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Summary   In addressing the long-term significant reduction in GHG emissions, it is crucial 
        that the social will of all actors in the society including stakeholders and citizens, 

be realized. The project aims to seek the possibility of social will formation and 
develop such methodology (framework and intermediation function) through an 
experimental research in which scientists, experts and social actors pursue 
dialogues in a process starting from the review of low-carbon society scenarios. 

 

１．研究プロジェクトの背景と目的 

（１）背景 

気候変動問題の内外の動きを見ると、IPCC 第 4 次報告書の公表、ポスト京都の国際制度構築

のための国際交渉、ハイリゲンダム、洞爺湖及びラクイラでの主要先進国首脳間での論議等、低

炭素社会づくりに向けての流れはいよいよ本格化している。我が国でも、洞爺湖サミット直後の

2008 年 7 月に、2050 年までに温室効果ガス（GHG）を現状よりも 60～80％削減しようとする

大胆な長期目標を掲げた「低炭素社会づくり行動計画」を閣議決定したところである。 
気候変動問題に科学技術が果たす役割は極めて大きく、科学に裏打ちされた政治的決断が重要

であることはいうまでもないが、それにも増して GHG 大幅削減の取組主体である社会の構成員

の役割の重要性を強調しなければならない。気候変動問題への対応のためには、これまでの世紀

の地球資源・エネルギーへの大量依存の経済社会の構造変革、更には人々の価値観や意識の変革

が避けて通れないからである。その意味において、社会における強い意志の形成と、それを可能

にする本格的な対話の成否が、長期的な温暖化戦略の成立の鍵を握っているといえよう。 
しかし、我が国において、気候変動問題に関して情報の共有に基づいた社会の構成員間での「本

格的な対話」や「科学と社会の応答」はなされているであろうか。例えば中期目標の決定プロセ

ス１においても、各分野のアクターがそれぞれの主張・利害を発信するのみで、本格的な対話の

場は成立せず、利害調整と政策設計は専ら官僚組織に委ねられていたのではないか。 
 
（２）研究プロジェクトの目的 

本研究開発プロジェクトは、独立行政法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センタ

ー研究開発プログラム「科学技術と社会の相互作用」として2008年度に採択された。 
同プロジェクトは、長期 GHG 大幅削減に向けては、気候変動問題や GHG 排出削減に関わり

の強いステークホルダー（SH）を中心とした社会の構成員による議論の構築と意思の形成が重要

な役割を果たし、そのための方法論を確立することが急務であるとの認識の下に実施する社会実

証研究である。目的は次のとおりである。 
①科学者／専門家とSHの間で、更にSH間において、本格的な対話を重ね、熟慮・相互理解等

を通じて、長期的なGHGの大幅削減に関する社会的意思の形成の可能性を試み、 
②上記の社会実証を通じて、長期的なGHG大幅削減に関する社会的意思の形成に資する社会的

ツール（場、方法論、機能等）を開発し、これを社会に提案する。 



2050 年 GHG 大幅削減を前提として、科学者から科学的知見、情報を得ながら、対策の当事者

である社会の SH が直接向き合って対話を深めていった時、導き出される結論は何か、何が問題

か、意見対立の所在はどこか、対話・討議を通じて社会的な意思を創出することができるかどう

か、意味ある対話が機能するかどうか、こうした問題意識を持って社会実証研究を行う。 

 

２．研究計画 

研究期間は、2008／10～2012／3 の 3 年半である（図 1 参照）。2009 年度及び 2010 年度の２

カ年間にステークホルダー会議を開催し、最終年の 2011 年度に会議結果を集約し、自己評価･第

三者評価を経て、長期 GHG 大幅削減に関する SH 間の対話と社会的意思形成に資する社会的ツ

ール（機能）についての提案を試みる。 
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Phase２：
論点の整理（ステークホルダー対話）

低炭素社会実現のための論点の整理

2010年度

2009年度

Phase１：
低炭素社会シナリオを通じた
個人の熟慮 （シナリオ科学者との対話）

Phase３：
意見構造の明確化（ステークホルダー対話）

フェーズ2で抽出の課題ごとに議論の深化

意見一致が目的ではない。キーワード：意見構造

重要課題の
明確化

2008年度 研究体制整備 ステークホルダー選定会議基本設計

対話結果のレビュー
成果の集約

自己・第三者評価
2011年度 フォーラムの有意味性を

社会に問いかける

課題に応じ
た専門家・

実務家

ステーク
ホルダー

シナリオ
科学者

対話

ステーク
ホルダー

対話

対話

個人の熟慮

ステーク
ホルダー

対話

対話

対話

仲介機能の評価と
社会実装化の検討

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 図１ プロジェクトの進行 

 
３．低炭素社会づくり「対話」フォーラムの開催 

研究の中核を成すものは、2 年間にわたり開催する SH 会議であり、『低炭素社会づくり「対話」

フォーラム』と称して実施することとした。同フォーラムを概略は以下のとおりである。 
（１）会議の概要 

・主催：低炭素社会づくり「対話」フォーラム実行委員会（プロジェクト研究者で構成） 
・会議テーマ：「対話」で探る低炭素社会 
・フォーラムの形態：SHと気候変動問題に関わる科学者／専門家の対話、及びSH同士の対話

を実施する。対話は参加型会議の一種であるステークホルダー会議を用いる。参加型会議

とは、一般に、人々の関心の的となり議論を必要とする社会的問題について、問題当事者

や一般の参加の下、一定のルールに従った対話を通じて、論点や意見の一致点、相違点等

を確認しあい、可能な限りの合意点を見出そうとする会議を言う。ステークホルダー会議

は、テーマについて関わりの深い組織の代表や個人（SH）の出席の下、顕著な論点につい

て十分に時間をかけて議論することにより、合意点を探る努力をしたり、見解の異なる理

由背景を明確にすることを目指す２。 



・フォーラムの期間：2009 年年度～2010 年度の 2 ヵ年間 
・フォーラムの開催場所：原則として上智大学(四ツ谷) 

（２）会議の目的 
低炭素社会に向けて、長期的な視点に立った実現の道筋を探ることを目標として、SH と科

学者／専門家の対話、及び SH 同士の対話を深め、低炭素社会の実現に関する意見構造を明ら

かにすることを目的とする。本フォーラムでは、SH 自らが多くの論点から絞り込み設定した

討議課題について、議論を尽くす。共通の情報基盤に則った討議を通じて、できる限りの合意

を目指すが、極限的努力によっても合意点が見出せない場合には、意見のベクトルの向きや大

きさの違い、またその違いが生じる理由や背景を参加者間で確認し、認識の共有を図る。この

ような作業を、ここでは「意見構造の明確化」と定義する。 
意見構造の明確化の作業は、日本社会として長期 GHG 大幅削減を実現していく上で今後解

決していくべき残された論点や課題を明らかにすることでもある。 
（３）ステークホルダーの参加 

SH の人選は、気候変動問題の特性に即して、日本の経済社会における気候変動問題への関

与・利害の構造を反映する構成の再現に努めた。本対話フォーラムでは、ステークホルダー（SH）

を議論しようとするテーマに強い関わりを有する主体と定義する。すなわち、長期 GHG 大幅

削減の担い手として低炭素社会づくりについて強い関わりを有する主体である。 
人選の結果は、図２のとおり各分野から計 28 名にステークホルダーとして参加いただくこ

ととなった。 
（４）会議の進行方法 

会議は 3 つのフェーズに分

けて進める（図１参照）。 
①フェーズⅠ：低炭素社会 
 シナリオを通じた個人の 
 熟慮 （シナリオ科学者と 
 の対話をきっかけに） 
・時期：2009 年 6 月～11 
 月（全 4 回） 
・目的・方法：低炭素社会

実現シナリオを通じたシ

ナリオ科学者の説明・質

疑・対話を契機として、

SH が自らの立場や利害

に立ち、長期 GHG 大幅

削減の実現において、今

の段階から真剣に議論し

ておくべき課題に関し、自分自身の問題意識を明確にする（個人の熟慮）。 
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図２ ステークホルダーの人選 

・アウトプット：各 SH が、個人の熟慮を通じて深めた問題意識を表明する。 
②フェーズⅡ：論点の整理（SH の対話） 
・時期：2009 年 12 月～2010 年 3 月 
・目的・方法：SH 各自の問題意識をその背景や価値観まで提示し合い、相互理解のための対



話を繰り返しながら、本フォーラムとして取り上げて議論すべき重要な論点を明らかにする。 
・アウトプット：全員の問題意識の分布を共有し、PhaseⅢの議論対象の重要課題を抽出する。 
③フェーズⅢ：意見構造の明確化（SH の対話）･･･必要に応じ専門家等を招集 
・時期：2010 年度 
・目的・方法：PhaseⅡで抽出された重要課題について、SH 間で対話を深めることにより、

SH 間の意見構造を明確にする。必要に応じ、課題に関する専門家・実務家等の意見の聴取

や議論への参加も考慮する。議論の課題について、深い対話を通じてできる限りの合意を目

指すが、意見一致は選択肢の一つにすぎない。その際合意に至らない点についても、その背

景・理由まで議論を深め確認しあい、SH 間の意見構造を可視化する。 
・アウトプット：重要課題についての意見構造を明確にする。 

（５）会議の特徴 
 ①参加者（SH）が、対話の主役であり会議のイニシアチブをとる 

議論は SH のイニシアチブの下に進める。主催者／事務局は論点を用意したり、議論の着地

点を示したり一切行わない。参加者による対話・議論の深化のための方法論の検討・準備や、

円滑な会議進行のサポートに徹する。 

SH 間で対話を深め意見構造を明確にする作業は、フェーズⅢで行われる。フェーズⅠ及び

フェーズⅡは、いわばフェーズⅢでの本格議論の課題を自ら見出していくための助走であると

位置づけられよう。行政の審議会等では、通常、フェーズⅠ及びフェーズⅡに該当するプロセ

スは予め主催者（行政）側でこなされ、議論すべき課題・論点、議論の進め方、まとめの方向

等が準備されて会議がスタートすることが多い。いわば、会議進行のレールが敷かれ、参加者

は粛々とその上を辿るというケースが圧倒的に多い。本フォーラムでは、このような課題や論

点の提示と整理、対話の実施、とりまとめ、結果の発信方針等を、参加者のイニシアチブの下

に進めていくことになる。 

②「低炭素社会実現に向けてのシナリオ」をきっかけに対話を実施する 

対話は、シナリオ

科学者から「低炭素

社会実現に向けてのシ

ナリオ」について説明

を受け、これをきっか

けとする。気候変動問

題に関わりの強い SH
といえども、気候変動

問題に関し長期(例え

ば 2050年)の視点から

課題を見出し、意味の

ある対話を進めていく

ことは容易ではない。

不確実性を含んだ将来

像に対して科学的知見を基に一定の目標を置き、現在から将来に至る道筋の選択肢を示すこと

が、潜在的な問題意識の掘り起こしや熟慮の手がかりとなる。シナリオ提示は、「低炭素社会実

現」に関して、どのような要因を検討する必要があるのかを考えていく上での一つの材料を提
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表 1 既存の GHG 削減シナリオ 



供するものである。 
活用可能なシナリオとしては、複数のものが存在するが（表 1 参照）、2050 年を目標とした

GHG大幅削減を扱っているものは、国立環境研究所等による脱温暖化 2050 シナリオであると

考えられ、これを提示した。当該シナリオは、一応の整合性を持って、2050 年に 1990 年比 70％
の二酸化炭素削減した日本を示し、そこへ到達する道筋を示している３。 

（６）対話の前提 
 ①長期（2050 年頃）における低炭素社会の実現が目標 

IPCC 第 4 次評価報告書や、我が国の低炭素社会づくり行動計画(2008 年 7 月閣議決定)等を

踏まえ、長期的な視点（2050 年頃）から、温室効果ガスの大幅削減に関する討議を焦点とする。

今日・明日ではなく、「その先」の低炭素社会づくりに向けた議論を行う。 

 ②取組の主体（主語）は「日本」 

気候変動問題の解決は、国際的視野に立った国際協調による取組が基本である。しかし、本

フォーラムでは、長期的な温室効果ガス大幅削減に向けて、日本としての関与のあり方を議論

の対象とする。具体的には、取組の主語は「日本」とし、国内の対策を議論の中心に据える。 

 ③ 所属する組織・団体の利害、関心等を十分に踏まえた上での意見・発言を期待 
一人の人間は、組織等に属する者、有権者・消費者、投資家、家庭人等、多様な側面を有し

ているが、対話フォーラムは、一個人／一市民としての意見を発言する場ではない。あくまで

も組織等での経験に立脚した発言が期待されている。しかし、このことは既に所属組織等で見

解が固まっている範囲内でのみ発言をすることを意味するものではなく、議論の展開の状況に

応じて、柔軟で自由な発言を期待している。そして、自由な発言を保証するため、フォーラム

での会議の状況は HP で公開するが、発言者が特定化できる情報は非公開とする。 
（７）関与者（図３参照） 
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図３ 研究プロジェクト及び対話フォーラムの関与者の相互関係図  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．中間総括と今後の展望 

本研究プロジェクトは、開始以来 1 年を経過した。ステークホルダー会議は、半年余の準備を

経て、6 月 20 日を皮切りに、8 月 1 日、9 月 12 日と既に 3 回開催してきた。毎回ステークホル

ダーの約 9 割の出席を得て白熱した討議が行われており、気候変動問題を巡る社会の構成員間に



おける本格的な対話が、いかにセクター横断的な共通関心事であるかがをわかる。 

本社会実験研究は継続中であるが、本稿の最後に、社会の構成員による主体的参加の意味する

ところを総括的に論じてみたい。 
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これまで我が国で用いられてきた行政の意思決定システムへの市民参加プロセスは次のように

表現できよう。解決を要する問題の論点整理や解決アプローチ等の大枠が、官（意思決定者）や

専門家の間で腹案として用意･作成され，その案に対して市民に意見を聴こうとするものに他なら

ない。問題は、こういう過程を経て策定された政策に基づいて国民／市民に向けて行動をとるよ

う要請したとき，当事者意識が殆ど醸成されていない市民達が果たして行動や実践を起こすのか

という基本的疑問がある。例えば，温暖化対策に係る公的な行政施策や計画は極めて多数に及び、

それらの大半が上記のような市民参加プロセスを経て策定されているが、現実は手続きの形式化

と施策／計画の画餅化を呈していないであろうか。 
 図４は、本研究開発プロジェクトが開発を目指している社会の構成員の主体的参加による意思

決定システムのイメージ図である。取り扱う課題について、全ての関係主体の結集によって情報

の共有･討議の積み重ねを経て、社会的意思の形成を目指し、その結果を政治・行政の既存の意思

家低メカニズムにおける意思決定に活かし、また一方、企業、地域組織、NPO 等の社会の構成員

の取組に発展させていこうとするものである。 
 政権交代に伴い脱官僚主導が叫ばれているが、既存の意思決定システムの見直しのためには、

社会の構成員が自ら主体的に社会としての意思を形成していく力を蓄え、またそれを可能とする

方法論･仕組みを作り上げていくことが何よりも必須ではないか。本研究開発プロジェクトは、こ

うした社会の要請に応えていくための基礎を構築していくための社会実証でもある。 
                                                  

１ 内閣官房,地球温暖化対策の中期展望に関する国民的議論の結果概要,2009.5.24 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tikyuu/kaisai/dai09/09siryou1.pdf 
２ 柳下正治,社会的意思形成の重要性に関する環境政策学からの考察,「地球環境学」第 4 号,92－

101,2008 
３ 社団法人国際環境研究協会,低炭素社会のビジョンと実現シナリオ,「地球環境」Vol.12No.2,2007 

図４ 社会の構成員の主体的参加の意思決定システムの構造 
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