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２０１４年８月２８日 

 

マネーがマネーをつくり出す。実体経済を食い破るいびつなマネー資本主義が席巻

する世界にあって、日本の静かな山村もその大波に翻弄されている。希望はどこかに

あるのだろうか。地方で勃興し始めている小さな動きを「里山資本主義」と名付けた

人がいる。ＮＨＫセンターチーフ・プロデューサー井上恭介さんだ。中国地方の山々

や瀬戸内の島など人口減が進む地方で、過疎を逆手に取り、エネルギーは買うのが当

たり前という常識をひっくり返す人たちを番組で紹介した。書籍化した新書は３０万

部というベストセラーになり、「新書大賞」を受賞。身近な里山という資源を利用す

れば、お金に縛られず、人間らしく暮らすことができるという井上さんの話は、豊か

な自然に囲まれた地方で仕事をしている若い記者にとっても大いに刺激になった。 

 

 

司会：瀬口晴義 日本記者クラブ企画委員（東京新聞社会部長） 

 

YouTube 日本記者クラブチャンネル  

https://www.youtube.com/watch?v=XImUZmXT5bg&list=PLYwASnKU6CvjX-xKEDlkN99OgS2VX2Sh0&index=4 
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司会：瀬口晴義企画委員（東京新聞社会部長） 

井上恭介さんはいま、ＮＨＫの報道局の報道番

組センターチーフ・プロデューサーを務めてお

いでですが、今年（２０１４年）の夏まで広島放送

局にいらっしゃいました。中国地方限定で「里

山資本主義」という番組をつくって報道しまし

た。それを書籍にしたら３０万部を突破して、

「新書大賞」までとってしまった。２回読みま

したが、未来に希望が持てる素晴らしい本だと

思います。 

きょうは地方の新聞社やテレビ局の方も多

く参加されていますが、この本とこれからうか

がう井上さんのお話には、今後の取材のヒント

がいっぱい散りばめられているのではないか

と思います。では、井上さん、よろしくお願い

します。 

 

井上恭介・ＮＨＫ報道局報道番組部チーフ･

プロデューサー 

皆さん、おはようございます。日本記者クラ

ブで、そちら側ではなくてこちら側に座るとい

うだけで緊張してしまうのですけれども、よろ

しくお願いいたします。 

さて、きょうは、里山資本主義とは何なのか

ということも交えながら、取材者として、番組

制作者として、どんなことを考えながらつくっ

たのかというようなこともあわせてお話しで

きればなと思っております。 

チーフ・プロデューサーなるものがどんな仕

事をしているのか、民放とＮＨＫとでは随分違

っているので、そのことも少しお話ししておき

たいと思います。ＮＨＫの場合は、プロデュー

サーといっても、仕掛けをつくって予算管理を

してというだけではなくて、取材現場にも行き

ますし、映像をまとめる編集も、ワンカットず

つつなぐというのも最終的にはつき合うとい

うか、ほとんど最終段階では僕がやっています。

ナレーションコメントも一緒に書きます。この

ように、かなり現場感あふれる仕事をやってい

ます。収録のときも、実は藻谷さん（浩介日本

総合研究所調査部主席研究員 新書『里山資本

主義』の共著者）の向かい側、カメラの後ろに

僕は立っておりまして、いちいち手元の白板で、

こっちの議論にいこう、あっちをやろうみたい

なことを藻谷さんとやりとりしていました。 

ちなみに、事前の打ち合わせは一切なしです。

ですから、そのとき藻谷さんが思いつくことと

か聞きたいことを聞いてもらいながら、こっち

側で、「これを聞いてくれると隣の人が答えら

れますよ」ということを僕が白板で書く。それ

のぶっつけ本番で、収録の２．５～３倍分ぐらい

を撮りまして、１日で編集するというようなこ

とをして、あの収録部分はつくっているのです。 

それで、里山資本主義です。私は広島に行く

前は、東京の、当時は大型企画開発センターと

いう、主に「ＮＨＫスペシャル」をつくる部署の

チーフ・プロデューサーをやっていました。特

に経済の専門家というわけではなかったので

すが、「あなたは経済のことを中心にやりなさ

い」と言われた時期がありまして、リーマンシ

ョックの２年前ぐらいからやっていたのです。

サブプライムローンとか、何だか奇怪なことが

アメリカを中心に起きているなというのを素

人ながらおもしろがってみていまして、そうい

った取材をしていたら、リーマンショックでド

ーンとはじけた。その後、何でこんなことが起

きるんだというので、先輩たちと一緒に「マネ

ー資本主義」というシリーズの「ＮＨＫスペシ

ャル」の番組を立ち上げまして、５本シリーズ

のうちの２回を受け持ってつくった。 

 

マネーがマネーをつくり出す 

 

つくればつくるほど、こんなものに頼ってい

ていいのかという思いが――つまり、マネーな

り、マネーのシステムというのが、実体経済を

サポートする、もともとヘッジをしたりするシ

ステムとして組み上げられたと思われるもの

が、結局、マネーがマネーのためにマネーをつ

くり出して、それの生み出したもので世界経済

が回っていく。実体経済のほうも、実はマネー

に引っ張られて自動車が売れているみたいな

ことが起きているという……。しかも、一番支

えているところの底には、サブプライムローン
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みたいな、本当は貸してはいけない人に貸すと

いう仕組み。貸してはいけない人に貸すから高

利回りがつきますよね、と。返ってくるかどう

かわからないから利率が上がるわけです。そう

すると、利率が上がった、利回りがいい金融商

品なので、それをいっぱい買う年金基金があり

ますみたいなことになって、リーマンショック

みたいに誰かが一時停止をしてしまうと、全員

でつんのめってこけちゃうということが起き

た――そういうふうに僕は理解しています。 

「マネー資本主義」をつくり終わったころか

ら、そうではない仕組みとか考え方というのを、

取材者として、番組制作者として提示できない

かなと東京でずっと考えていましたけれども、

東京にいては、これだというところまではなか

なかたどり着かなくて、フランスの経済哲学者

の人が書かれた本などを一生懸命読んだりし

ていたのです。これだなとは思うのだけれども、

その現場がないというふうなことをやってい

るときに、東日本大震災が起きて、原発事故で

計画停電で街が真っ暗になる。マネー資本主義

の巨大システムが、リーマンブラザーズという

一つの会社がパタッとこけることでシステム

障害に陥った。同じようなことが、電気をあま

ねく行き渡らせるという極めてよくできた、完

璧と思われたようなシステムが、一つの原子力

発電所がパタッととまるということでシステ

ム障害を起こす。二つのシステム障害を僕たち

は数年の間に経験したのだと思うのです。 

 

二つのシステム障害 

 

そんなことも思ったりして、毎週「Ｎスペ」

で震災関連の番組をつくっている最中に、今度

は広島に行けと言われ、里山資本主義というも

のを後ほど担う人たちに出会ったのです。 

里山資本主義を考えるときのおさらいみた

いなことで、一つご説明します。本にも書いて

あるのですが、都道府県ごとの貿易収支みたい

なものを出した数字があるのです。売っている

もののほうが多ければ黒字で、買っているもの

のほうが多ければ赤字になる。都道府県の中で

一番黒字になるのは当然、東京都だということ

になるのですが、一番赤字の県は高知県でした。 

では、高知県は何で赤字なのかというのをち

ゃんと調べた先生がいまして、それを借りてき

ましたら、要は石油、電気、ガスだと。エネル

ギーですね。エネルギーを外から買っていっぱ

いお金を払ってしまっているので、赤字ですよ

と。高知県なので、農業とか漁業とかは盛んで

す。野菜や何かもいっぱいとれます、カツオも

いっぱいとれます。それらを売ってもうかって

いるようなのですが、実はいっぱい飲食料品を

買っています、と。主には多分、生で売って、

外で加工して、買い戻しているのだと思うので

す。赤字の原因というのは、要はこういうとこ

ろにあるわけですよね 

これを何とかできないのか。つまり、地方は

なかなか食べていけないんだ、生きていけない

んだと。大体皆さん、「いや、売るものがなく

てね」ということばかりおっしゃるのだけれど

も、売るものは売っても、それ以上に買ってい

ると、いつまでたっても赤字だよ、というあた

りを考えようではないか、というのが、理屈と

しての里山資本主義の出発点です。 

「高知県には油田はありません」とか言って

いるのですけれども、ちょっと後ろを振り返っ

て、外を眺めてみたらどうですかと。山には木

がいっぱい生えているわけですよね。ちっとも

それをエネルギーとして使っていないという

あたりが考えられないでしょうかというのが、

里山資本主義の出発点みたいなことなのです。 

取材者として、というほうに話を戻しますと、

おぼろげながらというか、確信はないのだけれ

ども、マネー資本主義に替わる、そうではない

考え方みたいなもので番組ができないのかな

みたいなことをおぼろげに思いながら広島に

行きました。 

広島に行きまして、とりあえず、最近、どん

な番組をつくっているんだろうと思って、いく

つかみてみたのです。そうしたら、震災の直後、

広島はあまり関係なかったのだけれども、エネ

ルギー問題について討論番組をつくっていま

した。原子力発電所はこれからも使うのか使わ
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ないのかみたいな討論番組です。そのひな壇に、

後に里山資本主義の主人公の一人になる人な

のですけれども、広島の山の中に住んでいる和

田芳治さん（写真）というおじさんがいました。

この人を含めて各県のそういうときの常連さ

んみたいな人がいっぱい集まっていたのです。 

大体みんな恥ずかしがらずにワーワー言う

ので、編集し放題で、一番盛り上がっていると

ころを使うのです。話の中身は結局、原子力に

頼るのか頼らないのかということを中心にワ

ーッとみんなが言っているのを使うのですが、

この和田さんを含め、原発なんか要らない派の

方が何人も出てくるなかで、その根拠みたいな

話として「いや、僕たちは自分たちでエネルギ

ーつくったりしているんですよ」ということを

チラッと言いながら、その論に入るのです。編

集は論のほうを多くつなぐので、そのチラッと

言っていることは、チラッとだけ出てくるのだ

けれども、東京から広島に越してきてみている

僕からすると、そのチラッ、のほうがすごく気

になるわけですよね。何を根拠に、この人たち

は「自分たちでエネルギーをつくっている」と

言っているのだろう、と。そこで、その人たち

に、チラッと言っていることのほうを主題にし

て番組を１回つくってみたらいいんじゃない

か、という話をしまして、取材をしました。 

 

過疎を逆手にとる 

 

そうすると、われわれがマネー資本主義とい

うものをなかなか突破できないなと思ってい

たことを、ある種、突破するような試みもやっ

ているし、また、その言葉を持っている。和田

さんでいうと、過疎を逆手にとる会という、つ

まり、田舎にいると何もないといって嘆くので

はなくて、過疎地のほうがやれることがあるん

だ、というようなことを３０年もやっているの

です。３０年もやっているので、討論番組なん

かをやると常連さんになっているわけです。東

京で「Ｎスペ」で、いま、「日本新生」という

三宅民夫さんが司会をやっている番組があり

ますが、この和田さんはそれにももう３回ぐら

い出たことがあるという、日本有数のかみつき

役という人ですね。 

レジュメに書いてある「地方の有名人に『照

れずに注目』」というのは自分のことでもある

のです。大体、常連さんというか、よく取材す

る人というか、長くやっている人は、僕たちは

取り上げないじゃないですか。デスクのところ

に持っていくと、「もうやったよね」「もう聞

いたよね」と必ず言われて、それ以上のことを

言えないから、なかなか取り上げない。ですが、

今回、取材し直してもらって思ったのは、やは

り３０年もやっている人は言葉が磨かれている

のです。３０年やっていて、ずっと同じことを

やっているかというと全然そんなことはなく

て、実際に生活の一部として自分の裏山の木を

使って、木のエネルギーを使ってみようという

試みは、ほんの数年前に始めたのです。 

だから、何かずっとやっている人ではあって

も、何年かに１回ぐらいは「その後、何かおも

しろいことありました？」と聞いてみるとか、

例えば震災とかリーマンショックとか、世の中

が大きく変わった――あの後、日本人の考え方

とか物の見え方が大きく変わったという実感

は皆さんにもあると思うのですが――世の中

のフェーズが変わったら、いつも聞いていた人

でももう１回聞いてみる。そのフェーズで聞く

と、ああ、実はすごく聞くべきことがあったみ

たいなことがある。今回、まさにそうだったの

ですよ。僕にとって彼はずっとつき合ってきた

人ではありませんが、おそらく広島局としては

３０年ずっとつき合っていて、討論番組をやる

と、「和田さん、すみません、あいていますか。

ちょっと来てください」と。「いつものように

かみついてくださいね」みたいなことで呼んで

和田芳治さん 
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いるのだと思うのです。でも、彼のやってきた

言葉の中に、また最近、初めて――彼自身、原

発事故が起きた後、「やっぱりこれだ」と言っ

て、仲間とともに、絶対これをみんなに言って

いこうといってやっている木のエネルギーの

活用を、まさにピタッと取り上げることになっ

たということなのです。 

和田さんがどういうことをやっているかと

いうと、エネルギーとしても、木材需要の世界

のこととしても、裏山の木は全く活用されてい

ない状態で放置されたまま、数十年が過ぎまし

た。しかし、毎日、裏山の木の下で生きている

者としては、これは何かやったほうがいいので

はないかとあるとき思った。そこで、スーパー

のかごみたいなものを持って、裏山を１週間に

１回、３０分ぐらい歩くのです。すると、いわ

ゆる「くべもの」（焼べもの）という、落ちてい

る枝とか、そんなものが拾える。３０分ぐらい

歩くだけでスーパーのかごがいっぱいになる

ぐらい、いくらでも落ちているのです。皆さん

も一遍やってみるとわかると思います。都会の

その辺の公園でも、松ぼっくりを拾うだけで、

１時間も歩けば、相当のくべものが拾えます。 

 

熱効率高いエコストーブの開発 

 

和田さんたちが最近、木のエネルギーを活用

しようということを本格的に始めるきっかけ

となった秘密兵器が、エコストーブというもの

です。もともとアメリカのロケットストーブと

いう、ドラム缶を改造して熱効率よく煮炊きに

使ったり、暖房に使ったりしましょうというの

を開発した人がいるのですけれども、日本に持

ってくると、ドラム缶だとものすごく大きくて、

使い勝手が悪い。そこで和田さんたちのグルー

プで、ペール缶という、これもガソリンスタン

ドに行ったら廃品でいつも置いてあるものな

のですけれども、ペール缶を使って、同じよう

な熱効率のものができないだろうか、と。こう

して開発したのがエコストーブ。ストーブと言

っていますが、主には煮炊きに使います。 

ペール缶に取り付けた管のような部分に拾

ってきたりその辺にあった雑木をつっこんで

燃やすと、ペール缶に熱が伝わり、熱が上がっ

ていきます。実はペール缶上部には断熱材が入

っていまして、熱効率がすごい。ほとんど灰が

残らないというぐらいに燃えるのです。これで

夫婦の１日に食べる御飯は十分炊けます。２０

分ぐらいですごくおいしく炊けるのです。 

これを毎日続けていると、和田家の光熱費は

月に２，０００円節約される。それをみんなにも

勧めています。「何だ、２，０００円か」と思うか

もしれませんが、先ほど申しあげた巨大システ

ム障害を起こしてしまう世界のエネルギーシ

ステムがつくられる前、昔は田舎では生活に必

要なものは大体自分で手に入れていたのです

よね。食べるものだって、エネルギーだって。

僕も京都府長岡京市というタケノコがいっぱ

いとれるところの出身なのですけれども、先日、

市長さんと雑談していまして、その市長さんは

７０前ぐらいなのですが、「僕が少年時代は、

子どもは山に入ってくべもの拾ってくるのが

仕事だったよね」と言っていました。まさに和

田さんみたいなことを町中の人がやっていた。 

くべものをみんなが拾うから、山は毎日きれ

いになっていて、おかげでマツタケがいっぱい

とれるということだったらしいのですが、いま

は山に入る人が全然いなくなったので、松があ

ってもなかなかマツタケが生えないという現

象が起きているらしいです。余談ですが。 

そういう時代から、便利で効率よくエネルギ

ーを大量に生産して配りますというシステム

が完成していくわけですけれども、それが見事

に完成したら、エネルギーは全部お金を出して

買わないといけなくなる。つくる側の人は業

（なりわい）としてやって、一方的につくる人

と、一方的に買わなくてはならない人という世

の中にいつの間になり、そうでなければならな

いといつの間にか全員が信じるみたいなこと

になっている。世の中のことにかみつくことを

仕事としているというか、趣味にしている和田

さんからすると、それは本当に当たり前なのか

と言いたいわけです。 

食べるものをつくりますとか、エネルギーを

つくりますみたいなことを全部、専門の業者に
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任せて、自分は自分の仕事一筋でと、分業の形

にするといっても、残念ながら和田さんの場合

は、特に定年退職していることもあって、十分

暇なのですね。だから、全部人にお願いしてつ

くってもらって、お金を出して買わないといけ

ないという筋合いのことでは全くないわけで

すよね。なのに、いまの世の中は、絶対にお金

を出して買わないといけないといっている。そ

のうちの一部を自分でやったっていいじゃな

いかと。逆に言うと、そういうシステムから自

分でできることを取り戻すべきだ、というのが、

エコストーブを広めようということなのです。 

ですから、２，０００円かもしれないけれども、

２，０００円分、巨大システムから離脱している、

独立して、自立しているということを示したい

というようなことを言ってやっています。 

このごろ『里山資本主義』の本のおかげもあ

って、月に１回ぐらい、エコストーブをつくる

講習会をやっています。実は僕も先日、一緒に

１個つくって、東京に持ってきました。公園の

木でも拾ってきてマンションでやってやろう

と思っています。この講習会が、もう引きも切

らない感じで人が集まっています。ペール缶は

別にどこでもあるので、もう日本中でやってい

ます。特に東北の被災地などの方は、それこそ

やれることをやりましょうみたいな方が多い

ので、どんどん広がっているそうです。 

和田さんも、各地で同様のことをやっている

人たちのところに行って、エコストーブをつく

る講習会をやったりしています。講習会の後、

みんなでビールで乾杯して、ワーワー言うとい

うのが恒例になっていまして、和田さん「これ

で皆さんは、一部かもしれないけど、グローバ

ル資本主義の奴隷から解放されたんだ、オー」

なんて言っています。 

 

エネルギーは買うのが当たり前？ 

 

エネルギーは買うのが当たり前だと思って

いた。一度にたくさんつくって、たくさん配る

のが効率的で、それが一番進んだシステムなん

だと言っているのですが、あの原発事故をみて

わかるのは、それに１００％依存していると、パ

タッととまった瞬間に何もできませんという

ことです。みんな本当にそれでいいんだっけ？

と何となく思う人がふえたと思うのです。でも、

行動は起こせませんよね、というときに、和田

さんなんかは、やれることからやればいいじゃ

ないかと。特に地方の人たち、２４時間、本当

に目の色を変えて働くほど働いているんでし

たっけ、みたいな人たちは、裏山に入ればそこ

にエネルギーがあるわけですからね。 

これは里山資本主義のときに必ず言うこと

なのですけれども、同じお金を払うといっても、

その払うお金の相手が近所の人なら、そのお金

は地域で回ります。ところがエネルギー代なん

ていうのは一番たちが悪くて、大体払ったお金

がアラブの王様のところに行ってしまうわけ

ですよね。つまり、地元に全く残らないお金を

払っているわけです。だから、あの地域は食べ

ていけないんだという話になる。しかし、自分

たちでやれることをやっていくと、どんどん外

に逃げているお金が減るのですよね。これは里

山資本主義の法則の大事な一つで、域内循環と

いうのですが、そういうことをちゃんとやろう

ではないか、ということなのです。 

ここでもう一人ご紹介します。岡山の「常連

さん」の一人なのですが、岡山県真庭氏にある

銘建工業という製材所の社長さん、中島浩一郎

さんです。中島さんはさっきの和田さんに比べ

ると、もうちょっと大きな規模で木のエネルギ

ーを活用しようということをやっています。 

製材所って、丸太を買ってきて製材するので

すけれども、ざっと言うと、半分ぐらい木くず

になってしまうわけです。その木くずをごみと

して捨てようとすると、産業廃棄物で年間２億

円ぐらいかかるそうなのです。でも、「本当に

これはごみなのか？」と、あるとき思い立って、

木の発電所をつくりました。 

彼も２０年近くこのことをやっています。バ

ブル崩壊の後、やはり住宅市況が悪くなって、

製材所の経営がなかなか難しい。それまでのず

っと黒字から赤字が出たというときに、銀行の

方に相談したら、銀行の人は、もっと売上が伸

びるように設備投資しなさい、売る品目をふや
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せるような設備投資をしたらどうですかと言

われた。しかし彼は何か違うと思って、ごみを

使って発電したいと言い始めた。そのとき、銀

行の方は「エネルギーなんていうのは買うのが

一番安いんですよ」と言ったそうですけれども、

「そうじゃない」と言ってやり始めました。 

 

産廃になる木くずで発電 売電も 

 

製材所は、電気をいっぱい使うわけです。年

間１億円ぐらい使うのだけれども、これで発電

すると、それがゼロになりました。夜は製材所

は動いていませんが、発電機は回っている。そ

こで、その分は売電します。すると、５，０００

万円ぐらいの収入になるのだそうです。ですか

ら、木くずを捨てないことで浮いた産廃処理費

２億円と合わせると、売上は一円も伸びなくて

も、４億円、５億円の経営がよくなるというこ

とになるのです。 

いまの成長を重視する経済は、売上のほうを、

全体の量を大きくするようなことばかり言う

わけですけれども、何のことはない、家計簿で

も同じなのですが、出すほうを減らしたらよく

なるわけですよね。最初にみていただいた域内

収支もそうでしたよね。実は収入、売上ではな

くて、支出を見直したほうが、地方経済はよっ

ぽど効果が上がるんだということを、彼の話を

聞いて、僕たちはそこからいろいろなエッセン

スをいただいて、抽出してやるわけなのです。 

レジュメに「よくある理屈に与しない 山の

木にエネルギーの未来が」と書かせていただい

たのは、エネルギーの議論とかをすると、途端

に一地方の人であっても国家全体のことを論

じないといけないことになりませんか。木のエ

ネルギーとか言った瞬間に、山の木を燃やすだ

けで日本のエネルギーは賄えるのかみたいな

話になって、そんなことをしてたらすぐはげ山

になるんだみたいな議論になって、「そうだ、

そうだ」とか言って終わってしまうのですが、

地域とか、個人とか、会社とかが、どういうこ

ととしてやれることをやるのか、という議論な

のです。何のことはない、岡山の真庭の人たち

だって、目の前にある木を使わないでも、電気

を使います、ガソリンスタンドに行って灯油を

買いますみたいなことをやっているわけです。

そういうことが、ごみとして捨てているものを

使ってやれないですか、というのは、自分のこ

ととしてやればよいのです。別に海沿いに建っ

ている大きな製鉄所も絶対、木を燃やさないと

いけないという議論をすることはない。議論を

するときの落とし込み方みたいなことが、エネ

ルギーとか言った瞬間に、すぐ鳥の目になって

しまうというか、大上段になってしまうという

か、そのあたりのこともわれわれは取材者とか

制作者とかをやっているときは、何となくいろ

いろな倍率の目を持つべきだと思ったりして

ます。 

ここの話でいうと、実は発電しても使い切れ

ないくらい木くずというのは出ていて、特にお

がくずという粉みたいなものがいっぱい出て

くる。これを固めてペレット（写真）というも

のにしてしまう。これは製材所の中で使うので

はなくて売りましょうと、あるときから売り始

めたのです。売り始めたころから、民間の会社

の連合みたいなものが中心になって最初はや

っていたのですけれども、真庭市も一緒にやろ

うということになって、ペレットを使ってエネ

ルギーの地元の自給率を上げようということ

をやっています。 

２０１１年４月に建った真庭の市役所の新庁舎

というのは、ペレットのボイラーと、砕いただ

けのチップのボイラーと、二つ使っているので

すけれども、その二つで市庁舎の年間の冷暖房

は全部賄っています。つまり、製材所にペレッ

ト代を払っているだけで済んでいます。なぜ燃

やすのに冷房になるかというのは調べてくだ

さい。書いてあります。 

ペレット 
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それで、市内というか、街の中でも使う人が

どんどんふえました。たとえば、ビニールハウ

スでトマトとかをつくっている清友さんとい

う方がいます。つい最近までは灯油とか重油の

ボイラーを使っていたのですが、ペレットに切

りかえました。そうすると、ものすごく経営が

安定するようになった。一つは、そもそもすご

く安い。その方は２０年ぐらい前にビニールハ

ウス栽培の石油のボイラーをつけたのですけ

れども、そのころは石油が安かったのです。で

も、ご存じのように、原油はものすごく高騰し

て、そのままとまっています。上がることはあ

っても下がることはないという話になってい

ますので、だから、高いエネルギーなのですよ

ね。でも、ほとんどの人たちは安いときの感覚

のまま使い続けているわけですが、実はいまと

なってみると、ペレットのほうがずっと安い。 

もう一つ、彼がメリットだというのが、価格

が乱高下しない。しかも、価格決定者がすぐ近

くにいるということがメリットだというので

す。原油は国際相場に従って決まりますので、

自分の手ではどうしようもありませんし、これ

は上下するものです。それはなぜかというと、

上がったり下がったりしてもらわないと困る

人がいっぱい、そこの相場にかかわっているわ

けですね。つまり、投資家とか投機筋とか言わ

れる人たちは、一定の価格のものなんかはちっ

とも投資の対象にならないわけですよね。上が

るからここで買ってここで売るんだ、下がるか

らここで空売りしてここで買い戻すんだみた

いなことをやれるので、コモディティーと言わ

れている相場に、いま、大量のお金を突っ込ん

でいるわけです。 

必ず上がったり下がったりするのですけれ

ども、農家はたまったものではないわけです。

清友さんはトマトを植えつけるときにコスト

計算をして、これぐらいでやって、これぐらい

もうけようという計画を立てるのですけれど

も、トマトが育っている間にピューンと上がっ

てしまうと、もうけがなくなってしまうわけで

す。実際、そういうことになって、ハウスの温

度を１度下げたら全滅したそうです。だから、

そういうリスクも負っているわけですね。しか

も、それは遠いところで誰かが決めているもの

なので、どうしようもない。従うしかないわけ

ですね。グローバル経済は必ずそうなのです。

自分たちではどうしようもないのです。 

一方、ペレットのほうは自転車で５分ぐらい

の製材所で決まっている。清友さんが「ちょっ

と半額にしてください」と言ったからすぐ下が

るわけではありませんけれども、近くから供給

されて、それでやっていることはすごく安心だ

と、実感を込めておっしゃっていて、この辺も

里山資本主義の考え方の一つですよね。できる

だけ身近なところに置いておくと、いろいろい

いことがあるということです。加えて、先ほど

申しあげた域内循環です。だから、清友さんだ

けを見れば同じエネルギー代なのですが、ペレ

ットをつくっている近所の製材所に払ってい

る分には、製材所の人たちが「もうかったね、

飲みに行くか」みたいな話になって、また地域

でお金を使うわけですから、地域の中をお金が

どんどん回っていく。これを石油代で払ってし

まうと、遠くへ行ってしまって、地域には残り

ません。ですから、次の月も、その次の月も、

またエネルギー代を払うために一生懸命稼が

ないといけないということになるわけです。 

 

懐かしい未来 

 

いつも地方や何かに行ってお話しするとき

は、「懐かしい未来」という話をしています。

「懐かしい未来」という言葉を、里山資本主義

をやっている人たちはよく使うのです。未来と

いうと、僕たちの世代でいうと、鉄腕アトムみ

たいな、科学技術が進んでメタリックな世界に

どんどん変わっていくみたいなことを思い浮

かべますけれども、技術もあるところまで行き

着くと、その前の前の時代のよかったことなど

をもう一度志向し始めるのではないかなとい

うふうなことを言っています。 

先ほどの和田さんがいつもエピソードとし

て言うことで、本にも載せている話なのですけ

れども、あるとき友人が来ました。その友人は

前の日に家電量販店に行って、薪のようにたけ
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る炊飯器というのを８万円出して買いました。

翌日来たら、本当に和田さんが本当のまきで御

飯を炊いているわけです。そこで和田さんに

「おまえ、炊いてみせえや」と、炊いて食べさ

せてもらったら、「薪のように炊ける炊飯ジャ

ー」よりおいしかったというので悔しがって、

エコストーブを提げて帰りましたみたいな話

をいつも彼はするのですけれども、いまの最先

端技術って、何かそういうことになっていませ

んか。 

炊飯ジャーの世界なんか一番そうですよね。

羽釜のようにとか、土鍋のようにとか、そんな

ことばかり書いてありますよね。昔、土鍋が嫌

だったから炊飯ジャーにしたんじゃなかった

んだっけ？と思うのだけれども、炊飯ジャーの

技術を高めていけば高めていくほど、昔のもの

に近づいている。何でもそうですよね。ガスコ

ンロを発展させていったら、何のことはない、

備長炭の焼き鳥が一番おいしかったみたいな

話に戻っていたりするわけです。 

この「懐かしい未来」という議論は、前の前

の時代に本当は手にしていた価値みたいなも

のを、むしろいまだからこその最先端技術をつ

ぎ込むことによって、もう一度、手に入れ直す

ということを世界中の人たちが競っている時

代になっているのではないかという議論をし

ています。 

オーストリアはいま、ペレットとかも含めて

木のエネルギーの活用が多分、世界で一番進ん

でいるところだと思うのですけれども、ペレッ

トを運ぶタンクローリーがあるのです。タンク

ローリーというと石油じゃないのと思うでし

ょうが、いや、このごろはペレットなんです、

という話なのです。このタンクローリーで各家

を回ると、このごろはシステムが進んでいまし

て、各家の前にペレットを入れるタンクが地下

にあります。ホースでポンポンとつないで、ス

イッチを入れると、ザーッとタンクに入るので

すね。ちなみに言うと、もう一本ホースがつい

ていて、それは底にたまっている灰をシューッ

と吸い上げるようになっている。灰の処理で手

が汚れることはありません。昔は木のエネルギ

ーだなんていったら、手は汚れるわ、朝は寒い、

大変だといっていましたけれども、いまは「懐

かしい未来」になっていますから、昔の価値を

最先端技術でやる。手は汚れない。ですから、

当然、お湯と冷暖房と全部これでまかなうとい

うことになっています。住んでいる人にとって

は、石油のセントラルヒーティングをやってい

るのと何ら変わらない、便利な生活を送ってい

るのです。 

 

開発、改良の余地多い木のエネルギー 

 

僕の仲間がボイラーを開発しているメーカ

ーなんかに行くと、やはりおもしろいことを言

っていて、木のエネルギーを開発するというの

は数十年間とまっていたので、いま、開発余地

がいくらでもあるんだと言うのです。何となく

僕たちは、石油のほうが熱効率がよくて、たく

さんのエネルギーが取り出せる、木なんてもの

は燃やしても燃やしても暖かくならない火鉢

だと思っている。火鉢は熱効率が悪いわけです

よね。石油のほうは何十年もかけてものすごく

アップしたわけです。でも、限界までいくほど

アップしているのだけれども、木のほうはしば

らく置いておかれていたから、まだまだ改良の

余地がある。いま、それをオーストリアのメー

カーなんかはずっとやって、もう石油の背中を

捉えたと言っています。単純な熱効率でいうと

石油を超したと言っています。背中を捉えたと

いう意味は、まだ石油ストーブほど量がいかな

いので、ボイラーの単価は下がりませんけれど

も、あと１０年ぐらいたつと、オーストリアと

かドイツの場合はどっこいどっこいまでいく

のではないかというようなことを言っていま

した。 

このように、いろいろなところにちょっとし

た思い込みが僕たちの中にあって、さっきの石

油の値段なんて本当にそうですよね。石油高騰

のニュースは一生懸命、記事にしているのだけ

れども、そんなに石油を本当に使い続けるのが

安いのか。自分のこととしてはその辺が断絶し

ている。皆さんでせっせとくべものを拾いに裏

山に、特に地方で暮らしている人なんかは行っ
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たほうがいいのではないかという話です。 

里山資本主義の番組ではエネルギーのこと

ばかりやっているわけではなくて、地域経済に

おける食とか農についての思い込みの見直し

みたいなこともやっています。その出発点が、

山口県の周防大島というところで始めた、地元

の柑橘などを使ってやるジャム屋さんです。 

周防大島というのはもともとミカン栽培が

経済の中心になっていたところで、そのミカン

の競争が大変になり、アメリカのオレンジが入

ってきて、経済としては全然だめということに

なって、人口流出が激しくて……。周防大島の

一つの町（編注：旧 東和町）は、１９８０年から

２０年間くらい、日本で一番高齢化が進んだ町

になっていた、というぐらいのところなのです。

その島で、ミカンは本当に大きな価値を生み出

さないものなのか、という常識破りを、このジ

ャム屋さんがやっているのです。 

 

リピーター続々 常識破りのジャム 

 

やっているのは松嶋さんというご夫婦です

けれども、もともと旦那さんは電力会社の社員

でした。何かよくできた話だなという感じなの

ですけれども。奥様と出会って結婚して、パリ

に新婚旅行に行きました。奥様がアクセサリー

店に入っている間に、「あなた、ちょっとその

辺で時間をつぶしていなさいよ」という話にな

って、すると、隣におしゃれなジャム屋があっ

た。そこに入って松嶋さんは、ずっとジャムの

瓶を眺めている間に、コンフィチュールという

洋酒なんかを使ったおしゃれなジャムで、みて

いるうちにものすごく興味が出てきて、３０個

ぐらい買ってしまった。アクセサリーを買って

戻ってきた奥さんが「あなた、３０個もどうす

るの」と言ったら、「いや、お土産だ」と言っ

て持って帰ったのですけれども、家に帰ってし

げしげと眺めながら、フランス語で何と書いて

あるんだろうとか辞書を引いたりして調べて

いるうちに、全部あけて食べてしまったのです

って。 

全部食べ終わったころには、「俺はジャム屋

をやる」と言い始めた。夫婦は大変なことにな

ったらしいのです。「新婚なのに大変でした」

とか言っていました。いろいろあって、奥様が

周防大島の出身で、戻ってきてジャム屋をやる

ようになりました。 

やってみたら、ミカンが売れないからみんな

出ていったといっているミカンにものすごい

力がありましたという話になった。農家の方が

市場で生のミカンを売ってものすごく稼ぐと

いうことのためにはなかなか役に立たなかっ

たのだけれども、ジャムには使える知恵がいっ

ぱいあったというのです。 

たとえば、しゃべっていると、「木になって

いる青いときのミカンというのは、ものすごく

独特の強い虫を寄せつけない香りがあるんだ

よね」みたいな話が出てくる。そこで、「おお、

それ使えますね、そういうジャムつくりましょ

う」と、青いミカンのジャムをつくりました。

ミカンが黄色くなってくると、当然、それはそ

れで使えるわけなのですけれども。もうちょっ

と話を聞いていると、「木になりっ放しにして、

ほったらかしにしておいたミカンというのは、

あれはあれでまた全然違う香りとか味になる

んだよね」と。柿なんかでもよく、なったまま

半透明になっているやつがありますよね。ああ

いうやつです。そんなミカンを市場で買い求め

ようとしても、そんなのは売っていません。で

も、この島だったら、農家に「絶対買いますか

らずっと置いておいてください」と言えばいい

わけです。そうしたミカンをを使ってつくると、

また別のジャムができる。同じミカンでもいろ

いろな種類のジャムがつくれるのです。 

それで、１種類につき３０個ずつぐらいしか

つくらないのです。つくらないというか、つく

れないというか。そのこともまた市場の常識か松嶋さん 
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らすると逆なのだけれども、これが強さの秘密

なのです。大体、明治とか市販のジャムだと、

１００万個ぐらいつくって、価格を下げて、それ

が競争力だと。食べ物はだいたい、量の経済で

やるわけです。よく地方で起業した人が、いつ

かは工場を建ててみたいなことを皆さんおっ

しゃるんですが、少々の工場を建てたって、明

治には絶対勝てないわけです。逆をやったほう

がいいんだというのを、まさに彼なんかはわか

ってやっていて、１種類３０個ぐらいというこ

とになると、それがビンテージ的な価値になる

のです。ジーパンだって、何十本限定とかいう

とビンテージになるじゃないですか。それはも

ちろん価値が高くないといけないのだけれど

も、彼の場合は産地で直接そういうところから

一番いいものを手に入れて、全部手作業で、自

分たちの工夫を加えて、しかも、あの過疎高齢

化の町で元気にやっているみたいな、ストーリ

ーがいっぱいくっついたジャムを売っている

わけです。 

そうすると、１瓶５００円ぐらいするのですけ

れども、それもわざと、むしろ５００円ぐらいつ

けているのです。「高いけどちょっとしかあり

ません」と。瞬く間に売れます。この僕なんか

もすぐ行って買ってしまって、市販のジャムだ

となかなか、あまりお土産にはならないじゃな

いですか。でも、これはものすごいお土産にな

るのです。話がいっぱいくっついているから。

「いや、これね……」とストーリーを添えて。

だから、僕なんか１回行ったら３０個ぐらい買

ってしまう。いろいろな種類のやつを一つずつ

ね。しかも、季節ごとに、冬はミカン、春はイ

チゴで、その次、ブルーベリーになって、秋に

なると東和金時というこの島独特のサツマイ

モがあるのですけれども、そのサツマイモのイ

モジャムというのが始まる。これがまたおいし

いんですけれども、みたいなことで、年がら年

中、季節感あふれる感じで。 

それで、次の季節に行くと、前の季節のもの

がなかったりするわけですよね。そうすると、

行くと必ず夫婦のうちどっちかが店先にいて、

「あと１カ月もするとブルーベリーの季節で

すね」みたいなことをささやかれる。こうなる

と行かざるを得ないみたいなことになって、リ

ピーターが続々来るのです。 

ですから、「小さいことはいいことだ」。「大

きいことはいいことだ」は前の経済の常識なの

だけれども、松嶋さんは意識的に、小さいこと

が強みなんじゃないかということを言ってく

れた。そして、われわれのフィルターを通して、

里山資本主義とはこういうことなのかな、とい

うことを示すことができた。なかなか生かせて

いない、地域にしかない資源を使って、お金も

稼ぐし、あるときはお金以外のものもつくり出

す。一言で言うと、里山資本主義はそういうこ

となのです。その中身はいったいどういうこと

なの？というようなことを、松嶋さんは示して

くれた。 

 

地域にあるものを使わないと続かない 

 

最後にちょっとだけ、これは取材者としてと

いうか、制作者として自戒も込めてなのですけ

れども、特に過疎とか高齢化とかをどうするの

か、といった企画をやると、大抵、その地域に

はないものをどこかから持ってこようとか、な

いものをつくり出そうとかいう発想になる。

「若者がいないから若者を連れてきたので、そ

れでちょっとしたことになりました」とか、「こ

の地域には○○というものがないので･･･」と

か、そんなことばかり言っていませんか。でも、

そういうものを単発でいろいろやっても、結局

は焼け石に水というようなことが大体起きて

いまして、要は、その地域にあるものを使わな

いと続かない。その地域が過疎なり高齢化なり

という状態であるということを、半ば「いいこ

と」として考える。例えば「空き家だらけにな

って大変だ、空き家対策をやらなければ」とい

う話になるのですけれども、そうではなくて、

空き家がいっぱいあるということは、ただで住

める家がいっぱいあるということだよね、と。

その空き家を生かそうという言い方になると、

物事が動くのです。だって、そうですよね。東

京でできるだけ家賃が安くて便利なところで

広いところを探そうといって、いつも一生懸命
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になって探しているのに、ただで住めます、こ

んな大きい家でどうぞとか言っている、何でそ

れが負の遺産みたいなことを言っているのか

ということなのです。 

本でも取り上げています一つの事例をご紹

介して最後にしたいと思うのですが、高齢者と

か障害者の施設をいくつも経営している、これ

も広島の庄原に、熊原さんという社会福祉法人

の理事長さんがいます。デイサービスなどの施

設で出す食事に使う野菜を、地元のお年寄りた

ちの自家菜園の野菜を使ってやれないか、とい

うことを始めました。ちょうど始めるところか

ら取材したので、一部始終、ずっと取材してい

たのですが、施設におばあさんがやってきて、

施設でお食事しながらみんなでペチャクチャ

しゃべって、ボール投げたりみたいなゲームを

やりますよね。合間にしゃべっていたら、「う

ちにナスがあるんだけども、なってもなっても

夫婦２人じゃ全然食べきれないから、ほとんど

落として腐らしているのよ」みたいな話をして

いた。彼ももとから別に知らないわけではなか

ったのだけれども、そんな問題意識を持って考

えていたときに聞いたので、「あっ、これだ、

それを使わなきゃ」という話になりました。 

施設では、もちろん野菜を買っていたのです

が、市場で買うと、えてしてほとんど県外産に

なってしまうのです。できるだけ安いものを買

おうとするから。市場に出回っている一番安い

ものを買おうとすると、外国産とか県外産にど

んどんなっていく。先ほどの域内循環で言うと、

お金は全部逃げていたのです。しかし、おばあ

さんたちがつくっている野菜だって、それはい

い野菜ですよね。量がないから市場に出ないだ

けで。それはそうですよね。 

 

皆さんの野菜を活用させてください 

 

それで「皆さんの野菜を活用させていただき

たいんです」と呼びかけたら、途端に１００人ぐ

らいの方が「うちの野菜をぜひどうぞ」という

話になった。お年寄りからしたら、自分が世の

中のお役に立てるというだけでうれしいとい

う話になるわけです。お年寄りは、野菜をつく

るのは上手なのです。それは何十年もつくって

いるのですから。健康のためだとかいってつく

っているわけです。でも、つくった野菜はほと

んど腐らせてしまっている。もったいないった

らありゃしないという話で、「どうぞどうぞ、

ただでいいから持っていってください」と。で

も、ただではいけないよねというので、地域通

貨をつくりまして、デイサービスにいらっしゃ

ったときにこの券を使ってくださいとか、また

社会福祉法人でレストランとかも少し経営し

ていたりするので、そういうところで使ってく

ださいみたいなことで渡すと、これがまた循環

のもとになっていく。 

そのレストランに、野菜を提供しながら地域

通貨をもらっているおばあさんですがいます。

もう何年も前に旦那さんが亡くなって、ものす

ごく広い家に１人でぽつんと住んでいて、ふだ

ん、寂しくてしようがない。彼女は畑仕事をし

ていても、近くを誰か通ったらつかまえて話す

のですって。そうしないと、一日中、一言も話

さないで終わってしまうから。というぐらい話

すことに飢えている彼女が、地域通貨がたまっ

たのでといって、お仲間を連れてレストランに

来ました。 

そうすると、カボチャのグラタンか何かが運

ばれてくるのです。「これはいただいたカボチ

ャでつくったグラタンです」とかなんとか言う

と、周りの人たち、おばさんとかみんなが「ほ

ー」とか言って感心する。もう鼻高々。食事が

終わってお勘定ですねとなると、「ここは私が」

とかなんとか言って、野菜の対価で受け取った

地域通貨でおごるわけですね。また鼻高々で。 

こういう話を聞いて思うのは、この地域には

あれがないんです、これがないんですと、ない

ものねだりみたいなことを、僕たちも大抵、リ

ポートとかをつくるとそそのかしているのだ

と思うのですが、要は、あるものを使うと地域

の経済は回るし、社会福祉法人の食材費は瞬く

間に１割減っているらしいですからね。ちょっ

とだけ、お礼がわりぐらいの地域通貨を渡して、

野菜を買わなくて済んでしまっているわけで

すから。一件、一件は少しでも、相当の量が集
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まっているらしいです。 

しかも、お年寄りが普通に生活の中でやって

いることを活用しますよ、ということをやった

ことで、お年寄りがみんな元気になっていくの

です。役に立っているんだ、と張り合いが出で

る。しまも、地域通貨をもらってみんなにおご

れます、という。こんなふうに、地域経済も、

それから地域コミュニティーも、いろいろなこ

とが芋づる式によくなっていくということを、

このお年寄りの菜園の野菜を使うという試み

で僕たちはみました。これは里山資本主義の極

意みたいな手だね、という話をしました。 

 

目の前にある資源をいかす 

 

目の前にある資源をいかす。お年寄りも資源

のうちですね。高齢化社会でお年寄りばかりだ

と言って、若い人がいないから、若い人がいな

い世の中はだめだとか言っている場合ではな

くて、そのお年寄りをいい意味で活用するとい

うか、社会として単に福祉を施す相手ではなく

て、その方にどう頑張って社会に役立っていた

だくかみたいなことをやっていくと、何のこと

はない、ご自身が一番うれしいという状況が生

まれてきた。 

地域はこれから、増田さん（編注：増田寛也

氏）なんかがおっしゃっている、何十年かたつ

と消滅する自治体がたくさん出るんですと。あ

れは増田さんもおわかりになって、わざときつ

めの言い方をされているのだと思いますが、だ

からといって、外国人を連れてくればいいじゃ

ないかみたいな議論ではなく、地域にいまある

けれどもなかなか活用できていないものを生

かせるようちゃんと見直せば、いくらでもある

のではないかと思うのです。 

僕は東京に転勤してからも、まだしつこくい

ろいろなことをやっているのですが、その一つ

で言うと、学校がどんどん廃校になるのですね。

あれを何とかしないといけないと藻谷さんと

話しています。学校がなくなるということが限

界集落化する一番の引き金になっているので

はないかという議論があります。学校は子ども

が減ったから効率的にとか、子どもがたくさん

いないとだめだからとかいってやめてしまう

のですけれども、そんなことはなくて、その地

域がこれから何とかしていこうというときに

は、まず学校を残すべきではないか。ただ残す

というのではなくて、地域には地域ならではの

というか、地域のほうがやれる、地方のほうが

やれる高い教育みたいなものがあるのではな

いか、ということをやり始めているところがあ

って、多少応援しながら報道したりしているの

です。 

このごろ、全国各地に「森のようちえん」と

いうのが出来ていまして、野山で勝手に子ども

たちに自分たちで遊び方を考えて遊びなさい

といったことをやっている。瞬く間に子どもた

ちの生きる力が上がってくるというので、中国

地方でいうと、鳥取の智頭町では結構大きな規

模でやっています。もともとはお母さん発案で、

それに町が１００万円の予算をつけますという

ところから始まったのですが、いまでは「この

幼稚園に通わせたい」と、近隣から移住者が

次々来ているそうです。 

小学校も、学校教育だけではなくて、その地

域がどういうところなのか、また、子どもの生

きる力みたいなものを含めて、この地域でない

とできないんだ、ということをアピールして、

廃校にするのも何とかとめたい、という試みが

あります。例えば島根県津和野町のコイが泳い

でいるところからまたずっと奥に行った佐鐙

という、平家の落人伝説があるような集落があ

るのですけれども、そこも「森のようちえん」

とかをやっているのです。やはりやり始めると、

関西あたりから移住したいという人が、この１

年で５組ぐらい出ていたりしています。そうい

うのも、ここにないからではなくて、あるもの

をちゃんと見直した結果です。都会で開成高校

に行って東大に行くという教育ではない教育

が地方にはあるんだということを自分たちで

見直す。 

では、地域の子は野山でちゃんと遊んでいる

のかというと、地域の子たちだってみんなテレ

ビゲームばかりやっていたらしいですよね。そ

うではなくて、いろいろなことを、牧場に行け
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ば牛もいる、野山に行けばツクシも生えている、

いろいろなものをとって、自分たちで何かして

食べたりみたいなことを子どもたちに考えさ

せてやるみたいなことをやる。僕はいま「地方

発ドキュメンタリー」という番組の編責をやっ

ているものですから、月曜日の深夜にやってい

ますので、皆さんもぜひごらんいただきたいの

ですけれども、１０月に佐鐙の話が出てきます。

見事に子どもたちが元気ですよね。そのような

ことだったりしますが、まだネタが本当はある

のですけれども、これぐらいにして、まとまり

がなくて申しわけありません。ありがとうござ

いました。（拍手） 

 

＜質疑応答＞ 

 

司会 ありがとうございました。地域から意

識革命が起きているというような感じを受け

るのですが、もっと横の全国的な広がりという

点で、特筆するような話はあるのですか。 

井上 ストーブが広がっていますというこ

とだけではなくて、ちょっと手前みそになりま

すけれども、「里山資本主義」という言葉は使

いやすいようですね。これは、横断的な概念と

してつくったのです。つまり、エネルギーです

とか、食ですとか、コミュニティーですとか、

われわれの取材でも、分野が社会部ですとか、

経済部ですとか、分かれている。うちでいうと

ワーキングプアとか、老人漂流社会とか、無縁

社会とか、同じチームがずっと継続してやって

いるのですけれども、これは社会部チームがや

るのです。たとえば、ワーキングプアで働いて

も働いても豊かになれないという、すごい番組

だと思うのですが、企業取材は全然やらないの

です。ひどい目に遭わせているほうの取材は経

済部がやる、となっている。物事の表と裏も、

表担当、裏担当になるし、これはコミュニティ

ーの問題ですよねというと、生活何とか部です

よねとか、全部なってしまうではないですか。

リポートとしても、どの種類のリポートですか

というのが分かれてしまう。 

しかし、地域で問題があって、または地域で

新しい試みがあってというのは、横串を刺さな

いと全然意味をなさないということがいっぱ

いあって、里山資本主義ですというのは、横串

を刺すということにおいて、ものすごく使い勝

手がいいらしいのです。改めてこのごろ思って

いるのですけれども。 

ですから、いろいろな方から、「うちで里山

資本主義をやっているのですけれども、ちょっ

とアイデアもらえませんかね」みたいな……。

「おたくは里山資本主義の何をやっているん

ですか」「あれ」とか、「これ」とか、「それ」

とかみたいな言い方をちゃんとされている。そ

ういう意味で、地域でいろいろなことをされて

いるというのがもう一回活性化するというか、

やろうよみたいな動きはいっぱい出ているの

だと思います。 

 

司会 多分それぞれの地域でそういう動き

はもともとあるのでしょうね。そういうものに

共通の里山資本主義という概念を与えること

で、横串として広がっていく、そんなようなイ

メージなのかなと思いました。 

それでは、皆さんから質問を受け付けますの

で、どうぞご自由にマイクのところに来て質問

してください。どうぞ。 

 

質問 本日は本当に勇気づけられる思いで

お話をうかがっていました。 

このまま成長を続けないとどんどん日本は

縮小してしまうので、考え直さなければいけな

い、日本は成長しなければいけないんだという

ふうな流れに対して、本当にそうなのでしょう

か、２０３０年の私たちの社会を考えてみましょ

うという企画を、２年前に部局横断でやりまし

た。私はあくまでも成長を目指す、ということ

でなくてもいいのではないかという考えでは

あったのですけれども、そのときに反論された

のが、このまま成長しないとどんどんパイが縮

小して、それの奪い合いになって、どんどん格

差が広がってしまうというようなことでした。

なかなか説得力のある反論ができずに悔しい

思いをしたのです。きょう、随分とお答えをも
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うすでにいただいたのですが、あえてその反論

をお聞かせいただければと思います。 

井上 きょう申しあげたことなのですけれ

ども、われわれの命名した言葉で言うと、いま

の世の中、ほとんど１００％、地方も含めてマネ

ー資本主義の世の中になっているということ

ですよね。そのマネー資本主義の世の中をこれ

からどうしていきますかということで言えば、

それは成長を目指すしかないのだと思うので

す。これは、それこそ世界中の人が利回りを求

めるということからしても、成長してもらわな

いと、年金も何もうまくいかない。厚生年金基

金がいま、バタバタ潰れているのは、成長しな

いから潰れていくわけですよね。だと思うので

すけれども、では、いまの世の中を生きていく

ということも含めて、経済は１００％マネー資本

主義でなければならないのですか、と。こうし

たことをマネー資本主義の横に考えようでは

ないかというのが里山資本主義なのです。 

 

マネー資本主義の横に里山資本主義を 

 

そちらの世界では、別に成長する必要もない

し、持続可能でいいし、お金は手に入らないけ

れども、先ほどの和田さんみたいなことで言う

と、畑になっているカボチャに「ＮＨＫ広島の

皆さんありがとう」とか傷をつけてボンと送ら

れてくると、「いや、ありがとうございました。

かわりに何を差し上げましょうか」みたいな話

になるんです。先日、彼のところに行ったら、

流しそうめんのそうめんはどこかから送られ

てきたし……。そうすると、お金は一円も動い

ていないんですよ。宅急便代ぐらいは払ってい

るから、その分ぐらいはもちろん世の中の経済

に役に立っていますけれども。あるときは、マ

ツタケが送られてきた、と。マツタケを送って

きたほうも、別にわざわざデパートで買ってき

たわけではなくて、実は山に生えていたのをと

って、せっかくだから和田さんのところに送ろ

う、という話です。それで、たまたま僕が遊び

に行ったときに送られてきて、「一緒に食おう

や」みたいになったという話なのですけれども、

そういう経済も、別にマネー経済でやっている

世の中に共存していいはずなのですよね。 

さらに言うと、中谷巌さんが本に書いていま

すけれども、いまから３０～４０年ぐらい前の地

方経済だと、もう普通に貨幣経済圏の経済活動

とは別の自給自足的な経済が地方において共

存していたというのです。それがどんどん地方

においても、そういう自給自足的な、物々交換

的な経済が、マネー経済によって駆逐された。

それは駆逐されますよね。エネルギーを自分で

手に入れないで、１００％買わないといけないと

いう世の中に変えてきたわけだから、その分だ

けお金を稼がないといけないということにな

る。手元にあるお米も何も全部売りましょうと

いう話になる。そのうち売るためだけに農作物

はつくりますということになるので、売っても

競争に負けるんだというと、耕作放棄地みたい

なことになるわけでしょう。それはつまり、世

の中がマネー経済化していくことに合わせて、

地方が全てのことをマネー化していったとい

うことですよね。耕作放棄地で鶏でも放して飼

えばいいじゃないのということなのですよね。

このごろでは鳥インフルエンザがありますの

で、やると役所の人が来て怒られるそうですけ

どね。それは何とかならないのかという議論を

僕たちの間ではよくしているのですけれども、

そのようなことですね。 

 

司会 本の中には、耕作放棄地は希望の条件

が全てそろった理想的な環境とか、耕作放棄地

活用の肝は楽しむことだ、というようなことが

書いてあるのですけれども、一言、耕作放棄地

について。 

井上 里山資本主義的なことを始めている

人は、耕作放棄地活用みたいなことで動き出し

ている方がやはり多いですよね。もともと先祖

伝来何百年もかけて、畑や田んぼにするのに適

したように整備しているわけですから、何か始

めるには適しているに決まっているわけです

よね。工場を建てようかなと思ったけれども、

原野しかないというのではなくて、整備されて

いるということにおいては、町が造成して工場

団地をつくりましたというのとほとんど一緒
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ですよね。この先２０年もやっていると、本当

にもとに戻ってしまうので、また開墾するのに

手間がかかってしまうのですけれども。 

結局、いま、農業もつくったものは必ず売っ

て現金化しなければならない。全て市場に出さ

ないといけない。市場に出すからには市場で勝

たなければならない、ということになっている。

市場で勝てないのだったらつくらないほうが

いいですよね、と。無理してつくると、また単

価を下げて、自分の首を絞めますよという論理

展開になって、耕作放棄地がふえてきた。しか

し、地方において、これだけみんなで食べてい

けないとか言っているのに、使える土地をその

ままにしておくなんていうことはナンセンス

です。これは経済の常識を一度頭から取っ払う

と、当たり前のことですよね。使えるものは使

ったほうがいいですよねと。先ほども申しあげ

ましたけれども、誰が食べるのかわからないけ

れども、トウモロコシでも何でも育てておけば

いいんじゃないですかねということを始めた

らどうでしょうかと。 

中には２４時間３６５日放牧ですとかいって、

牛乳をつくる人が出てきたりしますけれども、

牛を放せばいいじゃないですかと思うのです

よね。牛やら豚やらのかわりに、山からイノシ

シ君がおりてきて、さんざん悪さをして帰って

いって、それもイノシシを食えばいいという話

ではあるのですけれども。ですから、いかにわ

れわれの精神構造も含めて１００％マネー資本

主義になってしまっているかということです。

実は案外そうでもないんじゃないのというこ

とを、どれだけこれからふやしていけるかとい

うことではないかなと思っております。 

 

質問 私もいろいろな地域を歩いてきて、各

地に里山資本主義的なことをやっている方が

いたので、非常に共感を持って聞かせていただ

いたのですけれども、その中で、里山資本主義

として循環していく上で課題になることであ

ったり、障壁となっていることなんか、もし取

材の中で感じたことがあれば教えていただき

たいなと思います。 

井上 障壁はいっぱいありますよね。くじけ

る材料は本当にいくらでもあるのです。家に薪

ストーブ入れましょうかとなったときに、何の

ことはない、煙突の穴があけられませんという

ことで断念してしまったりするわけですよね。

山の木を活用しますといったら、林道がありま

せん、機械が入れませんという話もあります。

いま、僕が本や番組やお話でご紹介しているの

は、極めてオプティミスティックに物事を語っ

ていて、現実にはその前に立ちはだかっている

ものは山のようにあるのです。やれない理由は

いくらでもあるのですけれども、やれない理由

を語っている限りは前に進まないので、そうい

うことをぶっ飛ばしてでもやっている人を取

材してご紹介しようというのが、里山資本主義

でやっている作法なのです。 

 

やれない理由を語る限り前に進まない 

 

やるたびに「世の中、そんなもんじゃない、

わかっていないな」という反応もいただきます

し、いろいろなところでお話しするときも、「井

上さん、そうおっしゃるけど、俺にはこういう

できない理由があるんだ。どうしてくれるんだ」

と言われたりもします。それに対しては、「ど

うにかするのはあなたです」と言うのです。「何

とかしたいんでしょう」と言って、それは何と

かしないといけませんよね。もちろん難しいで

すよね。行政も出てこないとできないこともあ

る。耕作放棄地を使うことだって何か手続が必

要だったり、何かやろうといったら農協に「何

するんだ」とか言われたりとか、いろいろなこ

とがもちろん現場では起きているのです。でも、

この地域で生きていくことが自分にとって幸

せであると思い、この地域を存続させるのが自

分の生き方だと思う方は、その思いが強い方は、

最初の和田さんなんかはそうなのですけれど

も、本当に何ともならないんだっけ？と考える。

何とかするのに役場の○○君も巻き込もうよ

といって、みんなそうやって一つずつ解決をし

ていってやっているのです。 

幸いというか、いま、里山資本主義というの
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がはやるようになってきましたので、障害を取

り除くことも含めて、共通理解を得られること

が比較的早くなっている気はします。一つ一つ

の問題を、自分たちだけがその問題にぶち当た

っているのではない、あちこちに似たようなこ

とをやっている人がいるんだなということを、

いま広報して回っているわけですよね。あれ、

何でうちだけできないんだっけ？となったと

きに、一つは、本を読んだりして、教えてもら

えばいい。真庭の市役所にも毎日毎日、見学者

が訪れています。「何で真庭だけできたんです

か」と質問して、こういうところがうまくいっ

た理由なんですよといったことを教えてもら

って、「ああ、そうか。うちの役場のあいつの

せいだ」みたいな話になる。それで地元に帰っ

て、「あんたね、実は、そこにやっちゃいけな

いとか何か言っていますけど、根拠がないと真

庭に行ったら言ってたぞ」と。すると相手は「あ

あ、そうですか。じゃ、もう一遍、林野庁に聞

いてみますよ」。それで、「やっていいそうで

す」。こんなふうに進んだりする。とにかく進

んでいる事例を公開して、学び合って、という

ことが進んでいくと、多分これからもっと加速

度的にやりやすい環境が生まれてくるのだと

思います。 

 

質問 きょうはどうもありがとうございま

した。私の地元の長野でも似たような地域風土

を生かしたエネルギーの自給自足であったり

とか、そういう取り組みがあって、長野のこと

を思いながら聞いていたのですけれども、今回

おもしろかったなと思ったのが、そもそもの

「里山資本主義」という言葉がどうやって生ま

れたのかというところで、マネー資本主義の次

の価値観というか、そういったものを提示する

非常に印象的な言葉だなと思ったのです。それ

が生まれてきた背景というか、いきさつという

のをお伺いしていいでしょうか。 

井上 「マネー資本主義」のうちの「マネー」

をとって「里山」をつけたという、まさにそう

いうことなのですけれども、経緯というほど偉

くはないんです。最初に番組を一本、試しにつ

くったのです。さっき申しあげた和田さんとか

常連組をきちんと取材して、前から知っていた

藻谷さんに来てもらって、トークもやって、と

いう形で。それで、雑談していたら、真庭の銘

建工業の中島さんが、３週間後ぐらいにオース

トリアに行くという話が出ました。「何？ オ

ーストリアに行く？ 何しに行くんですか」と。

すると、オーストリアは日本なんかよりずっと

進んでいて、こうなんだと。「いかん、それは

行かなきゃだめだ」となって、横にいた後輩の

ディレクターと一緒に「すぐ行こう」と言って

取材を始めた。海外への取材なのでで、お金が

かかります。そうなると、長目の番組をつくら

ないとだめだなという話になりまして、ＮＨＫ

の場合、金曜の夜がローカル指定枠でして、最

大使うと７３分の番組がつくれるのです。とに

かくその７３分の番組にしようと。足りなくて

も何でもいいからしようということで、７３分

の番組をドーンとつくることにしたのです。 

それをやるに当たって、何かちょっと大層く

さい名前をつけたほうがいいのではないかと。

単に「地域経済これからどうなる」「新たな○

○」というよりは、もうちょっと何か基本的と

いうか、価値観みたいなものも含めたメッセー

ジをタイトルに込めたいよねという議論にな

りました。「里山革命」とかなんとか言ってい

たのですけれども、もともとマネー資本主義ア

ンチだとか言っているのだから、じゃあ「里山

資本主義」だ、という話になりまして、収録に

藻谷さんがやってきて、その場で「藻谷さん、

里山資本主義と言ってください」と。「えーっ？」

みたいな……。そのときは「里山資本主義です

か」なんて言っていたのですけれども、そのう

ち藻谷さんの専売特許になってしまったので

す。経緯はそんな感じのことですね。 

 

司会 ありがとうございました。先ほど控室

で井上さんに一筆書いていただきました。「目

からうろこを続けたい」と。これについて一言

コメントをいただけますか。 

井上 もともと藻谷さんとつき合い始めた

きっかけというのは、藻谷さんが前に出された

『デフレの正体』という本です。生活がよくな

らないのは景気が悪いからなのですか、という
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問いかけがあって、全員で景気が悪いからだと、

僕も思っていたのですけれども、それは『デフ

レの正体』を読んでいただいたらわかりますが、

生産年齢人口というものが縮小して、つまりパ

イが少なくなると、自動的に経済はシュリンク

していくのだということをまず認識しないと、

これからの経済対策は成り立ちませんという

ことを見事に言っていて、僕は目からうろこが

ボロッと落ちたのです。 

今回の番組や本も、みているようでみていな

いということをどうやって提示できるのか。目

からうろこを皆さんから落としたいなという

思いでやりました。ですから、取材しているも

のとかみているものは、「そういうリポート、

僕もつくったよね」とか、「そういう記事、書

いたよね」というものだと思うのですけれども、

それが目からうろこが落ちる感じで伝えられ

るかどうかというのは、一段、二段、ちょっと

違うところがあって、そこにたどり着かないと、

本当に「ああ、そうだね」というところまでい

かないのではないかなと思っております。とい

うことで、これからもうろこを落とせるぐらい

のことをやりたいなと思っております。 

 

司会 井上さん、きょうは大変にありがとう

ございました。（拍手） 

（文責・編集部） 

 


