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１．１．１．１．電気にかかわる原体験電気にかかわる原体験電気にかかわる原体験電気にかかわる原体験    

    

 中学校時代（40 年以上前）のエピソードですが、理科の芦田先生が教室で質

問しました。「皆さん、電気がないと生活上絶対困ることがありますか？」皆わ

いわいがやがや困る例を言いますが、炊事、洗濯、照明などどれでも代替手段

があり、だめを出されてしまいます。皆の答えが出尽くした感じになった時、

先生が種明かしをしました。「皆さん昔の江戸時代までは電気が無かったのです

よ、生活は電気が無くても出来るのですよ」・・・当時の鉄腕アトムに代表され

るテレビ番組漬けの「ラララ科学の子」達は、先生のウィッティな謎掛けによ

り、目からうろこの経験をしたのでした。あれから 40年以上経ち、世の中は電

気万能の感がありますが、この経験がふと蘇ることが時々あります。ささやか

な原体験と言えましょう。 

 （参考：「江戸時代の生活」） 

 http://www.eco-g.co.jp/life.html 

 

 一方、現代の社会生活および家庭生活とも間違いなく「オール電化」状態で

あり、エネルギー対抗馬の都市ガスも電気が無くては風呂も沸かせないシステ

ムとなっています。この電気は乾電池や蓄電池を使う場合以外はほとんどが電

力会社の巨大なシステムにより供給されており、この電力供給は現代生活に必

須な生命線（ライフライン）となっているのは間違いがないところです。 

 しかし一寸待てよという声が原体験から聞こえます。200年前まではサービス

としての電気が全く無く、人間が生活を営んでいて、その後最近 150 年ほどで

普及したエネルギーですが、この電気エネルギーの仕組みが、こんな短期間で、

人間生活に本当に適合したものになっているでしょうか。エネルギーとして「洗

練かつ成熟」したものになっているといえるでしょうか。江戸時代よりどこま

で進歩したのでしょうか・・・・ 

 ここで成熟したエネルギーの例を持ち出せば、伝統的な木炭があります。製

造過程で木酢液などの副産物を生成し、利用の段階では、室内で煙も出さず、

遠赤外線をたっぷりと放出し、身体や食材をじっくりと暖めてくれます。灰は

少量・無公害で邪魔にもなりません。おまけに部屋の中においておくと脱臭効

果があります。この木炭は起源としては縄文時代頃から使われていたようで室

町時代後期にほぼ今のスペックになったようです。一見シンプルな木炭ですが
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実は長い時間を掛けて「洗練かつ成熟」したものになったといえましょう。 

 （参考：「木炭の話」） 

 http://www.rinya.maff.go.jp/policy2/mokutan/top.html 

 この一例からも言えると思うのですが、現代のエネルギーの主役である電気

には、まだまだ洗練すべき部分、未成熟の部分がいろいろありそうで、それを

自分達の体験や気付きをもとに探って、より「洗練かつ成熟」したエネルギー

のイメージを描いてみたいというのが本稿の目的です。 

    

２．２．２．２．電気にかかわる新体験－その壱電気にかかわる新体験－その壱電気にかかわる新体験－その壱電気にかかわる新体験－その壱    

    

 最近の経験です。寒い冬の朝 4:00過ぎ目が覚めました。日の出にはまだ 2時

間ほどあり、家の中は真っ暗である。偶々早起きをしたのだが、気になってい

た片づけをしようと思って寝室の明かりをつけようとした時、ふと思いついて

登山用のヘッドランプ（キャップライト）を頭に着けて点燈しました。ヘッド

ランプはゴルフボールぐらいの大きさで、LEDランプが４個付いているもので

す。点燈してみたところ、これが「いかした」のである。家の中は真っ暗であ

るが、自分が移動する前方と片づけ作業をする手元が必要十分にきちんと見え

るのである。これはヘッドランプが額に着いており、目の動きすなわち視線方

向をライトがほぼ正確に照らすからで、理屈としては当然であるが、野外用の

ものが家の中でこんなに便利に使えるのは発見であった。このドイツ製のキャ

ップライト PETZLは 40ルーメンス、単 4が 3本でミニマム光で 120時間使用

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETZL（ペツル）のヘ

ッドランプです。単４三

本で最長 120 時間使用

可能です。 

LED のランタンもあります。 

単１×6本で約 100時間使用可

能です。（GENTOS社の製品例

です） 
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 この片付け作業は寝室、リビング、物置（地下室）を移動しながら行い、そ

れぞれの部屋には 100W の照明付であり、もし室内照明を使うと、100W の照

明を移動時に ON/OFFしながらということになる。片付けは約 1時間かかった

ので、消費電力を計算すると、室内照明の場合は 100W×1hr＝100Wh、キャッ

プライトの場合は 3W（推定）×1hr＝3Whでキャップライトは室内照明の 1/30

の消費電力量となるのである。昔から懐中電灯や電池式のキャップライトも有

ったが、LEDランプになって、使いやすさと電気効率が大きく向上した、すな

わち洗練されたものになったと言えましょう。 

 ここで改めて室内照明を考えると、現在のシステムは各部屋ごとに天井配線

をし、照明器具を取り付け、部屋全体の照度を確保することになります。家が

大きくなり部屋数が増えれば、それだけ室内照明の規模が大きくなる。またま

た原体験が蘇ってくる。昔はどうだったのだろう。江戸時代は、映画やテレビ

を見る限り、普通の家庭では行灯や蝋燭が使われており、明かりの必要な場合

は行灯や蝋燭を移動して特定の場所を明るくしていたであろう。現在でも電気

スタンドなどがあって移動も可能な照明であるが、コンセントや接続コードが

準備されていることが必要である。LEDランプには「ランタン」式のものがあ

り、電池式のため、行灯のように自在な移動が可能となる。倒しても火事の心

配も無く、長時間使い続けられるので。これも間違いなく「洗練」のひとつで

あるといえましょう。 

 

３．３．３．３．電気にかかわる新体験－その２電気にかかわる新体験－その２電気にかかわる新体験－その２電気にかかわる新体験－その２    

    

    同じく最近の経験からもうひとつ。皆さんも車に乗るとカーオーディオを楽

しむ方が多いでしょう。私もその一人ですが、家のオーディオをチューニング

したとき、車の中で聞いたＣＤの音の解像度（クリアさ、定位）がなかなか出

ないことに気づきました。自分のカーオーディオは車付属のものでが原価数万

円の陳腐なものと思われますが、それが家のオーディオ（数十万円）に比べて、

同じ CD を聞いたとき、主観的な印象ですが、再生音のクリアさや定位をより

持っていると感じるのです。オーディオの専門誌を覗くと、家庭用交流電源や

電源コード、コンセントのアップグレード（高品質化）の記事を時々見ます。

結構な投資が必要な世界です。この理由は交流電源に重畳される様々なノイズ

をクリーンにするためなのです。ここでふと気がついたのですが、電源が交流

であることそのものが音質に悪影響を与えているならば、元を見直すことで、

簡単に解決する部分もあるのではないかということです。そういう意味で言う

と車載オーディオは直流 12V ですべての電源をまかなっている直流システムで

あり、これが宅内のオーディオシステムに比べて基本的に低ノイズでよりクリ
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アな CD の再生を可能にしているのではないでしょうか。特にエンジンを掛け

ていない場合（車は交流発電機を搭載しており、そこからコンバートされた直

流に発電機からの交流ノイズが乗りうる、といわれる）のバッテリー電源によ

る CD の音質は、さらにクリアになると思われますが、これは実験したいと思

います。 

 この経験は個人の感性によるものであり、単純に一般化できないものでしょ

うが、オーディオは「交流電源 100V（~200V)ありき」が常識になっています

が、オーディオの本質からはノイズ源のより少ない直流電源が本来的に適して

いるのに、供給電力の交流仕様を前提とし、かつその悪影響を克服しつつ、オ

ーディオ技術の歴史が長く続いて来たのだなあ、と感じるところです。 

 偶々インターネットでカーオーディオの最新情報を見ていましたら

carrozzeriaX というパイオニアの高級カーオーディオの開発ストーリーが掲載

されており、開発者の話として、「デジタルオーディオ（iPodに代表される）の

時代になって、車のステレオはかつてはどうしようもないものといわれていた

が、最近は逆に、デジタル化で進化してきたカーオーディオこそハイファイを

極めるものという状況」との話が載っており、また「車の交流発電機からわず

かでも重畳される交流ノイズを除去する電源フィルターの開発」がメーンテー

マとして語られています。これも従来の電気の使い方から、より洗練を目指す

電気の使い方への見直しの一事例でしょう。 

  

４．４．４．４．電気にかかわる歴電気にかかわる歴電気にかかわる歴電気にかかわる歴史と変遷－交流史と変遷－交流史と変遷－交流史と変遷－交流 VS. VS. VS. VS. 直流－直流－直流－直流－    

 

 自分自身の経験を述べるのは一区切りして、次に「交流と直流」という切り

口で電気に係わる歴史をWikipedia等で確認してみましょう。 

 電力会社からの電気は現在の日本では交流で供給されますが、電気の黎明期

である 150 年前、米国の発明王エジソンの時代には、電力供給が直流だった歴

史があります。実はエジソンは直流送電の基本的な特許を持っており、直流シ

ステムによる電力事業の新ビジネスに取り組んでいたのですが、エジソンの会

社である「エジソン電燈会社」の社員であった、交流発電機の発明者、ニコラ・

ステラが移った先であるウエスティングハウス社の提唱する交流送電システム

に、大論争の挙句、座を譲ることになり、その後交流システムが主流になり世

界的に標準となり、現在に至っています。ただしこの議論は完全に決着してい

るわけでは有りません。例えば日本の例ですが、JR始め鉄道用電源は直流と交

流が混在した交直ハイブリッドのシステムになっています。JRの在来線は直流

が多く、新幹線や最近の電化区間は交流といった感じに棲み分けられています。

それぞれの特徴は、直流は変電所設備が重厚となる反面、電車設備側は比較的
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シンプルになるということで、交流はそれと反対に地上設備がシンプルになり、

電車設備側がより重厚になります。実際の適用に当たっては、建設や管理に係

わる、いろいろな条件を比較検討の上で、交流／直流が選択されている例とい

えましょう。 

 

 次に、交流／直流の使い方と得失を、電力会社と家庭ユーザの立場で考えた

らどうなるでしょうか。電力会社としては、巨大電力システムをトータルとし

て如何に効率的に構築し運転するかという立場が最重要になるのではないかと、

私見では考えます。そうしますと現在運用されている巨大電力システムは、発

電所の交流発電機から、高圧化した電力を、変換効率よく低電圧化しながら、

会社や家庭の各最終消費者に届けるのがもっとも効率がよさそうに見えます。

交流一本ですむため設備の統一化、運用の単純化が実現するのでしょう。供給

サイドから見れば、交流により一元化された巨大電力システムは電力供給イン

フラとして理想的なもの言えるのでしょう。 

 一方、最終消費者の家庭ユーザから見たらどうでしょうか。電化の進展は、

電気器具の発明、改良に大きく依存していますが、電気器具は元々交流が電源

である前提で作られているために、そこには余り選択の余地が無いといえます

が、よく身の回りを見渡せば、交流／直流が複雑に入り組んでいる事情が見え

出します。 

 家庭ユーザの具体的状況を見てみますと、電気器具について、照明、冷蔵庫、

洗濯機、掃除機、エアコン等が電力消費の多いものとして上がりますが、この

うちモータで動力を作りそれを利用する冷蔵庫、洗濯機、エアコン等は交流か

ら直流に変換し（コンバータ）、さらに直流を交流に再変換し（インバータ）、

交流発電機を動かすシステムになっています。このコンバータ／インバータの

システムは動力（交流発電機）をより効率的に制御できるため近年特に採用さ

れているようです。それ以外の電気器具では、熱源として使われる暖房器具（電

気ストーブ、炬燵、床暖房、電気カーペット等）や調理器具（IHヒータ、電子

レンジ、炊飯器、給湯器等）があります。この熱源分野は交流がそのまま使わ

れていることが多いのですが、電気エネルギー以外のガスや石油による代替手

段がいろいろあり、電気の便利さの反面、エネルギーの全体効率から見てそも

そも電気利用が最適なのかという議論があるところでもあります。 

 さらに、その他の電気製品では、身の周りや身につけて使うものとして、携

帯電話、携帯プレーヤ、ノートパソコン、さらには電動工具等が挙がります。

これらは持ち運びで使うことから、バッテリー駆動、すなわち直流が主になっ

ています。 

 ここで交流／直流の現状のあり方を纏めてみますと、以下のとおりです。 
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① 歴史的経緯もあって、電力会社の直接管理する部分（発電所～消費者の電力

メータ）及び消費者のメータから器具の手前のコンセントまでは交流の世界で

統一されている。 

② 家庭内の電力メータ以降に繋がっている電気器具は、交流での入力という意

味では統一されているが、その電気器具の内部においては、交流／直流が目的

にあわせて複雑に使い分けられている。 

③ 交流の電気器具には熱源用途のものも多い。簡便性、安全性から選ばれる

ことが多いと思われるが、エネルギー効率からは別の選択肢もありうる。  

④ 最近の傾向として、持ち運び利用を前提とした、既設電力系統にすべて依

存しない、バッテリー駆動の直流電気器具の割合が増加している。 

 

 自分自身何の気無く使ってきた家庭用の電気ですが、電気器具の技術革新を

ベースに急速に利用方法の多様化が進んできたと言えます。次に、電気の供給

側の状況を探ってみたいと思います。 

 

５．５．５．５．電気にかかわる現状と将来－新エネルギーと交直系電気にかかわる現状と将来－新エネルギーと交直系電気にかかわる現状と将来－新エネルギーと交直系電気にかかわる現状と将来－新エネルギーと交直系統－統－統－統－    

    

 国内に 10社ある電力会社（一般電気事業者）はエネルギー産業の雄として最

近ますますその存在感が増大しています。特に地方では、地元産業の空洞化や

疲弊の一方で、地方を代表する巨大企業となっています。電力会社の発電は設

備種類別に、火力５～6割、原子力３～４割、水力その他 1割といった構成比で

行われています。火力は需要ピーク時間帯に稼動し、原子力は一日中平均した

発電量をキープして運転されています。深夜においては原子力の余剰電力が発

生するため、揚水発電所への給電や深夜電力システムの利用による需給調整を

しています。このあたりの事情は一般にもよく理解されていると思います。 

 一方、太陽光発電システムや燃料電池といった新エネルギーといわれる発電

システムの普及が進みだしています。特に太陽光発電は、国や自治体の設置補

助金という後押しや電力会社の余剰電力買取の適正ルール化により、人々の関

心が高まっており、導入に踏み切るユーザが急速に増えつつあります。 

 電力会社の系統が前述の通り、交流システムであるのに比較して、新エネル

ギーについては、原理的に直流発電であり、家庭内の従来からの電力系統にど

う組み込んでいくかが一つの技術的テーマになります。例えば太陽光発電のシ

ステムで一般的なのは、発電した直流を蓄電池に貯めながら、パワーコンディ

ショナーにより交流変換し、家庭の交流系統で電気を使い、余剰分を電力会社

に買い上げて貰うというものです（方式１)。この他の組み込み方としては、交

流にすべて変換するのではなく、直流系統を家庭内に配線し、直流器具をダイ
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レクトに接続して使う形が考えられます。（方式２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方式１】 

【方式２ パナソニック電工例】 
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 ここで、直流／交流系統の、それぞれの特徴を押さえてみると、以下のよう

に整理できます。 

 

 ①交流の特徴（メリット〇／デメリット△、×） 

 ・現在の電力会社の大型発電システムは交流発電機である。（〇） 

・遠距離送電のためには、高圧化して電流を減らすことが必要。高電圧化する

と絶縁のための設備が直流より、より必要となる。新幹線の電線（交流）の

碍子が沢山必要。送電線間の離隔距離がより必要。（×） 

 ・電圧変換が容易である。変電設備は小さく出来る。（〇） 

・電気器具は最終的に直流のものが増えており、器具側でインバータを使った

りする例が増えている。（△） 

 

 ②直流の特徴（メリット〇／デメリット△、×） 

 ・今後の新エネルギーは直流発電が増加する。（〇） 

・遠距離送電のためには、高圧化して電流を減らすことが必要。但し交流より

絶縁のための設備は軽減される。（△） 

・電圧変換が困難といわれるが、最近の半導体技術により改良されつつある。

（△） 

・電気器具は直流のものが増えており、直流電源をそのまま使うことのメリッ

トが増えている。（〇） 

・既存の家庭や会社の電力設備は交流仕様であり、直流化のためには設備改修

が必要となる。（×） 

 

 このように直流／交流のそれぞれのメリットがある状況で、現在のような交

流系統の支配的な形は、一考の必要があると考えます。すなわち、前掲の【方

式１】や【方式２】のように、直流／交流系統を、電力消費機器の種類に合わ

せて、最適に組み合わせたハイブリッドな系統システムが今後求められる姿な

のではないでしょうか。 
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６．６．６．６．直流メーンの家庭用電気システム直流メーンの家庭用電気システム直流メーンの家庭用電気システム直流メーンの家庭用電気システム    

 

 具体的な直流メーンの家庭用電気システムを考える際に、東京の近隣に、素

晴らしい試みがすでに進行中です。以下引用です。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

『『『『藤野電力が提唱する、電気を自分たちで生み出す自由。藤野電力が提唱する、電気を自分たちで生み出す自由。藤野電力が提唱する、電気を自分たちで生み出す自由。藤野電力が提唱する、電気を自分たちで生み出す自由。』』』』    

（ウェブラジオプログラム「KAI presents EARTH RADIO」より） 

http://colocal.jp/topics/rebirth-project/earthradio/20121227_13929.html 

 

藤野（現相模原市緑区）にある牧郷ラボは、2003年に廃校になってしまった

牧郷小学校を、アーティストたちがアトリエとして再利用している施設。その

なかの一組に、藤野電力の小田嶋電哲さんがいる。学校の入り口をはいってす

ぐ右手の教室が、藤野電力のオフィス。校舎の前の校庭には、大きな太陽光パ

ネルが並べられている。これらを設置したのは藤野電力だ。電力会社のような

名前だが、会社でも NPOでもなく市民活動である。 

昨年、2011年５月からスタートした。きっかけは東日本大震災。藤野は計画

停電などの影響が大きかったという。井戸水を電動ポンプで汲み上げて利用す

る地域などは、停電によって水も断たれてしまう。「トランジションタウン活動

のなかで、エネルギーについて話していこうという呼びかけがありました」と

小田嶋さんはいう。電気が止まると水も使えない。だからこそ、地域のエネル

ギーをつくる必要性を感じ、自分たちでできることを確認していった。それが、

「ひかり祭り」が開催される時期と重なった。牧郷ラボで９年前から夏に行わ

れていたお祭りで、“廃校に希望の光を灯す芸術祭”というキャッチフレーズで

開催されている、音楽、アートなどのお祭りである。このお祭りは、かつてよ

り天ぷら油を利用したバイオディーゼル発電を使用していたが、第９回からは

すべての電力を自家発電する方針となり、各種電源の調達・配置などを藤野電

力として協力する流れとなった。 

「戦略的にやってきたわけではなく、目の前のことにひとつひとつ取り組ん

できた」結果、現在ではミニ太陽光発電システムのワークショップ開催が主力

となっている。太陽光パネル、バッテリー、コントローラー、インバーターな

どの機器を配線でつないでいくだけのシンプルな仕組み。太陽光発電というと、

太陽光パネルを屋根に敷き詰めて、設置費用も高く、“何年で元が取れるか”な

んて計算しながら購入するという印象だった。しかし、これなら数時間で簡単
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にできてしまう。そしてそのまま持って帰れる。「仕掛け自体は特にオリジナリ

ティのあるものではないし、昔からみんながやっていることです。実際にこの

ような発電システムで暮らしているひとも世界中にたくさんいるんです」とい

うお手軽さがポイントだ。エネルギーシフトを自宅から、自分の手で始めるに

は、最適のワークショップかもしれない。 

 これらのワークショップをいままでに計 50回以上も開催してきた。全国へ出

張ワークショップもやっている。おおむね好評で、みんな電気がついて、わぁ

っと喜ぶ。でもその先に壁がある。そのミニ太陽光発電システムを持ち帰って、

どう使うか。家にきちんと設置するには、配線を引き込む必要がある。「それを

施工するサービスも少しずつ始めています。ただし簡単な作業ではないから、

いまのところ地域で信頼関係のできているひと限定になります。コンセントの

ひとつだけ太陽光発電からきているとか、電灯のひとつだけは太陽光発電から

きているとか、独立型の太陽光発電を意識しやすい施工をしています」 

 

牧郷ラボの廊下には、それぞれのアーティストが手がけた作品が並べられて

いる。一番手前は、今年行われた「ひかり祭り」の看板。藤野を市民発電所に！ 

こうしてみんなが家庭に独立した太陽光発電システムを持つことで、 

個人使用だけではなく、地域全体がエネルギー発電所のようになる。 

小田嶋さんは、そんな地域を思い描いている。 

「市民発電所を建設したいんです。各家庭で発電できるようになったら、手づ

くり EVステーションタウンにすることができます。EVスクーターを持ってい

れば、駅に行って充電、カフェに行って充電、友達の家で充電。藤野に住んで

いれば移動時のガソリンはもちろん使わず、電気代もかからない、というまち

が理想です。観光としても、EVスクーターを貸し出して、電気代はタダで陶芸

に行ったり、森に行ったりできます」 

たしかに、藤野電力の入り口には「ケータイ充電できます」の看板が。これ

が発展して藤野全体で行われれば、いつでもどこでもケータイ充電可能、EVス

クーター充電可能になる。電気代を払うという概念がなくなっていくのかもし

れない。しかし、電力自給 100%にしていくなんてことは簡単な課題ではない。

だが、それも気持ちの問題。小田嶋さんの活動の目標は、もちろん持続可能な

コミュニティの実現であるが、もっと根本には「自由」というテーマがある。 

「食べ物を買う、電気を買う、何をするにもお金が必要ですよね。 

そのお金を得るためには働かなくてはならない。とにかくお金に依存した社会。 

そうやって何かに依存していると、必ず制約を受けるわけです。もちろん社会

生活で完全に何からも制約を受けないで生活していくことは難しい。しかし自

由を得る手段を知っていれば、“自分も、この地域も、どうなっても生きていけ
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る“という気持ちが芽生えてきます」 

そしてアーティストのアトリエである牧郷ラボには、自由を求めるひとたち

が集まる。いまやアートという力は、単なる自己表現ではなく、サステナブル

な社会の実現という方向へ舵を切っているようだ。これが現在のオルタナティ

ブな生き方であり、藤野という芸術のまちから発信されている。』 

http://fujinodenryoku.jimdo.com/ 

http://www.japanfs.org/ja/join/newsletter/pages/032300.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

５章で述べた、メーカ系の直流システムは、現在の電化文化を、そのまま今

後とも続けていくためのシステム、という位置づけであり、冒頭の江戸時代と

はさらに遠くに行ってしまおうという思想である。 

 それに比べ、藤野電力は、自由や生きる喜びを主軸に据え、あくまで電力は

道具のひとつとして付き合っていこうとする姿勢であり、この活動が、基本的

なサブステイナビリティ（持続性）と将来的な発展性（ポテンシャル）を有し

ている理由であろう。 

 

７．（まとめ）直流革命－７．（まとめ）直流革命－７．（まとめ）直流革命－７．（まとめ）直流革命－電力新時代電力新時代電力新時代電力新時代－－－－新江戸時代新江戸時代新江戸時代新江戸時代へ向けてへ向けてへ向けてへ向けて        

  

福島の原発事故が起こり、事故直後は、電力不足を理由に計画停電が行われ、

またその後も、電力不足を理由に、原発再稼働の必要性が言われてきました。

そのやり取りの中で、「江戸時代に戻っていいんですか？」との、フレーズが国

会議員や有識者から使われました。そのとき、「そーなんだ、江戸時代に戻れる

んだ、ただし直流電力をお土産に！」を思いました。 

 かの江戸時代に、天才平賀源内のエレキテル（電気箱）は、摩擦で電気を起

こし自在に稲妻を繰ることで、発表後江戸で大ブームを起こし、エレキブーム

を招来したのですが、見世物以上には至りませんでした。しかし、コンパクト

な直流システムが江戸時代に有れば、江戸の地産地消体制にマッチした、洗練

された電気の使い方が実現するのではないでしょうか。スマホや LEDのある江

戸時代、いわば新江戸時代。無論それを支える産業基盤は必要ですが、今のよ

うな重厚長大、輸出優先の産業構造は必須ではなくなるでしょう。こういう社

会システムの実現にこそ、皆の知恵を働かすべきでしょう。                                

  

藤野電力さんの例を見ると、直流革命はすなわち、生活革命や人間の生き方

の見直しと表裏一体なのだ、ということであり、その遠くない実現がわれわれ

の視野に入って来たのではないでしょうか。 
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藤野電⼒の教室内に飾られていた作品。トイレや廊下など、⾄る所に作品が飾られている。 

 


