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はじめに
米国の機械産業や化学産業を中心に製造業の国

内回帰が進んでいる。これらの原動力として米国
内で開発される新たなエネルギー資源、シェール
ガスとシェールオイルの存在を見逃すわけにはい
かない。

どうしてシェールガスが注目されるのか。
シェールガスなど天然ガスは化石燃料の中で最も
環境性に優れるエネルギーと言われている。天然
ガスを燃やすことで発生する二酸化炭素は石油の
4 分の 3、石炭の半分であり、窒素酸化物は石油
や石炭の半分以下、硫黄酸化物はゼロとなってい
る。ただ注目されるのはその環境性のよさだけで
はない。

注目されるヒントは米国の原油と天然ガスの価
格推移に隠されている（図表 1）。2009 年まで両

【シリーズ「シェール革命」と日本企業の戦略（１）】
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Point
❶	 	米国では新たなエネルギー天然資源が開発されている。シェールガスとシェールオイルである。
❷	 	この結果、米国の天然ガス価格は、シェールガスの増産に伴い、上昇する原油価格とは対照的に低

位安定している。
❸	 	シェールガスとは従来のガス田より深いところの頁

けつ

岩
がん

に閉じ込められた天然ガスで、これまでコス
トの面で採掘が困難だった。

❹	 	しかし、2000 年代に入ると米国ベンチャー企業が水平掘削・水圧破砕など一連の工法を確立し、
採掘コストの引き下げと事業化に成功した。その後、資源メジャーなどがこれらのベンチャー企業
を買収して、シェールガスの生産を増大させている。

福田 佳之（ふくだ よしゆき）
産業経済調査部 シニアエコノミスト
1993年東京銀行（現三菱東京UFJ	銀行）入行。東京銀行調査部、経済企画
庁派遣にて、マクロ経済分析を担当する一方で、蒲田支店では支店営業も経
験。その後米国大学院留学を経て2003年4月から東レ経営研究所。経済学	
修士。
E-mail：Yoshiyuki_Fukuda@tbr.toray.co.jp

図表 1　米国の天然ガスと原油の価格推移
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者の価格はおおむね連動して推移していたが、そ
の後、原油価格は再び上昇しているのに対して、
ガス価格は原油に連れることなく低位安定してお
り、原燃料としての天然ガスの存在感が増してい
る。この天然ガス価格の低位安定をもたらしたも
のが、シェールガスの増産なのである。

最近では北西部を中心にシェールオイルの開発
も進む。シェールオイルは軽質低硫黄の良質原油
であり、使い勝手のよさから生産が年々増えてい
る。その結果、米国の原油輸入が減少に転じてい
る。

一方、米国内での他のエネルギー事業の情勢を
眺めてみると、政府のてこ入れの割には芳しくな
いことがわかる。太陽光発電分野は中国企業の攻
勢等に押されて破産やリストラに追い込まれてい
る米国企業が続出している。風力発電分野では普
及局面に入っているものの、補助金に支えられて
いる部分が大きく、最近では天然ガス発電に押さ
れ気味である。原子力分野では言わずもがな福島
第一原発事故で水を差された状況だ。

そのような中で登場したシェールガスやシェー
ルオイルは、豊富な埋蔵量と低コストで米国経済
に大きなインパクトを与えており、これらの新た
な天然資源が及ぼす米国内の産業構造の変化を

「シェール革命」と呼ぶほどだ。
本稿では、米国で注目されるシェールガスの開

発についてその経緯と現状を解説する。

1．シェールガスとは
水平掘削などの採掘技術が事業化に貢献

シェールガスとは、地下 100 ～ 2,600 メートル
と通常の天然ガス田よりも深いところにある頁

けつ

岩
がん

の中に閉じ込められている非在来型の天然ガスで
ある。これまで世界各地で広域にわたって埋蔵さ
れていることが知られていた。例えば、米国では
北東部や南部などでシェールガスの埋蔵が発見さ
れており（図表 2）、2010 年時点の技術的可採埋
蔵量 1 は 482 兆立方メートルに上る。これは米国
の天然ガス消費量の約 20 年分である。ただし、
シェールガスのような非在来型ガスは通常のと
違って岩石の中に閉じ込められるなどで流れ出に
くく、採掘すれば自動的にガスが噴出するわけで
はない。そのため、シェールガスを取り出すのに
何らかの仕掛けが必要であり、コストが高くなり
がちであった。

しかし、2000 年代に入って、米国のベンチャー
企業を中心に水平掘削、水圧破砕、地震波の観測
技術（マイクロサイスミック）など効率的な採掘

図表 2　米国シェールガス田の分布
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（注） 堆積盆地とは原油や天然ガスなど天然資源が埋蔵されている可能性が高い盆地
出所：伊原賢「シェールガス革命とは何か」東洋経済新報社、2012年

1   経済性を度外視して現在の採掘技術で採掘できる最大量を指す。ちなみに経済性を考慮した埋蔵量を確認埋蔵量と呼び、在来の
米国天然ガスの確認埋蔵量は 2011 年末時点で 299.8 兆立方メートル（米国天然ガス消費量の 12 年分）である。

シェールガスが米国エネルギー事情を一変



経営センサー　2013.5
3030

技術が確立した（図表 3）。
水平掘削とは、頁岩層に沿って水平に掘り進め

る技術である。これまでの垂直や斜めに掘り進め
た場合と比較して頁岩との接触面積を増やすこと
が可能となり、1 坑当たりの生産量を数倍以上増
加させることができる。

水圧破砕とは、掘削した井戸に大量の水を高圧
で送り込み、頁岩層にひび割れを作る技術であ
る。送り込む液体のうち 90％以上が水であるが、
残り数 % はプロパントや界面活性剤などの化学物
質で構成されている。プロパントとは、砂状の物
質で、ひび割れした割れ目に入れることで生じた
隙間が閉じるのを防ぎ、シェールガスを流れ出や
すくするものである。水圧破砕は水平井の先端か
ら根元にかけて何段階にも分けて実施され、多く
のガスを回収する。

ただし、水圧破砕をしても頁岩層の外までひび
割れして、ガス回収に支障をきたす恐れがある。
そういった問題を最小限に食い止めるために、ひ
び割れしたときの地震波で水圧破砕の割れ目の状
況を把握するのが地震波の観測技術（マイクロサ
イスミック）である。これらの観測で得られた情
報を基にして、シェールガスが多く含まれる頁岩
層を選定して水圧破砕を効率的に行うのである。

これら 3 つの技術に、地質学の知識と採掘シ
ミュレーション技術を組み合わせてシェールガス
を開発してきたのが米国のベンチャー企業であっ
た。彼らは、開発で得られた経験を積み重ねるこ
とでノウハウを蓄積し、効率的なシェールガス生
産と採掘コストの引き下げに成功したのである。

担い手はベンチャーから資源メジャーへ
シェールガス事業は、他の天然ガス事業、例え

ば海底での天然ガス事業と異なって資金負担が軽
い上に、ガス田を比較的発見しやすい。また事業
化までの期間も 2 ～ 3 年程度と海底事業（10 年程
度）と比べて短いため、シェールガス開発の初期
において、リスク許容力の小さいベンチャー企業
が多数参入して事業の担い手となった。

一方、資源メジャーは、開発初期において、
シェールガスの重要性を軽視していたと言ってよ
い。しかし、2000 年代後半に入ってシェールガス
の生産が急増したことで、彼らは認識を改めざる
を得なかった。そこで、彼らは手っ取り早く
シェールガス採掘技術を持つベンチャー企業の買
収に動いた。例えば、2009 年にはエクソンモービ
ルが XTO エナジーを 410 億ドルで、11 年には
BHP ビリトンがチェサピークエナジーとペトロ
ホークエナジーをそれぞれ 47 億ドル、121 億ドル
で買収した。さらに現在では、日本、韓国、中国
などアジア勢が加わって、米国ベンチャー企業の
買収やシェールガス権益への出資をしている。

資源メジャーがベンチャー企業を買収したの
は、米国内のシェールガス増産だけが理由ではな
い。今後進展が見込まれる世界各地でのシェール
ガス開発で主導権を握るためには、シェールガス
の採掘技術が必要なためだ。

2040年には米国の天然ガスの過半が	
シェールガスに

シェールガスの飛躍的な増産もあって、米国の

図表 3　在来型天然ガスとシェールガスの採掘の仕組み
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（注） シェールガス採掘の井戸とは別に掘った観測用の井戸から、水圧破砕で生じた地震波を観測して地層に
関する有益な情報を入手する。

出所：石油連盟資料
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天然ガスの生産量は増加している（図表 4）。
2011 年の米国の天然ガス生産量は 23.0 兆立方

フィートと前年比 7.8％の伸びを示したが、これ
は近年まれにない高い伸びであった。そのうち、
シェールガスは 34％分の 7.9 兆立方フィートを占
めている。2001 年時点のシェールガスのシェアが
わずか 1.9％にすぎなかったことを考慮すると、
この 10 年間のシェールガスの急増が見て取れよ
う。

 
この結果、米国の天然ガス価格は、欧州やアジ

アの価格と比べて半分から三分の一程度まで低下
している（図表 5）2。2012 年初に暖冬で天然ガ
ス需要が低迷したこともあって一時、百万 BTU3

当たり 2 ドルを切る水準まで低下した。その後は
上昇して同 3 ドル台で推移しているが、原油価格

（百万 BTU 当たり 10 ドル超）と比較して大幅安
であることには変わりがない。

今後についてもシェールガスの生産は増大す
る。米国エネルギー情報局（EIA）は、2040 年に

はシェールガスの生産は 16.7 兆立方フィートに達
し、天然ガス生産全体の過半を占めると見込んで
いる。

2000 年代に入って順調に生産を拡大させてきた
シェールガスだが、このところ変化が見られる。
天然ガス価格が低迷して、事業採算性が悪化して
いるのである。ついに破綻したシェールガス開発
業者も出た。シェールガス事業の収益低迷を受け
て、開発業者は打開策を打ち出そうとしている。
次回では、2 つの打開策、シェールオイル事業の
参入と液化天然ガス（LNG）輸出に注目してそれ
ぞれ解説を加えることとする。

図表 4　米国天然ガス生産の推移と予測
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出所：米国EIA, "Annual Energy Outlook 2013 Early Release"

図表 5　日米欧の天然ガス価格の推移
（ドル/百万BTU）
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出所：世界銀行 "World Bank Commodity Price Data"

2   天然ガスは、原油と異なって単一市場を形成しておらず地域によって価格決定方式が異なる。北米では Henry Hub 価格など需給
によって決定されているが、欧州では域内 Hub 価格に加えて、原油価格にリンクされて価格決定する方式が存在する。またアジ
アでは原油価格リンクによる価格決定が主流となっている。

3  BTU とは英国熱量単位。1 ポンドの水を華氏 1 度分だけ引き上げるのに必要な熱量を単位としている。

本シリーズは、米国で開発が進む新たなエネル
ギー資源「シェールガス」「シェールオイル」が米
国の経済・産業にどのような影響をもたらすのか、
日本企業にとってどのような事業機会が存在する
のかについて解説するレポート企画で、今号から
数回にわたり連載していきます。

シェールガスが米国エネルギー事情を一変




