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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 A 班 

 

（サブ F） 前半のファシリテーターの方が遅れているので、後半の方と交代していただき

ます。 

 

―― え？ 私は後半だけど、前半をやるのですか？ そうですか。分かりました。 

 

（サブ F） では、ファシリテーターさん、ここに。よろしくお願いします。 

 

―― ファシリテーターは座席指定だから（笑）。 

 

（F） ええと、では、よろしくお願いします。まず、「地球温暖化が進むと、私たちは何

が困るのか？」を書き出しますということですので、皆さん、付箋に書いてください。今

から 3 分間ですかね。はい、お願いします。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） よろしいですか？ 

 

（F） あ、時間ですね。あと 15 秒です。だいたいいいですか？ 

 では、こちらの方からこう回っていきましょうか。 

 

―― 分かりました。ええと、今日もそうだと思うのですけれども、〔熱中症で倒れる人が

増える〕と。 

 これに少し絡むのですけれども、〔クーラーを使うため、電気が大量に必要になる〕。 

 あとは、〔海水面が上昇し、陸地が沈み、住むところが減る〕。 

 あとは、〔砂漠化が進み、耕地が減って、食料が不足する〕。 

 〔異常気象が起こりやすくなる〕。集中豪雨とか、大型台風とか。こんな話があるかなと

思って、書きました。 

 

（F） では、お願いします。 

 

―― 今回はグルーピングできるような形でやるのかなと思いまして、 
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（サブ F） はい。 

 

（F） この下に貼っていったらいいですか？ 

 

（サブ F） そうですね。 

 

―― それで、こんな感じ（〔異常気象〕）なのですけれども。 

 ただ、〔異常気象〕をまず踏まえた上で、その次に来るものが、 

 

（F） この付箋の下に貼りましょう。 

 

―― 〔異常気象〕のほうが上ですね。私の付箋のほうが下ですね。 

 

（F） あ、そうですか。 

 

―― で、ええと、〔災害〕が発生しやすい。 

 

（サブ F） ああ、災害ですか。こちらですね。 

 

―― まあ、いろいろ、人的災害もそうですが、先ほどおっしゃった熱中症とか、それも

含めた〔災害〕です。 

 次に来るのが、〔水不足〕ですね。異常気象のひとつだと思うので。 

 あとは〔海面上昇〕。同じですね。 

 

（サブ F） 〔水不足〕はここでよろしいですか？ 

 

（F） はい。 

 

―― それから、これも〔災害〕や〔異常気象〕にも含まれると思いますけれども、〔食料

不足〕。 

 

（サブ F） どこに置きますか？ 

 

―― 似た意見がありましたよね。 
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―― 〔異常気象〕に紐づいて、〔食料不足〕が起こると。こんな感じでしょうか。 

 

―― はい。こんな感じでくくればいいのかなと。そんな感じですね。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― まずは〔異常気象による食料危機〕ですね。 

 で、食料危機になると、〔食料争奪のための戦争〕が起こる。必然的に。で、戦争が起こ

ると、〔人類滅亡の危機〕になる。 

 あとは、〔温度上昇による海面上昇〕ですよね。 

 

（F） 次の方、どうぞ。 

 

―― そちらの方と一緒ですね。〔自然災害多発。タイフーン、トルネード、生活不安〕。

まあ、異常気象ですね。 

 それから、〔高温・多湿で生きられない！〕。 

 

―― ああ。便宜上〔熱中症で倒れる人が増える〕の一部にしましょうか。 

 

―― そうですね。 

 それから、〔海抜、水面アップ。国、島がなくなる！〕。 

 

（F） ええと、私はファシリテーターなのに、ちょっと間違えまして。 

 

―― え？ 

 

（F） 「私たちは何が困るのか？」ではなくて、「私は何が困るのか？」で書いてしまい

ました。 

 

―― まあ、一緒でしょう。大丈夫です。 

 

（F） いや、ニュアンスがちょっと違うのですよ。 

 

（サブ F） でも、お話のルールは、「私は」という一人称で話しましょう、ということで

すので。 
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（F） だけど、「私は」になったら、だいぶ違うのですよね。 

 まず、〔暑い〕。「寒い」というのもあるのですね。 

 それから、〔災害にあいやすくなる〕。 

 あとは、〔好物が食べられなくなる〕。これは食料ですね。 

 それから、〔山の景色が変わる〕。これは、私は山に登るので、こういう、 

 

―― 新しい意見ですね。 

 

（F） 新しいですか？ 景観が変わるということです。 

 

（サブ F） 少しずらしますか。 

 

（F） それが少し寂しいですね。私はもうそういうのを見ているので。 

 

―― 自然の形が変わってしまうと。 

 

（F） ええ。そういうことですね。 

 ということで、貼ったところで、今度は 3 番ですね。コメントとか意見とかあると思い

ますので、皆さん、どうですか？ まずはパッと見て、こういうことが言いたいというの

がありましたら、どなたでも結構ですから、お話しください。 

 

―― この〔暑い（寒い）〕という付箋を〔異常気象〕のグループに入れるか入れないかと

いうところがあると思うのですけれども。 

 

（F） やはり別枠で考えたほうがいいのではないですか。 

 

―― 別枠なのでしょうか。異常気象も、まあ「地球温暖化」と言っているから、 

 

―― 感覚としては、「異常気象」というと、たぶん干ばつとか、台風とか、そういう、 

 

―― ああ、そういうイメージだから。こちらは単純に気温が上がってくることによる影

響で、 

 

―― そうですね。 

 

―― こちらは、それに伴う気候変動みたいな。 
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（F） あ、今、遅れた方がいらしたので、ええと、お手元にこの青い紙があると思います

けれども、今は 3 番が始まったところですね。なので、皆さんがコメントを書いて出して

いますが、後から来て、私もこれを言いたいということがあれば、この「地球温暖化が進

むと、私たちは何が困るのか？」について、皆さんの話を聞きながら、あるいは意見を言

いながら、ありましたら、出してください。 

 

―― はい、ありがとうございます。 

 

（F） ということで、今はフリートークの時間になっていますので、そのままよろしくお

願いします。他には何か、皆さん、ありますか？ 

 

―― 好物というのは、具体的にはどんなものですか？ 

 

（F） 例えば、寒冷地に住むようなものというのは、結構おいしいものが多いので。 

 

―― 例えばあれとか、これとか。 

 

（F） まあ、そうですね、魚系ですね。 

 

―― ああ。生態系が変わってしまうと。 

 

（F） ええ。生態系が変わっているのですね。私は三陸に住んでいたことがあるのですが、

やはり南のほうの魚が取れるようになって、北のほうの魚が取れなくなってきているとい

うことがありますね。 

 

―― 生態系が変わるということも、 

 

―― 異常気象、生態系が変わるということで、何かひとくくり、というわけではないで

すけれども、分岐した部分ですね。 

 

（サブ F） こんな感じですか？（付箋の確認） 

 

（F） はい。どうも。 

 

―― そうですよね。流れ的には、異常気象の結果、ということですよね。 
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（F） 氷床などがなくなっているというのは、かなり大きいですよね。（標高が）高いと

ころとか、極地の氷がなくなっている。ただ、逆に言うと、今度は北極海航路ができると

か、そういう話もありますけれども。 

 

―― （笑） 

 

―― まあ、いいのか悪いのか（笑）。便利にはなるかな。 

 

（F） 私は、ただ、温暖化のほうが寒冷化よりずっとましだろうと思っています。ただ、

急激に起こるか、ゆっくり起こるかは分からないですけれども。寒冷化のほうがもっと恐

ろしいだろうなとは思っていますけれども。今は、温暖化ということで、体感はしていま

すけれども。 

 では、他に何かご意見はないですか？ 

 

―― 私は旅行が好きで、中国もそうですし、それから BRICs、ブラジルとか、行ったこ

とがあるのですけれども、やはり今言われた通りで、徐々に変化ではなくて、急変してい

ますよね。だから、すごい危機感を持っています。なんていうのでしょうか、気流の状況

で日本も影響を受けるので。だから、私は不安感がすごく出ていますね。 

 

―― よく観光で氷河とか行きますけれども、例えば、10 年前は氷河がここまでありまし

たと。今はレベルが 100 メートルも下がっていますと。だから、10 年前のレベルと今のレ

ベルは全然違うのですね。100 年前の氷河はここまでありましたと。全部あるのですよ。 

 

―― ああ、今はもう奥のほうまで行かないと見られないとか。 

 

―― そうです。そのためにわざわざ元々氷河があったところから鉄道を敷いて、現座標

までやるとか。 

 

―― ああ、見に行ったりすると。 

 

―― そうです。そういうところまであるのです。 

 

（F） ええと、では、そちらの方に 2 つ書いていただいたので、貼っていただいて、ちょ

っと説明をしていただけますか。 
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―― はい。ええと、地球のサイクルが変わり、砂漠化などが進む地域が出てくるのでは

ないか。他にそういう付箋はありましたか？ 

 

―― ええと、〔食料不足〕のグループの中に、まあ、この辺でしょうか。 

 

―― あとは、やはり水不足ですね。 

 

（サブ F） 水不足の話は出ていましたね。ここですね。 

 

（F） はい。では、何か他に、 

 

―― 「水不足」の下にも何か書いてあるのですけれども、これは何ですか？ 

 

―― 命にかかわる地域が出てくるということを書きました。国によって、水不足によっ

て。砂漠化にも近いですね。 

 

（F） 違う話題なんかはどうですか？ 先ほど、戦争がどうのこうのというのがありまし

たし。 

 

―― あ、それは、食料危機になると、食料というのは人間の欲望の たるものですよね。

それがなくなると、隣のものを取ろうとする。必ず。 

 

―― 水もそうですよね。 

 

―― ああ、水もそうですね。だから、必ず戦争が起こります。太平洋戦争のときは、日

本は石油を求めてというのがあったのですけれども、今回は食料がかなり大きな問題にな

るのではないかと。これ（温暖化）がもし進んだ場合はですね。今でさえも、世界の食料

って、まあ一部余っているけれども、世界的には逼迫しているのですね。 

 

（サブ F） では、この付箋を補足する感じで、これを貼らせていただいてもよろしいでし

ょうか？ 

 

―― ええ、水不足ですね。あ、だから、その辺は皆共通ですよね。 

 

―― まあ、いくつかに分岐して、 
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―― まあ、基本的には全部つながっていくのですよね。 

 

（サブ F） そうですね。ここもつながっているのですね。 

 

―― あとでそこを矢印みたいな形で分けていけば。 

 

（F） 他には何かありますか？ 

 まあ、ここに出ていないようなこともまだあるかもしれませんね。例えば、感染症が多

くなるという、 

 

―― ああ、それはありますね。 

 

（F） 病気が多くなるという話を聞いたことがありますけれども。 

 

―― 読んだ覚えがありますね。確か、熱帯のエリアが上がってくるので、マラリアの範

囲が広がるとか。今までマラリアなんか知らないところの人が、マラリアが来たら、 

 

―― 今、アフリカでエボラ出血熱が流行っていて。 

 

―― ありましたね。 

 

（F） この前、ラジオで、フィラリアという犬の病気がありますけれども、あれは人間に

もかかるものがあって、人間にかかると、象皮病といって、象の足のようになる。実は、

日本でも沖縄のほうにはフィラリアがあって。西郷隆盛は完全にそのフィラリアの症状だ

ったという話を聞きました。そういうものが北進してくるということがあるようです。 

 

―― なるほど。 

 

―― それも怖いもののひとつですね。 

 

（F） ええ。フィラリアは、やっぱり蚊が媒介するのですよ。ただ、日本では一応その薬

があるので、撲滅して。今、WHO のそういう目標でもって消すひとつの、そういうふうに

してやっているようですね。 

 これは、新しいグループで、感染症の話ですね。 

 他に何かありますか？ 
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―― この〔暑い（寒い）〕の「寒い」というのはどういうことですか？ 

 

（F） ええと、これは、気候が激しくなるということです。異常気象との関わりになるの

ですが、まあ、「寒い」もあるのですが、本当は、降雨量が多いところと少ないところがで

きるとか、そういう気候の極端化ですよ。そういうことが起きると思います。 

 

―― 東京は昨日ものすごい豪雨だったって言っていましたよね。 

 

―― ああ、ありましたね。一昨日です。 

 

―― ああ、一昨日ですか。電車が止まったとか。 

 

―― 世界的には、今まで砂漠だったところに大雨が降って、かなり流されたというケー

スもありますよね。 

 

―― 普段雨に慣れていないところに集中豪雨が来ると、被害が大きいと。 

 

―― そうですね。前、ラスベガスに、ほとんど雨のないところに、何年かぶりに、 

 

―― 砂漠化の逆ですよね。 

 

―― ええ。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

（F） はい。 

 

―― 温度差が大きくなるというイメージですか？ 

 

（F） ええ、そうですね。 

 

―― これに付随することで、自分の意見を述べさせていただければ。先ほど、気象庁の

データを調べたと言いましたけれども、30 年前くらいまで調べたのですけれども、1984 年

に面白い現象があって、寒かった年なのに、暑かったのですね。 

 

―― ああ。冬は寒く、夏は暑かったのですか？ 
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―― そうです。 

 

（サブ F） やはりこういうことですか？（付箋を指さして） 

 

―― そうです。寒暖の差が顕著に表れていると。 

 

―― なるほど。単純に暑くなるだけじゃなくて、 

 

―― 暑くなるだけじゃなくて、寒くなる年もあるということです。近年では、そういっ

たものすごく寒いというのはなかったですけれども。そういった事象も、これから起きる

のではないかなと。 

 

（F） 他に何かありますか？ 

 

―― 〔海面上昇〕ですけれども、東京とか大阪とか、いわゆる日本の人口集中部は海面

上昇でかなり危機的な状況になるので、海面上昇のことも考えなければいけないんじゃな

いかと思います。 

 

―― キリバスでしたっけ、南の国の島が、 

 

―― ツバルです。 

 

―― ツバルでしたっけ。島が沈んでしまうのではないかという。 

 

―― そう。もうかなり移住しているのですよね。ニュージーランドやオーストラリアに。 

 

―― ああ、そういうニュースがありました。移動先の島を購入したというか。 

 

（F） あと、少し視点が違うけれども、結局防災にお金がかかるようになるということが

ありますね。 

 

（一同） ああ。 

 

―― ああ。豪雨対策とか。 

 



 - 11 - 

（F） 今のお話もそうですけれども、スーパー堤防をもっと作らないといけないとか、そ

ういうことにも結びついてくる。 

 

―― 水をためたり。 

 

（F） あとは何かありますか？ 

 

―― 私は、製薬業界に長く関わっていて、学会で医者と話をする機会があったのですが、

普通は温暖化の逆の方向のほうが怖いのですけれども、やはり地球が滅亡するのはウイル

ス感染だと。前回の氷河期にもそれがあったみたいですけれども。地球温暖化になってく

ると、耐性変異種が出てきて、あと 2.5 度から 3 度くらい気温が上がると、えらいことにな

ると言っていました。そういう話を 5 年くらい前に聞いたことがあるのですけれども。そ

ういう面でも不安感がありますね。 

 

―― 新しい病気が増えてくるということですか？ 

 

―― ウイルスです。一時、鶏が、あれも全部そうでしょう。 

 

―― ああ、インフルエンザ。 

 

―― だから、 

 

―― パンデミックですね。 

 

―― パンデミックが起こってくる。それも、あまり予期していないもの、いわゆる想定

外ですよね。想定外のことが起きると、対応できなくて、滅亡してしまうわけで。 

 

―― 今の話に関連して、今まで、例えば、アフリカのある土地までだったのだけれども、

今は、いわゆる、何だっけ、 

 

―― ああ、エボラ出血熱とか。 

 

―― ええ。そういうものが温暖化と共に拡散して、 

 

―― ヨーロッパとか、日本にも来るかもしれない。今、日本でエボラ出血熱って聞いた

ことないですもんね。 



 - 12 - 

 

―― （今は）ないですけどね。 

 

―― 温暖化してくると、そういう病気が上がってくる可能性は、 

 

―― 西アフリカで何百人が感染しているというニュースがありましたよね。 

 

（F） あとは、もうちょっとくくりができるようには、いくつかあるようには思いますが。 

 

―― そういえば、先ほど読んでいたやつで思い出したのですが、〔生態系が変わる〕に関

わってくるのですけれども、やはり絶滅する動植物類が増える。それが、食料関係だと影

響が特に大きかったりするのかなと思います。 

 

―― 人間は生態系のトップに立っているとよく言われるのですけれども、下が崩れてく

ると、全体が崩れますよね。たとえ小さな、小動物の生態系が壊れても、全体に。だから、

プランクトンが変化すると、魚が減る。 

 

―― エサがなくなって魚が減って。そうするとそれを食べる生物も減っていって。 

 

―― 食物連鎖の崩壊ですよね。 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） 今のお話は、こういうことでよろしいでしょうか？（付箋の確認） 

 

―― これも食料危機のひとつということですね。 

 

（サブ F） こういうことですか？（付箋の確認） 

 

―― そうです。食物の連鎖が、 

 

（サブ F） 食料の話ですね。 

 

―― 大食いだから、食料危機というのは怖いのですよ。食べることが好きなもので。 

 

（笑） 
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―― 亡くなった祖父も、戦争中の話になると、食料がどうだった、と言っていましたね。

イワシの丸干しは必ず頭まで食えと言われて。やっぱり、昔そういうことで苦労した人は、

その辺が骨身に染みているから。 

 

―― そうですね。 

 

―― 我々の世代になると、逆に言うと、食料はある意味で恵まれすぎていて、 

 

―― 私の小さい頃はあまり食料がなかったから。 

 

―― 危機感の感じ方はもしかしたら（世代によって）違うかもしれないけれども、実は

結構命にかかわることなので、我々も意識しておかないといけない問題だと思います。 

 

―― そうですね。先週、温暖化のいろいろな資料を読んでいて、私も怖いなと思ったの

は食料危機なのです。たぶん戦争が起こるでしょう。 

 

（F） そちらの方も何かご意見はないですか？ 先ほどからご発言がありませんが。 

 

―― 今はこの話をするのですか？ 

 

―― 今はこのテーマです。で、こちらは後半なのですよ。 

 

―― これ、後半の模造紙ですよね？ 

 

（サブ F） あ、模造紙の順番が逆でした（後半の模造紙を使っていた）。すみません。 

 

―― すみません、早めに突っ込むべきだったなと思ったのですけれども。 

 

―― なるほど、後半の模造紙が上に来ていたのか。 

 移動中に議論はまた並行してやっていただくということで。 

 

―― なんか違うなと思っていて。 

 

（サブ F） 誠に申し訳ありません。せっかく並べたのに。 
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（付箋を貼り替える） 

 

（サブ F） でも、グルーピングしながら、貼り換えることができるので、いい機会でした

ね。けがの功名ですね。 

 

―― やはり一番多いやつが、 

 

（サブ F） 異常気象。あとは災害ですね。 

 

―― 異常気象から水不足に発展するということで。 

 

―― そうですね。そういう順番にしたほうがいいかもしれませんね。 

 

（サブ F） そうですね。「異常気象」から、 

 

―― 「異常気象」をトップにして、 

 

（サブ F） 災害、水不足、食料不足、病気。 

 

―― （タイトルを）書いたらどうですか？ 

 

―― 一応、グルーピングは 4 番にやることになっているので。時間的にはどうですか？ 

 

（サブ F） 3 番でまだこれだけ時間があります。 

 

―― まあ、いいんじゃないですか？ 早目にやっても。 

 

（F） そうですか。では、もうグルーピングをしましょうか。 

 

―― まとめつつ、何かあれば。 

 

（F） ええ、まとめつつ、何かあればまた意見を言っていただくということで。 

 ええと、そうすると、一番は「異常気象」ですね。で、 

 

―― 「異常気象」に、絶滅とか、水不足がつながってくる。 
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（サブ F） これは全部こちらですか？ 

 

―― 〔水不足〕の付箋は、四角で囲んだほうがいいのではないですか。 

 

―― 矢印を引きますか？ 

 これは全部「異常気象」ですよね。これが「異常気象」で、 

 

（サブ F） 水不足がこちら向きに来るのですか？ 

 

―― 「異常気象」から「水不足」になるのですよね。 

 

―― そうですね。分かりやすい。発表する人は楽でしょうね。 

 

―― そうですよね。発表する人のことを考えてグルーピングをしないと。 

 

―― 発表するのは、こちらのお二人ですね。 

 

―― 私が前半です。そちらの方が後半。 

 

（サブ F） では、発表者の目線で、いかがですか？ 

 

―― もうこの通りに言います。 

 

（笑） 

 

―― 「水不足」から矢印で「食糧不足」ですね。 

 

―― ああ、そうですね。 

 

―― 発表しやすいようにグルーピングしてみては？ 

 

―― いやいや、言う通りに発表します。 

 

―― 丸投げはよくない（笑）。 

 

―― わざと下げている感じですか？（グループの高さを変えている） 
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―― そうです。あ、気づきました？ 

 

（サブ F） この辺はどういうくくりになりますか？ ここでしょうか。「異常気象」から。

これもそうですよね。 

 

―― 〔災害にあいやすくなる〕は、ええと、「異常気象」からかな。 

 

―― 〔人類滅亡の危機〕というのは、この付箋の下なのですよ。 

 

（サブ F） ああ、これとこれがセットなのですね。 

 

―― 人類は異常気象で滅亡するのではなく、戦争で滅亡するのだと。 

 

（サブ F） ええと、こちら側からですか？ 

 

（F） これは、こちらでいいのですね？ 

 

―― 「異常気象」から「災害」に矢印ですね。 

 

（F） そうですね。 

 

（サブ F） で、「異常気象」から「水不足」に矢印。 

 

（F） 食べ物（の付箋）もここですよね。 

 あと、これは生態系なのかな。生態系に関する付箋は、他にどこかにありましたか？ 

 

―― 生態系も食べ物のグループに含めますか？ 

 

―― 生態系も食べ物の中に入れちゃいました。 

 

―― 「生態系」でひとつのグループにすればいいんじゃないですか？ 

 

―― 生態は生態で分ければいいですよね。「生態系」でひとつ区切る。 

 

（サブ F） では、どこかに「生態系」って書きましょうか。 
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―― これは砂漠化の話ですね。 

 

（F） 砂漠化の話は、「水不足」ですよね？ そうすると、この辺にこう入れますか？ 

 

―― でも、〔砂漠化が進み、食料が不足する〕と書いてあるから、「食料不足」ですよね？ 

 

―― 砂漠化と食料不足は、 

 

（F） 関係するけれども。 

 

―― 「異常気象」の並びで「生態系」。 

 

―― 並びですか？ 1 つ下では。 

 

―― まあ、並びか、1 つ下か。 

 

（サブ F） 1 つ下くらいでしょうか。 

 

―― 「異常気象」から「生態系」に矢印でしょうか。 

 

（サブ F） そうですね。これもそういう感じですか？ 

 

（F） 〔絶滅する動植物の増加〕ですか。これも少し関係しているのですね。 

 

―― それも「生態系」じゃないですか？ 

 

（F） 「食料不足」とここが、こう、関係しているのですよね。 

 

―― ミックスしている部分もありますよね。 

 

―― 「生態系」と、あとは「食料不足」に割って入ってきてしまうので。 

 

（サブ F） 〔高温・多湿で生きられない！〕はどちらに当てはまりますか？ 

 

―― まあ、どちらもですね。「異常気象」、極端な例だから。 
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（F） ええと、〔水をためる施設〕というのは、災害とか防災の辺りに来るのでしょうか。 

 

―― 一応防災施設のひとつ。あ、すみません、これは貯水ではなくて、集中豪雨回避用

のあれのイメージです。災害回避のために。 

 

（サブ F） こちらに行って、こう行くということですか？ 

 

（F） そうですね。 

 

―― 矢印も、 

 

（サブ F） そうですね。あったほうがいいですね。 

 

―― 〔海面上昇〕は、生態系と、 

 

―― 〔海面上昇〕の上に、「環境変化」とか、そういう感じのタイトルをつけますか？ 

 

―― いや、というか、海面上昇そのものは、温度が上がれば起こるので。 

 

―― では、もう一段上ですか？ 

 

―― まあ、異常気象の結果、そうなるので。 

 

―― では、温度が上がるシリーズに入れておきましょう。 

 

（F） 〔景色が変わる〕はこの辺ですね。「生態系」の下。 

 

―― 〔海面上昇〕はこれと同レベルなのですか？ 

 

―― 〔海面上昇〕は「異常気象」と同レベルに。本当は、これは、 

 

―― 〔海面上昇〕は、温暖化の直接的な影響なのですね。 

 

―― たぶん、本当はこの上に「温度上昇」というものがあって。 
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―― 「温暖化」というテーマ（タイトル）があって、 

 

―― ああ、「温暖化」と書けばいいのか。 

 

―― 確かに、そうですね。 

 

―― では、「温暖化」という紙を作っていただけますか。 

 

（サブ F） え？ 「温度上昇」ですか？ 

 

―― 「温暖化」。「温暖化」があるから「異常気象」があったり、暑い寒いがあったりす

る。 

 

（サブ F） 「温暖化」がトップですか？ 

 

―― そうです。 

 

―― まあ、テーマ名ですから。 

 

（サブ F） では、ここに「温暖化」を貼って、こう来て、こう来て、ということですか。 

 

―― 赤で囲みましょうか。 

 

―― どうぞ。 

 

（サブ F） グルーピングができてきましたね。 

 

（F） じゃあ、休憩にしますか？ 

 

（笑） 

 

―― こちらのほうがちょっと、 

 

―― そうですね。こちらがまだまとまっていないかな。 

 

―― 〔暑い（寒い）〕。それから、氷河の話があったり。 
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―― 「戦争」というところを四角で囲んでもらえますか。日本以外の外国だと、日本人

が気づかないだけで、もう即戦争なのですよ。だから、そんなに悠長なことは言っていら

れないのだけど、日本人はやはり戦争の体験が少ないから。してはいけないので、当然だ

けど。 

 

―― この辺りは生態系の変化の話ですか？ 

 

―― 生態系の変化、あ、病気の話でしょうか。 

 

（F） 生態系の変化とはちょっと違いますね。人間だけに関わっているから。 

 

―― 人間の中でも、いわゆる医療系ですか？ 

 

（F） この辺にこうやって入れてもいいかもしれないですね。 

 

―― 「病気」とか、そっち系ですね。 

 

（サブ F） 「病気」でしょうか。 

 

―― 温暖化による…、温暖化による…、 

 

―― ウイルスも広義の意味では生態系と言えるのですけれども。 

 

―― そうですね。広義の意味では生態系なので。「病気」というくくりを作りましょうか。 

 

―― やっぱり一番心配なのは病気じゃないですか。 

 

―― だから、病原菌の分布が変わるということです。パンデミックですね。 

 

―― では、とりあえずこの辺は「病気」シリーズで、ダーッと並べましょう。 

 で、〔島がなくなる〕、これは、 

 

（F） だいぶまとまりましたね。ほとんど終わりですね。どうしましょうか。 

 

―― いやいや、何か追加しておくようなものがあれば。 
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（F） 何が困るか、ということもあるのでしょうけれども、 

 

―― 困ることは、水と、食料と、それから病気と、 

 

―― 住むところがない、暑い。 

 

―― 好きな魚が食べられない。 

 

（F） 世界でいうと、経済はどういうふうになるのでしょうね。 

 

―― ああ。 

 

（F） 南北問題とか、いろいろあると思うのですね。戦争のこともあると思いますけれど

も。地球温暖化が進んでくると、日本は、確かに災害が多くなったり、洪水などが多くな

るかもしれないですが、まあお金があるので、何とか防御すると思うのですね。でも、世

界的に見たときに、地球環境の変化が、人間社会というか、国と国とのあり方というか、

グローバルなあり方において、もっと大きな問題が起こってくるような気がするのですけ

れども。そういう観点ではいかがですか？ 

 

―― まさに、今言われた、食料不足や水不足が、各所で主に出るのですね。特にアフリ

カとかは、耕地が減ってくると食料も減ってきますし。そうすると、お金で解決できなけ

れば、もう戦争するしかない、というふうになる。 

 

（F） まあそうですね。それは、 

 

―― そこまで直接行くかというと、その間にはだいぶ努力はあるのだけれども。 

 

（F） いや、というか、この前半のテーマの次に、では自分たちは何ができるのかという

ことを考えるときに、身近なこともあるけれども、日本という世界の中の国として、温暖

化に対して、どういうスタンスで貢献できるのか、というのがあるのかなと思ったのです

けれども。 

 まあ、それをやると後半のテーマになってしまうので、そこまではいかないのですけれ

ども。だけど、それを考えたときに、こういうことが少しあるかなと思って、話題を出し

ました。 
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―― 大いにありますね。 

 

（F） 何か他にありましたら。 

 

―― じゃあ、経済の意見ですけれども、以前タイの洪水がありましたよね。 

 

―― あれもだいぶ長かったですよね。 

 

―― ええ、影響が長かったと思うのですけれども。そのときに、パソコンなどの電気機

器のパーツの工場が浸水したり、自動車のパーツの工場が浸水したりして、日本の経済に

対して、影響は少なからずあったと思うのですね。 

 で、そういったことに対して、ファシリテーターさんがおっしゃった通り、日本だけで

はなくて、他の国に対してどういった影響をするべきなのかとか、ちょっと話が後半にな

ってしまうのですけれども、何ができるのかということを考えなければならない部分とい

うのはあると思います。 

 なので、ここに加えるとしたら、他国の災害が日本の経済に対しても影響を及ぼす、と

いうことだと思います。 

 

（F） 防災の意味で少し考えていることがあるのですけれども。タイの例で言えば、タイ

に日本企業が進出して、いろいろな工場ができていなければ、たぶんそんなに大きな話題

になっていないと思うのです。 

 

―― ああ、はい。 

 

（F） で、日本でもよくあるのですけれども、崖のすぐ下に家を作ると、そこに公共事業

費をものすごく突っ込む。それよりは、そういうところに始めから行かなければよかった

のではないか、という話もあったりして。 

 ただ、それはそういうことではなくて、なんていうのでしょう、日本人が海外に工場を

作ったりするというのは、 近のことですよね。10 年以上前はなかった。だから、交流が

進んできて、日本人が例えば南のほうに行ったり、発展途上国に行くと、直接温暖化の影

響を受けるようになってきた、という面もあるのだろうなと思いましたね。 

 

―― それが、たぶん見えやすくなっているのですよね。 

 

（F） そうですね。 
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―― 今は通信が発達してきて、そういうこともニュースになったりするので。 

 

（タイマーが鳴る） 

 

（F） 今のが、3 番が終わりの時間なのですよね？ 

 

（サブ F） はい、そうです。 

 

―― 4 番くらいまで行っているけど。 

 

（笑） 

 

―― まあ、そうしたほうが話も進めやすいというのもあったので。 

 

―― 経済関連性で言うと、例えば、先ほど話が出たツバルはどんどん、もうなくなりま

すよね。そういう人たちがどこかに移動する。移動したら当然お金がかかって、なんてい

うのかな、住む地域が狭くなって、なおかつ、新しい生活環境を作らなければならない。

そういう意味で、経済的な損失はかなり大きいと思います。 

 

（F） 温暖化でもって、グローバルに経済的な損失が起こってくるし。先ほど言ったみた

いに、日本人もグローバルに行動するようになったので、そういう影響もさらに受けやす

くなっている。そういうことでしょうね。 

 

―― そうですね。 

 

―― 他人事ではないという話ですね。 

 

（F） ええ。だんだん。もちろん、日本人が行動的になったことで、そういうこともある

のではないかと。 

 

―― 日本人も、例えば海面が上がって、どこかが沈むとなったら、当然同じように移住

しなければならなくなりますからね。例えば、東京湾岸地区とかあの辺は。 

 

―― 発表のほうはいけそうですか？ 

 

―― 3 分だから、過ぎるとまた次の人に迷惑をかけてしまうから、さらっと行きます。 
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 私は、 後にお二人がおっしゃったけれども、本当にこれ（経済または食料）が逼迫し

てきたら、即これ（戦争）だと理解しています。だから、今はかなりの期間をかけて、総

括というか、じゃあ日本は何をすべきかということで、国際協力とか、安倍さんがどんど

ん出ていって外交をして、10 年ぶりにメキシコに行ったとか、今はそういう段階じゃない

ですか。だから、そこのところはやるべきことはたくさんあると思うのだけど。 

 日本は、これからこれに（発想が）来ないですからね。「え？ 戦争？」ってなってしま

う。 

 

―― 今、日本は、戦争という言葉自体を、皆が避けているのですよね。 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、グルーピングがだいたいできているので、あと 3 分く

らい意見出しをしていただいたら、 終的に、後から出てきた意見も含めて整理されたら

いかがでしょうか？ 

 

（F） はい、分かりました。では、もうだいたいグルーピングができているので、 

 

―― この「経済」というところは？ 

 

（F） これは、もう、いろいろなところから来ると思うのですね。 

 

―― 全部ですね。 

 

―― そう、全部ですね。 

 

（F） だから、あえて結ばなくてもいいかなと思ったのですけれども。 

 

―― 後半で、日本は何ができるのか、みたいな話は、これで行くと必ず出てきますよね。 

 

―― 結局、全部ですよね。「病気」も対策にお金がかかるし。 

 

―― 「経済」のグループには、何か印をつけたりしますか？ 

 

―― ああ、そうですね。では、それは軽く私がまとめて言いますから。あとは後半の発

表の人に委ねる。 

 

―― こう、半円とかで囲んで。 
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―― ここに「経済」エリアを作って。で、これは全部ですよね、結局。 

 

―― つながっているのだと。 

 

―― 全部。 

 

―― たぶん、それで伝わると思います。 

 

―― 後は「経済」につながっていくと。 

 

（F） やっぱりお金が大切なのかな。そう思うと、なんとなく「ん？」って思ってしまう

けど（笑）。「経済」というと、お金になってしまうから。 

 

―― お金がなかったら、何もできないですよね。 

 

―― 今、中国が急にあれしても、じゃあ温暖化になったらどこの国が困るのかといった

ら、やはり中国、インド、人口問題を抱えている国じゃないですか。 

 

―― でも、今、中国だって、仕事を出しているのだけど、全然、昨年は何もしていない

ですよ。 

 

―― 我々は先進国と言われていて、いい思いをしているでしょう。で、次に、後進国が

なぜ先進国になってはいけないのか、という話になるのですよ。そこでこの地球規模の温

暖化が起こっているわけで。そのバランスは無茶苦茶難しいですよ。先進国にいる立場と

しては。 

 

（F） ええと、では、意見は出尽くしたのではないかと思います。で、もう発表のほうも

ばっちりですね。 

 あとは追加で補足とか、何かございますか？ よろしいですか？ 

 

―― かなりうまくまとまっていると思うのですけれども。 

 

（F） はい。では、休憩を宣言します。 

 

（拍手） 
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（サブ F） 何分まで休憩にしますか？ 

 

（F） 30 分までにしていいですか？ あ、10 分間しかしちゃいけないのですね。では、

25 分までですね。休憩です。 

 

（サブ F） では、貼りましょうか。 

 

（ホワイトボードに模造紙を貼る） 

 

（休憩） 


