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意見

 広報戦略の目的を明確にすることだと思います。私は、それは研究成果の普及だと考えているので、研究内容をマニュアル化（プロ
セスの標準化）して、実際に地方自治体の使ってもらえる様にすることだと考えます。なので、研究成果と地方自治体との活動を一体
的に整理しています。その際の広報の重要性は、地方自治体にマニュアル（プロセスの標準）を広報により理解してもらうことだと思
います。

 ご意見ありがとうございます。潜在ユーザーの発掘を目的とした広報と、一般向けの理解増進、適応策の関心度向上を目指した広報の2つの
目的でRESTECは広報活動を行いました。研究成果の実装や普及についてはシンポジウムや動画などを通じて研究者やモデル自治体を側面か
ら支援させていただきました。
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意見

 企業経営者にとってのニーズは、①リスク回避、②価値創造です。①のリスク回避は理解しやすいのですが、保険会社のリスク評価
や企業の立地リスク（水資源の将来）などだと考えます。それに応える情報を提供すれば、企業側ニーズを発掘しやすいと考えます。
それは、リスクの先読みニーズです。②の価値創造は、将来の気候変化の要素と事業内容がどの様に関連しているかを聞くことだと考
えます。企業経営者は常に他企業と差別化出来る商品を求めており、気候変化の情報を提供することで差別化商品に関する対話をする
ことも大切だと考えます。

 ご意見ありがとうございます。保険会社の例は、①リスク回避が、そのまま彼らにとっての②価値創造（他社との差別化）に繋がったこと
が、SI-CATとの連携がうまくいった理由でもあると考えております。
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質問

 JAMSTEC今後もd4PDFや5kmRCMの再現性について、過去の災害データやJRAのDSデータ等を比較しながら検証していますが、地
域ごとに「この河川の規模で最大のリスクとなる雨台風は再現出来ている」「地形性降雨は現状では再現されていない」、などの自治
体の防災部局や河川計画系にとって有用なガイドブック的なものが出来てくると使いやすくなると思います。5kmRCMや統計的DSに
ついてはdiasコアユーザーでも活用出来るように調整していただけますでしょうか。またテキスト変換ツールについて、JAMSTECの
方の協力を得て作成していますが、diasなどで使うことがあれば提供出来ればと思います。

 コメントありがとうございます。SI-CATで作成したデータの活用についてはDIASとも相談してSI-CATの成果が散逸しないようにしていき
たいと思います。d4PDFや5kmDSデータはSI-CATでいくつも活用事例を作ることができましたが、ご指摘のように地域ごと・イベントごと
の特性が完全に理解できたとはいえません。このようなノウハウの蓄積はデータ作成者だけでは手が足りないことは明らかなので、ユーザー
と連携した解析を今後もいろいろな形で進めていく必要があると考えています。
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質問

 カスケード方式の洪水制御という新方式が非常に興味深い。シロウト質問ですが、各ダムで水量などのモニタリング情報は一か所に
集約されて、ネットワーク的な制御がされているのでしょうか？最終的に、その制御系が正しく動作することが必要と思われます。差
し支えなければ、制御部分の説明をお願いします。

 ご質問頂き有難うございます。結論から申しますと、カスケード方式は複数のダムの情報（水位や流量）を集約した上での最適化とは異な
ります。ダムのオペレーションは、各ダムへの流入量が無害放流量（下流側に流せる上限）を超えたら放流量が無害放流量と一致するように
ゲートを操作して、一時的に貯水するものです。カスケード方式は、これまでの治水方式から無害放流量の値を変更することになりますの
で、簡単に言えば、ダムの操作規定（治水の考え方）を変えることに相当します。なお、今回の解析では、理想的なゲート操作が行われた場
合を想定しておりますので、遅れを伴うような制御系の最適化を含む検討は行っておりません。
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質問

 カスケード方式の放流において、L2規模の水害や但し書き操作レベルの出水の場合には、カスケード方式の副作用などは出ないの
でしょうか2：筑後川河口での洪水と高潮のリスク評価において、高知平野では、大規模な高潮と洪水の同時発生の可能性は低く別現
象であることが経験則で言われており、5kmRCMで確認出来ましたが、筑後川においては現在と将来においてその関係はどう変化す
るのでしょうか。

 ご質問頂き有難うございます。カスケード方式は、言わば“但し書き操作の積極的活用”に相当します。複数のダムが直列配置された場合、
理論的には洪水規模によらず、従来の治水方式からカスケード方式に変更することで、より大きな治水効果が得られることになります。しか
しながら、これは計画論ということになりますので、カスケード方式においてもあくまで想定がございます。直列配置されたダム群による従
来の治水方式を計画規模とした場合、計画規模よりある程度大きな超過洪水に対しては、カスケード方式を採用することで洪水制御が可能と
いうことになります。そのある程度を超えた場合には、従来型だけでなくカスケード方式においても下流側ダムの非常用洪水吐きを通して洪
水が流れることになりますが、その際のピーク流量は、従来型よりもカスケード方式の方が小さくなります。つまり、カスケード方式の限界
を超えた場合、堰を切ったようにカスケード方式で被害が拡大するようなこと（言わば副作用）はございません。しかしながら、さらに洪水
規模が大きくなった場合には、当然どちらも被害は免れませんが、従来型の方がカスケード方式よりもピーク流量が小さくなることはござい
ます。
 台風と洪水の同時生起について、高潮洪水シミュレーションは実施していませんが、台風来襲時における降水量の将来変化についてd4PDF
を用いた解析を行っております。領域実験から有明海に接近する台風を抽出し、それらがもたらす佐賀平野周辺の降水量について統計的な解
析を行ったところ、現在と将来気候において同様の経路を通過する台風であっても、将来気候の降水量が全体的に増加する傾向があることが
わかりました。すなわち、将来的には台風による高潮と洪水の同時発生が起き易い状況になっていくと予想されます。また、自己組織化マッ
プを用いたクラスター分類による解析から、このような傾向は特に有明海に大きな高潮を生じさせる経路をもつ台風で顕著であることがわか
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質問

 海岸線保全は難しいことがわかりました。ヘッドランドは砂の持ち去りを助長しているのではないでしょうか？むしろ、何もない方
がよいように思えます。海岸線を守る海外の対策の事例などは参考にならないでしょうか。海洋島などに先進的な事例はないでしょう
か。

 ご質問を頂きありがとうございます．
 ヘッドランドよりも強力に砂を捕捉できる海岸構造物として離岸堤があります．一方，これのデメリットは，海岸線が波状となること，漁
業者の操業を妨げること等です．この海域では，砂の捕捉と海域の利用を勘案してヘッドランドを採用しています．何も設置しなかった場合
には，現在の海岸線を維持することは困難と考えます．
 海洋島でも海岸侵食が問題となっています．多くの場合，海岸の防護を必要とする区間が短く，また，海岸線が湾曲しているという特徴が
あります．鹿島灘は長大であり，海洋島での成功例を転用するには別途の検討が必要になります．
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意見

 埼玉の夏の暑さは熱中症搬送者数の多さから察するに厳しいものと思う。熊谷のスタジアムに並木道をつくることで暑熱対策とした
アイデアは非常に興味深い。今後、このアイデアは市街地計画に取り込むことができるものと思っていたら、そのような取り組みをさ
れていて、すばらしいと思いました。 土地利用の問題はいろいろな困難を伴うと思いますが、できれば、市街地の道路に熊谷と同様
にケヤキの並木を作って広範囲の暑熱対策を目指してほしいです。

 コメントありがとうございます。当センターの取組は、JAMSTECが持つ精緻なシミュレーション技術を実際の施策に活用した事例であり、
具体的な社会実装に繋げたものであると自負しております。しかし、今回は、様々な好条件が重なり実現できたものであり、水平展開が大き
な課題であると認識しております。SI-CAT終了後も、今までの経験やJAMSTEC等との繋がりを活かし、科学的な根拠に基づく適応策実装に
取組んでゆきたいと考えております。
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質問

 P19 面白い解析と思う。さらに、人口減少が進むにつれて、危険区域外にも空き地ができると考えられる。危険区域内の居住者を危
険区域外へ移転を促すことをすれば相互の負担が小さくなるのでは？（前提に無理があるかもしれないが、今後、急激な社会変化の中
で、地域でそのような議論ができるといいと思うのであえての質問です。土地の所有権は重要な権利であるが、土地は重要な社会資本
でもあるからです。）
・P25 森林研究部門の森林管理、林業分野における適応策としてどんなことを検討されているのか、差支えなければ教えてください。

 ご質問ありがとうございます。
 中山間集落の人口・年齢層構成と災害リスクの分析は本学の小山真紀准教授によるものです。土砂災害危険箇所の指定区域は法に基づく建
築規制を伴うものであり、時間をかけた居住誘導策であるともいえますが、危険区域から退去するのみならず、人口減少が進む中で中山間地
域に分散した集落機能をどのように集約していきうるか、この議論を研究グループとしてどのようにサポート・促進しうるかが次の課題と
なっています。私たちの内部の議論では、防災・減災のみの議論ではなくまちづくりの議論との一体化が必要であることについて意見の一致
をみています。関心の高い基礎自治体、地区をモデルとした具体的な議論を進めていくことになろうかと思います。
 次に森林管理について。近年、森林伐採面積が増加してきています。かつては伐採跡地に植林を再び行うことが一般的でしたが、近年は皆
伐して跡地を放置する施業が増えてきています。皆伐放置された山地斜面は、炭素固定から放出に転じるほか、水資源涵養、洪水流出、土砂
生産、斜面崩壊による土砂災害といった様々なリスクとトレードオフを包含しています。森林バイオマスの利用のみならず、炭素固定能やさ
まざまな面での機能を維持可能な森林管理シナリオを提示することが一つの大きな目標と位置付けられます。

回答
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ご講評・
ご助言

 アドバイザーとして、5年間の活動に対するコメントです。全体的な評価としては、開始時に比べてよい成果を出してきたと思いま
す。当初は「何をやるのか？」ということがはっきりとせず、研究がバラバラであったと思いますが、個別の研究者の興味に基づいて
行われた研究を、社会実装を目指した研究にまとめ上げてきたことは評価できると思います。適応計画の法制化を受けて、各自治体の
適応計画の策定の枠の中にはめ込むことができたことは、プログラムとしては、成功といえると思います。それを想定していたか，否
かは、別として、運も実力のうちです。ただ、一部が、地域環境コンソーシウムに引き継がれただけで、残された課題がどうなるの
か？というという点が不明確なのと、各自治体での適応計画の策定と実施に向けて、どこが、強力なリーダーシップをもって行ってゆ
くか、という点が心配です。建前的には、「成果を上げて環境省の事業に引き渡した」という総括でよいのでしょうが、国民の視点か
らだと、「そのあとどうするの？」という疑問が残ります。適応の実施に関しては、すべて環境省や国交省、農水省などの実施官庁の
責任であり、研究者は情報や知見を提供すればよいのだと割り切ればよいのかもしれませんが、「社会実装を目指した研究はどうある
べきか？」を考えさせる結果となったと思います。

 SI-CATの5年間の成果について評価戴き、有り難く存じます。ご指摘の通り、当初は、各課題の研究者がプログラムの中の自らの研究の位
置づけと役割について、概念的には理解しつつも、具体的にどう進めるかと言う点において、戸惑いがあったことは否めなかったと思いま
す。SI-CATが何らかの成果と意義を残し得たのだとするならば、それは、各研究者が、5年間のプログラム推進の過程で、温暖化近未来評価
と影響評価ならびに影響評価と社会実装の間にあるギャップをどう埋めていけば良いのか？と言う問題を真面目に見据えて、相互に異なる学
問的・行政的背景の研究者同士の協働を目指した実践を続けてきたからだと思います。
 ご指摘のように、ポストSI-CATは、気候変動適応法の成立タイミングとも上手くリンクして、SI-CATの成果や遺産をどのように気候変動適
応法に基づく環境省主導の下での地域適応策に継承してゆくのか、と言う課題として位置づけることが可能となりました。行政的にはこれで
問題は無いのですが、様々な地域における具体的な地域適応策として地域の社会に実装されるためには、その設計図に血を通わせる事が必要
です。SI-CATに参加したメンバーの多くは、引き続き我が国における気候変動適応策に何らかの形で係わることになると思われます。そうし
た方々には、ぜひともSI-CATで苦労された経験や得られた知見に踏まえつつ「社会実装を目指した研究はどうあるべきか」と自らに問い続け
て戴きたいと思う次第です。

全体
ご講評・
ご助言

 個々の課題についてのコメントは差し控え、成果集を通読して、プログラム全体を通じて気づいた点をコメントいたします。今後の
ご参考になれば幸いです。 GCMの将来予測気候のダウンスケーリングは、地域における温暖化適応の方策の立案や実践の基盤とな
るもので、極めて重要である。本プログラムにおいてダウンスケーリングのための様々な力学的モデルや統計的モデルが開発されたこ
とは評価できる。しかし、報告されているほとんどのダウンスケーリングモデルとも、その推定精度についての検証が不十分と受け取
れた。現行の気象条件下で、市町村位の規模で、ダウンスケーリングモデルのcalibtation とvaridationのための大規模な現地観測を住
民の協力のもとに行うなどして、その信頼度を高めていくことが、温暖化適応の地域展開に必要ではないか。 温暖化影響は人間生活
や産業のあらゆる分野に及ぶが、それへの適応を考えるうえで、防災と農業は極めて重要な分野である。それゆえ、本プログラムでも
この二つの分野での適応研究が多くなされていたことは妥当と受け止められる。防災分野では、洪水、土砂災害、高潮、海浜浸食、豪
雪など人間社会に直結する問題についての適応策が検討されていたのに対し、農業分野での適応にかかわる課題はコメの白未熟粒やみ
かんのうきかわ問題など、極めて狭い範囲に限られていたことは残念である。温暖化によって農業は、旱魃、様々な高温障害、湿害、
晩霜害、病虫害や雑草害などが増加すると考えられており、地域農業の適応策を考えるうえで重要なこれらの課題は置き去りにされて
いた。 農業における温暖化適応技術は、作期や作目の変更を含む栽培計画、栽培方法、品種開発、灌漑排・排水などのインフラ整備
など多岐にわたり、現時点でこれら全体を含む適応策を提示することは現実的ではない。現時点で、農業の温暖化適応に求められる最
も重要なことは、温暖化で異常高温・降水など極端気象の増加が進む中で、それらが各地域の農業に与える影響を早期に予測し、その
対策技術までも含めて地域農家に発信する早期警戒情報システム（Early Warning System)の構築であろう。このような早期警戒シス
テムを気象研究者と農学研究者の協働によって開発し、その地域実装実験を通じてシステムの信頼度を高めていく。このような研究が
今後の地域農業の温暖化適応研究に重要であろう。

 貴重なコメントありがとうございます。ご指摘された農業分野での適応策は、温暖化が進行する中での近未来の日本の農業はどうあるべき
か？と言う問いに他ならず、ご指摘の通り極めて重要な課題だと思います。SI-CATでは、温暖化進行下での地域農家に対するEarly Warning
System（EWS）の構築に向けた課題は研究課題としては取り組みが充分ではなく、主として近未来の農作物への温暖化影響やそれに伴う被害
の軽減策の検討などが取り組まれてきました。今後、国内の各地域で個別課題毎の農業分野の適応策が進められる過程で、自然災害に伴う農
業被害軽減のためのEWSへの取り組みも課題としてあげられてくると思います。
 ダウンスケーリンングの結果について、SI-CATではモデル自治体においては検証に関する協働も行うことができましたが、それ以外のター
ゲットについてはご指摘の通りデータセットの検証が必ずしも十分であるとは言えません。一方でデータセットの検証に適した観測データの
取得は、例えば精度・時空間カバレッジなどにおいて簡単なものではありません。ご指摘のとおり今後検証用の観測を充実させ、気候データ
セットの信頼性を高めていくことは気候変動適応の展開において重要な課題だと考えています。

マネジメント会議アドバイザーからのご講評・ご助言



ご講評・
ご助言

 5年間大変お疲れさまでした。素晴らしい各成果を産み出したポスドクをはじめとする実際に研究を担当する皆さんは当然として、
多くのプログラムを束ねる事務的な仕事をされてきたみなさんのご尽力によるものと感じています。最終成果報告会が開催できないと
いう状況で、苦肉の方法であったと想像しますが、成果のとりまとめという点で以下の柱をごく簡単に示す方がわかりやすいのではな
いでしょうか。
 SI-CATで結局どんな「社会実装」がされた（されつつある）のかを、モデル自治体を串刺しにするようなまとめ方でも示されては
どうでしょうか（各自治体ごとの成果報告では、科学的な成果の積み上げのプロセスに重きが置かれるのは当然ですが、成果を知りた
い他の多くの自治体関係者はむしろ社会実装の事例の方が気になると想像します）。
 研究面では、SI-CATの成果によって得られたデータベース等の公開（DIASが多いとは思います）がどのようなもので、どのように
すればアクセス（利用）できるのかを明示して欲しいです（あちこちに書かれていますが、具体的ではないようでした。）。適応研究
のコミュニティの裾野が広がると思います。
 PDの資料の最後にありましたが、SI-CATで浮かび上がった課題はどんなことで、それが後継のどの研究プログラム（あるいは自治
体のプログラム）でどのように引き継がれているのかを具体的に示されてはどうでしょうか。1つ目の点と同様で、各モデル自治体ご
とに書かれているものもあれば書かれていないものもあり、串刺し的に示すとわかりやすいですし、今後も適応研究が継続されていく
ことの重要性をアピールする上でも大切かと思います。

ご講評・ご助言ありがとうございます。プログラム期間を通じてたいへんお世話になりました。
 自治体関係者が社会実装の事例に高い関心をお持ちであることはご指摘の通りです。SI-CATでは、「気候変動適応技術の社会実装ガイド
ブック」の中で「その技術はどのように社会に実装されてようとしているのか」と題した章にて、モデル自治体とそれ以外の機関も加えてお
示ししております。
 SI-CATで作成したデータセットについてはDIASから公開されており、今後も多くの適応研究で利用していただきたいと考えています。
DIASとも連携し、SI-CATの成果に限らず気候変動に関するデータセットが利用可能な形で公開されていることを今後も周知していきます。

ご講評・
ご助言

 SI-CATは、気候変動に今後どのように適応していくかという非常に大きな問題へ取り組んだプログラムで、２年間参加させていた
だいた参加当初は全体像がよく見えませんでしたが、成果集などに目を通すとよくこれだけのプログラムが５年間でひとつのまとまり
を残したと思いました。一方、個々の自治体の社会的・地理的な背景があるもとで、自治体の職員やそれに協力する研究者はきめこま
かな点まで社会実装のプランを考え抜いてきたという感想をまず第一に持ちました。
私自身は緩和の研究に携わっており、温室効果ガス等の排出をなくす技術開発が気候変動に終止符を打ち、それが最も重要と考えてい
ますが、一方、日々の生活の中で夏の猛暑や、災害を引き起こすほどの大雨などには不安を覚え、その思いは年々強まっていました。
そのような中で、この２年間、SI-CATのイベントで適応に関するお話をうかがうたびに多くの気づきがありました。「最善の緩和策
を講じても当面温暖化が進行する」《資料1 p4》、というのもその一つで、ここに適応研究の意味がありました。同時に、「適応」と
「緩和」は連続的なものであり、適応的緩和、あるいは緩和的適応のようなものもあり得るのではないかと思いました。

 コメントを戴き、ありがとうございます。ご指摘の通り、気候変動における「適応」と「緩和」は、概念的には対比されて説明されること
も多いのですが、対策を行う実際の現場においては、その2つは対立するものではなく、連携して進められるべき課題です。
長年の経験と実績がある緩和策への取り組みに比べて、適応策の実践は、現段階では具体的な適応策をどのように進めるのかの方法論的模索
と人材育成が行なわれつつある段階でもあります。今後は、各自治体の施策や企業活動等において、緩和策と適応策が共に相対立すること無
く進められる様になるべきだと思われます。

ご講評・
ご助言

 適応策を、過疎高齢や人口減少の地域の活性化やコミュニティ醸成のツールに使うというアイデアが素晴らしいと思いました。（長
野県高森町の市田柿生産、岐阜県の「安心暮らしのヒントBOOK」など） 一方、「適応」が比較的近い将来への対策という性質上か
らか、最終的な将来ビジョンがややぼんやりしているように思え、今後も考えていく必要があると思いました。
 たとえば、岐阜県の「安心暮らしのヒントBOOK」はわかりやすく、県の人々の支えになると思います。この冊子の中での人口予測
を国の将来予想などを参考にされていると思います。難しい問題と思いますが、県として今後、どんな人口動態を望むのか、それを達
成するためにできることは何か、ということも考えていくことも必要なのでは、と思いました。

 ご意見ありがとうございます。気候外力の変動は一定の広域性のもとで生じますが、その影響は人口構成、土地利用、産業構成などの多様
な地域特性に応じて顕在化・深刻化し、それに対する適応策も地域特性を十分組み込んだものであることが必須になります。ご指摘のよう
に、様々な地域特性と気候変動影響（や適応策）との関係は相互に密接に関係しており、気候変動は地域の将来像に大きな影響を及ぼしま
す。こうした観点から、SI-CAT研究の社会実装機関（法政大学）では、気候変動を考慮した地域の将来計画の立案・作成手法に係る研究開発
成果の一例として岐阜地域を対象に「気候変動を入口とした地域適応シナリオづくり」をとりまとめています。
 岐阜県は日本の縮図のような地域で、平野の都市部と中山間地の比較的大きな町と点在する集落が広がっており、山間地に点在する集落で
は人口減少と高齢化が加速度的に進んでいます。持続可能な中山間地の姿のありようを見出すことが、喫緊の課題であると考えており、その
際に気候変動影響と人口減少に関する科学的知見をわかりやすく示したり、行政が言いにくいことを第三者的立場から客観的に示してシナリ
オとして未来像を提示することによって、地域の議論や意思決定をサポートする材料を提供することも、地域の研究者の役割の一つなのでは
ないかと考えています。

ご講評・
ご助言

 つくば市谷田部の農家とJA、大学関係者の集いに参加させてもらいました。研究者が農家の方たちと長期にわたって、ヒアリングや
研究結果の説明などの交流を続けてきていて、非常によい信頼関係を築いていました。現場と研究の両方の立場から、コメ作りの適応
について、考え方の共有ができていました。
 もう一歩進めて、今後、どのような農業を目指すのかを考える必要があると思いました。これから、日本の人口減で需要減少となっ
たり、農業の担い手の高齢化や離農者増加となったりする中で、農家とJAと農学研究者で議論を重ねていくことは、将来のよい土台に
なるでしょう。
たとえばですが、アジアやアフリカなど、コメ食の地域への輸出米（温暖な気候を好む品種）を作ることなども一つの選択肢かもしれ
ません。また、コメ作りの作業の中で、温室効果ガスを排出しない工夫を進め、緩和も適応も両方行うということもできるかもしれま
せん。

 ご講評、つくば市でのワークショップにもご参加いただきありがとうございます。茨城大学、茨城県地域気候変動適応センターでは「茨城
県における気候変動影響と適応策―水稲への影響―」を3月に公表し、JAの方々にも配布しました
(https://www.ibaraki.ac.jp/news/2020/03/18010716.html)。これらを活用してさらに意見交換や調査を続けて参ります。
 ご指摘の通り、農業関係者と常々話題に上るのは高齢化などの社会変動の影響です。むしろ気候変動以上に危機感をお持ちの方が多いよう
に見受けられます。また、既にインディカ米特性を付与した育種試験は始まっております。SI-CAT以外ではありますが、茨城大学の中には窒
素肥料等のGHG低減栽培技術を開発している研究者もおります。
 今後も様々な方々と協力し、こうした諸課題の同時解決について議論を重ねたいと思います。

ご講評・
ご助言

 長野県高森町の市田柿の生産の現場も見学させてもらいました。高森町の皆さんが一丸となって温暖化に適応した体制つくりをして
きたことがわかりました。ぜひ、もう一歩進めて、生産工程から温室効果ガスを排出しない仕組みを整えてほしいと思いました。

 ご提言をありがとうございます。適応策とともに緩和策にも効果のある対策手法、すなわちコベネフィット・アプローチは、温暖化対策分
野における有力な対応方針です。ご提言は、当該自治体の行政担当者にお伝えいたします。

ご講評・
ご助言

 長野県（資料12）は、他地域、他機関とよく連携していて、いろいろなトライアルをされています。「知事の関心の高さ」につい
ては首長への働きかけを継続され、強いコミットが続くことを期待します

ご意見ありがとうございます．さまざまなトライアルについては，今後も継続していけるよう引き続き取り組んでいきたいと考えています．
また，知事を含めた県の気候変動に対する取組については，必要な資料提供などを通じて貢献していきたいと考えています．



ご講評・
ご助言

  SI-CATモデル自治体はリソースに余裕がある自治体であったと思われます。小規模で余裕のない自治体に対して、研究者として、
国としてどんな対応（サポート）をするかは一つの課題だと思います。それから、適応のためのインフラ等のコストを記録しておくこ
とも重要と思います。自治体相互の参考になりますし、また、人為が引き起こした気候変動の代償がどれほどのものか検証できます。
 気候が全球的に大きく変動する中、日本の社会も人口減をはじめ大きな変化の時期を迎えています。縦割りとかコミュニティの分断
が問題とされる中でSI-CATプログラムを通して研究者と地域の人々の結びつきができたのはよい先駆けだったと思います。後継のプ
ログラムでは、より長期的な視点で地域の個性を大切し、横並びではない自分たちの将来を作っていくことができれば素晴らしいと思
います。

 ご助言ありがとうございます。現段階では県レベルでの適応策の社会実装が取り組まれつつある段階で、今後は各市町村レベルやさらに細
分化された地域での課題毎の適応策の実践が求められると思います。しかし、河原崎先生がおっしゃるとおり、市町村レベルでの適応策の実
践は、リソースの問題があります。国や県並びに地方大学や地域の研究機関の指導や協力は欠かせないと思いますが、それをどう具体的に進
めていけば良いのかについての知見や経験は充分には積み上げられていない段階です。SI-CATの国－研究機関－地方自治体の連携による適応
策の社会実装の経験が先行例として参考になればと思います。SI-CATでは、こうした研究や共同の経験・知見を「適応策ガイドブック」とし
て纏めました。今後の参考として活用して戴ければと思う次第です。

ご講評・
ご助言

 近未来の予測技術と高解像度のダウンスケーリング技術の開発などについて。
過去の膨大な観測データに基づいた計算から様々な興味深い結果が導かれていること、また、その結果が論文化されていることがすば
らしいです。気象のような確率的な事象を一般の人に理解してもらうことはなかなか難しいことと思います。理解しやすいように心が
けたことがあったら、ご教示いただきたいとともに、次のプロジェクトのためにも申し送りしてほしいです。

 ご指摘のとおり、気候変動による将来予測は不確実性をふくんだもので確率的な評価を行うことが必要なのですが、どうしても決定論的な
シンプルな結論を求められることも多く、なかなか概念を理解してもらうことが難しいことをしばしば経験しました。私が話をする際には、
そもそも難しい概念であること、そのため安易にわかりやすい結論に飛びついてしまうことは危険があることを伝えるよう気をつけてきたつ
もりです。モデル自治体の方々とは何度か話をする機会があったので、最初はなかなか理解してもらえなかったことも繰り返していくとだん
だんコミュニケーションがスムーズになっていったこともあり、一般の方に対してもこのような情報に触れる回数を増やしていくことが地道
ながらも効果的なのではないかと思います。

ご講評・
ご助言

 自治体職員のダウンスケーリングの研修会が意欲的で面白い取り組みと思いました。本プログラム後も続けていただけたらと思いま
す。

 ご助言ありがとうございます。同セミナーは講師やチューターとして技術開発機関から多大なご協力をいただいて実現され、同じ課題を持
つ研究者、実務者の人的ネットワーク形成の機会ともなりました。また、同セミナーにはSI-CAT以外の国のプログラムからも参加者を得てお
り、今後の展開が期待されます。

ご講評・
ご助言

～本研究の成果について語るにあたり、本研究が無かったらどうだったか？～
 気象変動は、“どこかの場所で”、、、「災害がおこるだろう」、、、「農作物への影響があるだろう」このような曖昧なイメージを
想像したまま、他人事のように片付けられていたのではないでしょうか。
 本研究の成果としては、実際の自治体をモデルにして、気温１℃上昇すると何が起こるのか。更に2℃まで上昇すると、その自治体
でどういう変化が発生して、何に影響が起きるのか。このことについて、我が国のトップレベルの研究者が各自治体と連携して、ビッ
グデータを回して影響範囲や適応策に至るまで解析して答えを導いたことが研究成果として有ります。本研究で行われたデータ解析に
よって、想定被害を可視化することにより様々な適応策を協議検討するための科学的根拠を作った点が大きな成果になっています。近
未来の農業課題については空間的に細かい分布を示し、集中豪雨など災害に直結する極端現象の発生頻度、中小河川氾濫予測や山岳域
の積雪、地形の変化や現象の細かい再現に至るまで研究成果として情報公開が出来ています。このような科学的根拠に基づく具体的な
研究は、自治体単独で研究することは不可能なことです。今回、モデルとなった自治体の研究成果をベースにして、全国の自治体にお
いても様々な対策が考えられるようになったと言えます。本研究の最大と成果としては、５年間という長きに渡る研究活動そのものが
高度人材育成の場であった点です。仮説から始まり、その仮説を立案して、その仮説が正しいのかをビッグデータを解析して証明する
人材を育成しています。この研究過程そのものがデータサイエンティストを創出する教育プログラムの開発であったと振り返ります。
本研究には、仮説を立てる大切さ、「あたりまえ」を疑うことなど、新しい世界を拓いていくための材料がありました。各大学での研
究課程で、新しい答えを立証する人材を創出して社会実装したことは、教育という面において文部科学省としての大きな役割が有った
と言えます。気候変動適応技術社会実装プログラムという研究を題材にして、本研究に携わった研究者の皆さまが本研究の域を超え
て、新しい未来を築いていくと確信しております。

 SI-CATの成果と意義についてご講評戴き、大変有り難く思います。ご指摘の通り、「しっかりした科学的根拠に踏まえた予測結果を出すこ
と」、そしてそれをなるだけ「可視化」して直感的に理解可能なものとして纏めることの重要性は、SI-CATを進める過程で何度も反省させら
れた点でもありました。最新の数値モデル技術を活用した気候変動予測情報は、地方自治体の担当者のみならず、様々な分野の影響評価の専
門家にとっても馴染みの無いもので有り、その利用にあたっては、利点と限界を理解することが重要です。SI-CATでは、単に近未来予測結果
をデータとして提供するだけでは無く、様々な研究会やデータ利用のためのセミナーなどを通して予測結果の理解と普及に努めて参りまし
た。こうした経験は、「SI-CATガイドブック」にも纏められております。今後適応策の社会実装を進められる関係者の皆様の参考となる事を
願っております。
また、人材育成へのご講評もありがとうございました。SI-CATでは多くの若手研究者が参加し、適応策の社会実装に係わる研究課題を進めて
参りました。その過程で多くの若手専門家が育って参りました。とはいえ、適応策の研究や実践は比較的最近になって始まったため、ニーズ
に対する専門家の数は限られているのが現状です。今後各地域で適応策の社会実装が進められる過程で、専門家が育つと共に、大学等教育研
究機関においてもこうした分野の専門家の育成が図られることを期待しております。


