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■ エネルギー分野の話題について海外で最近よく取り上げられるものは、米国でのシェ

ールガスの本格生産である。生産の本格化に伴い、米国の天然ガス価格は低位安定し

ている。 
■ シェールガスとは従来のガス田より深いところの頁岩（けつがん）に閉じ込められた

天然ガスで、コストの面で採掘が困難だった。しかし、2000 年代に入ると米国ベン

チャー企業が水平掘削・水圧破砕など一連の工法を確立し、採掘コストの引き下げと

事業化に成功した。その後、資源メジャーなどがこれらのベンチャー企業を買収して、

シェールガスの生産を増大させている。 
■ 天然ガス価格の低下は、開発業者の収益悪化につながっており、彼らはシェールガス

の減産や権益の売却に動いている。また、収益改善のために、石化原料を多く含むシ

ェールガスやシェールオイルの採掘にシフトしたり、液化天然ガス（LNG）のアジア

向け輸出を模索したりする動きが出てきている。 
■ シェールオイルの生産は増加しており、国際エネルギー機関（IEA）によると、2020

年には 200 万バレルを超えるとの見込みである。その結果、米国の中東からの原油輸

入は減少し、2030 年代には「脱中東」を果たすと見ている。その場合、中東が不安

定化し、エネルギー供給が混乱する恐れがある。 
■ 米国からのアジア向け LNG の輸出は、液化設備の設置やパナマ運河拡張工事が完了

する 2010 年代後半に開始される予定である。ただし、LNG 輸出には米国当局の許可

が必要であることなどから、米国が LNG 輸出大国化する可能性は低い。 
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はじめに 
エネルギー分野の注目の話題といえば、国内では本年 7 月に導入された再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度だろう。この制度の開始によって、日本でも太陽光や風力などによ

る発電が普及期に入っていくことが期待されている。しかし、海外で最近よく取り上げられ

る話題は日本とは異なる。それは、米国では非在来型の天然ガスであるシェールガス生産の

本格化であり、米国以外ではシェールガス生産への期待の高まりだ。 
米国の原油と天然ガスの価格推移を見ると奇妙なことに気づく（図表 1）。2009 年まで両

社の価格は概ね連動して推移していたが、その後、原油価格は上昇しているのに対して、ガ

ス価格は低位安定している。このガス価格の低位安定をもたらしたものが、シェールガスの

増産なのである。 
シェールガスに代表される天然ガスは米国内でスポットを浴びているが、その魅力は安さ

だけではない。実は、天然ガスは化石燃料の中でもっとも環境性に優れるエネルギーである。

天然ガスを燃やすことで発生する二酸化炭素は石油の 4 分の 3、石炭の半分であり、窒素酸

化物は石油や石炭の半分以下、硫黄酸化物はゼロとなっている。 
米国における他のエネルギー事業の情勢を眺めて見ると、太陽光発電分野は中国企業の攻

勢等に押されて破産やリストラに追い込まれている米国企業が続出している。風力発電分野

では普及局面に入っているものの、減税に支えられている部分が大きく、最近では天然ガス

発電に押され気味である。原子力分野では言わずもがな福島第一原発事故で水を差された状

況だ。そのような中で登場したシェールガスは、優れた環境性に加えて豊富な埋蔵量と低コ

ストで米国に大きなインパクトを与えており、シェールガスが及ぼす米国内の産業構造の変

化を「シェールガス革命」と呼ぶほどだ。 
以下では、米国で注目されるシェールガスの開発について、シェールガスの説明から開発

の現状と方向性、そして国際政治等への影響について解説する。 
 

図表1　米国の天然ガスと原油の価格推移

(出所）米国EIA
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１．シェールガスとは 
水平掘削などの採掘技術が事業化に貢献 

シェールガスとは、地下 100～2600 メートルと通常の天然ガス田よりも深いところにあ

る頁岩（けつがん）の中に閉じ込められている天然ガスである。これまで世界各地で広域に

わたって埋蔵されていることが知られていた。例えば、米国でも北東部や南部などでシェー

ルガスの埋蔵が発見されており（図表 2）、2010 年時点の技術的可採埋蔵量1は 482 兆立方

メートルに上る。これは米国の天然ガス消費量の約 20 年分である。ただし、シェールガス

のような非在来型ガスは在来型と違って岩石の中に閉じ込められるなどで流れ出にくく、採

掘すれば自動的にガスが噴出するわけでない。そのため、シェールガスを取り出すのに何ら

かの仕掛けが必要であり、コストが高くなりがちであった。 
しかし、2000 年代に入って、米国のベンチャー企業を中心に水平掘削、水圧破砕、地震

波の観測技術（マイクロサイスミック）など効率的な採掘技術が確立した（図表 3）。 
水平掘削とは、頁岩層に沿って水平に掘り進める技術である。これまでの垂直や斜めに掘

り進めた場合と比較して頁岩との接触面積を増やすことが可能となり、1 坑当たりの生産量

を数倍増加させることができる。 
水圧破砕とは、掘削した井戸に大量の水を高圧で送り込み、頁岩層にひび割れを作る技術

である。送り込む液体のうち 90％以上が水であるが、残り数%はプロパントや界面活性剤

などの化学物質で構成されている。プロパントとは、砂上の物質で、ひび割れした割れ目に

入れることで隙間が閉じるのを防ぎ、ガスを流れ出やすくするものである。水圧破砕は水平

井の先端から根元にかけて何段階にも分けて実施され、多くのガスを回収する。 
ただし、水圧破砕をしても頁岩層の外までひび割れして、ガス回収に支障をきたす恐れが 

ある。そういった問題を最小限に食い止めるために、ひび割れしたときの地震波で水圧破砕 

図表2 米国シェールガス田の分布

（注）堆積盆地とは原油や天然ガスなど天然資源が埋蔵されている可能性が高い盆地

(出所）伊原賢「シェールガス革命とは何か」東洋経済新報社、2012年    
                                                  
1 この技術的可採埋蔵量は経済性を度外視して現在の採掘技術で採掘できる最大量を指している。ちなみ

に経済性を考慮した埋蔵量を確認埋蔵量と呼び、在来の米国天然ガスの確認埋蔵量は 2011 年末時点で

299.8 兆立方メートル（米国天然ガス消費量の 12 年分）である。 
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図表3 シェールガスの採掘について

（注）シェールガス採掘の井戸とは別に掘った観測用の井戸から、

　　　水圧破砕で生じた地震波を観測して有益な情報を入手する。

(出所）市原路子「シェール層開発で復活する石油天然ガス開発大国の米国」

         石油・天然ガスレビュー2012.1 Vol.46 No.1

シェール（頁岩）層
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の割れ目の状況を把握するのが地震波の観測技術（マイクロサイスミック）である。これら 
の観測で得られた情報を基にして、シェールガスが多く含まれる頁岩層を選定して水圧破砕 
を効率的に行うのである。 
これら三つの技術に、地質学の知識と採掘シミュレーション技術を組み合わせてシェール

ガスを開発してきたのが米国のベンチャー企業であった。彼らは、開発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

功したのである。 
 

担い手はベンチャーから資源メジャーへ 
シェールガス事業は、他の天然ガス事業、例えば海底での天然ガス事業と異なって資金負

担が軽い上に、ガス田を比較的発見しやすい。また事業化までの期間も 2～3 年程度と海底

事業（10 年程度）と比べて短いため、シェールガス開発の初期において、リスク許容力の

小さいベンチャー企業が多数参入して事業の担い手となった。 
一方、資源メジャーは、開発初期において、シェールガスの重要性を軽視していたと言っ

てよい。しかし、2000 年代後半に入ってシェールガスの生産が急増したことで、彼らは認

識を改めざるを得なかった。そこで、彼らは手っ取り早くシェールガス採掘技術を持つベン
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図表4 米国天然ガス生産の推移と予測

（出所）米国EIA, "Annual Energy Outlook 2012"
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チャー企業の買収に動いた。例えば、2009 年にはエクソンモービルが XTO エナジーを 410
億ドルで、11 年には BHP ビリトンがチェサピークエナジーとペトロホークエナジーをそ

れぞれ 47 億ドル、121 億ドルで買収した。さらに現在では、日本、韓国、中国などアジア

勢が加わって、米国ベンチャー企業の買収やシェールガス権益への出資をしている。 
資源メジャーがベンチャー企業を買収したのは、米国内のシェールガス増産だけが理由で

はない。今後進展が見込まれる世界各地でのシェールガス開発で主導権を握るためには、シ

ェールガスの採掘技術が必要なためだ。 
 

2035 年には米国の天然ガスの半分がシェールガスに 
シェールガスの飛躍的な増産もあって、米国の天然ガスの生産量は増加している（図表 4）。

2010 年の米国の天然ガス生産量は 21.6 兆立方フィートと前年比 4.8％の伸びを示したが、

これはこの 10 年間で最大の伸びであった。そのうち、シェールガスは 23％分の 5 兆立方

フィートを占めている。2000 年時点のシェールガスのシェアがわずか 1.5％にすぎなかっ

たことを考慮すると、この 10 年間のシェールガスの急増が見て取れよう。 
この結果、米国の天然ガス価格は、欧州やアジアの価格と比べて半分から三分の一程度ま

で低下している（図表 5）2。2012 年初に暖冬で天然ガス需要が低迷したこともあって一時、

百万 BTU 当たり 2 ドルを切る水準まで低下した。その後は上昇して同 2.5～3 ドル程度で

推移しているが、原油価格（百万 BTU 当たり 10 ドル超）と比較して大幅安であることに

は変わりがない。 
今後についてもシェールガスの生産は増大する。米国エネルギー情報極（EIA）は、2035

年にはシェールガスの生産は 13.6 兆立方フィートに達し、天然ガス生産全体の 49％を占め

ると見込んでいる。 

                                                  
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。 
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図表5 日米欧の天然ガス価格の推移

(出所）世界銀行 "World Bank Commodity Price Data"

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

（ドル/百万BTU）

米国

日本

欧州

 

 
２．シェールガス開発に変化の兆し 
開発業者の収益は悪化 
 あまりにも安い米国の天然ガス価格は、シェールガス開発業者を苦しめる結果となった。

2008 年には百万 BTU 当たり 12 ドルを超えていた Henry Hub 価格は、2012 年現在、その 
4 分の 1 に過ぎない水準にまで低下している。現在の原油価格が 2000 年代ピーク時と比較

して 6 割程度で推移していることを見ても、天然ガスが異常に安くなっていることがわか

る。 
 
図表6　天然ガスのリグ（採掘装置）数とHenry Hub価格の推移

（出所)Baker Hughes社
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図表7①最近の天然ガス生産の推移

②最近のシェールガス生産の推移

(出所)米国EIA
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通常ならば、天然ガス価格が低下すると、開発業者はシェールガスなど天然ガスの供給を 

絞って採算の向上に努めるだろう。現にそういった動きが出ている。いくつかの開発業者は 
シェールガスの減産や権益の売却を表明しており、それを裏付けるかのようにシェールガス 
採掘に使う機器であるリグの数はこの半年程度で急減している（図表 6）。 
 だが、図表 7 で見るように天然ガスやその中のシェールガスの生産量は、実際のところ

横ばい、ないしわずかではあるが増加している。実は、シェールガスはガス単体で採掘され

るだけでなく、シェールオイルに随伴して採掘されるものもある。後述するように、近年、
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シェールガス開発業者は、採算性向上のためにシェールオイルの開発に重心を移しており、

シェールオイルとともに、随伴するシェールガスも採掘している。そのため、シェールガス

の生産は全体として減少するまで至っておらず、天然ガス価格もしばらく低位で安定する可

能性が高い。 
そこで開発業者は収益改善のために、減産などに加えて、以下で述べる 2 つの打開策に

本腰を入れて取り組み始めている。 
 
打開策① シェールオイルにシフト 
 シェールガス開発業者は、収益悪化を改善するため、従来のメタンガス成分が多いシェー

ルガスから、石化原料が多く含まれるシェールガスやシェールオイル（タイトオイル）の開

発に重心を移している。 
 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す。現時点で

判明している米国内の技術的可採埋蔵量は 332 億バレルとかなり多く3、また現在のシェー

ルガスの採掘技術をそのままシェールオイルの採掘に使うことができる。さらに、現在、原

油価格は天然ガスに比べて 4 倍程度上回っていて採算もとりやすく、シェールオイルの開

発が活発化している4。 
2010 年時点では日量 38 万バレルであったが、2012 年 3 月時点では同 90 万バレルまで

拡大している。今後の見通しについては米国政府機関である EIA と国際エネルギー機関

(IEA)によって異なっている。EIA は、シェールオイルは 2029 年に日量 133 万バレルでピ

ークアウトするという堅めの見通しを提出しているのに対して、IEA は、原油価格が 80～
100 ドルの高止まりが続くとした場合、シェールオイルの生産量は 2020 年までに日量 200
万バレルを超えるとしている5。 

 
「脱中東」が中東動乱の引き金に 

IEA の見通しでは、米国ではシェールオイルの増産と同時に、原油輸入の減少も続くと

見ている。11 年の米国の原油輸入は中東からの輸入分である日量 184 万バレルを含む日量

840 万バレルであったが、2020 年には 600 万バレルと減少し、2035 年には 400 万バレル

未満となる。2035 年の原油輸入先の大半は、メキシコに加えて、シェールオイルやオイル

サンドで原油生産が倍増するカナダ、そして超深海油田が見つかったブラジルで占められ、

中東は外れてしまう。つまり、米国は原油輸入の面で「脱中東」を果たすと見ている。 
実際、米国のシェールオイルの生産が拡大するかどうか二つの機関で見通しが異なるよう

に不透明な部分がある。しかし、いずれの見通しにおいても、米国が原油輸入の中東依存度

を下げることは間違いないだろう。仮にシェールオイルなど原油生産の増加と中東からの輸

入減少が劇的に進展して「脱中東」が実現した場合、中東情勢に及ぼす影響は大きい。米国

はエネルギー安全保障の面で中東へのコミットメントを続ける必要性が低下するからだ。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る。財政

                                                  
3 技術的可採埋蔵量については注 1 参照。ちなみに、在来の米国原油の確認埋蔵量は 2011 年末時点で 309
億バレルであり、年間原油消費量の数年程度である。 
4 IEA は、原油価格が 1 バレル当たり 44～68 ドルで推移すれば、シェールオイル事業は 10％の内部収益

率を確保できると見ている。 
5 IEA ファティ・ビロル主席エコノミストへのインタビュー（2012 年 8 月 12 日朝日新聞）。記事の中で

ははっきりと説明されていないが、この見通しには、今後において新たなシェールオイル田の発見や回収

率の改善が前提とされているようだ。 
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再建の観点から中東へのコミットメントを低下させ、軍事費を削減するという選択肢もある

だろう。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

ある。 
 
インフラ不足がボトルネックに 
ただし、2012 年現在、米国内でシェールオイルの開発を本格化するに当たって直面して

いる問題はそれではない。最大の問題点は不十分なパイプライン網などインフラ不足である。

例えば、全米最大のシェールオイルの生産量を誇るノースダコタ州では、パイプライン網が

貧弱でパイプラインによる輸送が全生産量の 3 分の 2 程度しか使えない。パイプラインで

運べない残りのシェールオイルはタンク詰めして鉄道で輸送するかトラックで国境を越え

たカナダ側のパイプライン入口まで運び、そのパイプラインで再び米国等に輸送するなどし

ている6。シェールオイルやオイルサンドからの原油生産が増大するカナダでも状況は同じ

であり、原油生産そのものよりも、その原油を輸送するに際のパイプライン網が不十分で生

産拡大に踏み切れないのである。 
このような状況が続けば、インフラ不足は北米でのシェールオイル開発のボトルネックと

なる恐れがある。 
 
打開策② LNG 輸出を模索する動きも 
 いくつかのシェールガス開発業者がシェールガスなど天然ガスを液化して輸出する動き

を見せている。アジアなどの天然ガス価格は原油価格と連動して高いため、安価な米国産天

然ガスを輸出する余地が大きいからだ。なかでも輸出事業の進捗が最も早いのがシェニー

ル・エナジーのルイジアナ州サビーンパスターミナルからの液化天然ガス（LNG）輸出プ

ロジェクトである。同社は、既に英国、スペイン、インド、韓国のガス会社と Henry Hub
価格をベースとした 20 年間の長期売買契約を結んでおり、2015 年から輸出が開始される

予定である。これまでアジア向けの LNG 輸出価格は原油価格リンクが通例であったが、サ

ビーンパスの輸出プロジェクトではより安価な米国域内市場価格を採用していて注目を集

めている。 
輸出開始が 2015 年以降となったのには理由がある。米国は天然ガス需要増を見込んで国

内各地に建設してきた天然ガスの輸入ターミナルを輸出用に転用することとしたが、そのた

めには液化設備などの設置で時間がかかることがある。また現在、パナマ運河の拡張事業が

行われているが、完工する 2014 年以降でないと船幅が大きい LNG 専用船が通過できない

ことも大きい。 
 
米国の LNG 輸出大国化は疑問  
では、2015 年になると、米国から LNG 輸出が開始され、輸出が順調に拡大していくか

というと、そう簡単な話でもない。実は、米国では開発業者が LNG を輸出したり、液化設

備を設置したりすることは自由にできない。天然ガス輸出に関わることは、安全保障や国内

価格安定の観点から当局の許可が必要なのである。安全保障の観点で言えば、米国と FTA
を締結していない国への輸出許可は、国内の政治情勢も絡んでいて時間がかかると言われて 

                                                  
6 野神隆之「世界の原油と石油製品の流れに変化の兆し」石油天然ガス・金属鉱物資源機構『石油・天然

ガスレビュー』2012.9.Vol. 46 No.5 page48 
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図表8 天然ガス価格の今後の予想

（注）標準シナリオは米国経済が2.5％成長を想定し、高成長シナリオは同3％、

　　　低成長シナリオは同2％成長としている。

（出所）米国EIA, "Annual Energy Outlook 2012"
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いる。実際、当局は 12 年 9 月までにいくつかの輸出プロジェクトについて許可を下してい 
るものの、その多くは FTA 締結国向けであり、FTA 非締結国向けについては上で挙げたサ 
ビーンパスからの輸出プロジェクトだけとなっている7。 

価格についても天然ガスの輸出が国内の天然ガス価格を引き上げるとの指摘8がされてい

ることから、当局は輸出の拡大について安全保障上の問題がないとしても国内価格安定の面

から両手を挙げて賛成というわけにはいかないだろう9。 
さらに、中長期的に米国内の天然ガス価格の動向を展望すると、発電燃料などの石炭から

天然ガスへの転換が生じる10などで、需給が引き締まり、天然ガス価格は上昇に転じると考 
えられている。EIA が発表した「エネルギー見通し 2012 年版」の中で天然ガス価格の中長

期的見通しを発表している。この中の標準シナリオによると、国内の天然ガス価格（Henry 
Hub 価格、百万 BTU 当たり、物価上昇を考慮）は、2010 年代は 4 ドル台で推移するもの

の、その後じりじりと上昇し、2025 年には 5.63 ドル、2035 年には 7.37 ドルまで達すると

見ている（図表 8）。さらにアジア向けだと液化や輸送のコストが加わるため、他の条件が

                                                  
7 米国エネルギー省によると、9 月 19 日時点で FTA 非締結国向けの LNG 輸出申請は 13 件に上る。同省

は、LNG 輸出が米国経済に与える影響を分析した後に、許可を判断するとのことである。米紙によると、

分析の公表は 13 年までずれ込むとの見通しである。 
8 EIA が 12 年 1 月に国内天然ガス価格についてシミュレーションを行った報告書を発表しており、その

中で天然ガスの輸出は、輸出をしない場合に比べて天然ガスと電力の価格を数パーセント程度上昇させる

としており、天然ガス輸出の国内価格に対する影響を否定していない。 
9 米国の域内市場価格である Henry Hub 価格は商品先物市場に上場されており、投機資金が流れ込んで乱

高下する恐れがあることも、米国からの天然ガス輸出にマイナスの影響を及ぼすとの見方もある。 
10 オバマ政権は 11 年 12 月に石油・石炭火力発電所から排出される大気汚染物質や水銀の量を 9 割削減す

る指針を決定している。同指針は、発電規模が 25 メガワット以上の既存・新規の発電所に適用され、発電

所は 15 年 4 月までに基準を満たす必要がある。 
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不変であれば、米国産 LNG は中東等の LNG に対して価格競争力が失われていき、需要の

大きいアジア市場の取り込みは難しくなると見られる。 
 確かに、米国の LNG 輸出は関連産業の雇用機会を創出し、連邦政府や州政府の税収増加

や貿易赤字の削減に寄与するだろう。しかし、安全保障上等の配慮や国内価格の動向を考慮

すると、米国がふんだんに生産されるシェールガスを活用して LNG の輸出大国の道を歩む

とは考えにくい11。 
  
 これまでシェールガス開発を巡る米国エネルギー産業の動向を中心に見てきた。しかし、

シェールガス開発が及ぼす影響は米国内のエネルギー産業だけではない。国内製造業にもプ

ラスの影響を及ぼしており、例えば、ダウケミカルのような石油化学企業がエチレンセンタ

ーの建設計画を発表するなど、米国製造業の国内回帰が見られるようになっている。その一

方で、シェールガス開発について環境破壊など負のリスクを指摘する声も聞かれる。 
そこで次号ではシェールガス事業の国内産業に与えるインパクトやシェールガス事業が

抱えるリスクについて解説し、さらに米国のシェールガス生産の本格化が日本企業にもたら

す影響について述べることとしたい。 
 
 

                                                  
11 EIA の「エネルギー見通し 2012 年版」でも、2020 年に米国は天然ガスの純輸出国になるとしている。

しかし、LNG の輸出規模は 2020 年ごろから 2035 年まで一定となっていて増加しない見通しになってい

る。 
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