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ピークオイルとピークオイルと

人類の運命人類の運命

第７章第７章 –– いかにして成長がいかにして成長が

成長をあおるのか成長をあおるのか



気がつかないう
ちに人口がこん
なに急増すると
は、おどろきだ。



その通り。そしてこれが、われわれの急その通り。そしてこれが、われわれの急
激な人口増加という物語になっていく激な人口増加という物語になっていく……



毎年2月、カナダの金融機関は物品サー
ビス税に投資したドルを要求する

それはもしわれわれが若いうちから投資を
始めれば、いくらお金を貯められるかをいつ
も教えてくれる



それが教えてくれるのは、複利の驚異
である

複利は、基本的に、利
子に利子がつくという
ことだ

数学的に、これは指数
関数的成長とよばれる

指数関数曲線



それはわれわれにこのようなグラフを提供す
るだろう

複利だと、50年後には1,000ドルの投資が

47,000ドルになっている



指数関数的成長だと、昨年の成長によって今
年の成長はさらに大きくなる

昨年利子分として増えたドルは、今年はさらにそれが
利子を生み出し、将来的にも、もっと多くのお金を増や
すであろう

あらゆるものが、指数
関数的に増える。人口
もその一つである。



指数関数的成長の力を示すために

…たとえば1608年、サミュ
エル・ド・シャンプランがケ
ベック市を作った時、年5％
の利子のつく銀行口座に
1ドルを入れっぱなしにし
ていたとしよう。

もしあなたが、生存する唯一の彼の
親戚だと銀行に証明できれば、
あなたが受け取る合計金額は

$258,316,252



生き物の人口も指数関数的に増加する

過去30年間に生ま
れた人は、子孫をつ
くり、その子孫もまた、
将来的には子孫をこ
の世に送り出してくる

Global Human Population Growth



指数関数的成長の危険性

すべての生き物は研究所の試験管の中で
も、島、森林、谷、惑星においても限られた
スペースの中で生きている。

成長の限界となる要因がつねに存在する
だろう。

成長の限界は、たいてい食料だが、水、空
気、または有機体が自分の廃棄物を除去
できなくなることもその要因となりうる。



指数関数的成長の危険

ほとんどの生物は、自分たち食料源とその捕食者と
の釣り合いによって生きている。

しかしもし有機体が突然、豊富な食料の環境のなか
にいることを見つけたら、それらを食べ尽くすまで再
生を続け、そのスペースの環境収容率を超えてオー
バーシュートするであろう。そのあと人口が激減する
だろう。



例をみてみよう

あなたは生物学者だとしよう

今11時である

ペトリ皿に、あるバクテリアを
植え付ける

そこに捕食者はいないので、その有機体は養分がなくな
るまで再生を続けるだろう



この小さな標本をみてほ
しい。このシナリオでは、
このバクテリアは毎分分
裂してペトリ皿の中で2
倍に増えていく。

言い換えると、ペトリ皿
の人口は毎分倍増する。



バクテリアは分裂で再生する。
1つのバクテリアが２つになる。
この2つは、４つに分裂する。
この例では、毎分その数が2倍になっていく。

標本は見やすいように大きく描写されている



そしてこの例では、バクテリアは60分（正午）でペト
リ皿いっぱいに増える。

４つのバクテリア 皿はバクテリアで
埋まり養分はなくなる

皿を調べる



ここで難しい質問をしてみよう。
お皿はいつ半分うまるのだろうか？

Bacteria



11時59分と答えたら、あなたは正解！

Bacteria



驚くことに、11時55分では

……もしあなたが皿の

中のバクテリアだった
ら、あと5分でスペース
がなくなってしまうとは
想像もしないだろう！

97% のスペースはま
だ空っぽだ!



イースター島で、まだ4分の3の森林が存在し
ているときに誰かが人口を制限するよう説得
していれば…

…人口論者マルサ
ス派の不運を予言
する人だと呼ばれ、
ばかにされただろう

…これは1968年にポール・エーリックとアン・エーリック
に起こったことである

人口爆弾の著者、ポール＆アン　エーリック



まだ半分の森林が存在していたとき

ラパヌイのある長老は、山頂から谷の
景色に見入ったであろう。

そして若かったころ、その土地には伐
採された部分はほとんどなかったこと
を思い出していたにちがいない。

島民はかれらの生命サポートシステ
ムを破壊することを止めるべきだとい
う認識に打たれたことだろう。



When half the 
trees were still 
standing

彼は島民に今のまま伐採を続けること
はできないと警告しようとしたであろう。

材木切り出し人が、「木よりも職だ！」
と叫ぶ声が想像できる。

石像彫刻師は言っただろう。「石像作
りは我々の文明の基盤だ」

宗教指導者は「ラパヌイの女性は神の
ためにさらに多くの石像を作るために、
もっと子供を産まなければいけない」

政治家は「高齢化社会を維持し、経済
成長を刺激するために、もっと多くの
人々が必要だ」



What time is 
it on Earth…

地球は何時だろう…

地球の木や石油の半分
を使い果たした今？

われわれの技術文明は、
ラパヌイの悲惨な運命を
たどるのだろうか？



人口がその環境収容力を超えた後：

人口は有限資源が減耗するまで増え続ける。

その後突然、飢餓、病気、戦争などによって人口が
激減する。

もし環境が回復不可能なほど痛めつけられていな
ければ、人口は再び増加し始めるだろう。

もし回復不可能な状態であれば、人口は絶滅する
か、または環境収容力が低減したために、低いレベ
ルでわずかな数だけが生き残るだろう。



あなたは地球が
その地点まで
到達したと

思っているの？



その質問に対する明確な答えはない。

環境学者、人口統計学者、その他科学者はこれについて調
査してきた。そしてわれわれは2つから4つの要因において、

地球の環境収容力を超えたと計算している。

この分野で有名な学者たちを

Googleで調べると
ウィリアム・リース

ウィリアム R.　カットン Jr.
ポール R. エーリック

ガレット J. ハーディン

デニス＆ドレナ　メードウス

ケネス・スメール

マティス・ワッカーンゲル



Carrying 
capacity 
range

地球がオーバーシュートを始めたのは1950年、
人口が25億人を超えた頃

ある専門家はわれわれの工業社会の
環境収容力はわずか5億人ほどかも

しれないとしている



可能性ある３つの結果

結果　その1

環境収容力に到達し
たときに、われわれが
人口をそれ以上増や
さない場合。

こうなることはもはや
不可能である。

Graph from:  “Limits to Growth – A 30 Year Update”, Dennis and Donella Meadows



可能性ある３つの結果

結果　その2

もしわれわれが生態系を
回復不可能なほど傷つけ
ずに、人口を減らし始め
た場合。

そしていったん人口が安
定したら、経済成長から
安定経済へと移行してい
く。

Graph from:  “Limits to Growth – A 30 Year Update”, Dennis and Donella Meadows



われわれが結果その２を達成できるか
もしれないと説く書籍

「プラン B:ストレス下にある惑星と
問題を抱える文明を救う」

　　著者：レスター・R・ブラウン

「成長の限界: 人類の選択」
著者：ドネラ・Ｈ・メドウス、

　　ジョーゲン・ランダース、

　　デニス・Ｌ・メドウス



可能性ある３つの結果
結果　その３
人口増加の頂点に到達し
つつあり、到達すると人口
が激減する。おそらく20億
人～5億人程度になるだ
ろう。

成長を止めるための強い
行動を今とらなければ、
自然がわれわれの手から
意思決定権を奪い、代わ
りに意思決定を行ってくれ
るだろう。

グラフ：「成長の限界：人類の選択」デニス＆ドネラ　メドウス著より



話のこの時点で言
わせてもらおう

地球人口は毎年7500万
人増えている。

オタワの80倍の都市に
相当する住宅、衣服、食
料を毎年増やしていか
なければならない。

それは毎年カナダの2.5
倍が、世界に仲間入り
することと等しい。



生命サポートのパイは減少している

すべての農業の基盤
である土は、世界の

すべての場所で
なくなりつつある。

帯水層は採り過ぎて
枯渇している

森林は消滅
している

漁場は乱獲
されている

多様性ある生物
は絶滅している 河川は枯渇

している



減少するパイ

すでに60億を超す人々
でパイを分け合って
いるというのに、

さらに20万人ずつ分
け合う人が毎日増え

ていく。



質問の答えを探さなければいけない

われわれは生命サポートシステムに修復
不可能な傷を与えただろうか?

そのための時間がまだあるのだろうか？

イースター島の運命をたどる前に、われ
われは人口増加を止めるのだろうか？



ではどうやっていったいこのような状況にわれ
われは陥ったのだろうか。
第８章はわれわれを大災難の瀬戸際に追い
やった行動をみてみよう。

第第88章章


