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自然エネ大国目指し持論披露

――――公開講座シンポジウム

「下村満子の生き方塾」創設10周年記念の公開講座は2021年4月17日、福島県二本松市の福島県男女共生セン

ターで、
「必ずできる！

日本は自然エネ大国を目指せ！！」をテーマに掲げて開かれましたが、ニューズレター㊦で

は、第１部のパネルディスカッションの要旨を紹介します。コーディネーターは、下村満子塾長と渡辺周・Tansa編集

長、パネリストは、元城南信用金庫理事長の吉原毅・「原自連」会長、濵田総一郎・「生き方塾」副塾長・株式会社良

知経営代表取締役社長、佐藤彌右衛門・会津電力取締役会長、環境エネルギー政策研究所の飯田哲也所長で、それ
ぞれが熱っぽく持論を披露しました。

（文・写真・構成/皆川猛）

原発ゼロ、自然エネ大国を目指し活発に意見を交わしたパネルディスカッション

下村塾長
開会挨拶

数々の困難は天からの試練

ディスカッションに先立ち、公開講座の開会式が行わ
れました。
下村塾長は、
「雨にもかかわらず、パネルディスカッ
ションと小泉元総理の講演に、こんなに多くの人に参加
していただき、感謝しています。10年ひと昔と言います
が、本塾は4月16日に開塾しました。ここ共生センターの
初代館長を10年間務めたことや、両親が福島県で生れ
育ったこともあり、
『生命とは何か、生きるとは何か、人は
何のために生きるのか』を学ぶ『生き方塾』を、福島の地

でやりたいな、と思っていました。開塾間近の3月11日
に、大震災と原発事故、10周年の今はコロナに見舞われ
るなど、いろんな紆余曲折はありましたが、ようやく10周
年を迎えることができました。数々の困難は、天からの
試練だと受け止め、これから先の10年を目指します」と、
あいさつしました。
続いて来賓を代表して、三保恵一・二本松市長が、
「中
国のことわざに『10年は偉大なり、20年は畏（おそ）るべ
し、50年は神なり』、というものがあります。続けること
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がいかに大事かという例えですが、
『生き方塾』の10年の
歩みは、大震災、津波、原発事故からの復興の歩みでも
ありました。生命とは何か、生きるとは何か、人は何のた
めに生きるのか、何が正しいのかといった真実を求め続け
る思いは、全国に広がっていることは、うれしく、喜びで
もあります。今日、小泉元総理は『日本の進むべき道』と
題して講演なさいますが、小泉さんは、既得権益からの
脱却を目指して様々な改革を進めました。政界から引退
し、
『原発事故を目の当たりにした今は、原子力ゼロを目
指し、夢は必ず実現できる』と、精力的に全国各地で実践
しています。小泉さんの活動には頭が下がる思いです」
と、祝いの言葉を述べました。

開会挨拶をする下村塾長

自然エネは安くて安全 しかも無尽蔵
● 日本は先進国で最低の水準

大国であり、これを利用すれば、化石燃料、原子力から解
放されます。今、処理水という名の原発汚染水の海洋投
棄が問題になっていますが、原発があるから汚染水が発
生するのです。そんなに汚染水が安全なら、東京湾で流
せばいいのです。だって、福島の原発で作られた電気は、
首都圏で使われたわけですから。
今日のディスカッションでは、日本は原発なしでやって
いけることを国民運動にすべく、自然エネルギーを実践
している４人のパネリストから持論を聞き、どうすれば日
本は自然エネルギー大国になれるのかを探りたいと思い
ます。
飯田さん 世界の自然ネルギーの発電設備容量を見
ると、昨年太陽光が風力を抜きました。風力の設備容量
は、1980年から10年間で10倍になりましたが、太陽光
の場合は92年から6年間で10倍になりました。太陽光発
電が急速に普及したことがわかると思います。発電量で
みると、水力を含む再生可能エネは2005年に原発に追
いつかれそうになりましたが、今では原発の2.４倍を発電
しています。5〜6年後には、太陽光だけの発電量は原発
の発電量を抜き去ります。
この10年間、日本を含む全世界では何が起こっていた
のでしょうか。10年前までは、各国とも発電と言えば原
発、石炭と天然ガスの火発でしたが、10年前から、世界の
人たちは太陽光と風力でエネルギーをまかなう取り組み
を始め、2050年には太陽光と風力が主力電源になると
見通しています。ドイツやフィンランドの研究では30年
には太陽光は世界のエネルギーの32％を供給し、50年
には69％を占め、風力は17％、バイオマスは6％となる
だろう、と予測しています。2050年には化石燃料、原発
はゼロになります。
ここ10年間の発電コストを見ると、風力は7分の1、太
陽光は10分の1にまで下がりました。一番安いエネル
ギー源は太陽光、次いで風力になりました。こうした状況
から、世界の専門家、政府、企業経営者の自然エネに対
する見方は大きく変わりました。1973年のオイルショッ
クまでは、安い石油が火発の主力となりましたが、オイル
ショックで石油は高騰したので、石油は安い石炭に代わ
りました。間もなく本格化する太陽光プラスバッテリーと
いう組み合わせは、石炭火発よりも安くなります。
インドでは昨年、稼働率80％の太陽光プラスバッテ

̶パネルディスカッションは、コーディネーターの渡辺
さんの次のような発言で始まりました。
渡辺さん 2004年に経産省の若手官僚が、
「19兆円
の請求書」という意見書を書きました。この意見書は、原
発の使用済み核燃料を再処理するために、六ヶ所村で建
設中の施設を動かせば、新たに19兆円の金がかかる。危
険な使用済み核燃料を生み出す原発は止めて、未来を切
り開く自然エネに舵を切るべきだ、というものでしたが、
これは無視され、意見書を書いたメンバーは、全員左遷
されました。ＮＴＴからドコモが誕生した年です。どうせ
携帯電話などできるはずはない、と経産省の幹部は話を
していましたが、携帯を巡っては各社間の激しい競争が
あったからこそ、携帯技術は急速に進化し、現在のように
スマホ、携帯がなければ日常生活ができないまでに成長
しました。
自然エネも携帯革命と同じです。自然エネは1990年に
ドイツで導入され、この年は奇しくも日本の携帯元年で
す。今日までの30年間、日本では携帯とは逆に、政府の
指導や電力業界が自然エネを冷遇したため、先進国では
最低の水準です。自然エネをどうやって巻き返すか、じっ
くり話あえれば、と思っています。
̶続いて同じくコーディネーターの下村塾長が、次のよ
うに話をし、ディスカッションは始まりました。
下村塾長 今回、公開講座のテーマに「「必ずできる！
日本は、自然エネ大国を目指せ！！」を選んだのかを説明
しましょう。10年前の原発事故で、私が小学生時代を２
年間過ごしたここ二本松までもが、放射能汚染に見舞わ
れました。二本松は、事故現場から60㌔以上離れている
にもかかわらず、です。だったら原発立地地域はどうなの
かと思うと、胸が痛みました。もう黙ってはいられな
い̶。そんな思いは怒りに変わり、原発はゼロにしなけれ
ばいけないと考えるようになりました。
しかし、電力会社や政府、原発推進論者たちは、原発
に代わる電力源はどうするのか。原発に代わる安くて、安
定供給できるエネルギーはないと、反論し続けてきまし
た。
でも、それは嘘です。事故後、日本は原発ゼロでも、停
電はなくやってきました。さらに日本は、自然エネの資源
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リーの発電コストが、キロワットアワー４円と、石炭より
安くなったことから、ベースロード電源に位置付けられま
した。
日本でも技術革新で太陽光、風力は安くなりますが、
太陽光は遊休農地の活用がカギになります。日本の全電
力供給量は1170テラワットアワーですが、太陽光のポテ
ンシャルは3倍の3311テラワットアワーもあります。その
うち86％の2861テラワットアワーは、農地での発電です
が、営農しながら発電できますから、問題はありません。
現在、日本の原発は、全電力の4〜５％しか供給してい
ませんから、全て止めても問題ありません。2030年には
天然ガスだけを残して、残りは自然エネ、言い換えれば、
再生エネだけでやっていけます。再エネを普及させれば、
さらにコストが安くなります。

● いち早く原発ゼロを掲げた

コーディネーターの渡辺さん

吉原さん 慶応大学の経済学部では、税制改革に尽力
したことで知られる加藤寛先生の下で学びましたが、その
ころ日本はオイルショックに見舞われて、エネルギー確保
に苦しんでいました。私はこのままでは、日本経済はだめ
になる、と思い詰めていました。その時加藤先生は、日本
には原発があるから大丈夫、と言っていました。先生はさ
らに、ウラン燃料は先進各国から供給されるし、将来は
核融合という技術で無限にエネルギーが確保されるか
ら、何ら問題はないとも言いました。東電、東芝、日立は
立派な会社だし、政府も安全と言っている。有名人も原
発は安全と力説しているから、容認できると言っていまし
たし、私もそうだと考えました。
しかし、10年前私が城南信金の理事長についた2011
年、大震災と津波で、原発が爆発した様子を見て、初めて
原発事故の怖さを知りました。このままでは日本に住め
なくなると思い、若い職員には東京を離れてもらおうと
思いましたが、城南信金のお客さん100万人は首都圏に
いることを思い出しました。地元と歩むのが信金の役割
ですから、逃げ出すわけにはいきません。結局、職員は
誰一人、避難しませんでした。
この後、加藤先生にお会いしたら、先生は「吉原君、原
発ほど危険なものはないし、あれは金食い虫だ。即刻辞
めさせなければいけない」と、おっしゃいました。そして
「私がやり残したことは電力業界の改革だ。電力業界は
政財界に多額の金を流しているから、原発で大事故が
あっても、政財界やマスコミは知らんふりをしている。原
発ゼロが実現しないうちは死んでも死に切れない。吉原
君、手伝ってほしい」と懇願されました。私が「先生は変
わりましたね」というと、先生は「これまでの発言を反省
したよ」としんみりと語りました。この時から、小泉元総
理、加藤先生、竹中平蔵氏は大きく変わったのです。事故
から3年後、加藤先生と一緒に「原発即刻ゼロで未来を
開く」という本を出しました。
信用金庫は、金融を通じて、地元の人たちと一緒に、住
みよい地域づくりをすることにあります。原発事故後、城
南信金はいち早く原発ゼロを掲げ、原発ゼロ、自然エネ
開発・推進、福島の復興のために活躍している企業や運
動を支援しています。
私自身も、ソーラーシェアリングという遊休農地を使っ
ての太陽光発電の取り組みに関わっています。遊休農地
の地上約２㍍に太陽光パネルを設置し、そのある程度日

陰になったところで、農作物を育てます。農作物はカンカ
ン照りよりも、日影があった方が育つのです。遊休農地
は過疎地に多いですから、太陽光発電で得られる収入と
農作物販売での収入で、地域に人を定住させることがで
きます。一石二鳥なのです。
世界は福島の事故を契機に、原発は止めて自然エネル
ギー推進に舵を取り、ドイツやデンマーク、あの中国さ
え、自然ネルギー開発・導入に力を入れています。しか
し、日本は電力業界はじめ政府、財界も含め世界の流れ
に逆行するかのように、原発再稼働に躍起となっていま
す。原発は事故リスクを考えたら、これほど高コストのも
のはありません。採算は取れないし、稼働すれば処理で
きない核廃棄物を生み出し続けます。この始末は誰が行
うのかもはっきりしていません。私たちは原発反対のた
めに、運動しているわけではありません。原発はいらない
から、右も左も関係なく、やむを得ず、反対しているので
す。
自然エネは安くて安全、特に日本の場合は、無尽蔵に
あります。金融機関は健全な事業にお金を融通し、健全
な未来、明るい未来を創ることが使命ですから、これか
らも自然エネ推進に力を入れていきます。

パネリストの飯田さん

● 地産地消のエネルギー

佐藤さん 喜多方市の「大和川酒造店」という寛政２年
（1790年）創業の造り酒屋9代目です。私は小さいころ
から、
「会津は豊かな地だ」と、教えられてきました。実
際、会津盆地には肥沃な土壌においしい水があるから、
食べ物に困らない。会津盆地の広さは、千葉県ほどです
が、食糧自給率は500％を優に超えています。とにかく
水に恵まれた、自然あふれる豊穣の大地です。
猪苗代湖の水を使えば、500万キロワットの発電がで
きます。福島県内の電力消費量は、150万キロワットです
から、猪苗代湖の水を有効活用すれば、福島県はエネル
ギー問題から解放されます。国は危険な原発の見返りと
して、電源三法交付金を立地自治体に与えていますが、
原発が安全なら、首都圏に原発を立地させる方が、利益
が出ます。なぜなら送電ロスが出ませんから。これはエネ
ルギーの地産地消でもあります。
祖父は私に３つのことを覚悟して生きろ、と諭しまし
た。まずは「天変と地震」、次は「経済恐慌」、最後は「戦
争」です。この教え通り、私が生まれてから、日本が直接
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パネリストの吉原さん

原発に国費を投じるな
ら、地熱発電技術開発に
予算をつけるべきです。化
石燃料はその代金のほか
に、日本に運び込むため
の輸送費がかかります。こ
の輸送費は決して安くあ
りませんし、大量輸送する
貨物船、タンカーは化石
燃料を燃やさなければ進
みません。火山国日本は、
どこでも地熱発電ができ
ます。地産地消のエネル
ギーですから、送電ロスも
パネリストの濵田さん
ありません。今こそ、地熱
をやらなければいけないと考えています。
下村塾長 濵田さんにお尋ねします。地熱が、それほ
どポテンシャリティーがあるにもかかわらず、発電実績が
0.2〰0.3％と低いのはなぜですか？
濵田さん 地熱を取り巻く環境には、数々の規制があ
るからです。熱源となる火山は国立公園、国定公園にあ
ることが多いため、開発するためには規制をクリアしな
ければなりません。環境アセスメントの結論が出るまで
には、相当の時間がかかります。温泉とは違うのですが、
地熱発電をすれば温泉が枯渇する、と地元の観光業界か
らの反対もあります。熱源を確保するには試掘が必要で
すが、有望な熱源を得るには10本掘って1本というリスク
がありますから、民間はリスクを恐れてなかなかできま
せん。しかし、地熱は日本にとって最良のエネルギーであ
ることから、来月（2021年5月）国会に地熱推進議員連
盟が発足し、地熱を取り巻く規制撤廃に取り組む手はず
です。さらにリスク覚悟で地熱に取り組む民間事業者を
支援することも考えています。

パネリストの佐藤さん

かかわる戦争を除いて、全てが起きました。地震が起こ
り、原発は爆発する大事故が起きました。水や大地は汚
染され、立地地域や周辺地域では営農ができない状況に
追い込まれ、相双地方では帰還困難地域が依然として存
在し、生活できません。
祖父は、
「日本の人口は6〜7000万人ぐらいがちょう
どいい。小資源の日本は、人口が多いと、資源を求めて
無理をするからだ」とも言っていました。食糧しかり、エ
ネルギーしかり。エネルギー不足を解消するため、原発を
導入した結果が事故を招きました。
無駄を省いた地産地消の豊かな生活。私は会津電力と
いう自然エネルギーを使った地産地消の電力会社を立ち
上げ、太陽光、水力、バイオマスの発電を行っています。
自然エネルギーは無限にあるし、その分野では日本は後
れを取っています。しかし、エネルギーの地産地消の取り
組みを地道に進めていけば、世界をリードできるはずで
す。

● 地熱だけでも全電源カバー

●「従来通り」がネックの日本

濵田さん 鹿児島で江戸時代から続く造り酒屋に生ま
れ、現在は業務スーパー、酒類の商社など、食品事業を
主力にやっています。私がなぜ自然エネ、再生エネに取り
組んでいる理由は、何といっても、このまま手を拱いてい
たら、地球温暖化は爆発的に進み、人類の生存は成り立
たなくなるだろうという認識があるからです。
こうした中、世界は2050年の地球温暖化ストップに躍
起になっており、日本もようやく50年までにカーボン
ニュートラルを宣言しました。だが、宣言ではこれをどう
いう形で実行するかまでは、言及していません。政府の考
えには、原子力も脱炭素の一翼を担うとあるようですが、
これを許してはいけません。原発を稼働させ、万が一にも
事故が起きたら、日本は世界から全く相手にされなくな
ります。
私は現在、17万キロワットの太陽光発電のほかに、小
水力、バイオマスの技術開発も行っておりますが、今一番
情熱を燃やしているのは、地熱発電です。地熱発電は、
原発に代わるベースロード電源だと思っています。地熱
のポテンシャルは世界一です。現在の技術で、地下1000
〜2000㍍で地熱発電を行なえば、原発23基分をまかな
えます。5000㍍掘削すると、高圧、高温の水蒸気が噴き
出します。これから10年間で、大深度地熱発電技術開発
をすれば、地熱だけで全電源をカバーできます。

渡辺さん 世界では再生可能エネ、自然エネが主流に
なっているのに、日本ではなかなか進まないのか。それ
は原子力ムラと称される、原発にしがみつく電力会社、
学者、メーカー、経産省の官僚、政治家など既得権益者
がいるからだと思います。経済的も割が合わない原発
を、なぜ彼らは進めるのか、利権とはどんなものなのか
について、飯田さんから話を聞きたいです。
飯田さん 今日、入場する時体温を測りましたが、今
は新型コロナの話題で持ちきりです。実はWHOは、１年
前から、新型コロナは症状がある人はもとより、無症状
の感染者をあぶりだし、きっちり隔離しないと収束しな
い。だからPＣＲ検査を徹底的にやるべきだと、見解を示
しています。ところが、日本の検査率は世界147位と最下
位レベルです。この姿が実は、原発と酷似しているので
す。
コロナは厚労省、エネルギー政策、原発は経産省です
が、担当者は２年ごとに変わります。だから政策決定は
素人であり、世界中で今一番進んでいる政策は何かを知
らないのです。電力会社も同じです。頭は古くて、技術力
も低い。世界では発送電の技術革新が目覚ましいにもか
かわらず、勉強しないから、再生エネの接続は昔のやり
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方を踏襲しています。世界では送電の接続技術が進んで
いますから、いくらでも再生エネを送電システムに繰り込
めます。経産省が縦割りの縄張り意識で、しかも担当者
が転勤でコロコロ変わるから、
「従来通り」しかできな
い。旧態然たる政策しか出せず、しかも彼らを、御用学者
みたいな人たちが取り巻いています。
これでは新しい考え方は出ません。彼らは、ベースロー
ド電源は原発と火発、なぜなら再生エネルギーは不安定
だから、と唱えているだけです。こうした構図に電力会社
がもたれかかっていること、再生エネルギーの普及が進
まない要因です。さらにこの構図の周りには、記者クラブ
にたむろしているメディア各社の記者や、業界に癒着して
いる政治家がおります。こうした異常な姿は世界中で日
本だけです。安価な再生エネルギーがあるにもかかわら
ず原発オンリーの神話を信じる姿は、神国・日本にとり
つかれた太平洋戦争時の陸軍参謀本部みたいです。
下村塾長 おっしゃる通りです。日本のメディアは、
すっかり批判精神を忘れてしまっています。経産省、電力
会社から出される資料を丸写して報道しますから、国民
は、自然エネルギーは高くて不安定だと、洗脳されている
のです。学者も同じです。勉強しないから、自然エネル
ギーは高くて不安定と、10年前、20年前と同じように繰
り返すだけです。コロナも同じです。感染症の専門家と称
される医者はコロナの恐怖を煽るだけです。そうしない
と、テレビから降ろされるからです。恐怖を煽ると、視聴
率が高くなるからです。つまり国民は原発にせよ、コロナ
にせよ情報操作されているのです。
では金融マンがなぜソーラーシェアリングに取り組ん
でいるのか、吉原さんにお話を伺いたい。

パネルディスカッションを聞き入る来場者

下村塾長 今のお話だと、ソーラーをやればすべて
万々歳で、吉原さんは「自然ネルギーはもうかる」という
本も書いています。では、実際にやっている佐藤彌右衛
門さんに現実のお話や問題点などを聞きたいです。
佐藤さん 会津電力という会社をやっており、太陽光
発電は98か所で行っています。自然ネルギー発電をもっ
とやりたいのですが、電力会社は送電できる容量がない
から、接続できないと拒否しているのです。電力自由化
は行われましたが、依然として電力会社が送電線を独占
しています。私たちは出資するから送電網をもっと拡充
し、私たちにも開放して欲しいと言っていますが、聞く耳
を持っていません。名ばかりの電力自由化です。長距離
送電すると、ロスが生まれます。地域、地域で自然条件と
需要に見合った形で、太陽光、風力、水力で発電して、使
えば送電ロスはありません。その意味で自然エネは、と
ても有効なエネルギーなのです。私たちの取り組みは、
自分たちのエネルギーは自分たちで作りましょうという
のが目的です。
現在、会津には電力各社の水力発電設備が500万キロ
ワットあり、毎年3500億円を稼ぎ出しています。猪苗代
湖の水を発電に回せば500万キロワットの水力発電がで
きます。猪苗代湖の水利権は東電が持っていますから、
これを譲ってもらえば可能です。会津のGDPは6700億
円ですから、地産地消の電力料金3500億円を足せば、
会津はもとより福島県全体が潤います。
飯田さん 今、佐藤さんが発言した電力会社が、送電
線を使わせない問題についてですが、福島県は東北電力
の管内ですが、太陽光発電の電気は容量がないから、送
電線に入れられない、と言います。そんなことはありませ
ん。従来のやり方に固執しているからできないのです。東
北電力は100％空きがない、と主張しているのですが、
京都大学の先生が調べたところ、実際に使っているのは
２〜３％しかない。彼らの送電容量計算は、太陽光、風
力、火力、水力、原発が常に100％稼働していることを根
拠にしています。でも実際はどうでしょうか。原発は動い
ていないし、火力だって半分は動いていません。太陽光
は夜には発電しないし、風力は無風の時は動きません。
絶対にありえない根拠で計算という昔の方法で計算する
から、容量がないのです。電力各社は、もし電源が足りな
くなったら、法律に則って、電気料金を高くして建設資金
を調達すればいい、と考えていますから、送電技術の開
発は一切、していません。
一方西欧では、IT技術をフルに使って、常時送電量を
チェックし、自然エネをフル活用しています。送電量が多
くなると、熱を持ちますから送電線は垂れ下がります。そ
の垂れ下がり具合をカメラなどで監視し、送電量をコント

● 実際はからっぽの送電網

吉原さん 太陽光発電と聞くと、山を丸裸にしてそこ
にソーラーパネルを張り付ける悪いイメージがあります
が、ソーラーシェアリングはそうではありません。日本に
は460万ヘクタールの農地があります。その農地に高さ3
㍍ほどの柱を立て、パネルを張っていきます。ぶどう棚の
イメージです。農地全面にパネルを張るのではなく、ソー
ラー用には農地の３分の１だけ使います。残り３分の２の
農地では作物を栽培しますが、この方が100%日照より
収穫が多いのです。人間と同じように農作物も適度な日
陰が好きなのです。発電と農業で太陽光を分かち合うか
らソーラーシェアリングと言います。
一反（1千平方メートル）当たりの農業収入は、10万円
ぐらいですが、発電して売電すれば100万円ぐらいの収
入を見込めます。1ヘクタール当たりの太陽光発電量は
400キロワットですから、日本の全農地でソーラーシェア
リングをすれば原発1800基分の発電ができます。ですか
ら、全農地の1割でソーラーシェアリングをすれば十分電
気は賄えます。ソーラーパネルは格段に安くなっていま
す。１キロワット発電のパネルは、10年前は20万円でした
が、今は2万円と10分の1ですから、18兆円あれば全農地
の1割に発電パネルを張ることができます。農家にすれば
年収300万円が3000万円にと、大幅増収になりますか
ら、都会に行っていた若い人たちも戻って来られます。人
口流出ではなく、人口増も望めますから、農業後継者問
題も解決します。農家年収が、3000万円になれば、地方
経済も活性化します。
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ロールしています。日本は足し算で送電量を計る、前時代
的なやり方です。送電問題を解決するためには、電力各
社の送電実務者を西欧の先進国に派遣し、勉強してもら
うのが早道でしょう。そして研修を積んだ技術者を送電
の中枢部門に送り込み、新陳代謝を図るべきでしょう。
日本の技術の遅れは致命的で、先進的な方法を取れば何
十倍もの電気を送れます。
電力会社も含めて、日本社会のデジタル化の遅れはあ
らゆる方面で見られます。コロナ対策でも、台湾では全
国の保健所、役所を瞬時で情報伝達できるシステムで
やっていますが、日本は相も変わらず手書きの文書を
ファックス送信しているのが現状です。菅さんは「デジタ
ル庁、デジタル庁」と叫んでいますが、企業を含めて日本
はシステムのアップデート化はあまりしません。だから、
全てが後手後手に回るのです。
下村塾長 動いていない原発のために送電線を空け
ておく。全くもったいない話です。原発を是が非でも動か
したい電力会社や政府の意図がバレバレです。要は政府
が、自然エネの電気に送電網を開放せよと号令をかけれ
ば解決する話ですよね。濵田さんが地熱の話をしました
が、これも政治の力が働けば、前に進めるというもので
す。この辺りをもう少し詳しく伺いたいです。
濵田さん 地熱発電では蒸気で回るタービンが欠かせ
ませんが、この技術の７割は日本が持っています。にもか
かわらず、日本でなぜ地熱が行えなかったのか。それは地
域の合意形成ができなかったからです。しかし、コロナで
地域の合意形成は全く変わりました。これまでは計画を
示してから10年、15年掛かっていましたが、スピードアッ
プしました。コロナで客足が激減したことから、観光業
界、温泉業界は悲鳴を上げています。
業界の人は地熱を誤解しています。地熱発電は地下深
い所の熱を使うので、温泉層とはバッティングしませんか
ら、地熱発電をしても温泉には影響を与えません。共存
共栄できるのです。
地熱のポテンシャルは地方にありますから、地域振興
にも役立ちます。地熱を掘り出せば、地熱の二次利用が
できるのです。地熱を熱源にしたハウス農業や養殖事業
など例あり、いずれも好成績を上げています。北海道で
は寒さに弱い牧畜の熱源になっています。一次産業振興
に寄与するほか、地熱と地下水を使って温泉を沸かして
健康施設、高齢者施設を整備できます。地方創生には一
次産業とエネルギー産業の組み合わせが最適であり、地
熱こそが最有力手段だと考えています。地方創生なくし
て日本の未来はありません。
渡辺さん 地域の合意形成できなかったのはなぜです
か？
濵田さん これまで地熱発電の取り組みは大企業、電
力会社が行ってきており、採算を優先するから大規模発
電となってしまいます。でも私たちは環境アセスメントに
引っ掛からないように、小規模の設備を考えます。何本か
掘削しますが、この事業には地元資本、自治体に関わっ
てもらいます。つまり利益は地元に落ちるようにするわけ
です。その利益で新たな事業を起こし、地元雇用を増や
す。こうした循環で、地域創成を図ります。ここにきて与
野党の国会議員が地熱を応援するようになりました。50
代の彼らは、自然エネルギー、再生エネルギーだけで日
本をやっていけるようにしなければ、自分は何のために国

会議員になったか分からない、と言うほどの意気込みで
す。ベースロード電源には、安定した出力が期待できる地
熱を持ってくるという考えです。
渡辺さん 飯田さんに聞きたいのですが、経産省はこ
の夏、３年前に策定したエネルギー基本計画を改定しま
す。どんな見通しですか？18年策定の計画をずいぶん批
判していましたね。
飯田さん 2050年のカーボンニュートラルを目指し
て、2030年には再生エネを50〜60％にするでしょう。
問題は原発ですが、20％前後にするはずです。経産省、
電力会社は、化石燃料は減らしても依然、原発を大きく
削減する決断はできない体質です。与党はおろか、野党
の中にも原発神話を信じて、ゼロに舵を切れない議員も
います。
下村塾長 後で小泉さんが講演で触れるので詳しくは
話しませんが、原発から出る放射性廃棄物は処理方法が
決まっていません。原発が4基しかないフィンランドで
は、原発ゴミを地下400㍍に埋める施設を作っています。
ここは厚い岩盤で地震もありませんが、それでもわずか
に地下水がにじみ出て、これではまずいと心配していま
す。原発ゴミが無害になるまでには10万年もかかり、日
本には厚い岩盤はなく、どこを掘っても地下水や温泉が
出ます。今、福島の事故の後始末に毎年数兆円のお金が
かかり、これは税金を投入しています。にもかかわらず、
なぜ原発を止めないのでしょうか。原子力ムラの人たち
はみな、頭がいいのに、なぜ止めないのか、私には分かり
ません。

● 原発必要と刷り込まれている

吉原さん 知り合いの経営者や電力会社、役所の関係
者の半数は、原発は要らない、と分かっているのですが、
自己保身のために口にはしていません。また政府や電力
会社、マスコミから刷り込まれているせいか、自然エネは
高いと思い込んでいます。世の中のこと、世界の動きを少
しでも勉強すれば、自然エネは決して高くないとわかる
はずです。
飯田さん 吉原さんのおっしゃる通りです。自分で情
報を集め勉強すれば、もっと真実が分かると思います。
ネットやテレビをササっと見てわかったつもりの人が大
多数です。今日のようなシンポジウムに来る人たちは自分
で学ぼうとする人たちですから、情報操作はされませ
ん。
10年前の事故の時、事故から1カ月間は、学者や専門
家、評論家と言った自称「原発のプロ」は、何が起こって
いるか分かりませんでした。私の研究所は事故発生直後
から「メルトダウンが始まり、間もなく原発が爆発する。
その爆発は核爆発ではなく、水蒸気爆発なのか、水素爆
発だ」と、警告を出しました。実際、事故から3日後には
水素爆発が起き、メルトダウンも原子炉停止直後から始
まっていました。
最初の数週間、日本人はメルトダウンが起きているこ
とを知りませんでした。コロナの最初も、PCR検査などし
なくてもいい、と刷り込まれたのと同じです。原発はその
後いろいろなことが明るみに出て、国民の多くは、70%
は、原発は要らないと考えるようになったのですが、この
間、安倍さんの秘書官を務めた今井秘書官は、原発を生
き延びさせようと暗躍し、原発は日本に必要だと、働き
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かけました。この暗躍の結果、事故で自信をなくしていた
原発推進の原子力ムラ、経産省、政治家、電力幹部たちを
再び、原発容認に転じさせました。彼らは経済団体、政府
の機関を通じて、原発再稼働に時間をかけて誘導し、地
方から再稼働容認の声を上げさせて、今日に至っていま
す。
原発訴訟で被災住民側に立った判決を出した裁判官
は、福島の事故で４つの奇跡が起こらなかったら、福島は

おろか、東日本はなくなっていた、と言っています。４つの
奇跡の１つ目は、２号機の配管に穴が開き、内部圧力が下
がったから爆発を免れた。しかし、この結果、放射能漏れ
が環境を汚染しました。２つ目は４号機の燃料プールに
予想しない個所から水が流れ込み、燃料棒を冷却できた
ことです。３つ目は、偶然放射線量が下がり、緊急処置が
できたことです。４つ目は爆発した３号機の瓦礫が、３号
機、４号機の燃料プールを直撃しなかったことです。

今こそ 自然エネをテコに日本の再生を
● 草の根からのうねり起こす

までのやり方を踏襲しているだけです。この思考停止状
態は原発と全く同じです。こうした状況では、濵田さんが
言う通り、下から突き上げて直すしかないのです。吉原さ
んに聞きたいのですが、再生エネに対する金融機関の考
え方はどんなものですか？
吉原さん 世界はエネルギー革命へシフトしており、や
ればもうかります。家賃が入るマンションを建設するのと
同じように、再生エネや技術革新には長期間での返済す
る仕組みを設けてやればいいでしょう。で、しかし、政
府、財界共に地位の高い人ほど、再生エネや最新の技術
には好感を持ちません。なぜなら、これらを受け入れれ
ば、自分の誤りを認めることになるから、それができませ
ん。だから自分が現役の間は、
「従来通り」を変えませ
ん。しかし、それはいつまでも続きません。
「エネルギー
政策を変えましょう」という国民の声が大きくなれば、政
治家、政府も無視はできなくなり、原発ゼロは実現する
でしょう。与野党問わず、再生エネを打ち出すリーダーを
選べば、世の中は明るくなりますから、金融機関もそれ
まで以上に積極的に融資をするでしょう。

下村塾長 日本は先の戦争で完敗して、全てを失い、
戦後日本はゼロからの出発になりました。それがいい
きっかけとなって、日本は驚くような復興を成し遂げまし
た。日本の原発は福島の事故によって、全てが停止しまし
たから、そこから原発ゼロへ歩むことができたはずでし
た。実際にドイツは福島の事故を見て、原発ゼロ宣言を
し、実践しています。ところが日本は、原発再稼働に固執
しています。原発は要らないと、分かっているのになぜな
のでしょうか。
佐藤さん まず、原発には利権が絡むからでしょう。そ
れとは別に、選択という視点が欠けているからだと思う
のです。人間生活にとって水、食糧、エネルギーは不可欠
なものです。水、食糧は自治体が関与できますが、電気
エネルギーだけは電力会社が手にしています。電力会社
は何を優先するかと言えば、利益追求ですので、放射能
を持つゴミを処理できない原発でも彼らにとってはOK
なのです。住民の意思は二の次です。だから電気エネル
ギーを私たちに取り戻す必要があります。自治体の仕事
は住民の命と暮らし、財産を守ることですので、エネル
ギーも関与しなければなりません。水道のように、住民
が必要とするエネルギーだけを作ればいいのです。さら
に各家庭が自分で電気を作り、それを貯めれば、自治体
がやる理由はありません。どの電源を使うのか、各人の
選択が問われるわけです。電力会社はもうけを出さなけ
ればいけないから、利権は手放しません。地域単位で電
気を作る。後世にエネルギーを自前で作る実績を残すの
が我々の責務だと思います。誰かがやってくれるのではな
く、自分たちでやるのです。
濵田さん コロナ以降、地熱について候補地となる自
治体を訪ねると、首長は諸手を挙げて話を聞いてくれま
す。地熱がいかに地域再生に有効かを説明すると、理解
を示し、地域の有力者を集めてくれます。地熱やほかの
再生エネの成功事例を全国で紹介し、再生エネだけで原
発を凌駕できることを説明していけば、それでも原発は
必要だ、という人の考えを変えることはできます。草の根
から、うねりを起こすわけです。再生エネ事業を行うもの
としては、こうした積み重ねを示しながら展開したいと
思っています。
渡辺さん 濵田さんの意見に賛成です。原発は要らな
いという事実をどうして主張できないのか。政府も政治
家も、電力会社も、学者も、理屈抜きで「もう、どうにも
止まらない」状態に陥っています。新聞業界も、人口減や
情報源の多様化で、購読者数は激減しているのに、これ

● 薩長・会津連合で「自然エネ維新」
下村塾長 日本は一応民主主義国家ですから、国民の
声、意見はそう無視はできないはずです。私やパネリスト
はじめ、小泉元総理は電事連（電気事業連合会・電力各
社で構成）ならぬ原自連、原発ゼロ・自然ネルギー推進
連盟に入っています。原発反対は、左翼の運動と思う人
が少なくないと思うのですが、原自連の活動は右も左も
関係ありません。原発ゼロを目指す人が国のリーダーに
なれば、原発ゼロはすぐに実現します。原発なしでも停電
しなかった実績がありますから。要は、国民はどういう社
会を望んでいるかを、選挙で意思表示すべきなのです。
政策で議員を選ぶべきなのです。政治の堕落を嘆く人も
いますが、政治の堕落はそういう人を議員に選んだ私た
ちの責任でもあります。国民の意思がはっきりすれば、
政治家だって民意を無視することはできません。
原自連の会長は日本最大の信金の元理事長だった吉
原さん、顧問は小泉元総理、副会長は江戸時代から続く
酒蔵の当主の佐藤彌右衛門さんら、左翼とは全く無関係
の保守そのものの人もメンバーです。会場にいる方で原
自連に興味のある方は入会してください。会費も入会金
も要りませんから。
吉原さん 原自連は縛りもないおおらかな集まりで
す。気軽に、自由に意見を交換できますし、社会の動きに
ついても知識を得ることができます。皆さんの入会を期
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待しています。
下村塾長 ２年前、大熊町にある汚染土中間貯蔵施設
を視察しましたが、そこでの事業主体は鹿島、大林、清
水、大成と言った大手ゼネコンで、地元の企業はその下請
け、孫請け、曾孫請けといった具合で、おいしいところは
大手が貪り、地元はお零れをもらっている状態です。原発
は末端に至るまで、ことほど左様に大手が儲かる場であ
り、まさに弱肉強食という今の日本を端的に表す場でも
あります。最後にパネリストの皆さんから、これだけは言
いたいという一言を頂きたいと思います。
濵田さん 地熱の優位性、将来性については語りつく
していないとは思いますが、皆さんに分かってもらったで
しょうか。
飯田さん 草津温泉は地熱が豊富なところで、幾度か
現地に行きました。現町長は地熱に反対ですが、前町長
は地熱の推進派です。濵田さんのコロナ以降、風向きは
変わったという話は新鮮に感じました。濵田さんの言う通
り、温泉は浅いところ、地熱は深いところと棲み分けはで
きるものです。しかし、地域はなかなか理解できないと思
います。ずいぶん昔のことですが、竹下登さんが総理の
時、ふるさと創生と称し、全国の自治体に、使い道は制限
せずに、それぞれ１億円を配りました。その金で一番使わ
れたのは、温泉掘削でした。技術が未熟だったせいか、
温泉と地熱がごちゃまぜになってしまい、地熱をやれば
温泉が枯渇すると、冷たい反応が生まれました。地中深く
やった場合、ヒ素の問題を指摘する人もいます。
濵田さん 運用をしっかりやれば、温泉と地熱発電の
共存は十分できるのです。日本の食糧自給率は38％、エ
ネルギー自給率は10％で、先進国では最も低い。これで
は独立国として認められない状況です。日本人が豊かさ
を実感できないのは、いくら勤勉でも、食糧、エネルギー
確保のために、外貨を流出させているからでしょう。エネ
ルギー確保と食糧自給を両立させるには、再生エネル
ギー、自然エネルギーと農畜産業を見据える政策が今、
一番望まれていることです。豊かさを地方も含めて実感
できる暮らしが、日本を支える原動力になります。それは
必ずできると信じています。
佐藤さん これまでの日本は、大量生産、大量販売し
て、製品を輸出し、外貨を稼いできました。工業製品輸出
のために、農業は片隅に追いやられ、食糧自給率は30％
台にまで落ち込んでいます。山は荒れ、農地も荒廃してい
ます。経済効率を追求すれば、人も資源も集中した方が
良いのでしょうが、集中の怖さは今回のコロナ禍で身に
染みたと思います。今必要なことは分散型。生活圏を程
よい大きさに縮小することでしょう。経済は効率ばかりで
はなく、無駄というかゆとりという尺度も必要ではないの
か。真の豊かさとは、モノがいっぱいあることではないと
思うのです。電気エネルギーも地域単位で身の丈に合っ
た量を確保すれば、化石燃料購入のために金を使う必要
はありません。
飯田さん 日本は第三の開国をする時期だと思うので
す。江戸時代末期、黒船が来航して日本は開国し、欧米に
追い付こうと随分無茶をして、太平洋戦争で完敗しまし
た。その敗戦がきっかけとなって、日本は第二の開国をし
ます。欧米型の民主主義を取り入れ経済大国を目指して
ひた走りしました。しかし、今それは壁に突き当たってい
ます 。

公開講座第２部で脱原発を訴えた小泉元総理

私は安倍政権より前には、政府の審議会や有識者会議
に出席しましたが、目に見えないちょんまげ時代の圧力
を感じました。日本は開国しているのですが、江戸時代の
ような形式主義、儀式の世界にいる感じで、新しい発想
は異端として排除されます。これまで通りの世界です。そ
して、原発事故とコロナ禍に見舞われ、外国で主流と
なっている新たな発想と新たな技術が必要な第三の開国
の時期だと思っています。濵田さんは薩摩の人、私は長
州・山口がふるさと、佐藤彌右衛門さんは会津の人です。
明治維新とは反対に、薩長・会津連合で自然エネ、再生
エネ維新を実現しましょう。
吉原さん 真の独立国はエネルギー自給が条件です
が、残念ながら自然エネを中心とするエネルギー革命に
遅れています。日本の基幹産業である自動車製造では、
欧米、中国では電気自動車の時代ですが、日本は相変わ
らずガソリン、ハイブリット自動車製造が主流で、日本の
自動車産業はじり貧の道をたどり、部品製造の中小企業
は倒産続出となります。コロナでも日本は負けました。自
前のワクチンを製造できていません。外国にワクチンを
頼っているから、接種率は最低で、感染者は急増する一
途です。これはお金に余裕がないため、大学、研究所に
研究費助成ができなくなり、その結果研究水準がダウン
しているからです。
日本の一人当たりGDPは台湾より低く、後進国の仲間
入りをしようとしています。自動車分野、エネルギー分野
では、日本が中国の下請け先になる可能性も大いにあり
ます。もはや今まで通りでは、何も解決できず、ずるずる
と後退するしかありません。飯田さんが言う通り、第三の
開国しか日本の生き延びる道はありません。
解決手段はあるのに、原発問題すら解決できない日
本。独立国としての体面、すなわち「独立自尊」を保つた
めにも、これまでのやり方は全てご破算にして、自然エネ
をテコに日本再生をする必要があります。主役は若い人
たちで、私たち年寄りは自然エネ実現戦争の最前線で散
ればいいのです。世代を超えてやり抜きましょう。
渡辺さん 下村さんから若い人を代表して、と催促さ
れたので話をします。今日は実際に自然エネルギーの分
野で活躍している方々のお話を聞いて、勉強になりまし
た。具体的なお話だからです。結論はやるか、やらないか
だけの話です。取材して一番質が悪いのは、政府、記者ク
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ピックと銘打ち、原発事故は「アンダーコントロール」と
ウソをついて誘致し、今度はコロナ禍にいます。本来なら
中止すべきなのに、コロナを克服したオリンピックにする
と趣旨を変えました。一度決めたことは変えられない、今
まで通りが一番いい。日本政治の悪い体質がもろに出て
います。
「ガイヤの思想」というのがあります。人間を含む生命
体は、地球という大きな生命体に守られ生きている。人
間はその生態系の一部である、という考え方です。しか
し、人間は大自然の中で生かされていることを忘れ、地
球さえも人間が支配できると勘違いし、地球の資源を奪
いつくし、ゴミで地球を汚しています。コロナウイルスも
異常気象も、人間の傲慢に堪忍袋の緒を切った地球の怒
りの爆発と言えるでしょう。
太陽、風、地熱、水の流れは人類誕生前から地球上に
存在します。この自然の恵みに感謝しながら、活用するこ
とは、地球上に生きる人類にとって一番自然で無理のな
いやり方。人間は自然、地球によって生かされていること
を実感しながら、100%自然エネ社会、100%再生エネ社
会を目指したいと思います。

ラブ、経団連の三つです。勉強もしないし、旧態然を貴ぶ
からです。私は朝日新聞社を辞めて独立しました。ゼロか
らのスタートなので、大変苦しいのですが、ゼロからやる
のは楽しいです。これまで通りが通用しないからです。こ
の楽しさ、爽快さを政府、記者クラブ、経団連にも味わっ
てほしい。これからも各地で、記者クラブに頼らない調査
報道、探査報道に努めたいです。
下村塾長 専門家ばかりのシンポジウムで、難なく回
すことができるかを心配しましたが、渡辺さんという若い
人の助けもあって、無事終えることができました。原発事
故にあった時は、
「生き方塾」の最終準備段階でした。ど
うして邪魔するのと、怒りがこみ上げ、必死で原発につい
て勉強はしました。しかし、今日は論客ばかりですので、
少々の不安はありました。最近のマスコミは、特にテレビ
の場合は、政府に反対の内容を放送すると政府から嫌が
らせを受けるため、無難な人にしか発言させません。だか
ら内容に深みがなく、各局とも同じような内容になってい
ます。私はこの年齢ですから、恐いものはありません。だ
から本音でいろんなことを話しできました。
それにしても、政府のやり方は狂っているとしか言えま
せん。東京オリンピックは、東日本大震災の復興オリン
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