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中央アジア：中国向けのガス出荷拡大を目論む中央アジア諸国  

 

（ＣＮＰＣホームページ、ＫａｚＴｒａｎｓＧａｓホームページ、その他各種専門誌等）

• トルクメニスタン政府と中国政府は２００９年 6 月に最大で４００億立米の天然ガスを中国に供給する

ことで合意した。トルクメニスタンから中国向けのガスパイプラインは２００９年１２月に操業を開始し

たが、特に２０１１年に入ってからガス出荷量がコンスタントに増加。 

• カザフスタンも、同国西部の産油・産ガス地域から最大１５０億立米の輸送能力を持つガスパイプラ

インを２０１０年１２月から建設中であり、中国向けパイプラインに接続しようとしている。 

• ウズベキスタンと中国政府は、２０１０年６月にＣＮＰＣとの間で、今後１００億立米／年のガスをＣＮＰ

Ｃに供給する方針で合意。２０１１年４月にはパイプライン能力の増強についてフレームワークアグ

リーメントを締結した。 

• この結果中央アジア・中国向けガスパイプラインの輸送能力の計画地は最大で６５０億立米

／年となった。ただし、中央アジア側で各国が十分なガス生産能力を確保できるかどうかは

不透明である 

 

１． 中国向けパイプラインのこれまでの建設・操業状況 

(1)中国向けガス出荷量は増加中 

２００６年４月、トルクメニスタンのニヤゾフ大統領が北京を訪問、中国胡錦涛主席との間で、トルクメ

ニスタンから中国国境まで、２,００６km1のパイプラインを建設して年間３００億立米のガスを供給するこ

とに合意してフレームワークアグリーメントを締結した。また、これを受けてCNPCは、２００７年 4 月に

「トルクメニスタン炭化水素資源管理利用庁」とアムダリア河右岸（バクチャーリク）鉱区に関する生産

物分与契約（ＰＳ契約）を締結してガス田開発をコミットするとともに、またトルクメニスタン国営ガス会

社「トルクメンガス」とガス売買契約を締結した。また、中国政府はウズベキスタン政府並びにカザフス

タン政府ともそれぞれフレームワークアグリーメントを締結、これに基づいて、ＣＮＰＣは国営「ウズベ

クネフチェガス」およびカザフスタン国営「カズムナイガス」との間でも、パイプラインの建設・操業に関

する基本協定を締結した。その後、２００７年６月から７月にかけてトルクメニスタン、ウズベキスタン、
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1 トルクメニスタン国内188km、ウズベキスタン国内525km、カザフスタン国内1,293km 
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ず１本目（ラインＡ）は、わずか２年後の２００９

年７月にはラインAの接続工事が完了、同時に

ン・ナザルバエフ大統領、そしてウズベキスタン・カリモフ大統領が

参加して、中央アジア・中国ガスパイプライン（Central Asia – China

ガスパイプライン）の完工式典が開催された。また、ラインＢについ

ては翌年の２０１０年９月に完工した。 

ＣＮＰＣによれば、渡河部分ではトンネル掘削（Ｄｉｒectional 

Drilling）を導入したり、より効率的な溶接技術を活用したりすること

により工事は極めて順調に進んだとしているが、どの程度の建設コ

ストを要したかは明らかではない。一部の報道では６０億ドル程度

の建設費を要し、そのほとんどを中国側が負担したとも言われている2。 

操業開始当初は約５.８MMcm/d（年間２１億立米のペース）で出荷が始まった。中国側でも第二西

気東輸パイプラインの西側部分（コルガス→中衛）が稼動を開始して、トルクメニスタンからの天然ガ

ス受入を開始したことを、CNPC は２００９年１２月３１日に発表している。２０１０年の本格操業開始後も、

ほとんど大きな問題は報じられ２０１０年の出荷量は４０億立米～５０億立米（一部に３１億立米との報

道あり）であったと伝えられているが、２０１１年に入ってからはコンスタント出荷量が増えており、６月

初めの時点でのガス出荷量は４,４５０万立米／日と報じられている。CNPC は２０１１年のトルクメニス

タンからのガス調達量１７０億立米を目標として掲げている。２０１２年以降も出荷能力は徐々に強化さ

れる予定で、２０１２年には３００億立米／年、２０１５年までに４００億立米／年の出荷能力を持つ計画

である。また、直近の情報では、トルクメニスタンからは２０１５年以降、さらに出荷量を２００億立米／

年増加して、６００億立米とすることも検討されているとのことである。 

                                                

そしてカザフスタン区間でそれぞれパイプライ

ン建設工事が始まった。 

パイプラインは２本を併設する計画であり、ま

ガス田開発やパイプラインにガスを出荷する処理施設、中国側で

のガス受入れ施設の工事も進み、２００９年１２月１４日、中国の胡錦

涛主席とトルクメニスタン・ベルディムハメドフ大統領、カザフスタ

 
2 各国区間では、それぞれ国営石油会社と建設・操業に携わる JVを50：50のシェアで設立し、各国区間の

建設コストはすべて中国側がファイナンスしたと言われているが、確認できていない。 

写真1：パイプライン建設の様子（CNPC HP より）

写真2：完成式典に参加する各国首脳

写真3：完成式典を祝う作業員たち
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(2) コマ

トルクメニスタンから中国ま 中国・カザフスタン国境において

格は明らかにはされていない。ただし、弊部中国担当の竹原が輸出入統

計

 

ーシャル面の分析 

でパイプラインで輸送されたガスは、

販売されているが、その価

等から独自に分析しているところ、昨年中はおよそ「２５０ドル／千立米」、最近はおよそ「２９０ドル

／千立米前後」が国境渡し価格となっているようである3。 

井戸元の価格については、昨年前半の報道では「１２０ドル／千立米」という金額が多く見られた。

例えば、「２００９年６月（ちょうどロシア向けガス販売量がゼロとなった直後）、トルクメニスタンが中国

に

プライン料金が非常に大きくなってしまい、かなり不自然に思われる。 

。 

                                                

対し３０年間にわたって年間４００億立米を供給することを条件に、４０億ドルの資金を貸し付けた。

その際１２０ドル／千立米の価格を定めたが、その価格は４０億ドルの借入金を返済するまで維持さ

れる」とする記事もある4。 

仮にこの記事の内容が正しいとする場合、井戸元価格（１２０ドル）と国境渡し価格（２５０あるいは２

９０ドル）との差、つまりパイ

もしかしたら、２０１０年中の輸送量５０億立米は最終的な輸送能力４００億立米／年に比して極め

て小さいため、操業当初は輸送料金が高くならざるを得ない契約内容になっているのかもしれない

 
3 ガス供給源・バグチャーリク鉱区はＣＮＰＣの１００％権益（ＰＳ契約）であり、２０１０年の出荷量５０億立米（価格２５

０ドル／千立米とすれば売り上げは１２.５億ドル）の大半はコスト回収分および利益分ガスとしてＣＮＰＣの上流会

社に帰属する（ロイヤルティや一部の利益分ガスを除く）。 
4 筆者が２０１１年６月にモスクワで面談したロシア科学アカデミー国際経済研究センターSimonia 教授も同じく１２０

ドル／千立米に言及。２０１１年1 月にも中国向け価格の引上げに努めたが、中国側から拒絶されたとも語り、中

国の中央アジア産ガスの取り込みは不成功に終わるとの見方を示したが、中国企業による取り組みをやや過小

評価しているようにも思われる。 

図１：中央アジア・中国・ガスパイプライン 
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か

ガス長期契約に連動（ガス輸送料金とガスプロムのマージンを差引く）すること

に

２．  

(ア) トルクメニスタン 

減したトルクメニスタンは、急速に中国やイラ

を強めた。その甲斐あって、バグチャーリク鉱区での CNPC によるガス田開発

と

このように井戸元の価格とパイプラインの輸送料金の内訳はどうもはっきりしないが、いずれにして

も中国国境での引き渡し価格は２９０ドル／千立米程度と比較的高い金額になっていることはほぼ確

であり、ガス田開発かパイプライン輸送のいずれか、あるいは双方で一定の売り上げが確保できる

ものと考えられる。 

なお、中国向け価格が２９０ドル／千立米になっているのに対し、ガスプロム向け価格は、２００９年

以来、欧州における

なっている。一般にガスプロムの供給する長期契約価格は、石油製品価格に９カ月遅れで連動し

ていると言われるが、２０１１年第３四半期の平均は４００ドル／千立米に達するとガスプロムは見てお

り、ガスプロムによるトルクメニスタン産ガスの買い取り額は少なく中国向けの販売価格を上回ってい

るものと考えられる。つまり、ガスプロムの方が価格は高いが、現在１００億立米強と見られる２０１１年

の買い取り数量をこれ以上増やす見込みはない。 

 

 中国向けガス販売を拡大する構えの中央アジア各国

２００９年４月以降、ガスプロム向けガス販売量が急

ン向け販売のシフト

中央アジア・中国パイプライン建設が前倒しに進められた。加えて、トルクメニスタン国営トルクメ

ンガスが保有するマライ・ガス田もパイプラインで接続された。さらに４０億立米／年のガスの安定

的供給源を確保するため南ヨロテンガス田の開発資金をすでに２回、合計８１億ドルが中国開発

銀行から貸し付けられており、、南ヨロテンで生産されるガスで返済されることになっている。なお、

CNPC は南ヨロテンガス田の開発工事作業の一部も請け負っている。 

2009 年6 月 中国開発銀行がトルクメンガスに40 億ドルを融資。最大３００億立米／年のガス取引量の計画で

あったが、４００億立米／年に引き上げ。 

2009 年12 月 CNPCは南ヨロテンガス田の生産施設の開発作業、30 億ドルを引き受け。 

2011 年4 月 中国開発銀行とトルクメンガスが、南ヨロテンガス田を対象に、41 億ドルの融資買ガス契約を締

結。 

トルクメニスタンから中国以外に向けたガスの出荷先についてだが、まず２０１１年のロシア・ガ

スプロム向けは１００億立米程度にとどまる見込みである。その後のトルクメニスタン産ガス購入量

は欧州におけるパイプラインガスの需給や欧州におけるガス価格により左右されることになろう。 

また、アジア開発銀行がその実現に積極的にかかわっている「アフガニスタン-パキスタン-イン

ド向けパイプライン」（TAPI）については、２０１１年に入ってからも協議が行われ、南ヨロテンガス
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田

政府がプロモートしている。

し

パイプライン」

の

(イ

００９年１０月、カズムナイガスとＣＮＰＣは、カザフスタン西部（ウスチュルト堆積盆地）の

をカズムナイガスと CNPC が共同開発（５０：５０）すること、及びカザフスタン西部

ベ

で産出されるガスを念頭に、ガス売買契約（SPA、Sales and Purchase Agreement）がアジェンダ

になっているようであるが、一向に進展が見られない。パイプラインが通過するアフガニスタン域

内の安全確保の問題が大きいが、コマーシャル面ではガスを買う側（特にパキスタン）が買い取り

数量をコミットできるかどうかが大きな問題ではないかと考えられる。 

次に、アゼルバイジャン・トルコを経由して欧州に出荷するカスピ海横断ガスパイプラインにつ

いては、ロシアやイランの影響を排除する観点から、欧州政府や米国

かし、現時点では、カスピ海横断パイプラインの建設にはロシアとイランが強硬に反対しており、

加えてトルクメニスタン政府は自国の国境でガスを売却したいとするはっきりした意向を示してい

て誰の負担で建設できるのかもはっきりしておらず、当面はその実現性は低い。 

なお、トルクメニスタン政府は、いずれのルートを最も優先するか、ということを公式には表明し

ていない。図１（Ｐ３）のように南ヨロテンガス田とカスピ海沿いのエリアを結ぶ「東西

建設を進めようとしていて、政府関係者も「欧州向けにも販売する準備がある」旨の発言を繰り

返してはいるが、自ら資金を投入してロシアやイランとの政治・経済関係を破綻させるリスクを取っ

てまでカスピ海を横断させたいとは考えていないものと見られる。 

 

) カザフスタン 

２

Urikhtau ガス田

イネウから南部の都市シムケントを結ぶガスパイプラインを建設して、当時、建設途中だった中

央アジア・中国パイプラインに接続する方針で合意し、フレームワークアグリーメントを締結した。 

 

 図２：カザフスタンにおける中国向けパイプラインへの接続構想 
（KazTransGasHP より地図中”Proposed Route 1”） 
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Urikhtau ガス田は旧ソ連時代に発見された未開発のガス田であり、ＫＭＧによれば埋蔵量は４

００億立米で２０１６年には１０～２０億立米／年の生産が期待できるとされている。ベイネウ・シムケ

ント・パイプラインは総延長１,４７５km、まず途中のボゾイからシムケントまでの１,１64km を２０１２年

までに建設して６０億立米の輸送能力を持たせ、その後２０１４年までにベイネウまでの３１１km を

延伸して、１００億立米／年～１５０億立米／年の最大輸送能力を持たせる構想である。建設費は

３０～３５億ドルと見込まれ、すでに２０１０年１２月から建設が始まっている。２０１０年１１月にはカ

ズムナイガスが新株を発行して、建設資金の一部、８１００万ドルを調達したとの報道も

０１０年 6 月には タン産のガスの中

国への輸出とパイプライン建設に政府間合意、また２０１１年２月にカザフスタンのナザルバエフ

大

(ウ

クセスが制限

さ ていてガスプロム向けの出荷が自由に行えない、という背景があるようだ。 

３．出そろ

 

２０

強す と発表された。これにより、最大で、トルクメニスタンからは

４００億

立米

追加

あった。 

２ 、中国・胡錦涛主席がカザフスタンを訪問した際、カザフス

統領が中国を訪問した際にも中国向けにガスを出荷する方針を確認している。 

 

) ウズベキスタン 

２０１１年４月にウズベキスタンと中国は現在２系統（Ｌｉｎｅ Ａ、Ｌｉｎｅ Ｂ）存在する中央アジア・中

国パイプラインに３本目を設置・操業するすることで合意し、ウズベキスタンから１００億立米／年

を引き取る方針で合意した。２０１０年６月にもウズベキスタンと中国は１００億立米／年のガスを中

国に出荷する方針で合意している。 

加えて、ウズベキスタン国内でガスを生産しているＬｕｋoilも中国向けにガスを出荷したいとする

意向を示している。同社は２００４年に締結したＰＳ契約に基づき、Khauzak 及び Shady ガス田で３

０億立米／年を生産し、Kandym ガス田の開発も進めているが、パイプラインへのア

れ

 

ったパイプライン増強計画とガス供給能力 

１１年６月、中央アジア－中国パイプラインのカザフスタン区間の能力をさらに２５０億立米／年増

ることでカザフスタンと中国が合意した

立米／年、カザフスタンから１５０億立米／年、ウズベキスタンから１００億立米／年、計６５０億

／年のガスが出荷される計画が出そろったことになる。さらに、トルクメニスタンから２００億立米を

して調達する方針まで見え隠れしている。パイプライン建設そのものは中国の資金力を考慮すれ
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ば十 生産する能力が

備わっ いるのであろうか？ 

業しているバグチャーリク鉱区の出荷可能量はそ

の他の未開発ガス田を開発しても最大で１４０億立米／年程度ではないかと報じられている。つまり、

そ

点では地層圧維持のためにガス圧入するケースも多いが、十分な価格

が

ウズベキスタンのガス生産量（左図）は最近やや

め、

産

って

米／ イプライン能力が整備される可能性はある

要す

ス

分可能かもしれないが、果たして中央アジア各国側にはそこまで多量のガスを

て

まずトルクメニスタンについてだが、ＣＮＰC が操

れ以上のガスは別の鉱区から供給せざるを得ないわけだが、２１兆立米の埋蔵量があるとトルクメニ

スタン政府が期待する南ヨロテンガス田でいつからどの程度のガスが生産できるようになるかがカギと

なる。その細かい開発状況は不明であるが、巨大ガス田であり、またそもそも高い硫化水素分が含ま

れていることから開発は決して容易ではないとされており、２～３年で生産を開始するのは難しいので

はないかと思われる。 

次にカザフスタン西部のカスピ海周辺域には、石油・ガスのポテンシャルがまだ高く、石油生産に伴

う随伴ガスも期待できる。現時

確保できればガス販売が正当化される可能性があろう。ただ、現時点では Urikhtau ガス田だけでは

十分な出荷量ではないはずでありことから、他のガ

ス田や油田からの随伴ガスを繋ぎこむ必要がある。

果たして２０１２年までにカザフスタンだけで６０億

立米／年を出荷する体制が整うかどうかは不透明

である。 

減少気味であり、今の段階ではガスプロム向けの

輸出量に余裕はあるが、中国向けに１００億立米を

出荷するためには十分な埋蔵量や生産量の確保が必要となる。ただし、ウズベクネフチェガス自身に

ガス開発を進めて中国に出荷したいＬｕｋｏｉｌを筆頭

能力を高めることができるかどうかがカギになろう。

おり、外貨の外国送金が容易ではないなど、ビジネ

年のパ

は十分な投資余力があるとは考えられないた

に、外国石油会社を引き入れてガス埋蔵量・生

ただ、ウズベキスタンでは厳しく外貨管理を行

ス上の問題点も多い。 

以上のように、２０１５年ごろまでに６５０億立

が、上流の供給源の整備はもう少し長い期間を

また、一連の中国企業からの中央アジア産ガ

る可能性が高いと考えられる。 

の囲い込みに対して、ロシアのガスプロムがどのよう

な反応を示すかにも注意すべきであろう。Ｅ.ＯＮやＲＷＥなど、欧州におけるガス販売会社との価格交
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（BP 統計2011） 
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渉や仲裁裁判などの負担が掛かっており、今のガスプロムには中央アジアへテコ入れする余裕など

無いかもしれないが、もしも価格と数量を引き上げることができれば、情勢は一気に変化し、中央アジ

ア各国がロシア向けガス販売に傾く可能性も否定できない。 

 

なお、中央アジア産ガスの中国国内での市場へのインパクトに関しては、中国担当竹原のレポート

をご参照ください。 

（http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1108_out_m_cn_gas%2epdf&id=4457） 


