
これからの時代の
生き方暮らし方

シャロムコミュニティー



今日お話したいこと

１．日本の自給はどうなってる？

２．便利になって帰ってきたものとは？

３．これからの生き方･暮らし方の羅針盤は？



日本の自給は
どうなっているの？



食糧自給率の推移

国内食糧自給率の推移（農水省データより）
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食糧輸出入量の推移

輸出入の推移（農水省データより）
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フードマイレージ

フードマイレージとは、輸入相手国からの輸入量×距離で算出される。
フード･マイレージが大きいほど、環境負荷も高い。



我が国の主要農産物の国別輸入割合（平成15年）

（「平成16年度食料･農業･農村白書の概要」より）

食糧需要をめぐる情勢



世界の人口および農産物輸入
に占める日本の割合は？

「不測時の食料安全保障について」（農林水省作成）より



中国の農産物貿易額の変化

中国の農産物貿易額の変化（「平成16年度食料･農業･農村白書の概要」より）

資料：国連「UN Comtrade」
注：１）食品には、魚介類・調製品は含まない。

２）中国には、香港、マカオが含まれる。

農産物貿易全体でみると、中国は農産物純輸入国に！



日本は、食料自給できる？

「有機農業みんなの疑問」舘野廣幸著より

１億２０００万人×４アール＝４８０万ha
埼玉県小川町の有機農家 金子美登氏による、実践から割り
出した数字

有機農業の場合

日本人一人につき４アール（１２０坪）の

農地が必要



日本の耕地面積は？

昭和５５年 ５４６万ｈａ

平成１２年 ４８３万ｈａ

平成１５年 ４７４万ｈａ

（農林水産省「耕地および作付け面積統計」より）



エネルギーは自給できるの？

日本にあるエネルギー資源

・太陽光発電

・風力発電

・地熱発電

・木質バイオマスの活用

・バイオガスの活用

これでまかなうには、どうする？



日本の部門別
二酸化炭素排出量とその割合

・ 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１／８程度。



ピーク需要は産業消費が作る

•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だ！

ピークの時間帯
には、家庭は最
も電力消費量が

少ない

作成 田中 優



自然エネルギーの
家庭への導入

今までの電力消費量 4000kwh／年

⇒ 太陽光発電3.8kwの設備

広さ１７畳で約３００万円

電力消費量を半分にしてから導入すると

⇒ 太陽光発電 2kwの設備

広さ８畳で約１３０万円



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！

http://www.eccj.or.jp/result/index.htmlより作成

作成 田中 優



省エネ家電の省エネ率は？

1995年 省エネ製品の消費電力平均値

１００とすると

2002年 省エネ製品トップランナーは

ビデオと冷蔵庫で

マイナス８０％！



照明は？

６０Wの

白熱電球

ＬＥＤ（１Ｗ）

６０分の1に減

寿命は白熱電球
の約80倍

蛍光灯（１３Ｗ）

５分の1以下減

寿命は白熱電球
の約8倍



– 電気と車のＣＯ2を減らすのが大事！

エネルギー問題は省エネと自然エネで解決可能

作成 田中 優



バイオマスエネルギーの活用

• ちゃんと植林される限り、ＣＯ2の量は増えも減りもしない。こ
れをカーボンニュートラル（炭素的には中立）という。

• 成長速度を上回って伐採しない限り、これは永久に使うこと
のできるエネルギーになる。

ＣＯ2

木材

田中 優作成を一部改変



持続的利用とは何か

• 持続的な社会を作りたいのなら、

• 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

作成 田中 優



中国のバイオガスシステム
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作成 田中 優



生ごみだって使える自然エネルギー

• これで生ゴミや畜産廃棄物をメタンガスと液肥に変えること
ができる。

• しかも価格は非常に安い。
• ゴミ処理費、燃料代、肥料代が安くなり、しかもその分の二

酸化炭素排出量を減らすことができる。
作成 田中 優



自然エネルギーの導入計画

• 日本は２０１０年の目標でたった１．４％、現時点でわずか０．
２％（ダムを含んだとしても３．８％）にしかならない。

• 世界の側を常識として捉えると、日本のエネルギー政策は非
常識なものである。

日
本

http://www.greenpeace.or.jp/campaign/energy/basics/self_support_html 欧州の再生可能エネルギーの比率と
目標 出典 WindForce12 Greenpeace/EWEA 2003

作成 田中 優



水は自給できている？

出典：東京大学 生産技術研究所 沖大幹教授ホームページ
（http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/Info/Press200207/Img2003-01/vw2003-0130_08.jpg）

（注）出典：「平成18年版 日本の水資源」、国土交通省土地・水資源局水資源部、2006年8月



出典：東京大学 生産技術研究所 沖大幹教授ホームページ
（http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/Info/Press200207/Img2003-01/vw2003-0130_08.jpg）

（注）出典：「平成18年版 日本の水資源」、国土交通省土地・水資源局水資源部、2006年8月



今はどんな時代？

・変化が激しい時代

⇒ドッグイヤーからマウスイヤーへ

１０年ひと昔から３年ひと昔へ

・様々なものが進化して、合理化から多様化へ

⇒効率化･均質化から個性化の時代へ

⇒懐かしいものが便利になって復活



便利になって帰ってきた
懐かしいもの１

・電子メール：文字によるコミュニケーション

効率的な電話文化による「音声」コミュニ
ケーションから「文」の文化の復活



便利になって帰ってきた
懐かしいもの２

・インターネット

ボランティアの文化を復活させた。

（リナックス、教えあいの文化）

⇒地域コミュニティの助け合い

⇒贈与経済の復活



便利になって帰ってきた
懐かしいもの３

資源リサイクル：大量生産、大量消費、大量廃
棄が当たり前の時代は、資源リサイクルは、
経済性･合理性の点で見合わないとされた

⇒地球環境問題の深刻化により

重要テーマとして復活

⇒個人レベルでみると、不用品を効率的にほ
しい人へ渡すネットオークションが普及



便利になって帰ってきた
懐かしいもの４

食べ物：効率的な慣行栽培、

安価な輸入食料から、

安全・環境と調和した食料生産へ

⇒有機野菜の一般化、自給用の野菜栽培
への関心の高まり

⇒有機野菜が入手しやすくなってきた

⇒安全な食べ物を簡単に手に入れる方法
として家庭菜園が見直されてきた



便利になって帰ってきた
懐かしいものの共通点

社会を取り巻く状況が変化して、これまで

非効率なものとして忘れられたものが、

より便利に、身近になって復活している

⇒ 螺旋的発展



これからの経済はどうなるか？

□経済の発展

贈与経済 ⇒ 物を交換する交換経済

⇒ 交換を効率的に行う貨幣経済

⇒ 資本主義経済の発達

⇒ 資本主義経済のほころび・崩壊

⇒ 贈与経済の復活（ボランタリー経済）と成長、

マネーゲームからつながりの経済への移行？

グローバルからローカルへ



２．物々交換の経済

１．貨幣経済

３．労働交換の経済

信頼・つながり

生き物・自然・人がつながる暮らし

＝めざす持続可能な社会

３つの経済とこれからの社会



どう生きるか？

ライフワークバランス

仕事以外の人生と仕事の時間的なバランス

⇒普段の暮らしを充実させる

仕事以外の人生を充実させるには？



充実した暮らしとは？

安全・安心で健康な暮らし

心にゆとりのある豊かな暮らし

自分の手に自分の暮らしを取り戻す

ことで、時間と物質両面の質を向上させる



暮らしを自分で作るための価値観、

知識、知恵、技術を習得する

キーワードは、衣 食 住 医

そして、正しく より 楽しく つながり が大事

答えのひとつは

持続可能で多様で調和した暮らし



もちろん、個人の努力だけでは
達成できないことも多い

社会構造の変化も重要

一人一人は無力じゃない、微力なだけ

自分たちが住みたい社会の明確な
イメージを持つ仲間を増やす



やるべきこと、目指すこと

①自分が求める未来は？

やりたいけど、できない

⇒ ならば、
ギャップを埋める支えあいを

例えば、安心、安全、健康な暮らし

仲間とつながる意味 コミュニティーの重要さ



・誰かのギャップを埋めるために、

できること、やりたいことは？

仕事とは・・・

やりたいことを見つけ、多くの人に知らせること

結果として、自分の専門分野が社会に活きる！

トゥールネーム

やるべきこと、目指すこと

②大好きで、人に役立つことは？



これからの生き方暮らし方

□キーワード

つながりあい、かかわりあい

教えあい、わけあい、支えあい

あいのある生き方は

これからの時代を生き抜く羅針盤


