
資本主義の発展とエネルギー問題（電力を中心に）  １７・８．２０ルネ研関西 

                         新開 

Ⅰ、 

１）エネルギー（以下Ｅ）は、言うまでもなく人類の登場とともにある。 

暖をとり明かりを求め、道具をつくりそれで自然に対して働きかけ、物、人を移動する。

（現代ではＥは産業、家庭、業務、運輸に利用ジャンル別に分類される） 

しかし、資本主義以前（とりわけ産業革命以前）は、暖は主として薪（木炭）、明かりは

蝋燭、油、動力は水力、家畜、そして何より人力（ピラミットや古墳）、運輸は家畜（馬）

に依拠しかつ共同体を通した人類―自然の物質代謝の過程を形成していた。 

「人間がその自然との物質代謝を、彼自身の行為によって媒介し、規制し、調整する過程」

「自然素材を彼自身の生活のために使用し得る形態において獲得するために、彼の持って

いる自然力、すなわち腕や脚、頭や手を動かす 」（「資本論」岩波２Ｐ９～１０）→いわ

ゆる“労働過程” 

２）資本主義の登場とともに一変する、それは①「科学革命」（トマス・クーン「科学革命の

構造」いわゆるパラダイム論）による知見を応用した技術を生産活動に用いること＝近代

科学を利用すること、（技術論論争―ブハーリンの技術＝生産手段の体系説、武谷の「自

然法則の生産活動への意識的適用」説を採用。また、ボルケナウの科学革命マニファクチ

ャー段階説「封建的世界像から市民的世界像へ」（みすず）これには批判があるようだが）

②共同体から切り離され近代的機械制大工業の下で従って、単なる労働過程ではなく価値

増殖過程（要するに儲けのため）のもとでのＥ、③従ってまた競争を通した相対的剰余価

値生産＝技術革新を不断に伴う 

３）ワットの蒸気機関（石炭）以降の産業革命、すなわち機械制大工業の時代はＥの事情も一

変させた。「いまや動力としても、自然力が彼（人）に代わりうる・・馬匹力が最悪のも

のだったが…風はあまりにも不定で統御し難かった・・・水力―しかし、いまや拡大され

た配力機構の大きさが、もはや不十分となった水力と衝突するに至った。水力は任意に高

められず、またその不足を補うことができず、往々枯渇することがあり、そしてことに全

く局地的な物だった。」「ワットの第二のいわゆる複動蒸気機関にいたって初めて,石炭と

水とを消費してみずからその動力を産み出し、その力が全く人間の統御に服し、稼働的で

かつ移動の手段であり、都市的であって、水車のように田園的,水車のように生産を田園

に分散させないで都市に集中することを可能にした」（同上Ｐ３３４）（なお、鉄生産は１

８世紀にＥ源としては木炭からコークスへと徐々に転換した） 

さらに産業革命と並行してラボアジェの原子・分子説にはじまる近代化学（錬金術からの

脱却）、マクスウェル、ファラデイ以降の電磁気学、ヘルムホルツ、ボルツマンの熱力学

（統計力学）、そして現代のこれらを“止揚”（ニュートン力学とマクスウェル電磁気学）

するものとしてのアインシュタインの（特殊）相対性理論（Ｅ＝ｍｃ２）と熱力学の発展

によるプランクのℏ＝Ｅの不連続＝量子力学（プランクの量子の発見は、鉄鋼業の発展と

深く関連している。いい鉄を製造するためには温度管理が必要でありそれを測定（高温帯）

する過程で熱＝電磁波の波動説では説明できない現象が明らかになり、エネルギー単位＝



粒子（量子）説が復活した。（ニュートンの粒子説とホイヘンスの波動説は干渉実験等で

波動説が確定していたのだが）このような産業―技術―科学の相互関連性は興味あるテー

マである。ボルケナウ流の科学革命＝マニュファクチャー段階説をアナロジーすれば、相

対論、量子力学＝独占資本段階の産物ということもできよう） 

４）いずれにせよ産業革命の蒸気利用‐従って主として石炭を主要なエネルギー源とした資

本主義の産業資本主義段階から独占資本＝帝国主義段階にいたってＥはその素材、用途は

格段に多様化し拡大する。 

産業では石炭が第二次大戦まで依然主流ではあったが、１９世紀末に登場した電気は産業

用、家庭用を問わず急速に普及拡大した。特に２０世紀に入っての高圧・遠距離送電技術

の確立はコストダウンと相まって１９１０年代には蒸気機関を凌駕するに至った。（電力

のＥ源は石炭（蒸気タービン）と水力）、さらに運輸革命―鉄道，汽船―石炭、やがて自

動車（フォードのＴ型）が２０世紀に登場し石油Ｅが本格的に登場する（さらに飛行機―

第一次大戦で戦闘機）「マニュファクチャ時代から伝えられた運輸交通機関も、熱病的な

生産速度、膨大な規模、一生産部面から他の生産部面への大量の資本と労働者の不断の移

動、新たに創出された世界市場的諸関連等を伴う大工業にとっては、やがて耐え難い桎梏

と化した・・交通運輸機関は、河川汽船、鉄道、海洋汽船、および電信の体系によって漸

次に大工業の生産様式に適合させられた」（「資本論２分冊Ｐ３４５） 

このように１９世紀末から２０世紀初頭にかけてつまり独占段階―重化学工業化の中で

新たに科学は技術化され産業化されていった。更に１９２０年代の本格的な量子力学の発

展の中で核分裂を利用した原子力が原爆からやがて“平和利用”へと展開していく。更に

第二次大戦後５０年代から６０年代にかけてＥ革命―石炭から石油への転換がなされた。 

５）おおよそ１９６０年代までの戦後復興と高度成長の“産業の時代”は、一方で公害を発生

させた。これはこの時代に限ったものではないが（マルクス、エンゲルスが描いた当時の

ロンドン、また日本での田中正造の足尾銅山）この時代に大きな問題として登場したのに

は意味がある。また、急速な産業の発展と乱開発―文字通り地球を exploit (搾取・開発)

－は化石燃料を含む資源の“有限性”を人々に“人類的課題”として意識にのぼらせるに

いたった。（ブントの先輩でもある元愛知大学長の武田信照氏によればすでに１９世紀に

Ｊ・Ｓ・ミルがこの有限性を指摘していたというー武田信照「ミル、マルクス、現代」ロ

ゴス社）あらためて、自然と人類の“物質代謝”＝生態系の在り方を問題とした。このよ

うな中で、再生可能Ｅが浮上する。確かに、資本蓄積にとっても（すなわち、ブルジョア

ジーにとっても）公害や、資源の有限性や、地球温暖化は、人民の反対闘争とともに一定

の桎梏となり、公害対策や、Ｅ使用の効率化、京都議定書―パリ協定等として一定の対応

がなされ、さらにそれを“吸収して”新たな技術革新と資本蓄積の手段に（平たく言えば、

新たな商売道具に）転化さえしてきた。しかし、それは、人民の反対を慰撫し、資本蓄積

にとって有利な限りにおいてである。Ｅ資源という最も公的な物の公共的（共同体的）制

御に取って代わられねばならない。単に再生Ｅに代わればいいという問題ではない、（そ

のためにも、公共的制御が必要であるが）。 

Ⅱ、 



６）Ｅは次のようなものがある 

力学Ｅ（運動,位置）、熱，化学、電気、光、核 

用途別には 産業、家庭、業務（オフィスや商業＝第三次産業）、運輸、と分類される。 

1 次Ｅ－ 化石燃料（石炭、石油、ガス）、ウラン（核Ｅの原料）、再生可能Ｅ（太陽光、

太陽熱、風力、バイオマス）、→2 次Ｅ 電力、石油、ガソリン、都市ガス→最終Ｅ 産

業、家庭、業務、運輸（この転換に際して大量のロスが発生するが、その大部分は電力で

1 次Ｅの３０％とされる） 

利用形態―熱（５０％）、電力（２３％－日本、２１％－ドイツ）、運輸（２０数％） 

７）主要国１次Ｅ（０９年現在） 

        石油   天然ガス  石炭  原子力  再生Ｅ 

日本      ４１％   ２０   ２１   １２    ６ 

アメリカ    ４０    ２５   ２５   １０    ５ 

フランス    ３０    １５    ５   ４０    ５ 

ドイツ     ３０    ２５   ２５   １０   １０ 

スエーデン   ３０     ３    ３   ３０   ３５ 

中国    ＜資料Ｐ８＞                                                           

注）石油、石炭はＥとしてだけではなく原料でもある（主として化学産業） 

「生産手段、すなわち、原料、補助材料、および労働手段・・」（「資本論」２Ｐ５９）Ｅ

はここでいう補助材料に当たるが、同一のものが原料として使用される場合もある 

８）Ｅの需要＝供給予測 

       

 

  Ⅲ 

 Ｅ全般を扱う能力はない、電力に絞って以下論じる。（基本的には日本の、必要な限りで主

　　　　国際エネルギー機関（IEA）による世界の一次エネルギー需要見通し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石油換算　100万トン　、％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　需要量＝供給量（構成比） 　　　年平均伸び率

1980ー 2007－

2007 2030

石炭等 1792（25） 2292（23） 3184（27） 3828（28） 4887（29） 2.2 1.9

原油 3107（43） 3655（36） 4093（34） 4234（31） 5009（30） 1.0 0.9

ガス 1234（17） 2085（21） 2512（21） 2801（21） 3561（21） 2.7 1.5

原子力 186（3） 676（7） 709（6） 810（6） 956（6） 5.1 1.3

水力 148（2） 225（2） 265（2） 317（2） 402（2） 2.2 1.8

バイオマス・

廃棄物

その他の

再生可能

エネルギー

合計 7228 10018 12013 13488 16790 1.9 1.5

出所：国際エネルギー機関「Ｗorld Energy Outlook 2009 Edition」　より作成

1.4

12（0） 55（1） 74（1） 160（1） 370（2） 7.0 7.3

749（10） 1031（10） 1176（10） 1338（10） 1604（10） 1.7

1980 2000 2007 2015 2030



としてドイツと対比する） 

９）電力の用途は 熱、照明、動力、通信（電波）でありまた、最終需要は、電灯（家庭）、

電力（業務、大口、小口）と通常分類される（Ｅ分類での運輸の項目は今のところないが

将来的に電気自動車の普及等で項目ができるかもしれない,今でも電車は相当の電力を使

用していると思われるが産業の中に入っている、鉄道会社は電力導入の初期には、自前の

発電所を持ち常に電気事業者の上位に入っていた） 

１０）エジソンが電灯を（炭素フィラメント、やがてタングステン）発明した１８７９年から

ほどなく１８８７年には、日本でも東京電燈会社が発足している。明治維新からほどなく

日本資本主義の黎明期である。戦前の電気事業の時代区分は次のとおりである。 

  ①１８８７～１９０６  日露戦までの資本主義の導入と確立の時期、山田盛太郎いう所

の繊維産業と軍事産業を“鍵産業” 

  ②１９０７～１９３２（満州事変） 独占資本段階（重化学工業化）へ第一次大戦での“漁

夫の利” 

  ③１９３３～１９４５ 戦時体制から第二次大戦 

 電気事業者の推移は下表のとおり 

 

 

 

 

 



 

 

① この時代の需要はほとんどが電灯でありその需要家数は 

１８９４― １万、１９０２－５万、０６－１４万１０５８ 

電灯灯数では 

１８８９－１万、９６－１０万、１９０６－６７万８５１１ 

事業主体（出資者）は銀行（個人）等もあったが、特に地方ではいわゆる“田舎紳士”（地

主・ブルジョアジー）であったと思われる。また、注目すべきは上表が示すように市・町



‣村営が事業者数の１５％程度を占めていることである。また、この段階では、高圧・遠

距離の技術（５万Ｖの高圧遠距離輸送の技術は１９００年ごろにアメリカで成功、日本で

は１９０７年東京電燈駒橋発電が初）が確立していなかったから局地的なエリアでの発送

電にならざるを得なかった。Ｅ源としては火力が主である。 ＜資料Ｐ１＞ 

② 急速な普及（家庭では１９３２年にほぼ全家庭） ＜資料Ｐ１＞ 

前期では電灯＞電力であったが日露―第一次大戦の過程での日本資本主義の急速な発

展に伴って電灯＜電力となった。０８年～１３年－５３％・４７，０８～１３年－３

３・６７，２４～３１年－１１・８９％）、 

火力から水力へ  ＜資料Ｐ２＞ 

またこの時期に産業用動力は、電動＞蒸気となった。（１９１７年）大型水力発電によ

るコストダウンが大きな要因である 

   先の表のように電気事業者の数は飛躍的拡大したが（８００を超えるー平均県別にすれ

ば各２０ほど）同時に 5 大事業者―東京電燈,東邦電力（中部、九州）、宇治川電気、大

同電力、日本電力５大会社の支配力強化が同時に進行した。現在のように発・送電一貫

ではなく多くは従来の小エリアをカバーする事業者が圧倒的に多数であった。（自然発

生的な「分散型」といってもよい）この時期に、８００もの事業者があったということ

は、現在話題の分散型システムが何ら奇異でないことを示している。 

③ 戦争体制、国家管理―日本発送電株式会社への一本化―５大電力を中心に現物（設備）

出資する形で、従って民有・国営といわれる。 

１１）戦後 

  ①１９４５～５０ 

② ５１～６０，５１年 ポツダム政令（占領軍）により現在につながる 9 電力地域独占

体制が決定した,この分割民営化に対して、当時の最大最強の労働組合の一つである電

産（労組―「電算型賃金体系」で有名な）はこれに反対したが敗北し（51 闘争の失

敗とレッドパージ）、9 電力体制による企業別労使協調体制が成立した（ちなみに、電

産は 9 電力への分割に反対し国有全国一社を主張した。それ自体は何も奇異とするに

あたらない。韓国は現在国有一社であるし、イギリスも１９８９年までそうであった。） 

③ ６１～７３ 高度成長の時代、電灯、電力とも、家庭用ではそれまでの照明（部分的

に熱）に加え耐久消費財の（テレビ、クーラー、冷蔵庫、洗濯機）急速な普及によっ

て増大し、電力はいうまでもなく本格的な高度成長によって増大した。Ｅ源としては

水＞火から火＞水へ、そして火力の中でも石炭から石油へのＥ転換（三池闘争）＝Ｅ

革命が進行した。73 年構成比―電灯（家庭）２１，４％。業務９％、産業大口 51，1．

小口２１，４％であり大口電力の構成比がしめすように大（独占）企業主導の高度成

長を示している。 ＜資料Ｐ３，８＞ 

④ ７４～９４ この時期の最大の出来事は原発の本格化である。経済のサービス化、個

人消費比率の増大→電灯（家庭）、業務の相対的比率の増大。一般に電気の発展過程

は導入期の電灯（家庭）→産業分野への参入とともに電力の急速な増大→経済の成熟

（内需型・個人消費比率の増大、第三次産業比率の増大―日本ではいずれもＧＮＰ２



／３）とともに、電灯（家庭）と業務比率の増大のサイクルを描く。これに対する電

力側からのマーケテイングが“オール電化”である。  ＜資料Ｐ５，６＞ 

⑤ ９５～２０１１低成長の時代、個人消費（２／３），サービス化の進展＜資料Ｐ７＞ 

⑥ １１～ フクシマ以降、原発事故と電力自由化の時代 

Ⅳ 

１２）最大の問題としての原発  

    ①危険性 チェルノブイリ、福島 

②核燃料サイクル－最終処理の不可能性と破綻 

    ③経済性の破綻 一時の 3，4 千億の建設費から 1 兆近い、アメリカシェールガス等

との対比、投資に見合わない 

    ④各国原発の現状と方向性―＜資料Ｐ８，９＞ 

１３）Ｅシフト 再生可能Ｅ ＜資料Ｐ９＞ 

 ①ドイツ日本の比較―資料 ＜資料Ｐ１０＞ 

 ②礼賛論を排すー適合条件が重要 

  再生Ｅは、イ）地球温暖化、ロ）資源（特に化石燃料）の有限性を主とした理由として

推奨されているがその負の側面も指摘されている、コスト、自然破壊、例えば、地熱、

風力での設置場所によっては自然破壊を、太陽光での光・熱反射、産業廃棄物、風力で

の低周波音等であり、的確な適応条件―従って“規制”を必要とする。特に資本主義的

発展の波に乗った時のもうけ主義による新たな“公害”（乱開発）を必ず惹起する。 

  勿論、極めて有効な要素があることも事実である。代表的には、林業の再興と結びつい

たバイオマスによるコ・ジェネ（電・熱一体）であり、地域の村（町）起こしと一体と

なったプロジェクトである。つまり地域（共同体）に豊かさ（幸福）をもたらすか否か

が我々の（導入の）判断基準でなければならない。 

１４）分散型システム 

 ①分散型システムの前提は発送電分離である。現在の９電力地域独占体制の下での発―送

一貫体制では、彼らの利益のために恣意的な新規参入への妨害が生ずるからである。 

  だが同時にこの分離が、新自由主義の規制緩和・民営化の中で提唱されたことに留意す

ることが必要である。電力自由化の初めの一つであるイギリスでは、１９８９年新自由

主義の権化たるサッチャーによってなされた。そしてその結果は人々にとっていいもの

ではなかった。当初こそ参入時の競争によって料金が下落したが、そのが自由化以前よ

り値上がりした。また、原発が無くなったわけでも再々可能Ｅが増えたわけでもなかっ

た。アメリカでもそうであり、カルフォルニア大停電をはじめ事故が相次ぎ規制を強化

せざるを得なくなった。従って発送電分離は、分散システムの必要（前提）条件ではあ

っても十分条件ではない。また、新規事業者の参入が住民にとって料金、や脱原発や、

それに代わる再生可能Ｅをはじめとするメリットを約束するものでもない。 

日本では２０２０年だがどのようなものにー経営支配はどこに、巨額の資産を誰が買い

取るのか（買い取らないのか）ドイツでは民営、外国資本も参入（イギリスでも）、Ｅ

Ｕでは法的分離（発電会社と送配電会社との）だが。日本ではー例えば９電力や、電気



関係大企業、一部国家（ＥＸ政策投資銀行）出資といった最悪の形態の可能性がある。 

我々は、最終的には利用者たる住民による所有、過渡的には地域自治体（連合）による

公的所有を主張。 

 ②再生可能Ｅ－分散型システム（この二つは親近性はあっても別のもの）を理想形とする

議論（福島以降脱原発とセットで、脱原発派の主流の意見）―金子勝等―でいいのだろ

うか。 

   電力はＥロスが多い（３０％）ため、コージェネ（電・熱一体）が推奨されている。そ

して熱は当然長距離輸送不可であるから、地産地消的、“局地的市場圏”＝分散システ

ムであり再生Ｅのなかでもバイオマス発電（それもオーストリアを先進とする林業との

連携）は極めて有効である。しかし風力はドイツ北部（風力適地）から南部工業地帯へ

の遠距離送電のように、牧歌的な地産地消だけで済まされるものではない。資本主義が

生み出した巨大な生産力、その一環としての巨大なＥは我々の前提である。現在最も先

進的なドイツの計画（予測）を持ってしても恐らく当面する５０年（３０？）の単位で

みる限り過渡的な集中―分散システムは避けられないのではないだろうか？ある種の

共同体回帰論と結びついた地産地消の浪漫主義は避けねばならない。―先に引用したマ

ルクスが産業革命前のものとして描いた牧歌的風景へと歴史を引き戻すことは出来な

い。＜資料Ｐ１１、諸富徹＞そして分散型であればいいという問題でもない。新自由主

義的・民営化的・儲け主義分散システムだってある。 

１５）私から公（共）へのＥ 

  「資本の原始的蓄積は、・・・共同体の終局的崩壊」（大塚久雄「共同体の基礎理論」岩

波Ｐ４）であり公有地（入会地）を前提とする牧草,採木、水等のＥ資源の共同所有の

喪失、すべての物の商品化を意味する。そして先に見たように産業革命→独占資本段階

の産業の発展と共にＥは多様化と巨大化の一途をたどった。そして文字通り大地を

exploit＝搾取＝食いつくして生態系を破壊していった。なるほど資本主義も、人民の

抵抗に押され、またそれ自体が資本蓄積を阻害する限りにおいての改良を行ってはきた。

（いわゆる社会政策―人民の抵抗と”健全な労働力“確保が危うくなるとのアナロジー 

   さらに、資本主義の新しい段階としての新自由主義時代では、資本蓄積に行き詰まり

金融化と労働力の規制緩和と、公的な領域の私化を行うことで利潤率低下への抵抗手段

としてきた。電力で言えばその自由化である。発送電分離であれ、再生可能Ｅであれ、

分散システムであれ、それが新自由主義的に展開されるならば、新たな独占資本を産み

出し儲け主義の餌食となり新たな公害を生み出す。必要なのは、最も公共的でのある物

の一つたる電力を公的な物とすることである。それは国有化ではなかろう。イギリス等

はつい最近まで、韓国は現在も国有である。それは単なる国家独占資本に過ぎない。利

用者たる住民の参加する協同組合の手へ。それはすでにドイツでも多数あり、アメリカ

でさえ例えば住民投票で原発（サンチョ・セコ原発）廃止を決めたカルフォルニア、サ

クラメント電力公社のようなものもある。（「脱原発社会の選択」長谷川公一、新曜社）  

＜資料Ｐ８＞（アメリカは民営の権化のように思われがちだが、電力量でこそ８０％が

民だが会社数では８０％が公営、協同組合である）、そして日本でも特に３・１１以降



多くの貴重な取り組みがなされてきた。（「原発のないまちづくり」７・１１シンポでの

新開資料参照） 

 

   

               



- 1 - 

 

「原発のない町づくりは可能だ」 

 １６・９・８ 新開純也 

Ⅰ）高浜町、久御山町予算の比較  

別添予算書 参照。久御山町は交付金をもらわない全国有数の優良自治体である。人口も約１万６千高浜

町は人口約１万２千であるにもかかわらず、予算額（一般予算）は久御山の２倍に近い。その要因は、町

民税が多い（その主たる理由は関電からの固定資産税 ）のもさることながら,国庫及び県支出金の多額さ

による。 

Ⅱ）電源三法交付金 

このような国からの支出金は原発推進のため田中角栄によって制定された電源三法交付金による。（発電

用施設周辺整備法、電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、１９７４年） 

これは、イ）電力会社に税金を課し（結局は国民負担）その税金を立地に配分、ロ）その背景はそのころ

他の反公害闘争とともに反原発運動が大きくなったこと。それ以前は（６０年半ばまで）“原子力の平和

利用”（公開、民主、自主の三原則）によって共産党をはじめ原発容認が多数、私の長年の友人である熊

取６人衆の一人小林圭二によればこのような平和利用から脱却するのは一つは全共闘が提起した大学の

社会的位置（科学の社会的性格―資本への奉仕）と何よりも現地の反対運動（伊方での原発訴訟等を通し

ての）での現地住民との交流を通してとのこと 

Ⅲ）反対闘争 

一説によれば原発立地候補は７２カ所あったという。現在フク１（大熊、双葉）、建設中（大間）を含め

１８カ所。後で見るようにいずれも過疎化が進む漁（冷却水のためいずれも海岸）・農村である。いずれ

も町を二分する反対闘争が展開された。中心になった人は政治信条とは関係ない。多くの所で保守系有力

者（自民党支持者）が反対闘争の中心。（むしろ、そのような人物が中心のとこが跳ね返した。十分条件

ではないが必要条件）同時に、まだ労働運動が健全であったから地区労等が支援し市民、学生、広範な運

動が展開された。また多くの所で漁恊が中心を担った。（これが最後まで崩れなかったところはおおむね

勝利―和歌山（日高）、三重（芦浜）。逆はおおい町）切り崩しーイ）過疎化が進む中での雇用を中心とす

る経済発展（の約束）、ロ）交付金による財政援助、ハ）漁協等関係者等（団体）に対する巨額補償、二）

それとは別の関係有力者、関係者への賄賂。一旦決まってしまうと雇用、関係仕事（関電への工事、民宿

ＥＴＣ）、手厚い財政援助（交付金）、関電関係町税、また寄付（但し、この固定資産税は償却が進むに応

じて減ってゆく、だから一号から２，３，４・・・と次々と原発依存中毒になる）また、反対者への村八

分や仕事を回さない、あるいは関電社員との婚姻―このようにがんじがらめの“構造”＝原子力村が完成

する。３・１１以降この構造が揺らぎ始めた。 

Ⅳ）オルタナテイブは可能か 

上記した経過からすれば二つのことが必要、一つは原発立地に限らず進む過疎化に対してどう対応するか

第二にいったんできた構造化された原子力村をどう転換するかである。 

まず第一の問題から考える。 

                          

① 産業別人口の動き 

戦後の、特に高度成長期（１９５５年～70年前半）に急激な「都市化」が進行した。 

第一次産業（農林漁業）に従事する人口の推移はグラフ①であり１９５０年に約５０％から２０１１年

４，９％である。またＧＤＰに占める割合は１９７０年で、５％から２０００年に入っては１、２％で
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ある。グラフ② 

② 政策の推移 

イ） このような産業構造と就業構造の「高度化」＝工業化は、おおよそ１９７０年まではむしろ当然の

前向きのものとして評価されてきた。農業でも次、三男が都市へ流出することは、戦後の農地解放

によって創出された自作農にとっても都合の良いものだった。（思想的にも「共同体」は戦前地主制

度と家父長的家族制度による“封建遺制”として解体さるべきものとされた。現在はむしろ解体さ

れた（されゆく）共同体への回帰が叫ばれている。右からも左からも） 

ロ） １９７０年以降工業化は、一方で都市では公害やいびつな都市景観が問題となり農村では、人口流

出や収入等の立ち遅れが問題化されるようになった。 

それに対する対応は、一つは、減反を伴いながら食管制を維持することによって米価を支え、現金

収入をはかるための多角化等であった。しかし、林業は、自由化にともない安い輸入木材が入り、

他方での人口流出と重なることで急速に衰退した。中国、四国等の中山間地域の「過疎化」が問題

となった所以である。このような、農林業の流れの中で、国土政策としての例えば田中角栄の「列

島改造論」が登場した。まだゆとりのあった財政による予算配分で「土建国家」化で地域開発を行

うことであった。道路網、工業団地による企業誘致、原発（電源三法交付金も田中による）であり、

８０年代のバブル期では、テーマパーク、リゾート、ゴルフ場等の乱開発である。③図参照 

ハ） １９９０年バブルの崩壊と低成長と新自由主義、「地方創生」 

低成長下で、人口の集落からの流失は緩やかになったが、この社会減（他からの転入―転出）にか

わり自然減（出産―死亡）と団塊世代の高齢化を中心に人口の高齢化が進み「限界集落」が増加し

た。集落数は、6万 2271か所あるといわれているが、その数は微減の傾向であり「強靭、したたか」

に存在している．④図（限界集落とは高齢者人口―65 歳以上―が５０％を超える集落を指す,準限

界集落は 55歳以上５０％）財政逼迫の中で行財政改革が行われ、その中での市町村合併が（平成の

合併によって市町村数は３２５０→１８００へと半減）進行した。現在は「地方消滅」（増田レポー

ト）という情勢認識のなかで「地方創生」が掲げられている。（地方消滅論は、あたかも客観的な流

れとして消滅を言っているようだが、財政負担軽減と、大規模、資本主義的農業導入のため消滅さ

せるという“方針”である。中公新書「地方消滅」）その内容は、首都圏をはじめとする三大都市圏

への集中の回避（これは、言ってるだけ。東京オリンピックー何たる倒錯）、－「地方中核都市（人

口２０万以上）」の創設とそのコンパクトシテイ化（その意味はコンパクトに諸機能、例えば商業施

設や介護・医療施設、交通をまとめ、高齢化に対応、富山、青森が実験場とされる）それは町村合

併で広がった地域で人口を都市へ集約し財政負担を軽減すべく田園部の切り捨て、またＴＰＰと合

わせるなら、その“空いた”田園部へ農業への大資本の導入を目指しているのであろう。（その前提

としての農協の監督強化と弱体化） 

二）このような上からの動きに対して地元からの「まちづくり」、「内発的」経済・社会発展への志向が

９０年代バブルの崩壊以降芽生えてきた。また、３・１１以降その志向はさらに強くなり、Ｕターン、

Ｉターンも増加している。（⑤図）その概要を以下いくつか紹介したい。 

 

Ⅴ）まちづくりの事例 

  以上簡単に、戦後の動きを素描したが、そこに一貫して流れているのは、国家―行政による「成長戦略」

（成長主義）にもとづく都市（資本）による農村の「支配」である。ある時は農村からの安い労働力の

吸引と利用であり、ある時は、乱開発を伴う土建国家としての資本による地方（農村）の開発と利益の
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収奪であり、現在では地方消滅という情勢認識にもとづく平成の合併から連続する行政の合理化とＴＰ

Ｐを展望した資本主義的農業の導入を目指している。 

  これに対抗ないし拮抗して「脱成長」や「定常経済」を前提とする町創りが、言われるようになった。

勿論、この二つは、くっきりとした対抗関係にあるものではない、国の政策の利用（補助金や、交付金）

も重要であり、何よりも当該行政の姿勢と政策がまちづくりで重要であることは様々な事例が示してい

る。 

  だが、何よりも大事なのは、住民自身の意思であり，Ⅳ、で素描したような国や外部資本による開発で

ない、自分の集落の持てる資源を最大限に利用した（「地域資源保全型経済」）「内発的発展」への挑戦

である。また、まちづくりにはこの「内発性」と同時に「総合性・多様性」や「革新性」が必要といわ

れ（岩波新書「農山村は消滅しない」小田切徳美〉“ソトモノ、ワカモノ、バカモノ”が必要ともいわ

れる。（「村の集落ビジネス」関、松永、新評論社）以上を前提にしていくつかのパターンに分類して事

例を紹介する。 

① 林業―エネルギー 

中山間地域での林業はおよそ６０年代までの主要な産業であったが、輸入材木におされて衰退し森は

放置された状態にある。そこで、間伐材を利用して（木質バイオマス）発電や、チップにして熱エネ

ルギー（木材ストーブ、やコージェネ、地域の循環暖房）として利用する。 

これは、「里山資本主義」（藻谷角川書店）に紹介されている＜岡山県真庭市＞－「銘建工業」は製材

所で主として建材を生産していた。その過程で出る木くずを利用した「木質バイオマス発電」、木くず

を産業廃棄物として処理すれば 4億の経費、発電した電気を工場で使用、電気を買わないことで 1億

の倹約夜間電力の売電で 5000 万円の稼ぎ。さらに木くずを木質ペレットにし、家庭用ストーブやボ

イラー用燃料として販売。この会社は、高知県から請われて、高知県大豊町に合弁で進出。 

＜高知県梼原町＞では風力発電を１９９９年に始めやがて木質ペレットによる発電も開始した（資本

構成、町―５１％、民間―４９％）（「６次産業化と中山間地域」関、新評論社）また、「エネルギー自

治で地域再生」（諸富徹、岩波ブックレット）に紹介されている北海道下川町での「環境未来都市」構

想（木質バイオマスによる地域暖房システムと発電のコージェネ）岡山県西粟倉町での間伐材を利用

した炭ボイラー。 

会津「会津自然エネルギー機構」 

岐阜石徹白（いとしろ）町―小水力発電（「地域に希望在り」（岩波新書） 

またこのような林業―エネルギーの組み合わせの先進国はオーストリアであるといわれている。（諸富

「世界」１３年 号、「里山資本主義」でも紹介されている） 

 

② 農業―直販、６次産業、 

直販所は現在道の駅を含めて全国で１万３０００か所ほどあるといわれている。－内「道の駅」は 1059

か所、（１５年現在）平均売り上げは一店 2億円―（「村の集落ビジネス」松永桂子、新評論社）その

売り上げは１兆円ともいわれる。このような有店舗だけでなくネットによる販売も増加していると思

われる。９０年代に中国地方で始まった。－中国地方は過疎先進地帯であると同時に（であるがゆえ

に）それからの脱却の取り組みの先進地帯でもある。瀬戸内海沿いのベルト地帯の重化学工業化の中

でそこへ向けての急速な人口流出が６０年代に進行した。過疎はこのような産業地帯が遠いところあ

るよりも“遠からず近からず”の所から始まるとされる。              

直販は、 男社会の農協への出荷でなく、女性たちの“余業”として始まった。「地産池消」（下平、
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日本評論社）に紹介されている大分県大山町（現在日田市）農協の試み。地元だけでなく大消費地の

博多や大分に店を持ちレストランも経営。     農協系大型直販、ファーマーズマーケットのは

しりとされる岩手花巻の「母ちゃんハウスだあすこ」もＪＡ花巻女性部の提案から始まった。売上げ

約 8億、会員（店へ農産物を持ち込む人）数 300人、花巻空港にも近く観光客の買い物も多い。農協

は従来の出荷ルート（公設市場等）があり当初直販に否定的だったが実績を見て取り込む。この店は

一時全国からの視察多数だった。 

埼玉県花園町―蚕産（桑）の衰退の後花卉へ。花卉を中心とした直売所をもうけ、野菜も置く、それ

が予想外に売れ合わせて 10億（はじめて 10憶をこえた店として知られる）（「農産物直販所が農業・

農村を救う」田中満 創森社）田中によれば、直販所の成功には①消費者ニーズの追求―新鮮、安全、

安心 ②高付加価値化の追求―商品の創意工夫した加工品開発と商品化計画 ③地域食文化の発信 

④地域との連携―地域内諸活動との連携が必要という。 

＜６次産業＞とは言うまでもなく,一次産業、二次産業、三次産業をたした６次、つまり、原料となる

農産物を作り、それを加工し、かつ販売（流通）することである。単に農産物を作るだけではなく付

加価値を高めて販売まで手掛ける。しかし、その基礎はあくまで一次であり地元の農産物を生かした

ものでなければならず、農民が主導権を取るべき。またその販売も直販が基礎である。（そのうえで、

他のルートも）（同上書） 

「里山資本主義」に紹介されている山口県周防大島地元の柑橘類を使ったジャム,蜂蜜、ＥＴＣ、また

店舗立地選定を含めグリーン・ツーリズム的発想。 

高知県馬路村農協―この村も林業の衰退の中で（人口３５００→１０００へ）の生きる道を探し、柚

子を選択、原料の柚子から加工販売（ジュース、ポン酢、等）まで 30 億の売り上げ（「6 次産業と中

山間地域」関満博、新評論社） 

ところで、おおい町には、外郭団体として（株）おおいと名田庄商会とがある。（現おおい町は平成の

合併で旧大飯町と名田庄村が合併してできた）（株）おおいは、主として“箱物”の管理・運営である

のにたいし、名田庄商会は漬物などで 6次産業を目指して健全だが、販売や前提となるブランド化（マ

ーケテイング）が弱いように思われる。 

 

③ グリーン・ツーリズム（観光） 

「都市住民が、豊かな自然や美しい景観を求めて農山漁村を訪れ、交流や体験を通して楽しむ余暇活

動」（「現代ツーリズム研究の諸相」（小西。神戸大経営研究所） 

これまでの（現在も）のマス・ツーリズムに対して、上記のように定義されるグリーン・ツーリズム

が注目されるようになった。巨大化した現代都市文明からひと時離れ、癒しを求める。また日本では、

特に、1980年後半のバブルの時代、リゾート開発と称して国が提唱し（四全総）、大資本が呼応して、

ホテル、ゴルフ場、スキー場、マリーナ等をつくり、行政が率先して「地上げ」を行うという奇妙な

光景がいたるところで見られた。このような外部資本誘致型の地域開発から、地域の自然、景観、地

場の資源を生かした「内発」への転換が必要である。 

＜梼原町＞は先に林業―エネルギーの項で紹介したが、ツーリズムの領域でも活動している。ここに

は棚田があり近年は放置されていた。棚田オーナー制度、会費 4 万 10 円最低年 3 回の訪問、自分が

手入れした棚田から米２０キロをもらう。主として関西からのオーナーだから、数十万の経費がかか

るから経済的には米２０キロはまったく引き合わないが１６区画に対して１０倍ほどの応募がある。

（「グリーン・ツーリズムの潮流」多方、東海大出版会）（なお、高浜にも棚田がある） 
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周防大島も，発想としてはＧ・Ｔ的である。 

＜新潟県旧山北町＞伝統的織物「しな織」体験、焼き畑による赤かぶ摘み体験、豪雪集落でのスノー

モービル体験などで「日常生活を基本資源」とした観光、交流を目指している。（前掲小田切） 

④ 地域社会の自治 

以上みてきたような外部依存型でない「内発的発展」を地域から作り上げようとするならば、行政主

導の「おまかせ」でない住民の参加、自治、民主主義が不可欠である。勿論一方でバカモノ＝言いだ

しっぺ＝リスクテーター＝リーダーシップが必要ではあるが、それも住民全員参加へとブレークダウ

ンしないかぎり成功は覚束ない。 

鳥取県智頭（ちず）町の１/０村おこし運動―人口８０００、何度かの合併を拒否して独立維持。 

ここでも様々な「事業」が行なわれている。「森のようちえん,まるたんぼう」（自然環境の下での子育

て、これに賛同して村に転入する人も） 

「木の宿工場」－放置されていた間伐材を運び出す。６０００円/Ｔを地域通貨「杉の小判」で支払う

（３０００円はチップ業者から、３０００円は町からの補助） 

森林セラピー「智頭町まるごと民泊」－民泊受け入れ６０家庭 

「智頭野菜新撰組」－会員１００人ＥＴＣ 

このような事業も評価されるが、その決定過程に注目。 

「１００人委員会」があり商工・観光部会、生活環境、福祉、農林業、教育・文化、獣害対策などの

部会がある。（それぞれ１０～２０人）ここで議論された２１事業の提案が「公開予算ヒアリング」で

発表され７事業が採択されそれに対して「まちづくり交付金」が付けられる。 

１/０村おこし運動―８７集落中１６集落が参加、集落振興協議会や地区振興協議会がありそこから５

地区の提案が採択されて、１，２年目１００万、３～１０年５０万の予算が付く。（「地域再生のフロ

ンティア」小田切 農文協） 

＜長野県飯田市＞「おひさま進歩」による太陽光発電とその前提にある「公民館運動」－「地域自治

組織としての公民館が定着」（これは飯田地区の自由民権運動から続く社会運動の伝統があるという。

（「エネルギー自治で地域再生」諸富 岩波ブックレット） 

Ⅵ）村からの脱却 

いったん原発を受け入れた地域の脱原発は容易ではない。まちの毛穴をふさぐように既得権が張り巡

らされ、また住民の“惰性”とあきらめもあるからである。だがこの惰性とあきらめは３・１１以降

揺らぎ始めたのも事実である。脱却のための条件をいくつか挙げる。 

① 事の本質は国政レベルの話であるから本質的には国政での脱原発への政策転換以外にない（３・１

１以降のドイツのように）従って反原発の全国的運動が何よりも重要 

② しかし、各行政レベルでの動きも重要である。原発稼働には県や町の同意が必要だから、新潟の泉

田知事、その後の鹿児島の三反園知事、東海村の村長を見れば明らか。従って“現地闘争”（首長選

挙を含め）が重要であることは論を待たない 

③ 従って上記したような原発のないまちまちの事例は,①や②のためにとりわけ現地住民に対して提

起される必要がある 

④ かつそれは現地、現場でいくつかの“実験”＝事例創りが行われねばならない。－本格的に展開で

きるのは行政を握ることなしには不可能である。 

⑤ 実験のためには都市の援助が必要である（人的、財政的） 

⑥ 転換の事例として石炭から石油のエネルギー転換時の炭鉱地帯の事例や方策を添付しておく 
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