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はじめに－「ピークオイル」vs.「チープオイル」
　20世紀後半、石油の消費量は指数関数的に増加し、それに呼応して現代文明は急膨張した。一方で、人
類は資源の枯渇と環境汚染という深刻な問題に直面している。石油を代表とする化石燃料は数千万年～数
億年をかけて生成・集積したものだが、人類はわずか1世紀足らずの間にその大半を消費し尽くそうとし
ており、二酸化炭素の増加による温暖化も進行してきている。環境負荷が小さく更新可能な新エネルギー
への転換が急務であり、実用化も試みられているが、近い将来石油を全面的に代替する目処は立っていな
い。このバトンタッチが円滑に行えるかは、むしろ残存石油資源量、今後の生産量推移、原油価格（以下

「油価」）等により、充分な移行期間と経済性が確保できるかに依存しており、これに失敗すると自動車も
エアコンもない生活に逆戻りすることになる。
　石油の資源量に関する悲観論と楽観論の論争（文献1）は21世紀に入ってより過熱してきている。悲観
論は、石油生産は現在がピークで、今後は増産期を裏返しにした形で急速に減退し、今世紀半ばに枯渇す
るとしていて、「ピークオイル」説とも呼ばれている（文献2）。この場合、天然ガスや新エネルギーは石
油生産の減退分と今後の需要増をすべてまかない、数十年後には完全に代替する必要がある。高油価によ
り経済競争力は保証されるが、リードタイムが短く、人類は壊滅的な打撃を受ける危険がある。
　一方楽観論は、石油資源は豊富で当面は供給サイドに大きな障害はなく、今後の需要増に応じて指数関
数的に増産を継続していくが、やはり今世紀半ばまでには需要増に応じた増産は困難となり、生産量は急
落せざるを得ないと予測している（図6の点線）。このケースでは数十年間のリードタイムが与えられるが、
その間は低油価で（このため「チープオイル」説とも呼ばれる）新エネルギーへの転換は進まないと予測
され、現在の2倍以上の需要を短期間に全面的に代替する必要があり、破局はより深刻となりかねない。
　本小論は、従来の諸研究とは異なる手法で石油の資源量、生産量推移、油価に関する予測を行い、この
両説を検証しつつ、エネルギー資源のバトンタッチが円滑に行えるかを考察したものである。タールサン
ドなどの「非在来型」石油や天然ガス（およびNGL＊1など）は、その成因、組成、産状、探査法等々が「在
来型」石油の延長線上にあることから、同じ手法が拡大適用可能である。しかし、これらの資源の統計は
市場や経済性のバイアスをより強く受けており、本論では原則として「在来型」石油のみを対象とした。
なお、予測理論と計算結果の詳細は別途報告している（文献3）。

⑴ 石油の埋蔵量と資源量
　最近Shellは公表埋蔵量を大幅に下
方修正し大きな波紋を呼んだ。一方、
30年前には30年であった「石油の寿命」
が、完全に枯渇しているはずの現在、
40年を超えている。これらは「埋蔵量」
が既発見資源のうち、地下での存在が

確実で、評価時点の技術と経済環境で
商業的に回収可能な量に限定されるこ
とに起因している。メディアなどが「40
年を超えている」といっている「石油
の寿命」とは、残存「埋蔵量」をその
時点の年間生産量で割った年数（R/P
比）で、将来の発見量や需要増は全く
考慮されておらず、本当の「寿命」で
はない。
　本論では既生産量を含む既発見量に

未発見量や技術の進歩および油価の上
昇により追加回収可能となる量も加え
た「究極可採資源量」（以下単に「資
源量」）を対象とする。「資源量」の一
部が発見されると、発見量のうちその
時点の技術と経済環境で商業的に回収
可能な量が「埋蔵量」として登録され
る。従って「埋蔵量」は時間の経過と
ともに追加される。新エネルギーが代
替すれば「資源量」がすべて生産され

石油の資源量と寿命
フラクタル理論とダブルタンクモデルが明かす真の姿
ピークオイル論もチープオイル論も正しくない！

1. 石油資源はどれくらい
残されているか？

＊1： 天然ガス液。コンデンセートなど天然ガス起源の液体の総称。
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るとは限らない。
　悲観論は後述する「ハバート曲線」
に基づき、今こそまさに石油生産の

「ピーク」であるとして、石油の資源
量を1.7 ～ 2.1兆バレルと推定している

（文献2）。これは既に石油資源の8割
以上が発見済で、約半分を生産済とい
うことを意味している。一方、楽観論
が根拠としているのは「USGS（米国
地質調査所）2000」（文献4）で、地質
データに基づき世界の資源量を3兆バ
レル（中間値）と推定している。以下
で、これらとは異なる手法で石油資源
量の推定を試みる。

⑵ 油田規模は対数正規分布か？
　Arps and Roberts（文献5）が米国
デンバー盆地の例（図3）を示して以来、
油田規模は対数正規分布、すなわち各
油田の埋蔵量の対数を横軸にとった時
の油田頻度は正規分布になるというの
が定説化しており、埋蔵量評価やリス
ク分析もこの前提に基づき行われるこ
とが多い。一般にある代表値（例えば
最頻値）や特定の分布範囲を持つ分布
を多数足し合わせると、「中心極限定
理」に基づきその結果は正規分布に近
づき、一方、同様の分布を多数掛け
合わせると、掛け算は対数の足し算で
あるから、その結果は対数正規分布に
近づく。通常、油田の埋蔵量値は多く
のパラメータを掛け合わせて求めるた
め、油田規模は必然的に対数正規分布
になると説明されることがある。しか
し油田の埋蔵量を規制する各パラメー
タは必ずしも特定の代表値や分布範囲
を示さない。
　また、地域によって油田のスケール
は大きく異なっており、さらに、探鉱
の進展、油価の上昇などによる追加発
見で油田規模分布は小規模側へシフト
していく。これは既発見油田規模分布
が探鉱熟成度や経済性などの人為的要
因により規制された「見かけの分布」
で、未発見や小規模で経済性のないも

のを含めた地下の「集油」規模分布を
必ずしも反映していないことによる。

⑶ 探鉱効率と油田規模分布
　ダーツを投げるがごとくランダムに
試掘すれば、直径が2倍（面積4倍）の
油田は4倍の確率でヒットするはずだ
が、過去の例では1.6倍程度にしか発
見確率が向上しておらず、過去の探鉱
努力はランダムなダーツ投げにも劣る
効率であったという主張がある（文献
2）。この主張はもっともらしく聞こえ
るが、実はトリックが隠されていて、
どの面積規模の油田も同じ頻度で存在
しているという前提が必要である。
　図1はある地域の油田分布図である。
北西から南東へ系列をなして大小の
油田が分布しており、これが一枚の油
田分布図であることを疑う人は少ない
であろう。実はこの図は中央スマトラ
盆地の主要部の油田分布図の縮尺を変
えた3枚を合成したものである。左上
の1/3が全体図で、そのさらに左上の
四半部を2倍（面積4倍）に拡大したも
のが中央部、そのまた左上四半部付近
を2倍に拡大したのが右下の1/3の部分
である。縮尺を変えても油田の分布パ
ターンが似ているため、それらを合成
しても一続きの分布図のように見えて
いる。このように元の図の一部を拡大
すると元の図全体
に似ており、無限
の入れ子構造を形
成している図形を
フラクタル（自己
相似）図形という。
フラクタルが成立
していると、どの
スケールでも金太
郎飴的に同じパ
ターンが出現し、
それを見ただけで
はスケール（縮尺）
が全く判定できな
い（これを「スケー

ル依存性がない」という）。a倍に拡大
した図が元の図の相似図形N個から構
成されている時、その図形のフラクタ
ル次元Dは次式で定義される。
　D＝logaN＝log N/log a　①
　図1の左上1/3部分を2倍に拡大する
と、元の図に似た図形4個から構成さ
れていると考えると、フラクタル次元
は、D＝log2 4＝log4/log2＝2となる。
このように現実の油田分布はフラクタ
ル的で、小規模油田ほどその数が多い。
2次元フラクタルが成立しているとす
ると、面積が1/4の油田は4倍の個数存
在することになり、ランダムにダーツ
を投げるとどのサイズの油田に命中す
る確率も全く等しくなる。もし直径が
2倍の油田の発見確率が1.6倍になって
いるのなら、それは地質解釈や地震探
査の活用による成果と考えられ、過去
の探鉱努力はランダムなダーツ投げよ
り劣っていたわけでは決してない。

⑷ フラクタルとべき乗分布
　サイズが連続的な値をとって変化す
る場合のフラクタルは①式より次のよ
うなべき乗関数で定義すると使いやす
い。
　N＝C/r D＝C・r－D　②
　Dはフラクタル次元、Nはサイズが
r（一次元のスケールで測る、例えば

ある地域の「油田分布図」
出所：文献3より転載図１
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「直径」）より大きな対象物の個数、C
は定数である。②式はNとrの両対数
グラフにおいて傾き－Dの直線として
表現される。このようなべき乗関数で
表現されるためにフラクタル分布のこ
とを「べき乗分布」ともいう。
　べき乗分布は、唯一大きさ（スケー
ル）に依存しない分布で、異なる竿
尺（歩幅）で測ったときの海岸線の
長さ、世界の湖の大きさ、月のクレー
ターの大きさ、いん石や小惑星の大き
さ、岩石を破壊したときの破片の大き
さ等々、自然界には多くの例が知られ
ている。複雑系科学やカオス理論によ
ると臨界自己組織化により、多くの自
然現象がべき乗分布を呈するとされて
いる。地震規模とその頻度の間に明瞭
な関係があることを示したグーテンベ
ルグ・リヒター則はべき乗分布を言い
換えたものであり、これは断層ブロッ
クのフラクタル性に起因している。
　石油は、不浸透性のシール層にカ
バーされた、貯留層中の相互に連結し
ネットワークを形成している孔隙内に
集積している。孔隙は通常水に満たさ
れているため、それより軽い油は連結
している孔隙中を上方に移動し、シー
ル層が高まっている部分（「背斜構造」）
に捕捉され集油する。地表地形は典型
的なフラクタルを示し、フラクタルを
仮定してコンピューターに描かせた地
形は現実の地表地形と酷似している。
山や峰には特徴的サイズというもの
はなく、大規模なものから極めて微小
なものまで認められ、その規模はべき
乗分布を示す。地表地形がフラクタル
であるのなら、地下地形であるシール
層の形状もフラクタルと考えるのが自
然であり、したがって背斜やドームの
規模、すなわち集油規模も当然べき乗
分布になるはずである。油の移動・集
積過程はパーコレーションモデルでシ
ミュレートできるが、得られる集油サ
イズはべき乗分布となる。こうした諸
事実から、集油規模はスケールに依存

しないべき乗分布で近似できると筆者
は考えた（文献3）。
　べき乗分布は、概念的には無限大か
ら無限小にまで適用可能であるが、自
然界では大は地球や宇宙のサイズ、小
は素粒子サイズなどによる制限があ
り、当然ながらその間のスケールにし
か当てはまらず、その適用範囲には上
限および下限がある。集油規模分布の
場合は、大は堆積盆地規模、小は石油
分子や孔隙のサイズによる制限が働く
と考えられ、これら上・下限にはさま
れたスケールに適用される。

⑸ 集油規模はべき乗分布
　世界各地の油田規模分布を両対数グ
ラフにプロットすると、全地域ともあ
る程度以上の規模では直線関係が認め
られ、次式のべき乗分布で近似される。
　N＝K・R－d　③
　ただし、Nは埋蔵量Rバレル以上の
油田の数（すなわちRバレルの油田の
順位）、dは両対数グラフにおける直
線の傾き、Kは定数。可採埋蔵量（資
源量）Rは体積（三次元）であるから、
フラクタル次元はD＝3dとなる。世界
の各地域の油田規模分布のプロットで

は、その直線の傾きdは地域やサイズ
に関係なく、0.5 ～ 1.5の範囲にあり、
多くの場合0.8 ～ 1.3に収束している。
　探鉱熟成地域や世界全体の既発見油
田規模分布（文献6, 7）は、大きなも
のはべき乗分布、小さなものは対数正
規分布とべき乗分布の中間にプロット
され対数正規分布に比して小規模油田
が有意に多い（図2）。小規模構造の探
鉱はまだ不充分であることを考慮する
と、本来の集油規模は全サイズに対し
てべき乗分布（フラクタル）であり、
小規模油田の多くは未発見であると解
釈できる。

⑹ 既発見油田規模分布の再現
　Arps and Roberts（文献5）が示し
た対数正規分布で近似されるデンバー
盆地の既発見油田規模分布が、集油規
模をべき乗分布とした仮定から再現さ
れることを示す。同地域では大規模油
田の探鉱は熟成に達しており、その傾
向を小規模側にも延長した次のべき乗
分布で集油規模が表現されると仮定す
る。
　N＝4.0×108×R－1.1　④
　ただしNは資源量Rバレル以上の集

世界の油田規模分布図２
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油の数（すなわちRバレルの集油の順
位）。係数d（両対数グラフでの直線
の傾き）には全世界の油田規模分布と
同じ1.1を使用した。
　資源量規模に応じて集油をクラス分
けすると、各クラスの油田発見率は、
残存集油数および平均集油面積に比例
すると考える。

　d F　＝（F0－F）E・A/B　⑤　dW

　F＝0からFWまで定積分すると次の
ように変換される。
　FW＝F0（1－e－E・A・W/B）　⑥
　ただし、Wは全試掘数、Bは全堆積
盆地面積、F0、FW、AおよびEは、そ
れぞれそのクラスの、集油数、W坑試
掘時の既発見油田数、平均集油面積お
よび探鉱効果である。
　ランダムな試掘の場合はE＝1であ
るが物理探査や地質解釈の際には大規
模な構造ほど容易に認識され、小規模
なものは識別が困難である。また、経
済限界（ここでは約3万バレル）以上
の集油に対しては大きいと予想される
ものから試掘し、一方これ以下の集油
に対してはむしろ試掘を避け、発見さ

れても油田とはカウントされないこと
も多い。そこで、こうした効果を反
映させるために、経済限界直上のクラ
スを中立（E=1）とし、これ以上のク
ラスではEを徐々に増加させ（具体的
には1クラス大きくなるごとに、Eを
0.2ずつ増加させた）、これ以下のクラ
スではEを急減させた（具体的には1
クラス小さくなるごとにEを半減させ
た）。
　こうして④式と⑥式から3,705坑試
掘時の既発見油田数を算出し、その結
果を実績と比較して図3に示した。
　探鉱効果を正確に推定できるデータ
がないため、きわめて単純化した前提
に基づいているが、結果は実績とよく
一致し、経済限界直上のピークなどは
単純な対数正規分布よりも現実をよく
再現している。これは、集油規模をべ
き乗分布とした仮定と、探鉱過程を模
したサンプリングが妥当であったこと
を示している（文献3）。

⑺  全世界の集油規模分布と既発見
油田規模分布

　同様に世界の集油規模分布は次のべ

き乗分布で表現されるとする（Nは資
源量Rバレル以上の集油の順位）。
　N＝K・R－1.1　⑦
　図2で巨大油田のトレンドを小規模
側に延長すると、K＝1.5×1012となる。
これは巨大油田の発見がすでに飽和に
達しているケースに相当する。デン
バー盆地の例（経済限界以上）では「平
均集油面積」×「探鉱効果」が各クラ
スの集油の平均的な資源量とほぼ比例
することから、同じ関係が成立してい
ると考え、⑥式を次のように書き換え
た。
　FM＝F0（1－e－M・R）　⑧
Rは各クラスの集油の平均資源量、M
は探鉱量の指数（時間とともに探鉱
効率が変化しなければ坑井数に比例
する）、FMはMに対応する各クラスの
既発見油田数を示す。Mにいくつかの
値を与え、⑦式および⑧式からその時
点の既発見油田数を計算し、その結果
を図4に示した。M値 （探鉱量）の増
加に伴い、直線部分が左上へと延びて
いき、油田数は大規模なものから順次
飽和してべき乗分布に乗る。これは探
鉱の進行に伴う現実の油田規模分布の
変化とよく対応している。既発見油田
規模分布はM＝5×10－9のケースにほ
ぼ一致しているが、小さいクラスで現
実の油田数がむしろやや上回っている
のは世界各地の探鉱密度が一様ではな
く、特に米国陸上で極端に熟成してい
ることに起因している。いずれにせよ、
全世界についても集油規模をべき乗分
布とした仮定から現実の油田規模分布
がほぼ再現された（文献3）。

⑻ 世界の石油資源量の推定
　各堆積盆地や全世界の集油規模がべ
き乗分布で近似できることが明らかに
なったが、これらの集油がすべて発見
された時の合計資源量を算出してみ
る。べき乗分布は概念的には無限小ま
で延長できるが、ここでは経済限界
を設けて小規模側をカットし、その
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資源量規模（R）より大きな集油の合
計資源量（ΣR）を算出し、図5にプ
ロットした。⑦式でK＝1.5×1012とし
たケースが図中の最小ケースである。
次の理由により、実際は巨大油田の発
見も飽和に達しておらず、今後曲線は
右上にシフトするので過去のトレンド

（文献8）を参考にK＝2.0×1012とK＝2.5
×1012の2ケースも図示した。
① 既発見油田の埋蔵量は評価の進行や

回収技術の向上により多くの場合
「成長」する。

② 極地や深海はまだほとんど探鉱され
ておらず、巨大油田も含めて追加発
見が期待される。

③ 「探鉱パラダイムの変換」（文献9, 
10）により、背斜とは異なるタイプ
の油田の追加発見が多く見込まれ
る。

　油田の経済限界は地域により大きく
異なるが、今後の技術の進歩や油価の
上昇も考慮して、ここでは全世界平
均で100万バレル程度と考え、図5から
世界の石油資源量を読み取った。その
結果、世界の石油の総資源量は3 ～ 5
兆バレル、中間ケースで約4兆バレル
となり、これは楽観論の代表である
USGS 2000の3兆バレルよりも大きい。
油価の上昇や技術の進歩により経済限
界規模が低下すれば、資源量はさらに
増加する（例えば、経済限界が10万バ
レルになれば、資源量は各ケースとも
約1兆バレル増加する）。すなわち、資
源量だけに限れば、従来の楽観論より
もさらに大きいと推定される。

⑴ ハバート曲線
　この豊富な石油資源量は今後の需要
増に応じて自由に増産が可能な「チー
プオイル」を意味するのであろうか？

2. 今後の石油生産量と
原油価格の予測

　この問題を考えるに当たって、悲
観論の根拠となっている「ハバート曲
線」を検討してみる。これは、M.K. 
Hubbertが1956年に発表したベル型曲
線で、米国本土の石油生産は1970年を
ピークに減退すると予測した。当時米
国は石油増産中で、この予測は各界か

ら猛反発を受けたが、石油生産は実際
に1970年をピークに彼の予測をほぼな
ぞる形で減退した。悲観論は世界の石
油生産は今まさにピークに達している
としており、「ハバート曲線」は「ピー
クオイル」説として再び脚光を集めて
いる。同曲線は人口論などで用いられ

世界の油田規模分布の再現
出所：文献3より転載図４

世界の石油資源量の推定図５
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るロジスティック曲線を石油生産に適
用したもので、次式で表現される。
　dQ/dt・1/Q＝a－（a/Q0）Q　⑨
　Qは累計生産量、aは初期生産量増
加率（dQ/dt・1/Q）、Q0は総生産量（資
源量）、tは時間。
　生物の繁殖率が個体（または「つが
い」）ごとにほぼ一定であると仮定す
ると、栄養（食料）やスペースの制限
がなければ個体数は一定の増加率（a）
で指数関数的に増加する。しかし実際
には、個体間の干渉、栄養の制限、老
廃物の集積などにより、個体数が増加
すると増加率は低下し、ある段階で個
体数は飽和に達する。この個体数に
対する増加率の減少を直線的（傾き
a/Q0）と仮定したものが⑨式の「ロ
ジスティック曲線」であり、1838年に
ベルギーの数学者P. Verhulstにより
提唱されたものである。生産された石
油が「子孫」を生み出して増殖するわ
けではないので、これを石油生産に適
用する理論的根拠はないが、二つのパ
ラメータ（例えば⑨式中のaとQ0）さ
え与えれば曲線は一意に決定すること
から、初期の生産履歴のカーブフィッ
ティングだけで、ピーク生産量、その
時期、総資源量などが求まる。
　世界の生産量推移は、1980年以降の
需要の落ち込みを除くと「ハバート曲
線」の前半で比較的良く近似され、悲
観論はこれを根拠に、石油生産は今後
減退に転じ、総資源量は1.7 ～ 2.1兆バ
レルであると推定している（文献2）。

⑵ 石油生産能力のシミュレーション
　成因論的根拠がなくカーブフィッ
ティングも恣意的であるという批判に
対し、「ピークオイル」論者は、発見
量推移も「ハバート曲線」で近似でき、
生産量はこれをそっくりそのまま何年
か遅れで繰り返しているとして、生産
量推移が「ハバート曲線」に従う理由
を説明している（文献2）。そこでここ

では、この前提が成立しているかを検
証しつつ、現実の生産量推移が何を反
映しているのかを探ってみる。
　発見された油はその何年か後に全量
を一時に産出するわけではなく生産開
始後数十年間にわたって生産される。
これを考慮して、単純化した次の仮定
に基づき世界の生産能力の推移を計算
した。
　① 1945年から毎年300億バレルの発

見（および「埋蔵量成長」）がある。
　② この発見量は次のプロファイルで

生産可能である。
 開発期 5年  （生産準備期間）
 増産期 5年 30億バレル （直線増産）
 プラトー期 15年 150億バレル （10億バレル／年）
 減退期 25年 120億バレル （年6.25％減退）
　　 この生産プロファイルは、野本・

藤田（文献11）の世界の225個の
巨大油田の研究成果に基づいて設
定した。

　この仮定はシンプルであるが次の理
由により現実をかなり良く反映してい
る（文献3）。
① 石油の発見量は1945年から急増し、

1980年頃までは年平均約300億バレ
ルであった。

② 1980年以降は発見量が減少している
が、埋蔵量統計によると毎年約300

億バレルが追加されている＊2。これ
は回収率向上などによる「埋蔵量成
長」が加わっていることによる。

　この仮定に基づく計算結果と実際の
生産実績との比較を図6に示す。1944
年以前の発見を無視しているため、生
産開始は1950年となり1957年までは実
績をやや下回っているが、1958 ～ 80
年は実績とよく一致していて、この期
間は生産能力と需要がほぼ釣り合って
いたと見なせる。一方1980年以降は石
油危機後の需要の落ち込みに相当し、
生産能力は実績をかなり上回り1994年
から年間300億バレルのプラトーに達
している。その後需要（生産実績）は
徐々に回復し、今また生産能力に接近
してきている。
　いずれにせよ埋蔵量追加推移をベル
型の「ハバート曲線」（の前半）では
なく、毎年一定と仮定しても、生産プ
ロファイルの重ね合わせ効果により生
産能力は「ハバート曲線」の前半に似
た曲線になる。逆に、埋蔵量追加推移
をベル型の「ハバート曲線」と仮定す
ると、生産量推移は増産も減退もより
緩やかになり、元のベル型曲線には一
致しない。

＊2： 1987年と1989年にアラビア湾岸諸国が公表埋蔵量を大幅に上方修正したが、この増加分は政治的要因によるとの指摘があり、ここでは差し引いて考え
ている。

点線は楽観論の典型的生産予測（年2％増産、USGSの中間資源量）、破線は生産予測Bを平滑化したもの
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⑶ 石油生産量推移の予測
　図6にはA、B 2ケースの将来予測も
示した。Aは、2005年以降は石油の発
見も「埋蔵量成長」も全くない非現実
的ケースであるが、その形態は「ハバー
ト曲線」に酷似していて、総資源量は
1.8兆バレルと悲観論に一致する。米
国の鯨油、ペンシルバニアの無煙炭、
英国の石炭などの生産量推移も「ハ
バート曲線」に似たベル型を呈するが、
これらの資源は枯渇したわけではなく
輸入や他の資源との競合に敗れたもの
で（文献12）、「ハバート曲線」は探鉱・
発見が停止した結果と見なすことがで
きる。すなわち、近い将来に新エネル
ギーが全面的に代替することにより石
油の探鉱・発見が停止しない限り、減
退側がより緩やかになり、左右対称ベ
ル型の「ピークオイル」とはならない。
　米国の石油生産も枯渇したというよ
りは海外の安い原油との競争に敗れ衰
退したと見るべきかも知れない。さら
に、米国の石油生産は、アラスカやメ
キシコ湾深海も加えると、右側にもう
1つあるいは複数のピークができ、減
退も「ハバート曲線」よりずっとなだ
らかになる。世界の各地域の石油生産
量推移にも複数ピークを示す例や、減
退側が増産側に比べるとずっと緩やか

な非対称形を示す例が多い。旧ソ連の
石油生産量推移は1987年をピークに減
退を開始しており、左右対称ベル型の

「ハバート曲線」の典型例とされ、米
国に比して増産が急激であった分、減
退も急激であると説明されていたが、
1997年以降再び生産は上昇に転じてい
る（文献13）。
　Bは前章で得た中間ケースの資源量
4兆バレルに至るまで、毎年300億バレ
ルの発見＋「埋蔵量成長」が続くケー
スで、21世紀末近くまで300億バレル
／年のプラトー生産が継続し、その後
Aの曲線の後半と同じ形で減退し、22
世紀前半に生産は停止する。実際は後
期には発見＋「埋蔵量成長」が減速す
ると考え、今後の石油生産を図中の破
線のように、21世紀半ばより徐々に生
産が減退し、22世紀半ばにほぼ生産が
終了すると予測した。探鉱努力や技術
の進歩により今後も半世紀程度は毎年
約300億バレルの埋蔵量追加が行われ、
省エネや他資源への転換により石油需
要がこの生産能力の範囲内に抑えられ
ることを前提に、このケースを「標準
シナリオ」と考えた。新エネルギーへ
の代替が進み、石油需要がこれより低
く抑えられれば、石油の寿命はさらに
延びることになる。

⑷ 制限される生産能力
　楽観論に基づくEIA（米国エネル
ギー情報管理局）などの生産予測が
年1 ～ 3％の需要増に応じて増産して
いく図6中の点線（年率2％の増産、
USGSの中間資源量のケース）のパ
ターンなのに対し、より資源量の多い
本予測で生産が年300億バレルを越え
ないのは、石油の生産は探鉱・開発・
生産システムにより規制されており、
総資源量が自由に生産できないことに
よる。油価が上昇しても探鉱量はすぐ
には増加せず、探鉱活動が促進されて
も、発見量はすぐには増加しない。発
見されてもその資源量は数十年間にわ
たって産出されるので、こうした変化
は長期間にわたって徐々に進行し、速
効的な影響は期待できない。事実、最
近の油価上昇によっても探鉱活動に顕
著な増加は認められないし、過去の油
価急騰の際にも発見量や生産能力の有
意な増加は認められていない。
　上記「標準シナリオ」は、将来も毎
年平均300億バレルの埋蔵量追加（発
見＋「埋蔵量成長」）があることを前
提としている。この量は、今後の探鉱
量および探鉱・生産技術の進歩に依存
していて、油価動向や企業の投資意欲
とも関連しており、正確に予測するこ
とは困難だが、以下の考察が可能であ
る。
　図7は、図4の各M値（探鉱量指数、
探鉱効率が変化しなければ坑井数に比
例）に対する世界の累計埋蔵量の変化
を計算し、油田規模に分けて示したも
のである。現在M値（×10－9）は5と
10の間付近に相当し、2兆バレル弱の
累計埋蔵量（既生産量を含む）が発見
されている。図7ではM値の増加に伴
い、埋蔵量は一見直線的に増加してい
るが、この図が片対数グラフである点
に注意する必要がある。M値を5→10
→20と倍々に増加させても（すなわち
過去の全探鉱量を繰り返しても）埋蔵
量は各々 2,000億バレル程度しか増加

探鉱量に伴う世界の埋蔵量の増加図7 
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しない。しかも今後の追加はほとんど
が小規模油田であり、獲得エネルギー
や収入に占める投入エネルギーやコス
トの割合が大きくなり、商業開発がよ
り困難になる。
　次の理由により、図7は埋蔵量追加
をかなり過小評価しているとはいえ、
過去と同じペースで埋蔵量追加を継続
することが容易でないことは理解され
よう。
　① 図7は新規発見のみを考慮してい

るが、実際には1980年以降は「埋
蔵量成長」の寄与が大きい（最近で
は埋蔵量追加の約2/3を占める）。

　② 極地や深海などのフロンティアお
よび背斜とは異なるタイプの油田
が充分考慮されておらず、大規模
油田も含めてこれ等による追加が
期待される（文献9, 10）。

　③ 三次元地震探査など最近の探鉱技
術の進歩は著しく（文献14）、M
値を倍増させるのに必ずしも2倍
の坑井数は必要ない。

　すなわち、「資源量」は豊富ではあ
るが、今後ますます小規模化する油田
を発見していくには質・量両面で相当
の探鉱努力が要求され、また回収率（地
下量に対する回収量の比率）には上限

（100％）があることから「埋蔵量成長」
も無限には期待できない。「標準シナ
リオ」は充分達成可能であると考える
が、そのためには探鉱と技術開発への
大規模な投資が必須である。
⑸ ダブルタンクモデル
　こうした石油の資源量・埋蔵量と探
鉱・開発・生産のシステムはダブルタ
ンクモデル（図8）とのアナロジーを
考えると理解しやすい。上の傾いてい
るのが資源量（正確には蛇口レベルよ
り上の液量が、資源量から累計生産量
および残存埋蔵量を差し引いたものに
相当する）のタンク、下にあるのが埋
蔵量のタンクで、最初は両方とも空で
あった。生物の発生に伴い太陽エネル
ギーの一部が固定され、そのまた一部

が化石燃料として地下に蓄えられる。
この過程を図では上のタンクに落ちて
くる液滴で表現している。上のタンク
の底には穴が開いていて、そこから微
量の液滴が落ちている（破壊・湧出な
どによる散逸を表現している）が、タ
ンク内の液位は徐々に上昇し、資源量
は増加してくる。この過程は数億年継
続して蛇口のレベルより上（「在来型」
石油の回収可能量に相当）だけで3 ～
5兆バレルたまった。
　人類は古代エジプト・メソポタミア
の時代から石油を使用しているが、こ
れはタンクの底から漏れている液滴を
使用していたもので、この限りでは石
油もバイオマスなどと同じ更新可能エ
ネルギーである。上のタンクへの流入
と底の穴からの漏出は、数千万年～数
億年の地質学的時間スケールでは意味
があるが、数十年～数百年の人間の時
間スケールでは無視できる。
　それが1859年のドレーク井または
1901年のスピンドルトップの大発見以
降、上のタンクの蛇口が開かれ、下の
タンクへと液が注がれだした。これは、

発見された資源量のうちその時点の技
術と経済環境で商業的に回収可能な
量が埋蔵量として確保されることを意
味する。上の蛇口が大きく開かれたの
は背斜説と反射法地震探査技術が確立
し、探鉱活動が世界全体に拡大した第
二次世界大戦後で、1945年以降は年平
均300億バレル（累計では2兆バレル弱）
が上のタンクから下のタンクへと落ち
ていった。この流出により上のタンク
の液面は低下するので（未発見資源量
の減少や油田の小規模化に相当）蛇口
にかかる液圧は低下し、開け方が同じ
であれば流下する液量は徐々に減少し
ていく。300億バレル／年を維持する
には蛇口を徐々に開けていく必要があ
り、これが探鉱量の増加、探鉱技術の
進歩による発見率の向上、生産技術の
進歩による回収率の向上などに相当す
る。こうやって少なくとも20世紀末ま
では、発見量に「埋蔵量成長」を加え
ると、毎年平均300億バレルが流下（埋
蔵量追加）してきている。
　下のタンクの蛇口は最初から開いて
いたが、そこからの流出量はタンク液

ダブルタンクモデル図8 
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などによる経済限界の低下

数千万年～数億年
かけての石油の生成・集積

可採資源（本論の
「資源量」に対応）

非可採資源（小規模など）

原油の漏出
（古代からの石油利用）

原油生産

油田の発見・評価
（ドレーク井以降）

Resources

Reserves
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面の低い当初は小さかった。それが下
のタンクの液位上昇に伴い、蛇口にか
かる液圧が上昇し、流出量も徐々に増
加していく。1980年以降は、需要が減
少したため、下の蛇口が若干絞られ、
これに呼応して液面は更に上昇した
が、現在、下からの流出量は流入量に
ほぼ等しい300億バレル／年となって
おり、下のタンクの液量は約1兆バレ
ルで平衡に達している。今ここで上の
タンクの蛇口を閉じることは図6のA
のケースに相当し、下のタンクの液面
の低下に伴い流出量は「ハバート曲線」
の後半部をたどって減少し、約50年後
には下のタンクは空になり流出は停止
する。
　下の蛇口をより開くことにより一時
的に流出量は300億バレル／年を超え
ることができるが、タンク内の液位（す
なわち液圧）が低下してきて、結局流
出量は流入量と等しくなる液位で平衡
に達する。これは生産井の追加掘削な
どにより一時的に生産量を増加させて
も、結局それは埋蔵量の枯渇による減
退を招くことに対応する。すなわち継
続的に流出量を300億バレル／年以上
に保つには、上のタンクからの流入量

（埋蔵量の追加）を増やす必要がある。
300億バレル／年の流入量を継続する
だけでも、今後も上の蛇口を徐々に開
いていかねばならず、これを更に上回
ることは難しい。仮に上からの流入量
が増加しても、それは、とりあえずは
下のタンクの液面を上昇させることに

なり、埋蔵量の増加がそのまま流出量
（生産量）の増加につながるわけでは
ない。
　資源量を増加させるもうひとつの方
法がある。図5で検討したように、高
油価などにより経済限界規模が1/10に
なれば資源量は約1兆バレル増加する

（さらに「非在来型」石油の商業開発
可能量も増加する）。これは図7におい
て、上のタンクの傾きを徐々に直立に
戻すことに相当し、従来蛇口レベルよ
り下位にあった液体も流出可能な「資
源量」に繰り込めることになる。
　いずれにせよ重要なポイントは、こ
れまでは300億バレル／年の流入量（埋
蔵量の増加）に対して流出量（生産
量）が少なかったので下のタンクの液
面（残存埋蔵量）が上昇を続けてきた
が、いまや流入量と流出量が一致して
しまったため、下のタンクの液位は平
衡に達していて、今後の増産が困難に
なってきているということである。

⑹ 原油価格の将来展望
　過去2回（1973、1979）の石油危機は、
図6で生産実績（需要）が生産能力に
極めて接近した点に相当し、この時油
価は急騰した。アナリスト達は、政治
要因、在庫レベル、先物ポジションな
どにより油価を予測しているが、それ
は短期予測であり、必ずしも的中して
いない。これらの要因は油価変動の引
き金となったり、それを増幅したりす
ることはあっても、中長期的な油価は

基本的には探鉱・開発・生産システム
に基づく生産能力と需要のバランスに
依存していると筆者は考える。
　今、石油生産（需要）は300億バレ
ル／年の生産能力にほぼ到達してきて
いて（実際には、1980年以降の生産実
績の落ち込みに起因する生産余力があ
る程度存在するが）、需要が恒常的に
発見量＋「埋蔵量成長」、すなわち生
産能力を上回るという過去に経験のな
い時代に突入しようとしている。過去
2回（1973、1979）の油価高騰は需要
と生産能力が急接近したときに起きて
いるが、このときは生産能力自体も成
長中であった。一方、現在生産能力は
300億バレル／年のプラトーに達して
いて、このレベルを維持することすら
困難になりつつある。筆者はこれが最
近の油価の大幅上昇の真の原因である
と考え、楽観論よりも大きい資源量を
推定しながらも、今後は定常的に高油
価が持続すると予測している。
　さらに、需要と供給能力が接近した
ため、「カオス」が発生しやすく、今
後の油価は些細なきっかけで高騰しか
ねない。油価の安定を望むのなら、需
要の抑制と探鉱の促進がきわめて重要
となる。逆に、石油探鉱の促進、新エ
ネルギー技術の確立および環境負荷の
小さな循環型社会システムの構築によ
りカタストロフィを回避するために
は、安定的な高油価がむしろ望ましい
と筆者は考えている。

　石油は現代文明を支え続けてきた
が、資源の枯渇と環境汚染という深刻
な問題を惹起しており、環境負荷が小
さく更新可能な新エネルギーへの転換
が急務である。この転換においては、
石油の資源量、生産量、油価等により

3. まとめ
－ソフトランディングに向けて

充分な移行期間と経済性が確保できる
かが鍵となる。
　石油の集油規模はべき乗分布と推定
され、この母集団に探鉱過程を模した
サンプリングを施すことにより現実の
油田規模分布は再現される。この前提
に基づくと世界の石油資源量は従来の
諸説より大きい3 ～ 5兆バレルと推定
され、過去の累計生産量の少なくとも

3倍程度は地下に残されている。しか
し、生産量は探鉱・開発・生産システ
ムの制約を受けていて、各年の発見量
＋「埋蔵量成長」を大きく上回ること
はできず、21世紀前半は約300億バレ
ル／年のプラトー生産が続き、その後
22世紀半ばにかけて徐々に減退してい
くと予測される。これは、年率1 ～ 3％
で増加する需要を完全に満たすことが
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できず、今後高油価が持続することを
意味する。今後は油価が高騰しやすい
状況となり、安定的な油価を望むのな
ら、需要の抑制と探鉱の促進が必須で
ある。
　すなわち、石油資源量は1.7 ～ 2.1兆
バレルで現在をピークに増産期を裏返
して減退していくという「ピークオイ
ル」説は正しくないが、一方、安価で、
今後の需要増に応じて自由に増産して
いく「チープオイル」も期待できない。
ソフトランディングを円滑に行うため
には、むしろ安定的な高油価が望まし
いと筆者は考えている。
　天然ガスは、石油に比して残存資源
量が多く、CO2排出量も少ないことか
ら、当面はこの需給ギャップの大半を
埋めることになるが、化石燃料の宿命
である枯渇と環境汚染の問題から逃れ
ることはできず、このギャップは究極
的には新エネルギーが埋める必要があ
る。上記のシナリオによれば、新エネ
ルギーは高油価により経済性を確保し
つつ、需給ギャップを徐々に埋めなが
ら一世紀以上の移行期間を経て石油を

完全に代替することになり、従来の諸
予測に比較するとソフトランディング
の実現性は高い。
　タールサンドなどの「非在来型石油」
やメタンハイドレートなどの「非在来
型天然ガス」、および石炭は、その資
源量が莫大なことから（文献12）、高
油価環境下では「新エネルギー」の一
部としてこの需給ギャップを埋めるこ
とになろう。しかし、これらの資源は
その組成、回収方法、改質の必要性な
どからエネルギー効率（投入エネル
ギー当たりの獲得エネルギー）や環境
負荷の点でハンディキャップがあり、
また枯渇性の化石燃料であることには
変わりがない。これらの資源に大きく
依存することは、問題を先送りするだ
けで、破局はより深刻になりかねず、
その前に更新可能な新エネルギー技術
を確立することが望ましい。石油を代
表とする化石燃料は化学的にも多くの
有用な特徴を備えており、エネルギー
として使い尽くすのではなく、他資源
では代替できない用途限定の「貴重品」
として次世代にも残しておきたいもの

である。
　ソフトランディングに向けて、資源
量、時間的余裕および経済性は確保さ
れる可能性があることが示されたが、
このシナリオは無条件で保証されてい
るわけではない。まず、新エネルギー
技術の確立と循環型社会の構築を急
ぎ、今後のエネルギー需要増をまかな
いつつ、1世紀以上をかけて完全に石
油を代替せねばならない。一方で、石
油探鉱の促進と開発技術の進歩によ
り、当面は過去と同程度の発見量＋「埋
蔵量成長」を維持していく必要がある。
埋蔵量追加と生産量維持はますます困
難になってくるとはいえ、石油資源量
は従来の諸予測よりむしろ大きいと予
想され、「探鉱パラダイム変換」（文献
9, 10）と開発技術のブレークスルーに
より充分達成できるシナリオであり、
挑戦する価値は大いにある。新エネル
ギーと石油開発の両分野は実は競合す
るのではなく、人類文明の破局を回避
するために緊密な連携をとりつつ、そ
れぞれが最善を尽くすことが求められ
ている。
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