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次の話に行く前に、西暦500年に

戻らなければならない…
地上でもっとも孤立した場所のひとつ：

イースター島

モアイの土地



無人の亜熱帯の楽園だった

160 平方キロ

チリの沿岸か
ら島の東まで
2300マイル

西にあるピト
ケアン島から
1300マイル



ポリネシアからの移住者が船で到達し
たのが500年頃だった

考古学者は100
人に満たなかっ
たとみている

島は「ラパヌイ」
と呼ばれた



巨大なやしの木
をはじめ、17種
類の木が茂って
いた

これらは丸太、

板、丸木舟を

作るのに適して

いた



彼らは次のような物を持ってきていた…

鶏、豚、ポリネシアネ
ズミを一緒に連れて
きた。

バナナの木、タロイ
モ、サツマイモを植
えた。



ポリネシア人たちは大きなやしの木を切り、
家を建て、カヌーを作った



それ以外の食料は海から調達した

イースター島の周りは岩礁
がなかったため、小さな魚は
ほとんどいなかった。

主な獲物は、カヌーで獲りに
いくネズミイルカだった。



島の生活は快適だった

空いた時間に
は、宗教的儀式
を執り行った



儀式のためのダンスや、お祭りもした



… 彼らは優れた石の彫刻師だった

彫像のために積み上げた石



彫像を作ることはとてつもなくたいへん
な作業だった

彫像は山の側に
ある採石場で直
接彫られた。

そして最高14キ
ロも先の海岸沿
いの儀礼場に運
ばれた。

“Collapse:  How Societies Choose to Fail or Succeed”, Jared Diamond



彫像はどれ
くらい大きかっ

たの?



最初の彫像は2.5メートル～3.7メートルの高さ

ライバルの氏族と競い合っ
てそれを作った。

より大きな彫像を作るよう、
競争はどんどんエスカレー
トした。

最後に作られた彫像は9
メートル以上あった。最大
の彫像は21メートルで、
重さは240トンもあった。

採石場に置き去りにされてい
た未完成の彫像

“Kon-Tiki: Across the Pacific by Raft” by Thor Heyerdahl



でも、空中を浮揚
させる機械なしに、
どうやってそれらを

運んだの?



その質問は研究者たちを長いこと
困惑させた

しかし彼らの結論は、ナパヌイの島民は材木で儀式を執り行う場所ま
でつながった滑走台を作った、ということになっている。

彫像はそれから木の幹で作ら
れたローラーにのせられ、そ
の場所まではこばれた。

Thor Heyerdahlのチームがモアイを再び立てているところ

“Kon-Tiki: Across the Pacific by Raft” by Thor Heyerdahl



この彫像を動かす
活動が、森林伐採
に大きな影響を
及ぼした。



ラパヌイの人口は増加した

…1万から2万人という
ピークに達した

1500年
には…



その後すぐ
に、彫像作り
は終焉を
迎えた…

その後すぐ
に、彫像作り
は終焉を
迎えた…

…さまざまな完成度の887の
彫像があった。

数百もの未完成の彫像は、
採石場にただ置き去りにされ、
地面の上には石を彫るみの
が残されていた。



すべての彫像作りは停止した

誰かが、最後の木を切り倒した

灌木や草木だけが残った



人口問題

肥沃な表土が流され、
小川は枯渇した

食糧生産は

大幅に減少した

島に巣づくりに来たたくさんの

鳥の群れは姿を消した



森がなくなっ
たから

もはや代わりの舟を作るこ
とはできなくなった。主な
肉食源であるイルカの狩
猟も終わりになった。

老朽化する家を建て直すこ
ともできなくなった。ラパヌ
イは葦の葉で作った小屋
や洞穴に住むようになった。

暖房や調理用の燃料の主
要な資源を失った。



飢餓にみまわれた

なくなりつつある食料供給をめぐり争いが起きた

追い詰められて共食いもした

冬期の気温は5度にまで下がった。薪がないために、
子供や老人は苦しめられた

社会の秩序はめちゃくちゃになった。無法者がライバ
ルの氏族の彫像を倒した

人々は次々と死に絶えていった



そしてヨーロッパ人が来た

1722年、その日はキリストの復活祭

(イースター)だった

オランダの提督ヤコブ・ロッゲフェーンが訪れた

そこには貧窮した島民3000人が暮らしていた



52年後、キャプテンクックが島を訪れる

そのときには、島の人口は約2000人に減少していた。

唯一の動物は鶏だけ
だった。

好戦的な氏族はいつ
も戦っていた。



そして次の世紀には

主にヨーロッパ人との接触が原因で、島
の人口は１１１人に減少した。



おやまあ！最初はあ
れほど豊かな島だっ
たのに、どうしてそん
なことになったの？



単純に、ラパヌイの人口が島の環境収容力をこえ
たからだ。

環境収容力とは、その場所の生命体
のサポートシステムを悪化させること
なく、その場所が無期限にどれくらい
の動物や植物をサポートできるかとい
うもの。



地球の環境収容力

人間についていえば、環境収容力はどのような食べ物を選ぶかで
減る。

例えば、肉食は穀物を食べるよりも、より多くの土地やエネルギー
を必要とする。

1キロのステーキを作るためには、7キロの穀物（飼料）が必要であ
る。

したがってもし国民が肉食を選択すれば、穀物を食べることで満足
していたときと比べて環境収容力は小さくなるのである。



生活様式は環境収容力に影響をおよぼす

国民一人当たり

住居の広さ

車、キャンピングカー、ボート

走行距離

飛行機、客船、エコツアー

道具、電動工具、調理器具

等々

天然資源の減耗
生体多様性の破滅
将来の耕作地が使われる
ピークオイルが早まる

これらすべてが… …これらに影響する

これらはすべて、
環境収容力を減少

させる



ここですこし環境収容力を再定義してみよう

地球の環境収容力は、生命体のサポートシ
ステムを悪化させることなしに、一定の生活
様式と一定の技術レベルで、どれくらいの数
の人間を無期限にサポートできるか、という
ことである。

同じ惑星であっても、贅沢な生活様式や高い
技術を持つ人々よりも、つつましい生活をして
低い技術を持つ人々のほうがより多くの人口
をサポートできるのだ。

つまり



人口は、環境収容力を超えて増えることがある。
これをわれわれはオーバーシュート、と呼ぶ。

その再生を促進する豊富な資源を生物が

手にしたとき、オーバーシュートは起こり得る



生き物の数がオーバーシュートすると、

かならずその後で大量絶滅が起きる。



セント・マシュー島

第二次世界大戦のとき、米国
湾岸警備隊はこの離島に隊員
の食料資源として29頭のトナ
カイを放牧した。

島は何百年もかけて生育した
4インチもの厚さの苔に覆われ
ていた。

トナカイを捕る者がいなかった
ために、餌となったこの苔によっ
てトナカイは1963年には6000
頭にも増加した。

www.dieoff.org



トナカイの数がピークに達
してから3年以内に、その
数は42頭までに激減した。

右のグラフは、オーバー
シュートになるといかに急
速に数が減少するかを示
している。

苔の生育はきわめてゆっく
りなために、環境収容力
は6000頭よりもずっと少な
かったのである。



i

セント・マシュー島のトナカイのように、

工業時代の人類はその再生を促進

するこれまで手付かずだった豊富な

資源に出会ったのである。

– それは石油！



カナダは広大な
土地があるから、
環境収容力も
すごく大きい
のでしょう？



面積と環境収容力の違い:

それは同じであり、同じ
ではない。もし人間が肩
を並べて整列するなら人
類全員がプリンスエドワー
ド島に収まることも可能
である。しかし、人間は二
つの足の面積以上の空
間を必要とする。



面積と環境収容力の違い

都市や農

地のため

の空間が

必要である。



面積と環境収容力の違い

われわれは生きて
いくために必要な、
複雑な生物学的シ
ステムをサポートす
るための広大な土
地に依存している。



面積と
環境収容力の違い

生体多様性は、広大か
つさえぎるもののない土
地を必要とする。

この生体多様性のおか
げで、われわれは新し
い薬を開発したり、食用
植物を見つけたりするこ
とができるのだ。



面積と環境収容力の違い

われわれは学校、大学、
劇場、映画館、公会堂、
競技場、会議場、機械、
工具、器具、乗り物などを
作るための資源を採掘す
るためのスペースが必要
である。



面積と環境収容力の違い
われわれはカヌーに乗ったり釣
りをするための川が必要だし、
ハイキングや狩猟のための森
が必要だし、くつろいだり泳ぐ
ための海岸が必要だし、自然と
親しむために野原や山が必要
である。



面積と環境収容力の違い

そして

技術社会は

化学物質を
捨てるため
の湿地や沼、
それを吸収
するマング
ローブが必
要である。

湿地 沼 マングローブ



面積と環境収容力の違い

われわれは広大な自然のままの森林が必要

…雨水をゆっくり濾過して
地下水の水位を維持

するために

…土地を固めて土の浸食

や地滑りを防ぐために
…空気を浄化し

大気汚染を吸収

するために



面積と環境収容力の違い

カナダの中で耕作に適して
いるのはほんのわずかな
面積であるということも忘
れないように。

www.hort.purdue.edu/. ../v4-015a.html

寒冷地ではより多くの資源を使う。

人々がより多くの資源を使うと、

環境収容力はより少なくなる。

耕作地は緑色の部分耕作地は緑色の部分

カナダの冬はたくさんの必需品がいるカナダの冬はたくさんの必需品がいる



面積と環境収容力の違い

そして、カナダは国民に食料、住宅、衣
料、暖房、交通手段、さらには教育や医
療を提供するインフラも準備しなければ
ならないことを忘れてはいけない。



まぼろしの面積について話そう



石油の採掘によって、農作物の収穫は3倍に
なった

自然が人類のために何百万年もの間とっておいてくれた大量の
石油は、地球が供給する食料の量を人工的に増加させた。



つまり、石油が
人工的に地球の
環境収容力を
3倍にした。

ウィリアム・カットンがその著
書「オーバーシュート」で述
べたように、石油は人類に
そこにはない土地、幻の面
積、を提供したのである。

* “Overshoot”, William R. Catton, Jr.



石油はどうやっ
てそれを可能
にしたの？



…どうやって？　それは石油はさまざまなものを提供
しているから

-研究所を作
り収穫量の
多い穀物を
開発するた
めの資源

-農民一人
が100人
を養えるた
めの機械
を動かす
エネルギー

-肥料や農

薬を作るた
めの化学物
質、それに
よって収穫
量は3倍に
なった

-灌漑のた
めに地上
の水を吸
い上げる
エネルギー

- 生産者か

ら消費者の
ところへ生
産物を運ぶ
エネルギー

- 穀物を乾
燥させ、保
存するため
のエネル
ギー、それ
によって大
量の損失を

防げる



これら要因のすべてが食料生産を人工的に
増加させた。　一時的に。



しかし石油が希少になれば、食料生産は急落
する。人口が最大になったその時に。



もし政府に適切な対応
をとらせるよう説得で
きなければ、間に合う
ように再生可能エネル
ギーを使えるようにす
ることはできないかも

しれない。



…そしてもしわれわれが19世紀の技術にもどらなけ
ればいけないとしたら、増加するカナダの人口をどう
やって食べさせていくことができるのだろう？



そしてもしわれわれがトラクターのかわりに動物を利
用しなければならなくなったら…

…動物にやる飼料を育て

るためだけに、いまよりも
25％～30％の耕作面積

が必要である。



イースター島には、も
はや島民が別の島に
逃げ出すための航海
船がなかった。

彼らはどこへも行き場
がなかった。

イースター島には、も
はや島民が別の島に
逃げ出すための航海
船がなかった。

彼らはどこへも行き場
がなかった。



…私たちも同じである。

別の惑星へ行く宇宙
船を持っていない。

…私たちも同じである。

別の惑星へ行く宇宙
船を持っていない。



第６章では、ラパヌイの人々とわれわ
れの技術社会の相似点をみてみよう。
われわれは彼らよりも賢いのだろうか？

第第66章章


