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2012 年エネルギー政策の
根本的な転換

• 政府が2030年代に原発を停止することを宣言
• 計画中原発中止
• 原発54基中52基停止中
• 夏の需要ピークをまかなえることを実証
• 再生可能エネルギーによる電力の全量・固定価格買
取制度スタート

• メガワットソーラー多数建設、バイオマス発電所計画
多数

• 史上初のエネルギー政策が争点となる国政選挙



メガワットソーラー発電所



システムとしての脱原発は
政府が宣言

ココロの脱原発が必要
＝古い時代の価値観からの脱却



エネルギー消費構造の変遷



現在のエネルギー利用の特徴：電力



20世紀型社会の持続不可能性



千年持続可能な社会



将来のエネルギービジョン

石油

石炭

天然ガス

原子力 バイオ
マス

天然ガス

石炭

バイオ
マス

水力

太陽光
風力

２００８　　　　　　　　２０３０　　　　　　　　　　２０５０　



「すげの里」
中山間地における自然
エネルギー自給の暮らし
へのチャレンジ

●建物本体：高断熱、土壁による大熱容量、地中熱利用
　　　→エアコン不要で夏冬快適に
●太陽光発電（売買電）→電力自給にチャレンジ
●ウッド（薪）ボイラーによる給湯と床暖房→地域の間伐材を利用
●マイクロ水力発電→獣害よけ電気柵の電源
●バイオガス→家畜のふんにょうを燃料と肥料に
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間伐材丸太を放り込める
ATO社製ウッドボイラー：給湯・床暖房



日本：都市/農村人口推移

究極まで都市化が進んだ日本社会

都市人口
Urban population

農村人口
Rural population

1950‐1970

QOL=
「人生の質」



成長期；世界観・人生観の変化

• 高度経済成長期以前の農村社会
　※自然（ジネン）の世界観・人生観
　きのうと同じ今日、去年と同じ今年が一番
　お天道様に生かされている→感謝と鎮め
　コミュニティ＝人間×自然×死者

• 高度経済成長期
　※「がんばれば報われる」世界観・人生観
　男：よい学校→よい会社（大企業）＝高い収入＝人生安泰
　女：よい学校→よい結婚→専業主婦＝人生安泰
　「一億総中流」
　人生設計、親よりもよい暮らし、変化が必須
　教育の機会均等→学歴・学校歴によるライフコースのちがい　
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ゆるやかに出生率が回復するシナリオによる
日本の人口と実質GDPの推移



いなかで暮らしはじめた
ワカモノたちに学ぶ

かまど↑
　　SVO→
100W生活

「暮らしを自分の手でていねいにやっていきたい」
「あまりお金がなくても安心して暮らせる暮らしがしたい」

「暮らしを自分の手でていねいにやっていきたい」
「あまりお金がなくても安心して暮らせる暮らしがしたい」



都市住民の農山漁村へ移住願望

「都市と農山漁村の共生・
対流に関する世論調査」
内閣府
大臣官房政府広報室(2005)

他世代より
若者(20‐29歳）
の移住願望強い



なにがシフトしようとしているか？

都市の暮らし

• 分業
• オカネで買う
• 専門分化
• 専門家に任せる
• 関心をもたない
• 利用する
• 夕日を見ない
• となりの人を知らない

いなかの暮らし

• 手作り
• 自給
• 百姓
• 自分でやる
• 関心を持つ
• 味わう
• 夕日に見とれる
• となりからボタモチをもらう



縮小期；世界観・価値観の変化

• 「がんばっても報われない」時代
• 若者が将来に夢と希望を持てない
• お金がないと生活できない暮らしに対する不安
• 人口逆流がはじまった

• 「暮らしを自分の手でていねいにやっていきたい」
• 目に見えないものとのつながりを感じる





千年持続学校

• コンセプト
「住まい作り講座」
小屋ぐらい作れる技術を結、講で習得
受講料５万円×２０人＝１００万円を資材費に

「間伐材使用、自然エネルギー100％の家」
地元の間伐材を使用した家
都会のライフスタイルでなく、
移住者が望む田舎のもので

「田舎の前衛基地」
一生の家ではなく、子供が小学校入学ぐらいまで、
その間に地域にとけ込み、仕事探し、農業など
田舎暮らしに慣れる

• ９月：懇談会、廃屋片付け
　　　　　皮むき間伐
• １０月：家の設計、資材、作業小屋作り





オフ・グリッド太陽光発電
システム



まちきれず移住・・・
旭、足助　「豊田市空き屋情報バンク」を活用

◆9月～8月
　Iさん（30代）　4人
　Tさん（20代）　1人
　Sさん（30代）　2人
　Sさん（30代）　3人

◆来年4月までに
　Aさん（50代）　1人
　Hさん（30代）　6人
　Sさん（30代）　4人　

計　7世帯
　21人



らせん水車による
ピコ水力発電

（岐阜県揖斐川町　30W）



電化製品と省エネ工夫

• 照明
– LED照明を使用（自作）
定格消費電力：3.6W

• 洗濯機
– 洗浄～乾燥のうち、乾燥で9割のエネルギー消費
→自然乾燥に

– MY WAVE DOUBLE
定格消費電力：150W, 内容量：2.5kg

• 冷蔵庫
– ENGEL冷蔵庫（藤澤電機製）
定格消費電力：30W, 内容量：45L

• 通信機器
– PC（dynabook NX） → 定格消費電力：13W
– モデム → 定格消費電力：8W
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意識を変えさせることはできない・・・・
田口ランディ氏

『ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ　原子力を受け入れた日本』
ちくまプリマー新書

• 「意識が変わる、価値観が変わる……というのは・・・『自分が丸ごと変わっ
てしまう』ことなのですが、そうなったときに私は元の私ではいられなくな
ります。それは死の体験と等しいほどのものかもしれません。信じていた
ものが無価値になり、自分の人生の意味すら消えてしまいそうになります。
そんな恐ろしく辛いことは、たいがいはしたくないので、誰しもが自分はい
まのままで、相手にだけ変われと要望する。」

• 「人間は説得されて変わることはありません。でも、感化されて変わること
はあります。自分がそれまでの考え方を変えたときのことを思い出してみ
てください。必ず、誰かが存在しませんでしたか？　強い確信と信念をもっ
てひたむきに熱烈に生きる《他者》の存在と出会う。その出会いの感動に
よって、説得などされなくても自分が変わってしまったという経験。それは、
力で起るものでもなく、数によって起るものでもなく、洗脳でもなく、喜びに
近い衝撃とともに自らの裡に発現してくるものではなかったでしょうか
……。」

　　　　田口ランディ「状況の中の沈黙について」http://runday.exblog.jp/16879732/



「人間は説得によって
変わることは無い
感化によって変わる」
（田口ランディ）

30W生活実験が
新聞に紹介された。
朝日新聞
2012年
8月25日
夕刊1面



高野雅夫著
『人は100Wで生きられるー
だいず先生の自家発電

30W生活』

大和書房


