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インドネシアのLNGとガス産業：
なぜ低迷に至ったのか、そして復興には何が必要か
　インドネシアのガス政策が揺れている。強まる国内市場へのガス供給圧力に対して、LNG輸出量を削
減してガスを国内市場に振り向ける政策が取りざたされている。しかし、ガス生産地域から需要地への輸
送パイプラインもまだ整備されておらず、早急に国内市場向けガス供給を増やすことは不可能である。
　このガス供給問題が起こった直接の原因は、数年来の原油価格高騰によって、従来の安価な石油製品供
給の継続が不可能になったことであった。しかし、根本的な原因は、石油ガス上流分野の投資環境が悪い
ため必要な投資を呼び込めず、石油・ガスの生産および新規発見が低迷していることである。さらにその
背景に、経済の不調とエネルギー輸出に反対を唱える資源ナショナリズム的風潮の高まり等が考えられる。
　本稿では、インドネシアの天然ガスを中心とするエネルギー産業不振の現況を振り返って、政権指導者
がLNG輸出中止・削減を唱えるに至ったガス産業の現状を概説する。そして、ガス産業をこのような状況
に至らせた経済・社会的背景を掘り起こし、その活性化にはどんな施策を必要とするのか、考察を試みる。

JOGMEC石油・天然ガス調査グループ
sakamoto-shigeki@jogmec.go.jp 坂本　茂樹

　原油価格の高止まりが恒常化してか
ら、インドネシアのエネルギー産業が
抱えるさまざまな矛盾が顕在化し、石
油ガス産業の不振が続いている。イン
ドネシアの石油ガス上流事業への投資
は、1990年代半ばから低迷傾向にあっ
たが、2001年11月の石油ガス法改訂以
後、後述するように法制運用上の混乱
によって投資環境の悪化が表面化し
た。2004年10月に就任したユドヨノ大
統領は、石油製品価格の値上げなど不
人気な政策も断行して石油ガス産業分
野の回復を図ろうとしている。

　インドネシアの原油生産量は1990年
代半ばから減少に転じ、いまだに回復
の兆しが見えない。アジアの主要産油
国のなかで、インドネシアのみが一貫
して原油生産量を減少させている（図
1）。2006年上期に90万b/d強程度で推
移していた原油生産量は、７月に90万
b/dを下回り、８～９月は86万～88万b/
dと35年ぶりの低水準になった。12万～
13万b/dのコンデンセートを合わせた液
分の合計生産量は、かろうじて100万b/d
を上回る程度の水準にとどまっている。
　期待されている新規油田開発案件の

動向は、一進一退である。エクソン
モービルとプルタミナとの間で事業形
態をめぐる確執が続いていたジャワ島
陸域のチェプ（Cepu）鉱区開発は、
2006年３月に合意がなされて共同操業
契約（JOA）を締結し、開発移行に向
けた準備作業が順調に進展している。
同鉱区には、３億～５億バレルの石油
埋蔵量があるものと期待されている。
　一方、もう一つの大型開発案件であ
るサントスのジュルク（Jeruk）油田
開発は、評価作業の過程で、可採埋蔵
量が当初の１億7,000万バレルから１億

1. 石油ガス産業の現状：問題はどのように顕在化したか
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図2 インドネシアの原油･
コンデンセートの生産量見通し

出所：�実績；BP統計、2006年；実勢、2007年以降；コンサルタント見通
しを修正
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図1 アジア主要産油国の石油生産量推移
（原油＋コンデンセート）

出所：BP統計、2006年６月
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バレルへと下方修正された。コンサル
タントの原油生産量見通し（コンデン
セートを含む）に、現時点で想定され
るチェプ鉱区およびジュルク油田の生
産量を加えた生産見通しを図2に示す。
　既発見２油田の生産を見込むだけで
は、現状の石油生産規模（100万b/d強）
を2012年ごろまで維持するのがせいぜ
いという状況である。石油生産を本格
的に回復基調に戻すためには、探鉱に
よる新規油田の発見が求められる。政
府は石油生産量の回復を目指して、石
油ガスの探鉱・開発にかかわる投資環
境改善の諸策を打ち出してはきたもの
の、いまだに具体的な成果が表れてい
ない（３章⑴①を参照）。
　石油生産の回復には、今後、投資環
境改善策が新規油田発見の成果に結び

つくのを待たねばならない。
　一方、人口と経済規模の拡大に伴っ
て、国内石油需要は順調に伸び続けて
おり、2005年には需要が石油生産量を
上回って、石油のネット輸入国になっ
た（図3）。今後の石油需給は、ネット
輸入量がさらに拡大する趨

すう

勢
せい

にある。
人口約２億2,000万人のインドネシアは、
東南アジアでは群を抜いて大規模な経
済圏であり、将来のエネルギー需要も
拡大していくものと見られている。
　短期間で石油生産を回復させる手だ
てはない。一方、原油価格高騰ととも
に原油輸入額は増加する。さらに、十
分な石油精製能力を持たないインドネ
シアは、石油製品の輸入額も膨らみ続
けており、国庫負担が増大している。
　政府は従来、石油消費を削減させて、

代わりに国産の石炭と天燃ガスの利用
拡大を図ることで、エネルギーの消費
構造を変えようとしてきた。原油価格
高騰が続いていた2005年、政府は2015
年までに原油消費比率を半減させ､ 代
わりにガス､ 石炭消費を増やす政策を
推進する方針を明らかにした｡
　具体的にはバクリー経済相が2005年
7月に、2004年時点で全エネルギー消
費の60％を占めた石油比率を30％に削
減し､ それぞれ５％、15％であったガ
ス､ 石炭比率を倍増させる計画を発表
した（図4）｡ また2005年からエネル
ギー消費を年率20％ずつ減少させるエ
ネルギー消費削減策を考案するとした。
　しかし、エネルギー消費構造の転換
は、石油生産の回復と同様に難しく、
短期間での成果は表れていない。

0

200

400

600

800
1,000

1,200

1,400

1,600

1,800
19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

千b/d

生産量
消費量

年

図3 インドネシアの石油生産・消費量推移
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図4 インドネシアの国家エネルギー政策（2005年）

（1） インドネシア政府の天燃ガス需

給の見方

　インドネシアのエネルギー政策当局
であるBP�Migas＊1は、2004年時点のガ
ス埋蔵量を次のように想定していた。

　確認埋蔵量（proven）� 94.8�Tcf
　発見可能埋蔵量（potential）87.7�Tcf
　　　　合計� �182.5�Tcf

　地域別のガス埋蔵量分布の想定は、
図5のとおりである。CO2含有量が多
く具体的なガス田開発の目

め

処
ど

が立って
いないナツナ（Natuna）Dアルファ・
ガス田を別にして、ガス資源はカリマ
ンタン島東部沖合、スマトラ島中・南
部、パプア州北西部（タングーLNGが
立地）および北西・東部ジャワの各地
に幅広く賦存していることが分かる。
　BP�Migasは2004年当時、新規ガス

事業が図6の計画に沿って順次立ち上
がると想定していた。しかし、2006年
時点で、Block� A（北スマトラ）、
Sapi､ Gendalo（カリマンタン東部沖
合）といった事業は既に数年間の先送
りになっており、計画全体に大幅な遅
れを生じている。

（2）政府のガス基本政策

　インドネシア政府は1999年に、

2. インドネシア・ガス産業の現状

＊１：インドネシア政府組織。英国のBP社とは別の組織である。

出所：BP統計、2006年６月
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Domestic�Gas� Incentive（DGI、ガス
利用促進政策）を発表し、産業用およ
び発電用に対する国産ガスの使用促進
を図ろうとしてきた。大規模ガス田は
輸出LNG向けに利用する一方で、貴
重な石油資源を温存するために中小規
模ガス田資源の国内利用を促し、ガス
消費を促進するためにパイプラインな
ど輸送インフラの整備を促進させる方
針であった。
　しかし、補助金で安く設定された石
油製品の需要が堅調であったのに対し
て、ガスのインフラ整備は計画どおり
に進展せず、ガス需要はさほど伸びな
かった。また、ガス生産に対するイン
センティブも有効に機能しなかった。
　ガスの生産および消費量の推移を図
7に示す。

（3）ガスの供給方針が問題化した背景

　実行が伴わないエネルギー政策の矛
盾が表面化したのは、数年来の原油高
価格がついに１バレル70ドル台に至
り、インドネシア経済が負担に耐えき
れなくなった2006年であった。
　インドネシアでは石油消費構造の転
換がなかなか進展せず、依然として石
油依存度が高かった。2005年９月、ユ
ドヨノ政権は石油製品への補助金削減
を目的に、石油製品の大幅値上げに踏
み切った。この政策自体は奏功して、
大きな反対運動もなく石油需要抑制効
果をもたらした。一方、産業用のエネ
ルギー需要の一部は、値上がりした石
油製品に代わってガス、石炭などほか
のエネルギー源に向かったが、その供
給体制はいまだ整っていなかった。
　インドネシアのガス生産の約50％は
輸出用LNG向けである。しかし、ア
ルンLNGに原料ガスを供給するエク
ソンモービルのアルン・ガス田は既に
生産減退が進行している。また、ガス
田や輸送設備の不具合でボンタン
LNGは生産が不調で、2004年以降、
契約販売量未達の状態が続いている。

こうしたなかで、
国内エネルギー供
給不足が表面化し、
ガス供給のあり方
が問題化すること
となった。しかし
ガス需要が増えた
といっても、未開
発の中規模ガス田
からすぐさまガス
を供給できるわけ
ではない。
　ASEANの大国であるインドネシア
だが、その経済運営の成果は乏しく、
経済発展では先行する近隣ASEAN諸
国に大きく後れをとっている。国産ガ
ス資源利用促進の政策も、価格政策を
含めて実際の運用がおぼつかず、輸送
インフラ建設も進まない状況であっ

た。人口増加や都市部への人口集中が
進展するなかで、増加する電力需要に
供給が追いつかず、しばしば停電が発
生して社会不安の一因となり、不満が
くすぶっていた。折しも資源ナショナ
リズム的な風潮も拡大していた。
　電力不足等の社会的不満が「国家の

図5 インドネシアの地域別ガス埋蔵量の分布
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図6 新規のガス事業計画（随伴ガスを含む）

出所：BP�Migas�ホームページ
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図7 インドネシア ガス生産・消費量の推移

出所：BP統計、2006年６月
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ガス資源を輸出によって外資に搾取さ
れるのではなく、国民の使用に供せ」
とのスローガンに容易につながり、既
存の輸出LNG向け大規模ガス田を
手っ取り早く国内市場向け供給に回せ
との発想が強まったものと考えられる。

（4） ガス供給方針をめぐる2006年

の政府要人発言

　2006年３月末、ユドヨノ大統領は、
国内市場向けのガス供給量を増加させ
るためにLNG輸出を削減すると発表
した。2010～11年に期限が来るLNG
契約の更改交渉が2005年末から中断さ
れており、LNG輸出をめぐる懸念は
高まっていた。しかし大統領自ら
LNG輸出削減に言及したのは初めて
であり、LNG顧客である日本、韓国お
よび台湾需要家に衝撃が走った。伝統
的にインドネシアLNGの顧客であっ
た東アジアの需要家には、同国のLNG
供給体制に対する不信感が強まった。
　インドネシアのガス産業界は、カリ
マンタン～ジャワ島ガス・パイプライ
ンが計画どおりに進展して、国内市場
向けガス供給が開始されれば、ボンタ

ンLNG向けの原料ガス供給力はほぼ
半減するものと考えている。
　2006年５月下旬、訪日を前にしたカ
ラ副大統領は、インドネシアの国内ガ
ス需要を満たすために、既存のLNG
契約は履行するものの、契約延長は難
しいとして、ユドヨノ大統領が３月に
行った発言を追認した。副大統領は、
ガス不足からジャカルタ市内の電力供
給も滞っている現状を説明し、当面は
ガスの国内供給を優先し、余剰生産が
発生した場合にのみ輸出に回すという
考えを明らかにした。
　2006年７月末、プルノモ・エネルギー
鉱物相が訪日して、主要なLNG顧客
の電力、ガス企業を訪問し、今後の
LNG輸出方針について協議した。そ
の際、2006年末までに内需と輸出向け
のガス供給力を慎重に見極め、日本側
と輸出継続に向けた交渉の再開を図る
との意向を明らかにした。また、ガス
増産体制の構築を急ぎ、現行のLNG
輸出契約が切れる2010年以降も対日輸
出を継続する意向を示唆した。
　同鉱物相は、ガス供給は政治問題に
も絡むために慎重な決定が必要であ

り、ある程度の検討期間を要するとし
て、LNG需要家の理解を求めた。内
需対応と輸出を両立させるための具体
策については、日本側の協力を得て国
内各地の豊富な天然ガスや石炭など代
替資源を開発するという考えを示し
た。なお、日本の関係先に対して、イ
ンドネシアにLNG輸出を求めるだけ
ではなく、長期的視野からインドネシ
アのガス増産を図るために、ガス事業
への投資を要請した。

　このように、政権上層部による
「LNG輸出停止、または削減」発言は、
長年インドネシアをLNGの主要供給
先としてきた日本、韓国、台湾の東ア
ジア・ガス需要家に大きな懸念をもた
らした。2006年９月末時点でインドネ
シアのガス供給方針はまだ定まってお
らず、将来の供給可能量を調査してい
る段階である。政府は、将来のガス供
給力を把握した後に、2006年末以降に
輸出LNG向けを含めたガス供給政策
を明らかにするとしている。

（1） ガス供給力を増強させるための

要素

�インドネシアのガス供給力を増強さ
せるための要件としては、次の３点が
考えられる。
①�石油・ガス上流分野に対する投資環
境の整備・改善
②�市場価格に基づく価格政策の実施
（管理価格制度の撤廃）
③�ガス・パイプラインなど輸送インフ
ラの整備

　①（上流分野投資環境の整備）に関
しては、この数年来、インドネシアの
上流部門事業者から頻繁に、非好意的

な事業環境に対する苦情と投資環境改
善の要請が続いている。インドネシア
PS契約の探鉱・開発に関する標準的
な経済条件は、税引き後でコントラク
ター取り分が15％のみと、産油国の中
で最も厳しい範

はん

疇
ちゅう

に入る。しかしイン
ドネシア政府は、1990年代以降、数回
にわたってインセンティブ・パッケー

ジを発表し、深海域、遠隔地、ガス開
発にかかわる条件を改善している。
2005年に事業者から投資環境改善が求
められていた際に発表された探鉱鉱区
第５次入札ラウンド第１フェーズの契
約条件（対象26鉱区平均）と標準条件
との比較は表1のとおりである。
　第５次入札ラウンド第１フェーズ条

3. インドネシアのガス供給力を強化するために

税引き後利益配分比率（政府：コントラクター）
石油 ガス

標準条件 85：15 70：30
第５次入札ラウンド第１フェーズ条件 72：28 61：39
改善幅（コントラクター追加分） ＋13％ ＋９％

表1 探鉱開発の経済条件改善事例
（2005年第５次入札ラウンド第１フェーズ条件、対象26鉱区平均）
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件（平均）のコントラクター取得率は、
標準条件と比べて石油で13％、ガスで
９％改善されている。新規公開鉱区
は、深海や条件の悪い鉱区を多く含む
ために単純な比較はできないが、政府
が契約条件に対して何らかの対策を講
じてきたことは事実である。
　しかしながら、2005年11月に行った
インドネシアで上流事業を実施する石
油企業への聞き取りでは、インドネシ
アの探鉱ポテンシャルに期待する発言
はあっても、投資環境が改善されたと
認識する返答はほとんどなかった。
　実感できるほどの契約条件の改善は
実施されておらず、従来から評判の悪
い諸手続きの煩雑さ・遅さに大きな改
善はなされていないものと考えられ
る。特に、ガス輸送インフラの未整備
も相まって、中小規模ガス田開発を採
算水準に至らせるだけの十分なインセ
ンティブは取られていない。

　②（市場価格導入）に関して、イン
ドネシアは徐々にではあるが、エネル
ギーの市場価格化を進めつつある。産
業用のガス価格は既に自由化されてい
ると言われ、ガス公社PGNは2005年
10月に、当時のガス売り渡し価格4.5
ドル/MMBtuを20 0 6年に5ドル/
MMBtu、2007年には5.5ドル/MMBtu
へと値上げすると発表した。しかし石
油製品、特に民生用の灯油、LPGは補
助金で安く設定されているため、エネ
ルギー末端需要はまず石油製品に向か
い、ガス需要の促進はなされていない。
　エネルギー価格体系は、ガスと石油
製品の双方を考慮して、包括的に実施
する必要がある。①で記した探鉱・開
発インセンティブが不十分なことも
あって、これまで政府が政策に掲げて
きたガス需要喚起策は、ほとんど実効
を上げなかったと言える。
　2005年９月の石油製品大幅値上げ前
には、安価な石油製品供給が可能で
あってガス需要が喚起されていなかっ

たため、③に記した広域ガス・パイプ
ライン建設は後回しにされてきた。
　インドネシアの最大エネルギー消費
地域は、総人口の約55％が集中し、ま
た主要産業が集積して国全体の経済活
動の約70％を占めるジャワ島である。
しかし、ジャワ島へのガス供給は北西
ジャワ、東部ジャワなど近隣ガス田か
らのみであって、スマトラ島、カリマ
ンタン島など大規模ガス生産地域から
のガス輸送設備はなかった。スマトラ
島、カリマンタン島の生産ガスは、輸
出用LNG向け、油田の２次回収圧入
用を別にすると、少量が地元の肥料工
場で使われる程度で、一般国民のエネ
ルギー消費に供される機会は限られて
いた。
　このように、インドネシアのエネル
ギー政策は、石油の温存と国内のガス
利用の方針が唱えられながらも、ほと
んど実行されずに、補助金付きで安価
な石油製品が供給されるといういびつ
な状態であった。
　原油価格が妥当な範囲にとどまって
いる間は、それでもよかった。しかし、
原油高価格が定着した今、これまでの
エネルギー政策では国家財政が耐えら
れる限界を超えるため、政府は大胆な
石油製品の補助金削減に踏み切り、財
政立て直しに必死である。
　値上がりした石油に代わって、エネ
ルギー需要の一部は相対的に安価に
なったガスに向かう。しかしガス供給
を急に増やせるわけではない。未開発
のまま放置された中小ガス田を開発し
て生産に持ち込むには、投資資金と数
年の開発期間を要する。そもそも石油
上流企業がそうした投資を正当化でき
るだけの投資環境がいまだに整ってい
ない。また、ガス資源の多くは大消費
地のジャワ島周辺ではなく、スマトラ、
カリマンタン島および遠隔地のパプア
州にある。未開発ガス資産には、中小
規模ガス田が多く、また遠隔地、沖合
深海域にあるなど開発移行に不利な条

件が多く、これまでよりさらに多額の
投資を要する。スマトラ島からジャワ
島へのガス・パイプラインは、2005年
10月にやっと建設が決まり、2006年末
～2007年初めに完成の運びとなった。
しかし、本格的にガス需要を喚起する
ためには、配管の整備などさらにイン
フラ投資が必要となる。
　こうした状況から、長く主要な外貨
獲得手段の一つであった輸出用LNG
向けガス供給に目が向けられるように
なった。現時点で供給可能なガス資源
量の単純なつじつま合わせで言えば、
ガスの国内供給量が不足なら輸出用
LNG向けガスを国内消費に振り向け
ればよいという言い方は可能である。
　しかし既存のアルン（スマトラ島）、
ボンタン（カリマンタン島）からジャ
ワ島へのパイプラインはなく、アル
ン・ガス田は既に枯渇間近で生産減退
が進行している。勢い、世界で最大規
模のLNG設備の一つであるボンタン
LNGに目が向けられ、ジャワ島への
長距離パイプライン建設による国内市
場向けガス供給が議論されるように
なった。カリマンタン島の豊富なガス
資源を国内消費に供することも需給対
策の一つであるに違いない。
　しかし、LNG輸出にかかわる問題
は、国際商取引上の信用の観点から、
もっと慎重に議論されるべきであった。
商取引の信頼をいったん失うと、その
回復は容易ではない。ところが、イン
ドネシアにはまず国内向け発言を優先
せざるを得ない状況も確かにある。

（2） インドネシアが国内向け発言を

優先する理由

　国内向け発言を優先せざるを得ない
インドネシアの事情として、次の要因
が考えられる。
①�インドネシアの政治、社会体制の脆

ぜい

弱
じゃく

さ（未成熟な社会基盤）
②資源ナショナリズムの高まり
③価格自由化導入の難しさ
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　①（社会の脆弱さ、高いカントリー
リスク）に関して、インドネシアは、
ASEAN主要国のなかでは、政治、社
会基盤が脆弱である。ユドヨノ政権は
国民の支持率が比較的高く、相対的に
安定度も高い。しかし、1990年代半ば
のスハルト政権末期における社会の混
乱ぶりは目を覆うばかりだったし、ス
ハルト後の数代にわたる後継政権はい
ずれも短命で安定性に欠けた。インド
ネシアは、賄

わい

賂
ろ

など政府部門の不透明
性において東南アジアで最悪の部類に
入る。昨今、エネルギー価格高騰と電
力供給不足で国民の生活への不満が高
じてデモが頻発するなど、社会は再び
不穏な状態にある。
　JOGMEC内の、石油･天然ガス開発
投資にかかわる2005年度政治カント
リーリスクのランキングによると、イ
ンドネシアは対象124カ国中で最下位
から８番目に位置する高リスク国にあ
たる。ちなみに、経済政策に成功した
近隣のタイ、マレーシアはいずれも良
好な社会の安定度を保ち、中リスク国
に位置している。
　政府指導部が経済合理性のある政策
を取ろうとしても、その実行にあたっ
ては、政治、社会的圧力のせめぎ合い
のなかで、政権崩壊を回避するために
ある程度の妥協を余儀なくされるとい
うのが実態である。

　②資源ナショナリズムの高まり
　この数年来、インドネシアでは資源
ナショナリズムの高まりを反映する出
来事が多く発生している。この資源ナ
ショナリズムは、石油・ガスの輸出は
外国の経済発展の助けになっている
が、自国の経済発展にはほとんど寄与
していないという発想と、また本来、
石油輸出国が享受すべき収入機会をイ
ンドネシアがみすみす逃しているとい
う発想に基づいている。憲法裁判所の
ような司法機関にはもともと資源ナ
ショナリズム的な考えが根強く、また

国会議員のなかにも資源ナショナリズ
ムに依拠する発想、行動がしばしば見
受けられる｡
　たとえば「ガス生産量の少なくとも
25％を国内市場に供給する」法案の国
会提出が予定されている。この法案は
もともと、2001年に改定された石油ガ
ス法第22条１項「産出した石油・ガス
の最大25％を国内需要に割り当てる」
との規定に対して憲法裁判所が、25％
の上限設定は「天然資源はインドネシ
ア国民の利益のために供されるべきで
ある」との憲法の規定に反するとして、
2004年12月に違憲の判決を下したこと
に端を発している｡
　エネルギー産業部門、または経済全
般の不振がナショナリズム的な風潮を
生み出している局面もある｡ 原油生産
不振の原因は、石油上流部門への投資
不足を招いたエネルギー政策にあるも
のと考えられる。しかし、国内では一
般に、インドネシアの石油資源が国民
経済の発展に寄与せずに輸出され、無
駄に浪費されたからだと、広く認識さ
れているように見受けられる｡ そして
昨今は、天然ガスに関しても､ 国内産
業の育成に使われることなしに、むざ
むざ輸出されて（外資に）浪費されて
はならない､ という発想が広く受け入
れられているように思われる｡

　③エネルギー価格自由化の難しさ
　石油製品の補助金制度を廃止して価
格を完全自由化するというのは、想像
を絶するほど難しい。1970年代以降、
既に進歩した経済体制下にあった日本
でも、石油製品価格の自由化を実現さ
せるまでには長い時間がかかった。イ
ンドネシアは1990年代末の通貨･経済

危機の際に、IMFやアジア開発銀行に
対して価格自由化を公約した。しか
し、現政権にとってこの公約達成は、
不安定なインドネシア社会の政治・社
会的圧力のなかできわどいバランスを
取りながら綱渡りをするに等しい。
　政府のエネルギー部門担当官は、石
油製品価格統制と補助金が国内石油需
要を不必要に拡大させることを熟知し
ている。しかし、政策の実行にあたっ
ては、少なくとも政権が転覆しない程
度に、価格自由化と補助金削減を慎重
かつ段階的に進めざるを得ない。それ
にはきわどいバランス感覚が必要とさ
れる。政府のエネルギー組織改革、国
内市場向けのガス生産比率の強制的な
設定、LNG設備拡張のための将来の
投資等は、すべて価格自由化の完全実
施によって成否が決まる。インドネシ
アがIMFに対して公約した2007年まで
の石油、ガス、電力等の国内エネルギー
価格の完全自由化達成は、今となって
はほとんど実現不可能である。

（3）LNG輸出か国内供給かをめぐる議論

　インドネシアのガス政策で、国内で
議論になっているのは、将来のガス開
発を国内市場向け供給に主眼を置くべ
きか、これまでと同様にLNG輸出を
目的とすべきか、ということである。
当面、インドネシアは石油純輸入国で
あり続けることは必至であることか
ら、豊富な天然ガスを用いれば国内エ
ネルギー需給を緩和させることができ
るものと認識されている。
　しかし、国内供給に向けるガス価格
を国際価格に引き上げる保証なしに生
産ガスの一定量を国内供給に割り振ろ
うとすれば、投資家はガス田開発を縮

政治リスク分類 同左順位（対象124カ国中）
タイ 中リスク国 上から40位
マレーシア 中リスク国 上から65位
インドネシア 高リスク国 上から117位（下から７位）

表2 石油ガス開発投資にかかる政治リスク比較
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小するか、ガス事業から撤退する可能
性が高い。インドネシア政府は投資企
業に対して、事業採算性を維持しなが
らガスの国内供給を促すために、ガス
の国内供給価格も国際市場価格を適用
することを速やかに定めるべきであ
る。一方、逆の観点から言えば、イン
ドネシアのガス輸出にかかわっている
企業は、同国の経済ナショナリズムの
動向と何らかのガス国内供給の必要性
を認識せざるを得ないと考えられる。
　ところで、新興のLNG大国カター
ルは、外国企業が国営石油企業カター
ル石油との間でPS契約を締結してガ
ス事業を実施することで利益が上がる
ような枠組みを設定している。
　カタール政府は、将来の国内市場向
けにガスを割り振ることはしていない
が、国内向けガス供給を含むガス事業
全体の利益水準が確保されているため
に、ガス事業投資家の外国企業（エク
ソンモービル、コノコフィリップス、
シェル、トタール）は、強制されるこ

となく自ら国内供給事業への投資を
行っている。
　インドネシアもカタールの例を見習
うべきであろうが、ジャカルタで高ま
りつつある資源ナショナリズムの動勢
を考えると、同様の手法を採用しよう
としても難しいものと思われる。
　
　なお、LNG輸出と国内市場向けガ
ス供給をめぐっては、アジア太平洋の
他のLNG輸出国においても、程度の
差はあれ、同様の問題が発生している。
　マレーシアでは、国内市場向けガス
価格が安価に設定されているために、
ガスの国際市場価格が高騰しても国内
の燃料転換が進まない。このため、ガ
スを近隣から輸入して、補助金付きで
販売するという現象が発生している。
　西豪州政府は、同州が豪州全体の
80％に相当する113Tcfのガス資産を
有するにもかかわらず、LNG輸出中
心の現ガス事業計画に委ねると将来の
州内ガス供給が不足するとして、

LNG事業者に対して埋蔵量の10～20％
の州内供給を義務化しようとしている。
　この西豪州政府の提案に対して、ガ
ス事業者と自由経済体制を標榜する連
邦政府が反対している。
　2006年９月に連邦政府と各州政府エ
ネルギー閣僚からなる作業部会設立が
合意され、今後は同作業部会が豪州の
ガス供給マスタープランを検討するこ
とになっている。
　しかし、西豪州政府は、州内ガス供
給にかかわる何らかの枠組み作成に対
して、強い決意で臨む意向であると伝
えられている。
　このように、資源をめぐる問題は、
資源ナショナリズム的風潮の高まりと
ともに、取り扱いが非常に難しくなっ
ている。しかし、長期契約に基づく国
際LNG商取引に際しては、一時の短
期的視野からの判断で信用を失うと、
取り返しのつかないことになる。こと、
ガス輸出に関しては、政府部門の果た
すべき機能が重要なのである。

　本章では、David�G.�Victorほか著
“Natura l � Gas� and� Geopol i t ics”�
（Cambridge�University�Press�2006）
から引用する。
　著者は、ガス資源の輸出事業におい
て、資源国が投資家を呼び込み、需要
家を獲得するに際して、政府部門の果
たす投資環境の整備（経済面および政
治・外交面）がいかに重要であるかを
説く。
　ガス資源開発は、ほかのエネルギー
源と比べて多額の初期設備投資と長い
リードタイムを要することから、もと
もと事業化が難しい。特に1970～80年
代は石油全盛時代であり、ガス資源は
発見されても見向きもされなかったか
ら、現在に比べてさらに事業化が難し
かった。

　この著書が例示するガス事業７ケー
ス（LNG事業３件を含む）のなかから、
LNG事業３件（インドネシア・アルン、
カタール、トリニダード・トバゴ）と未
実現のパイプライン・ガス事業（トル
クメニスタン）を取り上げて概説する。

（1）インドネシア・アルン

　アルンのLNG事業化が決まった
1970年代、東アジアでLNG輸入の必
要なガス需要が存在していたのは日本
だけであり、米国カリフォルニア州へ
の輸出契約が成立しなかった時点で日
本向けLNG事業化が決まった。アル
ン、ボンタン事業ともに、当時インド
ネシアでは国内ガス・パイプライン建
設の計画はなく、近隣諸国にも目ぼし
いガス需要はなかった。1990年代であ

れば、多くの競合事業、競合需要があ
り得たろうが、当時は事業化の決断と
タイミングが重要であった。アルン
LNG事業化の決定後、日本の官民挙
げた事業推進体制とインドネシアとの
協調体制は順調に機能した。

（2）トルクメニスタン

　エネルギー資源に富むが、国際市場
向けの輸出ルートのない内陸国トルク
メニスタンが、天然ガスの開発に失敗
したのは、指導者がリーダーシップを
欠き、投資家に魅力的な投資条件を提
示できず、国境付近の紛争に絡むロシ
ア／米国の地政学的争いに巻き込まれ
たこと等が考えられる。
　政府部門のパフォーマンスを見る
と、トルクメニスタンのニヤゾフ政権

4. ガス輸出に際する政府機能が果たす役割の重要性（産油国のガバナビリティー）
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は、事業パートナーとしてはまことに
信頼できない相手であり、投資条件は
劣悪で、投資家を保護しようとする意
識は微

み

塵
じん

もなかった。ニヤゾフ後継政
権の見通しは皆目見当がつかず、後継
政権がニヤゾフの定めた条件を遵

じゅん

守
しゅ

す
る保証もない。
　トルクメニスタンが地理的に不利な
条件を背負っていたのは不幸であった
が、政権が投資環境整備の意欲に乏し
かったこの国は、いまだ独自のガス輸
出ルートを実現させていない。

（3）カタール

　1971年のNorth�Fieldガス田発見か
ら1997年のLNG輸出開始までに、26
年という年月がかかった。1970年代の
湾岸地域では石油輸出のみが注目さ
れ、LNG事業化はほとんど顧みられ
なかった。LNG事業は、一歩間違え
ればカタールを債務国に転落させる大
きなリスクを抱えていた。1980年代の
イラン・イラク戦争、1990年代初期の
湾岸戦争は、湾岸地域からのLNG輸
出のリスクを増大させた。1992年に
キャッシュ不足に悩むBPがLNG事業
採算に見切りをつけて撤退したのも痛
手であった。
　しかし、モービルの本事業への強い
コミットが他パートナー（トタール、
丸紅、三井物産）に十分な安心感を与

え、カタールガス事業は、カタール石
油と米仏日の共同事業として推進され
た。特に、米国企業としてのモービル
のプレゼンスが、カタールに治安上の
大きな安心感を与えた。米国は湾岸戦
争の期間、カタールを含む湾岸諸国に
軍隊を駐留させた。
　カタール政府はモービルに投資イン
センティブを与え、ハマド首長は湾岸
戦争を通じて、米国との安全保障上の
つながりを強化した。LNG輸入先を
多様化しようとしていた日本商社は、
カタールと米国との緊密な関係に治安
上の安心感を得て、販売、資金調達、
液化設備建設など、従来から得意とす
るLNG事業化のノウハウを駆使して
LNG事業成立を助けた。
　このように、カタール政府の事業化
への強いイニシアティブと対米協調政
策が、結果的に投資家の信頼を得て、
LNG事業を成功に導いた。

（4） トリニダード・トバゴ（アトラ

ンティックLNG）

　トリニダード・トバゴのアトラン
ティックLNGプロジェクトの検討当
時、豊富なガス資源を持つベネズエラ
とナイジェリアが強力な競合相手で
あった。しかし、トリニダード・トバ
ゴは当初、身の丈にあった１トレーン
のLNG事業化を進め、販路の多様化

のためにスペインとの政治的関係に配
慮した。
　そしてさらに重要な要素は、資源国
政府が一貫してLNG事業化を支援し、
投資家を十分安心させるだけの投資環
境を設定したことである。資源量に富
むベネズエラは外資に劣悪な条件しか
準備せず、いまだにLNG事業は成立
していない。

　このように、ガス事業、特に長いリー
ドタイムと巨額投資を要するLNG事
業を成立させるためには、資源国政府
が投資行動を呼び込めるだけの環境を
設定することが必須条件である。
　米国、豪州、ノルウェーを除くと、
有望なガス資源国のなかで、自らの資
金、技術でLNG事業を立ち上げるこ
とができる国は存在しない。それにも
かかわらず、外資の導入を疎んじて、
いまだLNG事業を実現できない資源
国が少なくない。彼らは、貴重な国家
資源をむざむざ死蔵し、いたずらに時
間を浪費しているのである。
　インドネシアは、かつて投資家、消
費国との協力でLNG事業を立ち上げ、
長期間LNG輸出大国として君臨して
きた。その資産と伝統を自ら葬り去る
べきではない。

　インドネシアのLNG輸出量は、
1984年にアルジェリアに代わって世界
最大となり、以降2005年に至るまで一
貫してその地位を保っている。しか
し、インドネシアのLNG生産がこの
数年来低迷しているのに対して、マ
レーシア、カタール、および図8のグ
ラフ中「その他」に含まれるトリニダー
ド･トバゴ、オマーン、ナイジェリア
の伸びが著しい。中東の大規模ガス資

源国カタールは、間もなくインドネシ
アに代わって世界最大のLNG輸出国
になろうとしている。
　一方、LNG市場動向を見ると、日
本をはじめとする太平洋LNG市場の
需要は堅調であり、なお当面世界最大
のLNG市場の地位にある。
　しかし、ガス消費形態の進んでいる
欧米市場においては、既に自国のガス
生産が頭打ちになったエネルギー最大

消費国の米国をはじめとして、ガス供
給に占めるLNG比率の増加が始まっ
ている。
　やがては、ガス市場規模の大きい大
西洋LNG市場（欧米市場）が、太平
洋LNG市場（東アジア市場）を凌

りょう

駕
が

するものと考えられている。
　今後、生産開始が予定されるLNG
液化事業のなかでは、中東、アフリカ、
ロシアなど、大規模ガス生産国におけ

5. LNG貿易のグローバル化に伴うインドネシアの比率縮小
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る大西洋市場向けの大型案件が目白押
しである。主要なLNG供給国をガス
埋蔵量の観点から見ると（図9参照）、
インドネシアなどアジア太平洋のガス

生産国に比べて、ロシア、中東のガス
埋蔵量の膨大さは群を抜いている。
　このように、地球規模でのLNG貿
易拡大を考慮すると、今後、こうした

大規模ガス生産国がインドネシアに代
わって主要LNG供給国となっていく
ことは、自然な趨勢ととらえざるを得
ない。

インドネシア
マレーシア
豪州

イラン カタール

サウジアラビア
UAE

ロシア

アルジェリア
ナイジェリア

米国
その他

図9 国別天然ガス埋蔵量

出所：2006BP統計、2005年末

　本章は、データ編として、インドネ
シアの主要なガス事業の現状を、個別
に取り上げる。

（1）主要なLNG事業

①ボンタンLNG
　カリマンタン島東沖合のガス資源の
なかで、トタールはマハカム沖に
20Tcf超の豊富な埋蔵量を誇る。シェ
ブロンは５～６Tcfのガス確認埋蔵量
を持ち、さらに保有する深海鉱区にお
いても、今後ガスを発見できるポテン
シャルが高いものと見られている。
　カリマンタン島東沖合のガス資源量
のLNG向け潜在供給力を確認するた
め、今後の新規発見想定を除外した既
発見分のみのガス埋蔵量を、保守的に
26Tcfと推定し、現行の天然ガス生産
規模（3,000MMcfd）を継続すると仮
定する。（3,000MMcfdのガス生産量の
うち、LNG向け2,700MMcfd（≒
L N G 2 , 1 0 0 万 t /年）肥料向け等
300MMcfdとする。）
26Tcf÷（3,000MMcfd×365d/y）
＝23.7ｙ≒24年

6. インドネシアの個々のガス事業の状況
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1000500
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0

LNGプロジェクト（稼働中）
LNGプロジェクト（計画中）
LNGプロジェクト（構想段階）
ガスパイプライン（既存）
ガスパイプライン（計画中）

Offshore
North West Jawa

South Sumatra

Duri

KangeanKangeanMaduraMadura

SemarangSemarang

TangguhTangguh
DonggiDonggi

ArunArun

BontangBontang

BruneiBrunei

MLNGMLNG
MalaysiaMalaysia

KalimantanKalimantanSumatraSumatra

Offshore
Mahakam

Natuna Sea

Indian Ocean

Banda Sea

図10
インドネシアのガス関連施設

（LNG液化基地、ガス・パイプライン）

出所：各種情報よりJOGMEC作成

オペレーター（合弁会社） PT Badak NGL（ボンタン）

同上参加者と参加比率

プルタミナ　55％
VICO Indonesia　 20％
Japan Indonesia LNG　 15%
トタール　10%

原料ガス供給者 Vico、トタール、ユノカル
供給ガス田 東カリマンタン堆積盆地の各ガス田
LNG生産規模 2,259万トン／年（8トレーン）
稼働開始年 1977､ 1983､ 1989､ 1993､ 1997､ 1999年
LNG販売者 プルタミナ
LNG輸出先 日本、韓国、台湾
出所：BP�Migas�ホームページほか

表3 ボンタンLNG概要
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1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

その他
リビア
アルジェリア
カタール
アブダビ
豪州
ブルネイ
マレーシア
インドネシア

年

図8 世界のLNG輸出量の推移

出所：Cedigas,�BP統計
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　このように、現行規模のガス生産を
約24年間継続することが可能であり、
十分な資源量があることが分かる。
　しかし、今後このガス供給力を確保
するためには、既発見だが未開発のガ
ス田を開発移行させる必要があり、そ
れには膨大な新規投資を要する。未開
発ガス田は沖合にあり、また深海域の
開発ともなれば、さらに多額の投資を
要する。ボンタンLNGに対する将来
の原料ガス供給力は、ガス資源保有者
が今後どのように開発投資を行うか、
つまり事業者が投資を正当化できる投
資環境が整えられるかどうかにかかっ
てくる。

　日本のLNG需要家は、インドネシ
アに約1,200万トン／年の契約を持っ
ており、2010年ごろに契約期限とな
る。約半分の600万トンについては契
約更新が合意されていると言われる
が、インドネシア側の将来のガス供給
方針が未定なので、交渉は中断されて
いる。
　昨今、さまざまな議論が喧

かまびす

しい国内
ガス供給問題に関して、ボンタンLNG
向けの最大ガス供給者トタールは、
2006年７月下旬、LNG輸出に匹敵す
る価格で販売できるのであれば、国内
市場向けのガス供給に応じる用意があ
ると述べた。
　トタールは、開発作業中のSis i/
Nubiガス田（生産能力400MMcfd）が
2007年の生産開始直後にピーク生産に
入り、以降2010年ごろまで、同社の東
カリマンタン全体のガス生産量
2,600MMcfdを安定的に維持するため
に貢献するものとしている。
　トタールは2006年半ば時点で、
2,500MMcfd～2,600MMcfdのガスを生
産し、約300MMcfdをカリマンタンの
石油化学産業向け、2,300MMcfdをボ
ンタンLNG向けに供給している。同
社のボンタンLNGへのガス供給比率
は、全体の75％を占めている。

　トタールは現在行っている先行投資
の回収のためにも、保有するマハカム
沖鉱区契約期限の2017年に契約を更改
する意向を打ち出している。2007年以
降生産を開始するSisi/Nubiガス田の
効果は、現行生産水準の維持であって、
増産にはつながらないものと見られて
いる。
　一方、トタールに次ぐガス供給者
シェブロンは、計画中の新ガス田の生
産開始が2009年以降になるため、それ
以前はガス生産割り当て量を満たすこ
とができないとして、正式に供給肩代
わりを他社へ要請した。シェブロンは
現在、約200MMcfdのガスをボンタン
LNGに供給しているが、これは契約
数量の400MMcfdを大きく下回ってい
る。同社は未開発のガス資産を多く持
つが、将来の供給力は調査中であり、
未詳の状態である。
　シェブロンは2005年にユノカルを買
収した後、東カリマンタン沖鉱区から
約221MMcfdのガスをボンタンLNGに
供給しており、これはボンタン全体の
調達量の６～７％に相当する。2002年
時点でユノカルは270MMcfdのガスを
ボンタンLNGに供給し、全体の８％
に相当していた。なお前身のユノカル
はシェブロンに買収される前、2015年
時点でボンタンへのガス供給の40％を

占めることを目標にしていた。シェブ
ロンは、これを30～40％へと下方修正
している。シェブロンは2010～12年の
生産開始を目標に、Gendalo、Gehem
ガス田の開発計画をこれから提出する
予定である。当初計画では2008年に生
産開始の予定だったが、既にかなりの
遅れが生じている。
　シェブロンは2006年にSapiガス田の
生産を開始し、2008年にSadewaガス
田の生産を開始する予定である。ま
た、深海のWest�Seno油田の改修と生
産井掘削によって80MMcfd程度のガ
ス供給を期待できるものとしている。
　VICOが操業するサンガサンガ・ガ
ス田は、生産減退が想定より早く進ん
でおり、増産は期待できないものと見
られている。

②タングーLNG
　インドネシアで第３番目となるタン
グーLNG事業は、２トレーンで年間
液化能力760万トンの規模で、2008年
に生産を開始する予定である（表4）。
BPをオペレーターとするタングー
LNGコンソーシアムおよびインドネ
シア政府当局上流分野担当BPMigas
（P16の脚注＊１参照）は、2006年８
月１日に、日本の国際協力銀行、アジ
ア開発銀行などの国際金融機関との間

写1 ボンタンLNG液化プラント

出所：BP�Migas�ホームページ

↗
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で、LNG事業開発費用にかかわる総
額約26億米ドルの融資契約を締結し
た。また2006年９月に中国CNOOCへ
の売価交渉が最終的に合意され、契約
が締結された。
　なお、国内市場向け供給用として第

３トレーンを建
設する計画が取
りざたされてい
るが、実現可能
性は未詳である。

③アルンLNG
　アルンLNG
は、長らく日本
など東アジア市
場向けLNG供
給を担ってきた
が、アルン・ガ
ス田のガス生産
が既に減退して
おり、早晩生産
終了になるもの

と見られている（表5）。
　アチェ州知事は、プルノモ・エネル
ギー鉱物相に2008年以降のアルン
LNG輸出停止を求めた。アチェ州当
局によると、老朽化したアルン・ガス
田はLNG液化基地に原料ガスを供給

するには不十分だが、地元の肥料工場、
製紙産業、発電所などに原･燃料ガス
を供給するには十分ということであ
る。アルン・ガス田は、北スマトラA
鉱区、Krueng�Maneガス田とともに、
2020年までアチェの肥料工場にガスを
供給することができるものと見られて
いる。

（2）国内市場向け事業

①スマトラ～ジャワ パイプライン
　2005年10月にPGN（インドネシア・
ガス公社）が長く懸案であった南スマ
トラ～西ジャワ間のガス・パイプライ
ン建設を日本企業に発注し、2007年に
第１フェーズの完成が予定されてい
る。本事業は ､ スマトラ島南部
Pegardewaガス田とジャワ島西部
Cilegonを結ぶ総延長約500㎞のガス・
パイプライン建設事業である（図11
参照）。これにより、スマトラ島から
エネルギー大消費地のジャワ島へのガ
ス供給が開始される。
・第１フェーズ（250MMcfd）：2005

年10月発注、2007年完成予定。
ガス供給はプルタミナ･南スマ
トラガス田から。

・第２フェーズ（450～700MMcfd）：
2008年ごろ完成の計画。

②カリマンタン～ジャワ パイプライン
　インドネシア政府はかねてより、ス
マトラ～ジャワ島ガス・パイプライン
に続く広域パイプラインとして、カリ
マンタン～ジャワ島ガス・パイプライ
ン計画を表明していた。本計画は、
2006年７月半ばにインドネシア企業
PT�Bakrie�&�Brothers＊2（以下、バク
リー社）がパイプライン建設を落札し、
実現への可能性が生じた。同社による
パイプライン建設計画は、次のとおり
である。

オペレーター（合弁会社） PT Arun NGL Co.（アルン）

同上参加者と参加比率
プルタミナ　  55％
エクソンモービル　30％
Japan Indonesia LNG 15%

原料ガス供給者 エクソンモービル（アルン・ガス田より）
LNG液化能力 680万トン／年（６トレーン、ただし現在操業中は４トレーンのみ）
稼働開始年 1978､ 1983､ 1986年
LNG販売者 プルタミナ
LNG輸出先 日本、韓国
出所：BP�Migas�ホームページほか

表5 アルンLNGの概要

図11 インドネシア国内ガス・パイプライン（波線は計画中）

出所：Energy�Intelligent�Research

＊２：1911年創業のゴム・プランテーション事業に端を発し、1942年に商品の交易会社として設立された。現在は、パイプラインの建設／操業などのインフ
ラ部門、通信事業、およびプランテーション事業の３部門を主要事業とする企業グループ（Bakrie�HP）。インドネシア閣僚のバクリー経済担当調整相
は同一族の出身。

オペレーター BP Indonesia
事業パートナーと
参加比率 

（ガス供給者）

BP　37.16％ 、 日石ベラウ　12.23％、 
MIベラウ　16.3％、 KGベラウ石油開発　10.0％、 
CNOOC　16.96%、LNGジャパン　7.35%

供給ガス田 ベラウ（Berau）、ボルワタ（Vorwata）、ウィリアガ（Wiriagar）
LNG生産規模 760万トン／年（2トレーン）
稼働開始予定 2008年
LNG輸出先 中国（CNOOC）､ 韓国（Posco/ K Power）､ 米国（Sempra）
出所：BP�Migas�ホームページほか

表4 タングーLNGの概要

↘
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　バクリー社は、2006年７月17日、石
油･ガス産業の下流部門を統括する
BPH-Migasからカリマンタン～ジャ
ワ島ガス・パイプライン1,115㎞の建
設（陸上部分520㎞、海底部分595㎞）
を12億6,000万米ドルで落札した（事
業期間は25年間）。同社は資金の70％
を借り入れ、30％を自己資金で賄う計
画である。ドイツ銀行、マレーシアの
CIBM、三井住友銀行およびみずほ銀
行の４行が本事業への資金提供を検討
中であり、今後バクリー社との折衝を
経て決定されると言われる。パイプラ

イン輸送能力は1 ,000MMcfd（＝
28MMcmd）を予定しており、落札し
たパイプライン・タリフ（輸送費）は
0.84ドル/MMBtuであった。同社は、
既にジャワ島の発電、ガス企業など産
業需要家と1,000MMcfdに相当するガ
スの売買仮契約を締結済みであると言
われる。しかし、ガス供給者との交渉
はこれからであり、果たして十分なガ
ス供給量を確保できるのか、ガス生産
者からの購入価格はどうなるか等の解
決すべき課題が多い。またパイプライ
ン・タリフは現実的な金額と考えられ

るが、12億6,000万米ドルで落札した
パイプラインの建設コストは不十分と
も見られており、本パイプライン事業
の実現性、採算性はまだ不透明な部分
が多い。

　政府が求める、2009年７月までにパ
イプラインを完成させるために、バク
リー社は少なくとも2007年１月までに
はパイプライン建設を決定して作業を
開始しなくてはならない。またバク
リー社は、本パイプライン建設の事業
パートナーを募っている。

　インドネシアのLNG輸出は1977年
のボンタン液化基地完成に始まり、
1979年にブルネイに代わって日本向け
の最大LNG供給国になった。その地
位は2006年現在まで変わっていない。
　インドネシアは1980年代半ば以降、
輸出先の多様化を図って、韓国、台湾
へのLNG輸出を開始したが、日本へ
の輸出規模が群を抜いて大きい。その
間、日本はインドネシアLNGの最大
の顧客である一方、インドネシアの
LNG産業育成に対してさまざまな貢
献を行った。商社を中心とするLNG
事業者は、需要家開拓とその橋渡しを
含むさまざまな液化事業の推進役を担
い、日本の銀行団は資金供給を行い、
LNG輸入者は共同で日本インドネシ
アLNGを設立して液化事業体のPT�
Badak（ボンタン）、PT�Arun（アル
ン）に資本参加した。
　ガス事業に関する多くの著書が記す
ように、長いリードタイムと膨大な初
期投資を要するガス事業では、ガス生
産国、輸入国ともに政府系機関の果た
す役割が大きい。インドネシアは、第
二次大戦後、日本が最も深い結びつき
を持つ国の一つであるが、特にエネル
ギー面のつながりが強かった。

　現在、インドネシ
アの石油・ガス生産
の不振に端を発した
LNG輸出削減懸念
によって、同国が長
い年月をかけて築き
上げてきた日本など
東アジア市場との交
易関係が崩壊する可
能性がある。日本な
ど、無資源の消費国
にとってLNG輸入は、経済活動上必
須であるが、インドネシア経済の発展
に対してLNG輸出が果たしてきた役
割も計りしれないものがある。現時点
のインドネシア経済の不調、およびそ
こから発する資源ナショナリズム的な
社会風潮等は理解できる。しかし、第
４章で述べたように、ガス輸出に際し
て資源国の政府部門が果たす役割は決
定的に重要である。
　政策判断を誤って、いったん国際
LNG取引上の信用を失うと、その回
復には長い時間と大きな経済的犠牲を
払うことになってしまう。現代社会の
交易は双方のニーズに基づいて双方が
利益を得るものであり、一方が不利益
を被

かぶ

るものではない。冷静に考えれ

ば、インドネシアのLNG輸出継続は
輸出国・輸入国の双方に利益があるこ
とは明白である。そして必要な対策
は、投資環境を向上させて石油・ガス
の探鉱・開発事業を活性化させること
である。
　インドネシアの為政者にとって現在
の難しい社会状況下、直ちに国民の利
益につながらない政策を採ることは簡
単ではなかろう。しかし、安易な方策
を採れば、大事な交易相手を失い、自
国経済も損失を被ることになる。長く
良好な交易パートナーであった日本な
ど消費国側は、民間需要家そして政府
部門もともに、インドネシア側に対し
て、短期的視野から輸出の大幅削減と
いう不適切な判断を下さぬように、提

7. 結び：LNG輸出国・輸入国双方の良好な交易を継続させるために
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図12 日本のLNG輸入先の推移
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言を繰り返すべきである。日本向け
LNG輸出の大幅削減となれば、長年
の交易パートナーとエネルギー輸入に
かかわる国益をともに失う。
　インドネシアは、アジアで唯一の
OPEC設立時からの加盟国で伝統的産
油国である。しかし、残存資源量は

徐々に減少しており、中東等の大規模
産油国と同等の政策を掲げ続けること
は賢明な措置ではない。かつて石油資
源の減退に直面した英国は、大胆な資
源開発の投資環境改善を図って石油企
業の投資を呼び込み、生産水準の維持
に成功した。当初の苦しい期間を甘受

する覚悟を持って、オーソドックスな
投資活性化策を採るべきである。
　インドネシアのエネルギー政策が功
を奏し、日本などエネルギー輸入国と
の良好な交易関係が継続することを願
う。




