契約を締結してプロジェクトを立ち上げ、
後年不要になった場合、そのLNGをアジア転売するという方法も考えられる。

• 東南アジアの石炭火力発電の3分の1を既存ガス火力発電設備（合計100GW、年間負荷率45%）で代替することは技術
的に可能である。それによって、東南アジアの石炭火力発電所からの排出量の22%に相当する120MtのCO2排出を回避でき
る。
＊＊＊

（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ガス・LNGは必要（IEA WEO2022）
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（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）

ガス・LNGは必要（IEA WEO2022）



結論（脱炭素の前にセキュリティー）
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• ロシアの暴挙を可能にしたのは、市場化とともに脱炭素という概念を自身の産業政策の錬金術の中心に据え、その標準化を進め、他の国地域への
普及を試みた欧州のエネルギーセキュリティーに対する不備であったといえよう。欧州は拙速な脱炭素に走り、ロシアの悪意を増長させ、現実のものと
したのである。

• その失政は、ガス・LNGについていえば、最終的に一番の弱者であるインド、パキスタン、バングラデシュなどの新興需要諸国の国民にしわ寄せされる
結果となっている。

• さらに、中国・インドはもちろん、欧州自らの石炭の利用拡大を促し、脱炭素の実現を困難なものとしている。IEA予測によると、2022年の世界の石
炭需要は対前年0.7%増加し、過去最高の2013年と同水準になる。2023年も過去最高を更新する予定である。

• ガス・LNG開発の主役である民間エネルギー企業には、元々エネルギーセキュリティーを保障する義務はない。脱炭素に伴う座礁資産化リスクを恐れ、
現在ではIEAが警告するレベルまで、民間エネルギー企業の上流投資は大きく減少している。さらに、投資を縮小し生産量を減らした方が短期的に
はリスクなく収入が増加することを体験してしまった。

• いまや安定供給と脱炭素を両立させることは容易ではないことが明白となった。安定供給と脱炭素、どちらが大事なのか？との問いかけに対する答え
は、現在の欧州を観察すると、少なくとも短期的には、安定供給ということが自明である。

• 脱炭素にたどり着く前に、自らが行き倒れてしまっては、脱炭素を達成する未来も来ない。

• 欧州、および、世界が、脱ロシアを加速し、エネルギーセキュリティーを確保し、次に、脱炭素への道筋をつけるため、以下を提案する。
• ① 供給源の多様化など、エネルギーセキュリティーを忘れるな。
• ② LNG・ガス等への適正な上流新規投資を促進せよ。
• ③ 地下ガス貯蔵能力の増強等、緊急時対応策の充実させよ。
• ④ 節ガスを促進せよ。
• ⑤ 高性能蓄電池などの未来の新技術への過度な期待に基づいた、責任のない脱炭素は行うな。
• ⑥ 新技術が確立する前に、従来のエネルギー源を廃止するな。
• ⑦ エネルギーセキュリティーを確保した上で、脱炭素投資を加速せよ。 （各種資料によりJOGMEC作成）



結論（脱炭素の前にセキュリティー）

72

① 供給源の多様化などのエネルギーセキュリティーを忘れるな。
② LNG・ガス等への適正な上流新規投資を促進せよ。
③ 地下ガス貯蔵能力の増強等、緊急時対応策を充実させよ。
④ 節ガスを推進せよ。
⑤ 高性能蓄電池などの未来の新技術への過度な期待に基づいた、責任のない脱
炭素は行うな。
⑥ 新技術が確立する前に、従来のエネルギー源を廃止するな。
⑦ エネルギーセキュリティーを確保した上で、脱炭素投資を加速せよ。

（各種資料によりJOGMEC作成）
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（参考）IEA World Energy Outlook 2022
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• STEPSでは、世界の天然ガス貿易は、2010年から2021年までの平均3％/yに対し、2021年から2030年までは平均1%未
満の増加となる。一方、LNGは、2％/年以上で増加する。

• 2030年までの世界のLNG供給量の増加分の85％は、米国と中東に由来する。2030-50年にかけては、東アフリカからの輸出
が80bcm（59mt）近く増加。

• 中国は、STEPSにおいて、2021年から2030年までの需要増加分の35％を輸入で賄う。既存の100bcm/y（74mt/y）に
加え、65bcm/y（48mt/y）のLNG再ガス化容量が建設中である。また、2021年以降2030年までの間に、中国は
75bcm/y（55MT/y）のLNGを追加契約している。国内ガス生産の継続的な増加に伴い、LNG需要の伸びは供給契約より
も緩やかになるため、この一部は他の市場に転用される。インドでは、ガス輸入量は2030年までに倍増して70bcm（51mt）
近くに達する。東南アジア、パキスタン、バングラデシュを中心とするアジアの新興市場・途上国は、2021年から2050年の間に
250bcm（180mt）以上成長する。

• STEPSでは、2050 年までに、既存、および、建設中の設備を上回る、240bcm/y（180mt/y）のLNG輸出能力が必要と
されている。LNG貿易は、2030年から2050年にかけてさらに15%拡大し、2050年までに650bcm（480mt）に達する。

• APSでは、2050年までの輸入量はSTEPSと比較して40%減少する。NZEでは、世界のLNG貿易は2020年代半ばにピークを
迎え、2050年に150bcm（110mt）まで急減する予測。

（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）

IEA WEO2022
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• STEPSでは、2022年から2050年の間に、ガスに対して3,000億ドル/yの資本が投下される。このうち、300億ドル/yがLNGイ
ンフラ（主に液化設備の新設）に投資される。

• NZEでは、2030年以降、ガスへの投資が急減する一方で、水素への投資が並行して増加する。

IEA WEO2022

（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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• 減少するロシアのパイプラインガスガス契約を上回る追加ガスが必要となるため、EUは、新たな長期契約を締結するか、スポット市
場に頼ってギャップを埋めるかの二択を迫られる。短期市場への依存度が高い場合、欧州は、特に短期的には、不安定な世界の
LNG供給力学に翻弄されることになる。一方、資本集約的なLNGプロジェクトは、建設に長いリードタイムを要し、そのFIDには、
最低でも20年程度の長期売買契約を必要とする。

• この解決策として、10年契約で投資コストを回収する場合、LNG価格は、平均で20％上昇する。（最近建設された
200bcm/y（150bcm/y）相当のLNGプロジェクトを対象に、20年契約の場合の加重平均損益分岐点価格7.5ドル
/MMBtu、平均収益率20%弱とした場合）

• また、例えば米国から20年間の長期契約を締結してプロジェクトを立ち上げ、後年不要になった場合、EUの買主がそのLNGをア
ジア転売するという方法も考えられる。

IEA WEO2022

（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）



IEA WEO2022

79
（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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• 従来、アジアの新興需要国におけるガスの位置づけは、石炭からの脱却を支えながら再生可能エネルギーの急速な普及を支える
というものであった。ガスは電力セクターで自然エネルギーのバックアップとして採用され、リアルタイムで送電網のバランスをとるのに役
立つ。

• 欧州の高需要に起因するLNG価格の高騰は、パキスタンやバングラデシュなどの国々の電力不足と産業用ガス需要の破壊を招
いた。2022年のアジア新興需要国の最終需要家向けガス価格は、5年平均比で55％上昇すると予想される。

• 東南アジアの石炭火力発電の3分の1を既存ガス火力発電設備（合計100GW、年間負荷率45%）で代替することが技術
的に可能である。その場合、東南アジアの石炭火力発電所からの排出量の22%に相当する120MtのCO2排出を回避できる。

IEA WEO2022

（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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• アジアのガス需要は、2010年から2021年にかけて、2011年にIEAが発表した報告書「Are We Entering a Golden Age 
of Gas?（ガスの黄金時代を迎えているか？）」の予測より8%増加した。上記報告書では、米国シェール革命によるガスの競
争力アップ、アジア全域の力強い経済成長、ガスが持つクリーン性など成長の大きな柱とされた。

• しかし、現在の長期予測では、ガス全体、特にアジアの新興需要国におけるガスの役割は減少している。現在では、太陽光や風
力など再生可能エネルギーとのコスト競争が激化し、ガスの成長余地は狭まってきている。また、今回の短期的な供給不足とエネ
ルギー安全保障への懸念がガス価格を押し上げたことが原因。

• 2035年におけるアジアの新興需要国のガス需要見通しは、STEPSでは2011年のシナリオに比べ310bcm/y（230mt/y）
低く、すなわち、アジア新興需要国が石炭火力発電を長く維持することになり、CO2排出量が高止まりするリスクもある。

IEA WEO2022

（IEAほか、各種資料よりJOGMEC作成）
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