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※発言をそのまま書き起こしたデータを基に、個人情報に関する部分を削除し、文意が通

るように修正を行っています。 

 

グループワーク前半 B 班 

 

（F） それでは、「地球温暖化が進むと何が困るのか？」について、3 分計っていただきま

すので、始めてください。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 3 分です。 

 

（F） はい。では、私から時計回りでいいですか？ 

 まず、日本というくくりで見ると、にわか雨が多発して、気候が熱帯化してしまうとい

うこと。 

 あと、日本だと、〔夏場の電力需要がアップ〕してしまう。 

 あと、夏の熱中症が増加して、生命リスクもあるのではないかということ。 

 ちょっと視点を変えて、他国ですと、〔海面上昇で海に沈む国あり〕。 

 もっと視点を変えて、世界で言うと、〔一部地域でマラリアなどの病気が増加〕します。 

 もっと大きいくくりで、生物全般でいうと、〔環境変化によって絶滅する種あり〕。そう

いったことかなと思います。 

 まずは皆さん、出していただけますか。では、そちらの方、お願いします。 

 

―― はい。くくりはないのですけれども、〔病気が増える〕。今までにない病気が増える

と思います。 

 そして、〔災害が増える〕。火事とか、水害とか、そういったことが増えると思います。 

 あとは、〔生態系が崩れる〕。以上です。 

 

（F） それもありますね。では、次の方、お願いします。 

 

―― はい。まず、気候が変化していくので、それに伴って生活が変化していくだろうと

いうのがあります。 

 あと、先ほども出ていましたけれども、〔生物バランスが崩れていく〕ので、今までの常

識が通用しなくなってくるだろうなと思います。 

 あと、そういうふうに変わってくると、たぶん防災対策の優先度がガラッと変わって、

今までは重要じゃなかったことが今度は重要になる。逆に、今までは重要だったけど、今
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度は重要じゃなくなるものが出てくるのではないか。3 点です。 

 

（F） はい。では、〔災害が増える〕というところに入れますね。 

 次の方、お願いします。 

 

―― ええと、たぶんここと一緒かな。〔災害が増える〕と思います。 

 

（F） どういった災害ですか？ 

 

―― 雨であったり、熱であったりということで、多目的に増えていく。 

 それから、温度の関係で、食べるものが連鎖反応で減ったり。 

 そのため、経済的な部分で〔物価の変動〕が大きいと思います。 

 それから、先ほど生物バランスというお話がありましたけれども、〔生活サイクルの変更〕

も起こるのではないかと思います。 

 

（F） 生活サイクル。似た付箋がありましたね。 

 

―― そちらでしょうか。 

 

（F） 人の、ということですよね？ 

 

―― そうですね。 

 

（F） こちらに置いておきましょう。次の方、どうですか？ 

 

―― 同じです。〔気候変動〕が起こる。 

 

（F） 気候変動ですね。これは世界的な、というイメージですよね？ 

 

―― そうですね。 

 

（F） では、とりあえずこちらに。 

 

―― 〔海面上昇による陸地の減少〕。 

 あと、暑くなると蚊が増えるっていう。 
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―― ああ、マラリアですか。 

 

―― 〔病気が増える〕に近いですね。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― だいたい出ているのと一緒ですけれども。〔電気代がかかる〕。 

 

（F） 電気代。上がりそうですね。 

 

―― 〔海面上昇により住める場所が減ってしまう〕。 

 

（F） 海面上昇。一番上に置いておきましょうか。 

 

―― あとは、〔熱中症になる人が増える〕です。 

 

（F） 熱中症ですね。どこかにありましたね。 

 だいたい皆さん似ていますね。なんとなく全部くっついた感じです。 

 これについていかがですか？ 2 週間で資料とかを読んで、どのように思われましたか？ 

今まで生活の中で地球温暖化とか聞いていましたけれども、 近聞かないなという話があ

りましたよね。 

 

―― そうですね。 近聞かなくなりましたよね。 

 

―― 今年 2 月に大雪が降りましたよね。雪がドカッと降ってくると、そんなに温暖化と

言わなくてもいいような。 

 

（F） なるほど。本当に温暖化なのかということですね。 

 

―― そうですね。温暖化が騒がれるよりは、寒くなるのではないかという話も。 

 

―― ああ。 

 

（F） ありますよね。私が読んだ中でも、氷河期に入ったという説と、温暖化説がかなり

戦っていたので。 
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―― 昨年って言いましたっけ？ 今年の冬です。（付箋の書き取りミスを指摘） 

 

（サブ F） あ、すみません。 

 

（F） 近多いですよね、大雪。 

 その他に、そちらの方、いかがですか？ 生活の中で、とか。 

 

―― 2 日前も大雨が降ったのですけれども、近隣で電気も停まったのですよね。停電とか、

床上浸水とか。思ってもいないことが急に来るので。台風のときには、土嚢袋でしたっけ、

区がああいうものを貸してくれるので、玄関の下がった友達なんかは借りたりして、対策

は取れたのですけれども。集中豪雨は、本当にもういつ起こるかが分からないし、あると

は思うのですけれども、あそこまで降るとは思わないので。やっぱりああいうのは対策が

取りづらいですよね。 

 

―― 分かっていれば準備ができるけれども、心の準備がないところに、ということです

ね。 

 

―― 常識が変わっていく感じですよね。 

 

―― そうですよね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） では、災害から行ってみましょうか。 

 

（サブ F） 対策が取りづらい。 

 

―― はい。でも、対策がとりづらいのは、集中豪雨とか、そういうものに関してだけで

す。他のことはできることもあるのだと思います。 

 

（サブ F） 集中豪雨とか、というのは、 

 

―― とか、ではなくて。 

 

（サブ F） 集中豪雨については対策が取りづらいということですね。 
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（F） 日本でも、やっぱりこう、新しい防災活動みたいなものが求められてきていますよ

ね。急に。今まで考えていなかったですからね、夏、春に雹が降るとか。 

 

―― びっくりしました。でも、あれも温暖化の影響なのでしょうか？ 

 

（F） そこはもう分からないですね、我々には。 

 

―― 気候が変わってしまっているような。一極集中に、 

 

―― そうですよね。水がめがカラカラなところもありますし。そういうところに降れば

いいのに。 

 

―― でも、地球規模で考えると、40 何億年のサイクルで見ると、意外と前にあったりす

るのかもしれないなと思ったりするのですよね。 

 

―― ああ、残っていないだけで。 

 

―― そう、分からないだけで。マンモスの時期にあったかも、とか。 

 

（F） そうですよね。なんていうのでしょう、地面の中の CO2の濃度を調べれば、温度は

分かるらしいのですよ。そうすると、温度が上がって下がって、上がって下がっての、今、

ちょうど「上がって」のところにいるので、意外と順調にも見えるのですよね。 

 

―― 地球の歴史を 1 年で考えると、人間が出てきたのは 後のほんの数秒というじゃな

いですか。それを考えると、地球からすると「何を言っているんだ」っていう（笑）。 

 

―― 一瞬だけ出てきて、何を言っているんだ、みたいな（笑）。 

 

（F） ありますよね。とはいうものの、今の科学で調べると、やはり人間の出す CO2の量

が異常だ、というデータも一方ではあって。 

 

（サブ F） 少し確認していいですか？ 地球のサイクルで見れば、おかしいことではない

ということですか？ 

 

（F） おかしいことではないのではないかと。この辺ですね。 

 この辺りについて、いかがですか？ 
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―― 私は、人間が全てそういったものを作り出していると思います。今までは自然界だ

けだったのが、今は人間が生活する中で、そういう温暖化になるもの、 

 

（F） ええ、プラスで、 

 

―― そういうものを増やしていると感じるのです。なんとかそれを少しでも絞っていき

たいなと、こういうのを見ていると感じます。 

 

（F） そうですね。明らかにプラスしているというのは、データとして出ているので。 

 

―― マイナスではない。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― ああ、そうです。 

 

（F） とはいうものの、ということですよね。 

 

―― そうすると、いつくらいの時代の生活に戻ればいいのか、というのもありますよね。

皆で頑張って、この辺りまで戻そう、とか。 

 

（F） それはありますね。 

 

―― じゃあ今のいろいろな生活の便利さを全部手放せるかというと、そうはいかないで

すよね。実際に、例えばクーラーを全部止めたら、熱中症の搬送者がすごい数になるだろ

うし。そういうのを考えていったら、自分たちの生活とのバランスをしながら、例えば江

戸時代くらいまでなら頑張って皆で戻そうとか。 

 

（笑） 

 

―― いや、明治時代で勘弁してくださいとか。そういうのがあるのかなと思います。 

 

―― 具体的に言えば、私の小さい頃ですけれども、蚊帳の生活。 

 

―― ええと、昭和ですね。 
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―― そうです。それはかなりエコになっている。 

 

―― いいかもしれないですね。 

 あと、風が熱くなってしまっている、というのもあるかもしれないですね。 

 

―― コンクリートジャングルが気温を上げているって言いますからね。 

 

―― それはありますね。 

 

（F） 難しいですね。リスクはゼロにはできないので、どこまで保有するかという話にな

るかなとは思うのですけれども。どうですか？ 

 

―― そちらの方が言ったように、どの生活レベルで折り合いをつけるか。目標というの

でしょうか。 

 

（F） 難しいですね。そうは言うものの、あ、そちらの方、何かありますか？ 

 

―― やはり人間が生きていくというのは、二酸化炭素を出しますので。で、人間も熱を

出していますからね。 

 

（サブ F） もう少し大きい声で言っていただけますか。 

 

―― あ、はい。人間も熱を出しているというか。人間の表面の熱というのも結構な。 

 

（F） そうですね。我々も結構な量のカロリーを消費していますからね。熱を発散してい

ますね。 

 

―― 人口が多すぎる？ 

 

―― ええ、人間自体が、 

 

―― 増えすぎている？ 

 

―― ええ、数もそうですけれども、熱を出すということです。単位面積あたり、どれだ

け熱を出しているのかなと。 
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―― ああ、そうですよね。寒い日に皆で集まっていると温かいですよね。 

 

（笑） 

 

―― 暑い日に一緒にいると暑いですし。ちょっと離れてよ、みたいになりますからね。 

 

（F） 難しいですね。でも、この話を果たして日本国民が、 

 

―― この辺がキーワードでしょうか。 

 

（F） 本当に国民全員にそれができるのかというところが、仕組み作りの話が難しいです

よね。 

 

（サブ F） キーワードとおっしゃったものに、何か印をつけますか？ 

 

―― つけていいのですか？ 

 

（F） では、ここは丸で囲んでおきましょうか。 

 どうでしょうか？ 私は、とはいうものの難しいのではないかと一方では思うのですけ

れども。本当に皆が皆、それを納得するのか。震災の後も、関西に、実家に行ってみると、

周りはもうまったく節電をしていなくて、もう別の国の話みたいになっていました。もう

煌々と電気が点いていましたし。それを見ると、日本の中でもそうであれば、いわんや世

界をやですよね。日本の CO2は 10％くらいだったかな、なので。 

 そちらの方、どうですか？ 生活レベルを戻すかどうか、というポイントについて。 

 

―― ええと、戻せないですね。変えて減らす努力とかはできるけれども、たぶん後退は

できない。自分 1 人だとどうにかなるのかもしれませんけれども、家族とか子供とか、い

ろいろ考えると、後退は無理です。進んでいって、抑える努力をするということであれば、

できるとは思いますけれども。 

 

（F） 確かに、それもポイントですね。 

 

―― その代わり、要らなくなった何かを手放せばいいのですよね。 

 

―― そうですね。でも、それには勇気がいるのですよ。 
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―― そうですね。 

 

（F） 勇気がいりますね。 

 

―― 1 回手に入れたものはね。 

 

―― だから、私が先ほど言った〔食物の確保が困難に〕というのは、今の生活の中でも、

例えばコンビニのおにぎりの賞味期限が切れたら、何割かは捨ててしまう。本来であれば、

もっと貧しい国とかにいけば、必要なのかもしれない。そういうもののバランスを少し変

えていくと、多少全体的なバランスになるのかなと。 

 

（サブ F） すみません、何のバランスとおっしゃいましたか？ 

 

（F） 多国間でバランスを取るという話ですか？ 

 

―― 今のは食べ物の話ですよね？ 

 

―― 今のは食べ物の話ですけれども。 

 

―― 食べ物を、例えば余っていて捨てている。先進国だとそういうところが多いけれど

も、後進国だと、もっとそれが必要なのに手に入らなくて、3 日に 1 回しか食べられないと

か。 

 

―― 需要と供給のバランスが合わないということですよね？ 日本は過剰すぎるのです

よね。 

 

―― 過剰…、 

 

―― 過剰というか、たぶん捨てる境界が早いということですね。賞味期限とか。 

 

―― 要するに、まだ食べられる、もしくは、そういうことができるにも関わらず、もう

放棄してしまう。 

 

―― 大切にしていない感じ。 

 



 - 10 - 

―― まあ、いい意味で言えばそうですね。 

 

（F） そうですね。例えば、乗らなくなった自転車を途上国に持っていって乗ってもらう

とか。バス、電車とかもありますよね。日本だと捨ててしまうけれども。 

 

―― 便利になったがゆえに、価値観もかなり変化してしまっているところがある。 

 

―― ああ。前だったらもっと大事に使っていたのに、 

 

―― 直して使うとか。 

 

―― それがそうではなくなっていると。 

 

（サブ F） 食べ物に関しては、先ほどおっしゃったご意見はこういうことですか？（付箋

の確認） 

 

―― でも、これは私の意見というよりも、こちらの方のご意見です。 

 

（サブ F） ああ、そうですね。付箋の色も直したほうがいいですか？ 

 

（F） あとは、豊かになることによって、なんというか、考えが変わってしまった。この

辺りもポイントかなと思いましたけれども。 

 

―― 豊かになって価値観が変わった？ 考え方が変わった？ 

 

―― 価値観ですね。豊かというか、生活レベルが上がったために。 

 

（サブ F） 上がったために、価値観が変わった？ 

 

―― 先ほどそちらの方が言っていたように、1 回手に入れると手放せないという便利さで

すよね。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― 私は、食べ方とかではなくて、流通や生産で、温暖化が進むと気候が変動するから、

例えば干ばつになって、今まで採れていた作物が採れなくなることもあれば、逆に温かく
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なって、ええと、 

 

（F） 採れるところもあります。 

 

―― そういう変化が起こると思います。 

 

―― ああ、それもそうですね。その環境も変わっていく。 

 

（F） それもありますね。困ることもあるけれども、もちろんいいこともあって。二酸化

炭素というのは炭素なので、植物にとっては栄養なのですよね。 

 

―― だから、たぶん困るところだけを見てはいけないのでしょうね。そうすると解決で

きない。困るところはあるけれども、温暖化は全て悪って言われているけれども、そうで

はないところがもしかしたらあるのではないかという目でも見ないと、この先私たちはや

っていけないのかもしれませんね。 

 

―― 温暖化していく状況に自分たちが合わせて、暑くなったからこうしようとか。今ま

での常識があるから、動けなくなっている気がするけれども、温暖化によって環境が変化

してしまったのであれば、それに合わせて私たちが動くということも、これからは必要に

なってくるかもしれないですね。 

 

（F） そうですね。 

 

（サブ F） 地球の環境の変化に合わせて、自分たちの生活を変えるということですか？ 

 

―― 私たちが出している CO2 が温暖化の原因にプラスしているという考え方もできるか

もしれないですけれども、もしかしたら、大きい地球から考えたら、人間が出しているも

のなんて、「俺が生きてきたこの長い歴史から見れば、たいしたことじゃないよ」みたいな

（笑）。人間は CO2を出しすぎてしまったと言っているけれども、そんなにたいしたことじ

ゃない。人間が住めなくなるだけで、地球は困らない、という可能性もありますし。 

 

（サブ F） 今、プラス側のご意見をいただいているのですよね？ その辺をもう少し見え

る化して、分かりやすくピックアップして、 

 

―― そうですね、困るところから、 
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（F） なかなか難しいですね。（模造紙が）足りなくなってきましたね。 

 

（サブ F） もう 1 枚もらってきましょうか？ 

 

（F） あ、あるのだったら、ぜひ。 

 

（サブ F） では、もらってきます。 

 

―― 今日は時間があるのですね。 

 

―― いつもは時間に追われているから。 

 

（F） たぶん 14 時 10 分までは意見出しをして、そこから 10 分間でまとめをすればいい

と思います。 

 

（サブ F） はい。まだ意見出しの時間は 20 分くらい残っています。 

 

（F） なんか、テーマごとに分かれていて、いいですね。では、この辺りを少し分けまし

ょうか。 

 

―― いいですか？ 今話が出ているのは、「生活レベル」、自分たちの回りのことでどう

しようか、という意見だと思うのです。それについて少し話をしてみて。それから、もう 1

つは、 

 

―― 「地球レベル」ですか？ 

 

―― ええ。もう少し大きな。 

 

―― 人間とか、生活していく上でのレベルの話と。あとはもっと大きく地球レベルの話

と。 

 

（F） では、少し再整理してみましょうか。 

 この辺は、求められることをこちらにしておきましょうか。〔新しい防災対策が必要とな

ってきている〕ということ。 

 で、少し話題が変わって、そもそも〔地球温暖化という言葉を 近あまり聞かない〕と。

それから、〔氷河期という話も〕あるということ。〔長い歴史上には地球の気候変動はあっ
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たのでは〕という、 

 

―― 温暖化が悪ではないのではないかという意見ですね。 

 

（F） そうですね。これは少し分けましょう。 

 

―― ここは、 

 

―― ここは生活の、 

 

―― これがたぶんキーワードですね。 

 

（サブ F） 「生活レベル」というキーワードと、「地球レベル」というキーワード。 

 

（F） 「地球レベル」はこちらかな。 

 

―― というか、少しずれていますよね。この辺に、 

 

（サブ F） 1 回付箋をバーッと動かしてみたらどうですか？ 

 

―― こちら側とそちら側に分けますか？ 上下がいいですか？ 

 

―― 生活レベルはこちらの角にしましょうか。 

 

―― じゃあ下に。 

 

（F） こちらはたぶん原因の話だと思うのですよ。〔本当に温暖化なのか〕という話と、〔人

間生活が地球温暖化の原因をプラスしている〕のは間違いないという話と、完全に分かれ

ていて。 

 であれば、〔いつくらいの時代の生活レベルに戻すか〕。それから、〔いらないものを手放

すことも必要〕という話。それから、〔皆が納得するレベルとは？ 難しい〕という意見か

ら、〔温暖化が全て悪ではないという視点も必要〕という意見がプラスされ、こちらに行き

ましょうか？ 

 

―― で、これはこの下でしょうか？ 
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（F） ええ、難しいのではないかというような。〔蚊帳の生活はエコである〕というのも

こちらに入れておきましょうか。 

 で、〔全て悪ではない〕というのがプラスされて、こちらに行きましょう。 

 

―― おお、鮮やか。 

 

―― 早い（笑）。 

 

（F） 〔手放すことも必要〕。この辺ですよね。 

 〔作物の栽培地域が変化する〕。この辺は「世界レベル」に貼っておきましょうか。 

 〔豊かになったために価値観が変わる〕というのもポイントですよね。 

 とりあえずいいですか？ 

 

―― それは？ 

 

（F） そうですね、「生活レベル」というより、どうすればいいのかという対策というか、

今後の「行動」の話ですね。ここは「行動」にしてもらっていいですか。 

 ここのタイトルは「生活レベル」にしておきましょうか？ 「日本」かな。「地球」「生

物」、 

 

―― 「日本」と言ったほうがいいかもしれない。 

 

（F） はい。「日本」と「世界」と「生物」、3 つタイトルを書いてもらっていいですか。 

 

（サブ F） はい。 

 ここのタイトルは「行動」ですか？ 

 

（F） ここは「行動」ですね。 

 そうすると、ここは地球温暖化疑問派の話と、とはいえ人間生活がプラスしているのは

間違いないですという話ですよね。これが戦っていると。 

 とはいえ、プラスしているのは間違いないので、じゃあこちらにいきましょうか。どう

すればいいかという話につなげることにしましょう。 

 結局、2 枚をめいっぱい使っちゃいましたね。 

 では、こちらの話はもう置いておいて、そちらの話をしましょうか。はい、どうぞ。 

 〔地球の環境の変化に合わせて、自分たちの生活を変える〕。変える。難しいですね。私

としては、やはり皆が納得する答えをどう出すか、というのもポイントかなと思っていま
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す。日本やアメリカは今まで CO2 を出しまくって生活してきて、今は発展して、もうそろ

そろ、なんていうんでしょう、贅沢をやめようかくらいの心の余裕がある意味であると思

うのですけれども、 

 

―― ちょっと行き過ぎた、という感じですよね。 

 

（F） ある意味、社会としてもう老後ですよね。それを、今から出てくる発展途上国に対

しても、君たちもその枠組みでやってね、というのはあまりにも酷かなという気はするの

ですけれども。 

 

（サブ F） 皆さんのご意見はいかがですか？ 

 

―― 途上国だと、今、戦争もすごく多く起こっているから、それどころではないところ

のほうが多そうですよね。温暖化どころじゃない。 

 

―― それこそ、二酸化炭素の会議とか、一時期前まで騒がれていた時期の、今まで散々

先進国が CO2 を出してやってきたのに、なぜ俺たちがそれを守らなければいけないんだ、

という話は、もっともな話で。先進国がやり続けてしまったことに対して、一緒に反省し

てくれというのは、虫がいいという気はしますよね。 

 

―― 先進国のエゴ。 

 

（F） 赤字で、「温暖化ウソ・ホント」と書いてもらっていいですか？ 

 

（サブ F） ええと、先進国のエゴを、後進国に、 

 

―― 押し付けるわけにはいかない。 

 

（サブ F） それでいいですか？ 

 

―― はい。 

 押し付けるわけにはいかないけれども、一方で、地球上ではいろいろ問題が起きてしま

っているから、共通の課題であることは間違いないということですよね。 

 

（F） 難しいですね。そのために京都議定書なるものがあったはずなのですけど。 
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―― そうですね。京都議定書って久しぶりに聞きました。 

 

（F） 私は学生の頃環境エネルギーを専攻していたので、議論をずっと追っていたのです

けど、やっぱり、発展途上国や中国とかは納得しないですよね。 

 

―― そうですよね。 

 

（F） 日本、アメリカがいくらやりますと言っても。 

 

―― かといって、見本を見せているわけでもないですし。 

 

（F） まあ、日本は相当減ったと思いますけれども。 

 

―― そうなのですか？ 

 

（F） 80 年代に比べたらという意味で。 

 

―― ああ、比べたら。でも、何％下げなければいけないというのをクリアしていないで

すよね？ 

 

（F） それは、私の理解では、日本が相当頑張った後に、「じゃあここから 50％」という

要求をされたので、「え？ ここからですか？」という感じです。 

 

―― 切り詰めた後に。 

 

―― ああ、そうなのですか。 

 

（F） 切り詰めた後に言われたので。あれはちょっとタイミングが悪いというか、あまり

にも無下な要求だなとは思っているのですね。 

 

（サブ F） 京都議定書は無理だとおっしゃったのですか？ 

 

―― いいえ。守れていないということです。 

 

―― そう、日本としては守れていなくて、でも、他の国は結構下げて、さらに引き下げ

たりしている。 
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（F） 私の理解だと、あれはやっぱりスタートが悪くて、日本が相当頑張った後に、ここ

から 50％と言われたので。日本は交渉して、10 年前の 50％にしてくださいと言うべきだ

ったとは思ったのですけれども。 

 

―― ああ、そうなのですね。 

 

―― だから、日本としては下がっているのだけれども、それを世界的なデータにしたと

きに、 

 

―― 数字としてね。そうですね。 

 

―― ファシリテーターさんのご説明は、実態としては下がっていますということなので

すね。 

 

―― でも、それ、理解されていないんじゃないですか？ 

 

（F） 理解されていないというか、たぶん、国対国なので、もうお互いが儲かればいいと

いうか。それこそ、相手を倒してこその外交なので、うまいこと使われたな、とは思った

のですけれども。 

 

―― その辺は、日本は外交が下手かもしれないですね。 

 

（F） いやあ、めちゃくちゃ下手ですね。 

 

（サブ F） 日本は外交が下手。そういう言葉を拾ってよろしいですか？ 

 

（F） いや、今のは、その断面を切ったらそうなるのであって。 

 世界的にリーダーシップを取るという意味では、日本は相当頑張っているほうで。あん

な無茶苦茶な 50％でも、じゃあやってみせるよと言ったのは、相当献身的な姿を見せてい

ると思いますけれども。 

 

―― 日本は、先進国ではありますよね。グループで分けると、途上国から見たら先進国

ですよね。 

 ただ、その中のトップランナーかどうかは、ちょっと。 
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―― ああ、途上国側から見たら先進国だと。必ずしも先進国の中でトップではないけれ

ども、 

 

―― ええ、トップランナーとは限らないけれども。 

 

―― だけれども、ずいぶん CO2については頑張っていると。 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） 後進国からは、日本は、 

 

―― 後進国から見たら、日本は先を走っている。 

 

―― まあ、トップランナーと言っていいのではないですか？ そういう工夫からすれば。 

 

（F） 私はそうだと思いますけど。 

 

―― 実態としては。 

 

（F） まあ、 近はそうでもなくなってきましたが。さすがに、火力発電 80％なので。 

 

（サブ F） 実態は、ということですね。 

 

（F） 難しいですね。 

 

―― 昨日か一昨日に、ニュースでも、貿易赤字が、という話がありましたからね。 

 

（F） 難しいですね。あとは、例えばどういう情報があったら、協力できそうですか？ 

 

―― 世界的にですか？ 

 

（F） いや、日本で。今、ご自身で何か対策されていますか？ そもそも。 

 

―― 普通に節電もしていますし、エコバッグを持って歩いたり、できることはしていま

す。だけど、あまりにも小さすぎて、本当にどのくらい役に立っているのかしらという感

じは日々しています。だから、もっとできることが本当はあるのかな、と思って、今日は
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来ました。 

 

（F） なるほど。もっと、効果も見たいし、他の手段も知りたいということですね。 

 

―― はい。 

 

（F） それは大きいですね。 

 

―― 確かに、自分 1 人で、じゃあ何ができる？ と言われたときに、そういう情報はな

かなか、 

 

―― そう、節電くらいしか思い浮かばないですよね。 

 

―― 息をしないとか、できないですからね（笑）。 

 

―― 自分として、せいぜい分別するとか、 

 

―― ああ、リサイクルのほうですね。 

 

―― リサイクルみたいな形で、分別して、それ以上のものをあまり出さないというか。 

 

―― そうですよね。 

 

―― 作れば作っただけの CO2 が出るということになってくるので。だから、なるべくも

のを大事に使っていくと。 

 

（サブ F） ものを大事に、ですか？ 

 

―― 自分が個人的にできるのは、ものを大事するということ。それも温暖化（防止）の

ひとつになるのかなと思います。 

 その辺の情報というか、つながりが、なかなか、こう、 

 

（F） そうですね。 

 

―― でも、こちらがいくら家電などを長持ちさせようと思って大事に使おうとしても、

定期的に壊れるじゃないですか。メーカーが壊れるようにしているとか、そういうのもち
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ょっとあるのかなと。 

 

（F） それは単純に限界だと思いますよ。 

 

―― そうですか？ そういうメーカーの意図が少しはないのですか？ 

 

（F） いや、むしろ、延ばしたらその分値段が上がるのだと単純に思いますけれども。 

 

―― ああ、そうか。 

 昔に比べて、買い替えのサイクルが早いなと思うのですね。10 年もったものが 8 年とか、

短くなっているような気がするのですよ。 

 

（F） そうですか。どうなのでしょうか。私はその辺りはちょっと分からないですね。 

 

―― 短いですよ。ほとんどのものは 10 年。それ以上は、メーカーとしては保証しません。 

 

―― そうなのですよね。 

 

―― 家もそうですよ。建物。 

 

（サブ F） 後半の話題に入りかけているような気がします。前半のテーマから離れ気味な

気がしますので。 

 

（F） 難しいですね。 

 

―― 「何が困るのか？」ですか。 

 

（F） 「何が困るのか？」。結構出ましたからね。 

 

（サブ F） 「私たちは何が困るのか？」なので。 

 

（F） 結構ポイントになるのは、この「私たち」をどこで切るかということじゃないです

か？ じゃあ海に沈んでしまう国は果たしてどうすればいいのか、とか。 

 

―― そうですね。私もそこでどうしようかなと思って。 
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（F） それはいいのか。国が消えるんだぞと。 

 

（サブ F） 今、1 枚目の模造紙に戻られましたか？ 

 

（F） はい。こちらも見つつ。 

 

―― ファシリテーターさんが言っているように、「私たちは」が、自分の「私」の部分と、

例えばキリバスみたいな沈んでしまう環境の「私たち」という部分で、切り口をちょっと

変えてもいいかもしれない。 

 

（サブ F） 何と何になりますか？ 

 

―― 「私たち」の切り口を、自分たちの回りの「私たち」という意味と、キリバスなら

キリバスに行って、私たちはどうしようという切り口と、 

 

（サブ F） 「キリバスに行って私たち」というのは、キリバスの方たちの立場になって、

ということですか？ それとも、 

 

―― そうです。そういう立場でものを考えてみたら、何が困るのかなと。 

 

（サブ F） 他の国の、という意味でいいですか？ 

 

―― 他の国もいろいろなことが起こっているので、 

 

（F） ツバルにしておきましょうか。 

 

―― だから、自分がキリバスの人たち、 

 

―― ああ、自分がキリバス人だったら、みたいな感じですか？ 

 

―― そうです。だったらどうするのかなと。 

 

（F） すみません、細かいですけれども、キリバスでしたっけ？ ツバルじゃなかった？ 

 

―― ああ、ツバルですね。 
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（F） ツバルという国が、沈みそうなので、「.tv」というのが各国に自動で当てられるの

ですけれど（国別コードトップレベルドメイン）、その「.tv」をテレビ局に売って、その金

で国連に入って、「私たち、沈むのですけれども」と言ったのですよ。その金もなかったら

しいので。 

 

（サブ F） では、今、切り口の話が出たので、 

 

―― すごいですね。どこにどう訴えたものかって思いますよね。 

 

（F） そうですね。で、国連に入る金がなくて、ドメインを売ったというのがあって。 

 

（サブ F） では、 

 

（F） では、ここの結論はそれにしておきましょう。 

 

（サブ F） 切り口を分けて考えるとおっしゃいましたよね。 

 

―― 分けてというか、だから、 

 

―― そこが決まらないと、話し合いが難しいと。 

 

―― こちらの切り口にすると、例えば買い物とか、まさに自分たちの回りのことでどう

しようという「私たち」。 

 一方で、そういう立場の人たちのことを考えてみる、という話はどうなのか。 

 

―― ああ、このテーマは、どちらの話をやるのか？ ということですか。 

 

（F） いや、いいと思いますよ。こちら（1 枚目の模造紙）の話をした後に、こちら（2

枚目の模造紙）の「行動」の話をし、とはいってもこれが重要で、これを考えることによ

って、こちらも考えないと駄目だというふうに、後づけで説明しましょう。 

 

（サブ F） 今の「私たち」の話はこちらですね。で、こちらはツバルの人たち。 

 

（F） そうですね。これを考えることによって、この辺のことが分かるという。そういう

ことですよね。 
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―― これは大きなグローバルな。 

 

（サブ F） では、模造紙 2 枚をくっつけてみましょうか。つながってしまいましたので。 

 

（模造紙 2 枚を張り付ける） 

 

（F） さすが、時間があると、広がりますね。 

 

（サブ F） 広がりますね。 

 意見出しの時間はあと 30 秒くらいなので、タイトルを、 

 

―― タイトル？ 

 

（サブ F） ええ。これから皆さんでタイトルをつけてください。 

 

（F） タイトルというか、こちらを考えましょうか。 

 

（少し沈黙） 

 

（F） うーん、この辺は難しいですね。価値観が変わる…。 

 

（サブ F） あと 10 分です。 

 

（F） では、ここは、 

 

―― この下の紙には書いてはいけないのですか？ 

 

（サブ F） この模造紙は、次のテーマで使います。 

 

（F） ここですね。生活を変えることも必要になって、この後に、先進国も後進国もある

けれども、そこでどうすればいいのか。そこに利害関係の対立があるのではないかという

話をして。その結果、こっちに行った、ということにしましょうか。こういう人たちの話

もしていかないと駄目だと。 

 

―― こう行って、こう。 
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―― 自分の中の話から、世界に話を変えてみると、こちらのほうになってくるというこ

とですね。例えば、後進国のほうに何ができるかというと、こちらのほうに。 

 

―― ちなみに、「後進国」という漢字ですけれども、ここは「途上国」と書き直させても

らったのですけれども、「興進国」？ 

 

―― 要は途上国でしょう。 

 

（サブ F） ああ。途上国に全部変えるということでよろしいですか？ 

 

―― 表現的には途上国のほうがいいですね。 

 

―― 後進国という言い方はあまりよくないと習いましたね。 

 

（F） 途上国にしましょうか。 

 

（サブ F） では、発表されるお二人で、タイトルを、 

 

（F） ここのタイトルに、「先進国と途上国の問題」と書いてもらっていいですか。 後

にこれに書いて、後半に行きましょうか。 

 

（サブ F） 先進国と途上国。1 枚ずつ。 

 

（F） 1 枚でいいです。「先進国と途上国の関係」。 

 

―― 前半を発表されますか？ 

 

―― いや、どちらでもいいです。 

 

（F） 番号的には、ここは①、②で、 

 

―― まず、「日本」と「世界」と「生物」の話になって、そこから本当か、嘘かという話

（①）になって、じゃあどう行動していこうかというお話（②）になって、でも、全て悪

ではないのではないか。生活をどう変えていくか。 

 

（F） 本当に皆で変えられるのか、という話で、 
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―― そして先進国と途上国の話（③）。それで、じゃあ立場を変えて考えてみようという

考えになって、そうすると「世界」や「生物」の話も考えられるようになりますよねと。 

 

―― そういう途上国の人たちのことも含めて考えよう、と行くといいのかな。 

 

（F） 大事なのは、まず、これですよね。とはいえ、人間がプラスしているのは間違いな

いという話。次が、いつくらいの時代に戻すかという話。あと、要らないものは手放すと

か、地球環境に合わせるとか。 

 

（サブ F） で、結局こちら側のほうに来ると。 

 

―― この「タイトルをつける」で言うところのタイトルは、例えば、ここにあるこうい

うのでいいのですか？ 

 

（サブ F） ええ。 

 

（F） 「行動」とか。 

 

―― タイトルはまた別につけなきゃいけないのだったら、考えないといけないなと思っ

て。 

 

（F） タイトルと結論をつけましょうか。これはタイトルですね。結論はこちらですね。

これはタイトルにしますか？ 

 

（サブ F） これがタイトルですか？ 

 

（F） 結論がこれですよね。 

 で、ここも、これがタイトルで、これが結論という関係性にしますか？ この付箋をも

う一度赤字で書いてもらっていいですか？ 

 

（サブ F） はい。 

 あと 5 分ありますね。 

 

―― 今はどこまで進んだのですか？ 
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―― 今は 4 番です。 

 

（F） まだ半分です。 

 

―― で、これから休憩に入る。 

 

（F） これから 14 時半まで休憩ですね。 

 

―― で、さらにまた話し合いがあって、まとめて 後に発表すると。 

 

―― なるほど。発表は 後に 2 つともするのですね。 

 

（サブ F） 発表は 後です。 

 

―― 後まで行かないと。 

 

（サブ F） そうです。まず、これが前半です。 

 ここもタイトルを書き直しますか？ 

 

（F） これも結論にしておきましょう。ここはこれが結論ですね。で、これも結論。 

 では、①、①の結論って、対応を書いておいたほうが、 

 

―― ああ、そのほうが説明しやすいですね。 

 

（F） これが②の結論。 

 

―― 美しい。発表しやすい。 

 

（F） で、これを③の結論にしておきましょうか。 

 

―― ああ、いいですね。 

 

（サブ F） ③の結論がここにつながっているということですね。 

 

―― そうですね。そちらに行きます。 
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（サブ F） では、線を引いたほうが見やすいのではないですか。こちら側に流れていると

いうことで。 

 

（線を書き込む） 

 

（F） では、14 時半まで休憩にしましょうか。 

 

―― お疲れ様でした。 

 

―― 貼り付けるのですか？ 

 

（サブ F） はい。貼ります。 

 

（模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

（休憩） 


