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農学と社会・環境



今日の話題

環境問題は人間社会の問題であること

・イースター島の悲劇

・世界の水の危機

特に環境倫理の観点から、考えてみたい。



環境を考える…
イースター島の悲劇



イースター島の位置



イースター島の地理、文化

位置
南米チリの領土である。ポリネシアン・トライアングルの東の頂

点をなし、最も近くに人間の住む英領ピトケアン諸島の南東約2000
キロ、本土チリのサンティゴから西へ3760キロ、タヒチから4050キ
ロ。南回帰線のすぐ南に位置する文字どおり南海の孤島。

自然
島の形は縦24キロ、横12キロの直角三角形をしており、面積は

16,628ヘクタール。火山島のため土壌は溶岩質で樹木は乏しく小川
もない。作物の育ちにくい荒れ地が多く、無数の火山や丘が起伏を
作っている。

経済･文化
集落は一ヶ所でそれ以外の場所には人間はほとんど住んでいない。
人口は2800人程でポリネシア系民族。公用語はスペイン語だが島民
はラパ・ヌイ語を話す。経済は観光と漁業、農業でなりたっている。

みやげもの店もあるがほとんど俗化されていない。



ポリネシア人の大航海

イースター島に人が住みついた時期

アフリカからスタートした長い人類の移動定住の歴史の最
終段階の５世紀ころ

ポリネシア人（東南アジア）による洋上への拡散

紀元前１０００年：トンガ・サモア

紀元３００年：マルケサス諸島

巨大三角形

（ハワイ：北、ニュージーランド：南、イースター島：南東）



西洋による発見からこれまで

1722

ロッヘフェーン(蘭)による訪問（欧米人として始めて）

人口3000人、草ぶきの小屋や洞窟で原始的な生活

1770

スペイン人による併合（植民地支配）：形式的

1877

ペルー人が奴隷として連れ去る、人口減少

最終的にチリ領に、島全体が英国の会社が経営する牧場に

人類学者の疑問（20世紀初頭）

平均６ｍ、600体以上の巨大な石像群と未開状態の暮らしをする人々と
のギャップ → 謎の島に



祭礼に明け暮れた島民

・族長たちのもつ豊富な余暇

→祭礼に（祭祀と記念碑の建造）

複雑な社会構造の成立

・アフ（祭祀場）
300を超えるアフ（祭祀場）の配置
知的水準の高さを証明

・石像の運搬
600体以上の石像（高さ約６ｍ、重さ数十トン）のアフへの運搬、ラノ
ララク（石切り場）に300体以上の未完成の石像が放置
丸太と人力による→森林破壊

※花粉分析から、島が高木を含む豊かな植生の覆われていたことが証明済



衰退の進む島
・氏族間での石像づくり競争
人口増加に伴い氏族間での石像づくり競争が激化
→1600年には森林消滅、土壌流出
作物収量の低下、蛋白源を巡って鶏の略奪、戦乱状態

→喰人の始まり

敵対する氏族のアフの破壊

・人口急減
1400年10,000人、1600年7,000人、現在2,800人

・未開社会に逆戻り

木造家屋から草で作った粗末な小屋や洞窟での暮らしへ



イースター島の悲劇のモデル分析

イースター島の環境モデル
（１）天然資源は固有の成長率で徐々に再生される

（２）島の大きさ以上には天然資源は成長せず、資源量には上限が存在する

（３）人間の経済活動により天然資源の成長は抑えられる

パラメータの設定
天然資源の最大ストック量：Ｋ＝12,000
労働生産性（天然資源採取）：可能労働時間の20％
農業専従者：40％ 自然成長率4%（初期段階で）
最初に上陸した人数40名、4世紀
シミュレーションは１期10年、4世紀から18世紀まで140期



イースター島の人口変動と天然資源の衰退過程

天然資源ストック、人口
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水資源の危機―水の惑星は命を守れるか―



地球の水
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水資源賦存量

地球の陸域全体への降水量は年110兆m3

（一人あたり 2万m3弱）

蒸発散で失われる水を除くと，約7,100m3（／人･年）

自然の水循環の中で平均的な最大限利用可能な量

一人あたり水資源賦存量

人々が実際に取水する水の量は，水資源賦存量の10%以下



水の危機とは何か

１．水は地球上で偏在して存在

都市化や人口増加などに加えて，地球温暖化と関係づけられる洪水・旱

魃により，さらに水の偏在の程度が大きくなった．

2．水質問題
特に飲料水にはきれいな水が求められる．生活用水や農業用水は自助

努力で一定程度の削減が可能であるが，飲料水の節約はできない．きれ

いな水が確保できない状況があれば，人権にかかわる問題とされる．

3．再生可能な資源
水が再生可能であることは，自然に「再生する」ということではなく,人々が
上手に再生しなくてはいけないという意味．



一人当たりの水資源賦存量



世界の地域別降水量と人口（割合）



おもな国の降水量と水資源



大陸別の水事情と将来予測

＊ ( )内数字は全使用量に対する割合（％）を示す．
＊水量の単位はすべてm3／人･年である．
＊データは2000年（『水の世界地図』から作成）．人口.将来人口は2000年，2050年．
＊165カ国の集計，資料のない24カ国（34万人分）は除く．

3,937 1,049124(18)435(62)137(20)3,3831,271（日本）

4,749 88,859190(20)441(70)62(10)7,06160,213全体*

34,33742792(10)664(72)161(18)52,516289オセアニア

15,47911,920327(35)467(50)144(15)23,0248,062南北アメリカ

11,386 6,270263(49)192(36)83(15)9,1527,268ヨーロッパ

1,93217,63019 (7)222(84)23(9)5,0417,921アフリカ

2,22652,61273(11)528(82)47( 7)3,20636,673アジア

将来
賦存量

将来人口
(10万人)
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地域



水利用形態の変化（１）

水利用形態の変化（全取水量）
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水利用形態の変化（2）
水利用の変化（一人あたり/年）
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アフリカの水事情

145101,2001210,000以上

12391,111112,000以上10,000未満

219203,767151,000以上2,000未満

395451,843121,000未満

農業用水
(m3/人･年)

生活用水
(m3/人･年)

人口
(10万人)

国数水資源賦存量
（m3／人･年）



持続可能な水利用

1.8 101 3,3831,271（日本）

0.2 86* 35,4683,454南アメリカ (12)
0.1*―11,410679中アメリカ (12)
2.5 36214,1203,929北アメリカ (3)ア

メ
リ
カ

0.3 86 21,0132,096CIS （4）
0.2*132 3,7431,366東欧 (16)
3.6 2092,9791,184南欧 (5)

0.1*80 45,366188北欧 (4)

0.6*822,1802,434西欧 (9)
15.9 411 1,6062,381中東(15)
1.9*284 3,811739CIS(8)
0.0 239 1,48613,534南アジア(7)
0.3 36*5,4445,213東南アジア(10)
―52 2,30214,806東アジア(5)ア
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ア
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世界の主な農産物における水利用
(2001年)

アジア(50),アメリカ(20)165,0000.19綿花

ヨーロッパ(44),アジア(38)265003.12ジャガイモ

アメリカ(85)491,6501.77大豆

アジア(47),アメリカ(25)21.07穀類計

アジア(42),ヨーロッパ(34)889005.90小麦

アメリカ(55),アジア(26)1121,1006.14トウモロコシ

アジア(91)1891,9005.98米

穀

類
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( )は割合
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日本の仮想水輸入（１）



日本の仮想水輸入（２）

品目別仮想投入水



主要先進国の食料自給率の推移



農畜産物輸入総額に占める各国の割合



地域の共同性がつくる水の維持･管理（１）

西インドの生き生きとした砂漠

インドの乾燥地域ラジャスタンでは溜池灌漑（ジョハ
ド）が古くから発達している．緑の革命による農地拡
大によって溜池が潰され地下水が干上がってしまっ
た．村人たちが総出で溜池を復活させ地下水が元

に戻った．



地域の共同性がつくる水の維持･管理（2）

アフリカ南部のモザンビークの井戸

女性の地位向上，土地浸食の防止や水供給の確保
等のために，日本政府は井戸の掘削に対する援助を
実施してきた．彼女らは依然として毎朝の水汲みの
重労働を強いられている．彼女らには井戸から水を
汲み上げるための発電機のガソリン代や井戸の維持
管理費を払おうとはしない．水を毎日遠くから運んで
少量の水で生活するのが彼らの風習である．



地域の共同性がつくる水の維持･管理（3）

サハラ砂漠南端住民の未来

2025年4月のある朝，サハラ砂漠南端の乾燥地帯
にある氾濫原で，牧夫が牛の群れを，生態系回復
計画の対象領域にある放牧ルートを使って渇水期
用牧草地に導く…．今から40年前に平野のいたると
ころで灌漑稲作が集中的に進められたときとは異な
り，この移動計画を使用しても農家との暴力沙汰の
紛争はもう起きない ．



倫理学とは？

１．道徳･宗教ではない

･･･である ≠ ･･･べきである

２．『善』の普遍的概念は存在しない

善の達成における行為の正当化理論ではない

３．多様な『善』概念の相対化の理論



環境倫理学の２つの観点

古典的倫理観：環境の価値は二次的であり、

人間の福利促進に関する事柄
ここでは、人類の権利の検討によって環境利用が正当化される

新しい倫理観：環境の価値は一次的であり、

人間の福利とは独立な事柄
ここでは、自然の権利の検討によって環境利用が正当化される

一次的な環境倫理の例：樹木の当事者適格の理論（ストーン）

生物共同体論『土地の倫理』（アルド･レオポルド）



３つの環境倫理体系
～福利（Welfare）の捉えかた～

１．フロンティア倫理（あり余るほどの豊富さという神話）

科学至上主義…
環境汚染・資源の枯渇は科学技術で解決可能

２．救命ボート倫理（生き残りが唯一の善か？）

共有地の悲劇の回避…
地球全体の利益の優先,強者の論理

３．宇宙船倫理（分配的正義）

公平性の実現…
生物共同体の福利よりも個々人の福利を優先



宗教と環境倫理？

ユダヤ･キリスト教的信仰…地球と地球上に存在するすべ
てのものは､地球上に暮らす理性的存在者のために存在する

人間の地球との関係を統括する基本原理

→人類のために利益を効率的に生み出すこと
（アダム・スミス）

仏教的信仰…個人的欲望を抑え自らを浄化すべきである。
→消費量を押さえること

最大善とされる自由の否定？


