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ワー!　石油は本当

になくてはならない
物なんだね！
それはどこから
くるの？



石油はもともと何百万年も前に海中に埋まっていた有機物
が変質してできたものだ。

ある場所では海が
後退したため、地
中からも石油が採
掘できる。

home.att.net/ ~cat6a/fuels-IV.htm.



つまり継続的に作ら
れているものではな
いということなの？



そのとおり。母であ
る自然（地球）は、
石油を作るのに何
百万年もかかった。

一度それを作った。

二度目はない。



えっと、地中には
どれくらいの

石油があるの？



１８５９年に最初の油田が
ペンシルバニアで採掘され
る前までに、母なる地球は
約２兆バレルの石油を作り、
世界に不均等にばらまい
た。

２００４年までに、わたした
ちは０.９兆バレルを使い果
たした。言い換えると、わた
したちはもうすぐ半分を使
い果たすことになる。

“Hubbert's Peak: The Impending World Oil Shortage”, Kenneth S. Deffeyes



それなら、
いつ石油が
なくなると
いうの？



油田は自動車のガソリンタンクとはちがう。

車だと、どんな速度
で走っていても、ガソ
リンは突然なくなる。

それはタンクが空洞
だからだ。タンクの底
をガソリンで満たして
も、それが汲み出さ
れないよう防ぐもの
はない。



でも油田は空洞ではない

　　2つの不浸透岩の間に
挟まった、石や砂岩の
大きな堆積である。石
や砂の間の空間には、
濃くて粘り気のある石
油がつまっている。

　　石油と石や砂のかた
まりの中にパイプを深く
入れると、石油がゆっく
り汲み出される。

石油が高密度ゾーンから低密度ゾー
ンのパイプの近くまで染み出るまでに
は時間がかかる。

Click



油田から石油を採掘するには、
たくさんの数の油井が掘られる。



車は、ただアクセルを踏めば、ガソリンの
流出率を増やすことができる。

油田では、あまり早く石油を掘り出そうと
すると、将来における石油の生産能力を
永久に低下させてしまう。



油田は最初、急速に、
大量の石油を産出す
る。

そしてその流れは
徐々に減っていく。

最後のほうになる
と、流出量は細く
なる.

油田が産出する石油の量は、年を
おうごとに徐々に少なくなっていく。
それはこんなかんじだ。



中間点

後半

油田に埋蔵されている石油の生産量を目算すると、
このようなベル曲線とよばれる形になる

曲線の頂点

前半



つまり、あなたの質問への答えは、石油が実際なくなるこ
とはない。石油はずっとあらゆる場所に残っているけれど、
ただそれを掘り出すことは不経済になる。

Click



Well, what’s the worry then?

では、なにが
問題なの？



問題は、石油生産が減少し始める頂点に、
もうすぐ達するということ

これを石油の専
門家たちはピー
クオイル、また
は、石油ピーク
と呼んでいる。

http://www.oilcrisis.com/

私たちは世界の石油のほぼ半分を使ってしまったことを覚
えていますか。ベル曲線の半分に到達したとき、減退が始
まるのです。



When will that be?

おやまあ!
それは一体

いつ?



確実なことはわかりません。
でも、石油ピークがもうすぐく
ることを確証する７つの証拠
があります。



証拠　その１証拠　その１



ハバート・ピークハバート・ピーク

全世界の石油ピークを
予測するために、石油
専門家は地質学者、M・
キング・ハバート博士が
開発した方法を使用



ハバート・ピーク

１９５６年、ハバートは数学モデルを使い、米国の

４８州の石油ピークは１９７０年であると予測した。

http://www.hubbertpeak.com/hubbert/



ハバート・ピーク

彼は嘲笑された…



ハバート・ピーク

しかし、彼が
正しかったこ
とが後にわ
かった！



そして今、石油地質学者たちは世界が
ハバート・ピークに近づいていると思っている…

私たちは世界
の石油のほぼ
半分を使い果
たした。

http://www.oilcrisis.com/



証拠　その２証拠　その２



Before 
looking at 
predictions

論理的な状況を考えてみよう…

全世界の予測を見る前に、



　もしあなたが石油を採掘（産
出）したいなら、あなたがし
なければいけないのは・・・

　まず、油田を見つけること。

　でしょう？



米国で新たな油田の発見がピークになって、
42年後に、生産がピークになった

Adapted from Collin Campbell, University of Clausthal Conference, Dec 2000

The US lower 48 states



もし、世界が米国と同じパターンをたどれば

Adapted from: Richard C. Duncan and Walter Youngquist

…世界のピークはもうすぐ



油田発見のピークのあと、
遅かれ早かれ、生産のピー
クがくることは避けられない。

油田発見のピークのあと、
遅かれ早かれ、生産のピー
クがくることは避けられない。



証拠　その３証拠　その３



もう発見する巨大な油田がない

• 高度な探索技術にも
かかわらず、発見さ
れる油田はどんどん
小さくなっている。



待って！
巨大な油田、
ってどういう
意味？



巨大油田とは、5億バレル
以上埋蔵されている油田

のこと。

Prudhoe Bay production plant, pipelines, roads, flaring

www.arcticgems.org



巨大油田発見を示すこの表が、
それを表しています。

Simmons Company International

2003年以降、
巨大油田は
発見されてい
ません。



・・・1バレルの
石油を発見す
るために！

私たちは
4バレル消費
している

“The Party’s Over”, Richard Heinberg



そのとおり！

• もし銀行に1ドル入れるたび
に4ドル引き出していたら、
どれくらいで借金取りがくる
でしょうか？



証拠　その４証拠　その４



エネルギー投資に対するエネルギーリターン
（EROEI)

これは次の割合のことを示す。

燃料を取り出すた
めに使われるエネ

ルギー:

採掘、掘削、
給油、輸送、精製

燃料の
エネルギー量:

ガソリン、ディー
ゼル、灯油など

対

“The Party’s Over”, Richard Heinberg



投資されるエネルギーに対するエネルギーリター
ン（EROEI)は、採りにくい石油になるにつれて減少
する。

1950年以前は約１００対１

1970年代、約30対１に減少

現在（2005年） それは約10対１

カナダのタールサンド油田の EROEIは約 4対 1

“The Party’s Over”, Richard Heinberg



減少するEROEIは
来る減退期のしるし
にほかならない



証拠　その５証拠　その５



石油生産がどんどん高価になっている

Adapted from “The Party’s Over”

• どんどん深く採掘し
ないといけない・・・
最高で5キロも。

• 石油を見つけるため
に世界のあらゆると
ころを探索している。



石油発掘はもはや元がとれない

2003年、石油会社は石油の

発掘に80億ドルを使い、発見

した新しい油田は40億ドル

規模だった。

Thomas Homer Dixon and Julio Friedmann, N.Y. Times, 25 Mar 2005



証拠　その６証拠　その６



世界の石油供給、もはや余裕はない

Adapted from “The Oil Age is Over”, Matt Savinar

余剰容量 =
30日以内にどれく
らい余剰の石油
を生産し、それを
90日間維持する
ことができるか
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余剰生産の割合



バルブの口をもっ
とあけても、多く
の石油が
出てくるわけ
ではない。



証拠　その７証拠　その７



油田は老朽化しており、疲弊している。

今使っている石油の

ほとんどは、30年以上も
前に発見されている

油田からだ。

“The Party’s Over”, Richard Heinberg



わかりました。

では、石油がピー
クになるのはい

つ？



世界全体で減少が始まる時期を予測することは難しい

なぜならOPECの埋蔵量のデー
タが本当に正しいかどうかは確
かではない
(Organization of Petroleum Exporting Countries)



Production 
quotas are 
based on

生産割当はその国の埋蔵
量にもとづくため、埋蔵量
が誇張されることがある。



1986年、1987年、 OPEC諸国はきわだっ
てその埋蔵量を増加した！

この表のこの点は、
OPEC諸国が皆同じ
時期に埋蔵量を増加
させたことを示して
いる



石油地質学者は、これら
報告されている埋蔵量の
正確さを信頼できない
ことを知っています。

疑い深くて
ごめんなさい！



石油ピークは思っているより近づいている

多くの石油地質学者はこの問題
を調査している。

一致した意見はないが、ピークは
2005年から2015年の間だと予測
されている。

多くは、もうすぐそこまできている
と感じている。



中国や新しい経済は
どんどん成長して

いる。それがもっと

悪影響を及ぼすんで
しょう？



そのとおり。中国の石油需要は
石油ピークを早めている。

中国の石油消費は年間

平均11％ずつ増えている。

米国に次いで、世界第２位
の石油消費国だ。

Exxon-Mobil Report, Oct. 2004



石油消費は、自動車の普及によってますま
す加速している

中国人消費者は
年間200万台の車
を購入している DOCUMENTARY 

"THE END OF 
SUBURBIA" 
SHOWING IN 
OTTAWA

Exxon-Mobil Report, Oct. 2004



誰もが石油をもっと使うようになれば、需要曲
線はこの表のようになる。

赤い部分は、
これから見つ
けて採掘しな
ければならな
い量。

DOCUMENTARY 
"THE END OF 
SUBURBIA" 
SHOWING IN 
OTTAWA

Exxon-Mobil Report, Oct. 2004



なぜあなたを信じ
ないといけないの？
専門家じゃないで

しょう？



私の言葉を
信じなくてもいい。

でも、専門家はこう言っ
ている。



マシュー・R・シモンズ

マシュー・R・シモンズは世界最大のエネルギー投資銀行、

シモンズ＆CO.の会長。彼は長年石油産業について研究している。

“もしサウジアラビアが石油
ピークを迎えていたら、絶対的
に世界はピークを迎えている”

サウジの虚しい
自信について、

懐疑的だと意見
を述べたあとで



レ・マグーン、石油地質科学者、名誉教授
米国地質調査にて

JOAN LOWY, Scripps Howard News Service, October 28, 2004

“私の感じではいま石油ピークの
始まりであり、次の政権が誰であろ
うと、この問題に取り組まなければ
ならないだろう。石油が枯渇すると
いうわけではない。ただ、日々の石
油需要は、世界の石油生産能力を
大幅に上回るため、石油価格は高
騰するだろう。"



マイク・ボウリン（ARCO社　会長兼CEO)
1999年米国石油協会にて

JOAN LOWY, Scripps Howard News Service, October 28, 2004

“われわれは石油の時代の終日
の始まりに達した”



英国石油（BP）の世界エネルギーの
石油統計レビューより

“18の主要石油生産国はいま、
その生産ピークを超えた”



チェイニー副大統領は1999年ハリバートン社
の会長時代にこう言った

“ある予測によると、今後世界の石油
需要は年間平均2％増加し、現存の
油田からの生産は低めにみても年間
3％ずつ減少していく。これは2010年
までに、われわれは1日さらに5千万
バレルの石油が必要になるということ
だ。”



1日に5千万バレル

は、何を意味して
いるの？



1999年、世界で1日に
7千万バレル消費され
た。

チェイニーは、2010年
には、あと5千万バレ
ル増やして1億2千万
バレルが1日に必要に
なるだろうという！！！

…これは、間接的に言っ
て、石油ピークがもうき
ているということ。

Barrels consumed per day

1999 2010



サウジアラビア人は言う

“父はラクダに乗っていた。
私は車に乗る。
私の息子は自分の飛行機を操縦する。
その息子はまた、ラクダに乗るだろう。 ”



石油がなかったら、この世界はどうなる
のか考えたことがありますか？第３章を
読んでください。

第第33章章


