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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。 

 

全体共有 

 

（木村） それでは、どの班もグループワークは終わっているということですので、15 時

半から発表を始めたいと思います。それまで少し休憩していただいて、15 時半からスムー

ズに発表に入れるように準備をお願いします。 

 

（各自休憩） 

 

（木村） そろそろ発表に移りたいと思います。水などを持ったら、席に戻っていただけ

ますか。 

 それでは、どこから発表しましょうか？ 我こそはという班があれば。いかがですか？ 

では、A 班と B 班から手が挙がりましたので、順番に A、B、C にしましょうか。それでは、

皆さん、A 班のほうに集まっていただけますか。 

 発表は 6 分ということで、前半 3 分、後半 3 分でお願いします。3 分経ったところでタイ

ムキーパーが 3 分と出しますので、それを目安にして、お話ししてください。それではお

願いします。拍手からどうぞ。 

 

（拍手） 

 

―― では、A 班から参ります。地球温暖化という大きな命題の中で、マクロ的な、総論的

な視点もあるかと思うのですけれども。 

 まず「温暖化」。そして「異常気象」が発生します。急変というのでしょうか。タイフー

ンもそうですし、竜巻もそうですし。ときには温暖だけではなくて、寒冷も出てくると。 

 「異常気象」に伴いまして、まず「水不足」。ライフラインの一部が枯渇します。これは

やはり経験された方は意外と少ないのかもしれませんけれども、水不足、それから電力不

足、これはとてもちょっと、今の、特に 30 代くらいの人は生きていけないのではないかと

思います。 

 

（笑） 

 

―― それから、「食料不足」。年配の人で、お魚が好きな人がたくさんいると思うのです

けれども、これがなくなります。マグロも食べられません。 
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（笑） 

 

―― 付随して、「生態系」。これがガラッと変わってくるということで、大変な状況にな

るのですね。 

 それから、熱中症で倒れる人とか。極地の氷ですね。北極南極に行かれた方、いらっし

ゃいますか？ もうかなり変わっているみたいです。私は映像で見ましたけれども。 

 それから「海面上昇」ですね。特に島国の日本は、すごい影響が出てくるということ。

東南アジアの島国ですと、国自体が沈没して、なくなってしまうという、日本人にとって

は本当に計り知れない問題が出てくる。 

 それから、「病気」。私は製薬関係なのですけれども、5 年前にある学会で、専門医の先生

とお話をしましたら、あと 2.5 度から 3 度気温が上昇すると、北極の氷がかなり融けてしま

うのではないかと思うのですけれども、その状況になると、ウイルスがパンデミックな状

況になって、想定外で、下手すると地球滅亡まで行ってしまうのではないかと。そのよう

な議論が、5 年前になされていました。 

 そういう温暖化の状況の中で、「経済」との連動はどうなるのかという話が出ています。

やはり現状を見ると、経済が悪かったら、日本もそうですけれども、何もできないよと。

愛の国日本と言っていても、言葉だけのことで、経済状況が悪くなったら、何もできなく

なりますので。一応私は、「経済」という問題提起をして、次の方にバトンタッチします。 

 

―― はい。今のお話に対して、防止のためにどうするべきかということで、大きく、ミ

クロ的な個人でできること、それからマクロ的なものに分けました。 

 個人的にできることとしては、節約。いわゆる日本の元々の文化である「もったいない」

ということを再確認して、進めてみてはどうかということです。エアコンの温度を上げる

ということをしなければいけない。それから、3R ということで、リユース、リデュース、

リサイクル。その 3 つが非常に重要なので、これを進めていく必要があるのではないかと

いう話があります。 

 あと、ミクロとマクロの間で、両方とも非常に重要なのですが、地球温暖化のリスクに

対して、まずは「教育」が重要である。地球温暖化を認識していない人、あるいは、国々

の人が大勢いる中で、教育が非常に重要だという議論がありました。 

 それから、マクロ的なものとして、まず、日本人として何をやるか。人類としての良い

生活ができる「日本」に結びつけることで、ストップザ温暖化ということ。それから、マ

クロ的なものとして、ひとつは規制改革、あるいは構造改革。それから「排出抑制」、それ

から「技術革新」。あと、これは皆関係すると思うのですけれども、「外交」の努力という

ことが議論になりました。 

 まず「社会システム」に関しては、持続可能な社会システムを改善するということで、

ネットワークが重要ではないかという話があります。最終的には地域ネットワークを構築
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して、例えばエネルギー生産に関して、分散型か集中型か。これは我々の中でも議論にな

りまして、技術的な観点からいくと、どちらが成り立つのだろうか。論点になったところ

です。 

 それから、「外交」に関しては、あ、終了ですか。あとは、その他に「外交」や、「排出

抑制」をするために再生可能エネルギーや原子力が必要ではないか。「技術革新」としては、

CO2 回収など、いわゆる CO2 を減らすためのいろいろな技術革新が必要だということで、

これも非常に大きな議論になりました。以上です。（拍手） 

 

（木村） ありがとうございました。今のご発表に対して、質問や意見、コメントなど、

何でも構いませんので、いかがですか？ 

 あとは、A 班の中で、もう少しフォローしておきたいところはありますか？ 特に、地域

ネットワークのところで議論が盛り上がったとおっしゃっていましたけれども、具体的に

どんな話なのか、その辺をお話しいただければと思いますけれども。 

 

―― では、私がそういうことを言ったので。 

 社会と技術が、もう新たな段階に入ってきていると思っています。いわゆるコンピュー

タというか、そういうネットワークでもって、電力とかエネルギーの制御ができる。ある

いは、一極集中型ではなくて、これからは分散型の社会ができる。一番いい例が小売店で

すね。小売店がデパートからコンビニになったように、いろいろなところでそういうこと

がある。あるいは、地域の人たちが責任を持って、自分たちの社会を構築していく。とい

うようなことが、今後、重要になるのではないかと。そういう新しい世界に入っているの

で、それがひいては地球温暖化に役立っていくような社会を構築できると思ったというこ

とで、お話をしました。（拍手） 

 

（木村） ありがとうございます。 

 他はいかがですか？ 

 あとは、A 班の中で、ここをもう 1 回言っておきたいとか、ありますか？ ファシリテ

ーターをされたのはどなたですか？ 一言どうですか？ 

 

―― ファシリテーターをさせていただきました。いろいろ意見が分かれて、やはり地球

温暖化防止のためにどういう暮らしにしていくべきかという個々のイメージが違うので、

そこが結構論点としてありましたね。極論、日本人の昔の生活スタイルを思い出したほう

がいいのではないかという意見もあったり、いやいやなかなかそこまでいかないのではな

いかという意見があったり、なかなか難しいなと個人的に思いました。（拍手） 

 

（木村） ありがとうございました。では、A 班はここまでにしたいと思います。 
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 次に B 班に移りたいと思います。皆さん、B 班の周りに集まってください。それでは、

発表をお願いします。では、拍手から。 

 

（拍手） 

 

―― では、B 班の発表をさせていただきます。B 班では、「地球温暖化が進むと、私たち

は何が困るのか？」ということで、1 人ずつ意見を出していったときに、大きく 3 つに分か

れました。「日本」という立場から見たらどうなるのか、「世界」から見たら、「生物」から

見たらどうなるのか、というような形で分けられました。 

 「日本」から見たときに何が困るのかというと、最近気候変動があって、暑いですねと

いう話。あとは災害が増える。この前の集中豪雨で浸水して困った方もいらっしゃるかも

しれないのですが、そういったこと。あとは、暑くなるから熱中症が増えて倒れてしまう

のではないかというお話。あとは、暑くなるので、夏場の電力消費がアップしてしまい、

電気代がかかってしまうというお話がありました。 

 「世界」で見ると、海面が上昇して、沈んでしまう国が出てしまう。あとは病気関係で

すね。マラリアとか。そういうお話です。 

 あとは、生物的に見ると、環境が変化するので、絶滅してくる動物が増えてしまうとい

うお話。あとは、物価が変動してしまうというお話も出ていました。 

 で、その話から派生してというか、時間があったので、温暖化ってどうなんだという話

に進んでいきました。温暖化という言葉を最近あまり聞かないという話題が出まして。い

ろいろ言われているけれども、結論としては、人間の生活が地球温暖化の原因をプラスし

ているということは間違いないよねと。 

 じゃあ、どうするか。じゃあ、いつくらいの時代の生活レベルに戻すかという話で、A 班

のほうでも少し出ていたと思うのですけれども、どのくらいまでレベルを下げるのか、あ

るいは変えていくのか、というお話がありました。 

 それにプラスして、温暖化は本当に全部が悪なのか。全てが悪ではないかもしれないと

いう視点も必要だという意見が出てきました。そこから、結論として、生活を変えること

によって、要らないものを手放していくことも必要だよねと。地球の環境に自分たちが合

わせて、自分たちが生活を変えていくという見方も必要ではないか、という結論に至りま

した。 

 さらに、今ここで考えているのは私たちの生活、いわゆる先進国と言われている地域の

人々のことだけど、では途上国の人との関係はどうなのかというお話に移っていきました。

ここが一番盛り上がったところなのですけれども、やはり私たちの目線で考えてしまうと、

こう、押し付けてしまう。私たちが今まで散々出してきた CO2 の責任を、共に解決してく

れというのは、先進国のエゴではないかというお話が出てきたり。私たちの立場だけでは

なくて、相手の立場、途上国の立場とか、国が沈んでしまうツバルの人たちの立場に立っ
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て考えていかなければいけないよねという話になりました。 

 そういうふうに考えていくと、「世界」とか「生物」の、何が困るのかという話にも目が

行くようになる、という話になりました。 

 では、バトンタッチをしたいと思います。 

 

―― では、後半の説明をさせていただきます。いつの時代に戻すのかとか、温暖化が全

ては悪ではないのではないかという話が盛り上がったということを踏まえて、次のテーマ

に移りました。「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？」ということで、5 つ出たのですが、最初に個人でやって

いますというところを紹介します。 

 ④と⑤になります。④は「3R」です。先ほど A 班のほうでも出ていましたけれども、リ

サイクル、リユース、リデュースということで、使い捨てを避けようとか、エコバッグを

利用しようという意見が出ました。ただ、このエコバッグは話が盛り上がったところで、

エコバッグは本当にエコなのかと。最近、エコバッグがすごい出ているのですよね。もし

かして私たちは踊らされていて、エコではないのではないか、という話も出ました。 

 

（笑） 

 

―― あとは、「節電」ですね。プラグをこまめに抜くとか、図書館に行って涼む。自分の

家でクーラーをつけないで、図書館に行って涼みましょうとか。あとは、エアコンの設定

温度を高めにする。あと、クールビズを追及する。ということが、「個人でやっていること」

です。 

 個人ではこれくらいのことだけれども、皆ではどんなことができるだろうということで、

3 つ出ました。①「生活を見直す」、②「温暖化を知る」、③「見方を変える」になります。 

 「生活を見直す」というのは、自然と共に生活するのが一番エコなのではないか。サマ

ータイムを導入したらどうか。でも、これは国として全体が変わらないと、なかなかうま

くいかないのではないか、という意見が出ました。 

 「温暖化を知る」というところでは、温暖化のメリットやデメリットを把握することが

必要ではないか。悪いところだけなのか。メリットは本当にないのか。そういうことをき

ちんと把握することが必要ではないか。 

 3 番目。では、そういったところを踏まえて、「見方を変える」という意味では、どうい

うふうに変えたらいいのだろうか。日本の考えるデメリットと、途上国の考えるデメリッ

トは違うのではないか。あと、今のメリットを手放したくないという気持ちがどうしても

ありますよね。そうすると、発想が限られてしまうので、難しいのではないか。というこ

とで、そろそろタイムキーパーの方が出てきたので、結論に移りたいと思います。結論は、

今のままではよくない。地球規模で考えると、人間のエゴだけで考えていいのか疑問にな
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ってしまう、ということです。 

 そして、B 班の全体の結論は、温暖化とどう付き合っていくかを考えていくことが必要で

はないか、ということになりました。以上です。（拍手） 

 

（木村） ありがとうございました。それでは、今の B 班の発表に対して、意見、コメン

ト、質問など、何でも構いません。いかがでしょうか？ 

 

―― ちょっと嫌なことを聞いてみたくなりました。2 点あります。 

 まず、前半の模造紙に、要らないものを手放すことも必要ではないかという意見があっ

たのですけれども、じゃあ具体的に何は手放せる、という話はあったのかなと。 

 それから、エアコンの温度の話ですが、もう 10 年以上前からとりあえず 28 度と言われ

ていますよね。あの頃は最高気温がせいぜい 32～3 度で、24 度とか 18 度にしないで、マ

イナス 5 度くらいでやめておきましょうということで、28 度だったはずです。今の最高気

温のマイナス 5 度といったら、エアコンの設定温度が 30 度を超えるわけですよね。設定温

度については、具体的にどのくらい数字にしようという話は出たのかなと。この 2 点です。 

 

―― どうしましょうか。それぞれファシリテーターさんに答えてもらいましょうか。 

 

（木村） では、そうしましょうか。では、ファシリテーターさん。 

 

（笑） 

 

―― 1 点目の捨てられるのかという話については、そういえばエコバッグがおまけでいっ

ぱいついているけど、そもそも捨てているよねという話になって。 

 

（笑） 

 

―― つまり、何が言いたいかというと、おまけをつけることをやめる社会をちゃんと作

らないといけない。エコバッグがいっぱいあって、それを捨てているという、あまりにも

お粗末な展開になっているこの社会をまず変えないといけない、という話がありました。 

 エアコンの設定温度については、正直、議論はありませんでした。 

 

（木村） 他はいかがでしょうか？ 

 「エコバッグは本当にエコなの？」というのは、今のような話の流れだったのですか？ 

それとも、違う文脈だったのですか？ 
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―― エコバッグというのは、1 人が 1 つ持てばいいのに、いろいろな種類のエコバッグが

あり、新しいものが出れば買いたくなってしまうと。それを繰り返していくと、エコでは

ないだろうという話でした。 

 

（木村） あと、もうひとつ、B 班さん全体にお聞きしたいのですけれども、先進国と途上

国の関係のところは盛り上がったと説明されていましたけれども、ここに関して言い足り

ないことはございませんか？ 

 

―― 途上国が二酸化炭素を出してでも先進国のような生活レベルに達したいと考えてい

るのに対して、先進国は、そのようなことを必要以上にやってもらうと、例えば太平洋の

国で、土地がなくなるような国もあるとか、そういう弊害がいろいろあるので、先進国は

それを抑えましょうと考える。その代わりに、（先進国には）技術があります。原子力発電

もそのひとつと私も考えていますけれども、それ以外にも、温室効果ガスを出さないよう

に努力しています。そういうことを考えると、先進国としては、（途上国には）ちょっとや

ってほしくないなと考える。そのような意見の対立ですね。メリットとデメリットが違う

ようなものがありますので。 

 まあ、先進国と途上国の関係は、地球温暖問題では、いろいろ考えることがあるのでは

ないかと。そういうふうに考えていました。 

 

（木村） 「困ること」ということで、そういうお話が出たということですね。では、B 班

さん、どうもありがとうございました。（拍手） 

 それでは、C 班に行きたいと思います。皆さん、移動してください。よろしいでしょうか。

では、C 班さん、お願いいたします。 

 

（拍手） 

 

―― では、始めたいと思います。まず、私たちは、地球温暖化が進むと、地球はこうな

りますよね。地球がこうなったら、私たち、ひいては日本はこうなりますよね。日本がこ

うなったらこうなりますよね、という段階で話し合いました。 

 まず、地球温暖化が進んだら、地球環境が絶対に変わるだろうという話をしました。海

面上昇、あるいは暑いことによる砂漠化。 

 地球が変わったら、日本はどうなるか。まあ、今、暑いですよね。日本は暑くなってい

る。暑くなったら、熱中症だ、食中毒だ。農作物だって、まあ私たちの生活に必要不可欠

なライフラインに甚大な被害が出るだろうという話になりました。 

 まあ、ここは否定的な意見ですけれども、ライフラインに被害が出ても、金さえあれば、

例えば農作物が作れなくなっても、余分にお金を積んで輸入したり、あるいは、暑かった
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らエアコンをつければいいという、金だよねという生々しい話もしたりしました。 

 それから、仮に暑くてエアコンをつけようという話になったときに、エアコンを使える

だけの電力があるのか。電力のリスクの問題も少し出たりしました。あるいは、暑くて外

に出ない。クーラーをガンガンかけて引きこもる。それでは日本のわびさびが、文化の形

成が、それは駄目でしょうという話にもなりました。では、屋外での生活はできるのか、

あるいは、急な環境の変化に人間は対応できるのかという話になりました。 

 それに関係して、では、お願いします。 

 

―― ここに立たなければいけないことを忘れて、先ほどきついことを聞いてしまって、

仕返しが怖いのですけれども。 

 後半では、自分たちの暮らしの中で何ができるか、あるいは、したいか、やってみたい

かという話をしたわけですけれども、まず、「温暖化」ではないだろうと。「地球環境変動」

の問題だということが、議論の前にありました。 

 最終的に、テーマに沿って、個人で何ができるかというと、これを言ってしまったら身

も蓋もないけれども、ないだろうという話に落ち着きました。 

 もちろん、皆さんからいろいろな意見は出ました。3R の話も他のテーブルと同じように

出ましたし、エアコンを少し我慢しようとか、まあこれは付箋に書いていないですけれど

も、付箋に入ったのは主に 3R の話ですけれども。個人でできること、「身の回りのアクシ

ョン」としては、主に 3R の話が出ました。 

 社会的には、炭素税をかけて、圧力をかけてしまえばいいとか。あるいは、エネルギー

資源、石油を燃料としてだけではなくて、有効に使おうとか。原子力を使えばいいのでは

ないかとか。そういうレベルの話がいろいろ出ました。 

 でも、3R で減らせる CO2 の量は、社会レベルで動かされる CO2 の量に比べたら圧倒的

に少なくて、個人でできることはないのではないかという話に最終的にはなったのです。 

 でも、それを言っていたら始まらないし、心がけが大事であると。どこからいけるのか、

何ができることかを考えなければいけないということで、最終的にここが一番盛り上がり

ました。まず、温暖化の原因、あるいはその結果、温暖化の実態は何だろうか。ここにも

う 1 回戻って、勉強し直すべきではないか、というのがこの班で一番盛り上がったことで

す。だから、「できること」、あるいは「すべきこと」は、最終的には、とにかくまず知り

ましょう、学びましょうというところに落ち着きました。（拍手） 

 

（木村） ありがとうございました。今のご発表に対して、皆さんからご質問、ご意見は

いかがですか？ 

 

―― 最初のほうで、お金で解決しましょうというお話がありましたけれども、お金だけ

で解決できるものではないのではないかと私は感じたのですが、その辺りの意見は出てこ
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なかったのでしょうか？ 

 

（木村） 発表者だけでなくて、皆さんで答えてくださいね。発表者が口火を切ってから

でもいいですよ。 

 

―― と言いながら、皆さんが私を指さすので。 

 

（笑） 

 

―― ええと、「私たちは何が困るのか」というタイトルだったので、そちらに持っていっ

たのですけれども。おっしゃる通りで、世界全体として見たときに、他にもいろいろ困る

ことがある、という話は出ていますけれども、「私たち」は何が困るかというと、お金をか

ければ済んでしまう程度でもあると。そういう意味での「お金」です。 

 

（木村） お金で解決できないような問題はなかったのですか、という質問だと思うので

すけれども、「なかった」というのが C 班の合意ということですか？ 

 

―― ええと、2 点くらいあって。1 つは、もちろん風情とか、お金の問題では済まないも

のもあるということ。 

 もう 1 つは、お金がない人は、実際に命を脅かされる。大阪とかで、生活保護の人たち

がエアコンを思うように使えなくて亡くなったという事例は実際に起きていますから。お

金がない人はもうすでに苦しみだしているし、お金ではない問題もある、という話はもち

ろん出ています。 

 

―― 追加していいですか？ 例えば、地球規模とか、そういう視点でものを考えてはい

なかったのですか？ 

 

―― あまり私が話すより、あれ、どこに行かれたのかな？ はい。 

 

―― そういう話は少しありました。例えば開発国、地球温暖化というのはグローバルな

話なので、我が国だけの問題ではありませんと。 

 

（木村） 他はいかがでしょうか？  

 私は、「テーマに沿うと『ない』」というところの真意がもう少し知りたいなと聞いてい

て思ったのですけれども。 
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―― あ、では、今（木村さんが）言われようとされたところに乗る形ですけれども、「テ

ーマに沿うとできることはない」ということですが、先ほどのお話を聞くと、全体的な動

きと比べると小さいので、総論としては「ない」みたいな言われ方をされていましたが、

何にもないという感じではなかったのですよね？ というのは、なかったら知るも学ぶも

意味がないので。その辺の雰囲気を教えていただきたいと思います。 

 

―― ファシリテーターをさせていただきました。ここの「ない」という付箋の下に、小

さい字ですけれども、求められる CO2 削減量のほうが、節約でできる量よりも非常に大き

いという不等号があるのですね。ですから、我々が少しずつやっていくものに比べれば、

求められる CO2削減の量のほうが圧倒的に多いと。だから、ある意味、差し迫って「ない」

という最初の結論を出したと。 

 ただ、それでは議論にならないので、これからこういうことをやらなければいけない。

で、もちろんこれも意味があるよねという話で進んでいったわけです。以上です。 

 

―― あとは、量的に、社会全体を動かさないと効かないほうが大きい。だから、そのた

めに、まずは知っていこうと。個々人のできる量よりは、社会全体を動かすことのほうが

大きいのではないか。そういう意味も含めての話です。 

 

―― 今の話だと、A 班ではマクロとミクロという話をしたのですけれども、ミクロででき

ることは限られているけれども、知ることによって、マクロ的なほうの動きをすることに

よって、改善をしていこう。そういう解釈でいいですね？ 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

 

（木村） うまくまとめていただいて、ありがとうございます。それでは、C 班さん、どう

もありがとうございました。（拍手） 

 では、一度お席にお戻り下さい。 


