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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 C 班 

 

（F） ではよろしくお願いします。後半のファシリテーターはどちらですか？ 

 発表の方は？ 前半がどちらか、後半がどちらかというのは、あとでいいですか？ 

 

―― まあ、その辺はあとで大丈夫でしょうか。 

 

（F） はい。では、最初に、10 分間で何が困るのかということを書き出すということで

すよね。 

 

（サブ F） あ、3 分程度を区切って、です。もう 1 回読んでみましょうか。 

 

（F） はい。ええと、皆でこの用紙を確認しましょう。 

 「地球温暖化が進むと、私たちは何が困るのか？」を書き出します。3 分程度を区切って、

ファシリテーターも含めて各自が意見を付箋に書き、手元にストックしておいてください。

1 枚につき、1 つの意見です。意見の質にはこだわらず、たくさんの意見を書くようにしま

しょう。ということですね。では、よろしくお願いします。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） あと 1 分を切りました。 

 

（F） 書けないなあ。 

 

―― あ、インクの問題ではなくて？ 

 

（F） インクではなくて。 

 

（記入中） 

 

（F） では、終了です。次は、1 人ずつ意見を読み上げながら、模造紙に貼っていきます

ということで、では、こちらからでよろしいですか。お願いします。 
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（サブ F） この後の、意見をグルーピングする、のところも一応読んでおきましょう。こ

こですね。 

 

（F） はい。意見を読みながら貼っていきます。意見をグルーピングするなどして、どの

ような意見が出ているかを皆で確認しましょう、ということですね。では、よろしくお願

いします。 

 

―― 漠然とした内容なのですけれども、〔やらないといけない対策が増える〕というイメ

ージがあります。自然のままに生きていけないのかなって。漠然と。 

 あと、今もそうですけれども、〔生活が屋内のみ〕になってしまう。 

 

（F） 屋内のみ（笑）。 

 

―― 外に出られないということです。ドバイみたいな感じになって。 

 あと、〔作物が育つのか心配〕です。 

 

（F） はい。では、次の方、お願いします。 

 

―― ええと、すみません、「何が困るのか」の前に、どうしても言わせてもらいたいのが

これで、警告されているのは「温暖化」ではないのですよ。「地球環境変動」が警告されて

いるので。このあいだの大雪もそうですけれども、大雪が降ったり、寒かったから、温暖

化なんて違うんだ、と言う人がときどきいるのですけれども、それは論点が違うというこ

とだけ、先に言わせてもらいたいと思います。 

 で、何が困るのかと言われたら、結局、こうなるのですよ。〔災害が増える〕。それは大

雨とかじゃなくても、年がら年中、寒波とか、雪害とか。IPCC でも警告されていることな

のですけれども。まあ、平たく言えば、気候がえげつなくなる。 

 

―― （笑） 

 

―― 乾燥しているところはもっと干ばつがひどくなったり。雨の降るところは大雨がひ

どくなったり。そういう意味で、災害レベルのものがきつくなるということです。 

 で、（温暖化が）進むと何が困るかというと、最終的にはこの 2 つだと思うのです。先ほ

どのご意見に、〔生活が屋内のみ〕〔作物が育つのか心配〕とありましたが、少なくともお

金がある先進国は、金を使えば何とかなる問題でもあるはずなのです。ただ、とにかく〔金

がかかる〕。 

 もうひとつは、放っておいたら、どこにどういくのかが読み切れない。 
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（サブ F） そうすると、〔良くも悪くも金がかかる〕と、〔放っておいたらどうなるか分か

らない〕。この 2 つですね。 

 

（F） そうですね。では、次の方、お願いします。 

 

―― 〔生活が屋内のみ〕と関係あるのですが、〔今日みたく暑い〕。感想ですけれども。 

 これも感想です。〔夜暑くて寝つけない〕。 

 

（F） （笑）。いやあ、もうまさに。 

 

―― あとはこれですね。〔熱中症〕。〔災害が増える〕と関係があるかもしれないですね。 

 あと、〔作物が育つのか心配〕に近いですが、育っても、痛んでしまって、食中毒になる。

以上です。 

 

（F） はい。では、お願いします。 

 

―― まとめて書いたのですけれども、〔砂漠化〕が起きるということです。で、砂漠化が

起きると、水資源に影響します。それから、食料生産に支障が出るということです。 

 もうひとつは、〔海面上昇〕が起こります。そうすると、平たい島嶼部、ミクロネシア辺

りは水没します。それから、疫病がかなり発生します。 

 

（F） 病気ですね。 

 

―― ええ。 

 

（F） なるほど。私も、〔暑い〕と書きました。 

 それから、 

 

（サブ F） ファシリテーターさんの実感がこもっていますね。 

 

（F） 暑いですね。 

 それから、やはり〔農作物〕が心配です。 

 あとは、〔無理な節電〕をしなければいけない。本当に何が困るのかと言われたら、この

ようなことを考えました。 

 では、これからグルーピングをしていくということですよね。 
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（サブ F） 今、徐々にしていただいていますけれども、そちらのほうも、よかったらグル

ーピングしてください。 

 

（F） はい。 

 

―― まあ、とりあえず「暑い」という話と、 

 

―― 生活環境ですね。 

 

―― 「食物」の話はもう固まっている感じですね。 

 

（F） こことここはそうですね。 

 

―― あとは、ここを 2 つにしておくか、1 つにしておくか、というくらいですね。 

 

（F） 〔生活が屋内のみ〕というのはどうですか？ 

 

―― うーん。まあ、「暑い」ということも含むのですけれども、あとは皮膚がやられると

か、そういうことも含めて。 

 

（サブ F） では、ここの仲間ですね。 

 

―― これと関係しますよね。で、節電と言われたらどうするのって（笑）。 

 

（サブ F） 少し書き足しますか？ 

 

（F） これと似ていますよね、病気の関係とも。ああ、でも、熱中症とも関係があります

よね。 

 

―― まあ、切り口はいろいろですね。 

 

―― まずはこちらかな。 

 

（F） ここですか。 
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（サブ F） では、〔暑い〕という付箋を上にしてもらえますか。それに代表させていいで

すか？ 

 

（F） いいですか？ 〔今日みたく暑い〕〔夜暑くて寝つけない〕〔熱中症〕。こんな感じ

でいいですか？ これがひとつの塊で。 

 あとは、〔作物が育つのか心配〕であると。これがひとつの塊ですよね。 

 あとは、 

 

―― これは大丈夫ですか？ あ、こちらかな。食料生産。 

 

（F） 食料生産とこちらも関係がありますよね。 

 

―― 若干かぶっていますね。 

 

（F） かぶっていますよね。 

 

―― あとは、なんか、地球の、 

 

（サブ F） 意見をおおよそでグルーピングして、意見交換の時間をたくさん取れるように

してください。 

 

―― これはこういうことですか？ 違いますか？ 

 

（F） 〔良くも悪くも金がかかる〕。 

 

―― まあ、ただ、逆に私が言いたいのは、この辺の問題も、全部金を使えば一応クリア

可能である問題、その程度の問題でもある、ということなのです。生活に来る最終的なダ

メージって、極論、お金じゃないですか。 

 

（F） まあそうですね。最終的には。 

 

―― 結局、切りたくてもエアコンが切れなくなって、電気代が大変なことになりました、

という。 

 

（F） 確かに（笑）。 
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―― この辺は違うから、 

 

―― その辺の問題は、風情の問題さえ我慢すれば、エアコンをかければ一応クリアはで

きる。 

 

（サブ F） すみません、意見交換に突入しているようなのですが、軽くグルーピングでき

たところで意見交換に入りましょうか。私たちも書き取っていきますので。 

 

（F） とりあえず、こことここのグルーピングが終わったので。で、この辺りのグルーピ

ングは、 

 

―― まあ、入りそうにないものは、バラで置いておけばいいのではないでしょうか。 

 

（サブ F） 全部グルーピングできるとは限りませんからね。 

 

―― バラで座っていてもらいましょう。 

 〔無理な節電〕と〔良くも悪くも金がかかる〕くらいは一緒にしておいて。 

 

（F） ああ、そうですね。そうかもしれないですね。 

 では、だいたいのグルーピングをしたわけですが、どのような意見が出ているかを皆で

確認しましょうと。意見に対して、質問やコメントを自由に言っていきましょう、という

ことですけれども。意見をどんどん述べていってもらいたいのですが。 

 

―― 質問があるのですが。 

 

（F） はい。質問してください。お願いします。 

 

―― 海面上昇と疫病の関係を知りたいのですけれども。 

 

―― 詳しくは知らないのですけれども、そう言われていますね。 

 

―― ええと、海面上昇と疫病の関係は、ひとつは、日本でも（海抜）0 メートル地帯とか、

マイナス地帯があるじゃないですか。ああいうところは、日本はお金を使って水はけを確

保しているので、比較的どうってことはないですけれども、湿っぽいところというのは、

要は普通の家でもそうじゃないですか。水はけが悪いと、どうしてもものが腐りやすかっ

たり、虫が湧きやすかったりする。0 メートル、あるいはマイナスの地帯が増えると、水は
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けの問題から、あるいは大雨が降ったりすると、水が抜けなくなるので、どうしても疫病

リスクが上がってくるということです。 

 

―― これ（パンフレット）には書いてありませんでしたっけ？ 

 

―― ええと、やっぱり環境省が出しているものなので。 

 IPCC の大元、せめて政策決定者向けの要約レベルのものをパラパラ見てくると、だいた

い書いてあるのですけれども。 

 

―― それに近いことは書いてあるのだけど。島嶼部ですね。ここに入ってきますよね、

疫病は。インターナショナルで言われていますよね。 

 

（F） ちなみに、私の立場から聞くのは変ですけれども、南極の氷が融けているとか、エ

ベレストの氷河が融けているというのは、本当に地球温暖化のせいなのか、という議論が

ありますよね。 

 

―― IPCC が言っているのは、完全にリスク論です。 

 

（F） リスク論？ 

 

―― 今まで科学者が考えたこと、いろいろな計算モデルとか、これまでの変化のパター

ンを見て考えると、断定は不可能です。 

 ただ、3 年以上、100 人以上の科学者が頭を寄せ集めて、ああでもない、こうでもないと

言った結果、二酸化炭素のせいである可能性が一番高いということと。 

 あと、見解が一致しているのは、これが走り出してしまって、白黒ついたころには手の

つけようがないだろうということです。相手が大きいので。だから、犯人が分からないう

ちから、くさいものを抑えにかからないと、分かってからでいいやと言っていたら、最後

には取り返しがつかなくなりかねませんよ、ということです。 

 

―― 今おっしゃったのはまともな見解だと思います。環境省の（パンフレットの）、「疑

う余地もない」という言い方は変だと思います。 

 

―― 「疑う余地もない」というのは、ちょっと。IPCC ですら、90％以上の確度と言って

いるので。市民向けにどこまで言うべきか。まあ、正確な言い方とは言えないですね。 

 

―― ちょっとこの言い方には腹が立っているのです。 
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（F） 「余地はありません」ということは、まったく間違いがないと言っているのと一緒

ですよね。 

 

―― 南極の氷とグリーンランドの氷が融けると大変なのですよ。その臨界点の温度はど

うなのかというのは、学者の間でものすごい差があるのです。 

 

―― ただ、 

 

―― 止められなくなったら大変ですから。 

 

―― そうですね。ただ、今のまま放っておくと、白黒がついた頃にはもう止めようがな

いだろうから、今からフォローしておかないと、手がつけられない。 

 

（F） そちらの方、何かありますか？ ご意見、ご質問。 

 

―― そうですね、 

 

―― いや、それは、逆にこれなのです。どこまで行くのか、犯人が誰なのかもよく分か

っていない。 

 

（サブ F） すみません。「異論がある」でいいですか？（付箋の確認） 

 

―― まあ、いいんじゃないですか。 

 

（サブ F） 融ける温度に関してですか？ 全てに関してですか？ 

 

―― いや、だから、犯人が誰かということに対する異論は、科学者でもそれなりにある

のですよ。それは言いがかりではなくて、それなりの正当性もあるのだけれども、よく分

からない。で、全体のバランスの中で、どれに重みを持たせるか。ただ、確度として、ど

れが濃そうかというと、CO2のせいだろうと。 

 

―― それと、先ほどおっしゃったように、結果として、というのもあるのですよね。原

因と結果の関係。 

 

―― ただ、過去何千年にわたる CO2 の濃度というのは、南極の氷というのは雪が押しつ
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ぶされてできているので、あれをボーリングすると分かるわけですよ。ちょっと専門的な

話ですけれども、水の同位体の分析というのですけれども、それをやると、大雑把な温度

の変動も分かるので、南極のボーリングのコアを取ると、ある程度ですけれども、CO2 濃

度と地球全体の平均的な温度の変動のパターンは読めるのです。で、それを見ると、ここ

100 年の CO2 濃度の上がり方と温度の上がり方だけが、揃いも揃って、異常に急なので、

やはりこいつじゃないか、という話になっているのです。 

 

（サブ F） すみません。原因が CO2 であるかどうかという議論に入っていると思うので

すけれども、テーマ名をもう一度確認していただいていいですか。 

 

（F） そうですね。「何が困るのか？」ということですよね。今、少し議論が外れてしま

っていますけれども。 

 では、また元に戻して、そちらの方、市民の立場で何かあれば。あ、今日は皆さん市民

ですよね。 

 

（サブ F） 今、こちらに、何が困るということが結構出ていますよね。具体的なことが。 

 

―― 話し合うべきは、どちらかと言えばこちらなのですね？ 

 

（F） できればこちらですよね。 

 

（サブ F） かじ取りをお願いいたします。 

 

（F） ああ、すみません。 

 

―― 結局のところ、これかこれで、とりあえず今出てきている中では、これではないか

なと。現実問題として、やけに災害が多い気がする。災害になってしまうレベルの大雨が

多い、と言ったらいいでしょうか。 

 

―― 異常気象。 

 

（F） 異常気象ですね。 

 

（サブ F） では、印をつけておきますか？ 

 

（F） え？ 何をですか？ 
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（サブ F） 話のポイントをはっきりさせておいたほうがいいのではないかと思ったのです

けれども。 

 

―― それを丸で囲ってみますか。 

 

（F） これですか？ 

 

（サブ F） 線を引くだけでもいいです。〔災害が増える〕のところに。 

 

―― ちょっといいですか？ 私が思うに、「温暖化が進むと」という命題で議論すると、

「暑くなるとどうなりますか」「暑くなります」、当たり前だと思うのですね。 

 

―― だから私は最初にこれ（〔危惧されているのは地球環境変動〕）を出したのです。 

 

―― ええ。だから、階層的な議論をしないといけないと思うのですよ。手前味噌で言う

と、温暖化すると、例えば〔海面上昇〕が起こる。海面上昇になると、どういうことが起

きて、私たちの暮らしに何が及ぶか、というふうにしないと、少し議論しにくいなと。と

いうのが、私は専門分野は狭いですけれども、専門家の癖なのですね。 

 

（F） 海面上昇が起きるということが、とにかく一番困ることということですか？ 

 

―― ではなくて、いろいろなことが起きるわけですよ。そのことが何をもたらすかと。

例えばですけれども。 

 

（F） これはひとつの例ですよね。海面上昇が起きるという。 

 

―― ええ。 

 

―― 段階として、これが起きるからこれが起きて、こうなる、ということですよね？ 

 

―― そうです。 

 

（F） なるほど。 

 

―― そうやって階層を分けて議論しないと、話が分散して終わらないのではないかと心
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配なのですけれども。 

 

（F） 要は、こういうことが起きるから、 

 

―― でも、これはちょっと我々（専門家）の癖というか、病気かもしれませんけれども。 

 

（F） いえいえ。 

 で、この結果としてこういうことが起きると。 

 

（サブ F） これが 1 番ですか？ 

 

―― 我々の整理の仕方としては、いつもそうしますね。 

 

（F） なるほど。少しずつ整理をして、これらが起きるから、今はこういう、 

 

―― 異常気象とか、水資源が枯れると、食料が作れなくなりますよね。 

 

（サブ F） でも、暑いから作物が、 

 

（F） 暑いから作物が？ ああ、なるほど。 

 

（サブ F） あ、すみません、違いますか？ 

 

（F） でも、順番としてはそうですよね。 

 

―― 暑いだけだったら、暑いのに向いた作柄を作ればいいと思うのです。 

 

―― ただ、もうひとつ大事なのは、その変化がやけに急だということですね。 

 

―― そうです。今、北海道のお米がうまくなっているのです（笑）。 

 

―― 例えば…、いや、お米は作れますよ。お米は熱帯の作物なので、熱帯地域で作れな

くなることはあっても、日本は絶対にお米は作れるのですよ。ただ、コシヒカリができる

のが北海道になる可能性があるというだけのことで、 

 

―― あ、これが最後になるのかな。（グルーピングについて） 
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（F） 要はこういう、 

 

―― これが 1 番で、あ、これが 1 番か。で、こう来て、こうなるわけですから。 

 

（F） これがこう進むと、こういう状況に陥って、ということですね（矢印を書き込みな

がら）。だから、〔暑い〕とか、このような問題が起きてきて。で、結果的にこういった具

体的な結論となっているのだと。こういうことですね。ひとつ流れができました。 

 では、〔暑い〕と同じような、並行的な事象は何かありますか？ 

 

―― 災害だと、これだけ熱中症の人がバタバタ、昨日で何人でしたっけ？ 

 

―― 800 何人と言っていましたね。 

 

―― これを災害と言わないのか。まあ、言う、言わないのレベルの話はあるのですが。

言ってしまえば、それ自身が十分に災害レベルですし。 

 

―― これもこちらになるのでしょうか。 

 

（F） こっちかな？ 

 

―― 埼玉でしたっけ、集中豪雨で結構浸水が出ていますよね。停電も出ていますし。そ

こまでいったら、やはり災害のレベルだと思います。あとは、必ずしも温度だけではなく

て、今年の頭の極端な大雪というのは、基本的には地球環境の変動によって、あそこまで

極端なことが起きている。まあ、「増えている」と言ったほうが正確ですけれども。 

 

（F） 夏は暑くて、冬は寒いのですよね？ 

 

―― うーん。いや、全体的には少なくとも日本では気温は上がっているのです。ただ、

無茶苦茶なものが来ることがあるということですね。大雑把にデータを見ていると、冬は

どちらかといえば温まる傾向でしょう。雪も、ニュースを見ているとなんとなく減ってい

る気がしますけれども、いざ降ったらあれか、という。 

 

―― つい 40 年ほど前は、寒冷化を心配して論文を書いている人もいたのですよね。 

 

（F） 寒冷化をね。ふーん。 
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―― それから、日本で言うと、縄文時代はすごく暑かったのですね。今より海面は 5 メ

ートルくらい高かったのです。今より暑かったと思いますよ。 

 で、ちょっといいですか。この 2 枚は、海で起きること、陸で起きること、というつも

りで書いたのですけどね。 

 

（F） ああ、なるほど。じゃあ、この辺はちょっと違いますね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） いいですか？ 勝手に動かしちゃって。 

 

―― でも、温暖化したからといっても、砂漠化するのは基本的に乾燥地帯だけなので、

日本が砂漠化する可能性はほぼない。その代わり、鬼のような集中豪雨で、あちこちで山

崩れが起きる可能性はありますけど。 

 

（F） 今みたいにですね。今朝も、ダムが埋まってきてしまって、 

 

―― 矢作ダムですか。 

 

（F） 矢作ダムですね。言っていましたよね。 

 そちらの方、何かご意見はありますか？ 

 

―― 「何が困るのか」ですよね。 

 

（F） 「何が困るのか」というのがひとつの命題なので。（自由討論は）35 分でしたっけ？ 

35 分ということは、まだまだありますか？ 

 

―― 私は、どうしても生活視点で見てしまうので。 

 

―― 困るといったら、もう、私たちの生活しかないですよね。 

 

―― でも、逆にその観点でいくと、山奥でどれだけ山崩れが起きたって、困りますか？ 

という話になってしまうのですよ。 

 

―― となると、 
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―― いや、だから私はこれを言いたいのですよ。 

 

―― はい。私としても、氷が融けて、海面上昇しても、私たちは困るかな？ みたいな

ところはあります。 

 

―― ただ、普通に生活するには困らないけれども、海面が上がったら、日本だったら例

えば堤防の増強はしなければいけないし、山の治水をしたり、あるいは、このあいだ JR の

中央線が切れましたけれども、ああいうことの復旧とかで、ちまちま、ちまちまお金が飛

んでいくわけですよ。 

 

―― ちまちま（笑）。 

 

―― いや、だから、福島の事故みたいに、大金がいっぺんに飛ぶことはないですけれど

も、毎年毎年、それでも億、下手すれば 2 ケタ億のお金が 2～3 発飛んでいったら、積み上

がったら、馬鹿にできないですよ。 

 

（サブ F） すみません、それは個人のお金ですか？ 国のお金ですか？ 

 

―― 国全体として。でも、国全体で金が飛びまくるということは、最後は税金に返って

きますから。 

 で、個人の財布に直結という意味では、〔暑い〕〔今日みたく暑い〕〔熱中症〕ということ

で、エアコン代になる。 

 

（F） 確かに。 

 

―― だから、生活に直結しそうにないところでも、とりあえずはお金という形で、間違

いなくパンチは返ってきます。 

 

（F） でも、これはあくまでも、何十年だか何百年だかのスパンであって、将来的にどう

なるかはまだまったく分からないですよね。お金で解決できなくなってしまう可能性もあ

りますよね。 

 

―― それも含めて、リスク論になってしまうのですよ。災害だって、絶対に起きるわけ

じゃないじゃないですか。運が悪ければ起きますけれども。で、災害の後始末にかかるお

金は、災害が起こらなかったらゼロですから。 
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（F） さあ、どのようにまとめていきましょうか。 

 

―― 難しいですね。 

 

（サブ F） まだまとめに入るほどの時間でもないですよ。 

 

（F） 今、ひとつはこういう流れで来ていて。で、これがこうだと何が困るのかという話

は、その先は行かなくていいですか？ 

 

―― いや、でも、私の意見では、その先はやっぱりお金ですよ。 

 例えば、魚沼産コシヒカリがなぜ高いのかと言ったら、作れる量が限られているからで

す。タイの品種のお米だったらバンバン作れるけれども、日本のコシヒカリを作れる量が

減って、皆コシヒカリが食べたかったら、値段に来ますから。 

 

―― お金の話をこの質問（何が困るのか）に関連させると、我々のお金がかかるという

ことですか？ 

 

―― 一番見えやすいのはそうだというのが、 

 

（サブ F） すみません、聞こえなかったので、もう 1 回お願いします。 

 

―― お金がかかるというところまでは理解できたのですけれども、そうすると、この質

問（私たちは何が困るのか？）が絡むと、税金が上がるということですか？ 

 

―― それもそうだし、電気代も食費も上がります。だから、「良くも悪くも」と言ったの

はそこで、お金をかければ解決できる困り方しかしないだろうと。 

 

（サブ F） 今のお話は分かりましたか？ 

 

―― ほしい食べ物が、あるけれども高くなる、とか。 

 

（F） ということは、結論としては、お金があれば困らないということですか？ 

 

―― ええ、お金があれば困らないよ、とすっとぼけられるレベルの問題であるとも思う

のです。 
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（F） うーん、数年、 

 

―― 地球上にはお金がない人がいっぱいいますよね。ない人のほうが多いですよね。 

 

―― いや、だから、お金がない人がめちゃくちゃ困っているのを道徳的に許されるかと

いう問題も当然ありますけれども。 

 

（サブ F） 今の議論は分かりましたか？ 

 

―― 答えとしては、お金がある人だけが助かるということですか？ 

 

―― 困らないということですね。 

 

（F） うーん。 

 

―― でも、その構図って、すでに日本でも起きているじゃないですか。生活保護の人が、

エアコンを思うように使えなくて、熱中症で死んでいましたとか。すでに何件も報道され

ているわけで。 

 

（F） 議論が、なんか、この質問（私たちは何が困るのか？）に対する答えになっていな

い気がするのですけど。お金がある人は助かるけれども、 

 

―― いや、でも、お金が自由に使える人が、今この環境で何か困っているのかっていう

話なので。 

 

（F） だけど、そちらだけを考えてはまずいんじゃないですか？ 逆に、お金がない人た

ちが、地球温暖化が進むと、困ることは何かということも考えないといけないのではない

かと。 

 

―― まあ、お金がなかったらどうなるかについては、ほぼこれで答えは出ていると思っ

ていて。〔熱い〕〔熱中症〕。そのまま病気になって、倒れて、死んでしまうだけだろうとい

う。 

 

―― 例えば、「何が困るのか？」に対して、暑くて困るけれども、お金があればエアコン

がつけられるから、困らないという結論になるという、 
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―― それがひとつと。 

 ただ、もう暑くて困るというレベルじゃないじゃないですか。命にかかわるレベルの暑

さなので。お金があれば何の問題もない。だけど、お金がなかったら、もう「困る」では

なくて、そのまま命が脅かされるという話になるので。 

 

（F） そうすると、この議論は、お金だけで集約されちゃう気がするのだけど、そのため

の話し合いではないと思うのですね。 

 

―― 後半につながらないといけないですよね。 

 

（F） ああ、後半にね。 

 

（サブ F） ちょっとだけいいですか？ 「私たちは何が困るのか？」というテーマなので

すけれども、それに対して、今、こういうご意見が出ていますけれども、もう他にはない

のでしょうか？ 非常に展開が早くて、意見を出すのが打ち切られているように拝見しま

したけれども。もう他には出さなくていいのですか？ 

 

―― よく言われるのが、あれですよね。今住んでいる世代は、未来の世代から預かって

いるのだと。間借りしているような。それを汚し放題、 

 

（サブ F） 今の環境を、今の地球を、というか。 

 

―― ええ。環境を汚し放題で、次世代につないでいいのかということですね。 

 ただ、地球温暖化というのは、「STOP THE 温暖化」と能天気に役所は言っていますけ

れども、そういうことなのか、ということですよね。例えば、地球の公転軌道だって、楕

円化したりするわけです。それだけでも寒冷化したり温暖化したりするわけですよね。た

だ、私は、あ、ちょっと議論が違うからやめておきましょうか。その次の話だから。 

 

（F） いやいや。あ、次の話ですか？ 「できること・やってみようと思うことは？」で

すか。 

 

（サブ F） 今はまだここですよ。 

 

（F） では、他に何かありますか？ 困ること。うーん。今、この辺の話に集中して、そ

れぞれこういう話題が出たのですよね。 
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―― これ以外にもないのかということですか？ 

 

（F） ええ。他にはないですか？ 

 

―― あるいは、これが進むと、何が困るのか。 

 

（F） 今は、暑いから農作物が育たないという、ひとつの流れしかないけれども、暑いか

ら、じゃあ他に困ることは、何かないでしょうか？ 

 

―― 「暑い」というのは、体感する暑さよりも、地球の平均環境が温暖化することによ

って、我々が体感する暑い、寒い以外にいろいろなことが起きているわけですよね。少し

そういうところを言及したほうがいいのではないかという気がするのですよね。例えば、

手前味噌ですけれども、砂漠化もするわけですよね。それから、膨張率の問題もあるけど、

海水面も上がるわけです。 

 

―― あとは、こちらの方が最初におっしゃったように、「温暖化」と言ったら、やはり「暑

い」しかないですよ。 

 

―― ですよね。「暑い」だけ。それで話は終わりで。 

 金の話は、「困らない」で終わってしまうので。 

 

（F） それだと終わってしまうので。 

 すみません、ちょっと私が気になるのは、海面上昇と砂漠化は、そちらの方がおっしゃ

ったわけですよね。これらは、先も後もないですか？ 

 

―― 一緒ですね。 

 

―― 先も後もないですね。 

 

（F） ということは、これとこれは並列ですよね。 

 

―― ええ。だから、起こる現象別で書いたのですね。海で起こることと、山で起こるこ

とと。 

 

（F） はい。で、「暑い」、だから砂漠化、という流れにはならないのですか？ 
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―― いや、この「暑い」というのは、体感の話でしょう。 

 こちらは、地球の平均気温が上がることによって、砂漠化が進むと言われているわけで

すね。 

 

―― ここは、どちらかというと地球規模の話ですよね。 

 

―― そうです。 

 

―― こちらは生活の話で。 

 

（F） なるほど。こちらが地球規模の話なのですね。ちょっとこの辺に置いて。 

 

―― 地球温暖化、地球の話ですね。 

 

（F） ペンの色を変えましょうか。ここが、「地球規模の話」。 

 

（サブ F） では、そこに入るものがたぶんこちらにもだいぶあると思うので、一旦そちら

に移しましょうか。 

 

（F） はい。地球規模の話をこちら側に入れてもらっていいですか？ 

 

―― いや、だから、地球規模の話で言えば、おおむねそちらの方がおっしゃったように、

砂漠化と海面上昇にまずは集約される。あとは氷河の溶解による洪水の増加とか言われて

いますけれども。 

 ただ、全体として見て、結局自分のところに何が来るかと言ったって、ヒマラヤの氷河

が融けて、私たちは何か困りますかという話なので。 

 ただ、忘れないでほしいのは、このあいだの冬の寒波とか、あの手のものは、全て同じ

原因によるものだと警告されている、ということなのですね。だから、別に暑さだけの問

題ではない。備えもないところに雪が降るとか。あるいは、集中豪雨でインフラの破壊が

極端に進むとか。このあいだの大雨も、別にそれほどに暑いときだったわけではないでし

ょう、という話です。 

 で、そのパンフレットにも書いてありますけれども、ハリケーンの大型化というのもひ

とつの現れ方です。日本だとハリケーンという意味ではないですけれども。 

 暑さ以外も含めて、全体的に災害が増えている。まあ、正確に言えば、災害の可能性が

増えるのですね。 
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（サブ F） 暑さだけの問題ではなくて、異常気象による災害の増加が問題だ、という感じ

ですか？ 

 

（F） そうですね。 

 もう 1 回確認すると、ここは全部地球環境の問題ですよね。で、こちらの方がおっしゃ

った、海面上昇と砂漠化というのが大きな 2 つの、 

 

―― イグザンプルですよね。 

 

（F） 例であると。よろしいですか？ まだ他にもあるでしょうけれども、そういう感じ

でまとめていいでしょうか。 

 

―― たぶん、この 3 つですよね。 

 

（F） 3 つ？ これもですか。 

 

―― これはもう少し全般的に書いたつもりですけれども。単純に〔災害が増える〕とし

か言っていないので。まあ、どこまでを災害と言って、どこまでを環境の変化と言うのか、

というのもあるのですけれども。 

 

―― 今は暑いので、たぶん暑いという意見が出てきた。冬だったら、寒いとかが出てく

るのかも。 

 

（F） 確かに。体感でね（笑）。 

 

―― で、これについて、どんどん暑くなったときに、ある程度お金を払えばエアコンが

つけられるとか、室内に逃げられるとか、あるのですけれども、これ以上エアコンをつけ

るほどの、寒いときもそうなのですけれども、電力ってあるのかなと。あとは、外に出た

ときに、 

 

（F） ああ、そこでまた電力の話が出ますね。 

 

―― 電力リスクの問題も間違いなくあります。 

 もうひとつは、今の日本のエアコンは、設計上、外部気温のリミットが 45 度だったかな、

そのくらいでヒートポンプの稼働ができなくなるように、 
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（F） ん？ もう 1 回言ってください。 

 

―― 設計上、40 度か 50 度くらいでエアコンが動かなくなるのですよ。 

 

―― 外気温ですか？ 

 

―― 外気温。 

 で、気象台の言っている気温と、ピンポイントの気温というのは当然違うので、エアコ

ンの室外機の周りが 50 度になったら止まります。エアコンをつけたのに、動いてくれなく

て、中の人が熱中症になって死ぬという危険性は当然あるわけです。運悪く、何かの拍子

で停電したら、皆まとめて命に関わりますし。 

 

―― 屋内だと、そうやってエアコンで調整できるのですけれども、屋外で、これ以上脱

げないし、 

 

（F） 脱げないですね（笑）。 

 

―― こんなに勢いよく暑くなったら、人間も進化できないじゃないですか。強くなると

か。そのときにどうなるのかなって。なんか、当たるだけで焼けてしまうとか、がんにな

るとか。 

 

（サブ F） そうですよね。皮膚がんとか。 

 

―― そこまで暑くなったら、 

 

―― 紫外線自体が極端に増えているわけではないので、がんにはならないけど、とりあ

えず、下手に歩いたらやけどしますよね。今、炎天下で、何かの勢いで転んだら、擦り傷

の代わりにやけどする可能性はすでにあるわけで。炎天下で子どもを裸足で走らせるなん

て、とても無理な状況になりつつあるので。 

 

（サブ F） この辺ですか？ 

 

―― 〔急な環境の変化に人間は対応できない〕ですか。（追加された付箋を読み上げる） 

 

（F） 対応できない。ああ、確かにそうですね。 
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―― ひとつ断言していいと思うのは、風情は確実に破壊されますよね。熱中症は、とり

あえず電気のリスクは置いておいて、エアコンをかけて部屋にこもっていれば回避できる

けど、そこに風情があるのかという話。隅田川の花火を 35度の中で見たいかという話です。

花火は夕方、せめて 27～8 度で見るものじゃないのかと。 

 

（笑） 

 

（F） 本当に、暑いですよね。 

 

―― 35 度で見たくないでしょうと。 

 

―― 屋外の生活が成り立ってくるのか。成り立たなくなるのではないか。 

 

（F） それは心配ですよね。本当にそうですよね。外に出たくないですよね、この 2～3

日。 

 

―― ドバイは外を歩けないというじゃないですか。それに近くなるのかなと。 

 

―― 近いというより、おそらくもっと悪くなるでしょうね。ドバイは湿度が低いので、

日陰を作れば耐えられるのです。ちゃんと汗をかけるので。ただ、こちらは湿度も高いの

で、汗をかいてもなかなか体温が下がらない。中東の建物って、日本人の感覚からしたら

信じられないくらい窓が小さくて、閉じこもっているじゃないですか。カラカラだからや

れるのですよ。日本であんな部屋を作ったら、蒸し暑くてやっていられないですけれども、

向こうは湿度が低いので、陽射しを遮って、しっかり断熱すれば。エアコンなしですら。

そういう意味では、ドバイよりもっとたちの悪い、外に出られない生活になる。ドライサ

ウナは 100 度でも平気だけれども、湿度 100％で 100 度の中に入ったら、人間は即座に死

ねますから。ウェットサウナはせいぜい 40 度でしょうという話です。 

 

（F） 他にいかがでしょうか？ 

 

（サブ F） 時間的には、そろそろ 4 番に、もうかなり 4 番もやってくださっているので

すけれども、4 番に入るとちょうどいいくらいだと思います。 

 

（F） はい。では、4 番です。貼られた意見をグルーピングして、それぞれに一言でタイ

トルをつけましょう。その後、それぞれの意見やまとまりについて、「見える化」をしまし
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ょう。 

 

（サブ F） 見える化は、今、話し合いをしながらどんどんやってくださったので、だいぶ

進んでいますけど。できればタイトルを。 

 

（F） タイトル。はい。ここは、「地球環境の変化」ということで、こういうことが起き

るだろうと。 

 それに対して、〔人間の体感〕としては〔暑い〕。 

 その影響としては、農作物が育たない。 

 ただ、意見として、お金があれば困らない。ない人は困ってしまうだろう。そういうひ

とつの流れがあって。 

 ここは、じゃあこれ以上暑くなった場合はどうなるのか、ということですよね。ここは

タイトルをつけますか？ 

 

（サブ F） つけられれば、大きくバンとつけてください。 

 

―― 温暖化だから暑いという話をしていますけれども、やはりどちらかというと「異常

気象」だと思うのです。冬の寒波も極端化していますよね。 

 

―― まあ、ただ、間違いなく包含関係はあるので。 

 

―― ええ。だけど、私はやっぱり、今日は暑いから「暑い」とばかり言っているのは、

ちょっと寂しい感じもするのですけど。 

 

（F） そうですね。 

 

―― だから、グローバルに温暖化すると、やはり「異常気象」だと思うのです。で、異

常気象というのは、極端に暑い、極端に寒いということです。人が死ぬほど雪が降るとか。

そういうことだと思うのです。 

 

―― 書きましょうか。 

 

―― ここに、極端に暑い、寒い、の両方入ってくれば、バランスがいいかな。 

 

（F） ええ、暑いだけだとまずいですね。 
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―― ちょっと寂しいですね。 

 

―― 暑い、寒いも入れて、分岐させたほうがいいかもしれませんね。右下のほうに。 

 

（F） 「異常気象」というのは、ここの話ですよね。 

 

―― ええ、ここの話です。 

 

（F） じゃあ、ここからここになって、「暑い」だけではなく、さらにいろいろな災害が

起きていると。「寒い」ですか？ 

 

―― 「寒い」は、現実問題、日本ではそんなに起こっていないと思うのですよ。 

 

―― ヨーロッパ、アメリカですよね。 

 

―― 人の命にかかわるのは、ヨーロッパ、アメリカですね。 

 

―― そのうち日本も来るかもしれないです。 

 

―― 日本は、どちらかというと、雪の量で来るので。2 年くらい前かな、新潟のほうで立

て続けに降ったり。このあいだの東京、甲信越の大雪もそうですけれども。 

 

（F） では、この上に「異常気象」と、 

 

（サブ F） タイトルだから、直書きのほうがいいと思うのですけれども。使っていない紫

いろとか、緑色で。 

 

（タイトルを書き込む） 

 

（サブ F） ああ、いいですね。 

 

―― ありがとうございます。 

 

（F） でも、おっしゃる通りですね。「暑い」だけだと、なんかね。私は〔暑い〕しか書

かなかったけれども。 

 



 - 25 - 

―― そうですね。 

 

―― ただ、私は地球環境変動が警告されているとずっと言っていますけど、その中で、

日本に現れるものとしては「暑い」が一番大きいのも事実なので、それは普通の感覚だと

も思います。別に悪いことでも何でもなくて。普通に生活していたら、まずは「暑い」が

気になるのは当然のことだと思うので。 

 

（F） 発表される方、大丈夫でしょうか？ 心配なのですが。これで発表できるでしょう

か。 

 

―― （笑） 

 

―― いやあ、まあ、全員市民と言われても、なんだかんだ言って仕込まれた人間でもあ

るので。まあ、なんとかします。 

 

（F） こちらもひとつのくくりですか？ 

 

―― なんか、「進んだら」という感じがするのですよね。 

 

―― 温暖化がさらに進展したとき。私は正直、もうすでに、だと思うのですけれども。「潜

在的な危険性」と言ったらいいのか。 

 

―― 「今後どうなるか」とか、そういうことですよね。 

 

―― いや、正直、今でもですよ。何かの勢いで大規模停電が起こって、電力がシャット

アウトされたら、これら全てが起こりますから。だから、「すでに隠れている危険性」と言

ったほうがいいかもしれない。 

 

（F） 「危険性」。 

 

（サブ F） 「隠れたリスク」とか。 

 

―― 隠れていないかもしれない。 

 

―― 「パッと見えないリスク」かな。隠れていないけど、気にしていない、くらいでし

ょうか。 
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―― どう書いたらいいでしょう。 

 

―― 「潜在的なリスク」でしょうか。 

 

―― 「潜在的なリスク」が一番いいんじゃないですか。 

 

（F） 「リスク」で。「リスク」にしましょう。 

 

―― あ、逃げた（笑）。 

 

（F） はい。「リスク」としてこういうことが起こるだろうと。なるほど。 

 ここのタイトルは、「農作物」ですか？ 

 

（サブ F） 〔食べ物が痛んで食中毒〕というのもありますね。 

 

（F） ああ。 

 

―― 食べ物が育つかどうかというのは、お金に絡めた話もありましたけれども、先ほど、

風情がなくなると言ったじゃないですか。食中毒以外は、どちらかといえばそちらだと思

うのです。飢え死にする心配は、まあないだろうと。でも、味気のあるものを食べられる

かと言われると、それは別という。 

 

―― タイトルは何がいいですか？ 

 

―― 「食べ物」。 

 

（F） 「食べ物」でいいですか？ 

 

（サブ F） 「農業と食べ物」とか。 

 

―― うーん。 

 

―― 「食料」でいいんじゃないですか。 

 

（F） 「食料」。ああ。 
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―― 基本的には、私は、深刻なのは食中毒よりも食料の量だと思います。 

 

―― 地球レベルで見たら、間違いなくそうですね。生産が変わってしまうので。 

 

―― ええ。必要な水があるので、たぶん輸出制限がかかってくると思います。高い金を

出さないといけない。 

 

―― ああ、水も書いていないですね。飲み水とか、書いたほうがいいですか。 

 

（サブ F） 飲み水ですか。 

 

―― 水もかなり、もうビジネス化しつつありますね。 

 

（F） ああ、水。いいですね。 

 

―― 水も、また引っ掻き回すようであれですけれども、「私たち」と言われると、実はあ

まり困らないですよね。 

 

―― 実は日本の浄水技術は十分戦えるレベルなのですよね。 

 

―― その気になれば、海水からいくらでも。日本は技術もお金もあるので。 

 

―― 海外に打って出れば、日本は戦えると聞いたので。 

 

―― 淡水化ですか？ 

 

―― そうですね。飲み水の買い物に関しては、日本は、 

 

―― 電力をうんと使うのですよね。 

 

―― だから、金を使えばできる。で、幸いにして、日本はその金があるので、困りはし

ない。金を使えば。 

 

―― 今、外貨準備高がどんどん減っていますよね。高い油、ガスを買って。 
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―― いやあ、だから、こんなリスクを背負うのと、20 年に 1 回の事故リスクを背負うの

と、どちらがいいんだ、と原子力屋は言いたいのですけど。 

 

―― ということですね。 

 

（F） さあ、いかがでしょうか。発表するお二人は大丈夫ですか？ 何か質問があれば、

皆さんでまとめましょう。 

 

―― 発表をどうするかですか？ 

 

（F） 発表をされる方が、発表されやすいように。 

 

―― 先にやりますか？ あとでやりますか？ 

 

―― あ、発表の方ですか？ 

 

―― そうです。 

 

―― 発表は 3 人もいましたっけ？ 

 

―― あ、私、書いてなかった。いや、私、何もない役はないだろうと思っていて。 

 

（笑） 

 

（F） じゃあ、（それが確認できて）良かったですね。 

 これで大丈夫ですか？ 

 

（サブ F） 発表は、こちらのお二人ですね。 

 

―― そうですね。これだけ見やすくまとめてくれれば、大丈夫だと思います。 

 

（F） ありがとうございます。 

 

（サブ F） 発表は 3 分でお願いします。 

 

―― この後、すぐにやるのですか？ 
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（サブ F） まだです。 

 

（F） 2 回目のグループワークがあるので。 

 

（サブ F） では、休憩にしますか？ 

 

（F） はい。もうこれでよろしいでしょうか？ はい。では、これで前半を終了して、休

憩に入ります。どうもありがとうございました。 

 

（サブ F） 何分までですか？ 

 

（F） ええと、10 分間ですから、14 時 30 分からでいいですか。では、30 分から。あり

がとうございました。 

 

（サブ F） 後半のファシリテーターはこちらの方なので、皆さんを 14 時半頃に集めて、

開始の宣言をお願いします。 

 

（休憩） 


