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1. Introduction 
What kind of society do you want to live in? What should society strive for? What is a good, happy 

life for you? In a truly democratic society, these are relevant and valid questions for the citizens to 

reflect upon, not just on an individual level, but also on a political level since the answers shape 

what kind of future we want, and thereby also our political decisions. In reality, political 

discussions are often far away from explicitly addressing such questions. This study aims to 

examine initiatives on the ground in Japan that are deliberating and developing societal visions, 

called Future Session workshops. In this Introduction chapter, I will give a background on the crisis 

of democracy and the call for alternative societal visions, give a brief description of Robert Jungk’s 

future creating workshops followed by a description of the Future Session workshops in Japan, and 

finally develop the purpose of this research.   

 

1.1. Crisis of democracy  
The general distrust towards politics and politicians is increasing in present Japan, resulting in the 

long-term decline in political participation (Hirano, 2012). The voting rate for elections is declining, 

with 52.66% in year 2014, especially lower in the younger generation with 32.58% for people in 

their 20’s (Ministry of Internal Affairs and Communication, n. d.). The political distrust and 

decreasing voting rates is a part of what can be labeled a democratic crisis. 

 

Aoki (2014) points to three layers of crisis in democracy in Japan today (p. 47-48). The first layer is 

the difficulty of taking on national risks and responsibilities that are far beyond an individual 

citizen’s responsibility. Aoki gives an example of the aftermath of the 2011 earthquake, in which 

there was no municipality that was willing to take the rubbles and wreckages if there were any risks 

of radiation pollution in it. This highlighted the weakness of a democratic structure in taking risks 

and responsibilities that one cannot relate to as their fault (ibid., p.47). Another layer is the 

international negotiations on economic globalization, in which the ‘rules of the game’ (i.e. 

international trade) are beyond common citizens’ influence, and the global power structure has 

moved outside of our representative system, while also putting our democratic system at stake (ibid., 

p.48). The final layer is the debate and critique on present bureaucrat-led politics in Japan. What 

people hoped in the administration of the Democratic Party of Japan (2009-2012) was that 

bureaucratic leadership of the past would be replaced by a transparent and clear leadership, bringing 

back the popular will through politician’s leadership. Bureaucrats are not elected representatives, 

and therefore bureaucrat-led politics would not qualify as representative democracy (ibid., p. 47). 

Now that the government has changed back again to the Liberal Democratic Party, which has been 

the ruling party since post-World War II up till 2009, Aoki refers to the situation as “people are 
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watching this ‘theater of government change’ by taking a position in the audience seat as a given” 

(ibid., p. 47-48, translated by author). Hence there is a severe disappointment that nothing will 

actually change despite the different governments (ibid.).  

 

1.2. Call for alternative societal visions  
‘Sense of stagnation’ (heisokukan) is a word commonly heard in Japanese media today. The future 

of Japanese society is widely uncertain. The population is declining and the demographic profile is 

rapidly shifting toward an aging society (Muramatsu and Akiyama, 2011). Still in the reconstruction 

after the Great East Japan Earthquake in 2011, forecasts predict that the Tokyo region has a 

possibility of 70% to be hit by an earthquake of magnitude 7 to 8 within the next 30 years (Central 

Disaster Prevention Council’s Working Group on Countermeasures to Tokyo Earthquake, 2013). 

The uncertainty towards the future may be adding on to the distrust towards politics and the wide 

range of social issues, in creating a sense of stagnation in the society.   

 

Among others, the lack of a clear societal direction, or the vision of society, could be one root cause 

of this vague, yet commonly heard feeling of the sense of stagnation. The Japanese society has 

pursued economic growth and material wealth since the Meiji era (1868-1912) and especially 

post-World War II, yet although economic growth is failing to be a societal aim anymore, 

alternative directions remain to be unclear (Hiroi, 2011). Economic growth, calculated by Gross 

Domestic Product (GDP), has been the imperative of political decision-making and political 

discourse. Japan is still the third country in the chart of GDP, yet in well-being or happiness 

indicator rankings, the results are not as bright, where it ranked for example 46th in the World 

Happiness Report (Helliwell, et al., 2015). This indicates some contradiction between the economic 

wealth of the society and the satisfaction of people in relation to their actual well-being. Recently, 

there is an increased argumentation that GDP is an imperfect index for well-being, calling for and 

developing alternative indicators (Jackson, 2009; Stiglitz, et al., 2009). International organizations 

such as OECD and European Union have each started initiatives (Better Life Initiative and Beyond 

GDP, respectively) and countries such as UK have started ‘measuring national well-being’. The 

debates on well-being indicators are present in Japan as well, as the Cabinet Office of the 

Government of Japan launched The Commission on Measuring Well-Being in 2010 (The 

Commission on Measuring Well-Being, 2011). Furthermore, Arakawa city, a district in Tokyo, has 

developed their own indicator of subjective well-being called Gross Arakawa Happiness, inspired 

by Bhutan’s Gross National Happiness (RILAC, 2012), and has taken leadership in creating a 

network of municipalities across the country called “The Happiness League,” seeking ways to use 

well-being indicators for policy objectives (Happiness League Secretariat, 2014). 
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1.3. Sustainability as a response to crisis and vision of the future 
Sustainability is another key term in discussing the visions of society, in relation to the future and 

democracy. Japan’s ecological footprint, a measure of human impact on the environment, indicates 

that if everyone in the world lived as the average Japanese citizen, we would need the equivalent to 

2.3 planets (WWF, 2012). A fundamental shift towards a more sustainable society is unquestionable. 

As seen in the famous titles of the international documents relating to sustainable development, Our 

Common Future (United Nations, 1987) and The Future We Want (UNGA, 2012), the ‘future’ is 

something that is a shared, common concern in which sustainable development is a vision and 

pathway, and thereby sustainability is a question about this common future we share as humanity. 

Sustainability is sometimes discussed in a more technological discourse, for example using 

indicators of nature and the environment (Clausen, et al., 2010). Yet, sustainability is fundamentally 

a democratic issue, which is supposed to deal with the complexity of moral, ethical aesthetic 

questions on a societal level (ibid.).  

 

In response to the crisis of democracy and the call for alternative societal visions and sustainability, 

some groups have started to engage in actions and form their own spaces to discuss and create a 

common vision on where the society should go and how we want to live.  

 

Municipalities are, at least rhetorically, shifting away from economic development and have 

expressed an interest in pursuing a ‘steady-state society’, towards richness of life and satisfaction of 

quality, rather than expansion and growth (Hiroi, 2011, p. 408). Contrary to the larger trend of 

migrating to bigger cities, a significant number of young people are actively moving to the rural 

areas since the 2000’s, finding their roles in that society and creating their own jobs (Zushi, 2013). 

Up to 200,000 people participated in the antinuclear demonstrations following the Fukushima 

nuclear incident (Teo, 2013), showing frustration to the government’s energy policies. Aoki situates 

the antinuclear demonstrations in parallel to the Occupy Movements, referring to Lincoln’s “of the 

people, by the people, for the people”, that this was a large-scale demonstration that expressed their 

doubts to leave it up to the political elites to decide about what is “for the people”, and to bring it 

back to something that is “by the people” (Aoki, 2014, p. 49).  

 

During the recent years, a new phenomenon called Future Session workshops has emerged in Japan. 

The occurrence of Future Session workshops could be understood in this present historical situation. 

In this context, Future Sessions workshops could be seen as an outcry for spaces to deliberate 

creatively and openly about the future, with people of various backgrounds, in attempt to develop 

alternative visions. Similar initiatives have been historically found, called future creating 

workshops as a response to the call for democracy. Before focusing on the case in Japan, the 
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historical phenomenon is explored shortly below.  

 

1.4. Future Creating Workshops as a response to the call for democracy 
A similar workshop to the Japanese Future Sessions has emerged historically in Germany, called 

future creating workshops founded by Robert Jungk as a response to the call for democracy. Jungk 

believed that creating a common awareness of urgent problems of society, encouraging and relying 

on participation of “everyman” in the forming of society were cues to a more peaceful, prosperous, 

and sustainable future (Nielsen and Nielsen, in press). Jungk was convinced that future creating 

workshops would demonstrate that ‘different futures’ were thinkable and possible, that they would 

evoke and strengthen lay people’s self-confidence, and thus make a source for creating citizens’ 

initiatives, actions and broad involvement in the transformation of society (ibid.). Future creating 

workshops were conceptualized as part of a renewal of democracy of societal institutions and of 

everyday life from below (ibid.). Jungk considered this renewal to be both personal and societal 

learning processes, and future creating workshops as a way to ‘encourage’ people and to help 

overcome resignation (ibid.). Cases and examples of future creating workshops analyzed from an 

empowerment point of view could be found in for example Henning and Renblad’s (2009) edited 

book (e.g. Chapter by Åhnby and Henning, 2009).  

 

According to Jungk, the method has clear identifiable building blocks. The first is social 

imagination, referring to the importance of people getting together, and under democratic forms, 

being allowed to be visionary and dream about the future. The second building block, counterforce, 

refers to the fact that humans have strength and capability to create opportunities, and if these 

opportunities are organized, they can be a counterforce to various social changes that humans face. 

The last building block is generative planning, in which people should have opportunity to have 

real influence (Jungk & Mullert, 1996 cited by Åhnby and Henning, 2009). 

 

In terms of the methods and framework of the workshop, Apel (2004) describes three main phases. 

The first is the critique phase, which is designed to draw out specific issues and problems in 

forming a critical understanding of the problem (ibid.). Second comes the fantasy phase, where 

participants try to work out a utopia and to draw future possibilities, regardless of their 

practicability (ibid.). The social fantasy of the participants is developed in this phase, and the point 

is to alienate the problem’s solution and present it in creative forms, to find things outside of the 

box (ibid.). The third is the implementation phase, where the found ideas are checked and evaluated 

in regards to their practicability, and turned into action plans (ibid.).  
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1.5. Future Sessions 
Similar to Jungk’s Future Creation Workshops, a type of workshop called Future Sessions has been 

spreading rapidly in Japan in the past five to ten years. To present one figure, seventy-five sessions 

were held across the country during the 4th annual Future Sessions Week in June 2014 (Future 

Sessions Inc., 2014), and eighty-four sessions during the 5th Future Sessions Week 2015 (Future 

Sessions Inc., 2015). Future Sessions Inc., a consultant company that develops this workshop style 

and facilitates sessions, have promoted these weeks so that workshops were self-organized across 

Japan, and information and brief outcomes were shared on the online platform. “Future Sessions” 

refers to a type of workshop where people from different sectors, positions, and specialties come 

together, have dialogue in a flat, non-hierarchical matter, and co-create some kind of vision of the 

society. According to the website of Future Sessions Inc., “Future Session is a space where you aim 

to solve complex problems with no straight answers, and try to overcome the barriers between 

sectors (corporation, administration, civil society, etc.), departments, specialties, have a dialogue 

that transcends your positions, and create collaborative actions” (Our Futures, n. d.). The main 

purpose of these sessions is to create dialogue, innovation and collaborative actions on wider social 

issues. Today, corporations and the civil society, including non-profit organizations, are the main 

organizers of many sessions (observed on www.ourfutures.net ).  

 

Future Center is another term sometimes used synonymously to Future Sessions. The word Future 

Center is pointed more towards the physical space, but fundamentally is about the dialogue that is 

practiced there (Kokubo, 2012). Some research in Netherlands has, however, also focused on the 

influence of the design of the physical space in creating innovative atmospheres (van der Lugt, et al., 

2007). Others describe Future Centers elsewhere as an ‘‘urban innovation engine’’, a system which 

can trigger, generate, foster, and catalyze innovation in a city (Dvir, et al., 2006).  

 

The topics and themes of these sessions are diverse. A series of dialogue sessions are organized by 

a group of citizens about hikikomori, a Japanese phenomenon where adults isolate themselves from 

society in their homes (Ikeda, 2012). How enterprises approach social issues and the innovation 

design process are described by Okada, et al. (2013) on the case of a project on dementia. Onagawa 

Future Center is an example of how Future Sessions are also used in the context of having dialogue 

in the reconstruction from the earthquake of 2011 (Onagawa Future Center Camass, n. d.). Some 

universities are adopting Future Centers as well, such as a seminar in University of Shizuoka which 

takes the form of a Future Center, in which they have actively invited people from the community 

to join the dialogue with students (Kokubo, 2012).  

 

Moreover, some municipalities have started to run Future Sessions, such as in Yokohama city 
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(Yokohama Conference Secretariat, 2014), and Mie prefecture (Mie prefecture, 2014). Kyoto 

prefecture has a Future Center study group under the citizen power promotion unit (fumin-ryoku 

suishinka) that made visits to Future Centers in Netherlands and within Japan (Kyoto Prefecture, n. 

d.). Sato (2015) describes the progressive case of Himi city in Toyama prefecture, which has 

renovated an old unused school building into its new City Hall as a Future Center in 2014, aiming 

to design the space to activate dialogue and communication with citizens. Spatially, the building is 

designed for holding workshops, equipping white boards, sticky-notes and pens, while also 

assigning staff that is responsible for training facilitators to collaborate with citizens. Hongawa, the 

mayor from 2013, is a professional facilitator and organized participatory dialogue workshops 

inviting citizens to brainstorm and design the new City Hall (ibid.).  

 

1.5.1. The terms Future Sessions, Future Session Workshop, and Dialogue ba/place 
All of the observed workshops for this thesis were selected based on a criteria that the event 

information was published on the online platform Our Futures, implying that the Future Sessions 

framework would be applied. However, the only organizer that identified its event as a Future 

Session was Future of Resilience. It became clear through the interviews that the other three events 

were using the online platform as a means of promotion of their events, but not entirely identifying 

that they are using the methods of Future Sessions. Yet, in spite of their diversity and 

self-identification, the observed workshops still had commonalities that they use dialogue as a 

method of their workshops, and the topic is related to the future. At the same time, this shows how 

the idea of Future Sessions are modified and changed among practitioners, still using the same 

name. In this study, I decide to use the term “Future Session workshops” as a practice that 

incorporates broader interpretations of using approaches similar to and/or inspired by the official 

Future Sessions labeled by Future Sessions Inc. 

 

One other term to note here is “ba.” Ba is a Japanese term commonly used in daily language, but 

has philosophical roots as a concept, brought by the Japanese philosopher Kitaro Nishida. One can 

translate ba into “place”, but includes a time dimension along with the physical or spatial dimension. 

According to Nonaka and Nishiguchi (2001), “the Japanese word ba denotes not only a physical 

space but a specific time and space, including the space of interpersonal relations. Hence, ba is a 

time-space nexus or, as Heidegger expressed it, a locationality that simultaneously includes space 

and time” (ibid., p. 19). In this paper, the term “dialogue ba” used by the organizations and 

interviewees is conserved as “dialogue ba/place” in text to not lose this meaning through 

translation.  
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1.6. Purpose of Research and Research Questions 
Despite its popularity of practice on the ground, the past research of Future Session workshops are 

limited. Okada, et al. (2013) described the case of a project on dementia, focusing on exploring how 

enterprises and corporations should and could approach social issues. Kokubo (2012) discusses the 

advantages of having university students run a Future Center, and the educational and learning 

aspects towards the students and the community. Yet, the practices of Future Sessions and Future 

Centers are diverse, and further research is needed to understand this phenomena. This research will 

focus on dialogues claiming to be Future Session workshops, where people from different sectors, 

positions, specialties come together and co-create some kind of vision of the society. 

 

The purpose of this research is to examine the practice of Future Session workshops in current 

Japan, and to analyze these spaces from a deliberative democracy point of view in order to identify 

to what extent such spaces actually cultivate alternative ideas to the existing and dominant 

narratives about the good life of the future. 

 

Specifically, I aim to explore three aspects. The first point is the aims and motivations of the 

organizers and those who are engaged in these initiatives. What are they expressing, and what is the 

spread of these sessions a response to? The second point is how these initiatives could be 

understood in response towards the ‘crisis of democracy’. I will try to situate the phenomena of 

Future Session workshops as a critique towards the current democratic system, using deliberative 

democratic theory. Further, through examining the understanding towards the concept of ‘dialogue’, 

I aim to develop further on what Japanese deliberative democracy could look like. The final point is 

to explore the potentials of these Future Session workshops in developing future visions of society, 

and discuss how these spaces might have an impact on the Japanese society.  

 

1.6.1. Research Questions 
1. What are the aims and motivations of the organizers and those who are engaged in these 

initiatives, and what is the spread of the Future Session workshops a response to? 

2. How could this phenomena of Future Session workshops be understood as a critique 

towards the current democratic system, and could this be a part of Japanese deliberative 

democracy? 

3. What are the potentials of the Future Session workshops in developing alternative future 

visions of the society? 

  

1.7. Scope of Research 
The area of this research is the practice of Future Session workshops on the ground in Japan. Future 
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Session workshops are ran by diverse types of organizations, but this study examines three 

workshops organized by small-scale civil society organizations and individuals, and one workshop 

organized by a large corporation. Civil society organizations (e.g. non-profit organizations, NGOs, 

etc.) and corporations are the main organizers of these sessions in Japan.  

 
The structure of this paper is outlined below. The following Chapter 2 discusses the methodology, 

applied methods, and the delimitations. Chapter 3 is devoted to the theoretical framework based on 

deliberative democracy, specifically in Japan, and some focus on dialogue in contrast to 

confrontational communication. Chapter 4 illustrates the context of the Japanese society, based on 

theories of ‘vertical organization’ of the society, characteristics of Japanese communication, and 

attitudes towards the authority and larger issues. Chapter 5 explores the historical development of 

Future Sessions in Japan.  

 

The final chapters, Chapter 6, 7, and 8 are each an analysis based on the three research questions. 

Chapter 6 analyzes each organization’s motivations, starting with a brief summary of the four 

workshops and different perceptions of the Future Session framework. The common motivations 

that were identified are discussed in relation to how they could be understood as a critique towards 

the society. In Chapter 7, the concept of ‘dialogue’ is explored in relation to the Japanese societal 

structure, and crucial factors to have a successful dialogue are identified. This is followed by a 

discussion on how dialogue in workshops could contribute to developing a further understanding of 

a Japanese deliberative democracy. In Chapter 8, the workshop’s potentials in developing 

alternative societal visions are analyzed. First, the workshop process is explored through a 

comparison with Jungk’s future creating workshops. Next, a short summary is given of the project 

ideas that came out of the workshops. Finally, the paper will close with an evaluation on whether 

the workshops are actually responding to the call for alternative visions, or if they are reproducing 

existing structures.  

 
 
2. Methods 
The study’s empirical data was collected through participant observation of dialogue workshop 

sessions, semi-structured interviews with the session’s organizers, semi-structured focus groups for 

event participants after the workshop, and archival studies of the organizers’ organizations. 

 

2.1. Methodology  
Participant observation “involves social interaction between the researcher and informants in the 

milieu of the latter” (Taylor and Bogdan, 1984, p.15 as cited in Waddington, 2004). The social 
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world is not objective, but involves subjective meanings and experiences that are constructed by 

participants in social situations (Burgess, 1984). The idea of participant observation is to allow the 

observer to study first-hand experience and behavior of subjects in particular situations, and if 

necessary, talk to them about their feelings and interpretations (Waddington, 2004, p. 154). Burgess 

(1984) discusses four possible research identities: the complete participant, the 

participant-as-observer, the observer-as-participant, and the complete observer. The complete 

participant is one who operates covertly, concealing any intention to observe the setting, and the 

participant-as-observer is when the researcher forms relationships and participates in activities, but 

does not secret the intention to observe the events. These two identities were applied in this research. 

Usually, the researcher would participate in the workshops as a normal participant, but in two 

workshops when the researcher asked to record the workshops in the beginning, it was revealed that 

the researcher was observing. One of the major advantages of the participant observation method is 

that it can give deep insight into the informants’ subjective experience (ibid.). On the other hand, a 

common criticism towards this method is that people are likely to react to the researcher being 

present by engaging in untypical or extreme forms of behavior, along with the difficulty to remain a 

passive role in the setting (ibid.). These are necessary aspects to take into account upon reflection.  

 

Semi-structured interviews are based on the use of an interview guide, listing topics which the 

interviewer should attempt to cover in the course of the interview and suggesting probes which may 

be used to follow-up responses and gather greater detail from participants (King, 2004). The 

advantage of this method is its great flexibility, where it can address a wide range, from focused 

questions to broader issues (ibid.). It is particularly suited to examining topics, where different 

levels of meanings need to be explored (ibid.).  

 

Focus groups are recruited to discuss a particular topic, and are widely used to find out ‘why’ 

people feel as they do about something or the steps that people go through in making decisions 

(Bernard, 2006). Focus groups typically have 6-12 members plus a moderator, but smaller groups 

are better when you want to go deeper into sensitive issues (ibid.). Group interaction is explicitly 

used as part of this method, where rather than the researcher asking each person to respond to a 

question in turn, people are encouraged to talk to one another, by asking questions and commenting 

on each other’s experiences and points of view (Kitzinger, 1995). Group processes can help people 

explore and clarify their views in ways that would be less accessible in a one-to-one interview 

(ibid.). This is particularly appropriate when “the interviewer has a series of open ended questions 

and wishes to encourage research participants to explore the issue of importance to them, in their 

own vocabulary, generating their own questions and pursuing their own priorities” (ibid., p. 299). 

Group work also helps researchers to tap into different forms of interpersonal communication 
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including jokes and anecdotes, which can help highlight cultural values or group norms (ibid.).  

 

2.2. Data Collection 
The sessions were chosen based on the criteria that the events are using the Future Sessions 

methods and concepts framing, and further, their sessions’ topic was about the vision of society or 

future at any scale (e.g. abstract to specific, community scale to whole world). Hence, four 

workshop sessions were selected from the publicized events on the official online platform of 

Future Sessions (www.ourfutures.net), and analyzed through participant observations. The number 

of workshops was decided to be four in order to obtain a balance between capturing the diversity of 

initiatives, but also exploring the depth of their motivations and practices to match the research 

purpose. This was also due to the limited prior research of this material, and the limitations of time 

and resource constraints to conduct a pilot exploration and then to proceed to a main study. 

Therefore, the landscape of the practice of Future Session workshops was discovered along this 

research process.  

 

One of the events was organized by a large construction corporation, where Future Sessions Inc., 

the consultancy that is developing the Future Session methods, cooperated in organizing and 

facilitating the event. The three other events were organized by small-scale civil society 

organizations, among which there was one repeating organizer for two of the events. Since 

corporations and civil society organizations are the major organizers of Future Session workshops, 

the observed workshops could shed some insights of the diverse practices on the ground. Ideally, 

another workshop organized by corporations could have given a balance to the material, or there 

was also a possibility to focus on workshops organized by civil society only. However, since the 

selected workshop organized by a corporation (i.e. Future of Resilience) was co-organized by the 

leading figure of these initiatives (i.e. Future Sessions Inc.), the researcher decided that this 

workshop was highly relevant for this research, even though other workshops organized by 

corporate bodies could not be observed within the given time frame.  

Table 1. List of workshops and interviewees  

Workshop 

name 

Organization name Interviewee Position Workshop 

date 

Interview 

date 

Change the 

Dream 

Symposium 

-Transition Town 

Machida & Sagami 

-Seven Generations 

(non-profit 

organization) 

-Mr. Takehiko 

Akatsuka 

-Representative 

Director of Seven 

Generations 

31 January 

2015 

12 February 

2015 
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Tama Talk (Organized by three 

individuals) 

-Mr. Yuji Ogasawara 

-Ms. Kaoruko 

Manabe 

-Mr. Satoshi Tamura 

 7 February 

2015 

7 February 

2015 (after 

workshop) 

Future of 

Resilience 

-Taisei Corporation 

-Future Sessions Inc. 

(partner) 

-Mr. Masashi Ono 

-Mr. Yuta Uwai 

-Acting General 

Director of Seismic 

Technology 

Promotion Section 

-Innovation 

Consultant & 

Facilitator 

13 February 

2015 

6 February 

2015 

16 February 

2015 

Happiness 

Conference 

bond place 

(non-profit 

organization) 

-Mr. Yuji Ogasawara -Representative 14 February 

2015 

7 February 

2015 

 

The semi-structured interviews of organizers were conducted right after the event or on other dates, 

and based on an interview guide (see Appendix 1). For Happiness Conference, several questions 

were asked about the event during the interview of Tama Talk organizers since the organizer was 

involved in both workshops. There were two organizations that were involved in organizing 

Change the Dream Symposium, but only the representative of Seven Generations was interviewed 

for this thesis, since the workshop is developed and facilitated by Seven Generations and therefore 

was perceived most relevant for this research. The interview for the organizer for Future of 

Resilience was conducted at one of their office spaces, while the other interviews were conducted in 

cafes. The interviews lasted for 1 hour to 1.5 hours. All interviews were conducted in Japanese, 

recorded and transcribed (see Appendix 2 for transcripts in Japanese). Transcripts were sent to 

organizers to check interpretations and ensure validity. Quotes relevant for the purpose of this paper 

were translated to English by the author. 

 

Semi-structured focus groups were conducted for the participants of Tama Talk and Happiness 

Conference. For Change the Dream Symposium, a semi-structured interview with one participant 

was conducted instead of a focus group, due to failure of recruiting other participants to form a 

focus group. In the case of Future of Resilience, in addition to the fact that the organizer did not 

permit an official recruiting of focus group participants during the event, due to time and resource 

limitations, interviews of participants could not be conducted.  
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Table 2. List of focus groups and interviews with participants 

Workshop name Method and number of participants 

Change the Dream Symposium Interview with 1 participant 

Tama Talk Focus group with 4 participants 

Future of Resilience No interview or focus groups with participants could be conducted 

Happiness Conference Focus group with 5 participants 

 

The participants of the semi-structured focus groups were selected by their voluntary will to 

participate after the event. The announcement was made to the entire participants towards the end 

of the event about the purpose of the research and the opportunity to volunteer. Focus groups were 

conducted at nearby cafes and were recorded, and later transcribed. The Tama Talk focus group 

consisted of four male participants, and the Happiness Conference focus group consisted of four 

male participants and one female participant. The focus groups were 1 hour long each.  

 

For the events Tama Talk and the Happiness Conference, recording of the sessions were permitted, 

so the recording data was used alongside the researcher’s field-notes to record the occurrence 

during the event. 

 

Archival studies of the organizers’ documents were conducted to identify the organizations’ 

problem formulations, purposes and missions. The websites of organizations was the primary 

source of information. For non-profit organization Seven Generations, a 1-page brochure retrieved 

from the event was also used.  

 

2.3. Analyzing the data 
To support the analytical process of the gathered data, thematic coding analysis was used. Thematic 

coding analysis is a generic approach to the analysis of qualitative data. This analysis was chosen 

due to the advantages in which the method is flexible, accessible for researchers with little 

experience with qualitative research, provides a means to summarize key features of large amounts 

of data, and is not tied to a particular level of interpretation (Robson, 2011). The first step of the 

coding process was done by identifying keywords, including specific acts and behaviors, meanings, 

activities and events (Robson, 2011, p. 479-480). Consequently, general themes were identified 

overarching the codes, and thematic networks were constructed to understand the connections 

between the themes (ibid., p. 481-483).  
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2.4. Delimitations  
2.4.1. Methodological delimitations 
This study focused on four specific Future Session workshops in the Kanto (two workshops in 

Tokyo and one in Kanagawa prefecture) and Chubu region (one workshop in Kofu, Yamanashi 

prefecture) that had specific workshop themes. Consequently, the Future Session workshops in 

other regions, for example in the reconstruction areas after the 2011 earthquake in northern Japan, 

are out of the scope of this study. All observed workshops were not permanently situated Future 

Centers, but had characteristics of a one-time or a series of events. A ‘snap shot study’ was carried 

out over a short period of time, which means this study is not a longitudinal study conducted over a 

longer period of time. Therefore, the changes and effects, which may occur through the workshops, 

could not be observed. Moreover, the selected workshops were all events that were open for anyone 

to join. Closed invitation workshops and internal organization workshops were not observed, which 

perhaps are a more common style taken by corporations.  

 

Due to the characteristics as a qualitative research, the generalizability of this research is low. 

General discussions and conclusions drawn from this study may therefore only reflect certain 

aspects of the Future Session workshops. Taken this into account, the commonalities found among 

these highly diverse set of observed workshops are at the main part of the analyses and discussion.  

 

2.4.2. Empirical delimitations  
There was a general gender unbalance of the interviewees. Among six workshop organizers that 

were interviewed, one was female and five were male. This was representing the composition, since 

all organizers were interviewed. Additionally, among the interviewed ten workshop participants 

(nine focus group participants and one interviewee), only two were female and eight were male. 

Since all workshops had approximately equal participants of both gender, this did not mirror the 

gender composition of the workshop participants. In this sense, there could be hidden gender biases 

in the findings.  

 

Regarding the interviews with the organizers, one must note what kind of information they might 

tend to give. There is a risk that they would want to portray a positive image for their workshops. In 

this regard, questions about the challenges they face as organizations and in organizing workshops 

played a crucial role, as they shed light to the reality and their tangible and concrete situations, and 

not just their ideals.  

 
2.4.3. Reflexivity 
Reflexivity refers to the process of oneself as a researcher. In my role as a researcher, I have 
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influenced the answers of the interviewees and focus group participants. For example, I have 

presented myself as a master’s student studying sustainable development in Sweden, and have 

described my research of Future Session workshops from the perspective of democracy. This could 

have influenced the answers and also the recruitment of focus group participants, by for example 

giving an impression that you need to know a lot to participate in the focus group, as studying 

abroad and doing a master’s degree could both be perceived prestigious by some. The real names of 

workshop organizers were used, which could have also influenced their answers.  

 

 

3. Theoretical Framework 

In this section, I will try to develop a theoretical framework as to understand the phenomenon of the 

emergence of Future Session workshops in Japan. First of all, I will try to situate Future Session 

workshops as a critique towards the current democratic system through a brief introduction to 

deliberative democracy. Then, I will develop the understanding of deliberative democracy in 

workshops in Japan, referring to adversarial and dialogical communication.  

 

3.1. Deliberative Democracy 
Deliberative democratic theory has evolved in response to the perceived weaknesses of the liberal 

democratic theory and practice (i.e. current dominant democratic system), and offers a challenge to 

the institutions of liberal democratic states (Smith, 2003). In the current democratic system, 

activities and interests of political representatives and decision makers are far removed from lives 

and perspectives of citizens (ibid., p. 54). The mandate that representatives enjoy extends over a 

period of time where citizens have little impact on political decisions made in their name (ibid., p. 

54). In response to this, deliberative democracy proposes increased opportunities for citizen 

engagement, which forms part of an ongoing critical dialogue, upon which more legitimate forms of 

political authority could be grounded (ibid., p. 56). The “deliberative turn” of democracy is 

concerned with the authenticity of democracy, on the degree to which democratic control is 

substantial rather than symbolic, and engaged by competent citizens (Dryzek, 2000). In deliberative 

democracy, the essence of democracy is taken as deliberation, as opposed to voting, interest 

aggregation, constitutional rights, or self-government (ibid.).  

 
Liberalism, at its core, is based on the assumption that individuals are mostly motivated by 

self-interest rather than the common good, and that they themselves are the best judges of what this 

self-interest entails (ibid., p.9). When the interests of different individuals cannot be reconciled to 

their mutual benefit through the market economy, politics come into play (ibid., p. 9). Liberal 
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politics is therefore mostly and properly about the reconciliation and aggregation of predetermined 

interests under a neutral set of rules, which is a constitution (ibid., p. 9). A fear that self-interested 

individuals may turn public power to private advantage necessitates a set of constitutional rights to 

protect individuals against government, and against each other (ibid., p. 9). These rights come with 

corresponding obligations to respect the rights of others and duties toward the government that 

secures rights (ibid., p. 9). While liberal democracy by definition deals only in the reconciliation 

and aggregation of preferences defined prior to political interaction, in contrast, by definition, 

deliberative democracy is open to preference transformation within political interaction (Warren, 

1992). Deliberative democracy takes the standpoint that deliberation is the most appropriate way for 

citizens to collectively resolve their moral disagreements, not only about policies but also about the 

process by which policies should be adopted (Gutman and Thompson, 1996). 

 

At one of the theoretical roots of deliberative democracy is critical theory. Critical theory in its 

broadest sense is concerned with “charting the progressive emancipation of individuals and society 

from oppressive forces” (Dryzek, 2000, p.20). Liberalism fails to recognize “extra-constitutional 

agents” of distortion, including dominant discourses and ideologies, often intertwined with 

structural economic forces (ibid., p. 21). The critical theory of democracy is not only about the 

identification of such forces and contemplation of how to counteract them, but it is also concerned 

with the competence of citizens to recognize and oppose such forces, which can be promoted 

through participation in authentically democratic politics (ibid., p. 21).  

 

The major contemporary exponent of critical theory is Jürgen Habermas. Habermas looked to 

public spheres that consisted of political association and interaction separate from, and often 

confronting, the state (ibid., p. 22). The historical exemplar for Habermas is the early bourgeois 

European public sphere that flourished in the seventeenth and eighteenth centuries in opposition to 

the feudal state from which the bourgeoisie was excluded (Habermas, 1989 as cited in Dryzek, 2000, 

p.22). The early bourgeois public sphere consisted of conversations in meeting places including 

those at coffee houses, debates in newspapers, and political association (ibid., p.22-23). 

Contemporary parallels to the early bourgeois public sphere could be found in new social 

movements oriented to peace, ecology, feminism and social justice, which have often sought or 

were forced into confrontation rather than accommodation with the capitalist state (ibid., p.23). 

Thus, theorists of deliberative democracy influenced by Habermas emphasized deliberation in 

public spheres (e.g. Dryzek, 1990; Fraser, 1990). In this sense, the subject of the research of this 

study could also be understood in line with this tradition.  
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3.2. Workshops as deliberative democracy in Japan 
Nitta (2006) examines the Japanese cases of deliberative democracy in citizen conferences framed 

as workshops, and proposes the existence of “deliberative democracy of workshops” in Japan. The 

workshops analyzed by Nitta are called “citizen conference” or “citizen committee” which has 

emerged as attempts to create participatory systems at local governmental level for citizens to 

participate in policy formation processes. The citizen conferences are different from Future Session 

workshops in many ways. In contrast to Future Session workshops that are mainly organized by 

civil society and corporations with diverse aims that do not entirely focus on producing outcomes, 

the main organizers of citizen conferences described in Nitta are governmental bodies, and the 

primary focus lies in producing policy drafts. On the other hand, the workshop process itself has 

similarities to the Future Session workshops, where “dialogue” is emphasized in approaching 

specific themes with diverse participants. In this regard, Nitta’s work could serve as a basis to 

understand the deliberative democratic aspects of Future Session workshops, specifically rooting in 

the Japanese society and culture.  

 

Nitta describes workshops as a ba/place to “create a certain amount of consensus through dialogue” 

(p. 53). Members participating in the workshops are all equal, respected by each other, are allowed 

to freely express your own opinions and ideas, which will be accepted by other participants (ibid., p. 

53). Dialogue between participants is carefully held, communication is deepened through 

brainstorming, and a certain consensus or ideas are formed as a group (ibid., p. 53).  

 

According to Nitta, “deliberative democracy of workshops” does not adopt the style of confronting 

and outdebating opposing opinions; actually critique or denial of other people’s opinions is usually 

forbidden in the workshops. In this sense, he discusses that “deliberative democracy of workshops” 

are, while matching the synchronous Japanese culture, reflecting the ‘new political culture’ in Japan. 

Further background to the synchronous Japanese culture is given in the following Chapter 4. 

According to Nitta, the ‘new political culture’ has gradually developed with ‘post-materialistic 

values’ and ‘new social movements’ at the base, and is growing with ‘interactive-facilitative’ and 

‘collaborative’ political culture. The ‘interactive-facilitative’ and ‘collaborative’ political culture is 

a political attitude where citizens each give opinions, work together even if there are different 

opinions, and collaboratively create certain ‘consensus formations’ and ‘outcomes’ in a policy 

making situation. This ‘new political culture’ is actualized in the form of citizen conferences by 

facilitation of facilitators as new political sub-leaders. 

 

Nitta’s work helps to form an understanding of what a Japanese deliberative democracy could look 

like. Nitta suggests that the deliberation observed in the workshops takes the form of ‘dialogue,’ 



 17 

which is at the same time a non-confrontational style of communication, which in turn constitutes a 

Japanese deliberative democracy. Escobar (2009) illustrates what dialogic communication is in 

contrast to adversarial or confrontational communication, which is the dominant mode of 

communication in political discussions and policy-making processes (Fig. 1). The confrontation of 

ideas through logical argumentation has been traditionally seen as the best way to inform decision 

making processes (Fischer, 2003), yet this approach seems to fall short when dealing with new 21st 

century complex dilemmas (Escobar, 2009, p.48). According to Escobar (2009, Fig. 1), adversarial 

communication includes points such as putting the priority to win, an assumption that there is one 

right way of framing an issue, communication as a message transmission, and pre-determined 

arguments. In contrast, dialogic communication includes, putting the priority to work together and 

to find common ground, an assumption that there are multiple significant perspectives, 

communication as a co-creating process of meaning, and arguments that might evolve after 

different perspectives are revealed (ibid.). This idea of evolving arguments goes in line with the 

position of deliberative democracy which states that preferences change through political 

interaction, as discussed above. Furthermore, Kim and Kim (2008) discuss different dimensions of 

deliberation, namely ‘dialogic deliberation’ in contrast to ‘instrumental deliberation’ that focuses 

more on decision making, connecting the concepts of dialogue and deliberation.  

 

 
Fig. 1. Adversarial vs. Dialogic Communication (Escobar, 2009) 
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Scharmer (2009) also gives a useful insight into what ‘dialogue’ is in contrast to ‘debate’, further 

adding two more “fields of conversation.” Scharmer describes the four fields of conversation as 

downloading (talking nice), debate (talking tough), dialogue (reflective inquiry), and presencing 

(deep co-creative flow) (Fig.2). Downloading is a type of conversation in which only polite phrases 

are exchanged, not saying what is really on their minds, which in an organizational setting prevents 

a team from “talking about what’s really going on,” and will only reproduce existing rules and 

phrases (ibid.). This only articulates aspects of reality that fits into the dominant frameworks and 

conversational patterns of the group (p. 275-276). In debate, you move to suggest different or 

opposing views and challenge the dominant viewpoints (ibid., p. 277). Further, when you move into 

dialogue, there is a shift from trying to beat down the contrary view to inquiring into one another’s 

views, and one moves from seeing “the world as an exterior set of objects” to seeing “the world and 

yourself” as you participate in co-creating it (ibid., p. 279). Scharmer continues that there is a fourth 

type of conversation, presencing (‘presence’ and ‘sensing’). This is when the boundary between 

participants becomes wide open, they recognize their common ground, and develop deeper bonds of 

connection. 

 

 

 
Theories of deliberative democracy, especially of Nitta (2006), would be used as the basis of 

analysis in developing a further understanding of a Japanese deliberative democracy using the 

observed workshops as cases (Chapter 7). In this process, dialogue is used as a central concept, 

understood in contrast to debate or confrontational communication. In addition, the contexts of the 

Japanese society explored in the following Chapter 4 would together be used for the discussions of 

deliberative democracy in Japan.  

 

Fig. 2. Four fields of conversation (Scharmer, 2009, p. 274) 
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4. Context of the Japanese Society 

In this chapter, I will attempt to give a context to this study through drawing a picture of the 

Japanese society in relation to hierarchical structures, communication styles, and general attitudes 

towards authority.  

 

4.1. Social structures in Japan: ‘Vertical Organization’ 
In order to understand small-scale dialogue at civil society level in Japan as part of deliberative 

democracy, one also needs to consider the social structure in Japan that this is situated in. Chie 

Nakane elaborates on her thesis of ‘vertical organization’ (tate-shakai) being an important part of 

the structure of the Japanese society in her book in Japanese Tate Shakai no Ningen Kankei (Human 

Relationships of Vertical Organization Society, Nakane, 1967) and the journal article in English 

(Nakane, 1965). After fifty years since publication, her theory and observations are still referred to 

commonly (e.g. Matsushita, 2014), showing the continued relevance to the Japanese society today. 

She points that ‘social structure’ in a social anthropological sense is an abstract concept, which the 

fundamental principle is sought on the basis of relationships between persons and between groups, 

and is the most static part of the elements which form a society (Nakane, 1965, p. 198).  

 

In any society, an individual belongs to a social group or a social stratum through ‘situation’ (ba) 

and ‘qualification’ (shikaku). For example, membership of a village refers to a ‘situational’ position 

since the villagers live in the same locality, whereas membership of a clan, a caste, a landowner 

refers to a ‘qualification’ position derived by having a special quality, but this quality includes what 

you could be born with or achieved as an individual during your life. Professors, clerks, students 

refer to ‘qualifying’ position, while being connected to a university indicates the ‘situational’ 

position of the members (ibid., p. 198). Nakane argues that the two principles keep different 

balances in each society, in which one of them could be superseding the other or both competing 

each other. She contrasts Japan and India, where Japanese group consciousness is based on 

situational membership and Indian group consciousness is based on qualifying membership, 

symbolized by the caste system.  

 

Forms of human relationships are divided into ‘vertical’ and ‘horizontal’. For example, parent and 

child is vertical (a-b an a-c in Fig. 3) compared to siblings, which are horizontal (b-c). The same 

could be said in the company of seniority (a-b, a-c is the seniority-employee tie) compared to 

colleagues (b-c tie between equal colleagues). Regarding a social group that consists of various 

‘qualifications’, the means to tie the members would be mainly by a ‘vertical’ relationship, where a 
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and b who are not the same status (i.e. qualification) are tied together, compared to the ‘horizontal’ 

relationship between b and c who have a common status.  

 

 

 

 

The Japanese society is not based on a ‘horizontal’ stratification based on caste or classes, but a 

‘vertical’ stratification by enterprises and organizations (Nakane, 1967, p. 205). Fig. 4 shows an 

illustration of a vertically organized society, which holds stronger vertical ties, compared to a 

society that holds stronger horizontal ties.  

 

 

 

The vertical relationships are particularly emphasized within organizations. Even if individuals 

have identical qualifications and ability, small ‘differences’ are recognized and form a ranking 

system, based on age, year of entrance, or period of service (ibid., p. 204). This is established by the 

consciousness of staff themselves, rather than by managers. Nakane describes that this comes to the 

extent that ordinary administration in modern enterprises based on efficiency are disturbed (ibid., p. 

204). Nakane (1967) gives an example of the ‘same year group (a group that forms consisting of 

members that entered the company in the same year).’ If one member within this group gets 

promoted, other members would resist or be frustrated, based on a Japanese consciousness that “I 

Fig. 3. ‘Vertical’ ties (shown in X) and ‘horizontal’ ties (shown in b-c in Y) (Nakane, 1967) 

Fig. 4. Vertical organization (left) and horizontal organization (right) (Uchiyama, 2011). The original holds description of 

information flows and a third type of organization called “web organization/society” which is omitted here. 
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can do the same too”. The formation of this group is given as an example of emphasizing and even 

encouraging rank and seniority among staff. Despite the fact that to the eye of a Westerner, this 

societal characteristic is perceived peculiar, it is important to note that these human relationships 

based on vertical orientation is not simply a characteristic of feudalism that will be changed by 

industrialization and influence of Western culture, but something that runs deeper in the society 

(Nakane, 1967, p. 161).  

 

Nakane discusses the advantages of organizations based on ‘vertical’ relationships that opinions 

could be united swiftly, since the hierarchy is used to adjust the opinions, and the collective power 

and mobilization is greater (Nakane, 1967, p. 126). On the other hand, since the direction of 

movement is usually vertical, the horizontal communication and coordination is difficult (ibid., p. 

128). She also notes that a ‘horizontal’ relationship that functions is to be able to have a network 

among the ‘similar status groups’ that is crosscutting various social groups (ibid., p. 74).  

 

Additionally, Nakane points to the weight of emotions over logic in Japanese values, which hinders 

intellectual critique and critical discussions. She gives an example of book reviewing, where 

critiques are taken personally, rather than objectively towards the books and arguments itself 

(Nakane, 1965, p. 215; Nakane, 1967, p. 171). She continues by claiming that there could be no real 

dialogue in the Japanese society, adding the case of junior or younger academics cannot openly 

counter a senior’s argument in conferences (Nakane, 1967, p. 174). There is no dialectic 

development in conversations, reflecting on the social relationship between the speakers. This is 

closely related to the fact that people are vertically organized in groups and they do not stand on the 

same level of qualifications (Nakane, 1965, p. 215).  

 

4.2. Inter-dependent Communication  
Following the general structure of the Japanese society, next I will try to illustrate the basic 

characteristics of Japanese communication, through communication studies and then reflecting onto 

Sharmer’s fields of conversations. Through studies on communication styles, Japanese 

communication is known to be interaction-centered, based on participants’ harmony and 

high-context culture, compared to for example the American logic-centered verbal interaction and 

low-context culture (Fujii, 2012, p. 637). In studies of interactional aspects of problem solving tasks 

comparing Japanese and American pairs, it is found that the Japanese pairs seek frequent agreement 

or consent from the partner, seldom express disagreement, and try to avoid conflict. Thus, the 

Japanese interactions can be summed up as non-confrontational interaction with a step-by-step 

mutual consent (ibid., p.637). Fujii (2012) explains this through exploring the self in ba, where 

“each of their places or ba merge into one and creates a stage where each self interacts” (p. 658). 
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This notion of inter-dependent interaction is embedded in the language in many ways. For example, 

Wakimae, the most important concept for Japanese polite language usage, is manifested in the ba of 

interaction by participants’ observation of their sense of ba (Ide, 2011). These aspects described 

could give a more thorough background to the Nitta’s (2006) “deliberative democracy of workshops” 

described in Chapter 3.  

 

Having these cultural roots in communication, one can observe that in general Japanese people do 

not like to openly confront people. Perhaps, though, the day-to-day conversation type may not 

necessarily fit nicely into the four conversation types of Scharmer. Yet, one can also discuss that 

downloading type of conversation can be observed commonly in current Japanese society, 

especially in certain organizational settings (e.g. strong hierarchical atmospheres). The cultural 

roots may also be leading conversation types similar to Scharmer’s downloading to prevail.  

 

Commonly used phrases such as “read the air” and proverbs such as “a nail that sticks out gets 

banged” show the atmosphere in Japan that hinders people from raising critical questions. Some say 

that in current Japan, young people are avoiding conflict as much as possible with their friends, and 

are “reading the air” (Doi, 2008 cited by Hidaka and Kosugi, 2012). “Read the air (kuuki wo yomu)” 

has been increasingly used in recent years, as shown with the abbreviation “KY” getting nominated 

as buzzword-of-the-year in 2007. This phrase is used to dispraise people, having in mind a certain 

type of attitude the others should take, such as to harmonize or tolerate (Hidaka and Kosugi, 2012). 

When you start to emphasize “the air” too much, you start to act depending on how the majority is 

acting (Kougami, 2009 as cited in Hidaka and Kosugi, 2012). There is no doubt a climate exists, in 

certain situations, where people dispraise of attitudes and statements that “stick out”, creating an 

atmosphere for downloading type of conversation to dominate. Moreover, the ‘vertical’ structure 

also runs deeply under communication, where the different hierarchies may determine attitudes and 

statements that you are expected to take. 

 

Meanwhile, at the political level, adversarial and debate type of communication is dominant in 

Japan, as with other countries. For example Kobayashi (2014) points that politicians put effort in 

arguing for their own position to give a good impression to the viewers in the media debates, rather 

than finding a common solution, which political dialogue should aim for. 

 

4.3. Okami (authority) mentality and jibungoto (ownership) 
In this final section of the chapter, I will examine the basic attitude towards authority from a 

common phrase, and situate a relatively new concept as a response to the dominant belief and 

obedience.  
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People and writers commonly refer that there is okami ishiki (okami mentality) at the root of the 

Japanese blind reliance on politicians and structures in general. Okami ishiki is the trust towards the 

authority, and also the mentality that one needs to accept anything done by the authority, even if it 

is something absurd (Ikeda, 2011). Okami generally refers to people in power and the government, 

originally meaning the emperor. Ikeda (2011) discusses that the origin of this term roots back to the 

Edo era (1603-1868) ruled by the samurai government, where local domains (han) would take 

delicate care of documents and managements to have no mistakes, as to reduce their risks of getting 

in trouble with the Shogunal government.  

 

Jibungoto could be perceived as a new concept countering the traditional okami mentality, where 

many people might think that someone else will be solving the problems, or blindly trust people that 

are responsible are working to change it. Jibungoto, literally “own issue” or to take ownership in 

issues, is a relatively new term used in contrast to “taningoto” (somebody else’s problem). The 

concept of jibungoto (own issue), was originally presented from the advertisement field to analyze 

how consumers feel attracted to the ads when they find a way to relate to themselves (Japanese 

Newspaper Association Advertisement Committee, 2013), and has stemmed into various fields in 

how to personalize different information. In this light, jibungoto is also used in the context of policy 

issue dialogue. Tsuchiyama (2014) examines a round table initiative in Okinawa, where the focus is 

not on “problem-solving” but on “problem-sharing”, in which someone else’s issue is shared and 

sympathized, in order to make a shared awareness that it is a communal issue, and to engage 

various actors in owning this process.  

 

To summarize, the ‘vertical organization’ is a unique but strong characteristic of the Japanese social 

structure. This part will offer the background to the significance I argue of flat, non-hierarchical 

communication that was observed in the workshops, which would be analyzed in Chapter 7. 

Moreover, Japanese communication tends to avoid conflict, and uses non-confrontational 

interaction. In addition to the cultural characteristic, recent trends may be showing that people 

overly avoid conflict with other people, which perhaps may undermine any meaningful or critical 

communication. These characteristics of non-confrontational Japanese communication gives a 

further understanding to the “deliberative democracy of workshops” described as part of the 

Theoretical Framework, in which dialogue and collaboration could be more fitting to Japanese 

culture over confrontational communication to discuss issues of society (Section 3.2). Finally, 

mentality to trust and obey the authority is also traditionally strong, perhaps at the extension of the 

‘vertical’ structure, but a recent term called “jibungoto (own issue)” is rising to call to take 

ownership in larger issues. This term “jibungoto (own issue)” will be returned to in Chapter 6, in 
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relation to organizational motivations, and in Chapter 8, in relation to the different phases of the 

workshop. 

  

 

5. Development of Future Sessions 
In this chapter, the historical development of Future Sessions is explored briefly to give further 

background to the material of this study. 

 

The first Future Center in Japan was at the consulting department of knowledge creation strategy of 

Fuji Xerox, Knowledge Dynamics Initiative (KDI) (Horiuchi, 2012). According to Future Center 

Studies Group’s map of major Future Centers in Japan (Fig. 5), approximately forty Future Centers 

exist in Japan, including fourteen that have a physical space, which are marked in red. The ones that 

do not have a physical space means that they may not have their own building or set venue, but use 

available spaces when needed (e.g. community centers). 

 

 

 
Nomura, who brought the concept of Future Centers to Japan, writes that this term “Future Center” 

was taken from Leif Edvinsson’s concept from Sweden (Nomura, 2012, p. 18). Being a leading 

figure of intellectual capital management, Edvinsson was practicing knowledge management in 

Skandia, a Swedish banking and insurance company, coming to form “a place to create future 

knowledge capital”, naming this the Future Center. At the time, Edvinsson’s future center was 

perceived merely as a “creative space”, but public centers in Europe were inspired by this and took 

it further (ibid., p.20). LEF, the future center of the Dutch Public Works and Water Management 

Fig. 5. Future Centers in Japan (Future Center Studies Group, n. d.) 
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(Rijkswaterstaat) under the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, was founded 

from inspirations of Skandia future center (ibid., p.20). The Shipyard, the future center of the Dutch 

Tax & Customs Administration (van der Lugt, et al., 2007), and Denmark’s MindLab are also 

mentioned as examples of Future Centers in Europe.  

 

Bringing these examples, Nomura discusses that the origin of Future Center was “a place to create 

future intellectual capital.” Intellectual capital is constituted by human capital, structural capital and 

relational capital. Putting it into future terms, he argues that future human capital is “human 

development”, future structural capital is “creation of business models and ideas”, and future 

relational capital is “creating new connections between people”. Hence, he concludes that future 

center, which creates “future intellectual capital”, is a place (ba) where people grow, ideas are 

created, and new human connections are created (Nomura, 2012, p.22).  

 

Nomura (2013) further discusses how Future Centers and Future Sessions are useful in solving 

‘complex problems.’ Nomura points out that the reason Future Centers spread widely in the public 

sector in Europe is that such complex problems are increasing in our societies. ‘Complex problems’ 

are problems that have contradictions and tradeoffs, and could not be solved unless actors change 

their mindsets or attitudes, such as issues of human relations, inter-regional and intergenerational 

inequality, and global environmental problems (Nomura, 2013, p. 207). This is in contrast to 

‘simple problems’, which are problems that have a single answer no matter how difficult it is, or 

‘complicated problems,’ which are problems that will be able to be solved at some point, even if it 

takes a long time (ibid.). Furthermore, Nomura points to Adam Kahene’s work, in which Kahene 

argues that our normal expert-driven, piecemeal, or best practice approaches cannot work for 

solving such complex problems, and in contrast, dialogue is needed and effective (Kahene, 2004). 
Kahene, who has worked in the facilitating processes of many complex issues such as in the 

apartheid South Africa and the collapse of Argentina around the 2000’s, illustrates from his 

experience the importance of open dialogue among various actors (ibid..). “We have to bring 

together the people who are co-creating the current reality to co-create new realities. We have to 

shift from downloading and debating to reflective and generative dialogue. We have to choose an 

open way over a closed way” (ibid., Conclusions). This could be one of the philosophical roots or 

inspirations for the phenomenon of the emerging Future Session workshops in Japan. 
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6. Analysis of motivations of organizing workshops 
Chapter 6, 7, and 8 are analyses of each of the three research questions. In this chapter, after each of 

the organization’s motivations is analyzed, values that are common to the organizations are 

identified, and further discussed how they challenge and critique the current society.  

 

The first section will give a brief summary of the four observed workshops. In the second section, 

the different perceptions of the Future Session framework are mapped out. In the third section, 

general motivations and the background of each organization are illustrated. The fourth section 

elaborates on the values that were common to all organizations. Four common core values were 

identified in their missions, namely future thinking, the need to cooperate across different sectors, to 

connect and change relationships, and the active roles assigned to participants. Finally, the chapter 

is concluded with a discussion on what each of these values could be challenging and critiquing in 

the wider society.  

 

6.1. Summary of the four workshops 
6.1.1. Change the Dream Symposium  
There were 21 participants including 13 women and 8 men. The workshop was mainly video-based 

(Fig. 6 shows some screenshots from the trailer), and in between the videos there were small 

activities that put emphasis on inner self-reflection and pair sharing of feelings and thoughts. There 

was a specific message to value one’s emotions, along with saying that “it is okay to feel hurt” 

about the negative realities and depressing information about the environment or the society. 

Questions were kept open-ended, rather than having a strong message of what you should do or not 

to do, compared to other environmental events that might have a tendency to do so.  

 

 

Fig. 6. The logo and screenshots from the trailer of the symposium, from the official website (Seven Generations, n. d.). The 

left picture says, “This is not the world that we want to leave to our children,” and continues to the right picture, “We want to 

leave a world where all living beings live in harmony.” The photograph on the right is from their Facebook page (Seven 

Generations, 2015). 
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In the videos, issues such as the limitations of GDP as an indicator, peak oil, high ecological 

footprint, biological extinctions, and climate change are portrayed, along with statistics that show 

increased inequality and raising questions of the mass consumption society. In the latter part of the 

workshop, there was an activity to quietly imagine that you are visiting “a future world.” In the final 

activity, participants were asked to think of what you can do as an individual, by first making a list 

of things that you like to do, then to make a list of things that the world or the community is 

needing, and finally to think of how you would connect the two lists.  

 

6.1.2. Tama Talk 

There were 20 participants including 8 women and 12 men. The workshop was mainly formed 

around dialogue in pairs and small groups. The workshop started with an introduction round with 

all participants sitting in a circle, and also ended with everyone saying some concluding thoughts in 

the same formation. The organizers presented an introduction to the workshop using PowerPoint 

slides, presenting some guiding questions, “Let’s think about the future of Tama! What kind of 

place is Tama? What are some things that can happen?”, and the purpose of these sessions, “To 

develop ties and connections that enables you to think of someone that can help you when you need 

help or want some advice.” This session was continuing from three sessions held in year 2014 (Fig. 

7 shows some pictures from the series of workshops), and an English Chatting Circle and a Reading 

Group came out as local projects initiated by participants. The question “Why in Tama?” was posed, 

and answered, “Tama is a region that is ‘leading’ with problems.” The term Kadai-senshinkoku was 

used here, which is popularly heard in the media and was originally coined by former Tokyo 

University president Hiroshi Komiyama, arguing that many of the problems Japanese society is 

facing today will be experienced by other societies in the world sooner or later, and in this sense we 

are a ‘leader’ of these experiences. Districts within Tama city are also experiencing, for example, 

high percentage of elder.  

 

Fig. 7. Pictures from the event webpage (Tama Talk, 2014).  
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The theme of the day was presented as “Ten years later.” The rules of the session were introduced 

that there are no right or wrong answers, age and (social) positions do not matter, to listen to other 

people while telling your stories too, and to enjoy. After some ice-breaking and introduction 

activities, groups had open discussion on the topic of “What kind of society do you want it to be in 

10 years?” Following this discussion, participants were asked to think individually what you could 

do for the future society in the span of 10 years. Consequently, using the “magnet table” method, 

where all participants walk around and find similar or interesting topics to work with, groups were 

formed. In the form of creating a “future newspaper” as a group, participants were to illustrate a 

front-page newspaper article about their project that had succeeded in ten years. Finally, each group 

did a short presentation of their newspaper and project ideas. 

 

6.1.3. Future of Resilience 
There were 23 participants including 9 women and 14 men. This workshop was a fifth of a series of 

open workshops. Following an introduction of participants, the workshop opened up with some 

brief presentations by the organizer and project ideas that came out of previous sessions. There was 

time to discuss in pairs what “the essence of resilience” could be, and then to think of projects that 

you would like to do yourself to create a resilient society. After this brief brainstorm, “theme 

owners” were recruited, where people that had project ideas that they would be interested in 

developing presented to the rest of the participants.  

 
Fig. 8. Photograph from the final poster presentations of the projects (Taisei Corporation, 2015a). 

The main part of the workshop was devoted to developing these project ideas. The “theme owners” 

would stay at their table, but the rest of the participants would join different topics for three rounds, 

followed by a final round where groups drew on posters their descriptions of their projects. Finally, 

the “theme owners” gave a short presentation of their posters (Fig. 8), and the workshop closed with 

a round of concluding comments by all participants. 

 

6.1.4. Happiness Conference 
There were approximately 30 participants. The exact number was unfortunately not counted. On the 
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Facebook event, 16 women and 17 men clicked on “going” (bond place, 2015). The movie “Happy” 

(http://www.thehappymovie.com) was shown followed by a workshop to share impressions and 

have discussions around the topic of happiness.  

 

 
Fig. 9. Photographs from the workshop (bond place, 2015).  

After the movie, there was an activity where you would form groups and have a short time to share 

your general impressions and thoughts of the movie, and change groups for a couple of times (e.g. 

90 seconds with three people in the group, Fig. 9, right picture). Then, participants were asked to 

write a topic that they would be interested in discussing. Using the same “magnet table” method as 

Tama Talk, participants walked around the room and formed groups. Each group discussed freely 

for the rest of the time, and concluded with a brief sharing from each group to the entire participants 

of what they talked about. 

 

6.2. Different Perceptions of the Future Session framework  
As briefly mentioned in the Introduction (Section 1.5.1), Future of Resilience was the only 

workshop that identified itself as using Future Session methods and framework, and the 

understanding of the Future Session framework varied among interviewees. Some perceived Future 

Sessions as only a part of a wider diversity of workshops:  
“Within workshops, there are workshops that have dialogue as the main [focus], and then one part [of these 

workshops] is Future Session” (Ms. Manabe, 2015, pers.comm, 7 February).  

“From various ways to do things, we are just doing the way [we are] while considering a lot of things about 

participants” (Mr. Ogasawara, 2015, pers.comm, 7 February).  

 

Moreover, the use in business was highlighted by the organizer of Future of Resilience, as the 

organization itself is a corporation, and by the consultant and facilitation company Future Sessions 

Inc. As Future Sessions Inc. is partnering with many large corporations (stated by Mr. Uwai, 

pers.comm), the Future Sessions framework are used popularly in corporate contexts in creating 

new businesses: 
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“Common to these projects is that they are aiming to create new businesses. And beyond that… is to create 

movements which aims towards some societal values” (Mr. Uwai, 2015, pers.comm, 16 February). 

 

In this business approach, emphasis is put on creating societal values. They portray that, through 

creating social innovation, which is to ‘upgrade’ the society and solve social issues, new needs and 

markets are created, and new businesses could be formed, which matches or creates some sort of 

social values.  
“In the long term, [the aim is] to create new business. …To do this, I think Future Session is the best approach. 

Through dialogue with people in the society and people outside [of the company], we can discover our hidden 

resources. And there is also big hope that we will find the direction our company should truly head towards… But, 

that is a new need, so there is no market now. How we can create a market and build a business is something we 

cannot think alone, so to do this with various people is our internal aim. It would be good if that, as a result, will 

contribute to society or connect to upgrading the society. The bigger story is that we are also seeking the new form 

of the construction industry through this” (Mr. Ono, 2015, pers.comm, 6 February). 

 

The main idea explained by Mr. Ono and Mr. Uwai is somewhat of a social entrepreneur-like 

approach: to solve social issues through business, and Future Sessions is used as the process in 

identifying the social issues or prototyping project ideas, and meanwhile adding on to the relational 

capital by meeting new people and actors, and potentially finding ways to collaborate. An example 

is given of Toyota’s Future Session project: 
“Toyota has a project called ‘mutual assistance lab’. The aging society will definitely come, but it is clear that 

elderly in the city will have trouble with moving around then. While solving this social issue, there is a one-person 

vehicle called ‘personal mobility’, so we said let’s make a system for that. Beyond solving social issues, new 

markets emerge. We are working together aiming for that” (Mr. Uwai, 2015, pers.comm, 16 February).  

 

One organizer that does not identify with Future Session, had an impression that Future Session 

frames issues positively, perhaps related to their use in business: 
“I think it’s a good thing that this kind of style is coming into corporations.... I have an impression that Future 

Session doesn’t pick up the dark parts like anxiety and fear. Maybe if you push the dark sides too much, 

companies don’t like it” (Mr. Akatsuka, 2015, pers.comm, 12 February). 

 
Overall, Future Sessions seems to be perceived strongly in relation to their use in business and 

corporate contexts. This may be at the core of why civil society organizers did not identify their 

own workshops as Future Sessions per se. At the same time, as mentioned earlier (Section 1.5.2), 

the observed workshops had common features, and together show certain aspects of the diverse 

practices of Future Sessions today. Through the interviews, it also became clear that there is a 
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somewhat contradicting reality that organizers have no issue with promoting their event as 

something similar to Future Sessions, but do not identify with it when you ask in person. This might 

imply that they have no opposing feelings towards the Future Session framework, and as a matter of 

fact perceive some commonalities in a general way. These implicit feelings of commonalities could 

not be seen in direct quotes, but the common values identified in their organizational or workshop 

motivations could contribute to understanding this. The following sections of this chapter will 

analyze their motivations and discuss the common values, in relation to the aspects of society they 

are challenging.  

 
6.3. General motivations of the organizations 
As shown in Table 3, each organization or organizer of the events have formulated what they 

perceive as significant problems in the society, and further, how they envision the future of society 

in response. The process and reasons they have identified as the problem of society as such 

arguably depends on their backgrounds and specialties.  

 
Table 3. Perceived problems in society by organizations and their future vision of society in response. 

Name of event 

 

Organizers/Organization Perceived Problems in 

Society 

Future vision of society in 

response 

Change the Dream 

Symposium 

Seven Generations 

(Non-profit organization) 

Environmental destruction, 

 injustice, stress 

Sustainable and just future 

Tama Talk Three individuals  

(Mr. Ogasawara: head of 

bond place, Ms. Manabe, 

& Mr. Tamura) 

(No official website, so no precise formulation was found) 

Future of Resilience 

 

 

Taisei Corporation 

 

Weak society towards the 

increasing hazards and risks 

A resilient society where 

people can live safely and 

happily 

Future Sessions Inc. 

(Partner organizer and 

facilitator of Future of 

Resilience) 

Systemic fatigue A new social system 

Happiness Conference bond place Question: 

What is a happy life and a 

happy society? 

Different kinds of shapes 

‘happiness’ can take in the 

coming society 
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 bond place 

 

One-way transmission of 

knowledge type of learning 

Changing regional and societal 

challenges that a single expert 

cannot solve 

A society where each and 

every person can vibrantly 

shine of active individuals 

collaborating  

 

Non-profit organization Seven Generations was the organizer of Change the Dream Symposium. 

According to the interview with Mr. Akatsuka, the founder of the initiative had imported the idea of 

Change the Dream (Awakening the Dreamer in English) made by the Pachamama Alliance in the 

U.S.A., along with the Transition Towns movement to Japan. The sustainability and environment 

dimension was fundamental for the foundation of the organization. Change the Dream recognizes 

the problems of the world as: environmental destruction including climate change, racial 

discrimination, inequality of wealth, and mental difficulties many people face through stress. In 

response, they aim for realizing a sustainable and just future.  

 

Future of Resilience is organized by a large construction company, in which their primary field of 

business relates to constructing resilient facilities towards earthquakes (e.g. it is one out of eight 

themes they work with, among others such as energy-saving and logistics; see Taisei Corporation, n. 

d.). Future of Resilience started this initiative to create and share ideas of a ‘resilient future society’. 

Based on the increasing severity of disasters, they pose the questions, “What kind of society would 

be one where we can live securely and happily in our daily lives? What do we really need in order 

to head towards that?” The concept of resilience is used in response to the ability to recover and to 

create new values while absorbing altered environments, even when exposed to inexperienced 

hazards. They recognize that resilience of current society is very weak, and bigger fundamental 

changes of society are needed.  

 

Future Sessions Inc. opens with a vague sense that the social system is not working, i.e. “the 

current social system is under systemic fatigue”, naming some causes such as the demographic 

change, energy circumstances, environmental changes, technological evolution, the diversified 

values (Future Sessions Inc., n. d., “About”). They call for a need to encourage evolution towards a 

“new social system”, through cooperation between companies, government and municipalities, 

non-profit organizations and citizens. Before founding Future Sessions Inc., Nomura worked in a 

corporation in knowledge management, and worked with creating systems to identify each 

employee’s unique knowledge and utilize it in the organization (Nomura, 2012, p. 178). This 

background perhaps led to his ideal vision of society, where many actors participate and collaborate 
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in creating social change. Nomura (2012) describes the sense that corporations are “stuck,” that it is 

getting harder for corporations to create innovation, with so much “stuff” already in society (p. 47). 

He questions the role of corporations, further emphasizing the impact participation can have in 

redefining it: “if non-profit organizations and citizens start participating in company’s product 

development, the social aspect of corporations will be called into question more than ever” (p.182).  

 

bond place runs and facilitates various workshops for children to adults, as well as consults 

personnel training and support other operations of non-profit organization. Based on an interview 

article in an online magazine, one can see that the representative, Mr. Ogasawara, was interested in 

participatory learning, and studied and trained to become an English teacher, perhaps being the 

origin of the organization’s focus on learning and questioning the one-way type of education (Inoue, 

2015). bond place also points to the changing regional and social challenges, especially the 

complex issues in which a single expertise cannot solve. They propose to bring people together to 

learn from each other and come to emerging solutions.  

 

6.4. Four common core values 
As seen in the above section, the societal problems identified by the organizations ranged widely, 

including sustainability, resilience towards disasters, the learning model, complex societal issues, 

and a social system that is experiencing a systemic fatigue. Despite their range of perceptions, they 

have in common that the problems of the society are generally large, complex issues that may 

require fundamental changes in the society to solve them. Furthermore, four common approaches 

were identified through the analysis of their organizational missions formulated in their documents 

and interviews:  

1) Future thinking;  

2) Cooperation across different sectors;  

3) Connections and relationships;  

4) Active role of participants. 

After briefly exploring how these values have been formulated, I will then examine what these 

motives are trying to challenge, in the wider societal picture. I aim to illustrate what this 

phenomenon is a response to and what their fundamental purpose might be, from the perspective of 

the organizers and people involved. 

 

6.4.1. Future thinking  
The notion of the future, sometimes specifically mentioning future generations, is a primary 

character that could be found in some of the organizational aims. “Future” is specified and 

personalized to what you want to give to the next generation. Seven Generations uses a slogan on 
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their brochure, “Towards a sustainable and just world until seven generations later”, and at their 

event Change the Dream, provokes “What will you leave in the world?” Future of Resilience also 

mentions creating a resilient, new society as a gift for the children and descendants. 

 

6.4.2. Cooperation across different sectors  
Organizations emphasize that there is a need to involve and to cooperate among different people 

and actors, across sectors and positions. Future Sessions Inc. explains Future Sessions in contrast to 

“expert meetings,” in which Future Sessions are not aimed at decision-making or consensus, a 

wider range of stakeholders participate (not just experts), and collaborative action are to come about 

between groups that may have opposing opinions at first through building relationships by dialogue 

(Future Sessions Inc., n. d., “FAQ”). Future Sessions Inc. was founded based on the notion that just 

companies alone could not solve social issues, and to have collaboration across sectors and actors 

was a crucial motivation of Future Session from the beginning:  
“[Mr. Nomura, the founder of Future Sessions Inc.] has been working as a consultant for companies, but he came to 

notice that that itself cannot solve social issues, especially after the big earthquake [the Great East Japan Earthquake 

in 2011]” (Mr. Uwai, 2015, pers.comm, 16 February). 

 

6.4.3. Connections and relationships  
All organizations mention the importance of creating connections (tsunagari) and relationships. 

bond place motivates that by sharing experiences and opinions, connections are bonded, and 

through this, one notices different perspectives and find pathways to solutions. Future of Resilience 

writes that through the synergy of connections across fields, the resilient future is woven together as 

a new and large “gift” towards the children and descendants. Seven Generations emphasize to 

realize the connections not only with other humans, but also with all living beings, food, and earth, 

putting a meaning at the philosophical and existential level, compared to the more practical, human 

connections that other organizations mention. Future Sessions Inc. discuss relationships more in 

terms of creating networks, but further states that we need to change the idea of relationships to one 

that is with no regards to profit.  

 

6.4.4. Active role of participants  
Common to all of the organizations, they perceive and promote the role of the participants as a very 

active one, rather than just a passive listener in the audience, or a customer of a service. For 

example, Change the Dream writes towards the questions of “what is happening in the world now, 

why it came to be like this, and what we can do about it”:  
“Rather than providing an answer, it is a participatory experiential program which provides an opportunity for each 

person to think deeply, and find one’s unique answer” (Seven Generations, n. d., “What is Change the Dream 
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Symposium”).  

 

bond place uses a similar formulization in their description of activities:  
“To provide opportunities for accepting new opinions and think for yourself” (bond place, n. d., “What we are 

aiming”).  

This is further seen under the “Mission” in the event description of Happiness Conference, in which 

they aim to create a ba/place where, 
“through dialogue of participants, think as your own issue (jibungoto), discover, and bring back some learning” 

(Happiness Conference, 2015).  

 

Therefore, one could see that active roles are assigned to participants, where they are to think on 

their own based on the information given. 

 

6.5. Core values as critique of society 
In this section, I will examine the reasons and background of how each of the common values was 

formulated, as a critique of and response to the present society.  

 
Perhaps the future thinking is a statement that there is not enough space to discuss the future in the 

rest of the society. The vague, yet strong questioning of “Is this the society (and future) we wanted?” 

is common to the main messages and documents of Change the Dream, and seen in the participant 

of the event, for example when she expresses anger:  
“I have a feeling of resentment, wondering why the ‘Japan’ that the post-war Japan has been building has penetrated 

such a throwaway society [referring to the mass-consumption and waste society]” (Change the Dream participant, 

2015, pers.comm, 11 February). 

 

The organizer of Future of Resilience points to his personal motivation, that he does not know what 

kind of future society he wants, and thus wants to use workshops to ask participants this same 

question. His biggest motivation is to build a society that is better for the future people, including 

his children and future grandchildren. Through his personal experience of being brought up during 

the Izanagi economic boom in the late 1960’s to 70’s and then working during the bubble economy, 

he reflects:  
“Reflecting now, is the current society built as a result of that [history], one that can create hope for the future 

children? I don’t think so” (Mr. Ono, 2015, pers.comm, 6 February).  

 

Some conceptualizes the ‘future’ as uncertain (“We don’t know what’s going to happen in the 

future, be it natural disaster, … or meteorite”, Mr. Ono, 2015, pers.comm, 6 February) and 
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changing (“There are many things that was ordinary yesterday that is not ordinary today”, Mr. 

Ogasawara, 2015, pers.comm, 7 February), but at the same time something that is in our hands: 
“We’re only working with people that have passion…they all think ‘we want to create the future by ourselves.’” (Mr. 

Uwai, 2015, pers.comm, 16 February) 

  

Mr. Uwai further explains that the online platform “Our Futures” shows the worldview of Future 

Sessions Inc., in which future is purposefully plural and is ours: each of our futures could be created 

by ourselves, and they would like to encourage to support each other in the process.  

 
Cooperation across different sectors is explained to be necessary because of the wide range of 

fields that would be affected, or “have a stake” in these issues. For example, Future of Resilience 

states that natural disasters can affect us all, and therefore it is necessary for everyone composing 

the society to be involved (Taishin Net/Future of Resilience, n. d., “About Future of Resilience”). 

Furthermore, the issues and topics of discussion are complex issues in which there is no clear right 

answer and no single expertise can solve it. bond place recognizes how many regional and social 

challenges could not be solved by a single expertise, and aims to provide opportunities of solving 

those issues by getting diverse people together (bond place, n. d., “What we are aiming”).  

 

  
Fig. 10. Illustrations in Nomura’s (2012) book that shows the idea in Future Sessions of bringing people together from different units 

within the organization (left picture), and from different sectors and specialities in society.  

 

The importance of cooperating and communicating across these vertically segmentations (e.g. 

departments, units, specializations) are not only necessary between organizations, but also within 

them. Fig. 10 shows how this is described by Nomura (2012). Creating a crosscutting 
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communication space across units was one of the primary motivations of starting Future Sessions 

for some:  
“In the past,… they were doing work that overlapped [with other units]. Whether to see [the overlapping area] as 

waste, or to view it where creativity emerges is the difference. Now, the overlapping areas are disappearing, it’s a 

vertically divided structure… This is the cause that is weakening various organizations. Hence, there is a need to 

create a place that transcends across these sects” (Mr. Ono, 2015, pers.comm, 6 February). 

 

Creating connections and to change relationships is needed also because cooperation across 

different sectors and positions are needed, as seen above. At the same time, there are different kinds 

of connections realized by the organizers depending on the organization. Seven Generations 

emphasizes the connection to nature in realizing a sustainable society, while Tama Talk could be 

perceived as an initiative that is trying to create a new sense of community where people can help 

each other, as similar to bond place.  

 

On the other hand, Future Sessions Inc. and Future of Resilience conceptualize connections in a 

more business context, but one could see some struggle towards countering the dominant paradigm 

of the current economic society.  
“…there is a system in the current economic society where there are no investments in values that cannot be seen 

[immeasurable or unobservable], or things that have no immediate results. …while it might take a long time for 

achievements to show up, how to create achievements [is a challenge],” (Mr. Uwai, 2015, pers.comm, 16 February). 

 

Mr. Ono from Future of Resilience discusses the need to shift from ‘physical capital’ to ‘relational 

capital’, and change the monetized relationship into something more than money. This is in line 

with the statement on the organization mission of Future Sessions Inc., that a new relationship that 

is not about profit will emerge through deep dialogue. Nomura (2012), founder of Future Sessions 

Inc., expands this need of shift also to the purpose of corporations. In the past, corporations have 

created value through providing lacking products and services in society, but now everything is 

abundant, and competition is of the share using advertisement, which is “a value creation at a level 

far from innovation” (Nomura, 2012, p. 47-48). Nomura proposes to redefine the purpose of the 

company’s projects from ‘making profit’ to raising the company’s value through creating social 

impact, and then to collaborate with social entrepreneurs to create innovation in social issues (p. 

49-51).    

 

The active role of participants is based on the ideas of participatory processes. The sessions are 

attempting to activate the different participants to take ownership in issues by a participatory 

approach and to take action. Some especially emphasized taking action, even if they are small: 
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“Small actions by each person are more important than a good idea”(Mr. Uwai, 2015, pers.comm., 16 February).  

 

In a sense, in order to encourage actions that are emerging by the actors themselves, the session 

process must be participatory to bring out each person’s motivations, wills, and ideas. For example, 

Future Sessions Inc. puts participants as the subjects of dialogue, and the main actors in creating 

collaborative action for the aims that they themselves have found:  
“By constantly opening up new questions, participants themselves create their aims and take initiative in putting 

them into action” (Future Sessions Inc., n. d., “FAQ”).  

 

Future of Resilience repeats this, adding again, that this is because they are dealing with complex 

issues where there is no single, optimal solution. This is also related to the idea on how learning is 

achieved mutually through a non-one-way communication format when there is no single “correct” 

answer: 
“Rather than a one-way transmission of only knowledge, [we aim to create] a learning ba/place where all 

participants can share experiences and ideas” (bond place, n. d.). 

  

Relating to this point, there were some comments on what kind of society they would like to see 

themselves:  
“’Interesting things happen’ based on collaborations of individuals that are able to use their talents “(Mr. Uwai, 

2015, pers.comm., 16 February).  

“[I would like to see] a society where individuals are active and somewhat autonomous, having the capacity to solve 

issues surrounding their immediate neighborhoods or communities” (Mr. Tamura, 2015, pers.comm., 7 February). 

  

Furthermore, bond place also seeks a vision of society “where each and every person can vibrantly 

shine of active individuals collaborating.” These comments all envision a vibrant society consisting 

of active citizens, perhaps a response to the perception of passive citizens.  

 

There seems to be an emphasis on the transformation from the passive, in-the-back-seat audience 

that perceives the issues as “somebody else’s problem” (taningoto), into more proactive attitudes 

where people take ownership in the issues, think with their own head, and to propose what they can 

do about it. One key concept mentioned in some interviews was “jibungoto” (own issue, ownership 

of issue), which is a contrasting antonym to “somebody else’s problem” (taningoto). The okami 

(authority) mentality, or the trust and mentality that one needs to accept anything done by the 

authority, may be at the basic foundation that one needs to claim for jibungoto in the first place. In 

this mindset, many people might think that someone else will solve the problems, and blindly trust 

people who are responsible to work to change it. Henceforth, the emphasis on creating a sense of 
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jibungoto could be seen as countering the traditional okami ishiki (trust in authority), and creating a 

consciousness that you can do something to make change, becoming the first step to making any 

kind of action.     

 

To sum up, each of these values were attempting to challenge dominant societal structures, in order 

to create a different future. To start with, many questioned whether this is the society they want, 

especially to pass on to the next generation. In solving the complex issues the current society faces, 

the vertical segmentation of societal and organizational structures was perceived as not effective. 

Therefore, a crosscutting cooperation and connection was claimed to be needed between different 

fields and expertise, in order for everyone affected to engage, and create novel solutions to unseen 

and complex issues. At the same time, what this term “connection” means varied widely between 

organizers, ranging from ‘connection to nature’, ‘sense of community,’ to ‘business connections.’ 

Yet, this latter business connection is also a contested concept in which they attempt to move away 

from monetary-based relationships, including the necessary shift of corporations’ purposes from 

‘monetary profit’ to ‘societal value.’ The participatory processes and active role assigned to 

participants may be an expression of attempting to change the dominant passive citizen into an 

active one which takes ownership in bigger issues, and to shift from passive individuals to proactive 

actors in order to create change in the society.  

 

 

7. Developing a Japanese deliberative democracy  
In this chapter, a central concept ‘dialogue’ is explored, and then discussed in relation to the 

Japanese societal structure. Furthermore, it is attempted to see how this analysis could contribute to 

developing a further understanding of a Japanese deliberative democracy.  

 

The first section examines how the organizers conceptualized ‘dialogue’ in contrast to ‘debate.’ 

This is followed by the discussion on the identified necessary factors to achieve a successful 

dialogue, namely the need of accepting differences and diversity and creating a flat space. Further, 

some reflections are shared on the conditions that created the ‘flat’ space in this Japanese context. 

Finally, it is attempted to develop the concept of “deliberative democracy of workshops” in Japan, 

in order to deepen the understanding of what Japanese deliberative democracy could look like.  

 

7.1. Dialogue, rather than debate  
Dialogue was perceived as key to creating future visions by some organizers, based on the 

understanding of dialogue as dynamic and creative processes. It was emphasized that this creative 

process would not come out of a confrontational, debate type of communication. Multiple 
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organizers and a participant explained what a dialogue is in contrast to a debate. A debate is where 

you argue for A or B, which is right, while contesting each other’s opinions, and resulting in a 

conclusion. In contrast, dialogue is described as a process where you listen to each other and seek a 

‘third way’ (C) from existing duals (A or B): 
“It is important that one puts it into words, and there is someone that listens to you. From what they have heard, 

something new is woven again. One plus one is not two; …there is a possibility that a different third way is found or 

created [from the pre-existing two ideas]. It’s like the crystallization of wisdom. I think that doesn’t come out of 

debate; if it’s A or B, only A or B can come out. With A and B, [a new path] C is created and that is through 

dialogue. Also, I think it can bring out hidden knowledge and knowledge that has not yet been formulated into 

words. Stimulated by each other’s words, knowledge and words that were inside you ‘open up’. There is that kind of 

role, so when that starts to become connected together, everyone’s unformulated things start to form words into 

creating a new, future vision” (Mr. Akatsuka, 2015, pers.comm., 12 February).  

  

In contrast to debate, where a single conclusion is sought, a dialogue is understood as an occasion 

that is not to come to single answers, but to broaden one’s point of views and also come to grasp 

your own opinions: 
“Dialogue or workshops are not places to come up with an ‘answer’ of something. We encourage that they notice 

new things and various perspectives” (Mr. Ogasawara, 2015, pers.comm., 7 February). 

 

One organizer argues that it is important especially in civil society to have a dialogue rather than a 

debate, because: 
 “it is not important to argue what is right or wrong, since there are always right positions based on each interests, 

but the process to find a point where everyone can accept is important.” (Mr. Akatsuka, 2015, pers.comm., 12 

February). 

  

These perceptions of dialogue, put in contrast to debate, generally goes in line with Escobar’s 

(2009) classification of dialogic communication and adversarial communication. The importance to 

have dialogue in these workshops and in the wider society is emphasized commonly, to achieve 

many of the purposes and motivations identified in Chapter 6. Furthermore, in order to achieve this 

ideal of dialogue, two main factors were identified as important to put dialogue into practice. 

Namely, these factors are to create an atmosphere to accept differences and diversity, and to create 

a flat space in the workshops.  

 

7.2. Factors contributing to have dialogue 
7.2.1. Accepting differences  
Dialogue cannot properly occur if participants were not willing to accept differences. The 
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traditional Japanese society has barriers to accept differences and to have dialogue: 
“There is [a traditional] ‘village mentality (mura-ishiki)’, so [there are proverbs such as] ‘yield to the powerful 

(nagai-mono-ni-wa-makarero)’ and ‘to listen carefully to people of higher rank’, [that contributes to] the sense of 

“being allowed to say things only within certain frames.” (Happiness Conference participant, 2015, pers.comm., 14 

February) 

 

Happiness Conference participants pointed out that “we have gained a habit of being allowed to say 

things only within certain frames,” referring to the traditional mentality of the Japanese society, and 

the tendency of not wanting to stick out of the homogenous, using common sayings and proverbs. 

This goes in line with the habits and norms of “reading the air” and following the authority (Okami 

mentality) discussed earlier. This type of communication, where there is no honest exchange, could 

also be understood as the ‘downloading’ type of communication categorized by Scharmer.  

 

In the Happiness Conference focus group, the discussion developed how dialogue could broaden 

one’s way of thinking and create tolerance or understanding of differences, through exposure to 

different opinions. At the same time, however, this could also be interpreted as a necessary 

condition for dialogue to succeed. In other words, if you are not willing to accept the existence of 

differences, either you would not listen to each other, or communication would progress in the 

direction of confrontation. 

 

In addition to differences in positions and opinions, in the Tama Talk focus group, a wider meaning 

of diversity was mentioned to create an inclusive workshop atmosphere, namely disabilities. Some 

added that workshops are significant occasions where diversity should be actively accepted: 
“Workshops should be a place to accept diversity” (Tama Talk participant, 2015, pers.comm., 7 February).  

 

One workshop participant seemed to have autism in Tama Talk, and both the organizers and the 

focus group participants reflected positively how the workshop session had an accepting 

atmosphere.  

 

In conclusion, creating an atmosphere that accepts differences and diversity, meaning from 

positions, opinions, abilities, ages, gender, etc., are important in achieving a dialogue in the 

workshops. 

 

7.2.2. Creating flat space  

In the Japanese society, the ‘ranking’ and social hierarchies based on positions and age defines how 

people communicate with each other, as explained by Nakane. This means that there is a tendency 
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that conversations would be restricted to ‘downloading’, using Sharmer’s term. In this sense, a 

non-hierarchical space of flat communication is crucial in having open dialogue that is creative and 

emerging.  

 

Organizers brought up this phrase of a ‘flat’, or non-hierarchical, atmosphere as key.  
“We want [Tama Talk] to be a place where various people can talk in a flat way” (Mr. Ogasawara, 2015, 

pers.comm., 7 February).  

Ms. Manabe also described her job at the Future Center in her company:  
“it’s a place so to have dialogue in a flat way and not in a conference room” (Ms. Manabe, 2015, pers.comm., 7 

February). 

 

This emphasis on ‘flat’ atmosphere is also reflected in what they take note on when facilitating. By 

Ms. Manabe, a co-organizer of Tama Talk, she said that she’s careful to exemplify the ‘rules of 

dialogue’ in the way she acts as a facilitator during the workshop:  
“There is no right or wrong answer, listen to others, and so on. The facilitator shouldn’t hesitate, or treat someone 

special because the person is in a higher position” (Ms. Manabe, 2015, pers.comm., 7 February). 

 

In all of these quotes, one could see that organizers, also acting as facilitators, are consciously 

making an effort to create a non-hierarchical atmosphere in the workshops. This aspect is further 

explored below with regards to the context of the Japanese society.  

 

The “flat space” which organizers aimed to create was actualized in the workshops in general, 

according to the researcher’s observation. This is rare in a Japanese context where social hierarchy 

usually undermines open and flat discussions. As Nakane explains, the social hierarchy is so present 

in the Japanese society, that “we cannot even take our seats (especially the setting of a Japanese 

style room has a definite function) or speak (it would be necessarily reflected in the delicate use of 

honorific language keigo and order and amount of speaking) without the consciousness of hierarchy 

(Nakane, 1967, p. 82).” Of course, keigo (respectful language) was often used in the room, but there 

was no “expert” or “boss” in the room that would make people refrain from speaking up, or to have 

opposing and contradicting expressions. This was also something that Nakane pointed out as 

something Japanese people tend to do and is their weakness of. Why could this happen? The role of 

the facilitator and workshop methods were identified as means to encourage creating a flat 

atmosphere.  

 

Firstly, the workshop methods had definite influence on lowering the bar to speak up. All of the 

sessions adopted a short dialogue in pairs towards the beginning of the event. Usually, the topic to 
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talk about was first to introduce yourselves briefly and then to talk about something based on your 

experience or about yourself. Dialogue was then opened up to a small group (4-6 people), and 

sometimes groups would change during the session. There was little to no time to discuss in a larger 

group or the entire participants, only to share the first introduction round and concluding comments 

by each participant for some of the events.  

 

As already discussed, the conversations were based on dialogical, and not adversarial, 

communication. One was asked to share based on your experiences, sometimes particularly 

emphasized to “speak with your own words” (Mr. Ogasawara, during the Happiness Conference 

workshop). Change the Dream Symposium particularly put emphasis on valuing your emotions, 

even if they are negative ones such as feeling hurt. This could have significantly contributed for 

participants to feel more comfortable in speaking during the sessions, lowering the barriers of 

knowledge. It has also been shown that personal story telling contributes to lower the structural, 

psychological, and social barriers in deliberation in small groups (Ryfe, 2002). One participant from 

the Happiness Conference mentioned that she feels safe and relieved that this session is not aimed 

to have confronting arguments or formulate conclusions, but to listen to each other and gain 

insights.  

 

Secondly, the facilitator’s role contributed to creating a ‘flat’ space and atmosphere, where social 

positions and ‘rankings’ were not brought in. As organizers of Tama Talk had discussed, the way 

the facilitator treats participants has an impact on the atmosphere, where the participants were 

treated equally and in a friendly, casual manner. If certain people were treated as ‘seniors’, ‘experts’, 

or someone of higher rank, this attitude could have spread to the participants as well. Two 

participants of the Happiness Conference expressed their trust in the facilitator, whom they knew 

previously. The outline and structure of the session, the time management of activities was 

perceived well controlled and well thought through for participants not to have “awkward silences” 

and to make it easier for people to speak.  

 

Social positions were effectively not brought in too much in the sessions. Participants’ introduction 

to each other in sessions was informal and based on your private self (e.g. hobby, why you joined 

the workshop, etc.), rather than your occupation or social positions. In the Future of Resilience, 

there was time for a round of introduction where many people did name their occupation and 

organization they came from, but people emphasized more on sharing their expectations. These 

informal communications had an interesting contrast to after the sessions ended, when everyone 

rapidly took out their business cards as to connect and network more formally with the people you 

have talked to during the session informally.  



 44 

 

7.3. On Japanese Deliberative Democracy 
In this final section of this chapter, I attempt to develop a further understanding of a Japanese 

deliberative democracy, building on the discussions from the earlier sections.  

 

This study builds on Nitta’s (2006) notion of “deliberative democracy of workshops” of a Japanese 

deliberative democracy, based on dialogue rather than confrontational communication. This study 

also shows that dialogue is perhaps more fitting with the Japanese social culture, as well as being 

creative to overcome existing polarizations and find new solutions. Similar to Nitta’s study, the 

observed workshops of this study also showed collaborative forms, rather than competitive or 

confronting forms of working in groups. To achieve the dialogue ideal, accepting differences and 

diversity, and to consciously create a flat, non-hierarchical atmosphere are necessary factors to have 

an effective dialogue in workshops.  

 

Nitta’s study focuses on workshops in the forms of citizen conferences, where outcomes are policy 

oriented. This study has focused on a different context of workshops, which were not oriented 

towards specific policies, and hosted by civil society organizations and corporate bodies, rather than 

by political or governmental institutions. Nitta argues that “deliberative democracy of workshops” 

cannot exist outside of the framework of citizen conferences, but I will argue that other types of 

workshops such as the ones observed in this study could be also a part of this “deliberative 

democracy of workshops”. 

 

Nitta’s statement that “deliberative democracy of workshops” cannot exist outside of citizen 

conferences could be based on an understanding of deliberative democracy as a collective decision 

making system through public deliberation. However, deliberation in democracy is more than 

decision-making (Kim and Kim, 2008). Kim and Kim (2008) argue that deliberative democracy 

involves two dimensions of deliberation, which is mutually non-exclusive: one is ‘instrumental 

deliberation’, through which “experts in the political system and rational citizens in the public 

sphere make collective decisions based on public reasons and shared values” (ibid., p. 53); the other 

is ‘dialogic deliberation’, through which “citizens, without specific purposes and goals, freely 

interact with one another to understand mutually the self and others, resulting in the production and 

reproduction of rules, shared values, and public reasons for deliberation” (ibid., p. 53). One can 

argue that the deliberation that occurred in the observed workshops were closer to the dialogic 

deliberation, since the citizens have a purpose, but collective decisions are not made, and rather, a 

mutual understanding and shared values are produced.  
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Participants emphasized some new things they have noticed and come to understand through the 

sessions, perhaps an expression of the production of shared values mentioned in Kim and Kim’s 

dialogic deliberation. For example, a Happiness Conference participant shares what she got out of 

the session: “I came to notice that the values of happiness is something you decide yourself,” 

making a point that the whole society might become happier if we would be able to accept each 

other’s different values of happiness. This conversation developed into a consensus in the focus 

group that it is important to accept each other’s differences, and another participant added that this 

workshop made him reflect on whether he has been accepting different people’s values in his life.  

 

The communication within the observed workshops were very similar to the one described by Nitta, 

being based on dialogue and non-confrontational, and also collaborative in forming ideas. Some 

organizers also mentioned ‘facilitative leadership’ in order to create change in society and support 

decision-making (Mr. Uwai, 2015, pers.comm., 16 February). Due to its character, the outcomes of 

the observed workshops will not directly influence decision-making at the political level like Nitta’s 

cases, yet the value of deliberation in deliberative democracy should not be reduced to the 

instrumental level. Recalling back to the ‘crisis of democracy’ articulated in the Introduction 

(Chapter 1), democratic institutions and ways to participate in society needs to evolve and emerge. 

In a wider perspective, the Future Session workshops could be perceived as initiatives that explore 

these possibilities.  

 

 

8. Potentials in developing future visions of society 
In this chapter, we will go back to the original question of the need for envisioning alternative 

futures. How do the findings fit to deliver this potential? Are the workshop methods too strategic or 

too controlled, emerging from more business oriented thinking, or not? Let us start by examining 

the overall characteristics of the workshop process through a comparison with Jungk’s future 

creating workshops. Next, I will give a short summary of the project ideas that came out of the 

workshops. Finally, I will evaluate on whether they are actually responding to the call for 

alternative visions, or if they are reproducing existing structures.  

 

8.1. Comparison with Jungk’s future creating workshops 
Similar to Jungk’s future creating workshops’ three phases of the critique phase, utopian phase, and 

implementation phase, the overall Future Session workshop framework from the observations could 

also be generalized to have three main phases (see Table 4). The first is sharing the question, where 

usually the organizer introduces the background and purpose of what they have gathered for, 

presents a problem (e.g. we need a more resilient society), and then poses an open question (e.g. 
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what would a ‘resilient society’ look like?). The second phase could be identified as self-reflection 

and personalization. Each session includes a time to write down individually ‘what you would like 

to explore further in this session’, which would define the topics to develop or discuss in the 

following phase. Mr. Uwai from Future Sessions Inc. explained that this process is where we bring 

a sense of ownership in the issue, using the word jibungoto (ownership). Leadership may also be 

brought out during this phase along with the ownership, to bring themes and projects further. The 

final phase is deepening specific themes and generating ideas of action, which could be in forms of 

prototyping, reflecting on actions, or group discussion. Future of Resilience and Tama Talk used 

forms of prototyping to formulate and visualize visions into tangible or utopian project ideas. In the 

Happiness Conference, instead of formulating a project idea, group discussions were used to share 

reflections and opinions to explore deeper into specific themes of interest of each participant. In 

Change the Dream, participants were asked to reflect and generate ideas on what you as an 

individual could do in relation to what you identify is needed in the world. 

 
Table 4. Comparison of phases of Jungk’s future creating workshop and Future Session workshop. 

Jungk’s future creating 

workshop 
Future Session workshop 

Critique phase Sharing the question 

Utopian phase Self-reflection and personalization 

Implementation phase Deepening specific 

themes and generating 

ideas of action 

Prototyping (Future of Resilience and Tama Talk) 

Group discussion (Happiness Conference) 

Individual reflection on actions (Change the Dream) 

 

In comparison to the phases of Jungk’s future creating workshop, Future Session workshops had 

similarities and also different characteristics in general as a workshop framework. First, future 

creating workshop has a distinct phase of critique of the present, while the Future Session 

workshops does not have this aspect at any point of the workshop. Second, the future creating 

workshops explicitly separate the utopian phase and the implementation phase, while the final 

phase of the Future Session workshops in those that adopt prototyping are somewhat vague in this 

distinction. For example, in the Future of Resilience, the implementation phase was at the extension 

of the utopian phase, where groups were asked to create a more concrete action plan to actualize the 

(utopian) project idea in the final 20 minutes or so, while in Tama Talk, there was no 

implementation phase of any sort. As for the Happiness Conference, the group discussion in the 

final phase did not necessarily have either a utopian or an implementation phase, and Change the 

Dream’s phases could have aspects of utopian and implementation, but at the individual reflection 
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level, shared only in pairs. The lack of explicit critique phase in the Future Session workshops may 

be limiting the participants’ imagination and the direction of the workshop towards what the 

organizers have generally framed and geared towards. At the same time, the themes were still very 

open ended and broad, so it is difficult to argue to what extent it would be limiting. The variety of 

whether to adopt any utopian and implementation phases depended on the objectives of each 

session, whether learning, self-development, reflection was an overarching objective (e.g. 

Happiness Conference and Change the Dream), or to produce tangible projects (e.g. mostly Future 

of Resilience, but also Tama Talk).  

 

The originality of the Japanese Future Session workshops is perhaps the second phase of 

self-reflection and personalization. Emphasis is put on asking what you as an individual would like 

to explore further or what kind of project you yourself would like to do. As discussed earlier about 

jibungoto (own issue), this could be understood in the context of Japan as countering the overall 

passiveness in the society. In this sense, this could be understood also as an encouraging and 

empowering process, to care about issues in the society and to overcome resignation towards larger 

structures. 

 

8.2. Projects and ideas resulting from the workshops 
Each of the sessions was based on what one could say as a large frame of the vision of the society 

or the future. The project ideas and visions that emerged could be interpreted as crystallizations of 

participants’ collective solutions towards what they viewed as something problematic in the society 

that should change. Two workshops, namely Future of Resilience and Tama Talk, adopted a 

prototyping phase, developing a ‘project idea’, which could be seen as a vision of society, while 

one workshop, i.e. Happiness Conference, deepened specific themes through group discussions, and 

Change the Dream Symposium focused on self-reflection. After briefly describing projects that 

developed through the workshops, I will reflect on what they are trying to address.  

 

First, below are the descriptions of projects that came out of Future of Resilience. The detailed 

descriptions were summarized from the published posters prepared for the continued session held a 

month after in March (Taisei Corporation, 2015b), in which ‘theme owners’, or the participants who 

originally proposed the topic, were asked through email communication to create a poster to present 

the outcomes of previous sessions to the new session participants.  

 

(1)Education with everyone (Minna de kyouiku 共育 project): Replacing the traditional word for 

education (“to teach and grow”) with a word meaning “grow/develop together”, the aim of this 

project was to give education as a non-one-way, collaborative effort. It aimed to create a learning 
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place that runs across generations and positions (e.g. teachers and students, child and adult, etc.) 

to enhance intergenerational interaction, to open up education to the local community (e.g. learn 

from different actors), and to strengthen and develop the sense of community. 

(2) Resilient community building and facilitators: This projects aimed to develop citizen facilitators, 

to help coordinate communication and dialogue across sectors and stakeholders in disaster 

preparation as to enhance ownership in the issue of resilience (jibungoto), and also to facilitate 

the discussions in post-disaster recovery and reconstruction phase. Two real cases were brought 

up in Shizuoka prefecture, where citizen facilitators took the center role in developing the 

regional disaster preparation plan, and in Ozuchi, Iwate prefecture, where Future Sessions were 

used to have a dialogue of the post-2011 earthquake reconstruction.  

(3) Sharing experiences of resilience: In the session, the project was described to share previous 

experiences of disasters and coping with disasters to learn from past experiences, and also to 

“visualize” the weak structures and vulnerable people in the community to encourage the process 

of helping each other (left and center photo of Fig. 11). In the developed version of the poster, a 

case in Bunkyo district of Tokyo was presented as a way to develop cooperation in communities 

to aim for a “zero victims” in large earthquakes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11. Posters that were developed during the workshop (the left two about the project Sharing experiences of resilience, Taisei 

Corporation, 2015a) and printed posters for the following workshop about Resilience of food and people (Taisei Corporation, 

2015b).  

 

(4) Resilience of food and people: Reevaluating everyday life from a resilience point of view, the 

aim of this project was to develop a lifestyle that allows everyone to eat delicious food and live 

securely, even in occasions of disasters and food shortage (right photo in Fig. 11). Rather than 

eating emergency food full of preservatives, they reexamine traditional pickled plums, dried food, 

and cooking rice in cans as better options, rethinking the resilience of lifestyles through food. 
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Tama Talk had its focus on building a sense of community. The idea of this sense of community 

builds on a vision that everyone helps each other out, and in turn, everyone feels that they are 

needed. One of the points the organizers gave in the introduction as a reason to hold these sessions 

in Tama city, was that this region was ‘leading’ in problems, in a country that is also ‘leading’ in 

problems (Kadai-senshinkoku), including the high percentage of the elder in Tama city. Four 

project ideas came out of this session. 

(1) Whole Japan big family-nize plan projected an idea to somehow strengthen the connection 

between people in urban and rural areas, in which the general aim would be to create a 

community that feels like a “family” (Fig. 12). By the description of “people that are feeling 

tired of urban office life”, it may also be problematizing the lack of green space and nature in 

the concrete jungles of Tokyo business districts, along with lack of community in the big cities.  

 

  

Fig. 12. The poster for Whole Japan family-nize plan project (Tama Talk, 2015). 

 

(2) Hyakushou Economy News questioned what work should look like in the future, questioning the 

conventional belief that one commits to a single job for a lifetime. This also included the aspects 

of making and designing your own jobs and careers, compared to the current model of selling 

yourself in the job market to ready made position openings.     

(3) Tera-Co-Space aimed for a space of learning across and interaction between generations in the 

community. The metaphor terakoya is an education form of common people in the Edo period 

(1603-1868) where Buddhist priests would teach basic literacy and calculations at temples. This 

gives the impression of education from the community, compared to isolated modern schooling. 

The use of the space engawa, a wooden strip of flooring right outside the rooms in traditional 

houses, also shows interaction among neighbors, and an aspect of building a sense of 

community. Engawa is a casual space that lies in between “inside” and “outside” of the house, 

where chatting with neighbors happened often, which has been lost in more recent structures.  
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(4) Child-raising Share House brought in the theme of raising children in Tama and the revitalizing 

of Tama New Town. This has the city’s situation in mind, with the percentage of elder 

increasing, with perhaps an implicit aim to make Tama city attractive for young families to live. 

Additionally, emotional and mental support of mothers is a broad social issue seen also in the 

broader Japanese society, where they tend to be isolated and burdened by raising children.  

 

The Happiness Conference had the most casual invitation of the framing of the event, where a film 

about happiness was shown, and the event was run at the public library. Since the dialogue was 

geared in sharing opinions and discussing freely, the groups that were formed did not formulate any 

projects. Still, the themes shared from the groups give insights to what was being discussed. The 

description bellow is from the group, which the researcher participated.  

• How to live happily in rural areas and communities? Engaging discussions evolved around 

questioning what is “development” or “progress”, critically reflecting on how that has affected 

the rural areas to gear their rural development towards a certain model, or the undervaluing of 

their region comparing to bigger cities. The members of this group gave ideas on how to 

revalue the rural areas, giving examples of the concept Han-no han-X (半農半 X, discussed 

later). In this sense, this group was discussing the most up-to-date discussions around 

‘development’ and ‘progress’, connecting it to the idea of happiness and different lifestyles.  

 

Change the Dream Symposium’s main principle was sustainability, posing the question of ‘limits to 

growth’, the destruction of the environment, while also posing the issues in the social dimensions of 

our society based primarily on the economy. Two other main positioning of this session was the 

strong emphasis on valuing emotions and holism, conveying a message that everything is connected 

at the roots. The main methods were self-reflection and sharing in pairs in between short videos. 

Due to the structure and aims of this session, no explicit visions or projects were formed during the 

event. However, the radicalness of to the extent of questioning the current society was perhaps the 

strongest among the four sessions. 

 

In general, the project ideas or processes of deliberation had many critical perspectives towards the 

dominant or conventional societal structure and norms. It may seem obvious, but each of the 

projects and discussions that formed and developed had strong relationship with the framing and 

presented themes of the workshops. For example, in the Future of Resilience, the theme was 

‘resilience’ of the society, based on the background of predicted and experienced earthquakes or 

disasters and on the understanding of resilience as the fundamental creative adaptive capacity of 

humans and living beings, how one rebuilds oneself through adapting to changing environments, 
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borrowed by the event’s partner Takemura’s (2015) formulation. The formulated project ideas had a 

wide range of approaches on this topic, including education, food supply and lifestyles, community 

building, and role of facilitators in community. One could see that the concept of ‘resilience’ is 

interpreted widely, but at the same time deeply, in which participants are questioning fundamental 

structures (e.g. how to have a resilient food lifestyle) and institutions (e.g. education) in the society. 

Similarly, the Tama Talk projects reflected many problems of the society identified by the 

participants, including community and family ties, the meaning and form of work, intergenerational 

interaction, childcare, and the aging societal region. All of the projects consisted of novel ideas in 

approaching the issues, which some could actualize starting from a small-scale project, while some 

were bigger questions of “what will work look like in the future.” For Happiness Conference, the 

observed group explored the topic of happiness in relation to community development and values of 

lifestyles. The discussions formed around critical perspectives towards conventional development, 

and lifestyles that stem from the idea of “progress” solely depending on monetary values, 

represented in the reference to the concept brought of up by a participant, half-agriculture, half-x. 

“Half-agriculture, half-x” (半農半 X) is a lifestyle originally presented by Naoki Shiomi in the 

1990s, to incorporate subsistent agriculture into your life and to use other time for your mission, 

posed as an alternative to work solely for money and to live closer to nature. 

 

The rate of actualization of formulated project ideas varied widely between workshops. For 

example, the observed session of Future of Resilience was the fifth of the series, and several project 

ideas from previous sessions have actualized. An example is a ‘bar’ initiative (“Bohsai Bar”, 

meaning disaster preparation bar), in which the purpose was to have a more fun and creative 

disaster preparation dialogue that actualized as a weekly gathering at a bar from July to December 

2014 (Taisei Corporation, 2015b). Comparably, for Tama Talk, two project ideas have actualized 

from previous sessions, which were a Reading Group and an English Language Café, the latter to 

develop English skill between Japanese people rather than go to a language course with 

non-Japanese teachers, which has a higher bar to participate. After the observed workshop session, 

pictures were published online from the following workshop which was held a few months after the 

observed session, indicating that the “big family” project was brought up again to develop further. 

Further follow-up research would be needed to evaluate the processes and outcomes of how these 

ideas would develop or not. For the Happiness Conference, since this was not a series of events but 

a one-time event, the topics that were discussed will not develop further as projects, but participants 

voiced, “there are not much opportunities to think about things like ‘happiness’ normally,” and 

expressed that “it served as a trigger to think about it,” “was able to look at happiness from different 

viewpoints,” “something that was unconscious became conscious,” reflecting positively that it was 

a fruitful session in deepening and widening thoughts around the topic of happiness.  
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8.3. Potentials of the workshops in creating visions 
Overall, Jungk’s future creating workshops and the Japanese Future Session workshops are similar 

in character. The potential of these methods depends on the overreaching objective of its use, for 

instance, whether they are a strategic instrument for business or a political system, or used by the 

community or society. For example, this method could easily be adopted by some to create ‘just 

another product’ without creating social value of any sort, reproducing the status quo, which was 

what organizers critiqued in the first place. In this sense, these spaces may be serving as precious 

opportunities to discuss and develop new visions of the societal futures. Yet, how this will translate 

while realizing them into real life projects would be a topic of future research. Nielsen and Nielsen 

(2015) also discusses the future creating workshops that ideas and initiatives brought up often 

turned out to be vulnerable when brought back to everyday life, and this could go for the Future 

Session workshops in Japan as well.  

 

This is also quite a complicated part to evaluate. The motivation to change businesses’ aims from 

profit to social values would be hard to distinguish from reproducing the status quo. Of course, 

there is resistance towards this, especially within large corporations. Mr. Ono discusses that there 

are challenges for the company to embrace the findings, in terms of human resources and the will at 

the upper staff level, since change is difficult from a bottom-up:  
“Usually, there needs to be a lot of courage. There is a possibility that your past business gets denied…. to shift a 

business there needs to be people that have talent like entrepreneurs in the company, that have motivation to create 

something from nothing, but we don’t have that in the company” (Mr. Ono, 2015, pers.comm., 6 February).  

 

Jungk’s idea on “permanent workshops” as a prolonging of future creating workshops, which might 

lead to social inventions, or social and cultural renewals that reaches a societal level, could be worth 

mentioning here as inspirations for each of the observed cases to move on. Some point out the 

importance of continuity of the sessions to have more outcomes and findings: “we won’t really 

know until we do it for around three years” (Mr. Ono, 2015, pers.comm., 6 February). Yet 

continuity itself faces practical challenges for some non-profit organizations, in terms of resources 

such as time and money, and how to balance individual’s other jobs to run the organization (Mr. 

Akatsuka, 2015, pers.comm., 12 February). Also in a sense to bring the projects further into 

implementation, there is a general impression from organizers that how to support this process does 

not have a fine guideline, but rather is a learning process itself. For example, Tama Talk organizers 

want to protect their workshop atmosphere of being very casual, but at the same time support actual 

outcomes. Mr. Ogasawara concludes that there needs to be a balance: 
“If you feel it’s a lot and feel pressured to create something, people might stop participating. But even though its 
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loose, the point might be that … naturally things start to take shape and get created” (Mr. Ogasawara, 2015, 

pers.comm., 7 February). 

 

Overall, the potential of these methods depends on the overreaching objective of its use. The ideas 

that have come out are novel and critical, yet the next steps to actualize them are constant processes 

in which one would need to reflect on whether they are achieving the primary motivation of 

creating different futures or not.  
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9. Conclusion  
What kind of society do you want to live in? This study examined Future Session workshops in 

current Japan that deliberate on these issues, and analyzed these spaces from a deliberative 

democracy point of view in order to identify to what extent such spaces actually cultivate 

alternative ideas to the existing dominant narratives about the future.  

 

First of all, the aims and motivations of the organizers were identified: What is the spread of these 

sessions a response to? The observed four workshops focused on a wide range of societal problems, 

but all recognized the complexity of the issues, which require fundamental societal changes. 

Moreover, the values common to the organizations challenge existing societal structures. Many 

question whether this is the society we want, to pass on to the next generation. Societal and 

organizational structures are currently segmented vertically, which cannot solve the complex 

societal issues effectively, thus needing crosscutting cooperation and connection between different 

fields and expertise. Yet, this term “connection” is contested and interpreted widely. Throughout 

the workshop process, participants are invited to engage actively, in order to encourage a shift from 

being passive individuals to become proactive actors to create change in the society.  

 

This study adds on to the notion of “deliberative democracy of workshops” in Japanese deliberative 

democracy, based on dialogue and collaboration rather than confrontational communication and 

competition. Deliberative democracy is not only about ‘instrumental deliberation’ of 

decision-making, but also ‘dialogic deliberation’ of gaining mutual understanding and shared values, 

which the observed workshops could be seen as a part of.  

 

In general, the project ideas and processes of deliberation had many critical perspectives towards 

the dominant or conventional societal structure and norms. The process of actualizing the projects 

would be an interest of future research, since research on similar initiatives (i.e. Jungk’s future 

creating workshops) suggests the vulnerability of this process transformed into reproducing the 

status quo. One could emphasize that the potential of these methods depends on the overreaching 

objective of its use, for example, whether they are a strategic instrument of business, a political 

system or the community or society. 

 

The observed cases are a part of the wider practice of Future Session workshops in Japan. The 

initiatives are diverse, but all challenge wider societal structures, constituting a part of a Japanese 

deliberative democracy as dialogue workshops, and developing the ongoing process of creating 

future visions from the ground.  
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Appendix 1: Interview guides 

1.1. Interview guide for workshop organizers 
 
• What is the aim of organizing this event? How did this series start? (Motivations and 

expectations) 

• What kind of people do you want to see participate? What kind of people has participated in 
past events? Are there any groups that you want to see more of? (Issue of inclusion of 

participants) 

• Tell me more about how you prepare and facilitate these events. Is there anything that you 
especially consider and care for? 

• About “place/ba for dialogue” and the form of Future Sessions. What kind of potential do you 
think there is in participatory dialogue places with people from various backgrounds and 

positions? What are your expectations? (Potential of these sessions) 

In comparison to other methods and forms, what do you think are the goods and bads of Future 

Sessions? Do you want to continue to adopt the form of Future Sessions? 

• What have been the output and effects of past Future Sessions events you have organized? 

• Do you have any challenges that you face or have faced in organizing Future Sessions events? 

• What kind of society do you want it to be in the future? Tell me about your “ideal society.” 
What needs to happen for that? What role can your organization play in creating that sort of 

society? 

 

1.2. Focus group question guide for participants 
 

• What brought you to participate in this event? What were your motivations and expectations? 
(How did you hear about it, etc.) 

• About the atmosphere of dialogue place/ba 
-Did you feel that it was an easy atmosphere to speak up and have discussions? 

• What potential do you think these workshops and dialogue places have in changing the society 

and creating society’s vision? 

• What was your general impression of participating? Was your expectation met? 

• What did you get out of it? 

- Something you learned, something that was interesting 

- If there is anything you will change after today 

- Is there a next step 

- Any new networks that you have made 
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• Concerning the future of society. In 10 years, 20 years, 30 years… What kind of society and 

community do you think you want it to be? What needs to happen for this to be achieved?  

 

Appendix 2: Transcripts in Japanese 
2.1. Seven Generations Representative、Mr. Takehiko Akatsuka (A), February 
12th, 2015 
 
Q：Seven Generationsはいつからあるのですか？ 

A：活動をはじめたのは 2009年で、NPOになったのは 2011年３月。 

Q：それで 初から関わっていたんですか？ 

A：うん、 初に作ったのは、榎本英剛さんっていう Transition Townを日本に持って来たり・・・Transition 

Townは知ってる？ 

Q：私も深く関わったことはなく、この間のイベントが初めて関わる機会でした。 

A：もっと前は彼はコーチングを日本に持って来ていた。色々な流派があるが、そのうちの一つを持って来

た人です。その後、ピースボートで世界を廻ったときに色んなことに出逢ってイギリスの Findhorn という

エコビレッジに２年くらい居た。その時にこういった社会とかにつながる Transition Townと Change the 

Dream の活動に出逢い、日本に持って帰って来た。彼のことは、「よく生きる研究所」に細かいいきさつは

書いてある。 

Q：赤塚さんはどういった関わりで入っていったんですか？ 

A：僕は元々彼にコーチングを学んでいたので、榎本さんがイギリスから日本に帰って来て、帰国報告会に

話を聞きに行ったら、チェンドリのことを話していて、何か気になってメモしていた。しばらくしたらチェ

ンドリを日本でやってみるというのを聞いたので、行ってみたところからお手伝いするようになった。NPO

にするまでに 1 年くらいはあったと思うが、彼を中心に開催をしたりして、そのときにお手伝いをしたりし

てて、NPOにしたいとなったとき、みんなでやりましょうと NPO化の動きを始めた。 初は榎本さんが代

表をすると思っていたが、直観で生きる人なので（笑）、代表にならずにコーチ養成機関、CTI Japan の経

営にいったん戻るという話になった。そこで NPO の代表の話が僕に廻って来て、塚田という者と二人でや

りましょうということになった。 

Q：NPOになってからもうすぐ４年が経つ。NPOというと、どういう資金繰りなんですか？ 

A：色んな NPOがあるが、一般的には大体会員と、イベントの収入、活動の収入、寄付と、助成金が大きい

資金。うちの場合は会費とイベント・活動収入と寄付との３つでやっている。助成金はまだとっていない。

全然廻ってないよ、お金は。基本的にスタッフは無収入。だからそれは課題だね。少しでも報酬の払える形

にもっていく。それはどこの NPOでも一緒だと思う。 

Q：スタッフは何人いらっしゃるんですか？ 

A： 昨日ちょうど総会だったので、今期ということで言うと、理事が５人の体制で、運営を担っているのは
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それに加えて３人。それ以外に会員や、チェンドリのファシリテーターが 173人全国にいる。アクティブな

人とアクティブじゃない人いるが。ファシリテーターと会員が重なってたりもするし、会員だけどファシリ

テーターじゃない、ファシリテーターだけど会員じゃないということもある。そういう人たちがイベントの

際には手伝ってくれたり、シンポジウムはファシリテーターがそれぞれやったりする。 

Q：チェンドリは 初のコアの部分にあったんですね。 

A： 元々チェンドリのプログラムはアメリカの Pachamama Allianceというのが作って、榎本さんが日本に

持って帰って来たので、それをやることの方が先にあった。それをやっていく経営母体として NPOの Seven 

Generationsを作ったという流れ。 

Q：かなりの数チェンドリをやっていますよね。どれくらいやっているんですか？ 

A： 丁度キャンペーン的に、2014年 10月から 2015年 2月まで、全国でできるだけたくさんやろうと、各

地にいるファシリテーターに呼びかけて実施した。この３−４ヶ月で 30カ所近くで開催した。 

Q：この前のは３時間で短縮したんですよね。 

A： あれは３時間版。長いものだと、いくらでも長くは出来るが、標準だと昼休みを含めて６時間、丸一日

のワークショップ。 

Q: (研究の趣旨の説明) 

A：色んなところで色んな対話がされてるからね、 近。対話とディスカッションというのも一つの論点だ

と思う。市民社会というものを考えた時、ディスカッションというより、いかに対話にもっていくかという

のが大事な感じがしている。結局どっちが正しいじゃなく、利害関係で、それぞれにとっての正しさはある

から、そこをどう正しいか正しくないかじゃなく、どこがみんなが納得できるか、そんなところに落とし込

むのがすごく大事なプロセスだなと思う。 

Q：パンフレットで、対話というものを書いていますよね。主に対話を意識してやっている活動はチェンド

リですか？ 

A：他にも、前には上映会やってその後対話をしたりとか、去年パチャママの創設者が日本に来たので、そ

の人のチェンドリのシンポジウム、そしてその後のフォローという形で、対話会をやったりした。より、市

民社会のイシューをはっきりさせた対話はあまりしていない。 

Q：総会でも対話の場を設けたんですか？どんなことを話したんですか？ 

A： 色んな活動をしている人たちが居るので、その活動を 1 分ずつ 12 人紹介してもらって、それをきっか

けにして、グループに分かれて、そのグループの中の人たちも何をやってるかを語り合うことをした。総会

に参加した人たちは会員やファシリテーターだが、お互いを知ってる人も、知らない人もいるので、なんで

このチェンドリの活動に関わりだしたのか、そんな話をしたりした。 

Q：チェンドリのファシリテーションやイベントを作る上で、気をつけていること、どんなことを考えなが

ら準備しているのかを教えてもらえますか。 

A：テクニカルなことよりも、さっきの話のように、どっちが正しいとかじゃなく、安心して語れる、否定

しない、何かを教える場でもないというところを大切にしている。 

Q：参加者としても感じました。環境系のイベントは、これをしてはいけないとか、これをすればいいとい

う「べき論」に入りがちだと思うので、それがなかったのがすごくよかったですし、すごく振り返りの場に
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なったし、感想や「感じる」ということをすごく大事にする、それが大事だと思ったし、新鮮に感じたし、

気持ちよかった。 

A： そう言ってもらえると嬉しいな（笑） 

Q：私が勉強している分野にも近いので、自己主張が強いイベントには行って疲れちゃうことがすごくある

と思う。 

A：結局そういうのは「分断」を創り出すので、「あなたと私はちがう」「できてる・できてません」という

ようなことにしないのが大事で、そうじゃなくて、チェンドリで言っているのは「みんなつながっています

よね」という話なので、つながっているということは「いかに切り離さないか」ということがすごく大事な

んだよね。表現の仕方など、出ているものは違うんだけれど、根っこのところは結局みんなつながっている

んですよね。生態系という意味でも当然つながっているし、スピリチュアルになってしまうかもれないが、

意識と言う意味でも、人間の持っている集合意識というものがあるかもしれない。そういうことも含めてつ

ながっているので、「相手につばをすると言うのは自分につばをするみたいなもの」、その中でどう新しいも

のをつくっていけるか。 

Q：ファシリテータートレーニングは、どういう形で進めるんですか？ 

は：トレーニング自体は２種類あって、2 日間の通いのものと、３日間の泊まりのものがある。元々は４日

間泊まりでやっていたが、中々みんな時間とるのが難しいということで３日間にし、さらに子どもの居る人

なんかは３日間泊まりというのは難しいので、通いやすいように 2日間版を作った。 

	 どれをやるにしても３つ視点がある。Being, knowing, doing。（その中でも）Being、「在り方」をすごく

大事にする。それは、さっきの話のように、「否定しない」とか「自分も大きなものの一部であることをしっ

かりと味わう」とか、「なんでこの活動をやっているのかを自分で腑に落とさせる」。ということをまずしっ

かりした上で、「チェンドリで何をやっているのか」という knowingにつなげる。それを実際にやってみる、

という doingにつなげる。そういう視点とプロセスでやっている。 

Q：どういった方がファシリテーターになりたいと来るんですか？ 

A：コーチングをやっている人間が多い。榎本さんがスタートしたということも影響しているし、その影響

で関わっている人が多い。あとは、環境に興味がある、人の心に興味がある、カウンセリングだとか、心の

問題に関わっている、意識がある人たちが多い。 

Q：年代的にはどの位が多いですか？ 

A：20代もいるが、30代後半から 40代が多い。 

Q：男性女性の割合はどうですか？ 

A：半々くらいじゃないかな、あんまりその視点で見たことなかった。 

Q：チェンドリのイベントの参加者については、どんな方が来ていますか？幅広いですか？ 

A：こういうことに興味がある人が来ますね。まるっきり興味がないというよりは、興味のある人や、ファ

シリテーターのつながりで来る人が多い。「あの人が言うんだったらちょっと言ってみようか」と。来てみる

と、面白いのは、元々すごく活動している人にとってもチェンドリのプログラムはよい。「自分のやってるこ

とを再確認できる」と。「なんか世の中変だよな」と思っている人、「でも何が変なのかなぁ」とピンと来な

い人にとってはチェンドリに出ると、「ああそういうことだったのかと分かる」。スピリチュアル系の人たち、
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「世界は一つなんです」「大いなるもの」を信じている人たちにとっては、そういうことも「今の時代と何か

つながっているんだな」という接点が見つかる。 

Q：もっとこういう人に来てほしいのにそういう人は来てくれない、というのはありますか？ 

A：企業でばりばりやっている人は、中々来ない。企業の文脈に落とすには、まだ数ステップ必要な気がす

る。そこをどうもっていくか？メインストリームは企業がもっているので、そこの変化を起こして行かない

と、本当の変化は起きない。そのアプローチを考えたい。 

	 あとは、先生に来てほしい。学校の先生がこういう世界観を持って子どもと接すれば、未来は変わると思

う。 近学校にもアプローチを始めている。この間も高校で授業の一貫でやらせてもらったり、今度中３対

象でやらせてもらう予定。 

Q：ぜひそれは重要だと思う。参加者としては、若い人に来てほしいと思った。大学に持って帰ってやりた

い。左側に「自分のわくわくすること」右側に「世界の課題」、修論も就職にもこれをやった方がいいと思っ

た。なんとなくで選んで研究や就職しちゃうと苦しいと思う。自分と向き合う時間になっているのがいいと

思う。 

A：本当にそう。 

Q：そういうのがもっと必要だと思う。 

A：外側を変えても仕方がない。自分の中から変えないと世界は変わらない。ガンジーの Be the change you 

want to see in the world. 

Q：Future Sessionsのプラットフォームに載せている理由は？親近感がある？ 

A：特にない。去年１０月からのキャンペーンでより多くの人の目にふれるようにという意図。 

Q：フューチャーセッションの印象は？ 

A：スタートは北欧だよね。企業に野村さんとかがどんどん入って行ってるみたいだから、企業にそういう

取り組みが入って行っているのはいいことだと思う。今までの物事の決め方とちがうのがいい。 

チェンドリは、気持ちの部分を掘り下げて、ネガティブなものも取り扱って行くのを大事にしている。 初

の方の映像は、痛みを伴う映像を取り上げていて、痛みを感じていいんだよと言っている。ファシリテータ

ートレーニングでもその辺りは深く入り込んでいる。人間は、陰と陽と両方あるから、全体としてみるとき

に陰もちゃんと見てあげなきゃいけない。フューチャーセッションは、陰の部分（不安・恐れ）をあまり扱

わない印象がある。陰を出しすぎると企業も嫌がるのかもしれないから、それは役割分担かもしれない。 

Q： 後２つの質問。何年先でも、地域・国・世界、どのスケールでもいいが、どんな社会になってほしい

と思いますか？ 

A：すべては一つであるという意識から一人一人が物事をおこしたときには、たぶん持続可能な社会になる

と思う。表現の仕方ややり方は多様だろうけども、根っこでつながっているのだという意識の中でなら、間

違った方向に行かないと思う。そういう社会になればいいなと思う。そういう意識があれば、今やっている

ことが、この先どういうことにつながっているか想像できたり考えられたりする。そこに行けたらいいな。 

表面的には、トランジションタウンのように、地域で色々なものが循環できるようにしたりというのも一つ

の現れかもしれない。あくせく働かないとかもそう。不安や恐れも、「つながっていない」ということの現れ

だと思う。お金をためるのも、何かあったときにお金でなんとかしたいと言うことの現れだと思う。地域で
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つながっていると思っていたら、お金は本当に必要なくなる。 

東日本大震災のあとに福島の人と話して、彼らが言ったのは、震災の直後、お金はいくらでもあるが、物が

ないんです。物は、人が持って来てくれる。お金をいくらもっているかよりも、人とつながっているかどう

かの方が大事なんだ、と言っていた。 

信頼できる人たちとたくさんつながっていれば、少々お金がなくても、どこかでなんとかしてくれる。そう

いう本当の意味でのセーフティネットというのが出来るといい。 

Q：チェンドリも含めた、こういった対話の場が、自分の内なる変化も含めて、社会を変えていく、社会の

ビジョンを作っていく中での役割について語ってください。 

A：非常に大きな役割があると思う。言葉にすることの大切さと、それを聞いてくれる人がいるということ。

聞いたところからまた新しいものが紡ぎだされる。１＋１が２じゃない、Aか Bではない第３の道が見つか

る、生まれる可能性がある。知恵の結集みたいな。それってディスカッションじゃ生まれないと思っていて、

Aか Bかだと Aか Bしか生まれない。Aと Bがいて Cが生まれるのはこういう対話の場だと思う。 

お互いの中にある、見えない知恵、言葉になってない知恵を引き出し合うこともあると思う。お互いの言葉

が刺激になって、自分の中にあった知恵とか言葉が「開く」、そういう役割をもっているので、そういったも

のがつながっていったときに、 初は言葉になっていなかったんだけど、「新しい未来のビジョン」が言葉に

なり、作られてくる気がする。 

スピリチュアルな話になってしまうが、宇宙にある可能性を形にしているのが人間だと思う。こういうもの

（机）もなかったのに、どこか可能性の中からつかんで創り出している。それができるのが人間のすごいと

ころ。それを今おかしな方向に使ってしまっているが、それを本当に大事なことのために、この辺（空間）

にある可能性を形にもっていく時に、一人で作るのではなく、それをたくさんの人で宇宙の可能性を形にし

て行く。 

ボームのダイアローグ、ピーターセンゲの「出現する未来」とか「シンクロニシティ」を読んだ方がいいと

思う。未来をつくっていくという感じ。シンクロニシティは、ビジネスばりばりの人が、自分のリーダーシ

ップを作って行くときのことを物語調に書いているのだが、これも、自然とのつながりを感じる中で、新し

いものやリーダーシップを作って行くという物語。今僕の話していることの参考になる話だと思う。 

Q：チェンドリや対話の場をやっていく上でぶちあたっている課題はありますか？ 

A：NPO自体は、さっき言ったようにお金の問題は大きな課題。それにひもづくけども、それをやっていく

ために時間をどう作って行くか。お金があればそっちに時間を投下することができるが、お金がないときに、

他でお金を稼ぎながらやっていく大変さというのがある。会社とかだとくっきりと枠組みがはっきりしてい

るけど、コミュニティとしてはゆるやかなコミュニティなので、ゆるやかなつながりの中でやりたいことを

どう進めていくかということの難しさはある。例えば、こういうことやりたいって言ったときに、会社だと

「じゃあこの部署のこの人やってください」と言えば済むが、そうじゃなくて、「やりたい人！」って言って

やりたい人の手が上がれば済むけど、上がらなかったらそれじゃ済まない、上がってやり出しても、自分の

仕事が忙しくなったら関わりきれなくなったりとか、そういうことが必ず起きるので、それをマネージして

いくのはすごく大変。 

	 対話の場ということで言うと、「それが一体何のためにやるものなのか」とか「それによって何が生み出さ
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れるのか」というのがわりと曖昧なことが多いので、そんな中で人に来てもらうというのがすごく難しいと

いうのがある。それは、色々な対話の種類があって、明確にしてやるものもあるけど、チェンドリみたいな

のはちょっと漠然としてるので、行ったらすごく良かったって言うんだけど、行く前はなんだかよく分から

ない、これ何なのよみたいな話になるから（笑）。ちょっと言葉の使い方間違えるとスピリチュアルの何かと

思われたり、宗教っぽいの？という話になったりとか。 

Q：広報はどうやってやっているんですか？ 

A：広報はほとんどやっていないに等しい。Facebookで告知したり、メルマガ、ホームページとくらいしか

ない。今年は、理解してもらうためにどういう言葉を使ったらいいかを考えましょうということを課題にし

ているんだけどね。シンポジウムの告知文も、もうちょっと分かってもらう言葉ってなんだろうということ

を考えようと言っている。 

Q：チェンドリで目覚めて、こういうことをやりたいと言って、ファシリテーターになる以外にプロジェク

ト、とかはないんですか？ 

A：さすが、鋭いところつくね（笑）そうなのよ。次のステップというのがあまりなくて、ファシリテータ

ートレーニングがひとつ。他にはセブンジェネレーションズの運営のサポートするというのがあったりとか。

あと何かちょっとしたプロジェクト立ち上げる時にそれに関わってもらうというのはあるんだけど、いつも

潤沢にあるわけでもないし。それは逆に、僕らの想いとしては、ファシリテーターとか会員の中で、こんな

ことをやりたいという旗を挙げる人がいて、そこに色んな人が集まってくるというのが一番理想の形。だけ

ど、中々そこまでは行ってない。そういう場をホールドするのがたぶん僕らがやらなきゃいけないところな

んだけど、そこはまだ仕切れていない。目指しているのはたぶんそこなんだよね。器として機能するという

のを言っていて、色んな人がそこにいて、それぞれ同士がコラボレーションする。その大きな器の共通の認

識、「世界は一つだよね」という認識の中で、色んな人同士がコラボレーションできるようなコミュニティが

育って行けばいいなと思っているんだけども。トランジションの人も居るし、他のことをやっている人が、

トランジションの人と何かやってみようとか、パーマカルチャーの人が一緒にやりましょうというのもある

かもしれないし。 

Q：トランジションタウンと何か一緒にやったりするんですか？ 

A：元々榎本さんが一緒に持って来たものだから、兄弟みたいなものなの。それぞれ別々に活動して来たん

だけど、去年くらいから一緒にやれることは一緒にやっていこうと言っていて、その 初が今回の１０月か

らのキャンペーンを全国でやっていくときに、全国にあるトランジションタウンに声かけして、一緒にやれ

るところは一緒にやりましょうと。そういう動きを作って行った。 

Q：行政とかとは一緒にやらないんですかね？ 

A：富山の氷見には、トランジション氷見があって、 近できたんですよ。あそこは逆に行政が 先端なん

だよね。あそこの市長さん、ファシリテーターなのよ。フューチャーセッションともつながってると思う。

逆に、そういう行政の人たちが現れると、一緒にやりやすくなるんだろうね。 
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2.2. Change the Dream participant (A), February 11th, 2015/06/26 
 

Q：ワークショップに参加した理由について教えてください。 

A：自然と共存する社会を、地方の活性化もそうだが、都内自身も取り入れて活性化していけたらと思って

いるので、トランジションタウンという活動をしている人たちと会ってすごく刺激を受けたし、「この人たち

と何か出来るかな」という風に思った。トランジションタウンは、明治大学の講堂であったイベントに旦那

に連れられていって知った。そのときはぼーっと聞いてるだけだったが、浜松のプレゼンが素敵で、例えば

一戸建てのお庭にお野菜を作る場所があって、そういうおうちが増えていけば街全体が美しくなるし、自給

自足がその家でも出来て、地域活動もできるし。そういう農業と個人個人が密接につながっていけたら、い

いなあというイメージをそのとき描いた。 

自然は、草木だけでなく、食べるものも。ああいうのが都内でも空き地とかを使ってできれば、それが緑化

につながるし、輸入に頼らない国づくりがちょっとずつ出来てくるのかなと思う。まちづくりも、隣同士の

おうちの関係ももっと密接になるだろうし、「お野菜できたから食べてみてよ」なんて言いたくもなると思う。

今都内に住んでいて、どうも地域活動がうすい。塀で囲まれた家々が連なっているだけ。隣の家の人が何を

してるかも分からないし、誰が住んでるかも分からない。すごく違和感を感じる。 

出身は、車で移動しないと生きていけないような田舎。地方も、大手スーパーにいかないと何も買えないし、

そのスーパーに行くのに 30分かかるのが当たり前。地方も、土地は余っているのに野放し状態。今の若い子

たちには、土地が余ってても野菜を育てるという発想もない。畑があっても継ぐ人が居ない。空き家も増え

ている。私たち世代は新しい家を建てる。地方自体も農業がおろそかになっちゃっている。 

過疎化が進んでいる。義理のお母さんも、田舎に戻りたくても戻れない。地方では、戻りたくても働き口が

ないとか。そういう国づくり、状態だと思う。もう少し地方を活かした産業が増えて、豊かな自然や農作物

を活かした、都内とリンクしたようなことが増えていけばと思う。都内一極集中型が叫ばれてるが、少しず

つ地方にうつっていると聞くから、もっとうまくできたらなぁと思う。地方のよさが、どこも似たり寄った

りに 近なっているような気がする。 

テレビでこの前見たのは、鹿児島の古民家を宿泊施設にして、そこでとれた食べ物を料理に出している。そ

の地域にしかない風景やもの、得意としている産物を大事にしている。それをいとおしく思う人たちがファ

ンになって仕方がないらしい。彼が言っていたのは、今の観光地はどこも似たり寄ったり。そこの風景を壊

してでも集客しようだとかしていて、何も面白くない。それに、自分も 近憤りを感じる。 

私のふるさとも、もっとそこにしかない風景があったはずなのに、「この街、この間見た街と全く変わらない」

と思ったり。似たようなチェーン店ばっかりあるな、とか。日本という感じもしない。「灰色」になってきて

いる。建物も似たり寄ったりで。建材も木じゃなくなっている。外観ものっぺりしたようなものになってき

ている。 

日本にしかないものがなくなってきている。その地域にしかないものが減り、日本にしかないものが減って

いる。その地方にしかない景観、習わしとかを大事にしてほしい。そういうものをビジネスとか利益だけで

つぶしてほしくない。地元愛が強くなれば、自ずと人は帰ってくるし、そこに仕事が生まれる。若者も、親

がそこに時間をかけてることに気づけば、そこにはお金が生まれる。大事にする気持ちが一番大事だと思う。 
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Q：どうやってワークショップのことを知ったか？ 

A：明治大学の講義を受けて、そこでチラシとかをもらって帰った。それが私の第一回目の参加だった。そ

れが 2014年 11月頭くらい。そのときにしっくり来るものがあった。その時のちらしの中に、トランジショ

ンタウンの説明があって、自分でホームページ調べて、今回のまちだのイベントもそれで調べて参加しよう

と決めた。だからあれは第二回目。次も、四谷や武蔵小金井でもあるみたいなので、行こうと思っている。 

Q：トランジションタウンというキーワードで、イベントがあるからと。何を期待したいして行ったか？ 

A：私はまだ考えていることが浅はかだから、もっと深く考えている方・携わっている方に会うことで、「こ

ういう動きをすれば実現するんだ」とか、私もその中に加わることで何か協力できて、大きな力になればい

いなぁとか。やっぱり一人では何もできないと思うので、その中から何か知識や考えを持ち寄って、みんな

がふっと気づき始める、普段の生活の中に取り込めるな、とかそういう感覚で、人間の動物的本能が取り戻

せたり、感じられるようなものになっていけばいいなと。私自身もそうなりたい。そういう感覚が、今の時

代あまりない。みんないつまでも食べ物はあるだろうと、平和の世の中で認識がうすれている。輸入に頼り

始めていて、水すらも危うくなっている。資源だって争っている状態。 

食べることをおろそかにして、自給自足ができなくなっているというのは、怖いと思う。自給自足できる国

づくりができるようになれば、安心にもつながるし、自給自足が国の力にもなる。 

そういう危機感から、農業関係にも知識をつけたいと思うようになって、動きが自分の中で起きている。 

人間は資源を食いつぶすために生まれて来た、と言う人がいるが、絶対それはないと思う。人間って、昔の

人は山を耕して洪水を防いでいたし、木こりさんはうまく伐採することで光を下まで取り入れてあげるとい

うことをしていて、山の状態をよくしてあげることを仕事にしていたのに、今はそういう仕事がなくて、山

が荒れちゃっているらしい。人間ってそのために生まれて来ているし、自然にも必要な存在。だから人間は

決してゴミを出す生物なだけではない。人間ってもっと立ち位置がある生物として生まれて来たと思う。本

来の、自然にとってありがたい存在である人間に戻りたい。 

Q：自然のこととかに興味をもったきっかけは？ 

A：自分の身体が受け付けないことがたくさんある。車酔いしやすいし、化学物質に敏感で新築の家には入

れないし、冷暖房も体調を崩す。昔から、夏は扇風機と、冬は灯油が好き。ちょっと雨音の響くような家が

好き。それすら芸術に感じる。私は自然と家は一体化していて当然だと思うし、それが日本の家だと思う。

生きている木を使った日本の家屋は、すごく自然と共存した家。 

何がきっかけかと思うと、歴史を勉強したことだと思う。3-4年前から歴史を勉強して来ている。戦前とか、

その前を知ると、日本人はすごく美的感覚があり、すごく自然と共存している、自然を取り込むのがうまい。

四季があるだけ、美しいものが豊富な国。なぜ今そういうものがないのか、憤りを感じる。京都にいけばあ

るのかもしれないけど、もうそれは生活の中にはない。日本人という生き方の素晴らしさを感じている。美

化しているかもしれないけど、それを信じたい。仏教とか深いなあと思う。日本の人たちの生き方に痛切な

想いや波動を感じる。戦後日本が作って来た「日本」が、仕方ないという風に思うこともあるけど、「使い捨

て社会」をなぜここまで日本に浸透させてきたのだろう、と私は憤りを感じる。 

Q：ワークショップに参加してみてどうだったか、得られたことはあるか？ 

A：すごくよかったなぁと思う。今回ビデオの中で色んな人の名前もあがって、メモをとっていた。世界に
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こういう人が居るということを知るだけで、私の世界観が広がった。活動している人たちといつかお会いで

きたら、面白いなと思う。話して討論会もいいが、映像で見せてくれたのは、私の知らないことをばーっと

見れたのでよかった。「自然や大地とつながらず、個で存在しうると思い込んでいる」とか、「思い込んでい

る」たしかに、と思った。元々、自然や大地とつながってきたのに、今は人間は一人歩きし始めていて、欲

望は抑えるべきものだと映像を見て私は感じた。本当は科学もそこまで発展させちゃいけないのに、その枠

を越えようとしちゃっている。 

病気で、「そこまで行っちゃいけない、行くと壊れちゃう」ということを知った。どこかで、楽しくても抑え

なきゃいけないことがどれだけ大事か自分の身をもって感じたので、そういう視点で見ちゃう。限度がある。

科学も限度が大事で、楽しくて色々研究しつくしちゃうかもしれないけど、その一歩を越えちゃいけないと

ころがある。何かを壊しちゃうんじゃないかと思う。私の身体に出たように、地球も出ちゃうんじゃないか。

欲望も、抑えることを覚えさせてくれたのが宗教だと思う。欲というものに対してどれだけ危ないものか、

仏教は説いている。昔あった教えが今につながってないことに、教養がないと思っちゃう。先住民の教えを

忘れちゃってるから暴走してるのかな。それって賢いことではないなと思う。 

何を大事にしたいかということを、もっと共有できるものにしていかないと。それがお金儲けとか、そうい

うものに今なっちゃってるので、お金儲けをして成功するということが人生の 大のイベントという風に、

「比較的新しい考え」としてすりこまれている。それって日本の考えになかったのに、たしかに新しい考え。 

今の社会って、何か世界に認められよう、色んな人に認められようと四苦八苦しているから、自分もその一

部になっている気がしている。それってテレビやインターネットがなければ思わない感情だなと思う。テレ

ビで活躍して、わーっと叫ばれてるからうらやましく思うけど、それを見なければ別にそんなのはどうだっ

ていいことで、半径 30mとか、それくらいの人たちを大事にしていれば、毎日色んなことがその中であって、

人間は生活していけるし、助け合って、豊かな人生だって送れる。それなのに、何百 mも離れた人たちとし

かつながれなかったり、３軒先のおばあちゃんのことは分からないのに。昔の人たちの方が、ネットもテレ

ビもなくて当たり前にやっていたことで、そっちの方がうらやましくなっちゃう。何を大事に生きてるのか

な〜と分からなくなった。だからこそ、私世代で、そういうことを大事にした社会は実現できると思う。気

づいていきたい、もっと深めていきたいなと思った。 

Q：何を大事にしたいかを共有できるものに、という話で。 

A：国の文化とか歴史とかを共有できる時代で、その中で、「大事なものってなんだろう」って考えを国で出

来たら、今度それを世界で共有できる時代に来ている。私はそういう活動は、できる人とできない人がいて、

できる人がつなげる糸になっていけばいいのかなと思う。昔は３軒先までの視野しかなかったと思う。今い

けないのは、３軒先さえ分からないのに先に行こうとしちゃってるからいけないのであって、土台を固めた

上でやっていくことに価値がある。もうちょっと日本という場を固めた上で、世界を見つめられるようにな

ったり、もっと小さく言えば、自分の家族、自分の身の回りの近所の人、身の回りの保育園・・・身近な人

を大事にできない人が、何が世界だ、と前に先生に言われた。自分の生まれた土地を大事に思った上で世界

に行ったり、日本の歴史も知らないのに世界に行く人が多いけど、それってなんなのと思う。それを知った

上で世界に行けば、面白い時代が来ると思う。中国、韓国、アメリカ・・・それぞれの国を固めた上で、育

みあえるような関係。人間も子どものときはケンカをよくしても、大人になれば許し合えたり認め合えたり
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する。そういう、成熟した関係が出来ていけば、もっと成熟した星になるような気がする。それぞれの文化

を大事にしあって、けなしあうんじゃなくて。中国には中国のいいところがあるし、その文化をもっと目覚

めさせてあげたり、大事にしてあげたりすることで、新しい何かができるのになあと思う。 

オリンピックに向けてまた新しい建物がどんどん建って、のっぺりした国づくりがまた広まってしまうので

はないかと思う。政治家って、文化とか美的意識を勉強した人いないんじゃないかと思うくらい、ビジネス・

経済大国をまだ追い求めてる。そんな尺度でのまちづくりがオリンピックまで進められていってしまう。そ

れが止められないし、だからこそ私は色んな人とつながっていかないと、私自身もその後食っていけないと

思う。日本という「くに」のことを見失っている。本当のベースラインを忘れちゃってる。 

Q：どういうことをしていけば、そういう状況から変わっていけると思うか？ 

A：日本独特の、相手を持ち上げてすぎてしまう傾向にある変な状況ではなくて、「自分たちはこういう風に

考える」という思考に変えた取り組みがなされたら変わると思う。ビジネスでもなんでも、日本は相手をお

膳立てする傾向がある。そうじゃなくて、自信がある人は「私はこういう風に考える、あなたはどう思う？」

ということが言えると思う。本当にキャパがある人は、相手の意見も取り入れて、より成長できるんだけど、

キャパがない人はそこで怒る。キャパがあるような状態にして、自国はこう思うということを、深く表現で

きるようにする必要がある。自信をもっていいんだから、そういう気持ちを国として取り戻せたら。戦後、

負けたことを根強く思ってしまっているのだろうか。 

私自身、本を読んだり少し勉強したことからこんなに変わった。そこから行動も変わったし、人と話すこと

も変わってくるから、そういうことからしか始まらないかなぁと思う。大人になるにつれて、そういうコミ

ュニティにも参加できるし、話せることが増えてくる。何か出来ないかな、とは常に思ってる。こういう考

えをもっと共有したいから。自分が生きている間には、せめてご先祖様の想いを受け継いだ社会にしていけ

たらなあ。 

Q：漫画は国境を越えますね。 

A：漫画は想いをしたためるツール。より海外の人が評価してくれる文化。これを続けていこうかなとは思

う。 

Q：漫画のテーマは？ 

A：世の中には、相反するものが常に存在している。光と闇、男と女、ポジティブとネガティブ・・・それ

って別々のものかと思いきや、一つになって、何か別の一つのものが生まれる。男と女が生まれて、子ども

が生まれる。世の中にあるネガティブな感情もポジティブな感情も、分けてしまうのではなく、一つになっ

た先に答えがある。それが学生時代から考えているコンセプトの中に常にあるもので、漫画の中にもそれが

反映されている。イメージするということが大事だな、と常に思っていて、自分のしたことによって、何か

が影響している、ということをイメージすること、私は想像力を大事にしている。それってその人に直接会

わなくてもできること。貧困やエコとか言われているが、だったらご飯を残さないとか、物を大事にすると

か、それをしない社会なのによくそんなことが言えるなと思っちゃう別にアフリカに行って援助をしなくて

も、日本で出来ることはあって、その人のことを想像しながらやったことってそこに伝わる。常に言葉にで

きてしまう時代なだけに、逆に想像力がなくなったり、そういう時間すらなくなっちゃってるのはさみしい

なぁと思う。日本は俳句を読んだり、恋文を書いたり・・・すごく素敵な恋文は、相手に会えない想いから
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生まれてくる。そういう想いとかにすごく美学を感じる。手紙もそうだが、届くまでの時間の方が有意義だ

なと思う。相手を思う時間。そういうものを大事にしていきたいなと思うようになった。 

それも日本を大事にすることだと思う、実は。歴史の勉強から私は始まったので、もっとそういう機会が増

えないかな〜と思う。深く勉強していくと、他の国を批判することにはいきつかない。浅い知識だと批判し

ちゃうけど、深くなってくると。 

アメリカのことを勉強したときに、先住民に行き着く。インディアンすごい！って。人間の本来の生存する

生き方に近い部分を感じて、シンパシーを感じた。アメリカはインディアンが作っていた国。そこを勉強し

ないで、アメリカという国は語れないし、それを知らない人が多い。もっとアメリカ人自身がそこから目を

背けないで、存在のあり方に気づけたら彼らの成長なのかな。隠してるから、文化じゃない。一人の人間と

して例えるなら、過去の自分の生きたことを顧みないで生きて来てしまっている人を連想できる。そういう

人は逃げてると思うから、向き合ってほしい。どんなに苦しい過去があってもそういう風にせざるをえなか

った理由があるし、それは別に悪いことじゃないし、仕方ないと思う。だけどそこから、もう向き合える時

間に来ている。100 年、200 年前のこと。一人の人間として考えると、成熟した大人なら向き合うし、その

ときに謝ると思う。それがあっての社会だと言えると思う。 

Q：韓国・中国との関係もそう。 

A：成熟してないから向き合えない。国というものに誇りを持っていたら、成熟した人同士が集まるように

なれば、謝れることは謝れる。謝って弱くなるのが怖いんだと思う。経済とかの面でも影響してくるから、

言えないんだと思うけど、そこを越えたらもっと深いことにつながると思う。 

謝ってから始まることってあるじゃない。それってすごく恥ずかしいことだけど、謝って涙流して和解した

ことからもっと深い付き合いができたりする。それってすごく辛かったりそこまでいくのに難しいけど、そ

れができたら本当に素晴らしいんじゃないかと思う。それが国同士で出来たら、それが一番何かが変わるこ

となんじゃないかと思う。それに気づけたらいいなと思う。国同士で涙流して語り合う瞬間（笑） 

そういう人が総理大臣になってほしいし、そういうモチベーションのある人が一番コミュニケーションでき

るポジションに立ってほしい。そういう熱いハートを持った人は、一番関われるポジションに立ってない。

だからそういう場があっても口に出せないし、日本の代表としての発言ができない。難しいけど、政治自体

も変わらなきゃいけない。 

政治家には、色んな芸術家も取り入れてほしいし、経済学だけ学んで、東大卒業してる人が政治家になると

いうのはもう古い。政治という分野はものすごく奥が深いのに。代表者選ぶ方法も他に何かないかなと思う。

近はそういう集まりにもちょっとずつ参加していきたいなぁと思う。アーティストや建築家も入れてもい

いと思う。国づくりってもっと美しくできると思う。そういう視野から話してくれる人をなんで必要としな

いのか。率先力として。もっと緑豊かで、アートの壁面を作ってみたり、苔を生かしたオフィス街にしたり、

清水寺の製法を生かしたビルもできると思う。それを都心になんでしないのか。四季折々のものをもっと生

かした公園はもっとないのか。震災後、東京で光がやわらいだ時期があったが、その方が美しかった。もう

ちょっと電力をあまり使わないまちづくりにしたらむしろオシャレになると思う。５時以降は働かないドイ

ツを見習ってほしい。都内にも農園とか、ちっちゃなお野菜を作る場所を。興味がない人でも、身近にある

からちょっと行ってみようみたいな雰囲気を作ってほしい。人口が減っているのは、みんな恐れているが、
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そういう方向に国を変えていくチャンス。大事な時期なんじゃないかと思う。 

Q：対話の場やワークショップで、社会を変えたり、社会のビジョンを作るためにどういう役割があると思

うか？ 

A：行動しようと思った人は、関わることができると思う。知識を得ようと思った人は、自分の中に入りや

すいし。だけどそうじゃない人がほとんどじゃない。別にそんな知識いらない、と思っている。気持ちがあ

る人が集うのは当然で、そこから情報交換もできるけど、そうじゃない人が 90%とすると、正直これからど

うしていこうかなという感じではある。自然にその人が楽しそうにやってたら、つながってくると思う。人

間って危機状態にならないと気づかないことが多いんだけど。「自分はこうだから」と思っている人がほとん

ど。食べ物がなくなってみて初めて気づくし。そういう活動って、別に興味のない人に対して言ったところ

で、「そんなん大丈夫だよ」と敬遠されてしまう。それが怖いので、気持ちがある人は誘えるけど、そうじゃ

ない人が 90%だと思う。実際私もこの考え方が正しいかはいつも疑問に思っているし何が正しいかなんて分

からない。「こういう未来になったらいいなぁ」と思っているけど、そこにも疑問をもっている。 

ワークショップの中で思ったのは、なんかやっぱり「賢い消費者であろうとする人々」が目に付くし、「個人

的な成功が世界をよくすると思い込んでいる」この言葉が私は引っかかっていて、このことを客観的に見れ

てなくて、みんなこの中でうごめいているように思う。「比較的これは新しい考えなんだよ」なんて言うだけ

でも心に残ってくれるかもしれない。あとは、歴史は私の言葉で伝わるものじゃなくて、変えられない現実

として残ってるからそれって共有する部分につながる。世界が共有できること。歴史を学ぶ、歴史を知るこ

とって、今じゃ寝ててもできる。自分の部屋でも、電車に乗っててもできることだからそれってキーワード

で。それを共有できたらなあ。その波動に逃げずに気づけたらちがうなぁと思う。 

私が何かしてみんなを動かすものでもないし。そういう勉強が当たり前のようにその人にとってできるよう

になれば、その人自身の人生の基盤も深まる。歴史は生きる上での土台。お金や貯金を自分の土台にする人

がいるが、お金なんていつ吹っ飛ぶか分からない。そうじゃなくて自分が食べる方法が土台。そこにたどり

着けたら、人間って普通に自然を大事にするようになるし、動物のお肉を大事にするようになるし、インデ

ィアンに近い生き方に近くなると思う。 

Q：意見がちがう人が集う場がないのでは？ 

A：好きな子は好きな子同士でかたまる。その方が居心地がいいから。それが癖になってるしそういう社会

になっちゃってる。本当は自分と違う人と話さなきゃいけないし自分とちがう考えの人を受け入れられるキ

ャパシティや教育が必要なのに、そうじゃない。仲良くしないこはハズれさせる。小学校のときに、「好きな

子同士でグループ作って」とよく言う傾向があった。あれはすごいひどいなあと思う。遠足とかでグループ

作るときとか、一人余っちゃって泣いている子がいたり。そのとき「よかった自分はグループできた」と思

った。それは大人になってもあると思う。それで中に入れられない子は「ダメな子だ」みたいな。「かわいそ

うな子」とか。当たり前のようにやってたけど、ひどいと思う。グループに入れなかった子は、その人の人

格をバカにしている。導いてあげる大人の教育が必要。先生の教育、大人の教育がなってない。 

今少しデザインの学校に行っている。みんなでデザインとは何かについて議論やディベートをする。そのと

きに先生が導いてくれたりする。その先生はアメリカで色々勉強された方で「僕は何もしゃべらないから自

分たちでやってきなよ」くらいな感じで初めに言って。そのあとみんなでどう思うかについても、先生が食
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いついて来てくれる。「それはどういうこと？どういう風にして？」その導き方で私の思わぬ発想のところま

で引き出してくれたし考えが進んだ。手をあげる子と手を上げない子がいる。手をあげない子にもあててあ

げたり、導いて上げる。手をあげないからあてないではなくて。先生も答えは一つじゃないと言う。「みんな

で出すものだ」とか。そのときの先頭に立つ人の教育がすごく大事。先生の教育を教育しないといけない。 

高校のときにクラスが嫌で不登校になりかけた。クラスの中で一人よく分からない存在の子がいて。先生が

学級会を開いてみんなで話す場を作った。あの時期は、自分から手をあげるということはしない。そのとき

こそ先生が導いて上げないと。例えば、「明日絶対何か言ってもらうから、思ったことを書いて来てね」と言

っておいて、次の日にどんな形でもいいから話す場をもうけてあげないと。言うことによってスっとするし。

そういうことって先生の力にあると思う。先生の人格教育。 

 

2.3. Tama Talk Organizers – Mr. Yuji Ogasawara (O), Ms. Kaoruko Manabe 
(M), and Mr. Satoshi Tamura (T), February 7th, 2015 
 

Q：タマトーークの開催の目的や、どういうきっかけで始まったかを教えてください。誰が開催しているん

ですか？ 

O：タマトーーク実行委員会（仮）。 

K：そんな名前を出したことはアンケートでしかない（笑）一昨年の 11月 1日に初めてワークショップでて

っちゃん（小笠原さん）と会って、Facebookで友だちになり、てっちゃんは色々なことをやっているし、私

も会社の中でワークショップとかやっているので、話を聞きたいと思い、てっちゃんを新宿のスタバに呼び

出して、何やってるのとか生い立ちから聞いた（笑）自分の人生について語ってもらって、私の話もして、

「じゃあ何しようか」って。共通項が「多摩」だと分かった。 

O：多摩には関わりがかなりあった。 

K：元々多摩で障がい者のボランティアとかやっていて、何かやりたいと思っていた。 

O：元々大学が多摩の近くで、「ゆずり葉の家」という障がい児支援の NPO でアルバイトをしていた。その

時から思っていたのは、NPOだけじゃなく、もっと民間だったり学校だったり当事者のお母さんとかが、つ

ながる機会や対話できる場があればいいなとすごく思っていた。それは、そういう場がほとんどないと言う

し、お互いに対話したり、お互いに一緒になって何かできることというのを探る場があったら、もっと子ど

もたちにとっていいんじゃないかと思っていた。でも、僕一人の力じゃ無理だし、どうしようかなあ、何が

できるかなあといった時に、「じゃあ多摩で」「じゃあ僕こういうことやりたいんですけど」という風に話を

していった結果、障がい支援だけじゃなくて、もっと色んな人を交えた、障がいだけじゃなく色んな人たち

が幸せになれるというか、何かできることとか、夢をかなえたりする、そういう場ができるんじゃないかと

いう話になって、大まかな名目で「じゃあ多摩でやろうよ」ということでタマトーーク。タマトーークは、

タイトルが決まらなかったからアメトーークとかけた（笑）その時はまだ田村さんと知り合っていなかった。

僕と田村さんは立川のテクストというシェアオフィスでたまたま会った。東京海上日動がフューチャーセン

ターを持っている。 

K：だから多摩でやろうと言ったときに「うちの会社でやろう」と 初は言ったんだよね。でも会社で反対
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されて。別の場所探すよと。 

O：それで 初パルテノン多摩という場所でやろうと思ったらすごくお金が高い。それでなんとかならない

かと思い、「あそこの場所使えないか」と多摩信用金庫に営業に行った。そのときに、田村さんとつながって

いたので、田村さんに相談しに行った。そしたら上司の人とかとつなげてもらって、その場所を貸してもら

えることになった。薫子さんと出逢ったのが 11月 1日で、実行したのが半年後。 

K：やろうとなって年明けにまた会って、会社の上司とかけあい、リジェクトされ、４月くらいに田村さん

ところに行って、決まって、６月に開始。 

Q：薫子さんは、何をしてるんですか？ 

K：普通に働いてます。本社が多摩センターにあるが、私はちがう事業所で働いている。損保の IT 子会社。

私は会社の中で二足のわらじ状態で、９割は代理店の IT支援をしていて、残りの１割で、うちの会社の中に

あるフューチャーセンターという、対話の場、会議室じゃなくて本当にフラットな形で対話しようよという

場所、を運営する、ほとんど有志のチームに入っていてそこで活動しています。 

Q：そのフューチャーセンターは開かれてどれくらいか。 

K：2009年からで、日本で二番目と言われている。元々フューチャーセッションズという会社を設立した野

村さんが前職の KDDI でフューチャーセンターを日本で初めて作られて、その野村さんの助言を受けつつ、

うちの社員がやろうと言って建てた。 

Q：そのフューチャーセンターは社内の対話の場のために使われるのか？ 

K：そう。元々の要請としては、親会社に対して IT 部門からも、「こういうシステム作ったらいいんじゃな

いか」と提案をするために、柔軟な発想でイノベーションをしていこうみたいな発想で生まれた。でも急に

イノベーションみたいにつながらないから、企業の中で対話というのは本当にハードルが高いから、対話に

慣れるという意味で、例えばチームビジョンをみんなで作ろうとか、プロジェクトの振り返りだったりとか、

コミュニケーションをよくしようというような目的でフューチャーセンターは使われている。段々業務に使

われるような形にしていこうという動き。色んな部署から運営チームに対して、ワークショップやってほし

いという依頼が来るから、ヒアリングをしながらワークショップの設計をしていって当日ファシリテーショ

ンをするということをやっている。たまに社外の人も使ったりするが、基本的に社内の課題解決なので、ち

ょっと狭いなと思って外に出たいという気持ちがあって、去年やっと外に出れたという感じ。 

Q：元々ワークショップとかに興味があったんですか？ 

K：いや全然。フューチャーセンターの運営を始めたのはそこに居た人に呼ばれて、「やらない？」と言われ

て、よく分からないけど「やる」って言って勉強し始めて、やったらハマったという感じ。 

O：田村さんはちょっと巻き込んじゃった感じだけど（笑） 

K：きっと巻き込まれることを選んだんだと思うわ。 

Q：参加者についてですが、どういう人に参加してほしいとかこれまでこういう参加者来ているなあとか、

もっと参加してほしい対象はありますか？ 

O：今まで参加して来た人は、結構多様じゃないですか？多摩に関わっている人もいれば、全く初めて多摩

に来たような人もいれば、世代もバラバラ、やってることもバラバラな人たちが多いなと思う。これが続け

ばいいなと思う。別に多摩の人たちだけということも考えてなくて、色んな人がフラットに話せる場になれ
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ばいいなと思っている。 

Q：男女の比率も同じくらい？ 

O：そうだと思う。 

K：気にしたことなかった。男女とかで見たことなかった。この３人のつながりで人を呼ぶことが多いので、

年齢層としてはちょっと若いと思う。多摩市と比べると。 

O：あとは参加者が参加者を呼んでくれたり。 

Q：告知はどういう風にしているのか。 

O：Facebookと OurFutures.netと、前は、チラシとかやったけど効果なかった（笑） 

K：チラシ都内で配ったら多摩遠いって言われた（笑） 

Q：全然来てない対象はいない？ 

O：徐々にかな、と。参加者が参加者を呼んで、その参加者がさらに呼んでくれたらいいなと思う。そうや

ってゆるく、つながりがつながりを作っていく場になればいいかなと思う。 

K：多様な人を集めたいという意味では、人数を集めたいと思っているが、どこを対象にと思っているとこ

ろは特にない。 

Q：準備や企画の段階で気をつけていることとか、どういうことを考えて企画しているかを教えてください。 

O：去年は３回連続でやろうと決めていて、３回が終わったときにどういう状態に参加者がなっていたらい

いのか、ゴールイメージを考えて、そこから逆算して、３回めの前に、２回目にはこういう状態、１回めに

はこういう状態というのを、１回１回のゴールイメージを考えて、セッションデザインしました。３回めの

ゴールが「困ったときに相談することができる人間関係をつくろう」で、じゃあそもそもつながらないと意

味がないということで１回めは「お互いを知ろう」で２回めから「何が出来るかを知ろう」で、３回めが「困

ったらどうするかを相談しよう」。だから、１回めは「多摩の未来を考えよう」でまずみんながどういうこと

を考えているのかや、どういう人たちが居るのか、どういう想いの似たような人たちが居そうなのかという

のをシェアした。２回めは一気に個人の方に押して、シートを使って個人で「やりたいこと、できないこと、

やってみたいこと」みたいなのを出していって、それを出し合う。一人、英語が勉強したい、と言い出した。

そしたら、「英語カフェ」がイベントで立ち上がった。ちょうど、英語を教えている人がいて、じゃあ教えれ

るし、ニーズがあるし、じゃあやりましょうよ、[参加者の一人]が場所使っていいですよ、と言って「場所

ある・ニーズある・できる」じゃあやろうと。なんで英語が勉強したいのに英会話教室に行かないのかとい

う話をしていたら、やっぱりハードルが高いと。日本人だけで英語を話して、分からないことがあったら付

箋とかに書いていてその場で日本語でフィードバックできる英会話教室ないよねという話から、それやりま

しょうとその場で日にち・場所・料金設定が決まって、実際に形になった。同じように、今日居た方は、読

書会を前々からやりたかったけど、どうするかとなったときに、みんなで応援する、「こういう風にしたらい

いんじゃないか」とか「面白そう」とサポートして、実際に形にした。そのときも、「あの人はこれが出来る

からあの人に相談しよう」と。 

	 それで３回めも近い形のことをやって、ある程度「あの人来たらこれ聞いてみようかな」とかいう「ゆる

い関係」も出来たんじゃないかなとは勝手に思っている。英語カフェの人と出逢ったから、神奈川でも一緒

にやろうとか、そういうのがちょっとずつ、ちょっとずつ広がって来ているかなと思う。 



 80 

K： 初１回めは、「多摩ってどんなところ？」みたいな質問もしたんだよね。そこは本当に多摩にフォーカ

スしてたんだけど、終わったあとに「多摩じゃなくても（いい）」みたいな感じになった。本当にそこに集ま

る個人の話という形に変わっていった。逆にそれがよかったし、他の地域でまちづくりなど色々がんばって

る人が見に来たり、参加したりして面白いなあと思っている。 

O：「多摩で」じゃなくて「多摩から」でいいんじゃないかとなった。むしろその方が面白いんじゃないかと

ちょっとずつ浸透していった感じ。 

 

Q：ファシリテーションしていく中、やっている時に気をつけていることを教えてください。 

O：僕らは結構楽しくやりたいというのがあって。ファシリテーターが楽しくなかったら参加者も楽しくな

いって思っていて、じゃあいかにみんなで笑いを生み出すかというか。 

K：いかにその場の状況を楽しめるか、みたいな。「対話のルール」をちゃんと体現できてるか。「正解も間

違いもない」「人の話に耳を傾けよう」など。ファシリテーターが遠慮したり、この人偉い人だとおもねった

りとかはないと思うけど（笑）そういうこと気をつけてる。 

O：今日の○○くんはいい例（自閉症的な男性の参加者）。どうなるかなあと思ったけど、みんなもいいんだ

なと思ったら俺らも普通にできた。 

K：面白かったね。 

O：ある意味主役になってくれたよね。それでよかったかなあと思う。 

Q：参加者の話をさっき聞いてる時も、「多様性という感じでよかった」「むしろそうでないとね」というポ

ジティブな感想だった。 

K：私たちだけじゃなく、参加者も受け入れるという感じになっていた。 

O：「ああいう場」がもっとあればいいなと思う。僕は山梨と東京の２拠点でやっているが、まだ山梨はあの

領域までいけてない。どうしても、対話ということにあまり慣れてないというか、自分の意見を主張したり、

他の人の意見を聞くことにまだ慣れてない感じがある。たぶん、僕の偏見かもしれないが、○○くんみたい

な人が来たら、「えっ」ていう感じになっちゃったりとか、フラットな感じで話せる土台がまだ山梨にはない

なと思う。今日参加してくれた人は、今までも参加していたり、そういうのに慣れてるから、ああいう場に

なったんだろうな僕は思う。 

Q：山梨でやっている活動は、同じような活動か。 

O：僕やっていることがいっぱいで（笑）山梨では、「ワークショップ」のイメージがよくない。ワークショ

ップは、グループでワークをして、発表するという概念になっている。何か答えを決めなきゃいけないとか、

発表しなきゃいけないとか、ポストイットとペンさえ用意すればワークショップみたいのがある。この間は

「ワークショップ」と聞いた瞬間に 40人中 15人位帰っちゃった。僕がやったのは、別に発表とかじゃなく

て、参加者同士で気づいたことをシェアして、どういう感じがあったのかを受け入れながら色々話をしてみ

てください、とこちらで問いを考えたりした。 後、発表するのではなく、気づいたことをポストイットに

書いてもらって、みんなで貼っていって、どういう感じが今日あったのが、「気づき」を全体で共有しましょ

うという場を作った。そしたら、「そんなワークショップ初めてだ」と言われた。何かを決めなきゃいけない、

発表しなきゃいけない・・・そういうワークショップが今山梨で広がっているのが怖い。 
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K：自分がやるときには、「問い」の立て方とか、本当にその問いの「て・に・を・は」まで、どういう風に

受け取られるかはすごく気にするよね。それが何か強制力をもったものでないかとか、本当に自発的な参加

者の意志を促すものかとか、そこに至るまでの流れも、ちゃんと考えないと「ムリヤリ感」のあるワークシ

ョップほど居心地の悪いものはない。 

O：僕は、意図を全部伝えるようにすることに気をつけている。「なんで」これをやるのか、「なんで」模造

紙を使うのか、今日みたいに STEEP 分析するのも、なんでするのか、意図や目的をちゃんと伝える。そこ

は僕はすごく気をつけてるところ。 

K：自分がやられて嫌なことはやらない、みたいな感じ（笑） 

Q：このワークショップの形式は、フューチャーセッションと言っていいんですか？自分たちではそう思っ

ている？ 

K、O：あんまり思っていない。 

Q：自分たちのやりたい風にやっている？ 

O：あとは参加者にどうなってほしいか、というところかな。 

K：ワークショップの中の、対話型の対話をメインにしたワークショップの中の、一部がフューチャーセッ

ション？ 

O：たぶん。 

K：フューチャーセッションはフューチャーセッションズという会社が作った言葉なので（笑）言っていい

のか、というのと、言いたくないような、みたいなちょっと複雑な気持ちではある。 

Q：言いたくないような、というのは？ 

O：それがすべてではない、という感じ。色んなやり方がある中で、僕らは参加者のことを色々考えてやっ

ているだけなので、「これフューチャーセッションだなあ」と思ってはやっていない。フューチャーセッショ

ンの概念？もよくわからない。多様な人が集まって、未来志向（思考？）で考えて、デザイン思考でプロト

タイプ作って・・・あとシナリオプランニング。 

K：結構「イノベーション」って言うよね。私たちはイノベーションとはあまり思ってない、言わない。 

O：イノベーションやるんだったらやり方はまた違うかなと思う。 

Q：こういう対話の場に、ざっくりどんな可能性・ポテンシャルがあるか？対話の場という形式をとること

による可能性を、今までの話で何か付け足すことがあれば。 

T：私は他の二人とはちがって、今日が主催者として初参加だった。今はたましんの職員だが、元々は公務

員。公務員は、まだまだワークショップとかフューチャーセッションとかとは距離があるところだと思う。

僕はまだふれる機会がある方だが、少し上の世代になるとそういうのにふれる機会もないと思う。 近私た

ちの中でも、そういうところに足を入れるところがあちこちで出て来ていて・・・ 

T：今までは、場所も「○○研修室」とか決まっていて、顔ぶれも決まっていて、何か固定化された状態で

ずっとやっていたものだと思う。だけど、タマトーークみたいな企画というのは、場所もたまたま「たまし

ん」でやっているが別にたましんが直接関係しているわけではないし、集まっているメンバーもめちゃめち

ゃ（笑）なので、「ここに来なかったらたぶん知り合わなかっただろうな」みたいな人がいっぱい居る。みん

なそうだと思う。特に、今日も学生や、一番若くて高校生が来ていたが、この年になると普段高校生と話す



 82 

機会はなくなっちゃう。仕事によってはあるかもしれないが、自分の仕事ではない。年寄りっぽくなっちゃ

うけど（笑）、若い人とそういう風に会話をしたり、一緒に何かをする、そういうことをやれるのはどの世代

にとってもすごく刺激的なことだと思う。逆に、同世代であっても、全く接点のないところから知り合うと

いうことは中々ないと思う。友だちの友だちや、同じ業界の人と知り合う機会はあっても、そうじゃないと

ころで業界もちがう、住んでるところもちがう、やってることも何もかもちがうという人といきなりポンと

出逢える場所というのは、こういうところならではだと思う。それで、そこから何か新しいことを始めてい

って、それで何か一つでも明日の社会をよくしていけるというのもアリだと思うが、それプラス、個人個人

の内面にとっても何かすごくプラスの力が働いてくるんじゃないかと感じている。実はそれもこういったワ

ークショップの効用の一つなんじゃないかと思う。個人主義とはちがうが、個々人がある程度たくましくな

っていかないと、そこから先にみんなで集まって何かやるというときに物事が前に進まないと思う。そうい

うところにもいい効果があるんじゃないかと思う。自分も、出逢えるだけで楽しくてしょうがない。中々ま

だ実現はできてないがタマトーークメンバーとサシ飲みして、色んなところからみんな来てるから、横浜と

か川崎とか、訪ね歩くだけでマップできちゃう。みんなで飲むのもいいし、サシ飲みしていきたい。僕はサ

シ飲み派なので（笑） 

K：タマトーークはきわめて健全な会で飲みがない。番組できそう「うらたま」。 

Q：対話の場、ワークショップ、タマトーークを開いていく上での課題はあるか？ 

O：ゆるさ。 

K：いいところでもあり、課題。 

O：みんなおっしゃていたが、僕らもそれをねらっている「ゆるさ」。他のワークショップに比べても、今日

参加してみてゆるかったでしょう？笑いも多かったり。あんまりそういうのって、テーマにもよるだろうが、

ないものが多いかなと思う。他と比べて、ここは特別にゆるいと思う。 

K：他のワークショップは、誰かが課題意識をもってて、その課題解決のためにや、こういう目的を達成し

たいという「テーマオーナー」がいて、それに即してワークショップデザイナーやファシリテーターが考え

て構成を練っていくんだと思う。それに対して、タマトーークで今やっていることは、別に明確な課題を解

決したいわけじゃない。ただ、「つながりをつくりたい」という意志のもとにやっているから、キツくなりよ

うがないというか（笑） 

O：逆に、何かを形にしたいとか、本当に何かを実現したいという人・・・形にしたいというプロセスじゃ

ないんだなぁと思う。対話みたいなものは、別にゴールを決めるわけじゃなくて、そのプロセスの中で一人

一人が何に気づいたのか、何を学んだのか、参加者自身が主役となって、学ぶところ気づくところちがうと

思う。その中でやりたいと思ったら勝手にどんどんやるだろうし、つながりたいと思ったらどんどん動き出

すと思うし。「こういうところまでやろう」というものじゃないんです。要はそこまでやっちゃうと、「何か

をしなきゃいけない」とか「何かを作らなきゃいけない」となると、たぶんこの「ゆるさ」ってなくて、何

かを作らなきゃいけないというプレッシャー感から大変だと思ったら参加しなくなるし。でも「ゆるい」な

がらも実は、自然と作れる・それで形になってたり、というのがポイントかなぁと思う。なんだかんだ言っ

て、押し付けなくても、やりたい人はどんどん動くし。 

ただ、今日みたいに、「本当に形にする」という時間帯もあっていいなと思った。今日みたいな「ゆるい」も
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のも続けるし、その合間合間の４月の（ぷちたま）は、アイディア出しをみんなでサポートするような場を

やってもいいなと思う。同じような時間軸なんだけど、ちょっと種類がちがうような。今日みたいなゆるい

のもやるし、具体的なアイディアを出したり、助成金の書き方とかもたまに入れると、バランス取れるかな

ぁと思う。別にどっちに参加してもいいし、興味ある方に参加すればいい。 

結局、対話やワークショップは、別に「答え」を出す場ではない。ある意味「答え」なのかもしれないです

けど（笑）色んな視野だったり、そういう発見を促しながら、やっぱりやりたいなーと思ってもらえたらそ

れは大事だと思う。 

K：今日も「チェックアウト」のときに何人かの人が「こういうことが実現する時には僕も動きます」みた

いな、「誰かがやるなら僕もやります」みたいなことを言う人が、じゃあ「自分から動いてみよう」という風

になるには、どうしたらいいかを考えている。 

O：やっぱり「実行したいな」という人が参加者の中に居るのって結構でかい。英会話のやつも、その方の

行動力は超すごくて、やると言ったら大体本当にやる。実行力が半端ない。その人は日本語教師と英会話の

先生と異文化交流の場を作ってる人で、とてもアクティブ。読書会の場合もそうだが、個人で「動きたいな」

と思っている人がいるのはでかい。じゃあそれをどうサポートする、フォロワーも大事だと思うが、そのバ

ランスかなと思う。 

Q：ワークショップの中とも関わるが、未来の社会・理想の社会について、どんな社会になっていてほしい

ですか？ 

K：私はもうタマトーークの目的が私の想いそのものです。やっぱり、何かしたいとか困ったときに誰か相

談したい人というのが見つかる。一人一人が、その「誰か」になっている、価値を認められる。125 歳まで

生きます（笑） 

O：僕は、これからの社会って、個と個がつながって出来ることを広げていく社会をつくっていきたい。な

んでかというと、今の社会課題は根っこで絡み合っていて、一つの専門家だけじゃ解決できないことがいっ

ぱいある。でも一人の専門家と専門家が組合わさることによって「こんな視点もあるよね」とか「こんなこ

ともできるよね」という風にやっていくと、新しい可能性とか、こんなアプローチもあるんだ、というのが

生まれていくと、新しい社会課題の解決策が出てくるんじゃないかと思う。プラス、昨日まで当たり前だっ

たことが今日当たり前じゃないことがいっぱいあるこそ、こうやって多様な人たちと話をしながらちがいを

受け入れたりとか、そのためにどうしたらいいかとか自分ごととして考えてもらうようなものになると、そ

ういうマインドのもと、じゃあ一緒に誰かとやろう、とか、こういうことやってみようという場が生まれる

のかなと思うので、やっぱり人と人とがつながって学び合う場づくり・・・学ぶというのは別に知識だけじ

ゃなく、経験や価値観のシェアが生まれると、社会課題の解決や、変化の受け入れにつながるのではないか

と思うので、そういう社会をつくりたいなと思う。 

T：少しだけちがう切り口から言うと、みんなが知恵やアイディアを出し合ってやるということは、別の見

方で言うと、一人一人が一定の責任をもって、例えば自分の住んでる近所の方の問題とか、それぐらいのこ

とは解決していけるようになるといいのかなというのを感じている。そういう話をすると「行政に金がない

からだ」とか言われちゃうけど（笑）今日の誰かの「新聞」にも書いてあったが、自助とか公助とか・・・

小難しいことではなくて、自分たちの周りのことは自分たちで出来るんだぜというのが当たり前の未来であ
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った方いいのかなと思う。よく考えたら、何事でも全部行政とかが入ってくることは、楽かもしれないけど、

それだけコストとして税金を払う・税金が使われているということだし、もっと言えば、それだけプライベ

ートの領域におおやけ（公）が入ってくること。それは本当に健全なことなのかな、というのは自分の中の

疑問としてある。なので、こういうことをもっと多くの人が色んな場面で経験して、そこから得たことを実

際の生活の中に還元していくことで、そういう「じりつ」できる体力というのがもっと着いた社会になって

いくのが一番いいのかなと思う。それには、当然自分の責任も伴うので、モラル的なところも含めて向上さ

せていかないといけないと思う。将来的には、環境の問題も、福祉の問題も含めて、解決がより容易になる

んじゃないかと思う。お金の出所や、人をどこから出すかを含めて。役所の人に聞かれると怒られちゃうけ

ど（笑） 

O：でも、確かに、自分の周りで出来ることをちょっとずつやっていくと、かけていくと大きくなると思う。

どれだけ「自分ごと」として考えられるかなというところが大事だと思う。 

T：世の中、そうじゃない方もたくさんいるから。 

K：私 ITシステムやっていて、手芸も好きだが、自分で作ると壊れたときや問題が起きたときに、どこをど

う直せばいいか分かるの。だからそういう「自分の手の届く範囲」というか、「ここ分かる」「ここ分かる」

というのを増やしていくと、そしてそれがうまく組合わさっていくと、すごく強い社会・・・強固なという

ことではなく、ダメになっちゃったときに直せるというような、そういう社会になるんじゃないかと、今話

を聞いていて思った。 

Q：オープンに話せない日本の雰囲気は民主主義的にうまくいかない。自分たちでしたいようにできる社会

にできたら国が楽しいだろうな。 

O：逆に 2/14の山梨のイベントは全然ちがいますよ。2/14は映画を 初に見てもらった上で、参加者同士で

何を思ったのかとか、どういうことを感じてもらったのかシェアしてもらう時間を少しとって、その上で「あ

なたの考える幸せとはなにか」というのを、今日見たいにテーマ書いてもらって、似てる人や、全くちがう

人同士でつながってもらって、自由に対話をしてくださいという感じ。それバージョンか、OST (Open Space 

Technology)みたいな形でやってもいいし、ちょっとそこらへんは参加者の様子を見ながら変えようかなと思

う。要は映画見てそのまま、じゃなくて、映画見て思ったことをシェアすることによってもっと「自分ごと」

として考えてほしいなというのが主旨。あとは、自分で立ち上げた団体が、今年１年間色々やって、参加者

への感謝祭みたいなのをこめて、映画の上映ってお金かかっちゃうけど、助成金を頂いたので無料でみんな

に見て頂いて、改めて働くことや普段の生活でも・・・あのハッピーという映画はドキュメンタリーで、幸

せについて研究してる人とか色んな場面や研究データを入れてやっているので宗教的なものじゃなくて（笑）、

科学的に・経済的にどうかというのを見ている。2/14のって宗教的なものですか？って電話かかってきた（笑）

まだそういうのなんですね。2/14はまた、しかもフューチャーセッションともちがう感じだと思う。 

Q：今日のチェックアウトのときも、「ゆるさ」がいいと言う人意外と多かった。気軽に来れる。 

O：あとはなるべく、楽しんでもらえるように、うちらも笑いとか入れてる。細かいところですが、今日○

○さんが誕生日で、というのがあったじゃない。今日は誕生日が一番近い人からやっていきましょうか、「は

い、私今日誕生日なんです」って。あれ実は昨日、色々調べていて○○さんが誕生日だと知って、そのネタ

をふったら面白いと言っていて・・・ 
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Q：みんなに祝われて嬉しいですもんね。 

O：「実は○○さんが誕生日って知ってたんですけどね（笑）」って言ってたら○○さんも笑ってたので。ち

ょっとした笑いとかを入れるのがすごい大事だなって思う。参加者いじり？ 

K：でもなんか、参加してくれた人のことみんな好きになっちゃうじゃん。だから大事にしたいなぁと思う

し、みんなが 後まで楽しんでもらえるといいなとか、その後幸せで居てくれたらいいなって思いながら（笑） 

O：でも何が生まれるか、どうなるかは分からないから難しいですけどね。満足度も分からないですし。人

によっては、前に仏頂面の人がいて、つまらないんだろうなぁと思っていたらアンケート満点をつけていて、

この人分からないって（笑）そのときにはよくなかったけど、結局一ヶ月後に行動が変わったとか聞いたり。

その場だけの反応じゃなくて、結局どう行動が変わったとか、意識変化ってその後で実は起こる。イベント

だけど、その場的でなく、その後のフォローアップとか、それを踏まえて参加者がどうするかという中で、

僕らはやっぱり「やりたい」と思わせたりとか、何か普段の生活とつながったなとか気づきとか学びって、

人それぞれの経験や知識によって違うから、一人一人が何かしら一個持って帰ってもらいたいなと思う。ペ

アインタビューのアクティビティも、一人一人が話す時間って大事だし、あれがないといきなり話せと言わ

れても、誰かが言った話とかを言ってしまったりする。あのプロセスがあるから、みんなで話せる。 

K：その場で一人でも自分のことを深く知っている人がいると思えるだけでも、安心感が生まれたりする。 

O：いきなり５人組で「はい、話せ」も大変だし。ちょっとでも自分のことを話したということがあるとい

いし。今日も、個人のベースで考えたり、社会のベースで考えたり、色んな角度で考えたから、多面的に自

分や社会を見れるからこそ、じゃあ改めて自分はどうしたいの、というプロセスがないと、あれはいきなり

出てこないと思う。 

K：意外に考えてんだよね？（笑） 

O：ワークショップつくるのってこんなに考えなきゃいけないんですね、って言われた（笑）順番も昨日す

ごく考えたし、問い大丈夫か、ブリッジできてるか・・・色々考えています。なのに、簡単そうと言われる。 

K：楽しそうにやってるからじゃない？ 

O：あとは、決めすぎないのも大事。様子を見て変えたりとか。大体決めてあとは適当。生きもの、じゃな

いけど。 

 
 
2.4. Tama Talk Participants Focus Group, Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D, February 
7th, 2015 

 

Q：参加した理由やきっかけ、ワークショップに期待したことを教えてください。 

A：そもそも去年から参加していたので、かつ小笠原さんとも薫子さんとも友だちだったので、「呼ばれたか

ら行こう」という感じ。何を期待していたかと言うと、去年も参加していたので、大体こんな感じでプロジ

ェクト作っていくんだろうなと思っていたが、何よりも、今日人数が多かったので、新しいつながりが作れ

そうだなというところがモチベーション・きっかけが強かった。大体こういうところでつながった人は、別

のところでもつながる。色々企画を立ち上げたりしているので、同じベクトルをもつ人と、仲間になれれば
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いいかなと思う。どんどんネットワークを広げるために、こういうところには来ている。もちろん、ワーク

ショップ自体も期待しているし楽しみにしている。そこでプロジェクト作れることもあるので。ネットワー

クを広げることを期待して、こういうところには参加しているところが大きい。 

B：参加したきっかけは、てっちゃん[小笠原さん]から声がかかったから（笑）25 年多摩市に住んでいて、

あんまり地元に関わることをしてなかった。ワークショップデザインのことが出来たらいいなと思っていた

が、あんまりそういう機会もなく、とりあえずゆるくつながれたらいいなという期待感で来た（笑） 

C：きっかけは、一番 初は、アテンドというイベントを開催するためのツールがあるが、そこで技術系の

勉強会を探していた。でも技術系の勉強会がなくて、タマトーークという、近くでコミュニティのイベント

があるということで、「これ面白そうだな」と思って、全然技術とは関係ないが（笑）、それで去年伺った。

期待していることとしては、自分は通信系のところで仕事をしているが、自分のやっていることがそんなに

社会的に役立っていることなのかな、という疑問があって、何かもっとこう、そこで学んだことを、何かし

ら社会に還元できるようなことにつなげられればな、ということは期待している。 

D：一回目のきっかけはなんだったかちょっと覚えてないが（笑）、たぶん友だち関係で「こういうのがある

よ」と知った。その頃ちょうど、タマプレというところでニュースを書き始めていたので、色んな人に会え

る可能性があるので、そういう集まり、市の集まりとかにも結構行っていた。その中で、ネタ探しというよ

りも、人のつながりを求めて。それで実際に色んなところでつながったので、ちがう会合行ったら Aさんが

居たりとか（笑）本当に自分が今いるところの隣で同じようなことをやっていたり、びっくりする面もある。

あとは、色々なネタ作りのために。何か勉強のため、というのが一番いいかな。自分のスキルアップじゃな

いけど、色んな人と話すことによって、（普段は）得られないものを得るのが一番大きかったようにも思う。

あと頭の体操（笑）「まちはぴ」を書かなきゃいけない（笑）書かないと自分が気持ち悪い。歯磨かないのと

一緒で。だから、出来る限り、来れるものには来ようと。楽しいからというのもある。 

Q：今回のワークショップで、社会の 10年後ということで、多摩に限らず地域社会のビジョン作りをやった

が、こういった対話の場やワークショップが社会を変えたり、社会のビジョンを作っていく中で、どういう

役割があるか？こういう場がいいのか、もっと他の場がそういうのをやっていくのか。 

A：それこそWSD(青学のワークショップデザイナー育成プログラム)で学んでいることだね。 

B：訓練にはなると思う。直接的に行政とか既存の体制とかを動かすパワーとしては、ならないと思う。ま

た、しちゃいけないのかなという気もする。それよりは、草の根ネットワーク的な形で活動して、その結果

として周りの社会が段々、段々動いていくというイメージ。 

A：ワークショップでガっていくというよりは、同志を見つけて、その基点になるくらいの立ち位置じゃな

いかな。でも、そういうのに興味がある人が集まるところではあるので、自分が普段思っているところとか

を発信する、それで味方や同調する人を見つける場としては機能すると思う。 

D：多摩市は、ほそぼそながら、ワークショップじゃないけど、まちづくり講座とか去年・今年でやってい

て、第６回の講座があって。去年一昨年はまちあるきをしたり、今年も、多摩をどう変えていくみたいな話

で 20-30人集まって。 後は市長が来てアウトプットして、「自分の夢」を語るということがあって、先週の

日曜日だったが、 後市長の前でみんなの夢を語った。そこで自分は小説を書くと言った（笑）実際おとと

しのまちづくり講座では、アフター講座として、多摩市にツリーハウスを作ろうというのがあって。実際に
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神奈川県でやっている自治体があって、そこにみんなで行ったり。多摩市は公園が多い土地なので、公園を

10カ所くらいまわって「ここなら置けるだろう」という話し合いをして。その講座も夢にはつながってるか

な、と思う。市が主体でやっている。 

B：でも多摩市いま大変ですよ（笑）財政がギリギリで。 

A：人口減少がすごい。 

B：今日午前中、T地区の小学校と中学校が廃校になっている、その跡地の利用をどう考えますか？という市

の方が来て説明会＆談話会があった。そこに行ったら、去年の多摩市の人口は、都内で流入人口で３番目だ

って。駅ソバに新しいマンションとブリリアの立て替えがあって。圧倒的にある地域に限れば、限界集落も

いいとこ。今日出て来た懇親会も僕が一番若いくらい（60 代）。そういうところでやると、介護施設を作れ

とか福祉施設とか、○○センターを作れとかいう要求が出ちゃう。今日の話し合いは、そういう人も居たが、

わりあい冷静に、もっと広い視野でロングレンジのこと、他の地域のことも含めて、まず多摩市がどうある

べきか、その上で T地区はどうしたらいいのか、近々では介護施設も必要かもしれないけど、それ作ったあ

とどうするのとか、解消すべき問題と、ビジョンと、スケジュールみたいのもちゃんと立ててくださいね、

という話で終わって来た。わりと冷静な集まりだった。「T地区の学校跡地を考える会」という有志団体があ

って、そこが市の企画課長と施設部長を呼んで、説明をしながらみんなの意見を聞く場だった。チラシが入

ってたので、「こういう話もあるだろうしなー」と思って午前中に行って来た。そういう意味で、高齢化とい

うわけでもない部分もある。それは地域に偏りがある。 

Q：みなさん多摩ですか？ 

A：僕は川崎です（笑）大学もここら辺（多摩市）だったし、前もここら辺に住んでいたし、地元もここら

辺だったので、つながりがわりとある。多摩センターは、若干ホームです。 

D：僕は多摩住まい。ニュータウンが出来た年、昭和 46年。自分の年代が一番多かった。小学校入学のとき

にちがう小学校が出来て、中学校入学のときにまたちがう中学校ができて、と。 

B：僕は 25年ですね。僕の団地は築 38年くらいかな。豊ケ岡は比較的あとですね。 

D：やっぱりまだ高齢化は進んでいるので、再生プロジェクトというのがこの前あったのだが、「再生」とい

う言葉に違和感を覚えている人たちもいる。「再活性」でしょ。 

B：「活性」だよね。 

C：私は大学から住んでいて今、多摩市在住６年目。個人的に引っ越しが多くて、10 回くらいそれまで引っ

越して、その中でも多摩市がすごく落ち着く。気持ち的な問題で（笑） 

Q：Bさんや Aさんはワークショップを運営する側もやっているので、参加者視点として、Cさんや Dさん、

対話の場やワークショップに関する役割・ポテンシャルは？ 

C：対話の場で社会のビジョンを作っていくのは素晴らしいことだと思う。そのビジョンに基づいて、お互

いがよりよくしていこうということで行動していく。それは素晴らしいと思う。こんなことしか言えなくて

ごめんなさい（笑） 

Q：逆にこれのスケールを大きくしていくのは難しいのかな。 

B：難しいね。利害がどんどんでてきちゃう。 

A：でかくなってくると、絶対お金が絡んでくる。運営するにもお金かかっちゃうし。そうなってくるとち
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ゃんと仕組みを作らないといけないし。 

B：ワールドカフェとかワークショップ色々やり方はあると思うが、基本的な概念的な部分での合意形成と

いうのはできたとしても、決定行為としての合意形成みたいなのは、ワークショップでは生まれないと僕は

思う。それは別の仕組みだと思う。だからそれを期待してワークショップをやっちゃうとすると、ワークシ

ョップが混乱すると思う。何も生まないもので終わっちゃう可能性がある。例えば今日も午前中、「今までワ

ークショップをやってきましたが」みたいなことを言っている、市の方は。参加している方も、「ワークショ

ップで出た意見はどうなっているんですか？」という言い方になっている。ところが、ワークショップでや

ったことって、なんの決定事項でもない。「こういうことを期待している」「こういうことも考えてください

ね」というくらいの話だと思う。その辺がまだワークショップというものの使い方が、一般の人たちは慣れ

てないと思う。 

Q：今日のワークショップに参加してみての感想と収穫は？ 

C：去年の一回目に参加して、２・３回めは私は出ていませんでした。去年の一回目と今年の一回目を比べ

たときに、去年の一回目の方が、テーマとかみんなで自由に決めていたイメージがあって、今年は「１０年

後」というテーマに沿って、話していってたので、私は去年の一回目の方が好きでした。自由にみんなでテ

ーマ設定から考えられたので、そういった点は面白かった記憶がある。 

A：やりたいことを模造紙に書き出して、というところから始まったんだよね。 

C：「このテーマで話したい人集まって」みたいな感じで 

A：マグネットテーブルは前回もやってる。ただ、その 初の出すテーマが「１０年後」とかじゃなかった。 

B：プログラム的に、今までやってきたからちょっとまとめてみよう、総括的なテーマにしてみようという

のが（主催者としては）あったんじゃない？ 

D： 初は「多摩の未来を考える」が第一回目の。そこにも多摩以外の方もいっぱい見えていた。 

A：すごく考えているのは分かるんだよね、作っていると。ただ、それがすべて活きるかというと中々そう

じゃないんだよね。ねらったように。 

D：自分はそういう集まりとかも分からずに、ファシリテーターという言葉も知らずに 初に参加したので、

「ああこういうものなんだな」と。逆に１・２・３回出ちゃうと、「どういう風に変わっていくかな」という

自分なりに。よくも悪くも、結果ではない。 

A：比較はできないよね。 

D：でもやっぱり色んな人がいるな、という中で、応援する意味で参加している部分もある（笑） 

B：私とすると、今日初めてだったが、色んな方がいて、それなりに地域に対する想いがあって来られてい

て、それなりのことをやってられる人も居るわけで、そういうのが知れたことだけでも今日はよかったなぁ

と思っている。それが、ネットワークじゃないけども、草の根的に広がったときに、Dさんの市長と話して、

とか地域の中で大学の先生もいるし、色んな形でつながっていくことによって、みんなの想いというのが集

まる、みんなが知れる状態になる。知れることによって、つながりを作ることができる。そういうところま

で、というのが第一段階だと思う。その後どうしようか、というのはちがう仕組みでのワークショップなり、

プログラムだと思う。 

A：各回のワークショップ、どこまで持っていくかというゴール設定にもある。今回はどこまでのものを狙
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っていたのか、僕らは分からないので。ただ、プログラムデザインの部分で言えば、ちょっと途中のワーク

のつながりがちぐはぐだったかなぁ？というのは僕はちょっと思った。そこを一回出すことによって、次の

やつを出しやすくするという考えもあると思うけど。色んな考え方しますよね、ファシリテーターって。 

B：何か成果というのか、外に対してアウトプットを出そうとすると、色んな制約なりステップが必要にな

ってくると思う。僕は 初の頃のこと知らないのでなんとも言えないが、そうじゃなくて、とりあえずみん

なで話しましょう的なレベルで言うならば、アウトプットもなくてもいいし。今日の場合は、アウトプット

を何かイメージしてみませんか？というワークショップだと思う。それは、どういう意図でやったか僕は分

からないけど。 

A：たぶん、プロジェクトを立ち上げるというところが強かったと思う。だからより具体的に一回目でやっ

ちゃおうと。英会話カフェとかのプロジェクト。 

B：どういう形でも構わないが、ここに来た人のつながりで、「こういうのあったらいいね」というのを出来

るところからやる、と。 

C：10 年後の設定というのが何か意味がある感じなのか？私は 10 年後というのが全然イメージが出来なく

て。今の仕事を覚えるのが精一杯というのが自分の状況で、直近、想像できて 3年後。 

B：逆に「１０年ってすぐだな」と思ったけど・・・若い頃は「今の仕事こなすので精一杯だよ」という感

じだった。子どもが出来ても女房に任せっきりだったし。土日は遊んだりしていたが。そういう意味では余

裕はなかったね。結婚して、子どもができて、子どもが社会人になって、両親を送って、というライフステ

ージの中から考えると、10年って若い時は変化が激しいけど、我々の年になるとすぐ。 

A：（他の方がたしかに）言ってましたね、10年前も同じことやっていたと。だから「できるようになったこ

と」というワークで、出てくるのが大変だったと言ってましたね。 

C：過去をイメージすると「すぐだな」という感じですか。 

B：15年前というと、やっと家庭にパソコンが来たかなという感じでしょ。そうするとすごい変化じゃない？

自分たちの生活の中で考えると、そんなに変化がないかもしれないけど。当時永山までしか電車なかったよ

ね。その次に多摩センターができて・・・ 

D：ちがう、永山がなかった。この辺は陸の孤島だった。聖蹟までバスで行く。 

B：それが 30年前。だから 10年というと、変化してないようで変化している。若い方たちにとっては激変。 

A：10年前ハタチだった。 

B：そういう意味では、今日の設定は、「15 歳だった、すごい変化だね」「僕は 10 年前から何か変化したか

な」という、そういう意味では面白い設定なんだよ。世代の幅を考えると。 

A：「問い」はすごい大事だね、どういうとこに持っていくのか。問いですべてが決まるくらい、ワークショ

ップでは大事だと思う。 

B：そういう意味では、(10 年というのは)色んな意見が出る、いいスパンだったんじゃないか。考えやすい

しね、10年というのは。 

A：タマトーークでは、結構みんな意見だすんだよね。多世代が集まっているじゃない。そういう意味では、

10年というのは、やりやすいというか、色んな層に受け入れやすい問いではあったんじゃないかなという気

はする。トータル的に見れば。「問い」についてここまで分析するの、中々ないですよね（笑）すごいリフレ
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クション。人のやつを体験して考えることで、自分のスキルにもなるし。 

B：僕が住んでからを振り返ると、多摩市は結構変化しているね。電車は多摩センターはなかったし 

B：そういう意味ではまちの変遷って結構ね。 

Q：対話の場に戻るんですけど、さっきの「問い」の話であったり、雰囲気はどうでしたか？発言やディス

カッションはしやすいか？ 

A：感想だとすると、僕は結構雰囲気は楽だったね。結構チャチャ入れたもん（笑）（主催者の）３人に慣れ

ているからかもしれない。たぶん今日半分以上知っている人だった。 

B：でも「今日初めて」という人も半分くらいいたね。 

A：初めてという人も、知ってる人もいたので。 

D：つながりがやっぱり生んでいるという感じ。 

B：それは大事なファクターだと思う。まるっきり、こういうワークショップ的なやり方を知らない人が、

ここに初めて来ると、たぶんすごく戸惑っちゃうと思う。インタビューのワークとか、「なんでオマエに聞か

れなきゃならないの」みたいに思う人もいるかもしれない（笑）そういう意味では、多くの人たちは、「場慣

れ」というか、なんらかの形で経験した人たちが居たんだな、という感じはある。 

D：今日はアイスブレイクもなかったしね。いつもは何かやっているイメージがある。 

B：比較的場慣れした人が多かった（笑）そうじゃない人が来ると、結構戸惑うと思う。付箋でワークをし

てくださいと言っても、うまく出来ない人がいる。例えば今日も、高校生と大学生が居たが、しゃべってる

んだけど付箋が書けないのよ。しゃべってるわりに出てこなかったり。付箋でアイディアを出すというワー

クショップに慣れてない。自分で言ったら、とりあえず自分の分は書かなくちゃいけない。というような、

レベルの差はあるが、トータルで見たら、まあまあ、出た方じゃないか？ 

A： 初の段階でくだけたね。○○くん（自閉症風の方）の力（笑） 

Q：彼も楽しんでいたみたいですね。次いつって。 

B：薫子さんたちのファシリテーションがうまかったんだと思うけど、色んな場がそういう環境になってい

かないといけないと思う。話がずれちゃうけど、20 年前サラリーマンのときに僕イギリスに出張で行って、

エスカレーターや何かに乳母車の人が来ると、脇で男の人が支えてくれたりする。階段で止まっている人が

いると、一緒にもってあげる人がいる。そういう社会教育というのが行き届いている、イギリスは。その変

わり階層社会だけど。 

A：多様性を受け入れる社会。 

B：ロンドンの町中で、そういうことがありながら、ダウンタウンでは、パブの入り口が二つあって、労働

者階級の人と、ホワイトカラーの人と、入り口と中のスペースがちがう。それが 20年前、まだ。 

A：1990年代か。 

B：でも、みんなが多様性を受け入れられるようになれば、まただいぶ変わると思う。そういう意味で、多

摩は、団地ができた流れもあって、比較的単一世代に固まりすぎていたね、今まで。 

A：ワークショップという場自体が、多様性を受け入れるという場であるべきだ、みたいなのがちょっとあ

るので、今回はそういう意味では、完璧、というか、本来のあるべき姿だった。WSDの先生にたたきこまれ

ましたね（笑） 
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Q：今日のワークショップ自体でも問われていたことだが、何年後でもいいので、未来の社会や地域、どの

スケールでもいいが、どんな社会になっていてほしいと思うか？ 

B：僕は、ピケティじゃないけど、持論は、もっと累進課税を強化すべきだと思う。僕らの上の世代は、累

進課税はすごく累進だった。一番上の上限は七十数%だった（あるリミットの上の収入の 75%が持っていか

れる、など）。それを当時の富裕層が累進制を低減化していった。今一番高いところで四十数%。なんでこう

いうことを言うかというと、所得格差は明らかに広がっている。今から 15年ほど前にアメリカ型の経営を取

り込むときに、日本の経営陣の給与が安すぎるといってどんどん上げていった。所得格差が明らかに開いて

いるのは事実。困窮層は、昔に比べると物の面では恵まれているけど、一番恵まれていないのは教育機会だ

と思う。底辺層の人たちは、確かに物質的には豊かになっているかもしれないけど、トータルな社会生活か

らすると、昔より恵まれてない可能性がある。僕なんて授業料 1000 円で、卒業するときは 6000 円だった。

昔は教育によって逆転できるチャンスがあった。今はそれは絶対に出来ない。国立大学にいったって年 60

万円。年 200や 300万の収入の人は子どもを大学に行かせられない。昔はどんなに貧しくてもできた。実質

的な所得格差よりも、社会的な機会の差というのはすごく大きくなっている。それを僕は変えていきたいと

いう風に思っている。アメリカ的社会ではなく、北欧まではいかなくても、もう少し社会主義的な概念が入

ってもいいかなと思う。 

A：お金がないことによる経験の貧困というのもある。それも教育に絡んでくる。お金がなくても経験はさ

せてあげられるようになるといい。（プロジェクトアイディアで出た）寺子屋のような。俺寺子屋やってるん

だ。子ども 500円。学生がボランティアでやっているからその交通費や教材費にあてる。子ども未来センタ

ーで。中学校のときに通っていた人が高校受かったという連絡をくれた。お金にはなってないけど、社会関

係資本は作っているかも。 

D：「多世代にわたって、みんなが仲良く暮らせる社会」。若い子も楽しければ入ってくるから、いつまでた

っても歩けない人たちが多摩ニュータウンにいるということもない。元気な人たちの見本があるので、そう

いうのをもっと見習って。「老人はものづくりしなきゃいけない」と一生懸命「多摩焼き」というのをやって

いる人も居るし。ニュータウン造成のときに出た土を使った焼き物。80 歳以上のおじいちゃんがやってる。

実際にパルテノンのお店で売ってたりもする。焼く施設は廃校にある。そういうのをヒントにしながら、色

んな世代が集える社会。 

C：一つは、Bさんたちが言った「教育」。もう一つは、オープンに物が話せる環境があるとありがたい。教

育の格差の話がでたが、私まさにその層だった。中学・高校のときたまに電気が止まっていた。病院も金が

なくていけないレベルだった。なんとか勉強がんばってリカバリーできるというのがあった。それでも、話

せる人が全然いなくて。経験の格差の話も出たが、大学の時もすごくアルバイトをして、周りはサークルと

かの活動をやっていたからうらやましかった。自分も、お金がないというのを、恥ずかしがらずに話せてい

ればなあというのがあった。そうしたらもっとちゃんときづけたのかなぁみたいな。 

B：ちょうどいま 32歳くらいから下が、団塊の世代の子どもたちで、その子たちはすごくリッチで、中学校

からブランド品や携帯を持っている。バブルのときや高度成長の悪癖が子どもの世代で目に見えるようにな

っちゃった。それが「いじめ」につながっているようなところもある。 

C：貧乏というだけで、私の時代はいじめられてた。なので、極力かくしていた。 
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B：親が高度成長のお子さんは、自分たちがリッチだったから何不自由もなく。 

C：相談できれば結構楽というのが本当にあるので、開かれた場とか、相談ができればなというのが後悔じ

ゃないけど、ある。 

B：日本の政治とか社会は、均質化をねらってずっと戦後やってきた。だから、こういうものを作ればたく

さんの人が買ってくれるだろう、とかもそうだし、小・中学校もこういう教育をすればいいだろう、団地だ

ってこういう団地をいっぱい作ればみんながそれで満足するだろう、と全部「均質」な考え方。僕らのとき

は、僕マーケティングもやっていたのだが、「標準世帯」という考え方があって、親２人子２人。そのパーセ

ンテージは今 30%くらいしかないらしい。そういうのも崩れて来ている。今日も、同姓婚とか出て来ていた

けど（笑）そういう風に変わって来ている。行政の側や立法・政治の側が追いついていない。企業も同じ。(大

企業)も何故ダメになるかというと、組織が大きいから「追いついていない」から。今日のテーマも「10 年

後」だったが、そういう先を見て、ロングレンジで見るという社会になっていかないといけない。それが多

様性。 

A：多様性を本当に推進するなら、小学校・中学校の教育方法から変えないといけない。学校教育は「聖域」

と言われるくらい戦後変わってないからね。 

 

 

2.5. Future of Resilience, Mr. Masashi Ono (O), February 6th, 2015 
 

O：（レジリエンスの未来の）テーマも、（石原の専攻の）持続可能な開発というのとリンクしていると思う。

レジリエンスということ自体に取り組んで来たが、「持続可能な社会」というものに対して、そんなにうまく

いっていないというところがあると思う。それは持続可能というところを目指しているからではないかと、

レジリエンスに取り組んでいる中で思っている。これはフューチャーセッションとは別の、我々の中で感じ

ていること。持続可能の次のステップとして「レジリエントな社会」があるんじゃないか。社会進化という

ことを考えていくと、いわゆる生命進化と同じような形で、テロとかも含めて社会に対する色々なインパク

トに対して、その試練をどうやって乗り越え、それを教訓にして次の新しい社会に向かって行ける学習能力

を一緒に持って、バージョンアップをどんどんしていかないといけない。持続可能というのは、イメージと

して「今の状態」それをどうやって維持するのかという話になってしまうので、社会的なバージョンアップ

とか次のステップにどう向かうのかが、この枠組みでは逆になくなってしまうのという議論が必要なのかと

思っている。どうも持続可能という言葉自体に限界を感じている。それを考えると、今色んなところで起き

ている災害も含めて色んな問題が、逆に我々が進化するためのキーになるんじゃないかという、もっと積極

的な捉え方ができるんじゃないかという話が今ちょっと出て来ている。それをもっとメジャー志向で考えて

行くためにはどうしたらいいのかというのが、この「レジリエンスの未来」のテーマになってくるという話

が出て来ている。 

Q：元々フューチャーセッションのシリーズが始まった経緯は？ 

O：実は、「フューチャーセッション的な取り組みが必要だよね」というのが先。レジリエンスの未来はいま、

会社のビジネスとしてたてつけができないかということで、ご質問にあった企業としてどうなのかというと
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ころにリンクしてくると思う。今の時点では、私の部署は耐震推進室というところにいて、世の中の地震対

策に対する啓蒙活動を行うことで市場を拡大しようということをやっている。大体地震があると、３年位経

つと建物の改修ニーズとか耐震化ニーズって段々しぼんでいく。それは社会的にもよくないことだし、我々

のビジネスとしては市場が縮んでいくということで、普段から地震対策の必要性というのを皆さんに認識し

て頂いて、その中でファシリティーの耐震性とか普段のビジネスの地震等に対するインパクトへの対応とい

うのを普段から考えて頂いて、建物の耐震性がどうあるべきか、ということにたいして我々の建築のビジネ

スのニーズを生んで行こうというのが大きなミッションになっている。3.11を受けた後も 3年後には、なん

だかんだ忘れ去られちゃうだろうなというのは過去の経験からあるので、むしろ３年経った後くらいから何

かインパクト入れた方がいいよねということを考えていたときに、ちょうど一昨年くらいから「レジリエン

ス」という言葉が入ってき始めたが、まだメジャーになっていない。特に日本の場合は地震対策がメインに

なるが、BCP、BCM と言われている事業継続管理という市場があって、企業の事業を、外部インパクト・

内部インパクトが生じて一回事業が停止する。例えば、大地震があると建物や工場は壊れ、従業員は被災し

てしまう。それをふまえていかに早く事業を再開させることができるか。これは 2011年には ISOにもなっ

た。そこのニーズもある。日本では、緊急時にいかに元の事業に再開するのかという議論で終わってしまう。

ところが、ISO とかで謳われているのは事前に対応していかないと色んなことができない、地震だけにも限

らない。そうすると何をやるのかと言うと、災害やインパクトを基軸にして自社のビジネスモデルや自社の

ビジネスの欠点を暴きだす行為。それはシミュレーションをやったり事前の色んな検討の中で今のビジネス

モデルがどう成り立っていて、 低限必要なリソースはどこにあって、そこがやられたとしても、目標の時

間内にそのビジネスを作れるようにするにはどうすればいいのか。そこを強化する、そこを二重化するとい

う方向（バックアップを作って行く）という方向もあるが、それは対症療法的な話なので、みなさんお手上

げになる。工場二カ所作るわけにいかない。それを根本的にもっと考えて、業務ができなくなったとしても

会社が数ヶ月後に速やかにビジネスを再開できるようにするには、ビジネスモデル自体をどう考えなきゃい

けないのか。自社だけじゃできないので、どういうところと連携していかなきゃいけないのか。業務に関す

る流れのあり方を考えなきゃいけない。ビジネスモデルや事業そのものを見直さなきゃいけない。そういう

ことによって事業をもっと健全化させなきゃいけない。どんなインパクトが起きたとしても普段の事業がち

ゃんと成り立つように事業を見直しましょうというのがBCMの本質。決して対症療法的な話じゃないけど、

どうも日本ではそっちにいっちゃう。今の本質の話は、つきつめていくと企業の中にレジリエンスを持って

行きましょうという話。 

	 ここまでは中々外の人には言えないが、僕らが目指しているのはビジネスとしてお客様の中にレジリエン

スを作って行くという事業を、ハードウェアを通してできないか、と考えている。その間には色々なアプロ

ーチがあって、その発見を一生懸命やっている。BCMの本質、と入っていったときに、レジリエンスの考え

方というのがなじんでいる。ただ、そこは新しいニーズになってくるので、今そこには市場がない。どうす

れば市場を作っていってビジネスを組み立てることができるのかということは、我々だけでは考えられない

ので、色んな方々と一緒にやっていきましょうというのが我々の中にある目標。それが結果的に社会貢献に

入って行ったり世の中をバージョンアップさせることにもつながっていくといい。我々としては、建設業の

新しい姿をこの中で模索しているというのが大きな話。でも、これは対外的にも対内的にも中々理解できな
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い部分。色んな企業で、新規事業を作ったりイノベーションをするのに対話を使ったりするが、その悩みは

一緒だと思う。 

新規事業というのは要はそこに今市場はないから、誰がどうお金の払い方をしてこれをビジネスにしていく

のか、やったことがない人は理解できない。なので、そこまでの話は中々表に出せない。ただ、やっていく

とこんなことができて、隠れたリソースを発見できたりしてきている。社会の人と話していくと、「ゼネコン

さんがこんなことまでできるなんて知りませんでした」と、我々としては普通に、例えば営業サービスとし

てやっているような行為が、「それはお金払ってでもやってほしい」と言われる、という発見できたりする。 

そんなこともあって、日本では、フューチャーセッションで、新規事業を起こすとかイノベーションを起こ

すことも含めて行われている。 

 

Q：かなり長期の視点をもってこれに取り組んでいるんですね。 

O：我々は長期視点をもっていますが、やはり企業なので短期視点も求められるから、いわゆる CSR的な位

置づけというのが一番、社内とかで新規事業とかが分かりにくい人には分かりやすいし、実際にそういう風

に貢献ができている。他の企業の方にも出て頂くので、そこからは自分たちに足りてないものの「要求」の

気づきが生まれるのを期待している。プロジェクトの生まれる想起的な情報がとれる可能性がある、という

のは社内の説明では言う。一方で、イベントの集まってくる人たちは全くちがう目的でくるし、そこをあか

らさまに出しちゃうと大成建設の営業のためにやってると言われてしまう。そうではなく「社会をよくして

いこう」と集まって来ていてそこに我々のリソースをどう注げるかというのをやるためである。社内の説明

ではするが、あまり大きくは出さないし期待もしないが、結果的に生まれる場合は多い。 

	 あとは、ゼネコンなので色々なことができるが、新しい事業を起こそうと思うと足りてないものはあるの

で、そのたりてない物をもっている企業とここで連携が生まれて来て共同事業的なものが何か出来てくる。 

	 一つの目的は、短期的には、イベント・市場啓蒙。そこで先行的な情報が取れればいいというのが社内の

説明では入るが、実際にはほとんどない。長期的には、新しい事業を起こす、そのために「関係資本」をい

かに蓄積していくかという行為、「社会イノベーション」を起こしていって社会全体が変わることによって新

しいニーズが生まれることも期待しているので、企業が取り組むのは、平たく言うと新しいマーケティング

手法かもとも思う。それが社会的に賛同されるようなテーマを起こせれば、そういうことが生まれる。そう

いうことをやるには、一番、フューチャーセッションというアプローチがいいのかなと思う。社会の人たち

との対話とか外の人との対話を通して、自分たちの隠れたリソースが発見できる。自分たちが本当に目指さ

なきゃいけない自社の方向性もそこで発見できるという期待も大きい。 

	 けど、実際には課題はいっぱいある。それを発見して社内にフィードバックしていくには社内側にもっと

人材が増えないといけないとか。受け止めたが上層部が全く理解してくれないとか。それはどこの企業も同

じことを言う。いかに自分の事業を変えていくんだというモチベーションをもってこの中に入って行かない

と、ボトムアップだけでは中々できない。我々も次のステップとしてはそこが大切かな。 

	 敏感な、若い企業や、IT 系の企業はトップダウンでこういうアプローチが降りてくることが多いらしい。

また、CSR に積極的な、CSR から CSV に持って行こうという企業もそういう形で入ってくることが多い。

ただ、勇気がいることが多い。今までの自社のビジネスが否定されることもありえるから。そこから先の、
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「具体的な受け入れ」が進まないこともある。ボランタリーベースでやるというのも出てくるが、事業に転

換するときに社内側に企業内起業家のような資質をもった、ゼロから何かを生み出すモチベーションと能力

をもった人たちが企業の中にはいない。そこはどこの企業も悩んでいる。 

 

Q：参加者について。 

O：基本的には公募。2014 年 3 月にスタートした。「震災の教訓を生かして新しい社会を作る」というのが

浸透していたと思うが、振り返ると「そうなっているか？」それで、「新しい社会」ってなにかと考えると、

「震災の教訓を生かして」というのが対症療法的な話が多い。例えば、「備蓄をしなきゃいけない社会」って

「幸せな社会」なんだろうか？というような問いかけをしてみた。今、首都直下型地震の、想定されるよう

な 大の地震が起きたときのことを考える。3.11のときは手が足りなくて救援に入れなかったため、それま

では備蓄は３日と言っていたのが、今は一週間にしてくれと行政や政府がトップダウンで言っていてみんな

パニックになっている。企業も、従業員の備蓄は 3日間しかない。3.11の時、東京は別に被害にあっていな

いのにコンビニは空になった。流通が止まっちゃったので何日もペットボトルの水すら入ってこなかった。

あれがもし本当に東京で（地震が）起こったら、一週間どころか数ヶ月位食料不足が起こるかもしれない。

そのことを考えていくと、備蓄を 3 日するのか一週間するのかという議論ではないだろうということに気が

つく。今の社会の大きなシステムに、自然災害・テロ等のインパクトが入って何かが停止した時に困るとい

うのは、今の社会がどこかいびつなものになっているからではないかと考えることができる。インパクトに

よってどうなるか。例えば、建物が崩れて人が死ぬ。崩れる建物に住んでいるからであって、崩れても大丈

夫な建物になっていればほとんど死なないですむはず。日本の旧家屋はみんなそう。スマトラで地震が起き

たとき、竹の家に住んでいる人は、竹が倒れたところでどうということはない。あの地域では、近代化して

レンガの建物にしていたら、崩れて人が死んだのでレンガの建物禁止になったりした。現実問題としてそこ

まで極端な話は難しいかもしれないが、我々が今作ってきているものに対してのリスクを全然考えないで都

市構造を作って来ている。起こらないように、耐火・耐震性を高めているが、それを乗り越えられてしまう

と途端にダメになるものを人工的にたくさん作っている。人間が作ったものは全部想定があるので、想定を

越えられるとすべてがおじゃんになる。こういう社会は果たしていい社会なのだろうか？というアプローチ

をしたい。そこを考えるのがどうもレジリエンスって言葉らしいというのがスタート。 

	 一番 初は、震災があったことを前提として、どこからも救援が入ってこないことが１ヶ月・２ヶ月続い

たときに何が一番困るのかということを考えて、困ることを逆に困らないようにするためには日常から何を

やっていけばいいのか。そこが丁度フューチャーセッション的なアプローチとリンクする。まずは防災をス

トレッチした考え方で前半の３回をやった。 

	 去年の３月に、みなさんと対話していくと何が生まれるだろうかと大きな規模でやってみると、すごく色

んなものが生まれた。当初は一回で終わる予定だった。ところが、「なぜやらないんですか？」という話がい

っぱい出て来た（笑）我々も予算を持っていなかったので、どうやって続けていけばいいのかと考えている

ときに、「協力します」という人が参加者関連から出て、２・３回めはボランタリーベースで開催した。これ

も表には出してないんですが（笑）ちゃんと取り組んで会社にフィードバックしていかないと、ということ

で、３回やった後に２ヶ月、間を置いてその後のセッションを再設計し、丁度「世界防災会議」があるとい
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うことなので、全くフラットに考えた「レジリエントな未来社会」というのをその場で発信したいというの

をゴールに置いて去年の１１月から３回セッションシリーズを再構成して真ん中の回が 2/13のもの。 

	 初は続きをとにかくやろうということで収束に向かって再設計していたが、そこから見えたものをさら

に本当に進行させていくためにはどうしたらいいのかを今回のセッションでやろうと思っている。それを発

信していくと同時に、（世界防災会議は）東北でやるので、そこにリアリティがないと進んで行かないので、

我々が考えている世界観が、実際に被害に合われた方々に対してどううつるのか、ということも含めて東北

でやりたいと話していた。ボランティアや支援で（東北に）入られた方はいっぱいいるが、当事者ではない

ので、当事者がどう感じるのか。あと、これまでやってきて分かって来たのは、レジリエンスの 小単位は

「人」のレジリエンスだと。レジリエンスというのは元々精神医学用語としてもあり、大切な肉親を突然の

災害で亡くしたとしてもそれを踏まえて新しい未来社会を考えて行ける人とそうでない人がいる。それを否

定するわけではなく、そういうものが混在している中でレジリエンスの社会をどう作って行けばいいのかを

やらないとリアルな話になってこない。なので、現地の方と一緒に、レジリエンスの未来とはなんなのかを

やりたい。その両方を含めて、仙台にエントリーしようとなった。 

 

Q：その会議でもフューチャーセッションの形式？ 

O：そう。 

Q：世界会議ということだが、色んな方が来られるのか？ 

O：一応公募します。東京から、今まで出て来ていた人が十数人、あとは仙台の方で、個人の力も必要だが、

企業の力でリアルに進めて行こう、本当に進めるためには企業が必要。マネタイズも含めた事業を作ってい

かなきゃいけないので、その辺の事業と、お客様になっていただく方々と一緒に何ができるのかという中で

新しいニーズが生めればと思う。なので、本当に多様な人に来てほしい。竹村真一さんという方が国連防災

部会のアドバイザーをやっていて今回の世界防災会議で発表される世界防災白書のコンセプトデザインをや

っている。その方と一年間ずっと一緒にやってきている。この方は、「持続可能はナンセンス」と言っていて、

地球規模の視点で環境や生命進化をやっている方で、京都造形大の教授で信濃町にある東京芸術学舎という

ところでプラネタリー・デザイン講座という地球全体をリデザインできる人材をつくろうという講座をやら

れている。そこで「今年のテーマはレジリエンスにするので大成建設さん一緒にやりましょう」と言われて

一緒にやっている。防災会議でも、インスピレーショントークをやっていただく予定。本体会議とのスケジ

ュール調整中だが。地球観で話すので、60億年の歴史の中で地球がいかにレジリエンスな惑星かみたいな話

をする。レジリエンスというのは元々、生命進化に近い。環境変化が急変したとしてもそこに創造的に対応

して新しい環境に創造的に適応できる能力。元々水の惑星だった地球で、硫化水素しかなかった状態でそれ

を食べて生きていくバクテリアが酸素を生み出すようになって酸素濃度が上がって来たおかげで温暖化にな

って水の惑星が干上がって陸地が出来てくる。その過程で水生生物しか生まれていなかったので干上がって

来て絶滅し始める。干上がることもうまく取り込んで、進化があった。決して、魚が陸上が面白そうだから

陸に上がって来たわけではない。そういう能力というのは生物はみんな持っているが、人間だけが 近なく

してしまっている。人工的につくった都市に対して相互関連性を捨て去って片側依存性の社会デザインをし

ていて、その依存が切れたせいで周りで色んな悪いことが起こる。津波で家が流されたとしても、津波が数
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十年・百年に一回あるような国なのに、大量の借金をして家を立てなきゃいけない制度になっているし、リ

スクを忘れて津波がくるようなところに立てちゃうような文化を作ってしまった。この文化って実はここ２

００年位の間で出来ている。石碑がある下には家を作ってはいけない、けれどもここ 200年のうちに来てな

いからとどんどん下にのびて、またさらわれる。科学が発達して、防波堤を作る、その高さを 10mにするか

15mにするか悩んでいる。20mの津波が来たらアウトになるのに。元々のリスクというのはなんなのかを忘

れている。 

	 「震災の教訓を生かして新しい社会を作る」というのの中に、「どんな社会をつくるのか」という議論が一

つもされていない。それと、対症療法的なところでごまかしていくというのが今せめぎ合いをやっている。

レジリエンスに関しては、そんなことをやっているのは日本だけ。世界的にもレジリエンスはすごく話題に

されていて、だから今回の国連防災会議のテーマはレジリエンス。本質的にはレジリエンスは、想定をされ

た災害を対象にするのではなく、絶滅にひんするような状態からどうやって新しい世界をつくっていくかと

いうことを考えながら、今のうちからそういう世界に向かって行くにはどうしたらいいかを考えること。「持

続可能」という形で言うと、環境は持続してくれない。なのに、人間だけがおこがましく持続可能と言って

いる。もう気候変動期に入って来ている。 

（全体としては氷河期に向かっている）過去の 1000年で起きてなかったことがこれからの 1000年で起きて

くるので、それを過去の経験だけで持続可能と言っても全くナンセンス。 

	 経験したことのないことを経験したときに、それを自分たちの学習として取り込んでいって新しい社会を

作って行く方向性を打ち出さないと、という意味で国連がレジリエンスということを言っている。世界規模

で、どういう、依存関係ではなくて支援関係を作って行くのかという大きな社会デザインをもう一回やって

いかないといけない。というのが今回出されるアウトプットらしい。 

	 そこの議論までいくと、「都市のあり方」もこれから世界中で激変して行くと思う。例えば、このセンター

ビルを、100 年もたせようという話をするが、100 年先の未来を考えないで作っちゃっている。100 年先に

責任をもてるようなことをしていくのがこれからの建設業の使命だよね、というのが内部の関係者の中で言

われている。 

Q：レジリエンスというのは日本であまり聞かないことですよね。 

O：日本だと、「強靭化」みたいな言い方にしちゃう。国土強靭化の中にレジリエンスと言う言葉が使われて

いるが、インパクトを防ぐためのバリアをもっと上げましょうという考え方。上げきれなくて隙間ができる、

そこは ITやソフトで埋めて行こうとなっている。また一緒の話。 

	 防災の人はレジリエンスの考え方と近いことを考えている。「防災をやらなくていい社会を作りたくていま

防災やってます」と言っている。普段から色んなものを変えて行かなきゃいけないことに行き着く。避難訓

練をどうするかではなく、避難しなくてよければそれに越したことはない。避難しなきゃいけないような環

境で生活やビジネスをやらなければいけない状況がある。避難しなければいけない前提なら、それが都市計

画などの社会デザインに織り込まれているかといえばそうではない。レジリエントな都市計画とはなんだろ

うという話になる。今やっていることは Resiliencyなのかということを常時考えて、それを現実に反映させ

るような仕組みが必要、という話だと思う。 

	 個をどうレジリエンスの視点にしていくか、と同時に、色んな関係性がある。企業の中でも今までは物理
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資本と言われる、キャッシュフローやハードウェアとしてのファシリティー、情報システム、固定資産的な

ものだけが企業の評価となっていて、それを使って今企業はビジネスをやっている。スウェーデンとかで言

われているのは、これからは関係資本の時代だと。いかに連携してくれる関係を外部に作っていくかとか、

社会との関係をいかに保っていきながら物を作っていくかとか、マネタイズできない部分。あとは社員も、

今は給料との関係だけで構築されているが、我々がこの企業で働くというのはちがうモチベーションがある

だろうし。例えば災害後どうビジネスを立て直していくかも、自分も被災している中でやっていくのはモチ

ベーションや使命感がないとできない。決してお金だけの話ではない。そういう色んな関係資本を増やして

いくという方向がこれから生まれて来ていて、従来のマネタイズされた関係ではなく、新しい関係性を結ん

で行く。フューチャーセッションや対話の場は、その新しい関係資本を作る場として導入してきているのが

多い。対社外においてもそうだが、社内においてもそうだと思う。 

	 元々フューチャーセッションの取り組みを始めたのはそこに危機感を感じていたから。どこの企業も、大

手は特にそうだと思うが、多くの利益を得るために極限まで効率化がなされていて、それがセクト施業にな

ってしまっている。昔は、A 部署・B 部署・・・と、少しずつ乗り込んでいるような仕事をやっている（絵

参照）。ここ（重なっている部分）を無駄と見るのか、ここに創造性が生まれると見るのかのちがいがある。

今は重なっている部分がなくなってきていて、タテワリで（次図）「あなたのミッションこれですよ」と上か

ら降りて来ちゃう。この中（自分のセクト）の業務そのものもやせ細って来てしまっている。ここ（セクト

間）に隙間が生まれる。これが今色んな組織を弱体化させている原因。なので、横を貫いて行くような場を

作って行かないといけない。こういうことはみなさんおっしゃるが、具体的に作れない。タテで業務が降り

て来ちゃうから、自分たちの業務成果につながらないような都合に関してはあまり評価をされないので。こ

れ（横の場）をどうやって作って行くのかというのはたくさんあるが、すごく簡単な方法は、部門横断の飲

み会をやればいい。会社の中でも起きてる場所はあって、今段々そういう場所もなくなってきているが、喫

煙室。でもそこは正式な場ではないので、「ここだけの話」となるが、そこにすごく創造性が生まれる。それ

を自分たちのビジネスに持ち帰るような風習がない。だからそれを「正式にやりましょう」というのがこの

社内であればフューチャーセッションみたいな場、対話の場。飲み会いいですよね、壮大な夢が生まれてみ

んなモチベーション上がるが、酔っぱらってるから翌日になると大体忘れて「あれはまあ飲み会だから」と

感じになる。だからアルコール抜きで飲み会やりましょうという（笑） 

Q：アウトプットは生まれていると思うが、社内における効果はあるか？ 

O：社内における効果は、まだまだこれからだと思う。そんな短期間で変わるものでもない。セクターの壁

が中々破れないというのはあるが、元々は外のセッションではなく、社内のセッションを先に１年間ほどや

っていた。「大成建設として未来はどうあるべきか」をみんなで一回やろうというのをやった。その前にもう

１年間、部署の会議をセッション形式にしてやった。僕らはマーケティングの部署なので、パンフレットと

かを作る。僕らの直接のお客さんは自社内の営業の部門。営業の方に使って頂くパンフレットや戦略を提供

してやっていく。よくあるのは、営業の人が使いやすいパンフレットを作りましょうという話が出ますよね。

それは、営業の人に聞かないと分からない。よくあるのは、たたき台を作って、営業の人にまわして意見く

ださいというアンケートを使ったりするんですが、それを全部ワークショップでやったんですよ。一年間が

かりでそれをやって、そこで「こういう場いいよね」というのが生まれて来た。パンフレットの話で集まる
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が、「じゃあ元々なんでこういうパンフレットがいるの？」という話が生まれたり、営業では技術の説明はい

らなくて、大成建設がどういうことをやってくれるか、そういうのが要る、それをやるには大成建設が地震

対策についてなにを考えているのかちゃんと出さないと響かないんだよね、みたいな話が出てくる。そうで

あれば、戦略そのものを見直さなければならないという話になって、戦略再構築ワークショップを開いた。

そこで得られてるアウトプットは、プロジェクト等で出てくる気はするが、実現には難しい。でもそういう

ことを考えたんだという経験がある程度モチベーションとか連帯を生んで、これってもっと全社的にやって

いかないといけないんじゃないみたいな話が生まれて、でもトップダウンでやるみたいな話ではないのでや

っぱり社内ボランタリーみたいな形でやっていくと、そこで得られたアウトプットを何かしようというより

も、そこで得てる経験やプロセスの中で気づいた気づきを持ち帰って自分たちの仕事に活かすという人たち

が出て来始めた。それも踏まえて、これをクラブ活動みたいな形でやろうという話をして、クラブ活動的に

始めて、自分たちで外の人呼んでやるのはハードル高いので、何か実績作って行こうと。ボランタリーだけ

どオープンにやっていこうと。そこで社内で、新規事業のアイディア募集という話があって、そこがどうも

行き詰まってるらしいという話があって、「こういう活動をやっているのでここで出たアイディアを持ち込ん

でもいいですか」と聞き、いいと言われ、それを外に向けた活動にするには会社公認がいるんですが言って

いいですか、と聞いたら、禁止するいわれもないのでいいとなった。名前も出していいという形で公認もも

らって、活動を始めた。やってることは会社公認クラブ活動みたいな（笑） 

	 それで社内のモチベーション高いメンバーの中でコアメンバー5 人くらいを中心に、レジリエンスの未来

をやっている。レジリエンスの未来の運営は今はうちの部署でやっている。３月のイベントは新しいイベン

トとしてやりましょうとなった。 

	 ずっと地震対策のセミナーを開催していた。我々は技術を売って何かを提案するという事業だが、地震対

策ってどう進めていいのかお客さんは分からない。だから技術どうこうではなく、社内で地震対策の倫理を

通すにはどんな知識を持ってなければいけないか、それをどう上層部に説明すればいいのか、なぜ地震対策

は必要なのかを知らないと、担当者の方は上に提案できない。それをサポートする、地震対策担当員養成セ

ミナーをやっていた。それをやっていたら、お客さんの方から、知識は身に付いたが他の企業が何をやって

いるか知りたい、出来ればセミナー参加者同士で悩みを打ち明ける会をやってほしいという要望が出て来た。

そういうことがあり、フューチャーセッションというやり方があるからそれでやろうという形で予算をとり

実施したら、結構な評判になってしまった（笑）まず当面一年続けてみようとなった。裏方では、これその

ものが主流になる方向に持って行きたいという方向で今やっている。 

	 参加していただいたりしてる方には、「これは何かあるぞ」感は今インプットできているかなと思う。だか

ら「もうちょっと何かやっていった方がいいよね」と。１年間やっているので、それなりの目標とか、得た

ものをどう社内に説明していくのかという今フェーズ。 

裏側で動かしているメンバーは全員関係のない部署から来ていて、人によっては有給をとって来ている（笑）

それで自分たちが、そこで得たことを自分の業務に反映できることを説明できるようになってきているので、

もう仕事として参加していいよと上司に言ってもらって来ているメンバーもいる。 

Q：フューチャーセッションは、ご自身としてはどんどん続けて行きたい？ 

O：一応部署の中では 低３年続けますという話はしている。というのも、３年くらいやらないと本当のと
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ころは分かってこない。３年以上の先はどうなるか分からない。ただ、３年計画のゴールというのは一応想

定しているものはあるが、３年はやらないとちゃんと「こっちのもの」にはならないなという感じ。一応来

年は、やる予定で今予算申請も出している。ただ姿は変わるかもしれない。とりあえず「レジリエンス」と

いうテーマはそのまま続けていく。レジリエンスってわりと壮大なので幅広い。そこから小テーマがいっぱ

い出てくると思う。春ぐらいから、その小テーマの一つの「企業レジリエンス」というので動こうという方

向は出てる。 

Q：20,50,100年後・・・どんな社会になっていてほしいと思うか？理想の社会を作っていく上でどんなこと

が必要で、その中での大成建設さんの役割は？ 

O：正直、よく分からない。分からないので、みんなに聞く場としてフューチャーセッションをやっている

ようなもの。抽象的になるが、そもそもフューチャーセッション的な取り組みを始めたのは、実は会社でや

っている以外でも自分でやっている。自分の田舎の広島でも、まちづくりのフューチャーセンターを自分で

勝手に立ち上げてやっていたり、2月 14日では別に「これからの教育フューチャーセッション」というのを

ボランタリーの人たちと一緒にやる。色んなところで個人的にはやっている。なんでやっているかと言うと、

個人的には、「ずっともやもやしていたもの」があってそれが 3.11 で明確になって自分が分かってなかった

こともそこで分かり始めて、結局何をやりたいのかというと、自分の子どもや孫（ができたとして）、未来の

人たちに少しでもよい方向に向かっていける社会を作りたいというのが一番大きなモチベーション。 

	 僕の世代は、個人的な話だが、振り返ってみると、昭和の戦後のいざなみ景気の中で幼少期を経験し、丁

度社会に出てしばらくした後にバブル期を経験し、そこで全部浮かれまくった人生を送っている。今振り返

ってみると、そこで出来上がっている今の社会が果たして未来の子どもたちに対して希望がつくれる社会に

なっているのかというと、そうじゃないよなって思う。「よい社会」を残せるためにはどうすればいいのかを

考えたいっていうことで、色んなことをやったが結局自分がこうやりたいっていうのをやると誰もついてこ

ないというのが分かり始めて、それはもう 10年くらいやっている。やっぱりちがうなというところでフュー

チャーセッションと出逢って、そこで一番に言われたのは、今と同じ質問で、「あなたが考える『よい社会』

ってなんですか？」って言われて、答えられなかった。だから極端なことを言うと、それを探してる。 

	 レジリエンシーな社会というのは一つの大きな話かもしれないと思っている。レジリエンスの社会で問い

かけているのは、未来に対しては何が起こるか分からないということ。自然災害もだし、人工的被害がある

かもしれないし、隕石だって落ちるかもしれないし、何が起こるか分からない。特に日本は、こんなに大き

な地震が数百年に一回は起きちゃう国なのにそういう数百年後のことを考えて国土設計をしていなくて、そ

れが自分たちの欲望でやっているものが感性的に働いてこういう東京とかが出来ちゃっていて、ということ

は全然レジリエンシーじゃないよね、というようなところにどうやら答えがありそうだというのが今感じて

いること。そういう何が起こるか分からない、リスクもこれからどんどん大きくなってきていて、ちょっと

考えるだけで悲観的になってしまうようなが待ち受けているかもしれないけども、それでも、みんなが幸せ

を感じて毎日暮らせる社会は、どんな姿をしていればそれが実現できるのかということをやりたいというの

が、このレジリエンスの未来で今問いかけている「問いかけ」。 

	 フューチャーセッションに出ていると、すごくモチベーションの高い人が出て、日本ではたぶん去年くら

いにフューチャーセッションは爆発した。これからまだまだ色々な場で起きていると思うが、ずっと出てい
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たり取り組んでいると、結局モチベーションの高い人しか出てこない。大体、取り組んでいる人の悩みは、

「そうでない人たち」が、知らず知らずでもいいが、そういう意識を変えられるような、こういう場に出て

こられるようにするにはどうすればいいんだろう、というのがたぶん一番ある。むしろそういう人たちの意

見の方が貴重だというのがある。なので問いかけを変えてみたりするが、イベント的な場として設置するか

らには、そこに出て行こうというモチベーションを生まないといけない。だからモチベーションが高い人し

か出てこない。けど、本当に聞かなきゃ行けない相手は、モチベーションが低い人。投票に行かない人に、

投票に行かせるのではなく、投票に行かない人の意見が活かせる選挙制度はなんなのかということを考えな

きゃいけないのかなみたいな話かなと思う。 

Q：私の研究のテーマは民主主義。参加の問題が出てくる。 

O：結構言われるのは、diversity もそうだが、決してそういうモチベーション低い人たちを「おまえはダメ

だ」と否定するわけじゃないが、それでも出してもらわないと話にならない。「出せる人」を増やすというの

は必要だと思う。それも、レジリエンシーな人材やマインドセットをどうやって作って行くのかという話に

も似通ってくるが、だからといって引きこもってしまうような弱い人を否定するわけでもないし、それもな

おかつ受け入れながらやるにはどうすればいいのかというのが大きい。今はイベントとしてやっているが、

（この問題は）社内でも一緒で、こういうことやろうよって言って出てくる人はモチベーション高くないと、

有給とってまで出てこない（笑）でも本当に必要なのはそうでない人の意見。これはやり続けている人から

見ると、大きなテーマ。むしろそういう人たちが上層部に多かったりする（笑） 

	 だから「そういうことが実現できてる社会」だよな〜と思う。こういうことをやっているとおせっかいな

人々がいるといいんだよねみたいな話が出るが、おせっかいな人を否定する人も多いし、静かに暮らしたい

人もいる。でも静かに暮らしたいんだよってことは言ってもらわないと分からない。もっと自然なコミュニ

ケーションができるといいよねというのはあると思う。 

	 スウェーデンなどの国は、投票率も高い。それは、幼少期の頃から自分ごととして関わっているから、自

然とそういうのが身に付いているのだと思うが、極端なことを言うと、自然に身に付くのと洗脳的な教育は

どう違うのかという議論も出てくると思う。教育の問題は大きい。それで「これからの教育フューチャーセ

ッション」というのにも関わっている。 

	 よく言われるのは、日本では幼稚園までうまくいっているが、小学校に上がると、「１＋１」の唯一の答え

を探す教育しかしない、どうして「２」になるのかを考えさせてない。それが、どこかに正解があってそれ

は誰かが探してくれてるからそれに倣えばいいやみたいなマインドセットが大学の間まで生まれて来ている。

それを否定するわけではないが、サブシステムとしてもっと「考える教育」を横でやっていかないといけな

いのかなと思う。 

レジリエンスの中でも言っているが、社会構造そのものが、サービスの提供者と受給者となっていて、その

間にキャッシュが介在しているという、ものすごく単純な構造にしかなっていない。本当の社会はもっと複

雑な関係性で成り立っていくが、どうもキャッシュを媒介しないと何も出来ないような OS を作っちゃって

いる。そこの OS を変えていかないとダメかもしれないという話がある。その中で今出て来ているのは地域

通貨の話やそれ以外のサブシステムとしての貨幣に変わるような文化。それは一見外から見ると江戸時代の

文化に見えちゃうところがある（笑）そこでまだ抵抗を感じちゃう。物々交換をこれからやるんですかみた
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いな話になる。お金を介在するのが前提になっていて、今議論しているのは全然ちがう次元の話だから、そ

のギャップが大きい。そこはプロセス積んで行かないと理解されない。そういう人たちをどうやってそのプ

ロセスに引っぱりだしてくるかというのが大きい。これもレジリエンスの中で話しているが、今日本はレジ

リエンスじゃないが、元々日本はすごくレジリエンスな文化を築いていて、それは江戸時代中期くらいから

変わって来ている。いわゆる貧困国や途上国の生活って裏側から見るとすごくレジリエンスな生活をしてい

る。建物壊れてもみんなで建てればすぐ住めるところ作れちゃうし、食料は森にいけばある。気候が悪くな

ってとれなくなっても知恵を働かせて色んなものをつくっている。日本もわりとそうで、一番大きいのは発

酵文化がそう。日本は高温多湿だから、菌がすごく多い国。普通だと病気になるがそれを少しずつ体内に加

えることで抵抗力をもってしかも菌を利用して素晴らしい発酵文化を作っている。そのまま食べたのだとと

れない栄養素を菌の力を使って新しい栄養素を菌に生んでもらってそれを接種するような文化をつくってき

ている。でもそういうのって今新しく生まれてきていない。 

	 竹村先生に言われたが、田んぼもそうで、元々熱帯でしか育たなかった稲を日本に持ち込んで、日本は急

峻な地形でしかも雨が多いから山に降った雨がいきなり谷に落ちてすぐ海に注ぐから川の流れもすごく速か

った。だから昔の日本は山に緑は生えていなく、川にも魚がそんなにいなかった。そこに、山に田んぼを作

って貯水を生んで、水の流れをゆるやかにして、そのおかげで魚が遡上して卵を生むようになり、イワナや

マスが住むようになった。ゆるやかになったおかげで水が蓄えられるから、自分たちの水も接種できるよう

になり、河口に洲ができて平地が広がっていった。そういった大自然の営みの中で文化を築いて来たのが日

本というものの正体。江戸中期まで、江戸幕府が江戸を作るまでは、海っぺりに都市は作らなかった。川の

周域くらいにしか作っていなかった。それを強引に埋め立てを始めて、大阪城も作った。とにかく平地が楽

だから。気候変動は大体戦国時代で終わっているので、下に降りて行ける。それまでは波は来るし海は荒れ

ている。それで段々降りて行って、それが江戸時代がピーク。 

	 小氷河期だったので食物がとれなかったから、それを奪い合わなきゃいけなかったので荘園を守るために

戦国時代が生まれたという説がある。それで勢力と気候が相まって江戸幕府が生まれて、３００−４００年こ

れまでにない温暖な気候になった。その中で色んなものを捨てちゃったかもしれない。それだけ長い間かけ

て捨てたものをもう一回取り戻さないといけない。でも、江戸文化の中にもレジリエンスな文化はある。日

本は明治維新で外から入ってくるまでは石組みの建物はなかった。石垣はあったが、石垣の積み方はレジリ

エンスでちょっとやそっとの地震で崩れないような構造になっている。でもその技術を使って建物を作って

はいない。建物は木造で、それは身近にあるものを使って、地震や台風で崩れてももう一回すぐ自分たちで

作れるから。土壁も、地震で崩れても自分で材料ももっかい同じ物を使って練り直せば作り直せる。そうい

う風に共存共栄の中で暮らしていて、江戸も密集したが、木造なので火事は多いが、そこは文化で火事があ

ったら境目の家は壊していいとなっていた。壊すが、みんなで立て直すという文化があった。温故知新的に

レジリエンスを考えて行くと、みんなが助け合ってみんなが幸せになる社会というのは、困難があってそこ

にみんなが関わるから知恵がわいて、という社会なのかなとなんとなく思う。だから困難は決して否定する

ものじゃない。それを否定しなくていいような OS が組み上がってくるんであれば、それは、どんなことが

起きたとしても、みんなが幸せを感じる社会なんじゃないか、というのが、なんとなく今見えて来ているこ

と。 
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	 防災やっている人などは、根本的な理念は大体同じ。ゆるやかにつながって、いざとなったら助け合える

ような、そういう関係性を色んなところで持ちたい、とか。生きるものに必要なものが今はとても遠くにあ

って、震災の備蓄の話に戻ると、誰かに自分の食を依存していてお金によってしか食料が買えないという文

化になっちゃっているから、「お金を出してためとかないといけない」となるが、それがマズいなら「お金を

出さなくても食料が手に入る」形を考える。それをメインにすると大変だがサブのところでやるという話が

出たりとか。 

Q：教育の方のフューチャーセッションについて。 

O： 初はデンマークのフォルクホイスコーレなどを見て来て感銘して、なんで日本はこういう創造的な教

育ができないのかと勉強会を始めた。それをインスピレーショントークにして、自分たちだったら何ができ

るのかを考えるのをフューチャーセッション的なワークショップをやり始めて、何かフューチャーセッショ

ンからプロジェクトを立ち上げて行くような活動をやりたいよねという話がわき上がって来て、去年の夏く

らいからやろうよという話になり、そこから本格的にやり始めた。コアメンバー20人くらいが関わっていて、

それまでコアメンバーで「私たちが目指したい教育はなんだろう」とセッションをやっていて、キーワード

として出て来たのが「誰でも先生、どこでも学校」。そんな社会を実現するためにはどうすればいいのかをみ

んなで考えることをやっていこうという話をした。 

一回目は去年の夏で、「誰でも先生」なんだから「大人が先生」じゃないと言って、今の教育をどう考えてい

て、これからの教育をどう考えていくかと言う話はまず、これからの社会を作っていく若い人に聞かないと、

と大学生と高校生を呼んで、その人たちに我々が教わるというのをやった。そういうことをやっていくうち

に、プロジェクトを作るセッションをやりたいとなって、このやり方をやり始めてから４、５回目となる。

一回のセッションをすると２つくらいプロジェクトを本当にやり始める人が出てくる。そのプロジェクトを

始めた人を、次の回のインスピレーショントークに呼ぶ「どうやれば始められるか」など。それでまた次の

セッションでも生まれてくる。 

	 オープンのイベントなので、赤ちゃんでも出ていいですよと。赤ちゃんが出るとみんなのモチベーション

もまた変わる。「この子のためにやるんだ！」と。小学生の子もちゃんと意見を言ってくれたりとか。前回は

大人ばかりだったが今回は女子高生が一人申し込んでいるので楽しみ。勉強会みたいなイベントをやると、

そういうのを聞きたい人は結構来る。ワークショップやると、30 人くらいの募集に 60 人くらい来ることが

ある。どこかの先生がしゃべったりすると。先生の話なしで、自分たちでやりましょうとなると途端に参加

率が落ちる。けど、濃い人が来るので、自分たちで出来る人がありそう、と。 

ファシリテーターという必要性に気づく。けどファシリテーターと言いつつ、誘導しちゃっている人がいる。

教育の場も、先生がファシリテーターになるという考えがある。スウェーデンやデンマークの先生は、我々

から見るとファシリテーションしかしていないように見える。日本だとどれが正解ですと教える、ここを理

解させないと間に合わないというカリキュラムがくまれている。教育の場でも、間に介在するのはファシリ

テーターだと思う。地域で活動するのも、たぶん必要なのはファシリテーターである。例えば、市長はビジ

ョンを提示しながら、そこを基軸にファシリテーターが市民との対話を巻き起こしていくような場所。市長

がファシリテーターの氷見市は、市役所がフューチャーセンターを名乗っている。市長がファシリテーター

で、「私は何も決めません」と言って市役所をフューチャーセンターにして、みなさんとの対話の中で政策を
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作っていきますと公約して当選した。市役所の人間がファシリテーションしなきゃいけないと、ファシリテ

ーションの勉強をさせられている。色々戸惑いはあり、特にお年寄りの中では「市長のくせにリーダー性が

ない」とか色んなことを言って全部うまくいっているわけではないが、確実に変わり始めているなと外から

見ると思う。行政がそういうので関わり始めている。 

	 フューチャーセッションズの人も、熊本に行っていた。熊本で市民対話の会を熊本県の職員と熊本大学の

有志で、新しい熊本の未来を市民の人たちとの対話で作っていきたいということで、市民対話のフューチャ

ーセッションを熊本の落ち葉が舞い落ちる屋外のプロムナードでやったって。 

	 わりと今地方自治体で、地方創生で、そこのやり方もトップダウンでアイディアがないところにはお金が

出ないということで、アイディア出しでファシリテーターが入って行くことが多い。それだとアイディアを

出して終わりになってしまうことが多い。でも気がついて、フューチャーセッションで詰めていくというこ

とをやり始めているところも多い。わりと地方の方がそういうアプローチは多い。 

Q：13日もよろしくお願いします。楽しみにしています。 

O：13日は濃い〜会になると思う。社内で 10人、外の方 20人の 30人位が申し込んでいる。これまで来た

ことがある方が半分、新しい方が半分、10人 10人くらい。基本的には OST (Open Space)中心にやる。防

災関係の方が多いのだが、防災から中々離れられない・飛躍できない。そこから、レジリエンスというもっ

と大きな未来に向かってどれだけ飛躍できるのか今ネックかなと思っている。今までやってきた中で少し分

かって来た視点をどう対話に投入していくかというのが今回のファシリテーションのネックかな。すごい人

たちばかりが来るからエクサイティングになると思う。 

 
 
2.6. Future Sessions Inc., Mr. Yuta Uwai (U), February 16th, 2015  
 

U：2012 年 6 月に会社ができた。会社の代表の野村が富士ゼロックスで働いていて、そこで 20 年前くらい

からナレッジマネジメントを軸においたコンサルティングの部署を立ち上げて、創造的な空間や働き方で生

産性を上げていくコンサルをやっていた。その一貫で、世界の動向の中で、ヨーロッパのフューチャーセン

ターの動きに出逢って、それを日本に持って来て広げるという活動をしていた。そこから、震災が起こって、

彼自身、コンサルは企業相手にずっとやっていたが、それだけだと根本の社会問題は解決できないというこ

とが、特に震災以降に目に見えて出て来た。丁度その時期に彼は社会起業家に注目していて、研究していた。

社会起業家の、本質にどんどんつっこんでいって切り開いていくところに可能性を感じていた。ある企業の

組織開発のときに、社会起業家の方をあえて招いて、一緒に未来を描くことをやったら、企業の人たちが目

からウロコで、「こんなやり方があるんだ」とか、「それがあるんだったら自分たちのこういうリソースが活

かせるんじゃないか」とかいう感覚を得た。それで、企業だけのコンサルというところから飛び出て、企業

と社会と行政と市民の、セクターを越えたところで場をつくり、一緒になって未来を描いてアクションする

という、フューチャーセッションというプロセスを作って、やっていこうと決心し、独立した。それが 2012

年。 

	 独立にあたって、 初一人でやっていたが、元々３人で立ち上げる準備をしていて、２人目のメンバーが
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広告代理店で働いていた。セッション自体をリアルの場でいい場にするだけじゃなく、それ自体をメディア

として発信しようという元々のコンセプトがあり、そこで今の Our Futuresのサイトを、広告代理店の彼と

共感して一緒にやろうとなった。３人目は富士ゼロックスの後輩にあたる人間で、対話のシステムの Our 

Futuresのプログラミングも出来る人だった。その３人で立ち上げようとなった。 

	 それで１年くらい活動していた。その矢先に、自分たちが特別なものを作るだけじゃなく、もっとこうい

う、社会を変えるファシリテーターを増やしたいということで、世界でファシリテーターの労働市場を作り

たいという話がある中で、次世代を担っていく若者でファシリテーターを募集するという二つ枠があって、

そのうちの一つとして僕が入っていった。これが 2年前。 

Q：元々上井さんはファシリテーションをやっていて、今の会社に入ったんですか？ 

U：元々、自動車部品のメーカーで働いていた。名古屋出身で大学の頃好きなのはサッカーというバックパ

ックとバイトしかしてなくて、社会人は特に面白くないから、いい給料もらえる安定したところに入って、

一回くらいグローバルに働けるといいかなというくらいの気持ちで地元に戻って、活躍している優良企業に

入った。気づいた同期 400人のうち一人だけ愛知県外の広島に飛ばされてしまった。それがターニングポイ

ントで、実は会社に入ったときから、それまでの生き方がファシリテーションっぽかった。格好つけてるわ

けじゃなくて（笑）、仲間で何かやろうよというときは、自分の主張だけじゃなくてみんなどう思う？と聞い

てチームを作ったり、イベントを企画したり。ファシリテーターという概念を知って、「こういうのを仕事に

出来るんだったら面白い」と思って、ファシリテーションという軸を一個つくって、会社に貢献できたら唯

一無二の存在になれるかなという思いを持って、月一位の勉強会に出ていた。ただ、いざ会社でやろうとし

たときに、ペンをもった瞬間に「おまえはまだ早い」とかいうのが、がっちりした日本の企業の組織体制で、

それで「あーあ」と思っていた矢先に広島に飛ばされて、ここから開拓していかないと、というマインドも

あって、何かやりたいなと思っていた。そしたら、野村が書いた『フューチャーセンターをつくろう』とい

う本と出逢って、ファシリテーターというのが、会議や司会進行だけじゃなくて、社会をよりよくするため

の一つのリーダーシップの像として描かれていて、こいつは面白いと思った。そこで僕は広島で若いイキの

いいやつを集めて、広島フューチャーセンターというのを勝手に立ち上げた。「10年後、20年後の広島を自

分たちでよりよくしていこうよ」という想いをもって色んな活動をしていた。そういう活動をしていると、

出逢うべく人と出逢い、色んな情報も入って来て、野村さんとも知り合って、いいタイミングで募集するよ

と言われて、受けて、会社もやめ、広島も離れ、こっちにやってきた。 

Q：今どういうプロジェクトに関わっているか？ 

U：企業のセクターのプロジェクトと、行政と、NPOや市民のセクターがあって。大きな企業が多くて・・・

共通して言えるのは、新規事業をつくるというところ。その新規事業の作りかたの先が、僕らと一緒にやる

意義というところで言うと、社会的な価値を目指して動いていく。例えばトヨタで言うと、「助け合いラボ」

というプロジェクト名があって、高齢社会は絶対来るが、そのときに街における高齢者が移動に困ってしま

うのが目に見えて分かっている。その社会問題を解決すると同時に、「パーソナルモビリティ」という 1人用

の乗り物があるので、それの仕組み自体を作っていこうよと。社会問題の解決の先に、新しい市場ができる、

そこを目指していくというところに僕らは一緒になってやっている。実際にやったプロジェクトの中身は、

トヨタ、僕ら、そして地域とつなげてくれたリクルート、そして全部で３つの地域（調布市、鎌倉市、高松
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市）でやって、そこの各行政の人たちと、その地域に住む高齢者の方と、その高齢者の方をサポートする NPO

の方というのがステークホルダーで、それが集まって、どんな助け合いの未来があるだろうかというビジョ

ニングセッションと、一ヶ月くらい間をあけて、間に色んな高齢者の方にインタビューをして、ビジョンと

インタビューの情報をもとに、２回めはプロトタイピングセッションをした。そのビジョンを実現するため

に必要なのは？というので考える、というのを３地域でやって、「助け合いラボ」ではこういうことが必要だ

よねというのをまとめて、どういう風にビジネスモデル作りながら実現していくかをつめている。 

Q：わりと短時間で、プロトタイピングなどを使って形が出てくるのが面白いですね。 

U：そこは意識的にやっている。フューチャーセッションのプロセスは流れがある程度決まっている。全部

で５つほどステップがある。イメージとしては、U 理論という対話の手法を使っている。スタートから終わ

りまで、いかにセッションの時間を配分するか。 初のところで、①「問いの共有」と言って、今日なんの

ために人が集まって何を話すかという「問い」をみんなで共有する。②関係性を築く。色々な人が集まって

いるので、その場所は安全だよね、この問いに向かってみんなで集まっているのだという信頼関係を築くフ

ェーズがある。③色んな人が来ているからこそ、多様な知識を持ち寄ろうよというフェーズがある。それは

発散に近い。レジリエンスの未来の時もそうで、レジリエンスの本質とはなんだろうか、と答えがない中で

話し合う、カオスみたいな感じだけど、がっと視野を広げる。④新しい構図を描く。広がった中で自分は何

をやりたいか選ぶというのを入れている。「意思決定のプロセス」と呼んでいる。ここで一気に「自分ごと」

に持っていく。その後に、一人一人のやりたいことが見えた状態で、チームをつくっていく。そこから⑤ア

イディアを形にするというフェーズがある。それで 後⑥アクションを起こすみたいな。これを毎回やって

いる。なので、「話し合って終わり」じゃなくて、それを形にしてみて確かめ合おうよというのは絶対入れて

いる。 

Q：そういう意味で、企業の立場としても使いやすい？ 

U：企業から求められているところというのは、「クイックに形にできる」ところ。あと、多様なステークホ

ルダーが「いい関係性」のもと集まるというのが間違いない。もちろん、その企業の担当の人がやってもい

いと思うが、第三者だからこそ、安心できて入れるポジションがたぶんあると思っている。 

Q：大体、例えば大成建設と、一緒に企画するのか？どういうプロセスか？ 

U：結論から言うと、一緒に作る。一番 初は、「こういうのがやりたい」という「誰かの想い」で始まる。

その想いって何、というのと、その先ってどういうことを描きたいのというのを、一緒になって話し合いな

がら、一旦持ち帰って僕らでつくって、それをもう一回一緒になって作って、 終的に合意して、やるとい

うようなプロセス。さっき、「ファシリテーターの労働市場をつくる」と言ったが、昔「コンサルタント」も

コンサルタントという仕事はなかった。グレイヘアーと言われる、経験を積んだベテランの人たちが、その

経験をもってアドバイスをするのがコンサルティングだった。だけど、マッキンゼーがそれを仕組み化して、

若い人が入って来たとしても、こういうプロセスに則れば出来るという構造化・仕組み化したことによって

一気にコンサルタントの質が上がって、コンサルティングという業界ができたという話がある。同じことを

ファシリテーションでやりたいと言っている。 

今、ニーズとして、コンサルティングで、おうえからの言葉ですべてが正しい時代じゃなくなっているとい

うことはすべての人が分かっている。そのときに、自分自身で動いて、チャレンジして、学んで、もう一回
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やっていこうというプロセスが必要。一人一人が当事者であるべきだと。ファシリテーターのニーズはそこ

にあるので、僕らはそこにそういう世界観を作りたいということで、やっている。 

Q：深いですね。 

U：会社入ったときに、「こんなでかいことやってるんだ！」と思った。 初に広島でやっていたときには、

一回の場づくりとか、そういう考え方だったが、今の会社は、それはもちろんのこと、あくまでそれも手段

でしかなくて、どんなことを目指しているの？みたいなことが非常に大事。企業もそうだが、国の案件も色々

やっている。オープンデータという、衛星から地理情報を行政が色々もっているが、データをオープンにし

ている。それを活用してまちづくりをやるというのがちょっとずつ出て来ている。オープンデータを利用し

て、地域の課題を解決するというプロジェクトをやらないかというのが国交省から依頼が来て、慶応大と僕

らとデータに詳しい大学と、３つでチームを組んで、プロジェクトをやっている。 

Q：国や行政もフューチャーセッションの形式に期待しているのか？ 

U：そうですね、未来思考・バックキャスティングと、参加型の２つだと思う。「こんなところでも使われて

いるんだ」というのがたまにある。文科省が各大学に、センター・オブ・イノベーション、COI プロジェク

ト、世界に誇る技術をつくるために、大学を中心になって結構お金をばらまいている（笑）「そこでフューチ

ャーセッションをやることがのぞましい」とかって勝手に使われている（笑）COIはいわゆる国立大学や研

究が進んでいる有名大学。今日本では「地方創生」と言われているが、センターオブコミュニティ・COCと

言って、技術力がそんなにない地方の大学も、存在自体は必要だと言って、その地域に根ざした産業や、社

会課題を解決する中心となれ、という文科省からのばらまきがある。それは対話や参加型をやると言うので、

ちょうど僕らが今そこにアプローチをかけて全日本で COC プロジェクトをフューチャーセッションと一緒

にやろうよみたいな話をしかけているところ。 

Q：ファシリテーターの養成も結構やっているのか？ 

U：養成も同時にやっていて、今３期までやっている。７０人ほど養成した。ファシリテーターってたくさ

ん居るが、僕らが言っているのは「イノベーションファシリテーター」。ファシリテーターというのは、もの

すごく広いので、「自分はイノベーションファシリテーターだ」というのも居ると思うが、大きい捉え方とし

て、今までのファシリテーターというのは、多くは「コンテンツをまわす」というところしかアサインされ

てなかったと思う。プロジェクトの目的が決まっていて、プロジェクトのステップも決まっていて、一回一

回の「この場をいい場にしてくれ」という依頼が来る。一回の場 10 万円、15 万円、とかいう風に請け負っ

て、アイスブレイクから始まり、という仕事をするのがファシリテーターで多かったと思う。そうではなく、

僕らは、目的のところから一緒につくっていく。お客さんの想いから始まって、そもそも何をやるの、どう

してやっていこうか、というコンサルタントに近い、そこは。じゃあそのためには、どういうステップでや

っていこう、これもコンサルタントに近い。一回一回をあげていくための手段としてフューチャーセッショ

ンをやろう、とフューチャーセッションの中身を設計して、当日ファシリテーションするというような感じ。 

オランダにコネがあって、オランダのフューチャーセンターに行った。フィンランドで「ソーシャル・イノ

ベーション・キャンプ」というのをやっている。首長が 5 人くらいアサインされて、その人たちが自分の街

の課題を宣言する。例えば、「子育て問題で困っている、これを解決してほしい」という風に唱えて、そこに

大学生や企業の人が集まって、そこで対話を繰り返しながらチームをつくって、 終的にプロトタイピング
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まで 10日間でつくるキャンプをやっていた。作り上げたものをもう一回首長のところに持っていって発表し

て、 終的に首長が YES か NO か言って、YES だったら本当に予算をつけて解決していく、変えちゃうと

いう大きな仕組みがあって、僕らは今それを日本でしたいという話をしている。日本で始めて、アジアで、

ゆくゆくは世界で、とやったら超面白いかなと。そこに Our Futuresという、対話のプラットフォームのベ

ースが根幹で入っていて、世界中をつないでいたら面白いよねという話をしている。 

Q：何か課題はありますか？ 

U：多くある。色々な課題がある中で、価値の評価軸が「目に見えないもの」とか「すぐ結果が出ないもの」

に投資しないという仕組みがどうしても今はこの経済社会にあって、どう成果を出していくか、成果が出る

までもしかしたらすごく時間がかかるかもしれないが、どういう風に成果を出して、「これ必要だよね」とい

う人たちが個人レベルではなく、組織や企業がこっちに流れてくるか、という意味で一つ一つのプロジェク

トが勝負。僕らがぶれちゃいけないと思う一つは、「お金もうけができます」とか「これだけの人数を呼べま

す」とか「〜増えます」とかという経済の軸で勝負をしたら、フューチャーセッションの本質から離れちゃ

うと思う。そうじゃなくて、そこにどんな社会的な価値があるとか、社会的価値に近づくとか、社会的価値

が新しく発見できたとか、そういうところが、抽象的ではあるが、訴えていることだし、その流れで結果が

出ることもあるという感じ。改めて振り返ってみると、アツイ想いをもった人としか仕事をしていないとい

うのがあるかもしれない（笑）「やらされ仕事」は一個もない。そのカウンターパートの人も。「未来を自分

たちでつくりたい」とかいう人しか居ない。そういう意味では小野さんもすごい。小野さんみたいな方が各

企業や組織にいる。 

Q：企業の方から聞いたのは、「こういう対話の場が企業の中にない」と。社会のビジョンを作るとか、社会

を変えるという時にフューチャーセッションの役割や可能性を教えてください。 

U：僕らが力を入れて想っているところは、「いい対話の場を作って、すごいインパクトを出す」。後半のと

ころが、今まで日本で行われて来た対話に欠けているのではないかと思っている。成果や結果みたいなとこ

ろが別だった。「みんなで話すと楽しい」「お互いを理解できる」といったところは、「それはそれ」で、結果

を出すためにはすごい詰めて、「対話」というよりは「議論」で作っていくような。「議論」も絶対大事だが、

僕らは「対話」を安心・安全の場で終わらせたくなくて、「お互いのことを理解しあう」だけじゃなくて、そ

の目的ってあるよねというところを具現化しようと。具体的に言うと、「アクションの方が大事だ」と僕らは

言っている。アイディアじゃなくて。いいアイディアより、一人一人のちょっとしたアクションを重視して

いる。フューチャーセッションも常にそこ。面白いアイディアが出たとしても、動かなかったら何も始まら

ない。誰かが小さな一歩を踏んだことによって、「そんなことが出来るんだったら私もこれ出来る」「私もこ

れやりたい」というようなアクションの方を大事にしている。 

対話が文化になるためには、そのアクションや成果がない限り、本当の文化にはならないんじゃないかな。

文化というか、広がりも含めて、そして価値としても変わってくるんじゃないか。「おしゃべり」で終わっち

ゃうんじゃないか。「おしゃべり」と「対話」は僕はちがうと思っている。僕らの会社は、僕らだけじゃなく

て、みんなでやっていくリーダーシップをとって、やっているし、もっとやっていくと思う。 

僕らが知らないところでも、やって成功しているところがある。例えば、２週間前に行った静岡県の牧之原

市というところでは、「市民ファシリテーター」が 40人も居て、自分たちで防災計画や、政策まで作っちゃ
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っている。元をたどると、一年前から市長が「市民参加型のまちづくり」と言ってマニフェスト出して徹底

的にやって、市民ファシリテーターという自分たちで一人 50回とかすごい数のセッションをやって、それが

色々なまちづくりのところで表彰され始めている。政策まで作っちゃっているし。結果もあるし、一緒に行

ったときに思ったのは、日付の変わる夜中の 12時ごろまで、市長と行政の人と市民ファシリテーターと市民

と、みんなで大家族のように飲み騒いでいる。「こんな街あるんだ！」みたいな、すごいなぁと。 

僕らがさっき「対話の文化を作る」と言ったときに、「リーダーシップ」という言葉をあえて使ったが、「フ

ァシリテーティブなリーダーシップ」で僕らはそこに貢献すると思っていて、「対話の文化作るぜ、俺たちの

会社についてこい！」ではなくて、牧之原市とか小笠原さんとか色んな人がやっている、それを支える土台

を Our Futuresというシステムでもそうだし、会社としても作っていって、みんなと一緒に、面で押し上げ

て、日本で文化をつくるというところが僕らのミッションだと思う。 

実はそれを体現している僕らの仕掛けもあって、毎年、年に一回「フューチャーセッションウィーク」とい

うのをやっている。それが、想いをもった人が誰しもが場をつくれる、場をつくろうぜという一週間で、お

祭り。去年は北海道から沖縄まで、一週間で約 80件のセッションがあって、それが Our Futuresというシ

ステムのフューチャーセッションウィークというページに、日本地図と載っていて、どこで誰がどんなこと

をやったかが見れる。大きなテーマは「2020年に世界に示す日本」。今年は、地域同時開催みたいにしたい。

オンラインでつないで、「東北どうですか〜？」みたいな。そういう風にやっていきたいなと思っている。そ

れもある意味「文化」だと思う。 

みんなが「対話っていいね」ってなって、ちょっとずつ一歩動かそうとなって思う人たちが一つのセッショ

ンで例えば 30 人で、それが 100 カ所でやっていたら、3000 人。3000 人の小さな一歩って半端なくて、そ

れで対話によって一人一人の心が変わってくる、マインドチェンジがあって、それで一人一人の行動が変わ

る、アクションが変わって、それが 100人、1000人となると、システムや構造として変わっちゃう。構造が

変わると、文化ができるという、ソーシャルイノベーションか何かのステップであるみたい。 

それをやり続ける、みたいな感じかな。 

レジリエンスも一緒だが、未来をつくるのも、レジリエンスを高めていくのも、凝り固まった一つの組織や

一人じゃなくて、有機的につながりあいながら、作っていくことが必要なんじゃないかな。それは別に、そ

れだけとは思わないけど、それ「も」必要だよね。「未来」と「民主主義」がつながるポイントかなと思う。 

脱線してしまうが、面白いと思った話が、今の話が生物の進化論の上で言えるという話があった。生物学の

人が言っていた。細胞は昔は単細胞で核が一個しかなかった。環境が変わってそれだけじゃ生きていけなく

なった時に、細胞と細胞同士がつながりあってくっついて多細胞になった。生き残るために協力しあう、共

生することが生まれた。進化するというのもそうらしい。生態系が出来るというのもそう。そういったこと

が、今の世の中、企業でも同じことが言えるのではないかという話で。産業革命や高度経済成長の時は、わ

っと上がっていく一方だったが、今はもう頭打ちで、その先どこにチャンスがあるとかそうしていいか分か

らないとなった時に、一個だけでぶちあたっている。過去の栄光を引っさげて。うまくいかないが、イノベ

ーション起こせと言われる。でもすごいシンプルで、お互いに腹をわって一緒にやれることを、と関係性を

作ると、「じゃあここいけそうじゃん」とポンと出てくるのが、今ちょっとずつ起き始めている。だから、僕

らのような会社が「株式会社」として、今のところ成り立つ。 
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僕らは、これだけで食っていくというよりは、次のフェーズに上げるための大切な役割があると思っている。

新規事業とか企業のアツイ人たちは、個人でそれがもう分かっちゃっている人たち。小野さんとかは、色ん

な企業のセッションに参加しているし。それって、世界的な流れでも、シェアってそういう概念から来てい

るという説がある。それってすごい分かるなあと。SNSが広がったからこそ、そういうのが出来るし、鶏が

先か卵が先か分からないが、SNSがあるから広がるし、行き詰まっているから協力しないと、と言ってこう

いうシステムが出来上がって広がった。 

生物学の話で面白かったのは、オチがあって、協力の輪が広がると、わがままなやつが出てくる。そいつが

ばーと出て来て、協力関係が崩壊して、一つのモデルが終わる。またゼロになり始めたところから、つなが

りが必要だよね、とまた新しいのが出来る。 

そういう話をしている科学者の話を聞いて、僕は「対話も一緒だな」と個人的に思った。 

	 日本の、政策もつくる、という話もたまに話としてあって、別にプロジェクトとしては動いていないが。

政治みたいなところのモデルにも、フューチャーセッションが入っていったら面白いな。 

	 富山県の氷見市は市長がファシリテーターで。実際の大きいプロジェクトを僕らはやっていないが、市庁

舎をフューチャーセンターにする相談とかは受けていた。 

Q：Our Futuresでは誰でもイベント作れるんですか？ 

U：作れる。英語対応もしている。 

Q：セッションやるにあたって何かアドバイスはありますか？ 

U：ポイントをさっき言ったけど、シンプルなやり方で言うと、プロセスは、前半でみんなで未来や可能性

を話し合って、「こうなんじゃないか」みたいな、中盤で「広がりましたよね」「自分自身、何をやりたいの？」

と一人一人考えてもらって、紙に書いてもらって、そこでやりたいことが近い人とか、一緒にチーム組みた

い人チーム組んで、と言ってチームを組んでもらって、そのチームでどんな未来をつくりたいかというのを

プロトタイプしてもらう、ポスター。これが見えました、と。 後、一人一人がそのために何をやるという

のをやるだけで、結構面白い場になると思う。「何か対話しましょう」より。それを例えば２時間くらいで、

初は少人数でよくて、あんまり大きくやり過ぎると崩壊するので。それで勘所さえつかんじゃえば、この

プロセスがスタンダードなやり方で、やるだけで結構手応えはあると思う。どんなテーマでもいい、環境で

もいいし。 

Q：例えば、グローバル・シティズンシップのプログラムを大学でやる、というテーマでは。 

U：「Global Citizenshipの未来」5、10年後に、広げていった先にどうなるかをここに居るみなさんと話した

いというオープニングトークで始めて、ファシリテーターのポイントとしては、自分の意志を伝えたあとに、

みんなでやろうとホールドする、温かく包む。前半でグローバル・シティズンシップってこういう未来なん

じゃない、とうわーと話して、その未来を実現するためには自分は何やりたいという問いかけをして、一人

一人が「○○を作りたい」と出していって、そういうのが組み合わさって、「○○」を作るビジョンを、ポス

ターでもいいし。僕らがよく使うやり方としては「未来新聞」というのがあって、１０年後にそのチームの

プロジェクトがすべて成功したとき、それが一面に取り上げられた。見出しがあってインタビューされて。

大事なのは、それで終わらせるとワークショップになっちゃう。「じゃあそれを実現するために何が必要な

の？」といったところを、終わったあとに洗い出して、それぞれ。「そのために、まず自分は何ができる」と
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いう、ここがないとアクションに行かない。僕らがよくやるのは、新聞が出来て発表が終わったあとに、み

んなが一つの円になって、その実現に向けて自分は何をやるかを言って、 後、全員でやりましょうと。 

Q：何年後でもいいので、上井さん自身が「こんな社会になったらいいな」という理想の社会について語っ

てください。 

U：みんなが自分のいいところを知ってて、それを何のしがらみもなく活かし合える社会。具体的に言うと、

僕性善説で、どんな人でもいいところがあると思う。悪いところもいっぱいあると思うが、僕はいいところ

が自然と見えてくる人間なので、悪いところ深く考えるのがめんどくさいみたいな（笑）そうすると結構人

と仲良くなる。いいところこんなにあるのに、と思ったりとかして。社会として、いいところが分かるとい

うのと、いいところを活かせる場所が分かる。企業もそうで、日本では若手の社員がすごく圧縮されちゃっ

てて、そうじゃなくて、それはそれでいい、だけど「おまえのいいところってここだよね」と見える化され

てて、なんでもいい、歌がうまいでも。普通のビジネスで活かせなくても、こいつ歌上手いから飲み会連れ

て行こうぜといったら、気持ちよく歌えるし人のためになるし、みたいな（笑）そしたらすごいハッピーじ

ゃない。小さいんだけど。でも仕組みとして。僕はそこにクリエイティビティやイノベーションがあるんじ

ゃないかと思う。結局人じゃん。「人」って何っていうと、よさがあるのと、活かし合ってコラボレーション

できるところにおもしろいものができる。そういう意味でいうと、誰もが自分のいいところ、好きなところ

を表現できていて、それが活かし合えているような社会。 

もっと色んな問題はあると思うけど、貧富の差どうこうとか、それはそれで絶対必要なんだけど、超ポジテ

ィブ思考だから、一人一人がどんなに貧しかったとしてもいいところは持ってるから、それを活かし合える

ような。貧富とかも、もしかしたら越えれるかもしれないし。越えないかもしれないし（笑）そうするため

に、僕が関わっている人たちは動いているなあと思う。僕で言うと、ファシリテーターはブレークスルーを

起こす一つの役割として、あると思っている。次世代、そういう風にみんなでしていきたいな。 

Our Futuresは、コンセプトが、対話は話したら終わってしまうところを、アーカイブ、ちゃんとログをし

っかり取ること、レポートも含めて。それと、セッションを作るためのサポートができる。ファシリテータ

ーネットワークというのがあって。 

	 Our Futuresというシステムによって、世界中に広まって、それが入ることによってファシリテーターの

品質とか、対話の場の品質が世界に向かって上がっていくのであれば、僕らの会社としてもやりたいことの

実現であるし、ビジネスモデルとしてもいいなと思う。Our Futuresという言葉にも意味はこめられていて、

futureに sってつけない。The future。僕らは sをつけてしかも ourをつけている。一人一人の未来を自分

たちで作れる、それを互いに応援し合おうよ、という世界観。どんな社会？と聞かれて、ずばり Our Futures

かもしれない。未来を作りたい人誰もが登録しているようなサービス、プラットフォームになったら、一般

の人、企業、行政、国の人も、アフリカの人も、世界中で、未来を語るとき、未来をつくるときは Our Futures

だよねという風に世界的に広げるのが、僕らの夢。 

なんで Our Futures作ったかというストーリーとしては、東北の地震が起こって、その後、東北を中心にめ

ちゃくちゃ対話があった。色んな対話の場があった。文字として何も残っていない。要は対話だけで終わっ

ちゃった。それで何が見えたの、とか、どうだったのって聞かれたら、誰も答えられない。それって非常に

もったいないこと。対話の品質を上げるというのは、そういう意味もこめている。ただデータとして取って
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おきますじゃなくて、積み上げて来たというところがものすごい価値になる。そこの背景から生まれた Our 

Futures。まだ開発の途中段階。セッションの設計をするとき、パワポやエクセルでやってもいいが、ああ

いうサイトでやったらクールだと思う（笑）写真とかスマホ対応しているので撮ってすぐあげれる。まだ有

料のサービスかもしれないが、セッションで出来上がったグループに「アイディア」というページがある。

セッションの 後チームになった写真がセッション後あげられて、そのページができる。教育のページがで

きて、セッションで同じチームになった人しか見えない状態になる。そこで facebookの groupみたいに投稿

できるし新しいページも作れる。アイディアを写真であげたり出来る。コミュニティをオンラインでやって

いく。セッションの次回との間に、オンラインでもコミュニケーションがとれる。そのページの上にレジリ

エンスの未来とかがあるので、全部俯瞰できる。 

 

 

2.7. Happiness Conference Participants Focus Group, Mr. A., Mr. B., Mr. C., 
Mr. D., Ms. E, February 14th, 2015 
 

Q：今日のワークショップに参加したきっかけや、期待したこと？ 

A：私ははてっちゃんの企画にちょっと乗っかってみようかなという感じだけ。「幸せについてどうのこうの」

とかは考えてなかった。 

B：自分は、普段「幸せ」についてとか、考える機会ってないと思うので、普段何気なく生きている中でそ

ういう機会がなかったというのもある。あと、イベントに参加するのが好きだというのがある。 

C：時間もあったし、タイミングもよかったかな。元々今日は出れないと言っていたんだけど、この前の予

定がうまい具合に時間が余って、ちょうどこの辺を歩いていて、「そういえばこういうイベントがあったなぁ、

じゃあちょっと顔を出してみよう」と思って、それがきっかけ。一歩踏み出す、というか。内容というか、

一歩踏み出して、そこでどう自分が思うのかな、というのを常に。散歩の中の寄り道が深くなっちゃったみ

たいな（笑）気づきが得られる場所が、今日は気づきが多かったな。元々、「こういうイベントがある」とい

うのは片隅にあったんだけど、時間的に無理かなぁと思っていたのが、合致しちゃった。昼間の祭りが、12

時で終わると思っていなかった。それが夕方までやっていたらもっと向こうで遊んでいただろうし。それも

やっぱり運命なのか、引き寄せられたのかな、みたいな。全部が理由がついてくる。 

D：私は、普段「幸せ」について語り合うなんていうのは、ないことだし、たまたま今日仕事が休みだった

から、「じゃあちょっと参加してみようかな」と思って参加しただけ。 

C：いいと思う。「参加しよう」と思って足を運ぶというのは、そこで出逢う人によって変わるからさ。人間

って頭で考えてもあんまり変化しないけど、出逢う人によって、劇的な人と出逢っちゃうと、劇的に変わる

ことがあるから。感性も変わるしね。「こういう考え方もあるんだ」と色んな人と出逢って知ることによって。 

Q：参加してみて、ざっくりと感想や、どんなことを得たか。 

B：全体として、考えるきっかけになったんじゃない？幸せについて。 

C：考えて行動しない、という人が多いから、考えるきっかけを与えてくれたということだよね。観点を変

えて見ることもできた。 
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B：ちがった視点で、幸せについて見ることもできた。 

A：普段考えていないことを、改めて考えれた。 

B：無意識だったことが、意識的になるきっかけになった。 

A：色んな世代の人たちがいた。たまたま、私が居たグループは、男性と女性と２人ずつで、20代、40、50

代の方と私で、ばらけたグループで話が出来たのは、あんまり普段ないので、こういう話し合いの場という

のに参加する面白さだよね。ちがう世代の意見が聞ける。 

Q：グループの中ではどんな話をした？ 

B：Dさんとも一緒のグループだったが、我々のグループではみなさんの幸せについて。「みなさんの幸せの

ために、今一人一人ができること」として、サプライズするとか、感謝するとか、相手のいいところを評価

してあげるとか、いうことが出て来た。 

A：サプライズって、幸せに近い言葉が出て来たな、と思った。私たちのグループは、 初「つながり」と

いうのが大きなテーマのところにあった。一つのテーマで集まって話しましょうと言ったわりには、わりと

バラけた話だったんだけど、まとめてくれる人がいたので（よかった）。一人の女性の方が、体験を話す中で、

人間関係に関してみんながどんな風に考えているのを聞きたい、という話をした。バラバラなテーマのとこ

ろの中から、だんだんにお互いの言っていることに「ああそうだよね」というような感じになっていって、

後に「じゃあ全部のキーワードをつなげたらいいんじゃない？」ということで、 後まとめてくれた。ど

こか一点（同じ）じゃなくても、話が盛り上がれたというのが面白かった。 

Q: Eさん、きっかけや期待していたことは？ 

E：あんまり深く考えていなくて（笑）bond place からのプレゼントということで、内容も「幸せってなん

だろう？」ということだったので、幸せということに 近すごく敏感で、自分もそうだが、自分の周りの人

が幸せってどういうことだろう？と思って、そういうのを色々話したり聞いたりできるのかな、と思って来

た。「ハッピー」という映画も気になって、どんな内容なんだろうと思って。 

Q：参加してみて、どうだったか？ 

E：幸せの価値観は、結局自分で決めるんだなと思った。それが、よっぽど人に危害を当てない限り、その

人の幸せがどんな幸せであっても、「それっていいね」って言えるような社会が出来たら、みんな幸せになれ

るんじゃない？って思った。それが出来ないから、色々問題が起きるんだと思うけど、そうはいってもやっ

ていくのが一人一人であればいいなと思ったし、私の仕事も、そうしなきゃいけない仕事なので、それは絶

対忘れちゃいけないな、なるべく考えながら仕事していこうと思った。 

A：私たちのグループでは、それは「ちがい」という言葉で話をしたけど、「認め合う」という言葉を言うの

はすごく簡単だけど、実際に振り返って、「本当に認め合ってる」と言えるのかな？と。自分はどうなんだろ

う、ということがぽかんと浮かんだ。 

E：認めるというか、価値観がちがう・・・隣に、全くちがう価値観の人、全く正反対で自分には許せない

という考え方がいるということもあり得るわけで、そこを認められればどうかなと思うけど、実際無理だか

ら、もう「そうなんだ」と言って終わるしかないのかなと思う。「ああそういう考えなのね、私はちがうけど

そういうのもあるんだな」と考えるしかないのかなと思う。 

A：うちのグループの人は、「聞き流しちゃっても大丈夫なんだよ」って言ってくれた。それは若い子が悩ん
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でたことに対して言ってくれた言葉だった。どうしても、どうしていいか分からないから全部に応えちゃう

という感じが多いけど、「全部受けたら大変だよ」て。場合によっては、聞き流すことも大丈夫だよ、と言っ

たら、その女の子はすごく「うんうん」とうなずいていた。それも、経験がないと難しいんだろうなと思っ

た。 

E：大人なのに子どもの部分もあるから、今でも自分基準で「いい」とか「悪い」とか判断しちゃうことも

あるんだけど、よく考えたら 10年前に自分が「悪い」と言ったことも、今自分は「すごい大事なんだな」と

思ったりしていることもあるから、判断をしちゃったとしてもしょうがないけど、でもなるべく判断をしな

いようにしなきゃなと 近思う。すごくしちゃうので、なるべくしないようにするということができたら、

自分にとっては「悪いこと」だけどその人にとっては「いいこと」なんだということが分かると、認める社

会になるのかも、と思ったりする。 

Q：今日の対話の場の雰囲気はどうでしたか？ 

C：あんまりこういう経験がないから、セミナーが終わった後にこういう対話。対話だったら対話ばっかり

のセミナーだったりするから。比較はできない。他のに出てればできるけど。 

A：小笠原さんのワークに何回か出ていて、自分も出て行くのが結構好きだから、ぼんぼん言っちゃうタイ

プなんだけど、ファシリテーターがこう順序立ててやってくれたので、今回も流れもよかったと思う。 

C：テンポもよくて、時間もよかったと思う。人間って「間（ま）」があると不安になるけど、ちょうど 90

秒とか 2分とか、3人だったら何分とか、そういうのもデータがあるからああいう時間でいけばちょうど・・・ 

A：やり方として、「手をあげて」話をとめられるのは（＊みんなが手をあげていって静かになる）ちょっと

つらかった（笑） 

C：それもねらってのことかと思うよ〜。裏読んじゃうと。 

E：結構仕事でグループワークの時間を設けるが、絶対止まらないので。 

C：だから次にもちこしができる。こういう場でも。 

B：アフターとかもいい。 

C：そこで満足しちゃったら、これはないし（終わってからお茶）、色々ねらってると思うよ。 

B：全員が発言できる機会があるというのがいいと思う。グループで一人一人がせっかくの機会だから。人

数のキャパもあると思うが、30 人くらいなら一人一人が自己紹介とか、（全体に向けて）発言できる機会が

あってもよかったのかなと思う。 

E：小笠原さんの前の講座で「あそっか」と思ったことがあって、ディベートと対話のちがい、議論と対話

のちがいと言っていて。私は、グループワークやワークショップは大学のころからやっていたが、苦手だっ

た。何かというと、何か意見を戦わせたりとか、何か結論をそこから出さなきゃいけないという風に思い込

んでいたというか、要は「そうじゃない」ということを誰も教えてくれてなかったから。そうすると、自分

の意見が正しいのか正しくないのかとか、周りの意見が正しい・正しくないとか、そこで「判断」をしちゃ

ったり、自分と意見がちがうことがすごく怖かったりとか、そういう場だと思ってたので、はきちがえてや

っているし、この世にあるグループワークやワークショップってまだそういうのが多いと思う。だから、中々

難しいと言われているが、てっちゃんのは「そうじゃない」というのをまず 初に話してくれて、これは「対

話」で、お互いに話を聞いて、考え方を広げたりとか、意見を自分のものにしたり、「自分の言葉でしゃべっ
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てください」というのがよく出てくる。それが、「安心」だし、言えたことで満足も得られるし、かつ「言え

る」ということは「聞ける」ということだから、そういう考え方のやりとりがあって、もちろん全員じゃな

いときもあるけど、ある程度の人が満足して、なにかしら土産を持って帰れる、そういう場だなと思うから、

私はてっちゃんの場が楽しいし、てっちゃんのようなグループワークをやってくれる人が増えればいいなと

すごく思う。もちろんてっちゃんがすべてではないと思うが、こういうワークショップが色んなところで増

えたら、もっと色んな壁を作らずに人との対話を楽しむ、つながりを楽しむということができるんじゃない

かと思う。下準備というか、すごく考えてると思う、どうしたら気楽にできるのかとか、自分の言葉で言え

るようになるかとか、すごく大変だと思う。 

A：安心ができるというのは、企画の段階で、「てっちゃんが指揮ってくれてるから」というのもやっぱりあ

ると思う。ファシリテーターがどれほどパフォーマンスを出してくれるか。期待している通りのものがもら

えるというのがいいかな。参加者が安心して発言できるという意味で。私みたいに、どんどんなんでも言え

るというタイプの人もいるけど、じゃなくても考えてることがあるんだけど、それをうまく表現できないし

もし何か言われたらどうしようみたいな人がほとんどだと思うので、そういう場をすごく構造化してくれて

るのがとても心地よいなと思う。 

Q：対話の場という話が出たが、今日も私たちのグループ（E さんと一緒）は「社会」について話したが、

こういう対話の場が、社会・地域・自分の人間関係を変えたり、それに対する考え方を変える上で、どうい

う役割を持っていると思うか？ 

E：考え方を広げるということこと 

C：うん、色んな意見を聞ける、どういうことを思っているのか 

E：それがないと、お互いに世界が狭くなるし、 

B：知った上でどうするかは別にいい。 

E：例えば、○というものを、私は知らないで「○はいやだ」と言っていたとしても、逆に○をやっている

人たちから事情を聞いたら、初めて「○って意外と嫌なものでもないかも」ということがやっぱり起きてく

るのは、こういう対話の場だからおきてくるんじゃないかと思う。それが地域に広げてみると、地域の問題

とかを解決するヒントになるのかなと思ったりする。 

A：私が年齢が高いからかもしれないけど、日本人としての「むら意識」というのが私たちの段階ではある、

私自身の中には。だから、「長いものには巻かれなさい」とか、「目上の人の言うことはちゃんと聞きなさい」

とか決められた枠組みの中でしか発言が許されないというものということが身に付いちゃってる。だからこ

そ逆に今はそれを反転して、「そうじゃないんだ」とむしろ言いたいから、自分から発信しようということを

僕はしている。でもまだまだ、社会全体の中には、日本人としてのそういう部分は絶対にあるから、難しい

んじゃないかって思う。難しいと言ったら終わりなんだけど。 

E：それもやり方というか、「むら社会」にも絶対いいところはあるじゃない。そこをどれだけ、そうじゃな

い人たちが、いいところを見つけていくかかな、と思う。私も超田舎で育ったので、むら社会の中で生きて

きたので、嫌だなと思う部分と、でもそのむら社会があったからこそ、今まで地域が成り立って来たという

事実も絶対あるわけじゃない。すごい難しいと思うが、そこを知らないと何も出来ないというか。 

A：その辺も踏まえた方がいいなということぐらい。絶対そういうこと（むら社会）があるが、そういうこ
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ととは関係なく、一個人、人として、個人としての意見を尊重される社会がいいんだよなということを思っ

ている。 

E：うんうん。 

C：結局ちがいを認め合える社会だよね。 

B：色んな考えがあるんだ、とお互い尊重すればいいんだもんね。ちがって当たり前だから。 

E：ある意味、「郷に入ったら郷にしたがえ」というのも、一つありなのかなと。 

A：なるほど、まず、そこのところのルールを認めた上で、自分が入っていくということ。 

E：そこをどう使っていくか。地域の中でトラブルが起きたりする時って、そういう根本のものとかを理解

しないまま、その根本を「ダメだ」と言っちゃうから、トラブルが起きるのかなと思う。例えば、旧住民と

新住民の話があったときに、新住民の人たちは、新住民の人たちの考えで旧住民の中に入っていくから旧住

民は反対するし、旧住民の人は、新住民の人たちの考え方を理解しないまま旧住民の理論でするからトラブ

ルが起きるわけで、お互いに譲れるところをちょっとずつ譲っていけば、何かうまくいくような気もする。 

それぞれの考えもある上で、それをどうやって使っていくのみたいな話で、そしたらお互いにメリットもあ

る気がする。 

A：私は仕事の中で「分からないことを分かる」。たとえば、私、知的障がいのある人たちの施設の職員だっ

た。彼らが考えてることややってることは、私たちからすればすごく理解できないこと。でも彼らにとって

は理屈が通ってるみたいな。なので全くの異文化みたいなことを理解しようとかって思うことは、根本から

間違っている。だって知的障害の人にはなれないから。でも彼らはそういう風な文化で生きているんだとい

うこと自身を認めた上で、でもこの場は社会集団だから、集団のルールは守ろうね、というような。そうい

ったちがいをまず、絶対に分からないということをまず知ること。「分からないことを知ること」ということ

がまず必要なんじゃないかな。その場で教わった気がする。 

Q：何年後でもいいが、どんな社会になってほしいと思うか？社会のスケールは小さくても、大きくてもい

い。 

C：壁がない社会。こっからここは何市だからこっからここは雪かきしないよとか。ここは山梨県でここは

静岡県、除雪しないよじゃなくて、そういう壁を取り払ってほしい。行政だから、むずかしいかもしれない

けど、だったら市民で動こうよみたいな。（去年の雪害の例）それが気づきでさんぽに、「災害時に助け合お

うよ」を付け加えた。そのときの気づきによって進化させる。今度雪害があったときに、そっちに行っても

いいし。 

E：行政の仕事をしているが、もう行政も限界。もちろん私たちが努力しないのもよくないけど、「何かやり

ます」というときに、そこに市民の人たちが「おれらのことだから一緒にやろうよ」とお互いに言い合える

街になったら、何か少し変わる気がするなと思う。 

A：行政と市民ということ？ 

E：そう。今よく議論になるのは、「これは行政のやること」「これは市民がやること」、行政は、これからは

市民にどんどんやってほしいと言う。逆に市民は行政がやらないからおかしいと言う。そこで結局お互いの

立場を守って、お互いにやれやれと言っている。そうじゃなくて、市民の人たちも、今まで行政が全部やっ

てきちゃったからよくないが、市民の人たちは行政に頼りっきりになっちゃって自分たちでやることをしな
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くなっちゃったから、自分たちで出来ることまで、行政に頼るようになっちゃった。逆に行政は、自分たち

でやっているから全部自分たちで決めちゃって、本当に市民の人たちが何をしてほしいかというのが分から

ない。 

A：声を拾う場がなかったりとかするとね。 

C：普段から、市民の言葉を聞いてないよね。聞ける場がないというか。甲府市の落選しちゃった人は、普

段から市民の声を聞いていて、自分でそういう場を作った。常に毎週毎週市民からの声を吸い上げて、「こう

いう街にしてもらいたい」というのを自分で吸収した上でマニフェストを作ってやったという人が居た。そ

ういう風な人間がトップに立たないと変わらないというのはある。 

E：それが、行政—市民レベルもそうだし、市民同士も、行政同士でも、そういうことができるようになった

らいいなといつも思う。 

E：そうすると市民同士も集まれる。みんな集まれる場所を意外とほしがっている。セミナーだったり。集

まって、そういう人と会話をしたいわけじゃん。セミナーとか、そこで学ぶこともそうだけど、終わったあ

とにこうやって集まって意見を交わし合うという、こういう場も必要だと思う。何かをきっかけに。 

は：ボーダーレスという言葉を今思いついた。（その言葉が）言われてきてきてる割には、まだまだ「あんた

と私はちがう」「あんた笛吹き師じゃん」。そういうことよりも、○○さん、○○さん、というレベルで、お

互いを尊重できたらいいんだろうね。個人みたいなもの自身というところで動くということが SNS とか

Facebookというのが、そういうところを発信できる一つのツールとして活用する上では、対話のきっかけに

はなる可能性はもっている。 

C：機械は使いようだと思う。依存しすぎちゃってもいけないし。 

E：今日の映画の、ちょっとしたタイミングで、「この人ができないことは、出来る人がやればいい」という

風な表現があったと思う。私が出来ないことだけど○○さんが出来ることがあったら、「ちょっと力貸して〜」

と言って貸してくれて、逆に○○さんが出来ないことで私が出来ることがあったら、「じゃあちょっとやろう

よ」みたいな、そういうのが自由に出来るような、オープンなものができればいいなと思う。 

C：そこまでいくには、相手を「こういう人間だな」と理解しないと助け合えないし、色んなことに関して

普段からのコミュニケーション。お酒一杯飲み交わすだけでも親睦が深められるし。 

し：職員で勉強会をやっていて、てっちゃんにやってもらったんだけど、自分が今まで得た経験とか、今考

えていること、やっていることを全部リストアップして、それをみんなでシェアする。それで、それぞれの

出来ることの中から、「これとこれって組み合わせたら出来るかな」とか、「これとこれって組みあわせたら

こういうこと出来るんじゃない？」みたいなことを話し合って、そしたら実際にプロジェクトが５個以上出

た。まだ実現はしてないが、「これやれるかもね」って、面白かったんだよね。そういうのが「今日はこの中

で」みたいな感じでやって、そうやってまずお互いを知って、じゃあそこの出来ることをくっつけあって何

か形にしたら、「じゃあこれ今度やってみよう」みたいなこともやれるかもと思う。それを経験したときに、

対話で何か形になることが作れる社会というのは、そんなに遠くはないかもと思った。 

A：そういう意見が出せる、という風なこと自身、それが保証されるというのがまずはそこにハードルがあ

って、思ってるけど「どうせダメだよ」という雰囲気がそこにあったり、今までこういうことも言ってるか

ら、という風にまず 初にダメ出しをするというのがあるかな。 
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C：考え方がせまいね。「ごえんかい」という会では、夢を語ることによって、色んな人につなげるきっかけ

を作ってくれる。自分の夢を語れる場所というのは大切なのかなと思う。こういうことを考えててこういう

プロジェクトを始めたいんですけど、とプレゼンすると、関係する人が集まったり、紹介するよとつなげて

くれたり、一緒にやりたいという人とか。 

D：みんなが幸せな社会になったらいいな。今テロとか結構多いから。テロとか戦争とかがない、世界中の

みんなが幸せになるような世界。私が言っても無理なんですけど（笑） 

C：一人から始まるからね。選挙でも、一票が集まればすごいから。でかいと思うよ、一人の集まりという

のは。 

投票率、四十何%、半分は行ってないわけじゃん。その人たちがある人物に入れれば、余裕で勝っちゃう。 

E：でも、若いときはそういうの恥ずかしい。恥ずかしいと思う生き方をしてきちゃったから、若いときに。

そういうコミュニティにしか居れなかったから、私はある程度の年になるまでは投票も行かなかったし、そ

ういうの格好悪いと思っていた。まじめなことを話したりするのがすっごくダサいと思ってたし、チャラチ

ャラしてるのが楽しいと思ってた。 

C：投票率上がったら困る人もいる。裏の勢力もあるから、光があれば絶対闇もある。 

A：だからこそ、投票について、色んな、漫画だとか名前のあるような人たちが「投票に行こうよ」と言う

こと自身をネットでキャンペーンをするということ自身、すごく意味のあったことだと思う。今回はすごく

あったと思う。「かっこ悪いことじゃないんだよ」ということ自身を言ってくれた。 

E：力をもってる人・・・若い子のアイドルだとか、格好いい人たち、歌手とか、そういう人たちこそ、ス

テータスを活かして発信しれくれれば。例えば、幸せにみんななれればいいね、というのを発信していって

くれたらいいなと思う。私たち、一般の人にはできないことが絶対ある。発信力のある人に比べて。 

A：そこは広める力のある人自身は、そういうことをやってくれればいい、一市民は、できる範囲のことを、

隣のおばあちゃんをかついで避難して逃げるとか（笑）、そういうことでもいいということ。「格好いい」と

いう言葉が引っかかっていて、「格好悪いから」という価値観をぶちこわしたいよね。 

E：地域に貢献するとか、選挙に投票するとか、まじめなことが格好悪いみたいなのを私もぶちこわしたい

なと思う。それによってよくなった、という風になれば、それだって格好いいことじゃん、と言いたいなあ

と思う。そういう意味では、教育って大事って思う。 

A：それにはアツさということ。バブル世代の私たちも、そこをやらなきゃいけない。せっかくバブルで熱

をもって全力で遊んだことが、どんだけ社会を変えられたか、体験しているんだから、出していかないとい

けない。 

E：アツくなるってすごいですよね。すごいことなんだけど・・・私も、「重い」と言われたことがあった。

こういうことをしゃべろうとして友だちと話すと、「Eって重いよね」とか言われたりした（笑）えーうそー

って。今は全然言われても気にしないけど。 

Q：話せる友だちと、話せない友だちは居る。 

C：意識の高い人は、低い人に合わせることができるけど、低い人は高い人に合わせることは難しい。高い・

低いとかあんまり言っちゃいけないけど、意識がそこまでいってない人に話すとアツくるしくなっちゃうの

かもしれない。 
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E：TPOに合わせて（笑） 

C：意識の高い人が、調整しながら、高めていくような。ちょっと高いところくらいに。 

Q：「政治」とかってなるといきなり堅苦しくなるが、「社会の幸せとは」とかいう話って、全員が関わるこ

と。全員が考えられる身近さなのに。 

E：「自分ごと」になってないからなんじゃない？「社会の幸せ」という言葉だけで言っちゃうと、「自分」

というところから離れちゃって、すごくふわふわしちゃう。 

C：困ってないから考えないんだろうね。困らないと知恵を出さないかもしれないし。（一年前の雪害の例）

でもまだ電気もガスもとれた。暖をとることが大事。体温３時間維持できなかったら死ぬ。雨・風しのげる

ことが大事だから、だから散歩しながら、協力してくれるところを探している。雪害のとき、みんな車でス

ーパーで買い占めて、本当に必要な人には行き渡らなかった。みんな車で出かけたから、一車線しかないか

ら緊急車両が通れなくなった。大渋滞まきおこしちゃった。それだったら歩いていけるところに居酒屋があ

るから、居酒屋に大きな冷蔵庫があるから、そこで 2-3 日食料ちょうだいと言えば、あるわけ。そういうと

ころを増やすために、団体のシールはってもらってる。 

Q：散歩からコミュニティづくり。 

A：自分がやりたいというそれ自身、一人だけだと中々小さいけど、でもそれをやり続けることが大切。 

C：継続だね。エネルギーもモチベーションも維持しなきゃ。 

E：出逢いとかつながりとか、話していく中で、そういうのが上がったりすることもあるね。 

A：自分から動くからこそ、というのはあるかもね。 

C：要は、自分から一歩踏み出すかどうか。自分を変えるためでもあるし、幸せを見つけるために。 

E：それが広がっていけば、幸せになるかもしれない。 

A：ちょっとしか変わってないから気づかないかもしれないけど、人間何かの活動をすれば、絶対に何かが

変わっている。それが悪い方に変わることもあるけど、いい方に変わっているんだ、というのを繰り返して

いくことじゃないかな。 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




