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摘

要

本研究は，農業分野における気候変動適応策を題材として，シナリオプランニング
技法を手がかりに，ステークホルダー分析などを主体とするコミュニティ主導型のボ
トムアップアプローチと，専門家デルファイ調査によるトップダウンアプローチとの
統合手法を開発し，ある地方都市への適用を通じて地方自治体における政策の実装化
に係る知見を得ることを目的としている。手法開発については，ステークホルダー分
析やステークホルダー会議で得られた知見を基に，気候変動と社会変動を起因とする
ストーリーを構成要素とする叙述的なシナリオ案を作成し，専門家デルファイ調査と
ステークホルダーへのシナリオ評価結果を経た上で，最終的に三つのシナリオを作成
した。その政策実装については，個人としての気づきはあったと考えられる一方で，
地域社会としての意思決定の質の向上の可能性については，長期的なリスクを予防原
則的な視点から順応的に行政計画に組み入れることなど，行政計画立案のあり方を変
えていく必要があり，そのための政策主体側への気づきを与えていくことが重要な課
題として残されている。

キーワード：エビデンスベース政策形成，シナリオプランニング，共同事実確認
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1．はじめに
気候変動による農業への影響は深刻かつ喫緊の課
題であり，農林水産省は 2006 年度から農業生産現
場における高温障害など気候変動によると考えられ
る影響の発生状況と，それに対する適応策について
実態調査を行い，その結果を「地球温暖化影響調査
レポート」として公表している。その中で，高温傾
向が続いていること，適応策として，水稲では高温
耐性品種の導入と遅植えや水管理といった栽培上の
技術の組み合わせ，果樹でも優良着色品種の導入と
反射シートの導入といった技術との組み合わせなど
1）
が進んでいることが報告されている 。
気候変動問題は，原子力関連技術や遺伝子組み換

え技術に係る問題など，専門家よりも一般の人々の
方がリスク認知が高い問題と異なり，むしろ専門家
の方が人々よりも先んじて来るべき事象に警鐘を鳴
2）
らしているという面がある 。したがって，これま
でにも気候変動やその影響に係わる様々な予測結果
3）
が出されている（例えば，環境省，気象庁 や茨城
4）
大学，国立環境研究所 ）。当然ながら，これらの
予測情報には様々な不確実性が含まれる。このよう
に不確実性の高い問題については，各アクターの間
で異なる許容し得るリスクの水準への合意や，導入
する適応策の優先順位を政策過程においてどのよう
に決定するのかが重要になる。
ただし，不確実性の高い将来の問題に対して，現
在からの連続的な将来を予測した結果に基づいて行
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政計画を立案するという従来の方法は必ずしも適切
ではない。しばしば用いられるのは，不確実性を考
慮し，不連続な将来を想定して，それに対していく
つかの道筋を描くシナリオプランニングなどの技法
である。緩和策については，
「2050 日本低炭素社会」
5）
6）
シナリオチーム や滋賀県 など，適応策について
7）
は欧州における CLIMSAVE プロジェクト などの
適用例がみられる。
このようなシナリオプランニング的なアプローチ
を取る際に有効と考えられるのが，専門家や行政が
トップダウン的に科学的エビデンス（専門知）を提供
するとともに，ステークホルダーや一般市民がボト
ムアップ的に
（ コ ミ ュ ニ テ ィ 主 導 型 適 応 策（CBA:
community-based adaptation）によって）現場知や生
活知を提供し，それらを統合していくことである。
これにより，各アクターの間に生じ得る潜在的なフレー
ミングギャップの解消と適応能力の向上が期待され
ている。CBA では，住民も含めた地域社会の様々
なステークホルダーの関与により，現場知や生活知
が収集され，同時に専門知が提供され，地域社会と
しての適応オプションのプライオリティ付けがなさ
れたり，その結果が政策決定へインプットされたり
8）－10）
。
している
これまで日本の農業分野における気候変動適応策
11）
については，専門家の認知 やステークホルダーの
12）
，13）
を分析したもの，農村住民や農業従事者の
認知
14）
，15）
な
選好や関与意向の規定因を明らかにしたもの
どがある。その一方で，これらの知を統合し，様々
なアクターが科学的エビデンスを共同で確認しつつ
適応策に関する対話を深めるための参加型手法とし
てどのように場の設計を行うのかについては，必ず
しも十分な蓄積がない。本研究は，農業分野におけ
る気候変動適応策を題材として，トップダウンとボ
トムアップアプローチの統合手法を開発し，ある地
方都市での適用を通して，地方自治体における政策
の実装化に係る知見を得ることを目的としている。
2．研究の方法
2.1 対象地域
本研究では農業政策ではなく，あくまで気候変動
適応策に主眼を置いていることから，全国に先駆け
てこれを検討している長野県を対象とすることとし
た。まず，同県の農業の概況や近年の気候変動影響
を把握し，初期的な検討事項リストと調査対象者を
抽出するため，県農政部局の担当者を対象にプレ調
査を実施し，県の農政の中でも重要な位置を占める
果樹生産の盛んな地区を対象とすることとした。同
地区は，長野市の北東に位置し，人口約 7 万人，総
2
面積 267 km ，総人口の約 6.7％にあたる 4,700 人が
販売農家として農業に従事，経営耕作地面積は総面
積の 9.5％にあたる 2,550 ha，果樹栽培に適した地
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区であり，リンゴ，ブドウ，桃，西洋なしなどが栽
培されている。
2.2 ステークホルダー分析とステークホルダー会議
ここで得られた情報と各種の行政関連資料などか
ら，同地区を特色づけるリンゴ・ブドウを中心とす
る果樹栽培のサプライチェーンに広く関与するアク
ターとして，生産者，行政，生産者団体，流通関係
者，種苗関係者などを抽出し，「芋づる式サンプリ
ング」によって追加し続け，おおよそ新しいステー
クホルダーが挙げられなくなったところで終了とし
た。この方法により，この問題に対する利害関心の
強いステークホルダーの網羅性は確保されているも
のと考えられ，調査対象は表 1 に示すとおりであ
る（前述のプレ調査も含む）。インタビュー調査終了
後に対象者をステークホルダーグループに分類し，
各ステークホルダーの利害関心を分析し，その結果
に基づいて，いくつかのキーとなる論点を抽出し
た。実施期間は 2012 年 9～12 月である。
文献調査やプレ調査により共通の質問紙として設
定された調査項目は，次の三つに大別される。第 1
に，自身の経営全般（地区の農業の特徴，強み，弱
みや，過去 10 年の変化，今後 10 年の間に想定され
る変化），第 2 に，気候変動緩和策・適応策に対す
る態度（これまでに感じられた気候変動の影響と対
策，地区での気候変動の深刻度など），第 3 に，必
要な情報や地域内の情報共有（情報交換の相手，仕
事上関わりのある人・組織，必要な情報）等である。
これらの中から，ステークホルダーに応じて適宜，
取捨選択して尋ねた。各ステークホルダーに対して
依頼状を送付し，了承の得られた対象者に対して 1～
1.5 時間程度の半構造化インタビューを実施した。
なお，調査では，適応策という言葉は馴染みが薄い
と考えられたため，気候変動の影響として想定され
る異常気象や新たな極端現象の発生，雨期の変化や
激化等を含む広義の気候変動影響リスクへの対応策
と説明した。
以上で得られた結果を基に，ステークホルダー会
議の場を設定し，調査対象者であったステークホル
ダーと，農業技術，気候予測，農政の 3 名の専門家
が一堂に会するワークショップを開催した（2013 年
2 月 27 日）。ステークホルダーの参加者は 8 名に限
表 1 ステークホルダー分析でのインタビュー調査の対象．
属性

件数

対象者数

プレ調査 : 県行政
（農政系部局）

1件

3名

行政
（農政系部局）

4件

5名

生産者・生産団体

10 件

11 名

栽培技術者

4件

4名

流通関係者

2件

2名

種苗関係者

2件

2名

農業資材関係者

2件

2名

25 件

29 名

合計
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定されたが，生産者，行政，生産者団体，流通関係
者，種苗関係者などから，それぞれ利害関心をもつ
ステークホルダーの参加があった。アジェンダとし
ては，著者らがステークホルダー分析の結果を，専
門家がそれぞれの専門知の提供を行った上で，専門
家とステークホルダー，ステークホルダー同士によ
る対話の場を設け，その結果を著者らがインフルエ
ンスダイアグラムとしてまとめた。この段階は，現
場知をベースとした課題認識に，専門知を加えてい
く最初の統合化であるといえる。
2.3 専門家デルファイ調査
次に，このインフルエンスダイアグラムを基に，
起こりうる「変化の道筋」について，変化は延長線
上ではなく不連続に起こることを理解し，あらかじ
め適切な対応を検討すべく，2040 年頃の長野県須
高地区を想定した気候変動と社会変動に関する初期
的なストーリーを作成するため，農業技術，気候予
測，農政の 6 名専門家とワークショップの場を持っ
た。その際に得られた知見を整理して，気候変動要
因による 19 個のストーリーと社会変動要因による 9
個のストーリー
（表 2）を筆者らが作成し，各ストー
リーについて，確実性と重要性
（深刻さ）の観点よ
り，6 名の専門家に 5 件法で 2 回にわたって評価さ
せ，最終的なシナリオを構成するストーリーを抽出
した。確実性が高くても重要性が低いストーリーな
どを除外した上で，それ以外のストーリーを適宜組
み合わせながら三つのシナリオ案を設定した。この
段階は，収集した専門知の論理的妥当性，蓋然性を
チェックし，ステークホルダーに理解されやすいよ
うな叙述的シナリオを作成するものである。
2.4 ステークホルダーによる評価とシナリオの完成
以上で評価されたストーリーのうち，さらに，
2.2 節において調査対象であったステークホルダー
を対象とした聞き取り調査により，以上で評価され
たストーリーと設定された三つのシナリオに対する
評価を得た。これは，これまでに現場知に対して付
加され抽出されてきた専門知に対して，改めて現場
表2

No. 気候変動要因

・
・

知，生活知のインプットを得て，統合化を再点検す
る段階といえる。
調査の内容は，専門家に対する調査と同様に，重
要性（深刻さ）
，確実性に加えて，期待度（このよう
な施策・取組の実施が期待される），貢献度（自分自
身でも対策に取り組める，あるいは貢献できる部分
がある）の四つの観点より評価を得た。そして最終
的に，将来に向けて最も推進すべきだと思うシナリ
オを一つ選択させた。これは，ステークホルダー
に，気候変動や社会変動がある中でどのような将来
がやってくるのかをイメージさせ，個人，あるいは
地域として取ることのできる対策について気づきを
与える意図がある。
なお，調査では，ステークホルダーに理解しやす
い方法でシナリオを提示する必要があるため，叙述
的な文章表現にイラストも加えた資料を作成し事前
に郵送した。調査当日は，三つのシナリオそれぞれ
の構成要素として五つのストーリー
（専門家デルファ
イ調査時に用いたストーリーをいくつか束ねたも
の）ごとにカード 1 枚ずつ叙述的な文章を書き込み，
これを用いてステークホルダーに説明した後，議論
をしながらそのカードを，確実性と重要性（深刻さ）
の 2 軸，期待度と貢献度の 2 軸で構成された空間上
に布置していった。これは，事前に資料を読み込む
時間のない対象者でも回答を得やすくする工夫であ
る。今回の調査対象は，前述のステークホルダーの
中から，同意が得られた農業資材，生産者，流通，
種苗のステークホルダー 6 名である。調査は 2014
年の収穫期が終了した 12 月最終週に実施した。
図 1 は，以上の調査，すなわちコミュニティ主
導型ボトムアップアプローチと専門家デルファイ調
査によるトップダウンアプローチの統合的手法のフ
ローをまとめたものである。なお，生活知の収集の
ために実施された須高地区を含む農村住民や農業従
事者を対象とする質問紙調査の結果は，シナリオ作
14）
成の際に参考として用いられ，前述の小杉ほか ，
15）
馬場ほか にまとめられている。

シナリオを構成するストーリーの例．
どうなったら⇒

1

113 - 128
（2016）

どうなる⇒

どうすればよい・楽観的・
達成すべきエンドポイント

果樹生産（リンゴ・ブドウ） 適応技術・適応策・2040 年
への全般的な影響・農村社会 （シナリオ設定時点）
までの
（須高地区）
への影響・課題
工夫・準備・対策

年平均気温
平均気温上昇に伴って
・リンゴの生育適地判定条件
上昇傾向が続く 果樹
（リンゴ）
成育栽培適地を の精緻化
検討する必要性
→現在の栽培地と現在気候
からの適地条件を絞り込む
・
・

19 平均日射量

・
・
日射量の不確実性に適応
した対策の必要性

・
・
・過多の場合には日焼け対策
・不足の場合には着色優良品種
への転換や反射シートの活用
などの対策

どうすればよい・悲観的・リスク・
回避すべきエンドポイント
リ ス ク か ら み た 適 応 技 術・ 適 応 策・
2040 年
（シナリオ設定時点）
までの
工夫・準備・対策
リンゴ適地や生産地の移動に関する
リスク
FP
（フラクチャーポイント）
：収量の減少
・
・
不確実性の高い気候変動への対策の
負担増大
FP：生産量全体のうち，売れる
美味しいリンゴの割合が○％以下
になる
（経営困難）
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図1

コミュニティ主導型ボトムアップアプローチと専門家デルファイ調査による
トップダウンアプローチの統合的手法．

3．ステークホルダー分析とステークホルダー会議
の結果
以下では，調査項目に沿って，まず当該地区の農
業や農村社会に対する態度
（
「当該地区の農業の強み
と弱み」
，
「過去 10 年に当該地区で起きた変化」
「今
後 10 年に当該地区で想定される変化・不安」
）
，次
に気候変動に対する態度，最後に必要な情報や地域
内での情報共有について挙がった論点について，複
数のステークホルダーから言及されたものを整理す
る。表 3 は，各論点に対する各ステークホルダーの
利害関心をマトリクス形式でまとめたものである。
3.1 後継者不足・耕作放棄地
すべてのステークホルダーで関心が高く，問題の
深刻さが示唆されているのが農業就業者の高齢化で
ある。現在の当該地区においても農業就業者の主力
は 70～80 歳代であり，世帯のうちの一人でも体調
不良となると収穫すらできなくなることがある。収
穫せずに農地をそのままにしておくと，病気が発生
したり翌年に生産ができなくなったりするという問
題が生じる。また，近隣では生産品目が類似してい
るため繁忙期が重なり相互援助が難しいといった問
題がある。したがって，農地を農地として残すた
め，短期的には，緊急時に煩雑な手続きなしに手伝
いを依頼できる人材派遣システムの確立が望まれて
いる。長期的には，農業の法人化や省力技術の開
発・普及などの対策が望まれている。
後継者を育成するための一つの重要な焦点は，果
実がある程度の適正価格で売れるよう，品質の良い
ものを作っていくのはもちろんのこと，地域内での栽
培品目の調整や，日本各地の産地の出荷時期を予測
しての出荷など，当該地区の農業を生産から販売ま
で戦略的にコーディネートする仕組みをどうつくる
か，また，それをチームプレイで行っていくためには
116

どうしたら良いか，という点であるとの指摘がなさ
れている。この後継者不足と耕作放棄地という論点
は，単に農業技術だけではなく，農業経営や農村社
会の将来にかかる横断的，根源的な論点といえる。
3.2 収量減少
農業人口の減少に伴い，当該地区での最近 20 年
間の全収量はほぼ半減している。収量減に伴う収入
減，産地維持の難しさについても多くのステークホ
ルダーで関心が高い。戦後から栽培し始めた歴史の
あるリンゴの収量が伸び悩む一方で，当該地区の代
表的な品種であるシナノスイートの評価が市場で高
まってきているのは，品種自体の味のよさと品質の
均一性に加え，県外でも生産され始め，一定量を市
場に出すことができているからとの指摘がある。確
立されたブランドがあるにもかかわらず，収量減に
よりそれを活かしきれていない点への懸念が特に生
産者ステークホルダーから示されている。
一方で，比較的新しい品目であるワインブドウや
桃の収量は伸びてきている。とはいえ，新しい品種
が世の中で認められていくためには，上記で述べた
とおり，一定量が市場で売買されて，その品種が消
費者や流通業者に認知される必要がある。流通・種
苗ステークホルダーは，このような新しい品種の育
成から流通に関する流れに特に強い関心を持ってい
る。今後，気候変動に伴う生産適地の移動や，新し
い品種の導入などで，地域全体の収量を確保するこ
とができるかどうかと同時に，販売戦略に沿った品
種ごとの収量調整にどのように配慮するか，といっ
たことも，いくつかのステークホルダーにとっては
重要な関心となっている。
3.3 法人化
法人化は，今後の農業のあり方としての一つの選
択肢として，特に行政から言及された論点である。
2009 年の農地法の改正により，株式会社も農業に
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気候変動に対するステークホルダーの利害関心．
気候変
動への
関心

気候変動のマイナスの影響
病害虫

日焼け /
色のり

品種

鳥獣
被害

凍害

気候変動
適応策
のプラス
の導入
の影響

行政

△

○

○

―

○

―

○

―

生産者

△

△

○

○

○

―

△

○

技術者

○

○

○

○

○

○

△

○

流通

○

○

○

○

―

○

―

○

種苗

○

―

○

○

―

○

△

△

資材

×

○

―

―

―

―

△

×

○ 強い関心あり △ 若干関心あり × 関心なし －関係なし
（言及なし）

参入できるようになり，当該地区でもすでにそのよ
うな例が存在している。しかしながら，先祖代々の
土地を相続して農業経営を行ってきた生産者ステー
クホルダーにとっては，法律上可能になったからと
いって，直ちに対応できるわけではなく，一部を除
いてそれほど現実味のある話とは捉えられていな
い。この点については，行政と生産者ステークホル
ダーとの間でギャップが観察された。
3.4 ブランド化
行政と流通ステークホルダーで関心の高かったブ
ランド化については，すでに地区内のある村では桐
箱入りの高級リンゴが販売され，ワインについても
ラベルに当該村産ブドウ使用の表記がなされている
との指摘があり，また，ある町では特産品として全
国的に有名な栗が存在することにより，同町産であ
ることの恩恵を受けているとの指摘が一部の生産者
ステークホルダーからなされた。
当該地区の JA は，24 年前に五つの JA が合併し
てできたものである。そのため地区内の関係は基本
的には良好であるものの，上記のとおり適度な緊張
感を持っていることがうかがえる。つまり，各市町
村が独自のブランド化を検討し，流通ステークホル
ダーは，各地の小売店のプライベートブランド（PB）
確立の支援をしたり，独自の PB 確立を検討したり
と，各市町村の区別にとらわれないブランド化，付
加価値をつけて，農家と地域のメリットとなる手法
を検討している。
3.5 消費者ニーズ
当該地区の農業関係者から共通して聞かれたこと
は，自身の農作物に誇りを持ちおいしいものを生産・
販売していくという高い志と自負である。その中でも
消費者ニーズへの関心が特に高かったのは，当該地
区の生産方針に参画する流通ステークホルダーと種
苗ステークホルダーである。生産者ステークホルダー
の中でもインターネット販売や直売所での販売を行う
など，消費者との関係が濃い一部の生産者では，消
費者ニーズに関心が高い傾向がみられ，消費者ニー
ズを反映した環境にやさしい農業への取組が増加す
る傾向の一端がみられた。

3.6 団地化 / ポジティブリスト制度
農地の団地化と残留農薬等に関するポジティブリ
スト制度（2006 年 5 月から施行された，基準が設定
されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流
通を原則禁止する制度であり，各品目に使用してよ
い農薬や残留してもよいその基準等が設定され，そ
れ以外のものが各品目に発見されると販売ができな
くなるため，農薬の他品目への飛散について細心の
注意を払う必要がでてきた）については，限られた
ステークホルダーからではあるが，当該地区内のあ
る村で動き出そうとしていることについて関心が挙
げられた。これは，2008 年にリンゴに散布しては
ならない農薬が発見され処分せざるを得ない事態が
発生したことを背景として，当該村では団地化の機
運が高まり，ここまで住民参加で計画が進めてきた
とされる。
団地化は，前述したように，先祖代々の土地を受
け継いで農業経営を続けていく傾向が強い生産者ス
テークホルダーの間での賛同なしには進めることの
できない施策であることに加えて，特に地域外から
進出してきたワインブドウの生産者ステークホルダー
からの関心も高く，今後の農村社会のあり方を左右
する大きな論点であると考えられる。なお，他の市
町では，団地化は 1 つの選択肢ではあるものの，現
実味を帯びた計画としては存在しない。
3.7 PR 活動
リンゴの全国シェアの 6 割弱ほどを占め，果樹栽
培面積の 9 割以上をリンゴで占める青森県に対し
て，多品目の栽培が可能な長野県の他県への販売戦
略が明確でないことについて，一部の生産者ステー
クホルダー，種苗ステークホルダーから指摘があっ
た。生産した農作物をどのように利益に結びつける
かについて，生産者と流通業者間での連携も必要だ
が，当該地区以外でも栽培されている品種に関して
は，県との協力体制が不可欠であると考えられる。
3.8 気候変動への関心
気候変動へのリスク認知は，生産者，技術者，流
通，種苗ステークホルダーで高く，行政，資材ステー
クホルダーではそれほど高くはなかった。資材ステー
クホルダーは気候変動影響が経営に直接作用しない
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ことが理由として考えられ，行政は農政の中心的なア
には，このような気候変動によるプラスの影響は享
ジェンダとして気候変動を位置づけるまでに至って
受する一方で，マイナスの影響を最小限に抑える努
いないものと考えられる。生産者ステークホルダー
力を継続すべきとの態度が示されているといえる。
の中でも，栽培している品目や農地の位置
（標高）， 3.11 気候変動適応策の導入
世代などによって関心の度合いは異なる。例えば，
顕在化しつつある短期的な影響への適応策につい
気候変動を経営環境の 1 つと捉え，自身の持つ技術
ては，すでに適応技術の研究と現場での実践が進ん
や知識で短期的な対応をしようとする態度が平野部
でいるとの指摘が技術者ステークホルダーからあっ
の生産者にみられる一方で，標高差が大きい区域の
た。具体的には，日焼けや着色などの対策，果物類
生産者は，将来的には気温上昇に合わせて標高の高
の生理現象や冬の休眠メカニズムの研究などであ
いところへの農地移転を念頭に置いている場合があ
り，これらの適応技術の研究開発の背景には，県が
る。ただ，農地移動の可能性については平野部の一
現在育成している作目を今後も作り続けていくとい
部の生産者ステークホルダーからも指摘されてお
う方針を打ち出していることが挙げられる。
り，今後は市町村界を越えて，当該地区全体として
同ステークホルダーからは，短期的な予測されう
検討する必要性があると考えられる。
る範囲での適応技術は開発可能だとの見通しも示さ
3.9 気候変動のマイナスの影響
れた一方で，中長期的な気候変動の将来予測につい
気候変動のマイナスの影響については，夏の暑さ
ては不確かな部分が含まれており，適応策を立案す
による果実の日焼け，夜温が下がらないことによる
る際にその不確かさをどう扱うかについては方法が
色つきの悪さ，鳥獣被害，冬眠期間の気温上昇後の
十分に確立されていないことへの懸念も示された。
再下降による凍害などが報告されており，生産者ス
さらに，仮に適応技術が確立されても，導入コスト
テークホルダーがどの問題に関心があるかは栽培種
や設置と撤去の手間について地域社会でどのように
目によって異なる。技術者ステークホルダーから
意思決定していくかという課題の存在も指摘され
は，気温の上昇によりこれまで当該地区では見られ
た。ただし，生産者ステークホルダーでは，ワイン
なかった病害虫の発生が確認されていることに加
ブドウの生産現場で土壌の温度を上げないための葉
え，環境配慮型の薬剤が好まれるようになったこ
摘みの方法や摘花の方法など様々な工夫がされるな
と，害虫が薬剤に対しての耐性をもつスピードが速
ど，意欲的な生産者ステークホルダーの存在も確認
くなっていることなどが問題視されている。資材ス
されている。今後は適応技術の確立と同時に，その
テークホルダーとしては，一定の懸念は示された
技術が地域で実践，普及されるような地域社会の仕
が，スピードスプレーヤーで希釈した農業を広範囲
組みづくり，さらに将来予測の不確かさの扱い方に
に散布するスタイルが変更にならない限り経営上の
ついての検討も同時に実施していく必要がある。
影響はないとしている。
3.12 当該地区のネットワーク
3.10 気候変動のプラスの影響
当該地区では，JA と果樹試験場が，地域の農業
気候変動による影響としては，マイナスの影響へ
の技術や生産，流通のあらゆる側面を支える重要な
の指摘の方が圧倒的に多かったが，ブドウ生産量の
組織として，多くのステークホルダーから挙げられ
伸びというプラスの影響についての指摘があった。 た。具体的には，JA の技術員として県の農業大学
ナガノパープルやシャインマスカットなど皮ごと食
校の卒業生が多く赴任しており，彼らが果樹試験場
べられるブドウの生産，販売が伸び，また本調査を
の OB で構成する果樹研究会とともに生産者をリー
実施した 2012 年は様々な良い気象条件が重なり，
ドしたり，また，果樹試験場が新しい品種や技術の
全般的に高品質なブドウを収穫できたとの指摘があ
講習を技術員や生産者向けに行ったりといったよう
った。ワインブドウも生産量を伸ばしている。ただ
に，「他の地域にはない」と異口同音に指摘された
し，これについては，ワインブドウが気候変動のた
緊密なネットワークが形成されている。もちろん，
め品質が変化してきたことから，山梨県から適地が
本調査で芋づる式に特定されたステークホルダーの
動いてきているとの指摘が何人かの生産者ステーク
すべてがこういったネットワークに積極的に関与し
ホルダーから挙げられた一方で，当該地区は元より
ているわけではないが，特に，この二つの存在が当
果樹産地に適しているため質の良いブドウが収穫で
該地区の農業における地域社会ネットワークの中心
きているのであり，山梨では本来，欧米の品種の栽
的な存在として大きな影響力を持っていることが推
培には土壌が向いていなかったと指摘するステーク
察される。
ホルダーも存在し，科学的事実に対する認識の違い
3.13 適応策の実装化へ向けた留意点の整理
がみられた。
以上で述べてきた各ステークホルダーの利害関心
また，生活者としての視点から，温暖化で雪が少
に基づき，適応策の実装化へ向けた留意点について
なくなり住みやすい地域になる，雪かきが必要なく
整理する。
なる，といった生活全般に関するプラスの影響につ
（1）時間スケール・科学的事実に係るフレーミング
いて行政から若干の指摘があった。しかし，全般的
ギャップの解消
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気候変動リスク認知の程度は各ステークホルダー
によって大きな差異がみられた。長野県環境保全研
究所が IPCC や国立環境研究所などの気候モデルを
参考に長野県の気候予測情報についてまとめたが，
関心の強い生産者や技術者の中で，触れられること
はなかった。その情報伝達不足こそが，今後の対応
の判断を遅らせている可能性がある。
今後の農業を考えていく上で，気候変動の影響は
避けて通れない問題である。長野県や当該地区に限
定した気温変化のシミュレーション結果や，気温上
昇によって栽培適地はどんな速度で，どのように変
化していくのかについてなどの情報共有が，今後，
適応策を地域で考えていく上でのスタートラインで
あると考える。
（2）
産地維持のための適応策
適応策は，現在の農業関係者にとって必ずしも最
重要課題ではない。当該地区における生産者の主力
の年代は 70～80 代であり，10 年後に産地をどう維
持していくかについての懸念も多く聞かれた。後継
者不足問題の緊急性が差し迫っている中，技術者の
間では適応策の研究が進められているが，生産者は
これまでの農業経営で得たノウハウや技術者から受
けた指導をもとに，現在対応している。栽培上の課
題として気候変動は重要な位置を占めるものの，農
業経営を短期的に考えた場合は優先順位が下がる。
そのような背景のもと，適応策に着手していくに
は，省力化や色づき管理が不要な品種の導入など新
技術が直接的・間接的に産地維持につながるような
工夫が必要だと考える。また同時に，産地維持に必
要となる中長期的な適応戦略構築へ着手することが

図2
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求められる。
（3）当該地区特有のネットワークの活用
果樹試験場や JA を中心とした，生産者や生産者
グループの密なネットワークは，当該地区の強みで
ある。このネットワークを活かし，地域の農業関係
者や生産者の方に受け入れてもらえる方法で，適応
策の導入を検討していくことが効率的であると考え
られる。しかし，当然のことではあるが，自分の利
害関心のあるステークホルダーグループとは密な情
報交換が行われるが，交流が盛んではないステーク
ホルダーグループも存在する。
（4）
地区の将来を協働で検討する場（ステーク
ホルダー会議）の設定
以上で述べてきた当該地区の農業の将来を考える
際に，まずは個々の抱える長期的・短期的課題をス
テークホルダーが一堂に会する場で共有し，全員で
課題解決に向けた提案などを検討していくことがで
きるよう，ワークショップ（ステークホルダー会議）
を設定した。その際に個々の考える地域の課題を共
有していくのと同時に，気温変化のシミュレーショ
ン結果など必要となる専門知を共有していくこと
も，地域の将来像を検討していく上で不可欠であ
る。そこで前述のように，農業技術，気候予測，農
政の 3 名の専門家も参加し，それぞれの専門知の提
供を行い，著者らがステークホルダー分析の結果を
提供した上で，専門家とステークホルダー，ステー
クホルダー同士による対話の場を設け，その結果を
著者らがインフルエンスダイアグラムとしてまとめ
た（図 2）。
現場知，生活知に基づく懸念が，専門知による一

ステークホルダー会議
（2012 年 2 月）で得られたインフルエンスダイアグラム．
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定の補完を経た上で構造化されている．このように
問題の構造を可視化して共有することにより，当該
地区で重要な課題である，後継者不足と耕作放棄地
増加の問題，生産・販売に関する戦略，気候変動へ
の適応などは，他の課題とも複雑に絡み合い，独立
した課題として取り扱うことが容易ではないことが
理解され得る。同時に，複数の課題に対して同時に
プラスの効果をもたらすマルチベネフィットな政策
とは何かを探っていく契機ともなり得る。
4．専門家デルファイ調査とステークホルダーによ
る評価の結果

にも「台風の大型化」が同様に専門家よりもステー
クホルダーの評価の方が低くなっている。逆の傾向
を示したのが，「病害虫」や「降水量の過多・不足」
である。これらの専門家による評価とステークホル
ダーによる評価との相違が顕著であった四つの点に
ついて，最終シナリオでの反映方法などを表 4 にま
とめている。なお，シナリオ案の修正にあたっては，
聞き取り調査で得られた自由な発言も多く反映した。
また，図 5 は，期待度と貢献度の軸で 5 件法に
よりステークホルダーから評価された結果を示した
ものである。「期待度」については 5 点と評価され
たストーリーが複数あったものの，「貢献度」が 5
点に近い評価を得たストーリーは少なかった。とは
いえ，「夏期の高温と長期化（現場）」，「リーダーの
不在」，「競争力の維持」は期待度だけでなく，貢献
度でも比較的高い評価を得ている。したがって，全
般的には他者や地域社会全体への期待が高いもの
の，産地としての地域社会を維持するために自らの
仕事上で貢献できることや，その範囲を超えてリー
ダーとして地域社会へ貢献することを視野に入れて
いるステークホルダーも一定程度は存在しているこ
とがうかがえる。
また，将来に向けて最も推進すべきだと考えるシ
ナリオ案についての回答結果は，想定されている事
象が起きた場合には農業に重要な影響を与えるシナ
リオ案 A，または，気温を中心に気候変動について
記したシナリオ案 C に分かれた。雨・雪を中心に
気候変動について記したシナリオ案 B については，
いずれのステークホルダーにおいても第 2 位以降の
評価しか得られなかった。

図 3 は，図 2 のインフルエンスダイアグラムを
基に，著者らが作成した初期的なストーリー（気候
変動要因による 19 個のストーリーと社会変動要因
による 9 個のストーリー）に対する専門家の評価結
果を示したものである。各ストーリーの概要は図の
下に示してある。
まず，確実性が高く重要性も高いストーリー群を
ベースストーリー，確実性は低い
（あるいは不明であ
る）
ものの重要性が高いものを重要な検討ストーリー，
確実性は低い
（あるいは不明である）
が重要性は高く
ない
（あるいは不明である）
ものをモニタリングすべ
きストーリー，それ以外は検討対象外ストーリーと
して整理し，これらを適宜組み合わせながら三つの
シナリオ案を設定した。すなわち，①果樹生産地の
継続に関わる事象が起こる未来，②ジワリジワリと
変化する雪と雨，③ジワリジワリと変化する気温，
である。
次に，このようにして作成された三つのシナリオ
案に対する評価を，ステークホルダーへの聞き取り
5．最終的なシナリオの概要
調査結果より得た。図 4 は，図 3 に示した専門家
の評価結果と同様に，確実性と重要性（深刻さ）の軸
以上の結果を踏まえて修正し，作成した最終的な
で 5 件法によりステークホルダーから評価された結
シナリオの概要は次のとおりである。なお，シナリ
果を示したものである。ただし，前述のように，こ
オをより広い層へ提供し，当該地区の気候変動を入
こで評価されたのは三つのシナリオ案の構成要素で
り口とした将来像に係わる議論の契機として活用さ
ある各ストーリーではあるものの，専門家デルファ
れることを企図して，図 6 に示すような A3 サイズ
イ調査の際に評価されたストーリーのいくつかを束
の 3 つ折りパンフレットを作成した。
ねたものとなっており，厳密な比較はできない。こ
れは，専門家であればこそ評価できる各ストーリー
【共通ストーリー】
をそのまま同様にステークホルダーに評価させるの
① 平均気温の上昇
は現実的に困難であると判断されたためである。
2040 年の長野県須高地区。地球温暖化の影響で，
専門家の評価結果とステークホルダーのそれとを
年間平均気温は緩やかに上昇を続け約 14 度となっ
比較すると，重要性，確実性の両者においてステー
た。また，「年平均気温が 14 度以上になるとリンゴ
クホルダーの平均値が高い結果となった。また，
の生産が難しくなる」という知見もある（実際には
「突然変異」を除くすべての項目が分散することな
より高温域でもリンゴ生産している地域はあり，高
く第一象限に集中した。つまり，今回のシナリオ案
温耐性品種もあることから，全く生産できなくなる
を構成するストーリーのほぼすべては，現場で農業
というわけではない）。
に携わるステークホルダーにとって農業生産の継続
② 人口の減少
に関わる重要な事項であったと考えられる。ただ
全国的な少子高齢化の傾向に伴い長野県の人口は
し，個別のストーリーをみると，
「突然変異」以外
2040 年時点で約 167 万人と，2010 年の約 215 万人
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気候変動要因
1 平均気温上昇に伴って果樹（リンゴ）成育栽培適地を検討する必要性

ベース

2 平均気温上昇に伴う品種改良，生産作業工程の変更，農薬や機械等の見直しの必要性

ベース

3 年平均気温上昇傾向が続く . 品目転換を視野に入れた，様々な品目のマーケティングの必要性

ベース

4 春の温度上昇と天候不順により春の発芽期・開花期が早まる，天候不順による凍霜害対策の必要性

ベース

5 夏期の高温①収量の増加に伴うマーケティングの必要性

モニタ

6 夏期の高温②リンゴの食味の変化（酸が減り，甘みが増す）
メリットを活かす販売促進の必要性

モニタ

7 夏期の高温③果樹の硬度低下に伴い，やわらかい食感をメリットとして活かす販売促進の必要性

モニタ

8 夏期の高温④貯蔵性の低下に伴い，保管・流通への工夫の必要性

モニタ

9 夏期の高温⑤果実着色の遅延・不良への工夫の必要性

ベース

10 夏期の高温⑥日焼け果対策の作業への工夫の必要性，着色向上とのトレードオフ
11 夏期の高温⑦病虫害対策への工夫の必要性

ベース
重要

12 夏期の長期化・秋の高温化。暑さ対策，果実形成・成育の長期化に伴う作業負担への対策

ベース

13 冬の気温が上昇。リンゴの翌春の発芽を促す工夫の必要性

モニタ

14 降水の予測は不確実性が大きいが，降水量の不足・過多をそれぞれメリットとして活用するための工夫

モニタ

15 降雨強度が増大。ひと雨の降水量増加と，無降水日数の増加の両方への対策

モニタ

16 台風の大型化・コース変更，竜巻の発生に伴う影響 . 両方への対策

重要

17 積雪深，積雪期間の短縮。雪害に比べ凍害発生への対策強化の必要性

モニタ

18 雪が雨になる，雪質変化。雪質の変化への対策強化の必要性

モニタ

19 平均日射量は予測の不確実性が大きい。日射量の不確実性に適応した対策の必要性

モニタ

社会変動要因（果樹生産（リンゴ・ブドウ）への全般的な影響・農村社会
（須高地区）
への影響・課題）
101 高齢化進行①ブランド力の維持が課題になる

ベース

102 高齢化進行②農地を集約して有効活用を考え，作業簡略化へ発想の転換が必要となる

ベース

103 高齢化進行③計画的な都市開発へ誘導する必要性が出てくる

対象外

104 後継者不足①行政の新規就農支援などが必要になる

ベース

105 後継者不足②行政主体の農地の団地化促進と地域住民主体の区割り選定が必要となる

ベース

106 後継者不足③成功モデルの導入やリーダー ( 技能者 ) の育成が重要となる

ベース

107 TPP の導入により海外販路の開拓や付加価値をつけた販売が課題となる

ベース

108 病害虫被害・突然変異が心配。突然変異への早期対策がとれる体制づくりが必要となる
109 鳥獣被害が既に起きている。生態系バランスの維持，管理がより重要となる

図3

重要
ベース

シナリオ案を構成する各ストーリーに対する専門家の評価結果．
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図 4 シナリオ案を構成する各ストーリーに対するステークホルダーの評価結果．
（確実性と重要性）

表4

専門家による評価とステークホルダーによる評価との相違点．

専門家評
価でのス
トーリー

11

108

内容

相違点

専門家評価では確
実性が 3 点だった
のに対し，ステー
病害虫
クホルダー評価で
被害
は 4.8 点 と 高 い 値
だった

突然
変異

専門家評価では重
要 性 4.2 点 だ っ た
のに対し，ステー
クホルダー評価で
は 2.8 点 と 最 も 低
い値だった

専門家評
最終シナリオへ
価でのス
の反映方法
トーリー
シナリオ案で確
実に起こってい
ることが表現で
き て い る た め，
変更なし

数値，聞き取り
内容の両方を考
慮し，シナリオ
案から削除

内容

相違点

最終シナリオへの
反映方法

16

専門家評価では重要性 台風は気候変動に関
4.6 点で平均以上だった 係なく何年かに一度
台風の のに対し，ステークホ は来るもの，作目変
大型化 ルダー評価では 4 点で， 更や共済加入，各自
大型化 平均以下であった
の工夫で対策が可能
など，聞き取りでの
指摘を盛り込んだ

14，15

専 門 家 評 価 で は No14，「確実に」起こって
15 の 両 者 と も 重 要 性， いる，水の調節は果
降水量 確実性が平均以下だっ 樹栽培にとって「重
の過多・ たのに対し，ステーク 要な」課題であると
不足 ホルダー評価では両者 の文言を加えた
とも重要性，確実性で
が平均以上であった

図 5 シナリオ案を構成する各ストーリーに対するステークホルダーの評価結果．
（期待度と貢献度）
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最終的なシナリオの一般向けパンフレット．
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から約 48 万人
（約 22％）の減少となった。当該地区
の人口は 2010 年の約 7 万人より約 19％減少し，約
5 万 7 千人となっている（国立社会保障 ･ 人口問題
研究所の『日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3
月推計）
』より）
。2014 年時点で全国最多であった
長野県の農家数
（約 12 万戸），就農人口もこれらに
伴って減少した。

と作目を変更する者も出てきている。環境系研究機
関では台風経路の予測の技術を上げた。国内では竜
巻が発生している地域もあるが，まだ須高地区では
見られていない。万が一大規模な竜巻が直撃し壊滅
的な被害を受けた場合，そこから物理的・精神的に
復活する術についてはまだ十分な準備ができていな
い。
A - 5：成功モデルの導入やリーダーの育成が重要
地域全体で行動を起こす際に重要になるのがリー
ダーの存在である。以前は地域全体を見渡せるリー
ダーがいたが，現在は作物別，年代別，地域別など
様々な小規模のネットワークができ，行政，JA，
生産者それぞれがそれぞれの立場でネットワーク化
に必要なことを行っている。絶対的な中心者が不在
のため，配慮に欠けると孤立化してしまう生産者が
いることが課題として挙げられている。

【シナリオ A：果樹生産地の継続に関わる事象が起
こる未来】
A - 1：夏期の高温：病虫害対策への工夫が必要
年間平均気温が上昇し，それに伴い病害虫がこれ
までとは違った時期に発生したり，須高地区では見
たことのない病害虫が発生したり，病害虫に薬剤へ
の耐性がついて一つの薬剤の効力期間が短くなって
きたりしている。病害虫の生育期間は長くなり，生
産者は刻々と変化する状況に指導機関から情報を得
ながら対応しなくてはならなくなっている。農業系
【シナリオ B：ジワリジワリと変化する雪と雨に対
研究機関では 30 年前から製薬会社と共同で，薬剤
処する未来 】
の耐性や，散布時期，散布量の研究を進めており，
B - 1：水量の不足・過多をメリットとして活用する
引き続き新たな現象を加味しながら研究を続けてい
ための工夫
る。この研究への期待は関係者すべてからとても高
気候変動の影響は，雨や雪による「水」へも確実
い。また病害虫対策として性フェロモン剤を使用す
に出てきている。年間を通じて降水量は過多か不足
る動きも広がっている。
のどちらかに二極化し，果樹の生育にあわせて適量
A - 2：鳥獣被害の激化・常態化対策：専門職による
の水を供給することが難しくなっている。大雨など
管理がより重要
が原因で降水量が過多になると，果肉が肥大化し皮
生態系の変化ということに関連し，都市と山の境
に割れ目ができることがあり商品価値が下がるとい
があいまいになり，畑に動物が頻繁に侵入してい
う問題もあるため，水の調節は果樹栽培にとって重
る。鳥獣被害は非常に深刻で，見られ始めた頃は高
要な課題である。共同の灌水施設がある地域では行
山村では村の周囲に電気柵を張り巡らせる等の対処
政も一緒になり整備を丁寧に行い，農園が点在して
療法だったが，その後 20 年かけて，専門家の指導
いるところに対しては水の問題を軽減しようと行政
のもと里山の利活用を行い，生態系のバランスをで
もできる限りの努力をしている。また，水はけのよ
きるだけ壊さない努力を続けている。それでも鳥獣
い栽培適地には畑の拡大や新規就農者が入ってくる
との「いたちごっこ」は続いており，一度はガバメ
などして，常に畑が使われている状態である。川の
ントハンターを設置したが，大きな効果はみられな
堤防の決壊については，今でもそのリスクを抱えて
かった。その後，ジビエを卸す販路を開拓し副業と
いる。
して猟師を行う若者も現れ，今現在はそれが鳥獣対
B - 2：豪雨による災害リスクを低減するための工夫
策にも効果を上げている。生産者個人では罠を仕掛
これまでは，特に降雨量が多い時は急斜面で土砂
けるくらいのことしかできず，地域全体の対策が期
災害が発生することもあったが，豪雨による災害リ
待されている。
スクを考慮し，山際に農地をもつ生産者は農地を移
A - 4：台風の大型化・コース変更，竜巻の発生に伴
動するなど個人で対策を取っていた。一方で農業系
う影響と対策
研究機関では気候変動を考慮して品目別に栽培適地
近年台風は大型化・頻繁化し，異常気象からの農
の研究を継続して行っており，その情報を公開して
作物の保護は地域の重要な課題になっている。台風
いる。その結果，土砂災害の危険だけでなく，気温
の影響で，リンゴ生産高が例年よりも少なかった場
が上昇していく中で果樹栽培を続けていくために，
合，物理的なダメージはもとより精神的なダメージが
農地の移動を検討する人が増え始めている。
大きく，特に，高齢の生産者への精神的なサポート， B - 3：雪質変化への対策強化の必要性
物理的な園地復旧の支援がいかに重要か地域全体で
1998 年の長野冬季オリンピック開催時のような
感じている。果樹共済に加入する生産者は微増を続
積雪の光景は，もはや過去のものになった。当該地
けており，それと同時に人災にならぬように，生産者
区でも降雪期間は短くなり，雪質もサラサラした雪
は 10 年に 1 度やってくる大型台風に備えて常に対策
から水分を多く含んだ雪へと変化した。降雪量が減
を取っている。リンゴと比べて強風に強いブドウへ
り雪かきは楽になったが，異例の大雪は 10 年に一
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回程度発生するため，対策を怠ると，被害が甚大に
なるという問題がある。予報の技術は信頼できるも
のになったが，3 年前の大雪の際に豪雪対策を取っ
ていなかった畑は，枝が折れ，ハウスや棚が倒壊す
るなど，大きな被害を受けた。大雪の規模が年々大
きくなってきたため，ハウスや棚などへの施設共済
もできたが，被害を回避するためには生産者個人の
努力に寄るところが大きい。
B - 4：凍害発生への対策強化の必要性
雪が地面に残らなくなることで，土壌表層温度が
低くなりすぎてブドウの一部で芽が出ないという現
象も見られている。このような凍害被害が増加して
おり，種苗業者では耐寒性品種を増やしており，生
産者も個人で藁を敷くなどの対策を取りつつも，順
次耐寒性品種の導入を行っている。被害が増加傾向
となれば，対策への人的・経済的負担の軽減が課題
として残っていくだろう。
B - 5：冬の気温上昇への対策
原因不明の発芽不良が起こる頻度が微増傾向にあ
り，果樹の生産量に影響が出始めている。農業系研
究機関は，この休眠覚醒・花芽形成に関する問題を
非常に重要な課題と捉え，2010 年ごろから研究を
始め，安定して花芽形成をする技術の開発に力を注
いでいる。
【シナリオ C：ジワリジワリと変化する気温に対処
する未来 】
C - 1：夏期の高温と長期化への生産現場での対策
年間の平均気温上昇により最も顕著に影響が出て
いるのが，夏期の高温である。また，夏期が長期化
していることも果樹に大きな影響を及ぼしている。
日焼け対策や着色不良については 30 年前から出て
いた影響で，農業系研究機関は暑さに強い品種の育
成や日焼け対策の技術を開発し，生産者も葉摘みの
時期など独自の工夫をしていくことで，同地区でリ
ンゴとブドウを生産し続けることができている。県
の PR と流通業者の努力も功を奏し，りんご 3 兄弟
（長野県生まれの 3 つのオリジナル品種である秋映，
シナノスイート，シナノゴールド）の売り上げは全
国で伸びており，人気や価格も安定してきた。ま
た，県の農業人材育成計画による県内外からの季節
的な作業のサポート体制も徐々に定着し，夏を乗り
切るのに大いに役立っている。夏期の高温対策への
期待はとても高い。
C - 2：夏期の高温と長期化へのマーケティングでの
対策
（食味）
夏期の高温はリンゴの外見だけでなく，果肉にも
変化をもたらした。以前はシャキシャキと歯ごたえ
のいいリンゴが主流だったが，近年では果肉の硬度
が落ち，やわらかく糖度が増したリンゴも出荷して
いる。一方で，年代によってもリンゴの食味や食感
に関する好みが異なるため，流通業者は，輸送距離
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や食味のニーズを考慮した出荷を行わなくてはなら
なくなっている。
C - 3：夏期の高温と長期化へのマーケティングでの
対策（保管）
果肉の硬度が低下したことで，貯蔵性も低下し
た。農業系研究機関では長く保管できる品種の開発
に力を入れ，生産者や流通業者は貯蔵性を上げるた
めの薬を使用したり専用の貯蔵施設を設けることで
対応している。これらの努力により “made in Japan”
の果樹の需要が伸び，外国にまで運べる品種が収穫
できるようになってきた。海外でも同地区の品質，
ブランドが認知されるようになり，今後はこの状態
を維持していくために，地域でのサポート体制の維
持に尽力する一方で，流通業者を中心に海外ニーズ
を把握しながら販売戦略を考え，地区独自のカラー
を出した果実を生産し続けるために努力を続ける。
C - 4：春の温度上昇と天候不順への対策
気温上昇は春にも影響を与えるが，春の問題は，
3 月に一度暖かくなったのに，4～5 月に遅霜が発生
し，一度出た芽が枯れてしまうことにある。遅霜は
近年，毎年確実に起こっており，被害の影響は大き
い。被害回避の対策は個人レベルでの防霜ファンの
設置や焚火にかかっているため，対策が遅れ被害を
受ける生産者も少なくない。農業系研究機関では凍
霜害に強い品種の開発を始め，行政が早期警戒シス
テムなど情報共有の迅速化に努め，生産者個人の対
策も定着し，ここ数年の被害は一時期より格段に減
っている。
C - 5：国内外の産地との競争力の維持への工夫
気候変動の影響で，国内のリンゴ栽培可能地域は
増加し，ライバル産地として青森県に岩手県が加わ
った。その一方で，当該地区では地域によっては，
リンゴからブドウへ品目転換をする生産者が増えて
おり，リンゴの生産量は減っているが，信州の果樹
ブランドの評価は依然として高い。リンゴ生産にお
いては，収益をあげるため，そして，消費者におい
しさを感じ続けてもらうために，他産地と協力しな
がら出荷時期を調整する必要が出てきている。また
県が中心となり，新たな販売経路の開拓，海外輸出
の促進にも積極的に取り組んでいる。その結果，東
南アジアや中東で信州のリンゴは品質が認められる
ようになり人気が出ている。流通業者は常に競争産
地の出荷量・出荷時期，海外でのマーケティング調
査を行い，その結果をもとに生産者と協力しながら
信州ブランドの維持に努めている。また，行政の新
規定住希望者への優遇，里親制度はより充実してお
り，信州ブランドの強さも追い風となり同地区での
担い手不足解消の一助となりつつある。
6．考察と今後の展開
シナリオプランニング的な手法の効果として，意
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思決定の質の向上，メンタルモデルの拡大と発見の
促進，組織の認識力の向上，マネジメント力の強
化，リーダーシップツールとしての活用などが挙げ
16）
。また，CBA の効果として，能
られる （城山他）
8）－10）
。本研
力開発や脆弱性の低減などが挙げられる
究で実施した，ボトムアップ的な CBA と専門家デ
ルファイ調査によるトップダウンアプローチの統合
にシナリオプランニングを適用した手法について
も，こうした効果が期待される。以下では，インタ
ビュー調査の過程で得られたステークホルダーの反
応から，個人としての気づき
（能力開発やメンタル
モデルの拡大と発見の促進など）と，地域社会とし
ての意思決定の質の向上の可能性について，今後の
課題も含めて検討する。
まず，当初のインタビュー調査では，気候変動影響
の認知や適応策への態度についてステークホルダー
によって濃淡が大きく存在し，このうち特に関心の
高いステークホルダーは，ステークホルダー会議，
シナリオ案の評価など複数の機会を通じて専門知を
獲得しながら，30 年後の地域社会における不確実
性や脆弱性のポイントについて理解が深まったもの
と考えられる。その際，詳細な個々の分野の専門知
が独立的に提供されるのではなく，統合的で叙述的
なシナリオとして提供されることにより，気候変動
を入り口とした地域社会全体の将来像の把握が，ど
のような適応策を準備すべきかについて比較的容易
に気づきを与えたものと考えられる。また，シナリ
オ案の評価においても，あるステークホルダーから
は，リスクを安易に回避できるとしたストーリーに
は真実味がなく，リスクを回避できない事態を想定
したストーリーも必要だとの指摘があるなど，シナ
リオプランニングの趣旨を十分に踏まえたスタンス
で臨む姿勢もみられた。
ただし，本研究では，手続きとしては専門知と現
場知との統合を丁寧に行ってきたものの，十分に詳
細な専門知が臨機応変に柔軟に提供されたかという
点では改善の余地があるといえる。例えば，冒頭で
触れた欧州における CLIMSAVE プロジェクトでは，
統合化アセスメントプラットフォームを用いて，専門
家とステークホルダーとが相互作用を図る機会が提
供された。すなわち，ワークショップの場でステー
クホルダーから得た脆弱性評価について適応策の選
択などに係わる回答がプラットフォームに入力さ
れ，その場で適応策の効果に係わる結果が得られる
など，叙述的シナリオと気候モデル，影響モデルが
連携され，オンラインでリアルタイムに結果が表示
17）
されるツールが用意された 。このような専門家と
ステークホルダーとの対話を促進するアプリケーショ
ンツールは有効であり，開発を急ぐ必要があると考え
られる。さらに，専門家とステークホルダーとの対話
を促進するという意味で，ステークホルダー分析やリ
スクアセスメントの結果を踏まえ，交渉シミュレーショ
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図7

社会実装の様々なレベル．

ン（ある種のロールプレイングゲーム）を開発し実施
するといった別のソフトなツール開発の方向もあり
18）
得る 。
次に，地域社会としての意思決定の質の向上の可
能性については，本研究成果の政策決定上の活用方
法，つまり社会実装上の問題と結びついており，む
しろ今後の課題が大きく残されたといえる。気候変
動問題に係わる集合的な意思決定の質を向上させる
方法の一つとして，気候変動影響とその適応策をこ
れまでの緩和策に加えて行政計画として組み入れる
ことが挙げられる。これは，長期的なリスクを予防原
則的な視点から順応的に行政計画に組み入れること
に他ならない。このため，不確実性を考慮し，不連
続な将来を想定して，シナリオプランニングなどの技
法で得たいくつかの道筋を行政計画に組み込んでい
くことが重要となる。そのような計画立案の手法が
19）
，20）
，
実際に適用された例はいくつか存在するものの
21）
現状では稀といえる。茅ほか が指摘するように，
研究成果の社会実装には様々なレベルが存在する。
筆者らは，ある技術革新が社会実験から部分的定着
を経て波及していくためには，政策主体にも政策変
容
（政策イノベーション）
を，社会全体でも制度や文化
の変容を受容する素地が必要であると考える
（図 7）
。
今後，気候変動問題に向き合うためには，短期的な
課題にとらわれがちな計画立案のあり方を変えてい
く必要があり，そのための政策主体側への気づきを
与えていくことが重要な課題であると認識している。
7．おわりに
本研究は，農業分野における気候変動適応策を題
材として，シナリオプランニング技法を手がかり
に，ステークホルダー分析などを主体とするコミュ
ニティ主導型のボトムアップアプローチと，専門家
デルファイ調査によるトップダウンアプローチとの
統合手法を開発し，ある地方都市への適用を通じ
て，地方自治体における政策の実装化に係る知見を
得ることを目的としている。手法開発については，
ステークホルダー分析やステークホルダー会議で得
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られた知見を基に，気候変動と社会変動を起因とす
るストーリーを構成要素とする叙述的なシナリオ案を
作成し，専門家デルファイ調査とステークホルダー
のシナリオ評価結果を経た上で，最終的に三つのシ
ナリオを作成した。その政策実装については，個人
としての気づきはあったと考えられる一方で，地域
社会としての意思決定の質の向上の可能性について
は，長期的なリスクを予防原則的な視点から順応的
に行政計画に組み入れることなど，行政計画立案の
あり方を変えていく必要があり，そのための政策主
体側への気づきを与えていくことが重要な課題とし
て残されている。
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