
はじめに

西豪州の北西大陸棚からチモール海にかけて

のカーナボン盆地（61TCF），ブラウズ盆地
（19TCF），ボナパルト盆地（22TCF）には，
100TCFを超える未開発ガス資源が存在してい
る。これらのガス資源を保有する企業にとって
の 最 大 の 課 題 は ， ガ ス 資 源 の 貨 幣 化

（monetization）である。
ガスの貨幣化のための手段は，パイプライン

による国内ガス市場への供給又はLNGによる
海外輸出がある。豪州において稼動している

LNGプロジェクトは，現在のところ，西豪州
北西大陸棚LNGプロジェクトのみである。ま
た，西豪州北西大陸棚から西豪州内へのパイプ
ラインはあるが，チモール海から西豪州又は北
部準州までのパイプラン・インフラはまだ整備

されていない。チモール海Bayu-Undanガス田
から北部準州ダーウィンまでのパイプライン計

画はあるが，まだ投資決定されていない。
未開発ガスの市場については，西豪州内を除
けば，近隣に十分なガス市場が無く，また，

LNG市場の獲得も顧客次第ということもあり，
各ガス田を保有する企業は，ガスの貨幣化に苦
労している。このように，近隣に市場がなく，

LNG等の開発が不可能なガス田は，「stranded
gas」と呼ばれている。この未開発ガス資源を
貨幣化する方法を模索する企業，GTLプロジ
ェクトを推進する企業，そして国内に新たなガ
ス産業創出を狙っている政府との思惑が一致

し，連邦政府は，GTL産業創出に向けて，関
係企業との連携を密にし積極的な役割を果たそ

うという戦略を打ち出した。
連邦政府の狙いは，新しい産業の創出により，
豪州の経済的利益を確保するとともに，ガスを
液体燃料に転換することにより，石油の中東輸
入依存に一定の歯止めをかける狙いもある。豪
州の原油生産量は，ここ数年間，比較的大きな

― 38 ―石油／天然ガス　レビュー ’02・３

豪州連邦政府のGTL戦略
―連邦政府のＧＴＬ産業創出への意欲－

池　田　　　寛＊

豪州の北西部海域には数多くの未開発大型ガス田が存在し，埋蔵量は130TCFを超える。こ
のガス資源の貨幣化（Monetization）の手段としては，パイプラインによる国内ガス市場への
供給又はLNGによる海外輸出があるが，国内市場の規模や成長には限りがある一方，海外LNG
市場の獲得競争も激しいため，新たな市場獲得は容易ではない。このようなガス資源は

「Stranded Gas」と呼ばれ，ガスの貨幣化（Monetization）が最大の課題となっている。
こうした中，GTL（Gas-To-Liquids，天然ガス液体燃料化）技術によりガスを市場に送り込も
うとする試みが世界の主要産ガス国で注目を集めており，豪州の連邦政府も国際的に競争力の

あるGTL産業の創出に向けて動き出した。GTL技術そのものの歴史は古いが，一部を除きGTL
製品市場が未発達であり，プラントの経済性も十分でないなどの要因があることから，豪州で
は連邦政府に対する産業界の期待は極めて大きい。本稿では，１．豪州のガス資源，２．連邦

政府のGTL戦略，３．GTL戦略の最終答申の骨子，４．豪州のGTLプロジェクト計画，につい
て述べる。

＊本稿は，シドニー事務所長　池田　寛（E-mail : ikedah@
jnoc.net）が担当した。



油田の発見があり生産量は維持されているが，

生産ライフは７年～10年と短いため，自主開発
比率は年々低下していく傾向にある。ガス資源

は，可採年数で100年以上もあるため，ガスを液
体燃料などに転換し国内市場に供給できれば，

原油輸入依存度を抑制することが可能である。
連邦政府は， 2 0 0 0年２月 1 8日，米国

Syntroleum Corporationから，GTL（Gas-To-
Liquids，天然ガス液体燃料化）技術ライセン
スを30百万豪ドルで取得した。政府が自らこう
したライセンスを取得することは，世界的にも

極めて珍しく，連邦政府のGTL戦略に対する
強い意欲が伺える。そして，2001年に入り，産
業科学資源省（DISR，2001年11月から産業観
光資源省（DITR）に名称変更）と Invest
Australia（連邦政府の産業投資政策を担当）
は，GTLタスクフォースを設置し，豪州の豊
富なガス資源の開発促進とGTL産業の創出を
目的とした具体的政策フレームワークの検討を

開始した。
GTLタスクフォースは，2001年６月，９月，

関係業界も交えてGTLラウンドテーブルを開
催し，10月初旬，ミンチンDISR大臣に対して，
連邦政府のGTL戦略に関する最終答申を提出
した。この答申に基づく連邦政府の具体的な支
援措置は，これから包括的に審議されることに
なっているが，既存の支援制度を使った政策実

施は可能であり，2001年12月にMethanexが西
豪州バラップ岬に建設する予定のメタノール・

プラントに対して，連邦政府は，85百万ドルの
投資インセンティブを与えることを発表，

GTLタスクフォースの答申提出後としては，
最初の連邦政府支援プロジェクトとなった。

１．豪州のガス資源

（1）豊富なガス埋蔵量
世界のガス資源量から豪州の位置付けを見て

みると，カタール（ 3 9 0 T CF），イラン
（810TCF），アラブ首長国連邦（200TCF）に
は及ばないものの，豪州は全体で130TCFを超
えるガス埋蔵量を保有している。豪州の年間ガ

ス需要量は約１TCFなので，可採年数は130年
となる。この豊富なガス資源は，海外LNG市
場及び国内ガス市場に供給するだけでなく，将

来的には，GTLプラントに対しても十分対応
できるだけの量である。連邦政府の2030年まで
の豪州国内ガス需要見通しでは，LNG用原料
ガス25TCF，国内供給11TCF，GTL用原料ガ
ス24TCF，計60TCFのガスが必要になると見
込んでいる。
海外LNG市場を見てみると，世界のLNGグ

ローバル市場は，①アジア，②欧州，③米州，
の３つの需要ゾーンと３つの供給ゾーンにブロ

ック化されており，アジアがLNG需要全体の
70％を占めている。しかし，一方では，中東，
アジアのLNG供給者間の市場獲得競争は激し
く，バイヤーズマーケットの状況に変わりはな

い。ドイツ銀行の調査によると，世界のLNG
需要は，2000年１億トン／年が，2015年には倍
の２億トン／年になると予想されている。需要

の年平均伸び率では，米国が32％と急激な伸び
を示すと見込んでいる一方，アジアは６％，世
界全体では平均８％と，米国市場に対するマー
ケティング活動が活発になると予想されてい

る。
豪州のガス資源保有企業も，LNG市場では，

アジアのみではなく，米国もターゲットに入れ
てマーケティング活動を行っている。北部準州
チモール海のバイユ・ウンダンプロジェクトの
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表１　世界のグローバルLNG市場 （万トン／年）

 
 
全世界LNG供給 
 
うち豪州LNG供給 

出所：Wood Mackenzie, Deutsche Bank，石油公団天然ガス関係資料 
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Phillips Petroleumは，2001年３月，米国西海
岸市場向けに2005年から480万トン/年のLNG
を供給するLOIをEl Pasoと締結，アジアだけ
でなく，米国市場との両面作戦でマーケティン

グ活動を行っている。
また，LNG市場の獲得に時間がかかる状況

の中，GTLプロセスによる液体燃料，ワック
ス，潤滑油や合成ガスから製造されるメタノー
ル，ＤＭＥなどの製品をターゲットとした

GTLプロジェクトが多数計画されている。豪
州は原料ガスが豊富であることから，Sasol
Chevron，Syntroleum，RD/ShellなどのGTL
メジャープレイヤーを始め，豪州，日本の企業

グループも，西豪州北西大陸棚，北部準州チモ

ール海のガス資源を利用したGTLプラントの
開発計画を検討している。
豪州のガス供給源は，①南豪州クーパー盆地

（ニューサウスウェールズ州，クイーンズラン
ド州，南豪州に供給），②ビクトリア州バス海
峡（ビクトリア州を中心に供給），③西豪州北
西大陸棚（西豪州に供給），④北部準州アマデ
ウス盆地（北部準州に供給），の４つのゾーン

に分かれる。

（2）国内ガス市場
豪州のガス需要は，豪州唯一のLNGプロジ
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表２　アジア・オセアニアのガス埋蔵量とＬＮＧ輸出量 

LNG輸出量（万トン／年） 
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　　　　　国　名 

オーストラリア 

インドネシア 

マレーシア 

中国 

タイ 

インド 

パキスタン 

ベトナム 

ブルネイ 

パプアニューギニア 

ミャンマー 

ニュージーランド 

フィリピン 

その他アジア・オセアニア 

アジア・オセアニア合計 

全世界合計 

出所：埋蔵量の数値はブルネイ、ニュージーランド、フィリピンの３カ国はWorld Oil、その他の
国は2000年９月に開催されたガス国際会議GASEX2000、OGJ。埋蔵量には販売契約が未定のも
のも含まれている。LNG輸出量はNatural Gas In The World他。 

表３　豪州の天然ガス生産 

ガス生産量 
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LNG用ガス 

－ 
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－ 

399

合　計 

216 
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67 
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南豪州クーパー盆地 

西豪州北西大陸棚 

ビクトリア州バス海峡 

北部準州ほか 

合　計 

（bcf／年）

 



ェクトである北西大陸棚プロジェクトのLNG
液化用原料ガスが全体の36％を占め，残りは，
国内市場で消費されている。一次エネルギー需

要に占めるガスの割合は，18.1％であり，石油
は34.6％，石炭は41.4％となっている。国内ガ
ス市場は，地理的な関係から，東海岸（ニュー
サウスウェールズ州，クイーンズランド州），
ビクトリア州，南豪州，西豪州，北部準州の５

つの需要ゾーンに分かれる。
発電用のガス利用の動きは，クイーンズラン
ド州や南豪州においては比較的緩やか，あるい
は中程度のものであるが，西豪州においては活
発である。また，豪州国内の一般家庭，商業，
工業用のガス需要は，年々着実に伸びており，

伸び率は年2.5％と一次エネルギーの中で最も
高い。しかし，短中期的には，西豪州北西大陸
棚や北部準州チモール海の大規模な未開発ガス
資源の開発を，国内需要単独で賄えるほどのガ
ス需要の拡大は見込めず，新たなガス田開発の

立ち上げには，海外LNG市場と国内では発電
用，工業用向けの新規需要の確保が不可欠とな

っている。
豪州国内ガス需要の51％を占める東海岸をタ
ーゲットに，パイプラインのインフラが整って
いるビクトリア州バス海峡周辺でのガス・ポテ
ンシャルの探鉱活動は，近年活発である。生産
ライフが５～８年程度の小規模のガス田でも，
販売契約さえ締結できれば，極めて短期間に生

産を開始し，キャッシュフローを確保すること
ができるというメリットがあり，ガス上流ビジ

ネスのニッチ戦略として注目されている。
ビクトリア州バス海峡周辺からのガス供給

は，歴史的にExxon MobilとBHP-Billitonのジ
ョイントベンチャーによる市場独占が続いてい

るが，Woodside，Santos，Originなどの豪州
企業は，周辺地域でのガス・ポテンシャルの探
鉱活動に積極的であり，相次いで中小規模のガ

ス田を発見している。
また，オーストリアのOMVは，Cultus買収

を通じて取得したビクトリア州沖合24kmにあ
るパトリシア/バリーンガス田を開発すること
を決定し，Exxon MobilとBHP-Billitonの独占
市場に初めて参入することになった。このプロ

ジェクトは，Energexに対するガス販売契約が
確保できたことから開発が実現したものだが，
ガス田は小さく，石油と同じような生産カーブ
で減退していく。生産ライフは８年程度である
が，１年以内に開発，生産を開始できることか

ら，ガスの貨幣化（monetization）としては，
最も理想的なプロジェクトである。このプロジ
ェクトには，三菱商事と東京ガスが，ガス権益

の40％をＯＭＶから取得し，豪州国内ガス・ビ
ジネスに参入している。

（3）ガス・パイプライン
豪州の天然ガス輸送・供給網は，拡大し続け

ている。ガス・パイプラインの総延長は，1998
年から1999年の間に76,352kmから87,680kmに
伸びており，国内全体の平均伸び率は3.5％で
あった。拡張が行われた主な州は，ニューサウ
スウェールズ州，ビクトリア州，クイーンズラ
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表４　豪州のガス需要 

399（36％） 

702（64％） 

1,101（100％） 

LNG輸出用（西豪州） 

国内需要（６州） 

合　計 

（bcf／年） 

表５　豪州国内６州のガス需要内訳 
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　　　　　　　小　計 
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北部準州（NT） 

西豪州（WA） 
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東海岸 



ンド州，西豪州であった。新規のパイプライン

としては，2000年，米国Duke Energyが，ビク
トリア州ロングフォードとニューサウスウェー

ルズ州シドニー間を結ぶ総延長800km（総工費
4.5億ドル）のパイプラインを敷設した。これ
により，東海岸３州のガス市場が一つに結ばれ，
この市場では，ビクトリア州バス海峡からのガ
ス供給と南豪州クーパー盆地からのガス供給と

競合することになった。Duke Energyは，2001
年，ビクトリア州ロングフォードとタスマニア
州ベル湾間のガス・パイプライン（総延長

350km，総工費3.8億ドル）の建設に着工，2002
年中頃からガス輸送を開始する予定である。
また，３つの大きな幹線パイプラインの計画

もあり，Duke Energyが計画しているビクト
リア州メルボルンと南豪州アデレード間（総工

費2.5億ドル，総延長670km），Epic Energyが
計画している北部準州ダーウィンと南豪州アデ

レード間（総工費15億ドル，総延長2,200km），
APT/Petronasのグループが計画しているパプ
アニューギニアとクイーンズランド州グラッド

ストーン間（総工費30億ドル，総延長3,250km）
などがある。
Duke Energyが計画しているビクトリア州

メルボルンと南豪州アデレードを結ぶガス・パ

イプラインは，2003年末の輸送開始を目標とし
ている。ビクトリア州西部沖合にBHP-Billiton
が所有するミネルバ・ガス田（未開発）など，
ビクトリア州バス海峡のガス田を供給源とする

予定である。輸送能力は年間60ペタジュール
（LNG換算108万トン）を計画しているが，稼
動を開始するためには，少なくともその半分の

30ペタジュールの需要が必要である。
また，北部準州ダーウィンと南豪州アデレー
ド間のパイプラインが完成すると，西豪州を除
く国内ガス市場が一つの市場となるが，投資決
定するために必要なガス需要の見通しはまだな
い。パプアニューギニアと豪州クイーンズラン
ド州間のガス・パイプラインは，豪州の電力や
工業用など新規のガス需要をある程度確保して
いるが，パプアニューギニア側のインフラ資金

調達の問題などもあり，最終決定されていない。

（4）国内の大手ガス生産企業
ガスの埋蔵量ベースで豪州ベスト８に入る企

業の中で，豪州企業は，Woodside，BHP-
Billiton，Santosの３社であり，ほか５社は，
RD/Shell，Chevron，Exxon Mobil，BP，
Phillips Petroleumの欧米大手石油会社である。
欧米企業の中には，世界のメジャーLNGプレ
イヤーであるRD/Shell，Exxon Mobil，BPの
３社が含まれている。
豪州のメジャーガスプレイヤーの中には，も
ともとは石油ポテンシャルのプロスペクトをタ
ーゲットに探鉱を行った結果，石油ではなく，
ガスを発見してしまったという経緯がある会社

が多い。現在でも，Woodsideは国内において，
30百万バレルから１億バレル規模の石油ポテン
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 表６　豪州メジャーガスプレイヤーのガス資産 

ガス埋蔵量 
（tcf） 

30 

20 

13 

10 

8 

8 

7 

3

出所：Annual Report, Wood Mackenzie, Deutsche Bank 
＊：Santosのみ国内需要向けガス生産量 
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豪州／世界（mmcfd） 

187／187 

187／2,524 

187／187 

187／187 
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シャルの探鉱活動を積極的に行っているが，ほ
かの７社は，既存ガス田周辺のガス・ポテンシ
ャルの探鉱・評価作業又は企業買収などにより
自社のガス資産のポートフォリオを拡大しよう

とする戦略が強い。
ガス資源が存在する地域は，西豪州北西大陸
棚から北部準州チモール海にかけての海域であ
り，既存ガス田の埋蔵量は，探鉱・評価作業に
より，年々拡大を続けている。日本企業で，大
型ガス田プロジェクトに権益を保有しているの
は，北西大陸棚プロジェクトのＭＩＭＩ（三井
物産と三菱商事の現地ジョイントベンチャー法
人），国際石油開発（ＩＮＰＥＸ）は，チモー
ル海バイユ・ウンダンプロジェクトの権益

11.70％を保有しているほか，2000年大阪ガス
は，チモール海グレーターサンライズプロジェ

クトの権益10.00％を買収し，ガス上流事業に
参入した。
豪州の企業別のネット・ガス生産では，

Santos，BHP-Billiton，Esso（Exxon Mobil），
Woodsideの４社が，全体の60％を占めている。
その他では，北西大陸棚プロジェクトの

Woodsideを除く５社が，LNG原料用ガスの生
産で残りのほとんどを占めている。
また，ガスの市場別で見てみると，ビクトリ
ア州バス海峡において独占的にガスを生産・供

給しているBHP-BillitonとEsso（Exxon Mobil）
の２社は，豪州ガス市場の25％を占めるビクト
リア州内に独占的にガスを供給している。南豪
州陸上クーパー盆地のムーンバにおいてガスを

生産しているSantosは，このガス資産が同社の
キャッシュフローの源泉となるコア資産であ
り，生産されたガスは，東海岸クイーンズラン
ド州，ニューサウスウェールズ州，南豪州に供

給されている。

２．連邦政府のGTL戦略

（1）連邦政府GTL戦略の背景
豪州は，国内市場においても，海外市場にお
いても，既に信頼のおけるガス供給者としての

地位を確立している。豪州は1989年以来，北西
大陸棚プロジェクトから生産されるLNGを海
外（日本）に向けて輸出しており，豪州の

LNG供給国としての高い評価は，今後，豪州
が新しいガスプロセス技術によるGTL市場を
開拓する上での堅固な土台ともなっている。
遠隔地に埋蔵されているガス資源は，石油と
は異なり，市場に運ぶのが難しく，こうした

「stranded gas」と呼ばれるガス田開発におい
て重要な要素となるのは，「輸送」の問題であ
る。パイプライン輸送は，市場が遠く離れ，ま
た，広域に渡っている場合には，費用がかかり，
非効率なものとなる。そこで，タンカーで輸送
できるようにガスを液化することが重要な決め

手となる。豪州は，LNG技術によるガス供給国
としては，既に重要な地位を占めている。
LNG技術以外のガス資源商業化のために，豪
州政府は，新しいガス液体燃料化技術による

GTLプロジェクトを積極的に促進する必要があ
ると考えている。また，産業界も，政府に対し

て大型GTL投資の決定基盤となるような政策や
財政的支援の枠組みの策定を期待している。
現在の液体燃料の世界市場での取引量は

7,000万ｂ／ｄであるが，国際エネルギー機関
IEA）は，2010年までに需要と供給の格差が生
じ，中東OPEC加盟国の生産量がその他の地域
全体の生産量を上回るようになると予想してい
る。こうした中東依存度の上昇と需給格差によ

る価格の動向は，GTLプロセスによる液体燃
料市場の成長にはプラスの要因になると連邦政

府では見ている。
世界の液体燃料市場の中で中間留分（軽油，

灯油，ジェット燃料）は2,600万b/dであるが，
BP統計によると2015年までには30％増加し，
3,400万b/dになると予想されている。地域別に
見ると，アジア太平洋地域でのシェア伸率が最

も高い。GTLプロセスにより製造されるディ
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表７　豪州４大ガス生産企業 
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ーゼルやジェット燃料などの液体燃料は，クリ
ーンな燃料であり既製品に比べて高いプレミア
ムを持っているが，市場として成長して行くの

はまだこれからの段階である。
Shell，Sasol Chevron，Exxon Mobil，Sasol，
BP，Mossgas，PDVSA，Sicorなどは，世界各
地でGTLプロセスによる中間留分などの生産
プラントの建設を商業規模で検討している。連

邦政府は，ガスを原料とするGTLプロセス
（フィッシャー・トロプシュ合成による液体燃

料化）技術によるGTLディーゼル燃料の将来
的需要をターゲットに，豪州がこの分野で国際

的競争力を失う前に，早急にGTL産業を創出
したいという強い意欲がある。豪州はカントリ
ーリスクもなく，原料となるガス価格も欧州及
び米国に比べれば安いという事情もあることか

ら，連邦政府としては，GTLプロセスによる
燃料製品の製造を新たな産業として位置付け，

GTL燃料製品の商業的要素，GTL製品の市場
ポテンシャルなどを調査・評価し，早急に

GTLプロジェクトに対する投資誘因政策など
を実施する必要があると考えている。
原料となるガス価格については，米国に比べ

れば安いが，GTLプロジェクトの候補対象国
となっているカタール，イランなどの中東，イ
ンドネシア，ナイジェリアなどと比べると，価
格競争力は劣っている。連邦政府は，豪州にお

いてGTLプロジェクトが安定した経済性を確
保し，成長していくためには，産業の立ち上げ
段階において投資や税制面での何らかの措置が

必要であると考え，包括的なGTL産業創出の
ための戦略策定と具体的プログラムの検討を開

始することになった。

（2）連邦政府の具体的取り組み
連邦政府は， 2 0 0 0年２月 1 8日，米国

Syntroleum Corporationから，GTL（Gas-To-
Liquids，天然ガス液体燃料化）技術ライセン
スを30百万豪ドルで取得し，GTL戦略に向け
た最初の行動をとった。そして，2001年に入り，
産業科学資源省（DISR，2001年11月から産業
観光資源省（DITR）に名称変更）とInvest
Australia（連邦政府の産業投資政策を担当）

は，GTLタスクフォースを設置し，豪州の豊
富なガス資源の開発促進とGTL産業の創出を
目的とした具体的政策フレームワークの検討を

開始した。
GTLタスクフォースは，2001年６月27日，

９月４日の２回，キャンベラにおいて，GTL
プロジェクトに関係する民間企業20社，北部準
州政府，西豪州政府，連邦政府の関係６機関な

どから計50名が出席したGTLラウンドテーブ
ルを開催した。石油公団シドニー事務所を始め，
豪州で未開発ガス資源を保有する日本企業（国
際石油開発，日本石油開発），日本ＤＭＥ（三
菱ガス化学，三菱重工，伊藤忠商事，日揮）も

招待され，会議に参加した。GTLラウンドテ
ーブルの開催目的は，連邦政府のGTL個別プ
ロジェクトに対する支援をとりまとめるためで

あり，GTL業界から意見を聴取した。
そして，2001年10月下旬，GTLタスクフォ

ースは，ミンチンDISR大臣に対して，連邦政
府のGTL戦略に関する最終答申を提出した。
この答申に基づく連邦政府の具体的な支援措置
は，これから包括的に審議されることになって
いるが，既存の支援制度を使った政策実施は可

能であり，2001年12月にMethanexが西豪州バ
ラップ岬に建設する予定のメタノール・プラン

トに対して，連邦政府は，85百万ドルの投資イ
ンセンティブを与えることを発表，GTLタス
クフォースの答申提出後としては，最初の連邦

政府支援プロジェクトとなった。
GTLタスクフォースは，GTL関連業界との

GTLラウンドテーブル用の資料として，｢GTL
Industry Development Discussion Paper｣を作
成し，事前に出席者に配布した。この報告書に

は，豪州のGTL産業に関する主要な問題が提
起されているほか，豪州GTLプロジェクトの
製品ターゲット，GTL製品市場のポテンシャ
ル，GTLプラントの経済性などについて調
査・分析した結果も含まれている。また，

GTLタスクフォースは，Gaf fney，Cl ine
Associatesに対して｢Review of A Gas to
Liquids Industry for Australia（豪州のGTL産
業レビュー）」というGTL産業に関する報告書
の作成を依頼した。こうした資料は，GTL産
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業を推進する企業グループから直接得た情報を

もとに作成されており，GTLタスクフォース
の検討作業の土台となっている。GTLタスク
フォースは，その他にも，プラントの経済性評
価や補足的な情報を産業界の関係者から直接入

手している。GTLタスクフォースが作成した
資料や報告書は，インターネットで公開されて

いる（www.isr.gov.au/invest）。

（3）連邦政府のGTL戦略の骨子
GTLプロジェクトの獲得競争は，原料とな

るガス資源が莫大にあるアフリカ，アラスカ，
中東，南米など世界中で繰り広げられており，

この中の数カ国においては政府が新規GTLプ
ロジェクトの促進を目的として，投資や税制面

での優遇措置を既に導入し，GTLプロジェク
トのコスト削減など経済性にプラスとなるよう

なインセンティブを与えている。
連邦政府は，豪州におけるGTL産業のポテ

ンシャルを高く評価しているが，GTLプロジ
ェクトを獲得するためには単発的な奨励措置だ
けでは不十分であり，明確な戦略と包括的な支
援策を立案することが不可欠であると認識して

いる。連邦政府のGTL戦略の目標は次の通り
である。
①GTL関連業界が，西豪州北西大陸棚から
北部準州チモール海にかけての遠隔地にあ
るガス資源の開発を促進し，ガスに付加価
値を与えるために，新規投資，雇用の創出，
技術の開発・導入などを進める。また，こ
れらの地域の経済発展や豪州経済全体にど
の程度の恩恵を与えることが可能かを評価

する。
②豪州の液体燃料生産を飛躍的に躍進させる
ような，またはその範囲を広げられるよう
な，新しい輸送用液体燃料について適切な

選択肢を見つける。
③GTL産業に貢献するような専門技術分野
が，豪州で発展するために取られるべき具
体的措置は何であるかを認識する（エンジ
ニアリングの支援，Ｒ＆Ｄの促進，海外技

術への依存度削減，国内のGTL関連技
術・サービス産業の奨励など）。

また，2001年10月下旬ミンチンDISR大臣に
提出した最終答申の中には，次のような調査・

分析結果が含まれるとしている。
①豪州国内の未開発ガス資源（130TCF）は，
世界規模のGTL産業を支えるだけの可能
性がどれぐらいあるのか。
②豪州における，GTL産業のビジネスチャ
ンスとGTL製品の市場ポテンシャル。
③GTLプラントの経済性及び政府の援助が
限られる場合でも，豪州にGTL産業が確
立される可能性があるのかどうか。
④GTL産業に伴う，実質的な経済的恩恵及
びそれらの潜在的恩恵を創出させるために
は，政府の援助がどの程度必要となるの

か。
⑤環境汚染度の少ない輸送燃料（特に硫黄分
が少ない燃料）や，新世代のエンジン技術
の開発及びそれらの燃料が新しい規制基準

や市場で占める位置。
⑥豪州のGTL産業の成長が，既存の従来型
精製産業に与える影響。
⑦豪州でGTL技術に関する専門知識者が育
成される機会の有無（国内及び海外におけ

るGTL産業のエンジニアリングや設計に
貢献する専門知識者，GTL技術のニッチ
な部分における知識を備えたＲ＆Ｄ専門知

識者）。
⑧豪州でGTL産業が発展する上で，障壁は
存在するのかどうか。また，それが存在す
る場合，解決のために政府の援助が必要で

あるのかどうか。
⑨外国政府が実施するGTL産業に対する支
援内容の調査。（豪州政府のGTL支援策と
比較して，外国政府の支援にどれだけ優れ
た誘引要素が備わっているのかどうかを検

討）

（4）連邦政府の支援に関する業界の要望
Shell，Sasol Chevron，Syntroleumなどの

GTLメジャープレイヤーは，豪州に限らず，
世界中で，原料ガスの価格が安く，政府の支援

も含めたGTLプロジェクトの経済性が有利な
国を選択しようと必死である。豪州の原料ガス
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価格は，米国に比べれば非常に安いことが特徴
であるが，西豪州北西大陸棚プロジェクトの陸

上ＬNＧ基地のあるバラップ岬を除くと，遠隔
地のガス開発に必要なインフラが全く整備され

ていない。こうしたことから，GTLメジャー
プレイヤーは，連邦政府に対して，インフラ整

備への支援と大型GTLプロジェクトに対する
優遇税制，具体的には，投資の加速償却を強く

要望している。
2000年７月１日政府売上税（GST，10％）の
導入に伴い実施された税制改革により，LNG
やガス・パイプラインなどの大型投資にそれま
で適用されていた加速償却が廃止され，連立政
権は，代替インセンティブを導入すると約束し

たものの，豪州国税庁（ATO）や財務省での
具体的な代替インセンティブの内容が，2000年
の税制改正以降，未だ明らかにされていない状
態が続いており，リスクのある大型プロジェク
ト事業者にとっては，大きな問題となっている。

GTLラウンドテーブルでも，石油ガス開発業
界の代表として出席していた豪州石油生産探鉱

協会（APPEA）のジョーンズ事務局長は，
「GTL産業の創出には，大型GTLプロジェクト
及び関連するパイプラインなどのインフラ投資
に対しての優遇税制が必要不可欠である」と，

GTLタスクフォース，DISRに対して，強く主
張している。
GTLメジャープレイヤーは，従来のLNGプ

ロジェクトや従来型の液体燃料製造に比べて，

GTLプロジェクトはリスクが大きく，GTL製
品価格の競争力も不透明であるため，パイプラ

インなどの関連インフラも含めたGTL投資に
対しては，５～８年以内の償却年数でなければ，
初期投資を回収できず，プロジェクトの採算性
が非常に悪くなると評価している。また，未開

発ガス田の開発やGTLプラントの周辺インフ
ラについては，誰が負担し，どの程度の連邦政

府の支援が可能なのかについても関心が高い。
2001年11月10日，連邦下院の全議席と上院の
約半数を改選する連邦議会選挙が実施され，即
日開票の結果，ジョン・ハワード首相（自由党
党首）率いる与党自由党・国民党連合の勝利が
確定し，ハワード政権の３期目の続投が決定し

た。新しく組閣も行われ，産業科学資源省

（DISR）は産業観光資源省（DITR）に改組さ
れ，大臣も，ミンチン氏からマクファーレン氏
に交代した。ミンチン氏は財務・行政担当大臣

に昇格した。
昨年10月初め，当時のミンチンDISR大臣は，

GTLタスクフォースからGTL最終報告書を受
領したが，当時既に連邦議会の選挙活動が真っ
盛りで，議会も事実上休止していたため，最終
報告書に対する内閣のアクションは，すぐには

取られなかった。GTL支援策に対する協議の
枠組みや具体的スケジュールは，新しく就任し

たマクファーレンDITR大臣のイニシアチブの
下で実施されることになっている。
一方，GTLメジャープレイヤーの中には，早
急にGTLプロジェクトの経済性改善に貢献する
ような政府の具体的支援策が決定されなけれ

ば，豪州をGTL投資対象国から除外し，他の国
にターゲットを移すことを考えている企業もあ

る。GTLプロジェクトに対する優遇税制（加速
償却）については，豪州国税庁（ATO），財務
省も関係してくるため，DITR単独で政策決定
することが極めて困難な事情がある。そのため，

GTLタスクフォースが考えているGTL支援メニ
ューでは，財源を確保すれば，DITR単独で政
策決定できるような支援策，具体的には，個別
プロジェクトへの補助金や州政府または企業が
行うインフラ投資に対する補助金，などが有力

候補となるのではないかと見られている。

（5）GTLディーゼル・プラントの経済性
ガスを原料とするGTL製品には，フィッシ

ャー・トロプシュ合成（FT合成）によるGTL
ディーゼル，GTLナフサ，高付加価値製品
（ワックス，パラフィン，潤滑油）のほか，合

成ガスから製造されるメタノール，DMEなど
もある。この中で連邦政府がGTL産業創出に
貢献する大規模な製造を前提としているのは，

GTLディーゼル燃料である。
BP統計によると，世界の自動車用ディーゼ

ル燃料及びジェット燃料などの中間留分の需要

は，2000年は26百万b/d，2015年には34百万
b/dになると予想されている。ディーゼル燃料
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の需要は，経済動向に大きな影響を受ける傾向

にあるが，Gaffney，Cline and Associatesでは，
今後５年から10年間は，平均して年２％増加し
ていくと予想しており，アジアの中ではインド

と中国の需要増が大きいと見ている。
GTLディーゼルは，硫黄分，アロマ分を含

有していないこと，また，自己着火性を示すセ
タン価が高いことから，今後強化される米国，
日本及び欧州など先進国の自動車用燃料規制に
適合するクリーンな燃料として注目されてお
り，石油製品に対してプレミアムも持っている。
また，最適なエネルギー・ミックスと供給安全

保障及び供給源の多角化を図り，OPECに対す
る原油輸入依存度を抑える上でも，自国のガス
資源を原料として，フィッシャー・トロプシュ

合成（FT合成）によるGTLディーゼルの製
造・供給は，豪州のエネルギー政策においても

重要な意味を持っている。
豪州国内のディーゼル燃料の需要は，2000年
205,000b/dで，過去５年間で平均年2.5％伸びて
いる。豪州では，2006年から自動車用燃料規制
を強化する計画であるが，この規制に適合する
燃料を製造するために，既存の精製所が新たに

設備投資しなければならない金額は，約13億豪
ドル（約900億円）になると連邦政府では試算
している。豪州の石油精製は，豪州資本は淘汰

され，BP，Caltex，Shell，Exxon Mobilのメ
ジャー４社で独占されているが，こうした企業
が，利益率が小さい石油精製ビジネスを続けて
いく上で，追加的な設備投資をコミットするこ
とができるかどうかは，現時点は，不透明な状

況である。

また，既存の石油精製設備では，原油から多
用な製品を製造できるメリットを持っている反
面，特定の製品割合を増加させるということは
技術的に困難な問題もある。豪州の石油精製所

では，現在，製品の50％以上がディーゼル燃料
及びジェット燃料である。これに対し，ガスを

原料とするGTLプロセスによるディーゼル燃
料は，80％近くを製造することができ，製品の
製造割合のコントロールも既存の精製所に比べ
て柔軟性が高い。既存の精製会社が，追加的な
設備投資を行い，新しい規制に適合した燃料需
要に対応できるかどうかは，極めて難しいと連

邦政府では見ている。
GTLディーゼルの石油製品のブレンド剤と

しての経済的価値は，国内のディーゼル燃料市
場の需給特徴を反映し，通常の燃料と比較した
プレミアムの度合いによって決定される。

GTLディーゼルのプレミアムは，原油から精
製されるものと比較して現在8.00US＄/bbl程度
との評価もあるが，Gaffney，Cline and
Associatesでは，5.20～4.20US＄/bblと評価し
ている。
GTLディーゼル燃料を製造するプラントの

経済性については，GTLタスクフォース，
Gaffney, Cline and Associates，Sasol Chevron，
BPのそれぞれが，基本的に同じ前提条件のも
とで行った経済モデル分析結果がある。前提条

件は，３万b/dのGTLディーゼル製造プラント
を想定し，CAPEX（資本コスト）は，20,000
ドル/BPDと25,000ドル/BPD，OPEX（操業コ
スト）は４ .５US＄/bbl，原料ガス価格は
1.00US＄/MMBTUと0.75US＄/MMBTU，原
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表８　IRR（内部収益率）の比較 
 　　　　　　　　ガス価格1.00US$/MMBTU 

CAPEX 

25,000 US$/BD 

11% 

13% 

9% 

NA

 

CAPEX 

20,000 US$/BD 

14% 

15% 

11% 

NA

　　　　　　　　ガス価格0.75US$/MMBTU 

CAPEX 

25,000 US$/BD 

NA 

15% 

10% 

9%

 

CAPEX 

20,000 US$/BD 

17% 

17% 

12% 

15％ 

 

Model 

 

Gaffney, Cline   

DISR 

Sasol Chevron 

BP1

１：BPのみガス価格0.80US＄/MMBTU、ブレント価格21.00US＄/bblを前提。 
出所：DISR GTLタスクフォース調査報告書 



油価格22US＄/bblを前提としている。
GTL製品の価格は，ブレント原油価格＋

4.5US＄/bblプレミアムとして計算，GTL製品
の内訳は，ディーゼル67％，ナフサ28％，LPG
５％としている。税引き後のIRR（内部収益率）
は，４機関の各ケースにより，９～17％という
結果がでている。GTLタスクフォースが行っ
た経済性評価では，IRR（内部収益率）は13％
～17％という試算結果を出している。
経済性に影響を与える要因には，①原油価格

を基準として算出されるGTLディーゼル燃料
の価格，②原料となるガス価格，③GTLプラ
ントのCAPEX（資本コスト），④GTLプラン
トのOPEX（操業コスト），が主なものであり，
この他には，⑤減価償却などの税制条件，⑥資

金調達コストなども関わってくる。
Shellは，GTLプラントのCAPEX（資本投資）
のユニットコストが２万ドルであるという連邦

政府の前提に対しては10年先には可能性がある
が，現時点の豪州における目標としては，2.5
万ドル/BPDが現実的であり，また，原油価格
22US＄/bblという前提は，Shellにとっては楽
観的な数字であると述べている。
Shellは，豪州においては，合成ガスからメ

タノールを製造するコストが比較的低いという

ことに着目し，メタノールやDMEを製造する
ことも検討している。She l lが目標とする
CAPEX（資本コスト）２万ドル/BPＤの実現
は容易ではなく，更なる技術革新が必要である。
また，メタノールの市場については，メタノー
ル生産が市場の規模に釣り合わないほどに成長

し過ぎる恐れもある。
GTLディーゼル燃料の価値の基準となる原

油価格の前提については，連邦政府の前提とな

っている22US＄/bblは，Shell以外の出席者か
らも楽観的な数字であるとの意見が多く，

18US＄/bblが現実的な水準ではないかとのこ
とであった。また，GTLディーゼル燃料のプ
レミアムについては，平均4.50US＄/bblを想定
している点についても，もう少し調査分析する

べきとの意見も出た。
原料となるガス価格については，既存のガス
田や随伴ガスである場合は，価格を想定し易い

が，北西大陸棚やチモール海の「stranded gas」
と呼ばれる遠隔地にある未開発ガス田をGTL
プラントの原料ガスとして開発する場合には，

200kmから500kmのパイプライン敷設が不可欠
であり，こうしたパイプラインも含めたインフ
ラ投資も含めて採算性を確認しなければならな

いとの意見も出された。Shellは，GTLプラン
トは，LNGプラントよりもコストがかかりリ
スクのある事業であるとし，インフラに対する

政府の支援は不可欠であると認識している。
また，GTLラウンドテーブルでは，新規大

型ガス田開発の加速償却制度の必要性について
も多数の意見が出された。原料ガス価格に影響

を与えるガス田開発及びGTLプラントそのも
のに対して，政府がどの程度までのリスクを税
制措置によって肩代わりすることができるのか
が，業界の大きな関心事項である。業界が

22US＄/bblを前提とする連邦政府の経済分析
を楽観的であると指摘するのには，加速償却に

対する強い要望を背景としている。
GTLタスクフォースは，原料ガス価格の前提
は，GTLプラントの経済性にとって重要な要素
である上，変動し易いため，適切な数字を選ぶ

のが難しかったと説明し，あくまでも，GTL戦
略の政策実施のための考察という位置付けであ

るとしている。GTLタスクフォースは，GTL事
業は早期に事業を始める者が有利性を得る傾向

が非常に強く，豪州は，今，GTLプロジェクト
を立ち上げるべきであると考えている。重要な

のは，GTLプラントの規模とコストを十分に検
討し，基盤的な顧客となる10～20社程度の産業
ユーザーを早期に獲得することが，企業にとっ

て大きな挑戦であるとしている。
GTLタスクフォースは，GTLディーゼル・プ
ラントの安定した経済性確保に向け，①基盤顧
客の獲得，②実質的な経済的利益，③市場の落

ち度（インフラ投資と支援の必要性），④GTL
事業が与える外的影響（恩恵），⑤中立性を備

えた競争の展開（WTO基準との整合性）など
の点から多角的に検討を行うこととしている。

（6）GTLプロセスと石油精製プロセスの経済性

比較
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GTLタスクフォースが行った経済性評価に
よると，Euro４など高規格ディーゼル燃料の
生産を既存の豪州又はシンガポールの石油精製

プロセスとGTLプロセスとで比較して見ると，
税引前のIRR（内部収益率）では，GTLプロセ
スによる生産のほうに競争力があることが示さ
れている。特に，新規石油精製設備の投資を行

った場合には，CAPEX（投資コスト）が
16,000ドル/BPＤかかり，経済性はほとんど見
込めないという結果が出ている。また，豪州の

石油精製プロセスでEuro４規格のディーゼル
燃料の生産を行うためには，75百万豪ドル（49
億円）の追加投資が必要と見込まれている。

（7）メタノール合成
GTLタスクフォースが経済性評価を実施し

た豪州で計画されている９件のGTLプロジェ
クトのうち，５件が合成ガスからメタノールを

製造するものである。連邦政府は，GTLディ
ーゼル燃料を戦略ターゲットに置いているのに
対し，企業は，短期的には，メタノール市場の

可能性にも目を向けている。GTLタスクフォ
ースのディスカッション・ペーパーでは，

GTLディーゼル燃料以外の製品（メタノール，
DME，高付加価値製品）については，それほ
どウェイトを置いていなかったため，GTLラ
ウンドテーブルでは，出席者からメタノールを
対象とするプロジェクトについても，経済性評
価や市場ポテンシャル，政府の支援などについ

て検討するべきであるとの要望が出された。
ガスから直接メタノールに転換させる直接法
による技術は，商業ベースではまだ確立されて
いないため，合成ガスからメタノール合成を行
い製造する間接法によるプラントを前提として
いる。合成ガスをフィッシャー・トロプシュ合

成（FT合成）によりディーゼル燃料，ジェッ
ト燃料などの中間留分の製品などを製造するプ

ロセスをGTLプロセスと狭義に言っているが，
GTLタスクフォースでは，合成ガスから製造
されるメタノール，更に脱水により製造される

DMEなども含め広義にGTL製品の対象として
いる。
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表９　Euro４規格ディーゼル燃料生産のGTLプロセスと石油精製プロセスの経済性 

既存 
豪州 

石油精製 
（100KBD） 

19.90 

1.20 

0.00 

1.80 

0.70 

0.00 

23.60 

 

2.87 

0.40 

 

1.00 

1.90 

25.17 

6.7％ 

19.00 

0.60 

0.00 

1.10 

0.70 

0.90 

23.30 

 

2.87 

0.00 

 

1.00 

1.90 

24.77 

6.3％ 

19.00 

1.20 

0.00 

1.10 

5.30 

0.00 

26.60 

 

2.87 

0.40 

 

1.00 

1.90 

25.17 

－5.4％ 

0.00 

0.00 

8.90 

4.50 

7.77 

1.45 

22.62 

 

2.87 

0.63 

 

1.00 

1.90 

25.40 

12.3％ 

0.00 

0.00 

9.20 

4.50 

6.35 

1.45 

21.45 

 

2.87 

0.63 

 

1.00 

1.90 

25.40 

18.1％ 

既存 
シンガポール 
石油精製 
（300KBD） 

新規 
豪州 

石油精製 
（150KBD） 

GCA 
Indicative 
GLTプラント 
（30KBD） 

DISR's Future 
GLTプラント 
Scenario 

（＋75KBD）

 

 

 

 

生産コスト（US＄/BBL） 

Oil Feedstock 

Freight to Refinery 

Gas Feedstock 

OPEX 

CAPEX 

Freight to Market 

Total Cost of Production 

マージン（US＄/BBL） 

Historical Singapore Refining Margin  

Refinery/Plant yield differences  

　from Singapore crack spread 

Euro 4/ GTL Fuel Premium 

Singapore Freight Cost 

Australian Average Product Value 

Indicative Pre-tax ROR

 出所：DISR GTLタスクフォース調査報告書 



連邦政府の資料によると，1999年の世界のメ
タノール需要は，27百万トンであり，今後，年
３％程度増加していくと予想されている。また，

世界のメタノール需要の内，36％がホルムアル
デヒド（ホルマリン），29％が燃料添加剤
（MTBE）として利用されている。米国カリフ
ォルニア州では，ガソリン添加剤（MTBE）
の使用を禁止する方向にあるため，米国市場に
対する影響が懸念されているが，欧州では

MTBEの使用を制限する動きはない。メタノ
ールの価格は，非常に変動が激しく，1994年に
550US＄/トンであったのに対し，1999年には
75US＄/トンにまで下がっている。ただし，過
去の長期的な平均推移を見ると，100～200US
＄/トンの範囲で推移しており，平均では
150US＄/トン程度と見込まれている。2001年
上旬では，225US＄/トンとなっている。
世界のメタノールの生産能力は，現在，約35
百万トンある。地域別に見ると，北米24％，南
米21％，欧州21％，中東・アフリカ17％，アジ
ア・オセアニア17％となっている。米国や欧州
では，原料となるガス価格が高くなっているた
め，メタノール生産企業は，マーケットからは
離れるもののガス価格が安いチリ，赤道ギニア，
中東，トリニダードなどの国にプラント拠点を

移動しつつある。
現在のメタノール・プラントの生産能力は，

大規模化しており，１基当たり年間80万トンか
ら85万トンとなっている。35百万トンの生産能
力のうち，20％はシャットダウンされており，
これらはガス価格が高い北米・欧州のプラント
がその対象となっている。現在稼動中のメタノ
ール・プラントも，ガス価格が安い国に建設さ
れる新しいメタノール・プラントの脅威にさら

されている。
メタノール生産では，Methanexが年間750万
トンの売上げと650万トンの生産を誇り，次に
三菱ガス化学（400万トン）と続いている。豪
州国内では，BHPと三菱商事が共同開発した
小規模なメタノール・プラントがビクトリア州
のラバートンにあり，プラントの所有権は，現

在，Coogee ChemicalsとMorgal Marineのコン
ソーシアムが所有している。

豪州では，2001年12月，Methanexが西豪州
バラップ岬に世界的規模の合成ガスから製造さ
れるメタノール・プラントを建設することを発

表した。総投資額は10億豪ドルで，連邦政府は
85百万豪ドルの投資インセンティブを与えるこ
とを約束した。これは，GTLタスクフォース
が行った連邦政府のGTL戦略に沿った措置で
あり，具体的な政府の支援が約束された最初の

プロジェクトと言える。
また，Methanol Australiaも同時期に，チモ

ール海のエバン・ショールガス田からのガスを
原料とする洋上メタノール施設の建設計画を発

表している。総投資額は約24億豪ドルである。
この計画は，メタノールのマーケティングがど
の程度確保されているかは不明であり，前者の

Methanexのプロジェクトに比べると実現の可
能性については，まだ不透明な点が多い。合成
ガスからメタノールを製造するプロジェクトを

計画している企業は，この他にも G T L
Resources，Morgal Marineなどがある。

（8）DME合成
DMEは，合成ガスから製造されるメタノー

ルを脱水して製造されるものである。LPGに近
い性質を持っており，LPGのように貯蔵・輸送
することが可能である。DMEの生産能力は，
世界全体で年間15万トンとなっている。直接法
による商業ベースの製造技術は研究開発段階に

ある。DMEは，日本では，殺虫剤などを噴射
するガスとして大半が使用されている。LPGも
その代替物として使用されているが，LPGは
DMEに比べて溶剤能力が低く，臭いがあるこ
ともあり，DMEが利用されている。日本の
DME需要は現在約１万トン程度である。
将来のDMEの市場ポテンシャルとしては，

ディーゼルの代替燃料としての需要が期待され
ており，このクリーン燃料の需要が成長すれば，

DMEプロジェクトの経済性も更に向上するも
のと見られている。日本では，DMEエンジン
の自動車試験走行（ボルボなど）やDMEエン
ジンの研究開発なども積極的に行われおり，ク

リーン燃料の規制に適合するＤME市場のポテ
ンシャルが期待されている。
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豪州では，三菱ガス化学のコンソーシアム

（三菱重工，伊藤忠商事，日揮），BP-Amoco，
などがDMEプロジェクトのF/Sなどを実施し，
DMEプロジェクトの経済性や市場調査を行っ
ている。連邦政府も，将来の代替燃料としての

DME市場のポテンシャルを調査・分析してお
り，日本のDME市場の動向に強い関心を持っ
ている。

（9）GTLナフサ
ナフサは，化学製品の原料としての市場が最

も大きく，現在の市場規模は，17百万b/dであ
り，BP統計によると，2010年には23百万b/dに
なると予想されている。GTLナフサについて
は，付加価値は高いものの，過去10年間のナフ
サ価格の推移は，６US＄/bblから１US＄/bbl
という範囲で変動し，平均２US＄/bblとなっ
ていることから，商業ベースに安定して製造す
るためには，ナフサ価格に影響を与える原油価
格と石油の需給状況をよく見極める必要がある

と考えられている。

（10）高付加価値製品
合成ガスからフィッシャー・トロプシュ合成

（FT合成）により製造される製品には，中間留
分やナフサの他に高付加価値製品（潤滑油，ワ
ックス，パラフィン）もある。これらの製品を

製造している現在稼動中のGTLプラントには，
Sasolの南アフリカ，Shellのマレーシアのプラ
ントがあり，その市場を独占している。
豪州ではSyntroleumのSweetwaterプロジェ

クトが，GTLディーゼル燃料，GTLナフサと
ともに，高付加価値製品を製造することを計画

中である。FT合成から製造される高品質のワ
ックスと潤滑油は，付加価値が高く，利益も大
きいが，市場規模の成長はあまり期待できない
ため，こうした製品を大規模に製造するプロジ

ェクトは現在想定されていない。

（11）第１回GTLラウンドテーブル
GTLタスクフォースは，2001年６月28日，キ
ャンベラ国会議事堂内の会議室において，第１

回GTLラウンドテーブルを開催した。議論の

中心は，GTLプラントの経済性評価に対する
連邦政府の前提条件及び投資コストの削減見通
しと連邦政府の支援策として優遇税制措置（加
速償却による支援）を検討するべき，との意見
が大勢を占めた。会議には，豪州国税庁

（ATO）の担当者も陪席していたが発言は求め
ず，GTLタスクフォース事務局から，｢税制見
直しに関する議論は，内閣で政治的に判断され
る問題であり，政府部内ではなかなかタッチで
きにくい問題である。他の産業支援とのバラン
スを図る必要もあることから，どの程度の文言
で最終答申に記載するか，現時点では，微妙な
問題である｣，と説明し明確な回答を避けた。
なお，クリーン燃料の利用促進に関する石油税

（Excise Tax）の見直しの必要性については，
明確に表明した。
会議の冒頭，ミンチンDISR大臣が挨拶を行

い，会議の趣旨と連邦政府のGTL産業創出へ
の意欲を示した。大臣は，エネルギー市場で
「中立性を備えた競争」（自由化されるエネルギ
ー市場において，産業間の競争の均衡を図るこ

と）を展開することにより，GTL産業の発展
に障害となるものを排除する必要があり，政府

の具体的支援策の必要性があることを述べた。
また，大臣は，「豪州では，石油の埋蔵資源量
が減少しつつある一方，ガスは継続的に発見さ
れている。豪州は，豊かなガス資源を埋蔵する
国であり，最近では，ビクトリア州沖合での新
たなガス発見があった。ガスに可能な限りの価

値を付加したいと望んでいる。50～100年先に
は，石油資源は枯渇すると考えられることから，
ガスは貴重な資源である。従って，我々は，ガ
ス産業を一層飛躍させていくために最大の支援
を行うつもりである。豪州は，この産業に有利

な条件を備えた国である。連邦政府はGTL企
業を豪州に誘引するために，投資奨励措置を始
めとする活発な支援措置を展開しようとしてい

る。それらの投資奨励措置には，R＆Dを対象
とした税控除措置やGTL技術と関係するもの
も含まれる。現在，連邦政府はGTL産業の創
出に本格的に取り組み始めたが，その姿勢が国
際的な関心を集めていることは予期していなか

ったため，今回のようなGTLラウンドテーブ
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ルの開催を行うことにした。私は，９月までに

まとめられるGTL答申書に期待を寄せている」
と述べた。
大臣の挨拶の後，出席者から，「大臣は，

GTL事業を広義的なエネルギー政策（Broad
Energy Policy-経済促進，環境保護などの要素
も考慮に入れた，豪州のエネルギー政策）の一
環に含むことを考えているのか」という質問が

あった。
これに対して，大臣は，「我々は，COAG

（Council of Australian Governments－豪州政
府審議会－豪州の州及び特別地域の各政府によ
って結成された審議会）との協議において，エ
ネルギー政策の見直しを強く主張している。豪
州では，現在，エネルギー市場の見直しが必要
とされており，電力，ガス産業の改革もそれに
含まれている。特にガスに関しては供給の多様
化を実現することが，我が国の長期的なエネル
ギー供給確保のためにも，非常に重要なことで

ある」と述べている。
また，他の出席者からは，「ATO（Australian
Taxation Office－豪州国税庁）は，今回の会議
では直接の参加者ではなく，傍観的な立場であ
るが，税制については何らかの位置付けはされ
るのか」という質問があった。これに対し大臣
は，「税制がこの問題に深く関わってくるのは，

明らかなことである。財務大臣がGTL事業に
関与することの重要性は大きい。これは，政府
全体で対策を実行していかなければならない問
題である」と，業界が強く要望している加速償
却などの優遇税制の必要性については理解を示

した。
また，エネルギー市場の改革に関する連邦政
府と州政府間の問題については，CSIRO（豪
州連邦科学産業研究所）が，COAGのエネルギ
ー政策に対する審議や一部の州の抱える問題，
エネルギー市場やその供給源などに関する問題
において，媒体的な役割を果たしていることを

大臣は説明した。CSIROは，エネルギー政策
と関連した問題の提言などで貢献しており，エ
ネルギーに関する問題が連邦，各州政府間で幅
広く話し合われることを目的として活動してい

る。

連邦政府は，６州政府とエネルギー政策に関
する問題に有効な対策を打ち出すことを期待
し，各州政府間でエネルギー政策に関する審議

会（Ministerial Council of  Energy）を結成し
たが，クイーンズランド州と南豪州の２州はエ
ネルギー市場競争化に対する政策導入のタイム
フレームワークにまだ賛同していないという問

題もあり，足並みは揃っていない。GTL産業
創出の問題に関しても，各州が共同歩調を取る

必要性があることを指摘している。
GTL戦略の目標としては，①未開発ガス資

源の貨幣化（Monetization），②輸送用燃料の
供給オプションの多様化，③GTL関連技術力
の開発の３つを挙げ，戦略実現のための具体的
支援方法については，①大規模プロジェクト設

備基金（Major Project Facilitation：MPF），
② フ ィ ー ジ ビ リ テ ィ ・ ス タ デ ィ 基 金

（Feasibility Study Fund：FSF），③戦略的投
資協力（Strategic Investment Coordination：
SIC）の３つのプログラムを検討していること
を明らかにした。
また，クリーンなGTL燃料の利用促進のため
の政策としては，①クリーン燃料に対する短期

的な燃料税率（Excise Tax）の削減又は補助金
支給，②新規ガス資源開発に貢献するGTLプロ
ジェクトに対するインセンティブ，③インフラ

整備に対する支援，④研究開発（R＆D）支援，
が提示された。第１回GTLラウンドテーブルの
結果をまとめると次のようになる。
①豪州にはガス資源が豊富に埋蔵されている。
しかしながら，他のガス資源国と比較すると，
ガス価格が高い。ガスの商業化に関する投資
コストの問題は，広い範囲での政策の中で検
討する必要がある（上流事業に対する税制や

加速償却などとのバランスを図る）。GTLプ
ロジェクトは，GTLプロセスによる製品市
場やGTL技術の向上の面については，長期
的視野に立つ必要がある。
②豪州のGTLプロジェクトは，競争的な国際
市場を考慮に入れる必要がある。ガス資源を
豊富に埋蔵する国は他にも数多くあり，これ

らの国々もGTLプロジェクトの促進に積極
的である。
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③温室効果ガスの問題は，無視できない。この
問題は，生産者から消費者までのバリュー・
チェーンの全段階において重要性を持つ。温
室効果ガスと二酸化炭素の排出量について

は，モデル分析を行う必要がある。
④GTLプラントの経済モデル分析の前提条件
については，現実性の高い条件を使用するべ

きである。豪州におけるGTL産業の立ち上
げは，長期的なゲームとなるだろう。モデル
分析においては，経済的恩恵のビジョンを明
確なものとする必要がある（経済的恩恵はど
こへ流れていくのか，そしてその恩恵が遮断

される箇所はどこであるのか，など）。
⑤GTL製品，特にGTL燃料に関しては，広い
視野で物事を考察することが重要である。そ

れは，非GTLプロセスによる製品も，燃料
として将来使用される可能性があるためであ
る。また，エタノールの存在，各輸送燃料が
互いに及ぼし合う影響についても目を向ける

べきである。
この他には，GTL製品の価格競争力，メタ

ノール燃料の市場ポテンシャル，二酸化炭素処

理の問題，GTLナフサとDME合成の将来性，
クリーン燃料促進目的の優遇税制措置，投資の

加速償却の必要性，GTLの研究開発（Ｒ＆Ｄ）
政策などについて意見が出された。

３．GTL戦略の最終答申の骨子

GTLタスクフォースは，2001年９月４日，
キャンベラのコンベンションセンターにおいて

２回目のGTLランドテーブルを開催し，ミン
チンDISR大臣に提出する連邦政府のGTL戦略
に関する最終答申の骨子を説明した。GTL戦
略の骨子は，①ガス資源の開発，②GTL燃料
の供給，③GTL技術力の開発，の３項目から
構成され，連邦政府の支援メニュー案が紹介さ

れている。
なお，ミンチンDISR大臣に提出された最終

答申書は非公開であるため，GTL戦略に関す
る最終的な内容を正確に知ることはできない

が，第２回GTLラウンドテーブルでGTLタス
クフォースが説明した情報に沿ったものになっ

ていると理解されており，その内容は次の通り

である。

（1）ガス資源の開発
①　遠隔地で開発が滞っているガス（stranded
gas）開発の促進
国内のガス産業を支援し，遠隔地の

「stranded gas」の開発を促進するために，奨
励金スキームを導入する。奨励金には上限を設

ける。
連邦政府は，「stranded gas」を定義づける

ことは難しく，どのようなガス田がその対象と
なるかについては明確にしていないが，既にガ
ス田の開発計画が提案されているものについて
は，その範疇に含めないとの方向であると説明

している。ゴルゴンガス田ではChevron，グレ
ーター・サンライズガス田では，Phil l ips，
Shellがそれぞれ開発計画を提案しており，こ
うしたガス田開発は，この支援対象から除外さ
れる可能性がある。また，この他に開発が計画

されているプロジェクトとしては，Morgal
MarineとMethanol Australiaが計画している洋
上メタノール・プラントなどもあるが，ガス田
開発に対する資金支援の対象や詳細は，これか

ら政府内で議論される予定である。
②　オフショア・ガス田の開発コスト削減奨励
豪州ガス資源の国際的な競争力を高めるため
に，設備投資に対する減価償却など税制面での
改善を検討する。オフショア・ガス生産設備の
実質耐用年数に関する不利な条件が改善されれ
ば，ガス田開発の経済性の向上が期待できる。
ただし，償却期間の優遇措置を決定するために

は，財務省，ATO（豪州国税庁）との調整が
不可欠であるほか，石油ガス開発税制とのバラ

ンスを図ることも必要である。
③　必要な投資コストに関する再評価
豪州国内の天然ガス市場は競争が激しいた

め，ガス産業の投資コストに関する情報収集を
行う。豪州ガス産業の労働コストの問題を始め，
市場競争と投資コストに関する再評価が必要で

あ る 。 COAG（ Council of Australian

Governments－豪州政府審議会）が独立機関に
依頼して実施したエネルギー市場やGTL関連の
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調査もGTLプロジェクトに関する戦略的な問題
や経済的恩恵の分析に利用される。今後，新た
にガス関連のインフラ・コストに関する商業リ

サーチなどを実施し，COAGが実施したGTLの
投資コストに関する調査の再評価も行う。
④　ガス／GTLプロジェクトのインフラ支援
GTLプロジェクトに必要となる複数のユー

ザーによって共同で利用されるインフラに対し
て支援することを基本的な狙いとしている。対

象となるインフラは，LNGの受け入れや輸出
が可能な港湾施設，冷却用水の脱塩施設，工業

用水の管理を行う施設などである。
インフラ投資については，多角的な面から需
要が生じる時期などを調査する必要があるが，

最初のGTLプラントを建設されれば，それに
続く２～３のプロジェクトは，インフラ投資を

必要としない。現在は，北西大陸棚LNGプロ
ジェクトの第４系列施設を除けば投資が決定し
ているインフラ投資はない。インフラの投資規

模が，１億5,000万～３億ドル程度の場合には，
連邦政府ではなく，インフラ建設候補地となる
北部準州や西豪州の州政府が支援協力するべき

であると連邦政府は考えている。
インフラ投資が大規模になる場合には，連邦
政府としても何らかの支援を行うべきであると
考えており，複数ユーザーの使用が可能なイン
フラの建設案件を前提として，支援内容を検討
する。具体的な支援策は，公的機関による資金
調達への支援，ガス田開発のインフラ建設に対
する資金援助などである。西豪州政府には，既
にこうしたインフラ支援策があり活用されてい

る。なお，連邦政府は，先駆的なGTLプロジ
ェクトに関連するインフラに対して，民間企業
よりも前面に出て援助を行うことは，コストの
問題から積極的ではないという事情がある。こ

れは，GTL産業の他にもインフラへの資金援
助を必要とする産業が多くあるためであり，実

現に当たっては更に検討が必要である。 なお，
業界は，パイプラインもインフラ支援の対象と

するよう要望している。

（2）GTL燃料の供給
①　GTLクリーン燃料の奨励

連邦政府は，「GTL燃料プロジェクトの資本
コストが下がるのを待つべきか」，「時間が経て

ば豪州のGTL投資は活発になるのか」を検証
する必要があると考えているが，GTLプラン
トの経済性はこの先大幅に改善されることは容

易ではない。GTL燃料市場の促進を図るため
に，低硫黄のディーゼル燃料の消費税を他の燃
料よりも低く設定し，石油及びガスを原料とす
る精製業者にクリーン燃料への早期投資を奨励

する。
欧州及び米国では，2011年までにディーゼル
燃料の規格を硫黄含有量10ppm以下とすること
を目標としており，この動きは，2005年から始
まる。英国，ドイツでは，低硫黄のディーゼル
製造に対する奨励措置が既に設けられている。
連邦政府は燃料税の見直しに関する審議を行

い，2006年～2011年に硫黄含有量が10ppm以下
のディーゼル燃料に対して１リットルあたり

3.8セントの税優遇措置を適用する計画である。
②　クリーン燃料事業に対する償却の優遇措置
GTL事業の経済性と国際的競争力の向上を

図る上で，現在の豪州の税制は，燃料プラント
の競争力に悪影響を与えている可能性がある。
米国ではクリーン燃料の精製施設に対して，償
却期間を７年までとする法律が最近定められ

た。GTL産業が競争力を維持していくのに望
ましい減価償却期間は５～７年間であると考え

られる。
奨励の対象となる燃料には，CNG，LPG，

エタノールなどもあるが，償却期間の優遇措置

を2002年～2010年の期間に適用し，豪州のクリ
ーン燃料プロジェクトの競争力を更に高める。
優遇措置の対象となるクリーン燃料の製品種類
や適切な償却期間などについて検討し，有効な

プロセスを確立する。
③　GTLプロジェクトに対する補助金
GTLプロジェクトに対し，短期的，直接的

な補助金の交付を行い，クリーン燃料の供給に
関する選択肢を広げる。具体的には，豪州で初

めてGTLプロセスからクリーン燃料の製造を
実現したGTLプラントに対して補助金を支給
する。補助金には上限を定め，スライディン
グ・スケール（順応率）を使用しながら支給を
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行う。
補助金は，豪州初のGTLプロジェクトのみ

が対象であり，「クリーン燃料供給の選択肢を
広げ，豪州に恩恵を与える」ことが条件となる。

GTLプロジェクトが一つ実現すれば，GTLデ
ィーゼル燃料市場に大きな影響を及ぼすことが
期待されているためであり，２番目以降の

GTLプロジェクトに対しては補助金を交付す
ることは非常に難しいと考えている。また，

WTOの基準とも整合性を図る必要がある。補
助金の規模は現在検討中である。
④　メタノール市場の拡大
燃料ミックスの選択肢を広げるために，メタ
ノール燃料の市場ポテンシャルを調査し，具体
的な支援内容を検討する。連邦政府の環境大臣

は，この問題に関しての報告書を2002年末まで
に作成する予定である。これは，Environment
Australiaの豪州燃料規格諮問委員会（Fuel
Standards Consultative Committee）が中心
となって行う。

（3）GTL技術力の開発
①　GTL－CRC（Cooperative Research

Centre）の創設
GTL－CRC（共同研究所）を設立し，GTL

プロジェクトのコスト削減，豪州国内のGTL
技術の開発・維持，豪州ガス資源（stranded
gas）開発のために必要な技術開発，などにつ
いて調査・研究する。
連邦政府は，GTLのR＆D（研究開発）の支

援に一層力を入れるべきであると考えている。

ドイツでは，大学，産業，政府がCRCを通じ
た提携を行い，フィッシャー・トロプシュ

（Fischer-Tropsch）合成技術の開発という顕著
な成果を生んだ経緯がある。今後10年間，
GTLプロジェクに必要な人材を確保し，世界
規模でどのような手段をとっていくべきなのか
が大きな課題である。また，他にも知的所有権
を競争相手と共有することは，魅力的な手段で
ないという問題もあり，調査・研究の方法はよ
く検討する必要がある。豪州では光通信分野の

CRCで同じ問題があった。
GTL－CRCの設立に関しては，CSIROが政

府に予算要求の申請を行い，手続きを行う。ま
た，運営は，審議会形式で行われることになっ

ており，この審議会にはCSIRO石油部門のMr.
DAVID TRIMが携わることになる。CRCの制
度は，連邦政府から予算が配分されている既存
プログラムであるので，新たに予算要求を行う
必要がないという利点がある。この制度は，教
育機関と産業とのつながりを強めるものであ
り，既存の技術的・人的リソースを豪州国内の
諸大学との提携によって有効に活かそうとする

ものである。この件で最も重要な点は，「GTL
に関連する業界が，GTL－CRCの利用者，研
究者などの目的に見合うような協力を行うこと
が可能かどうか」という点と知的所有権の問題

である。
②　R＆Dの商業化
新しいGTL技術の活用を実現させるために，

連邦政府がベンチャー資本を提供する。連邦政
府による投資には各種の制限が設けられている
が，既に「ガス・燃料に対する商業化基金」が
ある。この基金からの政府出資の対象は，天然
ガスを利用した燃料及びその他下流製品の製
造，新種燃料の製造と関連した新技術の開発，
資金調達を決定する前の段階にある事前調査的

プロジェクトなどである。
政府出資した例としては，Aus t r a l i an

Magne s i umのG l ad s t oneプロジェクト，
Laterite Nickelの西豪州プロジェクト，BHPの
HBI（ホット・ブリケット）プロジェクトがあ
る。連邦政府は10億ドル程度の大規模なプロジ
ェクトに対しては出資することはできないが，
投資決定以前の段階にあるような初期的プロジ

ェクトに対しては出資することが可能である。
また，豪州のGTLに関する専門技術や技術

者の教育研修の質を把握することも重要であ

り，豪州は，GTL産業における建設や操業に
関する教育研修を行うことができるだけの力を
十分に蓄えなくてはならないと考えている。連

邦政府が，GTL産業の人材育成に必要なこと
を事前に把握すれば，スキルを備えた人材を移
民受け入れの形によって，海外から獲得すると

いう選択肢も検討している。
現在，多文化問題省（The Department of
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Multicultural Affairs）と教育・訓練省
（Department of Education and Training）は，
各州政府とともに，人材不足や連邦政府及び各
州政府の協力の必要性などについて取り組んで
いる。連邦政府は，スキルの必要とされる箇所
やプロジェクトの及ぼす影響などを調査してい

る。
連邦政府では，GTLプラントの建設には高

度な専門知識を持つ人材が必要なため，民間の
教育研修機関も積極的に参加させる必要がある

と考えている。GTLプラント建設のコストに
関する報告が，生産性委員会（A Productivity
Commission）によって行われるが，これは，
「雇用者の教育研修の開発」（Development of
Labour Training）の諸プログラムとの関わり
を持つことになる。連邦政府と各州政府は，イ

ンフラの提供，人材教育研修の開発，GTLプ
ロジェクトが人材育成に及ぼす影響，などにつ
いて，政策協議するための委員会を設立する計

画である。

４．豪州のGTLプロジェクト計画

GTLプロジェクトの建設計画を検討してい
る企業にとっては，GTLプラントコストの削
減，市場確保の問題，資金調達，政府の支援程
度など，安定的な経済性を確保するためには多
くの課題とリスクがあるが，一方では，先駆的
なプロジェクトの実施から得られる利益もある

ことから，豪州におけるGTLプロジェクトの
実現に向け，多くの企業が商業ベースのGTL
プラントの建設を計画している。現在，豪州で

計画されているGTLプロジェクトは９件ある。
ターゲットとしている製品は，①GTL燃料及
びGTL高付加価値製品（潤滑油・ワックス）
（３件），②合成ガスから製造するメタノール
（４件），②メタノールを脱水して製造する

DME（２件）である。
プラントの候補地を選定する上で，どのガス
田からの原料ガスを調達するかも大きな課題で
ある。①既存ガスインフラのある地域（西豪州
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表10　GTL原料用のガス資源 

LGN／国内 
ガスプロジェクト 
 
北西大陸棚プロジェクト 
既存３系列稼動中（750万t/年） 
新規１系列建設決定（420万t/年） 
 
バイユ・ウンダン 
 
グレーター・サンライズ 
 
エバンショール 
（チモール海共同開発の一つ） 
 
グレーター・ゴルゴン 
（北西大陸棚に近接,CO2多い） 
 
ブレックノック・スコットリーフ 
（遠隔地） 
 
スカボロ 
（北西大陸棚に近接,大水深） 
 
ペトレロ/ターン 
（チモール海共同開発の一つ） 

 
 
 
 
30 
 
 
4 
 
10 
 

6 
 
 
22 
 
 
22 
 
 
8 
 
 
2

 
 
 
 
Woodside 
 
 
Phillips Petroleum 
 
Woodside 
 

RD/Shell 
 
 
Chevron 
 
 
Woodside 
 
 
Exxon Mobil 
 
 
Santos

 
 
 
 

16.67％ 
 
 

50.03％ 
 

33.44％ 
 

50.00％ 
 
 

28.57％ 
 
 

50.00％ 
 
 

50.00％ 
 
 

100.00％ 

 出所：Annual Report, Wood Mackenzie, Salomon Smith Barney, AGA，西豪州政府資料 

ガス 
埋蔵量 
（tcf） 

GLT原料 
ガス供給の 
優先度 

NO.１ 
ガス生産中 
供給可能 

NO.２ 
ガス開発 
計画中 

NO.３ 
ガス開発 
計画中 

オペレーター・権益シェア 



北西大陸棚），②LNG又はメタノールを主とす
るガス田開発計画，③GTLプロジェクト単独
のガス田開発計画，など西豪州北西大陸棚から
チモール海にかけてのガス田は，①を除けば，
計画段階のものである。原料ガスの調達先とガ

ス価格が決まらなければ，GTLプラントの経
済性評価も困難であるため，既存の生産中ガス
田又は５年以内に開発・生産が見込まれるガス
田を中心に原料ガスの調達先が検討されてい
る。ガス価格も経済性に大きく影響するために，
各企業とも，個別に価格について交渉や調査を

行っている。
2001年12月に合成ガスから製造するメタノー
ル・プラントを発表したMethanexは，既存ガ
スインフラがある北西大陸棚のLNG基地があ
る地域を建設場所として選定した。また，

Methanol Australiaは，洋上メタノール・プラ
ントとして単独でチモール海のエバン・ショー
ルガス田の開発による原料ガスの調達を発表し

ている。
計画されているプロジェクトの段階はそれぞ
れ異なり，投資決定しているプロジェクトは，
既に政府の支援（条件付低利融資）を取り付け，

資金調達を開始している S y n t r o l e umの
Sweetwaterプロジェクト（GTL燃料及びGTL
ワックス・潤滑油），2001年12月に投資決定を
発表したMethanexのメタノール・プロジェク
トの２件である。連邦政府は，GTLタスクフ
ォースのGTL戦略の対象製品としては，長期
的にはGTLディーゼル燃料に力を入れている
が，企業は短期的には市場ポテンシャルのある

メタノールやGTL高付加価値製品にも注目し
ている。
GTLプロセスによりディーゼル燃料及びジェ
ット燃料などの中間留分の製造を計画している

プロジェクト企業は，GTLプラントの経済性，

連邦政府の支援程度，製品価格・市場動向など

を見極めている企業がまだ多い。 S a s o l
Chevron，Shellは，連邦政府の支援内容により，
豪州をGTLプロジェクトの対象地域とするかど
うかを決める姿勢であり，調達するガス価格と

GTLプラントの経済性の改善が，政府の支援で
どの程度可能かを慎重に検討している。豪州の

GTLプロジェクト計画は表12の通りである。
日本企業では，日本DME（三菱ガス化学，

日揮，伊藤忠商事，三菱重工）がDMEプラン
トのF/Sを2002年６月頃までに完了することを
目標として実施している他，日本石油開発は豪
州チモール海で発見したクラックスガス田を対

象に，世界初のFPSOによる洋上メタノール・
プラントのF/Sを検討している。このFPSOの
計画には，Morgal MarineとCoogee Chemical
のコンソーシアムが技術やライセンス面で関係

している。
また，国際石油開発（INPEX）も探鉱の結

果，チモール海でガス田を発見しており，同社
が保有する他の未開発ガス資源も含め，貨幣化

（monetization）の選択肢の一つとして，GTL
技術の活用に強い期待を寄せており，GTL技
術の可能性に関する調査などを積極的に実施し

ている。
最後に，石油公団シドニー事務所では，連邦

政府やGTL関連業界と，GTL技術，豪州日本企
業のGTLプロジェクトの発展に貢献するような
協力の可能性などについて幅広く意見交換を行

っている。各企業のGTLプロジェクトに関する
情報については，改めて報告する予定である。

また，石油公団のGTL研究開発については，同
誌2001年11月号「未開発ガス田を市場に導く石
油公団GTL技術開発」に掲載されているので参
照願いたい。
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 表11　GTL企業の操業実績 

出所：JNOC GTLの市場に関する調査報告書，GTLタスクフォース報告書 

 

Sasol 

RD/Shell 

Syntroleum

プロセス名 

SSPD 

SMDS 

－ 

操業実績（b/d） 

124,000 

12,500 

2

GTL製品 

ガソリンほか 

ワックス・軽油 

－ 

操業プラント 

南ア連邦 

マレーシア・ビンツル 

オクラホマ・タルサ 
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 表12　豪州のGTLプロジェクト計画 

 

 

西豪州カラッサ・ 

バラップ岬 

 

候補地選定中 

（西豪州カラッサ・ 

バラップ岬他） 

原料ガス： 

北西大陸棚（NWS） 

 

 

候補地選定中 

（西豪州カラッサ・ 

バラップ岬他） 

原料ガス：検討中 

 

 

北部準州 

ダーウィン 

原料ガス：バイユ・ 

ウンダン 

 

西豪州カラッサ 

バラップ岬 

原料ガス：北西大陸 

棚（NWS） 

 

北部準州 

ダーウィン 

 原料ガス：エバン・ 

ショール 

 

チモール海 

浮遊生産システム 

MFPSO 

原料ガス： 

　　クラックス 

 

候補地選定中 

（西豪州他） 

建設予定地 

 

現　　状 

 

GTL製品 企業名 

Syntroleum

Sasol 

Chevron

RD/Shell

Methanex

GTL 

Resources

Methanol 

Australia

Morgal 

Marine

日本DME

GTL燃料，高付 
加価値製品 

短期：高付加価 
値製品（潤滑油， 
ワックス）， 
メタノール 
長期：GTL燃料， 
GTLナフサ，LPG

GTL燃料 

GTLナフサ，LPG

メタノール 

GTLディーゼル 

メタノール 

メタノール 

メタノール 

DME

GTLプラント 
規模（b/d） 

11,500
資金調達，開発 
計画評価中 

F/S，原料ガス 
候補地選定中 
 

500

75,000F／S中 

F／S中 

F／S中 
2001年12月 
計画発表 

F／S中 
2001年12月 
計画発表 

F／S検討中 

F／S

2,000

100万t/年 500

100万t/年 500

345万t/年 1,000

120万t/年 

150万t/年 

600

2,000

NA

NA

第一次開発 
35,000－ 
40,000 

（2005－2006年 
開発予定） 

第一次開発 
200,000 
（2015年） 

投資規模 
（MMUS$） 


