
ロシア：サハリン－ハバロフスク
－ウラジオストック・パイプライン

の将来展望の将来展望

2009年8月20日

調査部

本村 真澄本村 真澄

1

パイプライン計画の概要（１）パイプライン計画の概要（１）

第１段階（2009年7月31日起工式）第１段階（2009年7月31日起工式）

総延長：1,350km。
ハバロフスク→ウラジオストック間：約1 000km– ハバロフスク→ウラジオストック間：約1,000km。

– ウラジオストックのルスキー島までの支線：122km

口径：48インチ 1 220mm口径：48インチ、1,220mm
輸送能力：60億m3/年
事業費：$66億 2009年分は500億Rb（$16億）事業費：$66億、2009年分は500億Rb（$16億）

供給ガス：未定（サハリン－１と交渉中）

完成時期 年第 四半期完成時期：2011年第3四半期
– 2012年秋のAPECの前に沿海地方におけるガス化（ガ
ス火力発電を稼働）を完了させる
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ス火力発電を稼働）を完了させる。



北東アジアからの新しいエネルギーフロー１１
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パイプライン計画の概要（2）パイプライン計画の概要（2）
第２段階

総延長：1800km サハリン→ハバロフスク間の新規併走総延長：1800km、サハリン→ハバロフスク間の新規併走
– 東シベリアのChayandaガス田からの繋ぎ込み：約3,000km
– Yakutia-Khabarovsk-Vladivostokパイプライン

輸送能力 億 年 最終的 億 年輸送能力：300億m3/年。最終的に472億m3/年。
後背地の生産能力：

サハリン－３・キリンスキー鉱区は2020年に230-240億m3– サハリン ３ キリンスキ 鉱区は2020年に230-240億m3、
2030年に280-300億m3

ウェーニンを除くサハリン－３鉱区はガスプロムがライセンスを取得

– チャヤンダ・ガス田(サハ共和国)：約200億m3。チャヤンダ ガス田(サハ共和国)：約200億m3。

2020年の域内需要：250億m3（新規産業投資ある場合）
ガス輸出計画：

プ 輸– 中国へのパイプライン輸出：380億m3/年（Vostok-50計画）
– 韓国への輸出：100億m3/年。LNG或いはCNGか？
– Vladivostokにアジア諸国向けLNG基地を建設
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事業費： $44億（総事業費$１１0億）



東方ガスプログラム 5東方ガスプ グラム

正式な名称：「中国その他のアジア太平洋諸国へ
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正式な名称：「中国その他のアジア太平洋諸国へ
のガス輸出を考慮した東シベリア及び極東におけ
る統一ガス生産・輸送・供給システム構築計画」

2002年7月16日付けロシア連邦政府令第975-R号
に基づきガスプロムを東シベリア、極東における全を東 リ 、極東
ての天然ガス事業のコーディネーターに指名、計
画の策定にあたらせる。

５年かかって2007年に政府承認へ
– 2007年6月15日：政府燃料エネルギー部門委員会承認

– 6月19日に閣議で承認

– 9月3日に産業エネルギー省省令第340号で承認
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東方ガスプログラムの生産地域東方ガスプログラムの生産地域
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４大センターにおける天然ガス事業7４大センタ における天然ガス事業
センター 主要ガス田 事業内容
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サハリン チャイボ、オドプト
ピルトンアストフ、
ルニ

サハリン大陸棚から サハリン州・ハバ
ロフスク地方・沿海地方・ユダヤ自治
州向け供給 パイプライン LNGによルニ 州向け供給。パイプライン・LNGによ
るアジア太平洋諸国向け輸出。

ヤクート チャヤンダ（2016年 チャヤンダ・ガス田からサハ共和国南ヤク ト チャヤンダ（2016年
生産開始）

チャヤンダ ガス田からサハ共和国南
部・アムール州向け供給。パイプライ
ンによるアジア太平洋諸国向け輸出。

イルク ビクタ（2017年生産 イルク ツク州内ガス田からイルク ツイルクー
ツク

コビクタ（2017年生産
開始）

イルクーツク州内ガス田からイルクーツ
ク州・チタ州・ブリヤート共和国向け
供給。必要に応じて統一ガス供給シ
ステム(UGSS)へ供給。

クラスノ
ヤルスク

ユルブチェノタホモ クラスノヤルスク州内のガス田から域内
供給 必要に応じて統一ガス供給シ
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ヤルスク 供給。必要に応じて統 ガス供給シ
ステムへの供給。

V t k（東方） 50 8Vostok（東方）-50
総投資額：2 4兆Rb（$)940億
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総投資額：2.4兆Rb（$)940億
Vostok案ではUssuriysk-綏芬河経由ルートで輸出

東シベリア・太平洋パイプラインに併走– 東シベリア・太平洋パイプラインに併走
Zabaikalsk－満州里（西方）、Blagoveshchensk－黒河（中央）
は通らず。黒竜江省主部を迂回。

韓国へはパイプラインで直接供給– 韓国へはパイプラインで直接供給

輸出量：対中国（380億m3）、対韓国(120億m3）で
2020年までに500億m32020年までに500億m3
– 「50」とは50 billion m3のこと

LNG計画：国内向け内数計画 国内向け内数
– 2020年：210億m3（1,500万トン）
– 2030年：280億m3（2,000万トン）
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Vostok-50案の概要 9Vostok-50案の概要

統一ガス供給システムへの供給 なし あり
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統 ガス供給システムへの供給 なし あり

2030年までの年間生産量（10億m3) 120.8 162.3

国内販売量（10億m3) LNGも含む 70.8 112.3

輸出量（10億m3) 50 50輸出量（10億m3) 50 50

中国向け 38 38

韓国向け 12 12

2030年までの総投資額（10億ドル） 60 852030年までの総投資額（10億ドル） 60 85
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東方ガスプログラムと中国東方ガスプログラムと中国

2006年3月：プーチン訪中でガス輸出合意006年3月 プ チン訪中でガス輸出合意

– アルタイ・ルート：300億m3
価格問題で合意できず2007年交渉中断価格問題で合意できず2007年交渉中断

– 東方ルート：380億m3（Ussuriysk-綏芬河）

現状は進展なし現状は進展なし

2009年6月：胡錦涛訪ロ

– 天然ガス輸出価格問題は合意なし

ガス供給と融資（Loans for Gas)に関して話題– ガス供給と融資（Loans for Gas)に関して話題

2009年10月：プーチン訪中
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– 天然ガス価格を巡って更なる協議か？



東方ガスプログラムと韓国東方ガスプログラムと韓国

2008年9月：李明博大統領訪ロ2008年9月：李明博大統領訪ロ

Kogas-Gazprom覚書：2015年から30年間

– パイプライン：100億m3/年（北朝鮮・日本海経由）

– または LNG:750万トン/年または LNG:750万トン/年

2009年8月7日：Shamtkoエネルギー相と知識
経済部李長官経済部李長官

– 李長官「CNGまたはLNGでの韓国輸出を希望」

– 北朝鮮経由のパイプラインは政治的に困難
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ウラジオストックLNG計画ウラジオストックLNG計画

2009年5月12日：日ロ経済フォーラムで2009年5月12日：日ロ経済フォ ラムで
プーチン首相が日本に対して提案

ウラジオストックLNG基地– ウラジオストックLNG基地

– ウラジオストック・ガス化学プラント

天然ガスパイプライン建設– 天然ガスパイプライン建設

強い点、弱い点
– 天然ガス価格の調達コスト低い

– 但し、1,800kmのパイプラインを経て液化但し、 ,800 の イプラインを経て液化

東南アジア・大洋州で約10件の新規計画
これらとの競争あり
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– これらとの競争あり



1
33
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サハリン－１のガスの扱いサハリン １のガスの扱い

2004年：ExxonNeftegaz対中交渉開始2004年：ExxonNeftegaz対中交渉開始

2006年：CNPCとMOU：100億m3輸出

PS契約では輸出権はあるが現状手段なし

ガスプロムのパイプラインを使用するに当たっ– ガスプロムのパイプラインを使用するに当たっ
ての商業レベルでの交渉

輸出用ガスは主にサ リン ３から輸出用ガスは主にサハリン－３から

サハリン－１のガスは域内供給かサ リン のガ は域内供給か

– ExxonNeftegazはガスプロムと交渉

サハリン １のガス開発投資の経済性確保
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– サハリン－１のガス開発投資の経済性確保



サハリン－１の
オドプト油ガス田オドプト油ガス田
チャイボ、アルクトン=ダギ
油ガス田油ガス田
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サハリン３鉱区の状況サハリン３鉱区の状況

鉱 区 埋蔵 権 益 活動 近隣油鉱 区 埋蔵
量

権 益 活動 近隣油
ガス田

東オドプト G オドプト東オドプト Gazprom
100%

オドプト

アヤシ Gazprom チャイボアヤシ Gazprom
100%

チャイボ、
アルクトン
＝ダギダギ

ウェーニン Sinopec25.1%,
Rosneft74.9%

1坑試掘
今年2坑

キリンス
キー

7,000
億m3

Gazprom100%
Shell?

評価井
掘削中

ルニ
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サハリン大陸棚サハリン大陸棚
鉱区
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サハリン－２問題の受け止められ方

1
8サハリン－２問題の受け止められ方

一般報道：「ロシア政府が環境問題を口実に圧力を

8
般報道 シア政府が環境問題を 実に圧力を

かけ、サハリン－２の権益を奪取したもの」

2009年6月27日：プーチン首相とシェル首脳会談。2009年6月27日：プ チン首相とシェル首脳会談。
ガスプロムがサハリン－３にシェルの参加を要請

International Oil Daily紙(6/30)「2006年にサハリンInternational Oil Daily紙(6/30)「2006年にサハリン

－２を巡ってガスプロムが支配権を奪った経緯から、
この報道は驚きを持って受け止められた」この報道は驚きを持って受け止められた」

↓

「欧州情勢は複雑怪奇」？
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サハリン－２問題のポイントサ リン ２問題のポイント

３つの別個の問題が混同して議論されている。

①ガスプロムのサハリン-２への参加問題

ガスプロムへの権益譲渡は１年前に合意– ガスプロムへの権益譲渡は１年前に合意

– 14%プレミアムの有償譲渡（50%に対して$74.5億）

②コストオーバーラン（$100億→$200億）問題と
PS契約下でのコスト回収PS契約下でのコスト回収

– 36億ドルの回収放棄

③ 油 ガ パイプ イ 建設現場 地辷りに③石油・ガスパイプライン建設現場での地辷りに
よる環境破壊→１年半かけて対策
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サハリン－２問題の経緯
2
0サ リン 問題の経緯 0
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サハリン ２の権益の変遷

2
1サハリン－２の権益の変遷1
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まとめまとめ

7月31日に工事開始となったサハリン－ハバロフ7月31日に 事開始となったサ リン フ
スク－ウラジオストック・パイプラインは、2002年
から策定している「東方ガスプログラム」に基づく
ロシアの基本計画の 環ロシアの基本計画の一環
世界的な経済危機下における先行的な投資
第１期の60億 3の供給ガスとしてはガスプロム第１期の60億m3の供給ガスとしてはガスプロム
はサハリン－１を期待しており協議中であるが、
ガス開発投資が必要なことからガスプロムが一ガス開発投資が必要なことからガスプ ムが
方的な対応をとることは困難

サハリン－２におけるガスプロムの対応が強権
的であ たとの当時の報道は 方的的であったとの当時の報道は一方的
第2期には輸送量300億m3、内需を超える中国
向けパイプライン或いはLNGを検討中
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向けパイプライン或いはLNGを検討中


