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現代石油文明の次はどんな文明か  
------ 一次エネルギーが決める文明のかたち----- 

 
まえがき 

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分 18 秒、マグニチュード９の東北地方太平洋沖地震が発生し

ました。そして地震と津波によって未曾有の規模の東日本大震災、福島第一原子力発電所

レベル７の過酷事故が起こりました。この世界史的な巨大災害に世界の人々が心ひとつに

同情を寄せ、大多数の日本人も復興に協力を惜しみませんでした。突然に地獄に叩き落さ

れた被災者の方々は歯を食いしばって、たましいを振り絞って復興に立ち向かっています。

しかし、国の復興の内容は対症療法の域を出ず、日本の風土を根本から見直したものにな

っていません。そのため、惨事に便乗する火事場泥棒のような動きが目立ち、復興予算の

流用にまで及んでいます。そして形だけの除染作業だけでなく、汚染水のタンク漏出事故、

地下水の放射能汚染によって原発事故レベル３の災害を重ねて起こし、それでも原発の売

り込みを止めません。世界の人々は同情しなくなり、道と心を失った日本の信用は凋落し

ていきます。 

国土とインフラのメンテナンス能力の低下で起こっている事故は、３・11 の巨大人災に

限らず、中央高速道路笹子トンネル天井落下事故、JR 北海道の異常レール放置事故も同じ

です。日本の経済社会が提供するモノやサービスには故障が少なく、心の行き届いている

ことで高い信頼がありました。それが 近では、文明の基本的インフラを維持する能力低

下が露わになり、そして社会と人心が明らかに荒んできています。 

 なぜなのか。根本的には、現代社会は石油文明と同義ですが、その社会の動脈を流れる

石油が生産ピークに至って高価格化が進み、そのコストが社会を構成する人々の生活費と

社会の安全、将来の安心にしわ寄せされているからです。文明は、水と同様に安くて良質

のエネルギーが定常的に注入できなくなると衰えます。ヒトの体調が食糧事情に因るのと

本質的に同じです。 

日本の支配層に限りませんが、文明的に閉塞の現状を石油文明の繁栄のときと同じ論理

で突破しようとしています。格差貧困、国民負担増、社会秩序劣化、東京集中と地方過疎

化が進みますが経済は成長していません。‘これでは国がつぶれる、文明崩壊する’との怖

れが、いくつかの国にみられるように現実感として、日本国民の中に広がっていきます。 

端的にいって、やがて石油文明が終焉します。その文明構造のコアであるグローバルな

資本主義制度が限界に至ります。なぜならグローバル経済はグローバルな輸送システムに

支えられているので、石油が不足し、高騰すると成り立たなくなるからです。よって、必

然的に、石油に頼らない地域経済を中心にした低エネルギー社会へ移行することになりま

す。それは自然との共生社会でもあります。 

私は、大学で地球物理学を学び石油開発会社に勤めた者です。学生時代には探検部に属
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して、文明や生態について勉強する機会もありました。人生のこれまでに蓄積した知識を

整理して、今後の社会について、子の時代に語り置くことができればとの思いがありまし

た。そのようなときに、５年ほど前、石井吉徳東京大学名誉教授・NPO 法人もったいない

学会会長の「石油ピーク論」「有限地球論」と出会いました。石井先生とは地球物理学の物

理探査専門家として 30年以上前から存じていましたが、文明観も似ているとは幸運でした。 
文明の構造はエネルギーによって決まります。その視点で、石油文明が次の低エネルギ

ー文明へ平和的に移行させる展望を見出すために、「エネルギー観で文明をとらえる」こと

が重要だと考え、学習し、本稿を執筆しました。動機は、子と孫の時代が、石油がなくて

も幸せな社会、平和な社会であって欲しいからです。    

そこで本稿は、石油を知り、人類の歴史から価値を学び、エネルギーの文明的な尺度を

導入して石油文明の生い立ちから終焉の流れを捉えた上で、次の文明を展望するよう組み

立てました。 
本著は、第１章で「石油とは何か」について、文明の理解に必要な知識を整理します。

石油も魚の切り身もカネで買えるので、その正体がどんなものか知らなくても不自由しな

いで通ってきています。しかし、石油文明が黄昏てくると、それでは時代の変動を読むこ

とができません。 
第 2 章で、文明の盛衰を測る科学的ツールとしてエントロピーとエネルギー収支比につ

いて説明します。これが理解できると、エネルギーの質、文明の本質、そして石油文明に

ついて、ストーンと整理されると思います。 
第 3 章では、人類史の文明をレビューして、日本列島で産み出された縄文文明と江戸文

明の価値の評価を試み、日本人が本来すべき拠りどころを確認します。 
第 4 章では、化石燃料文明、とりわけ石油文明の盛衰について試論します。 
第 5 章では、石油ピークにある現在を石油文明黄昏期とし、石油ピークの実際について、

そして石油文明の劣化の実際について触れます。 
第 6 章では、石油文明終焉の危機感から様々な代替エネルギー論が出されていますが、、

それらの問題点をエントロピーとエネルギー収支比を主なツールとして評価します。 
第 7 章では、石油代替エネルギー論と関連して新たな社会論が出ていますが、それらの

科学的評価を試みます。次いで、原発を含めて文明と災害の問題などに言及し、さらに文

明転換にかかる事例等に触れます。 
第８章では、低エネルギー文明、あるいは自然との共生文明のいくつかの構造要素、地

域社会ユニット、エネルギーと食糧自給、輸送、労働などについて説明し、低エネルギー

文明の経済、価値観に言及します。 
本書が、石油文明がやがて平和的に終焉し、次の低エネルギー文明に軟着陸できること

を希求して、私なりにまとめた極めてささやかな拙稿です。 
手に取っていただいた方に感謝申し上げます。 
                   2013 年 11 月  著者 
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現代石油文明の次はどんな文明か  
------ 一次エネルギーが決める文明のかたち----- 

まえがき 
第1章 文明の生き血、石油のエッセンス 
 １．石油を知って文明を語ろう 
 ２．石油が生まれて油田ができるまで 

３．石油生産のパターン 

≪一本の石油生産井≫ ≪油田生産の生涯≫ ≪生産減耗の実際≫ 

４．油田の分布と埋蔵量 

  ≪油田の在り処≫ ≪可採埋蔵量とその不思議≫ ≪油田の規模と発見の偏り≫ 

 ５．石油のタイプ分け 
≪在来型石油、非在来型石油≫ ≪イージーオイルとハードオイル≫ 

第２章 文明を測る科学的ツール 
 １．エントロピーとエネルギー収支比 
２．エントロピー増大原理とは  

   ≪エントロピー増大はエネルギー拡散≫ ≪モノの製造におけるエントロピー≫   

  ≪地球の廃棄物処理メカニズム≫ ≪エントロピーでみる文明の展開≫ 

３．一次エネルギーは自然の恵み 

     ≪一次エネルギーの質を決める要件≫ ≪石油は 優秀なエネルギー≫  

   ≪文明を支える余剰エネルギー≫ 
 ４．文明を差配するエネルギー収支比（EPR） 

≪エネルギー収支比の考え方≫  ≪EPR が小さくなると石油価格が急騰≫ 
  ≪EPR の譬え話≫  ≪R/P 可採年数は意味がない≫ 

５．EPR ＜10 の世界 
   ≪EPR と余剰エネルギーの関係≫ ≪ネットハバートモデル≫ 
第３章 人類史にみる日本文明の価値 
１．文明はエネルギー・森林・人智で創られる 
  ≪余剰エネルギーと文明≫  ≪人智と文明の盛衰≫  
２．未開から文明へ 
  ≪グレートジャーニーが人類文明を拓く≫ ≪人類の文明は土器発明に始まる≫ 

≪文明の原型と文明のタイプ≫ 
３．自然環境と文明タイプ 
４．縄文文明の価値 

≪列島に咲いた縄文文明 ≫ ≪森林の存続と文明の盛衰≫ ≪ポスト縄文文明≫ 
５．もったいない社会だった江戸文明 
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≪天下泰平の道≫ ≪江戸もったいない文明の点描≫ 
第４章 化石燃料で特異成長した人類の文明 
１. 森林資源と化石燃料 

２．化石燃料による文明の革新 

≪近代以降の文明≫ ≪近代文明と科学技術≫ ≪文明のかたち資本主義の成立≫ 
３．エネルギー革新：石炭から石油へ 
４．石油文明の成長・成熟 

≪文明の成熟期≫ ≪文明の繁栄期≫  ≪文明の変調期≫ 
第５章 石油ピーク文明の黄昏 
１．石油ピークで石油文明の黄昏 
２．石油ピークが進行中 
  ≪国際機関が告げる石油ピークの到来≫ ≪ 大の産油国サウジアラビアの動き≫ 
  ≪巨大油田の減耗が告げる石油ピーク≫ ≪石油のエコノミーが語る石油ピーク≫ 

   ≪「石油ピークは死んだ」論の欺瞞≫ 
３．一次エネルギー全体の生産ピーク 

≪一次エネルギーのピークはいつ頃か≫≪一次エネルギーの EPR：現在と近未来≫  
4. 石油ピークで文明が不合理に 
 ≪石油需要の増減と GDP 増減の相関≫ ≪資本主義の変貌とグロバリゼーション≫ 
 ≪ＧＤＰとＧＰＩの乖離≫ ≪大都市集中と地方没落・一極集中の進行≫ 
 ≪フードマイレージとバーチャルウォーター≫ 
５．石油ピークで社会が貧しく 
 ≪総中流社会から格差社会へ≫ ≪国民の数の減少と質の劣化≫ 
≪存続基盤の崩壊につながる環境汚染≫ 

第 6 章 石油文明存続の代替エネルギー探し 
１．IEA の長期石油生産予測は正しいか 
２．石油代替エネルギーで石油文明の延命はあるのか 
３. シェールオイル/ガスの限界 

 ≪在来型とのエントロピーの違い≫ ≪米国でのシェールオイル/ガスの開発≫ 

４．メタンハイドレートの運命  
 ≪ＭＨガス生産工程≫ ≪ＭＨガスの EPR≫ ≪フリーガスの夢≫ 
５．オーランチオキトリウム藻から石油製造の夢想 
≪藻類から石油製造≫ ≪想定の藻石油生産工程≫ ≪藻石油生産の経済性≫ 

６．狂想の宇宙太陽光発電 
 ≪SSPS の総合発電効率≫ ≪SSPS の欠点・膨大な施設コスト≫ 
７．エントロピーに逆らう海水ウラン収集 

  ≪海水ウラン捕集というエントロピーの問題≫ ≪海水ウラン捕集設備とコスト≫ 
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第７章 ポスト石油の文明社会論 
１．ポスト石油文明を考える前提 

≪現代日本社会の EPR≫  ≪人類史的視野で考える≫  
２．石油ピーク後、どれがまともな社会像か 

  ≪社会像論が続出する背景≫ ≪太陽エネルギー社会論≫ ≪水素社会論≫  
≪低炭素社会論≫ ≪循環型社会論≫ ≪持続可能社会論≫ 

３．原子力発電、今でなければいつ止められるのか 
≪列島の原発立地環境≫ ≪原発を動かしている化石エネルギー ≫ 
≪原発は石油なき時代に存続できない≫ 

４．癒着から自立へ、神話から科学へ戻ろう 
５．畏怖のエネルギーに文明はどう対応するか  

≪文明と風土と災害≫ ≪日本文明と防災観≫ 

６．文明の崩壊か、軟着陸か 

≪文明崩壊の４つのカテゴリー≫ ≪石油ショート：２国の対応≫ 

≪北朝鮮とキューバの教訓≫ 
７．文明のかたちを変えなければ国民の幸福はない 

第８章 自然と共生の低エネルギー文明へ 
１． 石油に依存しない低エネルギー文明のかたち 

２． バイオリージョンが地域経済のユニット 

３．日本の食糧自給は可能 

４．低エネルギー社会に適した農業 

≪世界で進む都市農業≫ ≪日本の風土に適した立体農業≫ ≪農法と食糧 EPR≫ 

５．日本は自然エネルギーの宝庫 

 ≪自然エネルギーの賦存量と EPR≫ ≪地熱がクローズアップ≫ 
  ≪スマートグリッドで地域エネルギー自給≫ 

６． 移動手段の低エネルギー化 

７． 身体を動かすことの値打ち 

８． 低エネルギー社会の経済 

   ≪資本主義から共同体主義へ≫ ≪E.F シューマッハーの小規模経済・技術≫ 

９．低エネルギー文明を支える思想 

≪地球有限観≫ ≪もったいない生活観≫  ≪武士道に還る≫  

１０．地域分散社会つくりの方法 

≪食料とエネルギーの地域自給を目指す≫ ≪地域経済成長の成功要件≫ 
あとがき 
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第1章 文明の理解に必要な石油の知識 
 
１．石油を知って文明を語ろう 
私たちが社会生活で使用しているエネルギーは、産業革命の前までは、森林資源でした。

現代では、石油が動力エネルギーだけでなく、衣食住の素材に至るまで浸透しています。

文明のかたちは、一次エネルギーの質と、それを使う社会の人々の知恵で決まります。石

油エネルギーの質の良さとは、第一に生活温度で液体であって、使い勝手が良く、使途が

広いことです。第二に、エネルギーの濃集度が高いこと、すなわちエントロピーが低いこ

とです。第三に、石油を地下から生産する効率、すなわちエネルギー収支比（EPR）が高

いことです。エントロピーと EPR は、エネルギーや文明の質を測る便利なツールです。本

章で出てきますが、第 2 章で詳しく述べます。 
現代文明では、質的に 良のエネルギーである石油が水と同様に安価に手に入ります。

１バーレル 100 ドル≒10,000 円として、１リットル 60 円程度です。上乗せされる輸入税

と諸経費抜きの価格ですが、石油高騰といってもコンビニで売るミネラルウォーターより

安いのです。 

20 世紀に入って 1973 年の第一次石油危機までのあいだ、世界の石油価格は概ね１バー

レル 2 ドル以下（現在価値で約 20 ドル）でした。日本円でみて、戦後、1972 年まで１キ

ロリットル当たり 5,000 円未満、1 リットル 5 円未満でした。安くてエネルギーの質の高い

石油が社会の生き血として、産業と生活の全体、すなわち運輸、工業、農業、サービス業、

電力製造の主役・脇役、民生の隅々まで円滑に循環して、現代文明を築いてきたことは十

分に納得いくことです。 

近、米国で「技術革新によってシェールオイル・ガス革命」が起こったようにいわれ

ています。しかし、1990 年代から石油価格がバールル当たり 60 ドル以上に高騰すると、

シェールオイルの生産が可能だといわれていました。シェールガスも立方フィートあたり

５－７ドルでないと採算が合わない高価な天然ガスです。現在石油ピークが進行して、石

油価格の高騰してきていますので、シェールオイル・ガスの開発が可能になりました。 

 現代社会は石油に依存している文明です。しかし、その石油が地下でどのように生まれ、

どのように存在しているのか、石油はどのように減退していくのか、自噴する石油とシェ

ールオイルはどう違うのか、自噴する天然ガスとメタンハイドレートとはどう違うのか、

等の基礎的なことすら、中・高等教育、および社会教育で教えていないのが日本であって、

不幸なことです。先ず、石油文明を理解するために必要な石油に関するエッセンスについ

て、以下に述べます。 

 

２．石油が生まれて油田ができるまで 

石油・天然ガスの起源はともに、堆積盆地（地質時代のある時期に地殻の沈降した部分）

の中に生物遺骸が泥質堆積物と一緒に堆積したもので、石油根源岩といいます。石油根源
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岩は地下数千メートルにまで埋没し、有機成分（炭素と水素の結合したモノ）が酸化され

ない化学的条件の下で、地球の圧力と温度を受けて石油・天然ガスが生成されます。石油

と天然ガスの生成の差異は、生物遺骸のタイプにも因りますが、主として生成場の温度の

差異で決まります。石油は 90℃以下、天然ガスは 110℃以上の温度環境で、何百万年もか

かって生成されます。堆積盆地はプレート運動などの力を受けて変形し、褶曲と断層のあ

る地質構造になります。堆積盆地の石油根源岩の中で生成された石油は、地層圧（地層の

孔隙の中にある流体の圧力）と浮力によって排出されます。

 

そして石油は地層内の水より軽いので地層の中の孔隙や断層を伝って上方へ移動してい

きます。何百万年もかかって移動し、堆積盆地とその周辺の背斜構造等にある貯留岩の高

い場所に集積して油層が形成されます。油層は孔隙のある貯留岩の中にできます。砂岩、

石灰岩が代表的な貯留岩です。油層の上位と側方はこれ以上浮力で移動できないシールの

効いた稠密な岩石です。シールに適した岩石は、孔隙のない泥岩やシェール、稠密な石灰

岩などです。そのような油層が上下に何層も重なって、また隣り合って形成されるもので

す。これらをまとめて油田と名付け、石油生産のユニットになります。 
油田は 1 枚以上の油層からなります。各々の油層の孔隙の中には、岩石粒子に付着して

いる石油と流動できる石油の２種類があります。流動できる石油の量を可採埋蔵量といい、

油層の中を流動して坑井を通して地上へ揚油されます。油層の中の可採量の比率は概ね

30％ですが、油田が形成されている貯留岩の性状、および貯留されている石油の粘性度（軽

質成分が多いか、重質成分が多いか）によって異なります。 

 

３．石油生産のパターン 

≪一本の石油生産井≫ 

図表 1-1：石油の生成場所と油田のできる

場所の例（注１） 
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油田に一本の石油生産井を掘削し、その一本の生産井からの生産量の推移を考えます。

先ず、生産の試験を行って 適な採油能力を把握してから商業生産の開始です。生産の初

期には貯留岩にかかる地層圧が高いので勢いよく自噴します。ときが経つと地層圧が減少

して大気圧に近づくにつれて自噴力が弱まります。 

 

石油生産をはじめると石油生産井に向かってその周辺から石油が流入して生産に寄与し

ますが、石油が流れ出た周辺では地層水が孔隙に浸入してきます。やがて地層水も採掘の

坑井へ流入し、地層圧も減少して自噴できなくなります。そのため、油田の中に水などを

注入して地層圧を上げたり、ポンプで汲み上げること（リフティング）になります。 

さらに、油層の岩石粒子に付着している石油に流動性を与えて取り出す工夫もします。 
その技術を増進回収法（IOR）といいますが、回収量が限られており、エネルギーを多量に

使うのでエネルギー収支比が低くなります。エネルギー収支比が低すぎて採算が合わない

場合、IOR をせずに生産終了です。 

一本の石油生産坑井での生産量推移のパターンは、生産立ち上げ（ビルドアップという）

の間には次第に大きくなっていきますが、安定的な生産（プラトー生産ともいう）の一時

期が過ぎると、生産が減退（デクライン）していくパターンになります。 

 

≪油田生産の生涯≫ 

油田の面積は 10km2程度から 1,000km2を超える規模のものまで様々です。世界一のガ

ワ―ル油田は 4,000km2に及びます。予め地球物理学的・地質学的調査を実施して油田の規

模や構造、油層分布の概要を把握します。どんなに調査技術が進歩しても、油田を生産の

前に完全に把握することは不可能です。生産を積み重ねることによって次第に分かってく

るものです。どんなに技術を駆使しても、予め知り尽くせない地球の姿です。 

油田の中の油層の形や孔隙率(地層の孔隙の割合)、浸透率（孔隙の中を流動する速さ）

は均質でなく、非常に複雑です。従って、生産リスクの少ないと想定される場所から生産

坑井を適切な間隔で順次掘削し、生産量を増やしていきます。同時に生産とともに得られ

る油層のさまざまな情報を集積して油田の全体像を明らかにし、油田全体に対して 適に

なるように生産坑井を配置していきます。 

図表 1-2：テキサス州スピンドルトップルカス 1 号井の 

自噴（10 万バーレル/日）1901 年 1 月 10 日（注２） 
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どの生産坑井でも生産推移のパターンは「ビルドアップ＋ピークプラトー＋デクライン」

型ですが、油田全体での生産推移は、各生産井のビルドアップの年と期間、プラトー生産

量の大きさと期間、生産減退の継続年数の重ね合わせですから、油田での生産初期から生

産坑井が油田全体に広がるにつれて増加します。そして油田全体での 大安定生産量に達

してプラトーに推移します。その後は減退していきます。これが油田の基本的な生産量推

移、油田生産の生涯モデルで、一本の生産井の生産量推移パターンと類似します。 

老朽化の進んだ油田、すなわち 50 年～30 年前に生産を始めた既存油田に対して、前述の

ように増進回収法による採油増量が図られます。その方法にはいくつもあります。水攻法

で地層圧を付与する方法、熱攻法で石油の粘度低下させる方法、ケミカル攻法で界面張力

低下させる方法などです。実際には油田の性状と経済的効果に適した方法が適用されます。

どの方法もそれなりに大量のエネルギーを消費する採油方法です。 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの産油国にはいくつもの油田があります。それぞれの油田の規模、生産開始の時期、

生産能力が異なります。しかし一国の石油生産量推移モデルは、多くの場合、「ビルドアッ

プ＋ピークプラトー＋デクライン」型になり、世界全体でのイージーオイルの生産量推移

も、同様な型になっています。 

 

≪生産減耗の実際≫ 

シェル石油の地球物理家 M．K．Hubbert は、石油生産の予測モデルを 1956 年に学会発

表し、アラスカを除く米国の石油生産量のピークを 1966 年～1971 年と予測しました（注

４）。当時、ほとんどの専門家や石油会社が極めて否定的でしたが、その予測通り米国の石

油生産量は 1971 年にピークを迎え、その年の生産量を二度と達成できませんでした。図表

1-3 で示しましたが、石油ピークモデルは油井から油田、地域、国に至るまでの、石油生産

におけるピークと減退を表します。また他の多くの有限資源に関しても、役に立つ指標で

あると証明されています。 
ハバート・石油生産モデルの標準はベル型です。米国の実際の石油生産推移グラフ（図

図表 1-3 油田の石油生産量推移モデル（注３） 

生

産

量 

時 間 

安定生産 

生産減

生産終
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表 1-4）が、ピークポイントを有するハバートのベル型モデルと類似しています。米国の実

際グラフに小ピーク（1986 年）がありますが、1977 年から始まったアラスカ油田の生産増

によるものです。 

 

 

 

ハバート・石油生産モデルの標準はベル型ですが、広域に適用する場合には数年間フラ

ットに続くピークプラトーモデルが、現実的モデルと考えます。米国の石油生産の推移は

1971 年を頂点とするベル型でした。一方、ヨーロッパ石油生産 1996 年からプラトーにな

り 2002 年より年率６％で減退しています（注６）。世界の石油ピークは 2005 年からプラト

ーの状態で現在に至っています。 
 

４．油田の在り処と埋蔵量 

≪油田の在り処≫ 

油田、天然ガス田は、堆積盆地の中や縁辺部の背斜構造等に形成されます。堆積盆地の

大きさはさまざまで、500 近い数の堆積盆地で油田、天然ガス田が分布しています。 

油田・天然ガス田のある場所は、陸域では平地から山岳地まで、海域では浅海から水深

が 3,000ｍを超す大水深まで、緯度では熱帯から極地まで、気象環境では熱帯雨林、砂漠、

永久凍土まで、油田の深さでは地表下数百メートルから 5,000ｍまで、地球上のさまざまな

場所にあります。 

しかし、世界の石油の可採埋蔵量の半分以上は、わずか５つの堆積盆地（中央アラビア、

ルブアルハリ、ザクロス、西シベリア、東ベネズエラ）に偏在、天然ガスの約半分は５つ

の堆積盆地（中央アラビア、ルブアルハリ、ザクロス、西シベリア、アムダリア）に偏在

しています。 

図表 1-4；米国の石油生産量と輸入量（注５） 
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中でも超巨大油田が集中して成立している場所は、ペルシャ湾とその周辺陸域です。地

質時代のジュラ紀、白亜紀にテーチス海であったところで、現在より気温が 10℃も高い温

暖期であったため、石油の根源となる有機物が大量に繁殖し、石油根源岩として埋積しま

した。そして、貯留層に適した砂岩層、石灰岩も堆積しました。 

 

≪可採埋蔵量とその不思議≫ 

さまざまな機関や石油会社が石油の埋蔵量を推定していますが、国際エネルギー機関の

報告（2010 年）によると、既に 1 兆 1280 億バーレル生産し、残りの可採埋蔵量：１兆 2,410

億バーレル、それに今後の新発見期待量を含めて、究極的な回収可能資源量は２兆 4,490

億バーレルとされています。しかし、生産中の油田の残存可採埋蔵量すら正確だとはいえ

ません。OPEC 年次レポート 2006 年によると、主要６か国は 1980 年代中葉にいきなり埋

蔵量を図表 1-５のように増やしました。その後も、各国は増やしていますが、埋蔵量を増

やした科学的、技術的根拠は示されていません。少なくとも、OPEC が生産量の各国割り

当てする場合、埋蔵量が多い方が、生産割当量が大きくなるというメリットがあります。 

したがって将来予測する場合、埋蔵量でみるよりも、石油ピークがいつ頃なのか、減耗率

がいくらかで見る方がわかりやすいと思います。 

 

  

埋蔵量の急な大変化（単位：バーレル） 主な OPEC の国 

前年の埋蔵量 変えた年 新埋蔵量 

2005年埋蔵量 

（バーレル） 

サウジアラビア 1,696 億 1988 2,550 億 2,642 億 
イラク 720 億 1987 1,000 億 1,150 億 
イラン 590 億 1986 929 億 1,363 億 
ＵＡＥ 330 億 1986 972 億 978 億 
クウェート 670 億 1984 927 億 1,015 億 
ベネズエラ 280 億 1985 545 億 800 億 

 

≪油田の規模と埋蔵量の偏り≫ 

 世界に 50,000 以上の油田があります。油田の規模によって、油田の数、埋蔵量分布、減

退率に偏りがあります。可採埋蔵量が 5 千万バーレル以上の油田約 2,600 で世界の石油埋

蔵量のほとんどを占めています。油田規模別の可採埋蔵量分布は、50 億バーレル以上の超

巨大油田 46 個で全体の約 45％、50 億～５億バーレルの巨大油田約 380 で全体の約 32％、

５億～５千万の大型油田約 2200 で全体の約 22％です。数少ない超巨大油田の埋蔵量シェ

アが大きく、さらに生産に伴う減退率も小さいのが特徴です。 

油田発見の時期にも偏りがあります。いくつかの 盛期があり、1990 年以降の発見量は

図表 1-5：主な産油国の埋蔵量変化 （IEA 2008 より編集） 
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減少の一途です。超巨大油田は 1980 年以降、ほとんど発見されていません。そして世界の

石油消費量/年の伸びが、減少する発見量/年を 1984 年に超えてしまいました。 

 

図表 1-6 は、米国下院の 2005 年公聴会資料の中の図で、Roscoe Bartlett 下院議員が近

い将来に石油ピークが到来することを議会で証言しました。 

ちなみに、日本の油田全体の可採埋蔵量は約 3 億バーレル、 大の八橋油田の可採埋蔵

量は約 3,500 万バーレル（注８）です。油ガス田は小規模で、その数は 60 以上もあります。

そのほとんどは 1500 万年前～300 万年前に日本海側に堆積した地層の中にあり、その後の

300 万年の間に起こった断層と褶曲を伴う変動で、油層の分布が細かくなりました。 
 

５．石油のタイプ分け 
≪在来型石油、非在来型石油≫ 

 従来から、在来型石油、非在来型石油という区分けがあります。天然ガスも同様です。

石油文明が全盛の時代まで、石油といえば在来型石油のことでした。その在来型石油がピ

ークに至って、非在来型石油に関心が高まりました。同じ石油なのに、在来型と非在来型

とでどう異なるのか、しっかり理解することが重要です。 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-7：在来型・非在来型石油・天然ガスの存在場所（注８） 

在来型石油・ガス 

シェール石油・ガス 

石炭層メタン 

図表 1-6：世界の石油発見量と消費量の推移 

（注７） 



  

p. 13 
 

在来型石油とは、孔隙率の高い貯留岩のなかに流体の状態で存在している石油で、油田

の若い時期に自噴能力のある油田です。非在来型石油はそれ以外の形態で地下に存在して

いる石油を指します。非在来型石油/ガスに、シェールオイル/ガス、タイトサンドオイル/
ガス、石炭層メタンがあります。非在来型石油/ガスのどれにも自噴能力のないことが共通

点です。 
在来型石油は根源岩から孔隙率の大きな貯留岩へ移動・集積して濃集した流動性ある石

油/ガスをいいます。在来型の石油は貯留岩のなかで地層圧に押されて力学的エネルギーの

ポテンシャルが高い状態（エントロピーの低い状態）にあります（注 9）。在来型石油の油

層に生産井を掘削すると、地層圧と大気圧の差で自噴するので、生産のための必要なエネ

ルギーは少なくて済みます。すなわち石油生産のエネルギー収支比が大きい。 

シェールオイル/ガスは石油・ガスが生成される根源岩（主として頁岩）の中に分散して

付着残存している石油/ガスで、化学的に安定しており、かつ濃集していないので、エント

ロピーが高い状態です。自噴能力がないので生産するのに多量のエネルギーが必要です。 

タイトサンドオイル/ガスは孔隙率の低く浸透能力の低い（浸透率がミリダルシー以下）

の砂岩に貯留しているもので、地下深くまで埋没して圧密を受けて孔隙率が小さくなった

ものです。自噴生産できず、水圧破砕によって石油/ガスの排出を改善せねばなりません。 

オイルサンド/シェールは、油田あるいは石油根源岩の中の石油から揮発性成分がなくな

り、超重質油の固体で存在する鉱床です。地表に露出していると石炭のように露天掘しま

すが、不純物の多い固体なのでそのまま石油として使えるわけではありません。露出して

いない浅層の鉱床に対しては、大量の天然ガスと水を使って水蒸気を鉱床の内部に送って

熱融解させて採油しています。オイルサンド/シェールの殆どがカナダとベネズエラに大量

にあります。 
炭田の石炭層にメタンガスが吸着しており、石炭層メタンといわれるものです。地表に

近い炭田の中にあるので、非在来型天然ガスの中で、 も生産しやすい天然ガスです。 
 
≪イージーオイルとハードオイル≫ 
石油は現代文明を維持し、発展させているエネルギーです。それは少ない投入エネルギ

ーで、在来型石油を大量に生産できるからです。すなわち、エネルギー収支比（EPR）が

大きいので大量の余剰エネルギーが得られ、しかも安価であるからです。その EPR の大き

な在来型石油が 2005 年に生産ピークに至りました。そのため石油価格が高騰して 100 ドル

/バーレルの水準になりました。在来型油田の発見数は非常に少なくなり、しかも新発見油

田の EPR が平均して 10 以下といわれています。一方、石油文明を維持するには EPR が

10（生産される石油のエネルギーが、生産に必要なエネルギーの 10 倍）は必要といわれて

おり、在来型油田だから余剰エネルギーが大きい、石油文明の維持に有効だと、必ずしも

いえない時代になってきました。 
そこで、従来からの区分「在来型石油」、「非在来型石油」にとらわれず、石油ピークに
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至った現在、イージーオイルとそうでないものに区分した方が合理的と考え、図表 1-8 を作

成しました。EPR、採油コストは油田によって異なるので、だいたいの値です。 
  

 
 

 
 
イージーオイルとは、開発・生産が容易な、したがって EPR が高く、生産コストの比較

的安い在来型石油のことです。イージーオイルが石油文明を創ってきました。これに対し

て EPR<10 の石油をハードオイルと名付けました。シェールオイル、オイルサンドなどの

非在来型石油はハードオイルの典型で、石油文明を支えるモノではありません。そしてイ

ージーオイルの油田の生産が減退していくと、イージーオイル自身の EPR がさらに減少し 
 
 
 

 

文明対応 

新区分 

石油のタイプまたは 

油田の 開発場所 

石油生産の 

方法 

EPR 推定 

 

現在の採油

コスト/bl 

文明対応区分 

陸上の油田 30～50 ＄10 以下 

大陸棚の油田 20～30 ＄20 程度 

 

イージー 

オイル 大陸斜面の油田 10～20 ＄30 程度 

大水深海域の油田 ６～８ ＄50 

北極海の油田 

 

自噴 

その後 

ポンピング 

～５～ ＄80 

ピークを過ぎた油田 増進回収法 ＜５ ＄40～80 

     

     

在来型 

石油・ガス 

     

タイトサンドオイル 水圧破砕 ３～５ ＄50 

シェールオイル・ガス 水圧破砕 ３～５ ＄80～100 

オイルサンド 固形の回収 １～２ ＄50～70 

 

 

ハード 

オイル 

メタンハイドレート 減圧遊離 １以下 非常に高い 

非在来型 

石油・ガス 

図表 1-9：ポンプ採油する老朽油田の現場（注 10） 

図表 1-８：石油・天然ガスの新たな分類 

図表 1-9：ポンプ採油する終末期の油田現（注９） 
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て、ハードオイルの仲間入りをします。図表 1-9 はポンプ採油している老朽油田ですが、も

ともと勢いよく自噴生産していました。それが現在では石油生産力が弱々しくなっている

ことを想像してください。すなわち、EPR が非常に小さくなっています。ハードオイルで

もって、文明を支えてきたイージーオイルの減耗を埋め合わせできません。 
文明を支えるイージーオイルが減耗していくと、人類の文明は早晩、石油に依存できな

くなります。それがいつごろと予想されるのか、その証しは何か、石油代替のエネルギー

はどうなのか、石油に依存しない社会はどのような文明か。このような問いを、石油に関

する基礎的知識を土台にして、第 2 章以降で詰めていきます。 

 
（注１） 山崎豊彦編：オイルフィールド・エンジニアリング入門，海山堂，22 

（注２） 出所：Wikipedia：スピンドルトップ 

（注３） Robert L.Hirsch：THE IMPENDING WORLD ENERGY MESS ,27  

（注４） M.King Hubbert： NUCLEAR ENERGY AND THE FOSSI FUELS, 
Publication No.95 , SHELL DEVELOPMENT COMPANY, JNNE 1956  

（注５） Wikipedhia：米国の石油生産量と輸入量，PDF スライド１ 
（注６） Robert L.Hirsch：THE IMPENDING WORLD ENERGY MESS, 48 

（注７） アメリカ議会下院 エネルギーと通商委員会のヒアリング資料 

UNDERSTANDING THE PEAK OIL THEORY,Serial No. 109-41(DEC.7, 

2005),16  
（注８） 出所：日本 JOGMEC が米国 DOE から引用したものを引用・利用 

（注９） エントロピーについては、第２章で説明します。 

（注１０） 自噴しなくなった油田で、ポンピングで石油混じりの地層水を揚収します。 

図表 1-2 の自噴井の勢いと比べて、エネルギー収支比（EPR）が桁違いである

ことが理解できます。 

 

参考文献  

① 手塚真知子「素顔の石油」裳華房 

②  石油学会編「暮しの中の石油」講談社 

③ 「石鉱連資源評価スタディ 2012 年」石油鉱業連盟 
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第２章  文明を測る科学的ツール 
 
１．エントロピーとエネルギー収支比 
文明の盛衰を測定したり、評価できる科学的なツールがあると便利です。とりわけ石油

文明の展開が混迷している今日において、石油文明は継続可能なのか、終焉して運命にあ

るのか、さらに次の文明のエネルギーは何か、その余剰エネルギーの大きさ、文明のかた

ちはどうなのか。このような人類史的な課題を予測するための方法、文明を測る科学的ツ

ールが求められます。 

文明の盛衰は、文明を特徴づけるエネルギーの質の変化に、第一義的に支配されます。

従って、エネルギーの質を科学的に評価し、それを踏まえて文明の盛衰を予測することが

可能なツールとして、エントロピー増大原理および、エネルギー収支比（EPR）が有効と

考えます。 
エントロピーとエネルギー収支比、そして一次エネルギー、余剰エネルギーという用語

は第１章の中ですでにでてきていますが、それらの概念について詳しく説明します。 

 

２．エントロピー増大原理とは 

 ≪エントロピー増大はエネルギー拡散≫ 

物理学に、次の３つの法則があります。①物質保存の法則、②エネルギー保存の法則、

③エントロピー増大の原理で、1854 年にルドルフ・クラウジウスが発表しました。②は熱

力学第一法則、③は熱力学第二法則ともいいます。 

ジェレミー・リフキンは著書の中で、エントロピーを次のように表現しています（注１）。 

‘物質とエネルギーはひとつの方向のみに、すなわち使用可能なものから使用不可能なも

のへ、あるいは秩序化されたものから無秩序化されたものへと状態が変化する。地球また

は宇宙のどこかで、秩序らしきものが創成される場合、周辺環境には、いっそう大きな無

秩序な状態が生じる。閉じた空間で、こうした変化に伴ってエントロピーという状態量が

増大する。’ 

エントロピーの性質について要点を、以下に列記します。 

① 物質、エネルギーは、エントロピーが増大する方向に、自然に変化します。 

② 物質、エネルギーを変化させると、全体のエントロピーが増大します。  

③ 物質、エネルギーを、エントロピーの低い方向へ変化させるためには、エントロピーの 

低いエネルギーの助けが必要です。  

我々が身近に経験していることに、‘熱が高温のモノから低温のモノに流れる’、‘物

が拡散する’があります。熱はエネルギーそのものですが、物はエネルギーが凝集してい

る状態です。よって熱の流れも物の拡散も、ともにエネルギーの拡散です。従って、①の

エントロピー増大の実体は、「エネルギー拡散」です。 

次に、エネルギーが拡散する過程で、部分的にエネルギーが凝集する場合があります。
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宇宙のエネルギー拡散と星の関係が一例です。しかし、閉じた系全体ではエネルギー拡散

が進んでいる、すなわちエントロピーは増大しています。これが②に込められた意味です。

③については、次項の「モノの製造とエントロピー」で説明します。 

エントロ―ピー増大の原理は普遍的な真理ですが、エネルギー拡散の法則と呼んでも、

多くの場合、問題がないし、分かりやすいと思います。そこで、本書では、エントロピー

増大原理の代わりにエネルギー拡散則とも呼ぶ場合があります。 

エントロピーが 大になる、すなわち物質とエネルギーが拡散し切って安定になった状 

態が、地上では砂漠です。生態や水の循環という変化がなくなった「物死」の安定状態で

す。格差・貧困が進むと社会が無秩序になっていきます。文明を維持し発展させるのに使

えるはずのエネルギーが散逸していきます。社会のエントロピーが増大していきます。 

 

≪モノの製造におけるエントロピー≫   

 ‘モノを製造する’とは、エントロピーの高い原料資源に対して、良質のエネルギー

を投入して、エントロピーが低い製品を造ることです。 そして、副産物として、エント

ロピーの高い廃棄物（廃熱、廃物）が、必ず生じます。そして、製造工程の前後で、全

エントロピーが増大します。 

 

 

 

   

 

 

 

一例ですが、製鉄の化学量保存式は、Fe2O3 + 1.5C → 2Fe + 1.5CO2 + q です。 
しかし、この式の通りの工程（反応式）ではエントロピーが増大しないので、鉄ができま

せん。高エントロピー原料（不純物の多い鉄鉱石）から低エントロピー物質（鉄）を製造

するには、多量の良質のエネルギー（コークス）と良質の物質（水）を投入します。コー

クスの熱で鉄鉱石から鉄を抽出し、廃熱を水が吸収します。その結果、製造後の全エント

ロピーは増大しています。 
モノを製造すると、必ずエントロピーが増大します。資源リサイクルは、実は製造リサ

イクルです。リサイクルを繰り返す度に、低エントロピーエネルギーを多量に消費し、エ

ントロピーが高く累積した廃棄物を生み出します。 

 

≪地球の廃棄物処理メカニズム≫ 

モノの製造によってエントロピーの高い廃物・排熱が生じます。これらを適切な量を適

切な方法で環境の中へ排出すれば、自然の循環、すなわち大気と水、生態の循環プロセス

（原料資源）＋（エネルギー） （製 品）＋（廃物・廃熱） 

水 

図表 2-1：生産のプロセスはエネルギーを使いエントロピーを生む 
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によって処理されます。不用意に環境の中に排出すると、自然、社会に蓄積されて、それ

らの劣化、破壊につながります。なお、人体を含む生体を深刻に攻撃する塩素化合物と放

射能を地球環境に廃棄できません。塩素化合物の中には、オゾン層を破壊するものもあり

ます。放射能は半減期の何倍もの期間にわたって生体を攻撃します。 

適切に排出された高エントロピー廃物は、空気・水・土中微生物・地上動植物の有する

エネルギーによって、風化・分解・食連鎖を経て、低エントロピー物質になって戻ってき

ます。そのプロセスは廃物の種類によって異なります。廃物の自然循環プロセスにおいて

も廃熱が排出されます。 

地上・地中でのすべての廃熱は、地表付近で空気中の水蒸気潜熱となり、水と大気の垂

直循環に組み込まれます。その空気は軽いので断熱膨張で温度降下しながら上昇していき

ます。やがて水蒸気は露点に達し潜熱を放出して降雨になって地上に還ります。一方、潜

熱は大気循環に組み込まれ、断熱膨張しながら成層圏に達して宇宙へ低温放熱（－23℃程

度）されます。その後、重くなった空気は断熱圧縮で温度上昇しながら地上に向かって降

下し、もとの地表付近の空気（平均温度は約 15℃）となって戻ってきます。  

 

≪エントロピーで見る文明の展開≫ 

 エントロピー原理は科学則ですが、文明の状態をエントロピーで評価できます。多くの

古代文明では、周辺農村の余剰食糧が基になって都市が構築されていきました。都市文明

は、引き続き周辺農村から食糧、エネルギー資源、人材等の資源を集中させて成長します

が、その分、農村は衰退していきます。都市がさらに成長するにつれて、文明を支える食

糧とエネルギー確保のマイレージを拡散させます。都市が巨大化すると文明維持のエネル

ギーコストも増大し、メンテナンス不足によるインフラの劣化、都市市民の格差化による

社会秩序の乱れが進行していきます。都市文明はこのように社会エントロピーを増大させ

ながら衰退します。 

日本の石油文明は 1980 年頃に、一億総中流の豊かな石油文明を謳歌しました。20 世紀

終盤から東京の一極肥大化、地方農村の衰退、文明のエネルギー供給（食料・資源調達）

と経済活動が地球規模で国際化してしまいました。企業の海外移転、財政・農政の失敗、

格差拡大、少子高齢化対応策の失敗、国際的地位・競争力の低下、無縁・孤独・生活保護

世帯の急増・自殺・犯罪急増、就職率・留学率低下など、秩序と生活の格差と劣化による

社会エントロピーが増大中です。日本の石油文明が黄昏に突入した観です。 

 

３．一次エネルギーは自然の恵み 

 ≪一次エネルギーの質を決める要件≫ 

「資源とは、濃集していること、大量にあること、経済的な場所にあること」。これは石井

吉徳東京大学名誉教授が、資源の本質を的確、明快に表現したフレーズです。「地球は有限、

エネルギーは質がすべて」という、全く明快ショートフレーズも石井東大名誉教授による
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ものです。 

一次エネルギー資源は地球環境の中に賦存している「自然の恵み」です。一次エネルギ

ーの本源は太陽ですが、地球の営為によって、森林、化石燃料、地熱、水、風など、様々

なかたちに変わって地球自然のなかに存在しています。その恵みを人間が知恵でもって取

り出して「文明の力」として有効利用しているのが一次エネルギーです。 

一次エネルギーを人工的に創り出すことはできません。原子力発電のように質の高い二

次エネルギー製造には、質の高い一次エネルギーを消費しなければなりません。 

一次エネルギーの質を決める要件として次の５つが挙げられます。 

① 濃集していること。よって低エントロピーであり、エネルギー密度が高い。 

② 大量にあること。そうでないと文明を創るエネルギーにはなりえません。 

③ 経済的な場所にあること。  

④ 環境の中から取り出すのに必要するエネルギーが小さいこと。文明活動の質と、エネ 

ルギーの経済性に関係します。 

⑤ エネルギーの使い道が多様であること。文明活動の質に関係します。 

そして、次のことがいえます。 

・一次エネルギー収支比（EPR）の概念は、①÷④に相当します。大量にあって、EPR の 

値が大きいほど余剰エネルギー量が多く、文明のエネルギーとしての品質は高い。  

・EPR の低いエネルギーは、EPR の高いエネルギーの代替にならない。    

 

≪石油は 優秀なエネルギー≫   

 一次エネルギーには、石油、石炭、天然ガス、非在来型石油、非在来型天然ガス、ウラ

ン、太陽、風、地熱、地中熱、バイオマス等があります。 

 石油は、何種類もの炭化水素成分の混合流体で、産地ごとに成分比率が違っています。

超重質油を除いた平均的な石油の比重は 0.9 程度です。その 1トン当たりの燃焼エネルギー

は 107kcal と高く、燃焼温度は約 2,000℃で、環境温度 15℃に対して拡散能力の非常に大き

な低エントロピー資源です。  

 石油生産に必要なエネルギーは、油層へ坑井掘削し、地上へ採油して油とガスと不純物

を分離処理するために使われるエネルギー等です。坑井掘削に要するエネルギーは陸上油

田、大陸棚海洋油田、深海油田で、目安として概ね 3 倍ずつ多くなるとみられます。採油

に要するエネルギーは、自噴ではほとんどゼロですが、ポンピング採油、二次回収（水や

ガスを注入して油層の流動動力を高める操作）だと、その分、採油に要するエネルギーを

大量に消費します。そのため自噴する陸上油田では EPR が約 100 でありましたが、深海油

田の多くは EPR が 10 以下とみられます。  

石油の使途として、分留して、輸送燃料、発電燃料、化学原料に広く使用されています。

石油の分留に要するエネルギーは石油の生産に要するエネルギーよりも小さい。しかもエ

ネルギーの使用価値が多様になり、石油文明社会のあらゆる場面で使用されています。 エ
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ネルギーを消費することによって生ずるエントロピーは、輸送および発電ともに、二酸化

炭素と熱量を排出します。 

主なエネルギー資源の燃焼熱量の概数は以下のとおり。  

・石  油：１トン（1.15m3）：1×107kcal 
・石  炭：１トン     ：6.67×106kcal  
・天然ガス：１トン（1,415m3）：1.27×107kcal  

良質なエネルギー資源は、凝集度が高く、高温の熱を大量に発生できます。すなわち 

発熱能力、拡散能力が高い資源です。天然ガスは石油によりも重量当たりの熱量は高いで

すが、エネルギー密度（凝集度）が石油の 1,000 分の１以下と小さい気体であって、使い

勝手が良くない、すなわちエネルギーの質が石油より劣ります。石炭は固体で、重量当た

りの発熱量が石油の３分の２で、使い勝手が限定されます。石油は 優秀な一次エネルギ

ーです。 

 

≪文明を支える余剰エネルギー≫ 
エネルギーを獲得するには、その獲得行為に必要な元手のエネルギーが必要です。「獲得

エネルギー量」と「元手エネルギー量」の差が「余剰エネルギー」です。「正味エネルギー」

ともいいます。余剰エネルギーは、人間社会が自由に使えるエネルギーを意味します。し

かし、その重要な概念がなかなか意識されていないのが実状です。新エネルギーやシェー

ルガスの話題になっていますが、‘余剰エネルギーはどのくらいか’という数値はほとんど

示されていません。新エネルギーの中には、どう見ても余剰エネルギーがマイナスのモノ

もあります。次のようなアナロジーはどうでしょうか。   
商業簿記では売上高と売上原価の差が総利益です。総利益は会社活動を維持する経費と

自由裁量できる純利益に区分できます。すなわち、売上高が「獲得エネルギー」、売上原価

が「元手エネルギー」、総利益が「剰余エネルギー」、活動の維持経費が「維持管理エネル

ギー」、純利益が「自由裁量エネルギー」と対比できます。純利益が大きいことは「自由裁

量エネルギー」が大きいことを意味し、文明の成長、文化の発展につながります。総利益

がマイナスになることは「維持管理エネルギー」の不足を意味し、文明の縮小、消滅につ

ながります。 
「余剰」とは元手の量から見た利用可能なエネルギー量、「正味」とは獲得した量から見

た利用可能な量と理解できますが、数量的には同じことです。本稿では主として、余剰エ

ネルギーの用語を用います。その方がエネルギー収支比（EPR）を理解しやすいと考えま

す。 
 

４．文明を差配するエネルギー収支比 

≪エネルギー収支比の考え方≫ 
近代文明の成立・発展の必須要件は、化石燃料のもつ大量の余剰エネルギーの獲得です。
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余剰エネルギーが多いほど、文明の発展につながります。 
化石燃料に限らず、余剰エネルギーの大きさを示す指標として、エネルギー収支比(EPR

＝Energy Profit Ratio)が有効です。EROI（Energy Return on Investment）も同じ意味で

すが、本稿では EPR を用いて、ここで詳しく述べます。 
 
   
ヒトは自然に働きかけて、自然の恵

みのエネルギーを取り出します。それ

ぞれ、自然への入力エネルギー、自然

からの出力エネルギーとします。そし

て出力エネルギーと入力エネルギー

の差が余剰エネルギーであって、ヒト

が人智でもって自由に使えるエネル

ギーです（図表 2-2 参照）。また、自

然からどれだけ多くのエネルギーが得られたかを示す指標をエネルギー収支比（EPR）＝

【出力エネルギー】÷【入力エネルギー】 
で、定義されます。この倍率が大きいほど、そのエネルギー資源の余剰エネルギー量が大

きくなります。ここでエネルギーとは、基本的に一次エネルギーを指しますが、二次エネ

ルギーである電力についても、EPR で評価できます。 
なお、【余剰エネルギー】＝【出力エネルギー】―【入力エネルギー】です。入力エネルギ

ーを「エネルギーコスト」ともいいます。 
EPR＝１だと、エネルギー生産の入力と出力が等しく、余剰エネルギーはゼロです。 
EPR＝100 だと、余剰エネルギーは入力エネルギーの 99 倍になります。勢いよく自噴す

る石油の余剰エネルギーの大きさに相当します。 
EPR<１だと、出力より入力エネルギーの方が大きく、エネルギー損失になります。 
化石燃料の一次エネルギーの EPR の良し悪しは、その産状、存在場所、さらに採掘の進

み具合で大勢が決まります。露天掘りの石炭は坑道掘の石炭よりも EPR が高く、自噴能力

ある石油・天然ガスの EPR はシェールオイル・ガスよりも格段に高いです。採掘が進んで

枯渇に近づくと EPR が１に近づきます。EPR は技術革新によって、多少向上できます。し

かし、エネルギー資源のもともとの濃集状態が悪いと、換言すれば、エントロピーの高い

状態で存在するモノの EPR を技術で向上させようとしても原理的に限界があります。 
一次エネルギー資源の EPR の値は、同し時代、同じ地域のモノでも異なります。しかし

EPR の大きいモノが、一般的に市場取引で評価されます。従って、その地域、その時代の

EPR の値は、市場で評価された値と見ることができます。 
   

≪EPR が小さくなると石油価格が急騰≫ 

 

図表 2-2：一次エネルギーのエネルギー収支（注２） 
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 EPR＝（出力）/（入力）、余剰エネルギー＝（出力）―（入力）をもとに考えます。 
鉱山会社は、余剰エネルギーを販売して、入力エネルギーのコスト回収と利益を図ります。 
すなわち、X×｛（出力）―（入力）｝＝ｍ×Y×（入力）です。  
ここで、X はエネルギー販売単価、Y は生産コストのエネルギー単価、ｍは収益倍率です。 
よって、X×（EPR－１）＝ｍ×Y＝（一定）、EPR>１のモデル関係式となります。 
すなわち、EPR とそのエネルギー単価は、反比例関係にあります。EPR が 10 以下になり

１に近づくにしたがって、消費市場に供給される余剰エネルギー量が減少する、そのエネ

ルギー単価は高騰するが、その変化の仕方が指数関数的であることが分かります。 
 現代文明の血液である石油のEPRが悪化する、そして石油余剰エネルギーが激減すると、

社会のかたちを維持するための生き血が不足してくる、有っても高価で手に入らなくなり

ます。したがって、経済のかたちを変えざるを得なくなります。その手当が遅れると、社

会経済が回らなくなり、社会が一気に恐怖と崩壊に陥ることになります。類似の経験学習

が 1973 年の第一次石油危機でなされています。 
 文明を駆動している EPR の性質を知ると、EPR が文明の存続、改革にとって決定的に重

要な指標であることが分かります。 
 
≪EPR の譬え話≫ 

EPR は非常に重要な「文明を測る指標」です。米国には、EPR が子供に分かる 2 つの比

喩があります。 
ひとつは‘Rabbit Limit’です。ウサギ 1 匹で夫婦 2 人の一日の食を満たすとします。男

が１日に 2 匹捕獲すると家族 4 人を養えます。平均 10 匹捕獲すると、職人、商人、山師、

運転士、公務員など９家族の地域の人々の食を満たすことになります。現代社会を維持す

るには 10 以上の EPR が必要といわれていますが、その譬えです。人口の 10％が EPR10
の腕前のウサギ猟師であれば全ての人々の食を満たします。 
もう一つは、‘Low Hanging Fruits’です。木の実採取の譬えです。すなわち人間は鳥と

違って、下の枝の果実から順に高い枝の果実へ手を伸ばします。下の枝の果実は楽に採れ

ます。しかし、高い枝の果実ほど長い梯子を使ってエネルギーをかけて採ります。言い換

えると下の枝の果実の EPR は高いですが、高い枝の果実ほど EPR が低くなります。石油

資源の生産は、発見と開発が容易なところから手を付けます。まさにイージーオイルです。

次第に難しいところ、ハードな石油へと展開されます。それに伴って EPR が下がっていき

ます。 

 日本では EPR に対する認識が遅れています。日本語は表現豊かな言語ですが、米国のよ

うな比喩話が生まれるまで理解が深まっていません。‘石油を探し出す’という現場感覚が

乏しく、‘石油を買う’という経済感覚が強いからではと感じます。‘技術でなんとかなる’、

お金をかけたらなんとかなる‘という意識も同根で、実は深刻なことです。 
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≪R/P 可採年数は意味がない≫ 
 P/R とは、「可採埋蔵量がその年の生産量の何年分残っているか」を求めた数値です。計

算が単純なこともあって、経済学系の人々がよく使う指標です。R/P は Reservoir/ 
Production の略で、確認可採埋蔵量（R）÷その年の生産量（P）＝可採年数です。 
R/P 可採年数はそれぞれの油田や国、そして世界全体について、簡単に計算されています。 
R/P はいつまでたっても 40 年といわれています。実際、2010 年の世界の P/R は 41 年です。 

R/P 可採年数は新発見で可採埋蔵量が増えても、経済不況で生産量が減っても、増えます。

また、可採埋蔵量の数字が操作できるのも現実です。 
現在、石油ピークの真っただ中にありますが、生産が減耗しだしたら R/P 可採年数はど

のように変化するでしょうか。石油ピーク後の生産減耗率は、巨大油田でも６％におよび、

中小油田ではさらに減耗率が高くなり、生産量が年ごとに激減します。そして生産量の激

減分、可採埋蔵量の減少の仕方は緩やかになり、R/P 可採年数は増加することになります。

油田の 後は、EPR が１に近づき、経済的に見合わなくなって生産停止になりますが、未

だ可採埋蔵量は残っています。残存可採埋蔵量（僅か）÷生産量（ゼロ）＝∞ にまで、

老朽油田の R/P 可採年数が増えることになります。 
 石油生産減耗期に、EPR が低下して余剰エネルギー急減しているのに、R/P 可採年数が

増加していくのは奇妙なことです。文明のかたちがエネルギーによって決まることから、

EPR の方が文明の推移、盛衰を理解するのに適しており、石油はあと後何年分あるかとい

う R/P は意味をなさない指標だとわかります。 
 

５．EPR＜10 の世界 

 ≪EPR と余剰エネルギーの関係≫ 
石油ピークに至って EPR が小さくなり、社会が使える余剰エネルギーが減少の方向に

向かっています。では EPR が 10 以下になると、どうなるのでしょうか。 
余剰エネルギー＝出力×（１－１/EPR）：出力＝100 から求められます。 

      

 

図表 2-3：EPR に対する 

余剰エネルギー比率 
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図表 2-3 でわかるとおり、EPR の値が大きいと、EPR の変化が余剰エネルギー量に変

化に与える影響は小さいです。 例えば、EPR が 30 の場合で余剰エネルギー量 96.7％、

EPR が 15 の場合で 93.3％です。 
しかし、EPR が 10 で余剰エネルギーが 90％ですが、EPR が７で 85.7％、EPR が５

で 80％、EPR が 3 で 66.7％です。すなわち、EPR が 10 を切ると、余剰エネルギーの比

率の減少が加速されます。そして余剰エネルギーが少ない上にプラスマイナスでの変動

量が大きくなり、そのエネルギーに依存する文明の不安定さが増大します。 
次に、EPR が減少しても一定の余剰エネルギーを得たいとするならば、入力エネルギ

ーをどのくらい投入すべきかを考えます。その関係をを図表：2-4 のグラフで示します 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力エネルギー＝１÷（EPR－１）：余剰エネルギー＝10 から求められます。 

EPR が一桁台に減少すると、一定の余剰エネルギーを得るために投入される入力エネル

ギーが指数関数的に増加する様子がわかります。このグラフは非常に重要なことを示唆し

ています。すなわち、EPR が一桁台に突入して減少しているときに、エネルギー消費水準

の高い石油文明を維持しようとすれば非常に大量のエネルギーを投入せねば実現できない

ということです。 
 
≪ネットハバートモデル≫ 

石油開発の実務家ハバートは、石油生産量の推移を、ピークをもつ前後対称の「ベル型

っで表しました。それをグロスハバートモデルと呼んでいます。それに対して余剰エネル

ギーを表すものをネットハバートモデルといいます。その特徴は生産量ピークを過ぎると

急減することです（図表 2-4）。 
どの油田も、生産量ピークに近づくと EPR の減少が目立ち始め、そしてピークが過ぎて

減耗するに従って EPR が急減していきまが、その事実を反映したモデルです。クロスハバ

ート曲線とネットハバート曲線の差がエネルギーコストです。 

図表 2-4：一定の余剰エネルギーを得る

ための EPR と入力エネルギーの関係  
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石油ピーク後は、エネルギーコストが急増する、ネット生産量が急減する、ということ

をしっかり認識せねばなりません。 
 

  

 
（注１） ジェレミー・リフキン，エントロピーの法則---21 世紀文明観の基礎，祥伝社

24 
（注２） 鎗谷浩明・松島潤（2012），エネルギー収支分析による社会の持続的評価,もっ

たいない学会 WEB 学会誌 vol.6, 1 

（注３）「ハバート曲線・ネットハバート曲線」の出所：David Murphy 、The oil drum：

http://netenergy.theoildrum.com/node/5500 
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図表 2-5：ハバート曲線・ネットハバート曲線（注３） 

■ グロスハバート曲線 

■ ネットハバート曲線 
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第３章 人類史にみる日本文明の価値 
 
１． 文明は森林・エネルギー・人智で創られる 
 ≪余剰エネルギーと文明≫ 
文明とはどういう意味でしょうか。文化とはどう違うのでしょうか。「広辞苑」「大辞泉」、

その他ネット記事を参考にして、次のように整理してみます。 
文明とは、人智が進んで物質的、精神的に生活が質的に豊かになった人間社会の状態の

ことです。衣食住に使う基礎代謝的エネルギーを除いた余剰エネルギーが豊富であって、

それを人智で利用することによって技術、道具・機械、交易の発達や社会制度の整備など

の物質的所産、加えて精神的な所産が豊かな状態が文明です。そして文化とは、文明の中

で産み出された道徳・宗教・学問・芸術、風習・伝統・思考方法・価値観などの精神的所

産であって、物質的な所産の形成に寄与しうる人智になります。 

さて、バクテリアから霊長類まで、そして植物を含むすべての生命体にいえることです

が、地球上の生命体は、環境にあるエネルギー（光、熱、大気成分、水、養分など）をそ

れぞれに必要なかたちで摂取します。先ず自己の再生産のエネルギーとして消費し、残っ

たエネルギー、すなわち剰余エネルギーを用いて、成長、増殖、そして生存競争等を行っ

ています。 
人類も同じです。人類は環境に対して人智で働きかけてエネルギーを摂取し、生存して

います。森林は人類の発生当初から、自然が人類に与えている不可欠なエネルギー源です。

そして人智で工夫して他のエネルギーを採取します。人類は採取したエネルギーの一部を

自己の再生産に消費し、残りの剰余エネルギーを家族や集団グループの成長のため、そし

て環境の恐怖（災害、外敵）から集団を守り、集団社会を構築する創造的な活動に使用し

ます。余剰エネルギーが不足してくると、また余剰エネルギーを使う人智の働きが不適切

だと、歴史が教えているように集団社会は収縮し、衰退していきます。また人智が賢くな

いと、他の集団と衝突したり、征服されたりします。 

余剰エネルギーを集団社会でみると、社会の維持管理に要するエネルギーと社会の進歩

に使える自由裁量エネルギーとに分けられます。自由裁量エネルギーが社会の文明を発展

させていきます。もし、社会の維持管理に要するエネルギーが不足すると社会は劣化しま

す。さらに社会の人々の身体再生産エネルギーまで不足してくると飢餓が生じ、そして人

口の激減、社会の消滅に至ります。 
 

≪人智と文明の盛衰≫ 
どの時代でも森林は人々の衣食住を満たすために必要です。そして森林が文明の余剰エ

ネルギー資源として持続的に存在していることが文明存続の要件です。しかし歴史上のほ

とんどの文明は、四大古代文明もイースター島文明も、人智の浅はかさによって森林を枯

渇させて文明崩壊に至りました。森林の枯渇の痕に残るのは砂漠です。一例ですが 4000 年
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前頃に黄河文明は終焉しましたが、 初の王朝とされる「夏」は国土の 50％の森林の保護

に努めました。森林乱伐とともに文明は衰退して春秋・戦国時代になり、大地は砂漠になっ

ていきました。 

   

砂漠は生態的に、気象的に死んだ「何もないところ」（アラビア語：ルブアルハリ）」、地

上でエントロピーが も高い土地のひとつです。 

人智の働きを動機付けるのがヒトの欲求です。欲求にはいくつかのレベル、本能的・利

己的なものから理性的・利他的なものまであります。本能的・利己的な欲求によって人智

が支配され易いですが、理性的・利他的な人智が働いて文明が継続した社会もあります。   

石油文明の今日も人智の過ちの反省なく、地上で残された森林、熱帯雨林帯の森林が多

様な生態とともに消滅が進行し、文明を継続する環境を自ら狭めています。理性的・利他

的な欲求に基づく人智が発揚されるべき、人類にとって も重大な時機だと考えます。 

一方、「文明の精神的な所産」である文化は、物質的な文明が消滅しても、文化が民族や

国民の DNA として、時代を経て子孫に継承される特質があります。逆にいうと、他民族に

よって征服されて文化支配を受けると、固有の文化の DNA が絶やされかねません。日本民

族の文化の遺伝子（DNA）は、縄文文明のなかで醸成され、刷り込まれました。弥生時代

に入ってから、他民族から何度かの文明的攻勢を受けて今日に至っています。しかし固有

の DNA の重要な部分である‘日本列島の風土との共生と自然畏敬「多神教」表現’の文化

がかえって進化して、日本人の民俗として脈々として生きていると覚えます。 

 
２．未開から文明へ 
≪グレートジャーニーが人類文明を拓く≫   

新の人類学によりますと、700 万年前に東アフリカで、人類の祖先は直立二足歩行の「猿

人」として誕生しました。森の中から歩行に向いたサバンナ草原へ生活の場を移し、自由

になった手で木枝の棒切れや石片を「道具」として使いました。人々が手をつなぐことに

よって思いがつながり、助け合いの心が育ったと想像されています。そして 360 年前のア

ファール猿人の足跡化石の学術検討から、猿人が家族を構成し、少なくとも家族愛という 

図表 3-1：黄河文明発祥地の現在 

きこり HP：www.kikori.org 
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心の働きが備わっていたと推定されました。猿人の脳容積は 400cc～500cc とのことです。 

150 万年前に東アフリカで、猿人が「原人」に進化し、脳容積 600cc～900cc まで発達し

ました。原人は道具を作り、火を使用しました。そして、東アジアにまで拡散したのが、

ジャワ原人、北京原人でした。 
50 万年前に東アフリカで、原人が「旧人」に進化しました。その代表格であるネアンデ

ルタール人の脳容積は1000cc～1400ccになりました。旧人は道具を作りました。音声言語、

すなわちコミュニケーション能力を獲得していたと推測されています。そして死者の埋葬

やネックレス等の遺跡から、心の働きが我々と同様の水準であったと推定されています。

旧人はユーラシアに広く拡散しましたが海を渡れなかったとのことです。 
約 20 万年前に東アフリカで、旧人の一種から「新人」、我々の直接の先祖であるホモサ

ピエンスが進化しました。その脳容積は 1,200cc～1,500cc で、我々と同程度でした。ホモ

サピエンスには、それまでの人類進化で獲得した遺伝子、‘火を使う、道具を目的に合わせ

て作る、家族愛や心を使う’を引き継ぎ、その上に「創造性ある精神構造」（馬場悠男：国

立科学博物館名誉研究員）が備わっていました。まさにサピエンス（知恵）ある人類です。 
ホモサピエンスは６万年前から、東アフリカから世界全体へ移動していきました。氷河

期に、増大する人口圧に押されて狩猟採集の獲物を求めて旅をつないでいったと考えます。

日本列島へは 4 万年前に到来しました。大型動物を追ってシベリアへ、さらにベーリング

海峡を越えて南アメリカ南端へ 11,000 年前に到達しました。この大移動の時期は大方がウ

ルム氷期の 中で、獲物の少ない時代です。ホモサピエンスは、狩猟に有効な技術（槍、

弓矢）を開発し、防寒防暑のために衣服と住居を作る技術を開発しました。各地にある洞

窟壁画は狩猟の工夫や感謝の表現なのでしょうか。精神的活動が芸術の水準に達していた

ことになります。 
ホモサピエンスはグローバルな拡大において、衣食住にわたって合目的的に技術革新が

進み、心の働きが発揚しました。そして人類社会が未開から文明に移行する時代、余剰食

糧を作り、余剰エネルギーを創造的に活用する新石器時代が切り拓かれました。 
 

図表 3-2：復元アファール猿人の家族像（注１） 
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≪人類の文明は土器発明に始まる≫ 
地球が後氷期になって温暖化が進むにつれて、変貌する地勢や生態に適合して、人類の

活動の対象（労働対象）が広く深くなり、対象に働きかける手段（労働手段）の質を人智

によって高めていきました。なお、経済学では、労働対象、労働手段を合わせて生産手段

といいます。そして、労働手段の体系を「技術」といい、道具・機械とそれらを使うルー

ルから構成されます。カン・経験も科学的知識ととともに「技術」に組み込まれます。労

働対象の選択には、対象に働きかける人間の目的、意思が関わります。   
約 10,000 年前頃、人類の多くは新たな質の高い生産手段で生活を豊かにする新石器時代

に入りました。大陸との陸続きだった日本列島が、沖に浮かぶ花綵列島になったのも同じ

頃で、縄文時代の草創期にあたります。 
新石器時代の重大な特徴は、狩猟・採集型の遊動生活から牧畜・栽培型の定住生活への

転換です。その質的に新たな生活スタイルが「必要の母」となって、磨製石器・穿孔具を

作る技術、土器を作る技術が発明されました。縄文の翡翠（硬度７）に円筒形を穿孔する

技術は、現代のレーザー技術には超高速だが真似できないほど正確（注２）とのことです。 
 
 
労働対象の目的が明確であれば、道具が限られてい

ても優れた技術を編み出して目的実現するのが、ホモ

サピエンスの底知れぬ能力だと驚嘆します。と同時に、

現代人が心して学ぶべきことだと思います。日本の土

器が 古という説がありますが、当時の誰か秀才たち

が、粘土の化学変化を発見し、土器製作技術を発明し

ました。 
土器は、水瓶、食料の煮炊き、食料貯蔵の容器とし

て使うことができ、食生活を一変させる大発明でした。新しい食生活は、食糧を求めて遊

動する生活より適している定住生活への移行を促しました。定住によって多様な植物栽培

が可能となり、肉食偏重から雑食に移行することによって、栄養源の量と質を革新しまし

た。果実酒に代表される発酵の化学変化を発見し、醸造技術を作りました。人々の体力・

体質が非常に発達し、同時に食糧の余剰エネルギーが増大しました。このように生活が向

上してくると、その安定と安全のため、日々自然の恵みと怖れに思いを抱き、自然に願い

を掛ける心の活動、文明の精神的側面が発達してきます。そして土器が土偶として精神活

動にも使われていきます。 
こうして、土器発明が余剰エネルギーと定住生活を革新し、精神活動も多様に深まって、

人類は未開から文明へと確実に「離陸」していきました。そのように推し量ります。 
 

３．自然環境と文明タイプ 

図表 3-3 縄文の技術：翡翠の円筒形を穿孔 
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人類文明の原型は、「食糧生産と非食糧生産の分離」、あるいは「農村と都市の分立」、そ

してそれぞれ、‘前者の余剰農産物を後者が収得して食する’ことにあります。前者と後者

が共存関係であれば文明は繁栄しますが、収奪関係になると文明は早晩衰退します。 
文明のタイプは、定住する地域の自然環境によって、その基本的なタイプが稲作漁撈型

と畑作牧畜型の２種類に大別されていきます（平野秀樹・安田喜憲著「奪われる日本の森」）。

そして、本質的な差異は、漁撈と牧畜の差異にあると考えます。稲作漁撈型の文明は、夏

に猛暑で降雨量の豊かなモンスーン気候地域で形成されていきました。東アジアの沿岸部、

とりわけ大陸に沿って連なる日本列島の文明がその典型です。   
縄文時代の日本列島では温暖化で海水面が上昇して平野部がなくなりましたので、その

晩期までは水田稲作が困難だったと思います。カロリー源は稲作でなく、主として穀樹（ク

リ、クルミ、ドングリ等）の植林によって、タンパク質は漁撈と森の動物という独立した

栄養源から得ました。したがって日本列島では、稲作の代りに穀樹栽培であって、穀樹漁

撈型の文明でした。森があってこそ、海・川の恵みも豊かであるという「生態循環の仕組

み」を早くから学びとっていたと思います。森の樹木の成育が速い気候であることも恵み

です。稲作漁撈型の文明は森との共生を維持して、食糧生産と非食糧生産の深刻な対立が

なく、文明崩壊せずに今日まで続いています。この認識を縄文時代の遺跡かから学ぶこと

が重要と覚えます。 
畑作牧畜型の文明は、温暖で比較的乾燥した地域で発達しました。古代四大文明のすべ

て、そしてギリシャ・ローマ文明がそうです。少雨ですからカロリー源には小麦が適して

おり、タンパク質も気候に適した牧畜（ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギなど）から得ました。

しかし牧畜動物のカロリー源が人間と同じ植物で、草木を過食します。さらに木々の成育

速度が気候的に速くなく、動植物の多様性も細り、森林の減耗が進みました。森林が減耗

すると川や海の生態も脆弱になり、森林が減って降雨も減少し、灌漑畑作と牧畜に依存せ

ざるを得ない「負のサイクル」にはまります。 
こうして、肥沃な三角地帯などで発祥した古代文明の多くは、人工灌漑畑作と牧畜によ

る食糧確保のため、自然を減耗・破壊するに至りました。周辺から侵入してくる他民族と

の争いが多く、奴隷農民、支配層（平民、貴族、皇帝）といった社会の階級化が発達し、

都市国家型の文明を形成しました。都市と農村の対立が容易に想像されます。その結果、

畑作牧畜型の古代文明はすべて、大地を砂漠化して崩壊の運命に至りました。 
稲作漁撈型と畑作牧畜型の、どちらのタイプの古代文明も森林の恵みを受けて黎明しま

した。そのため、自然の個々の事象に畏敬の神が宿るとし、共生する心が育まれ、精神活

動がアニミズム、「多神教」として営まれました。しかしその後の展開について、次のよう

に推察します。 
稲作漁撈型の文明は「自然の恵みと怖れをありのまま受け入れて共生する」との意識の

もとで発展し、文化が「自然共生・多神教」の心が基になって創造されていきました。一

方、畑作牧畜型の文明では「自然は人間の努力を無にし、対立するままならぬ存在」とい
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う意識に変わっていきました。そして、「自然とは何か」「何が自然を支配しているのか」、

さらに「どう人は自然を支配するか」という思考探索が早くから生まれたのだと思います。

それが自然と人間を支配する唯一の超越者の存在、一神教とその文化へと進化したと考え

ます。ユダヤ教、仏教、諸子百家も、自然が砂漠化して古代文明が滅びゆく、その終焉期

に生まれていることが、物語っていると思います。 
 

４．縄文文明の価値 
≪列島に咲いた縄文文明≫ 
世界で 古の文明は長江文明で約 16,000 年前から 12,000 年前まで、稲作で栄えたとさ

れています。「縄文文明」は、上野原縄文遺跡が 9,500 年前に遡り、三内丸山遺跡が 6,000
年前です。日本列島の人口は 5,000 年前には縄文時代 高の約 26 万人とのことです。三内

丸山集落が 75 ヘクタール、500 人規模ですから、単純計算で 600 以上の集落が、海岸線が

長い、河川流域が多い日本列島の丘陵地、海岸高台などに成立し、日本縄文文明を築いて

いたことになります。貝塚の数は関東だけで約 350 あります。 
氷河期の海水面は現在より約 100ｍも低く、日本の地は大陸と陸続きでしたが、急激な温

暖化で約 10,000 年前に列島になりました。海岸線と脊梁山脈が長く、山の幸・海の幸の自

然に恵まれた豊かな土地でした。一方、地震・火山噴火、モンスーン気候の災害が多々あ

りました。2000 年から 1000 年の周期の気候変動と、地形変化の激しい時代でした。 
海進期には現在よりも数ｍも高く、縄文の集落は地形的に安定した海岸段丘の上に造ら

れました。各地の貝塚の位置がその証しのひとつです。海退期には海岸平野が広がりまし

たが、土地の塩害、地震津波の恐れから水田稲作は縄文晩期まで導入できなかったと思い

ます。その代り山麓での穀樹栽培を取り入れ、沿岸・河川での漁撈と一体の「穀樹漁撈」

型の縄文文明が展開されました。 
  
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
集団で定住生活を営むことは、集落社会を造って維持管理することです。自分と家族の

図表 3-４ ：復元された縄文人の暮らし（三内丸山遺跡） 

道路沿いの墳墓 
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食衣を得るための狩猟・採集が中心の遊動生活と比べて、大量の余剰エネルギーが必要で

す。定住集落の人々は共働で可食植物を栽培し、集落社会のインフラを施工し、維持管理

する必要があります。縄文集落の人々は手に入る資源とエネルギーが使えるように知恵を

働かせて技術開発につとめました。そして必要な大量の余剰食料を生産し、穀樹漁撈労働

に従事しない「余剰時間」を、次第に増やしていきます。 
余剰時間の使い方として、先ずは家族の団らん、家事そして着飾ることなどが、遺跡か

らわかります。集落での剰余時間の使い方として、食糧生産と他の仕事を個々の人々が時

間配分して行う方法と、人ごとに分担して行う方法があります。前者は共働方式、後者は

分業方式ということになります。 
集落社会における剰余時間の増加によって、遊動生活には全く考えられなかった諸事に、

人間の能力が挑戦するようになりました。食糧の安定的増産の工夫、技術開発、集落のイ

ンフラ整備、交易等の経済的活動、さらに統治の方法と規則つくり等の政治活動、そして

死生観、畏敬・畏怖の自然との共生観、言葉など意思疎通法の整備等の精神的活動です。 
縄文文明の食糧調達が穀樹漁撈型ですから、農耕のような手間がかかりません。多くの

住民は食糧調達の労働と職人労働等の両方を時間配分して共働で進めていたようで、原始

共産制が続いていたと考えます。一方、古代四大文明のどれも、専業分業であって貴族・

平民と奴隷との階級分化が早くから進みました。考古学による生活の復元からも、縄文文

明と四大文明の差異が伺われます。 
青森の三内丸山遺跡では社会生活の様子は概ね発掘され、人口 500 人程度の水準の高い

社会が復元されています。都市構造として中央広場、高層建物、外に通じる道路、共同作

業場、貯蔵庫、ゴミ捨て場、墓地等が整備され、ワンルームの竪穴住居の住宅地が計画的

に配置されました。また、糸魚川の翡翠、北海道の黒曜石、秋田のアスファルトが見つか

っており、日本列島内で広い交易がありました。  
約 8,000 年を縄文時代通じて、恵みと災害の多い列島に住む人々は、自然は畏敬と畏怖

なるものとして崇め、集落住民が心をひとつにして自然と付き合う「自然と人の共生の文

明スタイル」が続いたと考えます。縄文文明の遺跡から、縄文人どうしの争いや殺し合い

の痕がある人骨は発掘されていないとのことです。  
歴史書を見ると「縄文文化」とされてきましたが、 近、「縄文文明」との考えが見られ

ます。本章の冒頭で、文明と文化について考察しました。縄文時代の物質的水準が未開と

変わらないで精神活動が進歩しただけであれば「縄文文化」です。しかし、道具・機械、

技術、交易の発達や集落社会の整備などの優れた物質的所産が発掘されており、「縄文文明」

であると思います。 
 

≪森林の存続と文明の盛衰≫ 
文明は、食料生産労働と、道具や土建の職人労働等とが分立することから始まりました。

前述の繰り返しになりますが、分立の仕方として、人々が兼業して共働方式と、人々が専
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業として行う分業方式があります。縄文文明の場合、基本的に共働方式で、メソポタミア、

エジプト、そして地中海文明（合わせて、古代西洋文明）では、専業分業であって貴族・

平民と奴隷との階級化が早くから進みました。 
分業の拡充と余剰食糧の増大が相乗効果をもたらし、定住集落は都市へと発展し、手工

業、通商、土木建設、学芸、教育、祭司、執政、軍事等に従事する「市民（シビリアン）」

が誕生しました。農業漁撈から自立し、大量の余剰エネルギーを獲得できた市民は、農耕

を支配して都市を統治するシステムを構築し、文化・技術を発展させた都市社会＝シビラ

イゼーション（文明）を構築しました。 
これら古代文明の基本は、大量の奴隷人力と森林資源が生み出す余剰エネルギー（主に

余剰食糧）にあり、市民がそれを支配していました。市民は利便と欲望の拡充のために余

剰エネルギーの拡充を図り、その利用で都市インフラを高めました。これが文明の発展で

あって、経済成長と人口増加をもたらしました。しかしその反面、文明の発展が資源の大

量浪費に依存したため、森林資源の枯渇化、農地劣化を招きました。ギリシャ・ローマの

市民は学芸と技術を発展させましたが、有限資源の森林と耕地の循環再生を怠ったため、

余剰エネルギーが減耗していきました。文明維持の余剰エネルギー確保のために、北アフ

リカ、さらにゲルマン、アラブの世界へまで版図拡大（グロバリゼーション）を進めまし

たが、効をなさず古代西洋文明は衰退・消滅しました。 
世界四大文明、アンデス文明など世界の多くの文明は、森林の過伐、耕地の劣化による

飢餓によって消滅しました。イースター島の文明ではカニバリズム（食人）まで起こしま

した。しかし古代文明の周辺地域の大方では、森林と農業が持続的に再生され、緩やかな

歩みで生活と文化が継承されて近代に至っています。 
縄文文明の三内丸山集落は、5,500 年前から始まり、 盛が 4,500 年前ごろで、4,000 年

前頃に衰退しました。原因はまだ解明されていないですが、気象変動による可能性が高い

とのことです。よって森林の生態が変わり食糧が減少していったのかもしれません。慈母

なる自然、厳父なる自然に委ねて静かに幕を閉じましたが、その精神的所産である文化は、

弥生文明へと引き継がれ、その後の日本の各時代の文明へと引き継がれていきました。 
古代西洋文明の DNA はその後、‘神と人間を自然の上に置く’哲学および一神教に引き

継がれ、近代合理主義哲学として現代文明の一翼になっています。一方、「縄文文明」の

DNA は、‘人は自然に生かされている、神は万物に宿る’多神教の神道と、絆を大切にす

る生活思想として今に生きています。 
 
≪ポスト縄文文明≫ 
縄文晩期から寒冷化し、弥生時代を通して日本列島の生態と海岸線が変わっていきまし

た。春秋・戦国の時代の大陸から渡来人が稲作を持ち込みましたが、合わせて病原菌もや

ってきたといわれています。よって縄文人は晩期には 10 万人以下に減少したようです。縄

文晩期 2500 年前の遺跡（高知県居徳遺跡など）から、大陸春秋時代の金属器によって殺傷
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された人骨が見つかっており、縄文人が渡来人に追い詰められていった観がします。 
渡来人は、秦の時代の徐福伝説にみられる集団を含めて増えつづけて、その生活様式が

浸透してきました。7 世紀の飛鳥時代、大陸唐の時代まで続き、渡来人の総数は 100 万人以

上といわれています。７世紀末頃の人口が 400 万人とのことですから、この期間に日本人

の「血が入れ替わった」観がします。しかし、弥生文明は、縄文文明の精神的所産（文化）

を継承しながら、渡来様式と融合して稲作漁撈型の弥生様式へ遷移していきました。ユダ

ヤ教、キリスト教、そして仏教を渡来人が持ち込みましたが、縄文時代からの「神は万物

に宿る」とする多神教を捨てる環境にはなく、融合させて神仏習合を創り出していったと

考えます。  
弥生時代の食糧生産は、西南日本では寒冷化で広がった平野部で、稲作中心になってい

きました。そのため、水田・水路整備等の土木を施工管理する地域支配者が生まれていき

ました。結局、弥生前期には西南日本の中に 100 余の小国が分立し、日本人どうしが‘人

が人を殺し合うことを是とする時代’に初めてなりました。東北日本では稲作が不適で、

縄文生活が続きましたが、時の権力の征夷大将軍によって征服され、明治時代に至ります。 
大和朝廷によって国家統一がなされ、古墳時代から奈良時代にかけて大王王朝国家とし

て文明が繁栄しました。この間、多くの古墳が造られ、王朝の幾多の遷都作り、仏教寺院

と仏像建造がなされました。その主要技術は冶金と木造建築ですが、現代の科学技術も及

ばない技術水準の高さは、五重塔、校倉造正倉院、大仏に代表されます（注３）。この文明

建設で日本の各地で森林の過伐が進みました。しかし、温帯モンスーンのため森林成長が

速いので砂漠化に至らなかったのは幸いでした。神社が鎮守の森とセットであることが、

根本的に重要な、日本の文明思想だと思います。 
平安時代になって、それまで大陸の模倣と影響下にあった政治、文化から自立する道が

拓かれました。平安時代は中世温暖化と火山・地震活動が盛んで地学的変動の強い時代で

した。しかし、大陸とは一線を画した列島の地形・水土に適応した文明のかたちと国風文

化が創られました。文明の実権は貴族へ移行し、次いで武家に引き継がれます。武家の戦

国時代を経て、武家による統一国家が徳川幕府によって、戦乱の起こらない仕組みで、諸

外国とも賢く付き合いながら、天下泰平の文明が建設されました。 
 
５．もったいない社会だった江戸文明 

≪天下泰平の道≫ 
戦国武士の大将は、誰もが自分が天下を治めたいとの野心を持っていました。その乱世

の 後を勝ちとった徳川家康は、「人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し。いそぐべか

らず。不自由を常とおもへば不足なし。こころに望おこらば、困窮したる時を思ひ出すべ

し。堪忍は無事長久の基。いかりは敵とおもへ。勝事ばかりを知りてまくる事をしらざれ

ば、害其身にいたる。おのれを責めて人を責めるな。及ばざるは過ぎたるよりまされり。」

という言葉を残しました。彼が逆境と差別を忍耐で乗り越えて野心の天下人に至った、そ
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の人生訓が見事に表れていると思います。そして徳川幕府は、家康、秀忠、家光の三代で、

再び戦さのない、民が安全に生業に励めるような「天下泰平社会」を創るために、幕藩体

制を基に、謂わば「徳川平和憲法」を発令していきました。 
幕藩体制とは‘幕府を 高統治機関とし、大名にある程度の自治を与えて領地（藩）を

運営させ、米を年貢とする制度’といえます。それをベースにして改易、参勤交代、天下

普請、一国一城、武家諸法度、寺社諸法度を敷いて大名を統率支配しました。 
対外的に、国民の海外往来を禁止し、交易を中国、オランダ、朝鮮、琉球に絞って行い、

キリスト教布教を禁止しました。このような対外的制限は、中世・近世の世界では珍しい

ことではなく、むしろ国の安全保障上の措置であったと思います。17 世紀は謀る列強が東

南アジアに東インド会社等を通じて略奪貿易が盛んでした。日本の朱印船貿易との衝突が

起これば、日本の安全にとって脅威という環境認識があって不思議ではありません。「鎖国」

という言葉は幕末に初めて使われ、明治時代になって普及しましたが、「脱亜入欧」を謀る

明治支配層が、江戸時代を否定する意図から、誇張して流布したものと思います。 
徳川幕府は、海外との交流制限に身を置くことによって、かえって、食糧自給と、モノ

と生態の循環、３R を軸とする低エネルギー社会を、世界で初めて実現できたと思います。

徳川家康の人生訓からして納得いくことです。   
古代から多くの国で社会秩序維持のために身分制度が敷かれてきており、貴族・平民

（商・工）・奴隷（主に農業）の序列が一般的でした。しかし、徳川幕府は士農工商の身分

制で、食糧を作る「農」を権力（士）の直下に置き、カネに支配され易い「商」の地位を、

卑しいものとして、権力から切り離しました。食糧自給を実行し、権力をカネで腐敗させ

ない国家経営の構造を作りました。よって、江戸文明は、士農工商の「クリーンな共存」

社会、資源を生態循環させる「もったいない社会」、および「三方良し」の商倫理を生み出

し、これらが天下泰平の礎となったと思います。 
 
≪江戸もったいない文明の点描≫ 
江戸文明には封建時代に特有の制約がありました。士農工商の身分上位の者にほど、家

父長制による制約が強いものでした。下位の者の政治的行動は許されませんでした。しか

し、江戸時代の日本、そのコアの約 200 年間、島原・天草の乱ののちから「黒船」が来る

までは、政治的に平穏で、都市にも農村にも文化の開いた天下泰平の時代でした。 
そして農工商の身分制を超えて知恵を競いあった共存同栄の社会、再利用とレンタルが

徹底して「もったいない、ほどほどに、おかげさま」という生活観が隅々まで浸透した循

環型社会、「備えあれば憂いなし」という防災の心がけの進んだ社会でした。 
江戸時代は、地震、噴火、そして小氷期寒冷化といった自然災害が重なって飢饉が多発

し、政治的、経済的に対応できずに地学的には大変苦労の多い時代でした。さらに火災が

多く、江戸では大火だけでも 49 回発生しました。このような災害に備えて江戸時代の町人

は知恵を働かせました。例えば大坂商人は、災害等による米穀価格の変動を平準化するた
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めに先物取引を世界で初めて開発しました。商家は火事に備えて、普段から家一軒分の資

材を材木屋に預けておき、焼け出されても直ちに再建し、商売を再開したました。江戸城

は 1657 年の明暦の大火で焼失しましたが、幕府は町の復興を優先し、天守閣を再建しませ

んでした。 

100 万都市江戸の治安は、幕府の老中支配下の江戸町奉行と町の自治組織の自身番屋で維

持されていました。南北両奉行所ともそれぞれ与力 25 名、同心 100 程度に過ぎませんでし

た。実際には町人の非常勤職員、目明しが現場で活動しました。そして、町の大家で運営

する自身番屋と大家の面倒見が、江戸の町の治安と防災を支えていました。 
都市の糞尿が金肥として農家で利用されました。糞尿代は 30 人の住む長屋で、1 年分で

だいたい 2 両程度で郊外の農家に売れました。その収入は大家のものになりました。面倒

見に対する長屋住人の「お礼」と受け取れます。エントロピーの も高い生活廃物を生態

系農業に再利用することで、エントロピーの低い食糧が得られました。これも江戸文明が

世界で初めて循環型システムとして開発したものです。 
欠けた茶碗も修理して再利用、古紙の再利用、着物から褌までレンタルで不自由しませ

んでした。江戸時代はほとんどのモノが手作りですが、特に着物は手間がかかるので、庶

民は何度も洗い張りし、仕立て直して大切に着ました。古着屋も多く、下着、端切れ、糸

も再利用されました。様々な使い古しの紙は、 後は古紙として、浅草界隈で漉き返して

浅草紙として、落とし紙、鼻紙などに再利用されました。 
家屋は夏向きの風通しを考えた建物であって、窓や戸を開けておくとけっこう涼しい作

りでした。ゆかた、うちわ、打ち水、風鈴などで涼を愉しみました。冬の暖房には、主に、

火鉢と炬燵でした。 
商売は、通りに面した路面店もありますが、多くの町人は野菜・魚に納豆・豆腐・金魚・

冷や水、さらに砥ぎやに耳掃除等々、様々な「棒手振」行商で生計が成り立っていました。 
ビジネスでは‘売り手良し、買い手良し、世間良し’の「三方良し」が当たり前で、呉

服屋等の商家がどのくらい地域に貢献するか、町民の品定めの対象でした。品定めといえ

ば、江戸町人は相撲番付をまねて、様々な序列番付を好んで作り、愉しんでいました。 
おカネを「お足」とか「天下の通用」と呼び、すなわちモノを流通させるツールとの心

得が徹底していました。だから、「宵越しのカネはもたない」、「カネは天下の回りモノ」と

楽天的であったのだと思います。江戸時代の貨幣は、金貨、銀貨、銅銭でした。金貨は計

数貨幣として江戸、東日本で流通しましたが、銀貨は秤量貨幣として上方、西日本で流通

しました。銅銭は全国で流通です。金、銀、銅の間の交換レートは時代によって異なりま

す。一両小判が銅銭 4,000～10,000 文であったようで、日常生活は銅銭の世界でした。1 両

で一年分の米 1 石が買えました。 
江戸時代の時計は不定時法です。一日を子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥の 12 刻に区分しまし

た。従って冬の日中の一刻は短く、夜が長くなりました。夏は逆です。太陽の動きに生活

を合わせるのが当たり前で、なに不自由ありませんでした。 
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紀伊国屋文左衛門が富岡八幡宮に金の神輿を３基寄贈し、吉原で小判をばら撒き、慎ま

しく世を去りましたが、他の商人も大同小異だったようです。アメリカンドリームの成功

者の多くが、遺産を子供にでなく、社会に還元する考え方と共通するところを覚えます。 
年寄は経験豊かな長老として敬われました。子供は宝として大事にされ、親にお金がな

くても、稽古、勉強ができる環境でした。 
様々な芸術、芸能、民謡、民話、遊び、そして武術、生活科学、和算と算額が、町や村

の至るところで生活と労働と結びついて展開されました。歌舞伎は士農工商より低身分の

者が創造したものです。春画は娘の性教育書ででもあったようで、開放的で愉快な生活文

化であったと思います。  
日本の江戸時代初期、幕藩インフラの建設のために、各地で大量の森林を禿山になるま

で過伐しました。たたら製鉄には、一か所で年に 60ha の樹齢 30 年の樹木が必要で、循環

利用のためには 1,200ha の森林地が求められます。森林の過伐によって、洪水災害の多発

を招きました。時に、熊沢蕃山（1619-1691）は山野の荒廃とその行く末を憂い、自ら治水

工事を行い、伐採・耕作の制限と植林奨励の「諸国山川掟」（1666）の幕府発令に貢献しま

した。これによって、森林枯渇による文明衰退が、日本では防げたといえます。明治政府

は富国強兵策の盛んな 1910 年に、250 年前の熊沢蕃山を学問興隆の功績で評価し、正四位

を叙勲しています（注４）。 

江戸幕府は、限られた資源の中で泰平な世の中を築いていった時代といえます。町人、

農民の人智は、自然と共生の低エネルギー社会、もったいない社会として文明を形作って

いきました。 

 

（注１）国立科学博物館：【特別展】「グレ－トジャーニー人類の旅」展示模型の写真 
（注２) 志村史夫：古代日本の超技術、BLUE BACKS、講談社、216－231 
（注３）志村史夫：古代日本の超技術、BLUE BACKS、講談社、 
（注４）Wikipedia「熊沢蕃山」 

 
参考文献  
① 国立歴史民俗博物館「縄文文化の謎を開く」（歴史民俗博物館振興会） 
② 林達雄「縄文人の文化力」（新書館） 
③ 志村史夫「古代日本の超技術」、BLUE BACKS、講談社 
④ 鬼頭宏「文明としての江戸システム」学術文庫 1919、講談社 
⑤ 江戸文化歴史検定協会編「大江戸見聞録」、小学館 
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第４章 化石燃料で特異成長した人類の文明 
 
１.森林資源と化石燃料 

古代文明は、森林資源の余剰エネルギーを利活用して作られてきました。そして森林資

源が減耗し、砂漠化して文明衰退に至りました。近代以降、文明のエネルギーは、採掘す

る技術の進歩によって化石燃料に替わりました。初めは石炭でしたが、20 世紀になって格

段に品質の良い石油に替わりました。その後、品質は劣化しますが、部分的に石油の代替

ができる天然ガスも利用されています。 
化石燃料の石炭、石油、天然ガスと森林には重要な共通性があります。どれもが、炭素

が主で、適当な割合で水素や酸素を含有する有機資源であって、太陽光由来のエネルギー

です。燃焼すると二酸化炭素と水に還り、生じたエントロピーが地球循環圏（生態系と大

気・水の循環）の中で処理されますので、人類にとって基本的に安全な資源です。 
重要な差異は、森林は正しく管理すれば生態循環によって再生可能な資源ですが、化石

燃料は絶対的に減耗していく資源です。しかし、森林資源も適正な再生管理（適切な伐採

と植林）をしなければ、化石燃料のように減耗・枯渇して物死の世界、砂漠を残すことは、

人類の歴史が語ってくれます。 
森林は広い面積で地表にあり、石器や金属器の斧で採り出せます。もちろん機械でも伐

採できます。森林はさらに酸素と食料、穏やかな生存環境を生み出してくれるので、生体

にとって別格の必須な資源です。 
固体の石炭は露頭や地下浅部にありますが、取り出すエネルギーと技術が必要です。液

体の石油鉱床は地下数百メートルより深部にあり、これも掘り出すのにエネルギーと技術

が必要です。尤も地表に浸み出して固化している場所もありますが僅かです。気体の天然

ガスの鉱床は石油鉱床と同じですが、軽い気体なので取り扱いがそのぶん厄介です。地表

に浸み出した天然ガスは地表には残りません。 
資源の採取は、‘low hanging fruit’の法則、すなわち技術的に取り出し易いものから使っ

ていくのが当たり前です。燃料の文明的な使い方が、森林、石炭、石油、天然ガスの順で

あったことは不思議ではありません。縄文人が粘性の高いアスファルトを接着剤などに、

特定目的に使っていた形跡が山内丸山等の遺跡で発見されています。石炭も、天然ガスも

古代より知られていたでしょう。化石燃料は一義的に動力用燃料です。1 世紀頃、アレクサ

ンドリアのヘロン（注１）が蒸気機関を発明しましたが、石炭を安上がりに採掘する技術

に至らず、石炭は古代文明の動力エネルギーになりえませんでした。 
絶対に忘れてならないことは、森林は化石燃料の有無に関係なく人類の生存に必須のエ

ネルギー資源です。森林は人類の基盤的エネルギーです。森林がなくなれば、土地は砂漠

になり生物が消え、人類は生きていけません。化石燃料は使用を続けると、どれも減耗し

ていく宿命にあり、浪費すべきものではありません。しかし化石燃料が減耗して使えなく

なっても、森林資源があれば他の自然エネルギー資源と合わせて、人類の知恵が新たな技
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術を生み出し、新たなかたちの文明を生み出していくものと考えます。 
 
２． 化石燃料による文明の革新 
≪近代以降の文明≫ 
近代以降、化石燃料を採掘する技術の進歩によって、莫大な余剰エネルギーが獲得され、

それを機械動力と輸送動力に革新的に利用する文明が拓かれました。19 世紀には石炭が全

盛で、その文明は欧米と日本で発達しました。20 世紀の四半期以降、液体化石燃料として

差別的な優位さを誇る石油が主役になってくると、文明は世界的規模へと発展しました。 
化石燃料による文明をどう呼称するか。時代区分として、日本では西洋式の「文明開化」

を始めた明治維新から第二次世界大戦までを近代、それ以降の戦後を現代と呼んでいます。

文明の呼称もそれに準拠して良いと思います。石油文明の呼称は、運輸、化学工業に代表

される産業の革新的な転換以降で、日本では 1960 年以降になります。食糧生産の石油化が

その典型だと考えます。 
化石燃料は燃焼力が高く、工業製品の生産に使用することによって も能力発揮できる

エネルギーです。石炭、石油は、それを外国で開発生産して自国に燃料・原料として輸送

し、自国の工場で工業製品を大量生産して国内外で売り捌いても、高い経済性を得ること

ができるエネルギー資源です。よって、資源の獲得から製造、販売まで効率よく剰余価値

の拡大再生産ができる資本主義経済システムが、それまでの重商主義に替わって成立した

のは自然なことと思います。‘エネルギーが文明のかたちを決める、すなわち化石燃料の特

性が、近代文明の経済的システムを決める’ことになります。 
近代文明形成の助走は、1492 年のコロンブス新大陸発見にはじまる「大航海時代の地理

上の発見」にあると思います。資源の少ないポルトガル、スペインをはじめ西欧諸国は、

金銀銅等の金属資源、西欧にはない産物を略奪、あるいは三角貿易によって獲得しました。

西欧・西アフリカ・西インド諸島の間の三角貿易では、西欧が対価で得た奴隷を西インド

でプランテーション労働させ、砂糖などを持ち帰りました。 
西欧国家による重商主義経済は、各国の植民地政策と結びついて展開されました。16 世

紀末には英仏蘭による「東インド会社」が、東アジア・オセアニア経営を展開していきま

した。そして西欧に膨大な資本の本源的蓄積と世界的規模で資源、市場の確保が進み、次

の資本主義経済へ移行する条件が部分的に醸成されていきました。残りの重要な条件は、

技術革新による EPR の高い化石燃料の採掘と、それによる動力革命と工場制機械工業の創

出です。 
 
≪近代文明と科学技術≫ 
近代文明のかたちは、化石燃料の利用と資本主義システムによって形成され、発展して

きました。そして、文明を支える精神的な側面の核心が、個人中心主義的近代合理主義哲

学だと思います。西洋哲学プラトニズムが、デカルトの‘我れ思う、ゆえに我れあり’に
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よって、近代の哲学が始まりました。 
文明の物質的側面は、科学技術によって開拓されます。18 世紀以降の科学発見、技術発

明の優れた内容がそれを物語っています。19 世紀になって熱力学の法則、電磁気の法則等

の科学的発見から、より意識的に工業利用の目的で技術開発が進められました。技術開発

は石炭が文明を形作る主要エネルギーという枠組みの中で展開されました。 
資本家は激しい競争の中で、技術によって剰余価値増大を図り、資本の増殖がなされて

いきます。しかし、一方で、近代文明以前に続いていた‘自然との共生’からますます乖

離していき、人間が自然に対して傲慢になります。  
1854 年にドイツのクラウジウスが熱力学第二法則を確立して発表しました。しかし、そ

の本質である「エントロピー増大の原理」について、今でも殆どの識者が不勉強か、また

は無視しています。‘閉じた空間で、物質・エネルギーの変化は、拡散・死滅に向かう’そ

して‘工業生産には低エントロピーのエネルギーが必要で、必ず高エントロピーの廃物・

廃熱を排出する’ということが、‘忌み嫌いたい真実‘と映っているのでしょう。日本の高

等教育で、熱力学第一法則である「エネルギー保存則」は教えますが、「エントロピー法則」

の扱いは軽視されています。上野公園の国立自然博物館に「科学法則」の展示コーナーが

ありますが、エントロピー法則に関する展示はありません。 
 
≪近代文明のかたち資本主義の成立≫ 
資本主義経済は市場主義と結びついて交換主義を発展させます。近代経済学の父アダム

スミスは国富論において、「個々の人々が、自由に交換をしても、需要と供給とが一致する

状態が維持される。各人がそれぞれ自分の利益を考えて行動しても、『見えざる手』によっ

て社会全体として望ましい状態が実現する」とし、自由な交換が諸国民の富を生み出すと

論じました。デカルトの個人主義的近代合理主義哲学が根幹をなす経済思想だとわかりま

す。そして、交換の対象が、製品、労働、土地（天然資源を含む）だけでなく、交換手段

の貨幣も交換商品になっていきました。 
自由な市場主義による資本主義が展開するにつれて、資本と労働の矛盾が深刻になって

いきます。一方、大気汚染などの公害が生じました。水質汚染や大気汚染は、近代文明が、

その比較的初期に‘自然の有限性と衝突’した事件です。資本の本質が剰余価値の追求、

すなわち拡大再生産である以上、資本と有限な自然との矛盾、対立が続きます。 
カールマルクスは、資本論によって資本の論理を示し、その解決として、資本と労働の

関係を逆転させる、すなわち資本主義に替わる社会体制として共産主義を提起しました。

それは「科学技術によって生産力が限りなく成長し、共産主義社会によって豊かになれる」、

「労働は自然を人間生活に役立つかたちに変化させる活動」との考え方に基づいていまし

た。すなわち資本主義同様に、地球資源の有限性、およびエントロピー法則を無視してい

ます。これでは共産主義と資本主義の地球観は同じです。一国の政治・経済体制において、

資本主義と共産主義が共存しても不思議ではありません。 
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３．エネルギー革新：石炭から石油へ 
化石燃料エネルギーによる近代文明は、先ず石炭エネルギーの使用で助走し、石油エネ

ルギーで大発展して現在に至っています。石炭エネルギーによって「産業革命」が勃興し

ましたが、10,000 年前の定住農耕による「農業革命」に次ぐ人類史上の革命と位置づけら

れています。 
石炭の余剰エネルギー革新はイギリスで発祥しました。1710 年にニューコメンが炭坑の

排水ポンプ用に蒸気機関を発明しました。それを1764年にジェームス・ワットが改良して、

石炭採掘の生産効率が飛躍的に増大しました。石炭は木炭と比べてエネルギー密度が非常

に高い。その大量の余剰石炭によって、コークスによる製鉄が発展しました。織物等の家

内手工業がマニュファクチャーを経て、工場制機械工業へと転換し、この間に資本と労働

の分立、作業の分業により生産が促進され、資本主義経済へと移行します。さらに 1800 年

までに蒸気機関車、1807 年に蒸気船が実現し、‘人馬・風水’に替わる輸送革命が起こりま

した。これによって、‘近代文明のかたち’が決まりました。 
石炭に次ぐ革新は石油の余剰エネルギー革新です。エドウィン・ドレークが 1859 年に、

米国のペンシルベニア州タイスビル近傍で機械掘り（蒸気機関の動力で削岩する方法）に

よって石油産出に成功し、少量のエネルギーで大量の石油が「自噴生産」できるようにな

りました。それまでの石油採掘は「手掘り」でした。1861 年からの南北戦争と重なって石

油ブームとなり、1863 年にジョン・D・ロックフェラーが石油精製業の開業、1876 年に

Ｎ．オットーがガソリン内燃機関を発明しました。 
そして、米国で石油文明への移行を決定づけたのが、テキサス州バーモント市スピンド

ルトップ・ルスカ１号井の大自噴です（図表 1-2 参照）。生産量が 10 万バーレル/日で、米

国の石油生産量を一気に 3 倍になりました。ときは 1901 年 1 月です。 
 
４・石油文明の成長・成熟 
≪文明の成長期≫ 
石油が決定的に優秀な特性は、エネルギー密度とエネルギー品質が高く、常温で液体燃

料であることです。常温で固体の石炭、気体の天然ガスと比べて、貯蔵、輸送、使用の点

で石油が も扱いやすい。単位重量当たりの燃焼能力も石油が も大きい。化学的処理も

石油が も容易です。そして、内燃機関の発明によって、石油が輸送動力、定置動力の雄

となりました。石炭は外燃機関にしか使えません。石油は内燃機関の圧倒的な主役ですが、

火力発電などの外燃機関の燃料にもなります。石油化学は石炭化学をも圧倒する良質の資

源です。石油由来製品は、燃焼、輸送燃料、定置動力、電力、原材料、医薬品、農薬・殺

虫剤など、文明のあらゆる分野に広がりました。その数は、今では 50 万品目に及ぶといわ

れています。こうして石油漬け社会の「石油文明」が成長していきます。 
20 世紀になって、1903 年にライト兄弟がガソリンエンジンによる飛行機で、人類が空を
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飛ぶことに成功し、1912 年には船舶の内燃機関化も本格化しました。第一次大戦では軍用

飛行機が登場しました。これで石油は文明の輸送手段を陸・海から空へ成長させました。

並行して、1880 年代よりトーマス・エジソンが一連の電気器具を発明しました。その電力

産業が勃興し、石油文明をより高度なものに成長させていきます。 
近代文明は資本主義が経済のベースですから「恐慌」がつきものです。1929 年に世界大

恐慌が襲いました。当時は東テキサス、中東などの陸上で超巨大油田が発見されたころで、

石油生産の EPR が 100 に至るほどに大きい油田です。そして 1930 年代の石油価格は現在

価格換算で平均 15 ドル/バーレルでした。その膨大な安価な石油が余剰エネルギーとして、

インフラ建設、製造、輸送、生活のあらゆる面で湯水のように使えたことによって、ケイ

ンズ流経済政策が生かされ、世界大恐慌を早期に克服することができたのだと考えます。 
20 世紀に２度の世界大戦がありました。戦争の目的も、その武器も、石油が深く関係し

ていました。第二次世界大戦は、ファシズムと民主主義の戦い、帝国主義戦争、被抑圧民

族の解放戦争等が絡み合った大戦でした。1941 年から 45 年の戦時中に、枢軸国と連合国

を合わせて 30 万台以上の戦車、60 万機以上の軍用機が製造・使用されたといわれ、究極の

兵器である核爆弾の製造・投下で終結しました。まさに石油エネルギーと石油由来技術を

大限に駆使した大戦といえます。大戦による死者は、世界の人口 25 億人の約２％（連合

国側が約 4,000 万人、枢軸国側が約 800 万人）にのぼり、欧州の没落と米国のひとり勝ち

で終わりました。米国は連合国の中で、圧倒的な石油産油国、石油産業国でした。 
 
 ≪文明の繁栄期≫ 
第二次世界大戦の戦後復興は米国とソ連の冷戦の構図の中でなされました。自由主義陣

営では「無傷の戦勝国」である米国が驚異の経済発展を進め、その影響下で西欧と日本の

復興がなされました。その駆動力は、米国が主導するブレトン・ウッズ通貨体制と、戦中

戦後に中東で国際石油資本（メジャー）によって発見された超巨大油田などからの厖大な

量の石油余剰エネルギーにあると考えます。メジャーの価格決定権下でブルガン油田は

1946 年、ガワール油田は 1950 年、サファニア油田は 1960 年より生産が開始され、大量の

石油が米国とその陣営にもたらされました。 
米国では、国内インフラ建設、軍事・核産業、自動車産業、航空・宇宙産業、石油化学

産業、石油農業が進みました。石油資源が無限にあるかのように、大量生産・大量消費・

大量廃棄という石油文明に独特のスタイルが発展しました。そして西欧諸国と日本の戦後

復興を同じ文明のかたちに取り込みました。こうして 60 年代末頃まで、米国を盟主とする

西側陣営の石油文明は全盛を極めました。 
しかし、1971 年に、アメリカ国内の石油生産がピークに達し、その後石油輸入量が急増

しました（注２）。海洋油田の開発とアラスカでの石油開発が懸命に進められましたが、石

油ピーク前の年間生産量を回復できませんでした。並行して石油輸出国機構（OPEC：1960
年設立）諸国が、1969 年のリビアを皮切りに、1970 年代に石油価格決定権を次々に支配し、
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油田の国有化を進めました。米国の国際石油支配力の低落です。 
米国は、ベトナム戦争や「偉大なる社会」政策によって、財政赤字と貿易赤字に陥って

しまいました。そして 1970 年にニクソン大統領が金・ドル兌換禁止、変動相場制を宣言し、

ここにブレトン・ウッズ通貨体制が終結しました。 
 
≪文明の変調期≫ 
前述のように 1970 年前後に米国に起こった一連の出来事は、世界石油文明のかたちをつ

くり、王者として君臨してきた米国の地位が弱まり出したことによって、石油文明が変調

したこと意味します。それ以降、石油ピークまでを、石油文明の変調期とします。 
世界の石油消費量は 1960 年代に先進工業国でウナギのぼりの上昇でした。しかし、石油

危機から 1986 年まで、石油価格は現在価格換算で 45～90 ドル/バーレル（現在価格）の高

値で推移します。この高価格の期間は 220 億～250 億バーレル/年の間でプラトーに推移し

ています。石油を湯水のように使っていた米国の経済は停滞し、その影響が先進工業国全

体に次第に広がっていきました。 
1980 年頃から米国の石油消費量は大きく低落し、米国の工業生産力の低迷は 10 年以上

続きました。1985 年 9 月に、米英独仏日の蔵相で「プラザ合意」がなされました。ドル安

の協調介入によって「双子の赤字」の米国を救済してドル相場の安値安定化を図るもので

した。為替レートが第２石油危機以降 250～200 円/ドルで推移していた為替レートが急激

に 150 円/ドルを越えて、その後もドル安の基調で現在に至っています。石油価格はバーレ

ル当たり 20 ドル前後に低落して 1999 年まで推移し、その後上昇に転じて、2005 年の石油

ピーク到来以降は、価格の高騰が続きます。 
石油文明の変貌が経済社会のかたちの変化が、1970 年代に、米国の石油支配力が低落し

てから始まります。1980 年代には工業社会から脱工業社会への転換、1990 年代からは情報

社会への転換、そして金融資本主義とグロバリゼーションが謳われていきます。 
米国経済は 1990 年代以降、実体経済から離れた金融と情報を軸とした経済へと構造的な

転換がなされていきます。石油文明の基幹をなすインフラ建設、素材産業、自動車産業が

衰退しました。軍需産業と航空・宇宙産業は存続していますが、金融産業、コンピュータ・

情報産業、遺伝子操作産業のような「非石油型産業」が興隆し、石油依存の「ものづくり

産業」は後発国へ移転していきます。 
再び、石油発見の話題に戻ります。世界の年石油発見量のピークは 1940 年代末期、1960

年代前半、1970 年代中葉にありました。どの発見量ピークにも超巨大油田の発見が貢献し

ています。1980 年初頭まで、石油の年発見量は石油の年消費量をつねに上回っていました。

しかし、プラザ合意の後 1987 年に初めて、年発見量が年消費量を下回りました。それ以降

超巨大油田の発見はなく、年消費量と年発見量の差が広がる一方です。石油文明の全盛期

は、石油のストック（埋蔵量）を食い潰していくという 終局面に入り、約 20 年後の 2006
年に、石油埋蔵量減耗の時代から石油生産量減耗の入口、すなわち石油ピークの時代に入 
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りました。 
 
 

 

 
一方、石油文明がもたらした地球環境汚染に対して、世界規模での取り組みが、文明の

変調とともにに始まりました。1972 年にローマクラブ（注４）が、資源と地球の有限性に

着目して、人類の危機レポート「成長の限界」（注５）を著わし、石油文明の将来に警鐘し

ました（注６）。図表 4-2 では、2020 年に、世界の人口と汚染が増大の一方、地球資源全体

の減耗率が 大になり、一人当たりの食糧と工業生産量がピークアウトすると予測してい

ます。そして、1972 年に国連人間環境会議（ストックホルム会議）が開催れます。その後、 
 

 
1988 年に気候変動政府間パネル（IPCC）が設立され、1992 年にブエノスアイレスでの

図表 4-１：石油消費量と発見量の差の推移（注３） 

1987年 

図表 4-2：「成長の限界」より（注４） 
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「環境と開発に関する国連会議」（地球サミット）で地球温暖化防止条約が署名されたのに

続いて、1997 年に京都議定書が IPCC によってまとめられました。京都議定書では、「知り

尽くせない地球現象を、限られた不完全な知識でもって 100 年先の地球をコンピュータ予

測」した地球温暖化モデルが商取引に組み込まれました。実際に、21 世紀になって太陽活

動等の宇宙的原因によって地球寒冷化を予測されるデータがあります。議定書は、原子力

発電が世界的に増設、拡散する契機になり、やがて迎える石油文明の終焉と新たな文明へ

の軟着陸のプロセスに禍根を残す様相になりました。 
 地球サミットでは生物多様性条約も署名されました。有限な地球環境の保全のために、

ローマクラブ「成長の限界」を踏まえて、理想的には「石油文明からの脱却」が宣言され

るべきであったと思います。 
 

（注１） ヘロンは、三角形の３辺の長さから面積を求める「ヘロンの公式」で有名。 

（注２） 図表 1-4；「米国の石油生産量と輸入量」参照。 

（注３） アメリカ議会下院 エネルギーと通商委員会のヒアリング資料 

UNDERSTANDING THE PEAK OIL THEORY, Serial No. 109-41(DEC.7, 
2005)、51  

（注４） イタリア・オリベッティ社の元会長のアウレリオ・ペッチェイとイギリスの

科学者アレクサンダー・キングが、1970 年に全地球的な問題に対処するため

に設立した民間シンクタンク（Wikipedia より）。 

（注５） ローマクラブが地球の有限性に着目して、マサチューセッツ工科大学のデニ

ス・メドウズを主査とする国際チームに委託して、 システムダイナミクスの

手法を用いて行った研究の成果。1972 年に発表された（Wikipedia より）。 

（注６） レイチェル・カーソンが 1962 年に Silent Spring（日本語題名：沈黙の春）

を出版しましたが、石油文明の環境破壊を初めて訴え、ベストセラーみなり

ました。  
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第５章 石油ピークは文明の黄昏 
  
１． 石油ピークで石油文明の黄昏 

枯渇型資源であるイージーオイルが現代文明を発展させてきました。すでに述べたと 
おり 1987 年に石油食い潰し時代にはいりました。そして約 18 年後の 2005 年に、その世

界生産量がピークに至り（注１）、その後はピークプラトーで推移しています。世界が石油

ピークに至ったことによって、石油文明は成熟期から黄昏期に入ったと考えます。再びイ

ージーオイルの生産量が増加することはないと断言できるほどに、地球上の巨大油田以上

の油田の在り処は、地球科学的に調べ尽くされており、成熟期の復活はないと考えます。 
この世界の石油ピークによって米欧日の先進工業国全体で実体経済の成長が止まりまし

た。米国では金融工学の手法でサブプライムローンを考案して経済を回転させようとしま

したが、米国の投資銀行、リーマン・ブラザーズが破綻して世界的金融危機が起こりまし

た。ヨーロッパでは国家間の経済と財務の格差が深刻になり、ヨーロッパ共同体（ＥＵ）

が不安定になっています。日本では経済のデフレ閉塞から脱出するために、大胆な金融緩

和、国民負担増、原発再稼働、作為的なインフレ等に名目成長を賭けようとする崖っぷち

の経済政策に走っています。 
文明を動かす余剰エネルギーは、第 2 章 3 節で記したように維持管理エネルギーと自由

裁量エネルギーとに分けられます。石油ピークにいたると、資本主義が無限の成長を求め

る経済システムである限り、早晩、自由裁量エネルギーはなくなって成長できなくなりま

す。それでも成長させようとすると、文明の維持管理エネルギーをいたずらに減らすこと

になります。その現れが福島第一発電所や高速道路、ＪＲ北海道のような管理手抜き事故

が増加して社会の機能が劣化し、さらに秩序が乱れていきます。無理に経済成長させよう

とすると、富がごく少数の者に集中し、大多数の国民は生活が悪くなり、将来の安心が失

われていきます。 
世界の石油ピークがどのくらい続くのか、IEA の 2012 年の報告の問題点を修正して推測

すると､2015 年までです。その後、石油生産が急激に減耗する時代になると予想されます。

詳細は、第 6 章 3 節で述べます。 
石油文明黄昏期の特徴は、石油の EPR が減少しながらピークプラトーが続きます。よっ

て文明を支える余剰エネルギー量がどんどん減少していきます。それに無頓着、無策だと、

石油文明の経済制度である資本主義が構造的に不安定になります。それに抗して石油文明

の維持のために、石油代替エネルギーの確保が叫ばれます。しかし、石炭と天然ガス、お

よび一部の自然エネルギーを除いて EPR の低いエネルギーばかりです。それらすべてが束

になっても、 優秀の石油にはかないません。 
一方、石油にかなうものはない、石油文明終焉は避けられないと自覚して、石油なき後

のエネルギーとその新文明のかたちつくりに先手を打って進め、「新文明への軟着陸」を目

指す考え方と行動が生まれてきています。 
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先ず大事なことは、石油ピーク到来の自覚、エネルギーと文明の関係を正しく認識する

ことです。以下に、石油ピークが進行中であることを各分野の情報から明らかにし、石油

ピークによって進んでいる文明の矛盾や混乱について整理していきます。 
 

２．石油ピークが進行中 
≪国際機関が告げる石油ピークの到来≫ 
1973 年に第一次石油危機、1979 年に第二次石油危機が起こり、石油価格高騰の時期がし

ばらく続きました。しかし 1986 年頃に収まり石油価格が 1 バーレル 30 ドル以下、１キロ

リットル 1 万～2 万円の低価格の時期が 2003 年頃まで続きました。その安い石油生産が

2006 年にピークに達したことを、IEA（国際エネルギー機関）が 2010 年に報告書で発表

しました。実際に世界の石油生産量は 2006 年まで上昇を続け、それ以降の年生産量は、プ

ラトーに推移しています。石油価格は、2003 年の１バーレルあたり 30 ドルより、その後

一貫して上昇を続けています。2008 年に投機マネーの流入と金融破綻によって短周期の大

きな価格変動がありましたが、これを除いても高騰トレンドが続いて、現在では１バーレ

ルあたり 100 ドルの水準です。              

国連大学情報誌 Ourworld2.0（注２）によりますと、イギリスの報告書（ピークオイル

とエネルギー安全保障に関する英国産業タスクフォース作成：2010 年)では「可能性として

は 2015 年までにピークオイルが訪れる」と論じています。ハードオイルの生産で補充して

も2015年に石油供給がピークアウトして需要を満たさないことを怖れていることになりま

す。 
同じ Ourworld2.0 の記事によりますと、国際通貨基金（IMF)も『石油の未来：地質学

VS 技術）』と題する調査結果報告書（2012 年）の中で、「実質の石油価格は……、歴史

的に控えめに見積もっても、生産量の拡大を維持するために今後 10 年間で２倍近くに高騰

することは避けられないだろう」と論じています。Ourworld2.0 の記事は、その上「IEA、

IMF がピークオイルの影響を調査し始めた今こそ、行動を起こす時がやって来たと政策立

案者たちに知らせる も分かりやすい警鐘である。」と述べています。 

 

≪ 大の産油国サウジアラビアの動き≫ 
大の産油国サウジアラビアにかかる情報は石油の文明的動向に強く作用します。中で

も以下のような報道は注視すべきだと考えます。 
① 米国のサウジアラビア大使館の機密文書によると、サウジアラビアの石油埋蔵量は実

際より 3000 億バーレル多い、約 40％も石油埋蔵量を水増しされている（注３）。 
② サウジアラビアがスイングプロデューサ（価格調整役）の立場を放棄しました（注４）。 

③ サウジアラビアは人口増加率（2.12％）、経済成長率（2011 年：6.47％）が高く、よ

って国内石油消費量の急増している（注５）。 

④ 2013 年 3 月 18 日、サウジアラビアのヌアイミ石油相は「バーレル当たり 100 ドル 
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の原油価格は「妥当」だと述べ、世界の経済成長を損ねることはない」との見解を示し

ました（注６）。 

サウジアラビアに関するこのような報道、および国際機関の予想を総合すると、イー

ジーオイルの生産がピークアウトして減退する時期が予想以上に早まり、加えて産油国

の自国内消費の急増によって、先進国・発展国への石油供給量が余計に減少するリスク

が高くなっています。サウジアラビアの油田での生産コストは 4 ドル/バーレル程度とい

われており、その安い石油コストを自家使用して経済成長しています。その石油輸入国

が購入する国際価格が石油ピークの現在において、すでに 100 ドル/バーレルの水準です。

イージーオイルの供給量が石油需要量を大きく乖離するようになると、石油価格のコン

トロールが利かなくなり、さらに高騰する恐れがあります。その X デーまで１～２年に

迫っていることになります。 
 
≪巨大油田の減耗が告げる石油ピーク≫ 

 IEA は可採埋蔵量が 5千万バーレル以上の 651 の油田を調査し、石油の減耗状況につい

て報告しています（注７）。それによると 580 の油田が生産ピークを過ぎており、そのうち

379 油田がピーク時の半分以下とのことです。油田数 580 は油田総数の１％程度ですが、

生産量は 58％（4050 万バーレル/日）を占めます。ピーク後の生産減退率は大きい油田ほ

ど小さく、年率で超巨大油田 3.4％、巨大油田 6.5%、大型油田 10.4％とのことです（注）。

これを、中小油田を含む全油田に適用すると、世界の石油ピーク後の減退率は 6.7％になる

とのことです。2008 年の減退量は概略 470 万バーレル/日であり、サウジアラビアのガワー

ル油田の日産量に近い量に相当します。 
この減耗率は、生産量を維持するために行う追加の生産井戸掘削、施設のメンテナンス、

水やガスの注入等による石油回収の増進作業を行った上での減耗率です。石油に限らず資

源採取は‘low hanging fruit’の法則、‘すなわち採取しやすい位置のモノから先に採り、

採取にエネルギーを使うモノを後に残す’という法則どおりなので、石油ピーク後の生産

では EPR が悪化し、生産コストが上昇する理由がわかります。 

埋蔵量が 50 億バーレル以上の超巨大油田は 50 余りあります。超巨大油田は、石油探鉱

の科学技術が低い時代に発見されました。1980 年以降、探鉱の科学技術はずいぶん進歩し

ました。油田の地質形状を詳細に調査する三次元地震探査、油田の生産性状の経年変化を

詳細に把握する四次元地震探査、石油の生成・油田形成シミュレーション、さらに水平掘

削技術、水圧破砕技術、大水深掘削技術、増進回収法の高度化など多彩です。しかし、中

小油田の発見や石油生産の向上に貢献していますが、超巨大油田の追加発見はありません。

技術で思うようにならないのが有限な地球です。東シナ海にイラクに匹敵する埋蔵量 2000
億バーレルの超巨大油田の存在が期待されましたが、高度な技術で調査するまでもなくあ

り得ないことだと、石油探鉱の専門家はわかっていました。 

下の表は超巨大油田のトップクラスの油田の生産量とピーク年です。その多くが生産ピ



  

p. 49 
 

ークを過ぎています。ピークまでの年数（ピーク年齢）からして、油田の生産寿命をわか

ります。 

 

 

石油生産量（kb/d） 主な 

超巨大油田名 

  国 発見年・ 

生産開始年 ピークの年・産量 2008 年 

ピーク迄 

 の年数 

ガワール サウジアラビア 1948・1950 1980 年 5,588 5,100 31 

サファニア サウジアラビア 1951・1960 1998 年 2,128 1,408 29 

ブルガン クウェート 1938・1946 1972 年 2,415 1,170 27 

ルマイラ イラク 1953・1954 1979 年 1,493 1,250 26 

アワズ イラン 1958・1959 1977 年 1,082 770 29 

カンタレル メキシコ 1976・1979 2003 年 2,054 1,675 24 

サモトロール ロシア 1966・1969 1980 年 3,435 903 12 

 

≪石油のエコノミーが語る石油ピーク≫ 

 市場経済では、需要に対して供給がタイトになると価格が上がります。価格が上がると

不採算だったマージナルな油田や油井が開発生産されたり、投資意欲が喚起されて新油田

の発見・開発が進みます。これまでの石油エコノミーのリズムもそうでした。しかし、石

油ピーク到来の 2005 年ごろから、この市場経済ルールが石油に通じなくなりました。 

2005 年以降、石油価格が高騰のトレンドにあり、その間に石油開発への年間投資額は

2005 年の 3000 億ドルから 2012 年に 6000 億ドルへと膨大な金額が投資されています。し

かし、石油価格が高騰しても、開発投資を増やしても、イージーオイルの生産量の増加、

新発見量が取るに足らないモノしかなく、世界の石油供給量はプラトーで推移しています。

オイルシェール等の EPR の低い、生産コストのかかるハードオイルが、イージーオイルの

供給不足分を補っているものと推量できます。 

 

 

    

図表 5-1:主な超巨大油田のピーク時生産量（注８） 

図表 5-2：世界の石油生産と価格の推移（注９） 
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≪「石油ピークは死んだ」論の欺瞞≫ 

近、「シェール革命」と騒がれ、合わせて「石油ピークは死んだ」論、あるいは「石

油ピークは遠のいた」論が、米国だけでなく、西欧や日本でも内外で流布されています。

シェールオイルなどのハードオイルが商業的に生産されることに期待する余りに、石油

ピークにある現状を否定する論調です。この論調の特徴は、イージーオイルとハードオ

イルの混同、すなわち石油の品質を表すエネルギー収支比（EPR）、および石油価格の高

騰といった石油文明の存続に与える負荷を無視していることです。 
シェールオイルの商業生産が可能なのは、資源開発の法制度と生産・輸送のインフラ

が整っている米国だけのことです。それも石油開発の現場を踏んでいない人々が希望す

るような‘風呂敷の広いこと’ではありません。それが世界的にシェールオイルの賦存

が推定されている地域のどこででも商業生産されうるとの‘浅薄な希望の論調’になっ

ています。‘日本沿岸の深海には 100 年分のメタンハイドレートガスがある’と同様の、

無責任な楽観論です。なぜなら、シェールオイルはシェール層の中に濃集されずに拡散

して存在する「エントロピーの高いオイル」だからです。だから水圧破砕や薬物使用に

よって地層の環境破壊し続けなければ生産できない石油です。 
現在イージーオイルが生産ピークにあって価格が高騰し、100 ドル/バーレルの水準に

なっています。一方、シェールオイルは以前から、石油価格が 60 ドル以上/バーレルくら

いなら商業生産できるとされており、現に米国では生産されています。「技術が可能にし

た」というのなら、‘イージーオイルもハードオイルも 10 ドル/バーレルで生産できるよ

う目指してください。‘といいたいです。 
イージーオイルの現在の EPR は世界的に 10 程度といわれています。しかしシェール

オイルの EPR は３程度とのことで、‘石油文明を支える石油ではない’という認識が根

本的に重要です。すなわち、「石油ピーク死んだ」論は、減耗していくイージーオイルの

図表 5-3：急増の石油投資（注 10） 
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生産量に EPR の低いシェールオイルを加えると、必要な石油量を、EPR に関係なく確保

できるということをいっているだけです。 
米国では 2007 年以降、石油消費量が減少のトレンドにあり、一方国内石油生産量は増加

傾向にあります。石油消費量は 2007 年の 20.5 百万バーレル/日から 2012 年の 18 百万バー

レル/日への減少、国内石油生産量は 2007 年の 8 百万バーレル/日から 11.5 百万バーレル/
日へ増加であって、シェールオイルなどのハードオイルの増産によるものです。消費量と

国内生産量の差は輸入石油であって、この 5 年間で、11.5 百万バーレル/日から 6.5 百万バ

ーレル/日にほぼ半減し、100 ドル/バーレル水準の石油輸入コストの減少になります。 
しかし、国内消費の石油を EPR の低いシェールオイルで代替していることになります。

すなわち、米国の減少傾向にある石油消費量のうち、シェールオイルの生産に必要なエネ

ルギー分が増加し、文明活動に用いる正味エネルギー量はさらに減少していることになり

ます。米国は、EPR の低いシェールオイルへの依存を強めるほど、‘石油文明の現状が次第

に維持できなくなる’という矛盾が深まり、文明的終焉に近づいていくものと、大局的に

理解できます。石油の EPR を無視した楽観的な論調の怖さが分かります。 
 
３．一次エネルギー全体の生産ピーク 

≪一次エネルギーのピークはいつごろか≫ 
石油生産がピークに達している現在、一次エネルギー全体の供給見通しを概観すること

は重要です。下の 2 枚の図は、様々な一次エネルギーの供給量の見通しについて、カナダ

の Paul Chefurka が 2007 年に発表した論文"World Energy to 2050 "から引用したもので

す。前の図はエネルギーの種類ごとの供給量（単位：石油換算百万トン）の年次推移のグ

ラフ、後の図はすべてのエネルギーを累積した供給量（単位は同上）の年次推移のグラフ

です。この 2 つの図を見るにあたって、先ず留意点を述べます。 
Paul Chefurka は、石油、石炭、天然ガス、そしてウランも良質なものだけを対象にし

ています。従ってシェールオイル・オイルサンド、亜炭・褐炭、シェールガス、メタンハ

イドレートは除外されています。どれも EPR が低いので文明を駆動するエネルギーでない

との判断と思います。ウランの品質として通常、抽出精製コストが 40 ドル/kg 以下、130
ドル/kg で区分されています。ここでは 40 ドル/kg 以下の確認埋蔵量を対象としていると考

えられます。 
なお再生可能エネルギーについて、水力は水文学的な調査によって全世界の現在の賦存

量が推定されますが、地域的には中期的な気候変動の影響を受けます。風力、太陽光は化

石燃料の減耗とともに増加するとの見通しで描かれています。その他の再生可能エネルギ

ーの中に、地熱資源、バイオマス資源が含まれます。地熱資源のポテンシャルは大きいで

すが、Paul Chefurka は、地熱を独立して評価するに至っていません。 
Paul Chefurka は、石油ピーク到来（2005 年）の後、ウランピークが 2020 年に、石炭

と天然ガスのピークがともに 2025 年に、そして全エネルギー量の供給ピークが 2020 年に
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到来すると予想しています。IEA も良質のウランピークを 2020 年と予想しています。原子

力発電量は全エネルギー量の７％と少ないです。良質のウラニウムも減耗が進むので、2025
年には原子力発電量が減少のトレンドにあります。 

 

 
 

  
 
2015 年～2025 年の頃の一次エネルギーは、良質な石油は減耗を速めており、石炭と天然

ガスが主役になります。天然ガスは気体のために減耗率が高く、ピーク後の 2030 年には減

耗の坂を下っているとみられます。一方、固体の石炭は 2020 年～2035 年はピークがプラ

トーの状態で続くと見られ、文明のかたちは「石炭向き」になりましょう。内燃機関が燃

料高騰で使えなくなり、外燃機関が見直されるでしょう。 
なお、2020 年は、1972 年にローマクラブが「成長の限界」で、工業生産、食糧生産がピ

ークアウトする、地球資源の件網率が 大化すると予測した年（図表 4-1）ですし、今年イ

ギリスのシンクタンク Tullett Perbon Group Ltd.’が、「2020 年に石油の EPR が５以下に

なる」と予想している年です（図表 5-6 を参照）。 
 

図表 5-4： 

エネルギーごとの生産曲線 

（注 11） 

図表 5-5：各種エネルギーの 

生産曲線の重ね合わせ（注 11） 
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≪一次エネルギーの EPR：現在と近未来≫   
現在の世界石油生産の EPR は平均的に見て 10 余りだといわれています。ここまで石油

の EPR が低下してくると、イージーオイルだけでは現代文明は維持できません。そこで石

油代替エネルギーが研究開発されます。石油を使わなくてもよいものに対して他のエネル

ギーで置き換えていきます。実際に一部石油代替になっているエネルギーは、石炭、天然

ガス、原子力、地熱、ハードオイル、バイオマス、風力、太陽光などです。しかし、ここ

で問題なのは、それらのエネルギーの質と EPR です。 
様々なエネルギーのEPRが、いくつかのシンクタンクから報告されています。ここでは、

イギリスのシンクタンク Tullett Prebon Group Ltd.の報告’perfect storm’(2013 Jan.)のも

のを下に引用します。横軸が EPR、縦軸の濃青部分が余剰エネルギーです。 
余剰エネルギー（％）＝（EPR－１）×100 で表します。EPR が 10 を切ると、余剰エ

ネルギーが急減していきます。 
 
   

 
図表 5-6 にはありませんが、地熱発電の EPR は７程度とのことです。図表 5-7 は、それ

を含めたものです。 
 

  エネルギー EPR  エネルギー EPR 

石 炭 80 水力発電 98 
石油・ガス  1930 年代発見 93 風力発電 17 
石油・ガス 1970 年代発見 30   
石油・ガス 近の発見 ８ 地熱発電 ７ 
シェールオイル・ガス ２～３ 原子力発電 ５ 
タールサンド ２～３ 太陽光発電 ４～３ 
  バイオ燃料 １ 

 
図表 5-7 のテーブルで、上下に 近発見の石油天然ガスの EPR＝８で区分しました。EPR

＝８は、文明の限界エネルギーといわれる 10 を、若干下回る値です。 
近に発見される石油の EPR は８程度にまで低下しています。主に水深が 2000ｍ以上の

図表 5-6：EPR ・余剰エネルギー上でのエネルギープロット（注 12） 

EPR 

余
剰
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
％
） 

図表 5-7：主なエネルギーの EPR 



  

p. 54 
 

大水深海域での発見ですから生産に投入されるエネルギーが非常に増えます。在来型油田

の開発見込みの地域は次第に限られます。残された開拓地は北極圏の海域になります。 
北海油田は生産能力が老朽化してきており、その EPR は５以下とのことです。北海油田

は 1996 年に石油生産ピークに達し、6 年間プラトーで推移しましたが、2003 年より年率

６％で石油減耗を続けています。北海油田減耗後のヨーロッパの一次エネルギーは、EU 内

の天然ガス、ロシアの天然ガス、北アフリカの石油・天然ガス、そして EPR の高い偏西風

風力発電となりましょう。もちろん北欧ではバイオマス燃料、スイスなどの山国では水力

発電も今後の文明を支えるエネルギーでしょう。 
近未来の 2020 年には石油全体の EPR も、エネルギークリフの５まで下がるといわれて

います。図表 5-6 にはありませんが、地熱発電の EPR は７程度とのことです。EPR が 5
以下だと石油文明を駆動するエネルギーではありません。EPR が 10 だと、少なくとも「石

油文明の黄昏」といえます。石油エネルギーに高度に依存している国ほど、石油由来の人

工的インフラと商品の多い国ほど、石油の EPR が 10 でも厳しいであろうことは容易に実

感できます。石油のEPRが小さくなれば石油価格の高騰、石油由来商品の高騰も自明です。 
近、シェールオイル、オイルサンド等の非在来型石油資源が囃したてられていますが、

EPR は３程度です。不足する石油の量を補うことはできますが、余剰エネルギーが少なく、

石油文明の維持に貢献できるものではありません。 
結局、石油なき後の文明のエネルギーは、EPR が高い石炭が主役になるでしょう。しか

しそれも長くて 2040 年頃までで、その後は自然エネルギー文明の時代になりましょう。 
なお、エネルギー資源の乏しい日本はエネルギーの質や EPR に も科学的に把握して対

応しなくてはなりません。日本の文明転換の内容とプロセスに直接的にかかわることだか

らです。しかし、そのような調査研究を系統的に実施している機関が未だありません。そ

のためでしょうか、メタンハイドレートガス、藻類人工石油合成、海水ウラン、宇宙太陽

光発電等、エントロピーや EPR を考慮しないで、勝算見通しなく、闇雲に税金と人材を浪

費してしまう傾向にあります。 
 
4. 石油ピークで文明が不合理に 

≪石油需要の増減と GDP 増減の関係≫ 
石油ピークがすでに到来していることを理解されたと思います。それでは石油ピークの

到来によって石油文明、その経済はどうなるのか。先ず基本的なこととして、石油文明の

経済成長が石油の生産量（消費量）にどのように依存しているかを明らかにします。そし

て石油文明を維持するための資本主義経済立場から経済制度の立て直しが図られています。

金融資本主義、新自由主義、およびグロバリゼーションの結合がそうですが、ＴＰＰ、ア

ベノミクスもそうだと思います。 

Gail Tverberg は、Our Finite World（コロラド非営利団体：the Institute for the Study of 
Energy and Our Futureのウェブサイト）に、2013 年 7 月 13 日に投稿の論文‘High Oil Prices 
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are Starting to Affect China and India’の中で、世界の GDP と石油生産量、エネルギー消費量

の年成長率の関係を 1972 年から 2011 年までについて、これらの間に強い相関があること

を、図表 5-8 によって示しました。 

 とりわけ 1980 年頃から石油ピーク進行中の現在まで、GDP の成長率が石油生産量の年

増加率の約２倍の振れ幅の相関で推移しています。 
 
 

 
 
現代の経済が石油によって回っている実態、石油依存の経済の証しです。石油がさらに

高騰して使えなくなったり、生産が減耗して供給量が減少し続けると、石油文明の経済が

極めて深刻な危機に陥ることは容易に想像されます。石油の供給量が減少しても、それに

耐えられる経済体制、社会構造への転換に、早い目に取り組まなければ、社会がクラッシ

ュします。 
 図表 5-9 は、世界の種別エネルギー消費量（石油換算トン/年）の推移（1995 年～2010
年のグラフです。 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石油は 2005 年まで増加傾向ですが、2005 年よりプラトーです。天然ガスは 2005 年まで

石油との消費量差約 13 億トンで同様の増加傾向でしたが、その後も増加して 2010 年には

図表 5-8：石油消費の増減と GDP 成長の増減の相関性（注 13） 

図表 5-9：世界のエネルギー消費量の推移（注 14） 

Chuu  
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消費量差が 11 億トンにまで縮小です。 
石炭は「温暖化の悪」とは方便であるかのように、2002 年以降、急速な伸びで、石油と

の消費量差が 2000 年の 12 億トンから 2005 年の 9 億トン、2010 年の５億トンまで接近し

ており、逆転するのは時間の問題です。 
原子力発電は「温暖化防止のホープ」の掛け声とは裏腹に、2000 年の 5 億トンから 2010

年の 6 億トンの増量に過ぎず、エネルギー増加率は水力、太陽光・風力より低いのが現実

です。放射能の恐怖、人類・生態と核は共存できないことが表現されている思います。 
 
≪資本主義の変貌とグロバリゼーション≫ 
1990 年代から自由主義経済のグロバリゼーションのかたちで石油文明の変調が進みます。

石油ピークの前から「石油は有限・高価」の圧力の下で、先進国の資本主義経済は実体経

済から金融経済へ変貌していきます。そして、地方を呑み込んだ大工業は人口の多い低賃

金の国移転を進めます。従来の経済国際主義の基本は、「得意な生産の分業・交易」でした

が、石油高騰時代の今日のグロバリゼーションは、カネとモノの流れがいっそう分離して

きました。この新たなグロバリゼーションによって、資本主義経済のシステムに３つの不

正常な歪みが強まりました。 
ひとつはカネによるモノ支配です。カネは先進国都市から後発国のものづくりに投資さ

れ、利潤が回収されます。そのため先進国では人間労働の基本であるモノづくり能力が低

下し、職場も減少、格差と失業が増長します。さらにカネに心が支配されて、モラルや絆、

人としての尊厳も失われていきます。日本の場合、生産工場の海外移転が進んでいます。

貿易外収支が貿易収支の規模より大きくなっていきます。そして食糧の海外依存は欧米先

進国に類例なく進んでいます。 
次に、カネがカネを生む経済システムです。実経済を情報操作してカネを流通させるだ

けで、手数料、金利、配当、利鞘で巨万のカネが動く金融システムです。 
３つ目は、モノとヒトの移動の長距離化です。すなわち飛行機、船舶、自動車輸送の燃

料の石油が余計に消費され、同時に輸送コストが物価高騰に反映します。やがて石油ピー

クから減耗になる文明の局面において、長距離輸送において石油を浪費すること自体、石

油文明の存続に対して根本的な矛盾となってくるでしょう。 
ここ 10 年来のグロバリゼーションが進みましたが、米欧日のどの国も、目立った経済発

展できていません。石油ピークになって GDP 成長率は低落しています。 
日本はグロバリゼーションを進めることによって、日本社会の安定を壊す３つの事態を

もたらしました。膨大な赤字国債の累積、食糧と生活必需品の海外依存の拡大、深刻な格

差社会化です。日本はなおも国債を投入し続けていますがデフレが克服されず、20 年来の

経済不況が続いています。 
環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）に米国は意欲的ですが、閉塞した経済の新たな打

開策として位置づけられます。上述のグロバリゼーションの３つの矛盾は、石油ピークが
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進行するにつれて、文明的矛盾として、より先鋭化してきます。石油や原材料、食料の海

外依存の高い国では、いち早く石油文明社会が立ち行かなくなるものと危惧します。 
 
≪GDP と GPI の乖離≫ 
‘経済成長が国民の幸福につながっていないのではないか’と、誰しも思います。実は、

1968 年に米国のロバートケネディが、「GDP には中毒物質、交通事故、犯罪、環境汚染、

環境破壊、戦争や兵器等が含まれているが、健康、教育の質、楽しさ、美しさ、知恵、勇

気、誠実さ、慈悲深さなどは含まれず、要は私たちの『生きがい』につながるものがすっ

ぽり抜け落ちている」といいました。1970 年前後の米国は、ブレトン・ウッズ通貨体制の

終焉、ベトナム戦争劣勢、それに財政と貿易の「双子の赤字」のときで、GDP 成長が社会

進歩になっていないことを米国民が実感していたときでした。また、米国の石油ピークが

間近に迫っていました。 
GNP 創始者のサイモン・シモンズは 1971 年に、「GNP は国の経済の善し悪しを測る指

標に適さない」と述べています。そして 1976 年に、ブータンのジグメ・シンゲ・ワンチュ

ク国王が、「万人にとって人生の 重要な目的は幸福である。総生産（GNP）ではなく、心

の豊かさの指標としての国民総幸福度（GNH）の方が重要だ」と提案しました。 
米国のシンクタンク Redefining Progress 社は 1995 年に、GDP の貨幣価値から「持続

不可能な費用」を控除し、「貨幣外取引の労働・使用価値」を追加して、GDP に替わる真の

進歩指標として、GPI（＝Gross Progress Indicator）を定義しました。GPI は社会の持続

的な発展を意図するものです。同社は米国の GPI を調査研究した結果、「米国は 1960 年代

までは GDP と GPI はともに成長したが、1974 年以降の GPI は低迷し、米国の社会は進歩

していない」としました。1974 年より現在まで、米国では GDP は成長していますが、社

会の真の進歩や幸福に役立たない経済活動が年々増えていることを物語っています。日本

では図表 5-10 のとおり、成長する GDP と GPI の「乖離」が 1970 年に始まり、20 世紀の

間、広がる一方です。 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
21 世紀になって GDP すら低成長し、さらに石油ピークになって低迷しています。GPI

のデータはないですが、社会の格差化進行、社会不安と将来不安の増大を実感する今日、

図表 5-10：日本の GDP と GPI（一人あたり）（注 15） 
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間違いなく GPI 低下していると思います 
 
≪一極集中と地方の没落≫ 
文明の原型は、都市が農村の余剰農産物を食することです。都市は大量の余剰食糧を収

得し、動力エネルギーを確保して都市文明を発展させていきます。都市による収奪が強い

と、農村は衰退し、次いで都市文明の衰退につながります。これは殆どの文明が経験して

きた「文明の固有の運動」であって、古代文明に限らず、石油文明にもいえることです。 
石油文明の たるものは、日本の現代文明、とりわけ東京文明です。戦後、東京は日本

文明の中心地のひとつとして、大阪、名古屋とともに相互に自立して発展してきました。

1945 年の日本の人口約 8,000 万人に対して東京は約 350 万人でした。その後日本の人口増

とともに東京は 1970 年まで急増したのち、微増を続けて 1995 年に約 1,180 万人になりま

した。そして日本の人口は 12,000 万人を超えて 2005 年に人口ピークになり、その後減少

していきます。その人口減少の 中でも、東京と首都圏の人口増加は続き、2010 年にはそ

れぞれ約 1,300 万人、3,500 万人超になっています。日本の人口の 25％余りが面積 3%余り

の首都圏に集中しています。関西圏、中京圏の経済が、東京圏の対する自立性が失われて

きています。 
東京・首都圏への地方からの集中は、人口とともに、地方で作った食料、地方のメガ施

設で作った電力、地方で治水した水、そして地方の資金で教育した人材にまで及んでいま

す。このように東京文明が地方から収奪し、地方を衰退させています。 
東京文明を今の形で発展させるために、先ずは地方・海外と迅速に結ぶ輸送動脈が不可

欠です。そのため、高速道路、新幹線、国際航空路・航路が、非常に長く、便利に発達し、

さらにリニアカーなど移動の効率化が追求されています。リニアカーが 2027 年に開通し、

東京・名古屋を 40 分で結ぶとされています。一般サラリーマンの通勤時間より短い時間で

す。すると中京圏が東京文明に吸収され、関西圏は衰退していくのは明らかです。実際に、

一部官僚は国土利用の将来像をそのように見通しています。 
次に東京都内において集積の高度化がどんどん進んでいます。もともと東京は、居住地

に商店街や職場が近接し、徒歩と自転車、軽自動車で流通できる‘コンパクトシティ’を

ユニットとした都市構造でした。ところが1990年代頃から東京の中でいくつかの副都心に、

超大型商業施設、高層ビジネス街、高層マンションによって都市機能が集中されていきま

す。その周辺では、従来からの住宅地の過疎化、商店街の衰退、環境と景観の悪化などが

都内各地で起こっています。東京都区内では専門品、買回品はもとより、 寄品も副都心

ターミナルで求める度合い増えています。東京では、モノとヒトが移動に要する距離とエ

ネルギーが増大します。高齢化が急速に進むとともに買物難民が増加することになります。 
しかし、現在は石油ピーク進行中です。東京文明は大量の石油エネルギーを消費してい

ます。その輸入に頼る石油が高騰し、減耗して入手難になってくると、この長足タコのよ

うな文明は長距離流通が麻痺して早く弱るしかありません。  
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加えて、東京文明の立地はわずか 100 万年前から 近までに形成された第四紀の堆積層

の地盤です。地形起伏も複雑で、江戸時代からの埋立地が広がっています。そこに超高層

ビルが密集して林立され、道路網が作られています。東京大震災がいつ来るかわかりませ

ん。大地震で地盤が傾動伸縮、地割れができれば、耐震・制震・免震構造の建物も倒壊し

ます。軟弱地盤の上に文明の機能を密に集積した分、大震災によって文明の機能、市民生

活が重大な麻痺に陥るものと考えます。文明機能、国家機能を分散し、公園緑地の多い都

市構造にすることが、大災害に強い東京都市つくりの前提と考えます。 
 
≪フードマイレージとバーチャルウォーター≫ 
日本の石油文明は、巨大都市東京への一極集中を進めています。「日本文明人」は国内の

食糧生産ヤードを蔑ろにして、食糧と水の膨大な量を地球全体に依存しています。輸入食

糧の大部分は東京圏の空港、港湾に集荷され、国内文明圏の各地に分配されています。 
日本のフードマイレージがどれほど大きいか、整理してみます。日本は年に、約 5.6×107

トンの食糧を、平均輸送距離 16,000km で搬入しています。一人当たり 450kg/年、1.2kg/
日の食糧、その大部分がカロリー食糧を、平均してペルーあたりの遠方から輸送していま

す。地球の半周が 20,000km です。日本のフードマイレージは 9×1011ton・km で、韓国＋

米国＋イギリス＋ドイツ＋フランスのフードマイレージの合計に匹敵します。次に、貨物

輸送エネルギー消費原単位が、１ton・km あたり 560kcal と計算されています。すると日

本のフードマイレージで消費されるエネルギーは 5.04×1014kcal で、3.18 億バーレルの石

油を消費しています。これは日本の石油輸入量約 14.7 億バーレル/年（2011 年）の約 21％
のバーチャル消費であり、世界の石油消費量 300 億バーレル/年の１％が日本のフードマイ

レージに消費されていることになります。 
 日本は加工貿易国として、石油の輸入４億バーレル/年、食糧のフードマイレージ 3.18 億

バーレル/年に加えて、物資、商品などのマテリアルマイレージ、旅客マイレージがありま

す。データにアクセスできていませんが、おそらく石油と食糧輸入以上の石油消費だと想

像します。 
 次に、外国に依存している水、バーチャルウォーターがあります。食糧の生産には水が

必需です。1 トンの食糧生産に必要な水は、牛：20,600 トン、豚：5,900 トン、鶏：4,500
トン、米：3,000 トン、大豆：2,500 トン、小麦：2,000 トン、トウモロコシ：1,900 トン

です。牛肉は石油カロリーと水を食っているようなものです。そして、日本が海外から輸

入している食料の生産に消費している水は、450 億トン/年で、その多くが、米国、豪州な

ど、天水の少ない地域の地下水です。これらの地域で、地下水が減耗していると知られて

います。我が国の水使用実績（取水量ベース）は約 815 億トン/年でそのうち農業用水約 544
億トンです。農業用の水合計約 1,000 億トンのうち、約 45％が海外依存ということになり

ます。一方で、大量の湖水、河川の水が、有効利用されていないか、またはエントロピー

の掃き溜めとして汚染されています。 
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 マネーで食糧が買える、水も付随して使える時代は長く続きません。石油がショートし、

さらに高騰すれば、日本は一気に食糧不足になります。地下水不足になると、それだけで

食糧の価格高騰に襲われます。耐性の遺伝子操作種子の食糧に手を出すと、やがて生態環

境を破壊して、人類の衰退につなります。 
 
５．石油ピークで社会が貧しく 
≪総中流社会から格差社会へ≫ 
石油ピーク期に、石油の EPR が次第に悪くなり、余剰エネルギーが減少します。繰り返

しますが、余剰エネルギーは文明維持管理のエネルギーと文明発展のための自由裁量エネ

ルギーに分けられます。石油ピークの時代に経済成長を期して自由裁量エネルギーとして

使うと、文明の維持管理エネルギーが減少して、文明を支えるインフラの維持、社会の機

能と秩序が間違いなく劣化します。ひと言でいうと、社会のエントロピーが増大します。 
 1979 年、ハーバード大学のエズラ．F．ヴォ―ゲル教授は、“Japan as No.1”を著わしま

した。当時の米国は石油支配力が弱まり経済が低迷していました。一方、日本は経済成長

が著しく、米国を追い越す勢いがありました。教授は日本型経営の優れた特徴として、効

率的で品質の高いモノ作り能力、日本型雇用慣行（終身雇用、年功序列賃金、企業別組合）

と強い企業意識にあるとし、経営者の多くは株主よりも従業員の方を向いていることに注

視しました。このような雇用環境にあって、国民の大多数は所得が年々増え、20 代で結婚、

家庭生活を築き、将来に不安を覚えず、消費の旺盛な「一億総中流」の安定的な社会を謳

歌しました。しかし、プラザ合意以降、円高と金融緩和政策によって経済バブルを起こし、

1991 年に破綻しました。以降、デフレが続いています。 
 1990 年代になってアメリカ型の新自由主義グロバリゼーションが日本に上陸しました。 
そして金融資本主義が台頭し、モノ作りは労働力の安い海外へ移転、食糧は安い海外依存

が進みました。国際競争の下で、財政政策、金融政策は功を奏さず、今日まで GDP は低迷

し続けています。赤字国債残高は 2013 年末に 1000 兆円を越えます。 
 
≪国民の数の減少と質の劣化≫ 
石油ピークの時代になって、資本は労働コスト削減を選択していきます。図表 5-11 は、

石油輸入量の増減と完全失業者数の増減が逆相関の傾向にあることを示しています。石油

ピークが進んで石油消費量が減少していくと企業活動が悪化し、失業者数が増加していく、

低賃金の労働強化の構造が作り出されます。 
 
 
 
 
 

図表 5-1１：石油輸入量の増減と完全失業者数の増減の相関性（注 17） 
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図表 5-12 の雇用形態別賃金カーブが示す雇用形態による賃金格差構造の酷さが、日本社

会の構造的劣化の原点だと考えます。総務省が 2013 年 8 月に発表した「就業構造基本調査」

によると、日本の労働力人口（役員を除く）は 5,350 万人、そのうち非正規社員は 2043 万

人､38.2％でともに過去 大を更新しています。この増大する非正規社員の賃金は 年功に 
 
 
 
 
 
 
 

 
関係なく平均 300 万円以下であり、結婚して、まともに子供を養って家庭を築いていける

収入ではありません。 
日本型雇用慣行は放棄され、雇用者を正規と非正規化に区別して賃金格差化が敢行され、

日本は「総中流社会」から様々な社会悪が増長される「格差社会」へ転換しました。 
生産の三要素は土地（資源を含む）、資本、労働です。その枠組でとらえると、石油ピー

クに至って、土地、とりわけ石油資源の生産が制約を受け、価格高騰してきた今日、資本

が剰余価値を得て存続するために、ロボット機械化と労働コストの削減が構造的に進めら

れていることがわかります。 
格差社会では富が偏在し、国民の大多数が低所得層に転落して、ジニ係数や相対貧困率

が高くなります。ジニ係数とは国民すべての所得が平等な場合をゼロ、ひとりが独占して

いる場合を 100 とし所得格差の実際を表す指標（％）です。ジニ係数が 40 で社会不安の警

戒ライン、60 で社会騒動が起こりうるとされています。社会保障などによる所得再配分後

のジニ係数は、OECD の統計によると米国は 37､日本は 33、ドイツ 30、スウェーデン 26
です。中国は 61 で、アラブの多くの諸国のジニ係数も高いと思われます。相対貧困率とは

国民の所得中央値の半分以下の者の割合をいいます。日本の場合 112 万円（平成 21 年）で

労働人口の 16％を占め、米国の 17％に次いで悪い先進国です。ドイツは 11、イギリス 10、

原油・粗油 

輸入量 

対前年同月 

伸び率 

完全 

失業者数 

図表 5-1２：雇用形態別の賃金・年齢層カーブ 

（厚生労働省 2007 年資料）（注 16） 

万
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スウェーデン 5.3 です。 
米国内国歳入省の資料によりますと、2010 年の米国全世帯の個人所得は前年比 2.3％増

加でしたが、所得上位わずか 1％の富裕世帯が全世帯の所得増加分のうち 93％を占め、一

方で全体の 80％の世帯は所得を減少しました。格差社会の典型的な実態といえます。 
社会の格差化が進むと、購買力の低下だけでなく、生きる活力と幸せを求める希望が失

われます。その歪みは、中小企業と農村社会、都市の若年勤労者層に強く現れます。格差

分断によって、鬱・孤独・自殺・犯罪などの社会病理が深刻になります。さらに絆の希薄、

家族の分解、未婚男女の急増、極端な少子化など、社会の共生と継承の要件が失われてき

ています。そして、限界集落、ホームレス、買物難民、IT 難民、災害時帰宅難民、福島第

一原発による放射能難民に見られるように、現在、「棄民的な社会病理」が多様に広がって

いる事態は深刻です。社会不安がいっそう増幅されます。 
先進工業国は少子化傾向にあります。2011 年の合計特殊出生率は、米国 1.93、フランス

2.00、イギリス 1.96、スウェーデン 1.94、日本 1.39、ドイツ 1.38、韓国 1.24 です。日本

は 1.5 人以下のグループです。その少子化の根っ子は、雇用形態による賃金格差と、子育て

コストが高いこと、カネがないと子孫を残せないことにあります。非正規社員は、生涯低

賃金だけでなく、人格的な差別を受け易く、簡単に解雇される雇用条件にあります。非正

規社員の非道な待遇は、正規社員の賃金の引き下げ、サービス残業などの労働強化、そし

て業績主義の査定強化につながっています。日本の労働力人口の多くが、マズロー欲求段

階説の低位の欲求である、生理的欲求、安全・安心の欲求、愛・帰属の欲求さえも欠乏し

てきているのが現状です。このままでは日本人の多くが、一生を自分だけで閉じるだけで、

子孫につなげていくことに参画できません。世代間の助け合いが成り立たず、これまでの

年金制度の破綻は明白です。ひと言でいえば、社会を支える人智が結集できない社会、社

会エントロピーが増大していく社会に向かっています。 
人間の一日の生活に、3 種類の時間があります。労働時間、自由時間、睡眠時間です。労

働時間は自分の労働能力を発揮して財（賃金）を確保する時間です。自由時間は自分の人

間的充足、すなわち創造・工夫活動、家族・コミュニティとの触れ合いなどの時間です。

睡眠時間は、明日のために心身の疲労を回復させる時間です。この 3 つの時間が量的に適

切に保証されていることが前提です。その上で労働時間の働きによって適切な財が得られ、

自由時間での人間的充足および健康な眠りが実現されると考えます。逆に、長時間労働、

労働強化、低賃金のどれかによって、自由時間が疎外され、睡眠時間が不健康になります。

その結果、知恵者であるホモサピエンスの能力が涵養されず、発揮される機会が失われ、

人口の質が劣化していきます。これは民族、国家、社会にとって大きな損失になります。 
人口の質、労働力の質は、教育の質に依存します。偏差値偏重の教育では、役所や企業

に必要とされる「期待される人間像」の教育が重視され、自立した人格形成の教育が軽視

されています。大学受験が偏差値競争になっており、その受験勉強に親がどれだけコスト

を掛けるかの競争です。思春期に古典や哲学を学ぶ機会も限られています。大学進学して



  

p. 63 
 

やっと専門教育に慣れたころから就職活動に忙殺され、いかに企業に向いているかの企業

査定を受けます。これでは思考パターンが How to で止まり、Why の問いかけに至らない。

利己にとらわれ、利他に心が及ばない。正義の道理ではなく、利害関係で行動する人にな

ってしまいます。‘人の考えには関心持つが自分の意見を言わない。さらに、他人になにも

関心を持たなくなる。’怖い現象だと思います。 
利害関係は、大学にまで及んでいます。大学の研究者は、真理だと思うところに従って

社会に啓蒙するところに大学人の値打ちがあると思います。カネの誘惑に決して負けない

のが大学人のモラルであるはずです。しかし、多くの大学人は侵されているのが現実です。

産学官が利益で結びつくと、社会の健全な発展は望めません。1964 年の卒業式において、

大河内一男東大総長が、「いくら東大卒だからといって、エリートとして人生を生きてはな

らない、太った豚より痩せたソクラテスになれ。」の言葉を残しました。しかし、この名言

は、社会の格差化が進むあいだに、死語になったのでしょうか。 
日本は数十年前まで治安の良い国でしたが、次第に悪くなってきました。毎日のように、

子供や青年、老人が殺される事件が起きています。独居老人の孤独死、自殺者の数は先進

国で一位です。向こう三軒両隣も助け合い関係も限られ、町内会、自治会の多くが形だけ

です。子供会、ボーイスカウトは殆ど見当たりません。一軒一軒の家、一人一人の市民が

砂粒のようにバラバラで、まさに「砂漠」です。石油ピークという人類史的な文明の転換

に直面して、石油減耗の悪魔の風に曝されれば、その砂漠の砂が飛び散ってしまう、エン

トロピー 大の「物死」、文明崩壊になることを怖れます。 
 
≪存続基盤の崩壊につながる環境汚染≫ 
 石油文明が進んで随分、地球環境が汚染されてきました。石油の力によって大量生産と

大量輸送が可能となり、そして買い換えを促すために製品回転率を高速化する「生産マー

ケティング」が採用され、資源無駄の多い大量消費と大量廃棄が拡大してきました。大量

廃棄の中には、使えるが型式遅れの製品、使い捨て商品、そしてエントロピーの高い製造

廃棄物があります。 
石油ピークに至ってから、エントロピーの高い油母岩からシェールオイル/ガスを生産す

るために地下水汚染を起こしています。塩湖に拡散したリチウムイオンの採取、オイルサ

ンドからの重質油の採取も素材のエントロピーがもともと高いが故に、深刻な環境破壊を

伴って生産されています。これらのうち地球生態循環の中で消化できるモノ、早期に環境

修復できるモノ以外は、すべて地球環境汚染、生体汚染を長期にわたって起こしています。 
様々な地球環境の汚染と破壊、すなわち大気汚染、土壌汚染、水質汚染、工場爆発、そ

してフロンによるオゾン層破壊、放射能による複合汚染を枚挙するに事欠きません。そし

て、近年、海洋汚染が非常に深刻になってきています。海の生態系を食生活に取り込んで

いる日本にとって海洋汚染は非常に深刻です。 
福島第一原子力発電所の大事故によって直接あるいは河水を通して放射能の海洋流出が
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続いています。そして同様に深刻な問題は、石油文明から享受している安くて便利なもの

であるプラスチックの海洋流出による汚染です。陸上で回収できるプラスチックはリサイ

クル、または焼却処理できます。しかし海洋に流出し海流循環に乗ったプラスチックは、

事実上回収不可能です。プラスチックは小粒のレジンペレットとして海洋に流出したり、

漂流中に時間をかけて小片になります。これら拡散した小粒プラスチックの表面は親油性

質のため PCB や DDT 等の有害な有機汚染物を吸着濃集させます。その濃集倍率は百万倍

といわれています。これを海棲動物が誤食し、生体循環によって人間の食料になります PCB
や DDT は環境ホルモン（内分泌攪乱化学物質）といわれる物質の一部です。 
環境ホルモンによる生物異常の報告は、巻貝類、魚類、爬虫類、鳥類、哺乳類に及んで

います。そして、女性の乳癌や男性の精巣癌、精子数減少の例が 近増加しているとの報

告もなされていますが、これらの原因としても環境ホルモンの影響が疑われています。 
このような地球環境のさまざまなタイプの汚染とその広がりによって、地球環境の生産

能力、およびエントロピー吸収能力を劣化させ、さらに地球上の多様な生体の中で絶滅種、

絶滅危機種が速いスピードで増加しています。総じて、地球生態の頂点に立つ人類自身が

存続の環境的基盤を劣化させ、生殖能力を劣化させてきています。 
6500 万年前、爬虫類の絶滅は巨大隕石という宇宙的原因による不可抗力な事件でした。

人類の破滅は、石油文明の 大の「負の遺産」である地球環境破壊によっても起こり得ま

す。しかし、それを防止できうる潜在能力を人類の知恵が持ち合わせているのも事実です。 
 
（注１）IEA 報告`World Energy Outlook(WEO)2008’で、石油ピーク到来を認めた。 
（注２）ブレンダル・バレット「ピークオイルへの政策立案者の遅い対応」、Ourworld 2.0,  

on 2012 年６月 15 日. 
（注３）ジョン・ヴィダル「サウジアラビアの石油埋蔵量は過大評価と暴露」、Ourworld 2.0, 

on 2011 年 2 月 16 日 
（注４）Stuart Staniford ‘Depletion Levels in Ghawar’、The Oil Drum,on May 15, 2007  
（注５）大場紀章「サウジアラビアが石油輸入国になる日」日経ビジネス ON LINE, 

 2012 年 3 月 12 日 
（注６）bloomberg co. jp の記事、Wael Mahdi wmahdi@bloomberg.net 
（注７）IEA、WEO（2008 年版） 
（注８）IEA、WEO（2008 年版）より編集。 
（注９）Energy and the Economy–Basic Principles and Feedback Loops, 

Our Finite World, July 22, 2013 
（注 10）Upstream Capital Spending Budget, Barclays,Capital Dec. 2011, E$P Survey 
（注 11）Paul Chefurka（2007）、論文：World Energy to 2050、20,23 
（注 12）Tim Morgan(2013), perfect storm energy, finance and,end of growth, Tullett 

Prebon Group ltd.,75,  www.tullettprebon.com 
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（注 13）Gail Tverberg（2013），High Oil Prices are Starting to Affect China and India， 
Our Finite World  

（注 14）世界のエネルギー種別消費量の推移（1965 年～2010 年）、原出所は BP Statistics 
        Review of World Energy 2011 
（注 15）中野柱・吉川英治（2005），Genuine Progress Indicator とその可能性，酒井泰

弘教授退職記念論文集（第 357 号），175－193 
（注 16）賃金構造基本統計統計調査(2007)，厚生労働省 
（注 17）大谷正幸氏（金沢美術工芸大学）の資料より、失業者数および原油輸入量の変動, 

財務省貿易統計、総務省労働力調査, 
参考文献 

① Paul Chefurka（ 2007 年）, World Energy to 2050,Forty Years of Decline, 
  http://www.paulchefurka.ca/WEAP2/WEAP2.html 
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１．IEA の長期石油生産予測は正しいか 
 2010年に、国際エネルギー機構は 2005年に石油ピークが到来したことを公認しました。 
そして、2012 年に、2000 年から 2035 年までの石油生産の実績（以下、「IEA 生産予測モ

デル」とします）と予測を発表しました（注１）。それによると、生産中の油田は 2005 年

にピークに至りましたが、天然ガス液と非在来型石油、さらに油田の新たな開発と新発見

によって、2005 年の 8200 万バーレル/日を 2035 年に 9600 万バーレル/日に継続的に増産

すると予測しています（図表 6-1）。IEA 生産予測モデルについて、数値の多少の誤差はし

かたないですが、予測の仕方の科学性が問題です。 
 Antonio Turiel がブログ The Oil Crash に投稿（注２）して、IEA 生産予測モデルを批

判し、オイルクラッシュモデルを示しました。その英訳を Marco Pagani（ボローニア大学：

物理学）が Ugo Bardi のブログ Cassandra's legacy（注３） に掲載しています。 

Antonio Turiel は、次の 3 つの論点で IEA 生産予測モデルを批判しています。 
  

  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IEA 生産予測モデルで

は、NGL（注４）も非在

図表 6-1：IEA による石油生産予測（著者が編作） 

図表 6-2：Oil Crash 生産予測モデル（著者が編作） 
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来型石油も、重量生産量を積み上げていますが、トン当たりの熱量が在来型石油の平均 70％
でしかないことが無視されています。 
・IEA 生産予測モデルはグロスエネルギー予測であって、在来型も非在来型も、EPR を考

慮してネットエネルギーで生産予測するべきです。 
・油田の減耗率は実績のデータから５％以上が妥当なところですが、、IEA 生産予測モデル

では約３％になっています。 
Antonio Turiel は、IEA 生産予測モデルの欠点を補って、石油熱量換算および EPR を考

慮して石油生産を予測し、Oil Crash 生産予測モデル（図表 6-2）としました（注５）。２つ

のモデルを比較していえる特徴は以下のとおりです。 
・IEA 生産予測モデルと Oil Crash 生産予測モデルの共通点は 2005 年に石油ピーク到来と

いう事実だけです。 
・IEA 生産予測モデルでは石油全体の生産ピークは到来しません。しかし、Oil Crash 生産

モデルピークプラトーは 2015 年くらいまでで、その後の石油のネット生産熱量は減退の

坂を下る一方です。 
・IEA 生産予測モデルでは、在来型石油生産量が、開発と新発見油田の生産量で 2035 年ま

で 6600 万バーレルを確保するモデルです。奇妙なことに、石油ピーク後に開発油田も新

発見油田も年ごとに増加することになっています。これは石油鉱業の現場に携わった

人々の者には考えられない、図表 1-6「世界の石油発見量と消費量の推移」の語る事実を

無視し、有限地球観と対立した「永続的な石油発見モデル」です。 
・その上で、IEA 生産予測モデルは、今後の需要増加の分を非在来型石油で充当する形の

「非在来型石油代替モデル」です。一方、Oil Crash 生産予測モデルでは 2015 年以降在

来型石油生産量が急激に減退し、NGL と非在来型石油は、重量生産が増えてもネットエ

ネルギーが非常に小さいのでイージーオイル代替にならないことを示しています。 
まとめると、IEA 生産予測モデルは、無限地球観に基づく「永続的な石油発見モデル」と

「非在来型石油代替モデル」を合成したものです。その上に、IEA 生産予測モデルは熱量

の石油換算をしていない、ピーク後の減耗率が現実的でないという、非科学的な操作が読

み取れます。一方、オイルクラッシュモデルは、根本的には地球有限観、資源 EPR 観に立

脚しています。しかし、Antonio Turiel は地球科学に素人でしょうか、石油新発見が年ご

とに増すという IEA の石油資源無限論を修正できていません。 
 IEA 生産予測モデルは、「石油ピークは死んだ」論（第 5 章２節を参照してください）の

よりどころになっています。これに現代文明の将来を託することは極めて危険です。石油

がショートしたとき文明社会を救いようがありません。近い将来に石油生産が減耗すると

いう Oil Crash 生産予測モデルが、石油価格面からリアルになってきている今日、石油に依

存しない文明社会への転換に早くから取り組む必要があります。 
 
２． 石油代替エネルギーで石油文明の延命はあるのか 
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 世界の石油生産の長期予想として、「Oil Crash 生産予測モデル」を考えます。現代社会

は、その石油が自由に使えなければ成り立たない構造に作り上げられてきました。石油は

も優秀なエネルギー資源です。日本の一次エネルギー消費量のうち石油の占める割合は、

1973 年の第一次石油危機のときは 77%でしたが、2010 年には 42％まで、節約、代替で消

費割合が削減されてきました。石油の使途は 2010 年現在、42.3％が輸送動力（自動車 36％、

航空機、船舶、農林水産）、38.2％が熱源（鉱工業 13.5％、電力・ガス 8.2％、家庭・業務

16.5％）、19.5％が化学原料です。このような石油使途の中で、鉱工業、電力・ガスはしば

らくの間、石炭、天然ガスで大方、代替が可能ですが、それらもピークを過ぎると自然エ

ネルギーに依存することになると思います。化学原料も非石油系、生態系に転換が求めら

れます。 
輸送動力の代替エネルギーはあるでしょうか。小型電気自動車は可能ですが、航空機、

船舶、大型自動車の動力として石油系以外には考えられません。バイオマス燃料は食糧と

競合し、生態系破壊につながります。電気モーターでは馬力の不足で大量輸送に役立つか

どうか。二次エネルギーの水素ガスは、水素物質の性質から、取り扱いが非常に危険な難

しい物質でしかも EPR が低い、インフラと設備コストが膨大です。 
早晩、石油ピークに至り、やがて石油減耗の時代になるとの理解が浸透してきています。

しかし石油文明型の豊かさをいつまでも続けたいとの思いが募ります。石油を長く持たせ

たいので節約して使いたいというのが石油の省エネルギー対策、石油に代わるエネルギー

を開発利用したいというのが石油代替対策で、いっそう拍車がかかります。 
そうこうしている内に Oil Crash 生産予測モデルのように石油生産が減耗しだして、イー

ジーオイルのEPRが 10以下の坂道を降下していきましょう。石油文明の終焉の到来です。 
しかし、欲望漬けの現代文明人は、石油代替エネルギーを技術とマネーで何とかならぬ

かと求めています。シェールオイル・ガス、メタンハイドレートしかり、宇宙太陽光発電、

藻類石油生成、そして海水ウラン収集もあります。 しかし、もともとエントロピーの高

い原材料から EPR の高いエネルギーを原理的に生み出せません。シェールオイル／ガスが

米国で生産可能になったのは、イージーオイルの価格が高騰しているからです。しかしシ

ェールオイルブームにかかわらず米国の経済が回復していないのは、そのEPR が３程度で、

石油文明の延命につながるエネルギー資源でないことの証しといえます。 
日本では、メタンハイドレートは 100 年分の国産ガスの期待で、‘技術でなんとかしよう’

と産官学連携の研究に多額の税金が費やされています。シェールオイルもメタンハイドレ

ートも、初期の考察として、それらのエントロピーと EPR を、自噴する陸上の油田、海上

の天然ガスと比較して大局的に推測することが抜けています。 
「工学」のミッションは技術開発だけではありません。それ以上に安全性、経済性等の

価値評価が求められます。そのツールとして、エントロピーと EPR を活用すべきです。存

在状態のエントロピーが高い、EPR が原理的に低いという価値評価があらかじめできれば、

技術で何とかなるという技術至上主義に陥ることはありません。 
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ポスト石油社会を意識して、様々な新エネルギー資源が開発され、あるいは研究されて

います。その中の主要なものとして、シェールオイル／ガス、メタンハイドレート、藻類

から石油人工製造、宇宙太陽光発電、海水ウラン収集について、石油文明の代替エネルギ

ーになるかどうか、エントロピーと、EPR の視点で詳しく検討します。 
 
３.シェールオイル/ガスの限界 

≪在来型とのエントロピーの違い≫ 

シェールオイル/ガスには、文明を支える EPR がない趣旨のことを、すでに何度も述べ

てきました。ここではより科学的、現実的に説明します。 

シェールオイル/ガスは根源岩の中で泥質粒に付着して分散状態で存在しています。一方、

在来型の石油/ガスは貯留層の孔隙に濃集して可動できる状態で存在しています。このよう

に前者の方が後者より、エントロピーの高い状態で存在しています。 

エントロピーの低い在来型石油/ガスは、少ないエネルギーで生産できます。坑井掘削す

れば自噴する勢いです。一方、エントロピーの高いシェールオイル/ガスを生産するには、

タコ足状に水平坑井掘削し、水圧破砕で導通路を作り、薬物投入して石油/ガスの流動を良

くして、すなわち多量のエネルギーを使って地上へ運びます。その多量のエネルギーを投

入することによって、地層破壊・地下水汚染を起こして、環境の修復にエネルギーを追加 

使用しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6-3 は、米国 大のシェールフィールドの生産パターンの記録です。シェールオイル

/ガスの生産量が初日産から指数関数的に減少し、1 年で 70％も減衰しています。図表 1-3

の自噴する油田に安定生産の時期があるのと比較して、全く異なった生産パターンです。

総じて、明らかに EPR が小さいことが分かります。 

 

≪米国でのシェールオイル/ガスの開発≫ 

米国内での天然ガス開発は、陸上での自噴ガス、海上での自噴ガス、それから陸上非在

来型ガスと続きます。非在来型ガスの開発は、タイトサンドガス開発、コールベットメタ

図表 6-3：シェールフィールドの生産減耗 
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ンガス開発、陸上シェールガス開発の順番で、開発しやすい順です。メキシコ湾大陸棚で

1970 年代に発見された自噴する油ガス田の EPR は 30 程度とされていますが、 近の大水

深での発見油ガス田の EPR は８程度といわれています。そのために、EPR の悪い陸上の非

在来型ガスがビジネスになってきました。陸上シェールガスの EPR は３程度と報告されて

います。海上のシェールガスは全く話題になっていないですが、EPR が１以下ではないか

と想像されます。 

 米国では、陸上自噴ガスが1990年代にピークにいたりましたが、ピーク前のガス価格は、

１MCF（1000 立方フィート）当たり２ドル以下でした。現在需給逼迫なときは８ドルくら

いで、陸上シェールガスの生産コスト＄５だとビジネスになります。しかし 近のガス価

格の低下（3 ドルくらい）によって、シェールガス単独の開発は急減しています。シェール

オイル開発に付随して産出されるシェールガスが、米国内に広く分布している既存のパイ

プラインネットワークに送り込まれています。 
非在来型のシェールオイル・ガス開発は、石油価格が 60 ドル/バーレル以上になると採算

がとれると、1990 年代から予想されていました。シェールガス開発に使われている主な技

術は、地層内水平掘削技術、多段階水圧破砕技術、そして破砕形状を把握する微小地震観

測技術ですが、これらの基本技術は 20 世紀にすでに実用化されていました。現在は、すで

に石油が 100 ドル以上の時代であり、なにも「シェールガス革命」と壮語するほどではな

いと思います。シェールガス開発技術の改良、および施工の経験効果があります。それで

も EPR が３程度です。シェールオイル・ガスがイージーオイル/ガスを代替して、石油文明

の主役になることはできません。 
 

４．メタンハイドレートの運命  
≪ＭＨガスの生産工程≫ 

メタンハイドレート（ＭＨと略称もします）は、低温高圧の環境下でメタン分子の周り

を水分子が囲んだ安定した結晶として存在する物質です。図表 6-4 に示すように、それより

高温低圧ではメタン分子と水に遊離しています。一方、在来型のメタンガスは貯留層の孔

隙に濃集して可動できる状態で存在しています。このように前者の方が後者より、エント

ロピーの高い状態で地下に存在しています。 

    

 
ＭＨの結晶を人工的に分解して、その中にあるメタン分子をガスとして採取するに必要

図表 6-4：メタンハイドレート生成の温度・圧力条件 
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なエネルギーについて考察します。 
先ず、メタンガス生産に直接的に必要なエネルギーについてです。ＭＨの結晶をメタン

ガスと水に分解するエネルギーと、分解のプロセスを安定的に進めるためのエネルギーで

す。ＭＨ層の孔隙にかかる圧力を相平衡圧力まで減圧して、結晶の化学的安定を壊さなけ

ればなりません。そのために水中ポンプのエネルギーで坑井内の水を揚水し、坑底圧を下

げます。しかしハイドレートからメタンガスが遊離する化学変化は吸熱変化なので、プロ

セスを安定的に進めるには十分な熱供給が必要です。この２つのエネルギーは、大水深の

自噴する在来型の海洋ガス田での生産には、ともに必要としないエネルギーです。 
次に、生産能力についてです。ＭＨ層から遊離したメタンガスは、揚水の中でバブルの

形で地上に到達し、回収されます。威勢よく自噴するガスと比べて、生産能力は桁違いな

ことは自明です。 
さらに海底から数百メートルの未固結な堆積層の中の孔隙を減圧してガス化しますから、

粒子のルーズな結合をさらに緩めることになります。よって流砂を起こして掘削坑内に砂

泥が流入したり、海底地形を変形させる重大な危険が起こらないように減圧・加温・ガス

化のプロセスを抑制しながら進めなければなりません。その分、ガス生産能力に限度があ

ります。エネルギーコストの増加と、生産量の限界によって、MH ガスの EPR は非常に小

さく、１以下であろうと推測されます。 
 
≪ＭＨガスの EPR≫ 
このように、在来型の自噴ガスと比べて、ＭＨからガス生産のために投入が求められる

エネルギー量が大きく、生産されて得られるエネルギー量が小さい。すなわち、EPR の分

母が大きく、分子が小さくなります。 
なお、ＭＨガス生産の場合、１本の坑井で採取できる面積が在来型生産と比べて小さい

（坑井間隔が 500ｍ程度）ので坑井数が増えます。しかし、坑井深度が在来型ガス田の場合

と比べて浅いので、設備エネルギー（設備の資材製造、設置、運転、維持に要するエネル

ギー）は、両者で差異がないとして無視します。 
こう推測してみると、大水深の自噴する在来型の海洋ガス田の EPR が８程度であるのと

比べて、海上でのＭＨ生産の EPR が１以下であろうとの推測が成り立ちます。シベリア、

アラスカ、カナダの陸上凍土地帯で、集落周辺の浅部にＭＨ層が広く発達していますが、

ＭＨからメタンを遊離生産する事業について聞こえてきません。陸上でも、EPR が非常に

低いものと考えられます。 
世界的には 1970 年代後半から、日本近海で 1980 年代初頭から注目され、ＭＨの科学的

な調査研究が進められてきています。 
2000 年に日本近海には、その推定されるＭＨ層の広がりが、大・小・豆粒の大きさ 100

か所以上に分かれ、合わせて約 44,000km2に及び、その中に７兆 m3のメタンガスが存在

し、日本の消費量の 100 年分の天然ガスに相当すると報道されてきました。これによって、
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ＭＨは有望な国産資源であり、日本は資源大国になれるのではないか、というユメが語ら

れました。そして経済産業省の主導の下で、開発研究プロジェクトとして取り組まれてい

ます。2011 年に、メタンハイドレート資源開発研究フェーズ１（主に基礎的研究、資源量

評価）の報告がなされました。それによると、ＭＨの分布が、地球物理学的な詳細調査を

経て 2009 年に大きく改定されました。中でも も有望とされる東部南海トラフ海域（面積：

約 5000ｍ2）で、掘削調査の結果を総合して原始資源量 1.1 兆ｍ3（日本の天然ガス消費量

の 13 年分）と経産省によって公表されています。 
しかし前述のように、ＭＨを人工的に分解して生産するメタンガスの EPR が非常に低い

ことは、間違いありません。EPR をできるだけ正確に評価すべきです。現代文明の維持に

有効かどうかは EPR が 10 程度必要とされています。「技術で何とかなる」という「夢を語

る神話」では済まされません。 
 
≪フリーガスの夢≫ 
ＭＨは、世界の多くの永久凍土地や深海底の浅部に存在しています。ＭＨ層は稠密性が

高い化学的に安定した結晶体の層であって、在来型天然ガスを閉じ込めるシールとして期

待されます。その場合、在来型天然ガスのことを、固体のＭＨに対してフリーガスと呼ん

でいます。日本近海では調査の結果、ＭＨ層の下にフリーガスが集積している場所はあり

ません。 
なお、西シベリアの「メソヤハ天然ガス田」は、ＭＨ層がシールになっている世界で稀

な在来型ガス田です。1969 年からフリーガスの生産が始まり、約 120 億 m3生産して 1972
年に生産ピークに至りました。年生産量が増すにつれて貯留層の地層圧が低下します。そ

してシールのＭＨ相平衡圧力まで地層圧が減少しましたが、それはフリーガスの生産ピー

クとほぼ同じ時期でした。その後、ガスの生産量は減少しますが、ハイドレートの分解で

メタンガスが生産された分、減少量が多少緩和されて推移しました。なお、シールの役割

は劣化していると考えられます。 
ＭＨがシールのガス田の生産は、あくまでもフリーガスの生産が主です。生産の進行に

伴って地層圧が、ＭＨが分解される圧力まで減少した場合に、副産物としてＭＨからの遊

離ガスが得られます。結晶として安定領域にあるＭＨ層に人工的にエネルギーを投入して

化学分解し、メタンガスを生産する方法と比べて、エネルギー消費量は少なくて済みます。

しかし、陸上のメソヤハ天然ガス田を除いて、ＭＨがシールになっている天然ガス田の報

告はありません。 
 
５．オーランチオキトリウム藻から石油製造の夢想 
≪藻類から石油製造≫ 

石油の主たるオリジンは藻類とされており、それが特別の地質環境下で幾百・千万年の

長い時間かけて熟成し、濃集して油田が形成されます。石油ピークが進んで、早晩、現在
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の経済規模に対して急速に石油不足になっていくに違いない。そこで藻類から人工環境下

で、石油を超スピード促成させようと試みる研究があります。  

 近まで、ポトリオコッカス藻の石油生成が研究され、経済性の評価がなされてきまし

た。 ポトリオコッカス藻は光合成で石油生成されますが、培養速度が遅く生産コストが 800
円/㍑、即ち、１バーレル当たりの生産コストが 13 万円近くかかるとのことです。これに事

業的諸経費、クラッキング（精製）コスト等を加えると、おおむね１バーレルあたり 30 万

円≒＝3,000 ドルのオーダーとのことです。高すぎて天然ものの石油の代替になりません。  

 次に、オーランチオキトリウム藻による人工的な石油生成の研究が登場しています。オ 
ーランチオキトリウム藻は、光合成でなく、栄養で培養することによって石油を生成し、

排出します。研究室ではブドウ糖等の供与で実験がなされています。大量生産の段階では、

有機排水に含まれる栄養によってオーランチオキトリウム藻は石油生成・排出できるとの

ことです。 研究成果の詳細に立ち入るまでもなく、この道の専門研究者の紹介記事の内容

（以降、「紹介記事」）と常識的な仮定でもって、事業可能性について検討を試みます。 

 「紹介記事」を解釈すると、広さ１ha、深さ 1ｍのオーランチオキトリウム藻を培養する

池を用意し、それに有機排水培養液を満たす。オーランチオキトリウム藻培養速度は非常

に早く、池の培養水を４分間隔で 3 分の２ずつ継続的にリプレースする。すると、年 2200
回のリプレースがなされ、オーランチオキトリウム藻から排出される石油（重油質）の年

収量 1 万トンとされるという。 
これだけ見ると、オーランチオキトリウム藻は、光合成でなくて有機排水の供与、より具

体的には都市の生活排水の有機成分を栄養供与されれば、早い培養速度で石油を生成・排

出する、有機排水処理にも役立つすごい藻類だと思いますが、本当かな？と訝ります。 

 ここで、有機排水の栄養をオーランチオキトリウム藻に供与し、石油を生産・排出させ

る生産プロセスを、エントロピーの原理によって、以下のように特徴付けすることができ

ると考えます。  

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

① 【エントロピーの高い原料使用】有機排水は研究室試験で用いるブドウ糖に比べて、

〈Ａ〉貯水槽 

下水処理前 

〈Ｂ）貯水槽 

下水処理後 

〈Ｃ〉培養池 

〈Ｄ〉石油槽 

〈Ｅ〉残滓貯留層 

オーランチオキトリウム藻 

藻石油培養システム 

分
離
装
置 

下 

水 

図表 6-５：藻類石油培養工場のシステム 
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非常にエントロピーの高い。これを原料としてオーランチオキトリウム藻という生体シス

テムでもって、低エントロピーの石油を促成生産する工程です。 有機排水のオリジンは各

家庭や施設からの下水です。有機排水よりさらにエントロピーが高いモノが元々の原料で

あるため、さらに多量の低エントロピーエネルギーの投入が必要となります。 

②【低エントロピーエネルギーの投入】したがって、この生産工程には、多量の低エント

ロピーエネルギーの投入が必要であす。 

③ 【さらにエントロピーの高い廃棄物排出】そして石油生産に伴って、原料に付着してい 

た「汚れ」および廃物・廃熱からなる高いエントロピー廃棄物が排出され、生産工程全体

で、エントロピーが増大します。 

 

≪想定の藻石油生産工程≫ 

この生産工程について、多少詳しく想定してみます。 「紹介記事」によると、培養池〈Ｃ〉

の容積 10,000ｍ3を 4 分間隔で 6,667ｍ3ずつ入れ替える、即ち流量 1,667ｍ3/分の培養液を

コンスタントに流出・流入させることになります。 
  次に、培養液としての有機排水は、一日当り 4.1 万トン＝年 1500 万トン必要です。 この

「原液」である都市下水をどうやって集め、培養池に注ぐのか。また、予め下水の中の固

形成分、藻類成長に有害な混在物をどのように除去するのか。これにも大量の低エントロ

ピーエネルギーが必要です。   

   培養池〈Ｃ〉のアップストリームでは、有機排水の「原液」の多くの部分はヒトの糞尿

を含む生活雑排水で、大量供給源は大都市です。下水道をとおして下水処理前貯水槽〈Ａ〉 

に集水して、きれいな有機排水にして下水処理後貯水槽〈Ｂ〉に分離貯水します。残りの

固形物等は残滓貯留槽〈Ｅ〉に貯め、きれいな有機排水は、その後に培養池〈Ｃ〉にオー

ランチオキトリウムの若い藻とともに供給されます。貯水槽〈Ａ〉、貯水槽〈Ｂ〉を設け

るのは、培養池〈Ｃ〉への供給量を定常的にするためです。このプロセスを流量 1,667m3/
分をコンスタントに続けなければならない。ヒトが生活で廃棄・排出する有機廃物排出量

を、ひとり当たり概算 2.7kg/日、1 トン/年としてみると、1,300 万人都民が直接出する有機

排水の原液量は、固形物等を含めても 1,300 万トン/年となります。これはオーランチオキ

トリウム藻が石油 1 万トンを生成するに必要とされる培養液量 1500 万トン/年にも満たな

い量です。農山地の人々や動植物が排出する拡散したエントロピーの高い有機排水原液を、

培養池近くまで運び利用することは、消費エネルギー、コストの両方で論外であることは

明白です。 
   培養池〈Ｃ〉で石油生成・排出を含んだ培養液 1,667ｍ3/分は、石油分離器を通して、石

油槽〈Ｄ〉とオーランチオキトリウム藻の残滓貯留槽〈E〉へ分留されます。 

 

≪藻石油生産の経済性≫ 

   上記に想定した生産工程で、１ha のオーランチオキトリウム藻石油培養場では、〈Ａ〉
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～〈E〉の 5 つの水槽、合計５ha 以上の水槽が必要となります。培養場全体では７～10ha
のヤードになりましょう。 
   流体の移動には、ポンプが使われます。〈Ａ〉から〈Ｂ〉、〈Ｂ〉から〈Ｃ〉への流体

移動に、連続稼働の大きなポンプが必要です。〈Ｃ〉から〈Ｄ〉・〈Ｅ〉へは重力で分離

装置に送られて分流され、それぞれに貯留されます。〈Ｄ〉・〈Ｅ〉から外部への排出に

ポンプが必要です。よって、工程全体で少なくとも４つの大きなポンプを設置し、ほぼ連

続的に運転せねばなりません。 
ポンプの理論動力は、全揚程を 小に近い１ｍとしても、流量 1,667ｍ3/分に対して 270kW
のポンプが４基必要となる。軸動力等の効率を考慮すると、350kW のポンプ４基の年中連

続稼働で、1,230 万 kWh の電力量が試算されます。 
   オーランチオキトリウム藻石油生産量を 10,000トンの火力発電から得られる電力量の概

算は、発電効率 30％として、3,500 万 kWh である。結局、藻類による人工石油生産プロセ

スで約 3 分の１以上が運転電力量で内部消費されます。貯留槽間の全揚程が２ｍであれば

運転電力量は２倍になります。これに〈Ａ〉～〈E〉の 5 つの水槽の建設、維持・管理に使

うエネルギーも加わります。藻類による人工石油生産のエネルギー収支比は、理想的な場

合でも EPR＝２程度、条件次第では 1 以下になるかもしれない。 
 エントロピー的な思考をする者、エントロピーの理解がある者は、詳細な研究、検討を

しなくても、エントロピーの非常に高い都市雑排水が起源の有機排水をオーランチオキト

リウム藻に供与して人工生産する石油の EPR は低いはずだと、初期段階で見通しをつける

ことができると思います。 

 
６．狂想の宇宙太陽光発電 
≪SSPS の総合発電効率≫ 
 太陽光エネルギーは宇宙空間から地上に至る間に、大気によって拡散と吸収を受けます。

よって、宇宙空間での太陽光と、地上で受ける太陽光のエントロピーを比べると、前者の

方が低いことが容易に理解できます。 
ソラ―パネルによる発電効率を考えると、地上では夜は発電しない、天候に左右される

ため、発電効率が概略 15％程度の不安定な電源です。一方、宇宙ステーションにソラ―パ

ネルを設置すると、エントロピーが低い上に、24 時間発電も可能なので、発電効率は高い

と期待されます。計算によると、宇宙空間でのソラ―パネルの発電効率は、地上での 10 倍

とのことで、できれば使いたいものです。 
では、宇宙空間で発電した電力を、どのようにして地上で使うことが出来るでしょうか。 

そのシステムを宇宙太陽光発電システム（SSPS＝Space Solar Power System）といいます。 
そのアウトラインは、静止軌道上の発電衛星で太陽光を受けて発電し、その電力を衛星で

電磁波に変換して地上に送り、地上の受信施設で受信して、再度、発電するシステムです。

‘静止衛星で得た電力を電磁波に変換して地上に送り、発電し直す’という、2 度も追加変
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換する迂回システムになります。よって、変換による効率低下が危惧されます。 
実際、衛星で発電した電力はマイクロ波、赤外線レーザー等で地上に搬送されますが、

レーザーへの変換効率は 42％とされています。地上での電磁波受信装置は直径４km もの

巨大な施設とのことです。ここで再発電しますがその効率は 30％程度とのことです。結局、

宇宙で発電した電力を地上で使用する総合発電能力は＝10 倍×0.42×0.3＝1.26 倍と計算

されます。地上でのパネル発電の、たった 25％増しにしかすぎません。 
 

≪SSPS の欠点・膨大な施設コスト≫ 
 SSPS の長所は発電効率が地上での 10 倍という一点です。しかし欠点はたくさんあり、

以下に技術的なものを列記します。 
・太陽電池の面積が巨大になり宇宙塵やスペースデブリなどへの対処が難しい。 
・宇宙での大型構造物であるため、故障した場合の修理が非常に難しい。 
・宇宙空間のため放射線量が高く、被曝を考えれば作業員による建造や修理は難しい。  

また、機械も放射線への強い抵抗力が必要です。 
・衛星軌道上に設置した場合、太陽光圧の影響が大きく、頻繁に軌道修正が必要であて、

定期的に推進剤を補充することが必要です。 
・24 時間、365 日発電できるわけではありません。地球の影に入った場合に発電できない。 
・宇宙から地上受信設備へのビーム照射による、電離層・飛行機・生物への影響が出ます 
・高エネルギー巨大技術装置の割には、地上太陽光発電と比べて発電効率が悪い。 
 1991 年に通産省作成の「日本版宇宙太陽光発電」の基本仕様は、静止衛星軌道 36，000km、 
衛生重量：約 2 万 1 干トン、太陽電池面積：2km×2km、宇宙発電能力：2GW、送電アン

テナ直径：1km、無線送電方式マイクロ波：245GI、海上受電方式：10ｋm×13km のレク

テナ（マイクロ波を直流電流に変換するアンテナのこと）、打ち上げ費を含めて費用が、1.2
兆円で、2030 年の実用化を目指すとされています。 
 この程度の費用で SSPS を静止軌道に設置できるでしょうか。現在、国産ロケット H２A
で、重量 2 トンの衛星を静止軌道に打ち上げる費用が 85 億円です。それに比例して、2 万

1 干トンの衛星の打ち上げ費は 90 兆円になります。逆に、重量 2 トンの衛星を 1.2 兆円の

半分とすると、H２A ロケットで重量 2 トンの衛星を打ち上げる費用が 2000 万円でできる

ことになり、あまりにも現実離れの数字と言えます。太陽電池の面積は４km2 で、低価格

になって 5,000円/m2として 200億円、その架台に 1,000億円、衛星付帯設備一絡げで 1,000
億円、10ｋm×13km のレクテナの海上費建造は約５兆円くらいかかると想像されます。  
 前述のリスク防止対策を含めると見積もり不能の観ですが、陸上での太陽光発電効率の

1.26 倍のために数十兆円かかることになります。この非現実的なプロジェクトが国民の税

金でなされようとしています。 
 
７．エントロピーに逆らう海水ウラン収集 
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 ≪海水ウラン捕集というエントロピーの問題≫ 

近、海水中のウランを採集するための、実用的に極めて有望な捕集材が開発された、

との報道（注６）がありました。 

海水 1kg 中の NaＣl は約 30 グラムですが、これなら塩田方式によって太陽エネルギー

で凝集可能ですが、ウランは、海水１kg あたり 3.3×10-9kg にまで拡散されている物質で、

エントロピーが非常に高い状態です。これをエントロピーの低い状態へ人工的に濃集して

資源化するには、大量のエネルギー、あるいはマネーが必要なはずです。 
膨大なエネルギーとマネーをかけて、海水ウランを資源化し、電気エネルギーを得よう

としても EPR は低いのではないか。そのような問題意識で、研究者が記事のなかで示して

いるデータ等を基にして、エントロピーとEPRの観点から実用可能性の検討を試みました。 
海水中のウラン採集のための有望な捕集材の仕掛けは、以下のように説明されています。 

捕集材は、ポリエチレン繊維の不織布に放射線を照射してアクリロニトリルをグラフト重

合させ、これにアミドキシム基をつけたもの。この２つのアミドキシム基で海水中の 1 個

の炭酸ウラニルイオン（ウラン酸化物と炭酸イオンの錯体）を挟むようにして捕らえると

いう仕掛けになっています。 

日経ビジネス 2010/12/14 の記事が伝える瀬古氏の試算によれば、捕集材 1 本の長さを

60 メートルとして、1 回の係留期間を 60 日、年 5 回係留によって、捕集材 1 キログラム当

たりのウラン回収量を年間 2 グラム可能です。そして、深さ 100 メートルの海底に少なく

とも 173 万本の捕集材を係留すると、年間 1200 トン（1.2×109グラム）のウランが捕集で

きるということです。 従って、捕集材の総量は、6×108kg となり、捕集材 1 本当りの年

間ウラン回収量は 693 グラム、長さ 60ｍの捕集材１本の重量＝6×108kg /1,730,000＝347kg
（１ｍ長あたり：5.78kg）となります。 

ウラン 1kg 回収の捕集材コストは、捕集材を 8 回再利用の場合、32,000 円と、現在、見

込まれています。すると、年間 1200 トンのウランの回収の捕集材コス 3.2×104×1.2×106kg 
＝3.84×1010円～400 億円です。 
  
≪海水ウラン捕集設備とコスト≫ 

瀬古氏他によると、捕集材の比重は海水と同じ。捕集材 1 本の長さは 60 メートル、係留 
間隔は 8 メートルで可能とのこと。係留方法は、捕集材をアンカーで海底に着底し、アタ 
マにブイをつけて浮遊係留させる方式です。係留間隔 8ｍで 173 万本の捕集材を配置するに 
は、水深 100ｍ程度の海域に、13.84km×8km 規模の係留面積が 小に必要です。 

しかし、173 万本の捕集材の投入・回収を多数の作業船で、連続的、長期的に行うことに

なり、その航走、停船、転回を含むスムーズな作業を考えると、捕集材の係留間隔 8ｍでは

とても無理であり、50ｍ間隔は必要でしょう。その場合、係留面積は、87km×50km とい

う、広大な海域を占めることになり、船舶航行、漁業活動の大きな障害になると思います。 
173 万本の捕集材の投入・回収を 50 日で行うと仮定します。あとの 10 日は、出港準備、



  

p. 78 
 

捕集材整備、動復員日とします。作業船１隻・1 日あたり 50 本の回収・投入とすると、 
作業船 692 隻が必要。傭船料金 50 万円/日×365 日借上げ＝1,200 億円。しかし、IEA 試算

をもとに、2020 年に石油減耗が進むと重油が大幅に高騰するでしょうし、重油不足で出航

できないリスクが十分です。 
173 万本の捕集材で間に合うでしょうか。水温が年中 20℃以上の日本の太平洋側、とり

わけ適地の沖縄海域は、台風、低気圧による荒天、荒波の期間が多い。このような海域で

配置した捕集材の制御不能な場合、回収・投入作業が不能な場合を計算にいれるべきで、

それを見越して、捕集材設置の増加（例えば、20％）、待機傭船数の増加（例えば 20％）必

要でしょう。 
 年間 1200 トンのウラン回収の捕集材コスト、および８ｍ間隔配列の 173 万本捕集材の投

入・回収の海上作業費の合計は、約 1,600 億円になります。しかし、これは理想的な 低

コストだと思われます。この 20％増しで 1,920 億円。操業の現実性から 50ｍ間隔配列、重

油の高騰、品不足に対する手当てを加味すると、5,000 億円をくだらないでしょう。 
このようにして、海水中に拡散した高エントロピーウランは三炭酸ウラニルの形で捕集

材に付着します。これを精錬工場に搬送し、精製して、イエローケーキ（重ウラン酸アン

モニウム）が得られて初めて、陸産ウラン鉱のイエローケーキと争う国際取引の対象とな

ります。 
 ウラン取引価格は 2010 年 11 月初旬のスポット価格（イエローケーキの転換工場渡し）

は１ポンド 58.5 ドル、即ち１kg で 130 ドルです。すると、1200 トンは、1.5 億ドル＝150
億円ということになり、5000 億円の海水ウランが、この市場価格と競争することになりま

す。石油減耗の時代であり、「そのうち技術で何とかなる」では済まない価格格差です。 
 
 
（注１）World Energy Outlook （WEO）2012 年版より 
（注２）投稿記事の題名は‘El ocaso del petroleo’イタリア語 

http://crashoil.blogspot.it/･･･/el-ocaso-del-petroleo.html 
（注３）Cassandra's legacy ：http://cassandralegacy.blogspot.jp/･･･ 
（注４）NGL（天然ガス液）とは、天然ガスにが含まれている地上で採取される際に、天 

然ガスから分離される重質な炭化水素の液体を指す。 
(注５) Marco Pagani が、IEA 生産予測モデルをベースに、その重大な欠点を補正して

作成したもので、Oil Crash モデルと称す。Ugo Bard のブログに投稿したもの。 
（注６）山田久,、ホントに海水からウランが取れた,日経ビジネス，2010 年 12 月 14 日 

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100628/215171/?n_cid=nbpnbo_leaf_kbn 
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１．ポスト石油文明を考える前提 
≪現代日本社会の EPR≫ 
現在の日本文明の EPR は幾らぐらいでしょうか。文明の EPR が高いとは、文明活動の

余剰エネルギーが多いこと、文明活動のエネルギーコストが安いということになります。

松島らは、海外依存率が 96％の輸入燃料が文明の駆動力であるとして、その EPR を考察し

ました（注１）。これは日本社会の EPR に相当するものと考えます。製品を輸出して得た

外貨で、燃料を海外から輸入するわけですから、おカネを仲介して EPR を考察します。輸

入燃料として石油、LNG、石炭の購入コストに見合う輸出製品の製造に使ったエネルギー

が EPR 式の分母になります。分子は購入燃料のもつエネルギー量です。途中の考え方は、

原論文を参照していただくとして、輸入エネルギーの EPR＝26.1 を算出しました。 
次に、全く異なる方法で、文明の EPR の考察を試みます。ヒトがカロリーを摂取し、そ

れを活動源として、石油をはじめとするエネルギーを使って文明活動します。従って、文

明の EPR の入力はヒトの摂取カロリー、出力はヒトが文明活動に使うエネルギーと置いて

考えてみます。 
様々な統計から、日本文明および日本人のエネルギー消費量を次のように設定します。 

日本人一人当たりが社会的活動に使う年間エネルギー消費量は、平均で石油換算 4000kg
（EPR 式の分子）です。分母として、日本人一人あたりの摂取カロリーが 2400kcal/日と

しますが、日本人は食料の 40％を食べずに廃棄しているので、消費カロリー2,400÷0.6＝
4,000kcal/日とします。これに 365 日を掛けます。よって、EPR＝27.4 と計算されます。 

上述のように 2 つの全く異なったアプローチで算出した日本社会の平均的な EPR が、ほ 
ぼ同じ値であることは非常に興味深いことです。輸入燃料が高騰すると製品輸出を増やす

ためそのエネルギー消費が増えますから、社会の EPR は下がります。輸送エネルギーの減

少、製品輸出の減少などから、輸入燃料が抑えられ、社会の EPR が下がると思われます。 
石油が減耗し、エネルギーの EPR が下がっていくと、石油依存の文明の EPR の低下は避

けられません。そこで、様々な石油代替エネルギーと社会像論が出てきています。多くは、

石油文明と同等の社会構造を維持する趣旨のものです。しかし、ほんとうに石油文明の延

命が可能かどうか、エントロピーと EPR の視点で整理します。 
 
≪人類史的視野で考える≫  
石油文明は、過去から将来にわたっての人類史の中で、どのように位置づけられるので

しょうか。人類社会にはこれまで 2 つの大きな変革がありました。約 10,000 年前の農業革

命と、約 300 年前の工業革命です。農業革命によって森林エネルギーを積極的に利用する

ようになりました。工業革命は、1769 年にジェームズワットが蒸気機関を改良して石炭を

高いエネルギー収支比で利用できるようになったのが始まりです。中でも、 も良質な化

石燃料の石油によって、人類は無限成長の経済システムのなかで生活するようになりまし

た。 
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図 7-1 は、産業革命初期の 1820 年から石油ピークプラトーにある 2010 年の間、人類の

消費エネルギーと人口の推移を、10 年ごとの概数で重ねてプロットしたものです。一瞥し

てわかることは、化石燃料の消費と人口の増加傾向がほぼ一致していることです。化石燃

料使用の増加が、人類の人口増加につながったことがわかります。 
1820 年は未だ農業社会ですが、世界人口が約 10 億人、主たる消費エネルギーが森林エ

ネルギーで、約２×1019ジュール/年です。一方、2020 年は工業化が発展国に広がるほどの

成熟期ですが、人口は約 70 億人、主たる消費エネルギーが化石燃料で、約 5.5×1020ジュ

ール/年です。そこで 1820 年と 2010 年の人間一人あたりの一日の消費エネルギーを人口と

365 日で割ります。さらに、食糧カロリーを平均 2400kcal/日としてこれで割ります。する

と EPR に相当する値が、1820 年に 5.5、2010 年は 21.3 になります。前項で現代日本社会

の EPR を、上述と同様な方法でも検討した結果、EPR＝26.1 でした（注 2）ので、石油ピ

ークの今日、日本社会の EPR は世界平均よりも高いことになります。 
 世界は、やがて石油生産のピークが過ぎて、次いで天然ガスピークを経て、2025 年頃に

石炭ピークを越え、それぞれ異なった割合で減耗し、EPR も減少させていきます。固体の

石炭は も緩やかに減耗していきますが、EPR の減少は大きいと思います。Paul Chefurka
の図表 5-4、図表 5-5 で検討しますと、2055 年の石油、天然ガスの残存熱量は、ともに 3.4
×1019J で、現在の森林エネルギー量と同程度です。しかし石炭は生産のエネルギーコスト

が非常に高い、すなわち EPR が非常に低くて商業性がないと思われます。2055 年の石炭

は 1.46×1020J ですが、輸送燃料に石油が使えないのは明白であり、石炭燃料で輸送する石

炭の EPR は、十分に５以下であろうと思います。そう考察すると、18 世紀半ばに発祥した

工業文明が 21 世紀の半ばに終焉を迎える状況になります。僅か 300 年の工業文明です。そ

図 7-1：化石文明期の世界の人口とエネルギーの推移 
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の後は、森林エネルギーがベースエネルギーの時代へと還っていくことになります。少な

くとも、その覚悟で文明転換の青写真を創り、平和的転換のための方針を作り、進めてい

かねばならないと考えます。 
石油ピークの真っただ中にある今日、次の事実を確認して、低エネルギー社会作りを実

践することが肝要です。 
（１） 文明のかたちは、一次エネルギーの質、余剰エネルギーの質で決まる。 
（２） エネルギーの質を評価するツールは、エントロピーと EPR である。 
（３） 石油のピーク後の EPR の低下は加速的で、正味エネルギーは急速に減少する。 
（４） IEA の長期石油生産予測には重大な欠陥がある。Oil Crash モデルが示すように

石油文明終焉期の到来は、間近であると覚悟した方が良い。 
（５） 人類のベースエネルギーは再生可能な森林エネルギーであり、EPR が相対的に高

い。過去の縄文文明、江戸文明がそうである。ポスト石油の文明もそうである。 
（６） ただし、ポスト石油文明のエネルギーは森林がベースであるが、様々な自然エネ

ルギーも利用する人智による「科学的に進化した森林文明」と考える。 
（７） 日本列島は、世界で森林文明に も適した風土である。 
（８） 化石燃料なき時代の世界の人口は減少する。エネルギーの質と人智の進歩からし

て、現在の３分の 1 程度に収束すると想像される。 
 

２．石油ピーク後、どれがまともな社会像か 

≪社会像論が続出する背景≫ 

石油ピークをはじめ、資源制約の影響が露わになってきている今日、さまざまな代替エ

ネルギー論に基づく社会論が提起されています。太陽エネルギー社会、原子力立国、水素

社会、低炭素社会、循環型社会、持続可能な社会、低エネルギー社会などです。 
 提起の背景に、社会や文明の維持には支配的なエネルギーが必要との認識はあります。

しかし「エネルギーが文明のかたち」を決めるとの認識が曖昧で、石油文明がもたらして

くれてきた現代社会の構造・機能を維持したいとの願望が前提の議論が多すぎます。願望

で文明のかたちを選択できません。 
石油ピーク後の社会として、どれがまっとうかを正しく見極める必要があります。その

判断基準は次の２点に絞られます。①石油は非常に優れた資源・エネルギーであり、これ

に替るものを人類は手に入れることが出来るかどうか。②文明のかたち（社会の構造）は、

社会に支配的なエネルギーのタイプによって決まり、その核心は生産のための定置動力と、

人とモノの移動動力が、どうであるかにあります。 
 太陽エネルギー社会論、原子力立国論、水素社会論は、どれも石油代替エネルギー論に

基づく社会像論であって、それぞれの主力エネルギーを技術によっ創り出して石油の代替

にし、現代社会のかたちを維持しようとするものです。 
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≪太陽エネルギー社会論≫ 
太陽光エネルギーで、自動車、業務・家庭、電力等で使われている石油量（石油使用量

の 67％）300 万バーレル/日を代替しようとすると、７億 kW の発電設備、5,000km2のパ

ネル面積が試算されます。これは国土の宅地面積 18,000km2の 28%で、建蔽率を考えると、

全建物の屋根に発電パネルを設置する空想的な規模になります。山地・森林、農地を転用

すると国土が不毛化するのでできません。そして、太陽光発電設備の大工業的な製造、リ

サイクルには効率的な石油燃料が欠かせない。太陽光電力は維持管理が適切だと再生可能

性が高いですが、いぜん石油依存的であり、エネルギー密度が小さすぎるので石油文明継

続の代替エネルギーになりません。むしろ、太陽エネルギーは、地産地消型自然エネルギ

ーのひとつとして利用するのが も適していると考えます。 
 
≪水素社会論≫ 

水素社会論は、石油ピークに続いて、化石燃料全体のピークが 2015 年～2020 年到来す

るとの予測に関わり、二次エネルギーの水素ガスを、その代替エネルギーにしようとする

ものです。 
まず、水素の性質として、もっとも軽く小さい分子であって、容積が大きく、リークし

易く、金属を脆くし易く、酸素と結合して爆発し易いので、日常生活で非常に取り扱いの

難しいガスであることです。 
化石エネルギーのピークが到来しようとする時代に、水素ガスを天然ガスから製造しよ

うとする考えは論外であり、現代社会を維持するには、水の電気分解による大量製造に限

られます。しかし、水の電気分解で水素１kg 製造するには、9kg の水、50kWh の電力が必

要とされています。日本の天然ガスの年消費量 8000 万トンを水素に転換するだけでも、7.2
億トンの水が必要です。電力量は４兆 kWh で日本の年間電力量の 4 倍に相当します。その

膨大な電力は、何から作るのでしょうか。水素の容量は日本の全面積に 25ｍ程度の厚みに

なります。ウランも有限資源であるし、太陽光や風力、小水力等の自然エネルギー発電量

も遠く及びません。水素を文明の支配的エネルギーとする水素社会論には、現実性が全く

ありません。 
 

≪低炭素社会論≫ 

「低炭素」といっても、到来している石油ピーク、近い将来の化石燃料ピークに

ついて語らず、「地球温暖化人為論＝CO2 排出削減論」に基づいて、石油文明のか

たちを、太陽光発電と原子力発電の推進で継続させようとする社会論だといえます。

太陽光エネルギー、原子力発電のそれぞれ片方だけでは文明維持できないことを暗

に認め、両者の組み合わせによって、文明の支配的エネルギーとする論に見えます。 

低炭素の推進の一方で、化石燃料依存の原子力発電を推進することは、矛盾した

文明エネルギー論です。2020 年～2030 年では、化石燃料全体の生産減耗が進むで



  

p. 84 
 

しょう。従って「低炭素」の徹底により化石燃料が使えなくなり、従ってウラン鉱

の生産・運搬、原子力発電の建設・操業が、縮減から停止に至らざるを得なくなる

のではないでしょうか。自然エネルギーに分類される太陽光エネルギーは、そのエ

ネルギー密度からして、原子力電力電気量を一部補足できるに過ぎません。 

 従って、低炭素社会論を推し進めていけば、化石燃料の使用縮減に止まらず、論

理的に原子力発電の縮減を求められることになり、現代社会のエネルギー使用量よ

りもはるかに少ない低エネルギー社会に帰結することになります。そうであれば、

初めから石油ピークと化石燃料ピークを認め、早いうちから社会構造の転換を図る

方が、文明崩壊の計り知れない犠牲から国民のいのちと生活を守ることができると

考えます。  
 

≪循環型社会論≫ 

21 世紀になって、資源、エネルギーが有限であるとの理解が進み、大量生産・

大量消費・大量廃棄の浪費型経済を続けていけば、現代社会の継続に影響するとの

危機感が広がりました。そこで打ち出されたのが、資源節約と廃棄物抑制（リデュー

ス）、生産物の繰り返し利用（リユース）、さらに再生利用（リサイクル）を行う循環型社

会です。リユースは有限資源の節減と廃棄物の発生抑制なので も重要です。リサイクル

は新産業（静脈産業）として期待されていますが、製品生産なので、一般に良質なエネル

ギーを消費します。リユースは修繕しながら再利用することですから、それに消費するエ

ネルギーはリサイクルと比べて、一般に少量です。 
リサイクル製造の原料は、有価資源が含まれた使用済みのエントロピーの高い廃物です。

そのリサイクルの方法には、マテリアルリサイクルとサーマルリサイクルがあります。 

マテリアルリサイクルは、エントロピーの高い原料からエントロピーの低い製品を再生

製造することで、分別工程を含む製造工程に、労働力と多量の良質のエネルギーを投入せ

ねばなりません。そして、よりエントロピーの高い廃物も生じます。従って、原料資源の

浪費を節減できても、良質な化石エネルギーを大量に消費することになり、採算が合わな

くなってきます。サーマルリサイクルでは、高エントロピーの廃物に化石エネルギーを投

入して、その燃焼力を利用して焼却し、その際に発生する熱を発電等に利用します。 

どちらのリサイクルも、化石エネルギーの投入によるものです。よって、石油がピーク

プラトーから減耗が進むにつれて、リサイクル生産を重視する循環型社会は続かなくなり

ましょう。そして、化石エネルギーを必要としないリデュース、リユースが持続可能な社

会つくりに組み込まれていきます。 
 

≪持続可能社会論≫ 

持続可能な社会（サステナブル社会）とは、「現代の世代が将来の世代の利益や要求を充

足する能力を損なわない範囲内で環境を利用し、要求を満たしていこうとする理念」に基
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づく社会とされています。これは、日本の提案によって設けられた国連「環境と開発に関

する世界委員会」（ブルントラント委員会）が 1987 年に発行した 終報告書“Our Common 
Future”（邦題『地球の未来を守るために』）の中で表現されています。このときから広く

認知され、日本の環境基本法の思想にとりいれられています。日本社会の現状はともかく、

日本が世界の先端をいく社会理念つくりに貢献してきたのは確かです。 
上述の分かりにくい言い回しの表現を変えると、「モノの循環型社会だけでなく、地球の

生態系の多様性が健全で、将来の世代にも引き継がれていく社会」となります。国際機関

「開発のための農業科学技術国際評価（IAASTD）」の 2008 年報告によると、「工業的で大

規模農業」は、安い石油に依存し過ぎている点、生態系に悪影響を与えている点、水を大

量に利用する点で、もはや持続不可能であるとされています。農業での論点は、社会の論

点でもあります。石油等の化石燃料やウランに頼らない社会、これ以上、自然を破壊せず、

自然を修復し、自然の循環と共生していく社会、将来世代に脅威や負担を残さない社会、

それがサステナブル社会です。放射性廃棄物の処理を将来世代に押し付けたり、工業的な

大規模太陽光発電を各地に建設することも、サステナブルの理念と相容れないと考えます。 

安い石油が減耗する石油ピーク後のサステナブル社会は、石油に依存する二次エネルギ

ーの利用や産業・交通に依存できません。非在来型のオイルサンド、シェールガスがある

といいますが、これは EPR が低く高価であり、そして生産地の自然破壊とそれに伴う地域

生活に危険をもたらしているエネルギー資源です。文明を支える基盤エネルギーになりえ

ません。 

 21 世紀の後半には、文明を支える基盤エネルギーとして枯渇型のエネルギーとそれに依

存する二次エネルギーが使えなくなると予見されます。文明のエネルギーは、 終的に、

自然の生態循環と自然の再生可能なエネルギー資源に落ち着くしかありません。自然から

一方的に収奪したエネルギー・資源に依存するのではなく、自然が循環してくれるエネル

ギーが基盤エネルギーとなる、それしかなくなります。したがって、文明の表現としては、

現代社会が‘高エネルギー浪費’であるのに対して、もったいない精神による「低エネル

ギー文明」になります。利欲のために自然を支配する論理ではなく、自然の性質を学び、

自然と共生する論理・心の持ち方に、戻ることが決定的に重要です。 
その上で、未だ、石油、他の化石燃料などが使える間に、それらを大切に使いながら、

文明崩壊の悲劇を避け、低エネルギー文明に平和的に移行していくこと、それが、今現在、

進めるべきことです。 
日本の環境基本法は、サステナブル社会の論理を取り入れた世界で第一級の法律といわ

れています。日本の為政者、有識者は、この法律を遵守して、石油ピーク後の日本社会の

建設のリーダーの役割をまっとうすべきです。 
 

３．原子力発電、今でなければいつ止められるのか 
≪列島の原発立地環境≫ 
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2011 年 3 月 11 日に未曾有の大震災と福島第一原子力発電所レベル７の過酷事故が同時

に起こりました。原子力関係者とマスコミは、「事象は想定外、ただちに危害はない」を連

発しましたが、無謬を是とする「安全神話」が崩れたこと、時間がたてば危害があり得る

ことを認めたことになります。その後、事故原因を未曾有の大津波と決めつけ、原子炉に

冷却水を循環させる非常用交流電源が津波によって喪失したとされてきました。しかし

2013 年 8 月に元国会事故調委員の田中三彦氏らは、その原因が津波ではないと明言し、し

たがって地震によると暗示しました。津波であれば海岸堤防を高くることで防げると主張

できましょうが、地震が原因だとすると、日本では対策を講じようがありません。なぜな

ら、日本列島は 250 万年以上前から続く第四紀変動（注 3）の 中にあって、今後の 10 万

年を考えても、どのような地震や変形が起こるかわかりません。過去の活断層が単純に地

震を繰り返すだけでなく、新しく断層ができるのが地球力学的な変動です。巨大地震など

によって日本列島に作用するテクトニック力（注４）のベクトルが変化すると、新たな活

断層が生じます。日本列島は、原子力発電所の立地環境が も劣悪な地質環境にあること

が分かります。さらに海に面している場所に建設すれば、今回のような大事故を起こせば、

放射能を閉じ込められずに汚染を海洋に拡大することが深刻に理解できました。高エネル

ギーレベル核廃棄物の 終処分場は、早急に決めるべき課題です。世界でも、やっとフィ

ンランド、スウェーデンが決めただけです。米国、フランス、イギリス等も、なかなか決

められません。日本列島の地質環境には、10 万年も安定したところはないと見た方が妥当

です。それではどうするのか、国際的な視野で詰めていく必要があると思います。 
 
≪原発を動かしている化石エネルギー ≫ 

原子力発電は、石油、石炭、天然ガス、電力のエネルギーが揃って初めて成立する巨大 
システムです。通常、原発とは、ウラン 235 の崩壊熱による高温水蒸気がタービンを回し 
て発電する、化石燃料の代替エネルギーのように思われていますが、これは誤りです。 
天野治氏によると（日本原子力学会誌、Vol.48,No.10(2006)）、100 万 kW の原子力発電 

所建設に要するエネルギーは、合計 967.4 Tcal で、石油換算で約 100,000 万トンになりま 
す。内訳は電力 209.6 Tcal、石炭 625.5 Tcal、石油 132.4 Tcal としています。これには建 
設資材の製造、プラント建設、輸送のすべてが含まれています。なお、電力の製造には、 
国によって異なりますが、米国などでは安価な国内石炭火力が多用されています。   
原発建設の主な資材の製造に必要なエネルギー種は、石油、石炭、電力の 3 つまたは 

その中の 2 つですが、その多い順に並べると、セメントは石油＞電力＞石炭、コンクリー 
トは石油＞石炭＞電力、板ガラスは石油＞電力、銅は石油＞電力＞石炭、鉄鋼は石炭＞電 
力、アルミは電力＞石油です。製造に石油を必要としない資材もありますが、ほとんどの 
資材にとって、質の高い石油が他に替え難く不可欠であることを語っています。 
原子力発電の運転においても、石炭＞電力＞石油の順に、投入エネルギーが必要と聞い 

て驚く者が少なくないと思われます。原子力発電所の定期検査が、毎年行われます。原子 
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炉を止めて開放し、燃料検査し、１次冷却材系統漏えい検査等を行う。その際において、 
これらのエネルギーが必要とのことです（天野治氏談）。詳細は専門家の説明が待たれるが、 
検査のために止めた原子炉の代用に高温高圧蒸気を製造することなどのため、石油 6.6 Tcal、 
石炭 31.3 Tcal、電力 10.5 Tcal も必要とされています。 
さらに、石油が絶対に必要な工程として、ウラン採掘と輸送があります。削岩、ボーリ 

ング、現場重機運転、イエローケーキの船舶輸送などに、液体燃料の石油は、相対的に非 
常に少量でもレアアースのように欠かせないエネルギーです。尚、 もエネルギーを食う 
六フッ化ウランの濃縮は電力だけで良いですが、その一次エネルギーには安価な石炭火力 
が多用されているようです。   
廃炉、高レベル廃棄物の地下処分について、これまでは殆どエネルギーがかからないか 

のように軽く扱われています。それでも、原子力発電所建設に必要とされる 10 分の１の量 
の石油、石炭、電力が必要といわれています。しかし、10 万年のオーダーで人類はおろか 
地球生体に遺伝的に影響する放射能廃棄物処理を全く安全に行うには、リスクに対する対 
応や修復を考慮すると、こんな少量のエネルギーで済むとは思えません。 
現在は石油ピークの真っただ中です。今、廃炉を始めても、無事に終了するときには、 

化石燃料は減耗していてほとんど使えない頃と見るのが常識です。今、原子力発電を止め 
ないで、いつ止めるのですか。稼働停止が遅れるど、廃炉のエネルギーがなくなり野ざら 
しになる事を怖れます。 

100 万 kW の原子力発電所の運転に、年間、約 30 トンのウラン燃料が必要されます。そ

の採掘場では合わせて 240 万トンの残土、13 万トンの鉱滓（低レベル放射性廃棄物）が排

出され、環境汚染、放射能被害を起こしているということです。これまでのウラン採掘で

野ざらしにされている残土は 17 億トンに達するといわれています。容積にして、山手線内

の約 500ｍの厚さで積み上げた量になります。石油文明といえども、カネがかかるとの理由

でこれらを処理できていません。人形峠のウラン残土も 30 年以上にわたって放置され続け

ています。その間、河川や水田が人知れず汚染されているでしょう。 
 
≪原発は石油なき時代に存続できない ≫ 
 電気は安くなければ、文明社会を支えるエネルギーになりません。原子力発電は、石油

文明のエネルギー資源から生まれました。ウランの採掘、運搬を考えるだけでも納得でき

るはずです。石炭や電力で採掘と運搬はできません。そして石油と石炭が安く使えなけれ

ば、採掘したウランから 文明を支える安い電気エネルギーを造ることはできません。す

なわち原子力発電は、採掘動力、輸送動力、建設、資材、運転管理の全体に亘って、石油

エネルギーに依存した生産基盤、すなわち石油インフラがあって成り立ってきました。 
 従って、 品質の高い石油がなければ原子力発電は存続できません。エントロピーの高い

ウラン鉱から、エントロピーの低い製品である電気エネルギーを製造するわけですから、

EPR の大きな良質の石油エネルギーが必要です。EPR の低いのオイルサンド、シェールガ
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スなどが代替できません。 
 安い石油は早晩、生産減耗時代に突入します。 その石油が経済的に使える間に、原子力

発電所を廃炉にし、高レベル放射能を 終処分し、さらに採掘残土、鉱滓から環境修復す

ることが、石油文明後の民族および人類の子孫に負担を残さない石油文明を享受した時代

の者の良心であると思います。 
 
４．癒着から自立へ、神話から科学へ戻ろう 
 文明社会では、社会を統治する少数の支配者と大多数の被支配層が生まれています。こ

れまでの多くの文明社会では、支配者が被支配層を搾取・収奪して、経済的富を占有して

きました。いわゆる「金権癒着支配」で、それが可能になる経済の仕組み、そして精神を

支配する思想が作られました。古代ローマ文明は奴隷制社会ですが、貴族と平民の間の富

の格差は、共和制の時代にはあまりなかったようです。しかし、帝政時代には、富が一部

の権力者に集中し、権力と金力が癒着して社会の腐敗が進んでローマ帝国は瓦解しました。 
 江戸文明は、世界史の中で、おそらく唯一、権力と金権が制度的に分離した構造の社会

ではないかと思います。平安時代に武家が勃興して平清盛から関ヶ原大合戦までの武家政

治は、武家の驕りと戦乱、社会荒廃の多かった 600 年でした。徳川家康は天下泰平の社会

建設の基礎として士農工商の身分制を採用し、士（支配権力）と商人を完全に隔離し、士

の直下に食糧を生む農民を置く制度をつくりました。士農工商の各階層は社会を構成する

４つの分野で自立的に生業に励みました。幕府を執政する譜代大名は石高が少なく貧乏で

した。文化・教育に関して、士農工商の分け隔ては基本的になく、それぞれの身分の階層

からさまざまな芸術、芸能、祭事、遊戯、学問が生まれました。そして寺小屋、道場に、

身分や貧富に関係なく通うことができました。江戸時代後期の識字率は 70％で断然に世界

一です。ロンドンが 20％、パリが 10％程度だったようです。 
 しかし、現代の日本社会では、「産学官の利益構造体」、すなわち権力（政・官）と金

力（財界）、そして学府（大学）が癒着して、相互の利益を守り合う構造になっています。

一昔前まで、大学の自治、学問の自由が謳われていました。もちろん、権力と金権から独

立して、真理を追求し、真実を語るのが大学の使命という意味です。ところが 近は、「産

学官連携」で、それに政界も加わります。アカデミーが産官から与えられるマネーと地位

の魔力で堕落しています。そして、教育もマスメディアもそれに追随しています。 
 ３・11 福島第一原子力発電所のレベル７大惨事によって、産学官の「原子力ムラ」の権

力構造が、日本社会に根を張っていることが露わになりました。その癒着の関係が如何に

低劣なものかも国内外に暴露されました。 
そして、金権癒着支配の精神的な支配構造が「安全神話」です。原発安全神話は、科学

的事実や技術的限界よりも、原子力ムラ構成者の経済的利益を優先するためのイデオロギ

ーです。惨事が起こったとき、「想定外」で免罪を求める有様でした。収束宣言を撤回せ

ずに、‘事故のすべてがコントロール下にあって安全’と国際的に広言するまで、原子力
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ムラの利権を頑固に守ろうとしています。 
 日本は石油文明を先鋭的に進めてきましたが、その支配構造が、産学官の金権癒着構造

と、安全神話、あるいは技術神話による精神支配の構造です。これでは、日本は道理も道

義もない国として軽蔑されていきます。産学官の癒着と神話強制の支配構造から、産・学・

官の自立と科学認識の共生構造への切り替えがなければ、原発大事故の処理、解決はおろ

か、石油ピーク後の日本国民が採るべき道の選択を誤りまると思います。 

 

６．畏怖のエネルギーに文明はどう対応するか  

≪文明と風土と災害≫ 

自然はヒトにとって、畏敬であり、かつ畏怖であります。自然はヒトに、恵みのエネル

ギーを与え、怖れのエネルギーで襲います。恵みのエネルギーから余剰エネルギーを取り

出し、人智を働かせて文明を築いてきました。怖れのエネルギーはヒトとその社会に天災

をもたらしました。 

多くの動物には天災が襲う前に逃げる能力があるといいます。しかしヒトにはあまりあ

りません。人智による文明を創る活動は、天災から文明を守る活動を伴っています。文明

の構造が高度になるほど天災の質も厳しくなり、文明を守る手立てが不備だと、文明自体

が天災を増幅させます。いわゆる「人災」です。地球物理学者の寺田寅彦は、著作「天災

と国防」の中で、‘文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその激烈の度を増すと

いう事実’を指摘しています。それは、‘草昧な時代には人間は極端に自然に従順であっ

たが、文明が進むに従って人間は次第に自然を征服しようとする’からであり、‘自然の

暴威を封じ込めたつもり’になるからと指摘しています。また、「天災は忘れた頃にくる」

という教訓を残しました。「自然の畏怖を封じたつもりに、自然に傲慢になると、天災の

怖さを忘れて備えなくなり、災害を繰り返してしまう」という警告です。 

 地球上には自然の恵みと怖れが織り成して、さまざまな風土があります。和辻哲郎は、

風土の典型的なかたちとして、牧場風土、砂漠風土、モンスーン風土をあげ、それぞれの

人間観を特徴づけています。牧場風土は地中海の地域が代表的で、自然は従順で、人々は

早くから自然から解放され、自然は手中に捉えて支配できる対象でした。そして、個人の

自由観の獲得とともに、科学、技術、思想、芸術が発達しました。古代ギリシャ・ローマ

の文化がそうです。砂漠風土は「肥沃な三日月地帯」に代表されるような古代文明が崩壊

して砂漠になった地です。そこで渇きという自然の暴威によって、日々死と隣り合った環

境の中で砂漠的人間社会を造り出しました。自然の脅威との闘いは個人プレーではかなわ

ない、個人は全体を統率する者、神の教えに従って行動する民族性が醸成されたと考えま

す。 

 

≪日本文明の防災観≫ 

 モンスーン風土の典型は日本列島です。日本は地震・火山国である上に台風も襲来する
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モンスーン気候です。自然の恵みが海の幸、山の幸、野の幸と多くて「恵みに感謝」です

が、一方で自然の間欠的な暴威が厳しく「脅威に忍従」するしかありません。しかし、縄

文時代より自然の猛威の恐れと同居しながら、災害に対して様々な処し方を作り上げてき

たと思います。代表的な処し方として、「自然の力を巧みに利用して自然の暴威を制する

工夫」と、「備えあれば憂いなし」の日頃の心がけだと思います。人智を活かして自然で

もって自然を制する工夫の例はいくつもあります。例えば、武田信玄が考案したとされる

「霞堤」は、河川の洪水調節に一部の水量を人為的に氾濫させることによって大洪水を制

するカラクリです。段々畑も自然の暴威を和らげ、むしろ生業に巧みに利用する工夫だと

捉えることができます。「備えあれば憂いなし」の方は、家事や病気、不意の出来事に対

して、日本人はふだんから備える習慣が身についているはずです。 

 しかし、石油文明の時代になると、石油の動力と燃焼力でもって、自然を改造したり、

自然の威力を物理的に抑えるようになりました。大規模ダムの造成、河川の三面コンクリ

ート改造、山の開削・法面工事、巨大な津波堤防建設などです。自然の位置エネルギーや

流水運動を強制的に変更するわけですから、造営物の劣化が進んだり、自然の巨大な暴威

が襲うと、寺田寅彦が警告するように、その災害は激烈の度を増すことに間違いありませ

ん。加えて大都市では高層ビル建設と道路の全面的な舗装、河川の暗渠化造成などがなさ

れています。100 年に一度の大地震や風水害に襲われると、都市機能は麻痺するでしょう。

しかし、このように「石油の力」で自然を支配したつもりが、却って大災害を起こしたり、

新たなタイプの災害を生み出しているのが事実です。東日本大震災が八戸市から浦安市に

残した無残な文明造営物の破壊の痕、福島第一原子力発電所の世界史的な大惨事を見るに

つけ、不用意に造られた文明の造営物とその背景思想、自然に対する傲慢な思想が、計り

知れない自然の畏怖のエネルギーに対してひ弱であるか、痛感します。 

石油ピーク後は、石油に依存する自然改造、防災対策はできませんし、やってはいけま

せん。低エネルギー社会は、自然と共存して、自然の恵みを適切にいただき、自然の怖れ

に対して人智を集めて巧みに対処する社会です。バイオリージョンにおいて、地産地消を

基本にして地域経済を発展させます。同時に自然災害を 小限に抑えるのも、地域の風土

を知り尽くしている地域の人たちの力、地域社会力です。 

繰り返しますが、日本民族は地変とモンスーン気候の国土で、天災に忍従しつつ身を守

る知恵を、古来から積み上げてきました。その核心が「自然の力を巧みに利用して自然の

暴威を制する」方法、および「備えあれば憂いなし」のふだんの行為だと考えます。しか

し石油時代になって蔑ろにしました。石油文明後の自然と共生する低エネルギー社会に、

改めて引き継がれていきましょう。 

 

７．文明の崩壊か、軟着陸か 

≪文明崩壊の４つのカテゴリー≫ 

「石油は現代文明の生き血」です。石油のもつ燃料、動力、化学原料としての高い能力が
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現代社会を運転する主役であり、その能力が自然の支配、農業の工業化に及んでいるのが

石油文明です。 その石油が生産ピークを迎え、文明が必要とする量を賄えなくなろうとし

ています。石油の生産がピークを超えて減耗の坂を下ると、EPR の高い良質な石油から急

速になくなっていき、しかも価格は高騰しつづけます。 

 良質な生き血が流れなければ文明は機能しません。石油の減耗に遅れないように、石油に

頼らない社会に、改革されねばなりません。改革が遅れたり、失敗すると、短期間のうち

に文明の崩壊に至るといわれています。 

 J.Diamond の著書『文明崩壊』中で、文明が平和的に移行しないで、社会崩壊する 4 つ

のカテゴリーが明快に表現されています。表現を借りると、石油文明の改革に社会が失敗

しうる 4 つのカテゴリーが以下のようになります。 
 ①石油ピークを予見できない  

 ②到来している石油ピークを認識できない  

 ③石油ピークを認識できても解決法がわからない  

 ④解決を試みても失敗する。  

 現在、すでに石油ピークにあります。日本の支配層のすべて、殆どの有識者は石油ピー

クを予見できませんでした。そして、現在到来している石油ピークを、未だ認識していま

せん。したがって解決法をまともに検討していない。これでは日本は危ない。 

 「人工的な石油ピーク」に遭遇した国があります。北朝鮮とキューバに、1989 年のソ連

崩壊によって、石油ショートを初めて突然に襲来しました。 

北朝鮮とキューバは、どのように「石油ショート」の現実に対応したか、以下はその概

要です。 

 

≪石油ショート：２国の対応≫ 

北朝鮮とキューバは、ソ連崩壊によって、石油ショートを初めて突然に経験しました。 

キューバには、米国の経済封鎖の強化が輪をかけました。北朝鮮の国民は飢餓に陥りまし

たが、キューバは死者を出さずに生還しました。その根本的な理由は、厳冬の北朝鮮と亜

熱帯のキューバとの気候差ではありませんでした。北朝鮮は工業的な化学農業に固執しま

した。キューバはいち早く持続的な農業と自給政策を導入しました。 

 1998 年 11 月の FAO と世界食料プログラムの共同調査レポートなどによると、北朝鮮の

農業は高度に機械化され、穀物生産を自給し、国民に十分な食料を供給していました。し

かし、1989 年に突然のソ連崩壊で、石油、農業機械、肥料と農薬の供給はほとんど断たれ、

農業機械と施設の約 5 分の 4 が、老朽化と予備部品や燃料不足で使われなくなり、飢饉に

至りました。北朝鮮は専制的な執政の下で化学農業こだわったため、危機に応じた改革に

失敗し、今日まで引き続く食料不足に低迷してしまったことになります。 

キューバは食料の 57％を輸入していましたので、突然の石油ショートよる社会の危機は

厳しいものでした。キューバはその貿易量の 85％を失い、化石燃料に基づく農業投入資材
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は 50％以上も落ち込みました。生じた食料危機のピークでは、一人、一日当たりの食料配

給量は、たったバナナ 1 本とパン 2 枚だけの地区もあったとことです。 

しかしキューバでは、石油ショート危機以前から、石油農業の代替としてバイオ農薬や

バイオ肥料の開発を始めていました。1991 年以降、各地域の特性に応じた技術と資源を用

いたバイオ資材を生産するためのセンターが各地に設立されました。さらに、大規模国営

農場は小規模な農民の協同組合に再編され、農場労働者は熟練した農民へと生まれ変わっ

ていきました。 
キューバ農業は、有機農業、パーマカルチャー、都市菜園、畜動力、バイオ肥料とバイ

オ病害虫管理の多様な組み合わせからなっています。世界で もエコロジカルな農業と称

され、1999 年には、スウェーデン議会のライト・ライブリーフッド・ノーベル賞がキュー

バに授与されました。 
 
≪北朝鮮とキューバの教訓≫ 

 石油減耗が始まれば、食料のグローバルシステムの根幹が揺るぎます。前述の文明崩壊の

４つのカテゴリーを照らし合わせますと、北朝鮮は、石油ショートを予見できなかったし、

石油ショートの到来を認識しても解決法が分からずに、専制的な執政の下で、従来の農法

を踏襲しました。その結果、飢餓に陥り文明の転換に失敗しました。キューバも石油ショ

ートを予見できませんでした。しかし、石油ショートを認識したとき、有機農法への移行

という解決法をある程度持ち合わせていました。政府の政策、科学者と農民の共働で有機

農法と地産地消に努め、餓死者を出すことなく平和的に文明の転換に成功しました。 

日本の為政者のすべてと多くの国民は、石油ピークを認識していません。進行中の石油

ピークが、いつなんどきに石油ショートとして我々を襲撃するかわからない世界の状況で

す。我々日本人は、やがて来る石油文明の終焉にどう備えるか。突然、石油がショートし

た北朝鮮とキューバの対応の仕方と結果から、学ぶべきことが多いと思います。 

 

８．文明のかたちを変えなければ国民の幸福はない 

 繰り返しますが、日本の 2011 年石油消費量は約 2 億トンで、一次エネルギー消費量に占

める比率は約 42％（BP 統計より）です。石油使用比率％は、自動車 34.9、航空機 1.6、船

舶 3.0、鉄工 14.6、都市ガス 1.4、電力 7.7、農林水産 3.2、家庭・業務 15.3、化学原料 18.3
（石油連盟資料）です。石油の厄介になっており、石油がなくなると困ると思う使用分野

がまだまだ随分と多いです。 
 石油ピークが進行中の今日、石油消費量が減少するトレンド、そして石油価格が高騰す

るトレンドは避けられません。石油の減少した分が石炭、天然ガスによって代替されてい

ますが、これは石油と代替を合わせた石油文明を駆動するエネルギー全体の EPR は低下し

ます。石油依存型経済において、石油消費量の増減と GDP 成長の増減との間に、明らかに

相関がみられます。経済はまともに成長すると国民生活はよくなりますが、マネーの回転
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で経済が膨張しているにすぎません。有限資源の乱獲と減耗、金融恐慌、格差と飢饉の拡

大、財政と環境の子孫負担が急速に進んでいます。石油文明の経済が、国民を物質的に豊

かにする能力を失ってきています。そして、自然の略奪、市場の失敗、社会の劣化が拡大

しています。 
The Oil Drum：Sept.13,2013 の記事によると、石油文明を支えているエネルギーの EPR

が 10 だと、GDP に占めるエネルギーコストは 10％といわれています。遠くない将来、シ

ェールオイルにほゞ等しい EOR が 3 になると、エネルギーコストは 30％以上になり、国

民の安全、安心に使う余剰エネルギーがなくなるだけでなく、文明インフラのメンテナン

スに使うエネルギーも欠乏してしまいます。 

資本主義は、余剰価値を生み出す制度であって、膨大な余剰エネルギーで駆動する石油

文明に相性の良い経済制度として、資本の運動が社会を豊かにする基本原理になってきま

した。しかし、石油の余剰エネルギーが減少してきた今日、資本主義は資本家に余剰価値

を生み出しても、豊かな文明社会を実現できない経済制度になってきました。 

資本主義の旺盛な欲求力は、有限な地球資源と環境収容力の限界をすでに超えています。 

石油文明社会から低エネルギー社会へ文明のかたちを転換するにあたって、次の対比で考

察することが大事だと思います。すなわち、「欲望による浪費」から「知足・もったいない」

への転換、「成長」から「循環」へ、「交換」から「贈与」へ、「利己心」から「利他心」・・・・、

です。 

日本の為政者には石油ピーク到来の認識がありません。しかし、国民の中には石油ピー

クを認識し、石油文明後の社会を模索する動きがあります。それが低エネルギー社会であ

り、その社会の基本的なかたちを明らかにしていかなければなりません。 

 

（注１）鎗谷浩明・松島潤（2013），エネルギー収支分析による社会の持続性評価，もっ

たいない学会 WEB 学会誌、Vol．６，2-5 
（注２）現代の日本社会の EPR を計算する際に、廃棄量 40％を考慮していまいすが、世界 

の EPR 計算には考慮していません。 
（注３）第四紀は、もともと人類の地質時代として区分され名づけられましたが、人類の   
   歴史は人類学の進歩によって遡上しています。2009 年に国際地質科学連合で第四紀    
   の始まりが 2,588 千年前と決められました。第四紀は、地磁気変化、気候変動の激

しい地質時代です。特に 4 つのプレートがせめぎ合う日本列島で、褶曲と断層を伴

う地殻変動が激しいことは、火山活動と無数の活断層の発達か、十分に伺われます。 
（注４）テクトニック力とは地殻に作用する地球内部の力のことで、日本列島では、太平

洋プレート、フィリピンプレート、北米プレート、ユーラシアプレートの相対運動

によって生ずるテクトニック力が支配的です。 
第８章 自然と共生の低エネルギー文明へ 
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１． 石油に依存しない低エネルギー文明のかたち 

 米国統合軍環境報告 2010 年（注１）では、世界のイージーオイルの日需要量約 8500 万

バーレルのうち、2015 年に 1000 万バーレル不足すると予想し、飛行機燃料の半分を、2016
年までにバイオ化する計画でした。その後、米国内でシェールオイルの生産が続伸してお

り、バイオ化計画は縮小されていると思いますが、イージーオイルの不足は変わりありま

せん。    
日本の現在の日需要量約 400 万バーレルですが、今後どうなるでしょうか。 
 石油ピークが続く中、世界各地で石油争奪戦が熾烈に展開しています。主要産油国も自

国消費分の石油を増やし、その分、輸出石油が減っていきます。日本の昨今の貿易構造は

恒常的に輸入超過です。加えて円安誘導が続く限り、石油輸入価格と生産資材、食料物資

は高騰していきます。IMF の報告からも 2020 年に石油価格が倍増するであろうと推察でき

ます。 

2020 年に石油輸入量が半分になるとみてはどうでしょうか。石油使用を半減させること

は、文明活動を低エネルギー化することと同義です。石油消費量が減少し、価格高騰する

と、石炭、天然ガスに代替しても、それらの価格も高騰するのは市場原理です。 

自動車の石油消費の過半を占める乗用車使用の大幅抑制、ビル建設の縮減、原料の有機

化への転換であり、さらに家庭・業務部門の低エネルギー化、そして何よりも石油不経済

な長距離輸送の抑制し、外国の土壌養分と水を奪うフードマイレージの大幅縮小、すなわ

ち有機農業化と食料自給率の大幅向上に向かうことになります。またインフラの維持管理

もおぼつかなくなります。中国、韓国、サウジアラビア等の大産油国が、シベリア、東南

アジア、アフリカに農地確保に動いている意味が理解できます（注２、注３）。 

 日本は先進国の中で「 も持たざる国」です。エネルギー資源のほゞ100％、食糧カロリ

ーも 61％が長距離の海外依存です。米国は食糧輸出国、欧州の先進国も 80％以上の食糧が

自給でき、さらに陸送によって相互の融通も容易です。 
石油に依存しない低エネルギー社会とはどのようなものでしょうか。一言でいえば、ロ

ーカリゼーション（地域化）による地域自治社会です。これまでのグロバリゼーション（国

際化）志向とは真逆になります。地域コミュニティで食料、経済が基本的に回る地産地消

へ回帰することになります。経済の地域化の基本は、①食糧の地域自給、②エネルギーの

地域自給、③自然との共生、④地域主権の確立です。 

日本は列島と島嶼からなる島国です。列島の海岸線が長く、ほぼ平行に脊梁分水嶺が走

っており、その間に河川流域が発達しています。流域に沿って脊梁～丘陵～扇状地～沖積

平野～海岸・前浜がユニットになって、バイオリージョンを形成しています。バイオリー

ジョンとは、生態系が循環的なつながりを持っている地域のことで、自然エネルギー環境、

生態環境が多様性に富み、地域個性があります。江戸時代の領地の広がりは藩の経済的自

立にかなったもので、バイオリージョンがワンセットでした。それは明治以降の都道府県

の領域も同様です。 
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低エネルギー文明は地域主義が基本ですから、バイオリージョンが文明活動のユニット

となります。ユニットの中で、食糧自給、エネルギー自給を、人智で拓いていきます。 

低エネルギー文明の生活観は「もったいない」です。もったいない思想は、限り有る自

然資源、および隣人との共生を大切にし、その生活の中で自ずと幸福を見出せるからくり

があります。日本に土着の文明観であり、つい 50 年前まで強く息づいていたものです。幸

福を求めて行動する低エネルギー文明へのシフトは、ShiftM、すなわち「シフトもったい

ない」と同義です（注４）。  

 

３． バイオリージョンが地域経済のユニット 

 バイオリージョンは、自然循環が半閉鎖系の基本的なユニットといえます。陸水のサイ

クル、生態系が循環的なつながりを持っている地域のことで、自然エネルギー環境、生態

環境が多様性に富み、地域個性があります。食糧自給とエネルギー自給を工夫するユニッ

トです。 

陸水循環の基本は、沿海で蒸発した水は山で雨水になり、陸地で降雨になって流路を下り、

海へ戻るサイクルです。養分循環は、森林の養分が流路から田畑に分配され、その実りを

鳥などが森林に返します。海に流れ出た養分は海の幸を豊かにし遡上する魚が養分を山へ

運びます。さらに地域の人々が有機肥料を田畑に運び、循環を安定的にします。江戸時代

の人々は、鰯干だけでなく、人の糞尿も投入して、栄養循環を守りました。 

 

 

 

 

  日本列島のバイオリージョンのかたちは地域個性的ですが、地形的、土質的に共通性

がある程度あります。よって、多様な自然エネルギーの分布にも地域独自性と共通性があ

ります。共通しうる特徴について図表 8-2 にまとめました。 

     

 

図表８-1：日本のバイオリージョン 
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要素地形 自然電力 自然熱   可能な主な産業 

浅海   漁場 

海岸砂丘 風力 地下水熱 果樹 

沖積平野 太陽光 地中熱・太陽熱 水田・畑・食品・臨海工場 

扇状地 太陽光 地下水熱 畑・水田・食品加工 

洪積段丘 太陽光 バイオ熱 畑・花卉・牧畜 

峡谷 小水力 地下水熱 水田・畑・製材・木材加工 

丘陵・山地 バイオ バイオ熱 林業・果樹・牧畜・狩猟 

 

 様々なタイプの自然エネルギーを目的に合わせて、適切に組み合わせて使うために、人

智が大いに発揮されることになります。 

 バイオリージョンのユニットがいくつか組み合わさって、地方自治のユニット、都道府

県が構成されています。 

 

４． 日本の食糧自給は可能 

 現在、日本の摂食カロリー自給率は 39％で、先進国の中で 低です。戦後、占領軍の統

治を受けてから食生活に洋食が浸透し、主食にパン食が増え続けました。コメの一世帯当

たりの消費量は、1990 年に 126kg でしたが 2011 年に 82kg まで減少しました。そして小

麦が原料のパン、麺類は増えています。高温多湿のモンスーン気候の日本は、米作に適し

ていますが、麦作には不向きです。そのため稲の作付面積が江戸時代 1800 年代の 300 万

ha が現在では 160 万 ha に減少です。小麦の 90％以上はオーストラリアなどからの輸入で

す。これでは石油減耗、石油ショートが来たとき、食糧輸入ができなくなったとき、日本

は飢餓に苦しみます。事前に予想して、耕作遊休地で稲作の復活に、そしてパン食から米

食に回帰に、できるだけ早く取り組むことが国民のいのちを守ります。 
日本人一人当たりの摂取カロリーは 2,400kcal/日として、1 億２千万人に必要なカロリー

は 1.1×1014kcal/年です。明治以降の開墾があって、過去 大の作付面積は 330 万 ha です。

コメの反収量は江戸時代末期の 1.6 トン/ha から、現在は 5.3 トン/ha に向上しており、

大収穫量 1,750 万トン、総カロリー6.23×1013kcal になります。しかしこのカロリーでは

6,800 万人分しかありません。コメだけでは日本はカロリー自給できません。 
 江戸時代は天災が多い時代でした。そこで幕府も大名も救荒作物を研究しました。中で

も青木昆陽の甘藷栽培は有名です。現在のコメの反収カロリー（kcal/ha）は 1.85×10７で

すが、甘藷は 3.34×10７です。馬鈴薯、甜菜も 2.5×107 くらいで、根菜類が重要なカロリ

図表 8-2 バイオリージョンの要素と自然エネルギー 



  

p. 97 
 

ー源になります。クリは 1.2×106です。 
農水省の基本データによりますと、日本の耕地面積（耕作放棄地を含む）は 500 万 ha で

すから、米と甘藷の作付けを混成すれば、日本人全体のカロリーをまかなえる勘定になり

ます。二毛作、二期作を復活させ拡大すれば、その分ゆとりが出ます。その他、都市近郊

の農地が 128 万 ha あります。さらに穀樹（クリ、クルミなど）を山麓に大量に作付すると、

複合主食として豊かに自給できます。コメかムギか、それとも馬鈴薯か、自国で自給でき

るものを主食にするのが一番良い、日本人もそうするのが、むしろ当然のことと考えます。

スイスの国民は隣国フランス製のパンより、うまくなくても自国製のパンを食するとのこ

とです。 
 以上のことから、日本の国土に摂食カロリーを自給できるポテンシャルがあることが分

かります。問題は、どのように自給を達成していくかということです。 

第一に、工業的換金型の石油依存農業から地産地消型の生態循環農業へ、思い切って切

り替えることです。その効果は先ず、廃棄農産物の削減、流通コストの削減になります。

自前の有機肥料の投入によって養分の生態循環が形成され、お金を掛けずに地力が増進し

ます。多品種小ロットの農業になり地場の食品加工の広がりが期待されます。石油農業は

大量生産で換金が目的です。生態循環農業は、自然を知り、土地を災害から守ることが第

一義的です。それが地域社会を守る力になり、地域文化を育む心になります。 

次に、新しい低エネルギー農業の魅力とその使命を啓蒙し、その担い手を大量に生み出

さなければなりません。そして行政者と農業研究者、農民が、有機農業の諸資材を共同し

て開発し、それぞれのバイオリージョンで、地産地消型の生態循環農業を、目標と工程表

を定めて進めていくことが重要と考えます。 

 

４．低エネルギー社会に適した農業 

≪世界で進む都市農業≫ 

 低エネルギー社会への移行は、経済の地域化と食糧の地域自給が骨格ですから、大都市

から地方への人口移動が伴います。そして全国的なモーダルシフトが進む中で、大都市で

は自動車から自転車へのシフトが進み、大都市には空き地が広がって都市農業の広範な展

開が可能になります。 

国連の「環境と開発に関する世界委員会（ブルントランド委員会）」1987 年の東京会議

で、「我ら共有の未来」を発表し、「持続可能な社会」の概念が提唱されました。その中

で‘都市農業は、都市計画の柱である。貧者へ食料を提供し、緑地を増やし、有機性廃棄

物のリサイクルを促す。’と意義付けされました。その後、都市農業が欧米を中心に広が

っており、実践を通してその有意さが奥行きの深いものになってきています。すなわち、

都市では労働力が多いため、土地生産性が非常に上がること、鮮度の要求される野菜・果

実の生産に向いていること、タンパク質の供給のため、家禽類と小家畜の飼育が盛んであ

ること、そして住民による自給が進み、GDP では測れない「真の豊かさ」を生み出してい
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ること、などが挙げられています。 

実際に欧米では都市農業が広がり、さらに都市牧畜も展開されています。アムステルダ

ム、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコは都市農業が進

んでいる代表的な都市です。そのような大都市では、低エネルギー社会における都市の構

造が生み出されていることになります。 

 

このような都市農業は、日本の 50 年前の大都市にも見られた光景です。しかし、現在の

日本の都市に、都市が自給のために都市農業進めているような動きはほとんどありません。

近増えているのは、高エネルギー換金農業の「植物工場」です。東京では江戸川区、板

橋区、練馬区等に都市農業が点在しているに過ぎません。これを都区内全域に広げる運動、

都市の食糧自給を高める運動を、できるだけ早く始めることによって、次の低エネルギー

社会に軟着陸したいものです。 

 

≪日本の風土に適した立体農業≫ 

次に、日本のバイオリージョンの地形からして、低エネルギー社会にふさわしいのが「立

体農業」です。基本形は、平坦地から山麓にかけて広がる土地を、田、畑、穀樹、果樹、

牧畜、養魚を組み合せて多角的に行う農業のことです。「立体農業」の由来は、高木の穀

樹の下に一年草作物を栽培することで、キリスト教者の賀川豊彦が提唱しました。1930 年、

岡山県作州の久宗壮氏は賀川の激励を受けて、立体農業の研究に取り組み、戦後の自作小

農が営農できる多角的農業にまで発展させ、普及に努めました。以下に立体農業の理解の

ために、久宗壮氏の農業経営の内容について、娘婿の石井吉徳東京大学名誉教授の話、岡

山畜産便りの記事（注５）をもとに、以下に紹介します。 

 久宗壮農園は、本人、妻、息子 1 人、研究生など２人で、人力と畜力による農業でした。

水田：３反４畝（裏作に小麦とレンゲ）、畑：２反６畝、家畜：乳牛２頭/豚２頭/綿羊４頭

/山羊１頭/鶏 165 羽、他にアンゴラ兎４匹/蜜蜂４群/鯉/ドジョウ池/ウナギ池などです。果樹

類は、クルミ/ペカン/クリ/カキ/ヒックス/マルベリー/ポポー/ブドウ/イチジク/ビワ/アケビ/
ザクロ/ビックリグミなど、果樹の下にはシイタケ/ヒラタケ、バタリー鶏舎２棟、クリ園が

７反、山林５町歩（マツ、雑木、スギ、ヒノキなど）、そして宅地 300 坪です。 

図表８－３ 都市農園の例 
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このように驚くほどの多角的な農業経営が少人数でできていました。収入の比率は、家畜

類 60％、シイタケ・ヒラタケ 20％、種苗・種菌 10％、果樹類等 10％です。 
 久宗壮は立体農業経営の特徴を次のようにまとめています。「私は耕地６反という小農

である。しかし、山野をも含めた立体農業経営をしているので、種々妙味ある生活を営ん

でいる。しかもそれは篤農技術によらない、誰でも真似できる手段である。ただ、傾斜地、

山林に恵まれた山村特有なものだけである。立体農業を実践することにより、地力が増進

し自給肥料中心で米と麦が、この作州の奥地も反収 10 俵以上という、夢想だにしなかった

収穫が与えられるようになった。」 

 久宗壮農園の農作業と経営は５人程度です。久宗壮氏自身は普及のために全国を回って

いたことを考えますと、４人×300 日＝1,200 人日、その必要摂取カロリー３×106kcal/年の

人力で、米２トン以上、麦１トン以上、合計１×107 kcal/年以上の穀物を生産し、そして立

体農業をしていました。カロリー生産物として穀樹、豚、乳牛、鶏などを加えますと、エ

ネルギー収支比（EPR）は 10 以上と思われます。加えて、果樹、野菜、キノコなどの収穫

がありますので、大量のタンパク質、ミネラル、ビタミンも得ることができます。さらに、

大豆加工品、パン類などの加工品を農家やコミュニティで製造販売していました。地域の

雇用再生、六次産業活性化の基礎をなすことです。 
 一方、石油依存農業は、石油系の肥料や殺虫剤の投入、作業の機械化によって効率的に

見えます。しかし、石油農業では収穫されるカロリー食の約 10倍のエネルギーが投入され、

EPR は 0.1 です。そして地形を整形し耕地面積を拡大して、単一の換金作物の大量生産が

農業の基本になりました。できるだけ栽培環境を人工的に制御した工業的な農業になりま

す。他方、立体農業は生態循環に依存した多角的な有機農業であって、自然と直に向き合

う「種々妙味ある」農業生活になります。そして様々なカロリー源と栄養価ある恵みを得

ることができます。このように、バイオリージョンが箱庭のよう分布している日本では、

立体農業が低エネルギー社会に適した農業ということがわかります。 
 
≪農法と食糧 EPR≫ 
 低エネルギー社会では、石油で動く農業機械、飛行機散布が出来なくなります。「石油

農法」だと EPR が悪くなり、経済的に合わなくなるからです。社会実情データ図録の中に

「食料獲得のエネルギー効率」、すなわち食料生産の EPR が記されており、その引用を参

考にしてまとめたのが下表です（注５）。食糧生産の EPR の場合も、 
エネルギー効率（EPR)＝エネルギー生産量（kcal）÷エネルギー投入量（kcal）です。 
 
 
   

 農 法 作物など EPR 備  考 

狩猟採集 狩猟 ５ サン族 

図表 8-4：農業の方法と EPR 
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採集 12 サン族 

甘藷 ８～21 パプアニューギニア 

キャッサバ 11～28 ラテンアメリカ、アフリカ 

雑穀 ７～22 アフリカ 

トウモロコシ 16～24 アフリカ 

 

 

人力農業 

イネ 11～14 アジア 

畜力農業 イネ 13～19 台湾・タイ：家畜のエネルギー含む 

機械化農業 トウモロコシ ３ 米国：燃料エネルギーを含む 

 

すなわち、機械化農業は労働力の削減になるけれど、EPR が非常に悪い農法であることが

分かります。一方、畜力農業、人力農業は、どのカロリー作物に対しても、EPR が高い農

法です。久宗壮氏の立体農業に対して試算した EPR と調和しています。 

 低エネルギー社会では、石油が稀少高騰して、機械化農業による大農経営は採算がとれ

なくなります。家畜農業、人力農業による中小規模経営が基本的なかたちです。それは日

本のバイオリージョンに適した農法です。 

 

５． 日本は自然エネルギーの宝庫 
≪自然エネルギーの賦存量と EPR≫ 
 石油が減耗すると石油価格だけでなく、海外との輸送コストも高騰します。そのため石

油消費量は減少し、他の輸入燃料も代替需要増と輸送コスト増で、価格高騰するのが市場

原理です。いきおい、ますます国産の再生可能エネルギーの開発と利用に向かうことにな

ります。再生可能エネルギーには自然の中に存在する「自然エネルギー」と、社会の中で

作り出される、生活廃棄物を利用した「社会エネルギー」に分けられます。 

日本のすべてのバイオリージョンに、図表 8-2 に示すような多種類の自然エネルギーがあ

り、さらに多くの地域に地熱や温泉のエネルギーがあります。そして電力用のものと、直

接熱利用できるものとがあります。このように日本は多くの種類に恵まれた自然エネルギ

ーの宝庫です。小ロットでも多種類あることは組合せ利用できるメリットであります。 

再生可能エネルギーの利用も、ポテンシャル量や EPR を評価して利用することになりま

す。 図表 8-4 は、日本の主な自然エネルギーの供給ポテンシャルと EPR をバルーン表示

したものです。バルーンの形の広がりは推定値の幅を表しています。エネルギーのポテン

シャル量は、地熱発電と風力発電が大きく、マイクロ水力発電、太陽光発電、バイオマス

発電のポテンシャル量は概ねその 20 分の１以下と推定されています。日本の原子力発電量

は 2002 年で、約１EJ（1018ジュール）ですから、風力発電のポテンシャルはその 50 分の

１、地熱発電は 40 分の 1 程度になります。EPR は風力発電が 30～4 と非常に幅が広く、

設置の場所によって大きな差異があります。地熱発電のEPR は約７と評価されていますが、

近発見された在来型の石油天然ガスとほとんど変わりないですし、もちろんシェールオ
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イル/ガス、オイルサンドの EPR より高いです。太陽光エネルギー、バイオマスエネルギー

ともに、電力としての供給量が小さく、EPR も 8 以下です。低エネルギー社会の文明は、

石油文明のように過度の電力依存では成り立たないので、十分に節電する社会になります。 
 

 

          
 

日本の自然エネルギー利用の一つの問題は、「エネルギー供給の安定性」です。電源と

して小水力発電、地熱発電は安定的ですが、太陽光発電、風力発電は天候で変化し、バイ

オマス発電も地域によって季節変化します。 一方直接熱利用として「自然熱」には、温

泉熱、地下水熱、太陽熱、地中熱、海水・河川・湖沼熱、バイオマス熱、雪氷熱がありま

す。太陽熱は天候で変化する熱源ですし、雪氷熱、バイオマス熱は季節変化しますが、他

の熱源は、過剰に熱採取をしなければ持続可能な熱源です。あとで述べますが、複数の自

然エネルギーを組み合せ利用することがエネルギー供給の安定にとって有効です。 

他に自然エネルギー利用として、波力発電、潮流発電、海洋温度差発電も考えられてい

ますが、EPR が小さいと思います。 

 
≪地熱がクローズアップ≫ 
工業生産の太陽光発電、風力発電と異なるかたちで、 近、地球内部資源である地熱が

非常にクローズアップされてきています。自然エネルギーの中で、資源賦存量が一番多く、

EPR もまずまずですから、当然のように思います。高温の地熱発電だけではありません。

100℃以下の地球熱（温泉水熱、地下水熱、地中熱などの総称）の直接熱利用も急速に進ん

でいます。  

自然断裂系循環型の在来型地熱発電は、現在約 50 万 kW 余の能力です。ひとつの地熱発

電所の規模は、ふつう３～5万 kWで、都市人口 10万～20万の消費電力に相当しますので、

安定した地域電力として優れています。今後開発が進んでも 200 万 kW のオーダーが現実

図表 8-５：自然エネルギーの供給ポテンシャルと EPR（注７） 
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的とみられており、同じ定常電源の原発の４％にも満たないものです。さらに同じ自然断

裂系熱水循環を熱源とする温泉業者との間に原理的に存在する‘争い’が開発を困難にし

ていくものと思います。  
2006 年に MIT 教授 Tester et al.が、米国 DOE の報告‘Future of Geothermal Energy‘の

中で、新たな地熱発電方式：EGS＝Engineered Geothermal System を提唱しました。深

度数千メートルの高温岩体の中に、地表から水を注入する井戸と、蒸気を吐出させる生産

井戸を掘り、その間に水圧破砕によって人工地熱涵養槽を造成します。注入した水が人工

地熱涵養槽の中で高温になり、蒸気生産井戸から地表に吐出させ、その蒸気をタービンに

誘導して発電するという仕組みです。Tester はオバマ大統領に直談判して、DOE 予算を獲

得したといわれています。その後、EGS 発電は 5,000ｍ以深を対象とし、非火山地帯で地

熱発電を可能にするとするものとして、米国、西欧、豪州の各地で実証プロジェクトが進

んでいます。深度 5,000ｍは、石油開発で問題なく掘削できる深さです。しかし、人工地熱

涵養槽を作る岩層が脆性帯（断裂しやすい性質のもの）であれば、注入水損失と誘発地震

が起こります。この 2 点が克服すべき根本的な課題となっています。 
 日本での EGS 発電の取り組みは、21 世紀初頭までに、秋田県雄勝、山形県肘折で実証試

験しましたが、成功しませんでした。その後、西欧、米国等の非火山国よりも遅れをとっ

ています。しかし、地熱発電は EPR が低くないことを考えると、欧米のように日本も EGS
に改めて取り組むべきでしょう。そして脆性帯でなく、さらに深部の延性帯（高温で断裂

を起こさない性質）の中に冷水水圧破砕によって「延性の中に閉じた脆性破壊領域」を造

成して、EGS 発電をおこなうというコンセプトです。注入水損失と誘発地震がなく、温泉

業者との争いも生じません。日本列島は火山地帯に限らず、地温勾配が高いエリアが広範

囲にあります。深度 3,500m で 500℃の延性岩層の地域が多々あります。延性帯内の人工涵

養槽造成は全く新しいアプローチですが、技術蓄積されると、施工リスクは小さいと考え

ます。地熱発電の開発エリアが火山近傍の断裂帯の限界を超えて、非常に広域に広がる可

能性があり、日本の低エネルギー社会での安定的な電源になることが期待されます。 
 
≪スマートグリッドで地域エネルギー自給≫ 

各々のバイオリージョンでは、どのような再生可能エネルギーが利用できるのか、予め、

調査しておくことが基本です。その上で、地域エネルギー開発は、個々の再生可能エネル

ギーが小規模で安定的でないため、複数のエネルギーを組み合せて地域電力のスマートグ

リッドを構成することでメリットがでてきます。また、生産施設や公共施設で、複数の電

源や熱源を組み合せて、使用目的に 適な「電力＋熱」スマートグリッドも構築できます。

例えば、温室栽培の温度制御するために、地下水熱を熱源とし、風力発電と太陽光発電を

組み合わせてヒートポンプの稼働を安定にするスマートグリッドが考えられます。また、

福祉介護施設などで、地中熱、排水熱、下水熱を熱源とし、マイクロ水力発電と風力発電

を電源にするスマートグリッドが考えられます。 
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近、何万 kW という規模のメガソラ―、メガウィンドの建設が日本の各地で進められ

ています。地方の耕作放棄地、丘陵、さらに海浜にメガパワー施設を建設して、東京など

に送電しようとするもので、地産地消の電力ではありません。食料自給が必須になってく

ると、障害になります。太陽光のエネルギー密度は低く、メガソラ―には広大な敷地が必

要で、地域環境を破壊したり、災害を受け易い施設です。メガウィンドも地産地消の電力

ではありません。 

 

６． 移動手段の低エネルギー化 

 日本の一次エネルギーの年間消費量は 477.6 百万トン（2011 年、石油換算）、そのうち

石油が 42％の 201.5 百万トンです。輸送燃料に使われる石油がその約 42％の 81 百万トン

です。自動車燃料に使われる石油がその約 36％（約 76 百万トン）、飛行機・船舶・農業機

械などが残りの４％であって、自動車輸送でいかに大量の石油を消費しているかがわかり

ます。自動車の数は乗用車が約 5750 万台、貨物自動車が 1800 万台で、それぞれ 38 百万

トンの消費です。乗用車 0.66 トン/台年、貨物自動車 2.11 トン/台年を消費している勘定で

す。それは乗用車 1 台に付き、1 日平均約 1.8 リットル（１升ビン１本分）の消費です。 
石油ショートに至ると、先ず、乗用車が大幅に縮減されるでしょう。貨物自動車がいか

にエネルギー効率の悪い輸送機関であるかが、図表 8-6 から理解できます。貨物 1 トンを

１km 輸送するのに必要なエネルギー量の概要を比較できます。倍率は鉄道輸送の場合を基

準にしたものです。 
 
    

輸送機関 kｃａｌ/t･km  石油 ㍑/t･km   倍率 

鉄道  62 0.006 1. 
海運  233 0.023  ４． 
貨物自動車  831 0.083 14. 
航空機  5,217 0.522 87 

 

石油が高くて不経済になった低エネルギー社会では、石油を浪費する長距離輸送を前提

とした経済構造が成り立たなくなります。経済の地域化が急速に求められます。地域経済

はバイオリージョンをベースに構築されます。 

バイオリージョンの中の主な輸送手段は徒歩、自転車になり、リヤカーが復活するでし

ょう。日本は起伏がありますから、電気自動車、太陽光パネル付軽自動車、木炭車なども

開発利用されるでしょう。 

大都市では、自動車から自転車へのシフトと、路面電車（市電）の復活です。デルタに

ある海浜都市では水運も低エネルギー交通です。現に、パリ、アムステルダム、コペンハ

ーゲンなどの都市では、自転車天国が実現しています。長距離自転車専用道路もあります。

図表 8-6：輸送機関のエネルギー消費比較（注８） 
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ベネチュアの水運は健在です。これらの都市では、すでに石油ショート後の低エネルギー

社会のかたちを創り出しています。日本の大都市、東京、名古屋、大阪、福岡、仙台など

は、デルタに位置する都市です。個性ある交通のスマートグリッドがつくれると思います。 

石油ショート後の都市間交通、地域間輸送は、鉄道と海運・水運が良いと、EPR が教え

ています。海岸線が長い、そして河川がいたるところに発達している日本で、海運・水運

の便利さを、江戸時代の通商が実証しています。 

 

７． 身体を動かすことの値打ち 

現代社会の人々は体を動かさなくなりました。肉体労働、徒歩がめっきり少なくなって

います。機械と石油、電力に頼っています。その一方で、おカネを出してアスレチックに

通って身体を動かしています。このような時代は、ここ 30 年くらいであって、近い将来に

はなくなるのではと思います。低エネルギー社会では、機械と石油に依存する働き方、生

活スタイルが不経済になってきます。改めて、ヒトにとって「身体を動かすこと」とは何

かについて、振り返ることが重要です。 

労働とは、ヒトが体を動かし、アタマを使って外部の自然に目的意識をもって働きかけ 

る活動です。ここで労働とは、個々の労働ではなく、自然に対して働きかける「社会的に

組織された労働」であって、様々な職種による協業です。個々の労働はその中で意義づけ

られています。労働の対象は、知り尽くせなく深い自然です。労働の目的は、自然の恵み

を得て、自然の恐怖に避けて、生活の安全と安定、子孫を守ることです。マネーは手段の

ひとつであって、目的ではありません。対象に働きかけるために人智が生み出す技術の体

系が労働手段だと考えます。 

目的をもって労働することによってヒトの肉体的・精神的能力は発展し、さらに文化 

が生まれます。逆に、労働を忌避すると、ヒトの肉体的・精神的能力、そして文化的能力

は後退します。民謡、民話は農民の労働の中から生まれました。農業が機械化された今日、

農村文化はほとんど生まれていません。江戸の文化は、棒手振りや職人の活力で賑わう町

人社会から生まれました。  

目的もなく強制された労働、過酷労働も、ヒトの肉体的能力、精神的能力、そして文化 

的能力を後退させます。よって、自然に対して働きかける「社会的に組織された労働」を

劣化させ、社会的損失になります。 近問題視されているブラック企業の実態は、労働者

に自由時間を与えない、労働者の労働からマネーを吸い上げるのが目的の反社会的行為、

非人道的な行為といえます。 

ヒトの基礎代謝量は、性別、年齢、体重で変わりますが、男の平均は 1､500kcal です。 
そして日本人の平均の摂取カロリーは 1 日あたり 2,500kcal で、基礎代謝量との差

1,000kcal が平均的な労働と生活で消費しています。デスクワークの人摂取カロリーは

2,200kal ですが、農林漁業に従事する人は 3,000kcal と多くなります。農林漁業の仕事は

きついようですが、カロリーは１日に米飯２膳余の増量程度です。1,000kcal で、徒歩 7km、
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自転車５km 移動することができます。 
人力による稲作農業の EPR は、図表 8-3 にあるように 10 以上です。古来から人間の肉 

体的労働が、文明を続けてきたことが分かります。石油に依存する機械農業はEPRが低く、

石油が切れるとできなくなります。 

低エネルギー社会では、機械に頼らず身体を動かして移動する、労働することが非常に 
増えます。ヒトの肉体的能力、精神的能力、そして文化的能力は、石油文明の時代に後退

していました。低エネルギー社会の経済の地域化、生態循環農業による食糧自給化、地域

エネルギー自給に、叡智を働かせて取り組むことによって、後退した能力を回復し、さら

に発揚させることができると考えます。 

 身体を動かすことに慣れたら、苦にならなくなるでしょう。石油時代を除いてヒトは、 

ほとんど歩いていました。 

 

８． 低エネルギー社会の経済 

 ≪資本主義から共同体主義へ≫ 

資本主義は、石炭文明に発祥し、石油文明に適した経済制度として発展しました。しか

し、低エネルギー文明の経済制度として資本主義には限界があると考えます。 

生産の三要素は土地（資源を含む）、資本、労働です。石油文明では、資本が、土地の

中に存在する EPR の高い石油をはじめとする資源の剰余エネルギーを取得し、労働を支配

して生産活動を展開します。資本が土地と労働を支配するから資本主義といいます。資本

は市場を拡大し、高い剰余価値を上げて拡大再生産を展開しました。石油の長距離輸送の

能力が、大量生産、大量消費を可能にし、資本の巨大化と市場の国際化が進みました。 
しかし、石油の余剰エネルギーが減少すると、低廉な労働を求めて資本の国際進出する

一方で、国内資本の剰余価値が減少します。よって、拡大再生産を前提とする資本主義経

営に限界が現れ、大企業の倒産、合併が増えています。さらに国の税制支援などのテコ入

れに依存するなど資本主義経済の自立性が失われています。 
石油消費量の増減が GDP 成長率の増減に強く相関していることは既に述べました。石油

が減耗して石油調達量が継続的に減少すると、資本主義的生産が困難になります。さらに

国際化で輸送距離が延び切った巨大資本の資本主義経営の維持が困難になります。 

低エネルギー社会では経済の地域化、食料とエネルギーの地域自給が基本です。中小資

本の地域密着型経営が基本になります。一方、大資本には世界を見渡す戦略的な能力を生

かして地域産業の生み出す価値を世界のマーケットに披露し、売り込む力があります。 

経済活動における生産の三要素は変わりませんが、資本がずば抜けて強い立場でなくな

ると考えます。バイオリージョンの中で、持続可能な地域エネルギーの開発、生態循環の

食糧生産が地域経済の根本ですから、資本よりも労働の知恵と技術が大きな役割を担いま

す。加えて、地域住民の地域振興プランが重要です。すなわち、資本、労働と住民の共同

体主義が、資本主義に替わる経済制度になるのではと思います。 
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≪E.F シューマッハーの小規模経済・技術≫ 

ドイツ人経済学者 Ernst Friedrich Schumacher は、1973 年の著書「Small is Beautiful」
で、石油を食い潰す工業文明を批判し、第一次石油危機を予言して有名になりました。同

氏の立場は、「人間中心の経済学」であって、地球は有限、ヒトは生態の一部、ほどほど

で幸せ、という考えに立っています。そして、小規模事業が人間にとってふさわしいこと

を次のように述べています。 
・小規模事業の力は自然の回復力と比較して小さいので、環境負荷がほとんどない。 
・人間の知識は、理性よりもはるかに経験に依存しており、小さくて、しかも不完全であ 
る。よって、小規模の方が、英知が働く。 

・小規模な生産方式や設備の方が、人間の創造力を活かす余地が十分にある。 
・経済力の集中・労働力の削減・環境破壊につながる大型機械は、進歩でない。英知の否 
定である。 
E.F.シューマッハーは、現代の巨大な科学技術が自然支配・労働合理化のためのものであ

り、現代社会に次の 3 つの危機をもたらしていると指摘しています。 
・第一の危機：技術、組織、政治の在り方が人間性にもとり、ヒトの心を蝕むものである。 
・第二の危機：人間の生命を支える生物界という環境を痛めつけ、崩壊させている。 
・第三の危機：化石燃料資源の浪費が極度に進み、近い将来、減耗する。 
 E.F.シューマッハーは、あるべき技術の特徴は、安くてほとんど誰もが手に入れられるも

の、小さな規模で応用できるもの、人間の創造力を発揮させるもの、３点を挙げています。    
そして、巨大な先進技術から人間の顔を持った「中間技術」（小規模な技術）へ転換す

る道として、 
・伝統工業の在来技術を使って、先進技術の知識を加味して改良する。 
・ 新技術を出発点にして、適正技術の要求に合うように改造する。 
などを、挙げています。 

E.F.シューマッハーは、1973 年当時、石油文明終焉後の社会を低エネルギー社会と認識

していたとは思いませんが、著書「Small is Beautiful」の内容は、低エネルギー社会の経

済のかたち、必要な技術について基本的な考え方を示しています。 
             

９． 低エネルギー文明を支える思想 

≪有限地球観≫ 

やがて、石油がピークアウトして石油文明が終焉します。続く社会は否応なく、低エネ

ルギー社会であって、その基礎をなす世界観は「有限地球観」と「自然共生観」です。す

なわち、地球の資源、環境収容力が有限であり、ヒトは地球上の生態の一部分であること

が実感されます。有限な資源には、枯渇する資源と再生可能な資源があります。図表 8-6
は、ハバートが 1976 年に作成した人類社会の生産に関する 3 つの変化モデルです。枯渇資
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源のカーブ、再生可能資源のカーブ、そして指数関数的成長のカーブで、それぞれ、減衰、

定常、成長のパターンです。資本主義経済は指数関数的な無限成長を原理とします。 
資本主義経済の本質は拡大再生産による指数関数的な成長です。そして EPR の高い枯渇

型資源、化石燃料の生産が成長している間は、それに相関して資本主義経済は成長します。 
 
 

  
しかし、枯渇型資源の生産が減衰すると、資本主義が期する成長との乖離が大きくなり

ます。資源が減耗する環境で経済成長に固執すれば社会矛盾が深刻になり、経済の方が壊

れます。経済を永続させるには、定常的である再生可能資源に依存する経済体制の選択が

良です。 
３つのカーブは、1950 年頃までは調和的でしたが、マネーが乖離し始めています。1970

年代になって米国が石油ピークを迎えて以降、再生可能な資源が見直されて利用されだし

ます。ハバートの予想では化石燃料の生産ピークが 2000 年になっていまが、現在の予想で

は 2020 年です。この差異はハバートが図表 8-7 で示すしている本質的なことに影響ありま

せん。 
現在、枯渇資源がピークから減耗に向かっているのに、文明の延命対策を講じながら、

環境を壊してまで、経済成長に躍起になっています。例えば、従来おカネで買うべきでな

いものまでが取引の対象、すなわちGDP成長の対象になり、さらにマネーの回転を上げて、

成長を維持しようとしています。経世済民とは全く関係のない、GDP 成長のための市場経

済では、経済と社会の倫理が荒廃し、人類の生存環境を破壊していきます。このままでは、

やがて経済が破綻し、社会が分解して文明が崩壊します。 
資源エネルギーを人智で定常カーブに漸近させ、経済をそれに載せていくのが、石油ピ

ーク後のまともな道です。我々は有限地球観に立って、枯渇資源はいずれ使えなくなる、

再生可能資源を自然共生観の下で活用し、経済もそれに合わせれば、子々孫々、人類社会

図表 8-7 人類社会の生産３つの変化曲線 
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が永続すると認識することが根本的に重要です。 
 

≪もったいない生活観≫ 
３・11 東日本大震災・福島第一原発レベル７事故を契機に、日本国民の多くがマインド

シフトしていると思います。「地震も津波も、自然の猛威に人間、は無力だ、逆らえない。」

「贅沢なモノを欲しいと思わなくなった。多少不便であっても節電して良い、原発はいら

ない」など、生活の便利さを享受し続けてきた日本人の多くが自然の畏敬を実感し、自然

と共生すべき、ほどほどで良いとマインドセットしました。そして社会の安心・安全のた

めに、限りある地球の資源を浪費せず、「もったいない」という古来からの言葉を想起し

て、低エネルギー生活を受け入れる方向へ、生活観がチェンジしていると思います。 

2004 年ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイ女史は、2005 年 2 月に

来日の際に「もったいない」という言葉を知りました。女史は「『もったいない』には自

然や物に対する敬意の意思が込められている」とし、消費の削減、再使用、再生利用の３R
に尊敬を加えた４R の概念を一語で表せる言葉だと理解しました。世界に類がない言葉なの

で、“Mottainai”を世界共通の言葉とする運動を始めました。「もったいない」とは、もと

もと「勿体がない」であって、「重々しさがない、よって神仏・貴人に対して不都合であ

る。不行き届きである。」とのことですが、それが転じて、②過分なことで恐れ多い。か

たじけない。ありがたい。③そもそもの値打ちが生かされず無駄になるのが惜しい。」の

意味で使われています。 
「もったいない」の意味を、もう少し端的に表現しますと、「自然（神）に対して感謝

の念が不十分で、足るを知らず、粗末にしているとの反省心の表現」といえます。従って、

真意はその裏表現であって、「もったいない」には自然に対する畏敬の念、感謝の気持ち

が込められています。自然を謙虚に受け止めていた頃、すなわち、縄文の生活文化の中で

醸成されてきた日本人の考え方＝思想にかかる言葉だと思います。 
人間は何に幸せを感じるか。モノやヒト、自然を粗末に扱って幸せを覚える人はいない。

便利さも一時的に良いと思うだけで、それ以上のものではない。「モノ、ヒトを大切にし

た、自然から学んだ、ヒトの役に立てた、ヒトの助けがありがたかった・・・」。そのよ

うなとき、もったいないの気持ちが心に染み込み、幸せ感を覚え、元気をもらったと覚え

るのだと思います。 
Give and Take という言葉があります。決して逆の、Take and Give ではありません。与

えること、尽すことが先です。関東大震災のとき浅草の蔵前に住んでいた一家がミツワ石

鹸の出火が回って地震発生から 15 時間後に類焼しましたが、その間、家の主婦は、浅草か

ら上野に逃げ行く人々のために炊き出しをしました。‘善いことしたおかげで、一家離散

せずにすんだ’と子供に語ったそうです。その女性の信条は「善を施せば善が返る」との

ことでした。 
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≪武士道に還る≫ 

武士道は、封建時代に生きる武士が積年に形作った不文不言の精神で、武士を超えて民

衆に影響を与え、「日本精神」として定着しました。その源流は、一騎打ちに勝利し、武名・

家名を高めるための武士の生存術にあったと思います（注 9）。江戸時代になって武士は戦

闘者ではなくなりましたが、士農工商身分制のトップとして為政の位置にある武士階級と

して、その倫理観、価値基準の根本をなす思想として体系化されていきます。  

明治維新後の文明開化による西洋化によって武士道思想が急速に失われていきましたが、

新渡戸稲造は、騎士道、キリスト教、その他の宗教と対比して武士道の内容を整理し、1900
年に米国で、著書名 ‘Bushido：The Soil of Japan’ として発行しました。その動機は、米

国に滞在して、その拝金主義や人種差別に衝撃を受けたことによるとのことです。日本語

訳は 1908 年に出版されました。武士道の内容を成文化しました。 

新渡戸稲造は、「武士道精神とは勇猛果敢なフェアプレー精神」と表現しています。そし

て、厳しく自制し、下位の者に仁慈を、敵には憐みをかけ、私欲を忌み、公正を尊び、

富貴よりも名誉を重んじるという非常に高邁な思想です。 
武士道の道徳律は「義、勇、仁、名誉、礼、誠、忠」で表現されています。「義」とは「自

分の身の処し方を道理に従ってためらわずに決断する力」と、林子平（注 10）が定義して

います。義は人の道であって、武士道思想の根幹をなすものです。「仁」はトップの持つべ

き至高の徳であって、人間の魂のもつ性質の中で も気高いものとされています。「礼」は、

義・仁、すなわちその人の「決断と慈悲」が形として現れる「品格」と解することができ

ます。「義、勇、仁、名誉」は、世界宗教の示す道徳と共通性を有しているといわれていま

す。その上に日本独自の「礼、誠、忠」が加わったのが武士道とされています。 
武士道が高邁な思想として成立した背景には、士農工商の身分制によって権力と金力を

制度的に分離していたことにあると思います。そして身分制の安定と武士道の醸成が相乗

的に作用して、江戸文明の質を創られていったように思います。 
「武士道」書の第一章「武士道とはなにか」の 初の見出しは、「高き身分の者に伴う義

務」です。義とは「人の倫」です。よって義務とは「人の倫を務める」ことです。新渡戸

稲造がフランス語のノブレス・オブリージュに相当する言葉で、「リーダーの高邁な義務」

が武士道精神の根幹であるとして、これを冒頭で表現しました。 

なぜか。ひとつは、拝金と差別が横行する米国社会に欠けていることに対する、高邁な

精神の提示だと思います。もう一つは、幕末に欧米人に評価の高かった江戸社会の醸成が

武士道に因るとの認識だったと思います。 

江戸幕府の確固たる政治目標は、「限られた資源を生かして泰平社会を創る」ことでし

た。武士階級はそれを断固として実行する担い手です。「高き徳あるべき 上位」の武士

が士農工商と階級内の身分構造の中で、その地位に恥じずに、勇猛果敢にフェアプレーに

徹せねばなりません。武士がその義務を全うする過程で身と魂でもって築いてきた人倫精

神が、武士道ということができます。 
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石油文明は、早晩終焉します。石油文明の思想は、西洋哲学が源流のデカルトとアダム・

スミスの「利己、利欲で良いのだ」という外来思想です。日本風土において、石油文明後

の自然と共生の低エネルギー文明を創造するプロセスは、地域市民主権の民主主義の土台

の上で、日本民族が自立して創り出した高邁な武士道の精神文化に還ることと考えます。

日本の地で石油文明から次の文明へ転換するには、武士道ルネッサンスが必要だと考えま

す。 

 

１０． 地域分散社会つくりの方法 

≪食料とエネルギーの地域自給を目指す≫ 

目先の効く国や人々には、石油依存文明の先が見えてきています。多くの欧米先進国で、

国レベル、あるいは国民レベルで、ポスト石油の低エネルギー社会へ移行の助走が始まっ

ています。例えば石油ピークの啓蒙、自然エネルギーへの切り替え、都市交通の自転車へ

の転換、都市での農業や牧畜の普及です。これらの国々では食糧の自給と陸送融通が概ね

可能ですから、文明の転換はエネルギー構造と都市構造の転換から始まっています。 
日本の為政者層には、石油文明の終焉の認識と危機感がありません。そのため依然とし

て石油文明型の成長を追求しており、石油に依存しない低エネルギー社会への構造的転換

のプログラムをもっていません。国民レベルでも、西欧、北欧諸国に比べて、低エネルギ

ー社会への助走の動きは非常に限られています。化石燃料がなければ運転も廃炉もできな

い原子力発電所の廃止についても早く手を打たねばなりません。 
日本の文明転換は、欧米先進国よりも基礎的な段階の食糧自給とエネルギー自給を、農

村地域の再興から始めなければなりません。石油文明が終焉に近づくにつれて、グローバ

ル経済が立ち行かなくなり、経済がローカル化へ転換するのは必然的です。従ってできる

だけ早く、食糧とエネルギーの地域自給を軸とした地域経済の再生を進めることです。そ

れは世界の石油文明がどのようなかたちで終焉、あるいは崩壊しても、その影響を 小限

に止めて生き残るために、決定的に重要なことです。 
石油文明がどうなろうとも住民が飢え死にしないための活動を進めている小さい自治体

がいくつかあります。日本での文明転換の灯火です。そのまちづくりの要件は、地域の資

源を生かした食糧とエネルギーの地域自給に努めること、マネーをできるだけ地域の外へ

流出させないで地域経済を成長させること、それを地域市民が自らの知恵と力で取り組む

ことです。 
 

≪地域経済成長の成功要件≫ 
地域が経済成長を成功できるのは、いくつかの要件があります。 
上述のように、その第一に、地域食糧自給と地域エネルギー自給は目指すことを軸にし

た地域再生です。地域の外の経済や社会がどうなっても、石油文明が崩壊しても地域の人々

が飢え死にしなくて生きていくための前提です。 
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第二に、その地域再生策の内容を地域市民自身の知恵で考え、創意で実行していくのが

肝要です。どんな自然エネルギーが自分たちにとって良いのか、地域市民自身が決めるこ

とです。決して、中央政府や大企業の太陽光や風力のキャンペーンに不用意に乗ることに

は危険が伴います。地域の自然との共生、代々引き継がれてきた作法を活かすことを前提

にエネルギー自給の形を決めた地域が、地域再生、地域経済の成長に成功しています。 
第三に、地域再生に取り組む市民の絆の問題です。地域再生の大目標にとって、地縁、

血縁、メンツなどで起こりやすい市民の間の対立、内部摩擦は、何のプラスにもなりませ

ん。市民の絆、交流を話合いと理性でもって繋いでいくことが肝要です。 
第四に、地域で起業家を育てる、U I ターンを温かく迎え入れて活動の場を与えることで

す。U I ターンが次々と U I ターンを生み、地域の人口が増えるカラクリを創ることです。

地域経済の成長のカラクリが動き出すと、身銭を投資しても、還元が期待されます。また、

そのために必死になるはずです。なお、中央の補助金には依存しないがもらえるものはも

らって構わないです。 
第五に、地域のマネーを増やすカラクリです。先ずは、食糧とエネルギーの自給によっ

て、マネーの外部への流出を減らしていくことです。すると地域市民の知恵と創意はより

豊かになり、余剰農産物、余剰エネルギーが増し、地域の人口が増加し、新たな地域産業

も成長してきます。 
そのような 5 つの要件が、それぞれの地域で満たされていけば、各地で特徴ある地域文

明、エネルギーマネーによって作られた文明・文化とは異なった、地域の人々の手作りの

文明・文化が形成されていきます。その総体が日本の風土にマッチした品格ある日本文明

だと考えます。 
 

（注１）the JOE 2010 ,Joint Operating Environmennt, United State Joint Forrces 
Command,2010,  www.jfcom.mil 

（注２）特定非営利活動法人「石油ピークを啓蒙し脱浪費社会をめざすもったいない学会」

（略称：NPO 法人 もったいない学会）のホームページ参照   
（注３）農民連副会長 真嶋良孝, 食糧の買い占め・投機から外国の農地の買い占め・農地

の囲い込みへ、新聞「農民」, 2009.2.9 

http://www.nouminren.ne.jp/dat/200902/2009020905.htm 
（注４）農地争奪と食料安全保障、わかる国際情勢 VOL.44,外務省, 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol44/ 
（注５）久宗 壮（1961），草と家畜と果樹を結ぶ私の立体農業経営の実際,岡山畜産便り, 

http://okayama.lin.gr.jp/tikusandayori/s3609/tks09.pdf#search='%E7%AB%8B
%E4%BD%93%E8%BE%B2%E6%A5%AD' 

（注６）食料獲得のエネルギー効率, 社会実情データ図録、

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/0207.html  
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   大塚竜太郎ほか（2012）「人類生態学第 2 版」および西田利貞（2007） 
「人間性はどこから来たか」をまとめたもの 

（注７）鎗谷浩明・松島潤（2012），エネルギー収支分析による社会の持続的評価,もった

いない学会 WEB 学会誌 vol.6, 1-25 
（注８）（財）日本エネルギー経済研究所軽量分析部（編）より引用、2004 
（注９）江戸時代初期に武田家臣春日虎綱の述口述記の「甲陽軍鑑」に、武士道の趣旨が 

初めて、このような内容で記されました。 

（注 10）江戸時代寛政期（18 世紀後半）の経世論家で、高山彦九郎、蒲生君平と共に、寛 
政のの三奇人と称せられました。 
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現在は正に石油依存の文明の終焉期にあり、石油文明から次の文明へどのようにしたら

軟着陸できるのだろうかについて、その方針が求められています。この命題について、「利

用できる一次エネルギーが文明のかたちを決める」という文明のエネルギー観と、データ

と科学的分析を基に考察しました。とりわけ、エネルギーの質を測るツールとして導入し

たエントロピーとエネルギー収支比（EPR）が、文明の質と次の文明のかたちを評価する

ツールとして有効であることが分りました。すなわち、イージーオイルの EPR が急激に減

少して現代文明を支えられなくなってきていますが、そのイージーオイルに匹敵する良質

な代替エネルギーはないこと、よって石油文明のような大量のエネルギーに依存の文明は

やがて終焉せざるを得ないこと、次の文明が自然と共生の低エネルギー文明が持続可能な

社会であることを浮き彫りにできました。 
本稿作成の 終段階で、東日本大震災、福島第一原子力発電所の大惨事、それに 近の

「かって経験のない豪雨」の災害に対して想いを寄せながら、「文明と災害」について整理

しました。参考にしたのは、寺田寅彦著の「天災と国防」でした。そして気付いたことで

すが、文明とエネルギーの関係を語るなら、「自然の恵みのエネルギー」の余剰エネルギー

云々だけでは片手落ちであって、「自然の怖れのエネルギー」の文明との係わりについても

考察が必要との理解に辿りました。本稿では少ない分量ですが、なんとか書き込めました。 
やがて良質な石油が減耗し、石油文明は終焉します。そのメルクマールである石油ピー

ク到来に関する様々な団体が示しているデータと予測、その魁であるローマクラブの「成

長の限界」での予測を総合して考えると、2020 年代が文明の転換期と予想されます。次の

東京オリンピック開催時期と重なるかもしれません。文明の転換が恐怖であるのか、冷静

に受け止められるかは、格言「備えあれば憂いなし」の一言に尽きます。次の文明、自然

と共生の低エネルギー文明への準備、根回しが遅れれば、それだけ文明転換の軟着陸が難

しくなります。 
多くの欧米先進国では、国レベル、あるいは国民レベルで、ポスト石油の低エネルギー

社会へ移行の助走が始まっています。例えば石油ピークの啓蒙、自然エネルギーへの切り

替え、都市交通の自転車への転換、都市農業・都市牧畜の普及です。食糧の自給と融通が

概ね可能ですから、文明の転換をエネルギー構造と都市構造の転換から始めています。基

本的に正しいプロセスだと思います。 
日本の為政者層には、石油文明の終焉の認識がなく、依然として石油文明型の成長を追

求しており、石油に依存しない低エネルギー社会への構造的転換のプログラムをもってい

ません。国民レベルでも、西欧、北欧諸国に比べて、低エネルギー社会への助走の動きは

非常に限られています。何とかせねばなりません。化石燃料がなければ運転も廃炉もでき

ない原子力発電所の廃止についても、早く手を打たねばなりません。 
日本の文明転換は、食糧自給とエネルギー自給を並立して地域経済の再興から始めなけ

ればなりません。石油文明が終焉に近づくにつれて、グローバル経済が立ち行かなくなり、

経済がローカル化へ転換するのは必然的です。従ってできるだけ早く、食糧とエネルギー
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の地域自給を軸とした地域経済の再生を進めることです。それは世界の石油文明がどのよ

うなかたちで終焉、あるいは崩壊しても、その影響を 小限に止めて生き残るために、決

定的に重要なことです。 
石油文明がどうなろうとも住民が飢え死にしないための活動を進めている町村がいくつ

かあります。日本での文明転換の灯火です。そのまちづくりの要件は、地域の資源を生か

した食糧とエネルギーの地域自給に努めること、マネーをできるだけ地域の外へ流出させ

ないで地域経済を成長させること、それを地域市民が自らの知恵と力で取り組むことです。 
日本全体が自然と共生の低エネルギー社会に移行するには、根っ子のコンセプトとして、

日本の風土、民族性、そして日本の現実を踏まえた指針が必要です。それは、石井吉徳東

京大学名誉教授石井吉徳（地球科学者：元国立環境研究所長）の提唱する「３・11 後の Plan 

B」が も明快であり、かつ秀逸だと考えます。 

そして、本稿の 後に載せます。読者の皆様の行動の指針に取り入れていただければ幸

甚です。 
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