
資源不足の時代を終わらせるために Part １ の抜粋・要約 

ナフィーズ・アーメド（Nafeez Ahmed）RethinkX 編集者 の論文から 

国際エネルギー機関（IEA）の報告書 によると、太陽光発電所や風力発電所は、「一般的に、建設のため

に化石燃料を使用するものよりも多くの材料を必要とする」としている。IEA は、EV は通常「従来の自動車

の 6 倍の鉱物投入を必要とし、陸上の風力発電所は、同じ容量のガス火力発電所の 9 倍の鉱物資源を必

要とする」と指摘。⇒その結果、転換に伴って、鉱物や金属の需要が急増すると IEA は予測。 

2040 年までに、クリーンエネルギーシステムに置き換えようとすると、銅、コバルト、ニッケル、リチウム、ク

ロム、亜鉛、アルミニウム、希土類元素などの鉱物や金属を含む材料の需要は、2 倍、4 倍になる可能性。 

世界銀行の評価･･･クリーンエネルギーへの転換にとなって、グラファイト、リチウム、コバルトなどの鉱物の

生産量は、2050 年までに 500％も増加する可能性がある。しかし、この報告書では、「低炭素技術」のため

の採掘では、化石燃料技術の 6％の炭素排出しか発生しないことも指摘。 

IEA や世界銀行の従来の枠組みの中でも、彼らは解決策があることを認識。つまり、環境的・社会的に責任

のある方法で採掘を拡大することができる一方で、リサイクルや再利用の範囲を拡大しなければならない。 

一方で、クリーンエネルギーへの転換は物質的なボトルネックに悩まされることになると主張する研究も･･･。 

例えば、EU が支援するある主要なモデルでは、EV への転換には、リサイクル率がそれぞれ 57％、

30％、74％と高くても、2050 年までに「現在の埋蔵量を上回る量の銅、リチウム、マンガンが必要になる」と 

同様に、フィンランド地質調査所の報告書によると、･･･ニッケルとリチウムの世界的な埋蔵量が不足して

いると結論。 

しかし、これらの従来のアプローチには大きな欠陥がある。なぜなら、クリーンエネルギー技術は、既存の

化石燃料技術を単純に 1 対 1 で置き換えることができると想定しているから。 

クリーンで破壊的な変革：全体システムのレンズ 

従来の方法論では、テクノロジーやセクターを単独で理解しようとし、それらが相互に結びついたシステム

として機能することを認識していまなかった。しかし、エネルギーの変革は単独で起きているわけでない。 

energy の変革は、情報、輸送、原材料、食品の各セクターのディスラプション〔企業が新しいテクノロジー

を使用してローエンド製品 (低性能・低価格な製品)を開発・改良した結果として、既存のハイエンド製品 (高

性能・高価格な製品)に取って代わる製品を生み出す現象〕と密接に関係。主要な機関は、ディスラプション、

社会の変化、システム変革の間のこの重要な結びつきを理解していないことがほとんど。 



 
キーテクノロジー、コンバージェンス、そしてセクター間の相互作用｜出典：Rethinking Climate Change (2021) 

例えば、スマートフォンの登場により、リチウムイオン電池の性能が飛躍的に向上し、電気自動車の価格

競争力が飛躍的に向上した。 

バッテリーの性能が向上した電気自動車は、1 マイルあたりのコストがガソリン車よりも急速に安くなって

いる。ライドヘイリングが EV に集約されると、1 マイルあたりのコストが下がり、輸送のサービス化（TaaS）

が、自家用車を所有して走るよりも安価になる。（･･･）しかし、もちろん、情報のディスラプションはエネルギー

や輸送にとどまらない。情報を原材料に応用することで、精密生物学が飛躍的に向上し、動物を殺さずに動

物性タンパク質を生産する精密発酵・細胞農業（PFCA）のコストが下がった。 

マテリアルフットプリントの増加ではなく、減少 

世界銀行、IEA、EU などは、エネルギー、輸送、食料、情報、材料の各分野におけるこれらのディスラプシ

ョンが本質的に相互に関連していることを理解していない。 

※石油、ガス、石炭の需要が激減すると、大量の石油、ガス、石炭を世界中に輸送するために現在稼働して

いる巨大なグローバル物流・輸送インフラはもはや必要なくなる。石油掘削装置、石炭発電所、パイプライン

（原油精製のために稼働する石油化学コンビナート：補）などの膨大なインフラも、家畜や畜産物を長距離輸

送するための複雑な輸送網も、地域に根ざした PFCA 生産拠点によって必要なくなる。 



 
ディスラプションが鉄鋼に与える影響の連鎖｜出典：Rethinking Climate Change (2021) 

これにより、陸・空・海の輸送に必要な大量の車両が不要になる。また、自動車の個人所有が破壊される

ことで、EV や A-EV の変革と TaaS が台頭し、道路を走る自動車の数はごくわずかになる。EV は 1 対 1

でガソリン車に取って代わるのではなく、これまで使っていた車の数分の 1 になる。したがって、ガソリン車が 

EV に 1 対 1 で置き換わることを前提とした原材料の枯渇予測モデルは、まったくの誤り。（電車は？） 

鉱物や金属などの膨大な原材料を投入した旧来の産業用化石燃料インフラを維持することは、もはや必

要ない。Carbon Tracker の分析では、化石燃料システムとクリーンエネルギーシステムに投入される鉱物を

重量で比較している。石炭発電は、太陽光発電の 2,000 倍の重量の材料を必要とし、化石燃料システム全

体では、クリーンエネルギーシステムの 300 倍以上の重量の材料を必要とする。つまり、クリーンエネルギー

では必要な鉱物の量は増えるが、物流や輸送を含めたグローバルなエネルギーシステムの総マテリアルフ

ットプリントは劇的に削減される。 

逆に、これらの巨大なインフラや、古い内燃機関産業とそれに関連する自動車が時代遅れになることで、

鉄、銅、アルミニウム、ニッケル、コバルトなどの金属の広大な世界的保管場所が、クリーンエネルギー、輸

送、食品産業を構築するためのリサイクルに利用できるようになる。したがって、従来のモデルが認識してい

たよりもはるかに高い次元での新規採掘とリサイクルの組み合わせにより、金属や材料の需要を満たすこと

ができる。 

もちろん、鉱物供給に対する環境に配慮した循環経済的アプローチの必要性を楽観視することを意味しな

い。このアプローチはさらに重要になり、環境関連の法律や政策は、厳格な慣行を確保する必要がある。 



ノルウェー科学技術大学が中心となっておこなった評価では、クリーンエネルギー技術のための原材料の

採掘による環境への影響は、時間の経過とともに減少。その総量は現在採掘されている原材料の数分の一

になるとしている。 

PNAS のシナリオでは、太陽光、風力、水力発電が世界の総発電量の 39％を占めることになる。しかし、

従来の発電所では石油、ガス、石炭の採掘と精製が必要であるのに対し、風力発電や太陽光発電では、発

電期間中に追加の原材料を必要としないため、再生可能エネルギー全体で必要な原材料の量ははるかに

少なくなる。この重要なニュアンスは、他のモデルでは取り入れられていない。 

（例、輸送ためのタンカー・パイプライン、精製のためのコンビナートの更新が不要に） 

PNAS のシナリオでは、クリーンエネルギーの新規導入により、鉄や鋼の需要がわずか 10％増加し、ソー

ラーパネルに必要な銅は、現在の世界の銅生産量の 2 年分に相当するとされている。また、太陽光発電や

風力発電の設備を交換する必要が生じた場合には、古い発電設備のリサイクルから原材料を調達すること

ができる。さらに、淡水汚染は半減し、大気汚染は 40％減少すると言われている。大気汚染が減れば、人間

の健康にも多大な恩恵がある。 

このモデルの不十分な点。100％グローバルなクリーンエネルギーのシナリオでは、既存の化石燃料イン

フラからの金属リサイクルの膨大な可能性が組み込まれていない。しかし、論文の数字をざっと分析すると、

必要とされる過剰な鉄、アルミニウム、銅の生産の多くは、旧式のインフラのリサイクルから得られる可能性

がある。 

レアアースもまた、鉱物の生産が滞ると、グローバルなクリーンエネルギーシステムの出現が阻害される

と一般的に考えられている分野だが…。 

2014 年、世界自然保護基金は、オランダの大手エネルギーコンサルタント会社である Ecofys に委託し

て、重要原材料の供給リスクを調査。その報告書「100％持続可能なエネルギーの未来への移行のための

重要材料」によると、ソーラーパネルに使用されるインジウム、ガリウム、テルルなどの鉱物は、シリコンなど

の豊富な材料で容易に代替できるため、ボトルネックにはならないとしている。 

風力タービンに使用されるネオジムやイットリウムなどの希土類元素については、ほとんどの場合、供給

が需要を上回ると予測されている。また、リチウムとコバルトについては、理論的には供給に課題があるも

のの、リサイクルや他の分野でのリチウムの代替、正極材でのコバルトの代替などで解決できるとしてい

る。例えば、リン酸鉄リチウム電池には、ニッケルとコバルトは使われていない。 

リチウム https://toyokeizai.net/articles/-/428520 

電池 リサイクル 

https://toyokeizai.net/articles/-/428520
https://toyokeizai.net/articles/-/428520
https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/lithium-ion-battery-battery-recycling-and-reuse/


ロッキーマウンテン研究所のチーフサイエンティストである物理学者のエイモリー・ロビンスは、誌に寄稿

し、「レアアース」は実際には希少なものではなく、濃縮されていないにもかかわらず豊富に存在していること

を説明している。 

2010 年、多くのアナリストが、価格の高騰をレアアースの供給不足の兆候であると誤って予測。⇒⇒実際

には、価格の上昇にともなって「備蓄量の増加、休止中の鉱山の再開、探鉱者による新たな鉱床の探索と発

見、リサイクルの増加」が起きた。企業はコスト削減と性能向上を同時に追求し、高価な材料をより節約して

使用し、可能な限り安価で優れた代替策を採用。その結果、物資が豊富になり、価格が暴落した。ロビンス

は「世界の戦略的バランスを変えたり、資源危機を引き起こしたりする可能性は極めて低い」と結論。 

ロビンスの分析は、Energy Research 誌に掲載されたある研究が指摘しているように、重要な鉱物を希少

資源と見なす多くの人々が、商品リサイクルの経済性と地質学的な希少性を混同しているという事実を物語

っている。今後の需要増加にともなう鉱物の価格上昇は、収益を増加させ、リサイクルをより安価にし、以前

は実現不可能だった新しい循環型経済の実践や産業のための新しい市場を生み出す。また、さらなるイノ

ベーションの促進にもつながる。 

多くの場合、設計上の工夫次第でレアアースを完全に代替することができる。電気自動車や風力発電機

の中には、ネオジムなどのレアアースを必要とする超伝導磁石を使ったモーターや発電機を使用。 

⇒ロビンスは「そのような永久磁石を使った回転機械がおこなうことは、磁石を使わず、地球上でもっとも

豊富な固体元素であるシリコンでつくられた最新の制御ソフトウェアとパワーエレクトロニクスを採用した他の

２種類のモーターでも、同等以上におこなうことができる。」 

現在、重要な金属のリサイクル率は 1％以下で、レアアースの中にはまったくリサイクルされていないもの

もある。これは、リサイクルの可能性が大きいことを意味する。 

シドニー工科大学の持続可能な未来研究所が 2021 年 4 月に発表した最新の研究結果によると、重要な

材料のリサイクルによって新規の採掘需要がどれだけ軽減されるかについての IEA の評価はあまりに保

守的。この研究では、リサイクルの促進により、EV 用電池のニッケル、コバルト、リチウム、銅の需要を最大

55％削減できるとしている。 

したがって、クリーンエネルギーによる変革が、鉱物や原材料のボトルネックによって克服できない障壁に

直面するという重大な証拠はない。それどころか、第２部で紹介するように、新しいグローバルなクリーンエ

ネルギーシステムは、化石燃料を新たに投入することなく、リサイクルや循環型経済の実践を維持し、新し

い太陽光発電、風力発電、蓄電池（SWB）システムを導入することで、材料のボトルネックを克服することが

できる。 

 



資源不足の時代を終わらせるために Part 2 – 想像を絶するクリ

ーンエネルギーの豊かさを手に入れる の抜粋・要約 

ナフィーズ・アーメド（Nafeez Ahmed）RethinkX 編集者 の論文から 

クリーンエネルギーは、安価で豊富な化石燃料から高価で希少な再生可能エネルギーへの移行を意味す

ると考えられがち。実際には、クリーンエネルギーによる変革 ⇒ 私たちのエネルギー生産方法に根本的な

変化をもたらす ⇒ 化石燃料のもとで資源不足のエピソードを歴史的に生み出してきた特定のエネルギーと

労働の関係に革命をもたらす。 

第 1 部では、鉱物資源の不足がクリーンエネルギーの普及を妨げるという懸念が、ほとんど根拠のないも

のであること、そしてそのリスクは存在するものの、正しい選択をすることで軽減・排除することができること

を紹介した。今回の分析では、さらに踏み込んで、真の豊かさを生み出すためのクリーンエネルギーシステ

ムのあり方を探る。 

最近のさまざまな研究で、化石燃料を使用するエネルギーシステムが、経済的要因と地質学的要因の組

み合わせにより、一連の危機的状況に陥っていることが指摘されている。⇒ 研究の多くは、再生可能エネ

ルギーシステムへの移行の重要性を認めている。しかし、再生可能エネルギーシステムが生み出す正味の

エネルギー量は、現在の化石燃料システムよりもはるかに少なくなる可能性が高いことも指摘。文明は、資

源の制約、経済の縮小、繁栄の概念の見直しなど、痛みをともなう新しい時代に適応することが必要。 

しかし、このような悲観的なエネルギーの未来予測には、いくつかの根本的な欠陥がある。 

私たちが経験しているのは「転換（transition）」というよりも、エネルギーシステムのフェーズチェンジをとも

なう破壊的な変革（disruptive transformation）。文明が利用できる正味のエネルギーの減少を意味するので

はなく、このフェーズチェンジを最適に進めれば、逆に安価でクリーンなエネルギーを生み出すことができる

ことが、説得力のある科学的証拠によって確認されている。 

この可能性⇒現在の経済システムの中でこれまでと同じようにビジネスが続くことを意味しない。むしろ、

この新しいエネルギーシステムから得られる新たな利益を利用し、最大化し、分配するためには、経済的、

社会的、政治的に根本的な変革が必要であり、それが求められている。 

正味のエネルギー 

EROI は、ある資源から 1 単位の energy を取り出すために、どれだけのエネルギーが使われたかを示す

単純な比率。 

EROI が高ければ高いほど、他の社会的・経済的活動を支える余剰の正味エネルギーが多くなり、比率が

低ければ低いほど、後者が少なくなる。EROI の低下は、経済の衰退を意味する。 



現在、世界の化石燃料エネルギーシステムの EROI は数十年前から低下しており、その結果、回復の見

込みがない収穫逓減の悪循環に陥っていることを示す、説得力のある科学文献が存在。 

しかし、化石燃料では EROI の低下は避けられないが、再生可能エネルギーではさらに EROI が低下

するため、同じレベルの社会的・経済的複雑さを達成することはできないという意見が･･･。 

しかし、この見解は、リーズ大学のポール・ブロックウェイ教授が主導し、Nature Energy 誌に掲載された

最新の研究で大きく覆された。この研究では、化石燃料が「手に入りにくく」なっていることから、「採掘にはよ

り多くのエネルギーが必要となり、その結果、「エネルギーコスト」が上昇している」としている。この研究で

は、化石燃料の EROI が一般的に大幅に過大評価されていることを指摘。これは、化石燃料の EROI が、

エネルギーが電気やガソリンとして経済に入るもっとも関連性の高い時点ではなく、坑口で測定されている

ため。この研究では、化石燃料の EROI は、「非常に低く、6：1 程度で低下している」と結論。過去 25 年間

ですでに 10％以上も低下。 

この論文の 2 つ目の重要な結論は、適切に測定された場合、再生可能エネルギーは化石燃料よりもすで

に高い EROI を持っているように見えるということ。 

ほとんどの化石燃料の EROI 研究は、間違った段階でおこなわれているため、すぐに電気を生み出す風

力発電や太陽光発電と直接比較することはできない。また、化石燃料はコストが上昇してリターンが減少す

る EROI の低下傾向を示しているが、風力・太陽光は逆にリターンが上昇してコストが減少する EROI の

上昇傾向を示している。 

一方で、従来の LCOE の数値でも、太陽光・風力・蓄電池（Solar, Wind and Battery, SWB）はすでに化石

燃料と同等のレベルに達しているとされていたが、今回の RethinkX の研究結果では、SWB はすでにはる

かに安価であり、より高い EROI で一致している。 

誤解されている蓄電池の方程式 

これまでの研究は、太陽光や風力が化石燃料を 1 対 1 で代替するかのように比較。しかし、これらの研究

の多くが持つ、もうひとつの根本的な誤り･･･エネルギーのディスラプションは、同じ構造を持つエネルギーシ

ステム内での 1 対 1 の代替ではなく、構造全体を根本的に変革するもの。 

その一例として、影響力のある多くのモデルでは、蓄電池の役割を組み込むと、太陽光発電や風力発電

の EROI が低下。これ（蓄電池）はもちろん、太陽が常に輝いているわけではなく、風が常に吹いているわ

けでもないという「間欠性（intermittency）」の問題を解決するために必要なこと。 

太陽光発電や風力発電に蓄電池を追加することで、これまでの問題＝発電中に energy を回収し、発電し

ていないときに energy を供給することができる。そのため、clean energy を「抑制」する必要性を解決できる

（つまり、エネルギーをうまく伝送できないときに、エネルギー出力を意図的に減らすことができる）。 



このようなシステムがどの程度の余剰エネルギーを生み出すことができるかを十分に認識していない。実

際に、太陽光発電・風力発電・蓄電池のシステムがどのように機能するかを反映していないのだ。 

ウォータールー大学の科学者たちが、再生可能エネルギー発電所の実際のデータを調査・独自に分析 

⇒太陽光発電所や風力発電所の EROI を低下させるどころか、リチウムイオン電池を追加することで、本来

抑制によって失われるエネルギーをシステムに利用できるようになり、EROI が向上することがわかった 

「リチウムイオン電池は、風力発電所と太陽光発電所の EROI を向上させる」 — これは、系統への送電線

を改善することで、さらに向上させることができる。 

しかし、この研究は、都市、地域、国家全体での太陽光・風力・蓄電池の運用状況を見るのではなく、単一

の「再生可能エネルギー発電所」の研究に焦点を当てていたため、狭すぎた。その結果、ほとんどのアナリ

ストは、より広い規模での太陽光・風力・蓄電池システムの正味のシステム的利益を無視し、システム内で

の蓄電池の cost を過大評価しているため、SWB システムの潜在的な EROI をさらに過小評価。 

新しい、より良い、より大きなシステム 

2019 年の One Earth 誌に掲載された文献の大規模なレビューでは、このように、太陽光・風力・蓄電池に

世界的にシフトしても、EROI はまったく低下しないと結論づけている。 

RethinkX のレポート「エネルギー再考 2020〜2030：100%太陽光・風力・蓄電池は、はじまりに過ぎない」によ

ると、冬のもっとも暗い日にエネルギーを供給するためには、太陽光発電と風力発電の大幅な過剰生産能

力を構築する必要がある。この場合、既存の化石燃料システムよりも大量のエネルギーを生産し、電池の必

要性ははるかに低くなる。太陽が出ず、風も吹かないときに、24 時間 365 日電力を供給するように設計され

た 100％ SWB システムは、従来の想定よりも 5 倍ほど大きくなｒが、その結果、冬の需要をすべて賄うこと

ができ、必要な蓄電池の量は 30〜40 分の 1 になる。 

レポートによると、新しいクリーンエネルギーシステムは、既存の化石燃料システムの 3 倍のエネルギーを

生成することができ、その多くは 1 年のほとんどの日に無料で利用できる。 

コンピュータやスマートフォンは、固定電話を破壊し、インターネットへの進化に拍車をかけた。同様に、1

年のほとんどの期間、無料に近い電力を大量に発電できる能力に代表される新たな可能性の空間は、送電

網をより大きく、柔軟で多様な能力を備えたシステムへと進化・変換させる動機付けとなり、それを加速させ

る。RethinkX では、新しいクリーンエネルギーシステムが切り拓く画期的な可能性空間を「スーパーパワー

（Super Power）」と表現している。それは、化石燃料中心の既存のビジネスモデルを破壊する一方で、多大

な価値創造の可能性を秘めたまったく新しいビジネスモデルを可能にするから。 

RethinkX のモデリングは、他の研究者の研究成果を参考に・・・。例えば、コロンビア大学のマーク・ペレ

スは、太陽光や風力の過剰な発電能力を 3 倍に増強すると、蓄電池の必要性が劇的に減るだけでなく、電

力コストが 75％も低下し、間欠性の問題も解消されることを明らかにした。ペレスのチームは、ミネソタ州を



例にして別の研究をおこなった結果、太陽光発電と風力発電を過剰に建設すると、季節ごとの蓄電のための

バッテリー投入量が 90％も減少することがわかった。 

スイス連邦材料科学技術研究所の科学者たちの研究によると、現在の世界のエネルギー需要は年間 6.7 テ

ラワット（TW）の発電電力量に相当するが、もっとも保守的なシナリオでは、建築物に集中して太陽光発電を

建設した場合、現在の消費量の 3 倍以上に相当する 22TW の電力を発電することができるとしており、

RethinkX の研究結果を裏付けるものとなっている。 

しかし、この数字は可能性のほんの一例に過ぎない。このシナリオには風力発電は含まれていないし、世界

でもっとも日射量の多い地域（砂漠の一部）の可能性も考慮されていない。もっとも楽観的なシナリオとして、

こうした地域からの太陽光も利用して送電するグローバルシステムでは、現在の 10 倍にあたる 71TW の発

電が可能になるとしている。また、この驚異的な結論は、風力発電の可能性を考慮していないため、さらに桁

違いの効果が期待できる。 

数十種類の技術で経験的に検証されているライツの法則や、RethinkX の予測によると、SWB は継続的に

性能を向上させながら、約 10 年以内にコストを 10 倍低下させる方向に。2021 年 9 月に発表されたオックス

フォード大学新経済思想研究所の研究でも、RethinkX の結果を裏付けるように、現在のペースでのコスト削

減は少なくとも 15 年は続くとされている。 

RethinkX の新しいレポート「気候変動再考（Rethinking Climate Change）」では、廃水処理からリサイクル、

鉱業から製造業まで、膨大な数の産業やセクターが電化されることで、クリーンエネルギーによる電力供給

が可能になることを実証し、既存のシステムにおいても、重要な鉱物の需要が増えれば、リサイクルの需要

が増える。 

クリーンエネルギーのディスラプションが加速する一方で、電気自動車（EV）、A-EV（自律走行型 EV）、TaaS

（輸送サービス化）、PFCA（精密醗酵・細胞農業）などのディスラプションが、輸送や食品の分野で絡み合っ

ていく。これらのディスラプションが複合的かつ連鎖的に作用することで、これまで考えられていたよりもはる

かに早く（2035 年までに 90％）、二酸化炭素の排出量を削減することが可能に。 

さらに、これまで化石燃料システムでは持続不可能で、商業的にも自滅していたさまざまな二酸化炭素排出

メカニズムを、豊富なクリーン電力に基づいて経済的かつ実現可能なものにし、数十億エーカーの土地を解

放することで、大規模な受動的森林再生、能動的森林再生、再野生化、保全を大規模に可能にする。 

しかし、このシステムは自動的にやってくるものではない。社会や意思決定者は、来るべき可能性の空間を

理解し、そこに到達するために正しい選択をする必要がある。新しいシステムは、これまで通りの経済、中央

集権的なエネルギー事業、旧来のヒエラルキー的なエネルギー産業の伝統的な指標の継続とは相容れな

い。最適な展開をするためには、社会組織、信念、価値観、考え方などのシステム全体を見直す必要があり

る。いま、正しい選択をしなければ、これまでの文明のように、自ら招いた危機のパーフェクトストームの中

で、文明が崩壊してしまうかもしれない。 

この記事は 2021 年 10 月 10 日に修正され、将来のより正確な EROI シナリオの詳細が記載された。   
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