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これまで見てきたようにシェールガスやシェー
ルオイルの生産の本格化は石油・ガス会社の経営
戦略に影響を与えてきたが、それだけにとどまら
ない。シェール革命はより下流にある石油化学産
業や機械産業にも影響を与えつつある。例えば
シェールガスやシェールオイルの精製や貯留など
の装置や採掘・輸送用の鋼管など関連インフラ需
要が高まっており、関連産業は活性化している。
またシェールガスの増産によって天然ガス価格が
低位安定したことで、米国の製造業は原料や燃料

のコストを低く抑えることが可能となり、石油化
学産業では国内回帰が見られる。また、電力・関
連産業では天然ガスへの燃料シフトが発生すると
見られ、自動車産業では天然ガス自動車に注目が
集まっている。

本号では、シェール革命が製造業に与えたイン
パクトについて鉄鋼・機械産業と化学産業を中心
に見ていきたい。次号では、電力・関連産業と自
動車産業について解説することとする。

【シリーズ「シェール革命」と日本企業の戦略（3）】

シェール革命の経済効果は 4,000 億ドル超

Point
❶� �シェール革命は米国のエネルギー産業のみならず、製造業にもインパクトを与える。その影響は、

インフラ需要の増大によるものと原燃料価格の低下によるものとに分かれる。
❷� �インフラ需要は採掘や精製などの生産段階と輸送や液化など流通段階に分かれるが、いずれも内外

企業が案件受注を目指して活発な事業活動を行っている。
❸� �シェールガスには、天然ガスであるメタンだけでなく、エタン、プロパンなど石油化学製品の原料

が含まれる。シェールガスの増産は石化原料の増大につながり、石油化学産業にとって原料の安価
調達が可能になる。

❹� �この結果、米国の石油化学産業はコスト競争力を高めており、生産を増加させている。また、彼ら
は生産拠点の国内増設に動いており、内外の化学産業を中心に製造業の国内回帰が見られる。

❺� �インフラ需要は 2035 年までで年間 600 億ドル程度、原燃料価格の低下は化学など 8 産業合計
で 3,200 億ドル超の生産と 110 万人超の雇用の増加をもたらす。さらに輸出等の効果を考慮す
ると、シェール革命の経済効果は 4,000 億ドルを超えると見られ、米国製造業へのインパクトは
かなりの規模に達するだろう。
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1．	鉄鋼・機械産業：生産段階や流通段階で	
インフラ需要が顕在化

シェールガスの採掘には、リグ（採掘装置）と
水圧破砕に使う液体（これをフラッキング水と呼
ぶ）があれば十分というわけではない。採掘時に
は大量の水とともに効率的に水圧破砕を行うため
の添加剤や採掘用の小口径シームレス鋼管が不可
欠である。さらにガスと土砂などを分離する装置
も必要である。ちなみに添加剤はドリリングケミ
カルと呼ばれており、年間 4,000 万トンが水圧破
砕用途の液体の中に投入されている。また、米国
でのシームレスパイプ需要は世界全体の半分に相
当する 600 万トンに達しており、さらに増加する
見込みである。

次に、採掘されたシェールガスを回収して輸送
するためには、パイプラインが欠かせない。米国
内には 30 万マイル以上のパイプラインが敷設さ
れているが、シェール革命により 2035 年までに 3
万 5,600 マイルのパイプラインがさらに必要と試
算されている（全米州際天然ガス協会）。このため
ラインパイプはもとより、ガスを輸送させるため
のポンプやパイプ敷設のための建設機械の需要が
見込まれている。また、天然ガスを輸出するには、
液化して船で運ぶ必要があり、天然ガスの液化設
備やタンクの設置、LNG 運搬船の製造、そして積
出港湾の整備が必要となってくる。一連の LNG
関連施設の整備に 1 兆数千億円かかると言われて
おり、中でも液化設備は 1 基あたり数千億円かか
る。LNG 運搬船について 2015 年にはパナマ運河
の拡幅工事が完了して同船が通過できるようにな
ることでアジア向け輸送需要が顕在化するだろう。

つまり、シェールガス採掘を推進するには、そ
の下流にある電力や化学などの産業や一般家庭で
利用できるように、また LNG として輸出できる
ように、輸送や液化などのガス関連インフラを整
備する必要があり、その需要は相当の規模に達す
るだろう。

シェール革命のインフラ投資は累計1.4 兆ドル
一般にインフラ需要というものは 1 回限りのも

ので、更新するまでしばらく同需要は出てこな
い。だが、シェールガス関連のインフラ需要、特
に採掘段階のそれは 1 回限りというよりは、長期
にわたって生ずると見られる。

シェールガス井の生産カーブは、在来の天然ガ
ス井と異なってピーク後に急激に低下する傾向を
もつ。在来のガス井のようにある空間にたまってい
る地域から取り出すのではなく、破砕した領域の
みから採掘するため、埋蔵に厚みなく生産が急激
に減少しやすい。そのため生産減少を補うために
新たなシェールガス井を採掘する必要があり、再
び採掘インフラ需要が発生するということになる。

国際エネルギー機関（IEA）は、原油・天然ガ
ス関連インフラ投資について 2035 年までの累積
見通しを発表している（図表 1 ①）。それによる
と、原油・天然ガス全体では 3.7 兆ドル、シェー
ルに限っても 1.4 兆ドルのインフラ投資が見込ま
れる。年平均に換算してもそれぞれ 1,500 億ドル
弱、600 億ドル弱とかなりの規模である。段階別
に見ると、採掘段階でのインフラ投資が 8 割を超
え、流通段階のそれは比較的小さい。全米州間天
然ガス協会が発表した流通段階での北米インフラ
支出見通しもそれを裏付ける（図表 1 ②）。2020

図表 1 ①　原油・天然ガス関連インフラ見通し
（10億ドル、2011〜 35年累積、11年基準）
天然ガス 原油 合計

採掘 輸送 計 採掘 精錬 計
米国全体 1,384� 386� 1,770� 1,822� 97� 1,919� 3,689�
　うち、シェール 591� 165� 756� 643� 34� 677� 1,433�

（注）�シェールのインフラ見通しについて、2035年までの原油・天然ガ
ス生産に占めるシェールのシェアを関連インフラ全体の見通しに
掛け合わせて算出

出所：IEA

図表 1 ②　天然ガス関連インフラ投資予測
2011〜 20
累計（億ドル）

2011〜 35
累計（億ドル）

年平均投資額
（億ドル）

パイプライン 765� 1,692� 68�
輸送幹線 462� 977� 39�
関連設備への支線 140� 298� 12�
集結用 163� 417� 17�

パイプライン圧縮機 56� 91� 3�
ガス貯蔵所 36� 48� 2�
ガス精製装置 124� 221� 9�
インフラ投資合計 981� 2,052� 82�

出所：全米州間天然ガス協会
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年までのインフラ支出は累積で 981 億ドル、35 年
までで同 2,052 億ドルと見ている 1。ただし、こ
れには 1 基 1 兆円を超える液化関連設備等の支出
は含まれていないため、実際の流通段階でのイン
フラ投資は相当の額まで達するだろう。

内外の鉄鋼や機械の企業が	
シェールガス需要取り込みへ

シェールガス開発がもたらすインフラ需要の増
加に対して関連企業は指をくわえて眺めているわ
けではない。総合商社やエンジニアリング企業は
いうまでもなく、製造業の中でも、インフラ需要
の取り込みを狙って活発な事業展開を行う企業が
現れている（図表 2）。

例えば、鉄鋼企業は掘削やパイプライン用途向

けの鋼管需要の増大に注目している。内外の鉄鋼
企業が米国での生産拠点を増強している。詳細は
図表 2 の通りだが掲載されていない新興国企業も
活発に動いている。例えば韓国のポスコはテキサ
ス州に事務所を設置し、鋼管等のシェールガス関
連需要の取り込みを狙う。中国の天津鋼管はテキ
サス州にシームレスパイプの生産拠点の設立を計
画している。ロシアの TMK グループの TMK 
IPSCO はテキサス州に研究開発拠点を置くと同時
に、オハイオ州のパイプ生産拠点を増設している。

鉄鋼以外のインフラ関連でもガス圧縮装置を
巡って内外の機械メーカーが虎

こ
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を狙っている。荏

え

原
はら

エリオットは米国での LNG
プラント建設ラッシュを見込み、モーター駆動の
ガス圧縮装置事業を積極展開しており、それを三

1   見通し前提は、北米での天然ガス生産が 2010 年から 35 年までに 1.5 倍程度増加して 40.3 兆立方フィート（シェールガスはその
うち 18.9 兆立方フィート）となり、ガス価格は現在の 4 ドル程度の水準から 6 〜 7 ドルまで上昇。

図表 2　主な鉄鋼・機械関連投資計画
企業名 立地先 製品など 生産規模

（万トン） 開始年 投資金額
（億ドル） 備考

USスティール オハイオ ・シームレスパイプ
・生産増強

50（鋼鉄）
78（鋼管） 2013 1 米国企業

住友商事 デラウェア
・小口径シームレス
・�鋼管企業（V&M�TWO�
LLC）出資

85 2012 6.5

JFEスティール カリフォルニア

・電縫管
・�子会社カリフォルニ
ア・スティールの設
備増強

59 2014 1

兼松 /JFE ルイジアナ ・油井管加工
・ベノアマシン社買収 NA 2012 1

新日鐵住金 テキサス
・油井管加工
・�WSPヒューストン
OCTG社の買収

NA 2015 0.4

丸一鋼管 イリノイ ・ラインパイプ
・生産開始 6 2014 0.5

バローレック オハイオ ・シームレスパイプ
・生産増強 35 2011 6.5 フランス企業

テナリス テキサス ・シームレスパイプ
・生産開始 60 2016 NA アルゼンチン企業

ハネウエル・イ
ンターナショナ
ル

オクラホマ
・不純物除去等
・�トーマス・ラッセル
社買収

NA 2012 5.3 米国企業

三菱重工業 テキサス
・ガス圧縮装置
・�子会社の生産・販売
拠点設置

NA 2012 NA

IHI テキサス
・�クバナー・アメリカ
の陸上プラント部門
買収

NA 2012 NA 13年 4月に「コーブポイントLNG
プロジェクト」のLNG設備を受注

太陽日酸 ノースダコタ他 ・液体窒素
・生産増強 0.55/日 2014 NA

出所：各社資料や報道資料等から作成
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菱重工業が追撃する。LNG プラント建設計画は今
後 3 年間がピークとなる見通しであり 2、さらに
LNG のほか、天然ガスの採掘・精製、輸送の分野
でもガス圧縮装置需要の増大が見込まれているこ
とから、圧縮装置関連メーカーにとって気の抜け
ない展開が続く。

北米のシェールガスやシェールオイルの生産増
加で拡大するインフラ需要を取り込むために、米
国企業だけでなく他の先進国企業や新興国企業も
参入して、文字通り世界中の企業が米国内でイン
フラ案件の争奪戦を繰り広げているのである。

2．	石油化学産業：石化原料の安価調達で	
コスト競争力強化を実現

シェールガスには、天然ガスであるメタンだけ
で な く、 天 然 ガ ス 液（NGL：Natural Gas 
Liquids）と呼ばれるエタン、プロパン、ブタンな

どが含まれている 3。NGL もシェールガス同様、
増産の一途をたどっている。米国エネルギー情報
局（EIA）は 2013 年エネルギー見通しで、2010
年時点では日量 207 万バレルであった NGL はそ
の後 10 年程度で 100 万バレル程度増加すると予
想し、2023 年に同 318 万バレルに達するとした。

NGL は石油化学製品の原料として利用される。
例えば、エチレンは、NGL の一つであるエタンを
分解することで生産される 4。シェールガスの増
産はこれらの石油化学原料の増産と原料価格の低
下を通じて、米国の石油化学企業に原料調達コス
トの削減という恩恵をもたらしているのである。
米国の石油化学企業は、日本企業などと違って原
油から採れるナフサではなく、シェールガスに含
まれるエタン等を原料にして石油化学製品を生産
するため（図表 3）、天然ガス価格が低下すればエ
チレンなどの原料の安価調達が可能になる。つま

2  化学工業日報 12 年 10 月 9 日付け記事
3   米国では、NGL は天然ガスからメタンガスを取り除いた炭化水素の副産物の総称で、具体的には、エタン、プロパン、ブタン、

イソブタン、天然ガソリンを指す。日本では、NGL というと天然ガソリンだけを指すことが多い。
4   非エチレン系の石油化学製品であるプロピレンも NGL であるプロパンから脱水素反応で生産する方法が開発されており、ダウ・

ケミカルなどがテキサス州で 2015 年から本格生産に入る。

図表 3　エタンとナフサから生成される化学製品

エチレン系
　高密度ポリエチレン
　低密度ポリエチレン
　塩化ビニルモノマー
　エチレンオキサイド
　エチルベンゼン＊
　酢酸ビニル、他

プロピレン系
　ポリプロピレン
　アクリロニトリル
　プロピレンオキサイド
　アセトン、フェノール、IPA
　オクタノール、ブタノール、他

B-B留分
　ブタジエン、他

分解油など
　カーボンブラック、他

芳香族
　ベンゼン
　トルエン
　キシレン、他

エ
タ
ン
か
ら
の

生
成
は
難
し
い

エタン

ナフサ

（注）�＊エチルベンゼンのように、非エチレン系のベンゼンがないと誘導できない化学製品もある。
出所：石油化学工業会「石油化学工業の現状2011年」から作成
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り、最近生じているシェールガス増産による天然
ガス価格の低位安定の結果、米国の石油化学企業
のコスト競争力が高まっているのである。監査・
コンサルティング大手の PwC は、2012 年 5 月に
石化原料の地域別コスト比較を発表しているが、
シェールガス革命後の米国の生産コストは革命前
と比較して著しく低下しており、石油大国のサウ
ジアラビアのそれをも下回る（図表 4）。

米国石油化学企業の国内回帰
このような外部環境の好転を受けて石油化学企

業は生産拠点の増設に動いている。ダウ・ケミカ
ルはルイジアナ州にあった休止中のエチレンプラ

ントを稼働させ、テキサス州にある二つのエチレ
ンプラントを改装するだけでなく、同じくテキサ
ス州で 40 億ドルを投入して年間 150 万トンの生
産能力を持つ世界最大級のエチレンプラントを新
設し、2017 年に稼働させる。同社はこれまで中東
での合弁事業を優先していたが、シェールガス増
産で米国の天然ガス価格が低下し、コスト競争力
が改善したことで米国内での事業展開に力点を置
き始めた。他の石油化学企業も後に続いており（図
表 5）、これらの設備投資総額は判明している分だ
けで総額 160 億ドルを超え、2020 年までに米国だ
けで 1,000 万トン近くエチレン生産能力が増強さ
れる 5。

5   米国の石油化学企業がエチレンセンターを国内に増設する理由は、原料安によるコスト競争力上昇以外に、もう一つある。石化
原料や石油化学製品は原油や天然ガスと違って「石油製品」と分類されるが、石油製品は政府当局による輸出規制がないため、
企業が自由に輸出先を決めて輸出することが可能である。つまり、石油化学企業にとって、増産した石油化学製品や石化原料を
内需向けから輸出向けに振り替えることが容易なのである。現在、中南米地域で石油化学製品の需要が高まっており、同製品を
輸出することでこれらの需要を取り込むことも可能となる。

図表 4　地域別に見た石油化学製品の製造コスト

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

参考米国
（同革命前）

アジア

サウジアラビア

米国
（シェールガス革命後） エチレングリコール

高密度ポリエチレン
エチレン

（$/ton）

出所：PwC,�"Shale�Gas�Reshaping�the�US�chemical�industry"�October�2012

図表 5　北米でのエチレンプラント建設計画一覧
企業 立地先 立地州（国） 生産能力（万トン） 生産開始年

Dow�Chemical Freeport テキサス 190� 2014〜 17
Exxon�mobil Baytown テキサス 150� 2016
CP�Chem Baytown テキサス 150� 2016〜 17
Sasol Lake�Charles ルイジアナ 140� 2016
Braskem/Idesa Coatzacoalcos メキシコ 100� 2015
Shell�Chemical Monaca ペンシルヴェニア 90� 2016〜
Formosa�Plastics Point�Comfort テキサス 80� 2015
LyondellBasell Channelview

LaPorte
テキサス
テキサス 60� 2012〜 14

OxyChem Ingleside テキサス 50� 2015〜
Dow�Chemical Hahnville ルイジアナ 36� 2012
Williams Lake�Charles ルイジアナ 30� 2013
Nova�Chemical Sarnia カナダ 23� 2014〜
Westlake�Chemical Lake�Charles ルイジアナ 10� 2012
Ineos Chocolate�Bayou テキサス 10� 2013
（注）立地州欄で米国外の場合は国名を記して下線を付している。

出所：Chemical�Week他
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また安価となった天然ガスや石化原料を利用し
て米国内で肥料や樹脂や GTL（Gas To Liquids：
液体燃料）6 などの生産拡大を図る企業も出てき
ている（図表 6）。

原料価格の低下の影響は化学以外の素材メーカー
にも

エチレンなど石油化学製品価格の低下は、米国
の製造業において金属、ガラス、木材、繊維、皮
などの既存の材料から、より安価なエチレン等へ
の材料代替を促進するといわれている。実際、天
然ガス価格の低下を受けて米国などの製造業企業
は、製品の原価構成の見直しから材料の研究開発
まで行っており、特に、自動車産業では費用や重
量の引き下げの観点から材料について金属等から
樹脂など化学製品へのシフトを進めていくと見ら
れている 7。

全米化学工業協会が 2012 年 5 月にシェールガ
ス増産の化学や鉄鋼など 8 産業に及ぼす経済効果
を試算している（図表 7）。シェールガスなどの増
産で天然ガス価格が 15 〜 23％低下して石油化学
原燃料の供給が増加した場合 8、化学産業で 2,141
億ドルの生産増と 60 万人を超える雇用創出が実

現するという。またより下流にある樹脂やゴムの
産業もシェールガス増産の恩恵を享受することと
なり、773 億ドルの生産増と 30 万人を超える雇用
創出が期待される。さらに、試算された経済効果
に、石油化学製品の輸出増等も加わることから、
シェールガスの増産は米国化学産業および関連製
造業に大きなインパクトを与えるだろう。

次号では、天然ガス価格低下による燃料コスト
低減の影響を大きく受ける業種、具体的には電力・
関連産業および自動車産業を取り上げ、解説する
こととする。

6  天然ガスを原料にして化学反応によって生成した液体燃料。環境負荷が低くクリーンであるという特徴を持つ。
7  PwC, "Shale Gas Reshaping the US chemical industry" October 2012
8   この試算には、天然ガス価格低下による石油化学産業の生産増という直接的な効果に加えて、より下流にある産業の生産増や就

業者の所得増という間接的な効果等を含んでいる。ただし、競争力改善による輸出や設備投資の拡大は含まれておらず、またシェー
ルガス生産増に伴うインフラ投資の増加も含まれていない。

図表 6　主な化学関連投資計画
企業名 立地先 製品 生産規模（万トン） 開始年 投資金額（億ドル） 備考

クラレ テキサス ポリビニルアルコール樹脂 4 2014 2
出光、三井物産 テキサス アルファオレフィン 33 2016 tba 14年中に投資判断
三菱化学 テキサス アクリル樹脂原料 25 2017 5 13年中に投資判断
日本合成化学 テキサス ポリビニルアルコールフィルム 1.5 2014 1.5
PotashCorp ルイジアナ アンモニア 1,500トン /日 2012 1.6
CFインダストリーズ ルイジアナ アンモニア、窒素、肥料原料 210（アンモニア）

60（尿素）
180（肥料原料）

2015〜 16 21
アイオワ アンモニア、尿素 2016 17

OCI アイオワ アンモニア、尿素、肥料原料 150〜 200 2015 14
メタネックス ルイジアナ メタノール 100 2014、16 110
シェル メキシコ湾岸 GTL6 14万バレル /日 未定 100
サソル ルイジアナ GTL6 9.6 万バレル /日 2018,19 110〜 140 13年春に投資判断

出所：各社資料や報道資料等から作成

図表 7　 シェールガス生産の本格化がもたらす 
産業別の生産増加と雇用創出

生産（億ドル） 雇用（人）
紙 114� 45,541�
化学（除く、医薬） 2,141� 618,922�
樹脂及びゴム製品 773� 346,451�
ガラス 19� 9,401�
鉄及び鉄鋼 17� 58,581�
アルミ 48� 16,482�
非鉄金属 16� 8,668�
金属製品 148� 74,482�
計 3,276� 1,178,528�

（注）�シェールガスの増産で天然ガス価格が15〜23%下落し、各産業の
生産が1.4〜14.6%上昇するとして試算。

出所：�American�Chemistry�Council,�"Shale�Gas,�Competetiveness�and�
New�U.S.�Investment�:�A�Case�Study�of�Eight�Manufacturing�
Industries"�May�2012

シェール革命の経済効果は4,000億ドル超




