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軟着陸する

ために、人類
は何が

できるの？



注意すること

私の言うことを絶対の真理だととっ
てはいけない。

他の誰もがそうであるように、私
は未来を予言できない。

これから述べるアドバイスは、たく
さんの情報源、私自身の経験、
前章で述べた事実の分析か
ら集めたものだ。

しかしそのほとんどどれも、納得
してもらえると思う。



行動をとるための、様々なレベルにつ
いてみてみよう

1- 個人レベル

2- 近隣レベル

3- 地方自治体レベル

4- 国家レベル

5- 地球レベル



1- 個人レベル

完全な社会崩壊や地球規模の戦争といった最悪事

態に対して個人で備えることは不可能だと思う。

しかしもしカナダ政府がエネルギーの減少による影

響を和らげるための行動をとれば、カナダでこのよ

うな事態が起きることを防げるかもしれない。

もしカナダ政府が必要なことを講じれば、カナダ国

民は悪化する景気後退を徐々に経験することだけ

になるだろう。そしてもしかすると安定経済を確立で

きるかもしれないが、現在よりも生活水準はかなり

低いものとなるだろう。

そのような事態のために、個人レベルでのサバイ

バルプランを立てることは可能である。



1- 個人レベル – 何ができるか

自分を守りたい人は中心部
か、職場の近く、さまざまな
施設の徒歩圏内に引っ越し
たいかもしれない。

郊外の豪邸に住む人が、
それを売りたいと思っても
売れなくなると、狭くても、
便利な場所に住んでいて
良かったと思うだろう。



1- 個人レベル – 何
ができるか:

文化やスポーツ活動は

家の近くでなければ

できなくなるだろう



1- 個人レベル – 何ができるか:

可能なら、超断熱住宅を建てる。も
しできなければ、古い住宅を断熱
補強して、風の侵入を遮断する。
新鮮な空気のための熱回復換気
窓を取り付ける。

景気後退が始まると、暖房のた

めの燃料や電気代は高騰する。

価格そのものよりも、手に入れ

ることも難しくなる。

エネルギー不足によってもっと

も寒い厳冬の時期に長い停電

が起きるかもしれない。

長い停電が頻繁になると、超断

熱住宅であればパイプの凍結

と私たちを凍えから防いで、最

悪の事態から免れることができ

るだろう。



1- 個人レベル

•気密性の高い、薪のストーブを備
える。最低２週間分の薪を用意し
て鍵の掛かったところにおいておく。

資材が安いうちにこれらをやっておく。

２００２年の停電時、５５００万人に影響

がでたことを覚えているだろうか。

将来的に、これは一般的なことになるで

あろう。

政府にはわれわれの面倒を見る予算

はないかもしれない。



1- 個人レベル – われわれにできること

今のうちに補強をしておく（床、浴
室、台所、等々）

可能な限り住宅を維持が不要なよ
うにしておく。維持の不要な外壁、
窓、底板など。

これらは石油危機の最中には
手に入れることができないかも
しれない贅沢品である。

またはこれらを作る材料は、手
に入らなくなるであろう。



1- 個人レベル –
われわれにできること

たとえ小さくても、自宅で菜園が作
れるように、誰もが家庭菜園の作
り方を学ぶようにするといいだろう。

温暖地からの農産物はもはや手
にはいらないかもしれない。手に
いれられるとしても一般人には買
えない価格になっているかもしれ
ない。

都市の家庭菜園だけでは十分で
はないかもしれないが、厳しい時
代において、心の安らぎをもたら
す特別の小さな楽しみをわれわ
れに提供してくれるだろう。

屋上菜園は泥棒も入りにくいだろう。



1-　個人レベル

食料の保存技術を学ぶ。
缶詰、塩漬け、燻製、乾燥

そして可能であれば地下に貯
蔵庫を作る。

寒いカナダでは、新鮮な
野菜・果物は金持ちの手
にしか入らなくなるだろう。

金持ちでない人で、いろい
ろ食べたい人は地元でと
れた果物や市場で売って
いる野菜を保存する方法
を学ぶことは恵みとなるだ
ろう。



1- 個人レベル

エネルギー効率のよい調理
道具をそろえる:完全に平底
の鍋、電気フライパン、圧力
鍋

エネルギーが安価で手に
入る今のうちにやる。

減退が始まるのを待って
いるとこれらの道具を手に
入れるのは困難になるか
もしれない。



1-　個人レベル – われわれにできること

料理をしたことがない人は、作
り方を習っておくことは賢明で
ある。

加工食品はお金持ちしか
手に入らなくなるだろう。
さらに、選択肢は限定され
るだろう。もちろん選択肢
があればの話だが。



1- 個人レベル – われわれができること:

編物や洋裁を習い、まだ安いうちに
ミシンを買っておく。

ジャン・クレチャンたちがカナダ

の衣料業界をだめにしたから、

衣服を長持ちさせるために自分

で修繕することを学ばなければ

ならないだろう。

自分で作るようにできることか

らも利益を得ることができるだ

ろう。



1- 個人レベル – われわれにできること

修理方法を習得しておくこと
は役に立つ。小電気製品の
修理やメカニックの講習会に
でる。また、買えるうちに、必
要なツールを購入しておく。

厳しい時代になると、自分
でものを修理したり、作っ
たりできる人が生き残るこ
とができるだろう。



1- 個人レベル – われわれにできること

個人の財政について

借金をなくす。

ローンを返済する。

クレジットカードで消費財を買わな
い（車を含めて）。

金利が15%、30%、60%にも上昇
したとき、誰も負債を負いたくない
だろう。



1- 個人レベル – われわれにできること

個人の財政について

スキー場、豪華客船、テーマパークな
どが営業困難になるのは、石油が1バ
レル100ドルになるあたりだろう。

観光業界がふたたび強気の相場に
なることはないということを認識しなけ
ればいけない。

この業界に関連する株を持っている
人は、株価に注目していていつでもブ
ローカーに電話できるようにしておくこ
とが賢明であろう。



1- 個人レベル – われわれにできること

個人の財政

航空業界の株を持っている人は、石油減耗が始まる前に分散を計画する。

このすごい航空機は人類の愚行の一つとして、歴史に残るだろう



1- 個人レベル – われわれにできること

体重を減らす必要のある人は、厳
しい時代になってからではなく、今
のうちに減量しておく。

これには、肉よりも豆や穀類を中
心とした健康でバランスの取れた
食事をとることを含むべきである。

減退が始まると、使い捨て用品
やエネルギーに依存しているわ
れわれのヘルスシステムはお
そらく崩壊するだろう。

病気になるのによい時期では
ないだろう。

健康な
体でいな
ければい
けない



1- 個人レベル – われわれにできること:

高齢者は車椅子に対応した
家やアパートへ引っ越すこと
を考えるべきである。

一人暮らしをしている高齢
者は他の人と、おそらくは自
分より若く健康な人と同居す
るほうがよい。

なぜなら失業率や倒産
が増えると、政府は健
康や社会サービスに必
要な税金を徴収できなく
なるだろう。



高層ビルに住む人は、これらの質問
を考えて欲しい

電力不足が定期的に起き始めたら、どう対処す
るべきだろうか?

簡単に自分の階まで上がれるだろうか?

アパートの窓はあくだろうか?

私のビルは独自の水道加圧システムを持ってい
るだろうか（それは電気を使う）?

市場が熱いうちに、私のアパートを売却す
ることを考えるべきだろうか?

どのようなバックアップ暖房があるか?



これらの燃料をたくさんくう
乗り物の所有者は、石油が
減退すると、高い燃料価格
がずっと続くことを理解して
おくべきである。

石油価格に注目し、高騰し
すぎる前に船を売却し、売
値についてあまり言わない
ほうがよいだろう。

遅すぎるよりも、すぐにやっ
たほうがいい。

帆船の操縦を習ったらどうだろう



1- 個人レベル

出来る限り多く、石油に
関する情報を学び、そ
れを人に広める

リチャード
ハインベルグ

コリン
キャンベル

ジャン・ラエル

マシュー
シモンズ

オーバーシュートやピー
クオイルの話題を友人や
同僚にしてみる。

このパワーポイント資料
をたくさんの人に教える。



2- 地域レベル

エネルギーの減退が始まると、特
にセキュリティの面からすべての人
にとって地域コミュニティが団結し
ていることは利点となるだろう。

近所の人が互いに顔見知りである
ことは役に立つだろう。

スポーツ、地元の監視、エネルギー
効率グループのような地域活動に
参加することで誰もが利点を受け
るだろう。



2- 地域レベル

エネルギー減退に備えて、石油危機がわれわれに
影響を与えるまえに、グローバリゼーションの波を
逆にもどさなければいけない。そうしなければ、かな
らず大きな被害を被るからである。

われわれのような普通の人間は、近隣レベルから
始めよう。それはつまりより地域の中で生活し、移
動は足を使い、地域の製品やサービスを購入する。

近所のレストラン、金物屋、書店、食料品店、衣料
店などを利用して支援しなければいけない。

これによってお金が近隣に残り、したがって雇用が
増え、地域経済はより強く、犯罪が減少するだろう。



2- 地域レベル

地域経済信託制度（LETS)を実施するよりも地域経済を強化する方法が
あるだろうか。

くわしい情報は、 “Short Circuit”（Richard Douthwaite著）を読むとよい。
オンラインで無料で読むことができる。



2- 地域レベル

共同菜園を始める
これは市の空き地を区画
に分けて小さな菜園にし
て個人に貸し出したもので
ある。自分の野菜をここで
育てることができる。



2- 地域レベル

有機食品共同組合に参加するか、始める。

これは地域生産者を元気づける
だけでなく、環境的にもよいことで
あり、われわれにより健康的な食
事を提供する



2- 地域レベル

効率のよい共同住
宅を始める

コンドミニアムアパー
トまたはハウジング
プロジェクトの形で
行われる



2- 地域レベル

そこに含まれるものは

発電のための光電池

ソーラー温水システム

菜園区画

緑豊かな遊び場

室内駐車場

ピクニックエリア

保育所

コミュニティセンター

共同食料店

自主的な下水処理

高効率な断熱



3- 自治体レベル

ここは意思決定がなされる
場所なので、

ぜひ参加しよう。

市役所会議に出席する

関係者を知る

市会議員を知る

市議会に参加する

トロント市役所



3- 自治体レベル

市がやっていることで、まちがっていることはたくさん
あり、われわれが正すべきことはいつもある

これら勤勉で善意ある人々は、石油が永遠にあるという
推測にもとづいてオタワ市を運営している。

カナダのどの都市もこのように運営されている。



3-　自治体レベル

市会議員は公共交通網よりも道路の拡張を支持し
ている。

すべてのカナダの都市は
永遠の成長にとりつかれ
ている。

母なる自然が時期がきた
らそれにストップをかける
ということにまだ気づいて
いない。
われわれは自然が寛大
に与えてくれた資源を
盲目的に掘り尽くしてしまっ
ている。



3- 自治体レベル

カナダ国民はこの近視眼的なやり方を
非難し、市議会に対して自動車への

依存を減らしてもっと歩くのにふさわしい
町にすることを要求しなければいけない。



3- 自治体レベル

市議会は小規模の商店
よりも巨大なショッピング
センターを奨励している。

われわれの都市は巨大な多国籍
ショッピングセンター開発やウォル
マートを誘致することで、システム
的に小規模ビジネスを殺している。

これらの大店舗の利益は地域経
済には還元されず、大企業の海外
の銀行口座に転送される。

この有害なトレンドを完全に逆転しなければいけない



3- 自治体レベル

権力を持つ人たちは、ただ角のお店に行くためにも車が
必要なように市街地を設計している。

郊外に住むと、会社、高校、アリーナ、劇場、映画、レストラン、図書館、大学、お
店、教会、病院、消防署、警察、市役所、医療クリニックや薬局などに、歩いていく
ことはできない。



3- 自治体レベル

地方自治体は職場と生活の場を切り離している。

石油が手に入りにく
くなったら、その２箇
所の間を人々はどう
やって移動するのか

考えていない。 オタワのスパークス通りにはショッピングセン
ターとオフィスが混在するが住居はない。



3- 自治体レベル

エネルギー供給が
減退し始めるとき、住宅
地区などに区分けする
地区制の法律は混在を

認めるべきである



3- 自治体レベル

都市はまだ高層ビルを建築している　ｰ　さらに高く

　２０世紀になるとパリには記録的な数
のアパートが建てられた。７階建て以
上のビルはなかった。エレベータがな
かったために、おそらくそれが買い物か
ごを持って上がれる限界の高さとした
のであろう。

　石油時代の終わりを迎え、われわれ
はまだ天に向かう高層ビルを建ててい
る。エレベータが作動するかどうかの不
確実性が増す中、ビルの高さを制限す
ることが賢明ではないだろうか？



3- 自治体レベル

ゴミの撤去について現状維持である

われわれは資源を今まで以上に早く消費している。中
国がこれに加わり、今、年間１千万台の冷蔵庫、２千万
台の車を購入している。

どんな速さで資源を採ってもそれは持続不可能であり、
いずれは枯渇するということをわれわれは認識しなけ
ればいけない。製品を消費し、文明を維持することがで
きる唯一の方法は、可能な限りリサイクルを増やすこと
である。

カナダでは、乗り気のしないリサイクル処理への取り組
みにもかかわらず、１９８０年よりも多くのゴミを生み出
している。



3- 自治体レベル

われわれが取り出した
資源を１００％リサイクル
または再利用することを
目指さなければいけない。



3- 自治体レベル
都市を次のような方法で今すぐに“修復”し始めるべきである：

市街地を小道で結ぶ
歩道橋を数多く作る
自転車専用道路をもっと作る
道路拡張に「停止」をするしめ切りをつける
既存の複線道路に別にバス専用レーンを設ける
商業地区と住宅地を隔離する区画法を取り除く
個人が自宅で仕事をすることを奨励する



3- 自治体レベル

新規の住宅開発を即座に禁じるべきである

その一方で、自治体は何をするべきかを中央政府に
プレッシャーをかける（後のスライド）



カナダ政府は
何を

すべきなの？



カナダ政府がすべきこと – 1

人類は地球の環境収容
率を超えてしまったという
事実から、今世紀のうち
に、環境収容率よりも下
のレベルにまで、人口が
激減するであろう。

成長の限界（人類の選択）：１７８ページ, Meadows, Meadows and Randers



えっと、それな
ら、それを防ぐ
ために何がで

きるの？



地球レベルでは、できることはあまりない

しかし、カナダは特別な立場にある。なぜなら次の
物があるから

タールサンドの石油、鉱物、森林、エネルギー、適当な広さの農地

（カナダで農業に適した土地は全面積のわずか４％しかないことを思い
出すといい）



カナダを “安全地帯”にする

今世紀末までに、飢餓、戦争、病気によって、世界
人口は現在の１０分の１になるかもしれない。

われわれが望むことは、せめて世界の何箇所かで
文明を維持することである：

私はカナダをその１
つにしたい。



われわれは現在の消費スケールを保
つことはできないだろう

… だから、われわ
れは何を保ちたい
かを、自問自答す

るべきだ



まず第一に、私はカナダの原則を尊重
してほしい

それは貧しい国々が自分で自分を助けら
れるようにしてあげることを必要とする。

人口を統制することを望む国は、人口問題
についてカナダからリプロダクティブ・ヘル
ス・サービスのサポートを受けるべきである。



保つべき重要なことだと私が思うもの

芸術と音楽

すぐれた文学作品

人類学と歴史の知識

天文学、物理学、化学、生物学、生態学、薬学な
どから得た科学的知識

カナダの法律による国の運営

カナダの国会制度

環境を尊重した持続可能な健康制度



それなら、何が
問題なの？



私が問題だと思うこと　– 1
カナダは豊富な天然資源に恵まれて
いるが、短期的な利益を得るために、
それを全世界に提供しようとしている。

WTOやNAFTAによって、われわれは
それらを安価で提供せざるをえない状
況になっている。

再生可能な資源（森林、水、土）さえも
なくなりつつある。再生可能な資源を、
それが修復する速度より早く採れば、
それらは再生不可能となる。



私が問題だと思うこと – 1

われわれは世界の市場のために木を切る人、
水をくみ出す人としての名声を再確立した。

　いま、それに加えて、われわれは石油を吸い
出す人となった。



私が問題だと思うこと – 2

過去２０年間、

多くのカナダの

企業は、海外の

ほうがずっと

安く物作りが

出来るという

ことを発見した・・・・



Team 
Canada

任期が終わる前、カナダ
のジャン・クレティエン
首相はカナダ人企業

関係者の大勢の派遣団
とともに中国を訪問した。
これは「チームカナダ」と

呼ばれた。

これはカナダ人の職を絶
滅するために中国の製造
業者と提携することが目

的だった。



私が問題だと思うこと – 2

平均的なカナダの工場労働者は時給16.50
カナダドルを稼ぐが、これに対して中国人
は時給48セントである。したがって中国がカ
ナダに競争で勝つことは簡単だ。

カナダ人の職を輸出することで、カナダの
製造業の多くは効果的に破壊された。繊維、
靴、家具、その他。



カナダ人として、カナダの国際貿易がもとに
している前提を再検証するべきだと思う。

x 成長は良いことである

x 成長は経済に欠かせない

x 成長を抑えるものはすべて悪

x 企業の最初の義務は株主を満足させる

x 最も大切なのはお金である

x カナダの人口は永遠に増えることができる



私がグローバル経済に賛成ではないことを
あなたはもうわかったにちがいない

カナダは破局的な社会崩壊と人口減から逃れるために必要
な要因を持つ、地球上の数少ない場所の一つである。

私の見解では、
その目的を達成
するために必要な
ことは、自給自足に
なることである。

これには、グローバ
リゼーションへの取
り組みを撤回するこ
とが必要である。



私はカナダ政府は
カナダを石油ピーク後の

「安全地帯」
とする計画をたてるべきだと提案する



カナダ政府がすべきこと – 1

人口３２００万人のカナダは、その文明を
持続するために必要なだけの資源に恵
まれている。NAFTAに署名したことで、そ
の資源を３億１５００万人の消費者と分け
合わなければならない。

これは持続可能ではない。

自給自足は、カナダ人だけでなく人類に
とってサバイバル出来るかどうかの問題
である。NAFTAを撤回することはどうして
も必要なことである。

南へ行くカナダ産の石油



•問題は、われわれが石油の
バルブの口を閉めたら、南の
隣人が知らんふりをするはず
がないということだ。彼らはもっ
と小さな利益のために、国々
を侵略している。



カナダは独立国家だ…子供たちのためにわ
れわれの資源を節約する権利がある

地下の石油は銀行にあるお金だという考
え方を採用しなければいけない（ 利子が
つくということ、石油ピークをこえたらその
価値が上昇するにしたがって）。

同様に、森の木もまた、われわれの子孫
のために新鮮な空気を提供する。

同じように、地下に残されている鉱物が、
カナダの将来の世代がこの技術文明を維
持することを可能にするであろう。



産業をカナダに取り戻す

NAFTAとWTOから脱退することは、産
業をカナダに取り戻すための最初の一
歩である。

次に、１９７０年代におこなった「バイ・カ
ナディアン（カナダ製品購入）キャンペー
ンを再度行うことである。

そしてカナダの製造業に補助金をだす。

そしてカナダの企業が輸入した製品に
は関税を課す。

緑の部分は南から吸い込む音が響く場所



カナダの最も重要な人口増加は移民による

カナダの豊かさは天然資源だけが
もたらすものではない。

その豊かさは、多文化的な遺産が
もたらすものであり、世界のあらゆ
る場所からの移民を受け入れたこ
とによる。

残念ながら、移民を制限せざるをえ
ない。



カナダ政府がすべきこと – 2

http://www.greenparty.ca/lp/tiki-index.php?page=Population

カナダの人口を固定する

次のシナリオ
を提案する。



われわれはエネルギー消費を3分の1だけ削
減すべきだと決めたとしよう。

あなたが自分の消費を33％
削減するためにさまざまな
犠牲を払いながら、30年後
にそれにもかかわらず、カナ
ダ全体で消費が33％増加し
ていたら、あなたはどう感じ
るだろうか。

環境への影響を削減したい男性



カナダの人
口曲線をみ
てみよう

カナダの人口は毎年1％増加している

現在の人口は3200万人である

3200万人が1％ずつ増えると30年後には約4300万人になる（1100万
人の増加）



カナダ政府の政策は、人口を毎年1％増やす
こと

1100万人増えることは、それだけ消
費が増加するということ。

それは30年で消費が33％増えると
いうこと。

それはカナダ人が減らした３分の１
の消費減少分を相殺することになる。

これが現在の移民政策によって意図
的におこなわれていることなのである。



つまりわれわれの努力は
すべて無駄になるだろう

車輪は空回りするだけと同じことだ



人口が33％増えることへのその他の懸念

33% 多い道路

33% 多い住宅

33% 多い学校

33% 多い病院

33% 多い農地、スキー場、ビーチ、公園

33% 多い公共サービス

33% 多い行政機関

33% 多いテレビ局、商店、車、ガソリンスタンド、修理工場、

　　　　　競技場、映画館、劇場、等々

われわれは以下が必要になるだろう：



石油や天然ガスが減少する
世界の中で、これらの建築
のためのエネルギーを
われわれはどうやって

手に入れるのであろうか？



そして、農地や肥料や農薬が少なく
なるのに、どうやって増えた1100万
人分の食料を手に入れるのだろう？



さらに、われわれの都市はこれ以上の人口
増加を許容できない

トロントの大
気と水の汚
染問題は、移
民による人口
増加によって
さらに悪化し
ている

トロントのスモッグ注意報



カナダ第3の都市、バンクーバーはどうだろう？

膨張するバンクー
バーのローアーメ
インランドは、フレー
ザーバレーまで拡
大され、鮭の漁場
を破壊し、この地
方のもっともよい
農地も住宅に占領
された。これも移
民の増加によるも
のである。

フレーザーバレー
川の上流の森林伐採による水の色に注目。



私の出身地、オタワについてお話しましょう

1980年、オタワは美しい都市だった。
人口は55万3千人。大都市の快適
な施設はすべてあり、不都合はまっ
たくなかった！

しかしどこの都市のリーダーと同じ
くこの都市も成長にとりつかれた。
今人口は90万人。市を縦断するの
に車で1時間かかり、通勤は悪夢と
なった。

世界最大のスケート場



都市とその住民は増えつづける人
口に関する国家政策の及ぼす影
響に対処しなければならない。



どの国も、独自の移民政策を決める権利が
ある。

なぜこの点にお
いてカナダは他
の国よりも少ない
権利しかないの

だろうか？

それはカナダも同じ!



どの国も、独自の移民政策を決定する義務
がある。

われわれは、自分たちの子供や孫のために、生命のつながりを
守るものを維持する義務がある。

生命のつながりは、
穀物を育てる
ために必要な
土から始まる。

過剰な人口は生命のつながりを破壊する。



移民政策を制限するためにはたくさんの障害がある

まず、われわれはさまざまな民
族の背景を持つ友人や家族が
いる。

これが、これからの移民のため
の扉を閉じることを感情のレベ
ルにおいてきわめて難しいもの
にしている。

私の家族である。孫のガブリエラ、その
カナダ人の父はハイチ出身である。



数千人ものたくさんのカナダ人が、移
民プロセスによって生計をたてている

6020人がカナダ移民局で働いている
世界の多くの国でブローカー
移民弁護士とそのスタッフ
移民裁判所
言語学校
地方自治体の福祉オフィスワーカー
ヘルスケアワーカー 沿岸警備隊に止められる

中国難民

さらに
政治家は当選するために移民からの投票が必要だと感じて
いる。だから政権につく政党は移民に好意的にみられたい。

これらはすべて移民削減に反対するだろう



さらに

過去4年間の建築ブー
ムは、毎年カナダへくる
22万人の移民によって
あおられている。

もし移民を止めたら、建
築にたずさわる数千人
の労働者は職を失うだ
ろう。

彼らはそれを喜ばないだろう。
（後にこの困窮を緩和する方法について述べる）



さらに

ビジネス界やエコノミストは、経
済にとって成長は欠かせないと
する強い信仰がある。

ビジネス界は短期的な利益を
目指しており、長期的なことは
考えていない。

• 企業は移民は不足することの
ない、必要な新しい消費者とし
て、また安価な労働力としてみ
なしている。

成長なしに株式市場は存在できない

TSX GROWTH CHART



移民の問題を提示したらこのようなこと
が起きるだろう

環境収容力について正しく理解していない人々はカナダ
の人口を制限するための環境的な理由があることを否定
するであろう。

理屈的に考える力のない者は、聞く耳をもたずに逆に侮
辱することで対抗してくるであろう。

出身国に家族のいる新しくカナダ人になった人々は論理
的な議論に耳をかさず、人種差別だと怒り出すだろう。

その仕事が移民によって成り立っている人は自分たちの
していることは良いことだと思っており、それに逆らう話を
受け入れることはないだろう。



毎年貧しい国から25万人
の移民を受け入れることは、
それらの国を助けているこ
とだ、という議論をよくきく。

これを計算すると…



世界人口は毎年7500万人増加して
いる。カナダは25万人を受け入れて
いる。

この率でいくと、世界の1年分の増
加をカナダが受け入れるには300年
かかる。

現実的に、これら貧しい国々にとっ
てこれがどのような助けとなってい
るというのだろう？



そしてこれは、カナダの環
境収容力に大きな犠牲を
及ぼしておこなわれている。

もしカナダが移民に使うお
金をその国に直接あげれ
ば、もっとよい目的に使わ
れるのではないだろうか。



われわれの思いやりの心を、理性をもって
使わなければいけない。

われわれが過剰人口、環境破壊、資源減
耗によって自滅したら、貧しい国にとってまっ
たく役にたたなくなってしまうのである。



もし変化の波を作れると
したら、それは環境収容
力と自然は有限だという
概念を広めることである。



カナダ政府がすべきこと - 2

一度カナダの人口を固定したら、それをカナダの
環境収容力のレベルまで減少させる計画を実行
するべきである。

　科学者や素人のチームを結成し、カナダが無
限に許容できるのは何人なのかを決めるための
調査を行うことが重要である。

Anthony Cassilsの “なぜカナダは人口政

策が必要か”を参照



カナダ政府がすべきこと – 3

カナダの鉄道を取り戻す
鉄道はトラックよりも10倍もエネルギー効率がよいので、時代遅れだとし
て廃止した鉄道をもう一度構築せざるをえないだろう。

これに反対
するのはトラッ
ク業界だけ
であろう。



カナダ政府がすべきこと – 4
これらのための資金を調達するために

… そして行うべきことの優先順位をつけるために、カナダ政府は州政府
の協力をえて高速道路を有料にするべきである。

この提案によって
怒りの反論が起き
るだろうが、目的を
達成するためには
とてもよい方法では
ないだろうか？



カナダ政府がすべきこと – 5

寒いカナダの冬に備える

国家の建物条例を変更し、新しい建築、産業、商用、住宅をすべて超断
熱にすることを強制する。

長時間停電してもパイ
プが凍結することはない。

超断熱住宅は普通の住
宅の10％から15％増しの
金額で建築できる。
暖房にかかるコストは

年間100ドル以下まで安く
なる。

超断熱、建設業界もこれによって利益を受ける



カナダ政府がすべきこと – 6

例を通してエネルギー保全を教える

温度計を冬には下げ
夏には上げる

ハイブリッドの
車にする

建物を超断熱にする

すべての病院、研究所
で、使い捨て器機の使

用を禁じる

夜間のオフィスの
電気を消す



カナダ政府がすべきこと – 7

教育の優先順位を再考する

エネルギーが希少になると、人間の体力
にもっと依存しなければならなくなる。技術
スクールのプログラムを格上げし、より多
くのブルーカラーの仕事や農場での仕事
へ人々が行くようにする。



カナダ政府がすべきこと – 8

安定した国家経済は、成長を
必要としない、固定された人口

に基づく。

新しい経済システムをいかに作るかの調査資金を集める
　-　安定した国家経済

http://www.steadystate.org/



安定した
国家経済
と安定した
人口の利
点を考え
てみよう。

新しい建物を作る必要がな
くなる

学校

病院

空港

道路

橋梁

下水道

http://www.steadystate.org/

お金は既存
の設備を改
善するため
に使うことが
できる。



問題は、これまでに安定した国家経済を開発した
社会がないこと。

http://www.steadystate.org/

どうやればよいか、知っている
人はいるだろうか？



カナダ政府がすべきこと – 9

国民に小さな農園を作ることを奨励する

http://www.canadainfolink.ca/canmap.htm

致命的な都会化の傾向を逆にしなければいけない

Percentage Urban vs. Rural Population by Province

80% のカナダ
人は都市に住

んでいる



カナダ政府がすべきこと – 10

アメとして控除や補助
を提供して良い行動を

奨励する

小型車小型車

ハイブリッドカーハイブリッドカー

自転車自転車

公共交通網公共交通網
断熱材断熱材



カナダ政府がすべきこと – 11

ムチとして課税
や罰金を課して
悪い行動をさせ
ないようにする

モーターボートモーターボート
スキースキー

モータースキーモータースキー飛行機旅行飛行機旅行SUVSUV



これらの政府の行動をどうやって実行
するか?

• 人口増加、経済成長の終わりを要求して自分のキャリア
を危うくするような政治家はまずいないだろう。

• もし変化をおよぼすとしたら、ボトムアップでなければい
けない。いいかえると、あなたやわたしがカナダ人を教
育し、政治家にその行動をとるようにさせるのである。



しかし、最初にすべきことは

…カナダの一般国民に、生命の
つながり、環境収容率、オーバー
シュート、ピークオイルがもたら
すものについて、教えてあげな

ければいけない。



いますぐにそれにとりかからないといけない

…どれくらい時間が残されて
いるかわからない。最悪の
場合、数年間かもしれない。



グローバルレベ
ルでは何が出

来るの？



グローバルレベルでは

ほとんどの専門家は地球の環境
収容率をわれわれが超えたこと
に同意している。言い換えると、
世界はオーバーシュートにある。



グローバルレベルでは

カナダ以外にも、ニュージーランドのようにその環境収容
率のなかで生きている国があるかも知らない。それらの国々
はすぐにオイルピークがきても以下を実行して生き残るこ
とができるかもしれない。

再生可能エネルギー資源を取り入れる

エネルギー消費を大幅に削減する

自給自足にする

世界の他の国との経済のつながりを切る



グローバルレベルでは

自由市場経済はすべてを接
続した。

この不健全な相互依存は、経
済が破綻するとわれわれに
マイナスの影響をおよぼす。

つまり経済的につながってい
る国はすべて一緒に崩壊す
るということを意味する。



グローバルレベルでは

カナダはまだチャンスがあるかもしれない。もし
いま、正しい選択をするなら。

しかし世界レベルでは、大幅な淘汰が起きるだ
ろう。それが、疫病みたいに狂ったように増えた
り環境を壊したりする種に対する自然の処理で
ある。



そうならないことを希望する



第10章は、これからわれわれが何処に
行くべきかを提案する。

第９章第９章


