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はじめに

本会では、変動する諸外国の市場、技術等の動向を把握するため、毎年、海外へ視察団
を派遣してきている。こうした中、平成 16 年度に初めて企業経営者を対象とした海外経
営者研修を実施し、ロシア（モスクワ、サンクトペテルブルグ）へ視察団を派遣した。
この海外経営者研修は、計量計測及びその企業経営等、今後の企業戦略について考えを
巡らす契機としていただくため、また、製品・技術開発に係る産学官協力、計量事情、技
術移転機構、さらには彼我の文化の相違など多角的見知から海外での状況を視察するとし
たものである。ロシア視察団派遣に続いて平成 18 年度には東欧（ドイツ・ドレスデン及
びチェコ・プラハ）、平成 20 年には米国（ニューヨーク、ボストン）に視察団を派遣して
いる。それぞれ当該諸国・地域の経済状況、計量事情、産業動向などを調査把握し、今後
の海外戦略、企業経営等の参考に資してきている。
第 4 回目となる今回は、役員会、国際事業委員会等でご検討いただき、調査先を米国と
した。米国は現在、シェールガス・オイルの開発、内需の底堅さや財政の先行き不透明感
の後退に伴う設備投資の増加、さらには雇用環境の改善を背景とした個人消費の底堅さ等
もあり回復基調が持続しており、中国経済の減速と欧州発の金融不安再燃などもあり、一
人勝ちの様相を呈してきている。また、我が国の計量計測機器の輸出全体の 22％、輸入は
35％を占めている主要な国である。米国の経済動向、製造業の状況、米国から見た日本、
中国等の現状把握及び進出企業の対応等々の視察は今後の企業経営にとって重要な情報収
集とされた。
今回の視察では、シェールガス・オイルの生産状況の情報収集、掘削設備生産企業を訪
問し、掘削にあたっての問題点、課題、さらには必要とされる計測機器等についてヒヤリ
ングするとともに、米国国立標準技術研究所／NIST、日系金融機関等を訪問するなどし
て多くの情報を入手している。
今回の訪問視察に際し、様々な観点からご配慮を賜り、ご支援、ご協力をいただいた（独）
産業技術総合研究所、
（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構、Schlumberger in JAPAN、
ASHCROFT Inc をはじめ関係者の皆様に紙面を借りて御礼を申しあげる。
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米国視察団に参加して
視察団団長

杉

時夫

平成 26 年 10 月 26 日～11 月 2 日の日程で、（一社）日本計量機器工業連合会の主催に
より「米国市場調査視察団」が組まれ、米国への視察旅行が行われた。
主な目的は、米国で事業化された「シェールガス・オイル」採取の実態の調査と、米国
経済の今後の見通しを推定することであった。
メンバーは井沢博道氏（共和電業）、森安里志氏（島津製作所）を除く 12 名が長野計器、
チノー、オーバル、東京計装の 4 社またはその関連会社で構成されており、参加者が
Business 面で「シェールガス・オイル」に関係のある企業に集中していた。調査視察団の
企画は Timely であったと言えよう。
視察団は 10 月 26 日の夕刻に成田空港を出発、約 12 時間の長旅であったが、同日の午
後、無事テキサス州ヒューストンに到着した。ヒューストンに 3 泊し、ここでは主に「シ
ェールガス・オイル」に直接関係のある講演の聴講、施設の視察などを行った。講演の演
者は独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構／JOGMEC と石油資源開発㈱／
JAPEX の２つの組織のヒューストン事務所の方々で、内容の詳細は別稿に譲るが、どち
らも詳細かつ平易な説明方法で、米国の「シェールガス・オイル」の将来が極めて明るい
ことが理解出来た。
ヒューストンでは、郊外のガルベストンの海浜にある「オフサイト掘削博物館（Ocean
Star Museum）」、「掘削技術会社（Schlumberger Technology Corp.）」を見学したほか、
時間が取れたことからスペース・センター（Johnson Space Center）」も見学したが、米
国の「シェールガス・オイル」の掘削技術が、100 年以上の歴史を持つ石油の鉱脈探査・
掘削技術の延長上にあり、現時点では米国固有の技術であって、他国ではまだ技術開発が
できておらず、シェールガス・オイルの埋蔵が確認されていても採掘の実現が困難な理由
の一つであることを感じた。
10 月 29 日の朝、ヒューストンから空路ワシントン DC へ行き、ワシントン DC の郊外
にある「島津科学機器（Shimadzu）」
、
「米国標準技術研究所（NIST）」を見学した。NIST
見学後、空路ニューヨークに向かい、翌朝「みずほ銀行ニューヨーク支店」にて、同行の
末広常務、太田みずほ総合研究所所長より米国経済についてのお話を伺った。ワシントン
DC とニューヨークでは、米国経済の実態を「シェールガス・オイル」とは直接的には関
係のない立場で見ることができ、全体として「シェールガス・オイル」を含めた米国経済
の動向を知る上で効果的だったと思う。
11 月 1 日に、調査視察団は全旅程を終了、ニューヨークから 2 便に分かれて帰国し、無
事成田空港に到着した。やや駆け足であったが、収穫の多い視察団だったと思う。私の感
想を一口で言えば「アメリカ強し」である。

－1－

終わりに、本企画の立案に当たられた計工連・堀井専務理事及び事務局の方々、随行さ
れた通商航空サービス（株）の小柳様、ならびに各地の現地ガイドの方々のお骨折りに改
めて感謝いたします。
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調査の概要
経営者研修セミナーの一環として米国の市場調査を行うため代表団を派遣した。
米国は旺盛なイノベーションへの投資が成長を牽引する世界最大の経済大国としてその
存在感は大きく、今回の調査を通じあらためて米国経済の好調さ、基盤の強さを実感した。
また、今回の訪米目的の一つであったシェールガス・オイルの採掘ビジネスについては、関
係先を訪問し、採掘の基本情報やシェールガス開発の現場状況、上流での採掘用化学物質の
製造やガスの精製・液化プラント、中流での輸送用鋼管や運搬船の建造、また下流での発電
設備、天然ガス自動車、石油化学製品の増産等々について調査を行った。
シェールガス・オイルビジネスへの取り組みはこれからとする会員が多いものの、今後、
この分野への会員企業の関心が高まるものと期待される。
【調査の目的】

①米国シェールガス開発の実態と課題
②会員企業の米国進出状況
③米国の計量標準制度
④米国経済の実態

【調査期間】

平成 26 年 10 月 26 日（日）～11 月 2 日（日）8 日間

【訪問都市】

ヒューストン・ワシントン・ニューヨーク

【訪 問 先】

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構／JOGMEC
石油資源開発㈱／JAPEX
Ocean Star Museum／オフサイト掘削博物館
Schlumberger Technology Corporation
Shimadzu Scientific Instruments, Inc
National Institute of Standards and Technology／米国標準技術研究所
みずほ銀行

【調査団の構成】
団長

杉

時夫

（一社）日本計量機器工業連合会 副会長
東京計装㈱ 代表取締役社長

副団長

杉

肇子

杉社長ご令室

依田

恵夫

（一社）日本計量機器工業連合会 常任理事
長野計器㈱ 代表取締役社長

谷本

淳

（一社）日本計量機器工業連合会 常任理事
㈱オーバル 代表取締役社長

谷本

麻子

谷本社長ご令室

苅谷

嵩夫

（一社）日本計量機器工業連合会 常任理事
㈱チノー 代表取締役社長

－3－

堀井

茂

荻須

秀次

日本測器㈱ 代表取締役社長

鈴木

裕二

東京計装㈱ 常務取締役

眞島

政弘

長野計器㈱ 取締役管理本部長

武上

和人

Ashcroft Inc.

井澤

博道

㈱共和電業

森安

里志

㈱島津製作所

Stephen

（一社）日本計量機器工業連合会 専務理事

Vice President
取締役マーケティング本部長

Jones ㈱オーバル

分析計測事業部副事業部長
国際営業部

Toshi S. Okamoto CHINO Works America Inc.

General Manager

【調査団スケジュール】
日次
1

月日

滞在地

主な訪問先・備考

10 月 26 日

成田空港第一発

17:00

（日）

ヒューストン着

14:45

UA006／飛行時間 11:45
【ヒューストン泊】
10:00～11:00 JOGMEC から説明

2

10 月 27 日
（月）

11:00～12:00 石油資源開発㈱から説明
ヒューストン

終了後、講演者を囲みランチミーティング
午後：Ocean Star Museum 視察
【ヒューストン泊】
9:00～12:00

3

10 月 28 日
（火）

Schlumberger Technology Corporation
ヒューストン

300 schlumberger Dr. Sugar Land,TX77478
担当：Alberto Lopez Pastor
水圧破砕 P.J Hitoshi Onda
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午後：スペース･センター･ヒューストン視察
【ヒューストン泊】
UA621／飛行時間 3:05
15:30～17:00
4

10 月 29 日
（水）

ヒューストン発

Shimadzu Scientific Instruments, Inc.

9:02

ワシントン着(DCA) 12:59

7102 Riverwood Drive, Columbia, MD21046
社長 丸山 秀三氏
社長室 Manager 渡邉 岳氏
【ワシントン泊】
UA3876／飛行時間 1:02
9:15～12:00：NIST（米国標準技術研究所）

ワシントン(DCA)14:59
ニューヨーク(EWR) 16:16
5

10 月 30 日

Claire M. Saundry, Ph.D. Director
International and Academic Affairs
100 Bureau Drive, Mail Stop 1090
Gaithersburg, Maryland 20899-1090

（木）

301 975 3071
【ニューヨーク泊】
依田氏・眞島氏・武上氏は別行動
ワシントン／ダレス 8:15 → ニューヨーク／ラ･ガ－ディア 9:32
UA5114／飛行時間 1:17
10:00～12:00：みずほ銀行

6

10 月 31 日
（金）

ニューヨーク

挨拶：みずほ銀行常務取締役

末広 博氏

説明：みずほ総合研究所所長

太田 智之氏

挨拶：みずほ銀行米州営業部長

小林氏

【ニューヨーク泊】
夕方：依田氏・眞島氏・武上氏と合流
谷本ご夫妻・苅谷氏・荻須氏・鈴木氏・森安氏・堀井 7 名

11 月 1 日
7

（土）

8

11 月 2 日
（日）

ニューヨーク発

11:25 UA079

成田着 11 月 2 日（日） 14:45

飛行時間 14:10

杉ご夫妻・依田氏・眞島氏・井澤氏・小柳氏（通商航空）の 6 名
ニューヨーク発

17:55 UA9668（NH）

成田着 11 月 2 日（日） 21:05
Jones 氏は 11 月 1 日から別行動
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飛行時間 14:10

【宿泊ホテル】
ヒューストン：Embassy Suites Houston-Near The Galleria
2911 Sage Rd. Houston TX 77056
電話 713 626 5444

FAX 713 626 3833

ワシントン ：Embassy Suites Washington D.C Convention Center
900 10th St. N.W. Washington D.C. 20001
電話 202 739 2001

FAX 202 739 2099

ニューヨーク：Holiday Inn Midtown – 57Th Street
440 W. 57th St. New York City NY 10019
電話 212 581 8100

FAX 212 581 7739
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調査結果

１．シェールガス資源の開発動向
日

時

10 月 27 日（月）

10:00～11:00

場

所

Embassy Suites Houston-Near The Galleria 会議室

面 談 者

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構／JOGMEC
ヒューストン事務所長

白木

秀明氏

１－１．シェールガス・オイルとは
（１）在来型石油、天然ガスと非在来型資源の違い
石油や天然ガスのもとになっているのは、数億年前に海や湖沼に生息していたプランク
トンや藻類の死骸で、これらが泥とともに水底に沈積し、長い年月、熱と圧力を受けるこ
とにより、石油や天然ガスに変化したものである。これらが浸透率の高い砂岩や炭酸塩岩
の貯留層に集積したのが在来型の石油や天然ガスである。
一方、非在来型と呼ばれる資源は、石油や天然ガスが地下の固い岩石（泥岩の一種であ
る頁岩）中などにそのまま閉じ込められているなど、在来型よりも浸透率が低く、開発し
にくい状態で自然界に存在しているもので、採掘する場合、緻密でコストのかさむ開発技
術を必要とする。シェールガス、オイルサンド、コールベッドメタンなどは非在来型資源
に含まれる。
非在来型の資源量は在来型を上回ると推測されている。

－7－

出典：JOGMEC NEWS Vol.26 掲載記事より抜粋

出典：JOGMEC NEWS Vol.26 掲載記事より抜粋
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三角形の底辺に向かうにつれ
資源量は豊富になるが、開発
は困難になり、より高度な採
掘技術が求められる。

出典：JOGMEC NEWS Vol.26 掲載記事より抜粋

（２）シェールガスの採掘方法
先端にドリルのついた鋼管（長さ 9ｍ、直径 10～15 ㎝）を繋ぎながら縦穴（2000m～3000m）
を掘削し、シェール対象層で鋼管を水平に 3,000m～4,000m を抗井掘削する。この方法は
「水平抗井掘削技術」といわれ、抗井が、生産性の低いシェール層と接する範囲を出来るだ
け広くする技術である。
掘削がシェールガス・オイルの開発対象層に届いたら高い水圧でシェール層に化学薬品の
入った水で人工的な割れ目を作り、さらに細かい砂粒を送り込み割れ目を保持（フラッキン
グ）する。この技術は「水圧破砕技術」といわれ、1998 年にシェール層へ応用されたこと
がきっかけとなり、2010 年前後から商業的な大規模生産に繋がった。さらに、割れ目を形
成する音を地震波として計測し解析することで割れ目の方向や広がりを評価する「マイクロ
サイスミック技術」がある。
水平抗井掘削技術、水圧破砕技術、マイクロサイスミック技術の組み合わせを最適化する
ことで効率的、経済的にシェールガス・オイルの開発が可能となっている。
フラッキング後、水圧破砕に使った水を回収し、ガスの流路を確保しながら生産を開始す
る。
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水平抗井の掘削

「フラクチャリング」 「水のフローバック」
「フラッキング」
出典：JOGMEC プレゼン資料

（３）開発の仕組み
投資家（ファンド）→ オペレーター（石油会社で井戸をどこに掘るかを決めたり、地主と
採掘権に係る交渉、パイプラインの敷設、鉄道会社との交渉、コン
トラクターへの作業指示を行ったりする。大きな会社ではない）
地主 → 採掘権の通常リース期間は 3 年＋2 年間
Continuous Drilling 条項･･･････90～120 日に 1 杭、継続して掘削する

－ 10 －

ロイヤリティ･･････生産物の 20～25％
→ コンストラクター（作業発注・請負、指示･･･････掘削リグ、資機材調達、フラッキ
ング、各種測定、生産管理／今回、訪問した Schlumberger あるいは Halliburton
等がこれに相当）
地主は採掘権を保有し、掘削を認める場合は採掘権をオペレーターにリースする。オペレ
ーターはリース権の購入費用を地主に支払う。オペレーターはリース権購入のために最初に
まとまった資金が必要になるので、銀行やファンドから長期借り入れで調達することが多い。
→ インフラ会社（パイプライン・鉄道）で石油・ガスを託送

出典：JOGMEC プレゼン資料

（４）シェール開発の特徴と生産予測
在来型石油は、数十年にわたり平均して生産し売上を確保するが、シェールガスは採掘開
始後、数年がピークで、すぐに投資額を回収できる。掘削・仕上げ技術の進歩により、条件
の良い井戸の生産レートは向上したが、他方、生産レートが悪い井戸も多数あるとのこと。
（事前に地質調査を入念におこなうが、予想以上に地層が複雑で掘削した結果、近隣抗井
と同程度の生産レートが得られない場合もある。→日本の商社の損失例あり）
開発の特徴と生産予測は、大凡次のとおりである。
① 生産プロファイルと経済性
・抗井の生産レートは短期間で減退する。このため継続して掘削の必要がある。
・コスト回収は早期にできる。ただし、大きな収益は生まない。
・収益が次の抗井の掘削・仕上げコストを下回ると開発が止まる。
・リース権益を維持するには掘削・生産が必要。
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② シェール開発のリスク
・生産物の収益が掘削、仕上げコストを下回るリスク（価格リスク）
。
・生産レートが目標を下回るリスク（生産性リスク）。
③ 生産予測
・ガスの実需創出（LNG 輸出、対メキシコ輸出等）を期待してガスの増産が続くとの
予測が支配的である。
・油価の高値基調を追い風に、シェールオイルも 2014 年秋までは増産が続いた。その
後は、油価の下落で、生産動向が不透明になりつつある。既存精油所で処理できない
分の輸出も検討されている。
（５）掘削・生産過程・資機材需要

出典：JOGMEC プレゼン資料

日本の技術が使われている掘削箇所
①掘削後、抗井に挿入するケーシングパイプは、垂直から水平に曲がる部分は強度が要求
されるため、日本製が用いられる。スレート部分は、安価な他国製が用いられる。
②フラッキングする区間を区切るピンポン球のようなボールは、一般に金属製が用いられ
るが、その場合は、フラッキングした後に削りとる必要がある。我が国の化学メーカー
は、ボールの素材に生分解性の樹脂を用い、一定時間後にボールが自然分解するように
して削り取り作業を不要にした。
以上の 2 製品を日本製が独占している。

１－２．シェール開発と米国への影響
①シェールオイル・ガスの開発により、米国の輸入依存度が低下。
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②天然ガスに輸出余力、原油は国内生産量が輸入量を上回る。
③米国内ではガスが余り気味で、価格は下がりつつある。
・メキシコへのパイプライン輸出
・LNG 輸出
・石油化学の稼動で実需が創出される期待あり
一方、課題も抱える。
①シェールのフラッキング時に大量の地下水を使用、環境への影響（地下水の減少）が
危惧される。
②鉄道の輸送量もうなぎのぼりで、脱線、火災事故等の大きな事故が 2 回あり、タンク
の改修を義務づけられるが完全な対策とまでは至っていない。
LNG の輸出取扱量の現況
日本の商社筋が米国から買い上げる量→15 百万トン／年
日本の LNG 輸入量

→87.5 百万トン／年

米国産が 1／6 を占めるようになるが、カナダの開発はまだ先とのことである。
世界の地域別天然ガス価格
日本

約 16$／ MMBTU

EU

約 11$／ MMBTU

米国

約 4$／ MMBTU

日本に米国産が輸入されるときには、米国産価格に液化費用、輸送費用等が付加され
12$／MMBTU 位になる見込み。
パナマ運河の拡幅工事が 2015 年過ぎに完了すれば、45,000 トンクラスの大型 LNG 船
の通行が可能となり、従来より運搬量は増える。白木氏によれば、米国産 LNG が安くなる
かどうかは議論のあるところであるが、調達先の多様化という点では貢献することになる。

パナマ運河の通過料は、2015 年 1 月 5 日に運河庁が料金案を発表している。それによると、
LNG 船（174,000 ㎥）の料金は、片道＄382,440、往復＄683,940 である。
上記船の積荷の LNG を約 3.5Bcf のガスとすると、片道＄382,440／3.5Bcf＝＄0.109／Mbcf、
往復＄683,940／3.5 Bcf＝＄0.195／Mbcf となる。
通過料が最終的に上記料金の通りになれば十分な競争力が見込まれる。なお、運河の一般通行
は 2016 年からと見込まれている。
（JOGMEC 情報）
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出典：JOGMEC プレゼン資料・LPG 協会

２．シェールガス採掘の日本への関わり
日

時

10 月 27 日（月）

場

所

Embassy Suites Houston-Near The Galleria 会議室

面 談 者

11:00～12:00

JAPEX Houston Office
Deputy Representative 古志

真一氏
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（１）JAPEX／石油資源開発㈱の概要
同社は、1955 年に創立され、国内で油・ガス田を発見するとともに、海外にも進出して
いる。石油開発公団の設立に際し、1967 年～1970 年の間、同公団事業本部として編入され
た後、1970 年に同公団から分離、民間会社として再出発し、2003 年東証一部に上場（筆頭
株主は経済産業省）している。
国内の操業エリアは、北海道、秋田、山形、新潟で、海外ではインドネシア、カナダ、イ
ラクなどに権益を保有している。
資本金 142 億 88 百万円、従業員 870 名、グループ全体では 1,800 名である。
国内天然ガスの開発を中心としているが、海外においてもヒューストン（シェールオイ
ル）のほか、インドネシア、イラク、ドバイ、サハリン、カナダ（オイルサンド、シェー
ルオイル）等に展開している。
（２）ヒューストン事務所の業務内容
ヒューストン事務所の業務内容は次のとおりである。
・非在来型の石油資源開発拠点として、米国内新規案件の開拓を担当。
・カナダ及び秋田におけるシェールオイルプロジェクトへ還元することを目的に、シェー
ルオイル開発の技術ノウハウを習得。
（３）Middle McCowen シェールオイル開発
・テキサス州南部イーグルフォード地区において、米マラソン社がオペレータであるシ
ェールオイル開発鉱区に 5％を出資し権益を取得。
・当開発区域は、油とガスの中間層で、どちらかといえば油寄りの地層を持ち、収益的に
最も効率が良いエリアと言われている。
・面積：2,700 エーカー（約 100 平方キロ）で、南部側から開発を開始、2011 年以降 20
～30 本／年のペースで採掘中であり、最終的には区画全体で 300 本の井戸を掘る予定。
（４）採掘方法
・まず縦に１万フィート（約 3,000m）掘り下げた後、横に 6,500 フィート（約 2,000m）
掘削、1 本の井戸を約 3 週間で完成させているが、現状は 4～8 本を連続して掘削して
いる。
・井戸の掘削コストは、1 本当たり従前は約 10 億円掛かっていたが、現在は様々なコス
トダウンにより約 8 億円にまで低減している。この 8 億円のコストの内、フラクチャ
リングコストが約 2～3 億円を占める。
・採掘の方法は、井戸を掘った先端で火薬を爆発させる方法が一般的だが、オペレータ
ー会社がその地質にあわせて最適な方法を選択している。
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（５） プロセスフロー
採掘のプロセスは以下の通り。
井戸
ﾃｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ

ガス・油・水を分けて計量。計測には圧力、
温度等のセンサー及びレベルスイッチ等使
用するが、従来型の機器と違いはない。

中央集積所
三層ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ

ガス

熱処理

H2S 除去

油

ﾃﾞｨｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾀｰ

販売

自社燃料

水

ポンプ

送油線

貯蔵タンク

粉砕再利用

地下に還元

（６）井戸の生産性とコスト低減策
・現状、マラソン社の「IP data」（当初 30 日間の生産量）は平均 865 バレルで、業界
上位水準（Morgan Stanley ：オペレーター別生産量資料）
。
・主なコスト削減策
・採掘日数のさらなる削減
・各井戸の間隔を狭め、より密に掘る ― 費用はその分かかるものの収支は改善
・シェール地層の手前の地層（オースラインチョーク）からも油を採掘
（７）フラクチャリング技術の進化
・チャネルフラクチャリング
プロパント（砂）の密度をコントロールし、流落を確保して生産性を向上
・ジッパーフラクチャリング
より複雑にフラクチャリングのネットワークを広げる
・シミュレーション
JOGMEC 及び Schlumberger 社と共同し天然亀裂の探索を強化。より効率的に掘
削場所を探索する。
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【質疑応答】
Q：採掘が終了した井戸はどうするのか？
A：プロジェクトが終了するまでは井戸を残すが、採掘が終了した段階でセメントによ
り封鎖する。チューブやケーシングはその都度回収している。また環境問題に対処
するため、採掘後の水成分については環境報告を行っている。
Q：JAPEX は投資家に近い立場と理解してよいか？
A：その通り。生産量の 5％の権益を持つ投資家としてリスクも応分に負担している。
出資比率は各プロジェクト単独で決めるが、当プロジェクトは元々地主が保有して
いた権益を当社が買取ったもの。
ちなみに、取り分は地主に対するロイヤリティ支払い後の 5％である。

３．シェールガス採掘に必要な設備及び計測機器
日

時

訪 問 先

10 月 28 日（火）

9:00～12:00

Schlumberger Technology Corp.
Mr. Alberto Lopez Pastor／Client Relations Coordinator
Mr. Hitoshi Onda／Mangrove Project Manager
Pressure Pumping & Chemistry Group（PPC）

住

所

110

Schlumberger Drive.MD-10, Sugar Land TX77478

TEL：2811-285-3747

（１）会社概要
会社名

Schlumberger Limited

所在地

ヒューストン、パリ

創 立

1926 年

資本金

5 億 1,800 万 US＄
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社員数

世界 85 か国に 140 の国籍を持つ 123,000 人の社員

売 上

453 億 US＄（2013 年実績）

経常利益

68 億 US＄ （
12 億 US$（

研究開発投資

〃

）
〃

）

S&P500 の銘柄に入っている。
・1926 年、フランス人のシュルンベルジェ兄弟（コンラッド、マルセル）により資源探査
用計測の会社として設立され、スタートしている。
・石油、天然ガス開発会社に対し、電磁気、音波、放射線などを応用した技術とサービス
でトータルソリューションを提供している。
・組織は大きく、油層探索グループ（調査、探索）、掘削グループ、石油生産グループの三
部門から構成され、これらグループを地域別に横串にし、次の 7 つのセグメントでトー
タルソリューションを提供している。
① 地震探査サービス
② 掘削・計測サービス
③ ワイヤーライン検層による石油井の調査サービス
④ 坑井テスト
⑤ 試油・試ガス坑井仕上げ及び人工採油サービス
⑥ データコンサルティングサービス
⑦ インフォメーションソリューションサービス
・人と技術、利益を重視し、人材教育にも熱心に取り組んでいる。
・13 ヶ国 125 カ所に調査、エンジニアリング、そして生産センターがある。
・調査、探索技術に一番の強みを持つ。
・Sugar Land キャンパスは全米の Head Quarters であり、2000 エーカーのキャンパス
に 2,000 人が研究と人材教育に従事している。ヒューストン全域では 20,000 人の従業
員が働いている。
・神奈川県相模原市に日本法人の本社を設けている。
創

立

昭和 57 年

資 本 金

13 億 9,000 万円

社 員 数

400 人

事業内容

・油層評価（探査）サービス
石油・天然ガス資源探査機器及びその関連機器の研究開発（油井検層、
計測データの収集・解析ソフトウエアの開発を含む）、製造、系列企業
への輸出。
・油層評価（探査）機器の製造、販売
抗井内地震探査計測装置、油井管腐食評価装置、圧力測定装置、デー
タ伝送装置、油井管厚／材質測定装置、耐震型高速カラープリンター、
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地層内流体分析装置、地震計測データ高速処理装置、音響検層装置、
これら装置類に関する計測データ処理・解析ソフトなど。

Schlumberger の Market Position

Schlumberger の Operating Areas
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（２）計測技術、計測機器について
・ワイヤーラインというケーブルで坑井内に計測器を降下して地層の化学的、物理的情
報を深度に対して連続的に測定する。位置精度が高くデータはクリア。
・一方で掘りながら地層を計測し、数千メートル地下にあるドリルの先端を 50cm 上げ
たり下げたりコントロールし、データとサンプルで地層を細かくチェックする方法も
ある。
・音波を使う方式やガンマー線、CT スキャン等がある。またサンプルを取って元素の
性質を調べる。
・石油・ガスは石のすきまに貯まっている。砂岩が一番効率いい。石油が貯まりやすく
て取りやすい。隙間のパーセントを Prosity という。同じ隙間の量でも配置によって
流体が移動しない。
・10%の隙間にあるのは、水、オイル、ガスで、これを調べる。地球の胃カメラ的役割
を担う。
毎分数メートル単位で引き揚げながら調べる。
・FMI（Fullbore Formation Microimager）検層は、石油・天然ガスの探査のために掘
削した坑井内に露出する地層の堆積構造などの情報を詳細に検知することができる計
測手法である。
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直径 20cm の井戸に装置を入れ、192 個のボタンに電流を流して地層の電気抵抗の違
いを見る。地層の傾き、断層、地層の隆起等を調べ油層を知ることができる。計測に
より地層のモデルを作って掘る位置を決める。
・物理探査：The Seismic Cycle は地震波で地層を調べる。ダイナマイトやバイブレー
ションで地震波を起こし、地層の反射を測定する。地表で波を作って地表で聞く方法
は精度がよくないので、センサーを坑井に降下させ地下で計測する。この方法のほう
が高精度である。神奈川県相模原市淵野辺のテクノロジーセンターで研究研究を行っ
ている。
・水圧破砕法（Hydraulic Fracturing）によりシェールガス、シェールオイルを効率よ
く生産できるようになった。水と化学物質を圧縮した圧力で頁岩に隙間を作る。その
隙間を保つために砂（隙間のパーセンテージが高い）を注入していく。最近では砂の
代わりにセラミックや自然に還る物質が使われている。Hiway channel fracturing と
呼ばれる新しい工法は水と砂を交互に入れる。水で隙間を作った後砂を入れるよりも
隙間が大きくなり流れやすくなる。また水圧破砕法を実施しながら別の坑井でワイヤ
ーライン検層をする（Microseismic Monitoring）ことにより流体の広がりを調べる工
法も取られている。
・計測機器の生産には部品調達に 7～8 か月、組み立てに約 2 週間かかる。
コストは 1 本（約 9m の長さ）3,000 万円、5 年から 10 年、メンテナンスしながら使
う。井戸を掘ってもシェールガス・オイルが出てこないリスクも高く、このような計
測なくして開発は進められない。
深度 7,000 メートルの地下に機器を降ろし、計測・解析する技術力はすばらしく、日本
のセンサー技術でコラボできる要素はないかと感じた。
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４．Ocean Star Museum／採掘博物館
日

時

2014 年 10 月 27 日（月） 14：40～16：00

住

所

PO Box2040・Galveston、TX77553

USA

（１）シェールガス
頁岩という固い岩盤のすき間に閉じ込められた天然ガス。北米、ヨーロッパ、オースト
ラリア、中国、インドなど世界に広く分布し、推定埋蔵量は、90 兆立方メートルと従来型
天然ガスの半分ほどに達する。
存在自体は、古くから知られていたが、岩盤から掘り出すのが難しかった。しかし岩盤
の水圧破砕や井戸の水平掘りといった技術革新で、1980 年代から採掘が可能になった。
この結果、シェールガスの生産量が急増したアメリカが液化天然ガスを輸入する必要が
なくなるなど、世界のエネルギー勢力図を塗り替える「シェールガス革命」につながると
みられており、カナダ、ヨーロッパ諸国、オーストラリア、中国、インドなど世界の主要
国が資源開発に乗り出している。
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石油や石炭に比べ天然ガスは二酸化炭素の排出が少なく、シェールガスの利用は温暖化
防止に役立つと期待されている。
（２）概要
オーシャンスター沖合掘削リグ博物館、教育センターは、ヒューストンのダウンタウン、
世界の石油の首都から 1 時間未満であり、ガルベストン島、テキサス州に位置している。
掘削リグ博物館は、引退した jackup 掘削リグで、オフショア産業についての説明のビデ
オ室や、耐震技術と探査・生産にオプショア石油とガスの物語を説明するモデルとインタ
ラクティブディスプレイの 3 階を備えている。
生産プラットフォーム、実際のドリルビットや遠隔操作する車（の ROV）だけでなく、
ビデオや展示物のスケールモデルは、掘削、地質、地震などを調査し生産過程を説明して
いる。また、リグのドリルフロア上にはスカイウオークがあり 1 階から配管デッキの展示
が見学できる。

地震探査船は盗聴器と位置決めセンサー付き水中聴音器を数マイル引いていく。船のう
しろ、水中にあるエア・ガンで大地の下まで振動波を発生させ、地質構造から反射する。
反射は水中聴音器に記録され船内のコンピュータで地下のイメージを形成する。地球物理
学者がイメージを分析し、石油と天然ガスの予想埋蔵量を確認する。
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エア・ガン

上：多結晶ダイヤモンド・コンパクト
下：固結岩石用のローラーコーン・ビット

ドリルビット

油層評価用計測機器・分析装置が積み込まれた鋼管

方向掘削は、様々な方法で垂直に掘削される。
いくつかの井戸は貯水池からの回復を最大化しながら環境にあたえる悪影響を最小限に
するために単一の固定プラットフォームから掘削することができる。掘削クルーは、井戸
の最初の部分から数百フィートで終わるように穴を開ける。たわみはとても緩やかでドリ
ルパイプの長い列は、それが破断することなく曲げることもできとても柔軟である。特別
なツールはこのゆがみを引き起こすために使用される。曲がった部分は、ちょうど 1～3
度の傾きの指向穴を起動するだけでドリルビットの上に配置することができる。ダウンホ
ールモーターはパイプの一部のような形をしており、タービンまたは内部の螺旋状のシャ
フトがある。方向的にドリルするには、掘削クルーは全体のドリルストリングを回転させ
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ない。その代わりにパイプ内を流れる掘削泥水はオンにし、ちょうどたわみの領域でビッ
トを回転させるダウンホールモーターの原因となる。傾斜掘削技術の進歩は、最も小さな
目標貯水池にさえ最大の可能性を秘めている。

傾斜掘削モデル

５．Shimadzu Scientific Instruments, Inc.／SSI
日

時

10 月 29 日（水）

場

所

7102 Riverwood Drive, Columnia, Maryland 21046, U.S.A.

面

談

社長

丸山

15:30～17:30

秀三氏

社長室マネージャ

渡邉

岳氏

当初の約束時間より遅れての訪問となったことをお詫びした後、SSI 社丸山社長より挨
拶と事業内容、最近の取り組み等々について話しを伺った。その後、同社の分析ラボを中
心とした施設を見学した。
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５－１．SSI 社の事業
（１）沿革
SSI 社は、株式会社島津製作所の 100%出資子会社で、北米を中心とした米州向けに同
社の分析・計測機器の販売をするため 1975 年に設立された。
島津製作所の分析・計測事業以外の事業（医用、航空、産業機器）の販売拠点がロサン
ゼルス近郊の西海岸にあるのに対し、SSI 社は、医薬、アカデミア等の主たる顧客が比較
的多く存在する東海岸に位置している。
1975 年の設立後、ガスクロマトグラフ、液体クロマトグラフの販売を中心に販売網の整
備を進め、メキシコ、中米地域も管轄エリアに加えながら、2007 年には全米の直販化を完
了し、現在に至っている。
（２）概要
島津製作所の分析・計測事業は、同社グループ全体の売上高（3,075 億円）の約 6 割を
占め、さらにその 12%を米州が占めている。
米国での拠点は 9 支店あり、これらで全米を網羅している。
顧客は米国ローカル企業が多く、日系企業向けの売上はかなり少ないのが特色である。
業務内容は、「販売」「サービス」「マーケティング」「物流」であるが、日本本社でのグ
ローバル視点での装置開発をベースに、米国の市場ニーズに合わせたカスタム開発を行う
陣容を擁している。
また、米国での開発機能を強化するために、2014 年 2 月に先端ユーザーと連携して新
たなソリューションを獲得する「Shimadzu Solution Center」を設置した。
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（３）体制
SSI 社は、2014 年 7 月現在で、従業員約 400 名、内、日本からの駐在員は 8 名で、他
は全て現地社員である。
社員の 1／3 が営業、1／3 がサービス、残り 1／3 がマーケティングで、物流を含む本
社機能に属している。現地社員の採用は、人事部が主に人材紹介会社を活用して行うが、
社内公募や、社員による紹介制度もある。
人材育成は、採用後のオリエンテーションを人事部が行うが、その後の育成は各自の専
門性により関連部門が行う。
（４）最近の取り組み
日々、米国の競合企業のホームで競争しているため、市場動向を把握するマーケティン
グ力とプロモーション力の強化が課題のひとつである。
最近の市場トレンドを概観すると
・2007 年頃 バイオエタノール市場の活況
・2009 年

American Recovery and Reinvestment Act

・2010 年

メキシコ湾原油流出事故

・2012 年頃

シェールガス革命

・2012 年頃 メキシコ日経自動車生産の拡大
・2012 年頃 ペインマネジメント市場の拡大
・2014 年頃

一部州でのマリファナ合法化

があり、たとえば、2010 年頃から、環境インパクトへの監視ニーズへのソリューション
力を高めるため、当該分野の先端的なアカデミアや機関との連携を強めている。また、マ
リファナについても、品質管理のニーズが高まっている模様であり、事業機会を検討して
いる。
５－２．施設見学
充実した分析機器の並ぶ多くのラボ室とともに、ゆったりとしたスペースでセミナー室
を確保しているのが印象的であった。
これは、個々のユーザーの購買検討や共同研究に対応するため、ラボ室を多数確保する
と同時に、ユーザー同士の連携を深めることもできるセミナー開催を、ソリューションの
ひとつと位置づけてのことである。

６．National Institute of Standards and Technology／NIST 国立標準技術研究所
日

時

10 月 30 日（木）

9:30～12:30

場

所

Gaithersburg, Maryland, U.S.A.

面

談

Dr.Claire Saundry
Director, International and Academic Affairs Office
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アメリカの技術革新や産業競争力の基盤となる計量標準を管轄するアメリカ国立標準技
術研究所（以下、「NIST」と称す）を訪問し、アメリカにおける計量標準の現状と、最新
の研究動向、及び今後の新たな取り組みについて話しを伺った。
冒頭、杉団長より、今回の訪問受け入れに感謝の意を伝え、訪問目的を説明した後、Dr.
Claire Saundry 女史より、NIST の沿革と概要について説明いただいた。
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６－１．沿革
（１）NIST のミッション
計測科学、規格標準と技術を発展させることにより、経済保障の強化と質の向上を通じ
て、アメリカの技術革新や産業競争力を強化すること。
（２）計量標準の重要性を具現化する歴史
1790 年、初代大統領ジョージ・ワシントンの年頭教書演説の中で、「合衆国における通
貨及び度量衡の均一性は極めて重要な事項であり、それを正しく遂行させなければならな
い」と述べている。また、合衆国憲法第一条第８節には、
「連邦議会は度量衡の標準規格を
定める権利を有する」と定めている。
20 世紀に入り、電気産業の興隆による新たな標準規格化へのニーズに対応し、また、そ
れまでバラバラであった度量衡単位の統一や、校正事業の自国化等を実現するために、
1901 年国立標準局が独立した。このような標準化の重要性を示す事例としては；
・1904 年のボルチモア大火災における消火栓と消火ホースのカップリングの規格不一致
による消火活動の停滞
・第二次世界大戦における、米国空軍と英国空軍の部品規格の不一致による相互修理不
可問題
など、枚挙にいとまがない。
その後、事業の拡大により、1966 年にワシントン DC から現在の Gaithersburg に移転、
1988 年には名称を NIST に改称し、現在に至っている。
６－２．組織と活動
NIST は、ノーベル賞級の最先端研究と、実業界のエンジニアリングが融合する研究所
であり、そのミッションは産業の革新を支援することにある。
（１）組織規模
・3,000 名の職員
・2,700 名の共同研究者
・1,300 名の連携中小企業スタッフ
・４つの外部連携研究機関：基礎物理、バイオテクノロジー、量子科学、海洋科学
・2014 年の予算は 850M$
（２）組織
アメリカ合衆国商務省傘下の技術部門で、Willie May 所長の下；
イ）研究機構
・物質計測研究所
・コミュニケーション技術研究所
・物理計測研究所
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・エンジニアリング研究所
・情報技術研究所
・ナノスケール科学技術センター
・中性子研究センター
ロ）学外プログラム
・ホーリング・（中小）製造業者パートナーシップ・プログラム
・ボールドリッジ・（経営）高品質賞・プログラム
を運営している。
（３）研究体制
・2014 年には、全世界 77 か国から 884 名の共同研究者を受け入れている。
最も多いのは中国 190 名、次いで、インド 96 名、韓国 81 名･･････と続く。
・ノーベル物理学賞受賞者は現在 4 名で、世界トップクラスの研究レベルを維持して
いる。
1997 年物理学賞

Bill Phillips

2001 年物理学賞

Eric Cornel

2005 年物理学賞

Jan Hall

2012 年物理学賞

David Wineland

（４）学外連携機関は、産業界、アカデミア、政府機関に多数
産業界：インテル、アジレント、ダウ、GM、IBM、ファイザー 等
アカデミア：メリーランド大、コロラド大、ペンシルベニア大 等
政府機関：ASTM、NASA、ITRS 等
（５）重要研究領域として、以下の７分野に注力
・先端製造
・IT ＆ サイバーセキュリティ
・ヘルスケア
・法医学
・災害復興
・サイバーフィジカル・システム
・先端コミュニケーション
（６）計量標準に関する事業
・測定技術研究

年 2,200 件のレポート刊行

・計量標準データ

100 種類、年 6,000 ユニット販売、25 百万件ダウンロード

・計量標準物質

1,300 物質、年 33,000 ユニット販売

・校正試験

年 17,000 件
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・ラボ認証

800 検査機関を認証

以上、NIST は、公正なビジネス、製造業の発展、安全保障の改善、品質向上等で、幅
広いインパクトを与えている。
６－３．研究施設の見学
Dr. Claire Saundry 女史より、NIST の沿革と概要の説明を受けた後、温度、力、流量
の研究施設を見学した。
Thermometry Lab／Dr. Greg Strouse
Force Lab／Mr. Rich Seifarth
Flow Lab／Dr. Aaron Johnson
（１）Flow Lab の研究概要
NIST は、日本の産業技術総合研究所（AIST）との間で 2001 年に計量及び計測標準分
野における協力協定を締結しており、我々の日本の流量計業界においても関係は深く、か
つ権威のある検定機関である。
今回見学した NIST の気体流量、液体流量、気体速度の各校正設備について以下にその
概要を報告する。

（２）気体流量
NIST は、3 つの PVTt システム（圧力・体積・温度・時間）とワーキングスタンダード
（WGFS）を用いた気体流量計校正サービスを提供している。3 つの PVTt システムの各容
積は 34L、677L、26m3 で、流量範囲はそれぞれ（1）1 ～100 L/min（2）10～2,000 L/min
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（3）900 ～78,000 L/min である。34L の PVTt システムは、非腐食性かつ非危険性ガス
（窒素、アルゴン、ヘリウム等）であればどの気体についても校正可能である。34L 及び
677L の PVTt システムの標準不確かさは 0.02～0.05%。26m3 は乾燥空気を使用し、不確
かさは 0.13％である。PVTt システムは、臨界ノズルの校正に最適であり、一方、ワーキン
グスタンダード（WGFS）は、PVTt システムで校正された臨界ノズルが使用され、主にラ
ミナーフローエレメント、タービンメータ、PD メータ等の流量計校正に使われている。
見学時にはちょうど日本製の流量計（音速ノズル？）を校正しているところであった。
また、燃料電池自動車用の水素ディスペンサに搭載される高圧水素用コリオリ流量計の評
価データもパネル掲示されており、日本同様に、水素社会に向けての取組みが進められて
いる。

（３）液体流量
NIST の液体流量計校正サービスには 3 つの一次校正標準があり、そのうち 2 つは体積
基準、1 つは質量基準である。体積基準の一次標準には、ジェット燃料の特性に合わせて
5％プロピレングリコールと水の混合液が使用されており、0.1 L/s と 2.5L/s の液体流量標
準がある。重量基準の一次標準には水を使用し、65L/s 液体流量標準と呼ばれている。65L/s
液体流量標準は、ポンプ、メーターラン及び 3,700L の秤量タンク等で構成されており、
一定時間内に取り込んだ水の量によって流量計を通過する平均流量を計算する。この装置
の拡張不確かさ（k=2）は 0.67 ～ 65L/s において 0.05%以下である。0.1L/s と 2.5L/s の
液体流量標準はピストンプルーバで、0.1L/s 標準における拡張不確かさ（k=2）は、0.003
～0.1L/s において 0.03%、2.5L/s 標準の場合は 0.02～2.5L/s において 0.06%である。
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（４）気体速度
NIST はピトー管、熱線・熱式、超音波式、風杯式、プロペラ式風速計などの気流速度
計校正サービスを提供している。この校正サービスは、流速範囲 0.15～40m/s の風洞にて
行う。試験区間の寸法は 1.5m×2.1m の矩形で、標準気流速度計測には、レーザードップ
ラー流速計が使用されている。気流速度標準の不確かさ（k=2）は、気流速度に対する関
数として表わされ、2m/s 以上では約 0.5％、流速が低くなるほど不確かさは大きくなり、
例えば 0.2m/s では約 3％となる。
最近、被試験流速計の三次元取付架台を設置したことでより信頼性が良くなったとのこ
と。

（５）天然ガス流量
参考までに、NIST は、高圧天然ガス用流量計の校正サービスをアイオア州の CEESI
で提供している。NIST 一次標準とトレーサブルな標準タービン流量計を使用し、校正流
量範囲は、圧力 7,500kPa において 0.125～ 9m3/s。また、質量流量校正は 6～ 585 kg/s
の範囲に対応している。体積流量校正の不確かさは、最大流量時 0.22%であり小流量では
不確かさが大きくなる。最も校正頻度が高い流量計は超音波流量計で、タービンメータ、
臨界ベンチュリ、コリオリ流量計など多くの流量計も校正可能である。尚、校正可能な配
管サイズは、12～30 インチの範囲である。
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７．米国経済の動向について
日

時

10 月 31 日（金）

場

所

みずほ銀行ニューヨーク支店

出 席 者

みずほ銀行常務執行役員

末廣

みずほ銀行米州営業部 次長
みずほ銀行

博氏
五十峯

大介氏

木村 暁宗氏

みずほ総合研究所ニューヨーク事務所所長

太田

智之氏

みずほ銀行からは 4 名が出席され、末廣常務執行役員から米国経済動向を含む挨拶があ
り、その後みずほ総合研究所ニューヨーク事務所所長の太田智之氏から「正常化への節目
を迎えた米国経済」― 米国は再び輝きを取り戻せるのか ― をテーマに約１時間半にわた
り説明をいただいた。

みずほ銀行ニューヨーク事務所の
すぐ近くには Rockfeller Center が
ある。

（１）米国の経済見通し
2009 年のリーマンショック以降、米国経済は回復し、今の関心事はこの景気回復局面が
いつまで続くのか、である。
リーマンショック以降、2009 年 6 月以降から回復基調に入り、5 年が経過。バブルの後
始末はほぼ終了した。世帯あたりの総資産額も 82.9 万ドルと着実に回復が見られる。
戦後の米国景気循環の平均拡張期間は 58 ヵ月（約 5 年）であり、一番長いのは 1991 年
3 月から 2007 年 12 月の 10 年。現在、5 年経過したが、 あと 2 年は大丈夫というアナリ
ストが増えている。
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（２）シェールガスの見通しについて
今回の計工連の米国視察の目的がシェールガスの実態把握でありシェールガスの生産見
通しについては次の見解が示された。
①シェール革命の効果は顕著。サービスも総じて堅調で、業種別に凸凹が違う。
【産業別付加価値の変化】
2007 年

2009 年

2013 年

鉱業

100.0

115.7

138.9

電力・ガス

100.0

95.3

110.7

建設

100.0

79.7

80

製造

100.0

88.5

99.9

卸

100.0

86.2

94

小売

100.0

93.3

99.8

運輸・倉庫

100.0

92.1

102.8

情報

100.0

100.5

115.1

金融･保険･不動産

100.0

100.2

107.1

専門サービス

100.0

97.6

111.8

教育・医療

100.0

107.8

114.5

宿泊・娯楽

100.0

91.3

103.4

その他サービス

100.0

91.4

90.4

シェールガスが伸びている

弁護士･会計士･人材派遣の伸び

資料：米国商務省

②景気回復基調の中にあってまだら模様の回復。危機前の雇用水準を回復したのは 18
の州、特別区のみ。
【雇用増減率（07→13 年）の上位 5 州・下位 5 州】
雇用増の州

増加率

雇用減の州

減少率

North Dakota 24.0%

Nevata

-9.00%

南部 4 州。サブプライム

Texas

7.7%

Arizona

-6.10%

ローンが多出。低所得者

D.C

7.4%

Florida

-5.20%

が多く、なかなか回復し

Alaska

6.0%

Alabama

-5.10%

ない。

Utah

2.9%

Rhode Island -4.30%
資料：米国労働省

North Dakota は北に位置し、カナダとの国境近辺。産業が元々なかった地域であった
が、シェールガスが採掘され雇用増につながっている。ワシントン D.C はオバマ効果。公
共投資が増えた結果、コンサルタント、弁護士、ロビーリストが増えた。
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①②の資料が示すとおり、シェールガス、シェールオイルの影響は大きい。
Texas 州はしたたかで、効率的で掘削しやすいシェールガス田を確保していく一方、新
しく、リスクのあるガス田は新投資家にまわしていく。
シェールガス採掘は今後も拡大していく。米国は従来、労賃の安いところへの投資が主
であったが、シェールガスによるエネルギーコストの低下効果があり、関連産業を米国国
内で育てていく方針に変わりつつある。ただし、シェールガスの最低コストは 72$で、こ
の価格を下回ればシェールガスメーカーは厳しくなる。革命ではあるが、生産効率をいか
にあげていくかが今後の重要なポイントとなる。
（３）米国の今後
①イノベーションで成長を牽引
これまで「あったらいいな」を実現してきたのが米国であり、これからも継続していく
ことになる。
【世界イノベーション指数ランキング】
国別ランキング

地域別ランキング

1. Switzerland

1. North America

2. Sweden

2. Europe

3. United Kingdom

3. South East Asia

4. Netherlands
……

5. United States
11. Canada

資料：W.I.P.O

北米のイノベーション力は世界一であり市場の洗練度が背景にある。米国は、リスクマ
ネーを投資してくれる。
米国民は新しいものが好きで、他の国は部品の技術力はあるが、製品化するのは苦手と
している。技術があっても市場がなければだめだが、そうした意味で米国は市場をつくり
やすい環境にある。
②侮れない人口増加のインパクト
G7 ではカナダに次ぐ増加率。毎年 250 万人が増える計算。
【今後５年間の平均人口増加率】
オーストラリア

1.2％

カナダ

1.0％

米国

0.8％

英国

0.7％
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フランス
日本

0.5％
▲0.3％
資料

IMF

米国の人口は 3.2 億人→１％増加すると仮定すれば年３百万人増加。米国は１世帯 2.5
人家族なので 120 万戸の新たな家が必要となる。
また、車も 1 世帯平均 2 台所有しており、毎年 240 万台の新規需要が見込まれる。従っ
て、現在でも年間 1400 万～1500 万台の需要があり、車の需要も経済には大きなインパク
トがある。
米国人はへこたれない。日本はバブルの崩壊以降失われた 20 年といわれたが、米国は
リーマンショック後 5 年で回復している。米国人は楽観的でありマインド設定が日本人と
違い回復力が早い。
機会の平等を求めるのでチャンスさえあたえれば、皆、夢をいだいて頑張る国民性を持
っている。
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