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20XX年、トルクメニスタンの天然ガス
は海を越えて輸出されているだろうか？
―トルクメニスタンの最近の情勢と内陸に位置する豊富な
天然ガス資源の輸出方法についての考察―

JOGMEC調査部 原田　大輔

　スイス、オーストリアに次いで現在国際的に承認されている3番目の永世中立国であり、ソ連解体に
伴う独立後、大統領の神格化政策が採られてきた国。報道の自由度は極めて閉鎖的とされ＊1、最近まで
インターネットも自由につながらず（現在は一部外国人向けホテルで接続サービスも出てきたが
Facebook等のソーシャルネットワークサービスおよびYouTube等の動画投稿サイトにはアクセス制限

はじめに

出所：筆者撮影

仏建設会社によって建造された大統領宮殿遠景（今は郊外へ移設された「中立の
塔」＊2 から）

写1 首都アシガバットの街並み

一晩中ライトアップされる新市街の夜景

渋滞なき新市街道路 「中立の塔」（移設前）と太陽に向くニヤゾフ大統領像

アシガバット遠景

旧市街のアパート（どの屋根にも無数のパ
ラボラアンテナが並ぶ）
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がかかる）、一時は衛星テレビを見るのにも制限がかかっていた国＊3。天然ガス資源は豊富にあるが、
輸送インフラ（パイプライン）の制限から活用策を模索している国……。
　トルクメニスタンと聞くと、日本ではその場所の確認から始まり、どちらかというと上述のような奇
異な印象と眼差しで語られる国であることが一般的だろう。実際、当地に降り立てばほとんどの人がそ
の印象は正しかったという結論に至るであろうし、外国人が滞在する首都アシガバットの新市街やカス
ピ海沿岸のトルクメンバシ（および観光経済特区アワザ）といった人工的に造られた街は更にその印象を
強くさせるのに十分な威容で訪問者を圧倒する。新市街・人

ひと

気
け

のないエアコンの利いたバス停、車通り
も疎らな数車線にもわたる道路、土漠に映える白亜の建物、深夜も煌

こうこう

々と輝くビル群と止まることのな
い噴水。その背景には豊富な資源収入・天然ガス埋蔵量があることもまた誰もが感じることに違いない。
　事実、天然ガス埋蔵量は現在世界第4位の規模にあり、国家財政の屋台骨となっている。また、人口約
511万人に対して、水道、電気（１人あたり月25kwまで）、ガス、医療および教育が無料提供され、ガソ
リンも月120ℓが無償配給＊4されている等、資源収入の国民への分配が行われていることから、ソ連解
体からこれまで、例えば国民の不満による不安定な動静が表面化したことはなく＊5、2012年の1人あた
りGDPは8,900USDと世界第126位ながらも安定した生活水準に対して国民の不満は少ないとされている。
　その天然ガス資源が21世紀に入り、急速に周辺国、特に欧州および中国から注目を浴び始めている。

表1 トルクメニスタンおよび周辺国（ウズベキスタン、カザフスタン）の主な指標

トルクメニスタン

備考

ウズベキスタン カザフスタン

48.8万㎢（世界第53位） 日本：37.8万㎢（世界第60位） 総面積 44.7万㎢ 272.5万㎢

トルクメン人：85％
ウズベク人：5％
ロシア人：4％
その他：6％

テケ、ヨムト、アルサリ、チョウドゥルお
よびサリクの5部族、アハル州、バルカン
州、ダショグズ州、レバプ州およびマルィ
州の5州から成る。

民族

ウズベク人：80％
ロシア人：6％
タジク人：5％
カザフ人：3％
その他：6％

カザフ人：63％
ロシア人：24％
ウズベク人：3％
ウクライナ人：2％
その他：8％

イスラーム教：89％
正教：9％ イスラーム教スンニ派が多数。 宗教 イスラーム教：88％

正教：9％
イスラーム教：70％
正教：24％

公用語：トルクメン語（ロシア語
も広く通用）

※テュルク諸語に属し、トルコ語やアゼ
ルバイジャン語に近い。※現在ロシア語
教育はなされておらず、若い世代はロシ
ア語を話さない割合も増加している。

言語 公用語：ウズベク語（ロシア語も
広く通用）

カザフ語が国家語、公用語はカザ
フ語およびロシア語。

511 万 3,040 人 首都アシガバット：63 万 7,000 人
増加率：1.15％ 人口 2,866万1,637人 1,773万6,896人

2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2012 年

498 億 USD（世界第 97 位） 448 億 USD 391 億 USD GDP 1,064億USD（世界第71位） 2,356億USD（世界第54位）

11％（世界第6位） 14.7％ 9.2％ GDP成長率 8.2％（世界第18位） 5％（世界第67位）

8,900USD（世界第126位） 8,100USD 7,200USD 1人あたり
GDP 3,600USD（世界第171位） 14,100USD（世界第95位）

8.5％ 12.0％ ─ インフレ率 12.7％ 5.1％

264億USD ─ ─ 国家歳入 171億USD 362億USD

154億USD 138億USD ─ 輸出総額 167億USD 931億USD

102億USD 94億USD ─ 輸入総額 155億USD 479億USD

（輸入）中国：20.1％、トルコ：17.5％、ロシア：13％、UAE：6.9％
（輸出）中国：66％、ウクライナ：7％、イタリア：4.5％ 貿易相手国 （輸出）中国>カザフ>トルコ

（輸入）ロシア>中国>韓国
（輸出）中国>ロシア>フランス
（輸入）ロシア>中国>ドイツ

202億USD 189億USD ─ 外貨準備高 160億USD 283億USD

出所：CIA「The World Factbook」2013 等から筆者まとめ
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2008年にはそれまでの埋蔵量を3倍増にするようなガス田（従前の南ヨロテンおよびオスマン・ガス田。
ベルディムハメドフ大統領は両ガス田を新たにガルクィヌィシュ〈Galkynysh：トルクメン語で「ルネ
サンス/復興」を意味する〉と命名）が再評価され、欧州企業が進めるNabuccoパイプラインプロジェクト、
中国が進める西気東輸へとつながるトルクメニスタン～中国パイプラインの推進に追い風を吹かせるこ
とになる。しかし、前者は欧州向け供給者が増えることをよしとしないロシアの思惑および供給ルート
と供給ソース上の問題から頓挫する一方、後者は順調に進み、2009年12月に稼働を開始。首都アシガ
バットに建つ他の石油外資の追随を許さないCNPC社屋の規模からも、また中国向け輸出量の増大から
もトルクメニスタンの中国への偏重ぶりを見ることができる。
　そのようななか、ベルディムハメドフ大統領が2013年9月に訪日し、JOGMECおよびトルクメニス
タン政府との天然ガスの有効利用に関する技術協力協定を含む六つの2国間文書、また、日本企業との
間でプラント建設等15の協力文書に署名した＊6。その前振れとして前々週には同大統領は訪日を前に
異例の記者会見を開き＊7、その翌週に中国の習近平国家主席がトルクメニスタンを訪問＊8するという、
日中双方と協調する姿勢を見せつつ、かつ両国を天秤に掛けるような絶妙のタイミングでの訪日という
舞台を整えての来日であった。そこから垣間見ることができるのは、偏重する中国依存への脱却と急増
した天然ガス資源埋蔵量の更なる有効活用（新たな加工技術の導入による市場供給および新規ルート開
拓）に対する期待である。

　本稿は、情報が極端に限られているトルクメニスタンについて、特に天然ガス資源を通して、その政
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首都アシガバット

トルクメンバシ

トルクメナバード

マルィ

ヤシュラル・ガス田

ガルクィヌィシュ・ガス田

ダウレタバット・ガス田

トルクメニスタンの主要ガス田図1

（注）★は主要都市の位置
出所：Turkmengas 資料に筆者加筆
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体を含む現在の同国の状況とダイナミックな動きを見せる露中欧関係に焦点を当てながら、同国が抱え
る課題を明らかにすることを目的として執筆したものである。また、ソ連解体後のその歴史はロシア以
外の天然ガス供給ルート開拓の歴史とも言えるが、内陸に位置しさまざまな課題を抱えるなかで、将来
その豊富な天然ガスがカスピ海だけでなく海の向こうの市場に輸出される可能性はあるのか、あるとす
ればどのようなシナリオがあり得るのか考えてみたい。
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【現在構想されている天然ガスパイプライン建設計画】

東西パイプライン
TAPIパイプライン
カスピ海横断パイプライン
沿カスピ海パイプライン
トルクメニスタン～中国パイプライン（D)＊

＊

トルクメニスタンの天然ガスパイプライン
（既存パイプラインと構想）図3

＊：ABCとDについては図9も参照されたい。
出所：JOGMEC

アシガバットの CNPC 社屋写2

出所：CNPC 資料（トルクメニスタン国際石油ガス会議／ 2013 年 11 月）

トルクメニスタンの天然ガス輸出先の推移図2

出所：トルクメニスタン石油ガス産業鉱物資源省
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1. トルクメニスタン動静

　ソ連解体後22年。トルクメニスタンは2人の大統領
しか出ておらず、近代から今に至る動静を概観するのは
それ程難しいことではない。縦軸には2人の大統領、横
軸には天然ガスをめぐる同国および諸外国（主に露中）動
向という糸を紡いでいけばよいのだが、まず、もう少し
古い歴史を石油天然ガス開発史として遡

さかのぼ

りつつ、特に大
統領が交代する2006 ～ 2007年以降の象徴的な次の事
象に注目して読み解いてみよう。すなわち、
　① ニヤゾフ初代大統領からベルディムハメドフ大統領へ
　② 中国の進出⇔対露交渉カードの獲得
　③ ロシアにとっての事件：東方ガスプログラムへの対

抗馬の出現とトルクメニスタン懐柔策
　④ 天然ガス埋蔵量の急激な増加：2009年南ヨロテン・

ガス田評価をめぐる動向
　⑤ Nabuccoプロジェクト立ち上げによる関係国のト

ルクメニスタン詣での活発化
　⑥ 欧州向け天然ガス供給源は当面アゼルバイジャンに

⇔トルクメニスタンの中国偏重は強化⇔供給ルート
多様化プロジェクト等の立ち上げを推進

である。

（1） ソ連解体前後、20世紀の終わりまで

　カスピ海を隔てて、一般にアゼルバイジャンからトル
クメニスタンにかけてのカスピ海上に位置する油・ガス
田トレンドは、東南東に延びる「アプシェロン隆起帯」と
呼ばれる地形高所で、厚い堆積層の存在が確認され（新

習近平中国国家主席（左）によるトルクメニスタン訪問（2013 年 9 月 3 日）写3

ベルディムハメドフ大統領（左）と
安倍首相（2013 年 9 月 11 日）写4 Turkmengas、石油ガス産業鉱物資源省

と JOGMEC の技術協力協定締結写5

出所：トルクメニスタン政府＊9

出所：外務省および内閣広報室＊10 出所：筆者撮影



822014.1 Vol.48 No.1

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

生界の地層から成る南カスピ堆積盆地）、良好な貯留岩
が認められてきた＊11。アゼルバイジャンが19世紀後半
には米国を抜いて世界一の生産量を誇り、更に1世紀を
経た現在も海洋鉱区（ACG油田およびシャフ=デニーズ

〈Shah=Deniz〉ガス田）から大規模な生産を誇っていると
おり、トルクメニスタン・
チェレケン半島へと続く
その構造は「約束された」
場所であり、同半島でも
19世紀初頭には油ガス
の存在が確認されていた
と言われている。
　しかし、アプシェロン
半島からチェレケン半島
へ向かうに従って堆積層
は薄弱化し、また海上に
あることもあってソ連時
代には開発には至らな
かった。トルクメニスタ
ンで実際に大規模な開発
が開始されたのは東部ア
ムダリア堆積盆（ジュラ系
から現世までの堆積物か
ら成り同国の東半分を占
める）で、ソ連時代、西シ
ベリア（第3バクー）の成
功を受け、修正七カ年計
画（1959 ～ 1965年）にお
いて辺境開発が謳われた
結果だった。1968 年に
はシャトルィク（Shatlyk）・
ガ ス 田（ 可 採 埋 蔵 量
35Tcf）が発見される。更
に1980年にはイランとの
国境に近いダウレタバッ
ト（Dawletabat）・ガス田

（可採埋蔵量41Tcf）も発
見され、主要産ガス地域
としての地位を確立する
ことになった。
　トルクメニスタンおよ
びウズベキスタンの国境
に広がるアムダリア堆積
盆は、パミール高原・ヒ
ンドゥークシュ山脈に源

流を持ち、北西へ向かってアラル海へと注ぐアムダリア
河（ダリアはテュルク諸語で「広い水のある地域・河」を
意味する）の形成と重なる。天然ガスが主体であり、ソ
連時代からパイプライン網が整備され、ソ連末期の
1989年にピークとなる年間生産量81.4Bcm（当時の日

アムダリア河
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国内需要は順調に増加：3割程度を占める国内需要は順調に増加：3割程度を占める

中国：2009年12月
輸出開始
中国：2009年12月
輸出開始

イラン：1997年12月輸出開始イラン：1997年12月輸出開始

ソ連時代 混乱期 回復期 現状

・1980年代から
主要生産地域に

・ソ連解体
・ウクライナ未払い問題
・ロシアの引き取り拒否

・対イラン輸出開始
・プーチン大統領就任
・ロシア向け輸出再開
・ガス価格上昇

・対中輸出開始
・リーマンショック
・価格高止まり
・対露依存減少
・対中依存増大

アゼルバイジャン・アプシェロン半島から延びる隆起帯とアムダリア堆積盆図4

トルクメニスタンの天然ガス生産量、輸出先と国内需要量の推移図5

出所：JOGMEC

出所：BP 統計 2013 等から筆者まとめ
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本の消費量の約2倍）に達するが、ソ連解体の混乱のな
かで開発は停滞してしまう。
　旧ソ連時代末期に共産党書記長として権力を掌握した
ニヤゾフ前大統領の独裁下（1999年にはCIS諸国初の終
身大統領に）で、旧ソ連解体後の1992年より外資に対
し鉱区開放を行うもカスピ海対岸のアゼルバイジャンと
は異なり、供給ルートがロシアに限定されるという地政
学的要因から外資は二の足を踏み低調であった。更に追
い打ちをかけるように、1994年にはロシアが自国産天然
ガスと競合するトルクメニスタンの天然ガスの輸入を停
止、ウクライナのガス未払い問題も重なった結果、1998
年には年間生産量はピークの7分の1まで激減する＊12。
このソ連解体後のロシアとの軋

あつれき

轢が同国を永世中立国へ
と向かわせ（1995年国連により承認）、更にイランとの
間で天然ガスの新規供給ルート建設に合意し、1997年
12月からトルクメニスタン西部のコルペゼ（Korpedzhe）
からイラン北部のクルト・クイ（KurdKui）を結ぶトルク
メニスタン初のロシアを介さない外国の市場への輸出パ
イプラインルート（総延長200㎞ /容量8Bcm/2倍に増
強可能、図6）を開拓して原動力を生み出し、現在も推

進される供給ルートの多様化を指向する最初の出来事へ
と連なっていく。

（2） 21世紀：ニヤゾフ初代大統領からベルディムハ

メドフ大統領へ

　ソ連解体に際して、共産党第1書記から大統領に就任
したニヤゾフ大統領は個人崇拝色を強め、権威主義的な、
独特な独裁体制を敷いてきたと言われる。1993年には
議会により「トルクメンバシ（国父）」の称号を授与され、
1999年には終身大統領となる。街には大統領の写真や
黄金の像が掲げられ、2001年には大統領自身の執筆に
よる哲学的論文『ルーフナーマ（魂の書）』を発表し、「聖
なる書」として国内の全学校で教科として教育を義務付
ける他、インターネットの閲覧を禁止する等言論の自由
を規制し、特異な政策を推進してきたことは有名である。
それでも、電気・水道・ガス代金を無料にする等国民の
不満を解消しながら、21世紀以降の資源価格の高騰と
収入の増加を背景にGDP成長率は平均9％成長を記録
してきた。
　1999年には天然ガス確保の要求に迫られたロシアと

トルクメニスタン初の外国市場への独自輸出ルート（1997 年イラン向け）図6

出所：JOGMEC
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再度ガス供給契約を締結し、その後の原
油高騰に伴う天然ガス価格の上昇も受け
て、次第に輸出量を拡大、2003年には
ロシア・ウズベキスタンと、2006年には
ロシア経由でのウクライナとの長期供給
契約に調印し、域内存在感を増してきた

（2008年のリーマンショック後、欧州需
要の減少からロシアが引き取らなくなっ
た分に代わって、中国が輸出先として台
頭してくる点に注目されたい〈図2〉）。
　2006年12月にニヤゾフ大統領が66
歳で死去する。ニヤゾフ大統領の専属歯
科医から1997年に保健大臣に抜擢され、
2001年には副首相に就任したベルディ
ムハメドフ氏が2007年に行われた大統
領選挙で9割近い得票率で第2代大統領
に選ばれた。ベルディムハメドフ大統領
時代となって、当時は閉鎖的な独裁体制
に対して政治的・経済的改革が大々的に
行われる可能性が外資による期待ととも
に流布されたが、実際には同大統領は急
速な改革よりもニヤゾフ政権の政策を引
き継ぎながら、政権内のライバル権力を
まとめ上げ、緩やかに現政権の絶対的地
位を獲得していくことに傾注してきたと
言われている＊13。
　前大統領時代に禁止されていたイン
ターネット、映画等メディアへのアクセスを復活させた
り、2008年には憲法を改正（大統領から任命される議員
から構成された人民評議会を廃止し、直接選挙による議
会〈マジュリス〉の権限を拡大）する等、徐々にニヤゾフ
個人崇拝色を排除する改革を行っているが、依然大統領

への極度な権限集中に変化はない（部族社会を統括・維
持するためには必要という見方もある）。また、同年5
月には外国投資法を改正し、投資環境の整備を行うとと
もに、地下資源法の改正により大統領直属の機関として
国家炭化水素資源管理・利用庁を設置、外資の窓口を一

ニヤゾフ初代大統領
（在位1990～2006年）写6 ルーフナーマ（魂の書）写7 市内の黄金の像写8 ベルディムハメドフ

現大統領（同2007年～）写9

出所：ロシア政府（www.kremlin.ru） 出所：JOGMEC 出所：JOGMEC 出所：ロシア政府（www.kremlin.ru）
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本化する等の改善も行い、前政権に比べて、更に積極的
に外資導入を図ろうと努力している（上流開発への外資
の参入状況については後出2.（2）を参照されたい）。

（3）中国の進出⇔対露交渉カードの獲得

　2006年4月、ニヤゾフ前大統領が北京を訪問し、胡
錦濤国家主席（当時）との間でトルクメニスタンから中国
まで1,818 ㎞の天然ガスパイプラインを建設し、年間
30Bcmの天然ガスを供給する旨のフレームワークアグ
リーメントを締結するという、ロシアにとっての「事件」
が起こる。更に現大統領下の 2007 年 7 月には中国
CNPCが ア ム ダ リ ア 河 右 岸 の バ ク チ ヤ ー ル ィ ク

（Bagtiyalyk）鉱区における生産物分与（PS）契約を締結
し、ガス田開発を進めるとともに、国営ガス会社
Turkmengasとの間で天然ガス売買契約も締結してしま
う＊14。陸上油ガス田の開発は現行地下資源法では外資
を排除（外資は海上のみ。例外は上記CNPCの他、チェ
レケン半島の付け根に位置する鉱区を1990年代末に取
得したBurren Energy〈英：2007年11月にイタリアEni
が買収〉およびオーストリアMitroの2社）していること
からも、東部の生産鉱区にCNPCの参画を認めたことは、
極めて例外的だったと言える。
　外資による陸上でのPS契約というプロジェクトをト

ルクメニスタン政府が認めた背景には、中国の潤沢な資
金および技術提供という条件があったのは確かだろう。
事実、表2に見るように、2006年のニヤゾフ前大統領
の訪中から始まった対中関係では、中国による巨額の資
金提供と上流開発に対してトルクメニスタンはガスで対
価を支払うという構造が着実に表れてきている。
　更に中国政府は通過国となるウズベキスタン政府（国営
石油会社Uzbekneftegaz）およびカザフスタン政府（国営
石油会社KazMunaiGaz）ともパイプラインの建設・操業
に関する基本協定を締結。7月からは本格的なパイプラ
イン建設も始まり、2009年12月に完成。建設から2年
あまりで4カ国を跨

また

ぐ国際パイプラインが条件交渉から
建設工期を見ても驚異的スピードで完成したことは、中
国のイニシアチブはもちろんのこと、関係国の利害ががっ
ちり一致したということの表れとも取れるだろう。
　2013年11月にアシガバットで開催された国際石油ガ
ス会議におけるCNPCのプレゼンテーションでは、現在
トルクメニスタンとの間で進められている3大プロジェ
クトと題して、
　◦バクチヤールィク鉱区開発
　　→ 2007年7月合意/2015年に年間13Bcm生産達成）
　◦ガルクィヌィシュ・ガス田開発（第1フェーズ）
　　→ 2009年12月合意・一括受注（ターンキー）EPC

出所：筆者まとめ

表2 トルクメニスタンと中国首脳の相互往訪

年　月 合意内容

2006年4月

★ニヤゾフ前大統領：訪中
トルクメニスタン～中国天然ガスパイプライン建設および天然ガス供給30Bcm

〈参考：天然ガスパイプライン建設主体＊15〉

①トルクメニスタン区間： CNPC子会社（CNODC）およびPetroChinaが建設

②ウズベキスタン区間： CNPC子会社（中亜天然気管有限公司）および国営
Uzbekneftegaz（2008年1月JV設立）

③カザフスタン区間： CNPCおよび国営KazMunaiGaz（2008年2月JV設立）

2007年7月 ★ベルディムハメドフ大統領：訪中
CNPCとバクチヤールィク鉱区におけるPS契約・天然ガス売買契約に調印

2007年11月 ★温家宝首相：訪トルクメニスタン

2008年8月 ★胡錦濤国家主席：訪トルクメニスタン
天然ガス供給量を30Bcmから40Bcmに増加＊16

2009年6月 中国開発銀行がTurkmengasに40億USDを融資

2009年12月
★胡錦濤国家主席：訪トルクメニスタン
パイプライン稼働式典に出席。CNPCが南ヨロテン（現ガルクィヌィシュ：Galkynysh）・ガス田の
生産施設建設等開発費30億USDを拠出

2010年4月 ★ベルディムハメドフ大統領：訪中

2011年4月 中国開発銀行がTurkmengasに南ヨロテン・ガス田開発を対象に41億USDを追加融資

2012年6月 ★ベルディムハメドフ大統領：訪中

2013年9月 ★習近平国家主席：訪トルクメニスタン
ガルクィヌィシュ・ガス田開業式に出席
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契約/年間10Bcm生産予定
　◦ガルクィヌィシュ・ガス田開発（第2フェーズ）
　　→ 2013年9月合意・一括受注（ターンキー）EPC契

約/年間30Bcm生産予定
を強調するとともに、トルクメニスタン～中国天然ガスパ
イプラインについて、ウズベキスタン、カザフスタンの両

国を通過し、バクチヤールィク鉱区を供給源とする2009
年に稼働したABラインに加え（年間30Bcm）、2014年初
頭の稼働開始を目指して第3ラインであるCを建設中であ
り、更に2016年にはABCラインとは別ルートで上記ガル
クィヌィシュ・ガス田を供給源とし、ウズベキスタン～タ
ジキスタン～キルギスタンを通過するラインDについて稼

トルクメニスタン～中国天然ガスパイプライン（既存および新設計画）図9

出所：CNPC 資料（トルクメニスタン国際石油ガス会議 /2013 年 11 月）

トルクメニスタン（中央アジア）～中国
天然ガスパイプラインと中国・西気東輸図8

パイプライン稼働式典に参列
した 4 カ国首脳

（2009 年 12 月）
写10

出所：CNPC 資料出所：JOGMEC
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働を開始するとの発表がなされた（図9）。
　これは、中国とトルクメニスタンの間に位置する全て
の中央アジア諸国が天然ガス通過国として中国からのタ
リフ収入を得ることを意味する。その背景には中国がこ
れらの国を経済的にも取り込み、天然ガス供給ルートの
確保と多角化を一挙に進め、その先にロシアからの天然
ガス輸入条件に対する好カードを獲得する意図も読み取
ることができる。
　もちろんCNPC（PetroChina）にとって需要地まで数千
キロ、複数の国を跨ぎながら、建設費用を負担する同パ
イプラインに果たしてどのように経済性を見出している
のかは興味深いテーマであるが（パイプラインの現状に
ついて1.〈6〉および3.〈1〉に詳述）、本プロジェクトを
推進する両国の思惑は、中国にとってはロシアからの天
然ガス「輸入」における価格交渉カードを、同様にトルク
メニスタンにとってはロシアへの天然ガス「輸出」におけ
る交渉カードを手に入れることにもなったことにあると
言えるだろう。次項ではこの時期のロシアでの動き、ウ
クライナの動向を踏まえながら考えてみよう。

（4） ロシアにとっての事件：東方ガスプログラムへの対

抗馬の出現とトルクメニスタン懐柔策

　ロシアでは同時期の2007年9月、重要なプログラムが
政府によって承認されている。いわゆる「東方ガスプログ
ラム」と呼ばれるもので、正式名称を「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および
極東における統一ガス生産・輸送・供給システム構築計
画＊17」と言う。これは、2002年から検討が進められ、大
規模な既発見天然ガス資源を有する東シベリアの開発を
促進し、輸送インフラを整備するとともに、これまで欧州
にだけ供給されてきた天然ガス供給・収入獲得の構造を、
中国を中心とするアジア太平洋の需要増加が見込まれる
地域を開拓することで変えていこうとするものである。
　このプログラムをベースに、例えば、アルタイ天然ガ
スパイプライン（カザフスタンおよびモンゴルに挟まれ
た露中国境が接する地域を通過するパイプライン計画）
や東シベリアの大規模ガス田（チャヤンダとコヴィクタ）
を供給源にYKV（ヤクーツク・ハバロフスク・ウラジオ
ストク：現在Gazpromは「シベリアの力」と命名）パイプ
ラインを通して中国への供給を模索しており、このプロ
グラム以降、毎年初夏両国首脳が会談をしては「年内合
意」を目指し、価格交渉について結局折り合えず翌年に
持ち越されるという状況が続いている。
　2006年から2007年にかけ、トルクメニスタンと中国
が天然ガス供給インフラの建設と売買契約に合意したと

いうことは、ロシアが中国に供給する天然ガスの皮算用
が減るだけでなく、トルクメニスタンの天然ガス価格と
の競争にも巻き込まれることを意味し、ロシアにとって
は出端を挫

くじ

かれた状況に陥った。しかし、その状況には
少なからずロシアのネガティヴな対トルクメニスタン対
応が影響を与えていることも忘れてはならないだろう。
　図10はトルクメニスタンの輸出相手先の推移であ
る。一見して分かるのは2006年を境にウクライナへの
輸出をロシアが取って代わり、2009年を境にロシアへ
の輸出が急激に減少する一方、その減少分を補うかのよ
うに中国への輸出が増加していることである。
　まず、ウクライナへの輸出が消滅するのはウクライナ
へ天然ガスが輸出されなくなったのではなく、輸送時の
業者が代わったことによる。トルクメニスタンの天然ガ
スは国境でGazpromに引き渡され、Gazpromのパイプラ
イン網を通ってウクライナに輸出されており、その物理
的な形態は今も変わっていないが、2006年前後（正確に
は2008年に移行するが、図10のとおり、トルクメニス
タン政府統計では2006年からウクライナへの輸出がな
くなり、ロシアへの輸出に切り替わる）まではトルクメニ
スタン（および他のCIS諸国）産の天然ガスを扱う中間業
者が存在し、販売を代行してきた。このような形態はソ
連時代から原油やその他資源輸出にも見られるもので、
外貨獲得で生じる中間マージンがキックバックとなって、
共産党高級官僚の手に渡っていたとも言われている。
　ソ連解体後もそうした「からくり」はそのまま法人格を
持って生き残り、時に持ちつ持たれつの関係を、時に石
油天然ガス会社から排除を受けてきた（例えば石油ガス
会社内にマーケット部門を持ち、トレーディングを自ら
行っている会社は排除の道を選んだ会社と言える＊18）。
2006年のロシア・ウクライナガス紛争でその存在が表
に出たRosUkrEnergo（2004年、前身のEuralTransGas
が不正捜査を受けて新設＊19）もそのような会社の一つで
あり、株主がGazprombankおよびウクライナ人寡占資
本家フィルターシュが経営するRaiffeisen銀行であるこ
とからもロシア・ウクライナの関連法人の間でグレーな
関係が存続してきたと推察される。また、ウクライナ国
内では国営NaftogazおよびRosUkrEnergoが出資する
UkrGazEnergoという会社がRosUkrEnergoから天然ガ
スを買い取り、国内へ販売するという複雑かつ不透明な
形態が維持されてきた。
　これら一連の会社に対して当時のティモシェンコ首相
が不透明性を理由に、また腐敗防止の政治キャンペーン
のヤリ玉として廃止を提案し、ロシア（メドヴェージェフ
大統領<当時>）と同調した結果、RosUkrEnergoは介在
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しなくなり、トルクメニスタンの天然ガスは図11
のように、Gazpromに直接販売されることになった。
　また、2008年3月にGazpromは、Turkmengas、
UzbekneftegazおよびKazMunaiGazという中央ア
ジア天然ガス生産国国営企業3社とロシアへの天
然ガス輸出価格を「欧州水準」とすることを持ち掛
け、合意に至っている。その結果、2008年当時は
140USD/千cmでロシアに売られていた天然ガス
が2009年以降、2倍以上の約300USD/千cm（欧
州までの輸送コストを差し引いた価格）に上昇し
た。これはまさにトルクメニスタンの大統領が訪
中し、トルクメニスタン～中国パイプラインに合
意した翌年の出来事であり、トルクメニスタンに
してみれば、早速中国との合意が対露交渉カード
として効果を出してきたと考えたに違いない。
　ロシアもしたたかであり、ロシアにとっては自
国産の天然ガス輸出を優先する算段がある。実際、
2008年9月のリーマンショックを受けて需要が減
少する欧州市場に対して中央アジア産ガスの購入
を控えた結果、図10のように、2009年以降のロ
シアのトルクメニスタンからの輸入量は年間
42.0Bcmから9.7Bcmへと4分の1に低下した。また、
自国の天然ガスが足りない場合には中央アジア産
のガス価格を欧州はもちろんそのままウクライナ
へ転嫁すればよい（このことがウクライナの財政を
逼
ひっぱく

迫し、2009年のウクライナガス紛争再燃の遠
因になる）。更に対中天然ガス交渉においても中央
アジア産天然ガスに対して魅力的な価格提示をす
ることでトルクメニスタンの対中交渉材料を提供
し、結果、ロシアからの天然ガスについても国際
価格を提示するという下地を整えている。
　ロシアは価格だけでなく、更なる懐柔策も提示
している。2007年5月には沿カスピ海（Pre-Caspian）
パイプラインの建設について3カ国首脳（ロシア、
カザフスタンおよびトルクメニスタン）が合意した

（3.〈2〉④）。また、2008年5月には再度同3カ国
で 既 存 イ ン フ ラ で あ る CAC-3（Central Asia 
Center）パイプラインの増強に合意している＊21。
しかし、リーマンショックの煽

あお

りを受け、水を差
された上に2009年にはCAC-3においてGazprom
とTurkmengasの連絡不足が原因で圧力調整が働
かず、爆破事故が発生し、両国の関係が冷え込み、
特段の進

しんちょく

捗がないまま現在に至っているのが現状
である。
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2008年3月：Gazpromと中央アジア3
カ国がロシアへの天然ガス輸出価格
を「欧州水準」とすることで合意。

中間業者（RosUkrEnergo等）を廃し、直接
Gazpromに販売（移行期間）。
*参考：2006年ウクライナガス紛争勃発

トルクメニスタンの天然ガス輸出先の推移＊20図10

出所：トルクメニスタン石油ガス産業鉱物資源省
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（5） 天然ガス埋蔵量の急激な増加：2009年南ヨロテ

ン・ガス田評価をめぐる動向

　トルクメニスタンがここ5年で天然ガス確認埋蔵量を
約6倍に増加させたことは、関係者（欧州需要国、天然
ガス通過国、そしてもちろんロシアをはじめとする供給
競争国）の耳目を集め、果たして本当なのかという疑惑
の目で見る向きも出た。事の始まりは大統領の交代によ
る政策の変更と2006年11月にトルクメニスタン南東部
のムルガブ堆積盆地で新たに発見された南ヨロテン・ガ
ス田に関する評価である（2007年3月にはその南東でオ
スマン・ガス田も発見されている）。これまでニヤゾフ
政権下では対外的には公開されていなかったガス田デー
タについて、ベルディムハメドフ大統領は埋蔵量の透明
性が重要であるとの認識を2008年2月に表明し、翌月
に は 英 国 の コ ン サ ル タ ン ト 会 社 Gaffney, Cline and 
Associates 社（以下、GCA）に、トルクメニスタンにお
ける石油・ガス地質ポテンシャル調査を委託。そして
10月中旬に最初に南ヨロテンおよびオスマン（現ガル
クィヌィシュ）ガス田の評価が明らかにされた。
　GCA は、南ヨロテンおよびオスマン・ガス田の原始埋
蔵 量 を 4 ～ 14Tcm（140 ～ 500Tcf）、most likely で
6Tcm（210Tcf））と評価し、仮に回収率を50％とすれば

可採埋蔵量はmost likelyで3Tcm（105Tcf））となり、こ
れは、2007年のBP統計の数値と同じ規模の追加埋蔵量
が見込まれるという評価となった＊22。また、その後、果
たして十分な地質データが提供されたのか、本当にデー
タが存在するのか、トルクメニスタン政府に依頼された
のではないかという類いの水増し疑惑報道もなされた。
　更に第3章でも触れるが、2009年10月に突然行われ
た石油天然ガス産業における人事刷新（担当大臣および
国営会社のトップ交代）が重なり、ロシア紙がこの人事刷
新の背景には南ヨロテン・ガス田をめぐる政府データに
水増しの可能性があり、GCAの第三者評価は過大評価で
ある旨の記事が掲載され、一時的にせよトルクメニスタ
ンへの外資参入の流れに水をさす形になったのである。
　その報道から1カ月後、GCAはそのような報道を払

ふっしょく

拭
すべく ｢南ヨロテン、オスマンそしてヤシュラル～ 1年
後、更にその将来は?｣ と題して同様の評価結果を公開
している。筆者はそのプレゼン（Jim Gillett氏/Business 
Development Manager, GCA）を現地で聞く機会があっ
たが、内容はトルクメニスタン政府より受領した地質
データは適切なものであったこと、結果については
GCAが独自に算出したものであること、結果として
2008年10月に算定した評価に変更はないことを強調す

トルクメニスタンの天然ガス確認埋蔵量の推移（BP 統計による見直し）図13

出所：BP 統計（2005 ～ 2013 年）
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アナリシス

る自信を持ったプレゼンであった。ただし、GCAは評
価提出に際して、政府に対し追加3D震探および評価井
6坑の掘削を推薦し、政府はこの提案を受け入れ、追加
作業を行っているとのことで、逆にこのデータ結果次第
では異なる評価もあり得るという含みを残すものだった
ことを記憶している。
　しかし、既に報道にもあるとおり、2年後の2011年
には同氏は南ヨロテン・オスマンの原始埋蔵量の上限を
21Tcmに上方修正し、イラン・カタール国境に跨るサ
ウスパルス・ガス田に次いで世界第2位の規模であると
の評価を出している＊23。これらを受けて、広く認知さ
れている埋蔵量評価でもトルクメニスタンの埋蔵量増加
は信頼に足るものという認識が浸透している。
　ここで、ロシア紙の水増し疑惑報道の背景に何があっ
たのか推量すれば、トルクメニスタン政府にとっては水
増しを見過ごしたことを理由に人事刷新を図ることは自
らの非（埋蔵量がないこと）を認めることに他ならず、ま
た、この局面でどの関係者にとっても不利益なことを行
うとも考え難く、このような報道で得をする者を挙げる
とするならば、やはりトルクメニスタン産ガスをめぐっ
て関係が冷めていたロシア（Gazprom）と言うことがで
きるだろう。報道によってNabuccoコンソーシアムを
中心とする欧州外資の投資熱が冷めれば、ロシアの交渉
ポジションを相対的に上げることができたとも見ること
ができるかもしれない。
　図13にBP統計による2005年以降のトルクメニス
タンの確認埋蔵量の変遷を示す。BP統計は直近の2013
年の統計で旧ソ連諸国の埋蔵量を大幅に見直し、その結
果ロシアは4分の1程度減少してしまい、世界第1位の
座をイランに譲っている。トルクメニスタンも同様の基
準（旧ソ連圏の埋蔵量評価は技術的採取可能なものを
ベースとしており、それを経済的採取可能な量と変更し
たものによると言われている）を適用された結果、28％
減少しつつも、イラン、ロシア、カタールに次いで世界
第4位の埋蔵量を擁する結果となっている。

（6） Nabuccoプロジェクト立ち上げによる関係国トル

クメニスタン詣での活発化

　2013年6月13日、欧州が進めるロシア迂
う か い

回の天然ガ
スパイプラインプロジェクト「Nabucco（ナブッコ）」のオ
ペレータであるオーストリアOMVは、アゼルバイジャ
ンのシャフ=デニーズ・ガス田の輸出ルートとして同プ
ロジェクトがシャフ=デニーズ・ガス田コンソーシアム
の選定に外れたと発表した＊24。現時点で同プロジェク
トの今後の見通しは立っていないが、トルクメニスタン

の天然ガスを語る場合に前章で述べた同国の天然ガス埋
蔵量の増加と同時期にロシアとウクライナの間で勃発し
たガス紛争の結果、ロシアが懸念する欧州の迂回ルート
構築を指向するという動きのなかで出現した同プロジェ
クトを無視することはできない。「敗北」宣言をした
Nabuccoプロジェクトは、そこで時代の寵

ちょうじ

児となり、供
給国と通過国、需要地域であるEUとの間で翻弄されて
きたプロジェクトと言える。
　Nabuccoプロジェクトは2004年6月にNabucco Gas 
Pipeline International GmbHが立ち上げられ、2009年
7月にはトルコ、ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、
オーストリアの5カ国が政府間合意に署名する等、ソー
スとなる天然ガスに関しては依然として不明確なままな
がら、国際間における法的な基盤を整備するというとこ
ろまでは進展してきた＊25。同月、象徴的にコンソーシ
アムを構成するRWE（ドイツ第2位の電力会社）がトル
クメニスタンのカスピ海海上鉱区Block-23に参画し、
Nabuccoプロジェクトの供給ソースとしてトルクメニス
タンの可能性を示してもいる。
　2006年、2009年とロシア・ウクライナ間のガス紛争
が年末年始に欧州向けのロシア産ガスのデリバリー遅延
という形で問題が顕在化したEUでは、この時期、供給
ソースの多角化（ロシア依存の低減）に関する議論が盛り
上がり、Nabuccoプロジェクトはロシアを迂回するルー
トとして（ただし、Nabuccoプロジェクトはロシア産ガ
スのデリバリーの可能性も否定しなかった）、また、生
産者および輸送者を分離し、消費者が最も安価なガスを
獲得することを目指して推進されているEUエネルギー
委員会による第3次エネルギーパッケージにも供給ソー
スを確定していない同プロジェクトは代表的な地位を与
えられ支持された。しかし、この、供給ソースを持って
いないという点が最終的には同プロジェクトの最大の不
確定要素となり、冒頭の敗北宣言へとつながっていく。
　このプロジェクトが更に注目を集めたのが、ロシアが
カウンタープロジェクトとして発表したSouth Stream
プロジェクトとの競争である。GazpromはイタリアEni
とともに2007年にロシアから黒海を抜け、イタリアに
至るパイプライン計画・South Streamについて覚書に
調印し、2008年初から通過関係国（ブルガリア、セルビ
ア、ハンガリー）と矢継ぎ早に政府間で合意した。
　ロシアにとって、ロシアを迂回するパイプラインの存
在は収入源である欧州市場を失っていくことに他なら
ず、そのためにはNabuccoプロジェクトを完

か ん ぷ

膚なきま
でにたたきつぶすという意思を感じるような手を打ち続
けている。前述のトルクメニスタンからの天然ガス価格
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の欧州価格への引き上げ（2008年3月）もNabuccoに対
する牽制と言えるだろうし、巻末に「加速する中央アジ
ア産天然ガスをめぐる各国外交」として関係国の動向を
まとめたが、South Stream（薄緑）、Nabucco（黄色）が
火花を散らし、お互いの一挙手一投足について相対峙し
牽制し合う激しい動きを見て取ることができるだろう。
そして、EU市場をめぐる供給ルートの競合はその結果
として、供給ソースへの関心を高め（アゼルバイジャン
およびトルクメニスタン）、また、各通過国（トルコを中
心に南欧・バルカン諸国）にも光が当たることとなった。
　純粋に両プロジェクトを比較すれば、供給ソースおよ
び市場の重複による経済性の問題、欧州需要増加の限界
という観点から、両立はあり得ず、ロシアという大国を
バックにした政治的なパワーバランスおよび供給源（西
シベリア既存ガス田）を確保しているという点からも
South Streamプロジェクトが優勢であると見られてき
た。実際、South Streamは2012年11月に最終投資決
定を終え、同年12月から建設を開始。Nabuccoは2013
年6月、事実上敗退を宣言することになったわけである。
　では、ロシア（Gazprom）がこの戦いに勝利したのか
というと、そうではなく、Nabuccoに代わってアゼルバ

イジャンおよびトルコが2011年11月に突如立ち上げた
プロジェクト、TANAP（Trans Anatolian gas Pipeline/
供給源はシャフ=デニーズ・ガス田）が対抗馬として現
れ出てきて、South Streamと並ぶプロジェクトの実現
化に動き出している。
　欧州向けの天然ガスの追加供給ルート・ソースとして
South Stream（ロシア・西シベリア）およびTANAP（アゼ
ルバイジャン・シャフ=デニーズ・ガス田）が中長期的に
確定したことになり、供給源の一つとしてトルクメニスタ
ンを検討していたNabuccoが敗れたことで、欧州向けにト
ルクメニスタン産天然ガスが入る余地は以前にも増して閉
ざされてしまった。勢い、天然ガス埋蔵量の増加に伴って
活発化した外資によるトルクメニスタン詣でも今は昔の感
が出てきているのが現状である。

（7） トルクメニスタンの中国偏重傾向⇔TAPIプロジェ

クト等供給ルート多様化プロジェクトを推進

　その結果、図10に見る中国への天然ガス輸出量の増
加や表2に見た中国との関係は今後ますます深まってい
くことが予想される。2007年7月に締結された中国と
の契約（バクチヤールィク鉱区）は、例外的に外資には開

中央アジア産天然ガスをめぐって乱立した欧州南回廊パイプライン計画
（赤枠：順調に進むプロジェクト）図14

＊：Trans Adriatic Pipeline（TAP）  ＊＊：Interconnector Turkey-Greece-Italy（ITGI）
＊＊＊：South Eastern Europe Pipeline（SEEP） ＊＊＊＊：Trans Anatolian Pipeline（TANAP）
出所：筆者まとめ / 地図は各プロジェクト HP より
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Shah=Deniz コンソーシアムは TAP を輸

送ルートとして選択。

ITGI
**

トルコ

ギリシャ

イタリア

Edison
Depa
Botas
EGL

50.0
na
na
na

2016
～
2017

～12 800km～

アドリア海：
210km

2.65～

SEEP
***

トルコ

ブルガリア

ルーマニア

ハンガリー

クロアチア

Shah=Deniz ガス田コンソーシアム（青字下線） 2017 10 1,300km～ 3～
BP
SOCAR
LUKOIL
TPAO

25.5
10.0
10.0
9.0

Statoil
Total
NIOC

25.5
10.0
10.0

2011 年 9 月

Shah=Deniz コンソーシアムが立ち上げ。立ち上げ。

その後、TANAP の立ち上げで融合へ向か

う。

TANAP
****

アゼルバイジャン

グルジア

トルコ

ブルガリア

SOCAR
Botas
TPAO
BP

68.0
15.0
5.0

12.0

2018 16～
60

2,000km～ 5～10

2011 年 11 月

アゼル・トルコ政府による立ち上げ。立ち上げ。

Nabucco
West
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放されていない陸上ガス田に認められた生産物分与
（PS）契約であり、その特徴として投下した資金（サンク
コスト）を生産収入から優先的に回収することができる。
したがって、CNPCが探鉱・開発に投下した資金につい
ては契約上はそのガスを高く中国（自社/この場合は子
会社のPetroChina）に売れば、早くコスト回収が進み、
トルクメニスタン政府のロイヤルティ収入の比率も早く
に上昇していく。
　一方、ガスを中国に安く売った場合にはコスト回収も
遅れ、政府の収入にも影響が出てくるが、自国までのパ
イプラインをウズベキスタンおよびカザフスタンを経て
建設し（建設は両国の国営石油会社とCNPCの合弁）、更
に輸送タリフを両国に支払いながらマネジメントする
CNPCグループ全体としては国境でできるだけ安く天然
ガスを調達し、国内で利益を確保するという算段もある
だろう（付言すれば、更にCNPCの負担として西気東輸
で需要地まで国内4,000㎞以上を輸送するというコスト
も負わなくてはならない）。
　2009年末のパイプライン稼働時点では、トルクメニ
スタンからの天然ガス価格がどれほどかという点につい
て筆者も現地で情報収集に当たったが、トルクメニスタ
ン国境で 95USD/千cm、ウ
ズベキスタンおよびカザフスタ
ンでの輸送タリフが各50USD/
千cm（2国合計で100USD/千
cm）となり、中国国境渡しは結
局、合計195USD/千cmとい
う見方が大方だった。そうだっ
たとすれば、当時ロシアか
ら欧州に販売されていた天
然ガス価格が 300USDから
400USD弱で推移していた
ことを考えれば約半値程度
で取引されていたことにな
る。 し か し、 少 な く と も
2010年に入って以降の中国
政府の貿易統計の数字を確
認すると破格値で中国が天
然ガスを調達しているので
はないことが分かる。
　図15は中国政府が発表す
る通関統計から引き出したト
ルクメニスタンの天然ガス価
格であるが、徐々に天然ガス
価格は上昇し、現在は欧州価

格（足元で400USD/千cm前後）よりは若干安い程度で
推移していることが分かる。したがって、前述のコスト
回収およびトルクメニスタン政府のロイヤルティ収入の
観点からはCNPCはできるだけ早く回収することを指向
しており、トルクメニスタン政府へのロイヤルティ収入
も足早に増大していくことになるだろう。
　このことはトルクメニスタンがロシアに代わって中国
からの収入に依存していくことを意味するとともに、
Nabuccoのような欧州向けのガス供給の可能性を探るプ
ロジェクトが下火となり（したがって、後述するカスピ
海横断パイプライン構想も後退する）、ロシア経由の欧
州向けガス供給がロシアという競争相手・ボトルネック
の前に減少している現状を見れば、トルクメニスタンは
現下の課題としてNabuccoに代わる他の供給ルートの
模索、そして豊富な天然ガス埋蔵量の有効活用（液化技
術〈GTL〉およびガスケミカルによる製品化・高付加価
値化による国内市場供給・更に外国への輸出）を指向す
る必要性に迫られているとも言えるだろう。
　そこで、現在トルクメニスタン政府が公式に進めるプロ
ジェクトであるTAPI（トルクメニスタン～アフガニスタン
～パキスタン～インド）天然ガスパイプラインおよび国内
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トルクメニスタンの中国向け天然ガス価格の推移図15

※参考までに赤字で同時期のドイツの平均輸入価格幅を示した。
出所：中国政府通関統計および BP 統計 2013
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の東西天然ガス生産地域を結ぶ東西パイプラインの建設
推進への現下のトルクメニスタンの思惑にたどり着く。

　これら構想について詳述する前に、次章ではトルクメ
ニスタンの政体、特にニヤゾフ大統領からベルディムハ
メドフ大統領への移行期において誰が生き残ってきたの
かについて分析してみたい。いわゆる独裁国家と揶

や ゆ

揄さ
れるトルクメニスタンでは、確かにこれまで述べてきた
全ての外交・国家間の動きは2人の大統領の意向に集約

され、決定されてきたのであるが、その政府がどのよう
な構造となっているかを見ることも、外国企業が参画す
るに当たって不可欠な要素だからである。また、その結
果として特に上流開発にどのような外資が参画している
のか、現状を簡単にまとめることにする。第4章では本
稿の主題である輸出ルートの構想について、これまで持
ち上がってきたパイプライン構想を俯

ふ か ん

瞰しながら、現在
最も力を入れていると見られるTAPIプロジェクトおよ
び東西パイプラインに焦点を当てたい。

2. トルクメニスタン政体

（1） 最終最高決定権者としての大統領と石油天然ガス産

業を掌握する序列

　トルクメニスタンの政府機関組織、およびそれぞれの
長を図16に示す。当然ながら石油ガス産業はトルクメ
ニスタンの最も重要な産業であり、全ての決定権はベル
ディムハメドフ大統領に一極集中する最たる分野であ
る。大統領の下に石油ガス産業を担当する副首相（憲法
上、閣僚会議議長〈首相〉は大統領が兼任する）がおり、
2008年に同大統領の主導で設置された炭化水素資源管
理・利用庁（外資への窓口であり、石油契約の交渉・締
結を所管）、従前の石油ガス産業鉱物資源省（国としての
同産業の方向性・見通しを策定）が内閣を構成し、更に
天然ガス、石油、地質探鉱、建設（パイプライン・プラ
ント）、化学、精製の各分野について国営会社（NOC）が
いわゆる実行機関として産業実務に当たっている。
　序列的には内閣と実行機関であるNOCは上下関係にあ
るというより、各国営会社のトップは全て閣僚級という
位置づけであり、並列状態にあると言ったほうがよいだ
ろう。ただし、それら国営会社のうちでも天然ガス資産
を有するTurkmengasはおのずと国営会社のなかでのラ
ンクも高くなる。現在のトップであるアブドゥラエフ総裁
は、前職は石油ガス産業鉱物資源大臣であり、昨2013年
1月に前総裁の更迭に伴い、Turkmengas総裁に就任した
ことからも省と国営会社の関係、特にTurkmengasの優位
さを垣間見ることができる（なお、同総裁は2012年の大統
領選では現職ベルディムハメドフ大統領の「対抗馬」として
出馬し、得票率も1％未満で「敗退」している＊26。その後、
石油ガス産業鉱物資源大臣に就任した経歴を持つ）。同
様に現在のTurkmenbashi石油精製会社のタギエフ社長
は2003年から石油ガス産業鉱物資源大臣、2007年から

副首相（石油ガス産業担当）を務めたが、その後更迭され
（中国との交渉に関係する事案によると言われている）、
地方の工場長へ左遷されてしまった。しかし、2013年か
ら有力国営会社（Turkmenbashi石油精製会社）のトップ
に戻ってきたという例もある。
　つまるところ、その人事権は最高権力者であるベルディ
ムハメドフ大統領にあり、2007年に就任してから幾度も
幹部更迭劇を繰り広げてきた。例えば、前述のガルクィ
ヌィシュ・ガス田の埋蔵量評価が見直され、内外からそ
の真偽を問う声が高まった2009年10月にも大統領が緊
急閣議を召集し（12日）、石油天然ガス産業における人事
を刷新すると発表（表3）。翌日、ロシア紙がこの人事刷
新の背景には南ヨロテン・ガス田をめぐる政府データに
水増しの可能性があり、GCAの第三者評価は過大評価
である旨の記事を掲載し、その刷新は埋蔵量に疑惑を持
たれていることに対する責任を取らされたと見る向きが
あったということは先に述べたとおりである。新任およ
び次ポストから実際には引責というよりはリシャッフル
という印象の人事となったことが分かるが、その新任の
各機関トップは現在の閣僚リストには既になく、重要機
関トップの交代が頻繁であることが分かる。
　政府機関の組織図のとおり、大統領の下に各分野を所
管する組織があり、そのトップにつながることができれ
ばあっという間にビジネスが進む（もちろん大統領の裁
定は不可欠）という利点もあるかもしれないが、頻繁に
トップが更迭・左遷されてしまうというリスクに対して
は、石油開発やプラント建設等長期にわたって遂行する
必要のある事業では常に大統領府の情報に目を光らせ、
大統領をめぐる動静にアンテナを張る必要がある（それ
ら情報は大統領府サイトに前触れなく日々掲載されてい
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る：URL http://www.tur㎞ enistan.gov.tm/?rub=2）。
　どれだけの期間同じ人間が要職に就いているかを見る
ことで、例えば現大統領が1997年から閣僚に入り、ニ
ヤゾフ前大統領の信頼を獲得し続けたように、現在の閣
僚が現大統領に真の信頼を得ているのかどうかを判断す
る材料にもなるだろう。表4はニヤゾフ大統領最後の年
からこれまでの主要閣僚の変遷をまとめたものである。
この表から分かることは、
　① ニヤゾフ大統領時代から現政権にも残っている有力

者（つまり現大統領も気を遣い、信頼を置く人間）
　② 現大統領になって新たに登用され、左遷されること

なく、「生き残って」いる人間
である。具体的にはメレドフ副首相およびゴチエフ副首
相、 そ し て 一 時 左 遷 さ れ た が 復 活 し た タ ギ エ フ
Turkmenbashi石油精製社長がニヤゾフ大統領時代から
閣僚級として続く人脈を保っており、現政権ではホジャ
ムハメドフ副首相がベルディムハメドフ大統領の評価も
高く、着実に昇進してきたということが分かる。外国投

トルクメニスタンの石油天然ガス関連政府組織図16

出所：筆者作成 / 写真は外務省等から引用

ベルディムハメドフ大統領
（最終最高決定権者）

ホジャムハメドフ副首相

カカーエフ長官（2008年～）

ハリロフ大臣（2013年～）

Turkmengas （天然ガス開発・生産）

Turkmenneft （原油開発・生産） イラマーノフ総裁

Turkmengeologia （地質調査・探鉱） ベルディニヤーゾフ総裁

Turkmenneftegazstroy グルバーノフ総裁

Turkmenkhimiya （石油化学・ガス化学） バラカーエフ総裁（注2）

（注1）前石油ガス産業鉱物資源大臣
（注2）2013年10月末に解任。執筆時点では産業企業体を所管するイタルマーゾフ副首相が兼務。

Turkmenbashi石油精製会社 （精製）

内閣

大統領

実行機関／NOC

※上記組織の長は全て閣僚級という位置づけ。

（PL・プラント建設）

タギエフ社長（元副首相）

炭化水素資源管理・利用庁（大統領直轄）
　※2008年設置。ライセンスの交付権限を持つ。
　※外資窓口／石油契約締結のカウンター

石油ガス産業鉱物資源省
　※石油ガス産業の長期見通し・方向性策定

（石油ガス産業担当）

アブドゥラエフ総裁（2013年～）（注1）
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資家にとってもそのような人脈とコネをつくり、維持し
ていくことが事業を安定して推進するためのリスクヘッ
ジ・方策となることは言うまでもない。

（2） 石油契約、ニヤゾフ前大統領から現政権までの外資

の参画状況

　現在トルクメニスタンではライセンス制度が採られて
いる。探鉱ライセンスは6年間までで最大2年間2回の
延長が可能で（現行地下資源法では油ガス兆が見られた
場合には評価のための適切な期間延長が認められてい
る）、生産ライセンスは20年間まで（例外的に5年もし
くは10年延長の可能性）となっている（上記探鉱・生産
ライセンスを加算した複合ライセンスも存在。また、探
鉱ライセンス付与者には優先的に生産ライセンスが担保
されている）。なお、上流に参画したい外資はトルクメ
ニスタンに事務所を開設する必要がある。ライセンスは
テンダーもしくは政府（炭化水素資源管理・利用庁）との
直接交渉で付与されるが、当然ながらその判断は政府が
最終的に決定するもので、条件が整っていても付与され
るかどうかの保証があるわけではない。
　なお、現行地下資源法ではリスク・サービス契約や生
産物分与（PS）契約、コンセッションといったさまざま
な契約形態も排除されておらず、ライセンスを取得して
から政府との交渉を行う余地も残されている。実際、最
近の外資の参画においてもトルクメニスタン政府と交渉
を行った形跡を見ることができる。世界的な水準から見
ても、その他産油国との鉱業権形態に大きな違いはなく、
契約形態についてはPS契約の可能性も否定されておら
ず＊27、外資にとって消極的になるようなものではない。
また、政府のさじ加減一つでライセンスが付与されるか
どうかが決まるというリスクもあるのは確かだが、これ
は他の新興産油国でも当てはまることでもある。
　問題は、インフラが整う陸上鉱区は基本的に国営会社

（Turkmengas、Turkmenneft）が管理しており、外資には

トルクメニスタンに技術のない（外資にとってはインフラ
が不足している）オフショアだけが開放されている点だろ
う。例外はチェレケン半島（つまり西部）で展開するBurren 
Energy（1996 年・ 英 /2008 年 に Eniが 買 収 ）、Mitro 
International（2000年・パナマ登記の会社だが、それ以
上の情報が入手できない）および唯一アムダリア地域、バ
クチヤールィク鉱区（PSA）およびガルクィヌィシュ・ガス
田（EPC契約）で参画したCNPC（2007年・中国）である。
　他方、カスピ海海上ではソ連解体直後からオランダの
独立系石油会社が参画し（1993年）、その会社をUAEの
Dragon Oilが買収し現在最大の生産量（6万5,000b/d）を
誇っている。また、マレーシアPetronasも1996年両国
首脳外交のなかでトルクメニスタンに参画することにな
り、Block-1で探鉱活動を続けてきた結果、2006年から
生産を開始（1万8,000b/d）。これら5社が生産に至って
おり、成功を収めていると言えるだろう。
　表5のとおり、探鉱に参画している外資としては
Nabuccoコンソーシアムにも名を連ねる独ユーティリ
ティ企業のRWE（その目的は当初はNabuccoへの供給
だったことは先に述べた。現在試掘準備中）やITERA（今
年ガス事業に進出を図るRosneftが買収）がある。その他、
ITERAを含むロシア企業コンソーシアムおよびカナダの
企業がそれぞれイラン、アゼルバイジャンとの国境係争
領海鉱区で地質調査を始めようとするも実質的にサスペ
ンドに追い込まれている。
　蛇足ながらITERAという会社はトルクメニスタンとの
関係が深い会社として知られている。イーゴリ・マカロ
フ会長は元競輪選手で、1962年にアシガバットで生ま
れている＊28。トルクメニスタン産の天然ガスをGazprom
に売る中間業者としての顔もあり、Gazpromおよび
ITERA両社は友好関係を構築してきた。また、ロシア独
立系第2位の天然ガス生産会社であるNOVATEKのミヘ
ルソンCEOはITERAの関連会社との合併に伴い、石油
ガス会社（NGK）ITERA社の役員を兼務していたことも

出所：筆者作成

表3 2009年10月現在（ガス田埋蔵量新評価前後）の石油ガス産業関係機関トップの刷新

前任（次ポスト） （前職）新任

石油天然ガス産業鉱物資源相 デリャエフ大臣（→Turkmenneft社長／大臣級）（石油ガス研究所局長→）ヌルムラドフ大臣

Turkmengas（天然ガス） マメドフ総裁代行（NA） （Turkmengeologia局長→）ムハメドフ総裁

Turkmenneft（石油） ハジムラドフ総裁（→支部長降格） （石油天然ガス大臣→）デリャエフ総裁

Turkmengeologia（探査） オデコフ総裁（→退職） （Turkmengas職員→）ハリィエフ総裁

Turkmenneftegazstroy（設備建設） ドゥルディエフ総裁（→解任） （建設専門家→）エゲレーエフ総裁
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ある＊29。Gazpromがミレル社長時代になり、恐らくは前
述の中間業者排除の動きやリーマンショック後の欧州需
要の鈍化も重なってGazpromは同社との契約について

2010 年以降は更新しなかった。その後、ロシアで
Gazpromのガス分野の独占解体が（見掛け上）進むなか
でガス分野に進出したいRosneftの目にとまり、2013年

幹部

（現在のポスト）
2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011年 2012 年 2013 年 備考

1990 年～

ニヤゾフ前大統領

2007 年～

ベルディムハメドフ現大統領

憲法上、閣僚会議議長

（首相）は大統領が兼任

トルクメニスタン政府幹部（副首相、各閣僚）

ラシッド・

メレドフ

副首相兼外務大臣

外務大臣 副首相（外交担当）兼外務大臣 ニヤゾフ前大統領時代から

の重鎮

バイムラット・

ホジャムハメドフ

副首相

（石油ガス）

所属

大臣

石油ガス大

臣

副首相（石油ガス産業担当）

アンナムハメト・

ゴチエフ

副首相（財務）

財務副大臣 財務大臣 副首相（財務担当）兼財

務大臣

副首相（財務担当）

タチベルディ・

タギエフ

Turkmenbashi

製油所社長

副首相（石油ガス産業担当） 地方工場長

（セイジ製油所）

Turkmenbashi

製油所社長（閣僚級）

中国との取引に関連して左

遷されたとの説。後任はホ

ジャムハメドフ石油ガス大

臣。現在閣僚級に復活。

ロズィムラット・

セイトゥグリエフ

副首相

（交通・情報担当）

交通・情報

副大臣

交通・情報

大臣

副首相（交通・情報担当）

トゥワクマメト・

ジャパロフ

中央銀行総裁

中央銀行総裁

ナザルグルィ・

サグルィイェフ

エネルギー大臣

エネルギー大臣 電力等所管

ヨギシュゲルディ・

カカーエフ

炭化水素資源管理・

利用庁長官

（一時）

炭化水素資源管理・利用庁（大統領直轄）長官

各省

外務省 メレドフ外務大臣 メレドフ副首相兼外務大臣

石油ガス産業

鉱物資源省

デリャーエフ大臣

→Turkmenneft総裁へ

ネディロフ大臣代行 アブドゥラ

エフ大臣→

ハリロフ大

臣

エネルギー産業省 オラズグリイェフ大臣 アルチュコフ大臣 2012 年 7 月にエネルギー

省と産業省に分割。

財務省 ゴチエフ大臣 ゴチエフ

副首相兼財務大臣

サディコフ大臣

経済発展省 ホジャマンメドフ大臣 タガノフ大

臣

国営企業

Turkmengas

（ガス産業）

ホジャムハ

メドフ総裁

→カカーエ

フ総裁

ヌリムハメドフ総裁 ハナルイェ

フ総裁

マメドフ総

裁

アブドゥラ

エフ総裁

Turkmenneft

（石油産業）

タシュリエ

フ総裁

ハジムィラ

ドフ総裁

デリャーエフ総裁 イラマーノ

フ総裁

Turkmenkhimiya

（化学産業）

クラーエフ

総裁

バラカーエフ総裁 2013 年 10 月末に解任。

Turkmengeologia

（地質探査）

ヤグシムラドフ総裁 ベルディニ

ヤゾフ総裁

Turkmenbashi

石油精製会社

タギエフ社長 前々職は副首相（石油ガス

担当）

Turkmenneftegazstroy

（インフラ建設）

ドゥルディ

エフ総裁

イェゲレーエフ総裁 グルバーノフ総裁

Turkmen
geologia

Turkmen
gas部長級

Turkmen
gas総裁

→石油ガス

Turkmen
gas総裁

Turkmen
gas総裁へ

出所：筆者作成

表4 トルクメニスタン政府閣僚：誰が生き残ってきたのか？
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にRosneftが100％買収する形で傘下に入った。同社が
まだ無名だったRosneft（YUKOS買収は2006年以降）と
2002年の段階でトルクメニスタンの海上鉱区で共同事
業を行っていたことは興味深い（表5⑥「Zarit」）。

鉱区名 オペレータ 共同事業者 契約年 現状 備考

生産プロジェクト

① Cheleken

（海上）

Dragon Oil

※1（100%）

- 1993 年

1999 年に PSA

に再改訂

PSA 原油生産中

年間 3,230千 t

（6.5 万 b/d）

外資参画プロジェクトではトルクメニスタン最大生産量（既往投資

26億USD）。

生産原油は全量バクーへ輸出。ガス生産（年間 3MMcm）もあり商

業化が課題（ガス加工プラント建設中）。

② Block-Ⅰ

（海上）

Petronas Carigali

（100%）

- 1996 年 PSA 原油 NGL

生産中

年間 891 千 t

（1.8 万 b/d）

最初の外資 PSA プロジェクト。既往投資額は 45 億 USD。

③ Nebitdag

（陸上）

Burren Energy（Eni）

※2（100%）

- 1996 年 PSA 原油生産中

年間 1,087千 t

（2.2 万 b/d）

同社は Turkmenneft 保有の Burun 鉱区の探鉱・生産権も保有。

④ Block-Ⅱ

”Khazar”

（陸上）

Turkmenneft（52%） Mitro International Ltd.

※3（48%）

2000 年 PSA 原油生産中

年間 387 千 t

（7.6 千 b/d）

オペレータは Turkmenneft だが Mitro が全額負担し、設備・技術も

提供。

⑤ Bagtyiarlyk

（陸上）

CNPC International 

Turkmenistan

- 2007 年 PSA 天然ガス生産中

年間 5.1Bcm

2006 年の両国首脳の合意による。2009 年に中国向けパイプライン

稼働。

探鉱（または撤退）プロジェクト

⑥ Zarit

※4

（海上）

ロシア企業コンソーシ

アム

Turkmenneft 2002 年 License 探鉱後、サスペン

ド

有望な構造を抽出するも一部鉱区がイランとの係争地域に掛かっ

ていたため。

⑦ Block-11および

12

（海上）

Maersk Oil

※5（36%）

Wintershall（34%）

ONGC Mittal Energy 

Ltd.

（30%）

2002 年 License 探鉱後、撤退

（2010 年）

Wintershall は独自に Block-2から 6についての技術評価を政府に申

請し、2006 年から 2007 年にかけて実施。

⑧ Block-Ⅲ

”Serdar”

（海上）

Buried Hill Energy

※6（100%）

- 2007 年 PSA サスペンド アゼルバイジャンとの係争地域にあり、 Serdar はアゼル名で

Osman。Kyapaz 構造に隣接し、有望視されている。

⑨ Block-23

（海上）

RWE

※7（100%）

- 2009 年 License 探鉱中 探鉱ライセンスは 2015 年まで。近々試掘予定。

⑩ Block-21

（海上）

ITERA

※8（100%）

- 2009 年 Profit 

Sharing 契約

探鉱中 2008年に新設された大統領直轄の炭化水素資源管理・利用庁との間

で両国首脳の下に締結。

契約形態

※ 1： Dragon Oil：1993 年に参画した Larmag Energy Associates（オランダ /50％）、Chelekenmorneftegazprom（50％ /Turmenneft
の子会社）のうち、Larmag 社を 1997 年に Dragon Oil が買収。1999 年に新たにトルクメニスタン政府との間で 25 年間の PSA
契約に条件を改訂。なお、Dragon Oil の主要株主にはドバイ政府がいる。 

※ 2： Burren Energy：元は英国の独立系石油会社。トルクメニスタン以外ではエジプト、オマーン、インド、コンゴ共和国の他、ロシ
アでも活動。2008 年に Eni が Burren Energy の 77.4％を 24.3 億 USD で買収。しかし、トルクメニスタン政府の了解手続きが行
われず、Eni に対するトルクメニスタンへの査証発給が停止された。2010 年に補足契約をトルクメニスタン政府と締結し収束。

※ 3： Mitro International Ltd.：パナマ登記のオーストリア企業。
※ 4： 海上鉱区 Block-29、30 および 31 を対象。ロシア企業は Rosneft、Zarubezhneft および ITERA。サスペンド後、2008 年に異な

る鉱区（21 および 22）での探鉱ライセンス付与を政府に要請するも実現せず。
※ 5： デンマークの独立系石油会社。独 Wintershall は 2006 年にファームイン。
※ 6： カナダの独立系石油会社。
※ 7： E.ON に次ぐドイツ第 2 位の電力会社。Nabucco パイプラインコンソーシアムにも参加。
※ 8： 2013 年 Rosneft が買収。Block-21 については 2009 年 9 月に契約調印後、12 月に同社は Zarubezhneft を 51％ファームインさせ

ようとしたが、政府の承認は得られず。
出所：筆者作成

表5 トルクメニスタンにおける外資参入状況 アシガバットにある ITERA 社屋
（石油会社として CNPC に次ぐ規模）写11

出所：筆者撮影
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3. 輸出ルートの構想：実現性と課題

（1） トルクメニスタンの天然ガスパイプラインインフラ

の現状

　表6および図18にトルクメニスタンで現在稼働する輸
出天然ガスパイプラインをリスト化した。現状から読み取
ることができるのは当然ながら東部および東南部のガス田
地域においてソ連時代から、また中国の進出によってイン
フラが整備されていること、そして、ダウレタバットといっ
た巨大ガス田（可採埋蔵量41Tcf）は、イラン国境にも近接
しており、アムダリア堆積盆地については3方向（ロシア、
中国およびイラン）へのルートが成立していることである。
また、西部にはCAC-3とイラン向けの南北をつなぐパイプ
ラインがあるが、容量は依然少なく、陸上だけでなくカス
ピ海オフショアの鉱区開発が進めば増強する動きも出てく
ることが見込まれる。更に後述するようにこの東西ガス田
地帯およびインフラを接続することでテヘランを含むイラ
ン北部の需要地やカスピ海を隔てたアゼルバイジャンにつ
なぎ込むといったさまざまな構想が出てくるのは、当然の
帰結とも言えるだろう。

（2）新たな輸出ルート構想

　トルクメニスタンには現在三つの輸出ルートがある。

　─ロシア向け（65Bcm）：ソ連時代から続くインフラ
　─ イラン向け（20Bcm）：1997年（西部：Kurdkui向け）、

2010年（東部：Serakh向け）稼働開始
　─中国向け（30Bcm）：2009年稼働開始
である。総量115Bcmの輸送インフラが存在する。そして、
更に現在政府が検討しているプロジェクトが二つある。すな
わち、TAPIパイプラインおよび東西パイプライン構想である。
　2013年10月、トルクメンバシ近郊の観光経済特区ア
ワザで開催された第5回国際投資会議でTurkmengasが
行ったプレゼンテーションでは注力する分野・事業とし
て、東西パイプラインおよびTAPIパイプラインの両構
想が、ガスケミカル事業（GTL、ガス加工・製品生産お
よびヘリウム生産）と並んで発表された。2009年に同国
を訪問して同社のプレゼンテーションを聞いた際には
Nabuccoが盛り上がっていた背景もあり、供給ルートと
して欧州向けを指向するカスピ海横断パイプライン構想
の紹介に時間が割かれていたのと比較すると、4年たっ
た今、同社の資料にカスピ海横断パイプラインやロシア
向けを増強する沿カスピ海パイプラインの姿がなかった
ことは極めて印象的であった。
　ここでは同社のプレゼン資料を引用しながら、今後も

アムダリア河

66
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34
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Bagtiyaryk 鉱区Bagtiyaryk 鉱区

Yashlar
Shatlyk

南Yoloten-Osman
（Galkynysh）

Dawletabat

Samandepe

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

IRAN

油田

ガス田

外資参入の鉱区位置図図17

出所：JOGMEC
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構想としてはまだ存在していくであろうカスピ海横断パ
イプラインプロジェクトも含め、計画・構想中の全ての
プロジェクトを俯瞰したい。

①東西パイプライン/East-West Gas Pipeline
　 　東西（East-West Gas Pipeline）パイプラインは図19

のように、国内に敷
ふ せ つ

設される計画であり、厳密には輸
出ルートではないが、東部の巨大ガス田からの輸出ポ
テンシャルを高めるために構想されているものであ
る。またTurkmengasが注力し輸出ルートの開拓に活
用しようとしている背景から本章で取り上げる。これ
は、2010年5月にベルディムハメドフ大統領自らが

＊： Central Asia Center/СредАзия Центр газопроводы
＊＊： Khiva（ヒヴァ）はサマルカンド・ブハラと並んで観光地としても有名だが、トルクメニスタンとの国境沿いにあり、天然ガス

パイプラインが南方を大動脈となって通っている。
＊＊＊： 従前はウズベキスタンからのガス輸入に使用していたものを現在は輸出に使用している。
出所：筆者まとめ

表6 既存輸出パイプライン一覧

パイプライン 距離（国内） 管径（mm） 容量 現状

ロシア（ウズベキスタン・カザフスタン経由）向け

①CAC＊-1（Dawletabat～Shatlyk～Khiva＊＊） 574㎞ 1,420×2

45Bcm 稼働中②CAC-2（Khiva～Beyneu） 186㎞ 1,420×3

③CAC-4（Khiva～Kungrad） 230㎞ 1,220×2

④ブハラ～ウラル（Dawletabat～Orsk） 118㎞ 1,020×2 15Bcm 逆送＊＊＊

ロシア（カザフスタン経由）向け

⑤CAC-3（Ekelem～Bekdash） 540㎞ 520・720 4.5～5Bcm 逆送

中国向け

⑥トルクメニスタン～中国（国内：Malai～Bagtiyalyk） 188㎞
（中国まで1,818㎞） 1,420 30Bcm 稼働中

イラン向け

⑦Korpedzhe～Kurdkui 135㎞ 1,020 8Bcm 稼働中

⑧Dawletabat～Serakhs～Khangeran 30.5㎞ 1,020 12Bcm 稼働中

AFGHANISTANAFGHANISTAN

ARMENIAARMENIA

AZERBAIJANAZERBAIJAN

PAKISTANPAKISTAN

RUSSIARUSSIA

GEORGIAGEORGIA

UKRAINEUKRAINE

INDIAINDIA
NEPALNEPAL

CHINACHINA

IRANIRAN
IRAQIRAQ

JORDANJORDAN

ISRAELISRAEL

SYRIASYRIA

LEBANONLEBANON

KAZAKHSTANKAZAKHSTAN

KYRGYSTANKYRGYSTAN

TAJIKISTANTAJIKISTAN
TURKEYTURKEY

TURKMENISTANTURKMENISTAN

KUWAITKUWAIT

UZBEKISTANUZBEKISTAN

New-Delhi

Lahore

Fazilka

TehranTehran

BagdadBagdad

BakuBaku
ErevanErevan

TbilisiTbilisi

AshgabatAshgabat
MaryMary

TurkmenbashiTurkmenbashi
BelekBelek

BalkanabatBalkanabat

KulsaryKulsary

Aleksandrov-GaiAleksandrov-Gai

NekaNeka KurdkuiKurdkui

OkaremOkarem KorpedzheKorpedzhe

TabrizTabriz

ErzurumErzurum

CAC-1・2・4
45BCM
CAC-1・2・4
45BCM

Bukhara-Ural
15BCM
Bukhara-Ural
15BCMCAC-3

4.5~5BCM
CAC-3

4.5~5BCM

Korpedzhe~
Kurdkui

8BCM

Korpedzhe~
Kurdkui

8BCM
Dawletabat~Serakhs

~Khangeran
12BCM

Dawletabat~Serakhs
~Khangeran
12BCM

トルクメニスタン～中国(ABC)
30BCM

トルクメニスタン～中国(ABC)
30BCM

1 2 3

4

5

6

7
8

500 1,0000km

57%26%

17%

既存輸出パイプライン位置および国別輸送容量図18
出所：JOGMEC
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決定した国家プロジェクトで、全長800㎞（近郊マルィ
市のシャトルィク〈ガス田〉を基点にアハル州ベレクを
結 ぶ 計 画 ）、 管 口 径 は 1,420mm、 年 間 輸 送 量 は
30Bcm、総工費は20億USDと想定されている。操業
開始は2015年6月を予定しているが、2010年立ち上
げ当初も800㎞の陸上（かつ土漠）パイプラインの建設
に5年を見込んだ背景には、果たしてNabuccoパイプ
ラインプロジェクト実現の見極め、カスピ海横断パイ
プラインに対する欧米諸国を含む関係国の出方を気長
に見るという目的があったと考えられる。

　 　Nabuccoパイプラインが敗退し、図14のとおり、
欧州向け南回廊プロジェクトがロシア産ガス（South 
Stream）とアゼルバイジャン産ガス（シャフ=デニー
ズ）となる公算が大きい現在では輸送ベクトルは欧州
ではなく、既存パイプライン（南北に向かうロシアお
よびイラン向け）への供給補完という位置づけになっ
てくるだろう。

② TAPI（トルクメニスタン～アフガニスタン～パキス
タン～インド）パイプライン

　 　2006年5月、インド政府がTAPIパイプライン計画
への参加を正式表明し、プロジェクトの実現に向けて
大きく前進したが＊30、その後しばらくは大きな動きは

なかった。2010年5月、ベルディムハメドフ大統領が
インドを訪問し、インド政府とTAPIパイプラインプ
ロジェクトについて、また、トルクメニスタンの陸上
ガス鉱床開発へのインド企業の参加等の協力拡大につ
いて協議を行い、インド政府はトルクメニスタンに対
して、ガス供給が保証されれば、同国内に石油化学工
場を建設することを提案している。2012年5月、イン
ドの国営ガス会社GAIL（Gas Authority India Limited）
がTurkmengasとの間でTAPIパイプライン経由での
天然ガス売買契約に調印し、更にアジア開発銀行（同
銀行は2002年に既にアシガバットにTAPI計画に関す
る事務局を開設している）も支援を表明し＊31、2012年
以降実現に向けて活発な活動を展開している（表7）。

　 　同プロジェクトは1990年代前半に米国Unocal（現在
Chevronに合併）が主導する形で構想（CentGas〈Central 
Asia Gas Pipeline〉プロジェクト/日本企業も伊藤忠商
事株式会社およびINPEX〈当時のインドネシア石油株
式会社〉が参画）が練られたのが最初だが、ソ連軍撤退
後、長期化したアフガニスタン紛争（1989年～ 2001年）
とターリバーン政権の樹立、米国・NATOによる同時
多発テロ事件に対する攻撃による混乱によって塩漬けと
なった。その後、2002年にトルクメニスタン、アフガ
ニスタンおよびパキスタンがパイプライン建設に関する

東西パイプライン計画（全長 800㎞ /30Bcm）図19

出所：Turkmengas（第 5 回国際投資会議 @ アワザ〈2013 年 10 月〉）

КС «Шатлык»КС «Шатлык»

КС «Белек»

Длина проектируемого газопровода ≈800 км
Проектируемые объемы поставляемого
газа 30 млрд/ м³ в год

Восток-Запад:
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政府間合意に署名し、上述のように2006年にはオブザー
バーだったインドも2012年に参加を表明、同国は第13
次五カ年計画で2017年から2018年にかけて輸入を見
込んでいる＊32。依然通過国の治安情勢という問題と山
岳地帯を通るパイプラインとして技術上の問題もあり、
具体的な着工開始時期は明確になっていない。

　 　供給ガス田はダウレタバット・ガス田で、トルクメ
ニスタン国内200㎞、アフガニスタン国内735㎞、パ
キスタン国内800㎞を結んで、インド・パンジャーブ
州ファズィルカ（人口7万人弱）に到達するのが最新の

計画となっており、総事業費は現時点で76億USDと
見積もられている。

　 　政府間で合意はしているが、牛歩のように進むプロ
ジェクトの背景には誰が資金を提供し、世界で最も紛
争リスクの高い地域の一つを通過するパイプラインに
事故が起きた場合に誰が損害を補償するのか（できる
のか）という点が明確になっていないからであること
は明らかだ。また、インドとパキスタンにはイランか
ら天然ガスを輸入するIPI（イラン～パキスタン～イ
ンド）パイプライン計画もある上、パキスタンでも国

＊：Inter State Gas Systems  Limited（パキスタン政府 PL 公社）
＊＊：Gas Authority of India Limited（インド政府ガス加工販売会社）
＊＊＊：Afghan Gas Corporation（アフガニスタン政府ガス公社）
出所：アジア開発銀行資料（トルクメニスタン国際石油ガス会議 2013 年）

表7 TAPI パイプライン構想をめぐるアジア開発銀行の関与する活動

年　月 合意内容

2004年9月 FS実施（アジア開発銀行主導、英国コンサルタントPenspen）

2008年7月 再FS実施（同上）

2010年12月
Gas Pipeline Framework Agreementに関係国合意 

Intergovernmental Agreementに関係国合意

2012年5月
Turkmengasとパキスタン（ISGS＊）がガス販売契約を締結

Turkmengasとインド（GAIL＊＊）がガス販売契約を締結

2012年9月 投資家に対する国際説明会実施

2013年7月 Turkmengasとアフガニスタン（AGC＊＊＊）がガス販売契約を締結

2013年11月 関係機関（Turkmengas、AGC、ISGSとGAIL）およびアジア開発銀行間で「TAPIガ
スパイプラインに関するアドヴァイザリ・サービス契約」に合意

TAPI パイプライン計画（全長 1,735㎞ /30Bcm）図20

出所：Turkmengas（第 5 回国際投資会議 @ アワザ〈2013 年 10 月〉）

Galkynysh

Fazilka

Т А П И:
Длина проектируемого газопровода

-1735 км
Проектные объемы поставляемого
газа -30 млрд/ м³ в год
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内ガス田の開発が進み、最大需要地となる見込みのイ
ンドでもベンガル湾で新規ガス田が発見される等＊33

異なった事象もプロジェクトを主体的・積極的に進め
る原動力を欠く状況を生み出す要因となっている。

③ カ ス ピ 海 横 断 パ イ プ ラ イ ン /Trans-Caspian Gas 
Pipeline

　 　トルクメニスタンとアゼルバイジャンをカスピ海を
横断する天然ガスパイプラインで結ぶもので、1990
年代後半、米国が主導する形で構想が練られ始めた。
当時は、ロシアとトルコが1997年に合意し、2003
年から稼働を開始した黒海を渡る天然ガスパイプライ
ンプロジェクトBlue Streamに対する対露対案として
検討されたものだった。計画ではカスピ海にトルクメ
ニスタン・アゼルバイジャン間を結ぶ260㎞のパイプ
ラインを敷設し（深度200 ～ 300m）、年間30Bcmの

容量でBTE（バクー～トビリシ～エルズルム）パイプ
ラインに接続する計画で、米国政府もFSに対して75
万USDを供与した。

　 　1998年10月にはトルクメニスタンとトルコ首脳の
間で年間30Bcmの供給（うち、16Bcmがトルコ向け、
14Bcmが欧州向け）に関するフレームワークアグリー
メントを締結し、1999年5月にはトルコ国営の原油
天然ガス輸送会社Botasとの間で16Bcmの年間供給
に関して合意している（現在も同契約は効力を持って
いると見られている）。

　 　しかし、1999年にアゼルバイジャン・シャフ=デニー
ズ構造に対する試掘で期待された石油ではなく、ガス
鉱床であることが分かるとアゼルバイジャンは供給容量
を増加して、90：10から50：50とすることを要求し、
既にGE、BechtelおよびShellによるパイプライン建設
コンソーシアムも構成されていたにもかかわらず、サス
ペンドとなった。

　 　2006年初頭、EU、米国がカザフスタンも参加国に
加えることを提案し、同プロジェクトを再度盛り上げ
ようとする。その背景にはNabuccoプロジェクト推
進とロシア迂回ルートの推進があるわけだが、輸送
ルートをロシアに依存するカザフスタンもカスピ海横
断パイプラインプロジェクトに対して強い関心と支援
の姿勢を示していると言われている。

　 　他方、ロシア迂回ルートの構築と欧州市場へのアゼ
ルバイジャン・トルクメニスタン産ガスの侵食を防ぎ
たいロシアは、この構想の実現に対しては当然ながら
反対の立場であり、South Stream同様に競合するプロ
ジェクトを通してさまざまな影響を及ぼそうとするだ

ARMENIAARMENIA

AZERBAIJANAZERBAIJAN

GEORGIAGEORGIA

TURKMENISTANTURKMENISTAN

UZBEKISTANUZBEKISTAN

BakuBakuErevanErevan

SupsaSupsa TbilisiTbilisi

AshgabatAshgabat

TurkmenbashiTurkmenbashi
BelekBelek

BalkanabatBalkanabat

NekaNeka KurdkuiKurdkui

OkaremOkarem KorpedzheKorpedzhe
TabrizTabriz

5000km

カスピ海横断パイプライン図21

出所：JOGMEC

「TAPIガスパイプラインに関するア
ドヴァイザリ・サービス契約」調印式

（2013年11月19日）
写12

出所：筆者撮影
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ろう。また、カスピ海の領海問題もあり、アゼルバイジャ
ン・トルクメニスタン間の国境問題、更にはイランも
含めた領海合意が必要となる可能性もある＊34＊35。

　 　容量は26 ～ 32Bcmを予定し、シャフ=デニーズ第
2フェーズの生産開始となる2017年を目指す計画であっ
たが、Nabuccoプロジェクトの縮小と撤退により、今
なおプロジェクトの実現性に見通しは立っていない。

④沿カスピ海パイプライン（CAC-3増強）
　 　2007年5月、ロシア、カザフスタンおよびトルクメニ

スタンの首脳で合意し、12月に署名された既存パイプ
ライン（CAC-3）を改修・増強する計画。トルクメニスタン・
ベレクを基点としてカザフスタンを経由し、ロシアのア
レクサンドロフ・ガイまで1,700㎞のパイププラインを
敷設し、トルクメニスタンが10Bcm、カザフスタンが
10Bcmの天然ガスをロシアに供給し、ロシアは引き取
ることを保証する内容だった。また、2008年7月には
Gazpromのミレル社長とトルクメニスタンのベルディム
ハメドフ大統領が更なる容量の増強（10Bcm→30Bcm）
とプロジェクトへの投資に合意している。

　 　当初は2009年第2四半期に着工し、2010年内には
完成する計画だったが、2008年のリーマンショックに
端を発する経済危機によって、欧州の需要も減少、ロ
シアはトルクメニスタンの天然ガスに急速に関心を
失 っ て い っ た。 そ う し た さ な か、2009 年 4 月 に
GazpromおよびTurkmengas間のパイプ送圧の連絡ミ
スが原因と言われるパイプライン爆発事故が発生し、
双方で非難の応酬となり、CAC-3パイプラインは9カ
月間の運転停止に追い込まれ、同パイプラインの増強・
改修は宙に浮いた状態が続いている。

4. 結び：20XX年、トルクメニスタンの天然ガスは海を越えるのか

　これまでトルクメニスタンについて周辺国との関係と石
油天然ガス分野、特に同国が保有する世界第4位の天然ガ
ス埋蔵量をめぐってどのような動きが展開されてきたかを
概観してきた。本稿を書くきっかけとなったのは冒頭に述
べた弊機構とTurkmengasが進めるGTL事業化に関する
協力関係を維持するなかで、同国の情報が非常に不足し
ており、これだけの埋蔵量を有しながら、情報としてこの
中央アジアの「真空地帯」を探検し、自らも勉強しなければ
ならないと思ったからであるが、このようにまとめてみる

と、大きな出来事はまさにこの10年もたたないうちに起
こっていることに気づく。そして、中欧露という三つの勢
力のなかでトルクメニスタンのベクトルは常に輸送ルート
を多角化することを指向しており、そのことを理解しなけ
れば同国との政府間協力からビジネスチャンスに至るま
で、日本（外資）がどのように接するべきなのかという視座
は見えてこないということを改めて痛感している。
　ソ連解体から20年を経ずにイラン、中国と輸送ルー
トを拡充してきたことは他のCIS諸国と比較して、この

KAZAKHSTANKAZAKHSTAN

TURKMENISTANTURKMENISTAN

UZBEKISTANUZBEKISTAN

BakuBaku

AshgabatAshgabat

TurkmenbashiTurkmenbashi
BelekBelek

BalkanabatBalkanabat

KulsaryKulsary

Aleksandrov-GaiAleksandrov-Gai

NekaNeka KurdkuiKurdkui

OkaremOkarem KorpedzheKorpedzhe

5000 km

沿カスピ海パイプライン図22

出所：JOGMEC
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国がロシアに次いで供給ルートの多様化を進めてきた優
等国であったと言うことができるだろう。ただし、これ
まで俯瞰したとおり、その道のりは平坦ではなく、カス
ピ海という「閉ざされた海」の外へのアクセスが制限され
た「内陸国」であるが故に、Nabuccoプロジェクトのよう
にロシアやアゼルバイジャンという供給国との競争があ
り、TAPIパイプラインプロジェクトのように通過国の
地政学的リスクに晒

さら

され、事業（ビジネス）として進める
ことが容易でないという問題に直面している。
　一方、そこには確固たる埋蔵量があり、非常に生産コ
ストの安い天然ガスが膨大にある。言い換えれば残る問
題は輸送ルートの構築だけであり、供給国であるトルク
メニスタンと通過国、事業化を進める主体が相互利益を
見出しビジネスとして合意することができれば（例えばト
ルクメニスタン～中国パイプラインのように合意から2年
という短時日で）あっという間に進む可能性も秘めている。
　そこで、結びに代えて暴論となることは覚悟の上で、
20XX年、トルクメニスタンの天然ガスが海を越えるシ
ナリオについて考えてみたい。

仮説①：�イラン経由オマーンLNG・カルハットLNGプ
ロジェクトへの供給（表8）

　まさに暴論という言葉が読者の方から聞こえてきそう
だが、トルクメニスタン政府にとってイランは隣国であ
り、最もインフラの整った外洋への最短ルートである。
現在世界第1位の天然ガス埋蔵量を誇る国であり、トル
クメニスタンガスの需要者であるイランとの関係をトル
クメニスタンも重要視している。またオマーンLNGは日
本に入ってくるLNGのうち、実績として現在の高油価の
下でも最も安価であることが知られているが、更にホル

ムズ海峡の外にあり、安全保障面でも日本にとって重要
なプロジェクトと言える。もちろんオマーンで開発が進
み追加埋蔵量が期待できる等、既存のプロジェクトを温
存するなら、わざわざトルクメニスタンガスを入れる必
要はないというのは正論だろう。重要な点は、それでも
トルクメニスタンが豊富な埋蔵量と安価なリフティング
コストを背景に、低廉な天然ガスを自前で供給するとい
う方策に出た場合である。トルクメニスタンにとっては
LNG市場への参入による供給源の多角化につながり、オ
マーン政府・プロジェクト主体にとっては既存インフラ
を更に活用し継続的な収益を見込むことができる。
　他方、本稿執筆前の2013年8月にはオマーンのカブー
ス国王がイランを訪問し、ロウハーニ新大統領、ハメネ
イ最高指導者らと会談、イランからオマーンに対し
2015年から25年間天然ガスを輸出する覚書に調印して
いる。オマーンはLNG輸出国ながら急速な国内需要増
に対応して、2008年からはカタールからドルフィン・
パイプラインを通じて天然ガスを輸入する売買契約に調
印し、現在、追加供給源を求めていると言われている＊36。
したがって、現時点では世界最大の埋蔵量を持つイラン
に先

せんべん

鞭を付けられた形で、トルクメニスタン産ガスが入
り込む余地はないというのが現実的な見方である。しか
し、いかにトルクメニスタンが外洋へのアクセス・LNG
貿易を重視し、通過国であるイランとオマーンに対して
有効な条件を提示できるかどうかが、事態を変えるワイ
ルドカードになるのではないか。
　仮にトルクメニスタンがそのような方向に進み、そう
した仮想が現実となった場合には2020 ～ 2025年にか
けて構想が浮上する可能性があるかもしれない。

出所：筆者作成

表8 イラン経由オマーン LNG・カルハット LNG プロジェクトへの供給

トリガーとなる事象

◦ オマーンでの天然ガス生産減退
◦ 国内需要の増加 ⇔

トルクメニスタン天然ガスのメリット（低廉なフィード
ガス価格）を出せるか
イラン経由、またはイラン産ガスとのスワップとなる以
上、イランの陸上ガス田の供給も

◦ イラン南北（1,500㎞）、ホルムズ海峡縦断（400
㎞）パイプラインの建設によるホルムズ海峡迂回
LNGの重要性を特にバイヤーが理解

⇔
中東周辺国、米国、イランのLNG指向を抑えて協力が可
能か
パイプライン敷設はトルクメニスタン負担が前提

◦ オマーンLNGバイヤー（日本等）がトルクメニス
タンで上流参画、イランでパイプライン参画 ⇔ イラン情勢の軟化が前提

その他、同仮説に付随する事象

ホルムズ海峡を迂回するLNG供給を維持
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仮説②：�イラン既存陸上パイプライン（Korpedzhe ～
Kurdkui ～トルコ国境～ Erzurum）の増強・
新設（表9）

　既にイランからトルコへは小規模ながらパイプライン
が敷設されており、カスピ海沿岸を経由する形でそのパ
イプラインを増強することは可能ではないか。イランの
天然ガス埋蔵量は南部に集中しており、1997年、2010
年とトルクメニスタンがイラン北部に天然ガスを供給し
ているように（ただし、イラン向け価格は安く、契約更
改で折り合わずトルクメニスタンが供給を止めた経緯が
ある）、テヘランを中心に更にイランへ天然ガスを供給
しつつ、トルコへの供給も目指す。このような仮想が現
実となるにはトルクメニスタンが主導する形でトルコ、
イランと協議を重ねる必要があるが（トルコ、イランと
も受け手）、言い換えればトルクメニスタンが魅力を見
出せば、その増強の期間を2年と見ても2015年には動
き出す可能性がある構想となり得る＊37。

仮説③：カスピ海横断パイプラインの実現（表10）
　これらトリガーとなる事象を見ると、カスピ海横断パ
イプラインはトルクメニスタンの天然ガスを輸出するの
に最もイメージしやすいプロジェクトでありながら、そ
の実現には関係国の思惑が複雑に絡み合い、実現を困難
なものにしていることが分かる。特にロシアはトルクメ
ニスタンの天然ガスがアゼルバイジャン同様に欧州へ流
れることを許さないであろうことはSouth Streamを
執
しつよう

拗に進め、遂にNabuccoを締め出したことからも明
らかだ。そこで、トルクメニスタンの上流権益をロシア
企業（Gazprom）が獲得することができたと仮定すれば、
若干話は変わってくるだろう。いずれにしてもシャフ=
デニーズ第2フェーズの生産が減退するか、不測の事態
でアゼルバイジャンのガスがまさに「露」と消えない限り
は動き出さない仮説である。

仮説④：�GTL技術活用による付加価値製品化→国内から
の余剰をカスピ海内航タンカー等で輸出（表11）

　天然ガスの輸出方法がパイプラインかLNGか、また
は製品化（GTLやガスケミ製品）したものとなる以上、
また現在注目されているGTL技術に着目するのは自然
な流れであり、既述のように、弊機構もTurkmengasと
ともに現地で日本のGTL技術を活用した事業の実現に
向けて動いている。まずはトルクメニスタンの国内需要
向けとして始まるが、巨大ガス田を有し、規模の経済性
から考えれば供給量は増加していくことが見込まれ、国
内需要を満たした後は周辺国市場、そしてカスピ海内航
タンカーを活用してアゼルバイジャン、ロシアから黒海
へと搬送する構想も出てくるだろう。プロジェクトの
フェーズから見れば、10年以内にはそのような構想が
立ち上げられる可能性は十分にある。

　大分長くなってしまったが、トルクメニスタンという
国の活発な最近の動静について、また、どのような課題
があり、どう関与することが可能なのか、模索を重ねつ
つできるだけ多くの情報を盛り込もうと努めてきた。読
者の方の一助として本稿が役に立つのであれば幸いであ
る。上記仮説も含め、ぜひご意見・ご叱正をいただける
のであればいつでもお知らせ頂きたい。
　本稿執筆にあたっては、次の先輩諸氏のご助言とその
知見に頼りながら、推敲を重ねた。双日株式会社アシガ
バット事務所長・河野立哉様、株式会社双日総合研究所・
伊澤遼子様には現地での貴重な情報を共有頂いた。また、
日頃からさまざまなアドバイスと貴重なご意見を頂いて
いる一般社団法人ロシアNIS貿易会・輪島美樹様、日揮
株式会社・加藤資一様、伊藤忠商事株式会社・杉浦敏廣
様の各氏にこの場を借りて深く感謝の意を表したい。

出所：筆者作成

表9 イラン既存陸上パイプライン
（Korpedzhe ～ Kurdkui ～トルコ国境～ Erzurum）の増強・新設

トリガーとなる事象

◦ イランとの増強合意 ⇔ イラン情勢の軟化

◦ トルコとの 2 国間協力（トルコとトルクメニスタ
ンは外資導入で最も良好な関係を構築している） ⇔ トルコ国内需要向け。アゼルバイジャン産ガスは

TANAP・TAP で南欧へ

◦ 欧州の判断 ⇔ イラン情勢の軟化が前提

◦ トルクメニスタンがイランへ安価な価格で供給 /
増強コストも負担 ⇔ イランはタリフ収入を得るか、ガス収入を得るか

その他、同仮説に付随する事象

カスピ海領海問題に触れず、関係国の調整が可能
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＊1：  国境なき記者団HPより　http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054
＊2：  「中立の塔」は1995年、永世中立国と国連から承認された記念に建造され、天辺に太陽を向くように動くニヤゾ

フ大統領（当時）の黄金像を戴く塔だったが、ベルディムハメドフ現大統領により、2012年、新市街中央から郊
外へ移設されている。 

＊3：  現在は市民は安価に入手できるパラボラアンテナを設置し（写1）、トルコ・ロシア等の放送を受信・視聴している。
＊4：  現地での聴取。2012年7月からトラック、バス、トラクター所有者へのガソリン配給は廃止され、全面廃止の

動きもある。市内ではガソリンはリッター 20セント余りで販売。
＊5：  他方、ヒューマンライツウォッチは数百名に上るトルクメニスタン人が、政治的動機に基づくと見られる容疑で、

刑務所で服役中であり、人権活動家の釈放や同組織を含む人権組織に対してこれまで門戸を閉じたままであり、
同国への訪問ができていないことへの改善を求めている。　http://www.hrw.org/ja/news/2009/12/15

＊6：  外務省HPより　http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page18_000046.html
＊7：  http://mainichi.jp/select/news/20130830k0000m030045000c.html
＊8：  http://jpn_cpc.people.com.cn/65012/8389778.html
＊9：  トルクメニスタン政府HPより　http://www.tur㎞ enistan.gov.tm/_eng/?id=2664
＊10：  外務省および内閣広報室HPより　http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page4_000178.html
＊11：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「アゼルバイジャンShah Denizガス田で追加埋蔵量を発見」（2008年1月9日）古幡哲也
＊12：  「石油大国ロシアの復活」（2005年/本村眞澄著p235 ～ 239）
＊13：  Dr Elshan Alekberov, ‘Overview of Recent Political and Economic Developments in Tur㎞enistan’, October 2008
＊14：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「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」（2011年8月

16日）古幡哲也
＊15：  JOGMEC石油天然ガスレビュー・Topics「中国：見切り発車か?　第2西気東輸パイプライン着工」（2008.5 

Vol.42No.3）竹原美佳
＊16：  http://www.china-news.co.jp/node/47013

<注・解説>

出所：筆者作成

表10 カスピ海横断パイプラインの実現

トリガーとなる事象

◦ アゼルバイジャンで不測の供給途絶 ⇔ 代替供給源としてはロシア、次にトルクメニスタン

◦ ロシアがトルクメニスタンの供給ソース（ガルクィ
ヌィシュガス田）の上流権益を獲得 ⇔

欧州市場に新たなプレ－ヤーが増えることを許さない
ロシアにとって、トルクメニスタンのガス田の権益を
得ることは自国利益を維持することを可能にする

◦ カパズ油田はじめ領海問題に対して、いずれか
の国が譲歩（もしくは共同開発を持ち掛ける） ⇔ アゼルで供給途絶が起きない限りはトルクメニスタン

からの譲歩となるだろう

◦ パイプライン建設主体（資金）は TANAP 陣営に
Turkmengas が参画 ⇔ 東西パイプラインはセット。トルクメニスタン国内の

費用は自国負担。カスピ海以降は外資か

その他、同仮説に付随する事象

イランの強硬な反対が出てくる可能性が極めて高い

出所：筆者作成

表11 GTL 技術活用による付加価値製品化→国内からの余剰をカスピ海内航タンカー等で輸出

トリガーとなる事象

◦ Turkmengasによる安価なフィードガス価格への
理解 ⇔

トルクメニスタンの安価なガスの有効利用策として、
GTLによる高付加価値化が可能。液体燃料としての利用
に加え、ナフサ等の化学工業原料を供給するGTL技術は
化学関連国内産業の創出にもつながる

その他、同仮説に付随する事象

周辺国の製品需要に対して巨大ガス田を背景に供給センターとなる可能性
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＊17：  http://www.gazprom.ru/about/production/projects/east-program/
＊18：  例えばロシア第2位の規模のLUKOILには独自のマーケティング部門がある。筆者がグープキン記念国立石油

ガス大学留学中にこのスキームの非効率性の是非について議論した際には、教授陣からは「アウトソーシング」
であり、例えばCIS諸国への販売リスク（不払い）を回避する手段であるという見方もあったことを付記する。

＊19：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「ロシアとウクライナとのガス係争と中央アジアの動き」（2008年4月16日）本村眞澄
＊20：  トルクメニスタン政府統計では2006年からウクライナへの輸出がなくなるが、本文で述べたように、正確に

はウクライナ向けの天然ガス販売がロシアへと切り替わるのは2008年以降と思われる。
＊21：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「トルクメニスタンへの国際石油企業・外国政府からのアプローチが活発化」

（2011年8月16日）古幡哲也
＊22：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「トルクメニスタン/南ヨロテン-オスマン・ガス田の埋蔵量が膨大なものとな

る見込み」（2008年11月14日）古幡哲也
＊23：  http://www.ogj.com/articles/2011/10/gca-tur㎞ enistans-iolotan-gas-field-is-worlds-second-largest.html
＊24：  http://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMVgroup/press-room/press-releases/!ut/p/b1/04_

SjzQ2NTGxsDQzNtaP0I_KSyzLTE8syczPS8zRD07NA4lFmcUb-JtaBHo5Ohu5Grh7evh6GHoaGkCAvp9Hfm6qfm
5koCIATzZ-Bg!!/dl4/d5/L0lJSklKQ2dwUXBSQ2dwUXBSQ2dwUXBSQ2dwUXBSSkEhL1lOWU1BQUFJTUVBQ
UFFRUVDS0dLR09LT0NLQkpCSkZCRkNCTkRORExOTENOSFBIUEFuQWlISW9NRUEhIS80SmtHUW9RcE1
oVERVSTFLT1FveHFjYWduSVVrMUZOVFRrS0dhbG1vNThnIS9aNl9NMDlIRklVMlVBNEkwQlI1NkJGMDA
wMDAwMC9aN19NMDlIRklVMlVBNEkwQlI1T0c0MTAwMDAwMC9QT1JUTEVUX0FSRzEvc2l0ZS9PTVZf
Q29ycG9yYXRlL1BPUlRMRVRfQVJHMi90ZW1wbGF0ZW5hbWUvU2ltcGxlX0FydGljbGUvUE9SVExFVF9BUk
czL3N0eWxlcy9zdHlsZV9sZWVyL1BPUlRMRVRfQVJHMC9jb250ZW50aWQvMTI1NTc1MzY5Mjk0Ni9Ib21l/

＊25：  JOGMEC石油天然ガス資源情報：「ロシア/トルコ：サウス・ストリームとナブッコが並立、一体化への布石か」
（2009年8月10日）本村眞澄

＊26：  http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1358139840
＊27：  他方、現地での聴取では過去アルゼンチンの石油開発会社Bridas Corporationが1990年代後半、陸上アムダリ

ア堆積盆地に参入したことがあったが、その際のPS契約がトルクメニスタンに不利な内容であったことが当初
政府には分からず、両者がもめた結果、最終的に国際調停に持ち込まれ、アルゼンチンサイドが勝訴したものの、
政府からの査証発給手続き等の露骨な嫌がらせを受けて、結局撤退せざるを得なかった事例があったという話
があった。政府はPS契約には厳しくなり、外資は投資に躊

ちゅうちょ

躇するようになった出来事として記憶にとどめてい
ると言われている。

＊28：  http://www.itera.ru/isp/eng/index/1/9/
＊29：  塩原俊彦著「ロシア資源産業の『内部』」（アジア経済研究所/2006年/P57 ～ 60）
＊30：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「インド：インド政府はトルクメニスタンからのパイプライン・ガス輸入計画

（TAPI）への正式参加を表明;しかしパイプライン・ガス輸入見通しはなお不透明」（2006年5月31日）坂本茂樹
＊31：  http://www.adb.org/news/historic-agreements-bring-long-awaited-tapi-pipeline-closer-reality-jp
＊32：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「インド天然ガス最新事情：ガスがより重要視され、需要が増え続ける状況に

どう対応するのか」（2013年9月19日）片山治
＊33：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「インド：東海岸深海の大ガス田発見によるガス事情見通しの変化」（2006年7

月19日）坂本茂樹
＊34：  JOGMEC石油天然ガスレビュー・Topics「トルクメニスタン/アゼルバイジャン：カスピ海Kapaz油田の領有

権問題について」（2007.11Vol.41No.6/古幡哲也）
＊35：  JOMEC石油天然ガスレビュー「カスピ海地域のエネルギー開発と輸送-現状と今後の見通し-」（2011.7Vol.45No.4/

篠原健仁）
＊36：  JOGMEC石油天然ガス資源情報「オマーンのイランからの天然ガス輸入計画」（2013年10月18日）濱田秀明
＊37：  トルコ国営パイプライン企業Botasの知人からは、同社がイランからのパイプライン増強とトルクメニスタン

産ガスのイラン経由での輸入に対して前向きに検討しているとの情報あり。
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加速する中央アジア産天然ガスをめぐる各国外交参考

時期 関係国 内容

2007 年 5 月 露・カザフスタン・

トルクメニスタン

3 カ国が中央アジア産天然ガスのロシア向け増加を目的にカスピ海沿い

パイプラインの増強に合意。

7 月 中国・

トルクメニスタン

トルクメニスタンからの天然ガス売買および収益配分比率に関する協定締

結（中国 CNPC はアムダリア右岸で探鉱プロジェクトを有する）。

10 月 カスピ海沿岸5カ国 ロシア・カザフスタン・アゼルバイジャン・トルクメニスタン・イラン

が同海域の石油天然ガス資源の利用権が5カ国にあることを確認。

11 月 露・トルクメニスタン Gazprom、トルクメニスタン政府との間で、2008 年以降の天然ガス

価格の値上げに合意（2007 年 100 ドル／千 cm→2008年上半期 130 ド

ル・下半期 150 ドルへ）。

露・イタリア South Stream 天然ガスパイプライン建設のJV 設立に およびGazprom
Eniが合意。

2008 年 1 月 露・ブルガリア South Stream への協力で合意。

露・セルビア South Stream およびセルビア国営石油会社株式のGazpromneft への売

却を含むエネルギー分野での包括的協力に合意。

2 月 露・ハンガリー South Stream への協力で合意。

3 月 中国・

ウズベキスタン

CNPCと国営石油会社 Uzbekneftegaz が天然ガス輸送事業を目的とした

JVを設立。

露・カザフスタン・

ウズベキスタン・

トルクメニスタン

Gazprom 、各国国営石油会社が、2009 年 1 月以降、天然ガス買取価格

を欧州国際価格に引き上げることで合意。

4 月 中国・カザフスタン・

トルクメニスタン・

ウズベキスタン

トルクメニスタンの天然ガスを輸入、第2西気東輸につなぎ込むべく、

CNPC がパイプライン建設に着工。2009 年稼働開始予定。年間輸送量

30 Bcm、総事業費 65 億ドル、全長約 2,000km。

7 月 露・カザフスタン・

トルクメニスタン

メドヴェージェフ大統領両国初訪問。

上述カスピ海沿岸パイプラインの増強について確認。

中国・カザフスタン CNPC と KazMunaiGaz が両国で建設が進む天然ガスパイプライン操業

に係る主要原則協定に調印。

露・中国 副首相級によるエネルギー対話メカニズムの設置に合意。

（第 1 回露中エネルギー会合）

8 月 中国・

トルクメニスタン

胡錦濤主席訪問。トルクメニスタンからの天然ガス輸入量を年間 30Bcm
から 40Bcmに拡大することで合意。

露・中国 メドヴェージェフ大統領訪中。

9 月 露・ウズベキスタン ウズベキスタンから露向けの新規天然ガスパイプライン建設で合意。

10 月 露・中国 温家宝首相訪露。第2回露中エネルギー会合実施。

11 月 中国・カザフスタン CNPC と KazMunaiGaz が両国で建設が進む天然ガスパイプライン敷設

に係る協力拡大の覚書に調印。

トルクメニスタン・

アゼルバイジャン・

トルコ

各国大統領がエネルギー分野の協力について討議。

2009 年 1 月 露・ウズベキスタン メドヴェージェフ大統領初訪問。ウズベキスタンからロシアへの天然

ガス供給を確認。

3 月 露・トルクメニスタン 天然ガスを中心とするエネルギー分野の協力推進で合意。

4 月 露・トルクメニスタン トルクメ産ガス輸送 PL で爆発事故。Gazprom はトルクメニスタンを、

トルクメニスタンは Gazprom をそれぞれ非難。

独・トルクメニスタン 独 RWE がトルクメニスタンと、カスピ海の上流開発および天然ガスの

欧州向け輸出に関する覚書に調印。

… 中国関連 … South Stream関連 … 露中関連 … Nabucco関連 赤文字 … TAP・TANAP

（次ページに続く）
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トルクメニスタン エネルギー輸送サミット開催。中国向け天然ガス供給が 12 月に開始され

ることが言及される。

露・ブルガリア 欧州ガスサミット開催。プーチン首相は突然欠席、シュマトコ大臣は参

加。

South Stream への協力（既存パイプラインの使用方法）で協議・合意。

欧州ガスサミットでシュマトコ大臣は South Stream のガス価格につい

て Nabucco より低い価格を保証すると発言。

5 月

4 月

露・イタリア・ブルガリ

ア・セルビア・ギリシャ

South Stream 容量を 2 倍（31.5Bcm→63Bcm）の増強に合意。通過国

となるブルガリア、セルビア、ギリシャと正式に合意文書に調印。

トルコ・

アゼルバイジャン・

グルジア

プラハで開催の Nabucco 関係国会議でトルコの参加が決定。アゼルバイ

ジャンおよびグルジアが支持を表明。6月末までの合意文書調印を目指す

も、トルクメ、カザフ、ウズベクは署名を見送る。

オーストリア・ハンガリー・
UAE

3カ国の各企業がイラク北部のクルド人自治区から Nabucco向けの天然

ガスを供給する目的でコンソーシアムを設立。

6 月 露・アゼルバイジャン 2010 年 1 月よりアゼルバイジャン産天然ガスの露向け供給に合意。

7 月 トルクメニスタン ベルディムハメドフ大統領が Nabucco へのガス供給の用意があると発

言。

トルクメニスタン・

イラン

供給量を増強する（8Bcm→14Bcm）新規 PL の建設で合意。

伊・ブルガリア・

ギリシャ

3カ国を結ぶ天然ガス PL（IGB）の建設契約に調印。総延長 160km。総

工費 120MMEUR（うち、3分の1を EU が供与）。

トルコ・オーストリア・

ハンガリー・ブルガリア・

ルーマニア

アンカラで5カ国首脳がNabucco の通過協定に調印。ウクライナも参加の

用意に言及（2011 年着工、14 年 21Bcmで稼働予定）。

8 月 露・トルコ プーチン首相、エルドアン首相が会談し、 South Stream のトルコ領海

内での建設に原則合意。

9 月 露・トルクメニスタン メドヴェージェフ大統領がトルクメを訪問し、露Zarubezhneftおよび

ITERA が参画する PS 海洋鉱区の調印式に出席。

10 月 露・中国 ロシア産天然ガス供給に関する包括協定に調印（最終協定は 2010 年締結

を目指す）。

露・セルビア Gazprom、セルビア国営ガス会社 Serbiagas との間で South Stream
建設に関するセルビア国内での JV とガス貯蔵施設建設に関する協定

に調印。

露・トルコ・

アルメニア・

アゼルバイジャン

米、露、EU 外相が見守るなか、国交樹立に関する合意文書に調印。ア

ゼル外務省はこの合意に反発。一方、露はアゼルと 2011年以降、アゼル産

ガスの露供給に合意。

トルコ・イラク 両国首脳がイラクの天然ガスをトルコ経由で欧州に輸送することを含む

広範な関係強化に合意。

11 月 アゼルバイジャン・

ブルガリア

アゼルバイジャンのガスを LNG で黒海経由でブルガリア・欧州に供給す

る計画に合意。

露・オーストリア 両国首脳が South Stream 交渉の早期妥結を目指すことで合意。

露・スロベニア South Stream への協力に合意。

中国・カザフスタン カザフスタン議会はトルクメ～ウズベク・カザフ天然ガス PL に関する中

国との協定を承認。

12 月 中国・トルクメニスタン・

カザフスタン・

ウズベキスタン

4 カ国を跨ぐ天然ガス PL（1,833km／年間 40Bcm）が稼働を開始。

露・トルクメニスタン 両国大統領同席の下、ロシアへのガス供給長期協定に関する合意書に署

（次ページに続く）
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名。2010 年より 30Bcmのガス供給を再開。

伊・露・仏 South Stream への仏 EDF への参加に合意。

2010 年 1 月

12月

アゼルバイジャン・

イラン

アゼルバイジャンSOCARがイラン向け天然ガス供給の短期契約を締結
（0.1Bcm程度）。

露・ハンガリー Gazprom 、ハンガリー開発銀行がハンガリー国内の South Stream 建

設のための JV 設立に関する協定に調印。

露・トルコ 両国首脳がエネルギー分野の拡大に合意。

露・イラン 両国エネルギー省次官が天然ガス開発、共同銀行事業、ガス PL 建設・ス

ワップ取引に関する協力について協議。

2 月 露・ブルガリア・

ルーマニア

Gazpromミレル社長がブルガリアを、メドヴェージェフ副社長はルーマ

ニアを訪問し、South Stream への協力を打診。

3 月 露・クロアチア クロアチアの South Stream への参加に関する MOU に調印。

4 月 グルジア・アゼルバイジ

ャン・ルーマニア

3カ国はアゼルバイジャン産天然ガスをグルジア経由 LNG の形でルーマ

ニアに輸送する AGRI プロジェクト（7Bcm）に関する MOU に調印。

露・オーストリア 両国首脳が South Stream 建設に合意。記者会見でプーチン首相は

Nabucco を名指しで牽制。

Nabucco
コンソーシアム

資材調達に関する入札手続きを発表。

5 月 トルクメニスタン ベルディムハメドフ大統領がトルクメ国内のガス田を東西で結ぶ PL 構

想を発表（30Bcm／全長 900km 程度／工期 5 年）。輸出先として欧州を

示唆。

トルクメニスタン・

インド

ベルディムハメドフ大統領がインドを訪問し、TAPI プロジェクトを含む

天然ガス供給について協議。

6 月 露・ギリシャ Gazprom がギリシャのガス輸送会社 DESFA と JV 設立に合意。

7 月 Nabucco
コンソーシアム

UAE 投資庁出資の IPIC が参加する可能性を示唆。

トルコ・ブルガリア・

ルーマニア・

ハンガリー・オーストリア

Nabucco プロジェクト推進に関する政府間協定に調印。EU 委員会は歓

迎、ロシアはプロジェクトを政治化すべきでないとの声明を発表。

露・ブルガリア South Stream 建設に関する FS の詳細スケジュールに合意。

9 月 グルジア・アゼルバイジ

ャン・ルーマニア

各国石油会社が AGRI 宣言を採択。等分出資で事業会社を設立し、FS の

実施に合意。

トルクメニスタン テュルク語諸国首脳サミットで、ベルディムハメドフ大統領はトルクメ

国内に建設予定の東西 PL は将来 Nabucco に接続と表明。

EU EBRD（欧州復興開発銀行）、EIB（欧州投資銀行）および IFC（国際金融

公社）がNabuccoへの融資（40 億 EUR）検討を開始。

10 月 露・ルーマニア Gazprom とルーマニアの国営ガス会社 Transgaz は技術経済性計算に

関する MOUに調印。肯定的結果の場合には 2011年に政府間協定調印へ。

11 月 露・ブルガリア South Stream 建設のための JV 設立・株主間協定、定款に調印。また、

Gazpromは同PLの総建設費用として155億EUR（黒海部分100億EUR、

陸上部分 55 億 EUR）と試算。

12 月 トルクメニスタン・イン

ド・アフガニスタン・

パキスタン

TAPI 天然ガス PL プロジェクトに関する政府間枠組み等の合意文書に調

印（総工費 76 億 USD／総延長 1,735km／33Bcm ）。

2011 年 1 月 アゼルバイジャン・

イラン

SOCAR がイラン向け天然ガス供給の短期契約を締結（1Bcm程度）。

EU・アゼルバイジャン アリエフ大統領、バローゾ EU 委員長が欧州向け天然ガス輸送に関する

（次ページに続く）
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20XX年、トルクメニスタンの天然ガスは海を越えて輸出されているだろうか？

南回廊 PL（Nabucco を主軸に が候補）TGI／TAP／White Stream／AGRI
の開発宣言に調印。

2 月

1 月

EU・露 プーチン首相とバローゾEU委員長が政府間会合を開催。エネルギー憲章上

の第3次エネルギーパッケージについて協議。最終的には平行線。

露・オーストリア Gazprom、OMVがオーストリア区間のPL 建設のための JV の登記を発表

（既にセルビア、ハンガリー、ギリシャ、ブルガリアではJVを設立済み）。

3 月 露・アルメニア・

アゼルバイジャン

メドヴェージェフ大統領仲介の下、両国大統領はナゴルノ・カラバフ紛

争問題を平和的手段で解決する共同声明を発表。

5 月 Nabucco
コンソーシアム

建設開始を2012年から2013 年に延期し、操業開始は 2017 年になる見通

しを発表。建設費用も当初の 79 億 EUR から 120億～150 億 EUR に膨ら

む見込み。

アゼルバイジャン SOCAR 総裁が欧州向けガス供給ルートは複数存在し、Nabucco だけを

支持することはしないと明言。更にナゴルノ・カラバフ問題に対する欧

州の無関心に疑問を呈す。

6 月 露・中国 ロシアから中国へのガス供給について両国首脳が協議するも、最終的に

合意に至らず（価格差は100USD／千 cm）。

9 月 EU 欧州向け天然ガス PL 建設に関して、アゼルバイジャン、トルクメニスタ

ン両国との条約締結交渉の権限を欧州委員会に付与することを決定。

露・伊・仏・独 South Stream コンソーシアムに独 Wintershall および仏EDF が参加（シェ

アは Gazprom：50%、Eni ：20%、Wintershall：15%、EDF：15%）。

BP アゼルバイジャンから欧州へ天然ガスを輸送する新規 PL 構想

「South-East Europe Pipeline」（SEEP）を発表。

10 月 EU・露 EU は露が提案する South Stream プロジェクト等のエネルギー輸送プロ

ジェクトのための法整備に関する政府間協定に調印することを拒否。

11 月 EU（独・仏・蘭）・露 Nord Stream 開通式典開催。

12 月 ブルガリア South Stream を国家プロジェクトと認定。

露・トルコ トルコのイィルディズ・エネルギー大臣、Gazpromミレル社長がSouth
建設合意に関する協定に調印。Stream

アゼルバイジャン

トルコ

24 日、アゼルバイジャン、トルコ両国政府が TANAP（Trans Anatolian 
PL）建設に関する MOU に調印。

＜参考：オペレータ SOCAR (80%), Botas (15%), TPAO (5%)＞
2012 年 1 月 露 Gazprom ミレル社長が 2013 年着工だった South Stream を前倒しして、

12 月に着工することを発表。最終投資判断は 11 月を予定。

2 月 トルクメニスタン ベルディムハメドフ大統領が 97%の得票率で再選。

アゼルバイジャン・BP BP はシャフ = デニーズ・ガス田の輸送ルート候補から ITGI
（Interconnector Turkey-Greek-Italia）除外を発表。

露・モンテネグロ Gazprom とモンテネグロ政府が将来両国が South Stream に参画する

ための FS を行うことに合意。

3 月 ウクライナ ウクライナ政府が EUエネルギー委員会に対し、South Stream 建設に同

意しないよう書簡を発信。

中国・ウズベキスタン Uzbekneftegazは 4 月 1 日から中国向けガス輸出を開始すると発表（枠

組み合意内容では年間10Bcmの輸出について言及されている）。

Nabucco
コンソーシアム

Nabucco-West への計画の縮小を発表（従前は総延長 3,900km／年間輸送

量31Bcm）。

4 月 アゼルバイジャン SOCAR 総裁がシャフ=デニーズ・ガス田開発オペレータである BP と

Statoilが輸送候補としてTANAPプロジェクトに関心ありと発言。TANAP
には SOCAR が 80%、20%をトルコ TPAO とBotasが出資。

（次ページに続く）
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1992 ～ 1997 年 東京外国語大学インド・パーキスターン語学科修了。
 （1994 ～ 1995 年、インド・ウッタルプラデーシュ州アラーハーバード大学留学）
1997 年 石油公団（現 JOGMEC）入団。
  （総務部、研修班〈海外研修生受け入れ〉、計画第二部〈東南アジア・豪州・LNG プロジェ

クト等担当〉に在籍）
2003 ～ 2006 年 経済産業省資源エネルギー庁出向。
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2013 年 4 月～ JOGMEC 調査部計画課兼エネルギー資源調査課　課長代理。

露 South Stream オフショアオペレータである South Stream Transport AG
が第1回取締役を開催し、元独国会議員の Voscherau 氏を議長に選出。

ハンガリー オルバン首相が同国の MOL が Nabucco からの脱退を検討していると発

言。MOL も参加継続は困難と発表。

6 月

4 月

露 Gazprom ミレル社長は South Stream の建設に関し、15.5Bcm容量のラ

インを2本同時に建設することを表明。

8 月 アゼルバイジャン・BP BP はシャフ=デニーズ・ガス田のガス輸送ルートの候補である TAP と

TANAP プロジェクトに参画する意向を明らかに。TAP については合意に

達し、最終的に BP の他、仏 Total、アゼルバイジャン SOCAR も参画。

＜参考：TAP 株主：BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (16%), 
Total (10%), E.ON (9%) ,Axpo (5%).＞
TAP プロジェクトの最大 50%をシャフ=デニーズ・コンソーシアム（BP, 
Statoil, SOCAR, LUKOIL, NICO, Total, TPAO）が取得できるオプション

に合意。

10 月 露・セルビア Gazprom とセルビア政府は South Stream への参加に合意。

11 月 露・スロヴェニア・ブル

ガリア

Gazprom とスロヴェニア、ブルガリア両国政府がSouth Stream への参

加並びに投資協定に合意。

15 日、Gazprom はオフショアオペレータである South Stream Transport
AG で最終投資決定が承認されたと発表。

12 月 トルコ イィルディズ・エネルギー大臣が同国は TANAP を推進しており、South
Stream に参画する計画はないと発言。

露 7 日、Gazprom が South Stream の建設を開始。

2013 年 1 月 露 Gazprom は 2013 年中央アジアから 33Bcm の天然ガスを購入する計画

と発表。

2 月 ウクライナ ヤヌコーヴィッチ大統領は South Stream 計画に関心ありと報道。

Ukrtoransgaz は天然ガスをハンガリー経由で輸入する契約に調印と発

表。また、同大統領はロシアは天然ガスのウクライナ通過量を保証すべ

きと発言。

露 South Stream の総事業費が 500 億 EUR 超になる可能性を指摘。

露・セルビア South Stream を国家プロジェクトとして採択。

5 月 露 Gazprom がオランダに South Stream 輸送本部を開設。

6 月 露

スルプスカ自治共和国

Gazprom はボスニア・ヘルツェゴヴィナ領内のスルプスカ自治共和国と

South Stream 建設に関するロードマップに関する協定に調印。

Nabucco
コンソーシアム

声明でアゼルバイジャン・シャフ=デニーズ・ガス田の輸送ルート候補か

ら脱落したと発表

TAP コンソーシアム 28 日、SOCAR アブドゥラエフ総裁は TAP が選ばれたことを明らかに。

7 月 TAP・TANAP EBRD が TAP と TANAP への投融資に関心ありと発言。

Nabucco
コンソーシアム

OMV は Nabucco-West の脱落によって、今期 73MMUSD の欠損を計上。

10 月 露 Gazprom、South Stream コンソーシアム（ Gazprom〈 50%〉,Eni〈 20%〉,  
Wintershall〈15%〉, EDF〈15%〉）が Ship-or-Pay に合意。

12 月 EU・露 EUはGazpromとSouth Stream通過国との間で締結された協定がEUの法律
に準拠されておらず、見直されるべきとの見解を発表。第三者アクセスの
保障と輸送タリフを第三者機関が設定することを要求。

出所：各種資料を基に筆者作成


