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JOGMEC調査部調査課長 原田　大輔

　2022年2月24日のウクライナ侵攻から1年が過ぎようとしている。ロシアは直後から国際社会からの厳しい批判
に晒され、その非難の矛先はロシアの財政の要であり、外貨獲得の手段であるエネルギー輸出に向けられてきた。こ
れまでにない規模での欧米制裁の発動は、当初は金融分野をターゲットとする経済制裁だったが、2月末から3月初
旬にかけて、米英加豪4カ国がエネルギーの一部禁輸（米豪は全てのエネルギーを対象）を決定し、さらに英加がロシ
ア船籍・ロシア人が管理する船舶の港湾利用禁止という事実上の禁輸政策を打ち出すに至って、市場にロシア産原油・
石油製品・天然ガスを敬遠する動きが加速し始めた。5月8日には欧州も港湾利用を禁止する措置を執り、G7におい
てはロシア産石油（oil）の段階的廃止・輸入禁止を目指すことが首脳宣言にも盛り込まれた＊1。G7の首脳宣言を受け、
欧州委員会でも石油禁輸の議論が活発化し、紆余曲折を経て、5月末に条件付きながら石油禁輸を柱とする制裁パッ
ケージに合意し、6月3日に正式に発表した＊2。その期限は原油については12月5日、石油製品については2023年2
月5日と定められた。さらにロシアが地政学リスクを能動的に高めることによって高止まりする原油価格によって、
ロシアの収入源を断つべく実装された制裁が効力を発揮できていないとの議論が高まるなか、6月28日にはG7が極
めて新しい制裁方策である「石油価格上限設定（プライスキャップ）」の検討を開始し、9月には年内導入合意に至った。
EUも追従し、10月6日の第8次制裁パッケージに盛り込まれ、直前まで価格レベルの合意に時間がかかるも、12月
5日、G7、EUおよび豪州から成る「価格上限連合（Price Cap Coalition）」によって石油禁輸と並行して発動している。

　欧州にとってロシアは過去半世紀以上にわたって信頼あるエネルギー供給者であった。しかし、ロシアによる今回
の暴挙に対し、欧州委員会は3月8日、「年末までにロシア産天然ガスに対する欧州需要を3分の2削減」し、「2030年
以前にロシア産天然ガスへの依存をゼロにする」政策コミュニケを発表。同25日には米国からのLNGの追加輸入（年
末までに15BCM）と「2027年までにロシアの化石燃料への依存脱却」へ期限を前倒しした欧米共同声明の発表に至っ
た。5月24日にも、両者は改めて「欧州のエネルギー安全保障に関する米国と欧州委員会の共同声明」を出し、ポーラ
ンド・リトアニア間天然ガスパイプラインの運転開始等、ロシア産ガス依存脱却に向けたこれまでの進捗や米国企業
とフィンランド国営企業間での浮体式LNG輸入基地（FSRU）の長期リース契約締結を紹介している。その最中、9月
26日には独露間を直接結ぶ天然ガスパイプライン・Nord StreamおよびNord Stream 2が何者かによる爆破工作に
より破壊され、復旧の目途は現時点でも立っていない。奇しくもその翌日はノルウェーからデンマークを経由してポー
ランドへガスを輸出するバルト海パイプラインが稼働を開始している。12月下旬には、ドイツのヴィルヘルムスハー
フェンにて同国初のLNG貯蔵・再ガス化ターミナルが開業し、2023年1月から国内供給が開始されることが発表さ
れた＊3。これまでパイプライン経由のみの輸入に依存し、ロシア産ガスの最大顧客であったドイツも、世界の産ガス
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（1）ロシア船籍等船舶の港湾利用禁止措置の発動

　2月27日にEUが主導した空域封鎖が拡大し、英国が
3月1日に、カナダが翌2日に大規模物流に影響を及ぼ
す港湾利用禁止措置を発動した。この時点まで、エネル
ギー分野では石油精製分野でのロシアへの製品・技術禁
輸しか制裁が発動されていなかったが、この英加の制裁
発動によって、ロシア船籍・ロシア人が保有する原油・
石油製品・LNGを輸送するタンカーの入港が両国でで
きなくなった。この措置の影響は2カ国だけに留まるも
のではない。その範囲はレピュテーション・リスクを懸
念する者により拡大し、海運市場で所有者・管理者に関
わらず、ロシア産物品を運ぶこと自体がリスク視され、
ロシア産原油・石油製品・LNGの実質的な禁輸措置に
発展していくからである。キーウ（キエフ）近郊のブチャ
虐殺等を受け、4月5日には欧州委員会も6つの柱から
成る第5次制裁パッケージを発表し、ロシア船籍とロシ
ア人が運航する船舶の欧州域内港湾へのアクセスを禁止
した＊4。ただし、欧州委員会は例外として農産物、食品、
人道援助およびエネルギーの各輸送を挙げている。しか
しながら、港湾サイドでは、ウクライナ戦争が続く限り、
いつかその例外が外され、対象が拡大するのではないか
という不安を抱えることになり、例外物品であってもロ

シア人やロシア産品を輸送する船舶について敬遠する効
果をもたらしていくことになる制裁発動となった。

（2） エネルギーを対象とする禁輸措置の発動（石炭から

石油まで）

　「金融の核爆弾」とも比喩されるSWIFT排除に関する
欧米の共同声明からわずか1週間余りの間で、カナダ（2
月28日）、米国・英国（3月8日）がエネルギーに関する
禁輸措置を発表した。欧州委員会でも検討が始まったが、
エネルギー禁輸制裁は加盟国のエネルギーミックスの多
様性による調整の難しさもあり、最終的に共同コミュニ
ケ（3月8日）として、「ロシア産化石燃料の依存低減を目
指す」という、加盟国に対する欧州委員会からのガイド
ラインという形に留まった。3月11日には豪州がロシア
産石油、石油製品、天然ガス、石炭およびその他のエネ
ルギー製品と最も範囲の広い禁輸対象を発表した。
　表1のとおり、カナダ、米国、英国、豪州とも産油ガ
ス国であるという特徴がある。欧州も域内に生産油ガス
田を持っているが、すでに減退中であり、その事情の違
いも各国の制裁内容の相違に表れている。
　ブチャ虐殺はG7の対露結束を強化し、4月7日にベル
リンで開催された首脳サミットにて共同声明＊5 発出に

2. 米英加豪による禁輸制裁発動の経緯

国から天然ガスを調達できるLNG輸入国に向けて一歩を踏み出し、ロシア離れを急速に進めている。
　すでに事態は、欧州およびロシアがこれまで築いてきた安定的なエネルギー需給関係に対して、ウクライナ危機が
終息したとしても拭い切れない傷跡を残しつつある。世界最大の天然ガス埋蔵量を背景に2035年までに、世界最大
のLNG輸入国である日中を併せた量に匹敵する、年間1.4億トンものLNG輸出を目指してきたロシアの夢も欧州に
よるLNG機器禁輸制裁によって打ち砕かれようとしている。このことは、脱炭素へ向かう世界潮流の中で、石炭か
ら天然ガスへのシフトを進めようとしてきた国々にも影響を与えるだろう。欧州のロシア産エネルギー依存の脱却に
対して、欧州市場を代替するべく、東方シフトの更なる加速というベクトルに進んで行くのは明らかだが、事はそれ
ほど単純ではない。欧州という巨大市場をアジア太平洋で代替可能なのか。西方のフローを技術的に東方にシフトで
きるのか。国際的に孤立し、交渉ポジションが弱体化するロシア産石油ガスはアジア太平洋市場で買い叩かれる心配
はないのか。

　また、売り手ではOPECによるカルテルが存在するが、ロシアだけを対象にする「買い手」側による価格操作を実装
し、ロシアの収入源を断つという新たな試みである「石油価格上限設定」は、果たしてその目的を達することができる
のだろうか。
　本稿では、ウクライナ侵攻から現在まで、ロシアに対する制裁を中心に据え、どのような事象が起きているのかトレー
スし、すでに影響が出ているロシア産石油天ガスの流れにどのような変化が見られるのか、欧州とロシアが向かうベク
トルの先にどのような問題が待ち構えているのか分析することを目的とする。主要国のこれまでの対露制裁発動内容
について巻末に時系列でまとめている。資料集として併せて参照されたい。
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至った。7つの優先事項が掲げられ、ロシア産石炭が対
象となり、禁輸政策は共同コミュニケに留まっていた
EUも加わり（第5次制裁パッケージ）、各国が段階的廃止
や禁輸を行っていくことが謳われた。また、ロシア産エ
ネルギー全般についてもその依存を減らすべく各国が方
策を練り、特に石油について加速していくことが発表さ
れ、踏み込んだ内容となった。ロシア産石油天然ガスと
いうロシアに打撃を与える「本丸」についてはその彼我へ
の影響に鑑み慎重となったと推察される一方、石炭の次
の制裁の可能性として温存しながら、徐々にロシア産依
存を下げるという方向性を堅持したことが特筆される。
　しかし、当事者であるウクライナには欧米諸国の対露
対応に対して不満も募っていた。ゼレンスキー大統領は
3月9日、ロシアに外貨が流れ込むことを防ぐための「痛
みを伴う」制裁を行う必要があるとして、ロシア産石油
天然ガスを対象に制裁を科すべきだと欧米諸国に訴え
た。特に石油について「ロシアにとって、自分たちが処
罰を受けないという自信になっている」と指摘し、「石油
の禁輸は最初のステップとして行うべきだ」と強調。「ウ
クライナには待っている時間はない」として、欧米諸国
等に迅速な対応を求めた＊6。

　図1のとおり、ロシア産原油では欧州全域への輸出
シェアは54%、天然ガスでは同76%、石炭では41%に
上る。輸出シェアが相対的に少ない石炭がまず挙がった
理由の一つがこの割合にも見て取ることができる。また、
ロシアはサウジおよび米国に並ぶ世界最大級の原油生産
量と世界最大の埋蔵量を誇る天然ガス（生産量は米国に
次いで第2位）を有し、G7の内、ドイツ、フランス、イ
タリアという3カ国と原油天然ガスパイプラインという
固定インフラで結ばれてしまっている。石炭は、生産量
ではロシアは世界第6位であり、代替供給国の選択肢の
多さ、固定インフラ（鉄道・海上輸送）についても原油天
然ガスに比べ、段階的廃止における影響が少ないと判断
されたことが推察される。
　5月8日、G7首脳はオンライン会合を開催し、遂にロ
シア産石油（oil）輸入の段階的廃止または禁止を含むロ
シア産エネルギーへの依存を順次廃止していくことを盛
り込んだ首脳声明を発表した＊7。翌日はロシアの祝日で
ある対独戦勝記念日があり、赤の広場での大規模な軍事
パレードが予定されていた。ロシアが勝利宣言や東部地
域の編入を行う噂が流れており、その牽制としての意味
もあったと考えられる（実際にはロシア側では大きな動

国・地域 内容 ロシア依存度 方法

カナダ 石油（petroleum）注：当初原油 原油・石油製品：0% 自国生産

米国 原油、石油、石油燃料、油およびそれらの蒸留製品、
LNG、石炭および石炭製品

原油：3.3%
石油製品：20.1%
LNG：0%

代替供給源模索
（ベネズエラ制裁解除か）

英国 石油（oil／石油製品を含む） 石油：8% 代替供給源模索

豪州 石油、石油製品、天然ガス、石炭およびその他の
エネルギー製品の禁輸 依存度：0% 自国生産

EU
括弧内：
拡大欧州の数字

ロシア産化石燃料への依存からの脱却
（共同コミュニケ）

原油：28.2%（53.5%）
天然ガス：32.9%（75.5%）

省エネ・代替供給源・燃料ミッ
クスを模索

-�第5次パッケージ（4月5日）：石炭・固形燃料・ジェット燃料の輸入制限
　　　　　　　　　　　　　�LNG・液化プロセス関連製品禁輸
-�第6次パッケージ（6月3日）：�ロシア産原油および特定の石油製品の輸入、転売、第三国への海上輸送にかかる保険および

再保険の禁止

対露エネルギー禁輸・依存低減ガイドラインを発表した各国の内容と状況の違い表1

出所： 公開情報より筆者取り纏め

＜参考＞ブチャ虐殺を受けたG7首脳声明の骨子（4月 7日／ベルリン）

・エネルギー部門を含むロシア経済の主要部門への新規投資を禁止。
・高度技術物品や特定サービスの貿易輸出禁止を拡大。ロシアの収益に結び付く輸入制限強化。
・ロシア銀行の国際金融システムからの孤立化を維持。
・ロシア経済の主要な推進力を構成する国有企業をターゲットとした圧力を拡大。
・ロシア国民の資源を浪費するエリートとその家族に対する制裁継続と強化。
・ロシア軍事産業に対する追加の制裁の発動。
・ ロシア産石炭輸入の段階的廃止や禁輸を含む、ロシア産エネルギー依存を減らす計画を促進。  

ロシア産石油（oil）への依存を減らすための作業を加速。
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きは生じなかった）。
　G7による石油禁輸措置を含んだ首脳声明を受け、3週
間余りの調整の末、フォン・デア・ライエン欧州委員会
委員長は5月31日に加盟国が第6次制裁パッケージに向
け原則合意したことを発表し＊8、6月3日、第6次制裁パッ
ケージを発表した。複数ある新たな制裁措置の中で、石
油禁輸に関しては、ロシア産原油および特定の石油製品

（crude oil and certain petroleum products）の輸入、転売、
第三国への海上輸送にかかる保険および再保険の禁止を
行うことが盛り込まれ、原油については6カ月（年内）で
段階的に廃止し、石油製品は8カ月で段階的に廃止する
と規定された。また、契約上の例外としてロシアからの
原油パイプライン・石油製品供給に高く依存する中東欧

諸国に対して、輸入継続を認める規定も盛り込まれた＊9。

（3） EUが盛り込んだ「第三国への海上輸送に対する保

険サービス禁止」のインパクト

　EUが石油禁輸に盛り込んだ、石油禁輸実現のための
方策である「第三国への海上輸送にかかる保険および再
保険の禁止」は12.で後述する石油価格上限設定実現の
コアとなる施策であり、極めて重要である。6月3日の
第6次制裁パッケージ発表直後から、盛り込まれた第三
国を含むロシア産石油の海上輸送に対する保険付保の禁
止が石油市場にリスクをもたらすことに対して、市場関
係者からは警鐘が鳴らされてきた＊10。それは、米国に
よるイラン産石油タンカーに対する禁輸と外国人も対象

注：「欧州」には EU 加盟国の他、バルカン諸国等も含んでいる値。
出所：BP 統計から JOGMEC 作成

ロシア産原油、天然ガス、石炭および石油製品の輸出先シェア図1

＜参考＞G7首脳声明の骨子（5月 8日／オンライン）

・ ロシア産石油（oil）の輸入を段階的に廃止または禁止することを含むロシア産エネルギーへの依存を段階的に
廃止する。

・ロシアが依存する主要なサービスの提供を禁止またはその他の方法で防止するための措置を講じる。
・ロシアの金融システムにとって重要なロシアの銀行に対して引き続き行動を起こす。
・ロシア政権のプロパガンダを広めようとする試みと戦う。
・ プーチン大統領の戦争努力を支援し、ロシア国民の資源を浪費する金融エリートと家族に対するキャンペーン

を継続・強化する。

＜参考＞欧州委員会による石油禁輸措置における例外内容

・2022 年 6 月 3 日以前の契約は 2022 年 12 月 5 日（原油）、2023 年 2 月 5 日（石油製品）まで対象とならない。
・ ロシアに特定のパイプライン依存関係があり、実行可能な代替案がない加盟国は、パイプライン原油輸送の一

時的な免除を認められており、この免除は、欧州理事会が別の決定を下すまで有効。
・チェコ：特定の石油製品の再輸出を 10 カ月間許可。
・ブルガリア：2024 年末まで原油と石油製品の海上輸入を継続する。
・クロアチア：2023 年末までロシア産減圧軽油輸入を許可する。
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とする2次制裁発動により、インドや他のアジアの精製
業者がイラン産原油輸入を停止することになったことを
前例に、世界需要の12%、貿易の5%程度を占めるロシ
ア産原油が市場から失われることによって市場が不安定
になることを懸念したものである。
　この措置はこれまで1次制裁（各国自国民・自国企業）
に限定されてきた対露制裁について、対イラン制裁のよ
うに、EU以外の外国人・外国企業も事実上対象とする
2次制裁に拡大することになることも注目される。世界
のタンカーに関する船主保険の95％が欧米日からなる
13の船主保険組合（P&Iクラブ）を通じて提供されてお
り＊11、保険提供ができなくなれば、その保険加入が寄
港条件となっている世界各地の港への寄港もできなくな
るためである。制裁発表から2週間も経たない6月中旬
には、欧米保険会社はロシアの船主の保険・再保険から
撤退したことが明らかになっている。
　他方、後述（12.（4）ロシア政府の対応）の通り、ロシ
ア政府はロシア国立再保険会社（RNRC）を通じて、ソヴ
コムフロート等ロシア商船会社の主要な再保険会社とな
りつつあることも判明している。この措置を見越してい
たように、ロシア中銀はすでに3月にRNRCの資本金を
710億ルーブルから3,000億ルーブル（約6,000億円）に
引き上げ、保証資本も7,500億ルーブル（約1.5兆円）に
引き上げたため、再保険を提供するのに十分な資金を確
保していたといわれている。国際船舶は環境の損傷や傷
害を含む第三者の賠償責任保険をカバーする船主保険

（P&I）に加入することが事実上義務付けられているが、
ロシア保険最大手であるインゴスストラフは同社が最大
10億ドルのP&I再保険を提供しているとしている。ソ
ヴコムフロートの保有するタンカーでの海上輸出は、ア
ジアの港、主にインドと中国に向けられており、どちら
もソヴコムフロートとの協力を禁止しておらず、インド
政府はすでにインゴスストラフを石油輸送の保険会社と
して認定していることから＊12、今回の措置の実効性に
当初から疑義が呈されることになった。
　国際エネルギー機関（IEA）は石油禁輸による影響につ
いて、世界の原油・石油製品の供給量は日量240万バレ
ル減少するとの見通しを発表した。内訳は原油が日量
140万バレル、石油製品が日量100万バレルとなってい
る。また、ロシアの総原油生産量は2023年2月までに
日量950万バレルまで減少（前年同月比で日量190万バ
レル減少）＊13すると予測している。
　国際トレーダーのVitolはロシア産石油に対するG7に
よる石油禁輸および価格上限設定はG7が計画している
価格上限設定が内包する複雑さとそれがどのように実施

されるかについての明確性の欠如により、予想よりも多
くのロシア産石油が市場から追い出されるリスクがある
ことに警鐘を鳴らした。S&Pは2023年第1四半期に日
量150万バレルが市場から駆逐されると予想している。
ゴールドマン・サックスは侵攻前に比べて世界で日量
100万バレルの供給が減少すると予想する一方、石油は
依然代替可能な市場であり、購入したいグレードに対す
る選択肢は狭まるが、供給途絶は起きないと予想してい
る＊14。

（4） 2014年からの欧米制裁の無効化成功へのロシ

アの自信（過信）

　2014年3月にロシアはクリミアを併合し、最初の欧
米制裁が発動して、丸8年が経過していた。当初個人や
団体・企業を対象とした制裁は同年7月に発生したウク
ライナ上空でのマレーシア航空機撃墜事故を受けて、石
油・軍事・金融セクターを対象とする分野別制裁に拡大
した。石油産業については、｢将来的石油生産ポテンシャ
ルのある｣ 分野、すなわち大水深（152メートル以深）、
北極海、そしてシェール層開発に必要な資機材について、
7月から実質的禁輸措置が実施された。減退する可能性
の高いロシアの原油生産に対してロシアが期待を寄せて
いるのが現在の主力生産地域と分布が重なるバジェノフ
層におけるシェール層開発や大きな資源ポテンシャルを
有する北極海であり、欧米制裁は外資の技術なくしては
開発が進まないエリアを狙うことを目的としたものであ
る。また、将来的な「石油（oil）」生産ポテンシャルをター
ゲットとし、天然ガスを対象外とした背景には、実際の
原油・天然ガスの禁輸措置を行う場合にはその受益者と
なる欧州諸国が損害を蒙るとの判断があり、これに対す
る配慮があったと考えられている。同年9月には、更に
踏み込んだ制裁として資機材の禁輸を役務（サービス）に
まで拡大した＊15。その後、全会一致が原則の欧州は、
制裁の効果が不明瞭で、欧州企業にも影響のある新たな
種類の制裁を課すことをためらい、既存制裁の延長を繰
り返してきた。他方、米国はオバマ政権下の2014年12
月にウクライナ自由支援法（大統領は署名するが発動は
せず）、トランプ政権下で新たな制裁法CAATSA（2017
年8月）や2019年12月には国防授権法に相乗りする形
でNord Stream 2等をターゲットとする新たな制裁を発
動してきた。
　しかし、この8年の間、足元の生産量ではロシアは、
コロナ・パンデミック前の2019年に原油および天然ガ
スともソ連時代を含めても過去最高値を記録していた。
制裁の対象となった北極海開発でも2014年9月の制裁
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発動直後に確認されたRosneftおよびExxonMobilによ
るカラ海でのパビェダ（勝利）鉱床の発見後、継続的にカ
ラ海にてRosneftおよびGazpromによる試掘・評価井の
掘削が行われており、大規模炭化水素の賦存が確認され
ている。更にもう一つの制裁対象分野であるシェール層
開発については、米国のシェール革命に倣い、ロシアで
も2012年前後に複数の外資とシェールオイル開発技術
導入に合意していた。これらは制裁発動によってサスペ
ンドとなったと見られていたが、LUKOILやGazprom 
Neft等ロシア企業が独自に開発を行っており、その成

果も出てきている。例えばGazprom Neftはシェールオ
イル開発の生産コストについて、2017年はバレル当た
り68.5ドルだったものが、2019年には29.2ドルへ圧縮
することに成功し、2021年に19.4ドルとなると発表し
ている＊16。また、シェールオイル開発技術における輸
入代替比率は遂に95%以上に達したとしている＊17。
　このように、制裁環境は逆にロシア自らの産業能力向
上を促し、2014年に53%だった石油ガス産業の対外依
存度を2021年には13ポイント下げるという効果も生ん
だともいわれている（図3）。決定的だったのはNord 

出所：ロシアエネルギー省、BP 統計、公開情報から JOGMEC 取り纏め

ロシアの原油（日量・百万バレル）および天然ガス（年間・BCM）各生産量の推移図2

出所：ロシア産業貿易省、RBK Daily（2014 年 10 月 17 日）に JOGMEC 加筆

ロシアの石油ガス産業における対外依存度（2014 年時点から現在への推移）図3
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Stream 2である。2019年12月に完成する予定だった
Nord Stream 2は米国制裁によって外資が撤退し、1年
間弱のサスペンドに追い込まれたが、オペレーターであ
るGazpromは独自で海洋パイプラインを敷設するとい
うロシアにとって新たな分野に乗り出すべく、着々と準
備を進めた。結果、2020年12月から敷設を再開し、
2021年9月に完成に至っている。Nord Stream 2完成は、
米国の制裁を無効化することに名実ともに成功し、外資
依存分野をロシア主導で克服した象徴的な事例となっ
た。ウクライナ侵攻に際して、その決断の背後に、制裁
発動から8年、Nord Stream 2完成に至って、欧米制裁
は結果的にロシアを強じん化し、ロシア自身も制裁にも
対応できるだろうという自信（過信）がロシアに生まれて
いたと考えてもおかしくはない。
　なお、海外からロシアへの直接投資額について見てみ
ると（図4）、欧米制裁発動前後の比較では、2014年よ
り前には年平均550億ドル規模だったものが、2014年
以降は同200億ドルと半分以下に減少している。ロシア
の市場と経済活動ポテンシャルとしての価値が半減した
ことは確かだが、一方で、欧米制裁によって競争者がロ
シアから撤退したことをビジネス好機ととらえた欧米諸
国や企業がいたことも事実であり、制裁後、直接投資を
増加させている国もあった。
　しかし、今回の制裁は2014年のクリミア併合時の制
裁とはレベルが異なっている。具体的な内容は次章で詳
述するが、2014年とは比較にならない大規模な制裁が
たった2週間余りの間で発動された。欧米企業の完全撤
退や既存案件を維持しつつ一時撤退・工場停止という
ニュースが続いているが、今回の侵攻と制裁によって、
ロシアの信用は大きく揺らぎ、カントリーリスクは一朝

一夕では払拭できないレベルまで高まっている。今後外
国の新規投資は極めて減少し、投資残高も大幅に低下す
ることはほぼ確実と見込まれる。

（5） 欧米による今次制裁取り纏めの遅れとそれに対する

ロシアの軽視

　2021年12月以降、ウクライナ侵攻の懸念が高まるな
か、欧米ではそのような事態が生じた場合に具体的にど
のような制裁を発動するべきかにつき議論は行われてい
た。米国では1月12日に制裁法案（DUSA）＊18が出され、
米国政府が差し迫ったウクライナ侵攻を訴えるも、上下
両院で議論が続き、ウクライナ侵攻の24日時点でも合
意に至らない状況が続いていた。この背景には「彼我へ
の影響に鑑みれば、プーチン大統領はメリットより不利
益の多いウクライナ侵攻という判断は行わないだろう」
という認識が、欧米政府内でも多かったためと考えられ
る。また、ウクライナ侵攻という第2次世界大戦以降、
欧州が経験したことのない域内での大規模な戦争という
事象が顕在化しない時点では、欧米ではロシアに厳しい
制裁を課せば課すほど、返り血を浴びる量も増えるとい
う懸念もあって、具体的な制裁メニューについての真剣
な議論が進まなかった可能性もある。ロシアはそのよう
な欧米の状況を見て、ウクライナへ侵攻しても欧米は一
枚岩で厳しい制裁を発動できないのではないか、2014
年のクリミア併合の時と同じような小出しの制裁に留ま
るのではないかと、欧米制裁を軽視した可能性がある。
　しかし、ロシアの目論見は外れ、ロシアによるウクラ
イナ侵攻によって岐路に立たされた欧米制裁は、数日の
間に足並みを揃え、波状的にロシア経済に深刻な影響を
与える制裁の発動へと至ることになる。

出所：ロシア中央銀行統計＊ 19 より筆者取り纏め
ロシアの直接外国投資総額（左）と主要国の対露直接投資（右）の推移

（2014 年前後の比較／単位：百万ドル）図4
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　図5にロシアによる親露派地域の独立承認（2月21日）
とウクライナ侵攻（2月24日）を受けて発動された各国の
制裁をまとめる。
　2月22日から発動された制裁は、図5のとおり、10
の大きな波となって、ロシアの金融・石油産業を中心に

蹂躙することになった。これら制裁のマグニチュードが
いかに大きいかは、2014年のクリミア併合時と今次ウ
クライナ侵攻における制裁発動時のルーブル為替の変動
を見ると明らかだ（図6）。上げ幅では双方とも2倍のルー
ブル安となっているが、2014年は10カ月で市況が徐々

3. ロシアの予想に反して急速な結束に成功した欧米制裁とその発動

出所：各国政府公開情報より JOGMEC 取り纏め

ロシアの予想に反して欧米が調整・団結し発動された「前例ない」規模の制裁等図5
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に変化し、最終的に年末の米国の新制裁法であるウクラ
イナ自由支援法のオバマ大統領署名を受けて大きく下落
したのに対し、今次ウクライナ侵攻では2週間に満たな
い間で2倍のルーブル安となっている。また、対ドル・ルー
ブル減価も77ルーブルから最大で145ルーブルと史上

最安値を更新した。2014年時点も最安値を更新したが、
当時が36ルーブルから68ル―ブル、つまりその差の32
ルーブルが10カ月余り掛けて現れた見掛け上の欧米制
裁による経済圧力効果といえるだろう。また、今回は高
油ガス価情勢にもかかわらず、2014年の2倍以上の68ルー

出所：ロシア中銀レート等から JOGMEC 取り纏め

2014 年クリミア併合時（通年）と今次（2 月から現在）のルーブル・ドル為替の推移図6

出所：ロンドン株式市場公開情報から JOGMEC 作成

ロシア主要石油ガス会社の株価推移（ロンドン市場／ドル建て）図7
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　2.で述べたように、ロシア産石油天然ガスの禁輸に
踏み込んだのは米英加豪であり、域内の港湾利用禁止措
置を発動したのは英加欧州だけであるが、その影響は実
際に風評効果となってすでに市場にも現れていた。
　2月末のロシアのコメルサント紙は、ウクライナへの
軍事進攻を受けて対露制裁の強化の可能性が高まるな
か、ロシアの石油会社が石油販売にあたり大きな困難に
直面していることをすでに報道している。複数の石油ト
レーダーが侵攻から1週間も経たない内にロシア産原油
の買い付け量を減少させており、欧米のSWIFTシステ
ム排除措置の意向表明が、混乱に拍車をかけていると報
じた。その他、船主たちもロシアの港に寄港するタンカー
のチャーター料を数倍に引き上げていることやロシア産
石油の輸送用に船を貸し出すことを恐れる船主も出現し
ていること、特に欧米の銀行が原油取引に必要な信用状

（LC）交付をはじめとするサービスの供与を躊躇し始め
ていることを明らかにしている。その結果、欧州市場で
のロシア産ウラル原油と北海ブレント原油との間の価格
差が広がりつつあることも指摘されていた。これは6.に
て後述するが、買主が現れないロシアの石油会社がディ
スカウントせざるを得ない状況がすでに2月末に顕在化
していたことを示している＊21。
　また、3月初旬には、ロシアからの原油輸出フローが
これら金融制裁と海運制裁の結果として、ロシアは通常
では原油・日量470万バレルと石油製品同280万バレル
を輸出しているとされているが、侵攻から約1週間で少
なくともその3分の1、日量約250万バレルが減少した

と考えられている。ただし、原油輸出の内、ドルージュ
バ等の主要パイプラインによって輸送された日量180万
バレル（欧州向け100万バレル＋中国向け80万バレル）
はその時点では影響を受けなかった模様だ。海上輸送原
油（主にバルト海、黒海、ロシア極東のコジミノ港（ウラ
ジオストク）を経由して出荷される原油）が買い手を見つ
けるのに苦労しており、石油トレーダーは制裁に違反し
ないよう、またロシアのウクライナ侵攻が広く非難され
ているという事実からロシア産原油を取り扱うことでの
信用失墜を警戒し、ロシアの石油を避け始めていた＊22。
　ロシア政府・ノヴァク副首相も3月10日にこの買い
手が見つからない問題について初めて認め、「3月分は
全量につき契約が締結済みだが、問題が生じているのは
4月分の契約である。3月8日に米国がロシア産石油の禁
輸を発動したことから、問題は更に深刻化する可能性が
ある」と述べている＊23。また、実際にメジャーも含む大
手石油商社がロシア産石油の新規契約を拒否することを
発表し始めたタイミングとも重なる。ロシア産原油の場
合、例えば、スポットで販売する場合には、実際の引き
渡しの約1カ月前にロシア石油会社がビット（入札）を実
施する。2月24日のウクライナ侵攻と3月8日の米英に
よる石油禁輸措置発動以降の原油供給に影響が顕在化す
るのは3月下旬から4月上旬となるが、すでに直後から
買い控えが加速していたことを示している。3月17日か
ら23日までの1週間のロシア産原油輸出量は前週から
26.4%減少、日量約363万バレルとなったといわれてい
る＊24。

4. ロシア産原油・天然ガスを敬遠する動き

ブル（77ルーブルから145ルーブル）という制裁効果が
たった2週間の間で顕在化したことも注目される。
　確かにその後ルーブルは侵攻前の水準に戻り、制裁効
果がないとの論調も聞かれるが、ルーブル水準回復はロ
シア政府による3つの政策と1つの神風が吹いているこ
とに起因している。3つの政策とは、①政策金利の大幅
引き上げ、②企業活動で得られた外貨のルーブル換金強
制、③天然ガスパイプライン輸出代金のルーブル換金で
あり、神風とは資源価格の高騰である。重要な点は、こ
れらは見掛け上ルーブル減価を食い止めているように見
えるが、ロシア国内政策によるものであり、国際的にルー
ブル価値が侵攻前の信用を回復したとはいえないという

ことである。したがって、現在のルーブル水準回復をもっ
て制裁が無効化されているということにはならない。
　また、前例のない欧米制裁は、ロシア政府だけでなく、
時価総額で各社数百億ドルという評価を与えられていた
ロシア主要企業も軒並み株価を暴落させている（図7）。
ロシアがウクライナ侵攻を始める直前の2月23日と3月
2日の終値ではGazpromは91%、Rosneftは89%も下落
した。これを受けて、モスクワ証券取引所では2月25
日を最後に株式取引が停止され、ロンドン証券取引所も
3月3日に上場するロシア関連企業27社の株式（預託証券）
の取引を停止することを決定している＊20。
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　しかし、4月に入り、3月のロシア産原油輸出量の結
果は想定を裏切るものだった。同月下旬から急速に買い
が入った結果、月間全体では2月より3.5%増加したと考
えられている。増加は西欧に向かう5%増加に支えられ
ており、ウクライナ侵攻による敬遠や欧米諸国の禁輸と
は真逆の様相を呈していることが判明した。特にバルト
海経由の海上輸出は平均9%増加（日量137万バレル）で、
黒海は8%増（同43.8万バレル）、ドルージュバパイプラ
イン経由は2.3%減少（日量80.8万バレル）。ポーランド
とスロバキア向けがそれぞれ22.2%、17.6%減少。中国
向けは平均1%増加した（コジミノ港が4.6%増加、大慶
支線は1%増加したが、カザフ経由が11%減少）という
結果だった＊25。欧州の輸入増加の一端には、ロシア石
油企業（LUKOIL）が保有しているイタリア、ルーマニア
およびブルガリア等への製油所への供給を強化したこと
も指摘されている。
　図8のとおり、ウクライナ侵攻から3月24日までは
各港の輸出量に減少が見られるが、その後6月にかけて
戻り始めた傾向を見ることができる（赤矢印）。Rystad 
Energyはこの動きについて、3月にロシア産原油輸出
は重大な問題に直面するという一般的な見方にもかかわ
らず、実際の積載データは、最初の3週間には当てはまっ
たが、その後、中国とインドからの注文が増えたことに
支えられ、3月24日より後に積載量が回復（第三者に船
舶の位置情報が分かるトランスポンダーをオフにし、ロ
シア産原油輸送を隠す石油タンカーも増加）したと分析
している。他方、ロシア産原油を敬遠する動きは依然強

まっており、4月に原油輸出は日量100万バレル減少し、
年末まで150万バレル減少すると予測している。また、
原油生産量は4月に日量140万バレル減少し、5月以降、
200万バレルに達する可能性があると指摘している。下
旬の増加は次章で詳述するロシア石油会社による値引き
が功を奏した動きといえるだろう。
　インド向けウラル原油の輸出が3月に急速に伸びたこ
ともさまざまな意味で象徴的である。原油約600万バレ
ルが5回に分けて出荷されたとされているが、インドの
年間輸入量が日量410万バレルであり、その内、ロシア
産は同10万バレル程度であることを考えると、3月だけ
で年間の2倍に当たる日量19万バレルものロシア産原
油を買い増したということになる。また、この傾向は4月、
そして5月にも著しく増加し、12月にピークを迎えるま
で継続してきた。
　IEAはロシア産原油について、制裁と購入見送りの影
響が本格化するのは5月以降との見方を示していた。4
月のロシア産原油の供給減少は平均で日量150万バレル

（通常の輸出量の32%減少）と想定しており、5月以降は
消費国主導の自主的なロシア産原油禁輸の影響が本格化
し、日量300万バレル（同64%）近くの供給が減る可能
性があるとしている。ただし、中国の新型コロナウイル
ス流行に伴う需要減少、OPECプラスによる増産、米国
等IEA加盟国の戦略石油備蓄放出により、原油市場が
急激に供給不足に陥ることはないとの見通しも同時に示
している＊26。
　図9は11月までのロシア産原油の海上輸送量の推移

出所：Rystad Energy 分析（Upstream Analytics）に JOGMEC 加筆（赤）

ウクライナ侵攻直後のロシア産原油の海上輸送の推移（港別）図8
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を表している。欧米が石油禁輸を決定した5月をピーク
に減少し始め、10月から11月にかけて、12月5日の石
油禁輸実装前の駆け込み需要が発生しているのが見て取
れる。また、いわゆる対露制裁の抜け道として指摘され
ていた中国、インド、トルコについても、中国は6月、
インドは12月、トルコは8月に特需ピークを迎えた後、
買い控えを開始していることが分かる。
　大手石油トレーダーがロシア産原油を取り扱わない意
思表示を示すなか、ロシア産原油の取扱量シェアの大き
い国際石油トレーダーのTrafigura、Gunvor、Glencore
については、ロシア石油会社との間で新たな取引契約を
結ぶことはなく、取引量も削減していると述べている（既

存契約は維持）。また、Vitolは更に踏み込み、ロシア産
原油取引を年末までに終了することを目指し、今後数カ
月にわたって取扱量を減らすことを計画していることを
検討していることも報道された＊27。同社は昨年10月、
Rosneftと最大で日量18万バレルの原油・石油製品のオ
フテイク契約を締結していた。近年、Rosneftが進めよ
うとしてきた北極圏の大規模石油開発プロジェクト

「Vostok Oil」では、なかなか外資が参画表明を行わない
中、大手石油トレーダーが、Rosneftとの原油取扱契約
と紐づきで参画する動きが見られてきた。Trafigura

（10%）に続き、Vitolもシンガポールのトレーダーであ
るMercantile & Maritimeと5%の権益を取得している

出所：Kpler による分析に JOGMEC 加筆

ロシア産原油の海上輸送量の推移図9

出所：報道情報より JOGMEC 取り纏め

ロシア産原油生産量の半分を占める Rosneft と契約する大手石油トレーダーと取扱量（百万トン）図10
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　ロシア産原油がレピュテーション・リスクおよび制裁
回避策によって敬遠される中、ロシア石油会社は値引き
攻勢で対応しており、ウクライナ危機によって生じた高
油価もその値引きの余地を提供してきた。他方、現下の
状況は、実は他産油国にとっては、世界供給で12%余り
を占めるロシア産原油の牙城を切り崩し、供給途絶を阻
止する世界協調という大義の下、増産による追加市場
シェア獲得とともに高油価の恩恵を享受できる絶好のタ
イミングでもある。

（1） 高油価下、世界協調の名の下に市場シェア拡大を目

指すか否か

　米加英が原油等禁輸を発表した直後の3月9日（豪州は
11日）、UAEのアルオタイバ駐米大使は現下の情勢を
受けて、UAEは石油増産を望んでいると述べ、OPEC
に供給拡大を促す意向を示した。この発言を受けて、同
日の原油価格は急落し、ウクライナ侵攻から最高値を付
けていた前日のバレル当たり123.7ドルから12%下落、
109.3ドルとなり、1日の下げ幅としてはここ2年近くで
最大を記録した＊29。
　しかし、直後、同国のマズルーイ・エネルギー相は
OPECプラスの合意および現行の生産調整の仕組みを守
る方針を改めて表明し、火消しに回った＊30。ロシアも
参加するOPECプラスによるこれまでの生産調整による
ロシアの貢献に対する評価と価格維持を優先する姿勢を
示した形となった。
　他方、3月14日、ブラジル政府は米国に対し、原油生
産量の拡大を確約した。アルブケルケ鉱業・エネルギー
相がグランホルム・米国エネルギー長官に対し、原油増
産を目指すと伝えている。ただし、増産規模や実施時期
については明らかにしていない＊31。
　サウジアラムコは3月20日、石油天然ガスの生産能
力を増強する計画を発表している。石油生産能力は現在

の日量1,200万バレルから2027年までに日量1,300万バ
レルに拡大し、天然ガスも30年までに5割以上の増強
を目指す。21年の設備投資は319億ドルで、22年は
400億～ 500億ドルに増やすとしている＊32。ただし、
この計画はウクライナ侵攻前から表明されていたもので
もあり、世界情勢に対するサウジの配慮と市場鎮静化を
狙った発表とも考えられる。これに先立つ3月3日、プー
チン大統領はムハマンド皇太子と電話で会談を行ってい
る＊33。両者はOPECプラス加盟国が一貫して義務を果
たし、世界の石油市場の安定を確保するのに役立つこと
を強調しているが、ロシアが自国の市場シェアを著しく
失おうとしているタイミングで、サウジアラビアに対し
て釘を刺す意味合いのある会談でもあった。
　4月14日には、コロンビアのドゥケ大統領が、ロシア
への制裁によるエネルギー資源の空白を埋めようと奔走
している西側諸国への供給サポートで中心的な役割を果
たす準備ができていることを発表した。コロンビアが増
産する準備が整っている分野として従来の石油天然ガス
に加え、クリーンな水素や再生可能エネルギー、石炭も
挙げている＊34。ただし、同国の原油天然ガス生産量は
減退中であり、増産ポテンシャルは現時点では期待でき
る容量・レベルにはない。
　4月19日にはジョンソン英首相とイラク・クルド人自
治区のバルザニ首相がロンドンで会談し、ロシア産の石
油と天然ガスへの依存度を減らす方法として、欧州への
エネルギー輸出について協議を行っている。バルザニ首
相は「欧州へのエネルギー輸出の熱意を語り」、ジョンソ
ン首相は「西側のロシアの石油と天然ガスへの依存を減ら
す支援をするバルザニ首相の努力を称賛した」という＊35。
　天然ガスについては、3月25日にまず米国と欧州が
2022年末までに少なくとも15BCMのLNGを追加で
EUに供給することに合意したことが目を引く。EUの
ロシア依存脱却に向けた戦略である「REPowerEU」の実

5. 始まりつつあるロシア産エネルギー市場シェアの争奪戦

が＊28、これらトレーダー企業の動きは「Vostok Oil」プ
ロジェクトの進捗にも影響を及ぼすことになる。そして、
実際、Trafiguraは7月に保有する10%株式を香港拠点
の企業Nord Axisへ、Vitolは12月にアジアの燃料トレー
ダーというFossil Trading FZCへ保有権益の売却を発
表 し た（Vitolの パ ー ト ナ ー で あ る Mercantile & 

Maritimeの対応は不明）。これにより、Trafigura及び
VitolとRosneftとの関係（原油オフテイク）がどのように
変容するのか。また、知名度の低いこれらアジア企業が
どのような条件で新たに参画する決断を行ったのかが注
目される。
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現に向け、米国から更なるEU向けLNG供給拡大に取り
組むことにも合意した＊36。15BCMはロシアの欧州輸出
量（175 ～ 200BCM）の1割に満たないが、いずれにし
ても、ロシアによるウクライナ侵攻が米国産LNGシェ
アの、世界での増大につながっていく構図を具現化する
ものだ。また、アルジェリアもイタリアへ地中海を縦断
するTrans MEDパイプライン経由での天然ガス輸出に
つ い て、2023 年 か ら 従 来 の 年 間 22.5BCMに 加 え、
9BCMの追加供給に合意している＊37。さらにナイジェ
リアもシルヴァ石油相が、3月25日に首都アブジャで
EU政府高官と会談を行い、EU向けに天然ガスの供給
を増やす意向があると表明した。ナイジェリアには隣国
ニジェールやアルジェリアと共に、欧州に天然ガスを供
給する「トランスサハラ・ガスパイプライン（4,128キロ
メートル）」を建設する計画があり、ナイジェリアとして
はEUからの投資への期待もある模様だ＊38。
　5月20日にはカタールのタミム首長のドイツ訪問に際
し、両国間で、LNG輸入を含めた協力関係を強化させ
ることで合意している。両国が交わした文書では、LNG
の受け入れがいつ始まるか等詳しい内容は盛り込まれて
いない。他方、カタールのムハンマド外相は、再来年に
はLNG輸出を始められる見通しだと述べている＊39。ド
イツには現時点でLNG受け入れターミナルが存在しな
い が、5 月 5 日 ～ 6 日、 ド イ ツ 政 府、Hoegh LNG、
UniperおよびRWEは、ドイツで計画されているLNG
輸入インフラに関する発表を相次いで行っている。4つ
のFSRU（浮体式LNG貯蔵・再ガス施設）を調達する内
容で、Uniperは、ギリシャ・ダイナガスから 2 つの
FSRU（トランスガスフォース、トランガスパワー）を
チャーターする意向書に署名している。RWEはHoegh 

LNGから2つのFSRU（Hoegh Esperanza、無名の船）を
10 年間の契約でチャーターする契約に署名。4 つの
FSRUはドイツに年間需要量の35%に当たる30BCMの
再ガス化能力をもたらすことが可能となる＊40。
　また、バイデン米政権はロシア産原油の代替調達先と
して、2019年に制裁を科したベネズエラからの原油輸
入再開も模索し始めた。バイデン政権高官はロシア産原
油禁輸発表直前の3月5日、突然ベネズエラを訪問し、
同国のマドゥロ大統領と会談したことが明らかになって
いる。目的はベネズエラ産原油の輸入再開を協議するた
めだったとされ、ホワイトハウス・サキ報道官は「訪問
目的はエネルギー安全保障を含むさまざまな問題を協議
することだった」と大筋で認めている。独裁を強めたマ
ドゥロ政権を退陣に追い込むため、米政府はトランプ政
権時代の2019年にPDVSAに制裁を発動し、ベネズエラ
の主要な外貨獲得手段である原油の輸出を制限していた
＊41。その結果、米国がベネズエラ産原油と似た性状の
ロシア産石油製品（マズート）の輸入を開始し、昨年は一
時的ながら石油製品輸入シェアでロシアがカナダを抜
き、米国の第1位供給者に踊り出たこともあった＊42。他
方で、低迷するベネズエラの原油生産の急速な回復は見
込めないともいわれている。国民の国外脱出が相次いだ
ことで技術者が不足し、制裁の影響で設備の老朽化に整
備が追いついておらず、超重質油の希釈剤確保や輸送・
貯蔵インフラの制約があるためだ。ベネズエラの原油生
産量は1990年代には日量約320万バレルだったが、今
年2月は日量約75.5万バレルに留まっており、即効性の
ある代替供給先にはなるのには大きな制限があると見ら
れている。

（1）広がるブレント原油とウラル原油の価格差

　ウクライナ侵攻から3月下旬まで市場では買い控えら
れてきたロシア原油が、3月下旬から盛り返してきた最
も大きな理由はロシア石油会社による大幅な値下げにあ
る。欧州市場の原油指標価格である北海ブレント原油に
歴史的にリンクしてきたロシア産ウラル原油（ウラルブ
レンド）は、2月24日のロシアによるウクライナ侵攻を
起点に、ブレント価格と乖離を始め、その差は日を追う
ごとに拡大し、最大で41ドルまで広がった（図11）。

世界の需要者が当時は100ドルを超える高油価に苦しむ
中、ディスカウントされたロシア産原油を調達する一部
のバイヤーに濡れ手で粟の状況が生まれてきたといえる
だろう。
　もちろんロシア産原油禁輸措置は表1の4カ国とG7
諸国の方針に限定されており、これら破格のロシア産原
油を購入することはそれら以外の国の企業にとっては制
裁違反ではない。繰り返しになるが、買い控えが生じて
いるのはそれら各社がロシア産原油を購入することに

6. ロシア産原油敬遠に対するロシアの苦肉の策：大幅な値下げ
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よってレピュテーション・リスクに晒されるためである。
3月5日、シェルがロシア産原油の購入を続けたことに
ついて「釈明」する声明を出したことが記憶に新しい。4
日にロシア産原油を過去最安値で購入したことが発覚
し、ウクライナのクレバ外相がツイッターでシェルを名
指しし、「ロシア産原油にウクライナの血の匂いを感じ
ないのか」と批判した。これに対し、「欧州の人々が日々、
必要とするガソリン等を滞りなく供給するのに必要な原
油の確保だった」とシェルは弁明し、今後は可能な限り
代替ソースを探し、ロシア産原油購入で得られた利益は、
ウクライナ支援に回す意向を表明するに至った＊43。
　このシェルの騒動と米英加豪による禁輸措置が3月の
買い控えを加速し、それに呼応して、ロシア石油会社も
大幅な値引きを日増しに拡大していった。ロシア政府も
遂には値引きを表立って宣伝もしている。シュルギノフ・
エネルギー大臣はイズベスチヤ紙に対するインタビュー
で、ロシア政府は「友好国」に対してどんな価格帯であれ、
原油や石油製品を販売する用意があると述べている＊44。
そして、そのディスカウントの動きと広がる幅に呼応す
るインドを中心とするバイヤーが徐々に現れてきたの
が、3月下旬以降の動きとなる。

（2）安価なエネルギー購入を模索・優先するインド

　インドはそもそも今回のロシアによるウクライナ侵攻
に対する制裁や国際的な非難とは距離を置いてきた。3

月2日の国連緊急特別会合での「ロシアに対する軍事行
動の即時停止を求める決議案」採択でも棄権（他34カ国）
し、3月24日の人道決議案でも棄権（他37カ国）票を投
じている。欧米制裁が激化する3月中旬には、SWIFT
制裁のバックフィル（抜け道）となるような、ロシアと自
国通貨（ルーブルとルピー）での貿易決済システムを構築
する可能性について協議も行っている。インドの政府高
官は「ルピーとルーブル建ての貿易には非常に前向きで
ある。貿易の活性化のため自国通貨での決済に向けた作
業を我々は行っている。インドは安い価格でロシア産石
油を購入することを希望している」と明言している＊45。
また、インドは国内で必要な原油の8割を輸入に頼って
いる一方で、ロシアからの輸入比率は約2 ～ 3%に過ぎ
ない。原油価格の高騰によって輸入コストを抑えられる
なら、ロシアからの輸入比率を拡大する余地があること
も示している。同様にインド政府高官は「ロシアは非常
に安い価格で原油や他のコモディティーを売ると持ち掛
けてきている。我々は喜んで応じるだろう」とも語って
いる＊46。
　これらを裏付ける動きが、インド向けウラル原油の輸
出が3月に急速に伸びたことにつながる（原油約600万
バ レ ル を 5 回 に 分 け て 出 荷 ）。3 月 18 日、 イ ン ド の
Economic Times紙は複数の情報源から得た情報だとし
て、Hindustan Petroleum Corp Ltdが200万バレルの
ロ シ ア 産 原 油 を 購 入 し、Mangalore Refineryと

出所：報道情報より JOGMEC 取り纏め

ウラル原油とブレント原油の価格推移（2021 年 9 月～）図11
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Petrochemical Ltd（MRPL）が各100万バレルの購入し
た模様と報じた。同日、ロシアの在インド・アリポフ大
使は「ロシアとインドの石油供給をめぐる協業は拡大さ
れるであろう。インド政府は、ルピーとルーブル建てで
の石油の売買メカニズムを構築することになっている」
との発言も行っている＊47。インドはネルー初代首相が
提唱した非同盟主義を堅持しながら、パキスタンとのカ
シミール問題や中印国境紛争では常任理事国であるロシ
アの支援や中立性に期待しているという側面を持つ。ロ
シア製武器の最大顧客の一つでもあり、ロシアの複数の
上流生産案件にも権益を有し、ロシアとの協力関係構築
を図ってきた歴史がある。燃料が急騰する中で安価な原
油輸入を優先したいという判断もその背景にあるのだろ
う。
　このようなインドの動きに対して、米国と豪州は、対
露制裁の骨抜きにしているとしてインドを批判しており
＊48、日米豪印4カ国の中国を念頭に置いた枠組みであ
る「クアッド（日米豪印戦略対話）」での協力に水を差すこ
とも指摘されている。
　4月1日、ロシア・ラブロフ外相はニューデリーを訪問、
ジャイシャンカル外相と会談し、インドとのエネルギー
分野での協力を今後も進める意向を表明した。ジャイ
シャンカル大臣は会談冒頭、ウクライナ情勢を念頭に「対
話と外交による解決が望ましい」との立場を強調し、ラ
ブロフ外相はウクライナ情勢をめぐるインドの立場は

「一方的ではない」として評価した＊49。ロシアが国際的
に孤立する中、エネルギー需要が増大することが見込ま

れるインドへロシアがどのように接近するのか、中国と
の対比でも注目される。5月24日には米財務省がローゼ
ンバーグ・テロ資金調達・金融犯罪担当次官補が訪印す
ると発表し、ウクライナ侵攻を受けてロシアに制裁を科
す中、インドのロシア産原油購入抑制を目指し、政府当
局者や企業等と協議することを明らかにしている＊50。
　なお、中国に関しては、3月月間のロシア産原油輸入
量は前年同月比1%増加に留まった。内訳もコジミノ港
が4.6%増加、大慶支線は1%増加した一方でカザフ経由
が11%減少となっている。対中原油輸出（東方）は2021
年に日量115万バレルあり、その半分以上がすでに発効
している長期契約に基づくものである。また、中国政府
もウクライナ情勢が緊迫する中で、国際協調の和を乱さ
ないよう国営企業等へロシアとの協業や新規出資をサス
ペンドするよう通達が出されているという噂もある。イ
ンドのようにディスカウントされたロシア産原油購入の
動きは余り見られないが、東方向けの原油価格指標であ
るESPOブレンドもドバイ原油に対して20ドル程度ディ
スカウントされており、山東省等に位置する地方製油所
が一部調達に動いていたと考えられている。また、
SinopecやPetroChinaはロシアからの追加のLNG購入
を慎重に検討しており、スポット取引で大幅に値引きさ
れた水準での購入に向け供給側と協議しているとの報道
も出ていた＊51。

（3）ロシア産原油の産地偽装問題

　制裁をかい潜り、ロシア産原油を輸送するために、第

出所：国連広報および世銀資料より JOGMEC 作成

ロシアのウクライナ侵攻に対する国連決議での温度差図12
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　戦場に最も近く、ロシアが問題視し今回の戦争の引き
金とも呼べるNATOの東方拡大の当事者であり、そし
てロシアにとっては長年ドル箱市場であった欧州は、ロ
シア産エネルギー依存からの脱却というベクトルに舵を
切り出した。ソ連時代に建設された長大なインフラを有
し、欧州に対して最も安価な石油天然ガスを供給できる
ロシアは、これまで、欧州がそのような利点を捨てて、
ロシアというエネルギー供給者を排除するという激しい
痛みを伴う政策を執ることはできないと考えていた節が
ある。4月14日にプーチン大統領は「欧州諸国が即時に
ロシア産ガスを完全に切り捨てることはできない。非友
好的な国はロシア産エネルギーなしではやっていけない
と認めている。現時点で欧州には合理的な天然ガスの代
替品は存在しない」と言明しているところにもその考え
を垣間見ることができるが、同時にロシアはエネルギー

を東方に振り向けるよう取り組むとも表明し、今後アジ
アへのエネルギー供給拡大に向けインフラを構築する必
要があると強調した他、エネルギー輸出をアフリカや中
南米にも振り向けるべきという考えを示した＊55。これ
は欧州のロシア産エネルギー依存脱却への警戒と焦りの
表れともいえるだろう。
　果たして、欧州はロシア産エネルギー依存からの脱却
は可能なのか。3月8日、欧州委員会は天然ガスを皮切
りに、欧州をロシア産化石燃料依存から独立させるべく、
①エネルギー価格の高騰および需給逼迫への短期的な対
応策、②ロシア産化石燃料への依存からの脱却を2本柱
とする政策コミュニケ（提案）を発表した。それに先立っ
て、3月3日にはIEAが欧州委員会への提言として、EU
のロシアの天然ガス輸入への依存を1年間で3分の1以
上減らすための10ポイント提言を発表し、欧州委員会

7. ロシアの誤算：欧州がロシア産エネルギー依存からの脱却へ舵を切り出した

三者に船舶の位置情報が分かる船舶自動識別装置（AIS）
をオフにし、ロシア産原油輸送を隠す石油タンカーも増
加している模様だ。実際、制裁措置が海運および関連産
業に向けられることによって、貿易制裁に違反して取引
される貨物は増加傾向にあるといわれている。
　イランやベネズエラ制裁の発動後もこれら国々産の原
油が制裁を回避して、輸出されていることが明らかになっ
ている。制裁回避に利用される手法には船舶、貨物、地
理的位置や航行活動を特定する情報を混乱させたり、隠
蔽したりすることで、監視や摘発から逃れようとするも
のである。それらは次の4つの方法といわれている＊52。
　① 船舶の位置を偽装し、船舶のデジタル識別情報を変

更するために、船舶の船舶自動識別装置（AIS）を操
作する。

　②実際の船舶の外観を変更する。
　③船舶や貨物に関する書類を改ざんする。
　④ 貨物が制裁対象国原産であることを隠蔽するため

に、船から船への積み替え（STS）を何度も行う。
　また、船舶の安全と危機管理のためにAISを停止する
ことは依然として合法であり、その船長に判断が委ねら
れている。
　ロシア産原油についても、その産地を偽装するべく、
次のような方法が行われているとの指摘がなされてい
る。例えば、取引の基本条件を「売り手が販売する商品

がロシア産ではなく、ロシアで積み込まれたりロシア連
邦から輸送されたりしたものではないこと」とした上で、
ロシア産の定義を「ロシア連邦で生産された場合、ある
いは体積の50%以上がロシアで生産された材料で構成
されている場合」と変更しているという。つまり、荷と
なる原油の49.99%がロシア産であったとしても50.01%
が他の国や地域から産出されたものであれば、ロシア産
ではないという扱いになる。これは、石油トレーダーの
間では「ラトビア・ブレンド」と呼ばれているもので、具
体的にはバルト海プリモルスク港からラトビアのベンツ
ピルス港へ原油を輸送し、そこでブレンドを行っている
と噂されている。ブレンド作業はラトビアやオランダ、
公海上で瀬取り・洋上積み替えを行い、安く仕入れたロ
シア産原油と他原油をブレンドすることで産地を偽装す
るというものである＊53。
　また、ロシアの必要とされない原油を積み込んだタン
カーがシンガポール近海で集積しているとの情報も出て
きた。それらロシアの原油で満たされたタンカー群は、
年末に発動する欧州制裁に先立ち、アジアに振り向けら
れることを見込み、シンガポールとマレーシアの近くに
停泊している。取引高は1 年前の水準の2倍以上に増加
しており、マレーシアのジョホール海峡近海のタンジュ
ン・ペレパス港が、石油製品や原油の船から船への瀬取
りに使用されているという＊54。
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の動きの起点となった＊56。
　これによりロシアからの天然ガス輸入を今年は3分の
1（ロシアからの輸入量155BCMの内、約52BCM）を削
減できるとするものだった。ビロルIEA事務局長も「も
はや誰も幻想に陥っていない。ロシアが天然ガス資源を
経済的・政治的武器として使用していることは、来年の
冬にロシアのガス供給に関するかなりの不確実性に直面
する準備をするために、ヨーロッパが迅速に行動する必
要があることを示している」と述べ、可及的速やかな対
応が必要であると述べた＊57。
　このIEAの10ポイント提言をバックボーンとして、3
月8日に欧州委員会が政策コミュニケを発表した＊58。そ
れは大きく4つの要点（〈参考②〉）から成っている。
　そして、その後、3月11日のG7首脳声明（ベルサイユ）
とその措置を経て、3月25日に米国とエネルギー安全保
障に関する共同声明を発表した＊59。それは3つの柱（〈参
考③〉）から成っている。
　このように3月3日から25日までの間にロシア産化石

燃料の依存軽減の議論について、欧州委員会では、
　①年内の削減目標拡大：3分の1	→3分の2
　②	依存脱却のタイミングの前倒し：2030年以前

→2027年

と次第に強化されてきたことが分かる。
　政策コミュニケは、法的効力は発生しないガイドライ
ンとしての位置づけであり、今後その具体的な方策につ
いての議論や加盟国との調整が始まっていくものだが、
ウクライナ情勢が欧州委員会をして、ロシア離れを加速
させ、積極的にその道筋を示そうとしているこれらの動
きは、ロシア依存度からの脱却という強固なベクトルへ
進んでいくことを確信させるものである。
　それを牽引するかのように、欧州最大需要国のドイツ
は、ハーベック経済相がロシア産化石燃料の輸入を削減
し、2024年半ばまでに同国産ガスへの依存からほぼ完
全に脱却する計画について明らかにしている。また、今
年については年央までにロシア産原油の輸入を半減さ
せ、年末までにほぼ自立を目指す内容で、石炭の輸入に

＜参考①＞ IEAによる欧州委員会への 10 ポイント提言（3月 3日）

①ロシアとの新しいガス契約に署名しない。 （2022 年末までに最低 15BCM 分の契約が失効）
②他の供給源からのガス供給を最大化する。    （最大 10BCM）
③ガス貯蔵の最低義務の導入。 （10 月 1 日までに最低在庫レベル 90% を達成する必要）
④新たな太陽光と風力プロジェクトの展開加速。    （6BCM削減）
⑤バイオマス・原子力等既存の低排出エネルギー源を最大限に活用する。 （13BCM削減）
⑥電力高価格からの消費者の保護措置。
⑦天然ガスボイラーをヒートポンプへ転換加速。    （2BCM削減）
⑧建物・産業でのエネルギー効率対策を強化する。    （1 ～ 2BCM削減）
⑨市民の自宅の熱暖房を 1 度下げる。     （10BCM削減）
⑩電力システムの柔軟性、ソースの多様化および脱炭素取組強化。

＜参考②＞欧州委員会による加盟国への共同コミュニケ（3月 8日）

①年末までにロシア産天然ガスに対する欧州需要を 3 分の 2 削減する。注：IEA 案は 3 分の 1。
② 毎年 10 月 1 日までに EU 全体の地下ガス貯蔵をその容量の少なくとも 90% まで満たすことを要求する立法案

を 4 月までに提示。
③事業者、特に Gazprom による独占・不公正競争に対する懸念に応え、調査を継続。
④ 2030 年以前にロシア産化石燃料への依存を排除するべく、「REPowerEU」計画策定を提案。
　－ロシア以外の供給者からのより多くの LNG とパイプラインガスの輸入。
　－大規模なバイオメタンおよびグリーン水素の生産および輸入。

＜参考③＞米欧によるエネ安全保障に関する共同声明（3月 25 日）

①欧州のエネルギー安全保障確保を促進する共同タスクフォースを設立。
②米国が 2022 年末までに少なくとも 15BCM の LNG を追加で EU に供給。
③  EU のロシア依存脱却に向けた戦略（＝ REPowerEU ／ 2027 年までにロシアの化石燃料への依存脱却）の実

現に向け、米国から更なる EU 向け LNG 供給拡大に取り組む。
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　そもそも天然ガス価格は昨年秋から、ロシア要因だけ
ではなく、欧州における再生可能エネルギーの出力不足
やアジア諸国の積極的なLNG購入による欧州へのLNG
流入減少に伴う欧州の天然ガス在庫の低迷、天然ガス需
給の引き締まり、石炭価格の高騰といった複合的な要因
で高値を付けてきた。北東アジアの指標JKMは2021年
初にも30ドルを超え史上最高値を更新したばかりだっ
たが、同年9月にはその2倍に近い56.3ドルを付けた。
欧州でもTTFが同9月に34.4ドル、そして、年末には
JKMを超え、60.7ドルと史上最高値を更新した。そこ
に発生したロシアのウクライナ侵攻とこれまで述べてき
た禁輸措置によって、今年3月には一時JKMは84.8ドル、
欧州TTFは72.3ドルという高価格を付けた。すでに数
値上ではまるで原油価格のような価格帯を示すなか、更
に記録を更新する事象がロシア主導で行われた。6月中
旬から8月下旬にかけて発生した独露を結ぶ大動脈
Nord Streamの輸送量縮小である。8月25日の完全停止
を受けて、欧州TTFは史上最高の92.6ドルを記録した。
その後、ガス価格は落ち着きを取り戻すが、9月26日の

Nord StreamおよびNord Stream 2爆破工作事件を受け
（11.にて詳述）、現在まで高止まりした状況が続いてい
る。この1年の乱高下と高価格帯で感覚が麻痺しつつあ
るが、2020年5月にはコロナ禍とはいえ欧州ガス価格
最安値である1.2ドルを付けたことを考えると、現在は
極めて異常な価格であり、他エネルギー源に対して価格
競争力のない天然ガスに対する人気を貶める危機的な価
格帯が続いているのが現下の状況である。

（1） 供給余力と柔軟な輸送方法のある原油、そうでない

天然ガス

　ロシア産エネルギーの禁輸という側面で見た場合、原
油と天然ガスでは事情が全く異なるということにも留意
が必要である。それは①供給余力、②輸送インフラ、③
ロシアの生産地域の特徴という3つの違いに起因してい
る。

①供給余力
　原油はスイングプロデューサーとしての地位を有する

8. 原油と天然ガス：禁輸に伴う代替可能性と異なる深刻度

ついては秋までに完全停止できる可能性があると述べ
た。一方で、経済に及ぼす影響が大きいとして、ロシア
産エネルギーからの即時脱却は無理であるとの見方も改
めて示している＊60。また、ドイツの電力最大手E.ONの
バーンバウムCEOは、ドイツがロシア産ガスへの依存
から脱却するには3年かかるとの見方を示している。ロ
シア産ガスの供給が途絶えれば、ドイツ経済は「甚大な
損害を被ることになり、どんな方法であれそうした状況
を回避すべきだ」と語っているが＊61、驚くべきは最大需
要国でロシア産ガスへの依存度が高いドイツでさえ、ロ
シア産ガスへの依存からの脱却が即時はできないが、3
年という短期では可能であるという見方を示しているこ
とであろう。
　他方、加盟国によっては、当然ながら対応への違いが
明らかになりつつある。4月12日、オーストリア、ハン
ガリー等中欧5カ国がプラハで外相会合を開き、ロシア
産エネルギーへの依存からの脱却をめぐり協議を行って
いるが、脱ロシア依存への対応は積極派と消極派に分か
れる形となった。ハンガリーのペーテル外務貿易相は会
合後、「ハンガリーにはエネルギー安全保障という、越

えてはならない一線が明確にある。原油・天然ガスに関
する制裁には参加できない」と明言した。スロバキアの
コルチョク外務・欧州問題相は、ロシアからの原油・天
然ガスの輸入を停止する用意はあるとしながらも、実現
には時間がかかると強調している。チェコのリパフス
キー外相は「ロシアが欧州との貿易で得る収入を最小化
しなければならない」として、エネルギー禁輸に向けた
議論を推進させる考えを示した＊62。
　これらパイプラインで結ばれた中欧諸国の動きが、5
月8日のG7首脳宣言で出されたロシア産石油禁輸につ
いて、欧州連合での加速にブレーキを掛けることとなっ
た。欧州委員会は石油禁輸を盛り込んだ対露制裁案（第
6次制裁パッケージ）を提示し、ロシアからの原油輸入
を6カ月以内、石油製品輸入を年末までに段階的に廃止
する方針を示したが、ハンガリーを中心とした反発に
よって決着は月末までずれ込んだ。最終的には海上輸送
による石油輸入（ロシア産全輸入量の90%）を年内に停
止する一方、ハンガリー、スロバキア、チェコのパイプ
ラインによる石油輸入は継続することで妥結が図られ
た。
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サウジアラビアを筆頭に中東産油国を中心に、供給余力
（スペアキャパシティ）が世界に日量300万バレル程ある
といわれている。ロシアの輸出量が同533万バレル（2021
年）であることを考えれば、十分な量とはいえないが、
OECD諸国の在庫や戦略石油備蓄（SPR）と併せ、市場に
も本格的な供給途絶の際に一定の安心感を与えているの
も事実である。他方、天然ガスには現時点ではサウジア
ラビアのようなスイングプロデューサーが存在しない。
供給側にスペアキャパシティと呼べるものはなく（ロシ
アだけが欧州に対してパイプライン供給余力を有する
が、その欧州がロシア産ガス離れを加速しようとしてい
る）、欧州の在庫は低迷しており、その他の消費国にお
けるガス貯蔵・在庫の整備も十分とはいえない。

②輸送インフラ
　天然ガスは輸送において気体でのパイプライン輸送

（国と国を結ぶ国際パイプライン）か、液化しなければな
らない特殊な海上輸送という硬直的なインフラを使うこ
とが特徴である。常温常圧で大量輸送が可能である原油
とは異なる。ガス供給余力を有するロシアもそのガスを、
パイプラインを有している場所にしか運べない。液化す
るのには巨額の投資が必要であり、その長期間に及ぶコ
スト回収の必要性からマーケット（買い手）が付く見通し
数量での設計生産（液化）容量とならざるを得ない。供給
余力という概念は経済性を棄損するため、そもそも存在
しないのがLNGプロジェクトの特徴といえるだろう。

③ロシアの生産地域の特徴
　端的に言えば、ロシアは原油については東西がパイプ
ラインで接続されている一方、天然ガスは東西がパイプ
ラインで結ばれておらず、欧州向けの天然ガスは西シベ
リア・ガス田から、中国向けの天然ガスは東シベリア・
ガス田と、異なる生産地域から輸送されている。欧州の
代替市場と考えられるのが成長著しい中国であるが、ま
ず天然ガスについては欧州向け西シベリア・ガス田と中
国を結ぶパイプラインの建設（後述の「シベリアの力2」）
が必要である。現時点で露中が速やかに合意に至った場
合2024年建設を開始し、2029年頃の完成という可能

出所：JOGMEC

世界の天然ガス価格の推移図13

出所：公開情報より JOGMEC 取り纏め

主要油種とロシア産原油の性状表2

油種 API 比重 硫黄分
世
界
の
主
要
油
種

アラビアンライト 32.0 ～ 35.0 1.8 ～ 2.0%
WTI 38.7 0.45%
Brent 37.6 0.2%
Dubai 31.0 2.0%

ロ
シ
ア
産
油
種

ウラルブレンド 29.8 ～ 30.4 1.5 ～ 1.7%
ESPOブレンド 35.0 0.5 ～ 0.6%
Siberian�Light 35.0 0.6%
Sokol（S-1） 35.0 0.29%
Sakhalin�Blend（S-2） 48.9 0.15%
Varandey�Blend 37.5 0.4%
ARCO 24.0 2.3%
Novy�Port 36.2 0.1%
REBCO 32.0 1.8%
CPC�Blend 38.5 0.16%
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性があるものの、一朝一夕に欧州の失われた天然ガス市
場を中国で代替することにはならない。
　また、原油については、確かに東西は結ばれており、
西シベリア産原油の輸出がアジア太平洋でも始まってい
るが、油種が異なるという点も指摘しなければならない。
欧州向けはウラルブレンドと呼ばれる比較的重い原油

（API比重：29.8 ～ 30.4 ／硫黄分：1.5 ～ 1.7%）であり、
アジア太平洋向けはESPOブレンドという軽質・低硫黄

原油（API比重：35 ／硫黄分：0.5 ～ 0.6%）である（表2）。
ただし、ESPOブレンドはすでに西シベリア産原油を受
け入れた実績があり、その際にはESPOブレンドの定義
を緩和することでロシア政府が対応した実績がある。つ
まり、技術的には欧州が買わなくなった西シベリア原油
を東シベリアへ輸送し、中国やアジア太平洋市場に販売
することは可能といえるだろう。

ロシアの原油輸送パイプラインと 2021 年の輸出実績（PL・港別）図14

出所：ロシア Transneft 公開資料等から JOGMEC 作成
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（2） EU制裁第5次パッケージがもたらす天然ガス・

ショート（供給途絶）

　石炭禁輸が注目され、余り大きく報道されていないが、
4月8日に発動されたEU制裁第5次パッケージにはLNG
関連6製品（液化技術を含む資機材）＊63が含まれている。
このLNG製品の対露禁輸措置は世界の天然ガス市場に
大きな影響を及ぼす可能性がある。
　欧米がパテントを有し、ロシアではまだ黎明期＊64 の

天然ガス液化技術が制裁対象となれば、ロシア政府が目
指す2035年に向けたLNG拡張計画＊65 が大きく狂うこ
とは確実となる。それは将来の話だけでなく、ドイツ
Lindeの技術を採用しているアルクチク（Arctic）LNG-2
およびバルト海ウスチ・ルーガLNG（バルチックLNG）
プロジェクトにも影響を及ぼす。4月12日付けのコメル
サント紙は「同制裁がロシアのLNG拡張計画の棺桶の蓋
に最後の釘を打つことになる」と述べている。年間約

出所：Gazprom 公開資料等から JOGMEC 作成

ロシアの天然ガス輸送パイプラインと 2021 年の輸出実績（PL・港別）図15
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2,600万トンの拡張（上記両プロジェクト）の稼働時期が
不透明となるためである。ロシアは2019年に中規模・
大規模 LNGプラントで使用する極低温熱交換器の
100%、極低温ポンプの95%を輸入に依存していた。政
府の輸入代替プログラムの下では依存シェアは2024年
までにそれぞれ80%と40%に減少する計画だった。EU
の制裁では2022年2月26日より前に締結された契約は
この5月27日までにWindfall（猶予）期間が設けられて
おり、この対象がアルクチクLNG-2（1,980万トン／年）、
ウスチ・ルーガLNG（1,300万トン／年）である。同紙で
はこれまで主要な機器は8割以上完成しているアルクチ
クLNG-2の第1トレインには供給された模様であると報
じている＊66。
　欧州政府がなぜ今回、ドイツ企業が技術供与し、フラ
ンスTOTALを中心に中国および日本も参画するプロ
ジェクトに影響を与えるLNG製品禁輸措置を盛り込ん
だのかは現時点でも不明である。先立って、米国と共同
で発表した3月25日の「欧州のエネルギー安全保障に関
する共同声明」（7.参照）で謳われたように、ロシア産
天然ガス依存度を低減するための米国からの追加LNG
供給に関する協議が何らかの影響を与えた可能性がある
かもしれないが真相は分からない。
　アルクチクLNG-2については全3トレインの内、第1
トレインについて、欧州制裁を回避して全ての資機材調
達が5月27日に完了し、2023年内の稼働開始が実現す
る可能性もある。しかしながら、世界のLNG需要の今
後の上昇と、現在計画されているLNGプロジェクトの
供給見通しを見ると楽観はできない。図16のとおり、
今回のEU制裁によって、アルクチクLNG-2について、
第1トレインのみが稼働するという前提では2025年か

ら2026年にかけて、世界のLNG需給は逼迫することが
見通され、第1トレインが稼働しなければショート（供
給途絶）を起こすことが確実となっている。現下のガス
価格の高止まりも2025年に向かって供給が縮小するこ
とにより、継続していく可能性が見込まれる。

（3）東方シフトをさらに加速するロシアが直面する課題

　今回のウクライナ侵攻による欧米制裁によって、深刻
な痛手を負うロシアは、ロシア離れを加速する欧州諸国
の市場を代替するべく、中国への歩み寄りを強めること
は確かである。実際、プーチン大統領は、ロシアは石油、
ガス、石炭等国内の膨大なエネルギー資源の輸出先を西
側諸国からその他必要としている国々に容易に変更する
ことができると述べている。「ロシアの石油、ガス、石
炭に関しては、国内市場での消費を増やすことが可能だ。
同時にエネルギー資源を本当に必要としている世界の他
の地域への供給も増加させる。もちろん、我々も問題に
直面しているが、これは新たな機会を開くものである」。
また、前述のとおり、シュルギノフ・エネルギー大臣は
イズベスチヤ紙に対して、政府は「友好国に対してどん
な価格帯であれ」原油や石油製品を販売する用意がある
ことを明らかにしている＊67。
　また、プーチン大統領は、「欧州諸国が即時にロシア
産ガスを完全に切り捨てることはできない」と言明した
上で、欧州がロシア産エネルギー依存脱却を目指すなか、
ロシアはエネルギーを東方に振り向けるよう取り組むと
表明している。「（欧州の）非友好的な国は、天然ガス等
ロシア産エネルギーなしではやっていけないと認めてい
る。現時点で欧州には合理的な（ガスの）代替品は存在し
ない。ロシアはアジアへのエネルギー供給拡大に向けイ

出所：JOGMEC

世界の LNG 供給余力の見通し図16
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ンフラを構築する必要がある。また、エネルギー輸出を
アフリカや中南米にも振り向けるべきだ」という考えを
示している＊68。
　これらの発言を受けて、ロシア政府がエネルギー供給
先を欧州から東方に大幅にシフトさせるための準備を行
おうとしていることをコメルサント紙も報じている。
プーチン大統領は、「数年のうちに石油ガスの供給先を
西側から有望なエリアの市場に振り向けることを可能に
する関連インフラ建設プロジェクト、すなわち、鉄道、
PL、港湾関連プロジェクトの実現を加速させる必要が
ある」と述べ、政府に指示を出したとされている。
　当該プロジェクトの中には、シベリアの力およびサハ
リン～ハバロフスク～ウラジオストク（SKV）PLを統一
ガス供給システムに連結させることを念頭においたプロ
ジェクトを含めることを命じている（図17ではブラゴ
ベシチェンスクからハバロフスクへ延びる赤の破線部分
に該当／約700キロメートル）。現在、統一ガス供給シ
ステムの東限は、ノヴォシビルスク州とケメロヴォ州の
境界線付近となっているが、「シベリアの力2」プロジェ
クトの枠内で、ケメロヴォ～クラスノヤルスク～タイ
シェット～イルクーツク区間に長さ約1,400キロメート
ルのパイプラインも建設される予定となっている模様で

ある＊69。
　しかし、問題はこれらプロジェクトに多大な建設コス
トがかかることはもちろんのこと、供給源多様化に成功
している中国が「シベリアの力」同様に買い叩く可能性、
そして、最大の問題は中国にそれだけの市場があるのか
どうかということである。少なくとも欧州というロシア
にとって半世紀にわたってドル箱であった大市場を代替
することは中国にはできないと考えられる。
　まず、「歴史は繰り返す」という言葉が頭をよぎる。
2014年3月のクリミア併合直後、5月に7年越しの交渉
を経て合意に至ったのが「シベリアの力」（2019年稼働）
であった。しかし、中国はそれまでにロシア産天然ガス
に頼らないで済む状況を創り出してきた。2009年にト
ルクメニスタンをはじめとする中央アジア諸国から極め
て有利な条件で天然ガスを調達することに成功し（年間
30BCM）＊70、2013年からはミャンマーからパイプライ
ンガスの輸入が始まり（同12BCM）、さらにLNG分野で
の世界の上流プロジェクトに進出しているのに加え（輸
入量は年間73BCMに上る）、IEAの見通しによれば、
国内ガス生産も今後堅調に増大していく＊71。それだけ
ではない。中国はGazpromとの長期天然ガス供給契約
に合意する直前の2014年1月には、NOVATEKが進め

出所：JOGMEC

ロシアの東方シフトによって 21 世紀に生まれた新たな原油天然ガスフロー図17
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るヤマルLNGプロジェクトに20%（シルクロード基金を
加えれば29.9%）参画し、2019年4月にはCNPCおよび
CNOOCとアルクチク LNG-2 プロジェクトに各 10%
ファームインすることで、ロシアにおけるガス上流権益
獲得を成就している。すなわち、中国はこの長期供給契
約に合意する前にロシアの天然ガスを買い叩くべく、さ
まざまな供給ルートからの天然ガス調達を実現している
だけでなく、同じロシア産のガスについても上流にも参
画しながら、パイプラインで供給するGazpromとは異
なる会社（NOVATEK）かつLNGでの価格での比較が可
能なポジションに付けていた。2014年5月、長年交渉
が停滞した中露天然ガス売買契約について、ロシア

（Gazprom）が中国と合意することができた背景には、交
渉ポジションが弱く、さらに欧米制裁によって孤立し始
めていたロシアが契約条件において譲歩を行ったと考え
られる。その譲歩の内容は契約価格の実績に端的に見出
すことができる。図18は、中国の海外からの天然ガス
輸入価格の過去10年余りの推移である。左にパイプラ
イン（PL）輸入価格、右にLNG輸入価格を示しているが、
この中で最も安い価格を示しているのが、2019年から
稼働を開始したロシアからのパイプラインガス（「シベリ
アの力」／図中は左図のピンク色の実線）であることが
分かる。その価格は、対中LNG平均価格（10.10ドル／
百万BTU）の半額程度（5.20ドル）という安さでの提供と
なっている。
　図19は供給サイドから見た場合に、単純に現在の欧
州へのロシア産ガスの年間輸出量である155BCM（パイ

プライン+LNG ／トルコ向けや欧州トランジットでの
LNGを加えると194BCMへ増加）を今後需要増加が見込
まれる中国およびインドについて、既存分はそのままに、
追加需要分を対象として検討したものである。
　前述のとおり、欧州はロシアに対するLNG機器禁輸
措置を採った結果、陸続きではない、LNG輸送が前提
となるインドは除外されることになる。それでもLNG
輸入見込みは全量で43BCM（2030年）に過ぎない。そ
うするとパイプラインで輸出できる中国が対象となる
が、中国国内生産を考慮し、2030年時点で中国が外国
から輸入するパイプラインガス（35BCM）およびLNG

（30BCM）の合計は65BCMとなる。LNGがインド同様
に輸出できない想定に立てば、価格値下げ攻勢で中国の
需要35BCMを確保したとしても、現在の欧州へ輸出量
の23%程度にしかならない。
　シベリアの力2の枠内で東シベリアの大都市のガス化
が行われる予定となっており、国内のガス消費量が増加
する可能性はある。しかし、国内では統制価格が適用さ
れているので、国内市場での販売が増えても、欧州向け
ガス輸出の縮小に伴う収入の減少をカバーすることはで
きない。また、シベリアの力に匹敵する規模のパイプラ
インの建設には約5年が必要となることも上記コメルサ
ント紙で指摘されている。現時点で中露はガス売買契約
を結んでいないが、現在の計画（モンゴル政府発表）どお
り2024年に建設を開始した場合、稼働は2029年頃と
なる。稼働開始後、目標輸出量を達成するには更に数年
を要することになるだろう。

出所：JOGMEC

「シベリアの力」稼働前と稼働後の対中天然ガス価格の推移（単位：ドル／百万 BTU）図18
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　もちろんこれら前提は欧州が本当にロシア産天然ガス
を買わないという仮説（2027年までにロシア産化石燃料
から脱却するREPowerEU）に立ったものであり、そこに
は段階的な廃止や加盟国による対応の違い、ウクライナ
危機の終息による対応の変化は織り込まれていない。他
方、他供給ソースを有する需要サイドの視点からは、ロ

シアがいかに安価な天然ガスを供給してくるのかという
点が、ロシア産天然ガスを選択する際の鍵となってくる。
つまり、ロシアは一部欧州市場を代替できるかもしれな
いが単純にその他天然ガス新興国に代替されるというこ
ともなく、さらに確保できた市場シェアでも安価なガス
価格での販売を強いられる可能性が高いといえるだろう。

（1） サハリン2プロジェクトを対象にロシア法人への移

管を求める大統領令を発出

　6月30日深夜、クレムリンのサイトに、新たな大統領
令「複数の外国および国際組織の非友好的な行動に関わ
る燃料エネルギー分野における特別経済措置の適用につ
いて」（第416号）にプーチン大統領が署名したことが発

表された＊72。
　Gazpromが大株主であり、ロシア最初のLNGプロジェ
クトであるサハリン2を名指しする大統領令であり、現
行の外国法人（バミューダ）からロシア法人への移管を指
示するのが柱ではあるが、穏便ではない複数の問題を提
起する内容となっている。

9. サハリン2に対するカウンター制裁：大統領令発出をめぐる動き

出所：JOGMEC

中印はロシアにとっての欧州市場の代替となり得るか図19

＜参考＞大統領令から提起される問題点
▶ サハリン 2 プロジェクトを規定する連邦法「生産物分与契約（PSA）法」を無視し、大統領令による指示発動

となっていること。

▶ 今回の大統領令発出の背景にサハリン 2 プロジェクトの義務違反を暗示、大統領令自体を正当化しようとして
いること。

▶ その義務違反について損失額を計算し、サハリン 2 外資に賠償を求めようとしていること＊ 73。
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　このロシア政府の動きには伏線がすでにあった。5月
初旬から6月初旬にかけて、G7、そしてEUは対露制裁
の本丸である石油禁輸に踏み込んだ。この欧米の動きに
呼応するように、ロシア政府高官からも過激な発言が出
始めていた。
　5 月 25 日、ヴォロージン下院議長は、
日本、英国、オランダを名指しし、「サハ
リン2で巨大な利益を得ている。Gazprom
や友好国の企業に株式を売却すべき」と議
会で発言した＊74。
　さらに6月15日には、サハリン2だけでなくサハリン
1も名指しし、「1990年代に締結された2つのPSAプロジェ
クトのおかげで日本は多大な利潤を得ている一方、日本

政府がロシアに対する制裁措置を何百も導入している。
日本はサハリン1およびサハリン2から撤退するか、ロ
シアに対する態度を改めるか、どちらかを選択すべきだ」
と述べている＊75。この発言の日、昨年末から鉱業権（ラ
イセンス）付与のプロセスに関連して、すでに改正に向
けて動いていた、PSA法と並ぶもう一つのロシアの石
油鉱業権（ライセンス）を規定する連邦法「地下資源法」の
改正案に、急遽、「地下資源利用ライセンスの利用者を
ロシアに登記されるロシア法人および個人事業主に限定
する」という案が盛り込まれたのは、偶然ではない。最
終的に今回の大統領令が出される直前の6月28日に、
地下資源法の改正も行われている。

（2） 地下資源法（1992年）とPSA法（1995年）の

違い

　ロシアには石油ガス上流開発において、2つの連邦法、
「地下資源法」（1992年）と「PSA法」（1995年）が存在
する。なぜ2つの法律が並存しているのか、簡単に言えば、

「地下資源法では守られないまたは曖昧な外国投資家の
権利状況を守るべく生まれたのがPSA法」ということに
なる。それらの権限については大まかに次の3つ（表3）
に大別される。

出所：公開情報より JOGMEC 取り纏め

大統領令と並行して改正された地下資源法の内容図20

ヴォロージン
下院議長

地下資源法と PSA 法の違い表3

注 1： 地下資源法によるライセンスに基づいたパートナーとの共同操業契約において、理論的には各パートナー合意の下で第三国準拠法を認めることも
可能であるが、事例は少ないと想定されることから△としている。

注 2：PSA 法については③接収リスクについて今回の大統領令次第では「なかった」と過去形になる可能性がある。

▶ Gazprom 以外のサハリン 2 参画者（シェル、三井物産および三菱商事）は、新たなロシア法人への権利・義務
移管に同意通知を行う必要があるが、それを拒否する権利がロシア政府に与えられていること。その場合移管
されなかった外資シェアはロシア政府が接収することとなる。

▶ ロシア法人移管後の活動は PSA 法に従って継続されると読めるが、外資が PSA 法を重視した理由である第三
国準拠法により係争解決と外資権利の保護については、ロシア法適用・モスクワ市仲裁裁判所による係争解決
と大きく後退する内容となっていること。
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①投資家に対して優先コスト回収が認められている
　まず最も重要な点として、ロイヤリティ支払いスキー
ムの違いがある。PSAでは投資家による投下コストに
対する優先コスト回収が認められている。自ら投下した
コストの早期回収を可能とすることはプロジェクトの現
在価値を高め、外資にとっては魅力的な石油契約に映る。
また、産油国にとっては自らの費用負担なく、技術的に
難しいフロンティア開発等リスクの高いエリアに適用す
ることで、技術を有するメジャーを招致することが可能
となる。そして、発見・開発に至れば、それら油ガス田
資産をマネタイズし、歳入を増やすことにつながる。
　このようにPSAというスキーム自体は外資を含む投

資家も産油ガス国も相互に恩恵を被るものであるが、ロ
シアでは「90年代のソ連解体の混乱期に西側よって結ば
れた不平等条約」という認識が生まれ、21世紀に入って
からの油価高騰の中で資源や資産の囲い込みを志向する
中で強化されてきた。結果、これまで成立したPSAプ
ロジェクトは、表3の地図にある、サハリン1（1995
年6月PSA締結）、サハリン2（同1994年6月）および
Kharyaga（同1995年12月）の3つだけとなっている。
なお、PSA法はこれら 3 プロジェクトの成立後の、
1995年12月30日にエリツィン大統領が署名、翌年の1
月11日に発効している。そして、PSA法の中にもし
PSA法とこれら3プロジェクトの契約内容に矛盾が生じ

出所：公開情報より JOGMEC 取り纏め
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る場合には、これら3プロジェクトの契約内容が優先さ
れる旨、規定されている（同法第2条第7項）。

②�投資家に対して係争時に第三国でのその国の準拠法に
基づく係争協議が認められている

　PSAプロジェクト運営に当たってパートナーと係争
問題が生じた場合には、外資の権利が十分に守られてい
ない、または守られないリスクのあるその国（ロシア）の
法律で係争処理に入るのではなく、英国等の先進的・公
正な法制・裁判が期待できる第三国の裁判とその国の準
拠法に基づく係争問題解決が認められている。
　今回の大統領令では、第5条および6条にて、ロシア
法の適用とモスクワ市仲裁裁判所による係争処理が明
示、従うことが要求されている。このことは既存外資に
とっては、今後ロシア政府によるあからさまかつロシア
政府の匙加減での干渉が行われるリスクと映ることは確
実である。

③産油ガス国による国有化と接収リスク
　地下資源法に基づくライセンスは、行政的許可として
出されるため、政府による剥奪も可能となっている。実
際、所管する天然資源環境省主導で、違反を犯している

（環境問題・義務不履行等）と判断された事業者からライ
センスを剥奪することを志向した事例がある。他方、
PSAにおいてはその権利・義務はPSA法の中で守られ
ており、政府が剥奪することはできない。

（3）大統領令（第416号）（6月30日）

　大統領令（第416号）のポイントは次のとおりとなる
＊76。大統領令の要求は、「サハリン2プロジェクトに対
して現在の外国法人（バミューダ法人）をロシア法人に移
管する」ことが柱となっている。これ自体は図20で示
した同時期に改正された地下資源法の内容と整合してい

る。しかし、その内容を読み解くと、ロシア政府の敵意
（悪意）が見られる内容となっている。

①サハリン2参画外資による「義務違反」と賠償を暗示
　まず挙げられるのは、ウクライナ侵攻を受けて発動さ
れた「非友好国」による制裁に対するカウンター措置であ
ることが前提となっている点である。そして、「生産物
分与契約の遂行にかかる義務について複数の外国法人・
個人が違反した結果生じた、ロシア連邦の自然・技術関
連の緊急事態、人々の生活や安全の脅威、国益や経済安
全の脅威に関連して、これらの外国法人・個人、および
それらの管理下にある法人・個人に対して、次の特別経
済措置を適用する」としており、サハリン2参画者（ただ
し、Gazpromは含まれないよう「外国法人」と限定）に対
して、義務違反とそれに対する賠償を暗示する内容と
なっている。
　しかし、周知のとおり、2002年からの当時のオペレー
ターであるシェルによるGazpromのファームアウト提
案から、紆余曲折を経て2006年末に正式にGazpromが
最大株主（50%+1株）として参画し、2009年のLNG生
産開始から10年以上にわたって、同社がサハリン2プ
ロジェクト運営に携わってきた。その最大株主としての
責任を除外して、外資にだけ「義務違反」を負わせるよう
な事象とは何か。2003年から2006年にかけて発生し
たユーコス事件（最終的にRosneftが接収）やGazpromが
サハリン2に参画する直前に急速に持ち上がった環境問
題（最終的にGazpromの支配株取得と外資3社は第2
フェーズ総事業費194億ドルの内、36億ドルの事業費
をコスト回収の対象としないことでロシア側と合意）と
いう過去の係争が想起されるような文言が盛り込まれて
いる。一説では、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、
2月28日には撤退プロセス開始の発表を行い、派遣して
いた外国人技術者の引き上げを行ってきたシェルが、サ

出所：公開情報より JOGMEC 取り纏め

大統領令（第 416 号）のポイント図21
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ハリン2プロジェクトの運営業務に損失を与えたとする
見方もある。

②�外資はロシア政府設立のロシア法人へ参加申請できる
が、その決定権はロシア政府にある

　ロシア政府はサハリン2プロジェクトの新たな受け皿
となるロシア法人を設立する。その設立から1カ月以内
にサハリン2外資はそのロシア法人のシェアを自身の所
有として受け入れる同意をロシア政府に通知しなくては
ならない。しかし、それで認められるのではなく、ロシ
ア政府はその申請を審査の上で拒否する権利も有してい
る。例えば①で指摘している「義務違反」を理由に、申請
拒否をする可能性も考えられる。そして、移管されなかっ
たロシア法人のシェアは、ロシア政府が査定し、ロシア
政府により定められる手順で、他のロシア法人に売却さ
れることとなっている。

（4） 大統領令の優位性をめぐる問題／なぜ大統領令が出

されたのか

　連邦法という最高位の法律で守られているPSAプロ
ジェクトに対して、今回、大統領令が出されたが、果た
して連邦法と大統領令はどちらが優位であるのかどうか
は、これまでも議論の対象となってきた。90年代には
エリツィン大統領の下で大統領令による法創造が実際に
行われ、憲法裁判所でも審査の対象となってきた。
1996年4月には、①「法規制の空白」の存在、②しかる
べき法令が制定された場合の大統領令の失効という条件
の下で大統領令を容認する判断を下している。続く

2001年6月の判例は今回の事例と類似しており重要で
ある。すでに複数の法律が存在しており、その内容に齟
齬がある場合に大統領令による法改正が可能であるとの
判断を示したものだからだ。前述の①「法規制の空白」は
著しく拡張されており、大統領の権限を規定する憲法第
90条「ロシア連邦大統領の大統領令および命令は、ロシ
ア連邦憲法および連邦法律に違反することはできない」
という規程とも矛盾する＊77。
　冒頭ヴォロージン下院議長発言を受け、地下資源法改
正に「地下資源利用ライセンスの利用者をロシアに登記
されるロシア法人および個人事業主に限定する」という
案が急遽盛り込まれ、改正された理由がここにつながる
のではないか。PSA法で守られたサハリン2プロジェク
トをターゲットとするべく、大統領令を有効にするため
に、PSA法と同じ連邦法である地下資源法を改正させ、
一方は外資による鉱業権保有を認め、一方はロシア法人
にのみ認めるという齟齬を創り出すことで、大統領令発
出の正当性を持たせたと見ることができる。

（5）なぜ今回サハリン2が対象となったのか

　大統領令にはサハリン2プロジェクトを示すPSA締結
日と鉱床名（Piltun-AxtokhskoeおよびLunskoe）が示さ
れており、なぜ今回同プロジェクトだけが対象となった
のかという疑問が湧く。推察の域を出ないが、現時点で
対象となっていない他PSAプロジェクトであるサハリ
ン1およびKharyagaと比較することで、その理由をあ
る程度考察することができる。
　まず最大の理由として考えられるのは、（4）のとおり、

3 つの PSA プロジェクトの比較表4

出所：公開・報道情報より JOGMEC 取り纏め
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地下資源法改正によってPSA法との齟齬を生じさせ、
大統領令の正当性を持たせたが故に、その焦点である外
国法人をロシア法人に変更させるという条件に最も合致
したのがサハリン2であったという見方である。サハリ
ン1およびKharyaga両プロジェクトは非法人型JVであ
り、そもそも変更させるべき法人がないことから、今回
は対象とならなかった。また、サハリン1については、
非友好国ではないインド（ONGC Videsh：20%）が参画
していることも影響を与えた可能性があるだろう。そし
て、今回の大統領令の主目的は西側制裁に対するカウン
ター制裁にあることから、その事業規模、生産される原
油・LNGの販売先（ロシアへの依存度）にとっても重要
なプロジェクトをターゲットとすることで、日本を含め
た非友好国に対する揺さぶり効果が最も大きなプロジェ
クトを選んだということも考えられる。

（6）サハリン2新ロシア法人の設立（8月5日）

　8月2日、ロシア政府は遂にサハリン2の権利・義務
を移管する新たなロシア法人の設立に関する政府令を発
表した＊78。新ロシア法人「サハリンスカヤ・エネルギヤ」
はこの政府令から3日以内に税務登記等の必要な正式手
続が執られ、最終的に統一国家法人登録簿に会社設立に
関する情報が登記された日から設立されたものとみなさ
れる。
　6月30日に出された大統領令では、新ロシア法人設立
から1カ月以内に、Gazprom以外の株主、つまり外資が、
ロシア政府に対して新ロシア法人移行に対する同意を通
知しなければならない。そして、ロシア政府は外資から
の同意通知を拒否する可能性についても触れられてお
り、その決定は通知後3日以内になされるとされている。
　今回の政府令によって、ロシア政府が示す1カ月以内
という時計が動き出したことになる。注目すべき点は、
大統領令発出からすでに1カ月余りの間、ロシア政府に
よって新ロシア法人設立というトリガーが引かれなかっ
たことだろう。これは、強権的に出された大統領令に対
して、ロシア政府の真の意図がどこにあるのか、外資が
ロシア政府、Gazpromと話し合いを持ち、両者の落と
し処を探って来たことを示すものだ。
　また、これから丁度1カ月先には9月5日から8日にか
けて、ウラジオストクにて、ロシア政府が西のサンクト
ペテルブルク経済フォーラムと並んで、最も力を入れて
きたロシア主導の国際会議「東方経済フォーラム」が開催
されるタイミングでもあった。国際的に孤立するロシア
にとっては、国威発揚と外資誘致を宣伝する重要な場と
なる。今回の政府令発出は、自作自演的ながら、サハリ

ン2に関して、「東方経済フォーラム」の場で、ロシア政
府が引き起こした「騒動」の決着を図ろうという意図も見
え隠れするタイミングともなった。

（7）日本企業の新法人への移管とシェル撤退の確定

　サハリン2に参画する三井物産（12.5%）と三菱商事
（10%）は、8月25日、新ロシア法人に参画することをそ
れぞれ決定したことを明らかにした＊79。両社の申請を
受けて、3日以内にその承認の是非を決定することとなっ
ていたロシア政府は、8月30日および31日に発行され
た個別の政府令に従って、両社の申請を承認したことを
発表した。他方、8月末の段階で、シェルはサハリン2
からの撤退に引き続き取り組んでいると述べるに留まっ
ていた＊80。
　8月31日付のコメルサント紙は、三井物産は新ロシア
法人株式をドバイ登記の子会社MIT SEL Investmentを
通じて取得し、三菱商事は同社子会社DGS Japan（登記
地は不明）を通じて取得すると報じている。
　ロシア政府による承認後、エネルギー政策を担当する
ノヴァク副首相が、9月1日、三井物産幹部（野崎常務執
行役員／エネルギー第二本部長）と会談し、エネルギー
分野における日露間協力とサハリン2を含む事業継続に
ついて協議したと発表した＊81。
　6月30日の大統領令では、外資による新ロシア法人へ
の参画を受けてもその申請を承認するか否かはロシア政
府に委ねられていたが、ロシア政府の承認によって、日
本企業にとっては、今回の大統領令をめぐる騒動は節目
を迎えた。他方、運営ルールを決める株主間協定は今後
の交渉次第との指摘もなされている。新会社の筆頭株主
であるGazporm等、新法人株主との具体的な協議が始
まるのは、新ロシア法人の新たな株主構成が決まった後
となる見込みである＊82。

①シェルの撤退方針が確定
　9月2日付のコメルサント紙は、残る外資であるシェ
ルが新ロシア法人へは出資しないことをロシア政府に通
知したと報道した。同社の正式リリースは出されていな
いが、複数のメディアが報じており、申請期限となる9
月4日を過ぎても、ロシア政府から同社の動向に対する
リリースは出されず、また、次項の新たな政府令発出の
動きを見ても、シェルが新ロシア法人には出資せず、ロ
シア政府が進める新ロシア法人下でのサハリン2プロ
ジェクトには関与しないことが確定したと考えられた。
　シェルが保有していた株式は、ロシア側の立場によれ
ば、6月30日の大統領令に従って、政府により選ばれた
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独立系監査会社「B1コンサルト」（元EYのロシア支社）
が査定する価格で、今後4カ月の間にロシアの企業（ロ
シア法人）に売却されることになった。その後、ロシア
国内のシェルの口座に売上金が振り込まれることになる
が、全額振り込まれるわけではなく、評価額から、「プ
ロジェクトを実現するにあたりシェルがもたらした可能
性のある損害およびその他の損害額を差し引いた金額」
が振り込まれることになる（損失が実際にもたらされた
かどうか、もたらされたとしたらその規模はどの程度に
なるのかといった点は今後ロシア政府が定める）。
　他方、シェルは「旧オペレーターであるサハリン・エナ
ジーの株主としての法律上認められた権利を全て我が社
は保有し続けることになる」という主旨のコメントを出し
ているといわれている＊83。これは、具体的には、シェル
が保有するサハリン2のシェアに相当する額（シェルは第
1四半期で16億ドルの減損処理を行っている）の補償およ
びこれまでの逸失利益の補償をロシア政府に求める訴状
をニューヨーク仲裁裁判所に提出する可能性があること
を意味すると考えられる。1994年に締結されたサハリン
2のPSA（生産物分与契約）では、全ての係争は米国ニュー
ヨーク州の法律に従い解決されると記されているためで
ある。シェルが提訴すれば、被告となるのはロシア政府
となる。サハリン・エナジーにおけるシェルの権利およ
び義務の変更につながる決定は、ロシア連邦大統領の命
令に基づき採択されたものであり、新ロシア法人への事
業移管はロシア法では合法とされているのがロシア側の
立場である。したがって、ロシア政府は仮に敗訴しても
決定に従わない可能性が高く、また、裁判自体が数年か
ら数十年続く可能性もあるだろう。また、Gazpromおよ
び新ロシア法人に移行した日本企業も共同被告人になる
可能性も指摘されている。シェルは提訴の事実と判決を
根拠に、欧米諸国におけるロシア政府保有資産を差し押
さえる可能性も考えられる。いずれにしても、今後シェ
ルは、ロシア政府によるサハリン2におけるシェル保有
株式の査定と、示唆されている損害額に関する動きを見

ながら、シェルが評価する現在価値に基づく保有株式の
売却益、侵攻後サハリン2で生じた逸失利益を含めた最
大限の額の補償を要求してくると考えられる。

②�シェルの権益継承者に関する政府令の発出と
NOVATEKのプレイアップ

　9月6日、ミシュースチン首相は、サハリン2を担う
新ロシア会社に出資を検討するロシア法人について、そ
の基準を定めた新たな政府令第1566号を公示した＊84。
明らかにシェルが保有するサハリン2の株式（27.5%マイ
ナス1株）について、シェルが新ロシア法人に移管しな
い決定を行ったことを受けて、同新ロシア法人株式につ
いて、オークションによって新たな参入者を募っていく
動きの一環と考えられる。政府令で規定された新ロシア
法人への参画要件は前掲の①～⑤（上記枠内）の5つの点
となる。
　 ま ず、 シ ェ ル の 権 益 に 対 し て 既 存 株 主 で あ る
Gazprom、三井物産および三菱商事が先買い権を発動
しないという前提において、ロシア法人というクライテ
リアをはじめ、全ての条件に合致するのは、サハリン2
パートナー（Gazprom、三井物産および三菱商事）およ
びヤマルLNGプロジェクトパートナー（NOVATEK、
TOTAL、CNPC、シルクロード基金）が抽出される。政
府令に規定された「年間生産量400万トン」等は、各企業
の権益比率分ではなく、そのプロジェクト全体の生産量
と解釈できることから、両プロジェクト参加者はマイ
ナー出資者を含めて全て有資格者となり得る＊85。また、
LNGの生産実績はロシア国内での実績に限定されてお
らず、サハリン2やヤマルLNGプロジェクトだけでなく、
海外におけるLNGプロジェクトで要件を満たす外資で
も、今後ロシア法人を設立すれば、認められる可能性が
あると解釈できる。プーチン大統領は、9月5日から開
催された東方経済フォーラムにおいて、「サハリン2に
関心を寄せる複数の外資候補者が現れている」と述べ
ている＊86。

2022 年 9 月 6 日付政府令で規定された新ロシア法人への参画基準

①ロシア法人であること。
② 年間 400 万トン以上の LNG を生産するプロジェクトに関与しており、当該プロジェクト開始後累計で 4,000 万

トン以上の生産を行っていること。
③年間生産量 400 万トン以上の LNG 生産プラントを操業した経験を有すること。
④ 総貨物容積量 400 万立方メートル以上で期間 10 年以上の LNG 運搬船に関する発効中のタイムチャーター契約
（定期用船契約）を締結していること。

⑤ 累計 4,000 万トン以上の LNG の国際貿易に従事した経験を有する経験を有し、かつ 5 年以上の期間の発効中の
LNG 供給契約を締結していること。
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　なお、新政府令で示されたLNG生産量400万トンや
累計4,000万トンという基準値はどのように設定されて
いるのか、ロシア政府からの見解説明は現時点で出てい
ない。推察の域を出ないが、シェルの権益（27.5%マイ
ナス1株）および2028年に失効するシェルの年間100万
トン分のポートフォリオLNG引取契約をベースに、サ
ハリン2のLNG生産量（年間1,080万トン）×27.5%＝年
間297万トンを算出し、2028年までのシェルの年間引
取契約100万トンを加算して、400（397）万トンを設定
したということが考えられるが、若干根拠に欠けるのも
事実である。この閾値の設定は、後述のNOVATEKの
ようにロシア政府の本命がいることを示すものでもある

（本命以外をふるいに掛ける）ことから、今後新たな情報
発出が注目される。
　また、このような技術的・経験的実績を求める政府令
が出されたことは、ロシア政府がシェルに代わる新たな
有力オペレーターの必要性を認めるものでもあり、シェ
ルの今後の不在によって、新たなオペレーターが用立て
できなければ、サハリン2のプロジェクト運営に支障が
出る可能性を示すものとも見ることができる。
　外資の中でも動向が注目される中国について、中国企
業はサハリン2の株式取得に消極的であるとの報道が出
ている＊87。中国のバイヤーは同プロジェクトが欧米か
らの制裁対象となり得ることや風評リスクを懸念してお
り、スポットLNGの購入や出資に消極的という。LNG
プロジェクトの運営経験がなく、シェル撤退後の運営・
保守は誰が担うのかという点に懸念を持っており、
CNPC関係者も「現時点で、サハリン2株式を購入する
予定はない」と述べていると報道されている。
　NOVATEKミヘルソン社長は、東方経済フォーラム
にて、「サハリン2参画を検討することに関心がある。
同プロジェクト評価を完了した後に最終決定を下す予定
である」ことを明らかにした。また、シュルギノフ・エ
ネルギー大臣は「エネルギー省としてNOVATEKがサハ
リン2に参画することを望んでいる」と述べ、ロシア政
府はNOVATEKを有力なシェル権益後継候補と見なし
ている模様だ。ミヘルソン社長がサハリン2を同社のア
ジア太平洋LNG市場におけるより広範な供給スキーム
に組み込むことをすでに考えている可能性があることを
示す兆候として、9月5日にプーチン大統領が議長を務
める会議の場で、同社長が「サハリン2がロシア極東カ
ムチャツカ地域にLNGを供給する可能性がある」と示唆
したことも指摘されている＊88。
　他方、Gazpromは欧州市場におけるロシア産パイプ
ラインガスとLNGに不必要な競争が引き起こされてい

るとして、多大な優遇税制を受けるNOVATEKをしば
しば批判し、NOVATEKも国内ガス市場の発展を阻害
する要因として、Gazpromの独占戦略を攻撃してきた。
NOVATEKのサハリン2への参入は、新規LNGプロジェ
クトを実現するための外国技術と設備機器の調達を困難
にしている対露制裁という条件下で、Gazpromおよび
NOVATEKの協業の足場になる可能性もないわけでは
ない。NOVATEKがサハリン2に参画することでロシ
アにおける2大ガス企業がどのような化学反応を起こす
のか、プロジェクトにプラスに働くのかどうか、現時点
では不明であり、NOVATEK参画となった場合の注目
点の一つとなる。
　忘れてならないのは、今後徐々に燃え上がる可能性の
あるシェルの既存権益をめぐるロシア政府とシェルの訴
訟攻防である。新ロシア法人の株式を買収する者は、そ
の争いに巻き込まれる可能性がある。また、シェルなき
後、新たな有望オペレーターが見つからない、またはそ
の能力を持たないものが参画した場合、サハリン2のプ
ロジェクトマネージメントおよびLNGの生産が順調に
進むのかどうか、大きな不安定要素を抱えることになる。

③�サハリン2におけるシェルの権益に対する査定額をロ
シア政府が発表

　12月14日、ミシュースチン首相は、シェルが保有す
る「Sakhalin Energy Investment Company Ltd」におけ
る株式（27.49999998621683%）に見合うとロシア政府
が認識する「サハリンスカヤ・エネルギヤ」における同数
の株式の評価額について、「B1-コンサルト」が査定した
額948億ルーブル（約15億ドル）を承認する政府命令書
を発表した＊89。同政府命令書では、株式対価であるシェ
ル保有株式（約27.5%）に対するロシア政府が承認した査
定額948億ルーブルが正当な評価額であるのかどうか、
シェルが期待するものとどの程度乖離があるのかどうか
が最も注目される。
　ロシア事業については、ウクライナ侵攻と欧米制裁の
発動によって、その時価評価に対して制裁リスクによる
ディスカウントならびに下方圧力が掛かっている。例え
ば、あるシンクタンクの侵攻前のサハリン2の資産評価
では残存可採埋蔵量に基づくLNG生産期間が依然10年
以上あることや、拡張ポテンシャルからプロジェクト全
体の現在価値を140 ～ 150億ドルと試算していた（27.5%
分は39 ～ 41億ドル）。
　シェルは2022年2月28日にGazpromとの合弁事業
からの撤退プロセスを開始すると発表しているが、その
対象事業は、①サハリン2（27.5%）、②サルィム油田
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（1）大統領令第520号（8月5日）

　8月5日、サハリン1プロジェクトに対しても同プロジェ
クトを対象として明示する新たな大統領令「複数の外国
および国際組織の非友好的な行動に関わる燃料エネル
ギー分野における特別経済措置の適用について」（第
520号）＊92が発出された＊93。
　非友好国の外国企業が保有する燃料エネルギー産業お
よび金融分野における戦略的企業の株式の年内中の売却
を禁じる内容で、措置の具体的対象は、ロシア法人の定
款資本への出資分、有価証券の所有、利用もしくは処理
に関する権利の変化、ならびに、生産物分与協定（以下、
PSA）、合弁活動に関する協定もしくはそれに基づきロ
シアにおける投資プロジェクトが実施されている法的文
書で規定されている権利と義務の所有、行使もしくは処
理に関わる権利の変化に直接的もしくは間接的につなが

る取引である。また、期限は2022年12月31日までと
区切られているが、ロシア連邦大統領によって繰り返し
延長され得るとされている。また、対象となるものとし
て、下記の5つのカテゴリーが挙げられており、サハリ
ン1およびKharyagaの両PSAプロジェクトも名指しさ
れている。
　同大統領令では、すでに6月30日発出の大統領令（第
416号）で規定されたサハリン2プロジェクトは対象で
ないことが明言されている。また、「本大統領令に違反
し行われた取引は無効とみなされ、それらの所有者は自
らの保有分に関する権利を喪失することになる」と記さ
れている一方で、大統領の特別な許可に基づき実施され
る取引は、禁止の対象外となるとも記されている。
　今回の大統領令に表れているロシア政府の意図は、外
資が表明し、実行に移しつつある撤退に向けた行動（「外

10. サハリン1に対するカウンター制裁：大統領令発出をめぐる動き

（50%）、③Nord Stream 2への融資（95億ユーロの内、
最大10%）、④ギダンプロジェクト（50%）の4事業で、
また、2021年末時点で30億ドルの固定資産を保有する
と述べている。5月5日には2022年第1四半期にロシア
事業にかかる減損を計上したことを報告した。その額は
39億ドルであった＊90。その中でサハリン2については
16.14億ドルが計上されていた。
　査定額が低いことは、その権益の売却先であるロシア
企業（有力視されているNOVATEK）の円滑な参画に働く
可能性がある。他方、その売却益を受け取る権利を依然
留保するシェルにとっては受け入れがたい。さらにシェ
ルに対しては損害額の請求も示唆されており、今回の保
有権益売却の査定額と今後ロシア政府から出される可能
性のある損害査定額の高低・違いは、シェルのロシア撤
退に対して、相殺（手ぶら）では済まず、さらなる損害賠
償請求という結果に至る可能性もあり得る。

④�シェルの権益譲渡締め切りを延長するための大統領令
改正を発表

　12月28日、プーチン大統領は、前記の6月30日付大
統領令第416号について、新ロシア法人（有限責任会社「サ
ハリンスカヤ・エネルギヤ」）への移管がなされなかった
外国株主の持ち分（シェル保有権益）の評価・売却期間に
ついて、政府の移管拒否決定あるいは外国株主の受け入
れ通知期限終了から4カ月以内に行うこととしていた規
定を撤廃する大統領令に署名した＊91。これは、6月30
日付大統領令に規定される期間内の売却が完了できな
かったことを示すものとなる。同大統領令では、シェル
が受け入れ通知を行わなかったことを前提にする場合、
新法人設立日（8月5日）から1カ月（通知期限）＋4カ月（評
価･売却期間）を加算して、2023年1月5日までに、政府
が売却を完了する必要があり、NOVATEKがその売却
先として有力視されていたことは上述のとおりである。

①  2004 年 8 月 4 日付大統領令第 1009 号「戦略企業および戦略株式会社のリスト承認について」によって承認さ
れた戦略企業および戦略株式会社。

②サハリン 1 および Kharyaga PSA プロジェクト。
③燃料エネルギー産業に関連するメンテ会社（エンジニアリング企業）。
④ロシアの金融機関の定款資本を構成する株式。
⑤ ロシア連邦の領域内にあり、炭化水素資源（原油 2,000 万トン（約 1.5 億バレル）以上あるいは天然ガス

20BCM 以上、あるいは石炭 3,500 万トン以上の石炭の可採埋蔵量を持つもの）等。
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国国家および国際機関がロシア連邦市民およびロシア法
人に対する制限措置を発動するために行った非友好的で
国際法に反する行動」と記載）を止め、ロシア連邦の国益
を保護することにあるとされている。国益の保護とは、
それらプロジェクト・事業の円滑な操業を継続・維持す
るために、外資に対してプロジェクトの円滑な操業・生
産の継続を要求し、それが、ロシアに裨益（ロシア企業
の利益・政府の歳入）すると考えているといえるだろう。
言い換えれば、外資の相次ぐ撤退によって募るロシアの
焦燥感が表れてきた大統領令とも考えられる。
　7月7日、ロシア政府は初めてサハリン1が直面して
いる深刻な問題の存在を公に認めている。トルトネフ副
首相が、「導入された制限の影響を受け、（6月の）サハ
リン1の石油生産量は22分の1にまで減少した」との発
言を行った。3月1日、ExxonMobilがプロジェクトから
の撤退するプロセスを開始したことを表明し＊94、自社
の専門家たちを引き揚げ始めてから、生産量は急激に低
下していることを指摘しており、6月の平均日産量は
6,000バレルを下回った（通常は日量22万バレル程度）と
いう。コメルサント紙は「米国とEUの制裁の結果プロ
ジェクトへの設備機器の納入が制限されることになっ
た。その結果、大陸棚のプラットフォームのメンテナン
スに支障が生じている」という関係者の話を伝えている
＊95。
　大統領令が出る前日、Rosneftは下記の要点での「会社
声明」としてプレスリリースを発表している。このプレス
リリースのタイミングや内容からは今回の大統領令発出
の背後には、当然ながらロシア政府と密に連絡を取り、
対応措置を協議している同社の姿も浮かび上がって来る。
　Kharyaga油田に関しては、欧米企業ではノルウェー

の Equinorが 保 有 す る 全 権 益 30%を ロ シ ア 国 営
Zarubezhneftへ譲渡することですでに合意に達してい
た（当初譲渡先は公開されず）＊96。Kharyaga油田権益譲
渡合意を受けて、Equinorは、5月25日、ロシアに進出
してきたエネルギー会社としては初めて、ロシア事業か
らの完全撤退を発表している＊97。同プロジェクトに残
る外資パートナーであるフランスのTOTAL Energies
も、7月初旬に保有する権益（20%）を、Equinor同様に
Zarubezhneftへ譲渡する方向で交渉を進めていること
が明らかになっていた＊98。最終的に7月26日にミシュー
スチン首相がEquinorおよびTOTAL Energiesの権益
をZarubezhneftに譲渡する政府令を出している＊99。な
お、これはZarubezhneftおよびロシア政府関係機関に
国営企業の資産管理手続き上で出されたもので、接収で
はない。報道情報によれば、これら取引は資金の流れを
伴わないもので、外資のKharyagaプロジェクトにおけ
る投資義務を解除することを前提にしているとのことで
ある。つまり、今回の大統領令は、一度は政府が譲渡を
認めたものの、年末までその取引完了を凍結するという
形を創り出していることになる。
　今回の大統領令の背景にあるロシアの意図を読み取る
とすれば、少なくともこれら2つのプロジェクトについ
ていえることは、外資撤退によって操業に問題が生じな
いよう、外資に対してプロジェクトの円滑な操業・生産
の継続を要求していることが主眼にあると推察される。
サハリン1については足元の生産状況に対する喫緊の課
題への対処措置であり、ExxonMobilによる、ロシア側
にとってみれば身勝手な撤退方針とプロセスの開始に
よって危ぶまれている操業に対して、再考を促すべく、
年末まで同社の撤退をロシア側から凍結するものだ。

Rosneft社会社声明
 2022 年 8 月 4 日付け
・ ExxonMobil がサハリン 1 プロジェクトの運営を別の当事者に譲渡しようとしているという情報に鑑み、

Rosneft は次の声明を出さなくてはならない。
・ 3 月 1 日、ExxonMobil は（ロシアにおける）活動終了とロシアでの全てのプロジェクトからの撤退を発表した。

4 月 26 日、同社は一方的に、サハリン 1 プロジェクトの他の利害関係者と協議することなく、生産の段階的な
縮小を開始した。5 月 6 日、デ・カストリ石油ターミナルからの石油を積んだ最後のタンカーが出荷された。5
月 15 日時点で、プロジェクトのオペレーションは事実上停止している。

・ 本日時点で、デ・カストリ石油ターミナルの貯蔵タンクレベルは 95%。石油の出荷は行われていない。
・ ロシア連邦政府、エネルギー省およびサハリン州政府は、他のプロジェクト株主と共に、サハリン 1 プロジェ

クトでの生産活動を回復するための努力をしてきた。それにもかかわらず、残念ながら、現時点ではプロジェ
クトの生産は回復していない。

・ Rosneft は、Exxon Neftegas Limited からプロジェクトのオペレーター機能を譲渡するために下された決定に
関する情報を全くもたらされていない。
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Kharyaga油田に関しては生産規模も小さく（日量2万バ
レル程度）、陸上油田であり、欧米メジャーなくとも操
業に問題があるという情報は出てきていないが、譲渡前
のオペレーターであったTOTAL Energiesに対し、操
業が停滞しないよう、新たなオペレーターである
Zarubezhneftと共に円滑な引継ぎを行うよう促してい
るものと見ることもできる。
　その他ロシア側の見方では、対露制裁で凍結されてい
るロシア資産について、ウクライナ復興のための資金と
しての活用に関する議論が始まっていることが関与して
いるというものもあった。7月4日にはスイス・ルガー
ノで開催された40カ国が参加した国際会議でウクライ
ナを長期的に支援するための原則を盛り込んだ「ルガー
ノ宣言」を採択している。ウクライナのシュミハリ首相
は同会議でウクライナの復興計画に必要な金額は推計で
7,500億ドルにのぼり、主要な財源として、接収したロ
シアの資産を挙げたが、スイスのカシス大統領は慎重な
姿勢を示していた＊100。今回の大統領令は、もし欧米諸
国によって凍結されているロシア資産の流用が始まるよ
うな場合を想定し、外資を撤退させず、ロシア政府がそ
のような事態に対し、対抗できるカードを手元に置いて
おくためのものという見方もなされていた。

（2）大統領令第723号（10月7日）

　10月7日に新たな大統領令「複数の非友好国と国際組
織の非友好的活動に関連した燃料エネルギー分野におけ
る追加的特別経済措置について」（第723号）が出された
＊101。その内容は、6月30日にサハリン2を対象として
出された大統領令第416号＊102 に類似し、サハリン1に
ついて事業形態を現状の非法人型JVから変更し、新た
に設立されるロシア法人に既存の全ての権利・義務を移
管する内容となっている。大統領令の要求は「サハリン
1プロジェクトに対して現在の非法人型JVを新たに設
立されるロシア法人に移管する」ことが柱となっている。
その内容はサハリン2に対する大統領令を踏襲する形で
あり、サハリン2の場合と同様に、その内容にはロシア
政府の敵意が見られる内容となっている。

①サハリン1参画外資による「違反行為」と賠償を暗示
　今回の大統領令でも、ウクライナ侵攻を受けて発動さ
れた「非友好国」による制裁に対するカウンター措置であ
ることが前提となっている。そして、「生産物分与協定

（PSA）で規定された諸義務に対する複数の外国法人と自
然人による違反行為の結果生じた、自然および技術的要
因に起因する非常事態発生の脅威、人々の生命と安全に

対する脅威、ならびに、ロシア連邦の国益と経済安全保
障に対する脅威を受け、該当する外国の自然人・法人お
よび彼らの支配下にある自然人・法人に対し次に示す特
別経済措置を適用する」としており、サハリン1外国参
画者に対して、違反行為とそれに対する賠償を暗示する
内容となっている（第1条）。ロシア連邦政府は「外国法
人（それらの法人の支部）および（もしくは）外国の自然人
が行った活動の財務、環境、技術面での監査およびその
他のファクターに関する監査を実施」し、「損害（そこに
は、コンソーシアムの外国側参加者が規定された義務を
遂行しなかったことにより生じる損害も含まれる）の額
を計算し、その損害を補償しなければならない自然人・
法人を指定」（第1条（サ）および（シ））するとされている。
　果たして「違反行為」とは何を指すものなのか。すぐに
思いつくのはサハリン2のシェル同様に、ウクライナ侵
攻を受けて撤退プロセスを開始した結果、生産量・輸出
量が著しく減退したことに対して、オペレーターとして
の義務を果たしていないとロシア政府およびRosneftか
ら非難を受けているExxonMobilの行いに対するものだ。
サハリン2はGazprom、シェル、三井物産および三菱商
事が出資する「サハリン・エナジー（Sakhalin Energy 
Investment Company）」社がオペレーターとなってきた
ため、大統領令で規定された「外国法人が犯した義務違
反」については、その対象が外資全体を指すとも読める
内容ともなっていた。他方、サハリン1はサハリン2と
異なり、オペレーターはExxonMobil（その子会社であ
るバハマ法人のExxonneftegaz）が務めている。オペレー
ターが果たす義務を違反しているということであれば、
今回の大統領令のターゲットは同社をターゲットとして
いる可能性が高いと考えられる。

②�外資はロシア政府設立のロシア法人へ参加申請できる
が、その決定権はロシア政府にある

　これはサハリン2の大統領令と全く同じ内容であり、
ロシア政府はサハリン1プロジェクトの新たな受け皿と
なるロシア法人を設立し、その設立から1カ月以内にサ
ハリン1外資参画者はそのロシア法人のシェアを自身の
所有として受け入れる同意をロシア政府に通知しなくて
はならない。しかし、それで認められるのではなく、ロ
シア政府はその申請を審査の上で拒否する権利も有して
いる。例えば①で指摘している「義務違反」を理由に、申
請を拒否する可能性も考えられる。そして、移管されな
かったロシア法人のシェアは、ロシア政府が査定し、ロ
シア政府により定められる手順で、他のロシア法人に売
却されることとなっている。
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③オペレーターをExxonMobilからRosneftへ移管か
　第2条では「ロシア連邦政府は、（設立する）有限責任
会社の管理者として株式会社「SakhalinMorNeftegaz-
Shelf」を指名する」とある。SakhalinMorNeftegaz-Shelf

（11.5%）はRosneftの子会社であり、同じ子会社である
RN-Astra（8.5%）と併せて、サハリン1のRonseftによる
20%権益保有を代表する会社である。同社はRosneftが
プーチン政権の国家資本主義の旗艦的役割を果たし、強
大化する前の90年代からRosneftの中心母体であった古
株会社であり、確かにサハリンでの上流開発経験も長い
といえるだろう。ExxonMobilの不在によってプロジェ
クト活動がサスペンドする中、大統領令は同社を
ExxonMobilに代わるオペレーターとするべく、新たな
ロシア法人の「管理者」とするのか（それでもその技術お
よびプロジェクト遂行能力にはExxonMobilの代替者と
しては疑問が残る）。または、今回のロシア政府が仕掛
けようとしている一連のプロットの中で、単に過渡期の

「管理者」に留まるのか注目される。

④�その他（ロシア法支配の一方、PSAにおける財務条件
は守られる）

　サハリン2の場合同様、準拠法はロシア法、仲裁はモ
スクワ市商事裁判所となり、現在の外資が守られている

契約条件からは大幅に後退する内容となる。そもそも生
産物分与（PSA）法を連邦法レベルで発効し、PSA契約
を締結させた最大の理由の一つが外国企業の権利を守る
ことにあった。サハリン2に続き、今回の大統領令によっ
てサハリン1外資も残留する場合にはその条件について
譲歩せざるを得ないことになるだろう。一方で、第8条
において、ロシア政府は「新ロシア法人とその参加者に
対し、PSAで規定された特別な税制、関税制度、関税
率調整方式、ガスの独占的輸出権を維持することを認め
る」とも書かれている。この点は、「会社の営業活動は、
PSAの条項に従って実施される」とのみ書かれたサハリ
ン2に対する大統領令（第416号）よりも踏み込み、サハ
リン1参画者のPSA上のフィスカル・タームについては、
新ロシア法人に移管後も確実に維持される書き方となっ
ている。

（3）政府令第1808号（10月12日）

　大統領令第723号の発表に続き、10月12日、ロシア
政府はサハリン1の権利・義務を移管する新たなロシア
法人の設立に関する政府令第1808号を発表した＊103。
内容はサハリン2に対して、8月2日に出された新ロシ
ア法人設立を指示する政府令をほぼ踏襲するものとなっ
ている。政府令は36ページから成り（サハリン2に対す

サハリン 1 および 2 をめぐるロシア政府と外資等の動き図22

出所：報道情報より JOGMEC 作成



462023.1 Vol.57 No.1

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

　ロシアによるウクライナ侵攻によって、欧米はエネル
ギー輸出に対する制裁に踏み切り、これまで半世紀以上
にわたって、欧州にとって「安定的なエネルギー供給者」
であったロシアとの関係は取り返しのつかないレベルに
まで破綻しようとしている中、それを決定づける事件が
発生した。

（1）事件の経緯

　9月26日、スウェーデン国立地震ネットワークはバル
ト海でマグニチュード2.2の地震を記録。同日、事業会
社Nord Stream 2 AGは、独露を直接結ぶバルト海底に
敷設された天然ガスパイプラインNord Stream 2（2021
年9月完成するも現時点では未稼働）の2つのラインの内、
1ラインでガス圧が低下したことを発表した。また、
2011年から稼働を開始し、この8月下旬以降タービン
をめぐる問題からGazpromがガス輸送を停止している
Nord Streamについても、同事業会社が2つのライン双
方で圧力が低下していることを公表＊104。デンマーク当
局は、Nord Stream 2でガス漏れが、これに続きスウェー
デン海事局もNord Stream で2箇所のガス漏れが見つ
かったことを明らかにした＊105。
　翌日27日、親会社であるGazpromは3つのパイプラ
インが同じ日に損傷しガスが漏洩していることを正式に
発表した。3本のパイプラインが同日に損傷するのは前
例がないと指摘し、「ガス輸送インフラの復旧時期を予
想することは現時点で不可能」と述べている。ノルウェー
空軍やデンマーク空軍が撮影した写真では、スウェーデ

ンおよびデンマークEEZ境界の海面にガス漏れによっ
て大量の泡が直径200 ～ 1,000メートルにわたり広がっ
ていることが確認された。スウェーデンおよびデンマー
ク両政府はガス漏洩発生直前に複数の爆発が検知されて
いたことも明らかにし、パイプ破裂の原因は「数百キロ
グラムの爆発物」による爆発が原因と発表した＊106。さ
らに同日、スウェーデンの沿岸警備隊が4つ目のガス漏
洩を発見した＊107。
　10月2日、デンマーク・エネルギー庁はパイプライン
事業会社より連絡を受け、パイプラインが安定した圧力
を達成できた模様で、Nord Streamについては 1 日、
Nord Stream 2については2日にガス漏れが停止したこ
とを発表した＊109。26日のガス漏洩から約1週間でガス
漏洩自体は収束した。

（2）誰が破壊工作を行ったのか

①これまでの各国要人の発言
　9月28日、ヨハンソン内務担当欧州委員（ス
ウェーデン）は、特定の国が今回の爆破事件
の背後にある可能性があると述べた。「私が
知る限り、これは意図的な攻撃であり、通
常のグループでは実行できない。特定の国が背後にいる
可能性が高い」。
　英国国防省の情報源によると、バルト海はそれほど深
くなく（水深50 ～ 80メートル）、大掛かりな海洋工作活
動を探知されずに実施することは困難であるため、遠隔
操作された水中爆発装置を使用した攻撃によって事件が

11. Nord StreamおよびNord Stream 2におけるガス漏洩事故発生

る政府令は41ページ）、最初の6ページがミシュースチ
ン首相による政府令本体、残る部分は上記第6項でも触
れられている有限責任会社「サハリン1」の定款となって
いる。サハリン2では同様に第6項で、定款の他に監査
実施規則と定款資本金におけるシェアの評価実施および
売却実施規則が示されていた点が異なる。
　また、サハリン2のケースと異なり、大統領令から政
府令発出の期間が大幅に短くなった（37日→6日）のに加
え、行政手続きの期間も短縮している。また、サハリン
2では指示のなかった項目が複数盛り込まれている。
　例えば、第9条ではオペレーターであるExxonneftegaz 
Limitedに 対 し て、 ス タ ッ フ の 株 式 会 社

「SakhalinMorNeftegaz-Shelf」への異動と締結された全
ての契約の移管を指示している。この点は自らの法的権
利維持を目指すExxonMobilはその担保が得られないま
ま契約書類の移管を行うことに抵抗を示す可能性があ
る。また、サハリン2については連邦法であるPSA法の
グランドファーザーリングを認めていたが、今次政府令
では更に連邦法「ガス輸出について」（いわゆるガス輸出
法と呼ばれ、パイプラインによる天然ガス輸出を
Gazpromに限定する法律。LNG輸出についてはその例
外として認めている）についても言及がなされ、サハリ
ン1プロジェクトはその適用対象外であること明確に示
している。
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引き起こされた可能性が推定されていた＊110。
　デンマークのフレデリクセン首相は、3件
のガス漏洩が互いに離れた場所で起きるの
は「異常」であり、「事故とは考えにくい」と
指摘。ウクライナ政府は、「ロシアが計画し
たテロ攻撃であり、欧州連合に対する侵略行為にほかな
らない」と非難した＊111。
　プーチン大統領は、9月30日の東部4州住
民投票を受けた式典で初めて本件に触れ、
今回の爆発について、アングロ・サクソン

の妨害工作がヨーロッパのエネルギー構造を破壊してい
ると糾弾。「アングロ・サクソン人にとって制裁は十分
ではない。ありそうもないことだが、彼らが Nord 
Streamの爆破を計画・実行し、破壊工作に行ったのは
事実だ。今や共通のヨーロッパのエネルギーインフラを
破壊し始めている。その恩恵を受ける人間は誰にとって
も明らかだ。もちろん、恩恵を受けた人間が行ったのだ。
米国の独裁は力ずくで、拳の法則に基づいて構築されて
いる。美しく包装されている場合もあれば、何も包装さ
れていない場合もあるが、本質は同じだ。拳である」と、

Nord StreamおよびNord Stream 2とガス漏洩が発生した位置図23

出所：Gazprom 公開資料（左上）および JOGMEC 作成

9 月 27 日に撮影されたガス漏洩現場と気泡（150 ～ 200 メートルにわたる）写1

出所：デンマーク国防軍公式 Twitter より＊ 108
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今回の黒幕に英米がいることを明言した＊112。
　ペスコフ大統領府報道官も10月2日の記
者会見の中で、「明らかにこれらのガスパイ
プラインが稼働していない間に、より多く
のLNGをより高い価格で販売できる複数の
当事者または単一の当事者がいる。この国はよく知られ
ている。米国である。そのような妨害行為を実行するた
めの軍事的および技術的能力を備えた国々がいる。全て
の専門家はこれらの国をよく知っている」と述べている。
　10月12日には、プーチン大統領は、モスクワで開か
れたエネルギーフォーラムで、今回のガス漏洩事件につ
いて、「最も危険な前例を作ったテロ行為だ」と主張し、
この攻撃で場所や国に関係なく、「輸送やエネルギー、
公益の極めて重要な施設が全て脅威にさらされているこ
とが明らかになった」と述べた。パイプラインの損傷は、
米国、ウクライナおよびポーランドによる破壊工作だと
非難。3カ国はこの損傷の「受益国」だと断じた＊113。
　10月20日、ペスコフ報道官は「その裏にある『事実』
が公表されれば、多くの欧州人が驚くことになるだろう」
と述べ、「ロシアは国際的な調査に加わるため、外交ルー
トを通じて集中的に働き掛けている。だが、これまでの
ところドイツもスウェーデンもデンマークも、ロシアと
情報を共有していない。欧州諸国が共に事実を突き止め
ようとしないという壁にぶつかっている」と述べた＊114。
　10月28日、ボレルEU外相は欧州政府に
はNord Stream攻撃の犯人を指し示す手が
かりはないと発言している＊115。
　10月29日、ロシア国防省は英海軍に関係
する人間がパイプラインを爆破したとの見解を示した。
英国が関与した証拠は示さず、「入手した情報によると、
英海軍部隊の人間が9月26日にバルト海でのテロ攻撃
の計画・準備・実行に参加し、Nord Streamおよび
Nord Stream 2を爆破した」と発表。これに対し、英政
府は虚偽の情報だと反論。ロシア軍のウクライナでの失
敗から注意を逸らす狙いがあると主張している＊116。

②各政府による調査
スウェーデン
　自国の排他的経済水域で一部が発生した今回の事件を
受けて、10月3日スウェーデンは現場に潜水艦を派遣す
ることを決定した。破壊工作が濃厚視される中、調査を
進めるべく、沿岸警備隊が調査を担うが、スウェーデン
軍も部隊を支援するとともに、潜水救難艦「HMSベロス」
が派遣されると明かした。また、スウェーデン検察当局
はパイプラインが損傷した現場海域を犯罪現場に指定し

たとも発表。スウェーデン沿岸警備隊は、ガスが漏洩し
た地点の周囲5海里（約9キロメートル）の航行を禁止し
た＊117。
　10月6日、スウェーデン政府は潜水艦による調査を完
了し、人為的な破壊工作が行われたことを確認したと発
表した。捜査完了を受けて、周辺の非常線を解除。また、

「継続的な調査により、誰にこの犯罪の疑いがあり、後
に起訴される可能性があるかどうかが明らかになるだろ
う」と述べ＊118、捜査の一環として「特定の押収物」を確
保したことも明らかにした。今後現場で回収した証拠品
の捜査を進め、不審な人物の特定や立件につながるかど
うかの見極めもつくだろうと述べた＊119。
　また、10日、アンデション首相は調査結果については、
ロシア政府やGazpromと共有しないことを明らかにし
て い る＊ 120。28 日 に は、 ス ウ ェ ー デ ン 政 府 は Nord 
Stream爆発の追加調査を決定し、スウェーデン治安部
隊が軍の支援を受けて追加の調査を行うと発表した
＊121。

ロシア
　事件発生から、ロシア政府はNord Streamの被害調
査へのロシアの参加を沿岸国に要請を行った模様だが、
ロシアの調査への参加はまず管轄国が優先され、先送り
となっている。ペスコフ報道官は「損傷した部分の調査
と事件の調査へのロシアの参加は義務付けられるべきだ
が、スウェーデン政府が現場海域での船の移動を禁止し、
損傷したパイプラインセクションの半径5マイルでのダ
イビング調査を禁止しているため、Gazpromおよびそ
の請負業者がガス漏洩ゾーンにアクセスできなくなって
いる。今のところ、デンマークおよびスウェーデンから
はロシア側とのいかなる協力も除外されたという不穏な
声明を聞いている。もちろん、この問題についての説明
を期待している」と述べている＊122。Gazpromの子会社
であるパイプライン運営会社も、デンマークおよびス

「HMS ベロス」写2

出所：スウェーデン海軍
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ウェーデン当局による封鎖が解除されるまで、ガス漏れ
や被害の精査に着手することはできないと発表した。デ
ンマーク当局からは精査に必要な許可を得るまでに20
営業日以上かかるとの通知があったことを明らかにし
た。一方で、「全ての関係当局と協力している」ともコメ
ントしている＊123。
　10月13日、ロシア政府は、ドイツ、デンマーク、スウェー
デンの外交官を呼び、調査にロシア政府やGazpromの
代表が招かれなかったことをめぐり抗議したと明らかに
した。ロシア外務省は「ロシアの専門家が参加しない限
り、ロシアはそのような調査の偽の結果を認めない」と
表明。他方、スウェーデン外務省は、ロシア政府から呼
び出しは受けていないとした上で、駐ロシア外交官から
先週、ロシアを調査に参加させるよう求めるアンデショ
ン首相宛ての書簡のコピーを受け取ったが、スウェーデ
ンはこの要請を拒否したことを明らかにしている＊124。
　10月20日、ロシア外務省はスウェーデンがロシアの
調査提案を無視していることに不満を表明。ザハロワ報
道官は「スウェーデン政府は何かを隠しており、この重
要なヨーロッパの安全保障問題に関するロシア側との建
設的な対話を妨害している。スウェーデン政府は共同捜
査を実施するというロシアの提案を考慮さえしなかっ
た。捜査はスウェーデン検察庁の専属管轄権にあり、そ
の決定は独立しているという正式な回答に留まった。何
かを隠していることは明らかだ。つまり、スウェーデン
が発見したものは誰にも見られてはならないということ
である。起こったことの背後にいるのは集団的な西側諸
国であることを証明しているからだ。爆発が起こる直前
にその海域に展開されていたのはNATOの船舶だった」
と過激な非難を表した＊125。
　最終的に事件現場へのアクセスを許可されたのは、ガ
ス漏洩から1カ月以上経った11月に入ってからだった。
プーチン大統領がミレルGazprom社長から報告を受け、
爆破された現場（スウェーデンEEZ）へのアクセスを取
得したことが明らかになった＊126。事業会社による初期
調査の結果、人工的に発生した大きな損傷が確認された
と発表。深さ3 ～ 5メートルのクレーターが複数、海底
に確認され、クレーターとクレーターの距離は約248メー
トルで、この間のパイプラインが破壊されていたとし、
パイプラインの破片は少なくとも半径250メートルにわ
たって飛散していたことを明らかにした＊127。

デンマーク
　10月18日、コペンハーゲン警察はガス漏洩の原因は
強力な爆発によるものだったとの暫定調査結果をまとめ

た。調査は同国の排他的経済水域（EEZ）内の両パイプラ
インを対象に実施してきたもので、今後更にコペンハー
ゲン警察およびデンマーク安全保障情報局が共同調査を
進めることを発表した＊128。

（3）修理・復旧に関する情報

　今回爆発によって破壊された海底パイプラインの修理
は簡単ではないことはすでに事故直後から指摘されてき
た。パイプラインの内部に海水が侵入すると（すでに上
空写真の状況から海水は一定区間まで入り込んでいる）、
パイプラインの一部が腐食して損傷する可能性があるた
め、作業は更に複雑になる。また、現下の欧米による対
露制裁の拡大が外資による修復参加を更に遅らせること
になる。プロジェクトに近い業界筋の情報として、
Nord Streamはこの冬の間は停止せざるを得ず、それ以
上続く可能性が高い。迅速に対応を行ったとしても、
2023 ～ 24年の冬までに正常稼働に戻るという確実性
はないと見通す一方、Gazpromは「完全に修復不可能だ
というのは時期尚早」と語っている＊129。
　ノヴァク副首相は10月3日、技術的にパイプライン
の修復は可能だと表明した。ただ、「修復には時間やそ
れなりの資金がかかる。適切な方法の可能性が見つかる
と確信している」と語った＊130。
　同様のケースに鑑みると、修復には数年を要する可能
性があることも指摘されている。過去の事例では2013
年10月、中国本土と香港を結ぶYachengガスパイプラ
イン（口径28インチ／ 980キロメートル／水深90メー
トル）が南シナ海で錨によって損傷した例があり、修復
には4年以上を要したといわれている＊131。
　マサチューセッツ工科大学が刊行する科学技術誌
MIT technologyは、今後、損傷の程度を把握してから
修理に取り掛かるとしても前例のない損傷規模だけに全
ての方法に困難が伴うと予想する。石油ガス産業にとっ
てどのミッションも前例のない挑戦となり、複雑かつ高
度なロボット工学を駆使したエンジニアリングが必要と
なると評価している。鋼鉄製のパイプラインの肉厚は4.1
センチメートルで、その周囲は最大で約11センチメー
トルのコンクリートで覆われている。パイプラインは約
10万本で構成されており、1本当たり24トンの重さが
あるといわれている。ガス漏洩箇所は水深50メートル
前後の比較的浅い場所に集中しているものの、パイプラ
インの大部分は水深80 ～最大210メートルに敷設され
ている。損傷の程度を把握するためには、その全てに損
傷がないかを調べる必要がある。海洋パイプラインの修
復経験のあるエンジニアリング会社（3X Engineering）に
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よる見解では、飽和潜水（ダイバーは地上・船上で生活
もできる特殊なタンク内で深海の高圧環境に慣れた後、
降ろされたタンクを行き来して深海での作業を行う）の
必要性を指摘する。それでも10時間の作業に対し、1カ
月は高気圧タンクでの滞在が必要になるという。
　修理自体には4つの方法が想定される。
　① 損傷したパイプ全ての交換。最も費用がかかるもの。
　② パイプの損傷部分を覆うクランプ（締め付け機器）を

設置し、破裂部分を補修するもの。Nord Streamは
内径が48インチ（1.23メートル）もあるため、巨大
なクランプが必要となる。さらにパイプラインの損
傷部分を覆う「水中ケーソン」というエンジニアが作
業する気密室を一時的に設置しなければならない。
クランプを使う方法が最も簡単な解決策だと考えら
れるが、パイプラインを十分に覆える大きさのクラ
ンプの調達には数カ月かかる上、損傷が広範囲に及
ぶと分かった場合、巨大な穴を十分に塞げる大きさ
のクランプを作ることは不可能で、この方法は使え
ない。

　③ これら2つの方法を組み合わせたもので、パイプラ
インの内、最も損傷の激しい部分だけを交換し、損
傷の少ない部分にはクランプを使うというもの。

　④ 損傷箇所を迂回する新たなパイプラインを敷設し、

損傷箇所はそのまま海底に残す。
　また、これら方法で修理を進める際に考慮すべき要素
がもう一つ指摘されている。それは海水による腐食であ
り、冒頭の写真のとおり、大規模なガス漏洩を発生して
いるということはパイプ内に大量の海水が入り込んでい
ることを示している。
　さらに修理へ向けた動きを複雑化させる問題が、対露
制裁である。Nord Streamの事業主体であるスイス登記
のNord Stream AGは欧米制裁対象となっていないが、
Nord Stream 2の事業会社であるNord Stream 2 AGは
ロシアによるウクライナ侵攻直後の2月23日に米国制
裁であるSDN（Specially Designated Nationals ／特定指
定国籍者）リストに掲載されている。また、2019年12
月には Nord Stream 2 完成を阻止するため、米国は
2020年国防授権法の中で、外国企業も含め、海洋パイ
プラインの敷設作業への関与を禁止している。これら制
裁の存在は、パイプライン修復を遅延させていくことに
なるだろう。
　10月12日、ミレルGazprom社長は「Nord Streamの
稼働再開には1年以上かかる」と述べている。早期再開
に否定的な見方を示し、稼働再開は「政治的問題だ」とも
指摘した。買い手であるEUとドイツが「再開を望み安
全な稼働を保証するかどうかだ」と述べた＊132。

Nord StreamおよびNord Stream 2の主要指標図24

写真：Gazprom サイトより
出所：各社・プロジェクト情報から JOGMEC 取り纏め。
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（4）その他の動き

①�ガス漏洩までの動き：GazpromによるNord�Stream
に対する供給制限

　今回の事件に先立ち、Gazpromは稼働していたNord 
Streamについて、6月中旬から段階的に輸出量を削減し、
8月下旬に完全に停止していた。

ガス圧送用タービン問題
　6月14日、GazpromはNord Stream経由でのドイツ
の輸出量を日量 1 億 6,700 万立方メートル（年換算
61BCM）から1億立方メートル（37BCM）に約40%削減
することを発表＊133。理由として、独Siemens製のパイ
プライン関連設備（ガス圧送用タービン／以下「タービ
ン」）が修理から戻って来ないこと、モーターに技術的不
具合が発見されたことによる止むを得ない措置が供給減
の理由と主張した。タービン1基の修理はすでに完了し
ており、6月中旬時点で、Siemens（Siemens Energy）傘
下 の 英 国 企 業 ITCL（Industrial Turbine Company 
Limited）社のカナダにある修理工場で保管されていた。
Siemensは「技術的な理由があり、当該のタービンの修
理はカナダのモントリオールでしか行えない。カナダが
発動した制裁の影響で、修理済みのタービンを発注主に
返却できなくなっている」と説明。また、Nord Stream
に関しては、もう1基のタービンが依然修理中の他、故
障したタービンも2基預けられていた。さらに、近々耐
用年数を終えるタービンが3基あるが、欧米制裁発動を
受け、それらの修理のめどは立っていない状況であるこ
とも明らかにし、このままの状況が続けば、近い将来、

ガス輸送に支障が生じる可能性が指摘されていた＊134。
　さらに翌日の15日、Gazpromは40%削減するとした
輸送量を更に33%（年換算37BCM→25BCM）追加削減
すると発表した。これに対し、ハーベック副首相兼経済・
気候保護相は「政治的な決定であり、技術的に正当な解
決策ではない」と非難。修理の必要性は認識していると
しながらも、関連作業は秋まで行われない予定だと指摘
し、この削減規模は正当化できないと述べた。Gazprom
はその後、メッセージアプリのテレグラムを通じて再度
の削減を確認し、モスクワ時間の6月16日午前1時半を
以って供給量を最大6,700万立方メートル（25BCM）へ
減少させた。ハーベック大臣はこれを受け改めて声明を
出し、「不安をあおり、価格を押し上げるための戦略で
あることは明らかである」と批判した＊135。また、ガス
消費量を減らすため、石炭火力発電の利用を増やす等の
緊急措置を講じると明らかにした＊136。
　他方、SiemensはNord Stream経由のガス
供給停止問題が同社によるタービン返却が
遅延したため発生したとするGazpromの言
い分を否定している。ケーザー会長はこの
理由だけでは「これほど大量の輸送量の減少を説明でき
ない」と指摘した。
　シムソン欧州委員会委員（エネルギー担当
／エストニア）は、EU加盟国の内12カ国で、
ロシア産ガスの供給が減少または途絶して
いることを明らかにし、6月27日には全加
盟国に対し、冬に向けて、ロシアからのガス供給に今後

「深刻な混乱」が生じる可能性があることを念頭に準備す

Nord Stream を中心とする露の供給削減・欧州の応酬、欧州脱ロシアの加速図25

出所：JOGMEC 作成
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るよう呼び掛けた＊137。
　7月9日、カナダ政府は声明を発表し、「ガス供給が止
まれば、ドイツ経済は厳しい状況に置かれ、国民は冬季
に暖房が使えなくなる」として、例外的に対露制裁を一
時棚上げし、Nord Streamのタービン輸出を認めると発
表した。これを受けて、ドイツ政府はカナダ政府の決定
を歓迎する一方、ドイツ国内ではタービンが戻っても、
メンテナンス後もガス供給が再開される確約はないとし
て、供給途絶への不安は拭えなかった。また、カナダ政
府の例外措置に対し、ウクライナ外務省は、「危険な前
例を作った」と非難。エネルギーを使ったロシアの欧州
揺さぶり工作に屈することになるとして、カナダに決定
見直しを求めた＊138。
　7月11日、Nord Streamは定期保守作業のため供給を
停止した。期間は7月11日から21日までで、年1回計
画されている定期設備点検であった。しかし、これに対
して、ハーベック大臣は「作業後に供給が再開されるか
否かははっきりしない」と述べ、暖房需要が高まる冬に
向け、ガスの貯蔵を急ぐ方針を示した。
　カナダ政府は今回の例外措置について、2024年末ま
で継続する方針であることも明らかになった。最初の
タービンは7月15日にドイツ経由でロシア向けに返送
される予定だった。輸送には14日間を要する。輸送時
に問題が生じなければ、8月初めまでにはインストール
され、稼働を開始すると想定された。しかし、Gazprom
自身は、「タービンを受け取れるという確信を持てない
でいる。現時点では、Nord Streamの輸送を完全に復
旧できるという確信はない」ともこの段階で述べていた
＊139。
　カナダ政府の許可を受けて、修繕作業を終えたタービ
ンは最終的に2日遅れの7月17日に空路ドイツに輸送さ
れ、その後、フェリーでヘルシンキ経由、ロシアへ陸路
輸送されることとなっていた。ロシアに到着するのは
24日頃が見込まれ、稼働に向けた準備作業には3 ～ 4日
必要と見積もられていた。ドイツ経済省はタービンの輸
送状況に関する詳細は明らかにできないと述べる一方
で、同タービンは9月から使用するための交換品であり、
それがないことが点検前の供給減少の理由にはならな
いということをSiemens会長同様に強調している＊140。
　 さ ら に、7 月 20 日 に は、 プ ー チ ン 大 統 領 が Nord 
Streamについて設備の保守点検が遅れているため供給
量を更に絞る可能性があると発言した。Gazprom関係
者の情報も、予定どおり7月21日に稼働を再開する見
通しだが、輸送能力を下回る供給量に留まることを示
唆していた＊141。

　最終的には、7月21日、Nord Streamは予定どおり保
守作業を終え稼働を再開した。しかし、ガス供給量は保
守作業前と同じ日量 6,700 万立方メートル（年換算
25BCM）となった＊142。
　7月22日、Gazpromは新たな問題を提起する。輸送
中のタービンについて、ポルトヴァヤ・コンプレッサー
ステーションで受け入れるために、EUおよびカナダに
よる制裁の免除を確認する必要書類をSiemensからまだ
受け取っておらず、タービンの受け入れができないとい
う指摘である。GazpromはSiemensに新たな書類の提
供を改めて求め始めた＊143。
　Gazpromの要請を受けて、Siemensは2024年末まで
Nord Streamの複数のタービンの修理、点検、輸送を行
うことを許可するカナダの輸出ライセンスについて、
Gazpromに送付したと発表。修理済みのタービンはフェ
リーでヘルシンキに向け7月23日にドイツ（リューベッ
ク港）を出発する予定であったが、Gazpromの要請する
新たな書類によって出発時期が延期されていた＊144。
　さらに25日、GazpromはNord Streamについてター
ビン1基を追加的に停止させるため、供給量が減少する
と発表。27日英国標準時午前4時から日量6,700万立方
メートルから半分を割る日量 3,300 万立方メートル

（12BCM）に減少することとなった＊145。
　7月末、Gazpromのマルケロフ副社長は「タービンを
受け入れるには、カナダのみならず、英国およびEUか
らも制裁を発動しないという保証を得ることが必要とな
る」との発言を行い、なぜこれらが必要なのかについて
詳細な説明を述べた。曰く、「Siemensのタービンの輸
送ルートが変更され、ロシアに直接返却されなかったた
め、EUおよび英国が発動している対露制裁の追加的対
象になる可能性が生じている。Gazpromはタービンを
カナダからドイツに輸送することには同意していなかっ
たのである。タービンの輸送はドイツを仕向け地とする
ことを条件にカナダ政府によって許可されたものであ
る。最終仕向け地がロシアということになれば、カナダ
が制裁迂回措置と解釈するリスクが生じている。添付文
書のミスも指摘される。例えば、タービンの受取手は
Gazprom Neftの 子 会 社 で あ る Gazprom Transgaz 
SanktPeterburgであると記されている。しかし、実際
には同社はGazprom NeftではなくGazpromの子会社で
ある。また、カナダ政府は、Siemensの傘下のSiemens 
Energy Canadaにタービンの輸出許可を交付している
が、Gazpromは 同 社 と は 契 約 を 結 ん で い な い。
Gazpromの契約相手は親会社であるSiemens（Siemens 
Energy）である。タービンの納入業者は、英国に登記さ
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れたITCL（Industrial Turbine Company Limited）社だ
が、同社は対露制裁に関する英国政府の要求に従う義務
を有している。このため、Gazpromは現在、制裁関連
のリスクと英国の法律を考慮する必要に迫られている。
以上の説明のとおり、Gazpromは現時点ではタービン
をロシアに輸入するために必要な文書を完全には揃えら
れないでいる」＊146。
　一方、Siemensは8月3日、Nord Stream用のタービ
ンを前にショルツ首相と記者会見を開催し、ブルッフ
CEOが「我々の観点からは、全ての書類、通関書類の準
備ができているが、クライアントであるGazpromの同
意が必要。そのような同意はまだ得られていない。その
ため、1週間以上前に到着したタービンを引き渡すこと
ができていない」ということを明らかにした。ショルツ
首相は「タービンは完全に準備されており、ロシアに輸
送してNord Streamに接続するための障壁はない」と述
べている＊147。
　Gazpromは制裁とSiemensの契約責任との不一致に
より、供給が不可能になっていると述べており、双方の
見解の不一致からタービン納入ができない状況は8月下
旬のNord Stream完全停止から現在に至るまで続いて
いる。

Gazpromによるフォースマジュール宣言
　Gazpromは7月14日付で、欧州のガス需要家へ書簡
を送付し、6月14日からの供給削減についてフォースマ
ジュール（不可抗力）を遡及的に宣言した。この書簡に
よって、欧州需要家の間にはメンテナンス後も、タービ
ン受領後においてもGazpromがパイプライン稼働を再
開しない可能性があるという懸念を高めることとなっ
た。
　上述のとおり、最終的にメンテナンス後の稼働再開は
行われたが、その量は定期点検前の最低量に留まり、か
つタービン受領においても書類上の問題が提起されるこ

とになった。そして、最終的には8月31日から始まっ
たメンテナンスによる停止を以って現在まで完全に輸送
を停止している。

Nord�Stream完全停止：GazpromとSiemensの非難合戦
　8月5日、GazpromはNord Streamについて、8月31
日から3日間のメンテナンス作業のため停止すると発表
した。これを受けて、欧州天然ガス価格は最高値である
70ドル台（MMBTU）を更新し、26日に99ドルという史
上最高値を付けるまで急騰していく。Gazpromはその
理由として、ポルトヴァヤ・コンプレッサーステーショ
ンで使用されている 6つのタービンの内、1基のメンテ
ナンス作業実施の必要性を挙げた。通常の状況では、5
つのタービンが稼働し、1つがバックアップのため予備
として保持されている。GazpromはSiemensの専門家
が参加し、8月31日から9月2日までタービンのメンテ
ナンスが行われることも併せて発表している。確かに
Siemensの文書では、1,000時間（42日間）稼働毎に定期
的なチェックとメンテナンスが必要と規定されている。
このことは、今後42 日毎に同様のシャットダウンが発
生する可能性があることを示唆するものとなった＊148。
　しかし、9月2日になり、状況は急転する。ミレル
Gazprom社長は、「西側諸国の制裁により、Siemensが
Nord Streamの定期点検を行うことができない。ロシア
の敵対勢力が多くの制裁を発動し、制裁による混乱とで
もいうべき状況を作り出している」と発表。Siemensは
この発言に対して、「定期メンテナンスは制裁の対象か
ら明確に除外されている。Siemensエンジニアは要請
があれば、保守作業を行う用意がある」と反論している
＊149。なお、31日時点ではSiemensは点検に関与してい
ないとも述べている。
　同日遅く、Gazpromは「新たな技術的問題が見つかっ
たため、Nord Streamが再稼働できない」と正式に発表
した＊150。具体的には天然ガスをパイプラインに送る
Siemens製タービンTrent 60に不具合が見つかり、爆
発や火災の危険性があるというものだった。プレスリ
リースでは、「Siemens担当者と共にポルトヴァヤ・コ
ンプレッサーステーションのタービンTrent 60の保守
点検を実施したところ、低・中圧ローターの速度センサー
のケーブル接続部からシール材の混入したオイル漏れが
発見された」とされている。Gazpromは、Siemensの情
報を引用し、専門の修理工場でないとこのオイル漏れは
完全には解消できないと主張した。
　これに対してSiemensは、オイル漏れはタービン停止
の技術的な理由にならないと反論。同社は、「通常、こ

ショルツ首相とブルッフ CEO
（修理されたタービンの前で）写3

出所：ドイツ政府
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のようなオイル漏れがタービンの運転に影響を及ぼすこ
とはなく、現場で解消可能である。これは保守点検の一
環としての一般的な対応である」と説明している。同社
は、過去にもこのようなオイル漏れが発生したことはあ
るが、稼働が停止されたことはないと強調し、「いずれ
にせよ、何度も指摘してきたとおり、ポルトヴァヤ・コ
ンプレッサーステーションにはNord Streamを操業さ
せるのに十分な数の他のタービンもある」ことも強調し
た。なお、コメルサントによる報道によれば、Siemens
とGazpromはタービンに関して、予定外の保守点検に
関する契約を結んでおらず、ポルトヴァヤでは常駐の技
師が点検を行っており、その1人が機器の点検に立ち会っ
たとされている。ガスタービンの修繕は運転時間が
25,000時間（約3年弱）に達すると行われることとなって
いる。関係者らの情報では、停止されたタービンTrent 
60の総運転時間は当時33,400時間で、すでに1度修繕
を終えており、その後の運転時間はまだ8,400時間と、
次回修繕までの運転時間の3分の1に過ぎない状況だっ
たと見られている＊151。
　9月4日、ロシア大統領府はGazpromがNord Stream
を通じた欧州へのガス供給再開期限を設定せず延期した
ことについて、欧州の対露制裁が同パイプラインの保守
点検作業を阻害したとして、欧州政府を非難した。ペス
コフ大統領府報道官は「欧州側が契約上の義務があるに
もかかわらず設備の修理を拒否するというばかげた決定
を下しても、Gazpromの責任ではない。制裁を決定し
た政治家の責任だ」と述べている。ノヴァク副首相も

「タービンが作動し続けるためには、Siemensが保守点

検に関する契約義務を果たす必要がある。契約上の修理
義務に完全に違反しており、タービン輸送の条件も違反
した」と語っている。これに対して、Siemensは保守点
検作業の委託は受けていないが、引き受けることはでき
るとコメントを出しており＊152、双方の主張は平行線の
ままだった。
　このように見て来ると、タービンの修理を拒否しない
ドイツ（Siemens）および西側と、当初は欧米制裁による
手続き上の問題、そして、最後にはタービンの不具合を
口実にNord Streamを停止させることに主眼を置いた
ロシア側（ロシア政府・Gazprom）という構図が見えて
くる。ロシア側の目的は、冬場に向けてガス貯蔵を進め
る欧州に対して、その大供給源であるNord Streamを
止めることによって欧州に対して危機感とガス価格高騰
による揺さぶりを掛けようとしたということにあると考
えられるだろう。
　そのようななかで9月26日に生じた決定的な事象が、
Nord StreamおよびNord Stream 2の稼働を長期間にわ
たって制約することになる破壊工作活動ということにな
る。
　IEAのビロル事務局長は、世界的な天然ガス市場の逼
迫と主要産油国の供給削減により、歴史上初めて「真の
世界エネルギー危機」が進行しているとの見解を示して
いる。ロシアのウクライナ侵攻が続くなかで欧州の
LNG輸入が増加し、中国のLNG需要も回復する可能性
がある。2023年は新たなLNG供給能力の内、20BCM
しか市場に出てこないため、市場が引き締まるだろうと
予想し、同時に、石油市場では OPECプラスによる

ロシア産欧州向けガス輸出と世界の天然ガス価格の推移図26

出所：IEA 資料に筆者加筆。天然ガス価格推移は JOGMEC・LNG 公開データより
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2023年12月までの日量200万バレルの減産が、世界の
石油需要が2022年、日量200万バレル近く増えることが
見込まれるなか、高リスクを持つ決定となり、世界の複
数の国がリセッション（景気後退）の瀬戸際にある中で、
リスクは更に高まっていると警鐘を鳴らしている＊153。

②�ガス漏洩事件の翌日は欧州のバルト海パイプライン稼
働式典だった

　奇しくも9月27日は、ノルウェー産ガスをデンマー
ク経由でポーランドへ輸出するバルト海パイプライン

（Baltic Pipe ／年間輸送容量10BCM）がポーランドまで
開通したタイミングであった。ポーランド・モラヴィエ
ツキ首相、デンマーク・フレデリクセン首相、ノルウェー
のアスランド・エネルギー大臣、EUのシムソン・エネ
ルギー担当委員がポーランド北西部のゴレニョフ・コン
プレッサーステーションで開催された式典に集い、大々
的な開通式典が行われていた。
　バルト海パイプライン構想は、デンマーク石油ガス企
業DONGおよびポーランド国営石油ガス会社PGNiGが、
パイプライン建設とガス供給に関する合意を2001年に
署名することに遡る。一時、経済的理由から中断される
が、2007年に、PGNiGとデンマーク国営天然ガス送電
ネットワーク企業Energinetが、同パイプライン建設の
可能性を検討する協定に合意。2008年、ポーランド政
府はPGNiGに代わり、国営パイプライン運営会社であ
るGaz-Systemをプロジェクトパートナーとして指名。
2009年欧州政府は欧州復興エネルギー計画の枠組みの
中で同プロジェクトに助成金支出を決定するも、2009
年6月、Gaz-Systemは、関連プロジェクトの問題とポー
ランドの天然ガス需要見通しの減退により、プロジェク
トの中断を決定したこともあった。2016年、新たに事
業調査が実施され、2017年にEnerginetとGaz-System
が具体的なスコープ策定に入り、 2018年1月、需要家
との間で15年間の供給契約を締結。また同年、建設に

かかる公聴会が関係国デンマーク、スウェーデン、ドイ
ツ、ポーランドを招き開催された。2019年には欧州委
員会は2,149億ユーロの助成金供与を行った。
　先立つ9月23日には、PGNiGがEquinorとの10年間
のガス供給契約（年間2.4BCM ／ 10年間）を締結してい
る。ロシア産ガスはPGNiGがこの3月から4月にかけて
Gazpromが強制してきたルーブルでのガス代金支払い
を拒否したため、4月27日以降、ガス供給が停止されて
いた。合意された供給量（2.4BCM）は、ポーランドの年
間ガス消費量の15%に相当する規模で、今後2027年ま
でに年間4BCMにまで拡大すると見込んでいる＊154。
　このプロジェクトは、実はNord Stream 2とはその双
方の建設の過程で因縁関係が生じていたと考えられてい
る。当事者であるデンマークはNord Stream 2の同国ボ
ルンホルム島領海内の建設許可について、他の国と同様
2018年内に承認することが可能のはずであったが、通
常2ルート候補で良いところ、第3のルート提出要請を
して承認を2019年10月まで引き延ばしたと見られてい
る。その背景には、Nord Stream 2稼働開始を遅延させ、
2019年末に迎えたロシア・ウクライナ天然ガス・トラ
ンジット契約更新に対する援護射撃（Nord Stream 2の
見通しが立たなければ、ロシアはウクライナ経由に依存
せざるを得ない）という目的があったと推察されていた。
しかし、最終的に契約更新の直前、2019 年 10 月に
Nord Stream 2建設について承認を行っている。その背
景にあるのが、バルト海パイプラインと推察された。図
27のとおり、このパイプラインはNord Streamおよび
Nord Stream 2とデンマーク領海海底で交差する。その
場合、すでに建設されたNord Streamをまたぐことに
なることから、デンマーク・ポーランドはNord Stream

（つまりGazprom）に対して建設許可を求めることとな
る。お互いの利害が一致した結果、バーター条件でそれ
ぞれのパイプライン建設を承認し合ったというのが、デ
ンマークによるNord Stream 2建設許可の背景にあると
考えられていた＊156。

③代替供給に対するロシアの提案
無傷のBラインをめぐる動き／制裁下サスペンドされた
Nord�Stream�2稼働を促すロシア
　今回、Nord StreamおよびNord Stream 2各2本、計
4本のラインの内、Nord Stream 2の内の1本（ラインB）
については、ガス漏洩は検知されなかった。しかし、安
全確認のため、同パイプについても充填されている天然
ガスを吸い出し、検査を行うことが明らかにされた。シ
ステムの完全性がチェックされ、監督機関が安全である

開通式典写4

出所：ポーランド政府
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ことを確認した後、天然ガスがガスパイプラインに再度
充填されることになる＊157。ただし、同Nord Stream 2
についてはウクライナ侵攻を受け欧米制裁対象であり、
稼働の見通しは全く立っていない。
　これに対して10月3日、Gazpromは欧州当局の承認
が得られれば、同パイプラインを使って欧州にガスを供
給することが可能だと表明した＊158。
　時間は遡るが、今回のガス漏洩事件が発生する前の7
月中旬、訪問中のテヘランにおいて記者会見に臨んだ
プーチン大統領は、欧州のエネルギー危機の解決法につ
いて言及し、欧州へロシア産ガスの供給を増やす方法の
一つはNord Stream 2を稼働させることであると述べ
た。ただし、「Gazpromはこのパイプラインの容量の半
分を国内消費および加工に用途を決めており、仮に
Nord Stream 2 を稼働させたとしても輸送量は年間
55BCMではなく、その半分になる」と発言している。
　このプーチン大統領の発言に対し、フォン・デア・ラ
イエンEU委員長は即座にそのアイデアを否定した。
Nord Stream 2は認証されておらず、いかなる状況下に
おいても操業できないと牽制していた＊159。

トルコに対する秋波：Turk�Streamの拡大活用
　10月12日、プーチン大統領はNord Stream経由の欧
州向け天然ガスを黒海方面に振り向け、トルコを欧州向

け天然ガス輸出の中心地とする案を提案した。また、上
記③のとおり、Nord Stream 2の損傷していないライン
Bを利用してドイツに供給する案も改めて言及した。損
傷したパイプラインの修復は可能としながらも、どのよ
うに対応するかはロシアと欧州が決めなくてはならない
と述べ、「Nord Streamで供給していた天然ガスを黒海
地域に振り向け、トルコを経由する欧州への供給ルート
を作り、トルコを欧州向け天然ガスのハブとすることも
可能だ」と発言。同席していたトルコのドンメズ・エネ
ルギー天然資源大臣は、代替ルートを通して欧州に供給
するというプーチン大統領の提案を耳にしたのは今回が
初めてとしながらも、「こうした国際プロジェクトは実
現可能性を評価する必要があり、商業的な面からも討議
しなければならない」と述べている。
　ミレルGazprom社長は2020年1月に稼働を開始した
Turk Stream（年間輸送容量31.5BCM）は、Nord Stream
より深い海底を通っていると指摘した上で（最大水深
2,200メートル）、トルコを天然ガスハブとするという
プーチン大統領の案について、「EUとトルコの国境に
取引プラットフォームを創出することは検討できる」と
の見方を示した。Nord Streamについては、修復は可能
としながらも、EUが修復を望むかどうか明確に示し、
安全を保障する必要があると述べている＊160。
　この提案に対し、10月19日、トルコのエルドガン大

ノルウェー産ガスをデンマークからポーランドへ輸送するバルト海パイプライン図27

A：北海のオフショアパイプライン：ノルウェーとドイツを結ぶ Europipe II に接続し、デンマーク西海岸に揚陸。Energinet が建設・運営を行う。
B：デンマーク陸上・海洋パイプライン：200km。Energinet が建設・運営を行う。
C：デンマーク領内コンプレッサーステーション。Energinet および Gaz-System による共同出資。Energinet が建設・運営を行う。
D：バルト海海洋パイプライン：275km。双方向でポーランドからデンマークへのガス輸送も想定。Gaz-System が建設・運営を行う。
E：ポーランド陸上パイプラインおよび既存輸送システム拡張：230 ～ 340km。Gaz-System が建設・運営を行う。
出所：Baltic Pipeline Project サイト＊ 155 等資料を JOGMEC 加筆
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統領は、トルコがロシア産ガスをヨーロッパに供給する
ハブになる可能性について賛意を示した。「今日、欧州
諸国はガスを確保する方法に腐心しているが、トルコに
はそのような問題はない。プーチン大統領は欧州がトル
コ経由でガスを購入できると述べたが、プーチン大統領
との最近の会談（10月14日於アスタナ）で、この問題に
ついて合意に達した」ことを明らかにし、両大統領がト
ルコにガスハブを設立する可能性を検討するようそれぞ
れの所管省庁に要請していると述べた＊161。
　10月27日、ズブコフGazprom会長はバクーで開催さ
れた国際会議の場で、ロシア、トルコ、アゼルバイジャ
ン、ヨーロッパ全ての国はトルコがガスハブになること
から恩恵を受けるだろうと述べている。「その利点を理

解し、この目的に向けて真剣に取り組む必要がある。ト
ルコが同意したことは良いことである。アゼルバイジャ
ンは常にロシアの同盟国であり、常に協力してきた。時
には独自のニーズのために、ロシアのガスを購入もして
いる」＊162。
　プーチン大統領がトルコとのガス協力拡大の可能性に
関する論拠を利用するのは今回が初めてではない。
2014年のクリミア併合によって、ロシアと欧州の関係
が冷却した後、ロシアを起点として黒海経由でブルガリ
アおよび中欧に至るガスパイプラインである South 
Stream（年間輸送能力63BCM）が停止され、その年末、
プーチン大統領の発案で、名前がTurk Streamに変わり、
ルートもEU加盟国ブルガリアからトルコに変更となっ
た。
　ロシアはトルコを反欧米サイドに引き込むための見返
りとして、すでに稼働していたBlue Stream経由でのト
ルコへのガス供給価格については6%の値下げを行い、
Turk Streamについてもトルコに対して事業推進状況に
よりさらに好条件でのガス供給を行っていると考えられ
ている。
　その半年後にロシアとドイツがNord Stream 2の建設
について合意し、その後、Turk Streamの輸送能力は半
分の31.5BCMに削減された。2015年にはトルコ自身が
EUとの国境にロシア産ガスの取引所を設置することを
提案したが、Gazpromの主張により議論は中止され、
その後、Gazpromは独自にロシア国内に電子商取引プ
ラットフォームを開設し、欧州顧客にガスを販売して主
に Nord Stream で供給するようになった経緯がある
＊163。
　果たして、ロシアがNord Streamの代替と想定・提
案しているトルコ天然ガスハブ構想はどのようなものと
なり、将来性はあるのかどうかを検討してみよう。前述
の通り、2014年にブルガリア揚陸からトルコ揚陸へ変
更になり、Turk Streamに改称された前のプロジェクト
であるSouth Sttreamではブルガリア揚陸後、バルカン
半島各国を経由し、最終的に欧州需要地（イタリア・オー
ストリア）へ延伸する計画（South Stream Lite）が立てら
れ、実際に通過国との協定も締結されてきた（図29右
上図参照）。しかし、トルコ揚陸に変更となり、ブルガ
リアへはトルコ経由でガスが輸送されることになった。
2020年1月からTurk Streamが稼働を開始するのに合
わせて、バルカン半島を経由するパイプラインの整備も
進み（非公式ながらバルカン・ストリームとも呼ばれて
いる）、2021年10月までにトルコ～ブルガリア～セル
ビア～ハンガリーまでの供給が始まっている。今回のト

Turk Stream に関する主要指標図28

出所：JOGMEC 作成。地図は Gazprom 資料より
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ルコ天然ガスハブ構想はこれら既存インフラの拡張とい
う こ と に な る。 確 か に Turk Streamは 設 計 容 量 の
31.5BCMに対して、2021年の稼働実績はトルコや限定
的なバルカン半島の需要から10.4BCMと低いのが現状
である。また、更にパイプラインを敷設し、設計容量を
現在の倍の63BCMに拡張する計画もある。欧州市場へ
目指し、Turk  Streamの拡張（ただし、黒海の大水深用
パイプライン敷設は外資に依存しており技術的に問題が
生じるのは確実）、バルカン半島各国のパイプラインの
増強・新規建設にロシアが数百億ドルの資金を投入し、
乗り出すとすれば、理論的には10BCM程度のトルコ市
場を維持しながら（Blue Streamを入れれば26BCM）12
～ 16BCM程度のバルカン半島での需要、34 ～ 36BCM
程度の天然ガスを中欧へ輸出することができる可能性が
ある。しかし、それは欧州最大のガス需要国であるドイ
ツに輸出していたNord Stream経由の輸出量（設計容量
55BCM ／運用実績80BCM）の半分以下にしかならず、
Nord Stream 2を併せた数値（総量110BCM）から見れば、
そもそもロシアが実現しようとしていた欧州ガス市場の
シェア拡大は大幅に縮小せざるを得ない。また、ロシア
からドイツを直接結ぶパイプラインに比べ、通過国を複
数跨る陸上パイプラインは各国に通過料（トランジット・
タリフ）を支払わなくてはならない。この点、つまり安
価で通過国に左右されない安定的なガス調達が可能とな

ることが、ドイツがロシアと直接結ぶパイプラインであ
るNord StreamおよびNord Stream 2を進め、対露依存
を高めてきた背景にもあると言える。Turk Streamから
バルカン半島を経由し中欧へ至るパイプラインは、通過
国数ではロシアが保有するパイプラインでは最大とな
り、その通過料も事業の経済性に大きく影響を与えるこ
とになるだろう。
　Turk Stream（South Stream）はもともとコーカサス・
中央アジアから流れようとしていた天然ガスパイプライ
ン構想の当て馬として、ロシアが欧州市場を維持・拡大
するために作られたプロジェクトである。21世紀初頭、
ナブッコ・パイプライン計画として墺OMVによって立
ち上げられた構想は最終的に立ち消えとなったが、アゼ
ルバイジャン、トルコおよびBPが主導し、ギリシア・
イタリアまで接続されたTANAP（16BCM）およびTAP

（10BCM）両パイプラインとして実現している。さらに、
ギリシャから分岐し、バルカン半島西岸を北進し、中欧
を目指すIAP（Ionian Adriatic Pipeline）構想も検討が進
められている。トルコ天然ガスハブ構想ではこれらロシ
ア産以外のガスを輸送するパイプラインとの競合におい
て、ロシアは供給国に対して優位性のあるガス価格を示
す必要に迫られるだろう。
　また、ハブとなるトルコに2020年に黒海で過去最大
規模となるサカルヤ・ガス田が発見されたこともロシア

ロシアによるトルコ天然ガスハブ構想図29

出所：JOGMEC
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にとっての不安定要素である。トルコにはすでにその年
間需要量（57.3BCM）をカバーして余りある輸入インフ
ラ（パイプラインで86.5BCM、LNG受入ターミナルで
31BCM：合計117.5BCM）がある。そこにさらに生産国
となる可能性も出てきたということになる。サカルヤ・
ガス田の開発は大水深にあり、トルコ国営企業TPAO
単独では難しいという見方もあるが、トルコ政府は建国
百周年を迎え、大統領選も控える今年2023年に試験生
産開始を目指している模様だ。いずれにしてもトルコは
ロシア産ガスを死活的に必要な状況にはなく、逆に買い
叩ける立場にあることも、今回ロシアが提案するトルコ
天然ガスハブ構想では、ロシアにとって不利な条件を齎
すことになるだろう。

ウクライナトランジットに関する情報
　10月20日、戦時下ながら、Gazpromはウクライナ経
由の欧州向け天然ガス・トランジット量について、
42.4mcm（15.5BCM）を要望していることが明らかになっ
た。この数値はこれまでの数カ月、変わっていない。ウ
クライナのガス輸送システムオペレーター（GTSOU）も
Gazpromからの要望申請を確認している＊164 。他方、
Gazpromは露宇国境ソクラノフカ（1日当たり30mcmを
輸送）にある計量ステーションを介した予約は拒否され
たと語っている。GTSOUは、同ステーションを安全性
の問題から制御できないと説明し、ソクラノフカを通過
するガスの受け入れに関して不可抗力を宣言している。

（5）現状認識と今後注目される動き

　誰が破壊工作を行ったのか。水深50メートル以深の
海底に設置されたパイプラインの破壊には特定の国が関
与している可能性があることが当初から指摘されてき
た。ロシアはプーチン大統領がアングロ・サクソン人の
関与を示し、ロシア政府も「その裏にある『事実』が公表
されれば、多くの欧州人が驚くことになるだろう」と暗
に西側の国が背後にいることを発信してきた。10月下
旬にはロシア国防省は英国海軍が関係していると明言し
てもいる。一方、自国の排他的経済水域でのガス漏洩後、
潜水艇を用いて現場海域調査に乗り出したスウェーデ
ン、そしてデンマークだが、事件から1カ月半にわたっ
て沈黙を守っている。ロシアが破壊工作を行ったという
証拠を掴んでいるのであれば、NATO加盟に舵を切っ
たスウェーデン、NATO加盟国であるデンマークはそ
の事実を隠す必要があるだろうか。今後現場で回収した
証拠品だけでは依然犯人の特定はできていない状況にあ
るか、ロシアが喧伝するように西側にとって驚くような
ファクトが出ているのかのいずれかと考えられる。他方、
そのような事実は、2014年7月にウクライナ上空で発
生したマレーシア航空機撃墜事件のように犯人究明には
長い時間を要し、最終的には明らかにならない可能性も
ある。
　破壊されたパイプラインの修理は容易ではないことは
明らかだ。責任所在と賠償手続きについては不透明であ
り、この冬の間再稼働はできず、それ以上続く可能性が

独露パイプイラインが破壊されたことで得られる利益・不利益表５

出所：JOGMEC
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高いと考えられている。欧州ではガス貯蔵平均率が年末
までに設定された目標である85%を達成しており、暖
冬予報も出ているが、ガス貯蔵率の維持においては
Nord Streamからの冬季を通じての一定供給が前提と
なっていた。そのガスが失われた今、高水準のガス価格
によりガス需要が抑制されている要素もあるが、加盟国
に課せられた省エネ（節ガス）が順調に達成できない場合
や突発的な寒波が欧州を襲うような事態が生じれば、欧
州は厳しい冬を迎えることになる。また、この冬は凌げ
ても、例年20 ～ 50%程度の貯蔵が残っていたところか
らの貯蔵スタートがほぼ使い切ったゼロからのスタート
となる可能性が高い。欧州がロシアに代わる供給源確保
に奔走し積み上げても、来年の今頃の貯蔵は今年よりも
難航することが予想され、2023年から2024年の冬は
より厳しい状況を迎えることになるだろう。
　また、Nord Stream およびNord Stream 2の破壊工
作は、もしロシアが行っていないという前提に立った場
合、今後ロシアにとっては深刻な不安材料となり得るこ
とが推察される。直後の10月12日、プーチン大統領が「最
も危険な前例。輸送やエネルギー、公益の極めて重要な
施設が全て脅威にさらされていることが明らかになっ

た」と述べた背景には、他国でのテロ警戒というより、
広大な国土に石油だけで6.7万キロメートル余り、天然
ガスについては地球4周を超える16.7万キロメートルも
のパイプラインを擁するロシアこそが主眼にある。破壊
するのにはハードルの高い海底パイプラインで起きた今
回の事件は、保有するこれら長大な陸上パイプラインに
対していつ何時起きてもおかしくないことを意味するか
らである。確かにパイプラインの主要施設（コンプレッ
サーステーションやジャンクション）には関係者以外の
立ち入りが厳しく制限されているが、公道と交わってい
る箇所は無数に存在する。いかに警備を強化したとして
も完全に防ぐことは難しいというのが実情だろう。なお、
蛇足ながら、ロシア政府による警戒レベルが高まってい
ることを示すように、10月13日、政府はTurk Stream
への攻撃を企てたとして数人を逮捕したと発表した（人
数・国籍等不明）。10月8日に爆破された「クリミア大橋」
について、ウクライナの特務機関によるテロ工作と断定
したロシア政府は、ウクライナ側がロシア国内の発電所
やガス輸送網も標的としたと主張し、そこにはTurk 
Streamも含まれていたと発表している＊165。

Nord Stream 稼働率から見た今冬欧州ガス・ショートの可能性図30

出所：JOGMEC




