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はじめに
本シリーズは、米国で発生しているシェール革

命についてこれまでの経緯と産業別影響について
解説した。数々のイノベーションの成功で 2000
年代に入ってシェールガス開発は軌道に乗ってお
り、採掘インフラ需要の増大のみならず、原燃料

価格の低下による関連産業の生産拡大の恩恵をも
たらしている。それは輸送機器産業も例外ではな
い。一方、シェールガス開発業者は天然ガス価格
低迷でシェールオイルへのシフトを行ったり、
LNG（液化天然ガス）輸出を模索したりしている。

そこで最終回となる本稿では、シェール革命が

【シリーズ「シェール革命」と日本企業の戦略（5）＝最終回】

シェール革命がもたらす
日本企業のビジネスチャンスとは

Point
❶� �シェール革命によるシェールガスの生産本格化で、日本企業は、シェール権益や LNG輸出案件の
獲得に動いている。これによりグローバルなエネルギー事業の経験やノウハウを蓄積することが可
能となり、日本のエネルギー調達にも有利に働く。

❷� �また、シェール革命は膨大なインフラ需要を発生させている。2035年までに開発、輸送、液化
分野など累計1.5 兆ドル以上の関連インフラ投資が期待され、日本企業にも恩恵がもたらされる。
日本企業にとって米国事業の展開・強化のチャンスでもある。

❸� �シェール革命は、環境や健康に害を及ぼしたり、石油化学原料のバランス変化をもたらしたりする
といった指摘がある。こういった状況を解決するために、日本企業が強みとする技術を生かして事
業展開する可能性が考えられる。

❹� �シェール開発では、ドリリングケミカルで安全性の高い生分解性物質が注目されており、また、開
発業者はシェール開発に伴う廃水処理を本格的に取り組む時期が来ている。いずれも日本企業がソ
リューションを提供することで事業展開できる可能性がある。

❺� �エチレンやプロピレンなどを原料とするC2・C3化合物がシェール革命で安価となって自動車分
野などで材料代替が進むと見られ、日本勢が樹脂化を先導するチャンスが存在する。

❻� �ブタジエンや芳香族などの化合物は需給逼迫が予想されており、海外調達だけでなく、バイオ化を
含めた代替生産方法の開発が不可欠となる。バイオ化について比較的技術蓄積のある日本勢にも参
入の余地がある。こうした機会をものにするために、日本企業はこれまでのバイオ製品の事業基盤
の選択と集中を行う必要がある。
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もたらすビジネスチャンスと日本企業の戦略につ
いて取り上げる。

具体的には、まず、シェールガス生産の本格化
に伴い、インフラ等の需要が生じており、また事
業展開先として米国の魅力も高まっている。こう
いった需要を満たす供給者としての役割に注目し
て解説する。次に、シェール革命の進行で地下水
など環境汚染や石化原料供給のバランス変化など
いくつかの問題が発生している。これらの諸問題
に解答を与える解決者としての役割に注目して解
説したい。

1．シェールガスの生産本格化に伴う関連需要
日本勢が北米でシェール権益や LNG輸出案件を
獲得

日本企業がこれまで獲得したシェールガスや
シェールオイルの権益は図表 1 ①である。また
シェールガスなどの天然ガスを液化して輸出する
事業にも日本勢は参画している（図表 1 ②）。
シェールガスやシェールオイルの権益は従来のオ
イルやガスの権益に比べると手付かずであり、早
い者勝ちで獲得できる状況にある。さらに、最近
の天然ガス価格の低迷で、収益悪化に苦しむ米国
のシェールガスの開発会社がシェールの権益を手

図表 1 ①　日本企業が獲得した北米のシェールガス・シェールオイルの権益
企業名 取得年月 場所 州 ガス /オイル 生産量

（ガスはLNG換算）
取得額

（億ドル）
出資
割合 その他

三菱商事
�2010年� 8月 コルドバ ブリティシュ

コロンビア（加） ガス 350万トン 4.6� 50.0�【コルドバ】2011年 5月に中部電力、
東京ガス、大阪ガス、石油天然ガス・
金属鉱物資源機構が7.5％ずつ出資。
6月、韓国ガス公社も10％出資�2012年� 2月 モントニー ブリティシュ

コロンビア（加） ガス 2,250万トン 29.0� 40.0�

三井物産 �2010年� 2月 マーセラス ペンシルベニア ガス 270～ 350万トン 14.0� 15.5�
�2011年� 6月 イーグルフォード テキサス ガス、オイル 日量2万バレル 6.8� 12.5�

住友商事
�2009年�12月 バーネット テキサス ガス 49万トン NA 12.5�
�2010年� 9月 マーセラス ペンシルベニア ガス 95万トン 1.9� 30.0�
�2012年� 8月 パーミアン テキサス オイル NA 13.7� 30.0�

伊藤忠 �2010年�10月 ナイオブララ ワイオミング オイル NA 3.9� 25.0�
�2011年�11月 タルサ オクラホマ ガス 100万トン 10.4� 25.0�

丸紅 �2011年� 4月 ナイオブララ ワイオミング オイル NA 2.7� 30.0�
�2012年� 1月 イーグルフォード テキサス ガス、オイル NA 13.0� 35.0�

双日 �2007年� 9月 カーセージ テキサス タイトガス 23万トン 1.0� 90.0�

豊田通商 �2012年� 4月 ホースシュー
キャニオン アルバータ（加） 炭層メタン 102万トン 6.0� 32.5�

石油資源
開発

�2012年� 8月 イーグルフォード テキサス ガス、オイル NA NA 16.0�

�2013年� 4月 ノースモントニー ブリティシュ
コロンビア（加） ガス NA NA 10.0�

国際石油
開発帝石
日揮

�2011年�11月 ホーンリバー他 ブリティシュ
コロンビア（加） ガス 92万トン NA 40.0� 出資比率は国際石油開発帝石が82％、

日揮が18％

日揮 �2011年� 6月 イーグルフォード テキサス オイル NA NA 10.0�
東京ガス �2013年� 3月 バーネット テキサス ガス 206万トン 4.9 25.0�
大阪ガス �2012年� 6月 イーグルフォード テキサス ガス、オイル NA 2.5 35.0�

図表 1 ②　日本企業が参画する液化天然ガス (LNG) プロジェクト
企業名 年月 場所 州 LNG規模 その他

中部電力
大阪ガス 2012年 7月 フリーポート テキサス

220万トン
220万トン

・2008年から大阪ガスは液化事業を行うフリーポート社に出資
・�13年 5月に当局から認可。仕向け地条項無し。LNG供給量全体は
1,320万トン　

東芝 2013年 9月 220万トン ・13年 11月に当局から認可

住友商事 2013年 4月 コーブポイント メリーランド 230万トン
・�住友商事子会社が液化加工し、140万トンを東京ガス、80万トンを関西
電力に販売する予定

・13年 9月に当局から認可。LNG供給量全体は400～ 500万トン。
三菱商事
三井物産 2013年 5月 キャメロン ルイジアナ 400万トン

400万トン
・三井物産と三菱商事と日本郵船が液化加工会社に出資
・当局から認可待ち。LNG供給量全体は1,200万トン

三菱商事 2012年 5月 キティマット ブリティシュ
コロンビア（加） 240万トン ・権益比率はシェルが40％、韓国ガス公社が20％、中国石油天然気が20%�

・LNG供給量全体は1,200万トン
石油資源
開発 2013年 4月 プリンスルパート ブリティシュ

コロンビア（加） 120万トン ・LNG供給量全体は1,200万トン

�出所：各社ホームページ、報道資料に基づいて作成
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放しているため、権益を比較的入手しやすい局面
と言える。

日本企業のシェールガスの権益や LNG 輸出事
業の獲得について、これまでのエネルギー関連の
権益などの獲得と比較して三つの点で異なってい
る。まず、シェールガスの権益などの獲得で、特
定の総合商社だけでなく、ガス会社や電力会社な
どの需要家まで関係している点である。需要家と
しては上流の権益や LNG 輸出事業に関与するこ
とで天然ガスの価格交渉力を入手できると考えて
いる。

次 に、 日 本 企 業、 特 に 総 合 商 社 を 中 心 に、
シェールガスの権益を獲得するだけでなく、液化・
輸出や化学製品製造などの事業まで手を広げてい
る点だ。折から天然ガス価格が低迷していて開発
業者は苦境に陥っており、権益を獲得した日本企
業も同様の状況に追い込まれることは目に見えて
いる。そこでバリューチェーンを下流まで拡大す
ることで安定した収益を確保する狙いがある。

3 点目に、LNG 輸出事業の契約内容について、
輸出される天然ガス価格はヘンリーハブ価格とい
う域内市場価格と連動して決定され、さらに仕向
け地の制限もない点だ。これまで中東などからア
ジア向けの LNG 輸出契約は、長期にわたって引
き取り義務が課された上に、価格決定は高値の原
油価格連動方式により決定された。さらに、仕向
け地の変更や転売が禁止されており、日本企業に
とって LNG の輸出入事業は非常に硬直的なビジ
ネスであった。一方、米国からの LNG 輸出は、
そういった制限は少なく開発業者にとって、より
柔軟に事業展開が可能となる。

つまり、米国のシェールガス権益および LNG
輸出プロジェクトの獲得で、日本企業は初めてグ
ローバルなビジネスとしての天然ガス事業を展開
することが可能になる。また、これらの事業経験
とノウハウの蓄積は、日本企業の LNG 調達にお
いて交渉力になる。実際、関西電力（株）が BP

と結んだ 17 年度からの LNG 調達の契約では、調
達される年間 50 万トンの LNG 価格は、原油価格
ではなく、天然ガス価格にリンクするものとし
た。日本企業の米国シェールガスの開発・輸出事
業への参画は、海外エネルギー事業の拡大だけで
なく、海外からより安価なエネルギーの調達を可
能にするだろう。

　
2035年までに1.5兆ドルのインフラ投資を期待

シェールガス開発の本格化や LNG 輸出事業の
立ち上がりに伴い、プラント建設や資機材などの
関連需要が生じている。開発段階のインフラ投資
について国際エネルギー機関（IEA）の予測 1 で
は 2035 年までの累計でおよそ 1 兆 2,000 億ドル
に達するとしている。輸送段階については IEA と
全米州間天然ガス協会が試算しているが、2,000
億ドル程度と見ている。

液化関連のインフラ投資は、1,000 万トン級の
大規模 LNG プロジェクト（LNG 運搬船建造を含
む）で 70 〜 100 億ドル必要とされる 2。今後認可
される LNG 輸出プロジェクトの規模を 3,200 〜
6,000 トンと仮定すると、LNG 運搬船建造を除い
ても数年以内に 180 〜 510 億ドル程度の LNG 関
連投資が実行される。LNG 運搬船についても、米
国から 3,200 〜 6,000 万トンの LNG 輸出が認めら
れれば、計算手法にもよるが、40 〜 90 隻程度の
LNG 船が必要となる。この場合、2020 年ごろま
でに 80 〜 180 億ドルの LNG 造船市場が急速に立
ち上がる。

他にも、天然ガス価格の低下から石炭から天然
ガス発電への発電燃料シフトが発生して天然ガス
発電所の新設が計画されている。その結果、ガス
タービンやボイラー用鋼管などの発電関連インフ
ラ需要が生じている。また、シェールガス開発の
本格化に伴い、下流の石油化学や肥料のプラント
建設やプラント部品の需要も見込まれる。安価な
天然ガスを還元剤として製鉄する還元鉄プラント

1  OECD/IEA: World Energy Outlook 2011 IEA Publications: Paris pp. 141-145 （2011）
2  JX 日鉱日石エネルギー：石油便覧、同社ウェブサイト
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の案件も出てきている。いずれの分野も日本企業
に、それも規模に関わりなく、案件獲得の機会が

存在している（図表 2）。
日本企業としてはこれまで取れなかったシェー

図表 2　シェールガス・シェールオイル関連のインフラ需要の担い手である日本企業と事業内容
分野 日本企業名 事業内容 備考

シェール採掘 新日鐵住金
・小口径シームレスパイプ

12年 10月、米国油井管加工会社を買収。日本から輸出した半製品を
当社などで加工して納入

JFE 12年 10月、米国油井管加工会社を兼松と買収。日本から輸出した半
製品を当社などで加工して納入

森精機製作所

・掘削ドリル等の加工機械
オークマ
中村留精密工業
キタムラ機械
滝沢鉄工所
小松製作所 ・建設機械 採掘現場の用地整備、道路建設、パイプライン敷設日立建機
タダノ ・建設用クレーン
巴工業 ・ガスと土砂を分離する遠心分離機 部品は中川鉄工所（石川県白山市）が生産・納入
デンヨー ・可搬式発電機
浜松ホトニクス ・地層測定機

クレハ ・掘削機械の樹脂材料 ポリグリコール酸、生分解性
・逸泥防止の目止め材 ポリグリコール酸、生分解性

住友ベークライト ・掘削機械の樹脂材料 フェノール複合樹脂、分解のしやすさが評価
・支持材（＊）のコーティング材料 フェノール複合樹脂

新東工業 ・支持材（＊）を樹脂コートする機械 13年初からサンプル出荷。15年度中の採用を見込む
三菱化学 ・亀裂の仮止め材 ポリブチレンサクシネート、生分解性
太陽日酸 ・水圧破砕時に使用される窒素 13年5月から米国ノースダコタ州で液体窒素生産を開始（日量200トン）

シェールガス輸送 JFE ・パイプライン用の鋼管 12年 7月、子会社のカリフォルニア・スチールの能力増強を発表
丸一鋼管 13年 3月、ラインパイプ用の生産ラインに改修
東レ

・輸送用の天然ガス圧力容器
12年 3月、米国で焼成設備を増強

東邦テナックス
三菱レーヨン 12年 10月、生産ラインを圧力容器用途に改造

天然ガス液化
関連 IHI

・液化天然ガスプラント

12年に買収したクバナー・アメリカの陸上部門が中心となって
米国コーブポイントのLNGプラントを受注（総額34～ 38億ドル）
肥料プラント建設やLNGタンクの製造なども手がける

日揮 12年 10月、年産150万トンのエチレンプラント設備を受注。金額
2,000億円超

千代田化工
荏原製作所 ・超低温ポンプ 化学、肥料プラント向けでも需要存在
日機装
荏原エリオット ・コンプレッサー 化学プラントでも需要存在
三菱重工業 12年 10月に米国に販売・サービス会社を設立
横川電機 ・LNGプラント向け制御機器
川崎重工業 ・LNGタンク
住友精密工業 ・LNG気化装置川崎重工業

液化天然ガス
運搬関連

三菱重工業

・LNG運搬船

新型船さやえんどう型LNG運搬船の投入
川崎重工業
三井造船
ジャパンマリンユナイテッド
今治造船
古河スカイ ・LNG運搬船用鋼板

その他 三菱重工業 ・ガスタービン 燃料が天然ガスである発電所需要の高まりに対応
三井造船 ・化学プラント クラレのポリビニールアルコール生産設備等
東洋エンジニアリング ・化学、肥料プラント
クボタ ・化学プラント用部品 エチレン製造装置向け反応管
帝国電気製作所 ・化学プラント用ポンプ
森松工業 ・化学プラント部品（リアクターなど）12年 10月、ダウからプロピレンプラント関連で発注
日立造船 ・化学プラント部品（反応器） GTLプラントの中核部品

神戸製鋼 ・製鉄プラント 米子会社の天然ガスを使った製鉄法が注目
13年 7月には同方法を使った製鉄プラントを受注

（注）�左列ボックス内の需要見通しは、かっこ書きがなければ筆者推定
＊支持材とは、水圧破砕で生じた頁岩の切れ目が閉じるのを防ぐために充填される砂状の物質

出所：各社ホームページ、報道資料に基づいて作成

採掘分野の
インフラ需要
は、2035年
までで累計
1.2兆ドル
（IEA）

輸送分野は、
同累計2,000
億ドル（IEA、
INGAA）

液化関連分
野は、2020
年頃までで
累計180億
～510億ドル

船舶関連分野
は、2020年頃ま
でで累計80億
～180億ドル
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ルインフラ案件を獲得しただけで満足してはいけ
ないだろう。シェール案件獲得を契機として米国
に強固な事業基盤を構築して今後生じる米国の高
成長の果実をもぎ取っていかねばならない。

2．	シェールガス革命が引き起こした問題解決
の必要性

シェール革命の経済効果のうち、日本にもたら
す恩恵の割合はせいぜい数パーセント以下にすぎ
ない。もちろん小さくはない。それよりも、日本
企業が米国のシェール革命において果たすべき役
割は他にあると思われる。それは問題解決者とし
ての役割である。以下では、シェール開発を進め
ながら環境や健康を保護・確保するという視点と
石化原料供給のバランス変化に対応するという視
点の両点を中心に解説する。

問題①：水源汚染など環境破壊への懸念の高まり
進行するシェールガス革命の最大の障害は、環

境保護や安全安心の確保を強める規制の動きであ
る。水圧破砕で使用する化学物質が添加された大
量の水（フラック水）が地下水などに浸入したり、
使用したフラック水が廃水として地表に露出した
りするなどで周囲の環境汚染を引き起こす。廃水
の処理方法について 2014 年以降に連邦政府に
よって何らかの規制が導入される可能性がある。

実際、環境規制の強化を見越した企業は、フ
ラック水に使う化学物質を、より安全性の高い生
分解性のものに切り替えたり、使用済みフラック
水の処理と再利用を導入したりする動きを見せて
いるが、コストなどがネックとなって全面導入に
は至っていない。

生分解性物質への代替需要の発生

シェール開発が本格化するに当たり、地下水の
保全など環境への配慮が不可欠となっており、特
に掘削時に使用される化学物質に高い安全性が確
保されなければならない。また、よくあることだ
が、地中から掘削機の一部を回収できなかったと

しても、それが地中を汚染しないようにしなけれ
ばならない。そのため、開発業者は、これまでの
化学物質からより安全性の高い天然由来の物質や
生分解性の物質に切り替える動きを見せている。
生分解性の物質は、微生物等により水と二酸化炭
素に分解されて環境に害をもたらさない。

生分解性の物質で注目を集めているのは、ポリ
乳酸（PLA）に加えて、（株）三菱ケミカルホー
ルディングスのポリブチレンサクシネートや（株）
クレハのポリグリコール酸（PGA）である。これ
らは、亀裂の仮止め材や逸泥防止の目止め材とし
て従来の化学物質を代替する可能性を秘めてい
る。ただし、開発企業によってこれらの物質の使
い方が異なり、その評価に時間がかかるため、現
時点では生分解性物質が本格採用される状況とは
なっていない。サンプル出荷を始めた（株）三菱
ケミカルホールディングもその量産化は 15 年度
中と見込んでいるようである。

一方、掘削時に使用する部品の材料について、
（株）クレハのポリグリコール酸の採用が決定して
いる。同材は、これまで使用していた樹脂と比べ
て強度などの面で遜色がないところが評価され
た。ポリグリコール酸でできた器具は、最終的に
は地中で分解されるため、地中に取り残したとし
ても回収する必要がなく、工期短縮やコスト削減
につながると言われている。

　
廃水処理で日本の水関連企業に機会到来

水圧破砕を実施すると、フラック水投入後まもな
く地表に戻ってくる廃水（「フローバック」と呼ばれ
る）と天然ガスの採掘に伴って排出される廃水（「生
産水」と呼ばれる）が発生する。現在、これらの廃
水の処理に対して世間の目が厳しくなっている。

これまで、これらの廃水をそのまま放置すると
地上や河川を汚染してしまうため、廃棄専用の井
戸や枯渇したガス井等に輸送して封入処分してい
た。しかし、シェール開発の本格化で輸送量が増
加し、輸送コストが増大したことに加えて、封入
処分する井戸が不足していて廃棄そのもののコス

業界展望
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トが上昇している。さらに廃水の封入処分が地下
水などの汚染や地震の発生につながるとして環境
団体などから懸念が表明されている 3。したがっ
て、将来的には、水量確保と環境配慮の両面から
廃水を再利用する方向で進むと見られている。

廃水処理は、塩分、浮遊物、そしてスケールと
呼ばれる生成物をどの程度取り除くかがポイント
であり、淡水に近づける必要性はないと言われて
いる。また、スケールの中には地下の放射性物質
も含まれるが、処理を重ねることでその放射性物
質が凝縮され、有害なレベルの放射線を放つ恐れ
もある。さらに採掘の地域やタイミングによって
廃水の物理的・化学的特性が異なってくるため、
処理方法を、採掘地域により、採掘段階により変
えていく必要性がある。例えば、現在、シェール
ガスが大量に開発されているマーセラス地域は他
の地域よりも塩分濃度が濃く、廃水の塩分を取り
除く必要性が他の地域よりも高い。そして当然な
がら、シェールガス開発の採算を悪化させないよ
うに処理コストを引き下げねばならない。

廃水の再生処理する方法として現在行われてい
るのは、主に蒸留と逆浸透膜法である。ヴェオリ
ア・ウォーターは蒸留・逆浸透膜の両法による再
生処理事業を手がけており、GE も蒸留法を用いて
フローバックを最大 100％再利用できるシステム
を開発した。ただし、上で挙げた問題を全面的に
解決するには至っていない。

このような廃水の再生処理について、エンジニ
アリングや廃液蒸留装置のメーカーから、浸透膜
や薬剤などの素材機器メーカーまで多数の企業を
擁する日本に多くの知見がある。ただし、日本企
業が技術を提供するだけでは不十分である。日本
の高度な廃水処理技術を取り込んだ上で、あらゆ

る廃水に対応できる処理システムが求められてお
り、こういった複雑な需要にどの程度応えること
ができるかが日本企業のシェールガス関連の廃水
処理事業の成否を決めよう。

問題②：	石油化学原料のライトフィード化で供給
バランスに変化

全米化学工業協会が 2012 年 5 月にシェールガ
ス生産の本格化がもたらす産業別の経済効果につ
いて試算しているが、8 産業全体で見込まれる生
産増（3,276 億ドル）のうち、化学産業および樹脂・
ゴム産業がその 9 割近くを占める 4。天然ガスか
ら燃料だけでなく原料も安価に調達できる化学産
業にとってシェール革命がもたらす恩恵は大きい。

ただ、シェール革命によって全ての化学原料が
増産されて安価になるわけでない。石油化学原料
のライトフィード（軽質）化が進み、供給バラン
スが変化すると言われている。

シェール革命で大量調達が可能な石化原料は、
二つの炭素原子を中心に構成されるエタンや三つ
の炭素原子を中心に構成されるプロパンなど比較
的軽い原料に偏っている。そのため、エタンから
作られるエチレンについて 2020 年までに 1,000 万
トン近くのエチレンプラントの増設が、プロパン
から脱水素法で作られるプロピレンについて 2015
年以降 400 万トンのプロピレンプラントの増設が
予定されている。

しかし、炭素原子が 4 個以上のブタジエンや芳
香族と呼ばれるベンゼンやキシレンは、石油由来
のナフサを原料にして生産できても、シェール採
掘に随伴する軽質の石化原料では作ることができ
ない。さらに、エチレン原料がナフサからエタン
に置き換わることで、ナフサそのものの調達が低

3   米国北東部にあるマーセラスシェールでの開発では地下水が存在する地層においてフローバックが処分されていた。この処分方法
が環境汚染を引き起こす恐れを懸念したニューヨーク州議会は、10 年末、シェール開発の環境への影響についての調査結果が出
るまでの間、シェール開発を凍結する法案を可決した。

4   American Chemistry Council: Shale Gas, Competitiveness and New U.S. Investment: A Case Study of Eight Manufacturing 
Industries, ACC Website pp. 1-26 （2012）

シェール革命がもたらす日本企業のビジネスチャンスとは
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下している（図表 3）。その結果、シェール革命に
よる原料の軽質化とナフサ調達減による原料不足
というダブルショックを受けて、ブタジエンや芳
香族の化合物の生産は抑えられがちで、価格上昇
圧力を受けている。

具体的には、減産や調達の強化など守りを固め
るだけでなく、北米や新興国の市場の取り込みを
図るなど攻めをにらんだ動きとなっている。

素材代替で需要を掘り起こせ　

ただし石化原料のライトフィード化は、石油化
学分野だけでなく、下流の化学関連の製品領域に

影響を及ぼす。そこで以下では、下流領域でどう
いった影響が現れ、どのような事業機会が発生す
るかについて考えたい。

エチレンなどの C2 化合物やプロピレンなどの
C3 化合物に含まれる化学製品は、設備増強による
増産で低価格化が進行する。そのため、金属やガ
ラスなどの素材と比べてこれらの化学製品が安価
となり、こういった高価な材料から C2 化合物や
C3 化合物でできた樹脂への代替を行うチャンスが
生ずると予想される。実際、佃煮のふたやアイス
クリームのキャップなど食品のパッケージでポリ
スチレン樹脂からエチレン系の塩化ビニル樹脂に
切り替わる動きがあり、PET ボトルに使われる
シュリンクフィルムもこれまで主流であったポリ
スチレン系フィルムが PET 系フィルムに置き換
わる動きがある。いずれもポリスチレン樹脂の原
料であるベンゼンの需給逼

ひっ

迫
ぱく

からポリスチレン価
格が上昇しやすいことが嫌われたようだ。

今後は自動車などの機械分野で製品や部品の材
料の樹脂化が進行する可能性がある。今後、米国
などで自動車の燃費規制が厳しくなるため（図表
4）、自動車メーカーは燃費改善に向けて努力せざ
るを得ない。その対策としてエンジンのダウンサ
イジングなどとともに、軽量化に本腰を入れるだ

図表 3　 米国の原油由来の石化原料（シェア）と 
エチレン原料の構成比の推移
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出所：米国EIA、日本の石油化学工業2013年版

図表 4　世界各国の燃費規制の動き
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ろう。車体重量が 100kg 軽量化されることで、7
〜 9％程度燃費が改善されるといわれており 5、金
属やガラスなどこれまで使用していた重い材料か
らポリエチレンやポリプロピレンの軽い樹脂への
代替が進むと見られる。

ただ樹脂代替は、サプライヤーである化学会社
が自動車メーカーとすり合わせしながら試行錯誤
を行わないと進まない。このような企業間ですり
合わせしながらの研究開発は日本企業が得意とす
るところであり、シェール革命がもたらす素材代
替の動きを日本企業がリードすることは十分に考
えられるだろう。

ブタジエン生産は脱水素反応による代替生産も選択肢か

一方、石化原料のライトフィード化で需給逼迫
が懸念される C4 化合物のブタジエンは低燃費タイ
ヤなどゴム製品の生産に欠かせない原料である。
このような状況の下では、代替方法による生産拡
大で需給逼迫を解消することで収益拡大を図るこ
とが可能である。実際、ブタジエンについては

（株）三菱ケミカルホールディングス、旭化成（株）、
昭和電工（株）が脱水素反応等による代替生産方
法を確立しており、2010 年代後半には各社はこれ
らの技術を軸とした事業展開を図るとしている。

ただ、脱水素反応によるブタジエン生成は、設
備や操業のコストが高く、下流の製品価格の動き
に影響を受けやすい。さらに、バイオ化やリサイ
クルなど他の代替生産方法が確立する可能性もあ
る 6。脱水素反応でブタジエン生産を行う日本企業
はコスト削減を追求して競争力を高めると同時に、
他の代替生産方法の行方に注意を払う必要があろ
う 7。

バイオプラスチックの将来性

次に芳香族であるベンゼン、トルエン、そして
キシレンについて、C4 化合物同様に、米国内で需
給逼迫が予想される。ベンゼンはポリスチレン、
ナイロン、フェノールなど主要な化学製品原料の
一つであり、ベンゼンを使う樹脂の生産量は全体
の 2 割を占めるほどである。トルエンは塗料の原
料用途のほか、ポリウレタンの原料になり、キシ
レンは、ポリエステルの繊維や樹脂の原料として
切っても切り離せない。芳香族はナフサからだけ
でなく、石油精製の副産物として得られるが、石
油精製も自動車の燃費規制でガソリン需要が縮小
するとの見通しから精製そのものが不活発となり、
副産物の生産も低下すると見られている。

こうした状況を打開するためにとるべき選択肢
は、まず海外から新規調達先を開拓することであ
る。例えばブタジエンについては ASEAN 地域で
増産計画が策定されており、2017 年には現在の倍
増の 100 万トン体制になると予想されている。ま
た、中国では豊富に採れる石炭をベースに化学製
品を生産する計画が策定されている。需給逼迫す
る化学製品を ASEAN や中国から調達するという
選択肢を準備しておくべきだろう。

次の選択肢は、経済性に見合った代替生産方法
を確立することだろう。そこで現在、注目されて
いるのがバイオプラスチックなどバイオ製品の生
産である。

バイオ製品とは植物由来の製品で廃棄や償却し
ても二酸化炭素を新たに排出しない地球に優しい
材料である。1980 年代に人口骨や手術縫合糸など
人間の体内で吸収され消えてしまう医療材料とし
て開発され、その後 1990 年代には廃棄プラス

5  保谷敬夫（2006）『化学と教育』54 刊 4 号 , p.228
6   （株）ブリヂストンはバイオエタノールと独自の金属触媒を使ってブタジエンを生産する方法を開発している。同社は 15 年までに

試験設備、20 年までに量産を始めるとしている。他にも、多数の内外の企業がブタジエンのバイオ化に取り組んでいる。
7   ちなみに、他の C4 化合物では、ポリブチレンサクシネートのバイオ化が進んでいる。ポリブチレンサクシネートは農業用資材や

レジ袋の原料となるほか、ポリウレタンとして自動車内装材料に用いられ、トルエンの代替となりうる。ポリブチレンサクシネー
トの原料である 1.4 ブタンジオールやコハク酸のバイオ化が欧米企業で進められたことが大きい。日本勢も、ポリブチレンサクシ
ネートを生産する（株）三菱ケミカルホールディングスはタイで、昭和電工（株）はアジア域内で生産能力を増強する予定となっ
ている。

シェール革命がもたらす日本企業のビジネスチャンスとは
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チックによる環境破壊を防ぐために、生分解性プ
ラスチックを用いたごみ袋、容器、包装材が用途
展開された。2000 年代に入ると、地球環境保護と
原油価格の高騰による供給難で、電機や自動車な

どさまざまな分野で投入されることとなり、また
ポリ乳酸など新たなバイオプラスチックが開発・
投入された。

ただし、バイオ製品はバイオ化のコストのため

図表 5 ①　主なバイオプラスチック製品
製品名 原料 用途 主な製造企業

ポリ乳酸 トウモロコシ 文具、生活雑貨、食品食材包装、ボトルラ
ベルなど NatureWorks、帝人

ポリブチレンサクシネート コハク酸、1,4ブタンジオール 生ゴミ回収袋、農業用マルチフィルムなど 昭和電工、三菱化学
ポリトリメチレンテレフタレート テレフタル酸、1,3ブタンジオール フィルム、化粧品容器、薬物容器など デュポン
バイオポリオレフィン サトウキビなど 化粧品容器、包装用フィルム Braskem

バイオポリアミド ひまし油など 自動車エンジン周辺部材、電機・電子部品 ARKEMA、東洋紡、三菱ガス化学、東レ、
味の素、ユニチカ、ダイセル・エポニック

バイオポリエステル サトウキビなど PETボトル、フィルムなど 東洋紡、カネカ、東レ
出所：カナエ「バイオマスプラスチックの最新動向」（2012年8月）から筆者作成

図表 5 ②　芳香族化合物を原料とする化学製品のバイオ化について
製品名

（石油由来） 種類 植物由来原料 植物由来
シェア 企業 備考

ポリアミド

ナイロン410 セバシン酸（ひまし油） 70% DSM「EcoPaXX」
・融点（250℃）
・�電気自動車部品。ドイツでは、ガソリン車の
エンジンフード

ナイロン56 1.5- ペンタンジアミン
（セルロース） 47% 東レと味の素 ・融点（255℃）

ナイロン510
1.5- ペンタンジアミン
（セルロース）
セバシン酸（ひまし油）

100% 東レと味の素 ・融点（196℃）

ナイロン610

セバシン酸（ひまし油） 63% BASF「Ultramid�Balance」
・�融点（225℃）
・�ドイツでは、バッテリーチャージャーのハウ
ジングで採用

セバシン酸（ひまし油） 62% ダイセル・エボニック
「VESTAMIDR�Terra�HS」 ・融点（222℃）

セバシン酸（ひまし油） 60% 東レ ・融点（220℃）
・スポーツ衣料用途

セバシン酸（ひまし油） 60% デュポン「Zytel�RS」
・�融点（225℃）
・�ガラス繊維で強化された同樹脂がデンソーの
ラジエータタンクに採用

ナイロン1010

1.10- デカンジアミン
セバシン酸（いずれもひ
まし油）

100% デュポン「Zytel�RS」 ・融点（203℃）

1.10- デカンジアミン
セバシン酸（いずれもひ
まし油）

100% ダイセル・エボニック
「VESTAMIDR�Terra�DS」

ナイロン11

11- アミノウンデカン酸
（ひまし油） 100% アルケマ「Rilsan」

・�融点（188℃）
・�パソコンのコネクターカバー、デジカメのボ
ディキャップ、自動車の燃料配管、スキー靴
等

11- アミノウンデカン酸
（ひまし油） 30～ 70% 東洋紡「バイロアミド」

・�アルケマと提携して開発
・高融点（250～ 315℃）、低吸水性・電機
・�電子部品（表面実装）、液晶ディスプレイ部
品（リフレクター）

ポリキシレン
セバシン酸アミド セバシン酸（ひまし油） 50％以上 三菱ガス化学「Lexter] ・融点（190～ 290℃）、低吸水性

ナイロン10T 1.10- デカンジアミン
（ひまし油） 25% ダイセル・エボニック

「VESTAMID�HT�plus�M3000」
・融点（285℃）、低吸水性
・LED反射板

不明 （ひまし油） 50％以上 ユニチカ
「Xecot/ ゼコット」 ・融点（310℃以上）

ポリカーボネート イソソルバイド
ポリマー イソソルビド（糖由来） 100% 三菱ケミカルホールディングス

「Dulabio」
・�透明性など優れた光学特性、高耐光性、高硬
度・サングラスに採用

テレフタル酸
（PETの原料）

バイオパラキシレン
（糖由来） 100% 東レ

・�バイオイソブタノールを化学変換反応させる
ことでパラキシレンを合成。13年 8月には
提携先のGevo社で実証プラントを完成

出所：各社ホームページ、報道資料に基づいて作成

業界展望
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に石油由来の従来製品よりも価格が高い。そのた
め、飲料や小売りなど環境配慮のアピールを商品
戦略や企業戦略として重視する業種を除けば、バ
イオ製品は普及していないのが現状である。今後
についてもバイオエチレンなどのバイオ製品の普
及は、シェール革命で競合する従来製品の価格低
下が見込まれるため、ますます厳しくなるだろう。

だが、芳香族を原料としている化学製品は需給
逼迫で価格が上昇すると見られることから、高価
格のバイオプラスチックが参入するチャンスは以
前に比べて大きくなるのではないか。特に自動車
のエンジニアリングプラスチックのような高付加
価値製品はビッグチャンスとなるだろう。例えば
ナイロンなどのポリアミドはブタジエンやベンゼ
ンを原料とする化学製品だが、ポリアミドの中で
も電機・電子製品や自動車で採用されているもの
は単価が高く、バイオプラスチックが参入する余
地が十分ある。実際、内外の企業が単独、もしく
は企業連携しながら、植物由来のポリアミドの開
発・投入を目指している。例えばフランスのアル
ケマが開発・生産しているひまし油由来のナイロ
ンは、対薬品性や耐熱性に優れており、自動車分
野などで拡販を進めている。日本企業では東洋紡
がアルケマと組んで国内事業展開を目指しており、
他にも、三菱ガス化学、東レ、ユニチカなどがバ
イオポリアミドの開発を行っている（図表 5 ①
②）。

ベンゼン以外の芳香族化合物を原料とする化学
製品では、DVD ディスクや光ファイバーの材料で
あるポリカーボネート（フェノール化合物が原料）
のバイオ製品であるイソソルバイドポリマーが注
目されている。高い透明性など光学特性に優れて
いるほか、耐衝撃性などもポリカーボネートに匹
敵する。現在、（株）三菱ケミカルホールディング
スが扱っており、既にサングラス用途に採用され
ているが、今後自動車ガラスなど幅広い分野で普
及していく可能性がある。

今後、バイオ製品が、需給逼迫が予想される
C4 や芳香族の化合物の代替製品として浸透する可

能性が増え、比較的技術蓄積のある日本企業にも
参入の可能性があるだろう。そこで日本企業はこ
れまでのように総花的なバイオプラスチック事業
に取り組むのではなく、同事業の選択と集中を行
い、シェール革命が与えるバイオ製品市場への影
響をうまく利用する必要があろう。

むすび
最後に、産業別にシェール革命が及ぼすインパ

クトについて中長期的に概観して締めくくる。
シェール開発に伴うインフラ需要はかなりの規模
で発生するが、短期で終わるものと中長期にわ
たって続くものに分かれる。廃水処理など環境関
連インフラ需要については政府の規制次第でもあ
るが、今後、同需要が本格的に発生すると見られ
る。

化学関連については、石化原料のライトフィー
ド化によって、エチレン・プロピレン化合物は安
価となり、これらの化合物でできた材料への代替
が進展する一方、ブタジエンや芳香族の化合物は
需給逼迫し、バイオ化など代替生産方法の開発が
進む（図表 6 ①）。

図表 6 ①　 米国産業界への影響 
（1）インフラ、化学関連

2010年

・採掘用鋼管や掘削機器や
　材料など開発インフラ需
　要の持続

＜期間通じ
てのリスク
要因＞
・連邦政府
　による環
　境規制
 （2014年
　以降）

・廃水など水処理
　需要

・輸送タンク、パイプライ
　ン関連、液化、タンクか
　ら運搬船までLNG関連な
　どの需要
　

・原料価格の
　低下

・2010年代後半に新
　規のエチレンプラ
　ントなどが稼働
・ナフサ需要の低下

＜C2、C3化学製品＞
　・価格低下⇒生産・輸出増
　・自動車などで低コスト
　　新素材への代替進行

＜ブタジエン、芳香族等の化学製品＞
　・逼迫⇒原料＆化学製品輸入
　・バイオプラスチックを含めた代替
　　生産方法の開発進行

石化原料の
ライト
フィード化

2020年 2030年 2040年

イ
ン
フ
ラ

化
学
関
連

出所：筆者作成
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電力分野では、天然ガス発電へのシフトが当面
進むものの、長期的には価格上昇のテンポ次第で
石炭への回帰もありうる。

自動車は大型車を中心に天然ガス車へのシフト
が発生する。中小型車については割高な車両価格
と貧弱なガススタンド網が制約となって天然ガス
車の普及は難しい。ただし、現在、進められてい
る廉価な次世代ガスタンクと家庭用ガス燃料補給
装置の研究開発によっては中長期的には事態が変
化するかもしれない。

当面、中小型車市場はガソリン車が主力を占め
るだろう。シェールオイルの生産増でガソリン価
格が上昇しにくくなることも同車に有利である。
一方、燃費規制が強化されていくことから、自動
車メーカーは燃費改善努力を強いられ、軽量化に
本腰を入れる。その結果、シェール革命で安価と
なった樹脂への代替が進む可能性が高い（図表 6
②）。

いずれの産業分野でも現状継続ではなく、構造
的な変化が見込まれている。こうした変化につい
て、日本企業は単発の案件獲得だけで満足しては
いけない。まず日本企業は米国のシェール革命で
生じる変化をビジネスチャンスとして捉える必要

がある。次に強みとする技術を生かして米国事業
を構築・強化してシェール革命を能動的に取り込
んでいく姿勢が望まれる。

図表 6 ②　 米国産業界への影響 
（2）電力、自動車

2010年 2020年 2030年 2040年

電
力

自
動
車（
天
然
ガ
ス
車
）

同（
従
来
車
）

燃料としての
ガス価格の低下

・北米原油価格
　の低下

以下の2つの動向に注目
・政府支援（NAT GAS法など）
・ガスタンクなどの研究開発

＜中小型トラック＆乗用車②＞
・原油価格低下でガソリン車の魅力上昇
・電気自動車など次世代エコカーの普及
　速度低下
・燃費規制の厳格化で自動車メーカーの
　燃費改善努力
　⇒安価となった樹脂への代替加速

・石炭火力発電所の
　老朽化による更新
・環境規制（15年～）
　⇒天然ガス発電の
　　シェア増大

・天然ガス発電関連
　インフラ需要（ガ
　スタービンなど）

＜大型トラック＞
・採算性の向上
・ガススタンド網の拡
　充次第で天然ガス車
　普及へ

＜中小型トラック＆乗用車①＞
・天然ガス車の魅力低い
  （車体価格の高さ、貧弱なガ
　ススタンド網）

＜期間通じ
てのリスク
要因＞
・安価な石
　炭の見直
　しと石炭
　への再シ
　フト
　～環境対
　策次第

＜期間通じ
ての撹乱要
因＞
・水素燃料
　電池自動
　車の登場
 （2015年
　～）

？

出所：筆者作成
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