
まず、2005年の世界のLNG市場を

振り返る。LNG FOCUSによれば、需

要面では、第3四半期までの需要は前

年同期比8.5パーセントの伸び率とな

っている。また、2005年通年ベースで

の総需要は1億4,500万トンとなると見

込まれている（2004年実績は約1億

3,200万トン）。

地域別には欧州市場の伸びが堅調で

あり、2005年第3四半期の輸入量は前

年同期比約25パーセント増を示してい

る。この要因としては、スペイン、ポ

ルトガル、フランス、トルコ、イタリ

アの需要が堅調であったことが挙げら

れる。

また、アジア市場については、日本

の堅調な伸びを受け、前年同期比約

5.4パーセントの成長率となっている。

一方、米国を中心とした北米市場の

輸入量は、欧州市場およびアジア市場

の旺盛な需要のあおりを食った形で、

カーゴの流入が減少しており、前年同

期比6.7パーセント減少している（数

字の出所はすべてLNG FOCUSに基づ

く）。

2005年に起きた新しい動きとして

は、欧州において最大のガス消費国で

ある英国が、北海ガス田の生産減退お

よび発電用等需要の拡大を受け、2005

年7月に15年ぶりにLNGの輸入再開を

行ったことが挙げられる。

2005年第3四半期までの供給面を見

ると、ナイジェリアLNGの第4トレイ

ン（2005年第4四半期に稼働）、第5トレ

インの稼働遅延、エジプトのSEGAS、

カタールのラスガス、オーストラリア

の北西大陸棚事業（NWS）などの新

たなトレインからの生産積み上がりの

遅延があった。

また、稼働中のトレインでは、カタ

ールガス、ナイジェリアLNG、トリ

ニダードトバゴ、インドネシアのボン

タンおよびアルンの油ガス田における

定期点検や技術的トラブルなどにより

生産が減少しており、供給が伸び悩ん

だ。

現在、世界の実質的なLNG供給能

力は、1億6,300万トンといわれている。

2005年には、SEGAS LNGプロジェク

ト、ENLGプロジェクト（エジプト）、

ラスガスⅡの第2トレインなどが操業

を開始した。

1. 2005年の世界の
LNG市場
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第１部　2005年の動きおよび今後の展望

LNG市場は、現在大きな変貌期にある。これまでは、日本を中心とするアジア市場が圧倒的なシェア

を占めてきたが、昨今の米国や欧州の需要の伸び、また、新たに中国やインドといった経済成長が著しい

国々の需要の伸びが中長期的に見込まれており、ますますLNGの需要が高まってくることが、各種機関

によって予測されている。

一方で、アジア太平洋のみならず、中東やアフリカからのLNG供給も増加し、これらの地域は、日本

とマーケットストラクチャーの違う欧米市場に着目している。このような、昨今変貌期にあるLNG市場

について、2005年の動向を振り返り、特に価格高騰によって需要に急ブレーキがかかり始めたアジア市場

の動向、契約面やビジネスモデルにおける動きと、日本の商社も含む上流側企業のLNG事業の将来を見

通してみたい。

なお本稿は、第1部を岡崎、第2部を坂本がそれぞれ担当した。

アジア太平洋LNG市場の動向を探る
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盧 需給環境の見通し

今後の天然ガス需要だが、EIA（米

国エネルギー情報局）によれば2002年

から2025年にかけて2.3パーセント／年

の成長率を示し、2025年には世界の天

然ガス消費量は156兆立方フィートに達

すると予測している。

今後の、LNG需要についても堅調な

伸びを示すと予測されており、セディ

ガスなどによれば、2020年のLNG需要

は3億1,180万トン～3億7,970万トンに達

するとされている。今後特に需要が拡

大していくと予測されるのが米国で、

日本を抜いて世界最大のLNG輸入国と

なることが見込まれている。

アジア市場への質的なインパクトと

いう点では、コスタアズル受け入れ基

地など、北米西海岸の受け入れ基地の

存在が大きな影響を及ぼしていくもの

と思われるが、これについては後述する。

今後のアジア市場の需要見通しだが、

日本や韓国の需要については引き続き

堅調な伸びを示すと思われる。しかし

ながら、今後の市場を考えていくにあ

たっては、経済成長が著しい中国やイ

ンドの動向を無視するわけにはいかな

い。

まず、中国だが、今後、都市部での

ガス消費や発電部門での需要が増大す

るため、国産ガスだけでは将来の需要

に対応できないとの見方が強い。中国

政府は、不足分を輸入パイプラインガ

スやLNGにより賄うことを決定してい

る。LNGについては、2004年に多数の

受け入れ基地の建設計画が増強されて

おり、2005年11月現在で建設中および

中央政府承認済のプロジェクトは合計

で8件に達する。

インドにおける天然ガスの需給見通

しだが、今後、ガスの需要量と国内生

産量とのギャップが拡大していくもの

とみられ、不足分をLNGや輸入パイプ

ラインガスで調達する必要がある。イ

ンドによる天然ガス調達については、

当面、国産ガスの価格統制が継続され

る見通しであることから、需要家はま

ず国産ガスを使用し、次に、購入条件

が有利なカタールのラスガスとの間で

締結したLNGを選択するものと思われ

る。

中長期的な見通しとしては、インド

はLNGもしくは輸入パイプラインガス

により天然ガスを輸入する必要がある

が、輸入パイプラインガスによる調達

には膨大な資金が必要なことと、産ガ

ス国およびパイプラン経由国との複雑

な政治的問題があることから、現在の

ところ不透明感が強い。

しかしながら、中国およびインドの

LNG確保に対する姿勢は、日本または

韓国とは異なることについては、留意

が必要であろう。

国内に十分な資源がない日本や韓国

は、油価、ガス価にかかわらず石油、

LNGを輸入する必要がある。しかし、

中国は依然として石炭を豊富に産出す

ることができる環境にあるということ

である。北京や上海など中国の都市部

の消費者は高くても便利な都市ガスを

選好する傾向があるが、一般的な消費

者には強い価格志向があり、ガス価が

高ければ、石炭からガスへの転換が進

まない可能性がある。

中国においては、昨今のLNG価格高

騰により、石炭等、LNGと競合するエ

ネルギーとの価格差が拡大し、中国の

LNG需要見通しが縮小する可能性があ

り、これに伴いLNG受け入れ基地建設

が遅れる恐れがある。また、LNG価格

高騰を受け、LNG事業者とのガス売買

契約交渉も難航している模様である。

また、中長期的にはLNG輸入が増大

していくと見込まれるものの、高LNG

価格が継続した場合、発電部門の石炭

からの燃料転換が進まず、また、海外

から石炭輸入を行う可能性も考えられる。

また、インドについては、LNGは中

長期的には輸入が増大していくと見込

まれるものの、安い国産ガスの供給拡

大が見込まれることから、高LNG価格

が継続した場合、LNGの需要が伸びな

い可能性もある。

盪 LNG供給見通し

今後のLNG供給見通しだが、太平洋

地域では、2006年にオーストラリアの

ダーウィンLNG、2008年にはインドネ

シアのタングープロジェクト、NWSの

トレイン5、2010年にオーストラリアの

ゴーゴン、2011年にオーストラリアの

プルートの各プロジェクトなどの操業

開始が見込まれている。

中東では、2007年にラスガスⅡのト

レイン3の設備増強、トレイン5の立ち

上がり、2008年にカタールガスⅡ、カ

タールガスⅢ、カタールガスⅣ、ラス

ガスⅢの立ち上がり、ラスガスⅡの第

4トレインの設備増強、イエメンLNG

の操業開始が見込まれる。

大西洋地域では、2005年から2007年

にかけてナイジェリアLNGで3トレイ

ン追加、2007年にノルウェーのスノー

ビットLNG、2010年にナイジェリアの

ブラスLNGなどの操業開始が見込まれ

ている。

現在、建設中のトレインが操業を開

始すれば、2010年までに約9,400万ト

ン／年の生産能力増加が見込まれる。

今後、アジアのLNG市場に質的に大

きな影響を及ぼすと思われるのが、カ

タールを中心とした中東からの供給で

ある。ある独立系コンサルタントは、

世界全体のLNG生産に占める中東の割

合が、2020年には約30パーセントに達

するという見方をしている。

中東からの供給は、当初、日本など

のアジア向けであったが、その後、供

給先が多様化し、現在では欧米等にも

カーゴを出荷している。特に新しく立

ち上がったプロジェクトについては、

欧州および北米市場をターゲットにし

たものが多い。

2. 今後のLNG市場に
ついて



また、契約形態については、出荷開

始当初は短期取引であったが、中期、

長期契約も増加してきている。

中東は、太平洋と大西洋の真ん中に

位置するため、双方の市場にほぼ同じ

条件でアクセスできるという利点があ

る。中東は、日本とはマーケットスト

ラクチャーの異なる欧州、米国にもア

クセスしていることから、日本等アジ

アの伝統的な契約形態に少なからず影

響を与えていくものと思われる。

アジア太平洋LNG市場の動向を探る
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盧 短期取引

最近のLNG市場で特筆すべきは、

この数年、活発化しているスポット取

引などの短期取引があげられよう。

短期取引の一般的定義が存在しない

ため、短期取引で扱われている量の推

計は各機関で大きく違っているが、

LNG取引全体の10パーセント程度が

短期取引と言われている。

短期取引は、主に米国、欧州市場で

行われている。アジアでは依然として

長期取引が中心であり、短期取引はあ

くまで需給ギャップの過不足に対応す

るために一時的に利用されている。

短期取引で取り扱われているLNG

だが、まず、契約によりカバーされて

いない数量、つまり公称能力より実際

は多く生産した分、もしくは長期契約

でカバーされていない余剰カーゴが用

いられる。これらの数量は、仕向け地

条項に柔軟性を持たせた上で、3年程

度までの短期取引に用いられる。その

他の数量については、スワップなどで

用いられることが多い。

LNGの短期取引が行われる条件と

しては、短期取引に用いることができ

る数量が確保できること、短期取引の

需要が存在すること、受け入れ基地が

短期取引の数量にも対応できること、

仕向け地条項の緩和など契約に柔軟性

があること等が挙げられる。

大西洋地域は、欧州および米国双方

の市場に近いため、双方の市場にカー

ゴを振り向けることが可能である。か

つ、欧州、米国市場のLNG価格がそ

れぞれ異なる動きで決定されることか

ら、カーゴのスワップや価格差を利用

した鞘
さや

取りがルーティン化しているよ

うである。

アジアでのカーゴのスワップについ

ては、太平洋の輸送距離は大西洋の約

2倍あることから、輸送コストが大西

洋地域と比して高くなり、大西洋のよ

うには活発化していなかった。しかし

ながら、米国西海岸市場とアジア市場

の価格差いかんによっては、カーゴの

スワップが起こる可能性もある。

2005年は、タイトな需給関係を反映

して、カーゴの争奪をめぐり競争が激

化した。この影響で、米国市場は現在、

LNGが不足している状況に陥ってい

る。カーゴの争奪は激しく、日本のあ

る需要家は15ドル／百万Btuでカーゴ

を引き取ったといわれている。

また、今後の短期取引の動向を見る

うえで着目すべきは、2005年の英国の

LNG輸入再開であろう。英国は米国

と同様、非常に柔軟性のある市場であ

ることから、短期取引がさらに活発化

していく可能性がある。

今後の短期取引の動向だが、いずれ

にせよLNG投資には巨額な資金が必

要であり、資金調達のためには安定的

なキャッシュフローが求められる。そ

のためには、長期契約による安定的な

収入の確保が必要となることから、長

期契約が中心となるフレームワークは

変わらないと思われる。

しかしながら、昨今、特に欧州の需

要家と締結されている契約の中には、

仕向け地や供給量について柔軟性を持

たせた契約が出てきている。

アジア太平洋においても、東京電力

および東京ガスがマレーシアLNGと

締結した延長契約は、引き取り数量に

弾力性を持たせている。また、オース

トラリアのダーウィンLNGでは、東

京電力および東京ガスに、一定の制限

の下で仕向け先を両社の基地以外にす

ることを認めている。

このように、大西洋と比較すると動

きは遅いが、契約の柔軟性が出てきて

いることから、契約面では短期取引が

拡大する方向にあると思われる。また、

需要家も供給者もトレーディング機能

をもっており、LNG船の確保も行っ

ていることから、今後さらに短期取引

が活発化する余地は十分にあると思わ

れる。

地域別に、地理的な環境や市場環境

を考えれば、大西洋地域においては今

後短期取引が活発化していくことが予

測される。アジア太平洋地域について

も、その役割は増大してくると思われ

るが、既存契約も存在すること等から、

アジア太平洋地域における短期取引拡

大のスピードは、他地域に比べれば非

常に遅いものと思われる。

今後の短期取引がLNG取引に占め

るシェアについて、ある独立系コンサ

ルタントは、2020年には20～30パーセ

ントとなる、と見ている。

盪 価格設定について

2005年のLNG価格動向だが、原油

価格に天然ガス価格がより直接連動す

る英米市場で上昇している。例えば、

アメリカの天然ガス価格の代表的指標

であるヘンリーハブ価格をみれば、

2005年12月21日の価格は約14ドル／百

万Btuと、前年12月16日の7ドル／百万

Btuと比較すると約2倍に高騰してい

る。

アジアの価格だが、アジアの需要家

3. LNG売買契約への
影響



による契約に多く用いられている日本

原油カクテル（Japan Crude Cocktail）

価格は、2004年12月の6.8ドル／百万

Btu（石油換算）から2005年12月の10

ドル／百万Btu（石油換算）まで上昇

している。しかしながら、日本の需要

家は、多くのLNG売買契約において、

いわゆるSカーブを導入していること

から、原油価格の高騰の影響をまとも

に受けてはいないようである。一方で、

韓国、台湾の需要家はSカーブを導入

していないといわれており、日本の需

要家よりも高い価格でLNGを調達し

ているようである。

ここ数年間でアジアの需要家が締結

したLNG売買契約におけるLNG価格

フォーミュラだが、原油価格とのリン

クを薄くすることに成功し、かつ低価

格を享受できているようである。例え

ば、カタールのラスガスからインドの

ダヘジ基地に供給されるLNGの売買

契約においては、2005年より500万ト

ン／年のLNGが供給されることとな

っているが、最初の5年間はFOB価格

2.53ドル／百万Btuという非常に安価

な価格設定となっている。また、

CNOOCがインドネシアのタングープ

ロジェクトと締結している売買契約の

中のLNG価格は、20ドル／バレルの

前提で2.4ドル／百万Btuであるといわ

れている。

しかしながら、米国または欧州は

LNG需要の拡大が見込まれ、これら

の地域はより市場価格に連動した価格

設定を行う可能性がある。かつ、現在

の高ガス価格が維持される場合は、ア

ジア市場の魅力が相対的に低くなる可

能性がある。実際、前述の通り、最近

の中東の新LNGプロジェクトは、欧

州、米国市場に目を向けたものが多い。

また、アジア太平洋の需要家をみれば、

北米西海岸のコスタアズル基地が、イ

ンドネシアのタングー、ロシアのサハ

リン2、およびオーストラリアのゴー

ゴンの各プロジェクトと売買契約を締

結しているが、価格は南カリフォルニ

ア州際スポット価格（SoCal）という

市場価格にリンクしており、かつ仕向

け地条項も緩和されていると言われて

いる。

仮に、米国西海岸で受入基地が増え、

かつ、現在の高ガス価が維持される場

合、アジア市場の既存の価格体系が影

響を受ける可能性がある。

アナリシス
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LNGのビジネスモデルだが、上流権

益、液化設備をコンソーシアムまたは

単独のプロジェクト会社が保有し、こ

れらコンソーシアム、プロジェクト会

社がLNGの需要家である電力、ガス会

社にLNGを販売するというモデルであ

る。

LNG供給者は、需要家にLNG供給を

コミットし、かつ価格リスクをとる。

また、LNG需要家は、テイクオアペイ

条項により数量リスクをとる。また、

供給者は液化設備を保有する一方で、

需要家がLNG受入設備を保有する。伝

統的なビジネスモデルの具体例として

は、オーストラリアのNWSプロジェク

トやマレーシアのマレーシアLNGプロ

ジェクトがあげられよう。

このようなビジネスモデルは、供給

者と需要家の間のどこにリスクがある

かが明確であり、またプロジェクトの

運営も安定的に行えるという利点があ

る。しかしながら、意思決定の迅速性

などに欠けるという欠点がある。

このような伝統的なビジネスモデル

に対して、様々なビジネスモデルが出

てきている。例えば、上流権益者が液

化設備、LNG輸送、受け入れ設備、マ

ーケティングまですべて一貫して保有

し、運営していくというモデルである。

カタールのラスガスIIがその例である。

また、逆に需要家が、上流権益や液

化事業権益を保有するケースもある。

日本で言えば、東京電力および東京ガ

スが参加しているオーストラリアのダ

ーウィンLNGや、東京ガスによるオー

ストラリアのプルートプロジェクトへ

の参画が例としてあげられる。また、

大阪ガスはオーストラリアのゴーゴン

プロジェクトの液化事業権益の取得を

検討している。日本の電力、ガス会社

は、LNGバリューチェーンの構築に着

目しており、今後ともこのような動き

が出てくると思われる。

もう一つのモデルとしては、ある企

業が様々な上流権益者からLNGを購入

し、LNG輸送船の保有、管理を行い、

LNG受入基地にアクセスし、LNGを需

要家に販売するというモデルがある。

さらに別のモデルとしては、上流権

益者がマーケティングを行い、需要家

と直接売買契約を締結し、LNGの液化

について液化設備会社に使用料を支払

うというモデルがある。

4. ビジネスモデルの
多様化
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LNG市場は変貌の時期にあるが、マ

ーケットストラクチャーや地理的な要

因から、太平洋地域と比べ大西洋地域

の方が変化のスピードは早い。しかし

ながら、米国の本格的なLNG市場への

参入が見込まれることや、スウィング

サプライヤー（Swing Supplier）とし

ての中東の供給者の地位が向上してい

くと予測されることから、アジア太平

洋地域も今後、変化への対応を迫られ

ていく可能性が高いと思われる。しか

し、既存契約が存在するため、そのス

ピードは大西洋地域に比して遅いもの

と思われる。

市場環境の変化に伴い、日本の上流、

下流企業も変化を余儀なくされる可能

性が高いが、すでにこれに対応した動

きが出ていることも事実である。上述

の通り、日本の電力、ガス会社も新規

契約において引き取り数量に柔軟性を

持たせるケースが出てきている。

また、日本の電力、ガス会社がLNG

売買契約をLNG事業権益者と締結する

際に、液化事業権益を取得しているケ

ースが散見されていることから、ビジ

ネスモデルという面では、すでに変化

が現れ始めているように思われる。

価格については、現在、アジアの需

要者は、低価格を享受できているもの

の、今後、米国の需要家が市場参入し

てきた場合には、将来、現在の価格体

系では、LNG供給量を確保できない可

能性があり、変化を余儀なくされる可

能性がある。

5. まとめ

アジア太平洋LNG市場の動向を探る
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日本のLNG事業者は、歴史的には

1965年から2000年にかけて、自分たち

が関与してきたLNG輸出プロジェク

トに、以下の三つの主要な特性をもた

らし、またLNGを成功裏に日本に供

給してきた。

①信用力があり、大口のLNG買い主

である日本のガス、電力会社へのア

クセス

②国際協力銀行（旧日本輸出入銀行）

や、三菱東京UFJ銀行（旧東京三菱

銀行）、三井住友銀行等の商業銀行

といった日本の金融機関との関係を

通じた資金調達へのアクセス

③プロジェクトの形成と契約締結の促

進や、エンジニアリング、調達、建

設契約の発注、またLNG造船会社、

所有者、操業者へのアクセス、その

他LNG売買契約の交渉といった大

規模LNGプロジェクトを開発し実

施する能力

これらの特性は､日本のLNG事業者

による次のような活動の中で培われた

ものである。

・日本のLNG事業者は、LNGプロジ

ェクトの売り主および買い主の代理

人（ならびに時には本人）としての

役割を果たし、双方にとって合意可

能な条件での売買契約（Sales &

Purchase Agreement、以下「SPA」）

を推進するために、すべての当事者

を一堂に集めた。

・場合によっては、このプロジェクト

から日本へのLNG輸出における自

分たちの役割を確保するために、

LNG液化プロジェクト、または上

流ガス事業に投資した。

・また、純粋に現実的な観点から、日

本のLNG輸出業者および輸入業者

に日本語、英語の翻訳技能を提供し、

日本と外部世界との間のビジネス風

土および言葉の溝を埋めた。

1. 日本のLNG事業者：
過去の貢献
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本稿第1部で述べたように、現在のLNG産業の事業環境は､欧米やアジアの新市場の拡大とともに大き

く変化しようとしている｡

LNGビジネスにおける日本の地位も、LNG市場の発展とともに変化しつつある。日本のLNG事業者

（Japanese LNG Players）は、硬直的でいくぶん保守的なLNGのサプライチェーンの創出および完成に主体

的に携わってきたが、現在、その国内および海外における伝統的な役割に対して挑戦を受けている。1990

年代における東南アジアの経済的沈滞は、その伝統的な顧客基盤－日本のガス、電力会社－の成熟と相ま

って、日本の商社（総合商社）が日本国内で事業を拡大させる能力をやや抑制する結果をもたらした。

一方、2000年以降の（日本以外の）アジア太平洋地域、および大西洋地域における他のLNG大需要地

帯の勃興により、LNGの生産者および供給者に対して新しい販路がもたらされた。その結果、日本の

LNG事業者は、LNG部門におけるその従来の役割を再評価しているところで、自分たちもその創設に貢

献したLNG産業における影響力を維持し、さらには拡大することを可能にするような戦略を求めている。

JOGMECでは、平成17年度の重点課題として、この変化しつつあるLNG産業を取り上げ、日本の上流

側LNG事業者の対応戦略を探るために、その前提としてポテン アンド パートナーズ社への発注により

「LNG産業の進展と日本のLNG事業者の対応戦略構想」スタディーを実施した｡

その際の観点は､次の通りである。

１．潜在的パートナーである巨大石油企業、産油国の国営石油企業およびLNG需要家（電力､ガス企業）

は、日本のLNG事業者の伝統的な事業手法と将来のポテンシャルをどのように見ているか。

２．欧米やアジア新興のLNG市場の勃興が､日本のLNG事業者に対して、今後、どのような影響を与えるか。

以下に、この前提スタディー結果の概要を記す｡なおJOGMECでは、この前提スタディー結果を踏まえ

て、さらに日本のLNG事業者類型および事業モデルごとに考えられる将来の事業シナリオを考察する予

定である｡

第2部　日本のLNG事業者の戦略
～ポテン アンド パートナーズ社による前提スタディーの概要～



しかし、LNG事業はその後も変化し

ている。

①日本のLNG事業者は、増加しつつあ

る他のLNG事業者と競争することを

余儀なくされているが、他のLNG事

業者も、一つまたは複数の特性を持

つようになってきている。その端的

な例はスーパーメジャーであり、彼

らは中東およびアジア太平洋地域の

ガス資源に富む国々におけるLNG輸

出事業において主導的役割を確立し、

またそのLNGプロジェクト遂行能力

をますます進歩させている。

②さらに、LNGプロジェクト開発者に

進んで融資する国際金融機関がます

ます増加している。

③最後に、LNGの最終消費者であり、

かつて日本のLNG事業者が世話役を

務めていた日本の公益事業企業は、

今や自らLNG事業に乗り出し、LNG

供給や長期輸送契約の交渉を行うよ

うになってきた。

伝統的なLNG事業モデルの機能は、

より強い商業的動機に支配されるグロ

ーバルLNG市場向きに作られた他の事

業構造によって補完される度合いがま

すます高まっている。この市場の特徴

は、中期契約と短期およびスポット取

引である。国内ガス市場の自由化によ

り、企業－すなわちスーパーメジャー、

国営石油会社およびヨーロッパの旧独

占ガス会社－は、革新的なLNG戦略の

探求を余儀なくされている。この戦略

は、国内市場がますます柔軟性を求め

るようになったことに対処し、かつ、

貨物の鞘取引（cargo arbitrage）および

LNGチェーンに沿って現れる柔軟性を

容易にするような新たな取引形態を利

用するためのものである。

このような戦略の例としては、LNG

サプライチェーンを通じて下流企業が

上流分野に進出することによる事業の

統合、および上流企業が下流分野に進

出することによる事業の統合、統合さ

れ特殊化されたサプライチェーンの採

用、あるいはLNGプロジェクトのリス

クを最小に抑え、販売および利益獲得

機会を最適化するためのLNG供給、輸

送タンカー、輸入ターミナルおよび最

終消費者市場販売基点のポートフォリ

オの確立などがある。

成果を上げている日本のLNG事業者

は、これらの市場の変化を認識し、そ

れと同じ方向に進んでいるが、そのた

めには強力な財務基盤、LNG、ガス事

業についての専門能力を持つ人的資源、

戦略的事業目標、ならびにこれらの計

画を策定し実施する際の忍耐力を必要

とする。

LNGの価格フォーミュラの性格も大

きく変化しつつある。アジア太平洋地

域のLNG事業者は、従来、日本の通関

原油価格とリンクした価格設定に基づ

く長期LNG売買契約を締結していた。

欧州需要家のLNG長期購入は、原油お

よび製品価格に基づいている。2004年

以前の米国では、LNGの長期供給契約

は極めて少なかった。

現在、大西洋地域および太平洋地域

におけるLNG契約は、米国、英国およ

びベルギーのハブにおける市場ガス価

格－さらにはブレント原油価格－を含

む複数の指標の組み合わせを用いて締

結されている。

LNGの買い主はまた、LNG調達に当

たって、これまでより透明性が高く競

争的なアプローチを採っている。買い

主の中には、最もよい価格を確保する

ために、単一の供給者と二者間交渉を

行うよりは、入札を行う傾向がある。

2. LNG事業の
新たな潮流

アジア太平洋LNG市場の動向を探る

35 石油・天然ガスレビュー

トリニダードトバゴトリニダードトバゴトリニダードトバゴ

図2 LNGの販路
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本スタディーの目的は、LNG産業に

おいて引き続き一勢力としてとどまる

ために日本のLNG事業者が用いる戦略

を策定することではなく、その前提に

ついての検討である。

しかし、ポテン アンド パートナー

ズ社はこのスタディー（LNG事業の発

展に関与した複数の人物との突っ込ん

だ対話を含む）を通じて、日本のLNG

事業者がこの発展しつつあるLNG産業

に引き続き参画することができるよう

ないくつかの選択肢を暫定的に示した。

日本のLNG事業者にとってのこれら

の暫定的な選択肢は、次のように要約

することができる。

①日本のLNG事業者の中核市場である、

日本向け案件への投資を続けること。

日本は、予見し得る将来にわたり、

重要なLNG需要地かつプレミアム市

場であり続けよう。日本のLNG事業

者は、将来の日本のLNG輸入者に対

して指針を与えることもできよう。

将来、日本のガスおよび電力部門が

完全に自由化されたならば、日本の

LNG事業者は、再度、外国企業と日

本市場との間の仲介者としての役割

を果たすかもしれない。

②既存の、もしくは将来のLNG輸入タ

ーミナルへの参加を通じて、または

LNGチェーンの上流または下流部門

で活動している大西洋地域のLNG事

業者との戦略的提携を通じて、成長

する大西洋地域のLNG事業における

市場シェアを確保すること。

③LNGについての知識を意欲的なLNG

の供給者および買い手に用いること。

④カーゴの不均衡および鞘取引の機会

について、LNG取引調整者（Gas

Aggregator）としての役割を果たす

こと。特にLNGの売り手と買い手の

役割の区分がますます不明瞭になっ

ている現在、LNG輸出者および輸入

者に透明性を提供すること。

3. 日本のLNG事業者の
暫定的な選択肢
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