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2013年世界経済を読み解く
10のキーワード

Point
❶  2013 年世界経済を読み解く上で鍵となりそうなトピックについて 6 つの Q&A 形式で解説した。

その際、トピックの鍵となる用語を 10 点抽出した。文中では太字ゴシックで示している。
❷  本稿前半では 2013 年の世界経済に影響を与える先進国の動向、特に欧米について取り上げた。

後半では、エネルギー問題、とりわけ生産が急増している米国シェールガスに焦点を絞って解説し
た。中国、インドなど新興国経済の展望や TPP など包括的な自由貿易協定の行方など 13 年世界
経済を読み解く上で重要なトピックは他にもあるが、他誌でもよく取り上げられることもあって本
稿では割愛した。

❸ 6 つの質問と 10 のキーワードは以下の通り。
 　1．世界経済はこのまま低迷に向かうのでしょうか？
 　　　　キーワード①欧州の債務・金融危機、②「財政の崖」
 　2．欧州の債務・金融危機はいつごろ解決に向かうのでしょうか？
 　　　　キーワード③銀行同盟、④財政統合
 　3．米国は「財政の崖」を回避できるのでしょうか？
 　　　　キーワード⑤決められない政治
 　4． 米国のシェールガスの生産は持続するでしょうか？米国製造業への影響はどの程度のもので

しょうか？
 　　　　キーワード⑥シェールガス、⑦米国製造業の国内回帰
 　5． 日本や欧州など米国以外の国にとって、米国のシェールガス生産のメリット・デメリットは

どういったものでしょうか？
 　　　　キーワード⑧ LNG輸出、⑨シェールオイル
 　6．環境問題はシェールガス開発にブレーキをかけるのでしょうか？
 　　　　キーワード⑩ドリリングケミカル
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Answer
今後、世界経済が景気後退局面入りして低迷に

向かう可能性は高くないでしょう。しかし、世界
経済の回復が続くとしても、その勢いはかなり弱
いものになると思われます。また、欧米の当局が
欧州危機や米国財政問題の収拾に失敗した場合、
世界経済が急激に冷え込む恐れは否定できません。

世界経済は、2008 年のリーマンショック以降、
新興国が主導する形で経済が回復してきました。
2010 年には 5.1% の高成長を記録しています。し
かし、2011 年秋以降、欧州危機の収拾や米国財政
再建の行方をめぐって先行き不透明感が増してお
り、先進国を中心に世界経済は減速傾向が顕著と
なっています。12 年後半に入ると、その影響が先
進国だけでなく新興国にも及んでいます。

今後については、世界経済は緩やかに回復して
いくと見ています。ただし、欧米の当局がそれぞ
れ抱える政策課題に取り組むこと、具体的には、
欧州は欧州の債務・金融危機の収拾にめどをつけ
ること、米国は、2013 年から急激な財政緊縮とい
う「財政の崖」問題を回避することが前提です。
欧米当局がこれらの問題を放置したり、対応が遅
れたりすると、欧米はもとより世界に悪影響が波
及して世界経済は後退することでしょう。

では、欧米当局がこれらの問題に適切に対応し
た場合、世界経済は新興国を中心に力強い回復を
遂げるのかというと、その可能性は少ないでしょ
う。新興国側にも人口動態の変化や構造改革の遅
れなどがあって以前のような力強さはありませ
ん。したがって世界経済はこのまま緩やかに立ち

上がっていくものと思われます。
IMF が 10 月に発表した世界経済見通しでも同

様の見通しとなっています（図表 1）。2011 年に
3.8% まで減速した世界経済は 2012 年にはさらに
弱まり、3.3% まで低下すると見ています。先進国
で見ると、日米は 2% 前半の成長を見込んでいま
すが、欧州がマイナス成長に陥るとしています。
新興国・途上国はおおむね減速していますが、な
かでもインドが利上げの影響に加えて、公共事業
の遅れなどから 4.9% の成長と前年より 2 ポイン
ト近く低下すると見ています。

2013 年の世界経済は、12 年から若干回復して
3.6% の成長率を記録するとの見通しを示していま
すが、11 年には及びません。先進国の回復は緩や
かで、とりわけユーロ圏が 0.2％と回復が遅れま
す。新興国・途上国も以前ほど元気ではありませ
ん。特に、インドは 12 年から回復するものの、
ようやく 6% 成長に届くといった状況で芳しくあ
りません。

Question	1
欧州の債務金融危機の長期化で、域内だけでなく域外にもその影響が現れており、堅調であった新興国
経済も減速傾向が出てきています。米国も財政問題の収拾をめぐって予断を許しません。世界経済は先
行き不透明感が高まっていますが、このまま低迷に向かうのでしょうか？
＜キーワード＞	①欧州の債務・金融危機、②「財政の崖」

図表 1　IMF の経済成長率見通し
（単位：％）

2010 2011 2012予測 2013予測
前回（12年7月） 前回（12年7月）

世界全体 5.1 3.8 3.3 3.5 3.6 3.9 
先進国 3.0 1.6 1.3 1.4 1.5 1.9 

米国 2.4 1.8 2.2 2.1 2.1 2.2 
ユーロ圏 2.0 1.4 -0.4 -0.3 0.2 0.7 

ドイツ 4.0 3.1 0.9 0.9 0.9 1.4 
フランス 1.7 1.7 0.1 0.3 0.4 0.9 

イギリス 1.8 0.8 -0.4 0.2 1.1 1.4 
日本 4.5 -0.8 2.2 2.4 1.2 1.5 

新興国・途上国 7.4 6.2 5.3 5.6 5.6 5.8 
アジア新興国 9.5 7.8 6.7 7.1 7.2 7.5 

中国 10.4 9.2 7.8 8.0 8.2 8.4 
インド 10.1 6.8 4.9 6.2 6.0 6.6 

（注）暦年ベース
出所：IMF「World Economic Outlook（2012年10月）」
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Answer
正直なところ、欧州の債務・金融危機が解決す

る時期は分かりません。なぜなら、これらの問題
を解決するに当たり、域内諸国は金融行政や財政
の権限を EU に委譲する必要があるのですが、ド
イツを中心に根強い反対があって合意に至ってい
ないからです。
欧州の債務・金融危機は、2009 年秋、ギリシャ

が財政赤字の粉飾と財政収支の見通しの下方修正
を発表したことがきっかけです。ギリシャが債務
不履行に陥るとの懸念が生じ、金融・債券市場で
混乱が発生しました。また、スペイン、ポルトガ
ル、アイルランドなどでも同様の債務不履行懸念
が生じました。EU はこれらの国に対して資金支
援を行うだけでなく、欧州域内全体で財政再建の
取り組みを進めているのですが、景気の悪化も
あって欧州の債務・金融危機は収束に向かってい
ません。12 年 11 月時点でも、ギリシャは財政再
建のペースと方策をめぐって現在もなお EU と協
議中であり、また域内 4 番目の大国であるスペイ
ンも不良債権問題が重荷となり EU に資金支援を
申請する動きを見せています。

どうして欧州の債務・金融危機が長引くのでしょ
うか。それは、欧州の債務・金融危機が一国の手で
は始末に負えず、EU レベルで対応する必要があるの
ですが、そのための合意が得られていないからです。

図表 2 にあるように、債務危機と金融危機と景
気悪化は互いに影響を及ぼしてそれぞれの危機や
景気悪化を助長します。例えば、ある一国で債務
危機が発生すると、その国の国債を保有する金融
機関のバランスシートが毀

き

損
そん

し、経営不安や貸し
渋りなどで金融危機や景気悪化の懸念が生じま
す。一方、金融危機が発生すると、金融機関支援

のために国債発行や増税を余儀なくされ、債務危
機や景気悪化を招くでしょう。このような危機の
連鎖を断ち切るためには、一国の持つ権限だけで
は不十分で、各国が持つ権限、具体的には、国内
の銀行監督と預金保護、破たん処理など金融行政
の権限と、各国の国債発行から予算策定実施まで
の財政の権限、これら 2 つの権限を EU に委譲す
る必要があるのです。

残念ながら、これらの権限委譲について EU 域
内でコンセンサスが得られていません。確かに銀
行同盟と呼ばれる、金融行政の権限委譲について
は大枠で合意していますが、財政統合と呼ばれる
財政の権限委譲および欧州共同債の発行について
はドイツが強硬に反対しています。ドイツは自国
の税金を南欧救済のために使われることに抵抗感
を持っており、また財政統合が行われると、これ
までのように低金利での国債発行は難しくなりま
す。ドイツの妥協なくして、欧州の債務・金融危
機の解決なしといってよいでしょう。ドイツが
EU 側に歩み寄る時がまさに欧州危機が収束に向
かうときといって過言ではないと思われます。

図表 2　欧州危機の悪循環

景気悪化

金融危機 債務危機
公的資金注入による財政負担増

税収減

急激な緊縮
財政

貸し渋り 不良債権の
増加

＜債務危機から金融危機への
　伝播防止対策＞
・南欧国債等を信用力の高い
　欧州共同債に置き換え
　→←ドイツの反対で合意に達せず

＜金融危機から債務危機への
　伝播防止対策＞
・EU当局による金融機関監督
　と直接資金注入
　⇒13年から順次実施へ

金融機関が保有する国債価格の下落

出所：筆者作成

Question	2
欧州では、南欧諸国の財政再建は進捗するどころか、さらなる追加支援を必要とする状況です。域内金
融機関も南欧を中心に不良債権を抱えて金融仲介機能が不十分となっており、金融市場も不安定な状況
が続いています。いったい、いつになれば欧州の債務・金融危機は解決に向かうのでしょうか？
＜キーワード＞③銀行同盟、④財政統合
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Answer
「財政の崖」の収拾をめぐってこれまで民主・共

和党の間で対立が続き、なかなか合意できません
でした。しかし、米国経済への悪影響を考慮して
両党で財政問題の解決を 2013 年に先送りするこ
とで回避されると考えています。
「財政の崖」とは、2013 年から始まる急激な財

政緊縮を指します。具体的には、ブッシュ減税と
呼ばれる個人所得税減税等の失効（2,200 億ドル
程度）、給与税減税などオバマ大統領の景気対策の
終了（1,100 億ドル超）、自動的な歳出削減（540
億ドル）など総額で 4,870 億ドル、GDP では 3.2%
に達する財政引き締めがこのままだと発生しま
す。議会予算局はこのショックを試算しており、
13 年 1 〜 3 月期は▲ 3.9%、4 〜 6 月期は▲ 1.9%
と景気は一転して後退局面に突入し、失業率は
9% 台まで悪化すると見ています。

自動的な歳出削減とは、11 年 8 月に連邦債務残
高の上限を引き上げると同時に導入された制度で
す。このまま野放図に歳出が垂れ流しされること
を嫌った共和党が連邦債務上限の引き上げを条件
として財政赤字削減を迫ったことで妥協が成立し
ました。11 年 11 月までに 10 年間で 1.2 兆ドルの
歳出削減策を超党派で議論・策定できなかった場
合、2013 年から 10 年間で国防費について 6,000
億ドル、それ以外の一般歳出について 6,000 億ド
ルを強制的に削減するという内容です。ご存じの

通り与野党間で合意に至らず、13 年から財政赤字
の強制削減が発動される状況です。

現在、大統領選挙と議会選挙が終了して、再び
議会内で「財政の崖」の収拾をめぐる議論を再開
しています。ただ、再選されたオバマ大統領が選
挙中の公約として富裕層を減税対象から外すこと
を主張しているのに対して、下院で多数を占めて
いる共和党議員はいかなる増税も許さない立場を
示していて両者の対立は依然として顕著です。さ
らに今回の選挙で当選した議員の任期は来年 1 月
からであり、今年いっぱいの任期の短い議員が、
どの程度まで本気になって「財政の崖」回避に向
けて取り組むか未知数です。そこで、「財政の崖」
回避と財政再建についての議論を本議会では避け、
13 年 1 月に始まる新議会に同議論を委ねる見方も
出てきています。その場合、最終的に決着する来
年までそれぞれの減税等を暫定的に単純延長する
ものと思われます。

　
「決められない政治」からの脱却を

では、13 年には共和党と民主党の間で持続可能
な財政再建計画について最終的な合意にこぎつけ
られるのでしょうか。この 2 年間の議会での審議を
見ると、財政再建についての合意は非常に困難な
ように思われます。第 112 回議会が開かれた 2011
年からの 2 年間は議会で不毛な対立と論争に明け
暮れた 2 年間で、この間の法案成立数を見ても、

Question	3
米国では、失業率が 7% 台まで改善し、住宅市場も底を打つなど回復の兆しを見せていますが、その回
復を台無しにしかねないのが財政問題です。2013 年からこれまでの減税が失効すると同時に、財政赤字
の強制削減が始まります。この「財政の崖」問題が発生すれば、回復どころか景気後退に追い込まれる
のは目に見えており、議会内で「財政の崖」回避に向けての動きがようやく出てきました。米国は「財
政の崖」を回避できるのでしょうか？
＜キーワード＞⑤「決められない政治」

2013年世界経済を読み解く10のキーワード
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過去と比較してかなりの低レベルです（図表 3）。
米国では上下院それぞれで多数を占める政党が

異なることはよくあることです。これまで両党の
間で経済問題などをめぐって対立したとしても、
妥協の余地を探り、合意形成をしてきました。し
かし、この 2 年間は与野党間で妥協が成立せず、
政治的混乱を招いています。どうして米国はある
国のように「決められない政治」に陥ってしまっ
たのでしょうか。

与野党対立が激化したのは、共和党内での茶会

運動（ティーパーティ）勢力の存在と無関係では
ないでしょう。彼らは小さな政府を強硬に主張し
て世間からの支持を得てきており、2010 年の中間
選挙で台頭しました。共和党は世論受けする彼ら
の主張を取り入れざるを得ず、そのため民主党と
妥協の余地を探る道を狭めてしまったといえるで
しょう。2013 年には米国でも責任ある与野党が復
活して「決められない政治」からの脱却が望まれ
ます。

図表 3　米国議会の法案成立数の推移
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シェールガスの生産はふんだんな埋蔵量もあっ

て高水準で続くと想定しています。現在は、採算
の良い天然ガス液やシェールオイルの採掘に伴う
シェールガスの生産も堅調です。このため、天然
ガス価格が低位安定しており、化学産業を中心に
米国製造業の国内回帰が見られています。

シェールガスとは、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

層に閉じ込められている非在
来型の天然ガスです。シェールガスは世界各地で
広域にわたって豊かに埋蔵されていることが知ら
れていました 1 が、コストの面で採掘が困難でし
た。

しかし、2000 年代に入って、米国のベンチャー
企業主導で水平掘削や水圧破砕などを組み合わせ

て効率的な採掘技術が確立しています（図表 4）。
ベンチャー企業は、採掘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
す。

現在ではシェールガス事業に資源メジャーなど
が参入したこともあってシェールガスの生産は飛
躍的に伸びています。2010 年のシェールガスの生
産量は 5 兆立方フィートと天然ガス全体の 23％を
占めています。その結果、天然ガス全体の生産量
も増加しており、2010 年の米国の天然ガス生産量
は前年比 4.8% 増の 21.6 兆立方フィートに達して
います。米国の天然ガスの増産は天然ガス価格の
下落につながっており、実際、同価格は、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

Question	4
世界で非在来型の天然ガスが注目されています。なかでもシェールガスの生産が米国で本格化していま
す。天然ガスは石油に比べて安価なだけでなく、石炭に比べてクリーンで環境にやさしいエネルギーで
すが、果たしてシェールガスの生産は持続するのでしょうか？また、シェールガス生産の米国製造業に
与える影響はどの程度のものでしょうか？
＜キーワード＞	⑥シェールガス、⑦米国製造業の国内回帰

1   米国でも北東部や南部などでシェールガス田が発見されており、2010 年時点の技術的可採埋蔵量は 482 兆立方フィートに上る。
これは米国の天然ガス消費量の約 20 年分である。

図表 4　在来型天然ガスとシェールガスの採掘の仕組み

シェールガス在来型

頁岩に水圧でヒビを入れ、
中のガスを取り出す

けつがん

頁岩（シェール）層
石油・ガスが作られる根源岩
の一種

けつがん

井戸を掘り、自噴する
ガスを集める

硬い岩盤

ガスは長い年月をかけて移動し、
硬い岩盤の下にたまる

ガス

水

ガス 2,000

3,000

～

メートル

出所：石油連盟資料
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低下しています（図表 5）2。
天然ガスの価格低迷で開発業者はシェールガス

単体の開発事業から、より採算の良いエネルギー
事業にシフトしています。つまり、エタンやプロ
パンなど天然ガス液が含まれるシェールガスや
シェールオイルの開発にかじを切っていますが、
随伴してシェールガスが採れることもあって
シェールガスそのものの生産は高水準で続くこと
でしょう。

また天然ガス価格の低位安定と持続的なシェー
ルガス生産は、米国内の石油化学産業だけでなく、
他の下流産業にもメリットをもたらします。ダウ・
ケミカルが米国テキサス州でエチレンプラントの

建設を発表するなど米国製造業の国内回帰が生じ
ていますが、その主な理由の 1 つは米国での
シェールガス増産による原燃料コストの低下にあ
るのです。

米国化学工業協会が 2011 年 3 月に、シェール
ガスなどの増産でエタン供給が現状よりも 25% 増
加した場合、石油化学産業で 1,324 億ドルの経済
効果と 41 万人を超える雇用創出が実現するとの
報告書をまとめています。実際には、関連産業の
生産増や石油化学製品の輸出増などが加わると考
えられることから、シェールガスの増産は米国の
石油化学産業および関連製造業にかなりのインパ
クトを与えるものと見られます。

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。

図表 5　日米欧の天然ガスおよび原油（WTI）価格の推移
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出所：世界銀行 "World Bank Commodity Price Data"
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Answer
日本や欧州は、米国シェールガスの増産で、米

国以外の天然ガスが余剰となったり、石炭などの
他のエネルギーが割安となったりするなどの恩恵
を受けています。一方、シェールオイルの増産と
米国の原油輸入の減少は米国がエネルギーの「脱
中東依存」を果たすことになると見られ、中東情
勢に影響を与えるでしょう。

米国のシェールガスがもたらす日欧への恩恵に
ついて、例えば日本では 2011 年 3 月の福島第一
原発事故以来、原子力代替で火力発電所を稼働さ
せていますが、そのための燃料として液化天然ガ
ス（LNG）を大量調達できたのは、もともと米国
向けで増産していた中東産天然ガスが余っていた
からでした。また、ドイツでも福島第一原発事故
以後、脱原発に踏み切り、代替として石炭火力発
電に頼っていますが、燃料である石炭の調達が安
価にできたのは、米国で電力企業が石炭から天然
ガスへの燃料シフトを行い、石炭価格が低下した
ことが大きいといわれています。

また、将来的に米国が LNG輸出を認めるなら

ば、日本や欧州は天然ガスの調達先の多様化にも
つながります。実際、米国では 12 年 10 月時点で
国内 13 カ所の LNG 基地から LNG輸出計画が策
定されています。ただ、米国にとって原油や LNG
の輸出は安全保障や国内物価の観点から許可制と
なっており、特に非 FTA 国向けの場合、許可に
時間がかかるといわれています。ですので、日本
や欧州が米国から LNG を輸入できたとしても、
それはかなり先のことであり、輸入量も限定され
るでしょう。

問題点は中東情勢の混乱か
問題が生ずるとすれば、シェールガスよりも

シェールオイルの生産が本格化したときでしょう。
シェールオイルとは、シェールガス同様、頁岩

層に閉じ込められた原油を指します。現時点で判
明している米国内のシェールオイルの技術的可採
埋蔵量は 332 億バレルに上ります。原油価格が天
然ガス価格に比べて 4 倍程度上回っており、また
現在のシェールガスの採掘技術で開発できること
から開発の対象がシェールガスからシェールオイ

Question	5
米国のシェールガスやシェールオイルの生産の本格化は米国にとってエネルギー安全保障上の点からも
産業活性化の点からも望ましいことです。では、日本や欧州など他の国にとって米国のシェールガスな
どの生産はどのような利益をもたらすのでしょうか？また逆に、日欧にとってどのような問題点を抱え
ることになると見たらよいのでしょうか？
＜キーワード＞⑧LNG輸出、⑨シェールオイル
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図表 6　米国の原油生産量と輸入量の推移
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出所：BP統計

ルにシフトしています。
米国の原油生産量は 2008 年を底に増加してい

ます（図表 6）。この増加にはシェールオイルの増
産が大きく影響しています。実際、シェールオイ
ルの生産量は 2010 年の日量 38 万バレル程度でし
たが、12 年 3 月時点には日量 90 万バレルまで増
加しており、国際エネルギー機関によると、2020
年には 200 万バレルを超えると見込まれています。

同時に、米国の中東などからの原油輸入も減少
基調で推移しています。2007 年に日量 1,363 万バ
レルの輸入を記録していましたが、11 年時点では
同 1,134 万バレルと 07 年から 200 万バレル以上
減少しています。

仮に、将来において米国がシェールオイルの増
産などで中東からのエネルギー依存から脱却した
場合、中東情勢に及ぼす影響は大きいでしょう。
米国はエネルギー安全保障の面で中東に軍事的プ
レゼンスを示威する必要性が低下するからです。

米国は折から巨額の財政赤字に悩まされてお
り、中期的に財政赤字を減らす必要があります。
米国がエネルギーの「脱中東依存」を実現できる
のならば、財政再建の観点から中東への軍事的プ
レゼンスを低下させ、軍事費を削減するという選
択肢も出てくるでしょう。その場合、中東の政治
情勢が不安定化し、世界のエネルギー供給が混乱
する恐れがあります。
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Answer
シェールガス開発がもたらす環境問題について

は流動的な要素が多いので、はっきりとしたこと
は言えません。現時点で言えそうなことは、
シェールガスの開発について企業がきちんと内部
管理を行い、当局が適切な監督を実施していれば
環境問題は回避できるというコンセンサスができ
つつあるということです。

確かに、水圧破砕で使う液体はドリリングケミ
カルと呼ばれる化学物質を含んでおり（図表 7）、
その一部が水圧破砕で地下水や河川に流れ込んで
変色や異臭を発生させているとの報道がありま
す。実際、採掘現場近隣では小動物が死んだり、
体調不良者が続出したりしているとも言われてい
ます。また、採掘に使った液体を地中に大量廃棄
することで、これまで起こらなかった地震も頻発
するようになりました。このような環境問題の発生
を受けて開発地域の住民の中にはシェールガスの
開発禁止を求める声が聞かれるようになっていま
す。

州政府は開発企業に対してドリリングケミカル
情報の開示等を求めています。シェールガス開発
の環境に与える影響について州政府だけでなく連
邦政府も調査しています。このような規制化の流
れに対して、開発企業は受け入れる方向です。確
かに企業にとって汚染防止策を打つことはコスト
アップになりますが、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・監督を行
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られやすくなり、長い目で見
て開発にプラスになるとの見方もあります。また、
州政府がこれまで打ち出した環境規制は、これま
でのところ比較的妥当であり、企業にとって許容

範囲といえます。
連邦政府が策定する環境規制がどの程度のもの

になるか流動的です。しかし、開発企業は採掘プ
ロセスをきちんと管理し、当局は開発企業に適切
な規制と監督を行うことでシェールガス開発に伴
う汚染を防止できるという認識で一致しそうであ
り、環境問題はシェールガス開発の大きな障害に
ならないのではないでしょうか。

また、環境問題は日本企業にとってチャンスで
す。日本企業は環境規制に合致する化学物質の提
供や節水技術などで環境にやさしいシェールガス
開発に貢献することが可能です。シェールガス開
発は日本企業は傍観者としてではなく、むしろ積
極的に取り込んでいく姿勢が望まれます。

Question	6
シェールガスの開発が環境汚染をもたらすとの指摘があり、住民運動が沸き起こっています。州政府だ
けでなく、連邦政府も環境問題の調査に動いていますが、環境問題はシェールガス開発にブレーキをか
けるのでしょうか？
＜キーワード＞⑩ドリリングケミカル

図表 7　ドリリングケミカル一覧表
添加物の

種類 用途 代表的な品目

酸 掘削時にセメントや鉱物
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 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等
を円滑化

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

フラッキング水の移動を
円滑化

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

亀裂支持剤 水圧破砕して生じた割れ
目に入って空間を維持 ポリ乳酸、ポリグリコール酸

(注）上表はドリリングケミカル全てを表していない。
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
し、筆者が加筆して作成
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