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１．土太郎村の始まり 

 

ブリック＆ウッドクラブ（ＢＷＣ）の創設に関係した人の多くはロサンゼルスやワシ

ントンなど米国勤務の経験者だった。「カントリークラブがコミュニティーの核になっ

ている。アメリカみたいにゴルフ場のそばに住みたいな。」そんな想いを心に日本に帰

国したらほとんどの日本のゴルフ場は接待など仲間内でプレーする場所で、住宅とは切

り離されていた。 

日本のゴルファーは預託金を払い込んでプレー権を得ているケースが多い。ＢＷＣは

株主会員制度なので、まさに自分たちのゴルフクラブ・ゴルフ場という意識は持ちやす

く、名実ともに自主運営でスタートして今日に至っている。しかし、バブル崩壊後にゴ

ルフ場を作るだけでも苦難続き。とても住宅コミュニティーまでは手が回らなかった。 

せっかく住宅地と一体型のゴルフ場の設計において天才・奇才と呼ばれるデズモンド・

ミュアヘッド氏と近しい仲になったのに残念なことであった。そこでＢＷＣ開場６年後

の 2006年に土太郎村開発が始まった。 

土太郎村とブリック 2 番ホールの境から新年初日の出を見る村民。  



最初は「山村住宅プロジェクト」と呼んでいた。ゴルフ場に隣接した豊かな自然の中

に出来るだけ地産地消の材料で、家を建てることにしたから、その名前がふさわしい。

里山で切った杉や檜を使って、地元の宮大工に軸組工法で建築してもらう。売りに出た

製材所まで坂さんは買ってしまった。 

里山の字名の一つが気に入って土太郎村と呼ぶようになったのは数年後。「Do Taro」、

つまり「太郎よ、実行せよ」というメッセージが込められているのが良いし、「土」は

植物を育む。母なる大地に太郎さん達が集まる村というイメージのネーミングだった。 

 

２．スウェーデンへの視察 

 

2010 年 12 月には坂さんは土太郎村

の出資者・賛同者総勢 10 人でエコ先

進国スウェーデンを視察に行った。

2050年までに自然エネルギー100パー

セントを目指している国だけに、バイ

オマス、風力、ソーラー発電が進んで

いた。デンマークの対岸のマルメ市ウ

ェスタンハーバー地区は、すでに自然

エネルギーで自立していた。首都スト

ックホルムのエコヴィレッジは、地球

環境に正しい暮らしが出来ると人気

の住宅地で、世界中からの視察団が訪

れていた 

「土太郎村も新しい生き方を創造し

なくちゃ。」と決意した翌年の 2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が発生した。そして福

島の原発事故。あまりの惨状に茫然としながらも土太郎村の方向性を確信したのだった。 

まずスウェーデンで何を学んだかおさらいしてみよう。デンマークの空港に着いて、

すぐバルト海を横断してスウェーデンと結ぶ自動車と鉄道の二層の連絡橋を走る電車

に乗り込んだ。車内には自分の自転車を置くため留めるフックがある。物価の安いマル

メ市に住んでコペンハーゲンで働く人々は電車を降りたら自転車で行動する。マルメ市

には自転車道が整備されていて、市民の４割が自転車で行動するからＣＯ２の排出は減

る。 

かつて造船所があったウェスタンハーバー地区はエコな住宅地に変貌していたが、生

ごみは紙袋に入れて気送管に入れると生ごみ集積所に集まり、メタンガスを生み出す。

調理や暖房にはこのメタンガスを使う。電気はバルト海上に並ぶ風力発電設備で賄う。

スウェーデン視察後にまとめた中島の提言 



「スウェーデン第３の都市マルメ市は世界に冠たる自然エネルギー都市だ。すごいな

ー。」と我々は感心するばかりだった。 

スウェーデンは 1990 年に未来ビジョンを策定して、1991 年には二酸化炭素税を創設

し、2050年までにＣＯ２を 100％削減するという画期的な目標を掲げた。我々が訪問し

た 2010 年には日本人一人当たりの年間ＣＯ２排出量が 10 万トンなのに対してスウェ

ーデンは５万トンを達成していた。 

環境に正しいことは経済発展の足を引っ張るという主張がある。しかし 1999 年から

2008 年までの統計でスウェーデンの電気使用量は増えていないが、ＧＤＰはこの間日

本がほぼ横ばいなのに対し 44％もアップしている。きちんとした目標を示せばその方

向で力が結集するという良い例だ。 

マルメ市で宿泊したスカンディッ

ク・ホテルは 150 以上の環境基準に

従うことを標ぼうしていた。アメニ

ティーは最低限しか置かない。天然

素材のシャンプーやリンスはコスト

高だが人気があり、照明も最低限で、

絨毯も天然素材。床も壁も木で工業

製品は使わない。このホテルのグル

ープに参加したホテルはどこも「環

境に正しいホテルに泊まりたい」と

いう客でにぎわい、経営が上向いた

という。 

日本は江戸時代を振り返ると循環

型社会だった。石炭や石油など地下

資源は使わず、薪や炭といった地上資源を使い、人間のし尿も近郊の農業の肥料として

使われた。地上では土の養分や水、そして光合成で植物が育ち、それを動物が食べ、全

てはいずれ土に帰るという循環のバランスがあり、人間もまたその一部だった。「自然

に返すことが出来る以上に取らない」というのが原則。それが大きく転換したのは産業

革命で、大きな工場が様々なものを大量生産し始めた。 

「大きいことは良いことだ」の世界が始まり、それを支える資源の奪い合いが第一次

世界大戦を引き起こし、アフリカ、中東などは欧米列強によって植民地化された。大き

な軍艦、爆撃機、大砲を作る軍拡競争に拍車がかかり、何度か軍縮の努力も行われたが、

第二次世界大戦に突入し、日本も領土拡張に走った。 

自然が分解できないもの、取り除いたり処理するのに非常にお金がかかるアスベスト、

水銀、鉛、カドミウム、ＰＣＢ、フタル酸エステル類など、さらにウラン、プルトニウ

ムといった放射性物資が地上にあふれ、ガン、喘息、アトピーなどの問題が押し寄せて

マルメ市で泊まったエコなスカンディックホテル 



来ている。こうした「環境の赤字」をなくす方針をしっかり定めるところはスウェーデ

ンに大いに学ばなければならない。 

ストックホルムではエコ都市開発「ハンマルビー・ショースタッド」（人口１万７千人）

をまず見学した。生ゴミを発電や暖房に使っているが、生ゴミが足りなくなり、ノルウ

ェーから輸入していた。次に訪問したワンダーヒルは 1995 年に世界初のエコヴィレッ

ジとして構想された。３万５千平方メートルの土地に 44 世帯が住むが、電力はほとん

ど風力発電で賄い、地域暖房はおがくずを圧縮したペレットを燃やす。ヴィレッジ内に

は車は入れず、外に駐車場があり、そこには分別ゴミ収集所やリサイクルセンターが設

けられていた。 

 

３．ミュアヘッド・フィールズ コミュニティの取り組み 

上述のリサイクルセンターでは、住民

が使わなくなった洋服・自転車・本等が

置かれ、欲しい人が持って行くという仕

組みを採っていた。３か月たっても引き

取り手がない品は処分される。ミュアヘ

ッド・フィールズ コミュニティでは今

年ゴミ収集所の建物に図書館を併設して

住民が寄付した本を貸し出せるようにし

た。また不用品については 2000年から毎

年、チャリティーバザーを行って寄付し

ている。１年目は 10万円の売り上げを母

子生活支援施設と知的障がい者の自立作

業所に半分ずつ渡した。２年目は売り上

げが 15万円になったので子ども食堂を加えて 3カ所に届けた。今年は 17万１千円の売

り上げだったので５万７千円ずつ３カ所の配分で寄付を行い、「毎年助かります」と喜

ばれた。バザーに出てくる品は多種多様だ。事務所のエアコンが壊れた時に夏の暑さを

大型扇風機４台でしのいだところ、エアコンが修理されてからは全く出番がなくなって、

しまいこまれた。それがバザーに出たら、猛暑のせいかアッという間に売れた。ほぼ新

品のパソコン、電子レンジから、買ったけど自分には合わないという高価なゴルフクラ

ブ、洋服、帽子、子どもの本などＢＷＣのレストラン棟のテーブルに並べられた。品定

めしながら歩くのも楽しい。 

2013年７月に株式会社朝日クリエから出版した「土太郎物語―夢の村づくり」の中で、

坂さんは地下資源を極力使わずに地産地消の小さなコミュニティーを目指すことを力

説し、その村を日本の将来のモデルケースになるよう作ると表明している。 

新聞は回し読み。日々の暮らし方が大事だ。 



その方向性とは以下の 4点に集約される。スウェーデンで学んだことを踏まえて、第

一に、新しい生き方の追求を掲げた。第二は地産地消。第三はエコフレンドリー。第四

は直接民主主義である。言い換えれば「大きいことは良いことだ」から「小さいことは

素晴らしい」への頭の切り替えである。 

「土太郎物語」の中でいろいろ坂さんは「サステナブル・ヴィレッジ土太郎の目標」

を書いているが、「大きな変革をしなければならない時期がこの地球に来ている。」とい

う危機感が根底にある。日本の人口は少子化で減る一方で、量の経済成長は無理だから

質の経済成長を目指すべきという質への転換の勧めでもある。 

エネルギーを輸入するた

め日本は自動車などを輸出

して外貨を稼がなければな

らないが、ソーラー・風力・

潮力・バイオマス・地熱など

地域に合った自然エネルギ

ーで電気を作ればそのくび

きが外れる。食料も自給率

がカロリーベースで４割を

切っているが、農業を振興

すれば外国からの食物の輸

入は減らせる。世界中から

運んでくるためのＣＯ２排

出も削減でき一石二鳥だ。ミュアヘッド・フィールズ コミュニティは最終的に 150戸

400人ほどの村になるが、小さいがゆえに皆で相談する直接民主主義で自主運営できる。

ゲーテッドコミュニティーだから道路も湖も行政には移管せず、景観は自分たちで守り、

電気、水道、通信ケーブルは全て地下埋設だ。建物の高さは制限し、外壁の色も地域に

よってチャコールグレイにするとか土太郎湖の脇は白にするといったルールがあるか

ら統一感がある。「ここは日本であって、日本ではない。欧米のようであってそうでも

ない。なんかユートピアみたい」と感嘆した訪問客もいた。 

 

４．オーガニックへの取り組み 

 

今年６月 30日にかずさアカデミアパークで開かれた「ブルーベリーシンポジウム」に

参加して、ブルーベリーの産地である木更津市の渡辺芳邦市長が「オーガニックな街つ

くり」について講演したのを聴いた。私たちの理想は思いがけず、この 10 年で自治体

に広がっていた。 

ブリックアンドウッドクラブに隣接した 10 万坪でサステナブルビ

レッジ土太郎村の開発 1 



地方自治体も今や真剣に地域をどのようにしたら良いか考えている。ミュアヘッド・

フィールズが位置する市原市は佐久間隆義前市長も現在の小出譲治市長も、常に市の将

来を模索していた。今回はたまたま木更津市長の「オーガニック」に関する考え方がミ

ュアヘッド・フィールズの理念と共通する部分があるので紹介したい。 

オーガニックとは有機、有機的なの意味だ。つまり手足、臓器などは自立しているが、

補完しあって共生、循環する。渡辺市長は人を育て、基盤を作り、仕組みを構築して未

来につなげるとし、①健全な街 ②自由で生きやすい街 ③持続可能な街―――の三つ

をオーガニックな街づくりの柱としていた。 

プロジェクトとしては、「１．学校給食米を令和７年までに 100％無農薬米にする」「２．

自分の食べるものを自ら選択できる食育を進める」「３．ゴミ処理の余熱を利用したク

リーン電力など地域電力を構築」「４．電子地域通貨アクアコインの普及（既にアクア

コインのアプリは２万 3604 インストール。地元企業で使え、手数料も地元に残る）」

「５．支え合いによる減災・防災プロジェクト」などが動きだしている。スウェーデン

で学んだことが日本でも当たり前になりつつあるのに勇気づけられた。ミュアヘッド・

フィールズも初心を忘れずオーガニックな取り組みをさらに進めたいと願っている。 

 

５．様々な課題 

ところで、この原稿をＢＷＣの経営を行っている高滝リンクスの木内充社長に読んで

もらったら、自然エネルギーの現状についていくつかの視点で指摘をされた。物事には

何でも光と陰があるというのも事実であり、そうしたことも私たちは頭に入れながら考

めったに雪は降らない房総半島だが、土太郎村の土壁の家の雪景色は静かな佇まいだ 



えていかなければならない。太陽光や風力などの再生可能エネルギーの確保が広い地面

あるいは海面を必要とするため、かえって森林の伐採などの環境破壊をもたらしている

という悩ましい現実がある。確かに千葉県の鴨川でも山林を切り拓くメガソーラー発電

所に環境破壊だとする反対運動が起きた。 

木内さんは個人的な所感としてスウェーデンについて「国の規模、経済の規模、地理

的な事情など日本と異なるが、政治的な成熟はかなり進んでいるのではないか。例えば

医療におけるトリアージなど、なかなか厄介な問題も、それが正しいかどうかは別とし

て国民的な合意を作り上げているように思われる。環境問題に対しても同様だったので

はないか。外部に資源を頼ることのリスクなどもいろいろ考慮に入れた結果かもしれな

い。実際つい最近もスウェーデンでは左派から右派に政権交代が起き、移民政策が大転

換すると言われている。男女を問わない徴兵制を採用しているし、ＮＡＴＯへの加盟な

ど大きな政治決断ができるという点での成熟度の違いは大きい。何をもって成熟という

のかは難しいが。」と述べている。 

まさに日本も外国から石油・天然

ガス・石炭などエネルギー資源の輸

入に頼っている安全保障の観点か

らもスウェーデンに続き少しでも

エネルギー自立を図るべきだ。スウ

ェーデン視察から学んだエネルギ

ー自立は私たちの原点の一つでも

ある。 

実は筆者、中島は 2021年までの

３年間、新聞記者だったことから

マスメディア関係者として電気学会の研究委員会の外部委員を頼まれた。３・１１東日

本大震災での福島原発事故で安全神話が崩れ、電気学会関係者は今後の電力をどうする

か様々な議論を続けていたが、それを集中的に研究するのが委員会の目的だった。 

電気技術にまったくの素人の中島にとって興味深いプレゼンが行われ、その成果は技

報（＃１４９８）として冊子にまとめられた。近年の電気技術は発電、送電、蓄電、ス

マートグリッドの進化は目覚ましい。難しく理解できない専門家の研究にただただ驚い

ていた外部委員だったが、サステナブル・ヴィレッジ土太郎村の視察を受け入れたり、

スウェーデンから学んだことを発表した。 

土太郎村の一期工事地域に中島が最初に建てた東電の電気を引かないソーラー発電

と太陽熱利用の家も電気学会の専門家に見てもらった。屋根に載せたソーラーパネルか

らの直流電力でＬＥＤ照明を使う。冷蔵庫は直流船舶用。テレビや掃除機はインバータ

ーで交流に変換して発電量が多い日だけ使用する。ＩＴの発展で蓄電レベルやその時点

の発電量がモニターできるから、雨が降り続いたりしたら家電は使わず、浄化槽に 24

土太郎村はゲーテッドコミュニティなので、道路も湖

も行政に移管せず、自分たちで管理  



時間空気を吹き込んでいるブロウワーを節電のため止めたりする。 

屋根にソーラーとは別に載せた太陽熱パネルは晴れた日は 160℃くらいの熱を生み出

す。不凍液を循環させ、１トンの蓄熱水槽に熱を吐き出させる。水道管が蓄熱水槽で熱

を拾い風呂や台所の給湯に使うが、火傷しないように 60℃以上にならないよう制御す

る。蓄熱水槽の熱は床暖にも使用し、夏は床暖房パイプを閉栓し、夜の冷たい外気をフ

ァンで床下に取り込む仕組みだ。 

この家は壁の板張りの中にもみ殻（燻炭がさらに望ましい）を詰めて断熱仕様とした。

視察した電気学会の専門家らは、とても興味を持ってくれ、「これからの自然エネルギ

ーハウスの一つのモデルだ」と評価してくれた。だが中島は「面白がってくれる方々は

多いが、いざ自分が実行するかというと、東電を引いて電気をふんだんに使う選択をす

る人が多い」と説明した。つまり自分でモニターを見ながら電気をマネージメントする

ことを面倒だと思い、「東電へのお任せ」が習い性になっているのだ。自分の独立電源

を持つという流れを生むには沢山の人々の意識革命が必要だといえる。結果的にミュア

ヘッド・フィールズ コミュニティでは自然エネルギーの家は必ずしも普及しなかった。

代わりに土太郎村の約２万坪にメガソーラー発電設備（4.2メガの発電量は千葉県内で

最大規模かもしれない）が作られた。これはミュアヘッド・フィールズ コミュニティ

全住戸の電気使用量を賄って余りあるから、自分たちの電気をソーラーでオフセットし、

さらに自然エネルギー促進に貢献したといえるかもしれない。 

電気学会の議論は大筋で地域分散電力を進めることが良いという結論だった。原子力

や大規模火力発電は長い送電線を使い電力のロスが大きい上、原子力は放射性廃棄物の

処理が難問で、火力はＣＯ２排出という問題があるからだ。地域分散電力は地域の特性

に合ったソーラー・風力・地熱・潮力・水力などを自治体と住民が選択し、地元にそれ

ぞれ電力会社を設立する。地域に雇用が生まれ、お金が回れば地域活性につながる。実

際、小水力発電が用水路や小川で普及して電気代がタダになった自治体も誕生している。

日本は水が豊かな国だから落差１メートルあれば昼も夜も発電する小水力発電はもっ

と普及しても良いだろう。マイクロ水力発電機などは個人が簡単に設置できるから独立

電源として使うのに良いかもしれない。 

技術の進化は小さな電力会社を可能にし、スマートグリッドなど小さな送電、配電が

合理的になったのだ。自動車の EV の流れは加速するし、地域分散電源、独立電源、自

立電源の進歩に電気技術者は全力を挙げて欲しい、と中島は研究委員会の専門家に要請

したのだった。 

さて木内さんからは以下のような話も聴いた。 

「ヨーロッパ諸国では、土地の確保のため一部の再エネ電力の生産をアフリカ諸国で

行い、それを送電させている。アフリカ諸国は自国の経済発展に必要な電力がそもそも

不足している国が多いが、そこの供給せずに自らの豊かな経済を維持するための再エネ

開発になってしまっている。アフリカには経済発展を我慢させ自分たちはクリーンなエ



ネルギーを享受するという非人道的な状況になっているのではないか。」 

「太陽光発電パネルの生産シェアは 70％が中国。そもそも高分子シリコンというレ

アメタルを必要とするが、こうしたレアメタルはヨーロッパに大きな埋蔵量があるにも

関わらず、精錬・精製のプロセスで有害物質を出すため環境規制を敷き、規制の緩い中

国・ロシア・南米などに依存している。中国生産の太陽光パネルの 70％は新疆ウイグル

での生産といわれ、有害物質を奴隷労働的に扱わせていると言われる。」 

「ＳＤＧｓやＥＳＧという名の下で、例えば石炭火力発電への投資を抑制することが

行われているが、こうした発展途上国への投資を止める穴を中国が埋めている。日本な

どは高効率の石炭火力発電を持っているのに、中国が替わって相対的に効率の悪い火力

発電を輸出し、かえってＣＯ２排出を増やしてしまっている。」 

「サステナブルな世界を築くために環境の保全は必須。だが、政治課題にすることで

危機を煽り、科学的な検証を不可能にした面がある。またそれを大きなビジネスにする

人々が現れ、多額の国費（税金）を投入するモデルを作り上げてしまった。これらのキ

ャンペーンが特定の国を利することが明らかであっても、もう止められない状況になっ

ていると言える。」 

以上の木内さんの視点はまさに

地球を俯瞰しており、人類がどのよ

うな未来を構築するかに欠かせな

い問題意識だ。私たちのコミュニテ

ィーは国レベルではなく、小さな地

域であり、その中で自立したそして

環境を守る生活を送るということ

自体に問題はないが、常に頭に入れ

ておきたい。ミュアヘッド・フィー

ルズ コミュニティとしては、まず

自分たちができることを模索して

いくことが重要だと思う。 

坂さんは 2022 年にＢＷＣを出た

県道を挟んだ場所に、古民家レストランやホテル・コテッジのプロジェクトを自費で始

めた。勝浦にあった古民家の梁や大黒柱を運んで 2023 年春にはレストランがオープン

する予定だが、そこの小川で小水力発電を行い独立電源とする計画だ。 

次回は土太郎村がどのように苦労を重ねて開発されたか、そしてミュアヘッド・フィ

ールズ コミュニティ管理組合法人の設立（2022年）にこぎつけたかを報告したい。  
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