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グローバル LNG 見通し 2019
サマリ

オーストラリア 
■ オーストラリアの生産は 78 百万トンでトップに 
■ トレーダーにとって最適のチャンス

オーストラリアの 3 件の新規 LNG プロジェクトの最近の稼働
により、同国は 2019 年全体で世界最大の LNG 輸出国となる
はずである。 

英蘭メジャーのシェルの Prelude は、2018 年 12 月 25 日に正
式に操業を開始した。 

LNG Edge の供給予測によると、米国ベースの Chevron がオ
ーストラリアの Woodside と協力して Inpex の Ichthys LNG 
と共に運営している Wheatstone LNG は、オーストラリアの輸
出を 78 百万トン以上に増やす可能性がある。 

年間納入プログラムの追加生産、ギャップおよび最適化チャン
スを背景に、スポットのチャンスが浮上する可能性があるため、
オーストラリアの輸出の波はアジアのバイヤーに追加ガスを導
入することになる。

継続中の米国と中国の貿易摩擦は、関税を回避するだけでな
く、輸送コストを最適化するため、新規供給の少なくとも一部
がオーストラリアの貨物とスワップするために使用されること
を意味すると予想される。

中国は引き続きグローバルの主成長市場であり、国内のガス需要の増加が、国内ガスおよびパイプラインの輸入を吸収す
るにつれ、2019 年の LNG 輸入は引き続き増大する。

生産面では、世界最大の LNG 輸出国としてのオーストラリアの新たな役割は新規輸出プロジェクトの現フェーズの最終
段階の強化に伴い、2019 年は強固になるはずである。  

原子力発電がパワーミックスの大きなシェアを得ることで、日本の LNG 需要は引き続き停滞または低下が見込まれる一
方、インドのスポット LNG 需要は 3 つの新規 LNG 輸入プロジェクトと高知ターミナルと大型需要センターを接続する
新規パイプライン稼働のコミッショニング後、増加するはずである

東南アジアでは、タイが地域の LNG ハブになるという望みのもとに今年は進展すると思われる。米国の LNG 輸出生産
能力の拡大は 2019 年の重要なポイントで、数件の投資最終決定が実現される見込みである 

新しい南米での需要には政治的リスクが疑問を投げ掛ける見込みである。 

米国、ペルー、トリニダードからのフレキシブルなボリュームに加え、ヤマル半島からヨーロッパに流れるロシアのボリュ
ームにより、ヨーロッパの安定した LNG 輸入活動は続くはずである。中東では、エジプトが新たに発見された純輸出国ス
テータスのリスクを取って賭けに出る。

アジアの短期市場で競争が激化すると、市場に流動性が追加
および取引済みの供給に高い解約率が導入されると予想され
る。

ところが、市場は新規参入者から高レベルの参加を期待してお
り、少なくとも追加供給の一部が吸収される可能性がある。 

中国
■ 都市ガス会社主導による成長
■ サードパーティの参入が LNG を促進 

ICIS の予測によると、世界第 2 位の LNG 輸入国である中国
は、2019 年には輸入は約 70 百万トンに達するものとみてい
る。これは、2017 年の 41% 増であった 2018 年のほぼ 54 百万
トンに続くものである。 

輸入の成長はパイプラインガスの補完として大量の LNG ガス
を購入する都市ガス会社が主に主導している。

都市部のガスパイプラインが改善され、2019 年は引き続き都
市ガスセクターからの需要は増える。 

環境保護に対する中国のフォーカスは、2019 年は大量の工業
ユーザーに石炭から天然ガスへの置き換えを促し、需要を持ち
上げている。  
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2018 年の 3 月から 6 月の間に 4 基の 1.2GW 原子炉が再稼
働し、2011 年初めの福島の事故以降、原子力利用は昨年が最
高で終了した。890MW の原子炉稼働に対する暫定的な裁判
所の差し止め命令も 9 月の後半に撤廃された。

さらなる原子炉の再稼働の見込みは不明確であるが、業界筋
は少なくとも追加で 1 基の原子炉が 2020 年 3 月までに再稼
働できると示唆している。

同時に、日本は最も注目すべきは、生産の約 70% は日本の顧
客向けである北オーストラリアの 年間 8.9 百万トンの Ichthys 
プロジェクトの強化で、契約供給はピークに近づいている。

米国の輸出プロジェクト Freeport と Cameron の稼働が日本
の契約上の過剰供給に加わり、これらのボリュームの一部は他
の市場に向けられる可能性がある。

この契約の長さにより、日本のバイヤーはより短期の契約、より
少ないボリューム、よりフレキシブルな条件を模索している。

最近の例として、取引事業体である JERA はアブダビの 
ADNOC LNG と契約したが、これは 3 月末までに終了する年間 
4.3 百万トンの契約を今後 3 年間の年間 0.5 百万トンの取引
に置き換えるものである。

新規取引で納入先制限を禁止することで、会社は契約上の過
剰供給の管理を模索しているため、日本のバイヤーは売り側に
よりアクティブになることが見込まれる。

韓国 
■ 石炭火力発電の脅威
■ 不明確な需要の伸び

2018 に記録的な年となって以降、韓国の LNG 需要の伸びの
勢いは 2019 年にテストされる。
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長距離のガスパイプラインの役割は 2019 年には大きな変化
はないが、これが LNG 需要を下支えする。中国とロシアのガス
パイプラインの試用は 2019 年末に開始される。中国は依然と
して LNG の輸入に依存して増加するガス需要を満たし、長期 
LNG バイヤーを探すセラーの中心となるものと予想される。 

ガスミックスの LNG 輸入のシェアは、2018 年の 26% から 
2019 年には約 32% にさらに増加するように設定される。

さらなる LNG 生産量が 2018 年に稼働が開始された 3 つの中
国のターミナルからリリースされる。中国の現在の総 LNG 輸
入能力は年間 65 百万トンである。深圳ガスの 600,000 トン/年
ターミナルおよび HuaFeng グループの年間百万トンのターミ
ナルは 2019 年に稼働する見込みである。

中国が国際市場に持ち込んだスポット LNG 貨物はほとんどが
オーストラリア原産である。

スポット価格が 2019 年第 1 四半期末に 約 $7/MMBtu に下落
する場合は、中国のバイヤーが購入を増やす可能性がある。

2019 年の中国の LNG 消費も、天然ガス市場の進行中の改革
によってて強化されるが、経済成長率に対する懸念は持続す
る。

日本
■ 停滞気味の需要予測
■ 契約上の LNG の過剰供給

日本の LNG 需要は、原子力発電がパワーミックスの大きなシ
ェアを得ているため、2019 年は引き続き停滞または下降と見
込まれている。

ガス火力発電も再生可能エネルギーからの競争に直面してお
り、原油価格の落ち込みが工業セクターからのガス需要の重し
となる可能性がある。

KEY FORWARD PRICES FOR 2019
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政府は 2030 年までにガス火力発電の使用の増大を目標にし
ているにもかかわらず、電力セクターの競合燃料からの置換は
短期的には引き続き鍵となる要因である。

延長メンテナンスおよび安全性チェックの強化が 2018 年上半
期に過去最低レベルにした後、原子力利用は大幅に安定した。

Hanbit 原子力発電所の原子炉格納容器のあちこちにクラック
があるという問題が依然あり、4 基の原子炉のメンテナンスが
遅れている。

UAE で韓国が建設した工場が関与する同様な懸念も、当初は 
2018 年の稼働が見込まれていたが、2019 年後半に後押しさ
れた、Shin-Kori および Shin-Hanul の新規原子炉のスケジュ
ールにも影響している可能性がある。

2016～2017 年に新たな発電機が相次ぎ完了した後、政府政
策が石炭火力発電を抑えるために十分なものであるかどうか
は未知のままである。

3 月から 6 月の間に古くなった数ユニットを毎年シャットダウン
する必要があり、政府は大気汚染が高い期間中に生産に終止
符を打つ手段も導入した。

北米
■ 米国のブラウンフィールドが FID に向けて前進 
■ メキシコの Pemex に対する不安 

拡張計画があった米国のブラウンフィールドプロジェクトは、よ
り競争力のある建設コストの利点とオペレーターの評判を考
慮すると、2019 年に次に FID に向かう最も可能性があるベン
チャーと見られる。

情報筋によると、Sabine Pass の Cheniere のトレイン 6 は間

もなく FID を取ると見込まれている。

Qatar Petroleum および ExxonMobil の Golden Pass も間
もなく財政制裁が見込まれている。

当時の情報筋によると、プロジェクト全体のコストは米国の鉄
鋼関税改定後、再計算される見込みであった。

Tellurian および NextDecade などのグリーンフィールドプロ
ジェクトのデベロッパーが、ルイジアナとテキサスのそれぞれ
のプロジェクトに向けて投資会社からクラウドファンドしたの
に対して、グリーンフィールドデベロッパーからの拘束力のある
売買契約（SPA）はなかった。

唯一の例外は米国ベースの Venture Global で、ルイジアナの 
Calcasieu Pass を開発中で、契約を締結した。

情報筋によると、Venture Global は見込みのある中国人バイ
ヤーを促進させる見込みであったが、現在の中国と米国間のこ
う着状態がその交渉を失速させた。

メキシコでは、別の Pemex グループが LNG として天然ガスを
輸入し、Pemex の FSRU 計画の早期廃棄後の関連回復にガス
を使用するために、流動的な輸入設備を引き続き計画している。

このような輸入プロジェクトの予定と、プロジェクトへの融資
なしで Pemex が独自で実行する能力も不確定である。

カナダでは、課題が待ち受けている。シェルがリードする LNG 
カナダプロジェクトは 2018 年 10 月に最終投資ハードルを乗
り越えたが、関連 Coastal GasLink のパイプラインのルートは
現地の反対派から現在厳しい視線が注がれている。

ブリティッシュコロンビア州のキチマットの 2-トレイン、年間 14 
百万トンのプロジェクトは、北米の西海岸で FID を得る最初の
プロジェクトである。

セカンダリマーケティングもカナダの LNG プロジェクトの利害
関係者が順調に進捗している。

これらの利害関係者には日本のバイヤーである東邦ガスと東
京ガスが含まれ、合わせて年間 0.9 百万トンの基本合意書は
三菱の子会社である Diamond Gas International（DGI）と交
わされている。

情報筋によると、日本のバイヤーである JERA と Chugoku も
カナダの LNG の取引量に対して三菱とも契約している。

2018 年 11 月に、スイスに本社を置く Vitol が PETRONAS か
らの年間 0.8 百万トンの LNG に対して、15 年間、FOB と納入
渡しベースの両方で契約を締結した。

ボリュームはカナダおよび PETRONAS のその他の供給ソース
からのものである。
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ヨーロッパ 
■ 2019 年は LNG のヨーロッパへのフローは安定 
■ ポーランドは米国貨物をさらに輸入

比較的弱い原油価格環境と過剰供給のグローバル LNG 市場
は、欧州のガスハブ価格は 2019 年のアジア市場のプレミアム
へのわずかな割引に留まることを意味する。

米国、ペルー、トリニダードからのボリュームが英国、フランス、
オランダ、ベルギーなどの都合の良い欧州市場向けであるた
め、アメリカから輸入された LNG の輸入パーセントとしてのボ
リュームは増える見込みである。これで、セラーは欧州の生産
能力を利用して、特に季節的に東南アジアの需要が低くなると
きに、ポートフォリオを管理できる。

ロシアのヤマルトレイン 3 が強化されると、ロシアの貨物もヨ
ーロッパに流れる。アジア市場の低需要が続く場合は、再積み
込みまたは積み替えではなく、欧州市場での消費用に納入さ
れることが予想される。

欧州からの完全な再積み込みの必要性は、グローバル価格の
スプレッドおよび輸送コストによって異なる。トレーダーは十分
な供給にリスクプレミアムを付けて高値を付けるため、LNG の
供給も欧州ハブでの期近物および 2 か月物のガス価格に圧力
をかけ続ける。

欧州内では、TTF に対する NBP プレミアムは LNG セラーから
英国へ興味を持ち続ける可能性がある。北西ヨーロッパのガス
生産の減少とメジャーな夏場の貯蔵投入は、地域の価格は南
部市場への大幅な値引価格では取引されないことを意味する。

構造的に、米国およびカタールの LNG のバイヤーがロシアの
パイプラインガスから離れるにつれて、ポーランドが米国およ
びカタールの LNG のかなりのバイヤーとして出現している。

ギリシャの LNG 需要も新たに拡大した REVITHOUSSA ターミ
ナルにより多くの米国の貨物が流れるのを見ており、スポット
貨物から契約供給への切り替えが見込まれる。

アフリカ
■ 2019 年に見込まれる FID
■ 資金確保が障害に 

フレキシブルな西アフリカのスポット貨物は、東アジアの価格
変更のシグナルがない中、インドのバイヤーおよび一部の欧州
市場が購入し続ける見込みである。

2019 年に追加生産能力が操業を開始する見込みはなく、アル
ジェリアは国内のガス需要と LNG 輸出に対する生産のバラン
スを取ることに苦闘し続ける。Sonatrach の遅れた Touat ガ
ス田は今年稼働する見込みである。

エクソンの Rovuma LNG およびモザンビークの Anadarko 
のプロジェクトなど、開発中の主要 LNG 輸出プロジェクトは 
2019 年に FID を得る可能性がある。

これは、2020 年半ばからの東アフリカの LNG 輸出のかなりの
ボリュームの基礎を築くことになる。しかし、Ophir の海外の赤
道ギニアのライセンス損失は、流動的な LNG プロジェクトがキ
ャンセルされたことで、デベロッパーにとっての潜在的な問題
が強調される。

ブラウンフィールドの拡張に関しては、ナイジェリア LNG のト
レイン 7 が、特に目前に控えた選挙を背景に、フォーカスされ
ている。

アフリカ大陸では、LNG の需要は初期段階のままが見込まれ、 
南アフリカのリチャーズベイに提案された輸入ターミナルなど
の LNG 再ガス化プロジェクトは遅れる。

需要の高まりは遠隔市場の小規模 LNG からのものである。



China GasとLNG市場のインテリジェンスソリューション 

ICIS China GasおよびLNGソリューションは、発展するガス・LNGセクターへの参入を
目指す日本企業にとって不可欠な情報源です。当社のソリューションは他の追随を許さ
ない優れたインサイトを提供し、地域における計画立案や意思決定を支援します。 

4   中国におけるガス・LNGの国内流通価格および輸入価格 

4   液化プラント稼働率と費用対効果の範囲 

4   中国におけるガス・LNGの需要と供給に関するデータと予測
   （サブセグメントで分類）
4  ガス・LNGのインフラプロジェクトの進捗状況 

4 出荷されたLNGの到着状況 

4   中国の政策展開と世界市場に対する影響 

 

LNG市場のインテリジェンスソリューション 

当社の最先端のテクノロジーで、LNGの販売、購入、動向追跡を最適化する基礎データをリアル
タイムで取得できます。

4   DES、FOB価格グローバルLNG市場だけでなく、ヨーロッパのガス市場の価格評価が毎日届く 

4  LNG専門家による最新分析とニュースにアクセス  

4  世界の生産容量とパフォーマンスを視覚化 

4  船舶と貨物の動きを完全に可視化  

4  競合の取引状況を把握 

4 入札や供給停止のアラートを受ける 

デモをリクエストする

https://icis-global.com/japan/request-demo/lng-market-solution/?channel=energy&commodity=lng&cmpid=ILC|CHEM|CHCOM-2019-GLOBAL-SGC-LNGmarketoutlook_Japan_pdf&sfid=7012X000001WUSj
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GLOBAL LNG OUTLOOK 2019
SUMMARY 

AUSTRALIA 
■ Australian production could top 78m tonnes 
■ Optimisation opportunities for traders

With the recent start of production at three new LNG 
projects in Australia, the country should become the world’s 
largest LNG exporter over 2019 as a whole. 

Anglo-Dutch major Shell’s Prelude formally commenced 
operations on 25 December, 2018. 

Wheatstone LNG, operated by US-based Chevron 
alongside Australia’s Woodside, along with Inpex’s Ichthys 
LNG, could raise Australian exports to over 78m tonnes, 
according to the LNG Edge supply forecast. 

The wave of Australian exports will introduce additional gas 
to Asian buyers as spot opportunities are likely to emerge 
on the back of extra production, gaps in annual delivery 
programmes and optimisation opportunities. 

The ongoing US-China trade dispute will likely mean that at 
least some of the new supply will be used to swap US Gulf 
cargoes for Australian volumes, not only to avoid tariffs but 
also to optimise on transportation costs.

Growing competition on the short-term markets in Asia will 
likely introduce additional liquidity to the market and higher 
churn ratios on traded supply. 

China will remain the key growth market globally and LNG imports will continue to climb in 2019, as the 
rise in domestic gas demand absorbs LNG, domestic gas and pipeline imports. 

On production, Australia’s emerging role as the world’s largest LNG exporter should be cemented in 2019 
with the last of the current phase in new export projects ramping up.  

Japanese LNG demand is expected to remain stagnant or decline, as nuclear generation gains a larger 
share of the power mix, while India’s spot LNG demand should increase following the commissioning of 
three new LNG import projects and the start-up of a new pipeline connecting the Kochi terminal to the big 
demand centres. 

In southeast Asia, Thailand will make progress this year on its ambition to become a regional LNG hub. 
Growth in US LNG export capacity will be a key feature of 2019, with several final investment decisions 
expected to materialise. 

Political risk looks likely to cast doubt on new South American demand. 
Europe’s robust LNG import activity should continue, with flexible volumes arriving from the US, Peru 
and Trinidad, together with more Russian volumes flowing to Europe from Yamal. In the Middle East, 
Egypt will double down on its new found net exporter status.

However, the market expects to see a higher level of 
participation from new entrants, which could result in the 
absorption of at least some of the additional supply. 

CHINA
■ Growth driven by city gas companies
■ Third-party access boost for LNG 

China, the world’s second largest LNG importer, could see 
imports could hit around 70m tonnes in 2019, according to 
ICIS estimates. This follows imports of almost 54m tonnes 
in 2018, up by 41% on 2017. 

Import growth has mainly been driven by city gas 
companies purchasing a large amount of LNG as a 
supplement to pipeline gas.

With improving gas pipelines in urban areas, demand from 
the city gas sector will continue to grow in 2019. 

China’s focus on environmental protection will prompt large 
industrial users to replace coal with natural gas in 2019, 
boosting demand.  

The role of long-distance gas pipelines will not change 
much in 2019 and this will support LNG demand.  
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The China-Russia gas pipeline will only start trials at the 
end of 2019. China is likely to still depend on LNG imports 
to meet incremental gas demand, and will again be a focal 
point for sellers looking for long-term LNG buyers. 

The share of LNG imports in the gas mix is set to increase 
further to around 32% in 2019 from 26% in 2018. 

More LNG capacity will be released from the three Chinese 
terminals which came on stream in 2018. 

China’s total current LNG import capacity is 65mtpa. 
Shenzhen Gas’ 600,000tonne/year terminal and HuaFeng 
Group’s 1mtpa terminal are likely to come on stream in 2019.

Spot LNG cargoes bought by China in the international 
market mostly originate from Australia.

Chinese buyers may increase their purchases if spot prices 
drop to around $7/MMBtu at the end of the first quarter of 2019. 

China’s LNG consumption in 2019 will also be bolstered 
by ongoing reforms to the natural gas market but concerns 
persist over economic growth rates.

JAPAN
■ Stagnant demand forecast
■ Contractual LNG oversupply

Japanese LNG demand is expected to remain stagnant 
or to decline in 2019, as nuclear generation gains a larger 
share of the power mix.

Gas-fired generation is also facing some competition from 
renewables, while a dent in oil prices could weigh on gas 
demand from the industrial sector.

Nuclear availability ended last year at the highest since the 
Fukushima accident in early 2011, as four 1.2GW reactors 

were restarted between March and June 2018. A temporary 
court injunction barring the operation of an 890MW reactor 
was also lifted in late September.

The prospects for further nuclear restarts are uncertain, 
but industry sources have indicated at least one additional 
reactor could restart by March 2020. 

At the same time, Japan is nearing a peak in contractual 
supply, most notably with the 8.9mtpa Ichthys project 
in northern Australia in ramp-up, with about 70% of its 
production destined for Japanese customers.

The start-up of US export projects Freeport and Cameron 
will add to Japanese contractual oversupply, with the 
likelihood that some of these volumes will be diverted to 
other markets.

Due to this contractual length, Japanese buyers are 
seeking shorter contracts, smaller volumes and more 
flexible terms. 

As a latest example, trading entity JERA entered an 
agreement with Abu Dhabi’s ADNOC LNG, which is to 
replace a contract for 4.3mtpa expiring by the end of 
March, with a deal for 0.5mtpa over the next three years.

With a ban on destination restrictions in new deals, 
Japanese buyers are likely to become increasingly active 
on the sell-side as companies seek to manage contractual 
oversupply. 

SOUTH KOREA 
■ Threat from coal-fired generation
■ Demand growth uncertain

After a record year in 2018, the momentum of South 
Korean LNG demand growth will be tested in 2019. 
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Displacement from competing fuels in the power sector 
remains a key factor in the short term, despite government 
targets to increase the use of gas-fired generation by 2030.

Nuclear availability has now largely stabilised, after 
extended maintenance and enhanced safety checks 
pushed it to historical lows through the first half of 2018. 

Some issues still remain around cracks in containment 
buildings at the Hanbit nuclear plant, which have resulted in 
delays in the return from maintenance of four reactors. 

A similar concern involving a Korean-built plant in the UAE 
could also impact the schedule of new reactors at Shin-Kori 
and Shin-Hanul, which were previously expected to start in 
2018 but have since been pushed to late 2019.

It also remains to be seen whether government policy will 
be sufficient to curb coal-fired generation, after a spate of 
new generators were completed in 2016-2017. 

Several older units are required to shut down on an annual 
basis between March and June and the government has 
also introduced a measure to cap production during periods 
of high air pollution

NORTH AMERICA
■ US brownfields advance toward FID 
■ Uncertainty over Mexico’s Pemex 

Brownfield projects in the US with planned expansions are 
seen as the most likely ventures to next take FID in 2019, 
given the more competitive construction cost benefits and 
reputation of the operators. 

Cheniere’s Train 6 at Sabine Pass is expected to take FID 
soon, sources said. 

Qatar Petroleum and ExxonMobil’s Golden Pass is also 
soon expected to financially sanction. 

Sources at the time said the overall project cost was likely 
being recalculated following a revision in US steel tariffs. 

While greenfield project developers such as Tellurian and 
NextDecade have crowdfunded from investment firms 
toward their respective projects in Lousiana and Texas, 
there have not been any binding sales and purchase (SPA) 
agreements from greenfield developers. 

The only exception is US-based Venture Global, which is 
developing Calcasieu Pass in Louisiana and has signed 
contracts. 

Sources said Venture Global was expected to advance 
with prospective Chinese buyers, but the current 
stand-off between the China and US has stalled those 
negotiations. 

In Mexico, another Pemex group is still planning its own 
floating import facility in order to import natural gas as 
LNG and use the gas for associated recovery, following  
Pemex’s earlier scrapping of an FSRU plan. 

The timeline for such an import project is uncertain, as 
well as the ability for Pemex to execute on its own without 
project financing. 

In Canada, challenges lie ahead. The Shell-led LNG Canada 
project cleared the final investment hurdle in October 2018, 
but the pipeline route of the associated Coastal GasLink is 
now under scrutiny from indigenous protestors. 

The two-train, 14mtpa project in Kitimat, British Columbia, 
is the first to reach FID on the west coast of North America. 

Secondary marketing is well underway by the stakeholders 
in the Canada LNG project.

These include Japanese buyers Toho Gas and Tokyo Gas, 
which have Heads of Agreement in place with Mitsubishi’s 
subsidiary Diamond Gas International (DGI) for a combined 
0.9mtpa.

Japanese buyers JERA and Chugoku also have 
agreements with Mitsubishi for Canada LNG offtake, 
sources said. 

In November 2018, Switzerland-headquartered Vitol signed 
for 0.8mtpa of LNG from PETRONAS for a 15-year term, 
on both a free-on-board (FOB) and delivered basis. 

The volumes will come from Canada and other sources of 
PETRONAS’ supply.
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EUROPE 
■ Robust flow of LNG to Europe in 2019 
■ Poland to take more US cargoes

A relatively weak oil price environment and an oversupplied 
global LNG market could mean European gas hub prices 
remain at a narrow discount to premium Asian markets in 
2019. 

The volume of LNG imported from the Americas as a 
percentage of imports is likely to increase, as volumes from 
the US, Peru and Trinidad will head to opportune European 
markets including Britain, France, the Netherlands and 
Belgium. This will allow sellers to manage their portfolios by 
harnessing European capacity, especially at times of lower 
seasonal East Asian demand. 

As Russia’s Yamal train 3 ramps up, more Russian cargoes 
will also flow to Europe. If low demand in Asian markets 
persists, these are likely to be delivered for consumption in 
European markets rather than reloaded or trans-shipped.

The need for outright reloads from Europe will depend on 
global price spreads and shipping costs. LNG supplies may 
also continue exerting downward pressure on front and 
second month gas prices at European hubs, as traders 
price out risk premiums on ample supplies.

Within Europe, the NBP premium to the TTF could sustain 
interest from LNG sellers to  Britain. Declining northwest 
European gas production and major summer storage 
injection could mean prices in the region no longer trade at 
such a substantial discount to markets in the south. 

Structurally, Poland is emerging as a significant buyer of US 
and Qatari LNG as it moves away from Russian pipeline gas.  

Greek LNG demand may also see more US cargoes flow to 
the newly enlarged Revithoussa terminal, which is likely to 
switch from spot cargoes to contractual supplies. 

AFRICA
■ FIDs expected in 2019
■ Securing finance will be a hurdle 

Flexible West African spot cargoes are likely to continue to 
be bought by Indian buyers and some European markets in 
the absence of a change in East Asian price signals. 

No additional capacity is expected to come online in 2019, 
with Algeria to continue its struggle balancing domestic gas 
demand and production against LNG exports. Sonatrach’s 
belated Touat gas field is expected to start up this year. 

Major LNG export projects in development could reach FID 
in 2019, including Exxon’s Rovuma LNG and Anadarko’s 
projects in Mozambique. 

This would lay the ground for a substantial volume 
of East African LNG exports from the mid 2020s. But 
Ophir’s loss of its licence offshore Equatorial Guinea 
highlights potential problems for developers with the 
floating LNG project cancelled. 

In terms of brownfield expansions, Nigeria LNG’s Train 7 is in 
focus, especially against the backdrop of a looming election.   

Demand for LNG is expected to remain nascent on the 
African continent, with LNG regasification projects, such as 
South Africa’s proposed import terminal in Richards Bay, 
delayed.

Emerging demand may come from small-scale LNG for 
remote markets. 
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