
おカネは何に使われてきたか１．
ピークオイル問題と戦争

• 発見量、消費量、生産カーブを合計すると

このようなカーブになる

• 今後、巨大油田は見つからない
• 石油生産量はピークを迎える
• 消費は全く鈍化しない
• すると供給できないギャップを迎えることになる。

需要に生産が追い
つかなくなるピーク

液化天然ガス

非在来型天然ガス

石油増進回収追加分

未発見の原油

未開発の

油田

現在生産中の

原油

世界の石油生産量の
参考シナリオ（ＩＥＡ）

• 2030年時点の原油は、需要と伸びと原油生産の減少によって、
現在のサウジアラビアの６倍の追加量が必要になる。

石油の奪い合いが戦争を作っている

• ならばエネルギーを自然エネルギーにシフトさせよう

• 100年後のエネルギーは何か
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もし軍事費をほかに使えたら・・・

• これだけ使っても、まだ毎年約２０９９億ドルあまる。

世界が京都議定書を守ったら、軍事の二
酸化炭素はさらに突出する

戦争に反対しない
環境保護なら、戦争
で滅びることだろう。

自宅から通う殺戮―イラク・アフガン

• 私は、米空軍が「プレデター」を使って、米本土から遠隔操作
でアフガンやイラクで民間人を殺害してきた事実は知ってい
たが、連載冒頭の文章には衝撃を受けた。 「米国本土の基
地から衛星通信を使 い、1万キロ以上離れた戦地で無人航

空機を飛ばす。

• 兵士は自宅で家族と朝を迎え、基地に出勤。モニター画面に
映る『戦場』で戦い、再び家族の待つ家に帰る」。

• 「午前中3時間はアフガンで飛ばし、1時間休憩する。午後の
3時間はイラクで飛ばす。米国にいながら、毎日2つの戦場で

戦争をしていた」。米西部ネバタ州ネリス基地で無人機パイ
ロットをしていた空軍大佐の言葉である。

毎日新聞連載「テロとの戦いと米国・第4部『オバマの無人機戦争」2010.4.30より

「家庭の対策が も重要」ではない

・ 家庭のライフスタイルが問題にされるが、現実には
家庭の二酸化炭素排出量は全体の１／５。

そもそも産業が排出している

• 日本全体の排出量の半分は、たった１５３事業所から出されている。
• 「温室効果ガス排出量公表制度による2008 年度の大口排出」気候ネットワークよ

り http://www.kikonet.org/iken/kokunai/2010‐07‐09.html

電気は貯められないのが問題

・足りないのはピーク、一年間8,760時間の10時間だけ

・その９割を作っているのは産業需要

ピークの時間帯
には、家庭は
も電力消費量が

少ない



なぜ産業はピークを作るのか？

• 同じ一月の中で、家庭は使うほど単価が高くなるのに、産
業では安くなる。だから消費量が増える。

• 電気料金を使えば使うほど上がるようにすれば、産業は３
－４割節電する。それだけで京都議定書が守れる。

業務用の平均電力
消費量も、位置を

合わせてある

電気料金のカーブを
こうすれば電力消費

は減らせる

日本の発電所は
５８％しか
働かない

ドイツや北欧では
７２％も

働いている！

日本 ドイツ・北欧

夏の平日、午後２時から３時、気温が３１℃を越える日は、
産業の電気料金を高くしよう！

・ 同じ電力消費量のままでも、ピーク電力の２５％の発電所
はいらなくなる！ 原発の設備量は全部で２２．３％。

日本がドイツ・北欧並み
に発電所を働かせるに
は、ピークを下げれば

よい。すると・・・

電気の二酸化炭素はゼロにできる 千葉県犬吠崎に風車を建てると

• 水深・海岸線からの距離別の賦存量

• 以上の方法を用いて，関東地方沿岸50km 以内の

洋上における賦存量を海岸からの距離・水深別に
求めた．
本研究で対象とした海域では合計で
286.54TWh/year の賦存量があることがわかる．

• これは東京電力の2005年の年間電力販売量
288.7TWh/year23)にほぼ等しい．

• ただし，Fig. 12からわかるように賦存量の大部分は
水深500m を越える海域にあり，経済的に利用が難

しいと考えられる．⇒これもすでに開発されている。
http://www.jstage.jst.go.jp/article/jwe/32/2/63/_pdf/-char/ja/ ｐ７１より

資源エネルギー庁発表の発電単価

• 「原発はこんなに安くない」「維持のためには国の補助を」と
電力会社は言う。

• 一方、世界では一番安いはずの水力が、なぜ一番高くなる
のか？

電力会社が経産
省に提出している
「設置許可申請
書」によれば、発
電原価の平均は

初年度で

平均13.9円、

耐用年数全体で

平均12.3円

5.9円ではない！

http://trust.watsystems.net/n-cost.htmlより作成



なぜムダな設備を造るのか

• これを「総括原価方式」という。
• この仕組みが不要な再処理工場を造らせ、電気の値段を高くした。

では利益を 大にしたかったら・・・？

公共料金の総額

1,035円

＋

必要になった費用

1,000円

適正報酬としてその3.5％

35円

適正報酬は3.8％だから

350億円

必要になる費用を
大きくすればよい

1兆円

そのため架空ニーズ
と施設が作られる

日本の電気料金は世界一高い？

• 審議会の報告によれば、電気料金の家計に対する
比率で日米は同じになるが、消費量は３倍違う。

失われる日本の国際競争力

• 日本の電気料金はアメリカの３倍、スウェーデンの７
倍。

• そのため電気を多消費するアルミ、銅、鉄の精錬な
どは海外に移転せざるを得なくなった。

• 日本に残っている企業のうち、４分の１が自家発電
せざるを得なくなった。

• 高すぎる電気料金が産業の競争力を失わせている。

• 高くしたのは原子力発電と揚水発電のセットだ。

• 家庭では電気と車のＣＯ2を減らすのが大事！

家庭内の電力消費、四天王！

エアコン、冷蔵庫、照明、テレビで電気消費量の
３分の２を占める！

どれだけ省エネが進んだか

• 2000年までの値は省エネ製品の平均値。2001年からの数字は も省エネした製品で表示
している。

• 途中で曲線が上下するのは、売れセン機種が変わるため、 も製品種が多いものに変更し
ているため。

• 途中からグラフに変動がなくなるのは究極化したものと思われる。
• 冷蔵庫については途中二度の基準変更があり、その都度推定補正計算を行っている。たと

えば1999年3月以前とでは1.6倍の推定値の差があり、2006年からは約2.5倍の差がある。
それぞれカタログデータから実態データに合わせたためである。



省エネ冷蔵庫の買い替えに融資する

→融資額は 20,000円/年×５年分＝100,000円
→返済額は 毎年20,000円×５年間
→本人は毎年 7,328円以上トクをしながら、新しい冷

蔵庫を手に入れた。

この時点で
元は取れた。
返済終了！

この部分は収益に
なった！

省エネして得した！

初に１０万円
を借りて冷蔵庫

を購入。

省エネ電球の場合

たとえば白熱球から蛍光灯球にすると、

• 電気消費量 ６０ｗｈ－１０ｗｈ＝５０ｗｈ×６個

• 一日５．５時間 ５．５×０．０５ｋｗｈ×３６５日＝１００．３７５ｋｗｈ

• １００．３７５×２４．７円＝２，４７９．３円／年

• 一球６００円とすると、３ヶ月弱で６００円を取り戻せるので、支払
いを３ヶ月遅らせるとタダで手に入れたのと同じになる。

• しかも寿命は８～１０倍長いから、それだけトクになる。

電球

電球型蛍光灯

LED球

エアコン性能偽装？

• ヒートポンプが抱える課題

① 省エネの公称性能と実性能の大幅な乖離

測定用の隠しスイッチ（隠しプログラム）があり、大変な騒音を出しなが

らエアコンが強風を吹き出す。「爆風モード」とも呼ばれる。これは実際の
利用時の省エネ効果の２倍以上になる。

② 冷媒に使用される代替フロンは、強力な温室効果
が二酸化炭素の3400倍以上。

③ ＪＩＳの基準は、実際の利用の５倍も多い。

• カタログデータの１／１０しか省エネしない。

• 結論として、現状において、ヒートポンプの推進は、
ＣＯ２排出量を増大させる可能性はあっても、排出
量を大幅に減少させることはない。

クルマを走らせるまでの効率劣化

• ガソリン車は走行の燃費が悪すぎる。
• 電気自動車は発電の効率が悪すぎる。

自然エネルギー時代の効率は？

• 地域の自然エネルギー由来の電気自動車が、もっとも効率
がいい。

• アルコール、メタノールは、全体として効率がよくない。

電気を自給する

• 全部を直流の電気にするとムダがなくなる。

• 省エネ化で半分、直流化でさらに２割減。

• 充電時に抵抗がなければ、太陽光発電は６畳以下で足りる。

三菱アイミーブ：出典 http://www.ev-life.com/



石油社会から自然エネルギー社会へ

• 社会のヒエラルキーが逆転する。

• 社会は各地の小さな単位から作ら
れるようになる。

石油社会

石油コンビ
ナート

発電、自動車燃料、プラスチック、
土木、建築、農業、漁業・・・

働かされる人々

自然のエネルギー社会

発電、自動車燃料、プラスチック、
土木、建築、農業、漁業・・・

みずから自発的に働く人々

２．南の国の人たちはなぜ貧しいのか
安いアルミはどう作られるか

生産

廃棄

輸入品が多い、特にブラジルや
インドネシアからのもの。

アルミを作るに
は電気がいる

電気を作るには
発電所がいる

発電するにはダム
が一番安い

新品が安すぎると、リサイクルするより
使い捨てた方が安上がりになる

新品のくせにリサ
イクル品より

値段が安い！

生産

廃棄

そのためリサイクル
品は買ってもらえ

ず・・・

使えるのにゴミとして
捨てられる。
処分方法は

焼却・埋立・海洋投
棄しかない！

それがごみ問題を作り
出していた

どの資金で誰が作るのか？

しかもそのダムを作るのは日本企業だ。

生産

廃棄

アルミを作るための発電用の
ダムは・・・

日本からのＯＤＡ（政府開発
援助）で造られていた！

しかし日本のＯＤＡはカネ貸しが大半

• 返済できない債務を作り出した



リサイクルを妨げていたのは、

輸入資源は新品であ
る上に価格も安い！

生産

廃棄

そのためリサイクル
品は売れず・・・

ごみにされて
いた！• ＯＤＡによる輸入資源の安さ。

• ごみ問題を解決できないのは、これ
を国内問題と考えたためだった。

東京都の家庭ごみはごみ全体の１／２７だ！

• ごみ問題を作っているのは「事業系ごみ処理費」の
圧倒的な安さだ。

• 「ライフスタイル」では解決しない。仕組みの問題。

家庭ごみ

事業系回
収ごみ

事業系

持込ごみ

一般廃棄物の８倍
ある産業廃棄物

ごみをどうするか――焼却から本当の資源へ

• ゼロウエイストは実現可能だ
• ごみを焼却処理する必要はない
• バイオマス利用は、エネルギーとごみ処理の両方に役立つ

リサイクルに

リサイクルに

リサイクルに

ここが減ればごみの８１％はリサイクルされる。
これはバイオマスエネルギーになる。

プラスチックは将来世代の資源かも知れない

・リサイクルされるもの t
ごみとして出された時点で

すぐ再生利用可能なものがリサ
イクルされる

・リサイクルされないもの t
ごみとして出された時点で

すぐには使いよう
のないものは焼却
される

しかしそれも将来
は枯渇し、必要
になる資源だ

・保管こそが重要な手段 t
ごみとして出された時点で

将来必要になる時点まで、安全かつ
確実に保管する手段が必要

持続的に利用するために

• 持続的に利用したいなら、
• 更新される資源（更新性資源）を使い、
• 成長よりも長い時間をかけて使えばよい。

５０年かけて
育つものを

５年で使い捨てれ
ば森は９０％減る

逆に６０年かけて使うなら、
森は毎年２０％増える

途上国が輸出する理由

• 途上国の債務が
増えると資源価
格が下がる。

http://www.eco-link.org/jubilee/top-ja.html より作成



返済できなくなると、ＩＭＦ、世界銀行から「構造
調整プログラム」が押しつけられる

• 通貨を切り下げて、輸入品を高く、輸出品を安くさ
せる。これによって貿易を黒字にし、それで返済さ
せる。

• 福祉・教育・医療などに回っていた資金を返済に回
させる。

• 自分たちが食べるものではなく、輸出するための作
物を生産させる。それによって借金返済をさせる。

• しかし１００を超える借金国が３０品目しかない原料
を作ったら・・・

今や返済額の方が上回る、日本の「援助」

これらの国は、特別
貧しい国（ＬＬＤＣ）だ。
それらの国からも
「援助」の金を回収

している。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/05_hakusho/ODA2005/html/zuhyo/index.
htm より作成

私たちはいいことをしようとする前に、
悪いことをやめるべきだ

• 私たちの使う携帯電話も超合金もダイヤモンドも、アフリカの
紛争と関係している。

• 投資会社を通じた私たちの貯蓄が、途上国の人々の生活を
苦しめている。

• 日本からの金貸しＯＤＡが、アフリカの貧困問題の 大原因
になっている。

• ＯＤＡを増額するよりも、今のＯＤＡの使い道を変え、これま
でのＯＤＡ債務を免除すべきだ。

• 私たち自身の生活を持続可能なものにすることの方が、アフ
リカの人々のためになる。

• 私たちはもっと先の未来を考えるべきだ。短期の近視眼的な
見方では問題を解決できない。

グローバル・タックスの事例グローバル・タックスの事例
～航空券連帯税～～航空券連帯税～

●飛行機に乗れる「豊かな」人たちから徴税し、貧しい
人々に再分配する

●ファースト/ビジネスクラス：10～40ユーロ

●エコノミークラス：1～4ユーロ

●エイズ、マラリア、結核という３大感染症の薬を安定
的に購入し、治療へのアクセスを高める資金源

●2006年2月28日～3月1日

「革新的開発資金メカニズムに関するパリ会議」

上村雄彦氏のプレゼン資料より

UNITAIDUNITAIDとは何か？とは何か？
●UNITAID（IDPF：国際医薬品購入ファシリティー）

●２００６年９月１９日に設立

●目的： 安定した資金を用いて大量、かつ長期的に
医薬品と診断薬を購入することで、これらの価格を
低下させ、貧しい人々のエイズ、マラリア、結核の治
療へのアクセスを向上させること

（出典：UNITAID URL: http://www.unitaid.eu/en/）

上村雄彦氏のプレゼン資料より

UNITAIDUNITAIDの成果（の成果（20072007年度）年度）

HIV/AIDS マラリア 結核

パート
ナー

クリントン財団
WHO
UNICEF
グローバル・ファンド

グローバル・ファン
ド
WHO
UNICEF

ストップ結核パート
ナーシップ, 
グローバル・ドラッグ・
ファシリティ, 
グローバル・ファンド

受益国
数

53ヶ国 22ヶ国 58ヶ国

受益者 100,000人の子どものARV
治療
65,000人の第2線ARV治療
122,000人の妊婦のARV治
療

135万人のACT治
療

866,000人の第1線治療
180,000人の子どもの治
療
4,700人の多剤耐性治
療

医薬品
価格の
低下

40％（小児用ARV）
25-50％（第2線ARV）

29％（ACT）* 20-30%（MDR-TB）*

註：*はUNITAID, 2007eより
（UNITAID, 2007d: 1をもとに筆者作成）上村雄彦氏のプレゼン資料より



グローバル・タックスの種類グローバル・タックスの種類
●経済関係

・通貨取引税、通貨取引開発税（ＣＴＤＬ）
・多国籍企業課税 など

●環境関係
・地球炭素税
・天然資源税 など

●平和関係
・武器取引税 など

●保健・衛生関係
・航空券連帯税 など

上村雄彦氏のプレゼン資料より

途上国の人々は貧しくされた上に肝心な食料
の生産を奪われている。

• この先進国からのダンピング輸出によって、
食べ物すら生産できなくされた。

生産原価
より・・・

輸出価格の方
が安い！

アメリカの小麦生
産価格と輸出価

格との対比

経済のグローバリゼーションはトリック

• 神戸－東京より、シンガ
ポール－東京で荷物を運
んだ方が安くなる。

• これは国境線を越える石
油が非課税であるためだ。

• これが経済のグローバリ
ゼーションを成り立たせて
いる。

何をするのが温暖化防止になるのか

従来のバナナ貿易の収益とフェアトレードの収益

• 従来のバナナ生
産者は、船積み価
格の９５％を栽培
や洗浄、梱包、輸
送のコストで奪わ
れていた。

• フェアトレードでは
７．６倍収入が増
え、グループの運
営に対する報奨金
を含めると１４倍に
なる。

http://www.fairtrade-jp.org/bananakijunn.doc より作成

方法５．市 タイ東北部で起きていたこと

• 生産と購買の両方で損をしてい
た。これでは貧しくなる。

農民は自分の生産物
を、バンコクからの仲
買人に売り・・・

生活物資を同じ仲買人
から高く買っていた。



方法５．市

• 市で行われているのは、通貨を使った非貨幣経済
である。

市

牛を持ってきて 麦を持ってきて

麦を買って帰った 牛を買って帰った

資金をどこで回転させるか

• 資金が地域で回
転すれば、地域経
済を活性化させる。

• 資金が国内で回
転すれば、国内を
活性化させる。

• 海外に流出すれ
ば、活性化につな
がらない。

３．世界と日本の森を回復するには
日本の集中豪雨的な熱帯材輸入

• 日本が輸入した
熱帯林の順は、
フィリピン⇒イン
ドネシア⇒サバ
⇒サラワク⇒パ
プアニューギニ
アの順になって
いる。

• その順と次の地
図を合わせると
どうなるか。http://www.jca.apc.org/jatan/pub/booktrop5.html より引用

私たちのくらしと熱帯木材

• コンクリートパネルとして使われる。長年かかって育った木が、
一ヶ月ほどでゴミにされていく。

• 世界で貿易される熱帯材の２－３割が日本で消費される。

熱帯林の
木材は

年輪がないの
でベニヤ板に

加工され



日本では植林より木材の利用を

• 国内的には木材が利用されずに森が荒れていく。
• 一方で森の少ない他国から森を奪っている。
• その量は輸入量も国内の森の生産量も、年間１億

立方メートルでほぼ同じ。
• ならば海外の木材を奪わずに、自国の森林資源を

利用し、再びきちんと植林すれば、両方の森が保全
できる。

• 日本は植林をするより前に、国土の中の森を利用し、
きちんと再度植林すればいい。

低成長(デ・グロウス)の時代に

銀行は生き残れるのか

• 企業の収益率が1%しかない中で、金融機関の金利
は 低でも5%程度は必要。

• ましてや社会的企業は低金利の仕組みがないと成
り立たない。

企業の収益率
銀行の人件費率

銀行の不良債権率

貯蓄と実現する未来

口で表現することより、カネで表現した現実が実現する。未来のため
の貯蓄のはずが、未来をこなごなにしていく。

ではどうしたら？
運動の三つの方向性

• まだ可能性はある。

タテ
自ら政治家に

なったり、影響を
与えられるポジ
ションから変える

方法

ヨコ
となりの人に話し
たり、多くの人た
ちのムーブメント
から変える方法

ナナメ
全く別な仕組み
を考え、現実に
新たなやり方を
やってみせる方

法



「ＮＰＯバンク」の進展

• これ以外にも別な目的の
ための「岩手信用生協」
や「日本共助組合」生活
サポート生協東京、グ
リーンコープ生協の生活
再生事業などがある。

• 福島には「ふくしまNPO
バンク設立研究会」、金
沢には「ピースバンクい
しかわ」が設立準備中。

東京には「未来バンク」
「東京コミュニティーパ
ワーバンク」「ap bank」

「生活サポート東京生活協

同組合」がある。

北海道には
「北海道ＮＰＯ
バンク」がある。

長野には
「ＮＰＯ夢バンク」
がある。

新潟には「新潟
コミュニティーバン
ク」がある。

名古屋に「コミュニ
ティー・ユースバン
クmomo」、大阪に

は「ツルミ・ヒューマ
ン・バンク」がある。

神奈川には「女性・市
民コミュニティーバン
ク」がある。

福岡にも「もやい
バンク」が設立さ
れ、宮崎、熊本に
も設立準備中。

足立区東和商店街の試み
• 学校給食の民営化の際に業務を受託した。

現在は30校を超える給食を受託している。

• その食材はすべて地域の商店街から供給さ
れる。そのため、商店街は生き残ることがで
きている。

• また、田中会長は足立区内の連合商店街の
会長として足立区に交渉した。従来の敬老祝
金を現金に変えて、「地域の共通商品券」を
発行させた。しかもやや多めにして。

• その結果、毎年４億円が地域の商店街に回
るようになった。

• 地域経済は「地域の資金量×回転数」で測ることが
できる。

• 地域に資金を残し、回転数を高めればよい。

モノが動くとき

逆方向に
カネが動く

地域活性化ってどうしたらできるの？ 時間差があるときには金融を使う

t
家の購入費 金融により、イニシャルコス

トをランニングコスト化する

t
森からの利益将来の森のために、長期投資で

将来利益のために投資する

皮むき間伐 翌年、木は乾燥し、女の子でも運べる



ペレットはがき商品券

• 後に送った人に品物が届く
• 生産者が発行するので偽造困難
• 名前を入れていくので、偽造困難

カネで貸してモノで返してもらう仕組み

• こうすると、農家にとっては借入れができることにな
り、販売先が見つかり、現金にしなくても返済が可
能になる。

• 自分にとっては、今後の生活の安心感として、どん
なときにも長期的に届けてもらえる契約が作れる。

自
分

農
家

おカネを出資

農作物で返済

天然住宅で建てた家

特徴

燻煙乾燥木材は、日本家屋の柱や梁が囲炉裏から立ち上がる煙でいぶされ、数百年の耐久性

を持つ木材になるのと同じような原理で造られています。木材を燻煙乾燥プラントで燻すと同時に

乾燥させることにより木が本来持っている強さ、美しさを 大限に引き出します。

●蒸気乾燥では取り除ききれない、木材細胞の中に形成された｢ひずみ｣を燻煙では均一化でき

、反りや 狂いの少ない木材になります。

●有害な化学物質を使わず、ダニ、カビを寄せ付けにくくし、家を長持ちさせ、美しさを保ちます。

●国産の杉を資材とし国内の森林活性化に貢献します。

●燻煙の燃料には、木材の樹皮や製材した時のおがくず等、従来廃棄する部分を使用するため

、環境に 有害な物質も出さず、ローコストな乾燥が可能となりました。

かび発生比較 繊維断面比較

１

未処理木材 燻煙乾燥処理木材 燻煙乾燥処理
の杉材細胞

高温乾燥処理
の杉材細胞

食べ物より空気が危険

• 食べ物、飲み物からの摂取量は重さベースで全体の15%。
83%の摂取は空気から。

• しかも空気の摂取の69%が室内からのもの。

• 食べ物以上に気を使うべきなのは室内の空気汚染。

http://homepage2.nifty.com/giken-lec/より

生活の中から、おカネに頼らなくてすむ割合を多くする

• 私たちは「暮らし」が大事であって、おカネが大事なの
ではない。おカネに頼らなくてすむ暮らしにしていこう。

100%、おカネが必要な暮らし

おカネに頼らない暮らし

おカネに頼らない暮らし

60%、おカネが必要な暮らし

30%、おカネが

必要な暮らし



本当の安心と豊かさを

• 資産には二つある。収入が得られるものだけでなく、
支出を減少させるものもまた資産だ。

• カネに使われるのではなく、カネを使う主人になろう。

資
産

生活費

社会の中で、生活の糧を得られるようにする

• 会社にぶら下がるだけだと安心感がない。
• 収入もしくは資産を多様に持つことで、安心感ある

生活が可能になる。
• そのために自分を多様化する。

会 社

自分

会 社

個 人ＮＰＯ

地 域

自分


