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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。 

 

グループワーク後半 C 班 

 

（サブ F） まだ 14 時半にはなっていませんけれども、もし皆さんがよろしければ、始め

ても大丈夫です。 

 

（F） お揃いですか？ 

 では、よろしくお願いします。読んだほうがいいですか？ 

 

（サブ F） はい。 

 

（F） では、5 番からですね。「地球温暖化の防止のために、自分の暮らしの中でするべき

こと・できること・やってみようと思うことは？」を書き出します。3 分程度を区切って、

ファシリテーターを含めて、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

心がけます。 

 6 番、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。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。 

 7 番、 

 

（サブ F） では、とりあえずそこまでやってみましょうか。3 分計りますね。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） はい。3 分です。 

 

（F） それでは、順に、こちらの方からお願いします。 

 

―― ちょっとだけいいですか？ 3 つに割っておいたほうがいいのではないですか？ 

 

―― ああ、これと、これと、これ。 

 

（サブ F） ただ、 初に線は引かないで、 
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（F） え？ どういうことですか？ 

 

―― あ、だから、「するべきこと」と「できること」と「やってみようと思うこと」とい

うことなので、3 つに割ってもいいかなと。 

 

（F） ああ、紙をですね。 

 

（サブ F） 初に線を引いてしまうと、どれにどのくらい意見が出るか分からないと思い

ますので、 

 

（F） では、なんとなくで。 

 

―― そのつもりで貼っていけば。 

 

（サブ F） では、どうぞ。 

 

―― アカデミックではないですけれども、〔運動して体力をつけて、暑さに強くなる〕。 

 

（笑） 

 

―― 素晴らしい。 

 

―― 素晴らしいですね。 

 

―― 「やってみよう」ですね。私はできないな。どうしよう（笑）。 

 

―― それから、〔電気の無駄使いをしない〕。 

 それから、〔何が温暖化につながりうるか学ぶ〕。先ほど、原因がはっきりしないという

話があったので、つながりうるのは何かということを学ぶべきだと思います。 

 あと、「やってみよう」については、これが効果的かどうか分からないのですけれども、

効果的であれば、やったことがないので、〔打ち水〕。 

 

（F） はい。では、次の方、お願いします。 

 

―― 青組なので、冷たいことを言ってしまって申し訳ないのですけれども、〔ない〕。と

いうのも、求められている CO2 削減量と、節約とか個人ができることの量を考えたとき、
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家庭で使っていると思っている量の数％を削ったところで、家庭で使っていない圧倒的に

大きいところが動かなかったら、焼け石に水だからです。 

 ただ、もちろん心がけは大事です。それをしなかったら、どんどん暴発してしまうのは

目に見えているので。それはそれ、これはこれです。 

 で、「するべきこと」というと、この 2 つかなと思います。もう経済的な強制力をかける。 

 

（F） 〔炭素税〕ですね。 

 

―― 炭素税。 

 それから、さっさと原子力を動かせということです。 

 

（F） ファシリテーターがコメントをしてはいけないのかもしれませんけれども、「地球

温暖化の防止」というのは、私はちょっと設問がよくないと思うのですよ。 

 

―― だから、ここはもう「環境変動」と読み替えておきましょうという。 

 

（F） ええ。それをいくらかでも、リターダーというか、軟化させるため、というふうに

しないと、ちょっと変かなという気がします。 

 すみません。では、よろしくお願いします。 

 

―― はい。「できること」であれば、〔無理のない節電〕。「無理のない」はないほうがい

いかもしれませんけれども。節電がひとつ。 

 あと、これも「できること」でしょうか。〔リユース、リデュース、リサイクル〕。3R で

す。 

 

（F） ああ、3R。資源のほうですね。 

 

―― これも関係があって、〔ごみの分別〕。ごみの分別が（地球温暖化防止に）つながる

かどうか、 

 

（F） いや、なりますよ。 

 

―― たぶんつながると思って書いたのですけれども。この 3 つです。 

 

（F） はい。では、次の方、お願いします。 

 



 - 4 - 

―― はい。〔ごみをできるだけ出さない〕。これは「できること」です。 

 それから、〔食料を無駄にしない〕。 

 〔森林を壊さない〕。これは「するべきこと」かな。と思いました。 

 

（F） はい。では、私ですけれども、個人的にというよりも、ちょっと大きい意味なので

すが、化石燃料の生焚きを回避させたいなと思います。 

 

―― 生焚き？ 

 

（F） Noble Use と言うのですけれども、例えば薬品の材料にまでなるものを、O2とくっ

つけて燃やすというのは、 低の行為だと思うのです。材料として使うべき。こういうこ

とを、ずいぶん大きな声で言っていたのですけれども、 近はなくなってしまいました。

寂しい気がします。 

 

―― 元々化学屋だった人間からすると、石油に代わる材料、これは医薬品からプラスチ

ックまで、というのは現実的にないので、これを燃やしていていいのかと。 

 

（F） いや、そういうことですよ。 

 それから、もうひとつは、原子力は言うまでもなくということなのですけれども、水力

発電を展開したいと思います。理由は、例えば、中国というのはすごい緑豊かな土地だっ

たのですね。で、漢民族が入ってきて、生木を全て燃やしてしまったのですよ。 

 サブサハラの問題、アフリカもそうですね。 近、専門家がコンロの作り方を教えてい

るのですね。今、特にいたいけな娘さんが、片道 20 キロで薪を取りにいって、ほとんどく

たびれてしまっている。地球環境にも悪いし。水力だったら、起きた電気をニクロム線で

いいわけですから。現に、ヒマラヤの山崩れを防止するために、ネパールではかなりやっ

ているのですね。そんなことをやりたいなと思います。私は以上です。 

 

（サブ F） すみません、確認です。〔化石燃料の生焚き回避〕というところがあまり分か

らなかったのですけれども、エネルギーとして燃やさず、材料として使ったほうがいいの

ではないか、ということですか？ 

 

（F） そのほうが分かりやすいですね。その通りです。 

 

（サブ F） では、これをここに貼らせてもらいますね。 

 

（F） では、言い忘れたご意見はありませんか？ その後、グルーピングしますから。 
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（サブ F） そうですね。今、「するべきこと」「できること」「やってみようと思うこと」

でグルーピングされているので、ここからまた内容別にグルーピングされるようでしたら、

していただいて、その後、それに基づいて意見交換をしていくことになります。 

 

（F） ご当局はこの 3 つを分けたいと思っているのですか？ 

 

（サブ F） 皆さんにお任せでございますが。 

 

―― 「するべきこと」はある程度線が引けると思うのですけれども、「できること」と「や

ってみようと思うこと」というのは、不可分というか、できもしないことを誰もやってみ

ようと思わないでしょうという。 

 

―― どちらに線を引くかですよね。 

 

（サブ F） 別に線を引かなくてもいいですよ。 

 

―― なんとなく、点々にしておいて、どちらかといえばこちら寄り、あちら寄り、くら

いはできるでしょうけれども。 

 

（F） それでは、ひとつのアイディアなのですけれども、自分の身の回りでやれることっ

てありますよね。それから、少し外向きにもはたらきかけないと実現しないこと。そうい

う分け方をしてみるのはどうでしょうか。 

 

―― 暮らしの中で、 

 

（F） 〔打ち水〕は自分でできますよね。 

 

―― 自分 1 人でできるかとか、地域でできるかとか、家族でできるかとか、どんどん広

がっていくと。 

 

（F） ええ。 

 〔森林を壊さない〕などは、なかなか自分ではできないですよね。はたらきかけないと。 

 

（サブ F） 社会で、 
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（F） ええ。そうですね、社会的なアクションと身の回りでやれること。ちょっと選別し

てみましょうか。 

 

―― どちらかからやりましょうか。こちらが小さい話ですね。 

 

（F） 〔炭素税〕、税制などもそうですね。 

 

―― 税制も、それからさっさと原子力を動かせというのも、個人でどうこうなるもので

もないので。 

 

（サブ F） その分け方でよろしいようでしたら、ファシリテーターさん、分けてみていた

だいていいですか。 

 

（F） お願いしてもいいですか？ 見ていると、お上手なので。私、駄目なんですよ。 

 

―― いえいえ、とんでもないですよ。 

 では、この辺が、あれですね。 

 

（サブ F） あとで直書きでタイトルをつけてください。 

 

―― 〔何が温暖化につながりうるか学ぶ〕は、「できること」かな。 

 

―― これは両方でしょうか。 

 

（F） （自分が）学ぶ、（周りに）学ばせる。 

 

―― 〔電気の無駄使いをしない〕も、両方かかりそうですよね。 

 

―― まあ、でも、どちらかと言えばそちらでしょう。 

 

―― 真ん中があってもいいですよね。 

 

（F） ああ、中間領域ですね。 

 

―― 真ん中もありますよね。 
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（サブ F） では、もう少しこちらにしましょうか。（付箋の位置を調整する） 

 

―― 〔ごみの分別〕。 

 

―― それはたぶんこちらですね。 

 これは何でしたっけ？ ああ、〔水力発電の展開〕か。それはこちらですね。 

 

（サブ F） 大きく「水力発電」と書いてもいいですか？ 

 

（F） ええ。すみません、字も声も小さいので。 

 

―― これは、 

 

―― ど真ん中にしましょう。 

 

―― これは「身の回り」ですね。 

 

―― なんとなく分けてみたのですけれども。 

 

―― ええ。いいですね。 

 〔ない〕というのと、〔心がけは大事〕というのは、 

 

―― 真ん中ですね。 

 

―― もう、〔ない〕は向こう側でいいんじゃないですか？ どちらかというと「身の回り」

寄りですね。 

 

―― これとこれはセットな感じがします。 

 

―― そうしたら、〔ない〕というのは下のほうに貼っておきますか？ 

 

―― こういうふうに、 

 

―― ああ、まとめに近いところに置きますか。 

 

（笑） 
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（F） 〔ない〕というのは、「防止」と言ったらできることはないと思うのですよ、私は。 

 

―― ええ。「防止」と言って、本当に強烈に効くほどかと言われたら、 

 

（F） 特効薬はないですよね。（温暖化は）天の節理ですよ。 

 

―― 社会レベルで動かないとどうしようもないという意味で、私は〔ない〕と書いてい

るので。 

 

（F） それはあります。 

 

―― ただ、それとは別に、やはり心がけていなかったら、皆が何も気にせずに使い続け

ていたら、絶対に社会全体としては動かないので。 

 

―― 動かないですよね。 

 ああ、いいじゃないですか。面白く分けられましたね。 

 

（F） これも非常に大事なことだと思いますけどね。 

 

―― ああ。学ぶということですか。 

 

（F） 学んで、アクションする。学ばないでアクションすると、限定的ですよね。 

 

―― 学ばずにアクションしようとすると、すごく独善的な、プロに言わせたら、そんな

のは何の足しにもなっていないということになりますから。 

 

（F） ここをつなげてもいいですか？ そういう意味では、限界があるのですよね。もう

ちょっと、こう、見ているといいなという。これがこうなっていると思うのです。 

 

（サブ F） あまり早いうちにまとめてしまうとあれだから、もう少し待ったほうがよくな

いですか。 

 

―― まだまだ増えるのですよね。 

 

（サブ F） まだまだ意見が出ます。 
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―― まあ、専門家サイドからすると、何が温暖化につながるのかということと、結果と

してどういうリスクが、暑くなるだけではなくて、先ほど散々出たようなことが、どうい

うふうにつながっていくのかということまで、できれば、もう少し知ってほしいという思

いはあります。 

 

（サブ F） 学ぶことの内容ですか？ 

 

―― ええ。内容として、原因だけではなくて、結果も。「温暖化」としか言っていないけ

れども、という。 

 

（サブ F） もっと幅広くということですか？ 

 

（F） そうですね。 

 

（サブ F） あ、ちょっといいですか？ 今日の話し合いは、できるだけ一市民の立場から

ご発言をお願いいたします。 

 

（F） ああ。 

 

―― あれですよね、結局、温暖化というのは、何でしたっけ、言葉を変えると、「地球環

境変化」という意味ですね。それを、ひとつの温暖化という現象として捉えるならば、二

酸化炭素のせいだろうと言われているわけですよね。でも、それは本当かどうか分からな

いわけですよね。で、それを学ばないといけないわけですよね。 

 

（F） 因果関係を逆に言う人もいるわけですね。 

 

―― だから、〔何が温暖化につながりうるか学ぶ〕と書きました。 

 

―― そうですよね。だとすると、それ（二酸化炭素が原因）が本当かどうかによって、

こういうことはまったく無意味になってきますよね。 

 

―― ああ、なるほど。 

 

―― それが違うという話になった場合は。 

 



 - 10 - 

（F） 違った場合でも、私は、これは別の議論だと思うのですよ。 

 

―― もちろん、無意味な可能性もあるのです。つまるところ、保険にお金を払うのと同

じ感覚なのですよ。 

 

―― そうですよね。 

 

（F） あるいは、1 万円の買い物をするのに、5 円、10 円を議論するのと似ているような

感じですね。 

 

―― ただ、こういう意識を研究者も市民も全員が持つことで、どれがいいのかというこ

とがどんどん追及されていって、分かってくるのかなと思うので。 

 

―― そうですよね。それは重要な話ですよね。 

 

（F） CO2で言ったら、日本は優等生なのですよね。その一方で、だらしなく出している

国がおいしい思いだけをしているのですよね。 

 

―― いや、「優等生だった」ですよ。 

 

（F） そうですか。私は今でも優等生だと思うけど。 

 

―― だった、ですよ。 

 

（F） そうですか。 

 特に、ドイツで壁が壊れましたよね。東側にいた人たちは、じゃぶじゃぶ使っていまし

た。で、基準年は 1990 年だったのです。日本は、二度のオイルショックの後で、「乾いた

雑巾」と言われているのですけれども、要は、ある生産物を作るときのエネルギー原単位

がものすごく少ないのです。一方で、それなりにじゃぶじゃぶ使っていた国は、おいしい

ところを基準年にしたので、雑巾がびちゃびちゃに湿っている国と、カラカラの国があっ

て。 

 

―― ふーん。 

 

（F） しかも、排出権取引で、それをマネーでやり取りする。日本国民はいい面の皮だな

と。それを税金で賄ったら。あるいは、産業製品にプライスで跳ね返っていたら。 
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 火力なんかだと、アメリカの石炭火力とか、中国の石炭火力はべらぼうに出しています

からね。日本がかなりお利口にやったところで、グローバルで見たら、効果は小さい。 

 

―― まあ、結局お金の問題になってしまうのですよ。アメリカとかあちらの国は、自分

のところで石炭を掘れるので。日本の場合、どのエネルギー源にしても持ってこなければ

いけないので、LNG を効率的に燃やすことを考えたのですけれども、自分のところで掘れ

るのだったら、それが一番安いわけです。しかも、あちらは炭鉱ではなくて露天で掘って

いますから、余計安いのですね。 

 

―― ちょっと、「自分の暮らしの中で」というテーマが、 

 

―― どうやって展開していきましょうか。 

 

（サブ F） 話が、全体的なこととか、国際的なことのほうにだいぶ行っているようですが、

少し身近なところに引き寄せてはどうでしょうか？ 

 

（F） そうですね。 

 

（サブ F） それから、他の方が出した意見を見て、また何かご意見があるかもしれません

から。 

 

（F） では、「社会的なアクション」と、「身の回りのアクション」と、 初に取り掛かる

のはどちらがいいですか？ 

 

―― 質問が、「暮らしの中」なので。 

 

（F） では、こちらから行きますか。 

 

―― あと、ちょっと私にはよく分からないことがあるので、考えやすいのはこちらかな

と。 

 

―― 「身の回り」から入るべきですね。 

 

（F） 「身の回り」から行きますか。では、「身の回りのアクション」でお願いします。 

 

―― 例えば、〔ごみの分別〕に関して言えば、東京の人だと、多少自治体が違っても、ど
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こでも、下手をすると鬱陶しいくらい分別しているので、いいのでしょうけれども。田舎

に行くと、逆に、そこまで分別してくれない。集めてくれないとどうしようもないときも

あるのですよ。分別してくれるところまで、車で持っていって分別していたら、何をして

いるか分からなくなるので。 

 

（F） 人口密度が低いから。 

 

―― そうすると、「燃やしてしまえばいいじゃん」ということにもなりかねない。この手

のことは、やりたくてもできない人もいるのですよね。 

 

（F） ええ、田舎の人だとそうですよね。 

 

―― ああ。 

 

（F） あと、特にポリ容器は、資源として回収するはずが、中国に流れてしまっているの

ですよね。実はサイクルが回っていないのです。古新聞もそうですね。 

 

―― それを言い出すとかなり厄介な問題があって、 

 

（F） 3R はかなり嘘になっていますね。 

 

―― たぶん話が別のほうに流れるので。後でビール片手にいくらでも話しますけれども。 

 

―― はい、お願いします（笑）。 

 

―― だから、心がけのレベルとしてものすごく大事である一方で、皆ができるかどうか

という話と。それで問題が解決できるかどうかというと、素直にはいとは言えない。 

 

（F） その間に、やはり行政が真面目にやるということではないかと思うのですよ。 

 

―― で、ここにも書きましたけれども、行政のお尻を叩くのは、結局全体的な流れなの

で。 

 

（F） 個人の方が一生懸命努力しても、3R が実は回っていません、では、いい面の皮で

すよね。失礼ですよね。 
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（少し沈黙） 

 

（F） あとは、ちょっと白けたら申し訳ないのですけれども、牛乳パックを水で洗って、

というのは、エネルギー的にはかなり損なのですよね。なさっている方は多いかもしれな

いですけれども。 

 

―― 洗って、開いて、乾かしてというやつですか？ 

 

（F） ええ。エネルギー的には相当損なのですね。痛いんですよ、実は。 

 

―― どういう仕組みですか？ 

 

―― いや、あれは、損というより、問題の焦点がずれてしまうのですよ。 

 CO2 だけを見ていれば、木から牛乳パックを作るときは、木の残りかすを燃やしてエネ

ルギーを賄える。木から出る CO2というのは、せいぜい 50 年前に空気にあったもの。なの

で、全体としては CO2はそんなに増えない。長いサイクルで見れば CO2は増えないのです

けれども。 

 

（F） カーボンニュートラルというやつですね。吸収した分が成木になって燃えているの

で、ということです。タイムラグはあるけれども。 

 

―― 古紙をやろうとすると、外からエネルギーを突っ込むので、石油を燃やしてしまう。

それは、何千万年前に地面に埋まったものなので。 

 

―― じゃあ、牛乳パックをリサイクルすること自体が、 

 

（F） あと、水道料金が高いでしょう。要は、上水を作るのに金がかなりかかっているの

ですよ。だからエネルギー全体が、 

 

―― ただ、それとは別に、じゃあ新しい木はどこから来ているのかと。だから話が別の

ところに行ってしまう。 

 

―― 牛乳パックをリサイクルすることは、結局エネルギーの無駄使いになっているとい

うことですか？ 

 

（F） 実はなってしまっているのです。それは、推薦されるべき行為でしょう。でも、そ
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れを面と向かって言う方が少ないですよね。 

 

―― あれですか、要は回収して、 

 

（F） 川の水で洗うならいいと思いますよ。 

 

―― 回収するのはいいのだけれども、それを他のものに使う、転用する場合に、余計な

手間があるから、ということですよね？ 回収するまではいいとして。 

 

（F） ええ。そこに行くまでにきれいにしますよね。 

 

―― はい。転用の過程で、ということですよね。簡単に言ってしまえば。 

 

（F） だから、先ほど話があったように、燃やしてしまったほうが実はコストは小さいと

いう場合も、結構あるのですね。 

 

―― ただ、それを言い出すと、その木はどこから持ってきたのか、とか、いろいろな問

題が始まって、すごい勢いで拡散するので。このくらいにしておいて、あとは酒を飲みな

がらやりましょう、でいいと思うのですけれども。 

 

（F） そういう意味で、学ぶことは大事だと思うのです。だって、一生懸命やっていて、

実は、だったら、気分が悪いですよね。一生懸命やっているのに、という。 

 

―― なんか、もったいないですよね。ペットボトルもそうですけれども、あれだけ広ま

って、やっとやっている人が増えているのに、実は資源が…、まあ中国とか田舎の話は、 

 

（F） 特に、3R は田舎ではうまく回っていないですよね。 

 

―― ものによって、リサイクルコストと新生コストのバランスが全然違うので。有名な

ところで言うと、アルミ缶はボーキサイトがとんでもなく電気を食うので、確実にリサイ

クルコストが勝てますし。鉄でもかなり有利なくらいですね。だから、ものによって、努

力する重みが全然違う。それこそ、ガラスは極めて優等で、いわゆる液ビンは洗えば終わ

りなので、めちゃくちゃリサイクルコストが、 

 

（F） 昔はそうだったのですよね。 
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―― 今は、リサイクルはするけれども、リユースはしませんからね。 

 

―― 何をすることが、資源を本当に守っていることになるのかを学んで、これはやって、

これはやらなくていいというのを、 

 

（F） 行政も真面目にやると。 

 

―― やっぱり、努力できる量は知れているじゃないですか。絶対的に。それを 大限に

効率化してほしいというのもありますし。 

 

（F） 何時まででしたっけ？ 

 

（サブ F） 15 時半までです。 

 

（F） では、ぼちぼちこちらの話に行きますか。「社会的アクション」。 

 

―― 質問があるのですけれども。資源を大事にするとか、この辺のごみの話が、どうい

う仕組みで地球温暖化とか、まあ環境にいいでもいいですけれども、につながるのかとい

うのは、まだピンと来なくて。 

 

（F） 資源の問題と、エネルギーの問題があると思うのですね。 

 エネルギーの問題は、すぐお分かりになると思うのですね。エネルギーをどうやって作

っているかというと、今はこれが多いですけれども、これが今はぐっと休んでいて、これ

はちょっと低調になっていますよね。 

 

―― 例えば、プラスチックも元々は石油でしょう。だから、直で燃やせばエネルギーに

なるものが、形を変えてそこにあるだけで、どちらにせよ化石資源だった。燃やせば 終

的に CO2になってしまいますから。 

 

（サブ F） すみません、今、何ておっしゃいましたか？ 

 

―― 資源を大切にすることが、 

 

―― それがトータルで、 

 

（F） なぜ地球の環境に役に立つかと。いい質問ですよね。 



 - 16 - 

 

―― なんとなく分かるようで…。 

 

―― ガラスは、原料は砂ですけれども、作るときにかなりのエネルギーを突っ込んでい

るので、それを無駄なく使うということは、 終的に、その突っ込んだエネルギーを効率

よく使うことになるので。 

 

―― 作るエネルギーを減らすことが、これ（温暖化防止）につながる？ 

 

（F） そうですね。作るエネルギーは、例えば電力や、ただ燃やすだけの場合もあります

けどね。蒸気ボイラーなどもあるけど。 

 

―― 要は、発電量を下げることが、これ（温暖化防止）になるということですね？ 

 

―― まあ、全体として。発電に限りませんけれども。ただの熱として使っているものも

ありますから。 

 

（サブ F） 作るときのエネルギーを減らすことにもなるから、というのが答えですか？ 

 

―― まあ、大雑把に言えばそうですね。 

 

―― これって、私だけが分かっていないのですか？ 

 

―― いやいや、たぶん皆さん同じだと思いますよ。 

 

―― 発電量が下がると、 

 

（サブ F） 発電ではなくて、電力の消費ですよね？ 

 

―― エネルギー全般です。別に電気を使っているとは限らないので。例えば、鉄を作る

ときは、基本的には電気を外から持ってこないわけですよ。ほとんど石炭でやってしまう

ので。全体的に言うと、石炭で燃やせば 後は CO2 が出てくる。とにかく、突っ込むエネ

ルギーを減らすということが、 終的に、まあ、おおむねエネルギーを使えば、CO2 につ

ながるので。 

 

―― ということは、今は、CO2 が原因だから、という前提で話しているのですね？ そ
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こが分からなくて。 

 

（F） おっしゃる通りです。 

 

―― 結局、先ほど私が言ったように、この辺の話やこの辺の話は、CO2 が犯人だという

前提の下での話ですよね。 

 

―― それが前提です。前提がはずれでした、となったら、皆まとめて無駄な努力になり

ます。はっきり言って。 

 

―― この議論の意味がなくなってしまう。 

 

―― 先ほど、本当に CO2 なのか、という話があったので、なんかそこが腑に落ちなかっ

たのです。前提なのかな、というのがあって。 

 

―― 「たぶんお前が一番黒いぞ」と言っているだけで、「お前が黒だ」とまでは言ってい

ない。 

 

―― そうですね。 

 ええと、先ほどの、温暖化が先なのか、CO2 が先なのかという議論は、どなたがおっし

ゃっていましたっけ？ 

 

（F） ああ、言っていましたけれども、その議論があるのですよね。 

 

―― それがちょっと分からないのですけれども。分かりますか？ 

 

―― ええと、鶏と卵に近いのですけれども、例えば、海水中に溶け込むことができる二

酸化炭素の量は、冷たければ冷たいほど多いのです。冷たい水のほうが、二酸化炭素が溶

けるのです。冷蔵庫に入れてふたを開けておいたコカ・コーラと、日中外に置いておいた

コカ・コーラと、どちらが先に炭酸が抜けるかといったら、絶対に外に置いてあったほう

が先に抜けます。ということで、温まったから二酸化炭素が増えたのか。一方で、二酸化

炭素が増えたら温まるだろうという理屈も立っているので、 

 

―― ああ、オゾン層に穴が開くのですよね。 

 

―― いや、そうではなくて。CO2は赤外線の吸収が大きいので、 
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（F） 温室効果ですね。 

 

―― 温室効果です。オゾン層に穴が開くのはフロンです。 

 ええと、どちらが先かという議論は、確かに疑問を挟む余地があるのは事実です。 

 

―― ふーん。それは学者同士で、こちらが正解だ、間違いだという議論はあるわけです

か？ 

 

―― あるのですけれども、ただ、皆が頭を寄せ集めて考えた結果、（二酸化炭素を）増や

したほうが先だったのではないか、というのが圧倒的多数意見です。 

 

（F） そうですね。 

 

―― CO2を増やしたほうが、ですか。 

 

―― 間違いなく、人間が、何千万年も眠っていたものを持ってきて、火をつけた事実は

あるので。人為的に増やした量があって、 

（F） あ、こういうことでいいですか？ やはり学ぶことが大事だと思うのですよ。で、

こう。どうでしょうか？ 

 

―― え？ 

 

（F） 今みたいな議論をすることは大事だと思うのです。 

 

―― ああ。 

 ということは、温暖化は CO2 が原因じゃないということは、元は何が原因で温暖化が起

きて、CO2が出た、という議論になっているのですか？ 

 

―― だから、あの、人為的、 

 

（F） 例えば、今から 6000 年くらい前、縄文時代は、今より海水面が 2 メートルから 7

メートルくらい高かったのです。そのときに、CO2 をガンガン出しているはずはないです

よね。山火事はあったと思いますけれども。ただ、山火事は、先ほど話があったように、

カーボン（ニュートラル）、行って来い、ですよね。自分が吸着したものを燃やしても仕方

がないので。一番大きいのは、太陽の周りを地球は回っていますよね。公転軌道は円では
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ないのですね。だから、遠いところを回る楕円軌道のときにはどんどん冷たくなる。その

影響もものすごく大きいですし。だから、前の間氷期のときは、今より海水面は 100 メー

トルくらい下だったのです。もっと派手に。 

 

―― ただ、今温まっているのが人為的な要素によるものだったとすると、今のままどん

どん CO2 を増やしていったら破滅的になるから、犯人はよく分からないけれども、白黒が

ついた頃にはとんでもなくやばくなっている可能性があるから、今からケアしよう。そう

いう発想です。 

 

（F） 生焚きが派手になったのは、産業革命以降ですね。200 年です。その排出量だけを

見ると、ぐっと上がっています。 

 

―― で、その量はある程度分かりますからね。石炭を燃やした量とかは。 

 

（サブ F） すみません。温暖化が先かどうかというのは、炭酸水の話は分かったのですけ

れども、過去の地質でよかったですか？ 

 

―― 地質というか、南極の氷床コアです。 

 

（F） ああ、あの話。O の 18 の話ですね。 

 

―― O の 18 と CO2の絶対量の話です。 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、今、こういう流れになってしまっていますけれども、

いいですか？ 

 

（F） いや、いいんじゃないですか。 

 

―― O の 18 って何ですか？ 

 

―― あの、後で飲みながら解説します。 

 

（サブ F） 軌道修正もファシリテーターの仕事ですから。 

 

（F） いや、いいんじゃないですか。 
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（サブ F） テーマからだいぶ離れましたけれども。 

 

―― 要は、南極の氷をボーリングしたら、過去の CO2 濃度と、温度の傾向は分かります

よという話です。過去の傾向というのは、もう、ほぼ実測値ですね。 

 

―― その話は省きませんか？ その話は難しいですね。やめておいたほうがいいですね。 

 

―― あとでビールを飲みながらやりましょう。 

 

―― やめたほうがいいですね。難しいですね。 

 

（F） この話はもうやめたほうがいいですか？ ご当局から怒られているのですけれども。 

 

（サブ F） 今申し上げたのは、温暖化の原因のほうに話がだいぶ踏み込んでいますけれど

も、また先ほどの、 

 

（F） 私は（今の話は）大事だと思っているのですけれども。 

 

―― 今ここで議論するのは避けたほうがいいかなと思うのですけれども、原因が分から

ないと、個人の努力もできないので、 

 

―― そうですよね。 

 

―― こういうことを議論するのは大事かなと思っているのです。 

 

―― でも、当然の疑問ではあると思うのです。だって、結構面倒くさいじゃないですか。

ごみは分別しないで捨てたほうが楽に決まっているのですから。その努力が、あさっての

方向を向いていたら、皆いやになるので。それは当然の感覚だと思います。 

 

（F） ファシリテーターの分際で、ちょっといいですか。 

 本当のことは分からなくても、例えば、グリーンランド氷床が融ける臨界点を超えてし

まったと。それが、もしこういった努力で守られていたとしたら、子孫のために泣きを言

うよりは、今やれることをやるべきだし。 

 それから、そういうこととは無関係に、もう馬鹿な行為はやめたほうがいい。電気がほ

しかったら、他のやり方があるよねという気持ちが強いですね。 

 だから、「防止のために何ができるのか」というのは、ちょっとカチンとくるのですね。
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それで、こんなことをしているのです。もっと大きく議論すべきであると。 

 

―― それはプロサイドとしては当然のご意見だと思うのですけれども、市民サイドから

考えれば、自分たちの努力の方向性は当たっているのか？ と思わないほうがおかしいで

す。 

 

（F） だから、「STOP THE 温暖化」なんて、ちょっとこれは役所としてはよくないと私

は思いますね。「ストップ」は無理ですよ。ブレーキをかけるくらいで。 

 

―― IPCC も、絶対に止まらないと言っています。 

 

（F） 国の税金で作っているこんなに立派なパンフレットで言うことかと。なめんなよっ

て。もうちょっと本音を話して、努力していただくのが一番いいと思いますけどね。こう

いう脅しみたいなことをしないで。 

 

―― でも、あれですよね、こちらの話になりますけれども、日本ばかりがこれをやって

いても意味がないわけで。中国なんて、垂れ流し状態なわけですよね。 

 

（F） そうですね。 

 

―― ですよね。そうすると、結局、こちらのほうに話が進んでくるわけですよね。 

 

（F） そうですね。例えばですけれども、石炭火力発電所で、日本みたいな公害対策をす

ると、だいたい 3 割上がってしまうのです。3 割上がるのだったら、3 割分電気ができるユ

ニットがほしいと言うわけですよ。 

 それから、発展途上国は、お前たち（先進国）が余計なことをしたからこういうことに

なったんだ、どうして俺たちがやる権利を、 

 

―― 同じことをする権利がないんだ、と言って、 

 

―― まあ、そうですよね。言いますよね。 

 

（F） そういう意味では、例えば円借款とか、公害対策を無償で進めるとか、そういうや

り方はあると思うのですね。 

 

（サブ F） すみません、これはどこに貼りましょうか？ 発展途上国からの不満、不満と
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いうか、 

 

（F） まあ不満もあると思います。 

 

（サブ F） そういう書き方で大丈夫ですか？ ざっくりした書き方ですけれども。 

 

（F） いいんじゃないですか。発表は、 

 

―― 発表はどちらから？ 

 

―― 頑張ってください。私は、（発表のときに）ふざけんなって言ってしまうかもしれな

い。 

 

―― 後半をやってもらってもいいですか？ 

 

（F） まあ、こういう議論は大事だと思うのです。 

 

―― 一番は、要するに、これになるのですよね？ 

 

（F） まあ、そうですね。 

 

―― いろいろああでもない、こうでもないと言っていますけれども、とにかく問題の実

態をちゃんと学ぶべきですね、というところが、全部ではないですけれども、ひとつの集

約ポイントにはなると。 

 

（F） で、諸々のことを考えると、今、設備として整っている原子力が動いていない状況

はものすごく大きい。こういった努力が少ないとは言いませんけれども、影響、効果はも

のすごく大きいですよ。建設するのに結構金がかかるわけです。で、燃料費は割と安いの

に、今は止まっていますから。 

 

―― これは原子力側の学者だからということではなくて、純粋に数字の問題として、家

庭でやっている努力というのは、今止まっている原発を動かせば、全て吹っ飛ぶくらいの

力を持っているので。 

 

―― 話は飛ぶのですけれども、ここに書いてあることは、皆さん全部やっていますとい

う前提ですか？ 
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（サブ F） 個人で、という意味ですか？ 

 

―― はい。 

 

（F） 日本はかなりやっているのではないですか。 

 

（サブ F） 「日本は」ではないですね。「私は」で話しましょう。 

 

（F） ああ。 

 

―― これも、どこまで言うべきか、だと思うのですよ。 

 

（F） （私は）半分くらいはやっています。 

 

―― 普通の家から出すごみは、たぶん、皆さんそれなりに分別していると思うのです。

強制的にというのも含めて。（分別しないと）持っていってくれないということも含めて。 

 

―― 自分がやっているかどうかということで、この「自分の暮らしの中で」というとき

に、 

 

―― だけど、例えば、 

 

（サブ F） 今お話し中ですよね。遮るのはやめましょう。 

 

―― 例えば、できていないとか、今はできていないけれどもやってみようと考えていた

場合に、こうすればもっとやるようになる、というのも、この質問の答えになるのかなと

思って。 

 

（F） ああ、それはそうじゃないですか。 

 

―― だから、家庭から出すごみは、おおむね分別しているというか、させられていると

いうか。でも、例えばビジネスとかで歩いているときに、コンビニで飲み食いしたものを

ちゃんと分別しているのかと言われて、間違いありません、全部していますと言える人が

どれだけいるのか。私は、とてもじゃないですけれども、そんなことは言えません。だか

ら、家ではしているかもしれないけれども、生活全てにわたって、パーフェクトにしてい



 - 24 - 

ますかと言われら、うーん、っていう。家庭では、分別しなければ集めてくれなくなって

いますから。 

 

―― そうすると、例えば、分別が本当にこれ（温暖化防止）につながるのであれば、も

っと分別するようにできることってあるわけじゃないですか。 

 

（F） ただ、その効果は少ないですよね。はっきり言って。 

 

―― まあ、だから、できることは〔ない〕と言ったのですけれども。でも、心がけなか

ったら始まらないので。 

 

（F） いや、だから、この命題がすごく誘導的なのですよ。「自分の暮らしの中で」とい

うのが。 

 例えば、炭素税を制度化したらどうですかというのも、アクションといえばアクション

ですよね。日常生活ではないけれども。 

 

―― 税金が跳ね上がるぞと言って、果たして皆が、どうぞやってくださいと言うかどう

か。 

 

（F） 例えば、この〔さっさと原子力！〕、つまり、しっかりした原子炉なら早く動かし

てください、というのもアクションといえばアクションだと思うのです。施主は一体何を

求めているのか。このテーマでやると、私の中で、ものすごくみみっちい議論に見えてし

まうのです。それだと全然面白くないので、ファシリテーターの権限じゃないですけれど

も、怒られながら、話しているのですけれども。 

 

（サブ F） 少しずらしてもいいですか？ こことここを少し。 

 

―― ここは、矢印がこちらを向くのか、あるいは、こちらから矢印がこう返ってくると

いうのもありますし、ここから矢印がこうなる場合もある。ここをやってみなければ、全

然分からないということですよね。ここからそちらに発展するのか、逆に、こちらからこ

ちらに返ってくるのか。 

 

（サブ F） 全体の問題から身の回りのアクションのほうに矢印が向かうのか、逆なのか、

ということですね。 

 

―― で、できることが〔ない〕となったら、矢印の向き的には、こうなるかもしれない
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のですけれども。 

 だから、1 番はこれになってしまうのでしょうか。矢印の向きによりますよね。 

 

（サブ F） 今、1 番とおっしゃったのは、〔学ぶことは大事〕という付箋ですか？ 

 

―― はい。こういうことを我々が知るということですよね。まあ、学ぶというか、まず

は知ることですよね。これを知ったからこれができるのか。逆に、これの結果が出ている

なら、こちらにつながるわけですよね。 

 であれば、我々にできることと言ったら、これしかないんじゃないですか。 

 

―― 学ぶこと。 

 

―― はい。 

 

―― まあ、3R なりなんなりをして、どれくらい CO2が減らせそうかというのは、そちら

の専門の人が数字を出しています。今は手元に資料はないですけれども。 

 

―― 今のお話だと、ファシリテーターさんとこちらの方の話が、納得する部分が結構、

まあ、私が知らないので納得したとして。そうすると、このテーマから、まずここに飛ん

でしまいますよね。ただ、〔ない〕でいいのか、ということじゃないですか。皆がそれで納

得するならいいですけれども。 

 であれば、まずここに飛んだ後に、こちらに飛んで、そこから、これらの努力が全部駄

目なのであれば、新たなものを出さないといけないですよね。という流れ、こういう政策

とか、社会的なことに行くのが理想という話になりますか？ 

 

―― そうですね。 

 

（F） 私もそう思うのですけど、やっぱり「STOP THE 温暖化」とか、「防止」は無理だ

と思うのです。そうすると、ストレートに行くと、この命題に対しては、できることは〔な

い〕。だけど、やれることはやろうじゃないですかと。それはとてもいいと思うのです。そ

のときに、「身の回りのアクション」と、もうちょっと「社会的アクション」があるのでは

ないかと。 

 

（サブ F） 〔ない〕けど、ここから始まって、新しいことをやろうと。 

 

―― せっかくこういう意見を出したのですけれども、なんとなく、これは全部否定され
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ている気がするので。 

 

（F） いや、否定ではないですよ。 

 

―― もしかしたら（温暖化防止に）つながるかもしれない。 

 

―― このレベルの話なのですよ。 

 

（F） 〔心がけは大事〕ですか（笑）。いや、もうちょっと効果はあると思いますけれど

も。影響・効果は小さいけれども。 

 

―― ただ、ここからもう 1 回、もっといい方法を考えないといけないのだなと思うので

す。 

 

（サブ F） 「身の回りのアクション」のもっといい方法を。 

 

―― それで、こことかここにつながる方法を考えないといけないのだと思います。 

 

（サブ F） そろそろ見える化やグルーピングをもう少し徹底していきたいのですが、今、

そちらの方が、 

 

―― ごみの問題は、温暖化関係や地球環境変動の問題だけで言ったら、エフェクトは確

かに数字を見ると薄いのですけれども、 終処分場は足りているのかとか、そちら側の問

題ともリンクするので、ちょっと「無意味になる」というのは誤解かなという気がします。

まあ、それを深めるのはこの場の議題とは違うと思いますけれども。 

 

（サブ F） 今、そちらの方がおっしゃったような、こういうふうにつながっていくのでは

ないかということを軸にして、 

 

（F） こちらの方が 初におっしゃっていて。 

 

（サブ F） そうですね。お二人がおっしゃったことを軸に、もう少し見える化をしていっ

たらどんなものでしょうか。 

 

（F） それはここでいいですか？ 
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―― ええ、もう全然。 

 

（サブ F） そちらの方のご意見もよく聞いてやってみたらどうかと思いますが。 

 

―― とりあえず、境界が不明瞭なので。 

 

―― とりあえず、これをどこかとつなげて、移動したほうがいいですよね。 

 

（F） まず、これを剥がして、もう少し上のほうに貼りましょうか。このテーマ名に直結

するような位置に。 

 （グルーピングを）お願いします。 

 

―― いやあ、もう、 

 

―― 〔ない〕からスタートして、 

 

―― 学ぶ、学ぶ。この辺は「学ぶ」ばかりですね。 

 

―― この辺も上のほうにずらして、 

 

―― これも「考えましょう」だから、こちらかな。 

 

―― ここがひとつの塊ですよね。 

 これは？ 

 

―― これはどうしましょうか？ 

 

（サブ F） まあ、この話の派生で出てきたものだから、この下のほうにあればちょうどい

いかなとは思いますけれども。 

 

―― あと何分ですか？ 

 

（サブ F） あと 10 分くらいあります。まだ大丈夫ですよ。 

 これは何て書いてあるのですか？ 

 

（F） 〔炭素税〕。タックスです。 
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（サブ F） タイトルをどこかに直書きしたほうがいいかもしれませんね。 

 

―― とりあえず仮決めして、囲みますか？ 境界が見えてきたので。 

 

（サブ F） そうですね。 

 

―― とりあえずこう来て。どこまでですか？ 前提はそこですね。 

 

―― これは色を変えたほうがいいかな。 

 

―― この辺まででしょうか。 

 で、それは、 

 

―― どこまでいけばいいですか？ 

 

（F） ここまででしょうか。 

 

―― これも入りますか？ これは別ですか？ うーん。 

 

（F） まあ、入るのかな。 

 

（サブ F） 点々にするとか。 

 

―― あ、そうしたら、これは囲むのはやめますか？ 

 

（F） ああ、そうしますか。 

 

（サブ F） ええ、別にはみ出していてもいいですよ。 

 

（F） で、こうやって点々くらいにしますか。 

 

―― 後半の発表はお願いします。難しいですよね。 

 

―― 逃げた。 
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―― こういうことでしょうか。 

 

（F） なかなかいいんじゃないですか。 

 

（サブ F） もうよろしいですか？ タイトルは？ 

 

―― タイトルは、こことここだけ考えれば、あとは貼ってある通りでいいかなと。 

 

―― では、ここはどう書きましょうか。「学ぶ」。違いますか？ 

 

―― 「学ぶ」というか、「まずは知る」とか、そんな感じですね。 

 

―― 今の答え。今は〔ない〕と。 

 

―― うーん、「ないかも」みたいな感じでしょうか。 

 

―― どういう言い方がいいのかな。「自分たちの」とか、「私たちの」という主語がつい

ていたので。 

 

―― この辺にタイトルを書くスペースを作って、ここに何かタイトルをつけましょう。 

 

（F） 「温暖化防止」と言われると、「できることはない」がいいんじゃないですか。だ

けど、心がけは大事なので、いろいろやりましょうよと。 

 

―― それがタイトルですか？ （笑） 

 

―― そうしたら、ここに、「テーマに沿うと」とでも書けばいいのでは。 

 

―― 「テーマに沿うと」。 

 

（サブ F） 「テーマに沿うと、できることはない」というふうにつながっていくわけです

か？ 

 

―― はい。 

 だけど、それではまずいから、ということですよね。 
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（F） ええ。 

 

―― ああ、いい流れですね。じゃあ、書きますよ。「テーマに沿うと」。（書き込む） 

 で、ここは、何だっけ？ 先ほどおっしゃっていましたよね。 

 

（F） 「学ぶ・知る」。 

 

―― 「まずは知る」。 

 

―― まずは、（書き込む） 

 

―― 「まずは知る・学ぶ」とでも書けばいいでしょうか。 

 

―― はい。こちらはあのままでいいですか？ 

 

（F） いいんじゃないですか。表札がついているので。 

 

―― 疲れた。 

 

―― これからもう 1 回疲れますよ。 

 

―― 私は前半のほうを話しますので。 

 

（サブ F） じゃあ、後半はそちらの方ですね。よろしいですか？ 

 では、先ほども読みましたけれども、青い紙の下のほうにありますように、発表は「グ

ルーピング」と「見える化の結果」、「盛り上がった話題」、この 3 点をお話しするようにお

願いします。 

 

（木村） 皆さん、グループワークはあと 5 分です。15 時半から発表を始めますので、そ

の準備に取りかかってください。 

 

（サブ F） それぞれ 3 分ずつでお願いいたします。 

 貼ってもいいですか？ 

 

―― ああ、はい。 
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（模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

―― テーマ名に赤ペンを入れてもいいんじゃないですか？ 

 

（サブ F） こだわりがありましたからね。 

 

―― 設問すら気に入らないと。 

 

（木村） C 班も終わっていますか？ そうしたら、15 時半から始めたいので、少し休憩

してください。 

 

＜グループワーク終了＞ 


