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でもカナダには沢山の
石油があるんでしょう？
　例えば、クイーン
シャーロット油田とか。
探索禁止も解除になる
でしょう。



禁止解除については、あなたは正しいか
もしれません。

石油が希少になると、
環境関連の法令は

自然に無視されるよう
になるだろう。



ブリティッシュコロ
ンビア沖のクイーン・
シャーロットには約
100億バレルの石
油と、25兆立方フィー
トの天然ガスがあ
る・・・

Pacific
Oceanhttp://www.oceanindustriesbc.ca/resources



巨大な発見だ …

… 世界を4年間維
持できるだけのガス
とたったの4か月し
かもたない石油*。

誰かをすごく金持ちに
するでしょう…

…でもこれはピー
クオイルを数
週間遅らせる
にすぎません

* http://www.eia.doe.gov/neic/infosheets/natgasconsumption.htm



第二次大戦中、

ドイツは石炭から
ガソリンを作り

ました。
これはだめ？



石炭から作る液体燃料

ドイツは、戦争マシンを動かすため
の液体燃料がどうしても欲しかった。

石油減少が始まると、経済マシンを
動かすためにわれわれは液体燃料
をどうしても欲しいと思うだろう。

われわれが石炭への依存を増やす
ことになるのはほぼまちがいない。

ここには興
深い相似点
がある



石炭の長所

安価

輸送が簡単

世界のほとんどの場所で
採れる

原始的な方法で採
掘が可能

豊富にある



石炭の長所

世界のほとんどの場所
で電気を作るための主
要なエネルギー資源で
ある。



石炭からの液体燃料

石炭から液体燃料を作る
にはエネルギーが必要で
ある。

石油を燃料とする発電所
を石炭による発電所に作
り変えるほうが、石炭から
ガソリンを作るよりも少し
のエネルギーでできる。



石炭の問題 –　その１

ひどい公害

石油や天然ガス以上の温室ガスを発生する

酸性雨

水銀

スモッグ

微粒子の蓄積

硫黄成分が多すぎるため、石炭資源の多くは

　 採掘不可能



石炭の問題 – その２

毎年数千人もの死者を出している

採掘時の事故
肺病

しかし、エネルギー資源が減少する世界において、人々
はそれでも石炭を使おうとするだろう



石炭の問題 – その３

非効率的:
石炭採掘、輸送、加工の

ための設備を作るために
は石油が必要

発電所で石炭を使うと、
電力に変換されるのはエ
ネルギーのわずか35％

電力
35% 排熱

65%

Obtained from “The Party’s Over”



あるアナリスト
は結論づける

石炭は環境面での問題にもかか
わらず、これからも電力発電にお
いて主要な役割を果たし続けるだ
ろう。

– オンタリオ政府がすべての石炭
発電所を閉じるという言葉にもか
かわらず。

しかし、石炭は輸送手段の燃料と
しては使われるようにならないであ
ろう。



まー、そうかもし
れないけど、アサ
バスカのタールサ
ンド油田は世界中
の需要を満たす石
油があるといって
るよ。



たしかに、大規模には違いない…



タールサンドの長所

豊富にある

カナダ産



タールサンドの問題 –　その１

回収が遅い

世界は1日に8300万バレルの
石油が必要だ

（2005年3月）

2010年までに1日に200万バレルまで生産は増加するだろう

現在 (2005年) 1日に100万バレル生産される



タールサンドの問題 –　その２

タールは石油の
ように地下から
湧き出てこない

スコップで掘
らないといけ
ない

重質の油分を
多量に含んだ
砂からなる.



タールサンドの問題 –　その３

その処理に

天然ガスを使う
石油を1バレル採るために必
要なもの

2トンの砂を熱するために、

1000立方フィートの天然ガス

エネルギーでいうと０.２５バレル
分の石油を使うといわれている



タールサンドの問題 –　その３

したがってタールサンドから
作るガソリンは、油井からガ
ソリンを作るよりも、より多量
の温室ガス排出の原因となる



タールサンドの問題 –　その４

処理過程において大量の
水を使用する

これは、他の水の利用者である、
農業、土地の動植物、観光業、産
業や地方自治体などに影響を与え
る
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タールサンドの問題 – その５

処理過程において使う水の量が毎年増える

Adapted from data from the Suncor website
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タールサンドの問題 – その６

処理過程において大量の廃水がでる

Adapted from [ http://dieoff.com/page143.htm ] 

シンクルードの池は周囲２２キロ
濁った水の下には４０メートルの

深さの砂、沈泥、粘土、そしてまだ
取り出されていない石油がある。

１バレルの石油を採るために
２.５バレルの廃水が巨大な池に放出される



Some 
analysts 
conclude 
that:

あるアナリスト
は次のように結
論づけている

タールサンドは貴重だが
世界のエネルギーバラン
スにおける主要な役割を
果たすことはないだろう。

しかし、タールサンドはカ
ナダが必要とする石油を
長い間供給する可能性
はある。



世界にはたくさん
天然ガスがある。

それでも
だめなの？



天然ガスの長所

クリーンな燃焼

石油より温室ガス排出が少ない

パイプライン経由で輸送が簡単

セントラルヒーティング、湯暖房に便利

多くの石油化学利用法がある

農業肥料を作るのに使われる

大量にあれば輸送用に使用可能



天然ガスの問題 – その１

天然ガスも
ピークにな
る…

おそらく石
油より１０
年遅れて



天然ガスの問題 – その2

http://www.greenhorsesociety.com/

北米ではすでにピークになった
セーブル島沖のガス田は大きな失望だった

Photograph by Zoe Lucas



天然ガスの問題 – その3

油田なら何十年も石
油を生産し続けるが、
ガス田は一度ピーク
に達すると急速に枯
渇する。

風船から空気が抜け
るのと少し似ている。

United States Geological Survey



カナダと米国の間に合わせの方法

液体天然ガス（LNG）ター
ミナルを沿岸に構築し、
ロシアから運んできた
LNGをおろす。

この方法は間に合わ
せの方法で、ロシアの
天然ガスがピークにな
るまでの処置にすぎな
い。



あるアナリストは次の
ように結論付けている

北米の天然ガスバランス
において、天然ガスの役割
はますます小さくなって

いくだろう。



よく聞く
ガス・アイスは
どうなの？



メタンハイドレートの
ことである。



メタンハイドレートとは

ガス分子で構成され、それを水分子が
囲んでいる

氷とよく似ている

数百メートルの厚さの層の中に遊離し
た沈殿物がまざりあっている

大量に存在する



どこにあるの?

深い海の底

北極の永久
凍土層



ガスハイドレートの問題 – その1

ハイドレートを処理することはメ
タンを大気中に放出すること
環境への影響はほとんど理解

されていない

メタンはきわめて強い温室ガスである



さらに…
凍結した北極のツンドラには４００ギガトン
のメタンが詰まっている。

温度がわずか数度上昇しただけでも、これ
らのガスが揮発して大気中に放出されるだ
ろう。

これがさらに温暖化をもたらす。

そしてさらに多くのメタンが放出される。

これが地球をさらに温暖化させ、集団絶滅
をもたらす。

When Life Nearly Died: The Greatest Mass Extinction of All Time”, Michael J. Benton



ガスハイドレートの問題 – その２

探索がきわめて困難

海中２，３キロの深度
にある

既存の技術を超えて
いる



ガスハイドレートの問題 – その３

それがどれくらいあるかというこ
とについて –

埋蔵量について、調査グループ
によって回答は大きく異なる



原子力発電なら
石油への依存を
減らせるの？



原子力発電で電力をつく
れば、石油による火力発
電所で使う石油を他の目
的にまわすことができる。

もちろん！



原子力の長所

核燃料は安価

利用者の近くに発電所を作れる

スモッグを発生させない



原子力の問題 – その１

原子力発電所はきわめて高価

建築も 維持も 　そして閉鎖も



原子力の問題 – その2
核廃棄物の残存期間は何万

年も続く。

核廃棄物を安全に処分する
方法はまだ見つかっていない。

過去５０年間、われわれはそ
れを人工池に積み上げてきた。

われわれはいまだに永久的
に安全な廃棄方法を模索中で
ある。



原子力の問題 – その３

一般国民はきわめて
否定的な受け止め方
をしている。



原子力の問題 – その４

核燃料であるウラニウム
も今世紀中にはピーク
になるだろう



原子力の問題 – その５

原子力エネルギーが
作る電気は、EROEI
（投資エネルギーに対
するエネルギーリター
ン）が低い。４対１

“The Party’s Over”, Richard Heinberg



カナダは石油は自給
自足で、大量に輸出も
している。なぜ石油

ピークを心配するの？



1)カナダでも石油の量は有限

2) 世界にいるのは我々だけではない



南の大きな隣人を考えてみよう

NAFTAによってカナ
ダは、カナダ国内と
同じ価格で石油を
米国に売ることを義
務付けられている。



わかったけど、

それで？　カナダ
には石油がたくさ
んあるじゃない。



Suppose the US…

米国が石油の不足
分３％を原子力エネ
ルギーに置き換えた

いとすると…

–　どれくらいコスト
がかかるだろう？

米国では1978年以降、原子力発電所は建設されておらず、
完成までに10年かかることを忘れてはいけない。



Now get your 
calculator out.

さあ、計算機を
だしてみよう。



米国は1時間に833,000バレルの石油を
消費している



米国は1時間に833,000バレルの石油を消費してい
る

833,000の3％ということは、米国は毎年1時間ごとに
25,000バレル不足するだろうということ。（翌年には
50,000バレルが不足する）



米国は1時間に833,000バレルの石油を消費してい
る

833,000バレルの3％ということは、米国は毎年1時
間に25,000バレル不足するだろうということ。（翌年
には50,000バレルが不足する）

1バレルあたりのエネルギーは、1.59メガワット
（MWH）に相当する



米国は1時間に833,000バレルの石油を消費している

833,000バレルの3％ということは、米国は毎年1時
間に25,000バレル不足するだろうということ（翌年に
は50,000バレルが不足する）

1バレルあたりのエネルギーは、1.59メガワット
（MWH）に相当する

合計で40,000ＭＷＨになる



かなり大きな原子力発電所1基の発電量は、
1000メガワット（または10億ワット）



合計で40,000ＭＷＨになる

さあ、必要とされる原子力発電所の数を計算してみよう、
ただ単に、40,000を1000で割るのである。

答えは40だ



ということは、米国は
40基の原子力発電所
を建設することになる

…毎年,

そして毎年、
毎年。

…減少する石油の
不足分を補うためだ
けに



その費用は？

毎年、毎年、
$2000億が必要に
なる。それも、石油
価格が上がらない
という前提で。

ワットあたり$5 
x 1,000,000,000 ワット
x 40 発電所
=$2000億ドル



この話の教訓

原子力発電所の
建設には巨額の
費用だけでなく、
大量の石油が
必要である

…そして米国はカナダ
にもっとたくさん石油
を売るよう迫るだろう



ハイブリッド車は一般
車の半分のガソリンし
か使わない。もしすべ
ての車をハイブリッド
に置き換えたらどう？

役に立たない？



たぶん、役に立たない。なぜなら

人々の1年間の走行量が増えるだろう

ガソリンの節約分で、人々は別のエネルギーを使うものを購入するだ
ろう。（お金を使うことでエネルギー消費を増やさないものはごくわず
かしかない）

効率をあげると、消費量もあがる。

(Google Jevonの逆説)



自動車の製造にはエネ
ルギーが必要だ –　

それもたくさん!

1台で90バレルの石油
に相当する

…そして世界には
７億台の車がある

Data obtained from the film:  “The End of Suburbia”



たとえば、5年間で世界中の車を置き換えるとし
よう。

そうなると、われわれは現在の4千万台のかわり
に、8千万台の車を製造しなければならない。
すなわち、現在の4千万台に加えて、さらに4千
万台の車を製造するための石油をみつけなけれ
ばならない。
今、世界の石油消費は1年間に290億バレル。
必要な石油　９０（バレル） X 40,000,000 (車)

　　= 36億バレル　毎年余分な石油が必要
これは世界の石油消費の12％に相当する

*Worldwatch Institute



そのような量
を供給する

余分な石油は
ありません



それじゃ

経済がだめ
になるんじゃ

ない？



もちろん、打撃を与える
でしょう。

石油生産量が６％減少
して、１９７３年のオイル
ショックになった。

石油が１２％減少したら、
かなり悲惨な状況にな
ると思ってもおかしくな
い。



この章では、再生不可能エネルギーについ
てふれた。第４章Bでは風力と太陽光からの
無料エネルギーについて取り上げる。

第第44章章BB


