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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８章　第８章　 –– 　　どうしてこの始末になってしまっどうしてこの始末になってしまっ
たかたか



あなた達みたいな
賢そうな生き物が
どうやってこんな
　ハメになって
しまったの？



問題は、簡潔に言うと

一般的に人類は、この
概念がわかっていない

I=TAP



環境への
インパクト
（影響）

=
ポピュレー

ション
（人口）

アフルエン
ス（豊かさ）
（いくらお金
を使うか）

テクノロジ
（いくつのプ
ロセス、ツー
ル、商品を
使うか）

I = TAP

x xI PAT
これはとても優雅な公式である



T（テクノロジ）
Ｘ

A（豊かさ）
Ｘ

P（人口）

I = TAP の公式
(アイ・タップと発音する)

環境に相乗的に影響を及ぼ
すものは　(インパクト)



I = TAP
インパクトを減らすためにあなたができること

より人の手による労働力を使う （テクノロジを減らす）

　　　または

使うお金を減らす （豊かを減らす)）
　　　または

人の数を減らす （言い換えると、人口を減らす）

　　　または

これら3つのどんな組み合わせでも



• 1968年、ポール・エー
リックとアン・エーリッ
クは、このすばらし
く簡潔で論理的な
公式を説明しようと
した。

人々は聞くことを拒んだ。

エーリックが、この現象を I=PATとして言及した。



わからなくなっ
ちゃった。
公式は苦手
なんだ。もっと
簡単に言って
くれない？



この公式は、T（テクノロジ）、A（豊かさ）、
P（人口）という要因は、それぞれ
積み重なるのではなく、互いに

掛け合わせて増大するということ。

I = TAP

影響 = テクノロジ X 豊かさ X 人口



テレビを製造する資
源、包装、輸送、テレ
ビを見るための電力、
そしてテレビが最終
的に廃棄されるまで
に必要だった資源が
すべて環境に影響を
与えている。

技術についての具体的な例を上げると…

I = APT



何を言いたいか、

わかった。テレビ
を作れば作るほ
ど、もっと影響が
増える、というこ

とでしょ？



そのとおり！
公式の右側の３つの
要素をみてみよう。

I = TAP
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今日、環境への影響は
1960年の約6.5倍である。

考えてみよう。
テレビがまだない時代
には、環境への影響は
まったくなかったのだ！

360万台
2400万台

カナダのテレビ
台数

まずTからはじめよう。 Tの要素

I = APT



Affluence 
means more 
TV sets
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人々が豊かになるとい
うことは、もっと多くの

テレビを買うという意
味であり、環境にさら
に影響を及ぼす。

カナダ人の平均年収に
占めるテレビの価格は
の割合は、1960年に比
べて2003年は11分の1
になった。

1960年、年収
の11％

2003年は
年収の1％

I = T   P

次に、A、豊かさ分を掛ける

A 年収に対するテレビの価格



Population 
increased by 
1.7 times
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74％の人口増は、テレビ
の台数が74％増加したこ
とを意味する…

…そして環境へのインパク
トも74％増加したというこ
とである。

1960年から2003年にカナ
ダの人口は74％増加した。

I = TA
1800万人

3200万人

P 人口増加

次に人口で掛ける。 P（人口）の要素



いかにしてわれわれがこの状況に
陥ったかを理解することは、

解決策を求めるためにも有益である。
もう少し説明させてほしい。



土壌の浸食
水質汚染
生物多様性の損失
植物の受精を助ける生物たちの死
森林伐採
環境破壊
大気汚染

I = TAP



すべての発明、職場や
家庭におけるあらゆる
改善は、等式のTの部
分を増やすことである

I = APT



テクノロジの始まりは、火の
発明と石斧で、それが宇宙
開発にまでなった。

すべての発明は、環境に対
する人類の影響を増大する。

石斧で木を切る
エクアドルのワオラニインディアン

I = APT



たぶん、われわれは他の動物と同じように動物だということ
を気づいていないのかもしれない。

Diagram from: www.nrcs.usda.gov/.../ land/pubs/ib5text.html

人類は有機体である

– 自然の法則にあてはまる

自分たちのために作ってきた人工
的な環境や、われわれが作った
機械は、われわれの生存に欠か
せない自然な生命サポートシステ
ムとわれわれの間に距離をおい
た。

われわれのテクノロジは、自然の
法則を無視している。 これらの自然の法則は、

容赦なくわれわれを
追いつめてくるだろう。

I = APT



他の肉食獣のように、人類
は複雑な食物連鎖の頂点
にいる。

生態系におけるすべての
有機体は、自立している生
命のつながりを形成するた
めに互いにかかわりあって
いる。

http://sofia.usgs.gov/publications/fs/16
6-96/fig1.html

I = APT



連鎖の鎖のひとつを壊すことは、連鎖全体と、つながりのほ
かの部分にも深刻な影響を与える。

人類は生命のつな
がり全体に影響を与
えるということを理解
することなく、連鎖を
壊している。

I = APT



変化は、私たちが気づかないほどゆっくり起きている

人類は冷水の鍋の中のカエルのようなもので
ある。

鍋が火にかけられた。水が温められると、冷血
動物は上昇する温度を感じることができない。

そして不幸にも、茹で上がって死んでし
まうまで、鍋にいるのである。

I = APT



Growing cities, 
minerals, 
pollution

都市が大きくなることで人口や
汚染が増えても、今日と明日で

違いに気づくことはない。

簡単に採掘できる資源はすでに掘り尽
し、もはや採りにくいものしか残って

いないことに気づかない。

重要な変化、たとえば、水銀汚染のよう
なものは、簡単に知覚で察知することはで
きず、科学者の道具や知識を必要とする。

広がる都市広がる都市

乏しい銅の生産乏しい銅の生産

水銀汚染水銀汚染

I = APT



Like the frog…

しかし、カエルと同じように、
われわれは累積する変化に

気づいていない。

したがって、
公式におけるTの部分は

増加し続けている。

I = APT



複雑な世界では、決定的な情報を
得ることは難しい

地球温暖化は人類の活動によってもたら
されているということへの疑いを完全に払
拭することはできない。したがって、現状で
既得権益を持つ人々は、温室ガスの削減
に対する運動を効果的に行っている。

ピークオイルについては、情報が主流メディアに届
いたのはごく最近である。

I = APT



われわれはリスクを正しく評価していないのかもし
れない

もし地球温暖化によって海面が上昇して
沿岸都市が水没して数億人もの人が住居や

職を失う危険性が10％あるなら、
それは大きなリスクである！

ほとんどの科学者は、10分の１の確率よりも

ずっと大きいとしている。

I = APT



お金を使えば使うほど
（あなたが豊かであれば
あるほど）、より多くの資
源を消費する。

I = T   PA



ほとんど誰もが、自分の所得を使い切って生活し
ていることは注目すべきことだ

小さなアパートに住む年収３万ドル
の人々はすべての所得を使う。

豪邸に住む年収２０万ドルの
人々はすべての所得を使う。

I = T   PA



大部分の人々は稼いだお金をすべ
て使う（さらに借金までもする）。多
すぎるお金を持っている人は誰も
いない。

これはつまり、人間は所有物を増
やすことを止められないか、または
生活を向上させることを止められな
いようである。

I = T   PA



Affluence is not just buying an 
SUV.

豊かとは、SUVを購入するこ
とだけではない。

SUVのオーナーは皆悪者だと
非難するのは、たしかに都合
がよい。

I = T   PA



自動車の中で、
SUVは最悪の
乗り物でしょう？



カナダの家やアパートを
買うことができる。

さまざまな製品を
買うことができる。

休暇を楽しめる
ことである。

SUVは確かにものすごく消費をする。
でも、豊かさとは大きな自動車を買うことだけではない。

I = T   PA



我々の世界の悲劇は…

…論理的に推論して、も
し個人が裕福であれば、
贅沢な休暇をとったり、
高価な住宅を買ったりす
るというのは当り前とい
うことだ。

I = T   PA



われわれは日和見主義的な生
き物である。だから個人として
自分が拒むことは、他者がそう
しなければ、それをすることは
論理的ではないように思える。

この問題をより深く追求するためには、ガーレット・ハーディンの
「共有の悲劇」を読むといい。

I = T   PA



Nobody has come up 
with a solution to 
reducing the “A” part 
of the equation.

この等式におけるA（豊
かさ）の部分を削減する
ための解決策は、誰も
思いついていない。

貧困を説くことは
奏功しなかった。

I = T   PA



死ぬ人よりも生まれる人
の数が多ければ、等式の
P（人口）の部分は増え続
ける

I = TAP



我々は強い再生本能を持っている。

再生本能があるから・・・

思春期の少年、少女が互いに強い性衝
動を持つ。

４０歳の不妊の女性が妊娠を切望する 。

男性が女性の体に色目を使う。

たいへんだということを知りつつ

　男女は子育ての責任を請け負う。

I = TAP



人類はその宗教、言語、
人種などによって、自然と
グループ分けされている。

自然な違いがない場合で
も、人工的なグループや
氏族を作り出す。

どのグループでも、その仲間の数を増やす必要がある。

これがI=TAP公式のPの部分を増やす結果となる。

I = TAP



Controlling 
population

人口統制は再生本能に
反することであり、宗教
に反することである。

I = TAP



とても知的で、善意
のある有名な環境主
義者は、増え続ける
P（人口）の部分を完
全に除外して、A（豊
かさ）とT（テクノロジ）
にのみ絞っている。

“ヒューマン・エレメント” は、地球の人
口過剰は言及しない。A（豊かさ）とT
（テクノロジ）の部分を削減するために
人類に何ができるかにのみ、言及する。

I = TAP



I = TAPの公式は、これら３つの要素を削減するこ
とを求めている。

しかしこれら３つの要素のどれかを一つでも自由意
思で削減することは、人類固有の性質に反する。

われわれのテクノロジを減らすため、稼ぐお金を少
なくすること、人口を調節することには、厳しい手段
が必要とされるだろう。

知性としてそれが真実であることを知っている。感
情のレベルでは、自分たちにこれらの変化を課すこ
とは、表面的にしかできない。

I = TAP



第９章では、ピークオイルの影響を軽減する
ためにわれわれに何ができるかをみていく。

第第99章章


