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世界的な LNG余剰に起因する LNG価格下落
　2017年11月時点における世界最大の LNG輸出国は，カタールである（図表１）。世界
のLNG貿易は2016年に２億6,362万トンと，2015年における２億4,519万トンから1,�43
万トン増加した。そのうち30.2％に相当する7,962万トンをカタールが占めている。
　国際LNG貿易は，中国，インド，エジプトによるLNG輸入量が増加するとともに，豪
州，米国における新規 LNG輸出基地の稼働により，順調に増加している。中東産油国か
らは，カタール，オマーン，UAE（アラブ首長国連邦）からLNGが輸出されており，３
ヵ国の合計は，2016年において9,360万トン，国際 LNG 貿易の35.5％を占める重要な
LNG輸出拠点となっている。しかし，LNGを輸出する中東産油国が直面する課題は，第
１に相次ぐ LNG供給基地の新設による需要の伸びを上回る LNG供給量の増加，第２に
LNG取引の７割程度（日本の場合には８割）が原油価格に連動するため，2014年６月以
降の原油価格の下落による長期契約 LNG価格の低下等により，世界的に LNG価格は下
落基調にある（図表２）。
　LNG取引は，契約期間が15年～20年に達する長期契約と，スポット（随時取引）契約
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（図表１）国別 LNG輸出量（単位：万トン）

出所：国際 LNG輸入者協会統計
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に分かれ，長期契約のLNG価格は原油価格に連動するのに対して，スポット契約のLNG
価格はその時における LNGの需給関係を反映して決定される。東日本大震災を契機とし
た原子力発電所の稼働停止により，日本は原子力発電に代替するものとして，ミドル電源
（電力の需給調整役を果たす中間的な役割の電源）である LNG火力発電をフル稼働させ，
そのために日本の LNG輸入量は急速に増加した（図表３）。
　LNGを調達するためには相手国が天然ガス液化基地を持ち，かつ長期供給契約に縛られ
ない供給余力を持っている必要がある。日本は，東日本大震災を境に，LNG輸入量が，年
間6,000万トン～7,000万トンから，年間�,000万トン～9,000万トンと，年間2,000万トン
も増加した。こうした増加に短期間に対応することが可能であった LNG供給国はカター

（図表２）日本の LNG輸入価格（単位：ドル/百万 Btu）

出所：BP統計2017年６月

（図表３）日本の LNG輸入量（単位：万トン）

出所：財務省貿易統計
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ルであった。カタールは，日本の電力不足を
補った救世主といえる。

中東LNG輸出国に脅威を与えたシェール・ガ
ス革命
　しかし，東日本大震災以降に世界のエネル
ギー情勢を変貌させたシェール・ガス革命が，
LNG価格に大きな影響を与えている。米国を
震源地とするシェール・ガス革命は，二つの
経路によってLNG価格に影響を与えている。
第１の経路は，国際 LNG取引の７割を占め
る長期契約分である。米国においては，シェー
ル・ガス革命に続いてシェール・オイル革命が起こり，米国の原油生産量が増加した。そ
のため，米国のシェール・オイルに石油市場シェアを奪われることを懸念したサウジアラ
ビアが，2014年11月のOPEC（石油輸出国機構）総会において，原油生産量を削減せず
原油価格の下落を放任して，米国のシェール・オイル生産企業潰しを図った。そのため，
WTI（ウェスト・テキサス・インターミィディエート）原油価格は，2014年６月の１バ
レル107ドルから2016年２月の１バレル26ドルまで下落した（図表４）。
　原油価格の下落とともに原油価格に連動するLNG価格は低下し，2012年に百万Btu当
たり1�ドルであったものが，2016年６月には百万 Btu 当たり5.9ドルに下落した。ただ，
2017年１月からのOPEC加盟国と非OPEC加盟国による，合計1�0万b/dに達する協調
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（図表４）主要原油価格（単位：ドル/バレル）

出所：NYMEX
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減産に伴う原油価格の回復により，2017年11月時点における長期契約分LNG価格は，百
万Btu当たり�.�ドルまで回復している。第２の経路は，国際LNG貿易の３割を占めるス
ポット取引である。スポット取引は，その時点における LNG需給関係を反映する。東日
本大震災以降におけるLNG価格の高騰とLNG需要の増加により，豪州，米国において，
新規LNGプロジェクトが相次いで稼働し，世界的なLNG需給緩和の状況となった。LNG
スポット価格は，冬場の暖房需要，韓国の原子力発電所稼働状況，中国の LNG輸入の動
き，等により変動する。日本の LNG火力発電の増加，韓国における原子力発電所のトラ
ブル等から，2014年２月にLNGスポット価格は百万Btu当たり20.5ドルの過去最高値を
つけたものの，その後の豪州，米国の新規 LNGプロジェクトの稼働，日本における原子
力発電所の一部再稼働，太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの普及に伴うLNG
輸入量の減少により，2016年５月の LNGスポット価格は，百万Btu 当たり4.1ドルまで
下落している。2017年春以降も百万Btu当たり５ドル程度という低迷が続いたものの，ス
ポット LNGについても，米国メキシコ湾への巨大ハリケーンの来襲によるシェール・ガ
スを原料としたLNGの出荷停滞，中国による暖房用LNG輸入増加から，2017年11月時
点においては百万Btu当たり９ドル程度まで上昇している。中長期的に見れば，多くのエ
ネルギー専門家が予想するように，2022年頃までは新規のLNGプロジェクトが稼働を開
始し，世界的な LNG需給緩和が続くことが見込まれる（図表５）。

プロジェクト名 国　名 年間生産能力 生産開始
ゴーゴン LNG（トレイン３） 豪　州 520万トン 2017年
ペトロナス・フローティング マレーシア 120万トン 2017年
サービン・パスLNG（３－５） 米　国 1,350万トン 2017年
ホウィート・ストーン LNG 豪　州 �90万トン 2017年
コーブポイント LNG 米　国 525万トン 2017年
ヤマル LNG ロシア 1,650万トン 2017年
プレリュード F�LNG 豪　州 360万トン 201�年
イクシス LNG 豪　州 �40万トン 201�年
キャメロン LNG 米　国 1,350万トン 201�年
フリーポート LNG 米　国 1,390万トン 201�年
コルパス・クリスティーLNG 米　国 900万トン 201�年
エルバ・アイランド 米　国 250万トン 2019年
タングー（拡張） インドネシア 3�0万トン 2020年
コーラル LNG モザンビーク 340万トン 2022年

合　計 10,�65万トン
出所：各種新聞報道

（図表５）2017年以降に稼働する LNGプロジェクト
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　現時点においても，2022年にかけて年間１億トンを超えるLNG輸出能力の増加が見込
まれ，LNG需給緩和に起因する LNG価格の低迷から，新規 LNGプロジェクトの FID
（最終投資決定）が先送りされる状況にある。また，スポットLNG価格の低迷は，中東産
油国 LNG輸出国にとっても LNG輸出収入の減少という大きな打撃となっている。

LNG輸出能力拡大を目指すカタール
　カタールは2017年11月時点において，年間7,700万トンを超える世界最大のLNG生産
能力を持っている。カタールは世界最大級の天然ガス田であるノース・フィールド・ガス
田を持ち，天然ガス生産量は増加基調にある（図表６）。
　ノース・フィールド・ガス田はペルシャ湾のカタール領海内にあり，イラン領海内の南
パルス・ガス田と構造的につながっている。天然ガス埋蔵量は，ノース・フィールド・ガ
ス田が900兆立方フィート，南パルス・ガス田が500兆立方フィートと，合計1,400兆立方
フィートという世界最大の天然ガス埋蔵量を誇る天然ガス田となる。ノース・フィールド・
ガス田については，2005年に急速な天然ガス開発による天然ガス埋蔵資源への影響を理由
として，カタールは新規開発の猶予（モラトリアム）を決めていた。しかし，2017年４月
３日に，カタールの国営石油企業QPのサアド・アルカービCEO（最高経営責任者）は，
モラトリアムを解除することを表明し，2022年にも年間1,500万トンの LNG生産能力を
追加することとした。2017年５月末には，日本の千代田化工がQPからLNGプラントの
建設に向けた調査を受託している。豪州，米国がLNG輸出能力を増強し，2019年にも豪
州がカタールを抜いて世界最大の LNG輸出国となる状況において，カタールは世界最大
のLNG輸出国としての位置を維持する決意を示したものといえる。その後，2017年６月
５日にサウジアラビア，UAE等が，カタールによるテロ支援，イランとの関係を理由とし

（図表６）カタールの天然ガス生産量（単位：10億立方メートル）

出所：BP統計2017年６月
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て国交断絶し，2017年11月時点においても外交関係途絶が続いているものの，カタール
の LNG供給に特に支障は出ず，日本への LNGの安定供給も維持されている。日本にと
ってカタールは，豪州，マレーシアに次ぐ重要な LNG調達先となっている（図表７）。
　将来的に，マレーシア，インドネシアはLNG純輸入国となる可能性があることから，日
本にとっては，今後もカタール，UAE，オマーンからのLNG調達の重要性に変わりはな
い。同時にカタールにとっても，日本は最大の LNG輸出相手国として重要な存在である
（図表８）。カタールは1997年にLNG輸出を開始し，最初の輸出先は日本の中部電力であ
った。その後，20年にわたるカタールの LNGプロジェクトの建設には日本の丸紅も参画
し，日本との協力とともにカタールの発展と日本への LNG安定供給という成果がある。
　カタールのLNGへの取り組みは一段と強まっており，2017年７月４日にはカタールは，

（図表７）日本の国別 LNG輸入量（単位：万トン）

出所：国際 LNG輸入者協会統計

（図表８）カタールの国別 LNG輸出量（単位：万トン）

出所：国際 LNG輸入者協会統計
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ノース・フィールド・ガス田からのLNG増産を当初の年間1,500万トンから年間3,000万
トンとし，2022年～2024年には LNG輸出能力を年間１億トンとする意欲的な計画を発
表している。カタールは，台頭する豪州，米国，ロシア等のLNGとの競争に備えてLNG
事業の効率化と合理化を目指し，2017年２月には，QP傘下のLNG生産企業であるカター
ル・ガスとラス・ガスを，2017年中に統合することを発表している。カタール・ガスの
LNG生産能力は年間4,100万トン，ラス・ガスのLNG生産能力は年間3,600万トンと，合
計年間7,700万トンという世界最大の LNG生産企業となる。エクソンモービル，三井物
産，丸紅等も出資しており，国際 LNG価格の低下，新規参入者の登場という競争環境の
変貌に対して，LNG市場における競争力強化を計画している。カタールの天然ガス田は，
プロパンをはじめとしたLPガス，コンデンセート（粗製ガソリン）を随伴することから，
極めて生産コストが安価で競争力がある。加えて，カタールの天然ガス田はヘリウムも生
産する。日本にとってカタールは，天然ガス，原油のみならず，LPガスにおいても，重要
な供給源となっている（図表９）。
　さらに，日本にとって天然ガス田は，医療機器，半導体製造にとって必要不可欠なヘリ
ウムを随伴する。ヘリウムは，あらゆる物質のなかで，もっとも沸点が低く，他の物質と
反応しない不活性物質であることから，工業用の重要な気体といえる。ヘリウムは，現在
の技術では天然ガス生産時の分離・精製によって生産されており，米国の天然ガス，カター
ルの天然ガスに含まれるヘリウムを利用している。天然ガス田によっては，ヘリウムを含
まない天然ガスが多く，世界的にもヘリウム生産は，米国，カタール，アルジェリア，ロ

（図表９）日本の LPガス国別輸入量（単位：千トン）

出所：財務省貿易統計
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シア等に偏っている（図表10）。米国のシェール・ガス生産に随伴するヘリウム，カター
ルの天然ガス生産に随伴するヘリウムは，日本の産業を支える立役者の役割を果たしてい
る。こうしたことから，カタールからのヘリウム輸出がUAEを経由できない状況である
ため輸送コストが増加し，2017年10月以降，ヘリウム最大手の岩谷産業をはじめとした
産業ガス企業は，日本国内におけるヘリウム価格を10％～15％値上げすることに動き出し
ている。カタールと日本との関係は，エネルギー分野のみならず，医療機器，半導体製造
という最先端分野においても深く結びついている。

世界最大の天然ガス埋蔵国イランも天然ガス開発を加速
　世界最大の天然ガス埋蔵量を誇るイランも，天然ガス開発，LNGプロジェクトを目指し
て外国資本との共同開発を構想している。2017年７月３日に，イランはフランスの石油メ
ジャー（国際石油資本）トタール，中国国営石油企業CNPC（中国石油天然気集団）と，
ペルシャ湾沖合いの世界最大級の埋蔵量を誇る南パルス・ガス田の開発に最終合意してい
る。これは，2016年１月16日にイランの核開発に対する，米英仏中ロ＋独の６ヵ国によ
る JCPOA（包括的共同行動計画）に従った制裁解除が行われてから初めての外資が参入
した資源開発プロジェクトとなる。米国トランプ大統領が就任し，イランに対する敵視政
策が行われ，米国によるテロ支援，弾道ミサイル開発に関するイランへの制裁が続くなか，
フランスはイランの天然ガスの将来性に期待し，イランの天然ガス開発に踏み切っている。
イランは世界第１位の天然ガス埋蔵量を誇り（図表11），イランの天然ガス開発は世界の
天然ガス安定供給に寄与するとともに，日本をはじめとした欧米諸国に大きなビジネス・
チャンスをもたらす。
　イランの南パルス・ガス田は，カタールのノースフィールド・ガス田と，ペルシャ湾沖

（図表10）国別ヘリウム生産量割合（％）

出所：資源エネルギー庁統計
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合いにおいて構造的につながっており，1970年代にロイヤル・ダッチ・シェルが天然ガス
田を発見した。カタールは年間7,900万トンに達する世界最大のLNG輸出国となっている
のに対して，イランの天然ガス資源については，長引く制裁により欧米諸国から資金と技
術を導入することができず，国内消費向けを除いて多くの天然ガス田は手付かずの状況と
なっており，今後のポテンシャリティーは極めて大きい。これまでにも，イタリアのENI
（イタリア炭化水素公社），ロイヤル・ダッチ・シェル等も，イランにおける油田・ガス田
開発を検討している。
　イランは2013年８月に保守穏健派のロウハニ師が大統領に就任し，欧米諸国との協調路
線をとり，核開発の制限を受け入れる見返りに欧米諸国からの制裁解除を受け，原油生産
量を増加させ，原油輸出による外貨獲得により経済成長率も改善している。イランは制裁
解除により，急速に原油生産量を増加させている（図表12）。それに伴い，2016年も高度
経済成長を達成している。イラン国民も制裁解除による経済的成長を実感し，2017年５月
には，ロウハニ大統領が圧倒的支持を受けて再選され，国内の政治情勢は安定している。
　今回のガス田開発は，トタールが50.1％，CNPCが30％，イランの国営石油企業NIOC
の子会社ペトロパルスが19.9％の権益を保有し，外国資本の導入による天然ガス開発が本
格化する。日量1�億立方フィートの天然ガスを生産し，イラン国内に供給する。総事業費
は4�億ドル（5,400億円）に達する。生産開始は2020年を目指しており，LNG換算年産
1,500万トンの天然ガス生産に加えて，40万 b/d のコンデンセート生産を計画している。
イランの天然ガスは，オマーン，パキスタン等への輸出も構想されている。イラン国内に
は，既に巨大な天然ガス・パイプライン・ネットワークが構築されている（図表13）。
　ロウハニ大統領による欧米諸国との融和路線，経済成長政策は，国民に支持されている。

（図表11）国別天然ガス埋蔵量（単位：兆立方フィート）

出所：BP統計2017年６月
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ウラン濃縮を制限する等の核開発を抑制する見返りとして欧米諸国の制裁解除を受け，国
際的孤立を脱却し，原油輸出を拡大し，外国の資本と技術を受け入れることは経済成長を
促し，国民生活を豊かにすることから，現状においては国民の多数から賛同されている。
イランの天然ガス開発にとって大きな障害となっていたのは，欧米諸国による制裁と外国
石油企業にとって不利な石油契約であった。しかし，従来のバイバック契約から新たにIPC
（イラン・ペトロリアム・コントラクト）を制定し，契約期間を20年に延長し，外国石油
企業の利益取り分を増加させたことから，外国石油企業にとってイランにおける資源開発
が魅力的なものとなり，イランの石油・天然ガス開発が促進される効果がある。イランの
天然ガス生産量も，増加基調にある（図表14）。

（図表12）イランの原油生産量（単位：千b/d）

出所：BP統計2017年６月

（図表13）イランの天然ガス・パイプライン

出所：米国エネルギー情報局
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　イランは2017年11月時点においてもLNG液化基地を持っていないものの，インドはイ
ランと地理的に近く，インドの国営石油企業ONGCはイランの天然ガスを LNGとして
輸入する計画を持っている。イランの天然ガスのポテンシャリティーは莫大であり，イラ
ンが長期的には LNG輸出国となる可能性が強い。
　もちろん，イランが長期的に外国の資金と技術を導入するうえでのリスクは残っている。
イランは制裁解除を受けて原油生産量を増加させているものの，中東におけるイスラム教
シーア派の盟主イランの台頭は，対立するイスラム教スンニー派の盟主サウジアラビアの
危機感を募らせている。既にイランは，シリア，イラク等のイスラム教シーア派への影響
力を拡大している。イランに対して敵対政策をとるムハンマド皇太子（2017年６月21日
に副皇太子から昇格）は，イエメンにおいて反政府組織フーシをイランが支援していると
してイエメンへの空爆を続けており，2017年６月５日には，イランに融和的であるとして
カタールと突如として国交を断絶している。米国のトランプ大統領も，「オバマ前大統領に
よるイランとの核合意は，最悪の取引」とかねてから発言し，核合意の見直しにも言及し，
サウジアラビアとともにイラン孤立化政策を行っている。サウジアラビアは，「イランがテ
ロを支援し，中東を混乱させている」と非難を続けている。米国は核開発に関する制裁を
解除したものの，現時点においても，イランに対してテロ支援，弾道ミサイル開発，人権
に関する制裁を続けている。そのため米国企業の直接の投資，ドル建ての取引は制約があ
り，ドルを借り入れたプロジェクトを行うことができない。そのため欧州企業はユーロ建
て取引を余儀なくされている。
　日本にとっては，欧米諸国がイランと敵対関係にある時期においてもイランとの関係は
友好的であり，イランが欧米諸国から孤立するなかにあっても，日本はイランの原油の輸
入を続けた友好関係の歴史を持っている（図表15）。

（図表14）イランの天然ガス生産量（単位：10億立方メートル）

出所：BP統計2017年６月
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　現在も，イランは日本の原油輸入量の7.0％を占める重要な友好国となっている（図表
16）。
　トタールをはじめとした外国企業のイラン参入が再開されたことは，日本にとって原油
供給源の多角化，プラント建設，発電所建設をはじめとした大きなインフラストラクチャー

年 概　　要

紀元前５世紀 アケメネス朝ペルシャ

３世紀 ササン朝ペルシャ

1925年 パーレビ王朝成立

1951年 モサデク政権が石油資源国有化

1953年 日章丸事件

1979年 ホメイニ師によるイスラム革命

1979年 米国大使館員人質事件

19�0年 米国はイランと国交断絶

19�0年 イラン・イラク戦争開始

19�4年 米国はイランをテロ支援国家に指定

19��年 イラン・イラク戦争終了

19��年 米国によるイラン民間機撃墜事件

19�9年 ハメネイ大統領就任

1990年 IJPC合弁解消

1996年 イラン・リビア制裁法

2005年 アハマドネジャド大統領就任

2009年 日本イラン国交樹立�0周年記念行事

2011年 米国が国防授権法

2012年 欧米諸国がイラン原油禁輸

2013年 ロウハニ大統領就任

2015年 核合意成立

2016年１月16日 制裁解除

2016年２月 日本とイランが投資協定署名

2017年４月 日本とイランの投資協定発効

2017年５月 ロウハニ大統領再選

出所：各種新聞報道

（図表15）イランの歴史
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の事業機会が到来することを意味する。日本は製油所の改修等，数多くのビジネス参入機
会を模索している（図表17）。
　日本の総合商社も，来るべきイランにおけるビジネス・チャンスに備えて，イランの駐
在員を増やしている。
　さらに，UAEから輸出される LNGも日本にとって重要であるだけではなく，UAEに
とっても日本は最大のLNG輸出先となっている。UAEも，天然ガス生産量は増加基調に
ある（図表1�）。日本の中東産油国からのLNG輸入量は23％に達し，今後とも重要なLNG
供給源となっている。

企�業�名 概　　　要

パデコ 地下鉄の事業調査

JFE エンジニアリング ごみ処理発電施設協力

JFE エンジニアリング 上下水道事業協力

千代田化工建設 製油所の近代化事業化調査

東洋エンジニアリング 石油化学・肥料プラントの検討

関西ペイント 自動車用塗料

三菱日立パワーシステムズ 火力発電の運転・保守協力

三菱自動車 SUVのプラグイン・ハイブリッド車販売

東洋エンジニアリング 海上油田の生産設備更新調査

出所：各種新聞報道

（図表17）日本企業によるイラン進出（2017年）

（図表16）日本の原油輸入先割合（％）

出所：資源エネルギー庁統計
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LNG需要が増加するアジア諸国にとって今後も重要な中東産油国 LNG
　世界的な LNG価格の低下により，2016年における国際 LNG貿易は，2015年比7.5％
も増加している。LNGの価格と需要はコインの裏表の関係にあり，2014年以降の LNG
価格の低下とともに，LNGの需要は増加基調にある。特に，長期的には，中国，インドを
はじめとしたアジア諸国における LNG需要が増加することが見込まれている。ブルーム
バーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスが2017年９月に発表した見通しによると，2030
年における世界の LNG需要は，2016年と比較して２倍近い４億7,900万トンに増加する
と予測している。中国，インドのみならず，マレーシア，バングラデシュ等の LNG輸入
増加も見込まれている（図表19）。2030年には，中国が日本を抜いて世界最大の LNG輸
入国となる。中国は，パリ協定の順守，大気汚染対策から石炭消費を抑制し，地球環境に

（図表18）UAEの天然ガス生産量（単位：10億立方メートル）

出所：BP統計2017年６月

（図表19）2030年における世界の LNG需要割合（％）

出所：ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス予測
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優しいクリーンなエネルギーである LNG輸入を増加させている。中国における LNG輸
入の増加が，2017年11月時点におけるスポット LNG価格上昇の要因となっている。
　今後のアジアにおける大きな LNG需要の伸びに応えるものが，中東産油国の LNGと
いえる。バングラデシュは201�年から15年間にわたり，カタールから年間250万トンの
LNGを購入することが見込まれている。今後は，フィリピン等も LNG輸入を開始する。
アジア諸国においては，インドネシア，マレーシアをはじめとした LNG輸出国も，国内
の天然ガス需要の増加からLNG輸入を開始し，アジア諸国においては，LNGの液化基地
と LNG受入基地の建設計画が相次いで構想されている（図表20）。
　日本企業も，バングラデシュ，ミャンマー，ベトナムをはじめとしたアジア諸国のLNG
輸入の増加について，新たなビジネス・チャンスを模索している。東京ガスは，バングラ
デシュ，フィリピン等にLNG受入基地建設のノウハウを提供する，LNG火力発電のプロ
ジェクトへの参画を目指している。東京ガスは，2017年７月に，バングラデシュのペトロ
バングラから，LNG受入基地建設に関するフィージビリティー・スタディーを受注してい
る。日本は1969年にアラスカから LNG輸入を開始して以来，世界最大の LNG輸入国と
して先駆的な役割を果たしてきた。LNGプラントのノウハウは，千代田化工，日揮，IHI
等のプラント・メーカーが世界最高水準の技術を持っている。マイナス162度に冷却して
液化した LNG輸送のノウハウは，商船三井，日本郵船，川崎汽船が持ち，日本の電力企
業，都市ガス企業も，LNGの再気化をはじめとしたハンドリング，発電事業のノウハウを
持っている。日本政府も，2017年10月1�日に世耕弘成経済産業大臣が，アジアにおける
LNG利用の拡大のために総額100億ドル（約１兆1,400億円）の資金支援と人材育成の協
力を行うことを表明している。日本にとっても LNG貿易の拡大は，新たなインフラ輸出
戦略の目玉となる。もちろん，中東産油国 LNGにとって，米国のシェール・ガスを原料

（図表20）アジア諸国の LNG基地構想

出所：石油天然ガス・金属鉱物資源機構
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としたLNGの輸出増加は大きな脅威といえる。北米においては，１億2,000万トンを超え
る LNG輸出が見込まれている（図表21）。
　米国のシェール・ガスを原料とした LNGは，中東産油国からの長期契約 LNGと異な
って，第１にヘンリー・ハブ渡しの市場価格を指標とし，原油価格連動ではない。第２に
仕向け地条項という LNG輸送船の行き先を限定する条項がない。第３に転売禁止条項が
ついていない。等の，LNGの価格基準，取引条件が異なるLNGであり，世界最大のLNG
輸入国である日本にとって，LNG価格基準の多様化，調達形態の多角化が可能となり，中
東産油国は新たな LNG市場の競争に直面することとなる。
　他方，中東産油国の LNGも，米国のシェール・ガスを原料とした LNGが持たない強
みを活かすことが可能となる。第１に米国のシェール・ガスと比較して，中東産油国の天
然ガス生産コストは圧倒的に安価であり，随伴するコンデンセート，LPガスの輸出も考慮
に入れると，LNGの製造コストは極めて低下する。第２に原油価格連動の場合には，原油
価格が低位安定した場合には，米国の液化コストを含めたLNG価格よりも安価となる。原
油価格連動であるからといって，必ずしも米国の LNGよりも中東産油国の LNGが割高
であるわけではない。原油価格が１バレル50ドル程度であれば，ヘンリー・ハブ渡しの価
格に液化コストを上乗せした米国の LNGよりも，原油価格連動の LNGのほうが割安と

地　域 プロジェクト名 事業主体 液化能力
（単位：百万トン）

アラスカ ケナイ LNG コノコフィリップス，マラソン 20.0

カナダ キティマット LNG 三菱商事，シェブロン 10.0

カナダ ダグラス・アイランド LNG BCLNG輸出事業体 1.9

カナダ プリンス・ルパート LNG シェル・カナダ 7.5

ルイジアナ サビーンパス LNG シェニエール・エナジー 27.0

テキサス フリーポート LNG フリーポート，豪州マッコーリー 13.9

テキサス コルパス・クリスティーLNG シェニエール・エナジー 13.5

ジョージア エルバ・アイランド LNG キンダー・モーガン 2.5

メリーランド コーブ・ポイント LNG ドミニオン 5.3

ルイジアナ ドリフトウッド LNG テルリアン 26.0

テキサス レイク・チャールズ LNG サザン・ユニオン，BG 15.0

ルイジアナ キャメロン LNG センプラ・エナジー 13.5

オレゴン ベレセン LNG ベレセン 7.�

出所：各種新聞報道

（図表21）北米の LNGプロジェクト
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なる。第３に米国の LNGは，トーリングという，市場から天然ガスを調達し，これを液
化企業に委託して LNGとする。それに対して，カタール，UAE，オマーンの LNGは，
特定の天然ガス田と特定の液化基地がつながっており，必要な天然ガスの調達リスクと価
格変動リスクがない。この点は，長期安定供給に適しているといえる。
　さらに，長期的なアジア諸国における LNG需要の増加を考えると，地理的条件，米国
のメキシコ湾からパナマ運河を経由する輸送費，生産コストの面において，カタール，UAE
をはじめとした中東産油国の LNGは重要な意味を持っている。筆者の予測では，世界の
LNG需要は，2040年には年間７億トンを超える（図表22）。長期的なLNG需要の伸びを
考えた場合，LNG輸出の原料となる米国，豪州の天然ガス埋蔵量は，中東産油国の天然ガ
ス埋蔵量と比較して少ない。中東産油国の LNGは，長期的にも競争力を持つと考えられ
る。
　LNGは，2022年頃までは，供給過剰の状況が続くものの，LNGの需給緩和によるLNG
価格の低迷により，相次いで，新規 LNGプロジェクトは先送りされている。2016年に
FID（最終投資決定）がなされたLNGプロジェクトは，インドネシアのタングーLNG（拡
張）と米国のエルバ・アイランドLNGのみであり，2017年にFIDがなされたLNGプロ
ジェクトは，モザンビークのコーラルLNGだけである。そのため，2023年以降にはLNG
需給が逼迫する可能性が強く，カタールの LNG増強プロジェクト，将来的に期待される
イランの天然ガスを原料とした LNGプロジェクトが，世界の LNG需給の安定において
重要な役割を果たすことが求められる。LNG貿易は，従来の特定の売り手と特定の買い手
によるクローズな取引から，スポット LNGが世界を動き回るオープンな世界へと変貌を
遂げつつある。それに伴い，これまでの北米市場，欧州市場，アジア大洋州市場という物

（図表22）世界の LNG需要見通し（単位：百万トン）

出所：各種専門機関の予測をもとに筆者予測
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理的分断が解消されつつある。しかし，巨額な初期投資と，LNG調達源としての巨大な天
然ガス埋蔵量を持つ天然ガス田のつながりを必要とするプロジェクトの特質からも，長期
的な視野からの中東産油国の LNGプロジェクトに対する重要性を注視することが求めら
れるのである。

＊本稿の内容は執筆者の個人的見解であり，中東協力センターとしての見解でないことをお断りします。




