
LNGハブとしてのシンガポール | 1

KPMG’s Global Energy Institute（以下
「KPMG GEI」）は、日本のエネルギー政

策を担うリーディングカンパニーの方々
をお招きして、2014年2月に東京のメゾ
ンバルサックにてシンガポールのLNG
ハブに関する投資機会をテーマにした
レセプションを開催いたしました。GEI
は、業界関係者同士で交流を深めて頂
き、世界のエネルギー業界における洞
察を共有して頂くための場を定期的に
アジア太平洋地域の主要都市で開催す
ることを目的としております。

本レセプションは、KPMGジャパンの
ENRヘッドである関口美奈と、同じく
KPMGジャパンのENRのT&Rヘッドであ
る宮本常雄によって主催されました。冒
頭、関口は本レセプションのメインスピ
ーカーであるPek Hak Bin（ KPMGシン
ガポールのENRヘッド、前BPのシンガ
ポール代表）を皆様に紹介させて頂き
ました。

Hak Binは、2013年にエネルギー業界に
起きた主要な傾向とダイナミクスの外
観に関する説明からプレゼンテーショ
ンを始めました。彼は、世界的なエネル
ギープレーヤーが様々な要因によって
2013年に直面した厳しい事業環境につ
いて説明しました。その要因は、様々な
地政学的問題によってもたらされた石
油価格の乱高下、非在来型ガス源から
の豊富な供給、低価格な石炭、そして日
本における原発再稼働の是非も含むエ
ネルギー政策の方針決定の遅れといっ
たものであります。

これらの多くの問題は2014年も存続し、
かつコストの上昇傾向が続く中、世界的
にエネルギー業界は、その成長と収益
性を実現するために多くのハードルに
引き続き直面するでしょう。

世界のエネルギー消費は、過去4年の
間に低率ながらも増加してまいりまし

た。しかしながら、世界のスーパーメジ
ャーがチャレンジングな事業環境の中
でようやく絞り出すことができた利益
は、2012年と2013年において前年比減
少という現実を見ることとなりました。

エネルギー消費の成長率が世界水準
と比べ相対的に高いアジア太平洋地
域においては、その傾向はわずかでは
ありますが明るいものとなりました。そ
れでもなお、この地域のオイルメジャ
ーは、世界の競合他社が経験した利益
成長の崩壊を免れることが出来なかっ
たようです。「2013年からの興味深い傾
向としては、国際オイルメジャーの減益
額は、PERTAMINA、PETRONASおよび
PetroVietnamといった東南アジアの国
有企業の増益額に匹敵する（取って変わ
られている）ことである。」とHak Binは言
及しました。「但し、それらの国有企業の
成長率は鈍化している。」 

LNGハブとしてのシンガポール: “課題の理解”と”機会の確認”
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グラフ1　地域別のエネルギー需要成長率と、アジア太平洋地域（ASPAC）のオイルメジャーとグロー
バルスーパーメジャーの営業利益成長率の比較
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業績向上 
業績向上は驚くべきテーマ
ではない。この分野でのチ
ャレンジは戦略設定の問題
ではなく、戦略を実行してい
くオペレーションの中で根
本的な価値を発現させるこ
とである。.

サイバーセキュリティ 
サイバーセキュリティはここ2年
間における大きな課題の一つ
であり、国有企業を含むエネル
ギー企業において、サイバー攻
撃にさらされるITアーキテクチ
ャーがたびたび発見されてい
る。世界的なエネルギーへの関
心の高まり、およびそれらの評
判が人目にされるようになるに
応じて、以前と比べ国有石油会
社はサイバー攻撃の標的にな
りやすくなっている。

合弁ストラクチャー 
ジョイントベンチャーによる事
業展開はアジア地域では重要
であり、ストラクチャリングが
重要となる。アップストリーム
における生産物分与契約の適
法性の確保、および、例えば技
術のライセンス供与を通じて
双方に利益をもたらすようダ
ウンストリームにおける適切
なパートナーを見つけること
は、精製や石油化学セグメン
トにとって重要である。

資本政策とプロジェクト 
資本政策とプロジェクト管理
は、CFOの関心の大部分を占め
る。予算や計画立案および採掘
の全てのフェーズにおいて規律
を確保することは、エネルギー
資源系会社にとって主要な課題
である。プロジェクトは、施設の
建設フェーズにおいて数年に亘
り多額の費用が発生することを
含め、数十億ドル規模の投資を
伴うものとなる。

クリーンエネルギー 
クリーンエネルギーは、どの
企業も関心を持っている分
野である。もしこの分野で企
業に不適切な活動が見られ
ると企業の評判に影響する
ため、このエリアでは採算
性は重要視されていない。

人材育成 
地域に関係なく良い人材に
対する需要は高く、人材育成
という課題は驚くべきもので
はない。ハブが設立されると
ともに、機動力のある優秀な
人材をめぐる争奪戦が増える
であろう。

エネルギー取引市場 
アジアのエネルギー市場は発
展中で、LNGトレーディングハ
ブを域内に確立し、卸価格決
定の機能を確立することで競
争力を得ようとしている。監督
官庁は電力市場を発展させよ
うとしており、また企業側もエ
ネルギー価格の高止まりリス
クが抑制されることに期待し
ている。

政府の役割 
政府の役割が重要となる。企業
にとって、安定したフレームワ
ークの整備とエネルギー政策
なくしては、投資の意思決定は
難しい。

 「我々はこれらの傾向について特に驚
きはなかった。石油価格の高騰はアップ
ストリームオペレーションにはプラスに
働くが、小売市場にとっては逆風となり、
その傾向は特に国際企業の業績に影響
を与える。」

利益縮小に対抗するため、各社は業務
効率を改善するべく様々な手立てを打
っています。国際企業はサプライチェー

ン、シェアードサービス、調達の合理化、
受注から請求まで（Order-to-cash）の改
善といった内向きの視点での業務効率
改善を模索しています。一方でアジアの
国有企業は、外向きの視点で引き続き
成長機会を自国内および世界に求めて
います。国有企業は、企業運営の変換、
新規戦略の実行、コントロールシステム
の改善、そして新規投資および買収を
試みることで、「産みの苦しみ」を経験し

ている最中です。東南アジアにおける
KPMGの広範な活動は、これらの傾向を
反映したものとなります。

いくつかのテーマは個別企業にとって
コントロール不可能な要素も包含され
ておりますが、変化する環境に順応し最
適化できる企業は、成長しかつ継続可
能な収益を上げるポジションを築くこと
ができるでしょう。

2014年にエネルギー業界が直面する8つのテーマ

図1　2014年にエネルギー業界が直面する8つのテーマ
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2014年に注目すべき2つテーマ
アジアにおける燃料価格の高騰は、地域
の競争力に悪影響を及ぼすでしょう。

• 低成長な事業環境化における「業績向
上」：　企業戦略としては、エネルギー
エコシステムにおけるアセットプール
を合理化できる組織を確保する必要
がある。

• 「エネルギー市場」はアジアで成長中
である。東南アジアがグローバル市場
において果たす役割は拡大している。
アジアにおける先物市場と卸価格決定
機能は、徐々に発展している。 

アジアにはより強いバーゲニングパワー
が必要です。日本では原発停止とそれに
よるLNG輸入量の25％増によって国全体
に多大な財務インパクトが生じており、エ
ネルギーコストの削減に奮闘しています。
日本政府は、安定供給源の確保か、価格
高騰に対するヘッジを可能にするパート
ナーシップを模索しています。アメリカが
厳冬であったことで、価格は高値が維持
され（2014年2月にはヘンリーハブ価格
はUSD$8/mmbtuに急騰）、アジアのバー
ゲニングパワーを減衰させました。その
結果、アジアとしては独自の卸価格決定
機能を開発することを熱望しています。

中東の企業は次世代への資源保護の観
点から供給量を制御しており、ここでもア
ジアのバーゲニングパワーを減衰させる
要因となっています。世界的にヘンリーハ
ブという1つの価格決定機能しか存在し
ていないことが、アジアにとって石油価格
に連動した長期契約を余儀なくされる要
因となっています。

アジアではLNG需要の急拡大が見られま
す。この急拡大は、年間160百万トンに及
ぶ日本、韓国と台湾の3カ国における需要
に加え、これらをはるかにしのぐ勢いで
成長する、インド、中国および東南アジア
の重要によって構成されます。しかしなが
ら、アジアでは次の10年の間に、150百万
トンの容量を備え、パイプラインネットワ
ークによって繋がれた50以上の輸入ター
ミナルが存在することになります。取引面

グラフ2　アジアのLNG需要予測（2012-2025）

では、日本はLNG先物取引を始めること
を発表しており、またシンガポールはア
ジアで現物取引の価格決定機能を設立
する努力をしています。多くの国際オイ
ルメジャーは、シンガポールのエコシス
テムに約20の主要プレーヤーを引きつ
けた税優遇策に魅せられて、シンガポー
ルに支店を設立しました。アジア独自の
価格決定メカニズムの形態は石油価格
インデックスとは切り離されるべきで、

それはアジアにとって非常に有益にな
るでしょう。原発停止によって必要に迫
られているとはいえ、日本が支払ってい
る現在の高いLNGコストは、長期的には
アジアの競争力に良くない影響を与え
るでしょう。したがって、取引メカニズム
や更にはもっと広くエネルギー政策全
般においてコラボレーションを形成する
ことが望ましいかもしれません。
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シンガポールは3百万トンの容量を有す
るLNGターミナルを有しており、今後そ
れを6, 9, 12, 15百万トンと拡充する計画
を有しています。現在これらのターミナ
ルは財務省が保有していますが、本来
はLNGプラントの資金提供者としては
適切ではありません。シンガポール政府
は、LNGプラントのためにUSD30億ドル
の融資を政府のバランスシートから実
行する意向はないため、政府が今後い
かに資金提供もしくは所有構造を第三
者に移転していくかに関心が集まって
います。

今後注目すべきその他の課題としては、
アグリゲーターの役割です。（現在の3百
万トンターミナルにおいては、BG Group
が単独でアグリゲーターを担っていま
す。）シンガポール政府は、これらの改革
に対して助言を求めるとともに、次の3
百万トンのターミナルにおいては複数
のアグリゲーターを起用することでしょ
う。

2014年2月のシンガポール政府発表で
は、2つ目のLNG輸入ターミナルは島の
東側に建設するというものでした。（ち
なみに、2007年当時に遡ると、当時はエ
ネルギーを複数のチャネルから確保す
ることが最重要課題の1つでしたが、そ
れはガスパイプラインによるインドネ
シアとマレーシアからの輸入に依存し

た体制からの脱却及び多様化の必要性
に駆り立てられたものでした。）シンガ
ポールにとって15百万トンは短期的に
は自国消費量を超えていることからして
も、シンガポール政府が方向転換をし、
各企業をしてシンガポールをLNGハブ
として利用しようとしていることが伺え
知れます。

困難が想定される将来展望 
直近の予想では、2014年のアジア太平
洋地域におけるエネルギー業界は低
成長が見込まれております。「引き続き
需要の伸び率は堅調なものの、世界的
にも当該地域においても、石油ガス業
界の企業の利益の伸びが減速している
ことを示す複数の指標が存在する。」と
Hak Binは指摘します。 

「このセクターに属する企業は、長期的
な戦略を有する傾向があり、これは却っ
て事業環境の変化に対して迅速に対応
することを阻害している。」とHak Binは指
摘します。低成長な事業環境においても
業績を上げるためには、非常にチャレン
ジングかつ収益性の低い事業において、
各社が改善していくべきエリアを絞り込
んでいく必要があるでしょう。こうした困
難があるものの、KPMGはこの業界プレ
ーヤーにおける持続可能な経営／業務
改善の可能性を信じています。

市場供給は概ね需要の伸び率と同調し
て或いはそれを上回っている。これは、
価格のボラティリティが緩和され相対
的に固定的になることで価格上昇機会
が限定されることを意味する。

いくつかのアジア太平洋地域市場にお
ける、補助金や物価統制による監督当
局からの強い干渉によって、販売価格
だけでなく、価格戦略を通じて収益性
向上を図ろうとする企業の力に影響を
与えている。

コスト増も、収益性やROAに影響を与え
る課題となる。例えば、税制変更による
中国における外国人労働者の賃金増
加は業績に重大な影響を与えている。

加えて、多くのアジア市場において、生
産性の向上以上に労働コストの増加が
一層進んでいる。石油ガス業界の企業
は、賃上げ圧力に対して何とか切り盛り
している状況である。
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エネルギー取引市場
エネルギー市場は、2014年のアジア太
平洋地域のエネルギー業界に影響を及
ぼすもう一つの主要なテーマです。現在
この業界が成長サイクルの底に位置す
るとするならば、企業は業務効率の改善
を達成し、堅固なリスク管理を確立する
べく基本を見直すことに注力するべきで
す。企業がこれらを達成する一つの方法
は、エネルギー価格リスクをうまく管理し
ていくことです。

「業務改善の機会は常に存在し、常に劇
的な変化を伴うことを実行しなければな
らないというものでもない。時として、至
極当然と思われていた事業の一部を微
調整するだけで、多大な価値を導き出す
ことが出来こともある。

成長に際して多くの課題や制約があるよ

うな環境下においては、内側に目を向け
てみることでイノベーションに向けた機
会が見つかるかも知れない。」とHak Bin
は言及しています。

企業がエネルギー価格リスクを管理して
いくためには、リスクの識別や定量化の
把握から始めるのが良いでしょう。既存
の事業上の前提が、重要なリスクやリス
ク管理の改善機会を見えにくくしている
こともあるので、これらの再調査も含め
るべきかもしれません。

企業が自分達のエネルギー価格リスク
の性質や規模を十分に把握することが
出来れば、その次のステップとして、デリ
バティブの活用、調達に関する慣行の変
更、またはその他のリスク管理手法によ
って、価格リスクを管理するべく次なる手
を打つことが出来るでしょう。

結論
2013年のエネルギー業界は世界的に非
常に厳しい事業環境に見舞われました
が、世界的に2014年も引き続き成長性や
収益性において困難に直面することが
予想されます。

アジア太平洋地域ではグローバルプレ
ーヤーと比較して相対的に快方に向かっ
ておりますが、それでもなお、エネルギ
ー業界においてはチャレンジングな一
年になることでしょう。エネルギー市場や
LNG取引市場は、アジア諸国や各企業の
エネルギーセキュリティやエネルギー調
達の一助となるでしょう。

エネルギー業界の中で有利なポジショ
ニングを築くための主要なテーマにつ
いて効果的に対処することが出来る企業
が、成功する企業となるでしょう。
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the GEI provides decision makers tailored insight 
within the Americas, Asia Pacific and the Europe, 
Middle East and Africa regions.

The GEI strives to equip professionals with 
new tools to better navigate the changes in the 
dynamic energy arena.

About the Business Club
Launched in 2013, the KPMG Global Energy 
Institute in Asia Pacific aims to bring together 
senior decision makers in the Energy & Natural 
Resources sector every two months. While the 
main objective of the event is to allow par-
ticipants to network, the GEI also aims to be 
a platform for our global energy specialists to 
share their insights into the sector. Participants 
will therefore be able to gain a broad perspective 
on what's happening in the enrgy sector. 

Register
Individuals can register for the GEI at the fol-
lowing link: www.kpmg.com/energyaspac and 
receive regular updates, thought leadership and 
invites to events and web conferences.

www.kpmg.com/energyaspac
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