
地球温暖化による気候変動が人類の生存環境を危うくすること、そして利用できる地球資源の減少と枯渇が経済・社会の発展を不可
能にすることなど、地球規模の危機が多く語られますが、具体的にいつ頃、どのような事態が訪れるのかということについては、あま
り多くのことが論じられていません。
私たちは、今分かる限りのことから未来の事象を予測し、必要な対処を構想、計画し、実際に取り組むことが必要であると考えてい
ます。
地球資源 ( エネルギー、金属）や地球温暖化、環境問題についての科学的研究成果は広く公開されています。私たちは、これら科学
的統計データ、研究論文、研究報告に基づいて、今後の資源・環境危機の実体をなるべく明らかにし、それが経済と社会とにどのよう
な事態を引き起こすかを、経済学的・社会学的見地から推測することに取り組みます。
もちろん社会は複合的で複雑、相互関係的なものであり、予測は困難です。しかし、私たちはその社会を自らの意志で生き、主体的
に参加することのできる存在です。できる限り正確な事実認識に努め、予測できる危機に対する備えを行うべきであると考えます。
私たちが取り組んだ研究から導かれる、資源・地球環境危機と経済・社会への影響について、推測される結果を未来危機予測として
ここに公開します。
個々の根拠と推測論理についても公開しますので、具体的にご批判、ご検討いただけますようにお願いいたします。
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本研究について 資源 ・ 環境危機が経済 ・ 社会に与える影響を予測する研究

GreenSophia

石油ピーク　
peak oil：

ピーク ・ オイル到来を 2014 年と仮定する

資源・環境の問題がもたらす経済･社会の危機

石油に依存する経済･社会

金属資源が枯渇する

ピーク・オイルとは、歴史的に増加を続けてきた石油生産量が減
少に転じる頂点のこと。石油供給が需要を満たせなくなり、世界
的な価格高騰、恒常的な不足状態が訪れる。
基本的な原因は石油資源の減少によるが、それに伴う採掘の高コ
スト化、環境破壊の問題、開発投資のリスクなど複合的な要因に
より、それがいつの時点になるのかが論議される。
ピーク・オイル後は、石油依存の経済の減退、生活水準の後退、
限られた資源をめぐる紛争など、多くの社会危機が予想される。

資源枯渇： 金属資源も有限であり、埋蔵量調査から、現在の採掘量をベースとした
可採年数が算出されているが、新興国の経済成長、ハイテク機器に利用
されるレア・メタル、レア・アースの需要増大により、資源枯渇が早ま
ることが予測される。

金属資源枯渇は 2050 年より早期と仮定する

電力燃料：

便利で快適な　
生活：

重油、分解ガス
*   他の発電用化石燃料
　（石炭、天然ガス）
** 原子力発電

化学原料：

動力燃料：
ガソリン、軽油、重油
・生産設備
・運輸
　（陸、海、空）
　（国内、国際）

ナフサ
・石油化学製品
　(合成繊維、合成樹脂 )
石油製品、アスファルト、他

躍進する活発な　
仕事：

ヒト・モノの多様な　
交流：

有り余る豊かな　
物資：

金属資源を基盤とする工業化社会

レア ・ メタル ：
特殊鋼などの構造材の強化、 電子部品の材料、
光通信部品や形状記憶合金など機能性材料に
使われるなど、 ハイテク社会の基盤となる材料

工業製品、生活設備：

都市構造・社会インフラ：

金属による
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生産設備・機械：
金属による

文明の基盤となる金属

ハイテクの基盤となる金属

鉄、 銅、 アルミなど ：
基礎材料として、 安価で多量に供給されることが社会の前提

エネルギー 不足：活動するための

資源 不足：生産するための

燃料 不足：移動・輸送するための

食糧・水 不足：生存するための

石油増産が限界を迎え、 生産減少、 不足状態になる

地球温暖化による気候変動

気候変動： 経済･社会への自然災害の増大・巨大化、食糧危機、水不足など、
人類的規模での生存の危機をもたらすと予測される。

気候変動がもたらす自然災害の増大、 食糧 ・ 水不足

CO₂ の累積： 温室効果ガスの排出抑制によっても、すでに排出されたものは
大気中に長期に存在し続け、大気中濃度は増加を続ける。

代替エネルギー ・ 代替資源
省エネ ・ 省資源
新しい技術開発の必要

省エネ ・ 省資源

新しい社会モデルづくりの必要
新しい文明･社会 ：
脱市場、 脱システム的管理
ローカリゼーション （脱グローバル化）

経済危機により開発資金が不足する

経済崩壊： 先進国政府の巨大な財政赤字、新興国経済の
バブル化、過剰な信用創造など、世界経済の
状態は、世界規模の財政・金融破綻、経
済危機に陥る可能性が高い。

世界経済体制の崩壊の危険

推測される危機

2014 年頃と推測される
ピーク ・ オイル到来を起点として
世界史的危機がはじまる

現代社会の特徴、条件： 資源、エネルギーの制約：

経済状況の圧力：

環境の危機：

進むべき方向 と 避けられない危機の認識

事業化するための 資金 不足：

世界的な貧困、 飢餓 ・ 渇水の増大

貧困： 経済格差の増大とともに、食糧不足・価格高
騰、飲料水の不足が拡大し、難民化、地域紛
争の勃発など、社会不安が増大する。
資源不足と経済危機が解決手段を制約する。

世界的な社会危機の増大

生存条件の危機：

生活部門：
人間活動：

地球規模の相互連結体制：
　生産のネットワーク
　消費のネットワーク
　金融のネットワーク

高い生産性：
　全主要産業
　（農業、漁業、工業）

業務部門：

社会技術基盤：

市場的世界構造：

供給不足による石油価格高騰は経済活動を圧迫し、
世界的な経済不況、地域紛争を引き起こす可能性
が高い。さらに連鎖的な金融破綻によって開発投
資力が低下し、供給不足が一層進む負のスパイラ
ルが予想される。

危機の複合：

熱源：
灯油、重油、暖房用

資源・環境問題がもたらす経済・社会危機の予測



地球温暖化と経済 ・ 社会

気候変動による人類社会への悪影響は避けられず、
自然災害の増加、 食糧不足、 水不足が経済格差と
関係し、 国際情勢の不安定化、 経済の衰退をもたら
すと推測する

ピーク ・ オイル到来を 2014 年
以後、 恒常的な石油不足状況となると仮定する

前提となること

石油と他のエネルギー資源

金属資源

IEA をはじめ、世界の石油生産量についての実績と今後の予測については、いく
つかの研究が公表されている。既存の油田の老朽化による減産率、今後新たに
開発される油田の規模、新たな石油系製品の開発などについて、未確定要素に
よって予測結果は異なるが、これまでの安価で豊富な石油供給の時代は終わり、
今後の新開発分の石油が高価なものになることについては違いがない。

石油以外の化石燃料 (天然ガス、石炭 )も、
ピーク・アウトが予測されるのは石油と
同じである。

原子力は、廃棄物処理など技術的に解決
されていない問題、事故の巨大なリスク
を抱えるとともに、ウラン資源の採掘限
界も予測される。

化石燃料：

原子力：

金属資源枯渇は 2050 年
すでに採掘の困難から高コスト化
しているものも

移行期 (経済規模の縮小、 グローバル化の減退 )　
2015/20 - 25/30

経済の縮小

産業への波及

経済への波及

環境産業の成長
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日本経済への波及

日本産業への波及

経済への波及

経済原理の転換

日本経済への波及

日本産業への波及

予測されること

石油不足が国際緊張と経済停滞を招く

石油の供給不足は経済活動の停滞を招くが、経済力の格差がその不均衡を拡大
し、国際間でも、また国内経済でも、格差の拡大、失業の増加、紛争勃発への
圧力増加といった、社会不安要因の拡大を招く。

経済 ・ 社会は、 移行期を経て、 転換期に向かう

これまでの、石油・金属など地球資源を自由に消費できた経済成長・産業型文
明から、環境制約下の新しい社会へ転換せざるを得ない。
資源・環境問題を社会の危機と認識し、省エネ・省資源技術による産業的対応
を図る移行期 ( 経済規模の縮小、グローバル化の減退 ) を経て、資源・環境の現
実に即した新しい社会 ( 地域型、生態系調和型 ) への転換期を迎える。

石油生産量が、増大から減少へ転換することに合わせて、国際経済も成
長から縮小へ転換する。GDPマイナス成長が基調となる時代を迎える。

経済の成長が限界を迎えることから、成長・拡大を基調とした経済構造
が破綻するとともに、政府の財政破綻の顕在化、金融の過剰信用の崩壊
など、経済危機が訪れる。
工業生産や金融だけでなく、高い生産性を石油に依存していた農業・漁
業も減産、運輸の縮小を迎え、世界的な食糧危機に陥る。

電力供給の不安定化、動力の不足は、産業の生産を著しく減少させる。
化学工業、自動車産業、流通、環境産業は縮小する。

他方、再生可能エネルギー産業や省エネ・省資源技術による環境産業が
成長する ( 資本、市場がそちらへ向かう )。

日本の環境産業への波及

日本経済は、石油をはじめエネルギー資源、金属資源ともにほぼ全量を
輸入に依存するために、ピーク・オイルや資源減少に対して脆弱である。
経済縮小過程では、輸入食糧の価格も高騰し、その一方で国内食糧生産
のための動力、燃料や化学肥料も輸入によるため、コスト上昇や生産減
少が避けられず、食糧不足の危険を招く。
政府の財政赤字規模はすでに巨大で、財政破綻の危険を抱えている。

省エネ・省資源技術を有するとしても、経済衰退を補うほどの巨大なエ
ネルギー・資源、投資資本を、環境産業が集約することは困難。

石油化学、自動車産業が衰退し、国際運輸貨物量が縮小するために、工
業貿易立国が成立できなくなる。
石油を前提とした生産設備、インフラが遊休化する。

転換期 (資源の枯渇、 資本主義経済の終焉 )　
2030/35 - 45/50

資本主義的な市場経済、経済成長モデルに基づく産業社会の枠組みなど、
工業化社会以降に基本とされた経済原理が成立しなくなる。

物質的生産における付加価値が減少するとともに、サービス経済が縮小、
前近代的な構造へ回帰する。
グローバル経済は衰退する。
家計、地域経済が基本的な経済圏域となる。

産業への波及
サービス産業、情報産業の衰退。
大企業、グローバル企業の衰退。
地域経済圏におけるマイクロビジネス、地産地消、風土型産業が中心に。

人口減少とGDPの大幅縮小。
資源輸入の困難と貧困化。

工業の衰退とともに、サービス産業、情報産業の衰退。


