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2000 年初に米国で始まったシェール開発は、
2010 年代に入っても落ち着くどころか、勢いが増
している状況である（図表 1）。2001 年時点では
3,600 億立方フィートと国内天然ガス生産全体の
2％に満たなかったシェールガスは 2012 年には
9.7 兆立方フィートと同全体の 4 割を占めるまで
拡大した。シェールオイル（タイトオイル）も
2000 年前半は日量 15 万バレルにすぎなかったが、
12 年ではその 10 倍以上の同 225 万バレルに達し、

国内原油生産全体の 35％を占めている。シェール
開発の本格化を受けて、関連インフラ需要だけで
なく、エチレンプラント計画がめじろ押しとなっ
ており、米国の産業構造が転換する気配を見せて
いる。シェール革命の到来である。

米国で本格化するシェール開発だが、気がかり
な点がまったくないわけではない。中でも、
シェール開発が環境破壊を招いているということ
で環境規制の動きが出てきていることが最大の懸

米国のシェール開発に対する環境規制の行方

Point
❶	 	シェール開発による環境問題は、現在、主に水の消費量や水質の汚染に焦点が当たっている。具体
的に、①水不足、②フラッキング水の地下水汚染、③使用済みフラッキング水の管理不十分による
河川等の汚染や地震の頻発に分けられる。

❷	 	こうした環境問題に対して、開発企業は、水に代わる液体の探索、安全性の高いドリリングケミカ
ルへの代替、廃水の再利用などで対応を進めている。

❸	 	シェール開発の監督は主として州政府が行っていた。州政府は、環境リスクの調査に加えて、フラッ
キング水に投入されるドリリングケミカルの公開を義務付けているが、不十分である。

❹	 	現在、連邦政府が規制に乗り出す動きを見せており、環境保護庁がシェール開発の飲料水汚染につ
いて調査中である。2016年中には最終報告が行われる予定であり、その後何らかの規制が導入
される可能性がある。

❺	 	ただ、連邦・州政府としても、シェール開発がもたらす雇用や税収増を考慮すると、規制の強化に
よってシェール開発が頓挫することを望んでいない。今後、シェール開発で多数の人命や環境が失
われる大規模事故が生じない限り、開発企業、当局、住民のいずれにも受け入れられるシェール開
発の在り方についてのコンセンサスがまとまると見られ、環境問題はシェールガス開発の大きな障
害にならないと予測される。
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念材料である。もともとシェール開発に対する監
督は州政府が担っていたが、ここにきて連邦政府
が動いている。連邦レベルで環境規制が発動され、
シェール開発コストの増加となった場合、シェー
ルガスやシェールオイルの生産は低下し、関連需
要も縮小するだろう。シェール革命が頓挫するか
もしれない。

以下では、シェール開発に対する環境規制の行
方を考察する。シェール開発は環境に対してさま

ざまな影響、具体的には、大気・水質汚染、地震
から、採掘に伴う騒音、臭気、交通渋滞まで生じ
させているが、現在、注目を集めている水質汚染
を中心に解説することとする。

シェール採掘に伴って温室効果の強いメタンや
有毒の揮発性有機化合物が漏出

当初、シェール開発による環境汚染で問題とさ
れていたのは、大気汚染であった。シェールガス
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図表 1　米国天然ガス・原油の生産の推移と予測
（1）天然ガス
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は気体として地表に出てくるが、一部は水に溶け込
む。特に、地表に戻ってくる廃水（これはフロー
バック水と呼ばれる）からメタンや有毒の揮発性有
機化合物が漏出する。メタンは二酸化炭素に比べ
て 21 ～ 72 倍の強い温室効果があるといわれてお
り、コーネル大学の研究者によると、ライフサイク
ルで見たシェールガスによる火力発電の温室効果は
石炭火力のそれよりも大きいとした。ただし、コー
ネル大学の結論は、のちに欧州委員会によって過
大であるとされ、シェールガスによる火力発電の温
室効果は石炭や石油に比べて小さいとされている。

こうした状況に鑑み、ついに米国環境保護庁
（EPA）が動いた。フローバック水等からのメタン
や揮発性化合物の漏出について、EPA は 12 年 4
月、開発企業に対してこれらのガスを回収する装置
の導入を義務付けるとともに、違反した場合の厳し
い罰則を発表している。これにより、シェール開発
に伴う大気汚染問題は解消に向かうと考えられる。

多くのドリリングケミカルを含む
フラッキング水が元凶

現在、シェール開発が地下水や河川・湖沼等の

汚染など水環境への影響に焦点が当たっている。
主に 3 点の水環境問題が指摘されている。第 1 点
は、水圧破砕のために大量の水が必要になる点で
ある。一つのガス井に 3,000 ～ 10,000 トンの水が
投入されるため、水の確保に困難な地域では事業
継続に支障をきたすだけでなく、当該地域の生活・
農業・工業用水の確保に影響を与える 1。

第 2 点は、水圧破砕に使う水（これはフラッキ
ング水と呼ばれる）には採掘用の化学物質（これ
はドリリングケミカルと呼ばれる）等が含まれて
いる（図表 2）が、これらが地下水に流れ込んで
汚染する点である。フラッキング水に含まれる採
掘用のドリリングケミカルは、2011 年の米国商業
エネルギー委員会の調査によると、750 種の化学
薬品とその他の成分を含む 2,500 点以上の化学製
品が明らかにされたが、依然として企業秘密にさ
れている部分もあって、正確なところは分からな
い。ただし、ベンゼンなど人体に有害な物質が見
つかったケースも出ている。

そして、第 3 点は、使用済みの大量のフラッキ
ング水の管理や廃棄の方法が不十分で河川や湖沼
等が汚染されたり、地震が発生したりする点であ

1   吉村（2014）によると、米国のシェール開発がこのまま進行すると、現在の 17 倍の 510 億トンの水資源が必要となるという。
これは、日本の年間水資源量（830 億トン）の 6 割程度に相当する。

図表 2　ドリリングケミカル一覧表
添加物の種類 用途 品目

酸 採掘時の地中にあるセメントや鉱物を溶解 塩酸
加重剤 掘削中の岩や泥を除去 バライト、ヘマタイト、ライムナイト
粘度調整剤 フラッキング水に含まれるプロパントの輸送などを効率化 ベントナイト、アタパルジャイト、CMC、グアーガム
PH制御剤 頁岩（けつがん）層内での採掘時の化学反応を維持 石灰、カ性ソーダ、ソーダ灰、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム
摩擦低減剤 フラッキング水の圧入の円滑化 ポリアクリルアミド、グリコール、グリセリン
水和膨張抑制剤 粘土の膨潤防止 カリウム塩類、無機塩類
乳化剤・界面活性剤 フラッキング水の輸送の円滑化 イソプロパノール、アニオン・ノニオン・カチオン洗剤、有機酸
殺生物剤 バクテリアによる腐食防止 グルタルアルデヒド、エタノール、メタノール
スケール防止剤 パイプ内などでのスケールの付着を防止 エチレングリコール、水酸化ナトリウム、重炭酸塩、炭酸ナトリ

ウム
腐食防止剤 パイプなどの腐食を防止 アミン、リン酸塩
樹脂コート剤 砂をコーティングして、プロパント性能を強化 フェノール樹脂
逸泥防止の仮止め材 水圧破砕に用いる液体のガス井からの漏出を一時的に防止 ポリ乳酸、ポリブチレンサクシネート、ポリグリコール酸
（注）上表はドリリングケミカル全てを網羅していない。
出所：化学工業日報12年10月18日付け記事、伊原賢「シェールガス革命とは何か」（東洋経済新報社、12年8月）から一部抜粋、筆者が加工して作成

経済・産業



2014.4　経営センサー
77

る。これこそ近隣住民や政府当局から一番懸念さ
れている点である。シェール開発では、使用済み
フラッキング水を一時的にためておく人工的な貯
水池が設置されるが、池の底面に遮水シートを
貼っていなかったり、同シートが破損したり、降
雨により人工池から同水があふれ出たりするなど
して使用済みフラッキング水が河川等を汚染す
る。現在、州政府の規制によって河川や処理場へ
の廃水流出は難しくなっており、地中に圧入処分
されることが多いが、開発の本格化でフラッキン
グ水が大量に増えたため、圧入処分のための井戸
を見つけることが難しくなっている。最近では、
地中に溶け込んでいる自然由来の放射性物質

（ NORM: Naturally Occurring Radioactive 
Material）が濃縮されて地表に運ばれ、高水準の
放射線を放つ恐れが指摘されている。また、地中
への使用済みフラッキング水の圧入処分は、廃棄
されたフラッキング水が断層に流れ込むことで地
震を発生させるといわれている。

環境汚染はずさんな管理も一因
実際に、フラッキング水の一部が地下水や河川

に流れ込み、河川などが変色したり、異臭がした
りしたという。採掘が進むワイオミング州では、
水道水から化学物質が検出されており、また小動
物が死んだり、体調不良者が続出したりしてい
る。シェールガス井を持つペンシルベニア州でも
同様の現象が見られる。

また、地震についても、シェールガスが積極的
に採掘されている米国中部では、マグニチュード
3 以上の地震の発生件数が 10 年前と比較して 6 倍
以上となり、コロラド州やオクラホマ州では最大
マグニチュード 5 の局地的な地震に見舞われた。
これらの地震はシェールガス採掘で使用したフ
ラッキング水を地中深く大量に廃棄し、断層に流
れ込むことで引き起こされたといわれている。

このような環境汚染は、シェールガス開発を主
導したベンチャー企業の一部が、ドリリングケミ
カルの選択を含むフラッキング水の管理等をきち

んと行っていなかったことも影響していた。現在
では、そういったベンチャー企業は淘

とう

汰
た

されてお
り、そのような環境汚染は減少している。

開発企業は安全性の高い物質への代替や
廃水の再利用を志向

シェール開発が地下水汚染を引き起こすことに
ついて、開発企業は、米国のシェールガスが採掘
される頁

けつ

岩
がん

層と地下水が流れる地層とは深度が異
なっているため、採掘に使用したフラッキング水
は地下水に流れ込まないと主張している。事実、
地下水の深度は 300 メートル以内であるのに対し
て、頁岩層は浅くても 1,400 メートルまで掘らな
いとぶつからないため、深度の差を考慮すると水
圧破砕によって地下水が汚染されることは考えら
れない。しかし、採掘のためのガス井は地下水を
貫通しているため、貫通部分からフラッキング水
が流出して地下水を汚染する可能性は十分に考え
られる。

水不足問題に対して、後に述べる廃水の再利用
のほか、水の代わりとなる液体を探索している。
特に、液化石油ガス（LPG）を用いる採掘方法が
浮 上 し て い る。 カ ナ ダ の GASFRAC Energy 
Services 社が開発した方法であり、ゲル状の LPG
を圧入して頁岩層を破砕した後は圧力を抜いてガ
ス化する。このため、ドリリングケミカル等を地
表に運ばずに済むことで、汚染は最小範囲にとど
められる。

フラッキング水に投入されるドリリングケミカ
ルについては人体等に危険の少ない天然由来の物
質や生分解性の物資に置き換えられつつある。例
えば、増粘剤として、これまでの石油由来の化学
物質ではなく、天然由来のグアーガムの需要が増
加している。そのため、グアーガムの市場は乱高
下することとなった。また、逸泥防止の目止め材
などの用途として、生分解性物質が注目されてお
り、現在、開発企業によって採用のための評価が
行われている。

また、使用済みフラッキング水の管理・廃棄に
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ついては、現在、地中への圧入処分のコストが高
くなっているため、廃水を再利用する開発企業が
出てきている（図表 3）。具体的には、使用済みフ
ラッキング水から塩分濃度を低減したり、浮遊固
形分やスケールなどを除去したりして再利用に適
したフラッキング水になるまで浄化する。浄化方
法として、油水分離、凝集沈殿、砂ろ過のほかに、
蒸留法、イオン交換法や逆浸透膜法等が用いられ
ているが、輸送等を含めて処理コストの高さが課
題となっている。

連邦政府も飲料水汚染調査に着手
シェールガス採掘に伴う環境問題に対して、現

在、管轄する州政府を中心に関連法規制の整備・
改正が行われている。

シェールガス採掘が盛んな複数の州では、開発
企業に対して採掘に使用しているドリリングケミ
カルの情報を公開する制度を導入した。例えば、
テキサス州は、2011 年に、開発企業に添加するド
リリングケミカルを州当局に提出させると同時に
指定サイトで公開することを義務付けている。た
だし、使用しているドリリングケミカルの一部が
企業秘密に当たる場合、公開対象から除外され
る。他にも、地下水汚染を避けるためのガス井の

枠組み（ケーシング）や廃水の管理について規制
している州も存在しているが、十分なものとなっ
ていないのが実情である。

また環境への影響調査と汚染防止を優先させる
ため、シェールガスの採掘をひとまず禁止した州
もある。ニューヨーク州ではマーシェラスシェー
ルが広がっていてシェールガス採掘が盛んであっ
たが、地下水への影響調査と飲料水汚染防止の観
点から、2010 年 12 月にシェールガスの採掘を当
面禁止した。その後、同調査結果を受けてニュー
ヨーク州は、水源などでの掘削禁止や掘削時の安
全操業基準を厳格にした対策案を発表しており、
これらの対策案が正式なものになると採掘禁止令
は解除される予定である。

一方、連邦政府は、開発のほとんどが私有地で
行われていることもあって、開発を管理・監督で
きる立場にはない 2。しかし、オバマ大統領が
2010 年の中間選挙後にエネルギー政策を再生可能
エネルギーからシェールガスの開発に軸足を移し、
内務省やエネルギー省に開発促進を指示する一方
で、環境保護庁に環境リスク対応を行わせている。

環境保護庁は 12 年 4 月に、ガス井から放出さ
れるメタンなどの回収を義務付けるとともに、水
圧破砕がもたらす飲料水の水源汚染リスクの調査

2   ただし、米国環境庁はシェール採掘の対象とする頁岩層は地下水層と 1 マイル（1.6 キロ）間隔空けることを指導している。なお、
国有地等での水圧破砕による開発については、内務省土地管理局が環境規制案を発表している。この規制案は 12 年 5 月に提出さ
れたが、数多くのパブリックコメントが寄せられたために修正せざるを得なくなり、1 年後の 13 年 5 月に改正規制案が発表された。
水圧破砕で使用するドリリングケミカルの情報公開の義務付け、掘削孔の漏出防止策の強化、使用済みフラッキング水などの水
管理計画の整備及び確認がその内容だが、公開は事後でよく、また企業秘密に当たる情報は公開しなくてよい。漏出防止の技術
や管理についても厳格なものとなっていない。

図表 3　フローバック水の処理コスト
処理方法 処理コスト（ドル /バレル）

輸送費込み地中圧入コスト 	 0.57	～	9.6
地中圧入コスト 	 0.07	～	1.6
テキサス州で処理される廃水の輸送コスト　 	 0.5	 ～	1.0
ペンシルベニア州で処理される廃水の輸送コスト 	 4.0	 ～	8.0

蒸留コスト 	 6.35	～	8.5
イオン交換法コスト 	 0.2	 ～	0.6
（注）	イオン交換法は前処理のコストが更に必要である。他の方法として、逆浸透膜法が挙げられ

る。同法は蒸留法よりも低コストだが、イオン交換法同様に、前処理のコストが必要であ
る。

出所：大場（2014）
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を開始している。同調査は、14 年中に最終報告を
行い、その結果を踏まえて連邦レベルで水圧破砕
の飲料水への汚染についての防止策を策定する可
能性があるが、最終報告の発表は 16 年に先のば
しされた。

環境問題のシェールガス開発への影響は限定的か
このような州・連邦政府の採掘規制の動きに対

して、開発企業は基本的に受け入れる方向のよう
だ。確かに開発企業にとって環境汚染防止策を講
じることはコストアップになる。その一方で、自
社や当局がシェールガス開発について適切な管理
を行うことで、住民不安の解消と信頼回復、そし
て開発に対する理解が得やすくなり、長い目で見
て採掘企業にプラスになる。

また、州・連邦政府もこれまでのところ比較的
妥当な環境規制を打ち出しており、企業にとって
許容できる範囲といえる。州政府としては雇用を
創出して税収増にもつながるシェール事業を存続
させたいのが本音であり、むやみに厳しい規制を
かけて、シェール事業を止めたくないのだろう。

また開発側と環境保護側がシェール開発につい
て合意を探る動きを見せていることは注目に値す
る。石油メジャーなどシェール開発企業と環境団
体の間で開発のための基準策定・認証機関「持続
可能なシェール開発センター（CSSD：Center for 
Sustainable Shale Development）」が設立された。
同機関は開発のためのルール作りと認証を行うこ
とで開発業界全体の底上げを図るとともに、環境
に優しいシェールの開発を推進するとしている。

将来において連邦および州当局がどの程度の環
境規制を導入するか予測することは難しい。言う
までもないが、今後、シェール開発で大規模な環
境汚染事故が発生し、世論がシェール開発に対し
て否定的になれば、厳しい規制が導入されるだろ
う。現時点でいえることは、①開発企業が持続可
能な採掘方法を用いること、②採掘プロセスをき
ちんと管理すること、③当局が採掘企業に対して
適切な監督を行うこと、これらの 3 点を満たすこ
とができればシェール開発に伴う甚大な環境汚染
を防止することができるという認識が関係者の間
で形成されつつあることだ。ただし、持続可能な
採掘方法、採掘プロセス、および適切な監督の内
容についてはこれから詰めていく必要がある。

以上をまとめると、今後、シェール開発で多数
の人命や環境が失われる大規模事故が生じない限
り、開発企業、当局、住民のいずれにとっても受
け入れられるシェール開発の在り方についてコン
センサスがまとまると考えられる。したがって、
環境問題はシェール開発の大きな障害にならない
と予測される。
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