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前号では、シェールガスのインパクトとして、
シェールガス関連のインフラ需要増による鉄鋼・
機械産業の活性化について解説した後に、シェー
ル開発に伴う石油化学原料の生産増と石油化学産
業の国内回帰・米国シフトについて説明を行った。

本号では、燃料としてのシェールガスに注目し、
天然ガス自動車（NGV）の動向を取り上げたい。

産業部門や電力部門での天然ガスの燃料利用は
新規需要に限定

米国エネルギー情報局（EIA）によると、部門
別に見た天然ガスの消費動向について（図表 1）、

石化産業など産業用途以外にも、電力用途の増加
が大きい。また輸送用途の消費も 2030 年以降

【シリーズ「シェール革命」と日本企業の戦略（4）】

次世代自動車として
天然ガス自動車（NGV）は台頭するか

Point
❶� �産業部門や電力部門において燃料として天然ガスの利用は進むものの、新規需要に限られよう。今
後も石油や石炭が利用される見込みである。

❷� �輸送部門ではガソリン需要は圧倒的である。ただし、この30年程度でガソリン需要はわずかでは
あるが、減少すると見られており、代わって天然ガス需要が増加する。

❸� �天然ガス価格が低下したことで天然ガス自動車（NGV）の魅力が高まっている。燃費が劇的に改
善したことで、主に大型車の分野でディーゼル車からNGVへの切り替えが進んでいる。今後、保
有台数1,000万台といわれる大型車の分野でNGV需要が本格化しよう。

❹� �一方、中小型NGVの普及は遅々として進まない。中小型NGVは普及に関する課題を二つ抱えて
おり、一点目は高い車両価格であり、二点目は、貧弱なガススタンド網である。

❺� �上記二つの課題を解決するための連邦及び州政府の支援が貧弱なこともあって、中小型NGVは次
世代車として台頭するにはしばらく時間がかかるだろう。
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図表 1　部門別天然ガス消費の見通し
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徐々に増加していく見込みである。
ただし、今後の天然ガスの需要の伸びは他のエ

ネルギーを置き換えるほど強くはない。図表 2 は
部門別に一次エネルギー全体の見通しをグラフ化
したものだが、産業部門や電力部門における天然
ガスの需要は増加するものの、他の一次エネル
ギーの需要も概ね増加する見込みとなっている。
産業部門や電力部門における天然ガスの燃料利用
は新規に発生する需要分に限定されると言ってよ
さそうだ。

一方、輸送部門における今後の一次エネルギー
の需要について、2040 年時点でも石油、つまりガ
ソリンが圧倒的な地位を占める。ただ、この 30

年程度で 1,600 兆 BTU（英国熱量単位）需要が減
少するのに対して、同期間の天然ガスの需要は
1,100 兆 BTU 増加するとしている。EIA は、輸送
燃料として天然ガスの利用が進み、圧倒的な立場
のガソリン市場を、わずかではあるが、天然ガス
が侵食していくと見ている。そしてその主役を担
うのが天然ガス自動車（NGV）である。

実は「天然ガス自動車（NGV）小国」の米国
注目を集める天然ガス自動車（NGV）だが、

NGV そのものは古くから存在しており、内外の自
動車メーカーは NGV の開発と投入を行ってき 
た 1。

図表 2　部門別一次エネルギー消費の見通し
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1   天然ガス自動車（NGV）には二種類ある。一つは、天然ガスに高圧（200 気圧程度）をかけて圧縮して燃料容器に貯蔵して走行
する CNG 車である。米国内に 12.3 万台存在する（2011 年時点）。多くの分野で見られる天然ガス自動車であり、圧縮ガスを貯
蔵できるようにタンクが頑丈で重く、燃料補給一回当たりの走行距離はガソリン車に劣る。もう一つは、天然ガスを液化して貯
蔵する LNG 車である。米国内に 0.3 万台存在する（2010 年時点）。主に大型車に見られる天然ガス自動車であり、同車のタンク
は CNG 車に比べて 30％程度小さく、走行距離は CNG 車よりも長い。ただ、貯蔵などのコストが高くつくため、LNG 車の需要は、
コンテナけん引など最大型ディーゼル車の代替に限定される（Knittel（2012））。
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NGV のメリットは、環境にやさしい点にある。
米国環境保護庁（EPA）によると、NGV はガソ
リン車などと比較して、一酸化炭素を 90 〜 97％、
二酸化炭素を 25%、窒素酸化物を 35 〜 60％、非
メタン系の炭化水素汚染物質を 50 〜 75％削減す
るという。エンジン音などの騒音も静かである。
その上、燃料である天然ガスは国産のエネルギー
を利用できるために、エネルギーの自給率を高め、
外国依存度を低下することができる。

一方、NGV のデメリットとして車両価格の高さ
が挙げられる。セダンでも 5,000 ドル以上、大型
トラックになるとガソリン車やディーゼル車と比
較して数万ドル以上も購入費用がかかると言われ
ている。その割には燃料価格がガソリンや軽油と
さほど変わらず、また天然ガスのスタンド網が貧
弱なこともあって NGV を購入する魅力が乏し
かった。

その結果、NGV はビッグ 3 などによってさまざ
まな種類の自動車が生産されているものの、米国
内での普及は約 12 万台にとどまっており、世界
の NGV 大国と比較すると見劣りがする（図表
3）。用途別に見ると、大型の公共交通バスが 1.1
万台と最も多いが、公共交通バス全体の 13 〜
14％程度に過ぎない。他にはごみ収集車（5,000
台）やスクールバス（3,800 台）など公共サービ

ス用途や法人業務用用途の車両が占めているに過
ぎない。

ガス価格低下でNGVの燃費が向上
しかし、NGV を取り巻く環境は急激に変化して

いる。シェールガスの増産で天然ガス価格が低下
したことにより燃費が劇的に改善したのである。
圧縮天然ガスとガソリンの価格は 2006 年時点で
はほぼ同じであったが、12 年 10 月時点では圧縮
天然ガス価格（2.12 ドル /GGE（ガソリンガロン
等量））の方がガソリン（3.82 ドル /GGE）やディー
ゼル（4.13 ドル /GGE）よりも 4 〜 5 割程度安価
となっている。確かに NGV は車両価格の高さな
ど初期費用が高い。しかし、通算走行距離が長い
業務用の車両であれば、燃費がガソリンや軽油よ
りも安価になることで長い目で見て採算に合って
くる。MIT の Knittel 教授の試算では、NGV の燃
費は、中小型車で 1 年間に 500 〜 1,200 ドル、大
型車で同 26,000 〜 38,000 ドル程度、ガソリン車
やディーゼル車よりも安価になるとしている。特
に、大型 NGV の場合、2 〜 3 年程度乗車すれば、
その燃料代節約累計で NGV 価格の割高分を賄う
ことができ、比較的短期間で元が取れることにな
る（図表 4）。

大型車の分野でNGV需要が本格化
このような環境変化を受けて、米国では大型車

の分野で天然ガス自動車シフトが起こっている。
米国全体で見ると、2011 年に調達されたごみ収集
車の 40％、路線バスの 25％が NGV となってい
る。特にロサンゼルスでは公共バスの調達で
ディーゼル車からの切り替えを積極的に行った結
果、保有バスの 99.6％の 2,211 台が NGV となっ
た（2011 年時点）。大手の廃棄物処理サービス業
を営むウェイスト・マネジメントは既に 1,000 台
の NGV を保有しているが、さらにごみ収集、運
搬、リサイクルなどのディーゼル車両 18,000 台を
NGV に改造することを発表している（12 年 5 月）。

現在、大型車は中小型車と違ってディーゼル車

図表 3　 2011 年の天然ガス自動車（NGV）の国別
ランキング

ランク 国 天然ガス
自動車数

ガススタンド
数

全車両に占める
NGV比率

1 イラン �2,859,386� �1,820� 18.48%
2 パキスタン �2,850,500� �3,300� 63.60%
3 アルゼンチン �1,900,000� �1,902� 15.32%
4 ブラジル �1,694,278� �1,719� 3.46%
5 インド �1,100,000� �724� 1.35%
6 中国 �1,000,000� �2,120� 0.71%
7 イタリア �779,090� �858� 1.68%
8 ウクライナ �390,000� �324� 5.08%
9 コロンビア �348,747� �651� 7.10%
10 タイ �300,581� �458� 1.22%

16 米国 �123,000� �1,000� 0.00%
23 日本 �40,823� �333� 0.05%
25 韓国 �32,441� �184� 0.17%
28 フランス �13,000� �125� 0.03%
60 英国 �220� �12� 0.00%

合計 �15,192,844� �19,947� 1.18%

出所：NGV�Globalホームページ
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がその大半を占める。ディーゼル車は、燃費も悪
い上に、ガソリン車よりも有害なガスを排出して
いて好ましくないものの、これまで代替の選択肢
がなかった。そこで環境にやさしく燃費も良い
NGV が登場したことで、ごみ収集車、公共バス、
配送トラックなどの大型車の分野でディーゼル車
から NGV への切り替えが進むと見られている。
同車は、その通算走行距離の長さから燃費節約の
恩恵は大きい一方で、特定区間を走って街中での
ガス補給を考えなくていいため、NGV の弱点であ
る貧弱なガススタンド網に影響を受けにくい。そ
の結果、これらの大型車はディーゼル車から NGV
に切り替えやすい。

また長距離トラックについてもこれまでガスス
タンドのインフラ不足がネックとなっていたが、
今後、高速道路のサービスエリアを中心にガスス
タンドが設置されることとなっており、徐々にで
はあるが長距離トラックも NGV への切り替えが
行われると見られる。

したがって、今後も米国内では大型車を中心に
NGV ブームが続くだろう。大型車は、配送用途な
どのトラックが 700 万台、長距離輸送用途などの
トラックが 320 万台、合わせて 1,000 万台程度、
国内に存在するといわれており 2、配送用途を中
心にディーゼル車から NGV への切り替えが進ん
でいくと考えられる。

今後の焦点は中小型NGVの普及　
ハードルは車両価格の高さ

次に、中小型 NGV の今後について焦点を移し
たい。確かに NGV は補給一回当たりで電気自動
車の 3 倍程度の距離を走行できるだけでなく、ク
リーンエネルギーを使うことでガソリンよりも汚
染物質を排出しない。走行音も静かである。なに
よりも NGV の普及は石油の海外依存度を低下さ
せる。だが、中小型 NGV の普及は一朝一夕には
行かないだろう。なぜなら NGV の普及には 2 つ
のハードルが存在しているからだ。

まず、NGV の車両価格の高さである。ガソリン
車と異なって気体燃料を蓄えるための高圧タンク
が必要なため、その設置の分だけガソリン車より
もコスト高となる。中型車で見た場合、GM の天
然ガスで動くピックアップトラックはガソリン車
のそれに比べて 1.1 万ドル高い。小型車のホンダ
の「Civic Natural Gas」を購入する場合でも、ガ
ソリン車の Civic に比べて 5,000 ドル以上も余計
に払わねばならない 3。通算走行距離が長い業務
用であれば、車両価格の高さは燃料コストの安さ
でペイするだろう。しかし、通算走行距離が比較
的短い個人用の場合、車両価格が低下してガソリ
ン車の車両価格に近づかない限り、さらなる普及
は難しいだろう。事実、大型 NGV は 2 〜 3 年の
燃料節約分で購入費用をカバーすることができる

2   Smith Rebecca, "Will Truckers Ditch Diesel? Surplus of Natural Gas Prompts Some Fleets To Switch; lack of Fueling Station" 
Wall Street Journal (Online) 24 May 2012

3   既存の小型のガソリン車を NGV に改造した場合でも 6,000 〜 10,000 ドル程度の改造費用が必要である（R. P. Stastny, "Natural 
Selection" Oilweek, March 2011）。

図表 4　ガソリン車やディーゼル車と比較して NGV がもたらす差益
NGV形態

燃費（MPG）
ピックアップトラック
15マイル /ガロン

セダン
30マイル /ガロン

大型トラック
5マイル /ガロン

大型トラック
7マイル /ガロン

燃料代替による節約分全体…① $15,171� $7,586� $186,828� $133,449�
1年当たりの節約分…② $1,138� $569� $37,366� $26,690�
ガソリン車やディーゼル車との購入差額…③ （$11,000） （$5,500） （$70,000） （$70,000）
NGVがもたらす差益全体（①－③） $4,171� $2,086� $116,828� $63,449�
NGVによる節約分累計が、ガソリン車等とNGV
との購入差額に達するまでの期間（③÷②、年） 9.7� 9.7� 1.9� 2.6�
（注）�ガソリン価格は$3.46/ガロン、ディーゼル価格は$3.81/ガロン、CNG・LNG価格は$2.09/ガロンで計算。ピックアップトラッ

クとセダンは年間1.5万マイル走行し、20万マイルで廃車。大型トラックは年間10万マイル走行し、50万マイルで廃車。また、
将来の費用と便益は割引価値としている。

出所：�Chiristopher�R.�Knittel,�"Leveling�the�Playing�Field�for�Natural�Gas�in�Transportation"��
The�Hamilton�Project�Disucussion�Paper�2012-03,�June�2012
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のに対して、中小型車は 10 年近くかかってしま
い、平均 3 年程度といわれるマイカー保有期間内
では NGV はまったく割に合わない。

NGV が高価なのは、ガソリン車にはない天然ガ
スタンク 4 が必要なためである（図表 5）。天然ガ
スタンクは高圧で天然ガスを詰めるために補強材
が必要となり、タンクそのものがかなりの重量と
なる割には容量に限界があり、一回の燃料補給当
たりの走行距離がガソリン車よりも短い 5。これ
らの問題点を克服しながら製造コストを引き下げ
る必要がある。

次世代天然ガスタンクの研究開発には、低圧か
つ低価格の吸着型の新型天然ガスタンク（ANG）
が存在する。タンクの中に天然ガスを吸収する物
質を入れることでタンク内の圧力を減らし、タン
クの補強材を削減することで低価格化を実現する
ものである。連邦政府および州政府による研究開

発支援を受けて、自動車メーカーや大学などの研
究機関が ANG の開発を行っている 6。ただし、い
ずれも研究開発段階であり、現時点では次世代天
然ガスタンクの量産化による製造コスト削減がど
の程度か見込むことはできない。

こういった事情を踏まえると、NGV の車両価格
の思い切った引下げは当面難しいだろう。

貧弱なガススタンド網がもう一つのハードル
もう一つの課題は、ガススタンドなどのインフ

ラ不足である。米国内に存在するガススタンドは
約 1,000 カ所に過ぎず、そのうち民間に開放され
ているのは半分以下である。これは同じく米国内
にあるガソリンスタンド数（12 万カ所）の 1% に
満たない。これでは、NGV でドライブしたくても、
燃料切れが怖くてできない。

また現在発表されているガススタンドの設置計
画は主として高速道路や社内駐車場が中心であっ
て、一般道路での設置状況及び見通しは貧弱であ
る。NGV を運転するドライバーが街中でガススタ
ンドを見つけるのはまだまだ容易ではないだろう。

ガススタンド普及のネックの一つは設置コスト
である。ガソリンなどの燃料スタンド建設には平
均して 230 万ドルかかり、ガススタンドに不可欠
なコンプレッサーと貯蔵タンクの設置で更に 50
万ドル程度必要である。ガスパイプラインが敷設
されていない場合、その敷設費用も必要となる。
このため、燃料補給業者にとってコストが高くつ

4   天然ガスタンクは、現在、4 種類存在しており、タンクの外側も内側も鉄製（タイプ I）、鉄製タンクにガラス繊維巻き付けで補
強したもの（タイプ II）、炭素繊維複合素材の外部容器に内側にアルミを採用したもの（タイプ III）、炭素繊維複合素材の外部容
器に内側に樹脂を採用したもの（タイプ IV）に分かれる。新しいタイプが開発されるにつれて軽量化されており、例えばタイプ
IV の重量はタイプ I に比べて三分の一程度である。また、新しいタイプほど寿命も長くなり、安全性も確保される一方で、製造
工程も複雑になっている。

5   今の天然ガスタンク容量では、補給一回当たりの走行距離がガソリン車（一回の補給で平均して 500 キロ走行可能）の半分以下
に抑えられてしまう。かといって既存の材料でタンクの大容量化は重量増となって、燃費を悪化させる。次世代タンクの開発は
軽量化と大容量化を同時に取り組む必要がある。

6   これまでミズーリ大学の研究開発が有名であり、カリフォルニア州環境委員会が 08 年に 100 万ドルの支援を決めている。ただし、
ミズーリ大学の研究開発が始まったのは 11 年からであり、現在、ピックアップトラックによる実証実験が行われたところである。
最近では、12 年 7 月に米国エネルギー省エネルギー先端研究プロジェクト局エネルギー部門（APRA-E）が発表した NGV に関
する総額 3,000 万ドルの研究支援計画の中でも取り上げられている。「自動車動力に関するメタンエネルギー（MOVE）」と呼ば
れる研究支援計画がそれであり、採択された 13 事業のうち、天然ガスタンクに関わるものが 9 事業、なかでも吸着型天然ガス
タンク（ANG）に関するものは、フォード（550 万ドル）、テキサス A&M 大学（300 万ドル）など 4 事業にも上る。

図表 5　中小型天然ガス自動車の構造

出所：日本ガス協会
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くガススタンドの設置に二の足を踏んでしまう。
一方、貧弱なガススタンド網を補うものとし

て、住宅用ガス補給装置が注目されている。自宅
のガス管からガスを圧縮して直接自動車にガスを
補給するものである 7。住宅用ガス補給装置の価
格は設置工事費抜きで 4,000 ドル程度と高いもの
の、購入に関する税額控除が存在しており、また
企業や大学がエネルギー省の支援を受けて安価で
信頼性の高い装置の開発に取り組んでいることか
ら 8、価格が早晩低下する可能性がある。

ただし、自宅でのガス補給装置普及に向けて解
決されていない問題点もある。住宅用のガス価格
は産業用と比較して数倍以上と非常に高い点であ
り、NGV の燃費のよさというメリットを消してし
まいかねない。

次世代車としてNGVは普及するか
上で挙げた中小型 NGV が抱える二つの課題、

高い車両価格と貧弱なガススタンド網を解決する
ために、連邦及び州政府が NGV 普及において積
極的な役割を果たすことが不可欠である。だが、
現時点では、連邦及び州政府の NGV 普及支援策
は不十分である。今後についても、財政支出を伴

う NGV の普及支援策で与野党間の合意を得るこ
とは難しい。そのため、米国で中小型 NGV が次
世代車として普及に向かうにはかなりの時間がか
かる。

これまで見てきたように米国では大型 NGV は
さておき、中小型 NGV の普及が見込めず、次世
代車としての NGV の急拡大は展望できない。こ
のことは他の先進国においても同様である。
シェールガスが採掘されたとしても、他の先進国
も米国同様のハードルを抱えていて NGV の速や
かな普及は難しいだろう。

一方、NGV の次世代車である水素を燃料とする
燃料電池自動車の開発は進む。ふんだんな天然ガ
スのおかげで水素が入手しやすくなるからだ。実
際、13 年 1 月にトヨタと BMW、日産とダイム
ラーとフォード、7 月にホンダと GM が燃料電池
自動車の共同開発を発表している。燃料電池自動
車も NGV 同様の課題を抱えるものの、環境負荷
がゼロである上に、補給一回当たりの走行距離が
NGV よりも長くガソリン車と変わらないことか
ら、2010 年代後半には NGV に加えて燃料電池自
動車も普及段階に入る可能性を念頭に入れておく
必要があろう。

7   代表的なガス補給装置に BRC FuelMaker が販売している「Phil」がある。「Phil」はガソリン 15 リットルに相当するガス量を
10 時間程度で補給することができる。騒音もエアコン以下であり、電気代も台所にある家電ほどかからない。また「Phil」は車
庫内外に取り付けが可能である。

8   2012 年 7 月に発表した米国エネルギー省の研究支援計画「MOVE」でも、自宅でのガス補給装置の研究開発事業支援が 3 件採
択されており、研究開発に拍車がかかるだろう。なかでも採択された GE は同じく採択されたイートンと組んで、廉価だが高効
率で操作性の高いガス補給装置の開発に取り組むこととしている。目標価格は補給装置単体で 500 ドル、補給システム全体で
1,000 ドル程度を目指している。同社はチェサピーク・エナジーと組んで標準部品で構成されるガス補給装置事業「CNG In A 
BoxTM」を行うことを既に発表しており、「MOVE」の研究開発で得た成果を同事業にも生かす予定である。

次世代自動車として天然ガス自動車（NGV）は台頭するか




