
天然ガス大国カタールとウクライナ問題

2022年2月

1



ウクライナ問題になぜカタールが関係するのか

• ウクライナにロシア軍が侵攻するのではないかとの懸念が高まり、
バイデン政権は、北京オリンピック期間中にも侵攻がありうると警告
し、2月11日には、米国民に対して、48時間以内にウクライナを出発
するよう渡航情報を発した。

• ロシア軍がウクライナに侵攻した場合、欧米は、ロシアに厳しい制裁
が発動されると警告している。

• 侵攻が現実になれば、戦闘による直接的被害だけではなく、欧州が
約4割依存しているといわれるロシア産天然ガスの欧州への供給が
停止される恐れが出てくる。

• 欧州は、昨年来の石油、石炭、天然ガスを含むエネルギー価格の高
騰に苦しんでいる。

• そこで、バイデン政権は世界1，2位を争うLNG輸出国であるカタール
に対して、欧州へのLNG供給拡大を要請した。カタールは、ガス輸出
国フォーラム（GECF）を2月22日に開催し、その機会を利用して、LNG
輸出国の対応を探ろうとしている。カタールは、米国の要請には応え
る努力を示しつつ、ロシアやイランとの関係も考慮して、欧州への
LNG緊急供給が必要になった場合も、自国のみが突出して米国の側
についたとみられないよう配慮しているものとみられる。
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欧州はロシア産天然ガスに大きく依存
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2021年LNGスポット価格急上昇
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ロシア国営天然ガス会社ガスプロムは2021年9月10日、

ロシア産の天然ガスをバルト海経由で欧州に供給する
ガスパイプライン「ノルドストリーム2」の敷設工事を完
了したと発表した。2021年末までの稼働を予定してい
たが、未だガス供給は開始されていない。
ノルドストリーム2はロシア北西部からドイツ北東部に
至る全長約1200キロメートルで、年間輸送能力は550

億立方メートル。輸送量はガスパイプラインでの欧州
向け天然ガス供給量の約4分の1に当たる。ほぼ同じ
ルートで11年に稼働したノルドストリームとあわせて、
ロシアの欧州向け供給量の約半分を担うことができる。
ノルドストリーム2を巡っては、米国が制裁を発動して

完工の阻止に動いていた。米国は、欧州のエネルギー
安全保障が脅かされ、ロシアがウクライナ経由のパイ
プラインでの輸送量を減らすと懸念した。だが、米国は
ドイツがウクライナのエネルギー調達を支援することな
どを条件に、昨年7月には完工を容認する姿勢に転じ
た。ノルドストリーム2の建設と運営はガスプロムの子
会社ノルドストリーム2AGが手がけ、欧州企業も建設に
参加した。総工費は約95億ユーロ（約1兆2300億円）と
みられている。

このほか、ロシアからはトルコストリーム・ガスパイプラ
インの欧州への延伸計画がある。

ノルドストリーム2
とは



ガス輸出国フォーラム（GECF）の開催とカタール

• 毎年恒例のガス輸出国フォーラム（GECF）サミットは、ロシアがウクライナ
に侵入した場合のガス供給不足に対する欧州の懸念の中で、2月22日に

カタールが主催して開催される。フォーラムの主要メンバーには、ロシア、
イラン、カタールが含まれる。米国とオーストラリアは世界の18の主要な天
然ガス生産国のうちの2つであるが、フォーラムには参加していない。
GECFには、11か国のメンバー国と7人のオブザーバー国が含まれている。
フォーラムでは、2日間の閣僚会議が開催される。ロシアのプーチン大統
領がフォーラムに出席するかどうかはまだ確認されていない。

• ロシアと米国の間の緊張が高まる中、米国のバイデン大統領は、ロシアが
ウクライナへの侵攻を開始した場合、ロシアから欧州へのノルドストリーム
2ガスパイプラインを閉鎖するとの意向を表明した。独のシュルツ首相は正

式にはそれを言明していないが、対ロシア対応については、米国等と協調
すると表明している。欧州の天然ガスの約40％を供給しているロシアが、

ウクライナに侵入した場合、対ロシア制裁、あるいはロシア側の供給制限
措置により、欧州へのガス供給が制限され、冬のピーク時に欧州の企業
や家庭に深刻な打撃を与える可能性がある。
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ガス輸出国フォーラム（GECF）
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LNG輸出大国カタールと輸入大国日本に欧州ガス
供給支援を期待するバイデン政権

• 米国は、カタールを準NATO友好国とみなして、欧州向けの輸出拡大を期待してい
る。カタールは、約1万人の米軍等関係者が駐留するウデイド空軍基地を貸し出して
おり、ロジスティック面で米軍を支えている。カタールが欧州を支援するとしても、欧
州へは直接パイプラインで運ぶことはできないため、カタールからLNG船を利用して、
欧州にガスを運搬することになる。カタールは、自国一国では対応できないとしてお
り、緊急時の対応として、来るGECF会合の機会を利用してメンバー国にも打診する
とみられている。但し、ロシアやイランが、フォーラムの主要メンバーであること、なら
びにフォーラムは、石油輸出国機構（OPEC）と異なり、生産調整や価格調整を行う
機関ではないため、会合の成果には限界があるとみられる。

• 日本はLNGの世界有数の主要な輸入国である。ウクライナ情勢の緊迫化をうけた
米国バイデン政権の要請をうけ、欧州で天然ガス不足を回避するため、日本政府は
国内に必要なLNG（液化天然ガス）を確保したうえで一部を欧州向けに融通する方
針を固めた。日本政府は、国内の電力を安定的に供給するための十分な量は確保
したうえでLNGの権益を持つエネルギー企業などに協力を求め、欧州を支援するこ
とにしたとされ、2月9日正式表明し、今後、融通する量や時期などの検討を進めるこ
とにしている。他方で、日本から欧州にLNGを欧州に再輸送するとすれば、コストが
追加され、実効性には疑問がつく。因みに、日本はウクライナ危機とは関係がない
ものの、昨年バイデン政権の要請に基づき、原油価格を押し下げるための国家原
油備蓄の取り崩しに協力した経緯があり、その際は、価格調整ではなく、備蓄原油
を入れ替える時期を早めるという苦肉の説明を行って、米国の要請に協力した経緯
がある。
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LNG輸出上位（2020年）8か国
（単位：億立方メートル）
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LNG輸入（2020年）上位10か国（日本が一位）
（単位：億立方メートル）
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2014年にはカタールが断トツのLNG輸出国で、
日本が断トツのLNG輸入国であった。
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エネ庁資料（BP「Statistical Review of 
World Energy 2015」を基に作成）



カタールという国とは
• 元首：シェイク・タミーム・ビン・
ハマド・アール・サーニー首長

• 面積 11,586 平方 km (日本
の秋田県、米国のコネチカット
州より少し小さい)

• 人口: 288万人 ( 2020 年央推
定)、 うち9割は、在留外国人

• 宗教:イスラム教徒約7割、そ
の他キリスト教徒、ヒンドゥー
教徒、仏教徒など（在留外国
人を含む）。

• 民族:アラブ人約4割、その他
パキスタン人 、インド人、イラ
ン人他 （在留外国人を含む）
（カタール国籍者は、アラブ
人）
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カタールの首都ドーハのウェスト・ベイ地区

13



223632
370890

476278 513442
592468

865416

1856327

2565710

2881053

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

カタール人口の推移（現在288万人）

14

出所：worldmetor



カタールの能力を診断する
プラス要素 マイナス要素

強さ Strength 弱さ Weakness

●意思決定の速さ
●世界最大級の天然ガス田所有

●ガス・オイルマネーによる巨額の政
府系ファンドを運用

●中東・中央アジアを管轄する米中央
軍の基地存在

●アラブ世界では稀有な体制批判を躊
躇しないメディア（アルジャジーラ他）
●世界有数のカタール航空所有

●統治は首長家（サーニー家）に依存して
おり、諮問評議会の権限は限定的
（独立以来4名の首長のうち、2名は、外遊
中に宮廷クーデターで交代）
●人口の規模が小さく、9割が外国人
●国家収入はガス・オイル輸出に依存

●農産物や医薬品等基礎物資は輸入に頼
らざるを得ない

●一時期人口当たりコロナ感染率世界最
大を経験（2020年春から夏時点）

機会 Opportunity 脅威 Threat

●タリバーンのアフガン制圧で、西側と
タリバーン政権との窓口として機能

●トルコとの関係強化、イランとも良好
な関係維持
●LNG輸入国との関係は長期的
●FIFAワールド・カップ2022ホスト国とし
て、海外の関心が高まる

●イランを巡る衝突の発生で、ホルム
ズ海峡が封鎖されれば、国家収入の
基本であるLNG輸送が妨げられる。

●ペルシャ湾の汚染で淡水化が出来
なくなる恐れがある。
●周辺アラブ諸国は、2021年1月カ

タール封鎖を解除したが、カタールへ
の警戒心は残っている

内
部
環
境

外
部
環
境
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世界のエネルギー種類別消費量割合(2020年）
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ソブリン・ウエルス・ファンド世界ランキング（2021年9月現在）
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1 ノールウェー政府年金基金 $1,364,130,000,000 SWF 欧州

2 中国投資公社 $1,222,307,000,000 SWF アジア

3 クウェート投資庁（KIA） $692,900,000,000 SWF 中東（クウェート）

4 アブダビ投資庁（ADIA) $649,175,654,400 SWF 中東（アブダビ）

5 香港金融庁 $580,535,000,000 SWF アジア

6 GIC Private Limited $545,000,000,000 SWF アジア

7 Temasek Holdings $484,441,000,000 SWF アジア

8 National Council for Social 
Security Fund

$447,358,000,000 SWF アジア

9 サウジ公的投資基金（PIF） $430,000,000,000 SWF 中東（サウジ）

10 ドバイ投資公社（ICD） $302,326,000,000 SWF 中東（ドバイ）

11 カタール投資庁（QIA） $295,200,000,000 SWF 中東（カタール）

12 トルコ・ウェルス基金 $244,968,000,000 SWF 中東（トルコ）

13 ムバーダラ投資会社 $243,000,000,000 SWF 中東（アブダビ）



スポーツにも投資（パリ名門サッカークラブPSGをカ
タールが所有）
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• カタールはFIFAワールド
カップ2022のホスト国

• 2011年にカタールスポー
ツインベストメンツ（QSI）

がパリサンジェルマン
（PSG）を買収し、ナセルア
ルケライフィ第17代会長

の下で、クラブを欧州お
よび国際的なサッカーの
舞台で主要なプレーヤー
に成長させる明確な戦略
計画が確立された。

• 最近、移籍したメッシの
ほかブラジル出身のネイ
マールなど著名選手を集
めているナセルアルケライフィ会長（左）と移籍したメッシ選

手（右）



カタール建国以来最大の危機

• 2017年6月5日、サウジ、UAE、バーレーン、エ
ジプトの4か国は、カタールのテロ支援等を理
由に、突如カタールとの外交関係を断絶する
とともに、陸海空を封鎖。

• 同年6月22日には、①イランとの関係格下げ、
②駐カタール・トルコ軍の基地閉鎖、③アル
ジャジーラ等のカタール系メディアの閉鎖、④
ムスリム同胞団、ハマース等との関係断絶を
含む13項目の要求を突き付けた。
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何故、カタールは持ちこたえられたのか

• トルコが4か国によるカタール封鎖後、直ちに
議会の承認を得て軍隊をカタールに派遣。

• トルコ、イランが、包囲網4か国の空域から締
め出されたカタール航空の欧州、アフリカ、ア
ジア便のために空域開放（次図参照）。また、
食料、医薬品等の供給を開始。

• カタールが米軍に無償で貸し出しているウデ
イド空軍基地（約1万人駐在）の存在（同基地
は、シリア、イラクでの対ISIS軍事作戦の前線
基地）（次次図参照）
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アラブ4か国のカタール封鎖（近隣4か国の領空飛行禁止）

アジア便はUAE領空迂回、欧州・ア
フリカ便はサウジ領空迂回
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米中央軍へのウデイド空軍基地無償提供による
米国との切れない仲（色付きは、中央軍管轄地域）

★ウデイド空軍基地から
シリアのISIS拠点を空爆した
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★アフガン避難民を搭乗させ
カブール空港を出発した米
軍機は、カタールに向かった。
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2021年8月15日、米軍輸送機に640名が搭乗し、カタールに向け脱出
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カブールを脱出した人々が到着した国別
推測人数（2021年8月26日現在）

輸送先：第一位は
カタール



タリバーンと西側の接触の窓口となる
カタール
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なぜ、トルコ、イランはカタールを
支援したのか

１．トルコ

●イスラム世界でのリーダーシップ発揮を通じて国内権
力基盤強化を目指すエルドアン大統領の存在

●トルコ、カタールは、ともにムスリム同胞団やガザを支
配しているハマースに同情的（エジプト、UAEは同胞団を
テロ組織とみなしている）
２．イラン

●トランプ政権の支持の下、イラン包囲網を強化しようと
する湾岸協力理事会（GCC）諸国の結束にくさびを打ち
込む必要性

●イランとカタールは、ペルシャ湾の地下でつながる世
界最大級の天然ガス田を共有（次図参照）
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天然ガス田を通じたイランとの切れない仲

カタールの
ノース・フィー
ルドガス田
（6000平方キ

ロ）は北側で、
イラン領内の
サウスパー
ス・ガス田
（3700平方キ

ロ）とつながっ
ている。
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天然ガス埋蔵量（ 2020年末）世界上位10か国（単位：兆立方メートル）
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天然ガス生産量（2020年）上位10か国（単位：億立方メートル）
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カタールの天然ガス輸出の特徴

• 東アジア、南アジアの大口のガス消費国（イ
ンド、韓国、日本、中国、台湾、パキスタンな
ど）には、LNGを輸出。長期契約が主体。

• 近隣のUAEには、ガスパイプラインを通じて、
安価な天然ガスを長期契約で供給
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2020年カタール産天然ガスの
パイプラインを通じての輸出先（BP統計2021による）

• カタール・パイプライン経由：合計218億CM

① UAE 202億CM、②その他 中東 16億CM
疑問：2020年、カタールはUAEを含むアラブ4か国に断
交され、陸海空の封鎖を受けている。なぜ、ガスをUAE
に輸出していたのか

（参考）イランの天然ガスパイプライン経由輸出：合計160億立
方メートル（CM）

① トルコ 51（74）億CM、②その他中東103（91）億CM、③ CIS
5（4）億CM （括弧内2019年）
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カタールとUAE・オマーンを結ぶドルフィン・ガスパイプライン
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ドルフィン・エナジー



カタールのLNG輸出先（2020年；東アジアが4割以上）
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2020年主要なLNG輸出国と輸入国
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GIIGNL report



LNGバリューチェーン・全体イメージ
（天然ガスは通常は気体。LNG輸出には液化し
た上で、輸送・受け入れ態勢を整える必要あり）

35

エネ庁エネルギー白書より



カタール石油（QP）とは
• Qatar Petroleum (QP)は、1974 年に設立された Qatar 

General Petroleum Corporation (QGPC) が、1993 年に
改組されて設立されたカタール国営の石油・ガス会社。

• QP は、世界有数の埋蔵量を誇るノースフィールド
（North Field） ガス田を主要供給源に、外国企業との
JV を設立し、LNG 事業を推進しており、これらの JV に
対して、QP は 6 割以上の権益を保持している。

• 2016 年 12 月、QP は傘下の Qatargasと Rasgasの操
業を統合することを発表し、2018 年 1 月に統合を完
了した。新会社 Qatargasは、カタール LNG プロジェク
ト Qatargas 1～4、および Rasgas 1～3 の合計 7 プロ
ジェクト、14 液化系列（年間生産能力 7,700 万トン）を
操業する世界最大の LNG 生産会社となった。
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カタールのLNG戦略

• 液化天然ガスの生産能力の拡充カタール （現行の
7,700 万トンから年産 1.1 億トンに、さらに年産 1 億
2,600 万トンに拡張計画を進行中。

• 米国や仏と連携した海外拠点の拡充（米国Golden 
Pass LNG プロジェクトでは、ExxonMobil と共同で既
存受入基地に液化プラント（年産 1,560 万トン）を
2025 年までに併設する。また、仏モントワールLNG
受入基地での年間300万トンの使用権を確保）

• 2027年までに世界 LNG 造船能力の約 60%（100 隻
超）を確保し、LNG輸送で世界のトップにたつ。
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長期契約に不安を抱えるも強気のカタール

• 2025年にかけて合計3,000万トン超の長期契約が期限を迎える。

価格の不透明感から、契約更新時に長期契約回避（契約期間
短縮）の動きが強まっていたが、天然ガススポット価格の急上昇
により、消費国側の契約更新および新規（長期）契約確保に追
い風が出てきた。

• 2021年3月QPが所有するカタールガスが中国の Sinopecと10年
間の長期契約締結を結び、2022年から10年にわたり、LNG年間
200万トン供給予定。このほか、2021年2月にカタールは、パキ
スタンとの間で今後10年間年間300万トン、バングラデシュとの
間で年間125万トンのLNG長期（期間は公表されず）供給で合意。

• カービ・エネルギー相は「需要に問題があれば、コストの高い生
産者が先に退場する。カタールのように最もコストの低い生産
者こそが、このビジネスの最終的な勝者となる」と自信を見せた。

• 2021年のアフガン情勢の急展開、ならびに今回のウクライナ危
機で、小国ながらカタールの存在感が高まっている。
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