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はじめに 

 
循環ワーカー養成講座は、環境問題と循環型社会に関する基礎的な知識と新しい視点を

提供する年 5 回の連続講座です。 
本年は、『水・食・エネルギー』と題して、われわれの生活に欠かせない環境資源をめぐ

る動向やその保全対策について研究者・実践者のお話をうかがいました。 
第 1 回の丸紅経済研究所の柴田明夫氏には、世界の経済データを駆使して、人口 30 億人

の新興国が本格的経済成長をとげる時代の、資源枯渇の危機とそれに対応した資源価格の

高騰、資源争奪の状況についてお話をいただきました。リーマンショック後の一時的な資

源価格急落に惑わされることなく、高い資源価格時代に対応した経済・産業構造、社会シ

ステムの構築が必要とのご指摘をいただきました。 
太陽光発電所ネットワークの都筑建氏からは、個人住宅が 8 割を占めるという日本の太

陽光発電の特徴が指摘され、再生可能であることはもちろん、エネルギーの自給、地産地

消、災害時のセキュリティー、ピークカット、市民所有の分散型エネルギーであることの

民主的な意義など、さまざまなメリットが紹介されました。また同時に太陽光発電システ

ムの流通、設置、メンテナンスなどの面での多くの課題もご報告いただきました。 
明治学院大学の神門善久先生は、「偽装農家」という強烈な用語で、産廃投棄、無秩序転

用など現状の農地をめぐる問題をご指摘いただきました。マスコミや研究者が大衆迎合し、

農業の本質的問題を隠蔽しており、 大の加害者は都市住民であり、 大の被害者は将来

世代であるとの苦言は耳に痛いものがありました。 
京都大学名誉教授、水制度改革国民会議理事長の松井三郎先生からは、水循環基本法の

制定に向けた、縦割り行政を克服する超党派、産官学市民の画期的な協働での取り組み内

容をご紹介いただきました。ご専門の環境ホルモン研究の話も興味深いものがありました。 
えがおつなげての曽根原久司氏には、山梨県北杜市の限界集落における耕作放棄地の開

墾から農産物の生産・販売、地域の活性化を、都市住民や企業と連携して行なっている事

例についていきいきと語っていただきました。後日、循環研のフィールドワークとして、

われわれも現地で開墾作業に参加させていただきました。 
この記録集の作成にあたって各講師には、不備の多い記録原稿に丁寧に手を入れていた

だきました。この場を借りて、改めて心から御礼申し上げます。 
また、ご協賛いただいた企業の皆様、ご後援いただいた環境省及び中央区には心より御礼

申し上げます。 
 
2010 年 4 月 

特定非営利活動法人 循環型社会研究会 
事務局担当理事 久米谷 弘光 
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【講師のプロフィール】 
 

末吉 竹二郎 （すえよし たけじろう） 
1967 年東京大学経済学部卒業後、三菱銀行入行。 89 年より米州本部に勤務。ニューヨーク支店長、取締役、

東京三菱銀行信託会社（ニューヨーク）頭取を経て、98 年 6 月、日興アセットマネジメント副社長。日興アセット時

代に UNEPFI の運営委員会のメンバーに就任。これをきっかけに、この運動の支援に乗り出す。02 年 6 月の退社

を機に、UNEPFI 国際会議の東京招致に専念。03 年 10 月の東京会議を成功裏に終えた。現在も、引き続き

UNEPFI に関わるほか、環境問題や企業の社会的責任（CSR/SRI）について、各種審議会、講演、TV 等で啓蒙

に努めている。著書：『有害連鎖』（幻冬舎,2007）、『新生日本―21 世紀の切り札は CSR(企業の社会的責任)』
（北星堂,2004）、『カーボン・リスク』（北星堂,共著,2006） 
 
藤野 純一 （ふじの じゅんいち） 
1972 年生まれ、大阪府吹田市出身。2000 年東京大学工学系研究科博士課程修了、博士（工学）。

同年国立環境研究所入所。現在同研究所温暖化対策評価研究室主任研究員。2004 年から脱温暖化

2050 研究プロジェクト（http://2050.nies.go.jp）にかかわり、低炭素社会シナリオを開発しながら全体で約 60 名の

研究者からなるプロジェクトの運営を補佐。現在、2050 年 70％削減に向けた道筋をとりまとめている。著書：『バ

イオエネルギー』（ミオシン出 版 ,共 著 ,2000）、論 文 特集 号 『低 炭 素社 会 のビジョンと実 現 シナリオ』（地

球環境 Vo.12 No.2,共編 ,2007） 
 
槌屋 治紀 （つちや はるき） 
1943 年千葉県生まれ。東京大学工学部機械工学科を経て、同大学院博士課程修了。工学博士、システム工学

専攻。その後、コンピュータ・システム、エネルギー技術などの研究開発に従事した後、79 年(株)システム技術研

究所を設立し、現在、同所長。放送大学客員教授も務める。エネルギー・資源分析、情報科学の手法を使い、持

続可能な社会への道筋を研究し、提案している。著書：『燃料電池』（筑摩書房,2003）、『燃料電池と水素エネルギ

ー―次世代エネルギーの本命に迫る』（サイエンス・アイ新書,2007） 
 
谷口 博司 （たにぐち ひろし） 
1956 年生まれ。千葉大学園芸学部造園学科卒業後富山市役所に入庁。公園、土地区画整理、とやま都市ＭＩＲＡ

Ｉ計画、富山駅周辺整備、交通政策などの事業に従事する。2004 年からは、鉄道を軌道に転換しその再生を図る

プロジェクトである富山港線のＬＲＴ化事業に取り組み、2006 年には開業する。現在は、日本で初めての上下分離

方式による市内電車環状線化事業に取り組んでおり、2009 年の開業をめざしている。 
 
藤村 靖之 （ふじむら やすゆき） 
株式会社 発明工房主宰。1944 年生まれ。工学博士。1973 年より（株）コマツ技術研究所にて熱工学研究室長な

どを歴任。1984 年に（株）カンキョーを設立。発明した電子式空気清浄機クリアベールは、世界記録となる累積

200 万台を販売。 
1999 年には（株）発明工房を設立。発明起業塾塾長も務める。科学技術 庁長官賞、発明功労者賞などを受賞し

ている。 
著書：『エコライフ&スローライフを実現する愉しい非電化』（洋泉社,2004）、『さあ、発明家の出番です！』(風媒

社,2002) 
 
倉阪 秀史 （くらさか ひでふみ） 
千葉大学法経学部総合政策学科教授。1964 年三重県生まれ。1987 年から 1997 年まで環境庁(当時、現環境

省)に勤務。環境基本法、環境影響評価法などの施策に関わる。1994 年から 1995 年まで、米国メリーランド大学

客員研究員。1998 年から千葉大学法経学部経済学科助教授。法経学部総合政策学科の設置に伴い、同学科に

移籍。現在に至る。著書：『環境を守るほど経済は発展する』（朝日選書,2002） 、『エコロジカルな経済学』(ちくま

新書,2003) 、『環境政策論』(信山社,2004) 、『環境と経済を再考する』(ナカニシヤ出版,2006) 
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2009 年度 循環研セミナー 
 

『水・食・エネルギーをめぐる資源争奪戦争』 
 

講師：柴田 明夫氏 

（丸紅経済研究所 所長） 

日時：2009 年 6 月 19 日（金） 18：30～20：30 

場所：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 
はじめに 
丸紅経済研究所の柴田と申します。よ

ろしくお願いします。「水・食・エネルギ

ーをめぐる資源争奪戦争」というテーマ

でお話します。 
資源といった場合、まずエネルギーや

金属資源といったイメージになりますが、

ここにきて水や食料など、これまであま

りそう思われなかったものも資源という

性格をおびてきています。 
今日は争奪戦争というよりも、争奪戦

争にいたる背景や状況の変化についてのお話になるかと思います。 
では、資源とは一体何でしょう。資源といった場合には 2 つの領域があると思います。1

つは人類の役に立つという観点での資源。ここには、エネルギーにかかわらず、水資源、

食料資源、人的資源、あるいは空気なども入ってきます。我々の役に立つ、必要不可欠と

いうことです。もう 1 つは希少性や有限性です。希少なゆえに奪い合いが始まるというこ

と、あるいは希少なゆえに日常の生活の中で我々が選択をしていかなければいけないとい

うことですね。 近では、水とか食料などの再生産可能な資源まで有限化してきており、

そういう選択を迫られる傾向がますます強くなってきていると思います。いったい何が起

こっているのでしょうか。 
 

１．戦後の資源価格の動き 
資源マーケットの変化は、価格の変化となって表れます。たとえば、CRB 指数。これは

国際商品指標でありますが、エネルギーや金属資源、農産物が入っておりまして、資源全

体の動きが見てとれます。戦後、資源価格がどのような動きをしてきたか見てみましょう。 
1960 年以降の CRB 指数の推移を見てみますと、資源価格は大きく 10 年から 15 年くら

いのトレンドを描いていることがわかります。70 年代の初めまでは資源が異常に安い時代

でした。安い資源を使って、日本などは戦後の高度経済成長を遂げたわけです。それから

第一次オイルショックで経済成長が止まるまで、実質 9%台の成長が 20 年近く続いたわけ

です。名目 GDP でいきますと 15～16%ぐらいの成長でした。 
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戦後の成長の過程で資源需給はひっ迫傾向にありましたが、価格の上昇までにはいたり

ませんでした。それが 70 年代に入って価格が上昇しました。引き金になったのは、石油で

あれば第 4 次中東戦争。73 年の第一次オイルショックのちょっと前に世界的な食糧危機騒

ぎがあって、食料の値段もドーンと上がりました。80 年に高値をつけた後は、90 年代まで

20 年にわたり下降トレンドをたどるわけです。 
詳しく見てみますと、原油であれば、1 バレル（約 159ℓ）あたり 2 ドルぐらいであった

のが 80 年にはスポット価格で瞬間的に 40 ドルくらいをつけました。約 20 倍ですが、その

過程で日本の高度経済成長も終わり、いわゆる省資源・省エネルギー型の産業構造の高度

化という形へ移行したわけです。日本は第一次オイルショックでいち早くそういう対応を

したので、第二次オイルショックのインパクトは案外小さかったんですね。 
原油の価格が上がったことにより資源の開発ブームが一斉に起こりました。しかし、多

くの先進国が 70 年代の資源高騰を受けて、産業構造の高度化を果たしたため、80 年代にな

ると一気に需要が緩んで価格は下降傾向をたどります。それが 20 年強続いた。90 年代まで

資源のマーケットというのは、成熟化した先進国が価格を抑えていた時代です。先進国で

の経済成長はそれほど大きな資源需要を生まず、景気変動に応じて緩やかに資源の需給が

変化していたわけです。 
しかし、2000 年代に入ってから状況は変わります。もはや、世界経済をけん引するのは

人口 8 億の先進国ではなくて、合わせて 30 億近いブラジル、ロシア、インド、中国の BRICs
になりました。価格がずっと下降傾向にあり開発投資が遅れていたところに安い資源を使

って中国やインドがいっきに経済成長に入りました。需給がひっ迫し価格が上がる。価格

の上昇を受けて、投機マネーなどもマーケットに入る。それがまた価格を押し上げる。こ

のような構図になっています。 
 
2006 年に私は『資源インフレ－日本を襲う経済リスクの正体』という本を書いて、その

あと 2007 年には『エネルギー争奪戦争』という本を書いています。これらの本を書いた背

景には、資源価格の下降トレンドが終わり新しい上昇トレンドに入ったという見方があり

ました。この上昇トレンドが今後 15 年～20 年くらい続くと見ていた矢先、資源価格が暴落

し、昨年は 5 年前くらいの水準まで下落しました。ご承知のようにサブプライムローンに

端を発した世界的な金融危機が襲ってきたわけです。 
一見すると、資源価格が元のレベルに戻ったと見られがちですが、これは短期的ではあ

りますけれども 100 年に一度の危機が襲ってきたため、みんながなりふり構わず経済活動

を止めた結果です。経済活動を止めた結果、資源価格がストーンと落ちた。けれども、4 月

くらいになると、さすがの金融危機も底が見えてくる。そして、実体経済を見直す動きが

強まってきました。そして、もう一度資源の需要というのが増えてきたのです。 
厄介なのは値段が急に下がったことによって、中長期的な資源需要の拡大に対応するた

めに必要な開発投資というのが止まりかけてきていることです。エネルギー関連の大型プ

ロジェクトだけでも、中東を中心に 90 くらいが止まってきています。一方で、値段が下が

ったことによって中国やインドなどの新興国は、ここぞとばかりに安い資源を買いあさる。

中国は、4 か所の戦略的な備蓄基地を現在設け、将来的にはアメリカ並みの原油の在庫を持
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つと言っています。金属についても国家戦略備蓄を高める姿勢を強めてきています。日本

ではコメの減反強化をやっていますが、食料も中国では将来に備えて戦略備蓄を進めてき

ている状況です。スタンスが全然違いますね。こういった流れの中で、日本はどうしたら

いいのでしょうか。 
 

２．世界経済の構造変化 
ここで 80年代以降の世界経済の成長への寄与度を先進国と新興国とに分けて考えてみま

しょう。そうすると、2000 年あたりから世界経済の構図が大きく変わったことが見えてき

ます。90 年代までは、先進国の世界経済の成長に占める寄与が高く、先進国が世界経済を

引っ張っていた格好です。ところが、2000 年代に入ると、主役が交代します。新興国が世

界経済を引っ張るようになります。成長率も新興国と先進国と大きくかい離するようにな

っています。 
このことから、私は世界経済のデカップリングということを主張しています。デカップ

リングというのは、非・連動の意味で、中国やインドの経済がアメリカや先進国から自立

した経済になってきたということです。 
しかし、昨年 9 月 15 日のリーマンショックを機に環境が一変。中国やインドなどの経済

も大きく後退します。これを見てデカップリングはナンセンスだという見方が出てきまし

た。しかし、方向は連動でも、水準すなわち落ち込み幅を見てみますと、新興国と先進国

とでは大きく違っています。デカップリングは、やはり続いているという風に私は見てい

ます。 
見方を変えて、世界経済の 10 年刻みの平均成長率を見てみますと、戦後の経済成長とい

うのは成長率が 5％と大きく成長した時代と 3％で成長した時代との 2 つにわけられます。

日本の高度経済成長期には、日本の 2 ケタ成長が世界経済を 5％くらいの成長で引っ張って

いました。日本に限らず、西ドイツや東南アジア、NICs（韓国、台湾、香港、シンガポー

ル）といったところが高度成長に入ってきまして、全体として世界経済を引っ張っていた

のです。オイルショックを機に産業構造が変化すると、日本などで成長率が下降屈折し、

その結果、世界経済も 3％が平均的成長に変わりました。それが、70 年代から 90 年代まで

続きました。 
それが、2000 年代になると 2004 年、2005 年と再び 5％成長になります。私は、これを

一時的なブームではなくて再び 5％成長に乗ってきたという風に見ています。今度の主役は、

BRICs ですね。中国やインドです。 
そこに深刻な金融危機が覆いかぶさってきました。2009 年の世界経済の成長率はマイナ

ス 1.3％。マイナスというのは実は初めてです。78 年のオイルショックの時も 1％台。それ

から 82 年からの世界同時不況、湾岸危機の 90 年代初め、それから IT バブルが崩壊した

2000 年と落ち込みましたが、1％台への落ち込みでマイナスになったことはありませんで

した。今回はそれだけ厳しい状況になったわけです。 
 
未曾有の不況というものの構造を見てみないとなかなか資源の話に入れないわけですが、

昨年の後半から世界であらゆる需要が消えました。特にアメリカをみると、自動車では、
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昨年の春くらいまでだいたい年率 1,500 万台くらい売れていたのが、年末になると年率

1,000 万台くらいに落ちます。今年は、5 月分までのデータが出ていますが、年率 1,000 万

台を下回ったままです。昨年の末から、マーケットから 500 万台の自動車需要が消えたの

です。これは日本の市場規模に匹敵します。 
それから、住宅も年率 110 万戸くらいだったのが、年末には 50 万戸くらいまで下がりま

した。半分ですね。2006 年の春の 226 万戸がピークですが、それに比べると 4 分の 1 です。 
労働市場はもっと厳しくて、2007 年までは前月と比べると 10 万人くらい雇用が増えて

いたのが、2008 年になるとこれがマイナス 8 万人になって、年末の 11 月以降 40 万人～50
万人程度、毎月雇用が失われたことになっています。5 月までに延べ 560 万人の雇用が失わ

れたのです。 
何が起こったかというと、まず現金化行動というものがあると思います。そもそも、2006

年の春をピークにアメリカの住宅バブルが崩壊したのですが、住宅バブルが崩壊して、い

わゆるサブプライム関連の住宅証券に値段がつかなくなった。そして、それらを抱えてい

た金融機関の経営を直撃し、一斉に株が売られました。しかし、当時、私を含め多くの人

が楽観的でした。どういうことかというと、個別の金融機関の問題が世界的な金融システ

ムリスクには発展しないだろうと見ていたのです。そして、金融問題が実体経済をここま

で痛めつけることはないだろうとも見ていました。しかし、雇用市場など、どんどん悪化

してくる。実体経済への影響が出てきたわけです。それが、昨年 9 月のリーマンショック

です。 
リーマンブラザーズが破綻すると、いっきに世界的な信用収縮が始まりました。これは

実体経済に悪影響を与えました。企業は帳簿では黒字でも現金がなくなっていくという状

況になったのです。そして、家庭も企業も投機マネーもみな、なりふり構わずあらゆるも

のを現金に換えるという現金化行動をとり始めました。家庭はぜいたく品の購入をやめる。

耐久消費財のメーカーは、需要が消えるなかで、生産調整、在庫調整、設備調整と、生産

能力を需要に合わせて調整してきたわけです。 
同時にエネルギー、金属、食料などの資源マーケットでも需要が消えました。需要が消

えると資源マーケットでも調整を迫られます。調整の仕方には 2 通りありまして、一つは

生産調整、もう一つは価格調整です。昔であれば生産調整に手間取ったんですね。鉱山な

どは国のコントロールが強かったり、労働組合の力が強かったり、情報の伝播というのが

今ほど早くなかったからです。生産調整に手間取っている間に需要が消えてくると、価格

に反映される。価格が暴落するわけです。ですので、昔であれば、まず価格調整から始ま

ります。 
しかし、今回は価格も下がれば、生産調整も一気に起こるという状況でした。それだけ

需要の減少の影響が大きかったのといえます。鉱山の民営化やフラット化世界の到来によ

り一瞬にして情報の伝搬が行われるようになると生産調整も同時に起こったのです。 
加えて、肝心の中長期的な需要拡大に対応するために必要な開発投資までが止まってし

まっています。このツケは必ずどこかで払わなければいけない。いつ払わなければいけな

いかというと、今の金融危機に底が見えてきたその次です。 
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需要が消える中で、資源価格がどうなってきたかというと、原油は 90 年代までは 1 バレ

ル 20 ドル弱でずっと推移しています。安い資源の時代です。それが 2003 年から、毎年 10
ドルずつ平均価格が上がってきています。2003 年は 30 ドル、2004 年が 40 ドル、2005 年

は 50 ドル、2006 年は 60 ドル、2007 年は 75 ドルくらいです。昨年は 150 ドル近くまで上

がりましたが、年末には 32 ドルまで下がりました。平均すると 99 ドルくらいでしょうか。

これは元の値段に戻ったのではなく、不安定になってきてきたということだと思います。 
ここまで資源価格が下がった理由としてまずあげられるのが投機マネーです。マネーゲ

ームという話です。それから、スタグフレーションについても盛んに言われました。スタ

グフレーションは 70 年代の懐かしい言葉ですが、景気後退とインフレが同時に進行すると

いう状況です。しかし、2008 年に世界経済は 3％くらい成長しています。にもかかわらず

スタグフレーションと言われました。 
安い資源を利用して成長してきたゆえに資源の浪費が重なっていろんな環境問題を引き

起こしてきたわけで、私はある程度高い資源価格を容認して、省エネ・省資源の環境対応

型に世界の産業構造を順応させる必要があるのではないかと思います。しかし、今回価格

が下がったことによって、ますます対応が難しくなってきました。世界のエネルギー・石

油の消費量というのは、83 年から右肩上がりできて、25 年拡大基調にあります。それが、

昨年は 25 年ぶりに前年比マイナスになったんですね。石油に限らず、金属資源の価格など

も上がって下がっています。また、穀物価格を見ても昨年歴史的な高値を付けた後、後半

には過去にない暴落をしています。 
しかし、よく見ていただくとたとえば大豆は 12 月に下げ止まって、今反転している。食

料ですから、需要が消えるといっても限界があって、消え続けるわけではないのです。生

活必需品でありますから、いち早く下げ止まる。そして反転する。もう一つのポイントは

下げ止まったレベルです。過去の 高値圏が今回の 安値圏に置き換わっている。昔は 10
年に一度干ばつがあれば投機マネーが入って、10 ドルを超える高騰があって、干ばつが解

消すればまた下がっていくという周期的な変動を繰り返してきたわけですが、今回は暴落

をした値が過去の高値に変わってきているということで、大きくステージが変わったと言

えると思います。穀物食料価格が下がってやれやれということではなて、食料市場はます

ます高値不安定化しているということです。 
何が問題かといいますと、昔の平均的な価格からみると、食料価格が 2 倍くらい上がっ

て、栄養不足の人口が 10 億を超えてきていることです。また、値段が上がったことで開発

投資が増えるかというと、先が読めず控えてしまっている。ますます食料需給がひっ迫し

ていくということです。さらに、食料は絶対必需品でありまして、足りないとなれば国内

の需要を 優先させ輸出を止めることになります。インドやベトナムは米の輸出を止めま

した。米の値段がトン当たり 300 ドル台だったのが、昨年 4 月、5 月くらいは 1,000 ドル

を超えました。世界の 33 カ国で食料不足による暴動とか社会混乱が起こっています。 
今後はといいますと、来年には景気が回復してくると思います。もうすでに米国経済に

は明るい兆しが見えてきています。各国政府のなりふり構わぬ景気刺激策や、落ちるとこ

ろまで落ちた結果、回復傾向になってきているということです。 
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３．高い資源時代の到来 
今のところ、世の中の関心事は、１００年に一度という経済の落ち込みからいかに脱す

るかという方が重要なので資源の問題にまで目がいかない、しかし景気に底が見えてくれ

ば、実体経済を見直すというところに切り替わってきます。金融の機能というのは、そも

そも産業の歯車を回転させる脇役のはずだったのが、脇役が主役に躍り出て暴れまわって

金融危機を招いたわけでありまして、もう一回原点に返って実体経済を見直すという動き

になってくる。 
そうなると、ここ数年の資源価格上昇の構図というのが再びクローズアップされてきま

す。では、原油の価格が 90 年代の 20 ドルから 100 ドルになったのはなぜか。先ほども申

し上げた通り、私は安い資源時代が終わって、新たな均衡点を模索する時期に入っている

と思っています。 
こう考える理由は、世界の経済成長の構図の変化があります。人口 30 億の BRICs が世

界経済を引っ張るようになったのです。過去 20 年間資源の価格というのは下がり続けてい

ましたから、資源の需要が拡大する中で需給がひっ迫し価格が上がる。70 年代と同じよう

なことが起こったわけですけれど、70 年代との違いは、当時とスケールが違うことです。

先進国が経済を引っ張っていた時代から、人口 30 億の国々が経済を引っ張るようになった

のです。もう一つ重要なことは安い資源の枯渇です。もはや安い生産コストの資源という

のは、生産しつくされました。そして、急速に進む地球温暖化。これら２つの危機は誰に

も止められない動きになってきています。 
資源枯渇や地球温暖化は不可逆的なもので、できることは何かというと、省エネ、省資

源、環境対応、技術革新、見つけ残しの資源の発掘、あるいは代替エネルギーや新エネル

ギーの開発です。こういうことを合わせて進めていくことによって、資源の枯渇と地球の

温暖化という 2 つの危機の進むスピードをやわらげていくしかないのです。 
しかし、原油や資源が今までの安いレベルのままでは、これらの取組を同時に進めてい

くことはできません。適正価格はどこかというのを今探っている段階だと思います。世界

経済の構図が変わったという、この点、私のイメージはこの図の感じです。 
では、人口 30 億の中国やインドがいつまで拡大するかというと、70 年代の日本のように

成熟化するまでだと思います。ずっと伸び続けるのではなくて、先進国にいたるまでの過

渡期の現象だと思います。しかし、過渡期といっても中国だけでも 13 億 6,000 万人ですか

ら、時間軸がずいぶん長いですね。2008 年は改革開放 30 周年記念でありましたが、平均

成長率を追ってみると、9.9％です。10％近い成長が 30 年間も続いています。昨年中国は、

ドイツを抜いて世界第 3 位の経済大国になりました。アメリカ、日本、中国。そろそろ日

本を抜いていくという勢いがあります。 
しかし、中国には二面性があります。中国は押しも押されぬ経済大国ですが、望遠鏡の

反対側からみると資源小国であり経済貧国です。どういうことかというと、人口で割って

みると実に大したことはない。一人あたり GDP も昨年は 3,000 ドルです。これは日本の

10 分の 1 くらいです。先進国の目安は一人当たり GDP が 10,000 ドルくらいですから、中

国は 3 倍の拡大が必要で時間がまだまだかかります。 
また、60 年代の日本のように農業部門から非農業部門に労働力をシフトさせる必要が出
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てきます。毎年 800 万から 1000 万くらいの新しい雇用を生み出していかないと、中国は社

社会不安に陥っていくと思います。1％成長でだいたい 80 万から 100 万人くらいの雇用が

生まれますから、800 万から 1,000 万人となりますと少なくとも 8％くらいの成長が必要に

なってくるわけです。しかし、8％の成長を達成するためには、資源が足りない、食料が足

りないという話になります。 
明確に中国が戦略を変えてきたのは、2001 年の 12 月です。この時、WTO に加盟しまし

た。WTO に加盟する前までは、国内の限られた資源を使って成長していたわけですが、

WTO に加盟することによって、中国は 3 つの成長エンジンを手に入れました。輸出によっ

て成長し、外資を導入し、成長に必要な資源を海外から調達するという風に切り替えてき

たのです。8％の成長をすると、だいたい 10 年弱で経済の規模が倍になります。資源需要

も倍になるということです。中国にとって資源価格の暴落は、まさに資源獲得のチャンス

だったわけです。 
 
先ほど均衡点が変わると言いましたが、それは穀物にも同じことが言えます。70 年代の

食糧危機騒ぎを契機にステージが一段上がりました。穀物価格は 2 倍になります。そして、

2 倍になった価格が 30 年間続いてきたわけですが、昨年 30 年ぶりにストーンと上がりま

した。穀物ばかりではありません。たとえば、アメリカ、メキシコ湾岸からパナマ運河を

経由して日本に持ってくる穀物の海上運賃指標ですが、今までは 1 トンあたり 20 ドルでし

た。それが昨年は、160 ドルまで上がりました。経済活動が止まる中で 50 ドルくらいのと

ころまで戻りましたが、また上昇してきています。また、穀物、鉄鉱石と石炭の 3 大バル

クの海上荷動きもずっと拡大して、2003 年から一気に需要がのびて様相が変わってきてい

ます。荷動きが増えたというのは単に量が増えたということではなくて、距離も伸びてき

ています。相乗効果によって、一気に伸びてきている。穀物の動き一つ見てもアメリカか

ら日本に持ってくるのではなくて、ブラジルやアルゼンチンから中国に持っていくことが

増えている。アルゼンチンから中国というのは、地球儀で見ると も遠い所から運ぶとい

う状況ですから、距離が一気に伸びます。 
こう考えてみると、原油価格が 100 ドルを超えたという背景は、慢性的な供給不安に対

して投機マネーが早く何とかしなさいよということでマーケットに入ってきているのだと

思います。もちろん投機マネーには何とかしなければという正義感があるわけではなく、

単に儲けようとして入るわけですが、慢性的な供給不安を突いて儲かると思って入ってき

ているわけです。背景は何かというと、中国やインドなどの新興国の需要拡大に対して必

要な開発投資がなされていないことです。その需要拡大の中身は何かというとモータリゼ

ーションですね。80 年代から世界の石油需要は右肩上がりですが、それは輸送用の燃料需

要が拡大しているからです。ガソリン、ジェット燃料や軽油とかですね。70 年代のオイル

ショックの時は、いわゆる船舶用や発電用の重油に対する需要が増えたんですね。しかし、

重油が上がっても代替品があった。天然ガスを使ったり、原子力を使ったり、水力発電に

戻ったりですね。こういう対応ができたのですが、輸送用の燃料需要の不足となると、ガ

ソリンにはかなわない。値段がドーンと上がってきたことによって、ようやくバイオ燃料

とかの動きも出てきましたが、石油のごく一部を置き換えるという意味合いでしかないと
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思います。だから、ちょっと値段が下がれば燃料電池にしろ、太陽光発電にしろ、ガソリ

ンにかなうものではありません。 
世界の石油需要というのは、83 年以降ずっと増えています。昨年、原油が 100 ドルを超

えた時の世界の石油需要をみると、先進国はマイナスになっている。しかし、新興国の石

油需要というのは増えていて中国はもっと上をいっています。新興国は工業化が進んでい

ますから、なかなか石油の需要が減らない。昨年、IEA は 2030 年に向けての石油の生産見

通しを出しました。需要の拡大とともに生産が増えるという見通しなんですが、中身を見

ると、既存の油田は 2010 年の手前でピークを打って後は減少している。さらに拡大する需

要に対応していくためには、新規の油田や未発見の油田を使っていく、あるいはタールサ

ンドなどを開発していくということになります。 
たとえば、カナダのタールサンドから、石油を取るとなると天然ガスと大量の水を使っ

て、高温高圧の 200 度の蒸気を砂に当ててまず溶かさなければいけません。そしてそれを

軽質油に改造するという手間が必要です。その過程で、また大量の水と天然ガスを使う。

出てきた油と水の混じったものをどういう風に処理するのか。実は開発すればするほど環

境を悪化させるわけです。カナダでは、生産が終わったら植林をしてまた元のレベルに戻

すという要求までつけていますが、そうなると非常にコストの高いものになってきます。

カナダのタールサンドを表面の部分だったらいいですけど、地下 300m とか 400m から石

油を採るとなると、生産コストは 100 ドルでは済まないようです。 
 

４．高い食糧時代の到来 
食料もこういう面では同じでありまして、世界の食料の供給構図を眺めてみると、大量

に生産されている作物は 150 種類くらいです。これは、コーヒーとかココアといった嗜好

品を含みます。これらを単純に足し合わせますと 44 億トンくらいになります。しかし、そ

の 44 億トンのうちの半分は米、小麦とトウモロコシです。特定の作物に人類は食料を大き

く依存しているということです。これをどう評価するかということですが、多様なものほ

ど環境の変化に打たれ強いという観点からすると、今の世界の食料の供給構造は無茶苦茶

に単純化しているわけです。自然の流れに反するわけで、何かが起きた時の影響は計り知

れないと思います。特にトウモロコシなどはアメリカ一辺倒の作物です。世界のトウモロ

コシ生産の４割、貿易の 7 割近くがアメリカ産です。アメリカに次ぐ生産国は中国ですが、

中国は国内で需要が急増してきて、今は輸入国に転じようとしています。こういう流れで、

遺伝子組み換えに頼ればいいじゃないかとなりますが、遺伝子組み換えがあるから将来の

食糧不安は解決したかというと、私はまだ評価が定まらないと見ています。 
こういった状況の中、バイオエタノールに対する需要が出てきました。一時よりは騒が

れなくなりましたが、原油価格が下がったことでおしまいになったのかというと、そんな

ことはなくて確実に生産は増えています。そうなると、食糧市場で 3 つの争奪戦が起こり

ます。まずは国同士の奪い合い。また、エネルギー市場との奪い合い。そして、土地と水

を巡っての農業と工業の間での奪い合い、つまり産業間の奪い合いです。それぞれもう始

まっているわけですが、世界の水の 7 割が食料を生産するために使われているんですが、

工業化が進んでくれば工業用水、次に都市化が進んでくれば、生活用水に農業用水が奪わ
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れるわけです。食料生産においても今までの太陽の光と水と土地があれば、いくらでも再

生産可能といった考え方が危うくなってきます。有限資源化してきているわけです。 
ところで、世界の食料需給はひっ迫傾向にあるわけですが、需給がひっ迫しているかど

うかを何で見るかというのは、年間の消費量に対する在庫率です。全体として、90 年代か

ら下がってきていて、2000 年は年間 3 割の在庫がありました。3 割の在庫というのは 120
日分の在庫です。2007 年には 16％、一時低い時には 14％まで下がりました。2007 年から

2008 年にかけて、穀物の値段は 3 倍くらいになりました。3 倍になればさすがに増産意欲

が沸いて、昨年の穀物生産は約 22 億トンと過去 高の生産量になりました。当然在庫も積

みあがったかというと、そんなでもないです。なぜかというと、消費の伸びが旺盛でそれ

に生産が追いつかないという状況が続いているからです。結果、世界の穀物在庫が取り崩

されてきて、気がつけば危機的なレベルまで下がってしまっています。 
中国が経済成長をして飢えから脱したのが 90 年代の前半です。そこで飢えから解放され

るのですが、今度は新たな需要が生まれ、新しい需給のひっ迫という問題を抱えることに

なります。消費の伸びに生産が追いつかない原因の一つは人口増加ですね。人口を見てみ

ると、1950 年に 25 億だったのが、1990 年には 50 億です。年率 1.5％くらいで人口は伸び

ています。1.5％というのは緩やかなようですが、40 年で倍になるミニ人口爆発みたいなこ

とが起こっているわけです。 
2006 年の人口推計で見ると、2010 年はもう 70 億に迫ります。私が小学生の頃、30 億く

らいだったと思いますが、それに比べれば大変な数字です。そして、2050 年には間違いな

く 90 億を超えてくるということです。いったい地球は何億人養えるのか。いろいろな説が

ありますが、80 億人説というのがありますが、2025 年には 80 億を超えます。あと 15 年

ありますが、食糧問題はますます深刻化してきます。 
これに対して、あまり食糧危機をあおるなという楽観的な見方もあります。どういうこ

とかというと穀物、特に米が 1 トンあれば年間で 6 人か 7 人養えるわけで、22 億の穀物生

産があれば 140 億くらいの人口は養えるといいます。しかし、これは肉を食べなければと

いう話です。 
経済が発展して食生活も豊かになっていく。生活レベルが上がる中で世界の肉の消費量

というのは 80 年には 1 億 5 千万トンだったのが、2000 年代に入ると 2 億 5 千万トンと 1
億トン増えています。先進国でもじわじわ増えてきていますが、 も増えているのは新興

国です。そして、そのうちの半分が中国です。中国の肉の生産量は 90 年代半ばで 4,000 万

トンだったのが、2000 年には 8,000 万トンになっています。10 年で倍になっています。 
ご承知のように肉 1kg あたりどのぐらいのえさが必要かというと、牛肉の場合 11kg、豚

肉 7kg、鶏肉 4kg、卵 3kg で、平均すると 7 倍のえさが必要になります。90 年代で 1 億ト

ン肉が増えたということは、7 億トンの穀物の消費が増えています。生産がなかなか消費の

伸びに追いつけないという構図はこういうところにあります。 
生産の状況を見ても、ずっと拡大していますが、このところ伸び悩んでいます。面積は

横ばい、単位面積の収量を引き上げて生産量を伸ばしているわけですが、単位面積の収量

というのを 60 年代から 90 年代までの 30 年間の伸びと、その後を比べてみると、大きく伸

びることはなくなってきています。生産性を上げるということは、農薬と肥料、窒素、リ
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ン酸、カリウムを大量に与えるわけですが、これがいよいよ限界に来ているということで

あります。これに関して楽観派は、単収は上げられるというのです。アフリカで窒素肥料

を与えてないで生産しているので、窒素肥料を使えば単収はもっと上がるというのです。 
これは理屈の上ではそうですが、技術的な供給可能な曲線と、実際にはその手前のとこ

ろで経済的な供給の制約というものがあります。たとえば、肥料を与えればいいといって

もその値段が昨年は 3 倍になりました。そんな高いものを投入して、水の問題も解決しな

がら、アフリカで米や小麦を作るというのは割が合わないわけです。価格を上げれば良い

かというと、今度は食糧を手に入れられない人口が増えてくるわけです。 
長期的な話をしましたが、目先は今年の 8 月と来年に向けてアメリカで今後どうなるの

かというのが関心事です。穀物の値段が上がってきたというのは、長期的な需給ひっ迫も

さることながら、足もとも厳しいということです。 
アメリカで、昨年生産して今年の 8 月まで持ちこした大豆は在庫率で 3.6％。これは過去

低ですね。14 日分くらいしか在庫がないということです。ここに干ばつが起こったらど

うなるのか。来年はどうかというと、来年もやはり低いままです。トウモロコシは、今年

の 8 月には 2 ケタの在庫がありますが、来年は 1 ケタになってくると予想されます。かつ

てトウモロコシの在庫率が 2 ケタあったころは、トウモロコシの価格というのは 2 ドル 50
くらいでした。それが今は 4 ドルを超えていまして、過去干ばつのときしかない価格にな

っています。 
 
このように、資源・食料というのは、先進国が牛耳っている時代ではなくなってきてい

ます。新興国とうまく言えば分かちあい、実際のところは奪い合っているわけです。こう

いった時期にアメリカはエタノールの生産を増やしているわけです。昨年も 90 億ガロンと

いうレベルでエタノールを生産しました。そもそもこれは、ブッシュ大統領が 2007 年の一

般教書演説で、「20in10」ということを言った。10 年間でガソリンの消費量を 2 割削減し、

その代わりにエタノールの生産を増やすんだということです。増やすべき生産量は 350 億

ガロン。これをトウモロコシになおすと 3 億 3000 万トンで、アメリカのトウモロコシ生産

量のすべてになります。いまのアメリカのトウモロコシ生産量の 33％がエタノールの原料

に向けられているということを考えると、これはありえないと言っている場合ではなくて、

5 割くらいまで上がってくる可能性は高いと言われています。 
アメリカのトウモロコシ生産量の 5 割がエタノールに向けられると、輸出余力がなくな

ってきます。こういう動きを見て、中国はいち早く食料に関して、国家食糧備蓄政策を策

定しました。中国の備蓄の目的には、「3 つの保護」、農家利益の保護、食料市場安定の保護、

国家食糧安全の保護があります。みんな似たようなものですが、中国は不測の事態に備え

て何をしているかというと、主要な農産物の買い上げ価格を引き上げています。米、小麦、

トウモロコシ、大豆、菜種、綿花の 6 作物について、ずっと引き上げてきているんですが、

今年はさらに前年比 1 割から 2 割くらい引き上げています。そして、引き上げれば農家の

所得が増え、増産インセンティブが増し、備蓄も増えるわけです。 
日本は米の備蓄は 1.4 ヶ月分で 100 万トン、小麦が 2.3 ヶ月分で 100 万トンと、米と小

麦を合わせて 200 万トン備蓄している。これで足りるかと言ったら、非常に危ないです。
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中国では、米、小麦、大豆、トウモロコシいう主要な作物のうち、米と小麦はだいたい需

給がバランスしているのですが、危ないのが大豆とトウモロコシです。需要が急増してい

ます。しかし、この 2 つの作物について、中国の政府の姿勢は対照的です。トウモロコシ

は必死で自給しようとしています。かつて 500 万トン以上輸出していたものが、もう輸出

できなくなっている。大豆のほうは、だいたい頭打ちです。輸入をすればいいやというこ

とで、世界の大豆貿易のだいたい半分の 3,800 万トンを輸入しています。 
単純に食料の供給の構図を眺めると、トウモロコシ生産の 4 割、輸出の 7 割近くがアメ

リカで、生産の 2 番手に中国がきます。しかし、先ほど申し上げたように、中国は準輸入

国になろうとしています。では、現在輸入を誰がしているかというと、 大のプレイヤー

は日本で、毎年 1,700～1,800 万トンのトウモロコシを恒常的に輸入しています。飼料が

1,200 万トン、食料・産業用に 500 万トンでありますが、アメリカでエタノール向けの国内

需要が増えてくると、輸出能力がなくなってくる。そして、中国が輸入してくる中で、誰

が日本の 1,700 万トンの輸入を保証するのでしょうか。奪い合いが始まります。 
大豆はもっと単純な構図で、単純なほど近代的かというと、実は脆弱でありまして、大

豆はアメリカとブラジルとアルゼンチンの世界です。生産もそうですが、輸出もこの 3 国

に 8 割から 9 割を依存しています。輸入はどうかというと、こちらも単純で、中国が半分

以上輸入しています。7,400 万トンのうちの 3,800 万トンを中国が輸入している。問題は中

国の大豆の輸入が、2012 年には 5,000 万トンになるという見通しです。日本は 500 万トン

過去 30 年くらい安定して輸入しているんですが、こちらも奪い合いになってくることでし

ょう。 
 

５．世界の水需要 
次に水の問題を見てみましょう。世界の水の消費量というのは、1950 年から 2000 年ま

での 50 年間で一気に伸びているわけですが、伸びのペースが、人口増の歩調に合わせて伸

びてきています。 
水不足の問題というのが、どこに現れるかというと大部分はアジアです。世界の人口の 6

割はアジアにあって、降水量は 36％しかない。もともと水が足りないわけです。中国、イ

ンドや中東の工業化とともに水の需要も増えており、 も水不足が顕著です。 
農産物を 1 トン作るのにどれくらいの水が必要かということですが、穀物の場合は 1,000

トンから 2,000 トンくらい、牛肉ですと 1 トン当たり 16,000 トンくらいです。日本は 3,000
万トンの穀物を毎年輸入していますから、トン当たり 2,000 トンの水が必要とすると、穀

物の輸入量を水に換算すると、ざっと 600 億トンの水になるわけです。600 億トンの水と

いうのは、日本の年間の水の消費量に相当する。食料を輸入するということは、バーチャ

ルウォーターの輸入になるわけです。また、3,000 万トンの穀物の輸入というのは、それを

耕地で作った場合には、1,200 万ヘクタールくらいの耕地が必要です。日本の耕地は全部で

475 万ヘクタールくらいなので、結局農産物を輸入するということは、1,200 万ヘクタール

のバーチャルランドを輸入するということです。 
世界が、耕地が足りない、水が足りないという時に日本は 3,000 万トンの穀物というか

たちで大量の水と大量の耕地を輸入するということをやっている。しかし、国内を見てみ
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ると減反です。100 万ヘクタールの水田の生産調整をしている。40 万ヘクタール近い水田

を耕作放棄している。日本の降水量は年間 1,700 ミリくらいですから、身長 170 センチく

らいの人分くらいあまねく降るわけですが、そのうち利用しているのは、せいぜいひざ下

くらい、2 割くらいしか利用していません。世界では水が足りない中で、資源を遊ばせなが

ら、一方で 3,000 万トンの穀物を輸入するという日本の構図がいつまで認められるのかが

問題です。 
 
需要の伸び以上に生産が増えて、余剰農産物を抱えている中、いかに農家を保護するか

というファームプロブレムが日本の米の問題であり、アメリカの問題でありヨーロッパの

問題です。一方で、いわゆる飢えの問題があります。消費の伸びに生産が追いつかない。

食料品の価格が上がって、食料を食べられない層が出てくるという問題です。 
日本は価格の安定ということで、 高級の品質を安い値でいくらでも調達できた。これ

らの安定はみな今後脅かされるようになります。どれかを少なくとも犠牲にしないと、ど

ちらかが確保できない。安い価格ではなくなってきている。品質についても、食品の安全

の問題・フードセーフティーの問題がある。農業から離れる人も多くなっています。冷凍

技術の発展とかで生産されてから口に入るまでの時間が長くなる。いろいろな距離がだん

だん広がってきてブラックボックス化してくる。ブラックボックスで中身がわからないこ

とで、食品の偽装表示の問題だとか異物混入だとかで、疑心暗鬼が広がってくる。安全性

を確認するための取引コストもかかっています。また、量の問題、量の確保もこれからど

んどん難しくなってきます。 
 
日本を改めてみると、食料自給率は 8 割近くあったのが 40 年かけて 4 割まで下がってき

ました。私が危機的に思っているのは下がり方の問題です。前半の 20 年間というのはまだ

良かった。外食産業とか業務用ということで分母（需要）が大きくなってくるのに、国内

生産がなかなか追いつかなかった。この問題で下がっている。しかし後半の 20 年間という

のは、分母は一定にもかかわらず分子の国内生産がめためたになってきているということ

です。市場が縮小して、需要が小さくなってきているので、結局減反している。 
市場が小さくなる中で、農業の新しい考え方を 99 年に成立した食料・農業・農村基本法

で示しているのですが、その中身が相反します。安全保障を考えれば多少コストを上げて

も国内の自給率を上げるべきだとあります。しかし、農業は市場が小さくなってくるので、

安い値段でも耐えられる農家を育成すべきだともあります。これらは互いに思想が違いま

す。また、農村については、食料を作るだけではなく国土保全とか良好な景観、棚田等多

面的機能を残すべきだという話になります。これも合っていません。 
なぜ合わないか考えてみると、農産物や食料は余っている、過剰だというのが前提の政

策なので合わないのです。しかし、世界の状況をみると考え方を変える時期に来ているの

ではないでしょうか。国内は 大限の生産拡大を目指していかないと、とても無理だとい

うことですね。しかし、これを目指していくことで、自給率 5 割以上になるかというと、

もはやそういう力はなくて 5 割に持って行くのがせいぜいだと思います。しかし、農業が

拡大再生産すれば自給率は上がるし、全国津々浦々の農村・地方の風景は一変する。すべ
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てがつながり合ってくるという風に見ています。自給率もそうですが、いざという時のた

めの力を養成するべきではないかと思います。 
 

６．まとめ 
環境という点で、日本は実に良い立ち位置にあると見ています。日本は 80 年のオイルシ

ョックを契機にして、成長と環境を両立させてきた。日本のモデルというのを粛々と進め

ていき、中国などの周りの国々に憧れをもって見られる存在になるということが日本のあ

るべき姿だと思います。資源の獲得競争で中国にかなうわけがないのですから、日本はや

はり粛々と今の高い資源とか高齢化の世界に合った成長モデルを示していく。ゆったりと

したモデルを示していく。日本の普通の人の生活ぶりが世界からはあこがれをもって見ら

れるということになると日本の存在感も増してくると思います。 



 

16 
 

2009 年度 循環ワーカー養成講座 第 2回 

 

『地産地消太陽光発電の大量普及は何をもたらすのか』 
 

講師：都筑 建氏（太陽光発電所ネットワーク 事務局長） 

日時：2009 年 7 月 14 日（火） 18：30～20：30 

場所：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 
1. 自己紹介 
地産地消太陽光発電の大量普及は何をもたらすかということで今日は話をさせていただ

きます。 
まず、自己紹介をかねて日本の太

陽光発電の普及の実態、これは統計

的なものというよりも本当の日本の

普及の実態についてお話をしてから、

太陽光発電の魅力をお話します。私

が所属している「太陽光発電所ネッ

トワーク」というところは、太陽光

発電を設置した人たちの集まりなん

ですが、そういう人たちがわくわく

するという太陽光発電の魅力を話します。次に、特に個人住宅の太陽光発電の環境活動を

生かすということでグリーン電力証書の話にはいって、それからこの太陽光発電というの

は、メンテナンスフリーという未来が明るくて素晴らしいというだけで通っているが、本

当に大丈夫かという話。そしてこれからは、単純に技術開発だけではなくて、社会づくり

の一環としてグリーンエネルギー事務所の設置をやっていくべきだという主張と、スマー

トグリッドの話をして、 後はへルマン・シェアーというドイツのフィードインタリフの

生みの親の彼に逆襲するという話をさせていただこうと思っています。 
まず、自己紹介です。私は中国生まれですが、3 歳の時に長崎で被爆をするという原体験

があります。まさに科学の粋を集めたものが原爆という形で一瞬のうちに焼野原にしてし

まう。実はこれはこの間 60何年間生きてきた中で、必ずいろんな困難にぶち当たった時に、

必ずここに戻ります。というのは、不条理な世界なわけです。すべてオールナッシングに

してしまう。一瞬のうちに盗人も、いい人も、信心深い人も、無心のおじさんも関係なく、

一網打尽にして無人になってしまうという、そういう不条理なところで、それから先に何

ができるのか、いわゆるどんな希望が持てるのかということをずっと考えてやってきまし

た。ナッシングの状態から何ができるかということをいつも考えています。 
それから、スライドの真中にはマルク・シャガールの絵がつけてありますが、彼はベラ

ルーシの出身です。その右側は両方とも同じ絵なんですが、上のほうはチェルノブイリの

石棺、これはウクライナにあるんですが実際に大きな被害を受けたのはベラルーシで、私

は 1991 年に、チェルノブイリの事故が 1986 年 4 月 26 日といわれているわけですが、そ
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の 5 年後に現地に訪ねています。そこで、援助も含めて放射線の測定に行ったわけです。

自分たちの作ったシンチレーターなどの機器を持って行って、現地のデータを交換し合う

支援活動を行ないました。医療の交換は日本の広島だとか、長野の松本のメンバーはやっ

てましたが、ちょうど同じ時期に放射線の測定データを交換するということで行ったわけ

です。 
ここでも第二の原点と思うものがありました。ベラルーシの原っぱで耕作地と森が交互

にずっと続くような平原があるんですが、よくシャガールの絵の中に、こういう鶏が住ん

でいたり、空飛ぶ恋人みたいな幻想的なものがあります。これは単なる幻想的な絵だと思

っていたんですが、行ってみるとまさにこの雰囲気の世界で、私にとっては天国だなあと

思いました。しかし、シンチレーターなどを用いて測ると、自然の放射能というのは、日

本だと 20 から 30 という値ですが、そこでは、大きな道のところで日本の 400 倍とか 500
倍という値です。さらに、森にちょっと入った途端に何千倍となってくるわけです。美し

い森なんですが、もしデータをもってなかったら美しいという話で、木こりの人だとか、

森での作業を生業にしている人たちはそれを知らないで入って生活しているわけです。そ

いう人たちがある意味一番被爆をするということです。 
この世の地獄といわれるところが美しい。なんというか、逆転した状況といいますか、

そういうことを体感することができました。これは長崎の原爆と同じように、まさに現代

文明を問うている話だと思うんです。 
現代文明の中でどういうふうにサバイバルするかということが私の第二のテーマになっ

ていいます。「懐かしい未来」という言葉をよく使うんですが、この懐かしい未来というも

のを反語的に使う意味は、懐かしいというのは産業革命のところへ戻って考える、自然と

共生していたところから未来を考えるということです。今の現代文明から未来を考えると

いうことではなく、そういうところから考えて自然エネルギーの普及を図っています。 
 

2. 日本の太陽光発電の普及の実態 
今日は太陽光発電を中心に話をしますが、今ものすごいお金をつぎ込んで、太陽光発電の

場合は何でもアリというような状況になっています。たとえばスクールニューディールとい

うものがあります。学校太陽光発電ということで、学校の耐震化とか IT 化というものに 2
兆円近いお金をつぎ込むという風になっているんですが、太陽光発電も 2000 億円か 2500
億円か知らないですが、それくらいのお金をつぎ込むという状況になっています。 
それは世界一を奪還するんだということです。世界一だった日本の太陽光発電の普及量は、

ドイツに抜かれ、スペインに抜かれ、あるいは中国・インドというところが出てきて、第 4
位ないし第 7 位になりました。ここにきて、世界一を奪還しようということで、太陽光発

電の設備をすごい勢いで設置していこうということになっているんですが、本当にそれでい

いのかということです。 
我々は自然エネルギーの普及をしようということでやっていましたから、そういう意味で

いえばいいことなんですが、単純にものを膨らますだけというのでは、どうも話が違うんじ

ゃないかということです。世界一を奪還するということならば、量より質ということで質の

部分で世界一にならなければならないのではないかと思います。 
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それは、自然エネルギーにより安心度の高い世界を作っていくというところで、世界一に

なるということです。先ほど言いましたように、懐かしい未来という原点に立つというと、

どうしても産業革命のところを見逃すわけにはいかない。ここから現代文明が走り出したわ

けです。 
 

 

 
 エネルギー消費量の 5 万年くらいの推移を見てみると、産業革命のところまではだらだ

らだらとある意味で、自然と共存しながら、あっても水車とか風車とか家畜の動力を使っ

てやっていたものが、蒸気機関の出現により、石炭など化石燃料を使って、一挙に現代文

明が花を開くような形で、エネルギー消費が飛躍的に上がっていったということなんです。 
 2012 年くらいで、ピークオイルがくるといわれています。それを過ぎた途端にストーン

と落ちるというような、エネルギー消費そのものも落ちてしまうということが予測されま

す。経済をもっと膨らませなければならないという人たちは、この右肩上がりをもっとも

っと進めていこうと一生懸命になるんですが、それは一挙に崩壊をもたらす直前に来てい

るという風に理解してこれをみると、恐ろしいと考えるべきだと思います。 
 ちょうど 1800 年の 19 世紀のところが分岐点ですから、そこにもう一度ものの考え方を

含めて戻って考えるということが必要ではないかと思います。その時代に戻るということ

ではなくて、その時代に想像を豊かにしながら戻って次の未来を、浪費の社会ではないも

のをイメージしていくことが大事なことではないかと思います。 
 今日は太陽光発電をベースに考察したいと思います。特に日本の場合には、個人住宅が

普及の 8 割を占めるというのが特徴です。 
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 上図は 2004 年度のデータですが、9 割を占めています。2004 年というのは、世界一の

普及と豪語していた時代ですが、世界一というと、巨大な太陽光発電のファームがあって、

メガソーラーがあって、それに個人住宅が少しずつついてあるんじゃないかと思われがち

です。個人住宅で 9 割を占めるというのは想像外だった思われるのではないでしょうか。 
 その 9 割という意味は、すでに今 50 万軒の屋根の上に太陽光発電が付いているというこ

とです。2020 年になると 530 万軒という予測がされています。 
 実は世界一をとったドイツ、あるいはスペインにしろ、アメリカにしろ逆なんです。個

人住宅が 3 割以下なんです。つまり太陽光発電が普及して世界一になったのは、もうかる

から投資・投機の対象だったわけです。普及量を増やすという意味だけだったら、素晴ら

しい政策だと思いますが、中身まで含めた政策としてそれが本物であるかというのは一歩

立ち止まってみる必要があると思います。 
太陽光発電のロードマップというのが、2003 年に作られていますが、今年になってこれ

が見直されています。2003 年に作った内容はここにあるようにキロワットアワーあたりの

発電コストは、いま 40 何円といわれていますが、2010 年で 23 円とか 24 円とかそういう

コストに下げようというのが目標になっています。さらに 2020年で 14円です。さらに 2030
年に 7 円となっています。それぞれ、7 円、14 円、23 円というのは意味があって、23 円の

ところはグリッドパリティーと呼ばれています。要は電力会社が消費者に売り買いをする

値段をキロワット当たり 24 円としていますが、その売り買いをするレベルと同じレベルに

しようというのがグリッドパリティーの意味です。それをさらに低コスト化して 2020 年に

14 円というのは、動力用の業務用の売り買いがそれくらいです。工場などが売り買いをす

る値段です。一番右側の 2030 年の 7 円というのは、発電所単位の売り買いの値段です。原

子力は 5 円、火力発電所は 7 円とか言われています。競争力が化石燃料の発電所のものと

変わらない、つまり競争ができるようになるというロードマップです。 

産業･事業用

4.76%

電力･応用商品

1.94%

自家用･その他

0.01%
民生用

0.66%
公共施設用

2.78%

住宅用

89%

国内市場別太陽
光発電出荷量

　274,189kｗ　2004

年度

光産業技術振興協会資料による
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実はこれが少し変わって、2010 年に 23 円というのは変わりませんが、それぞれ、14 円、

7 円と 2050 年までを目標とするのが大きな特徴になっています。さらにもう少し現実味を

帯びて前倒しで内容がくるようになっています。それだけ業界的にも早くコストダウンが

されていくだろということです。 
先ほど言いましたように 2020 年には、530 万台という個人住宅についているという予測

です。後でそのイメージがどれくらいのものかというのをお話しますが、ロードマップは 4
年くらいの間に大きな変化があって、世界１位だった日本が 7 位くらいに変わって、年間

の生産量が 740 メガワットのところが 3 ギガワットの世界になっている。それぞれの量が

飛躍的に、倍々ゲームのように増えているんで、ロードマップそのものも変わっている。

つまり大量普及ということが目の前に見えているということです。 
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 先ほど言った個人住宅用というのが日本の 大の特色で、これをもっと意味のあること

だという認識を持つべきだというのが、今日特に強調したいところです。 
 個人住宅用太陽光発電が世界でほかにまねができないくらい普及しているということか

ら、太陽光発電所ネットワークという 2100 名を超える全国の太陽光発電を設置をされた

方々のネットワークがあります。ちょっと古い数字ですが、全国に県単位では 18 の支部が

あります。それが今膨らんでもっと増える方向になっているわけですが、2100 という数字

は、50 万世帯というところから行くと、組織率としては低いですが、あまりこれを全部組

織してネットワークしようという気はありません。このネットワークに参加してくる人は

意識化された人たちなので、いま 50 万いる太陽光の設置者の全員が同じレベルで設置をし

ているというわけではありません。 
 太陽光発電所ネットワークは世界一の組織です。つまり世界にはこれだけの太陽光発電

を設置している人たちの組織はありません。愛知万博が 2005 年に行われたときに、こうい

う組織がないか探したり情報収集しましたがありませんでした。しょうがないということ

はありませんが、カリフォルニアにある CC エナジーのメンバーを呼びました。太陽光発電

を設置しようとする人を会員化して、協同組合を作って設置をしようという組織です。そ

のメンバーたちを呼びましたけど、こういう形はないです。これだけのメンバーが組織化

されるというのはある意味すごいことだということです。 
 

3. 太陽光発電の魅力 
今度は太陽光発電の価値や魅力について話させていただきます。実際の 2100 人の人たち

で、地域で集まったりすると、自己紹介となりますが、20 人の 1 グループが 1 時間で終わ
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りません。必ず自分のところのデータを持ってきて、名刺はシステムの写真入りで、少し恥

ずかしい思いもありつつも、自分は発電所長ですと言って胸を張り、わくわくしながら話を

されます。太陽光発電自然ネットワークに参加される方は、太陽光発電の面白さやわくわく

感を会得した方たちです。 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ここに太陽光発電をつけるときのわくわくする項目を出してみました。これがある意味

で、太陽光発電のメリットといわれるところです。 
 日本全国のエネルギー自給率は 4％です。たかだかです。数字をいじくるのが大好きな、

経産省の役人が言うときは原子力入れて 17％が自給率ですという言い方をしています。実

際は水力を入れて 4％です。しかし、太陽光発電を設置した人たちは平均で 43％です。人

によっては、100％を超える形で発電している方もいます。その自給率がすでに 40％、50％
になっている人たちが、50 万軒いるということです。つまり、国・電力会社が配給するも

のに頼らないで、自分で自給をしているということが、非常に満足を覚えるということに

つながる。 
 そして地産地消です。今自然エネルギーの中で、地産地消と本当に言えるのは、太陽熱

エネルギーと、この太陽光発電くらいです。風力もバイオマスも、本当は地産地消と言い

たいですが、現実的には活用できません。実態的に個人レベルで地産地消の自然エネルギ

ーを手に入れるもので もポピュラーで現実的なのが太陽光発電です。太陽熱の温水器は、

業界が崩壊していますからできない形になっているというのが現実の話です。 
 さらにここにあるように、再生可能エネルギーとか、セキュリティー対応という価値も

あります。太陽光発電のシステムを設置すると、自立電気機能というのがあります。1.5 キ

ロまでは系統の電機が止まっても昼間だったら、1.5 キロの電気は作れるという機能です。 
自立運転というスイッチを切り替えるという機能が付いています。電力会社と売り買い

をするわけです。その売り買いをするときに、電力会社のほうで事故が起こったりすると

保護回路が働いて、系統に電力がいかないようになります。そのためにスイッチを切り替

えて自分にだけ電気を供給するようにするのが自立運転回路です。その機能があれば少な

くとも昼間太陽が出ていれば、1.5 キロは発電できます。その 1.5 キロは何ができるかとい

うと、冷蔵庫も掃除機もだいたいのものが動かせます。 
ただしこれは、太陽がどれくらい出ているかによっても違ってくるので、日ごろからそ

１．自給が出来る ・エネルギー自給率4%の中で

２．本物の地産地消 ・自前の畑の野菜のように、

３．再生可能(膨大な) ・地元の膨大な自然エネルギー

４．セキュリティー対応 ・瓦礫の中の光

５．環境負荷が少ない（クリーン） ・地球の自浄能力を助ける

６．フレキシブルさ ・大きくも小さくも

７．市民所有・ネットワーク ・民主的、分散設置、データ

８．ピークカット価値 ・値千金

９．省エネ ・長寿命,エネルギ-マイレージ

10.プラグインハイブリッドとPV ・夜もグリーン電気、自立

11.未来型ライフスタイル ・パネル1枚で生活する
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ういうことをやるような訓練を少しはしないといけないです。セキュリティーというのは

そういうことです。1.5 キロという意味は、単純に電気事業法の中のコンセントというのは

100V ですよね。100V で 15A から、1.5 キロワットという数値になります。そこから規制

をかけて、本当はもっともっと取れますが安全のためにそういう形をとっています。 
 そのほかここにありますように、このピークカット効果だとかいろんな魅力の内容があ

って、それぞれの意味を書いてあります。 
 太陽光発電が温水器・熱エネルギーと違うというのは、市民がデータを持てるというこ

とです。これから循環型社会をどうするか、民主的な社会をつくろうというときに、デー

タを個人で市民側が持てるということは断然大きな差が出てきて、これだけでも意味があ

るなあと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 実感としてこのマップが意味があるなあと思っています。これは多摩川が流れている世

田谷・渋谷・品川・杉並という地域ですが、このお日様マークは我々の会員のマークです。

赤マーク青マークがありますが、会員さんがトントンとたたいたり、門のところで住所を

控えてきたポストルック運動で集めたものです。これだけ見ても、街の中、大都会の中に

これだけ発電所があると、先ほど言ったようにセキュリティー的にも自立できるところが

あると思います。 
 これからの未来を考えるときに、まさに分散型のこういうエネルギー、生活のベースと

なるものを海外あるいは化石燃料に頼らないで自給できる、世界でこういう状態のところ

はないんです。日本がそういう素晴らしい状態になっている。これをもっと使うべきだと

思うんです。役人はその素晴らしさをもっと国民に伝えて、自分たちがやったぞと威張れ

ばいいのに、なかなかそういうところに行かないですね。実はこの数は 4 分の 1 です。今

現在 4 倍はあります。毎日毎日この数はどんどんどん増えているわけです。自立を考えて

いる人たちによって農村であろうと、都会であろうと太陽光発電は広がってきています。 
 今、群馬県の太田市にソーラータウンというのがありますが、あれは 600 軒ある団地、

個人住宅の団地ですがそのうちの 500 件に太陽光発電がついていて、これから太陽光発電

が大量普及したときの系統の乱れがどういう風になるかだとか、乱れをどのように防げる
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かというデータをとっています。それは取り終わっていて、それをやったのは産業総合技

術研究所と関電工と東京農工大のメンバーがやっていましたが、彼らが言うには思ったほ

ど問題はないという言い方をしています。 
 今電力会社がさかんに大量に普及したら系統がぶれて大変だと主張して、何兆円かかけ

て設備を作るという研究会を発足してやっていますが、あれもやらんがために言っている

ような、原子力でやりそうな論法に聞こえてしょうがありません。 
 このマップの意味するところはすごいです。これを世界に持って行って、日本はこんな

形でやっているというのを見せたいです。インドの家畜のふんを屋根の上で乾かすと非常

にいい燃料になります。私も中国の雲南省に行って、そこにも同じような風景があります。

それと太陽光発電というのは、ある意味で違った形の自然のエネルギーの地産地消の象徴

的なものかなと思います。 
 先ほどセキュリティーの話をしましたが、環境省の委託事業で少しお金をもらって我々

が作った「太陽光発電の賢い使い方」というものが環境省のホームページにでてきます。 
 ここにはどういう機能をどういう時に、使えたか使えなかったかという結果を出してい

ます。なかなかこういうテストの集計はないですね。皆さんも見たことないと思います。

是非近くに太陽光を設置している方がいたら、こんなことを知っているか聞いてみてくだ

さい。 
 自立機能があるというのを知っている人というのはほとんどいません。設置をしていて

も 90％くらいの人が知りません。 
 新潟沖地震だとかで太陽光発電がどうだったかというと、実は屋根の上にあるから重く

て壊れやすいのではないかという話がありますが、少なくとも昭和 55 年の建築基準法の改

正以後のものは大丈夫です。太陽光発電があったからぺしゃんこになったというものは見

たことはない。我々のメンバーでも、どんなに探してもつぶれているということはありま

せんでした。 
 太陽光発電を設置しているところで探すと、外観はびしっとしている、しかし中はめち

ゃくちゃでした。茶碗の棚などな倒れたりしていました。屋根が重いというのは、斜めに

締まる方向に力が働くわけです。台風の時にもそうですが、風があって太陽光は飛びやす

いんじゃないかという話があります。実際に飛ぶ例もありますが、それは施工が悪いんで

す。特に軸屋根じゃないこういう 30 度だとか 20 度だとかにピタッとはったものは飛びま

せん。そういう事例が飛んだというのは、何か問題があるということです。 
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 よく言われるのは CO2 の排出量が少ないから環境にいいということです。石炭火力の 20
分の 1 という CO2 の排出量は環境負荷が少ないということですが、環境負荷というのは、

ほかにも NOｘや SOx などがあります。それらも非常に少ないという意味で環境負荷が少

ないということもあります。太陽光発電のメリットが CO2 だけではないということは、頭

に入れておいていただきたいです。 
 エネルギーペイバックタイム（EPT）というのは、太陽光発電を作るために投入したエ

ネルギーを何年で取り戻せるかというものです。1991 年当時は 7 年です。10 年くらいやっ

てやっと取り戻せるという話です。しかし現状は 2 年以内です。モノによっては、2 年を切

って 1 年ということで、このところ出てきている CIS やホンダやシェルだとかの太陽光発

電は、1 年を切るか切らないかのところまで来ています。 
 同じように太陽光発電をするために排出した CO2 を、CO2 を排出しないで発電すること

によって取り戻すという意味の CO2 ペイバックタイムは 1 年とか 2 年という数字になって

います。ということは 2 年たったら、CO2 を完全に出してないということです。このエネ

ルギーペイバックタイムや、CO2 ペイバックタイムから環境に負荷が少ないということが

いえます。 
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ピーク

ピーク

 
 
 もうひとつ、1 年間のうちに電力需要のピークがくるのは 7 月から 8 月です。1 日のうち

のピークになるのは、13 時 14 時です。ここで年間のピークのさらに 1 日のピークの中で、

2 時間とか 4 時間のために用意する発電設備が膨大にあるわけです。そのピークが終わった

らその設備は遊ばせることになります。こういう発電のこぶがあるということに電力会社

は苦労していて、安定供給のためにこのピークに対応する技術が大変なんだから、文句を

言うなという言い方をします。確かに大変です。 
しかし、ちょうどこのピークのときに太陽光発電が一番発電をしています。ということ

は、ピークのところで発電すると、その新たに用意をしなければいけない発電所はいらな

いということになります。それはお金に換算できるじゃないかとなります。その時のピー

クの時間のキロワットアワー当たりの単価は、1 万円を超えると計算をしている人たちがい

ます。ですから、太陽光発電の意味ということではすごい話だと思います。この環境価値

というものを見える化をしようということを今やろうとしているわけです。 
 

4. 太陽光発電の環境価値を活かす 
グリーン電力証書の話をしたいと思います。先ほどから環境負荷の軽減の問題は CO2 だ

けではないということを言っています。グリーン電力証書は、CO2 削減だけに貢献してい

ると勘違いしている人がいますが、実際は CO2 だけではなく、地球にやさしいといわれる

すべてをカウントしたものなんだということです。実はグリーン電力証書は、CO2 取引か

ら考えられたのもではありません。グリーンコンシューマー活動から生まれたものです。 
世界市場とか、経済市場といいますが、その市場をグリーン化しようというのが世界の大き

な流れがあのます。グリーンコンシューマーが選択するときにグリーンなもの、つまり環境

負荷を与えないものを買いますと、その時電力の場合はグリーン電力になるわけです。 
日本の太陽光発電含めた自然エネルギー普及の法律は、日本型 RPS 法というもので、電

力会社に義務的にある一定量を自然エネルギーから供給するようにしなければいけないと

いうものです。日本型と言っているのは、本来だったらグリーン電力証書を使って市場で売

り買いをすべきですが、日本型は電力会社同士で融通するというだけの法律です。市場を介

さないといけないということで、市民参加がほとんど不可能な状態です。自然エネルギー普



 

27 
 

及という点では RPS 法が根幹ですが、これがあるおかげで逆に普及が進んでいないといえ

ます。 
太陽光発電の環境価値は、電力会社に売る分と、自分で昼間消費する分があります。自分

で消費している分は売っていないのでお金にならず、売った分はこの RPS 法で電力会社が

割り当てられた自然エネルギーの分義務として購入し、これが太陽光発電の環境価値という

ことになっています。 
本当は、自分で消費する分にも環境価値はあるのですが、自分で消費する分は何も活用し

ないで捨てていたわけです。それをこのグリーン電力証書という形にして、売り買いをしよ

うというのが、われわれが作ったビジネスモデルです。 
例えば太陽で焼いたお煎餅というものがあります。それは、電気で熱した鉄板で焼きます。

そこの電力は単純に東電の電力を入れている。東電の電力は原発もあるし、火力もあるとい

うブラウンな電力です。それを、太陽光の環境価値を集めて証書化して、その証書化したも

のを購入することでその工場の電力は工場の屋根に太陽光発電が載って発電されたものと

同じとみなされるわけです。そうするとここのお煎餅はグリーンな電力で作ったということ

になるわけです。そうすると、これは CSR にも充てられるし、イメージとしても太陽で焼

いたということで商品価値も上がる。販売にもつながるという意味でグリーン電力証書とい

うのは活用されています。 
次の図が佐賀県が太陽光発電のグリーン電力証書を使った事業です。どういうことかとい

うと、佐賀県がキロワット当たり 40 円で買います。ふつうの電力の倍の値段です。環境価

値を買いますとやるわけです。そうすると、ここの新たに設置をする人たちはそれに応募し

ますということで、環境価値を県庁に譲るわけです。譲った代わりに 40 円がくるというこ

とで、補助金の対象になります。今までの補助はキロワット補助といわれていて設備補助で

す。何キロワットの設備をつけたら補助をするということです。しかしこの場合は、キロワ

ットアワー補助となるわけです。発電をした量に対して補助金を出すということですから、

電気の質と量に対する補助金になるわけです。 

24

PV-Net

佐賀県がグリーン電力の買手（需要者）となる⇒現在は愛知県、葛飾区

グリーン電力発電者を募集

→ 1年分のグリーン電力を提供

グリーン電力
認証機構

県内の太陽光発電の環境価値

“サガン・グリーン電力”

電力会社

佐賀県庁

企業個人

③発電量
実績報告

④第三者機
関による認証

②再委託

①発電委託

⑥県主催
イベントの
グリーン化

⑥庁舎の
CO２削減

・グリーン
電力購入
企業への
優遇策

⑤グリーン電力
証書の発行

８

証書の買手の展開例

⑥委託料支払い

40円/kWhで買取

太陽光発電製造
メーカー等

電力供給
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この効果は単純に環境価値が世の中に流通するということだけではなくて、設置をする

業者たちに非常に影響力があります。ふつう設置業者がでたらめにやっても、キロワット

補助だと設備に対しての補助なので補助金がもらえるわけです。しかしこの場合は、ちゃ

んと発電しないとお金がもらえないということなので、きちっとした施工をするという効

果が大きい内容です。つまり電気の質を上げてとるということと同じ意味です。 
佐賀県がこういうスキームをやったのは、世界で自治体としては初めてです。太陽光発

電の実質的な設置量の多い県は愛知、兵庫、福岡、静岡と続きます。統計上は本社機能が

ある東京都がいちばんなどと言われますが、実質的な量でいえば県単位ではそういうこと

になります。そして、本当の意味で日本で一番普及しているのは佐賀県です。何かという

と普及率です。つまり世帯あたりに普及の量が多いのが佐賀県です。それが 2.4％くらいで

す。全国平均が 0.5％というレベルです。それを維持することを含めて、新しい仕組みを利

用しようというのが佐賀県の取り組みです。 
 

5. 太陽光発電は本当に大丈夫か？ 
太陽光発電が本当にクリーンで素晴らしい内容で普及しているかというと、クエスチョ

ンマークだという話をこれからします。 
今メンテナンスフリーとかそういう形で売られていて、いかにも素晴らしいという話で、

皆さんがこの話題であまり否定的な話にはならないと思います。 
実際一番問題なのは説得商品だということです。これだけの世帯についていることの一

番の功労者は、訪問販売の人です。1 にも 2 にも訪問販売の人たちの努力を讃えてあげろと

いうことは、本当にやらなきゃならないことだと思いますが、いかんせん訪問販売の人た

ちの感覚は金なんですね。お金のために訪問販売するわけです。玄関をトントンと叩いて、

後は環境にいいから買おうと言わせるには、相当のテクニックと頑張りがないといけま

せん。 
この訪問販売のもっともダーティーな話は太陽熱温水器の世界です。いま太陽熱温水器

の出荷量が、700 万台といわれますが実際何台屋根に載っかっているかというデータはあり

ません。載っている物のうち、何割がまともに動いているかというデータもありません。

ソーラー振興協会というところがあります。ソーラーシステム、温水器を売っている業者

の集まりですが、そこもデータを持っていません。業界が崩壊しているわけです。 
朝日ソーラー事件というのがあって、50％以上のシェアを持っていた朝日ソーラーは訪

問販売で摘発・告発されて会社が解散することになったわけです。ということで、温水器

の実態が全く分からないということだけではなくて、 もひどいのは、逃げるということ

です。オーバートークで 1 台でいいところで 2 台付けるとか、2 倍の料金を払わされたとか

があるわけです。もっと悪いのは、補助金がある地域に行って、アパートを 10 人くらいで

借りて回るわけです。回って、ばたばたばたっと付けて大体終わったなとなったら、その

事務所を引き払うわけです。どんどん遠くに本社がありますと言って逃げて行くわけです。

ほとぼりが冷めたころにまた別会社の名前でそこに戻ってくるわけです。 
それが太陽熱温水器の世界で崩壊してしまったから、今度太陽光発電に来ているわけで

す。シャープとか京セラとか三菱などありますが、例外なく訪問販売を使っています。そ
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れが一番成績が上がるからです。 
しかしこれから本当に太陽光発電の普及をしていこうと思ったら、価格を下げるために

も訪問販売のシステムを変えなければなりません。つまり選択商品にする必要があります。

訪問販売するというのは、利があるから訪問販売をするわけです。消費者の立場からする

と選択肢が狭まっているわけです。例えば、家電量販店で選ぶということができれば違っ

てくると思います。しかし、ヤマダ電機もビックカメラもヨドバシも 1 社しかやっていま

せん。あれは、家電量販店の持っている特色を殺している話で、ユーザーが選択をできな

い状態にあります。その意味の選択商品にするということが必要です。大量普及時代の流

通構造を作るカギは環境価値にあります。その環境価値をどう作るかということですが、

流通構造の実態はこんな感じです。 
太陽光発電所ネットワークで、経産省の委託で全国にヒアリングをしたりアンケートを

したりした内容ですが、このような調査はほかにないので非常に貴重なデータです。 
実は皆さんは京セラのものを買いましたといわれるんですが、ここはつながっていません。

買ったところの設置販売店だとか業者は行き来していません。そういう状態の現状です。

それをやっぱり変えないといけません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに賢いユーザーにならなければならないという意味は、ここにもひとつあります。

いま 3 キロワットの太陽光発電を付けたという人がいるとします。3 キロワットをつけて 3
キロワットを発電したという人はいません。大体 7 割くらいが標準の発電量です。売る時

に 3 キロとして売るのは表示法の違反になるくらいの内容です。現実的に言うと気候区分

帯で変わるということをきちっと言ったうえで売るということが必要です。この表示の研

究会が今進んでいて、表示の仕方も変わってくると思います。 
業界の実態というところで、施工がある意味誰でもやれるんです。施工師認定などの制

度がありませんから。今あるのはメーカーの研修を受ける時にもらう ID 番号だけです。い

太陽光発電の流通構造（経産省資料）

「ハウスメーカー」ルート 「販売店」ルート 「卸売業者」ルート 「家電系販売①」ルート 「家電系販売②」ルート

メーカー メーカー メーカー メーカー メーカー

メーカー総販売元 メーカー総販売元 メーカー総販売元 メーカー家電系総販売元 メーカー総販売元

ハウスメーカー 卸売業者 メーカー家電系_系列会社

卸売業者 卸売業者

販売店 販売店 販売店 販売店 販売店（家電小売店） 販売店（家電小売店）

設置者 設置者 設置者 設置者 設置者

「販売代理店①」ルート 「フランチャイズ店」ルート「販売代理店②」ルート

メーカー

メーカー総販売元

販売代理店

販売店

設置者

メーカー

メーカー総販売元

販売代理店

設置者

メーカー

メーカー総販売元

フランチャイズ店

設置者
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まメンテナンスフリーで 20 年 30 年持ちますといいますが、そんなものではありません。

完全にメンテナンスフリーではなくて、ホットスポットといわれる、電流がうまく流れな

いところが熱を持って、黒こげになるというものがあります。これは少なくありません。

経年変化で劣化ということもあります。だから賢いユーザーにならなければなりません。

テレビの宣伝や業者からメンテナンスフリーだといわれて、ぼんやりといいものを買った

と喜んでいるだけではだめです。 
データは次の図表のようになります。これは予測発電で、こういうところの場所のこう

いうものがあればどれだけ発電するかというのがシミュレーションで出てきます。実際の

データが折れ線のマークですが、それをずらして設置をしたのが移設とあります。移設を

するとこういう風になる。こういう形で、データを持ってこういうチェックをする。我々

は健康診断といいますが、それをしないとベストパフォーマンスは得られない。つまり、

メンテナンスフリーではないということです。 
 

０さん宅の健康診断 （改善前）

2005年9月現在

2004年6月～

 
 

いま 50 万いらっしゃる太陽光発電の設置者はものすごくお人好しです。まあ発電してい

るだろうというくらいの話で、実は 2 カ月発電していなくても知らないという人もいます。 

また、設置直後から 3 系列のうち 1 系列は動いていなかったという人もいます。太陽光発

電所ネットワークに加入すると、健康診断をして、メーカーがやるものよりもレベルの高

いこういうシミュレーションをやるわけです。それによってデータがわかってくるという

ものなんですが、2 年間発電していなかった人がパッとそれを突き付けられます。それを設

置業者に持っていくと、それは天気のせいですもうしばらく見てくださいと言われますが、

太陽光自然ネットワークがフォローしたデータを持っていくと、一発でメーカーが飛んで
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きます。別に我々はメーカーいじめをしようというわけではなくて、データを開示するこ

とで改善され、業界が機能して発展していくことを願っています。 
 

6. グリーンエネルギーオフィスとスマートグリッド 
大量普及するときには人材を育成するということがどうしても必要です。2020 年に 350

万の太陽光発電が載っかるという時代に向けて、まず人材を育成するという意味で、こう

いうグリーンエネルギーオフィスというものを全国に展開することが必要です。 
後にスマートグリッドのイメージの話だけします。これは NHK スペシャルで出てきた

ものですが、ここに家があります。この車も意味があって、プラグインハイブリッドとい

う自動車、あるいは電気自動車です。太陽が照っているときはこの車に蓄電できる。こう

いうものを IT でチェックをしてコントロールするというのがスマートグリッドのイメージ

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いまアメリカがこれをメインでやろうということで、

オバマ政権がグリーンニューディールの目玉にしてい

るわけです。 
下のほうは IBM の資料ですが、こういうスマートメ

ーターをそれぞれ付けて、自分の消費電力の状態だとか

をチェックようになっています。ヨーロッパも結構つい

ていますが、本当は日本のほうがはるかにスマートグリ

ッドをやるレベルは高いです。しかし電力会社の体質が変わらないと難しい話かなと思い

ます。 
日本では発電、送電・配電が電力会社に一元化されていて、ドイツは発電が国有、送電・

配電はそれぞれ民間業者を選べることになっています。そういう意味で、スマートグリッ

ドがレベルとしては、日本のほうがアメリカなんかの系統連係より安定して高いんですが、

こういう意味のスマートグリッドが現実のものになるというのはなかなか難しいと言われ

38

グリーンエネルギーオフィス

グリーンエネルギーセンター(GEC)

九州ブロック 関西ブロック 中部ブロック 関東ブロック

県単位オフィス 県単位オフィス 県単位オフィス 県単位オフィス

NHKスペッシャルより
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ます。 
このスマートメーターを使って消費量を明らかにすることはカナダなどで行われていま

すが、これは太陽光発電所ネットワークに参加している人もやっていることです。自分た

ちで発電電力量計だとか、消費電力量計をカウントしてメモを取っておくことで、省エネ

10％を達成した人たちがたくさんいます。そういう意味では、なにもかっこいい話をしな

くても自分たちの地に着いた形でやっていく、市民側が自分たちでできる形でやることで、

社会が民主的にもなるし、自分たちに一番利益になると思います。 
 

 
 
7. ヘルマン・シェアー氏への逆襲 
 後になりますが、フェルマン・シェアーにベルリンで会って話をしたときに彼は、「日

本人は不思議な人種だ、もうかりもしないのに太陽光発電をこんなにつけて世界一になっ

ているんだ。どうしてもわからない。しかし、日本を追い抜いて見せる」と言いました。

つまり、日本をまねして追い抜いてみせるという言い方をしたわけですが、 終的に出て

きたのはフィードインタリフの買い取り義務法で、全然まねではなかったのです。投資を

促すことによって、世界一になったということです。 
今度日本が世界一を取り戻そうというときには、同じ量を取り戻すということではない

だろうと思います。我々が本当に世界一になるということは、地産地消で自給できて、災

害に強くて、ピークカットに貢献し、そのほかいろいろなメリットにあふれた太陽光発電

のある地域社会をつくっていく。そういう質的なことで世界一になることに意味があると

思います。 
そこで「逆襲しよう」というわけです。数だけだったら、ドイツならまだしも中国・ア

メリカと競争なんてできません。アメリカは風車なんかは世界一です。中国も太陽光発電

は、日本を抜いていくのは目に見えています。そういうところと数を競おうというのは、

大東亜戦争という感じですね。そういうところに進まないように、スマートなユーザーを

自分たちで作ろうというのが我々の答えではないかと思います。 
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2009 年度 循環ワーカー養成講座 第 3回 

 

『農業問題の本質－言霊の跋扈がもたらした混乱－』 
 

講師：神門 善久氏 （明治学院大学経済学部教授） 

日時：2009 年 8 月 31 日（月） 18：30～20：30 

場所：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 
1. 蔓延する非営農目的の農地所有 
 初に、ちょっとショッキ

ングなお話をします。いま産

廃業者でも不動産屋でも農

地を利用できます。もちろん、

彼らの目的は農業ではあり

ません。近い将来に、産業廃

棄物の投棄や宅地開発をあ

てこんで農地に手をつけて

います。 
実際、農地に産廃が投棄さ

れるのは、決して珍しいこと

ではありません。いま、産廃

の不法投棄の四件に一件が農地であるといわれています。また、違法脱法も含めて農地が

無秩序転用されています。 
皆さん方が農地への産廃投棄や無秩序な農地の転用を見つけて、農水省に変じゃないで

すかと言っても無駄です。農水省の管轄ではありませんので、市役所に相談してください

と言われます。市役所に行けば、適切に利用されているとか、適切に指導されているとか、

言われてそれでおしまいです。 
これから、農地利用はもっと無軌道になります。今年の 6 月の農地法改定で、不動産屋

や産廃業者がもっと農地を利用しやすく法律が変わりました。また、農地転用もより容易

になりました。どうやら、全面的な農地規制の撤廃に向けて、戻れないところまで来てし

まったようです。 
優良農地のど真ん中が耕作放棄されたり、転用されたり、産廃投棄されたりすると、周

辺で真面目に農業をやっている人たちにも、水回りが悪くなったり、病害虫が発生したり

で迷惑になります。地域全体の土地利用が非効率的になり、非農業部門にも悪影響を与え

ます。農地の持っている湛水機能なども失われ、環境破壊にもなります。 
さらに困ったことに、マスコミや識者も、農地の利用規制の撤廃を声高に求めています。

つまり、農地の無秩序化に向けて、歯止めなき暴走状態です。 
なぜ、こんなことになったのでしょうか？農水省が悪いのでしょうか？農家が悪いので

しょうか？マスコミや識者が悪いのでしょうか？実は、あなた方、つまり、都市住民にも
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原因があります。それが今日の話の結論になります。 
農業問題において何が問題かというと、非営農目的の農地所有が蔓延していることです。

とりあえず省力化技術が進んでいる稲作で農業の体裁を整えながら、機をみて土地を売り

ぬこうとしている農地所有者が多数派で、私はそういう農家を「偽装農家」と呼んでいま

す。偽装農家に類するものとして、「土地持ち非農家」があります。農業をしてないけれど

農地を持っているということです。それから「ダミー農業生産法人」というのがあって、

産廃業者が農業生産法人を作って、違法な産廃の処理・処分を含めて農地利用を行なって

います。 
皆さんが一般にイメージするのは、農家というのは昔ながらのお米を中心に作っていて、

農業で生計をなしていて、農業のために農地を持っているというイメージを持ちがちです。

昔話に出てきそうな、貧しいけれど純朴な農家のイメージです。しかし、現実にはそうい

う昔ながらの農家なぞ、まず見当たりません。実際には、偽装農家やら土地持ち非農家や

らが農地所有者の多数派です。 
一生懸命農業やっている人たちもいます。しかし、彼らも、昔ながらの純朴な農家像と

は大きく異なります。彼らは、稲作に固執せず、さまざまな農産物を作っています。また、

何十年も前から、農産物加工だとか、観光だとか、いろんなものに手を出しています。マ

スコミや識者は、規制を緩和して企業の農業参入を促してはじめて農業生産と農業関連産

業が結びつくかのように議論したがりますが、それは大嘘です。 
 

2. 言霊との闘い 
農家といえば貧しいけれど純朴というのは、一種の言霊です。農業というのはやたらと

その類のノスタルジックな言霊が多くあります。 近、財界やら識者やらがやたらと農政

提言をしますが、ほとんどのものは、言霊の中で架空の農業論をピーチクパーチクしてい

て、現実の農業が、どこかに行ってしまっています。 
いま、農業ブームとか言って、やたらと農業を美化した論調が流行ります。これは 70 年

前の満州ブームに似ています。満州を夢の国のように描き、政府も財界も一致して、満州

移民を推奨しました。開拓を満州って本当はどんなところなの？本当に満州はそんな夢の

世界なの？もしも本当に日本の将来を考えるのであれば、そういう疑問を持って、満州の

現実を精査をしたはずです。ところが、満州を美化しないと、非国民にされました。 
それは 70 年前の我々がばかだっただけで、いまの我々は賢いから違うと言えるでしょう

か。ひょっとしたら賢いかもしれません。ひょっとしたら同じようにばかかもしれません。

確率は 50・50 でしょうね。結論は歴史の証明を待つよりありません。結論を現時点で出せ

ない以上、いまに生きる私たちとしては、いまの日本社会が 70 年前と同じくらい愚かかも

しれないと疑ってかかるべきです。 
 
3. 土地利用規制のありかたについて 
農業の話題に入る前に欧米の土地利用規制についてお話しします。私がイエールにいた

2005 年に起きた事例を紹介します。イエール大学ががんセンターを作るという計画を立て

て、そのがんセンターのために予算も付けて、人員もつけて、後は作るだけというときに
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イエール大学があるニューヘブン市の Development Committee（開発委員会）が、アウト

を出しました。がんセンターの建設計画のうち、駐車場が環境破壊になるという理由です。

駐車場のないがんセンターなんて考えられませんから、計画は止まってしまいました。既

存の法律には全く違反しませんが、Development Committee の言い分が優先されます。 
米国では、市民がシティホールに夜 6 時くらいに集まって延々とやります。例えば道幅

を拡幅するかどうかをめぐって大論争をします。みんながギャースカギャースカやって決

めるルールですから、守るという意識が非常に強いです。ルール違反は許さないです。何

でこういうことをやるかというと、土地利用については明文法で規定するのは無理だから

です。 
例えば日本で駅前シャッター街なんてかわいそうみたいに言われるけど、アメリカだっ

たらあれは課徴金です。商店街通りなのに勝手にシャッターを下ろすなんてけしからんと

いって課徴金です。じゃあ、シャッターを 1 週間のうち 1 日だけ下ろしたら課徴金を課す

のか課さないのか、2 日だったらどうか、3 日だったらどうか。こういうようにルールを明

文で規定するのは難しいです。シャッターを下ろしていて、1 日 1 時間開けていればいいの

かということにもなってきます。だから、どこまでいっても完全に法律で土地利用を規制

するということはできません。そういう時は、ある程度曖昧に法律は規定しておいて

Development Committee の判断を尊重します。Development Committee がよほど変な意

思決定をしたときは、州裁判所や連邦裁判所に訴えれば、裁判所が Development 
Committee の決定を無効にします。 
道幅一つ決めるのに延々と何年もかけて議論をするというのは珍しいことではありませ

ん。市民にとっても負担ですが、それを忌避していては民主主義的な社会ではありません。

私が泊めてもらっていた家のおばあちゃんは、「これからシティホール行くの。でも本当は

行きたくないの。みんあが大騒ぎになって動物園みたいになるんだもの。でも行かないと

ねえ。」と言っていました。 
そういうことをやっている間に、彼らは論争の仕方を覚えます。シティホールにいる間

はギャースカギャースカやって、シティホールを 1 歩出ればこんにちは、さようならとい

う風になります。日本人は直接的に議論を交わすということに慣れていないのですが、こ

れからは米国のやり方を覚えていかなければなりません。 
日本の場合は、計画の策定も運用も行政にお任せです。山口二郎さんという北海道大学

の政治学者が言っている通り、「お任せ民主主義」です。自分の土地は自由に使いたい。い

くら正当な理由があっても行政が介入するのは嫌がります。しかし、自分の家の隣に合法

的に高層マンションが建ちそうになる、行政はなぜ止めさせないのかと言って怒ります。

これでは行政も対処のしようがなく、困って投げ出します。なぜこういうことが起きるか

というと、われわれ日本人は民主主義を理解していないからです。 
民主主義には、自分の権利の主張と市民の行政参加の両方があって初めて民主主義にな

ります。自分の権利を主張するばかりではなく、身の回りのことは自分たちで責任を持っ

て決めるというのがあって、初めて民主主義です。しかし、日本の場合は、私権の主張の

みを民主主義と誤解しました。ですから、農地だけでなく、都市部でも地権者のわがまま

が蔓延しています。 
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市民の行政参加を導入しない限り、土地利用規制が機能することはありません。しかし、

いまの日本では農家も非農家も、責任分担を面倒くさがって逃避します。マスコミ・識者

は風見鶏的なところがありまして、大衆の嫌がる論調は避け、やれ規制緩和だ、やれ地方

分権だと、耳あたりのよいスローガンばかりを唱えて、大衆が行政参加の義務から逃避す

るのを助長します。 
 

4. 農地をめぐる政治力学 
日本は山がちで平地が限られています。このため、優良農地ほど転用価値が高いという

状況にあります。農業に限定して農地の価値を図ると、1 反当たり 50 万円くらいしかない

ものが、転用というところになると 30 倍や 100 倍になります。これは濡れ手に粟の収入で

す。そういう農地の転用収入が農作物の生産額の大体 8 割くらいです。日本の農家の 大

の生産物は米じゃなくて農地ですというのは笑えない話です。 
皆さんは農地の転用というのは厳しく規制されていると思っているかもしれませんが、

実際はいろんなちょろまかしができます。いろんなやり方があるんですが、よくやるやり

方というのは、まず基盤整備をやってもらうということです。農水省の事業で農地の基盤

整備というのがありますが、これは農水省の中でも大きなものです。農水省の予算の 4 割

が公共事業で、その中でも も主要なのが基盤整備です。基盤整備関係は、農水省官僚の

天下り先も多く、農水省の 大利権です。基盤整備をやるときれいな形のいい農地になり、

農地の転用価値が高まります。そして基盤整備が終わったらショッピングセンターなり住

宅地なりに転用する。そうするとぼろもうけのわけです。このほかにもいろんなちょろま

かしがあって、まじめに農業をやっている人が報われません。 
これも言霊の世界で気をつけてもらいたいんですが、農水省は実は農地を捨てたくて捨

てたくてしょうがないんです。偽装農家は米を作りたがっていますが、米の値段が下がる

と偽装農家は農水省はけしからんと言って怒ります。マスコミも識者も農家を救えとかい

うわけです。そうすると、稲作所得を支持するために農水省の予算がパンクして、 大利

権である公共事業にまわす余裕がなくなってしまいかねません。そんなシナリオに陥るく

らいなら、農家に転用したり、耕作放棄したりしてもらったほうが、農水省にとってはは

るかに好都合です。 
 

5. まずは農地基本台帳の整理と情報公開から 
農業問題を解決するためには、まず、時間がかかるという覚悟を決めなければなりませ

ん。迂遠なようでも、実態をはっきり整理するところから始めなければなりません。いま

違反転用だとか、非農地化しているのに農地として処理されているところは山ほどありま

す。いったい何が起きているかわかりません。本来、どこに農地があって誰が耕作してい

るのかを記録するのは農地基本台帳なんですが、これがどうしようもなく杜撰で、実態と

合致していません。まず農地基本台帳と現実の突合せをきっちりしましょう。 
消えた年金問題は横に置いといて、年金対策しましょうと言ってもふざけた話ですよね。

まず消えた年金問題を徹底的に洗い出してからでないと我々は先に進めません。 
農地についてもここまでボロボロになってしまった以上、まずはきちんと記録を整理す
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る。記録を整理して、いつどういう許可をしたというのをどんどん情報公開したらいいと

思います。 
あの家は一人っ子でその子は東京に住んでいるのに分家目的で農地転用が認められた、

というのがこれまではうやむやでした。よほど情報公開請求をしない限り、なぜ転用され

たかというのはわかりません。分家目的で認められることもあるのかなあ、でも一人息子

は東京に住んでいるのになあ。情報公開をすれば、いろんな人が見ていますから、あそこ

みたいなのはありかよということがでてきます。 
そして、農地基本台帳の整理と徹底した情報公開をやるためには都市住民も責任を負い

ます。農家からしてみれば、農地基本台帳をきれいにしようと言われたら、何でおれたち

だけと言い返したくなります。確かに、都市住民の建築基準法違反・都市計画違反を不問

にしていては、農家にだけ厳格を求めることなぞできません。ですから都市住民も土地利

用計画はみんなで決め、そして決めたものを自分たちで守るという体制を作らないといけ

ません。つまり、農地も非農地も一体化して、土地利用規制のあり方を正さなくてはなり

ません。都市住民のあなたがたも、率先してそういう取り組みをしてください。もしもそ

れが面倒くさくていやだというのであれば、農地の無秩序化を容認するより選択肢はあり

ません。つまり、都市住民も農業破壊の加害者であるということです。 
いろいろ厳しいことばかり言ってきましたが、この問題は厳しい問題なんですが、我々

が立ち向かうべき問題です。この問題を解決できたならば、単に我々が良くなるという次

元の話ではなくて、将来世代にも大きい利益になります。 
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2009 年度 循環ワーカー養成講座 第 4回 

 

『日本の水制度の課題―水循環基本法制定へ』 
 

講師：松井 三郎氏 （京都大学名誉教授 水制度改革国民会議理事長） 
日時：2009 年 9 月 2 日（水） 18：30～20：30 

場所：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 
1. わが国の水に関する課題 

 日本の水制度は、いろいろと古い

制度が混在し、全体として金属疲労

という状態になっております。しか

も、いわゆる縦割り行政で、各制度

まったく分断されてしまっており

まして、これを何とかしなければな

らない。考え付いたのが、その基本

法というものです。既存の水に関す

る法律をうまく束ねるというかあ

るいは、串で横ざしにするような仕

組みをもった法律を制定するということです。 
 金属疲労化している日本の水制度の法律を、改革しようとするとき誰もが納得できる動

機付けが必要です。その動機付けとして、私どもが重要視するのが、「地球温暖化」の問題

と「統合的水資源管理」が必要だということです。 
 温暖化、気候変動の問題は、すでにこの研究会で著名な方々がお話になっておりますか

ら、私が触れる必要はございませんが、結局、温暖化、気候変動で、もっとも直接影響を

受けるのが水の問題です。この辺はどなたもご納得できると思います。どのような影響が

でるかというのがかなり不確定であり、科学がいま一生懸命予測をしようとしているとい

うことです。 
 もうひとつ気候変動で明らかにに被害を受けるのが、台風、豪雪、ゲリラ豪雨という問

題です。日本は地震国でありますし、津波の影響を受けます。こういうような影響を受け

た土地は、すぐに水の必要性がでてきます。つまり被害を受けた人の災害復旧には水が不

可欠ということです。自然災害に対して、これの影響をどれだけ軽減するのかとか、災害

後の復旧を速やかにするという場合にも水が必要だということで、これもご理解を得やす

いと思います。 
 次に私どもが提起しておりますことは、有害物質のことです。この有害物質の問題とい

うのは、工業化学物質とか、農業で使われている、いわゆる農薬ですね。それから、もう

ひとつは、次第に皆さん方で、ご理解が深まっているのが、我々が日常で使用している薬

です。この医薬品を使った後、どうなっているのかということまで、広げていくと、実は

かなりの程度、有害物質の問題が広がっています。 
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 私はずっと環境ホルモンの研究をしております。環境ホルモンということで、研究しま

すと当時の政府側に近い研究者から、相当、批判されました。環境ホルモンなどという言

葉はでっちあげだなどと、散々批判されましたが、真実はそうではなくて、色々な問題が

進行しています。あまりにも、この物質の問題が複雑で、一般の方が理解できないので、

うまく伝えられない。そのことで、この話がうやむやになっています。うやむやになって

いることを正確にお伝えしようとすると、日本の国民の化学の知識を相当しっかり高めて

いかないと、コミュニケーションができません。 
 特に水道とか下水道の分野ですが、これはものすごいお金をかけてやってきたわけです

ね。まさに社会資本の中でも、基本的社会資本です。この投資してきた資本の劣化が進行

しています。つまり、あちらこちらで、ガタガタになってきているわけです。こういう社

会資本はかならず維持管理、更新やメンテナンスにお金をかけないと、崩壊してしまいま

す。このことも含めて、有害物質の問題を合わせて、ご理解をいただきたいなと思ってい

ます。 
 このことが、もうひとつは淡水沿岸水産業、自然生態系にも関係しております。いうま

でもなく日本民族は世界でダントツな魚食民族です。日本人の食生活でたんぱく質のうち、

おそらく７割が魚です。皆さん方、ほとんど毎日、お肉を召し上がりになっていると思い

ますが、よくよく調べてみますと、やはり魚の摂取量が多いのです。その魚となりますと、

外洋からも、勿論、輸入していますが、沿岸部分の魚をかなり食べています。その沿岸部

分の魚の水質汚染によるところの、魚の汚染は大丈夫ですかと、いうことになります。そ

こを私は環境ホルモンという研究から、実はそれはかなり危ういと考えています。まあ、

この話は今日の主題からはずれますので、この辺にしておきますが、3 番目はこういう、有

害物質の問題ということが、きわめて重要であるということです。 
 4 番目は水に依存しているのは人間だけではなく、今申しました魚もそうですが、それ以

外の鳥もそうですし、色々な生物が水に依存しているのでありまして、日本は生物多様性

条約の誓約国なんですね。で、これに誓約をしましたから、国内でも特に環境法を中心と

して、自然保護法等で日本国内の生物多様性を守っているわけですが、しかし、現実には

まだまだ弱く日本の国内でもやはり、絶滅している生物種が多いのです。日本は先進国で

すが、本当に先進国として相応しいような対応ができているかというと、これは危ういで

すね。この問題を議論するのは、来年、愛知県の名古屋が生物多様性条約の会議をします。

主催国である日本が果たして立派に、この会議を主催できるかどうかと言うことが、ひと

つの課題になっています。そのことが、水の問題と関係してきます。 
 次に 5 番目が民主党政権のこれから行われるであろう政治の改革と密接に関係しており

まして、道州制というのがどうなるのかということです。それから中央政府と地方政府の

権限をどのように適正に分配して、どのように地域主権を促進するのかということと、水

行政が密接に関係してきます。どう関連するかというのは後ほど、お話いたします。これ

が非常に大きな眼目です。 
 6 番目は地下水の問題です。日本には、水に関連する法律が 30 数本ございますが、まっ

たく抜けてしまっているのが、「地下水管理法」ですね。これは、やはり法律を整備する必

要があるのではないかと思います。これに加えて、先ほども少し紹介いたしましたゲリラ
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豪雨ですね。ゲリラ豪雨は局部的な豪雨でありますから、これが都会に降った場合ですね

現在の都会の下水道システムと、大都市を流れている河川との連携、この部分は出来てい

るようで、できていないのです。ゲリラ豪雨に対応するためには、土地の雨水、降った雨

水をいかにうまく連携して回収をするか、それから、洪水対策をするかということを考え

ますと、「都市雨水利用法」が必要ではないかということがわかってまいりました。これ以

外にも必要な法律がでてくると思いますが、この 2 つは明らかにに欠けていると思われま

す。 
 7 番目は統合的水資源管理ということなのですが、ここの勉強会でも既に取り上げられた

八っ場ダム、ダムの問題ですね。ダム問題は、下流側の都市が水を利用しようとするため

に、上流に犠牲になってもらうということなんです。そもそも、そうなってしまったのは、

流域を上流から下流までの全体を通して管理できる組織がないからです。今、河川法に基

づいて、国がダムを造るわけです。河川法というのは、河川の中の構造物管理法なのです。

河川の中に構造物を造る、造った構造物を管理するというのが、河川法で、河川の外側、

つまり川に水が集まってくる平野部分は、あの河川法は一切、タッチできません。そうい

う権限を与えていないのです。ですから、国土交通省の河川局の人からすれば、私たちは

集まってきた水に対して仕事はできるけれど、集まってくる途中は関係ないということに

なります。これが、河川法の限界であります。ですから、その限界の法律をもって、全て

の問題を解決するのは土台、無理ということになってくるのです。 
 ですから、それを解決するために、統合的水資源管理という新たな概念をしっかり入れ

て、流域全体を見て、流域全体の矛盾を調整する組織が必要になってくるということです。 
  
2. 水循環基本法の理念 

 水に関する主要法案は、主な法律で 31 本あり、さらに水ということで関連するのが海洋

法です。それから、先ほども少し申し上げましたが、有害物質の問題であるとか、あるい

は農業の問題、森林の問題などと広がってまいりますと、廃棄物の問題、資源循環型社会

経済法とも関連いたします。 
 制度を制定するためには法律が必要になってきます。ではその法律はというと水の憲法

でもよいですし、水基本法と呼んでもよいでしょうし、水管理法という言葉をつかっても

よいのですが、研究会の中で、色々な積極的なご意見もでておりまして、いまのところは

「水循環基本法」という言葉でいこうということになっております。そうしますと、水循

環とはどういうことなのか、どういう概念なのかという定義をしなければならないわけで

す。まだ、定義はできておりません。これから、定義を作っていきます。定義を作ること

により、法律の概念が出来上がってくるわけです。これからの作業です。多面的な水の問

題を解決するために、個別の水関係法の、先ほども説明しましたように、個別の法案を改

定してもらうことがございますし、それから連携していく必要があります。 
 この内容なのですが、この水循環法は根本法であると申しました。既存の個別法の内容

を改正することを促すことが必要になります。個別法間の協力関係を繋げる新法を作成す

るということになります。そして、もうひとつはこれから作る法律は財政、経済面の原則

も組み込んでおかないと、法律はあるけれども絵に描いた餅で、何も動かないということ
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になってしまいますので、当然それは防ぐ必要があります。 
 理念ですが法律には必ず理念が必要で、まず水というのは生命の源であるという規定が

必要であります。石油がなくとも生命は存続するわけですね。ここのところが水の惑星、

地球にしかないといわれている、水という物質の特有な性質です。もうひとつは山岳森林

に降った 上流の雨が流れて里山、平野から海岸地帯まで水は流れています。日本人はど

こにでも住んでいます。上流から下流まで、その中で水を使っては出す。ある意味では、

自然に水を繰り返し使っているということです。そういうことから、全ての日本人は上流

に住んでいるともいえるし、下流に住んでいるともいえるのです。川というのが必ず抱え

ている問題は、上流、下流間の矛盾です。これはもう世界中どこでも、上流、下流の矛盾

を抱えています。その、上流、下流の利害関係を調整することが日本はできていません。

利害関係を調停するための法律が必要だということです。 
 さらに水の問題を考えますときに、あまりにも水の使い方が多面的ですから、できるだ

け整理したほうがよい。その場合の整理する方法としては水量、水質、生態系という、こ

ういう切り口で水を考えていただくと、割とわかりやすく考えられます。こういう言葉を

使いますと水量、水質、生態系の水の側面の調和ということが必要になってきます。それ

が統合的水資源管理となるのです。 
 もうひとつは水の使い方が、非常に多面的であるということなのですが、その使った後

の水の影響、下流に対する影響を考えますと、質的な面の影響が非常に広がっているわけ

なんですね。その上流で使ったお薬などの影響、お薬は使ったものは間違いなく尿と、便(糞)
からでるわけです。その水を必ず下流で飲んでいるんですね。その薬はその人にとってみ

れば、その人の命をつなぐお薬です。しかし、下流側の健康な人にとってみれば、その薬

の成分はいらない成分です。そういうわけで、そういった利害関係、上流、下流問題はど

うやって調整しましょうかというわけで、調停するための新しい概念として、「拡大利用者

汚染責任」という言葉をいま、使おうとしています。この言葉は 終的に法案までなるか

どうかはわかりませんが、こういう議論を始めています。 
 理念の続きですが、税としての経済負担は国税と地方税ですね。また直接的には、今言

った拡大利用者汚染負担ということで、利用する側が、あるいは汚染する側が直接支払う

という、経済負担が必要になるでしょう。しかし、間接的には国税と地方税というのが、

なんらかの形で使われているのです。 こういう税と直接負担というのを合わせたかたち

で、日本の水というのを守らなくてはならないのです。 
 当然これは民主的な配分がなされなければならない。どうすれば民主的な配分になるの

かというというのが、これが大きなクエスチョンです。例えば河川行政のほとんどは国税

で行っているわけです。特に大きなダム、一級河川のダムなど、国税を使っていますから、

日本の国土交通省の河川局というのは直接税を使える権限を持っているわけです。ですか

ら、あそこで働いている官僚の意識の中には、どうしてもお上意識があります。これがベ

ストな政策だと思っているわけです。これを実行するには税金をそのまま使います。税金

を使うということは国会で承認されたから使っていいのだということです。これが河川局

の技術者の頭のメンタリティですね。 
 ところが水道をやっている行政は厚生労働省ですね。こちらのほうの水道の中央官庁の
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厚生労働省の官僚の頭からすると、なるほど我々は水道行政を預かっている。しかし地方

でやっている水道行政に国税は幾ら使っていますかというと、せいぜい使って全体の水道

事業の 25％程度だそうです。あと 75％は地方の自治体の税金とさらに利用者で行っていま

す。そうしますと同じ地方の役人ででも水を扱っているところとメンタリティがまるで違

うのです。 
 今後の民主党の政権がこういう税の配分の問題を当然議論していますが、この水の問題

がもろに関係してくることになるわけです。それから先ほども少し申し上げましたが地方

分権化、道州制の導入、これがどのようになっていくか、これから注目されます。 
 水道、下水道、これはいわゆる包括民営化というのが進んでいます。水道事業というの

は、水道の管、水道管を維持管理する。壊れた水道管をすぐ直しに行くとかいう、こうい

う管の維持管理部門、あるいは延長、拡大する部門と、水道水を河川から引っ張ってくる、

あるいは地下水から組んだ水を処理して飲める水にするという部分ですね。この二つの部

分でできあがっています。この事業のほとんどの自治体は所謂、直営ですから、自治体の

水道局の役人が直接担当しています。ところが、その直営が維持できなくなってきている

のです。どのようなことが起こっているかといいますと、小さな自治体になりますと、水

道局の役人がどんどんいなくなってきているわけです。いなくなっているというのは、実

は定年で辞めた人の補充ができないわけです。自治体の財政能力がどんどん落ちています

から、雇わない。すると、直営能力が困難に陥るわけです。そうなると、民が入ってきて

民が維持管理をするということに、じわりじわりと動いていくことになります。民に任せ

てもよろしいですよという法律は、もう出来上がっています。これは総務省が国の事業を

出来るだけ民に移しなさいということなんです。水道局だけではなく、それ以外のもの、

例えば図書館を運営するとか、あるいは刑務所を運営するとか、そういうものをできるだ

け民にやらせなさいという、いわゆる構造改革ですね。それがそのまま、全部に適用され

て水道も包括民営化に動いています。それに反対するグループもあります。それは水道、

下水道に従事している労働組合です。この方々はこれについて、非常に警戒されています。

しかし、現実はなかなか直営というものが難しくなってきているのです。 
 次に農業者の水利権の明確化という問題があります。実はこれが、私がいまみていると

ころでは一番難しい段階にあるだろうと思われます。水利権というのは実はあるのですけ

れど、どこにも法律がありません。法律で水利権と書いたものはどこにもないのです。農

業者の水利権が明確にならないと、流域の管理ができないのです。これは江戸幕府から明

治政府になったときに、革命をしたんです。そのときに明治政府は農民を反対勢力につか

せないために、すべての農民に対して約束をしたわけですね。それが、そのまま水利権と

して残っている。文章ではいっさい残っていません。 
 漁業権も実はそうなんです。少し脱線しますが、日本の漁業権は世界の漁業の漁業権と

いう点では、まったく日本の固有のやり方です。どういうことかといいますと、浜があり

ますね、浜があってそこに漁村があります。そうしますと、また、その浜の隣に別の漁村

があります。その隣の漁村と、この漁村の間に境界を設けます。その陸上に境界から、ず

っと線上に海に向かってそこで、漁業権がつけられているのです。その浜からつながって

いる、遠方のほうの、そこまでがずっと漁業権として設定されているわけです。ですから、
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日本で起こったことは、埋め立てをしますね、埋め立てをすると漁業権を失うわけですね。

生活がかかっていますから権利を保障せよという。それで生活保障、つまり権利を放棄す

るので、そのかわりの保障をするという概念が出来上がったわけです。浜で権利を認めた

のは、誰かというと明治政府です。これは日本独特なもので、世界ではこんな認め方はし

ていません。 
 いまの法律には電力、工業用水の水利用と景観や生態系保全のための環境生態維持用水

を確保する関係を付ける概念がありません。だから、よく問題になるのが、ダムに直下の

所には、少しも水が流れていないということです。何故流れていないというのは、ダムの

水は全部発電にまわしてしまうからです。発電にまわして、まわった水がダムの直下では

なく、かなり下流にいった所で、水力発電に使い終わった水が、川へ戻ってくると、そこ

から初めて水がまた出てくるということです。分断されるものですから、そこで魚は遡上

できません。そのことによって、その川にしかいない生物がいなくなったという問題にな

っています。これらの問題に対処するため、水循環基本法は拡大利用者とか、拡大汚染者

という概念を打ち出しています。 
 次に「統合的水資源管理」というのが、何度も出てまいりましたけれど、もうひとつ必

要なのは「統合的流域管理」とか、「統合的湖沼流域管理」という、こういう考え方です。

統合的水資源管理というのは、これは流域、この流域の個別の水資源管理とはいっていな

いのです。要するに統合水資源管理だということです。しかし、実際には流域に物理的な

空間があって、この中の水の動きをどうしようかということになりまして、適正な配分な

どのために「統合的流域管理」という言葉も、もう一つ必要になってくるということであ

ります。 
  
3. 水循環基本法研究会と法案の構成 

 いままでの衆議院議員選挙が終わるまでの例会運営は、国会議員と我々のような民間が

共同で勉強会を開いてまいりました。その理由は 終的に法案を作るわけでございますけ

れど、我々の考えております、この水循環基本法案というのは、政府が提案する法律では

ありません。政府が提案する法律というのは、いままでは国土交通省とか農水省とか、各

省がだす法律なんです。ところが、水循環基本法は御覧のようにひとつの省でだせるよう

なものでなく、そういう枠組みを超えた大きな法律ですから、内閣府から提出する場合は

別ですけれども、これは議員立法になります。議員立法というのは当然、多数決になりま

すから、超党派を組んで、法案として通すことになります。我々は、このように超党派と

いうか、与党、野党の議員で一緒に勉強会をやってきました。9 回勉強会をしまして、この

中の長老座長といわれる方々は、大変、出席率がよく来ていただいて勉強会をやりました。 
 今後ですが、結局、今回の選挙の結果、共同座長のうち中川秀直さん、川端逹夫さん、

田中康夫さんは当選されましたが、田端正広さんは落選されました。田端さんが議員では

なくなりましたが、電話でお話をしまして、公明党として、引き続き一緒にやっていただ

けるということがわかっています。 
 では、水循環基本法の構成と内容について案 1 でご説明します。実はすでに案 2、案 3
と移っておりますから、古いのですけれども、案 1 の内容をご説明すると、大体のイメー
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ジが、たぶんこんな内容になるだろうということがおわかりいただけると思います。 
 法案の構成ですけれど、前文、総則、基本理念、基本方針、基本施策、行政組織及びそ

の再編整備、流域住民との協働、雑則など、だいたいこのようなかたちになるのではない

かということであります。 
【全文・総則】 

 前文については今まで申しましたような内容のキーワードが入ってくるかなと思ってお

ります。総則ですけれども、まず第 1 条で目的、第 2 条で定義ということで、「流域圏」な

どの用語の定義を法律化しないといけません。第 3 条で地表水および地下水は公共水であ

るという定義をします。大変これは重要でありまして、いま地下水は規定がなくて私水で

す。そのために様々な問題が起こっております。地表水は公共水です。つまり河川法とい

う法律でそれは公共のものとしておりますから。しかし、地下水は規定がないものですか

ら、現時点では法律では私水です。ですから自分の地面の水はいくら掘っても問題ない。

誰も文句は言えません。ただし、掘りすぎて地盤沈下となったとき、問題が起こるという

ことであります。 
 しかし、ここにきて、これではまずいということがでてきてまいりました。私は具体的

にどこだということはわかっておりませんが、うわさでは中国地方とか北海道で、外国資

本が山をですね、斜面を買っているということです。なぜかと申しますと山というのは非

常に安いです。土地が安いですから。山を買って何をするかというと、そこにたいした資

源はないのです。別に木を切るのが目的ではなく、そこに間違いなく地下水が湧いて出て

くる。その地下水を汲み上げて、その地下水を場合によっては、国外に持ち出すのです。

で、現在私水ですから、私水のものを持ち出すのに問題はないので、そういうことがどう

も企まれているようだというので、これは問題だということになっています。 
【水循環保全義務と水環境享受権】 

 4 条に水環境享受権というような言葉が出てまいりました。これは先ほど申しました、環

境維持用水とか生態系維持用水、景観維持用水と実は繋がっているのですけれども、日本

国民が日本で今後、生活していくにあたって、川とか湖というような自然を構築している

水が与えてくれる豊かな環境を享受する権利があるということです。こういう権利を規定

しようではないか、そうすると経済原則だけで水を使うということができなくなるであろ

う。それを保障する根本的な概念として、こういう言葉を入れようということで、頑張っ

ているようです。そうしますと、皆様方は環境の問題にお詳しいですが、日本の法律には

環境権がないんですね。環境権を設定すべきだという運動がいろいろありましたけれど、

なかなか既存の民法とか、日本の憲法ですね、いま現行憲法の枠内において、環境権とい

うのは認められない。そのへんのところをですね、上手に水循環基本法で入れてみようで

はないかと考えております。 
【水循環保全義務と水環境享受権】 

 次に流域圏の統合的管理ということになってきますが、これは流域ということを考えま

すと、物理的に一応規定できます。日本ですから、山のてっぺんから降った雨の水が必ず、

枠をこえて、こう集まってくる所があるんです。 後に一本の川になって出てきます。だ

から、流域というのは雨が降って集まるところという、物理的なところというマーキング
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ができるわけです。 
 ですが日本の実態を考えますと、流域を越えて水は、あちこちの隣の流域に輸送されて

います。だから流域圏というのを厳密に規定しますと、狭い物理的流域圏だけでは収まら

なくて、もっと隣の流域まで広がった社会生活圏、そこまでの流域圏という概念で考えな

いとうまく説明できなくなります。まあ、そういうところも少し考えていく必要がありま

す。 
 わかりやすい例で申しますと、淀川の水です。淀川の水は 後、淀川という大阪に流れ

る一本に全部集約されているわけです。ところが淀川の水は大阪湾に流れる直前のところ

で水を汲み上げて、汲み上げた水がどこに行っているかというと、兵庫県の神戸に行って

いるわけです。神戸の水道水のたぶん 70％くらいは淀川の水です。さらにその神戸の水が

延長して明石大橋の下をパイプが通ってですね、淡路島まで行っているわけです。ですか

ら、淀川流域圏というと、淡路島まで入ってしまうことになります。これが実態ですね。 
 例えば、私が 近、勉強してきたのは、九州の筑後川という川ですね。あの川は 後は

有明海に流れています。あの筑後川がどこから水を引いてくるかというと、大分県の九重

山系が一部、熊本の阿蘇山系ほうからも流れてくるんです。ところがですね、あの水のか

なりの部分が福岡に行っているわけです。水道用水として。福岡というのは筑後川の流域

というのとは違うのです。流域圏を狭い流域圏だけではもう水の問題は考えられないとい

う状態です。 
 それから、もうひとつお話を申しますと、東京でいうと小河内ダムの水道水源です。も

っとも重要な、この小河内ダムの 上流は山梨県です。森林地帯があって森林地全体を東

京都の水道局が守っていますけれど、そこに住んでおられるかたの、 上流部分は山梨県

の富士山麓の延長線上です。ですから山梨県の行政と一緒にやらないと小河内ダムの水質

は守れないという状況になっています。 
 それから、閉鎖性海域とか、こういう問題までも考えなくてはいけないことです。これ

は海洋基本法との連携になると思います。 
【関係者の責務等】 

 続いて責務ですけれど、国は何をすべきか、地方公共団体は何をすべきか、事業者つま

り水を豊富に使う事業者ですね、当然、水力発電もそうです。それから工業用水を使用し

ているところもそうですし、それから事業者の中には地方の水道局とか企業局、これの責

務です。それでは国民一人一人はどうなるか、そんなことも書く必要があります。それか

ら関係者団体のような関係者相互の連携と協力はどうするのかということ。水循環の日を

またお休みにするのかということなども考えられます。 
 それから法制上の措置。これが実は難しいです。どこがといいますと、こういう新しい

法律の概念を準備していますが、これは参議院の法制局と衆議院の法制局と両方に連携を

して、いま動いております。法制局はすでに存在する法律と、新しく持ち込む法律が矛盾

しないかどうかということをチェックするわけです。新しい概念を持ちだすということは、

必ずどこかで既存法律とバッティングがおこるわけです。それをどうやってうまく、法体

系の中に組み込んでいけるかどうか、法制局の役人と一緒にこれから、勉強していくとい

うことになります。 
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【基本方針・基本計画等】 

 こういう法律ができますと、国の方針というのが出てまいります。方針を決めて、それ

を政策に反映していきます。特に大事なのが流域別水循環計画です。中央政府は大きな国

家のゾーンと、大きな方針を決めますが、個別流域別ごとに水循環計画を作ります。そう

しますと、この流域内に存在する、すべての地方公共団体が連携した形の水循環計画を立

てて、例えば八っ場ダムをつくらないというのなら、洪水対策はどうしますかとか、ある

いは下流の水飢饉に対して、どうするのかというようなことを流域内の地方公共団体が、

全部集まって話し合いをしなければなりません。 
 ところが今の河川法ですと、そんな必要はないわけです。河川局が許可といえば決まる

んです。それで、住民の中で反対する人も出てくるということですね。その中で「流域連

合」という言葉が出てまいりました。つまり流域内にある地方公共団体が集まって流域連

合という組織をつくってはどうかという。そしてその連合協議会、連合議会ですね、これ

をつくって上流、下流の矛盾を、解決し予算の執行を決める。ですから、水に関する流域

連合ごとの議決機関、執行機関を作ってはどうかということです。ここまできますと、選

挙のときに自民党、公明党の提案している地方に自治権の、主権の配分とか、あるいは民

主党も言っていますけれど、実態としてどうなのか、実態は何もなかったわけです。とこ

ろが、これはその実態をも、こういうかたちで提案をすることになるわけです。水に関し

ては自治体連合で流域連合を作ってくれということを提案しているわけです。ある意味で

は先取りをしているということです。この考え方に、どの政党が OK と言ってくれるか、

どの政党が反対なのかということはわかりません。これからが、研究例会の中で、いま申

しました与野党の議員に議論してもらって各党に戻してもらって、各党で OK がでるかど

うかというのが、これからの活動です。 
【水循環系の再生と保全】 

 16 条から水循環系の再生と保全とか、河川の自然回帰とか、もうひとつ土地利用の規制

など入っているわけです。これは 17 条とも関係しますが、流域の治水対策を推進した、つ

まりダムをつくらないなら、どうやって治水対策をするのかということになってくるわけ

です。 
 保水型、つまり都市は保水型、耐水型都市をつくるけれどもダム構造物だけではどうし

ようもない場合にはつくらないという前提で考えなくてはいけません。ですが、もう少し

良い方法はないだろうかと考えていきますと、結局は流域の土地利用規制ですね。つまり

洪水が起こりやすいところに、人が住むということをやめる。できるだけ洪水が起こらな

いところに人が住むようにしよう。で、洪水が起こりやすいところというのは、実は農業、

農地なんです。それが何かというと日本特有の水田です。ところがいまの法律、河川法で

水田に洪水を起した場合、保障法はどこにも入っていません。だから農民の人は反対する

わけです。みんな反対するからどこにも水をだせない。そうすると仕方ないから上流にダ

ムをつくるというのが河川法なんです。 
 そんなことをしているから、どんどんダムばかりになってしまう。そうではなくて、ど

こかに安全弁的に水を流して、それで氾濫域を、土地利用計画と一体化した氾濫域を認め

ようではないかということです。そういうやり方は昔の日本のダムがない時代の日本の治
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水方法だったんです。そういう洪水をわざと流す方法を「かすみ提」といいます。かすみ

提を考案したのは武田信玄と言われています。そういう先人の智恵をもう一度、使おうで

はないかというのが、ここらへんです。そういうことができるようになってくると、水利

権の転用とか水の融通とかが、もっと調整しやすくなってくるのではないでしょうか。 
 ということで、農業の基本法ともこれは密接に関係しております。我々は日本の農業を

やはり復活すべきだと、食用自給率を上げるべきだと思います。だから農家に対していま

民主党がやっているような、ああいった直接手当てですね、それをやるしか、今の農業の

特に小規模農業の方を守る方法がないだろうと私も思っております。しかし、それだけで

は、この水の面からみた場合は不十分で、もっと水というものを媒体にした合理的なもの、

土地利用、つまり農業のあり方を考えるのが必要でしょう。 
 20 条は地下水それから森林保全です。森林とか緑地保全これは都市の緑地、これも土地

利用計画と関連してしないと、なかなか進みません。例えば森林の売却とか、外国資本に

対する水源地の売却禁止とか、こういう文言が入るかどうかはわかりませんが、こういう

問題がおこっているわけです。水道、下水道とかし尿処理とか、こういう汚水の諸官庁が

日本は 3 つに分かれているわけですね。下水道は国土交通省の都市局、し尿、浄化槽は環

境省、農村集落排水は農水省、こういう 3 つのバラバラの、ある意味で非常に無駄の多い

ところでやっているわけです。これを一気に統合化しましょうということを明示しようと

しています。 
【財政制度の見直し】 

 それから、財政の問題ですけれども、結局、これだけ水の利用の方法をある意味で高度

化するわけです。そうしますと、どうしても直接利用者の負担を考えざるをえません。す

べて税金で賄うというのは、ある意味では不合理な面も出てくるわけですが、どこかで汚

染者、あるいは利用者負担をしようと、それをどう考えたらいいのかというのを研究して

いるところです。環境税という言葉がございますね。地球温暖化の解決をめぐって、炭素

税ということで、いま盛んに議論になっています。民主党あたりは環境税の導入というこ

とを言い始めています。私はあれを環境税というより炭素税という言い方のほうがありが

たいなと思っています。水にからんでも環境税が必要だと私は思っているからです。何故、

環境税が必要かといいますと、生態系を守る水であるとか、環境の維持用水とか景観を守

る水ですとか、こういう水を守るための手当てのためです。実は、それはすでに導入され

ているんです。例えば色々な県で森林環境税をとっています。御存知のように高知県が一

番初めに条例化して、それから神奈川県も取って、あとは滋賀県も森林環境税を取ってい

るんです。森林環境税といっているが、結果的にはあれは、水の問題と関係しております。

ですから、あれは環境税というかたちに変えてもらってもいい。目的として森林保護とい

う問題と、環境保全、生態系保全などにも使えるのではないか。というようなことを申し

ております。 
【予防原則】 

 24 条は予防原則です。不可逆的悪影響に対する、予防原則です。少し脱線しますが、予

防原則という言葉がでてきたのは、有害化化学物質をめぐってでてきました。これはＥＵ

が環境ホルモンの対策を打つために予防原則という言葉を使っているのです。そして、有
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害化学物質を使って環境に排水した場合に、どこかでいろいろな影響が出てくる。それが

あきらかに影響がでて来たのでは、遅すぎるからそれなら、これは予防原則を使って事前

にそういう物質を使うのをやめましょうというのが考えです。その予防原則という概念を、

この水質問題以外にも適応できるようにしたいというのが 24 条のひとつの案です。 
 25 条は化学物質です。国の研究負担、国際協調、発展途上国の支援。 
【国際協調の推進、発展途上国の支援】 

 27 条ですが、国際協調の推進、発展途上国の支援と何気なく書いてありますが、これが

非常に重要でありまして、我々日本国が世界において、いったいどういう地位を得るのか

ということです。憲法では、日本国は他の国々から尊敬される国でありたいと書いてあり

ます。これをどうやって実現するのかということを考えますと、幸いにして日本は第二次

世界大戦の敗戦以後戦争をしていない。このことは確かに他の国から褒められています。

もうひとつ日本という国がすばらしいと尊敬されるのは、環境です。日本に行くと確かに

日本は空気がきれい。街を歩いてもごみが落ちていない。川を見ると澄んでいると。社会

が清潔で、安心で秩序だって動いている。そういうことで間違いなく中国の人もインドの

人もアフリカの人も南アメリカの人もみんなそう言います。我々にとってみると日本とい

う国を自分自身で住みやすくすればするほど、それは間違いなく、他の国に対してよい影

響を与えるわけです。 
 良い影響を与えるということは、すなわち、そういう国々に我々の環境技術を移転して、

使っていただいて、その国々を良くする。それが、地球が良くなるということです。そう

いう意味で協調と支援が非常に重要であります。 
 この水循環基本法ができれば、この法律そのものがアメリカにはございませんので、先

進国の中でもっとも先進的な法律を作る国のひとつになりうるわけです。ただし、韓国は

もうできています。韓国の方が水に関しては、はるかに法律制度が整っているわけです。

これは前の金大中大統領のときに、一気に韓国は水基本法を作りました。水の法律制度は

韓国のほうが、はるかに進んでいます。これは国際会議に行くと日本は恥をかいています。

韓国の人たちは、「ああ日本は遅れているね」と指摘します。 
【行政組織とその再編整備】 

 28 条は行政組織についてですが、水循環の基本法の問題を中央政府がどこにおくのかと

いう。これが大変難しい状況でありまして、いまのところ法制局の話とか理論的な研究の

話とか、どうしてもやはり内閣府直轄にならざるを得ません。ここにですが、案ですけれ

ど水循環庁のような、こういう外局を作ることになるのか。ただし、そこはですね巨大な

省庁になることは、とにかく避けたい。巨大な権限を握らせることは避けたい。それはど

うやったらできるのかということです。 
 先ほど申しました地方自治体で、流域内でつくる流域連合。こういうところに、より権

限をおろしていく。強大な中央官庁を作ることを防ぐ方法はそういう方法しかないという

のが、いまのところの話です。このへんのところが今後どうなるか大変難しい状況です。 
 自民党のときは非常に難しかったです。ただ民主党になるとどうなるか、これは一気に

いくかもしれません。 
 ここから以降は流域連合など書いておりますが、ひとつ残っているのが道州制です。こ
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れがまだ形が見えないので私どもも、なんともデザインできませんが、私どもがいま考え

ているのは、道州政府に権限が集中し依存するのも、止めたほうがいいのではないかとい

うことです。むしろ流域連合という核に、地方自治体が集まって議論するほうがいいのか

と思っております。これもまだわかりません。 
 あとは流域住民がいかに監視をするか自分の流域内の問題について監視をして、注文を

つける。情報公開であるとか、監査ですね。監査というのは第三者を作って、しっかり監

査をする。こんなことが必要ではないかと思います。 
  
4. 各省庁からの法案に対する意見 

 もうひとつ聞いていただきたいのは、いままで 9 回にわたって、例会、勉強会をしてま

いりましたが、すべての会に水の関連する 6 省庁８課の官僚が出席しました。だいたい、

課長補佐の人たちがきてくれまして、毎回来てくれて、研究例会の発表が終わってから、

必ず各課の人に発言をしていただきました。 後にこういう法案をつくりますから、各課

の人たちから、文章で要望を挙げて欲しいと、これからつくる水循環基本法に、どういう

内容を反映して欲しいか、要望をあげてくださいと、お願いしましたら、文章で回答して

いただきました。その回答に書いてある文章の内容を、もう一度ほぐしまして、紹介しま

す。 
 いただいた、回答の全体の感想でありますが、総じて水循環基本法の制定に肯定的印象

を持ちました。国土交通省、厚生労働省、環境省の意見は具体的であって、積極的にこう

いう内容を盛り込んで欲しいという意見がありました。農林水産省もまあ具体的な意見も

一応ありました。しかし、林野庁と経済産業省の意見は消極的でした。残念ながら林野庁

はあまり積極的な提案はしてくれませんでした。地球温暖化に伴う水循環系の変動、まあ

起こりうる水危機ですね、これに関する認識はどの課も非常に強い認識に対して共通して

います。特に国土交通省、厚生労働省、環境省は強い興味を示されている。それからこの

縦割り体制の問題ですね。非常に重要なのは縦割り体制のもとにすれば、公費の無駄が生

ずるであろうということを、ある程度、役人の中にも認識が広がっております。 
 そういう全体の印象を受けて意見をこれから紹介していきますが、簡単に説明するため

に、次のような略称を使って御説明いたします。 
 国土交通省河川局河川計画課の意見は（国河）。 
 同水資源部水資源課の御意見は（国水）。 
 同下水道部下水道企画課の意見は（国下）。 
 環境省水・大気環境局水環境課の意見は（環水）。 
 厚生労働省健康局水環境課の意見は（厚水）。 
 農林水産省農村振興局水資源課の意見は（農水）。 
 林野庁森林整備部治山課の意見は（林治）。 
 経済産業省経済政策局産業施設課の意見は（経産）。 
 第一総則については、（国河）が地球温暖化に伴う水循環変動の脅威に対応するため、水

循環基本法において水資源確保、洪水対策、水環境保全等の水循環全般の計画から管理に

関する対応策を推進する。（国水）のほうは、地球温暖化への水資源分野の適応策を講じる
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必要がある。このためには、関係者の適切な連携が基本になる。（経産）は、水資源は国民

の生命や健康保持、生態系や国土の保全等の広範な分野において必要不可欠であり、国民

全体の利益に資するという観点を踏まえた適切な対応が必要である。（環水）は地球温暖化

の緩和および気候変動への対応。水のほか、大気・土壌その他の環境の自然的構成の良好

な状態の保全が必要である。 
 基本理念のところとでは地表水および地下水は公共水として入れて欲しい。これが共通

な認識であろう。（国河）は水資源を国民の財産ととらえる。地下水の保全と利用に関する

マネージメントの推進を保障したい。 
 水環境享受権について、（環水）は水循環の恩恵を享受し継承するために、人間社会の営

みと環境の保全に果す水の機能が適切なバランスの下に確保されること。というわけで、

これは環境基本法の理念条項との調整が必要であろう、ということです。 
 流域圏の統合管理という考え方について、（国河）は受水域を含めた水系毎に一体として

調整された管理。河川での治水対策に加え、流域での治水対策を重層的に推進。流域にお

ける雨水の浸透・貯留機能の保全・回復および利用の促進。適切な水質環境基準・排水基

準の設定。これは、河川管理と水環境管理、これは環境省の水管理の整合必要。 
 多様な生物の生息・生育・繁殖の保全・再生については（環水）が水質・水量・水辺地・

水生生物等の保全と適切な管理に努める。 
 関係者の責務ということについては（環水）は国・地方公共団体・事業者に加え、住民

や NPO 等も含めた流域関係者が相互に連携・協力し、環境保全上健全な水環境がもたらす

恩恵を 大限享受できる社会の構築がなされる。（国下）は、浸水対策は国民の自助を促す

ための措置等と併せ総合的に。必要な事業の実施に当たっては、民間事業者もノウハウを

大限活用しつつ、官民が適切な役割分担を果たすものとする。 
 基本方針・基本計画等については、（国下）は、国は水量・水質両面から流域単位で広域

的水管理や地球温暖化問題について役割を果たす。こういう意見であります。 
 というわけで、準備いたしました資料が以上ですので、これで終わらせていただきます。 
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2009 年度 循環ワーカー養成講座 第 5回 

 

『都市と農村の交流から生まれる未来』 
 

講師：曽根原 久司氏 （NPO 法人えがおつなげて 代表理事） 
日時：2009 年 10 月 2 日（金） 18：30～20：30 

場所：ノルドスペース セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー） 

 
1. 自己紹介 

 みなさんこんばんは。お招きいただきあり

がとうございます。金曜日の夜の貴重な時間

をいただいて、われわれ「ＮＰＯ法人えがお

つなげて」という団体の活動のご紹介とその

活動を通じた今後の予測、これが「未来」と

いうことですが、これについてお話させてい

ただきます。 
私はいま山梨県の北杜市に住んでいます。北

杜市は山梨県の北西部の長野県との県境にあ

る 8 つの町村が合併してできた市です。 も

有名な地名は八ヶ岳の麓にある清里です。８

つもの町村が合併したので市域は広く、山梨

県の面積の６分の１を占めています。人口は 5 万人しかいません。人口 80 万人以上が住む

世田谷区の６倍の面積ですが、人口は５万人です。過疎高齢化が進んでいます。 
 私が住んでいるのは白州です。サントリーのウイスキー工場とかミネラルウォーターの

採水場があるところです。 
 14 年前まで私は大手町や丸の内あたりをうろうろしていました。銀行や信金の経営コン

サルタントをしていました。それが、14 年前にポンと地縁も血縁もない山梨に土地と家を

買って移り住むことになりました。 
 いまやっていることのひとつは、山梨大学でバイオマスの研究をしています。山梨県は

林野率か全国で 4 位ですが、活用度は非常に低いため、木材使用だけでなくエネルギー資

源としても利用するための研究をしています。 
また、山梨県立農業大学校の講師をしています。私が受け持っているのは山梨県で農業

をやる方なら誰でも入れるという新設のコースです。非常に人気は高く、 初 25 人の定員

で始めたのが、40 人になり、いまでは 60 人に増えました。そのうち 3 割から 5 割は首都

圏からの移住した人たちです。今年は 100 人の申し込みがあったと聞いています。都市に

住んでいる人たちの中にも農業をやりたいという人が増えてきているということだと思い

ます。農業マネジメントコースという名前が付いていますが、私が教えているのは、要は

新規参入して 3 年で食えるようになる方法です。私も 14 年前に新規就農して 3 年目には食

えるようになりましたし、うちのスタッフもだいたい 3 年目には食えるようになっていま
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す。いまでは、都会の若者より高い収入を得ているかもしれません。 
 

2. 「NPO 法人 えがおつなげて」の創設 

さて、本題に入ります。地図で北杜市の位置を確認してください。県境がある地図で見

ると遠く感じるかもしれませんが、県境を取り払ってみると近く感じると思います。都心

から 2 時間ちょっとです。 
この距離感も利用しながら、都市と農村の交流を通じて、過疎高齢化してしまった農村

を農業・農村志向の強い都市の方に協力してもらって活性化し、都市と農村が共生できる

社会づくりの実験しているところです。 
 

 

さきほどお話したとおり山梨県とは縁もゆかりもない人間でしたが、1996 年に移住しま

した。まず 100 坪の自給農園を借りました。2 年目に 300 坪、3 年目に 800 坪、5 年目には

2ha となりました。自給農園といっても 2ha 分は食べきれないので、おすそ分けというこ

とで販売したら結構売れました。 
同時に自給林業を開始。冬場は薪ストーブで生活するので、近くの林家を手伝って、そ

の代わりに薪をもらうということでやっていました。これも 5 年経ったときには 3ha、年

間 300 トンを販売するまでになりました。 
食料もエネルギーも自給をしているので、経済的な面もさることながら精神的な豊かさ

を感じることができます。足元が固まりますからね。お米は 5 年分くらいの備蓄がありま

すし、味噌なんて床の下に 10 年分くらいの備蓄があります。 
2003 年までは農業、林業をやりながら経営コンサルタントをやっていました。バブル崩

壊が私のこの活動のきっかけです。株価はどんどん下がる、不動産もがんがん下がる、不

良債権は積み上がる。1992 年頃からガタガタでしたが、表面化するのは 1995 年くらいで

した。 
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そんなことを経験してずっと続いた戦後経済の構造が終わったということを直感的に悟

りました。その後失われた 10 年がずっと続き、そのうち 2001 年頃から世界経済バブルが

ありましたが、それもすぐはじけてだめになりました。 
これは何か根本的に新しいかたちをつくりなおさなければと、いろいろ考える中で出て

きたのが「農」という言葉です。もう一度社会経済の基盤に農業や林業など一次産業をし

っかり位置づけないと、雇用とか安定的に食べていけるような構造にはならないと考える

ようになりました。そのモデルを考えていたら、だんだんと自分でやりたくなってしまい、

とうとう 2003 年に完全に移住してしまったということです。 
 それ以来、自給農業や自給林業などいろいろなことをやってきましたが、そのうちに私

の活動に関心をもつ人が現われてきました。地元地域でも関心をもってくれましたし、都

市の方の中にも関心をもってくれる人が現われ、一緒に参加したいという声が出てきまし

た。そこで、みんなが入れる器としてつくったのが「NPO 法人 えがおつなげて」です。

それ以来 9 年になりました。 
えがおつなげての拠点は北杜市の増富地区です。合併前は私が住んでいる白州町の隣町

の須玉町でした。その増富地区はいわゆる限界集落です。高齢化率は 52%→62％、遊休農

地率は 62.3%、3 分の 2 が耕作放棄地です。中学校は 7 年前に廃校となりました。その時の

生徒数は 7～8 人です。3、40 年前は 250 人の生徒がいたのです。かろうじて小学校は残っ

ていますが全児童数は 8 人。3、40 年前は 500 人→数百人もの児童がいたのです。だから

校庭は広いし、校舎もでかい。全天候型の 25 メートルプールがあり、8 人がゆうゆうと泳

いでいます。残念ながら来年あたり廃校の予定です。 
白州町でやってた活動を増富地区でも、ということで隣の須玉町の役場の職員から話が

ありました。それまで白州町でやっていた活動も 1,000 人単位で人が来たりなど結構なも

のでした。白州では、自宅が活動拠点でしたから、うちのカミさんは「1,000 人も人を呼ぶ

な」とかんかんでした。夏休み中になると、うちのビニールハウスで若者が寝ているとい

うこともありました。 
 増富地区は世田谷と同じくらいの 1 万 ha の面積に 600 人しか住んでいません。小学生の

子どもが 8 人ということは、その親の 20 人くらいしか生産年齢人口がいないということで

す。これはある意味で日本の農業→農村の 先端モデルです。日本全体もこのまま放置す

れば 10 年後くらいにはこのラインに突入してしまいます。いま日本の農業者人口の平均年

齢は 70 歳くらいです。10 年後は 80 歳、平均寿命です。食料自給率の向上どころではあり

ません。農村の高齢者はみんな働き者ですから、70 歳くらいでも結構農作業をやっていま

すが、75 歳くらいになるとがくんと減ってきます。そうすると、あと 5 年ですね。 
  
3. 「NPO 法人 えがおつなげて」の活動 

 事業を始めるときは、まずニーズを把握しなければなりません。内閣府の 4 年前のデー

タですが、都市住民の農村志向を調べたところ、約 3 割の都市住民が農村志向を持ってい

ます。年代別でみるとおもしろい傾向があります。20 代と 50 代は 4 割と多いです。団塊

の世代は農村志向が強いといわれますが、若い人が団塊の世代とタメを張っています。 
 実際にわれわれの農村ボランティアの活動にも若い人がたくさん参加しています。あの
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若い人たちを見ると、若者も捨てたものではないと思います。 
 様々な都市農村交流、農商工連携事業ということで、農村ボランテイアによる農地開墾・

農業経営、限界集落でのグリーンツーリズム、企業との連携による農村の再生事業、大学

との連携による農村エネルギー研究開発に取り組んでいます。そして 近特に力を入れて

いるのは、都市農村交流・農商工連携をコーデイネートできる人材の育成です。 
 先ほどの農業大学の学生を含めると私の研修生はいま 200 人になっています。どんどん

増えて、私は毎日へとへとになって研修などをやっています（笑）。 
2003 年に構造改革特区第 1 号認定を受けて、限界集落の北杜市増富地区での活動を開始

しました。当時は、農地法の関係で NPO では農地は借りられませんでした。私が白州で農

地を借りられたのは、個人で農業者登録をしたからです。ちょうど運がよく 2002 年から農

地法の構造改革特区ができるという話を聞いて、第 1 号に認定していただきました。これ

がなかったら、闇耕作と言われるところでした。 
 活動の拠点も必要ということで温泉施設を借りて NPO で運営することになりました。こ

れも、なぜ借りられたかというと、高齢化で 5、6 年前から運営できなくなっていたのです。

もったいないですから、これをお借りして活動拠点といたしました。それが増富都市農村

交流センター「鉱泉みずがきランド」です。現在は何千人もの人が訪れ大繁盛しています。 
 増富の遊休農地は特産品です。特産品ですが、そのままではお金を生みません。これは、

ジョークですが。農村地域に広がる遊休農地を賃貸し、若者たちにホームページで開墾ボ

ランティアを募集しました。そうすると首都圏を中心に全国から年に延べ約 500 人の若者

が来てくれました。この農村ボランティアによって人力で開墾を行い、約３ha の農地が復

活しました。そこで地域の特産品の「はなまめ」を作りました。そのうち何人かの若者が

地域にとどまって NPO のスタッフとして働いてくれるようになりました。いま増富には 5
人のスタッフがいます。 
 さまざまな農産物を無農薬で栽培し、販売していますが、おかげさまで販売は好調です。

こういう農村の取り組みに賛同してくださる方が増えたからだと思います。 
 開墾ボランティアに参加してくれた若者の構成をみると、地域としては東京、神奈川な

ど都市部が圧倒的に多くなっています。年齢別分布としては 10 代、20 代の若者が多いです。

そして性別ではなぜか女性が 6 割以上と多くなっています。 
 初にこうした開墾ボランティアを行った目的は 2 つです。ひとつは遊休農地の復活。

もうひとつは担い手を育成する構造をつくるということです。おかげさまで、いまでは人

が人を呼ぶという構造ができてきました。 
 

4. 「企業の畑」 

しかし、開墾だけだと富を生みません。仕事をしてお金を稼ぐことを考えなければなり

ません。私が農村の一番の問題は何かと問われたら、それは魅力的な仕事がないというこ

とです。魅力的な仕事があれば、農村にも人が集まり、どんどん活性化します。 
そこで、企業と連携しながら仕事をつくる活動を開始しました。企業の持つさまざまな

経営資源を活用して魅力的な仕事をつくろうと考え、呼びかけたところ 7 社の企業が参加

してくださいました。 
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 5 年前に 1 社目が来てくれました。東京の多摩にあるグランクリュという洋菓子屋さんで

す。ここでも社員の方に来ていただいて開墾からやってもらいました。復活した畑では、

かぼちゃやさつまいもを栽培しています。種まきとか、草取りとか、収穫とか、ポイント、

ポイントで社員研修を兼ねて来ていただいて作業をしています。できた作物は全量買取し

てもらいます。それを材料に洋菓子を作って売るのです。 
 そうすると昨今の食の安全安心に意識の高い消費者から「この材料は国産ですか」と尋

ねられたとき、「はい国産です。私たちが作ったんです」と言えるわけです。実際に畑で作

業をしている写真を店に飾ってアピールすることもできます。この洋菓子屋さんは、いま

ずいぶんもうかっているようです。 

地域住民

社員

農地

企業

人材研修を兼ねて

原材料確保原材料確保

指導

農地

NPO

農地

農地所有者
買取

事業連携

日常管理

小作料

農地借入

企業の畑

（企業のCSR志向、農村での事業展開志向、人材研修志向）

社員研修効果
企業イメージ向上  

 これが、私たちが「企業の畑」と呼んでいるスキームです。遊休農地を NPO が借り上げ、

参加してもらう企業には、荒れ果てた状態からお金を払っていただき、開墾をしていただ

きます。そして、復活した農地で、種まきや草取りや収穫などのときに社員研修を兼ねて

来ていただき、実際に作業をしていただきます。できた農産物は全量買い取っていただく。

そして、一連の活動を写真などに撮って、CSR 活動としてその姿勢をアピールしていただ

き、企業イメージのアップにつなげていただくというものです。いい言葉でいえば企業と

連携してやっている。悪い言葉で言えばグルになってやっているということです。一緒に

やっているとパワーが出てきます。 
 2 社目は清月という和菓子屋さんです。この企業は開墾の後、大豆を生産しました。そし

てこの大豆を使い、新商品として豆大福を開発しました。この豆大福は三越でも売られ、

テレビにも紹介されました。地域のおじいさんたちにも大豆を作ってもらい。来年は 2 倍

の作付け面積にする予定です。 
いまの 2 つの企業は食品系でしたが、第 3 社目は、三菱地所という大手不動産業者です。

この企業の活動は、「空と土プロジェクト」と呼んでいます。遊休農地の開墾はここでも定

石です。丸の内のサラリーマンは運動不足ですから（笑）、十分準備をしてから作業をして

もらいます。丸の内では絶対みられない明るい笑顔で作業をしていらっしゃいます。 
 畑だけでなく、棚田の開墾もやりました。この棚田には地元の方も思い入れがあったよ
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うで、お声かけをしたらみんな集まってくれました。集まった人をみたら、みごとにじい

さんばっかりでしたが。地元のおじいさんたちを含めて総勢 45、6 人で取り組み、みごと

に棚田が復活いたしました。 
 こうした体を使った体験だけでなく、頭も使って知恵を出していただこうということで

復活した畑や棚田をどう活用するかという検討会をやりました。そこで出てきたのが「丸

の内ファーム」という大胆な構想です。そして「レストランファーム」。「レストランファ

ーム」というのは、丸の内にはレストランがたくさんあるので、そこに増富の農産物を供

給しようというものです。「マンションファーム」というおもしろい構想もあります。三菱

地所さんの子会社の中にはマンションを経営しているところもあり、そのマンションがな

んと 15 万世帯もあるそうなんです。もし 1 世帯 3 人とすると 45 万人です。都会のマンシ

ョンは土がありませんから、マンションの住人に増富に来てもらって「マンションファー

ム」をつくろうという構想です。 
 そして、この構想を実際に試してみようということで今年の 3 月から 4 月頃、マンショ

ンの住民の方に棚田で田植えをしてみませんかとマンション住民向けの広報誌に告知を出

しました。4 月 1 日からの受付という告知だったのですが、40 人の募集定員が開始 17 分で

いっぱいになりました。12時からの募集が12時17分でいっぱいになってしまったのです。

それだけニーズがあるということです。 
農地の活用と並行して、森林活用のプログラムにも取り組んでいます。三菱地所は不動

産を中心に建築部門が非常に多い会社です。国際的な森林資源の不安定化の中で、国産材

に切り替えていきたいということです。間伐体験や林地残材のかたづけ体験の後、増富の

森林資源をどう活用していくべきかという検討会を開きました。マンション建設のための

建材や集成材に利用しようなど、いろいろなアイデアが出され、現在別途プロジェクトを

作り、進行しています。 
いま３社の取り組みを紹介しましたが、あと 4 社も参加していただいており、活発な活

動が展開されています。このように活発な取り組みがなされるようになった引き金は、リ

ーマンショックと農地法改正だと思っています。リーマンショックで既存のビジネスがガ

タガタになり、新規事業としてバリエーションのある農業が考えられてきています。そし

て今年 12 月には農地法が改正になり、一般企業でも農地が借りられるようになります。わ

ざわざ農業法人を立ち上げなくても、農地が借りられるようになるのです。ただ、政権が

変わりましたから、どうなるかわからない部分もありますが、そういう方向で動いていま

す。 そうすると生産プラス加工などさまざまな農業をめぐる新規事業が考えられてきま

す。例えば、企業の経営する市民農園などです。 
 企業の農村に対するニーズとしては、CSR や社会貢献としてのニーズ、そして食品メー

カーなどでは安全安心な原材料の調達、そして人材育成、福利厚生のニーズです。特に

近は社員が元気になったとか仲良くなってよかったという企業の声をよく聞きます。さら

に CO2削減というところでの森林の吸収力が期待されています。いま山梨県では 36 社の企

業による森林ボランティアが入っており、森林ボランティアによって保全されている森林

が 400ha あるということです。また、新規事業展開を農業の中で考えている企業も増えて

います。 
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企業の参入事例というのをわれわれの NPO で調査しました。例えば、長崎の大島造船と

いう企業ではさつまいもを栽培し、それから焼酎をつくっています。大幸薬品という正露

丸のメーカーの子会社では、その製造過程で副産物として出てくる木酢液を土壌改良剤と

して利用し、山形で木酢米というブランド米をつくっています。 
こうしたたくさんの参入事例が出てきて、意欲も強いと思いますが、逆に課題もわかっ

てきました。そうした企業にヒアリングをすると、農村側の受け入れ対策やコーディネー

トする力が弱いので、うまく入れないというのです。よし、これはビジネスになるなと思

いました。農村側のコーディネート対策をきちんとすれば、連携して様々な活性化ができ

るというのがわかってきたのです。 
 
5. 農村資源を活用したエネルギー研究開発 

 私たちは農村に眠る様々な資源を活用したエネルギーの研究開発にも取り組んでいます。

山梨県は自然エネルギーの埋蔵量が非常に多い県です。北杜市は日照時間が日本一で、太

陽光発電の適地です。また、北杜市はミネラルウォーターの全国シェアが 30%です。非常

に水資源が豊富で小水力での発電にも適しています。そして木質バイオマス。山梨県は林

野率が 76%で全国 4 位。増富地区は 95%の林野率を誇ります。すごいエネルギー資源の埋

蔵量な訳ですが、それがまだほとんど活用されていません。 
 一番先に始めたのが小水力です。水力発電は「水量×落差」です。北杜市は標高 3,000
メートルから 450 メートルくらいの落差があり、小さな河川や農業用水がたくさんあるの

で、小水力の適地がいっぱいあります。 
ただし、まだ稼働できません。それは技術的な問題ではなくて、河川法という法律の問

題です。現在の河川法では、こうした小水力の発電機は障害物とみなされ設置できないの

です。河川に障害物を置くな、勝手に水を使うなということです。その許可を得るのにダ

ムの大型水力発電所と同等の申請書を出さなければなりません。一番無理だなと思ったの

は下流に影響がないというデータを調査して報告せよというものでした。そこまでのこと

は小水力発電ではできません。ですからいまは河川法を改正して規制緩和をしてもらう方

向で動いています。あと 2、3 年もすれば状況が変わると思います。 
 私は電気自動車に期待しています。夜に小水力で発電した電気を、プラグインの電気自

動車に充電しておくのです。これが、私が次にねらっているライフスタイルです。これで、

農村は、食料とエネルギーがフリーになります。インターネットで情報はフリーになり、

都市と農村の情報格差が解消されました。自給できる農地と小水力があれば食料とエネル

ギーもフリーになるのです。そうなると農村の強みが発揮できるようになります。 
 山梨県の森林バイオマス資源は非常に豊富です。山梨大学で私が山梨全体の森林蓄積量

と回収可能な森林蓄積量を計算しました。戦後の植林から 50～60 年を経て相当蓄積して伐

期に入っています。その中でも廃棄物とされている林地残材の活用が重要です。間伐した

はいいがそのまま林地に残されたままになっている間伐材が林地残材です。昨年のデータ

だと県内の林地残材は 20 万㎥あります。これを 4 トントラックに積んで東名高速に並べる

と東京から名古屋まで行ってしまいます。毎年それだけ林地残材がたまっています。残念

ながらこれが活用されていません。一部は土場に集められてきますが、集められても穴掘
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って埋め立てられているのが現状です。市場でもお金にならないからです。 
 こうした林地残材の活用事業の第 1 号を昨年行うことができました。地域の鉱泉施設の

ボイラーの燃料として土場に集められた林地残材で作った薪を活用したものです。温度が

15℃と低い鉱泉を温めることが必要な鉱泉施設にとって灯油の高騰は大きな打撃でした。

そこで林地残材を燃料として活用しようというわけです。 
 山梨県の森林は県有林が半分を占めています。県が早川町と広域地域協定という契約を

結びました。このボイラーの燃料としては 400 ㎥必要です。従来の灯油代は 500 万円でし

た。浮いたお金で木材を運べばいいのです。そうすれば仕事になります。中東の石油にお

金をかけるより、農村に仕事をつくったほうがずっといいと思いませんか。 
 ここで採用したのは薪ボイラーです。地域のおじいちゃんでも薪はつくれます。これを

チップだペレットだと加工すると、その設備投資だけで回収が難しくなります。それにこ

のボイラーはガス化ボイラーなので、燃焼効率が 85%といいのです。昨年の 12 月に導入し

て現在稼働中です。 
 山梨県にはこうした鉱泉施設が 200 近くあります。次に取り組みたいのは、温泉街全体

でバイオマス燃料を活用する温泉街づくりです。増富には増富ラジウム温泉街というのが

ありますので、3 年後にはそこでやろうと考えています。 
 そのほか子どもの農業体験や外国人の農村体験、交流などもやっています。 
 
6. 都市農村交流による様々な効果 

 こうした都市農村交流は多面的な効果を発揮します。これがいいのです。農村だけ、都

市だけではないのです。農村地域では、遊休農地解消、森林保全などが進む。交流によっ

て過疎の地域が元気になる。地域の仕事が生まれてくる。定住化も始まる。 
行政では、農村の政策課題が解決される可能性が大きい。住民のまちづくりの参画への

きっかけとなる。 
 企業にとっては、社内外に、目に見える形で CSR 活動をアピールできる。企業イメージ

が向上する。社員研修効果として、環境意識向上、チームワークの醸成、社員の視野が広

くなる、いきいきしてくるなどがあります。さらに、新たなビジネス展開の可能性が芽生

えてきます。 
大学等にとっても、研究の成果を実際にフィールドで検証することができる。学生が元

気になる。大学としての差別化ができる。 
都市住民も農業体験などに参加することで、元気になる。田舎暮らしへの道筋ができる。

新規就農できる。子どもの体験学習、環境教育。病気が癒される、等々の効果が出てきま

す。 
農村、行政、企業、大学、都市住民、全体にこうした多面的なメリットが伝わると、ど

こも手を引かなくなり、自動的に全体がぐるぐるまわりはじめます。 
そしていよいよ 600 人の増富地域の人たちが立ち上がりました。増富のおじいちゃん、

おばあちゃんたちが「増富地域再生協議会」を立ち上げました。会長さんが 70 くらいかな。

事務局としてわれわれ NPO と北杜市の産業課が入りました。食の部会、農林部会、森林の

部会、観光部会、交通の部会という 5 つの部会もできました。 
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（1週間100人/県、全国で120万人の子どもた
ちが農村に滞在し農業などの体験をする）

空き家活用

（サマースクール・セカンドスクール）

癒しの里山作り

IT環境の整備

安心な暮らしの整備

森林資源の活用→温泉の熱源に

バイオマスタウン構想

みずがき山自然公園
大平牧場等の既存施設
をイベントで活用

都市

田舎暮らし
癒しをもとめる

農村の現状

新規就農林者支援
地域農林業者育成
定住促進

増富中学校の活用

増富地域再生協議会

子どもたちの体験活動の受入れ

アウトドア
薪割り体験
プログラム

歴史・文化・自然を再発見し、
隠れた増富の魅力を伝える
増富案内人を育てる

無農薬野菜の契約栽培

農村の現状

高齢化率62.3%

遊休農地率60%以上

農村の現状

都市と農村の交流によって
みんなが元気にくらせる地域を

創りたい！

増富案内人

増富ブランド特産開発
（生産‐加工‐流通システム構築）

都市との交流

農家民泊
農家レストラン

草花・野草研究会 郷土料理研究会

自然環境・生活環境・経済が元気に

増富研究会の発足
増富地域の歴史や文化を
後世に伝えるための研究会を
発足する

歴史文化
伝統行事
神社仏閣
研究会

 

 
この活動が評価され、朝日新聞の「日本の里」100 選に増富がみごと選ばれました。そし

て、名古屋で開かれた「日本の里フォーラム」に食の部会のおばちゃんがパネリストとし

てデビューしました。花豆やほうとうなど地域の特産品を持っていったら、2 時間で売れち

ゃって、また元気になりました。11 月 4 日には新丸ビルで山梨フェアーがあり、オープニ

ングパーティにも参加し、食の部会のおばちゃんたちは大活躍しています。 
 経営コンサルタントっぽく、この活動によってどれくらいの新規参入やインキュベータ

ー効果が発揮されるかという経済試算をしてみました。増富の５年後には３～５億円。10
年後には 6～10 億円。雇用 30~50 人、パート 100 人、契約農家 30~60 軒、ボランテイア

1,000 人。こうした活動が山梨県全体で展開されたら GNP ベースで山梨県では 500 億円か

ら 1,000 億円、日本全体では 5 兆円から 10 兆円の規模となります。農村にはいろいろ豊富

な資源はあるが、ただしそれを回すだけのお金とか人とか情報とか経営資源がありません。

これをうまく組み合わせることでこれくらいの規模にはなるのかなと思います。 
ただし、増富は 10億円くらいが限界だと思います。これ以上いくと資源枯渇になります。

これくらいがちょうどいいのかなと思います。 
  
 
7. 関東ツーリズム大学 

都市と農村の交流事業の構造を首都圏の周辺に拡大展開しようということで、取り組ん

できましたが、やっと今年それが「関東ツーリズム大学」というかたちで実現しました。

山梨、長野、茨城、栃木に 8 つのキャンパスで一緒に動いています。 
われわれの拠点も関東ツーリズム大学の活動の中では「増富キャンパス」と位置づけら

れ、自給自足農園研修などが行われます。 
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山梨県の南アルプス市は果実地帯でぶどうや桃などの産地ですが、「南アルプスキャンパ

ス」では果樹園作業と加工品の開発研修などを行っています。 
 私の住んでいる白州の「白州キャンパス」では森林バイオマスの体験研修が行われてい

ます。林地残材の実測などを行ってもらいます。 
山梨県の「須玉キャンパス」では、築 200 年の古民家の再生をする研修が行われていま

す。 
長野県の「飯島キャンパス」は、本格的な営農に定評のあるところで、本格的に農業体

験と農業ビジネスプランの研修が行われています。 
 茨城県の常陸太田市は、里美という限界集落があり、そこでの課題は竹林ということで、

竹林の再生とその加工品づくりの研修をしています。 
 長野県の「小諸キャンパス」はおもしろいことになっています。東京にアバンティとい

うオーガニックコットンメーカーがありますが、本社を小諸に移し、綿花を栽培し、その

綿花からオーガニックコットン製品を一貫して生産しようとしています。その本社移転の

前段として農場で研修をしています。なぜ小諸かというと、日本に繊維学部があるのは信

州大学だけということで、地域にそのノウハウの蓄積があると考えたからです。 
 栃木県の「那須キャンパス」では、さきほど紹介した森林酪農のビジネスモデルを体験

してもらおうとしています。 
さらにいま関東ツーリズム大学のへそということで、丸の内キャンパスをつくろうと準

備しています。 
 

8. 都市と農村のバランス調整から生まれる新しい未来 

われわれの活動も去年の 9 月に転機を迎えました。この 5、6 年ほど、こうしたニーズが

出てきたなとは感じていましたが、閾値、臨界点を越えたのはリーマンショックだったか

なと思います。その頃を境にものすごい動きが起きている状況をお知らせします。 
 まず、ウォールストリートジャーナルの 1 面にうちの活動が取り上げられました。増富

のスタッフの顔写真付きです。次にイギリスの BBC ラジオも来ました。そして CNN も取

材に来ました。みんな聞くことは同じです。「リーマンショック以前と以降はどう変化しま

したか」という質問です。 
 推察するに、ニューヨークもイギリスもリーマンショックで経済がガタガタになって雇

用の問題が発生し、都市から農村への人口の移動などの動きが出てきたのではないでしょ

うか。考えてみれば、今回の金融バブルの崩壊で痛手が大きかったのは、英国とアメリカ

です。 
 企業の遊休農地視察ツアーを今年の 3 月に実施したところ 17 社が参加しました。東京の

建設業の社長さん、えびの養殖をしている企業の方、幼稚園をいくつも経営している方な

どが参加し、いろいろ話しているうちに私もアイデアをいただきました。農産物生産だけ

でなく、いろいろなかたちの農業ビジネスが今後出てくると思います。農業も変わるかな

と思います。 
 日本は地下資源はないが、地上資源は豊かであるという視点が重要です。学校では教科

書で日本には資源がないと習ってきましたが、正確には工業社会の地下資源はないという
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ことです。森林資源などは本当に宝庫です。林野率は世界第 3 位です。森のあるところに

は水があります。世界の水危機が懸念されていますが、日本は水資源も豊かです。日本は

もういちど海洋資源を含めた地上資源を評価しなおす必要があると思います。 
 それを活用するには、新しい技術とマネジメントと知恵が必要です。「えがおの学校」で

は、そのマネジメントのやり方を教えています。この「えがおの学校」の研修を、私は本

拠地の北杜市、福島県の会津市、三重県の津市、熊本県の阿蘇でやっていますが、みんな

相当やる気がありますね。熱気がすごいです。経営資源のコーディネートやサプライチェ

ーンのコーディネート、コミュニケーションのコーディネートが重要です。都市と農村の

コミュニケーション、農業者と商工業者のコミュニケーションが重要だと思います。 
 さらに、今年から新しい仕掛けをつくりました。「やまなし企業ファームリーグ」です。

山梨県は耕作放棄率全国第 2 位、遊休農地の宝庫です。企業と連携して遊休農地を活用し

ていく活動を山梨県全体に広げようというのが「やまなし企業ファームリーグ」です。2 月

10 日に立ち上げシンポジウムを行い総会、理事会をつくり、チェアマンを選ぶ予定です。

各ブロックごとにファームチームを作ります。企業と地域が協力しながら、各地のファー

ムチームが競いながら事業を作っていく。これは、J リーグの仕組みをパクリました。 
 あるファームチームの名前はフルーツボンチェスです。山梨はフルーツが豊富であり、

盆地だからです。おもしろいでしょ。こうしたファームチームを 10 年後には 100 チーム作

っていく。1 チーム 5 億円のビジネスなら 100 チームで 500 億円のビジネスが生まれます。 
 今後、都市から農村への動きが活発になってくると思います。また逆の動きもありうる

と思います。いずれにせよ都市と農村のバランス調整がなされると思います。そのことに

よって雇用の安定、自立した地域経営がなされてきます。環境、ライフスタイルの多様性

が生まれます。 
 日本はいつの間にか職業の多様性が失われて、だいたい営業か、経理か、情報かの 3 パ

ターンに絞られてきてしまいました。そうなってくるとライフスタイルの多様性がなくな

ります。本来人間はもっとバリエーションをもっていたのに、そういう職業がなくなった

ので病気になったりとか疎外感をもったりとかが多くなったのではないかと思います。 
 農業とか林業とか新しいそれを活用した事業が生まれれば、新しい働き方がいっぱいで

きてくると思います。そのほうが一人ひとりにとって健全だろうと思っています。 
 このままいくと日本社会は 2015 年でお釈迦になるだろうと思っています。2015 年には

団塊の世代がみんな年金をもらっている。GNP は完全に中国に抜かれている。製造業はも

っと空洞化せざるを得ない。農業者の平均年齢は 75 歳になって、がくんと減る。食料自給

率は 40%なんて維持できません。お釈迦にならないためにはバランス調整が必要です。そ

のブレークスルーは都市と農村の交流だと思っています。全員が都市から農村に行けなど

ということは言う気はありません。バランス調整です。 
 一旦バランス調整して、安定的雇用ができる、いろんな働き方ができる、その結果環境

負荷も減るといったかたちになればいいと思います。もともと日本はそういう資源配置だ

ったのではないでしょうか。森林は豊かだし、海洋資源も豊かだし、農地の単位面積当た

りの土地生産性は高いです。もう一度足もとをみつめてバランス調整をすることが必要だ

と思います。それによって新しい未来が生まれてくると思います。 


