
香坂 玲
名古屋大学大学院 環境学研究科

日本学術会議 第25、26期連携会員（環境学）

2022年3月10日
第６回気候変動適応セミナー

気候変動・人口縮退下の里山林での適応策



国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 林 浩昭会長
ご自宅近くの原木シイタケ栽培のホダ場にて
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自己紹介（実践/研究）
【国際プロジェクト】

政策インターフェース、国際政策プロセスへの関与

生物多様性条約 専門家、政府代表

IPBES 外部評価パネル委員、政府代表団

地域評価 (調整役代表執筆者 CLA)

政策支援ツールと方法論のカタログ専門家

ISO TC 266 WG4 バイオミメティクス コンビーナ―

【代表を務めたプロジェクト】

• JST・RISTEX 科学技術イノベーション政策のための科学(2020-2023)農林業生産と環境保全を両立する政策
の推進に向けた合意形成手法の開発と実践

•農林水産政策科学研究委託事業(2018-2020)有機農産物及び食品の生産振興の諸条件の解明：EUの分析
と我が国への示唆

•SATREPS (JST, JICA)(2017-2020)コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多
面的サービスの包括的評価と保全戦略 (社会・政策科学班 代表)

•トヨタ財団(2017-2019)究(FS)日中韓における遺伝資源と関連する伝統的知識の活用と保全のための｢東
アジア・共感モデル｣の構築 ―伝統野菜と養蜂を題材として

•総合地球環境学研究所(2017-2018)電子情報化が進む時代の生物・遺伝資源の利用と公正な利益配分：
知財・ストーリーを通した生計向上と農業生物多様性保全

•科研費 基盤/国際共同研究強化(2016-2019)生物多様性に関わる国際認定制度を活用した地方自治体の
戦略の定量的比較分析

•科研費 挑戦的研究（萌芽）(2021-2023)人口・環境問題に対応した食の変容と食文化形成に関する研究4
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自然生態系への影響分科会 ① 事業概要
中部地域

テーマ:気候変動による自然環境・生物への影響への対策

「生物多様性国家戦略2012-2020」において、我が国の生物多様性に対する4つの危機の一つとして、気候変動を
含めた地球環境の変化による危機があげられており、豊かな自然環境の喪失だけでなく、農林水産業や文化等にも多く
の影響を与えることが危惧されている。自然生態系への気候変動影響について検討するため、これまで地方公共団体や
研究機関、市民等が実施してきたモニタリングの調査結果データ等の整理・共有に加え、気候変動影響の観点からそれ
らのデータを分析・評価し、調査対象とする気候変動影響の絞り込みを行い、関係者の連携による自然環境・生物への
影響に対するアクションプランの策定を目指す。

<アドバイザー> <メンバー>
座⾧: 名古屋大学 教授 香坂 玲

（生物多様性・
農林業の自治体戦略・政策）

副座⾧:九州大学 准教授 高取 千佳
（景観生態学、都市計画）

※敬称略

種別 メンバー

地方公共団体

県 :富山県、石川県、福井県、⾧野県、岐阜県、愛知県、
三重県

政令指定都市:名古屋市
市町:珠洲市、岐阜市、岡崎市、豊田市、みよし市

地域気候変動適応センター 信州気候変動適応センター、岐阜県気候変動適応センター、
愛知県気候変動適応センター、三重県気候変動適応センター

地方支分部局 東京管区気象台、関東農政局、北陸農政局、東海農政局

企業 ほか 愛知県地球温暖化防止活動推進センター
<推進体制>

＜有識者＞
信州大学 助教 水谷 瑞希（
森林生態学）

 各県、市町村
 地域気候変動適応センター
 地球温暖化防止活動推進センター
 地方気象台
 なごや生物多様性センター
 信州気候変動モニタリングネットワーク
 学術研究機関 等

データ・情報提供、調査支援

 日本エヌ・ユー・エス株式会社

調査主体
連携・協力・
情報交換

助言・支援・連携

報告・連携

 分科会への参画を希望する自治体

調査協力、情報提供

連携・情報交換・報告連携・協力・情報交換

広域協議会・分科会・
事務局

令和4年1月現在

出典：中部地方環境事務所
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国東半島宇佐地域世界農業遺産
原木シイタケ生産の適応策



国東半島宇佐地域世界農業遺産

気象庁（2022）過去の気象データ検索

瀬戸内海式気候で夏場の降水量少なく、勾配が急で短い川

干ばつの頻発

（Miyake and Kohsaka in submission）



国東半島宇佐地域世界農業遺産

大分県国東市旭日地区/世界農業遺産旭日プロジェクト（GAP）「旭日ため池歩き本」

ため池のカスケード状の連携による
干ばつ対策



森林環境譲与税による植林

農業遺産のトレイルを整備する住民組織による植林
景観整備を目的に耕作放棄地に植林
※地籍調査時にはクヌギ林となっていた

（国東市旭日地区住民への聞取り、2020年11月13日）



国東半島宇佐地域世界農業遺産

しいたけ：「木が食料を生む」食料安全保障に貢献
「クヌギ林とため池がつなぐ農林水産循環」

（国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会）

伐採・利用

森林管理

循環的利用循環的利用

原木シイタケ生産クヌギ林

ため池の水源、農業用水の確保
干ばつ発生時に農業、食料供給の維持

水源涵養機能・ため池の水確保 収入源・景観保全のインセンティブ



国東半島宇佐地域世界農業遺産

「クヌギ林とため池がつなぐ農林水産循環」（国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会）

クヌギ林の育成によるため池の水源の確保

人口減少によるため池管理を含む遺産内の農林業の維持が課題



原木シイタケ生産の景観

伏せ込み ホダ場

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

伐採 駒打ち 伏せ込み

翌年秋

ホダ起こし・収穫

栽培スケジュール

大分県（2021）「しいたけ生産始めませんか」



原木シイタケ生産と適応策

Miyake, Y., & Kohsaka, R. (in submission). Climate Change Adaptation in Non-Timber Forest Products: How Resilient Are Small Shiitake Producers?
香坂玲（2021）「循環型農林水産景観としいたけ栽培の長期的な変遷と価値の（再）発見」報告書、令和2年度 国東半島宇佐地域世界農業遺産調査研究事業.

気温上昇への適応
•中高温菌への移行
•伏せ込みの場所の変更（林内など）
•ホダ木、ホダ場の移動
•冬場の散水
•伏せ込みの笠木を増やす（or 遮光ネット）
•伏せ込みの場所の下草を残す

気温上昇への適応
•中高温菌への移行
•伏せ込みの場所の変更（林内など）
•ホダ木、ホダ場の移動
•冬場の散水
•伏せ込みの笠木を増やす（or 遮光ネット）
•伏せ込みの場所の下草を残す

災害への適応
•台風後に笠木を補充する（あるいは、遮光ネッ
トをかぶせる）

災害への適応
•台風後に笠木を補充する（あるいは、遮光ネッ
トをかぶせる）

品種のブランド化、土地、水資源の確保が課題に



低温菌から中高温菌へ移行
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327 にく丸

はぎ
ゆう次郎 金太郎

中高温菌

低温菌

（国東市への聞取り、2020年12月24日； 種駒メーカーへの聞取り、2021年1月8日より作成）

森産業 2021 「もりのきのこ案内」 より

ほだ場は湿度の高い、温暖な場所が適します。

ゆう次郎

「（低温菌は）出にくくなった。温度が上がってきたから。場所に
合った品種じゃないと」（生産者への聞取り、2020年9月6日）

Miyake, Y., & Kohsaka, R. (in submission). Climate Change Adaptation in Non-Timber Forest Products: How Resilient Are Small Shiitake Producers?



温暖化による景観の変化

伏せ込みが西山から東山へ
（生産者への聞取り、2020年7月3日より作成）

日当たりのいい斜面

同時刻の日当たりの弱い斜面Miyake, Y., & Kohsaka, R. (in submission). Climate Change Adaptation in Non-
Timber Forest Products: How Resilient Are Small Shiitake Producers?



温暖化による景観の変化

伏せ込みの場所の下草を残す

照り返しによる温度上昇の緩和
Miyake, Y., & Kohsaka, R. (in submission). Climate Change Adaptation in Non-Timber Forest Products: How Resilient Are Small Shiitake Producers?



温暖化による景観の変化

遮光ネットや、笠木を増やして温度上昇を緩和

※台風時に笠木が飛ばないように用いることも
飛んだ笠木は補充

Miyake, Y., & Kohsaka, R. (in submission). Climate Change Adaptation in Non-Timber Forest Products: How Resilient Are Small Shiitake Producers?



温暖化による景観の変化

散水が可能なホダ場へ
（生産者への聞取り、2020年7月3日より作成）

日光が強いが散水可能なホダ場

針葉樹林内で乾燥を防ぐ（従来）

用水路やため池が活用できるよう移動

Miyake, Y., & Kohsaka, R. (in submission). Climate Change Adaptation in Non-
Timber Forest Products: How Resilient Are Small Shiitake Producers?



温暖化による景観の変化

ホダ木を毎年移動 刺激を強化
Miyake, Y., & Kohsaka, R. (in submission). Climate Change Adaptation in Non-Timber Forest Products: How Resilient Are Small Shiitake Producers?



打木刺激の適応策の検証

低温性品種の収穫減に簡易なハンマーによる打木
簡易な適応策から新規参入者確保

(大分県農林水産研究指導センター) (日本農業新聞 2022.2.5)



Kohsaka, R., Ito, K., Miyake, Y., & Uchiyama, Y. (2021). Cultural ecosystem services from the 
afforestation of rice terraces and farmland: Emerging services as an alternative to 
monoculturalization. Forest Ecology and Management, 497, 119481.



松阪市における緩和・適応策



香坂 玲

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授

統括、政策科学グループ

農林業生産と環境保全を両立する政策の
推進に向けた合意形成手法の開発と実践

科学技術振興機構 社会技術研究開発センター（JST・RISTEX）
戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）

科学技術イノベーション政策のための科学 （JPMJRX20B3）

24
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本研究のアプローチ
生態系サービス

基盤情報
・生産性
・生態系サービス
・生物多様性
・管理労働力
・管理コスト
・所有形態
・etc情報・知識の集約化

農地 森林
管理労働力・コス

ト圃場情報
林地情報

マーケット情報

見える化
地目を超えたICTインターフェース構築（取引コスト低減）

合意形成支援
・マップ活用
（中間支援組織体の必要性）

労働コスト・管
理エリアのダウ
ンサイジング

恩恵・負の外部性
（獣害・災害）
の見える化

地縁組織の有無等

ゾーニング
・シナリオ

経営／保全の最適化
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アウトプット：マップ・計画・プロセス
各セクターのホチキス止め計画 から 横ぐしへ

EBPMの素材提供
モデルケース構築 (広域実装は将来課題)

保全・農地が陥りが
ち
感情・勘ではない

科学に基づい
た判断（EBPM
）

① 農林業
担い手

③NPO・ボランティア②マルチワーク型
「小さな利益」

経営 vs  保全
両立エリア
方針確定

経営
保全

担い手

(自然に帰っていく土地)

①

②
③

例：半農半X・半林
半X
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アウトプットの政策プロセスでの活用
所有・管理から 利用へ

農地

ロ）

農地
（ミク
ロ）

森林

ロ）

森林
（ミク
ロ）

国土・環境
（マクロ）
国土・環境
（マクロ）

生産振興

都市と農の分断
耕作放棄地

拡大造林

経営マインド枯渇
管理放棄林

国土計画
環境基本計画
地域循環共生圏

市町村
マスタープラン

生物多様性地域戦略

市町村管理構想
土地基本法改正
（所有者の責務）

エリアマネジメント制度

人・農地プラン
農地中間管理機構（農地バンク）
特定生産緑地制度（令和４年問題）
田園環境整備マスタープラン

地理的表示保護（地域の共有財産化）

森林経営管理制度

森林環境譲与税

最新の
政策的対応：

「横ぐし」を通す 情報集約が課題
本研究アウトプットは 経営 vs 保全の際 EBPM型の判断に活用
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三重県（2021）『伊勢茶振興計画～愛ある伊勢茶元気プラン～』

※気候変動の茶栽培への懸念
・遅霜の発生（一番茶に被害）

・暖冬による秋整枝後の再萌芽



ハイブリッドでのフューチャー・デザイン
ワークショップ

松阪市飯高地域（宮前・波瀬）

(波瀬むらづくり協議会 提供)

2021年4月 第1回目開催

『皆様がしあわせに生きている2050年
の今の飯高地域（及び宮前または波瀬
地域）の姿を描いてください。』

2021年10月 第2回目開催（宮前地区）

『皆様が地域の農林産品を消費し、販
売してしあわせに生きている2050年の
今の飯高地域（及び宮前または波瀬地
域）の姿を描いてください。』

農林業及び自然環境保全の観点 を含めまとめ
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多世代アンケート
2021年12月より

話合い
希望する未来像を

表明、把握



地域の実情から
「地域合意に基づく
再生エネルギー」を追加





ソーラーパネルの広範囲にわたる設置

メガソーラーを集落で誘致した
取り組みも存在



風力発電(緩和策)に住民反発

(中日新聞 2021.11.28)

「自然や住環境を脅
かしかねない」

伊勢湾台風の山崩れ
(1959)

のメモリーも影響



メガソーラー・風力発電(陸)と生物多様性保全でトレードオフ

社会・生態システムの統合化による 自然資本・生態系サービスの予測評価（PANCES）(2020) 政策提言 1, 11. 
亀山康子 (2019) 日本の気候変動対策と生態系保全策との間のトレードオフ・シナジー に関する包括的分析 , 環境情報科学 , 48(4): 74-79. 



中日新聞 連載
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（2021.7.10）

（2021.8.7

（2021.9.4）



志摩市における適応策



美食地政学に基づく
グリーンジョブマーケットの醸成共創拠点

科学技術振興機構 共創の場形成支援プログラム
（JST COI-NEXT）（JPMJPF2110）

代表機関：東北大学



未利用資源の活用

美食地政学に基づくグリーンジョブマーケットの醸成共創拠点

捕食捕食

捕食捕食

未利用だったウツボへの対応、活用が課題



ナルのヒノキの調達
（未利用材含む森林資源活用の調査）

尾鷲市

志摩市

松阪市

調査・評価から地域内の
資源循環の強化



ナル 志摩の真珠養殖いかだ

丸太 横向き
5.4m×10本

丸太 縦向き
6.3m×7本

ナル5台1セット
4.8mの丸太で結合

横 約35m

縦

約
４
５
ｍ

劣化しにくいヒノキを利用、 年間 約100台のナルを制作劣化しにくいヒノキを利用、 年間 約100台のナルを制作



国立公園における適応策



足摺宇和海国立公園における適応オプション

漁業形態・対象種の再検討

• 藻場の食害生物の多くは漁獲可能

• 未利用漁種への対応による個体数管理

ダイビング・観光船の拡充等による生態系利用

• 漁業価値がない目新しい生物が観光資源

気候変動適応情報プラットフォーム. 国立公園等の生態系及び生態系サービスへの気候
変動影響に関する調査及び適応策の検討.



大雪山国立公園における適応策
排出削減が現状程度

• 2100年前後の雪渓周辺などの雪田植物群落の予測

• チシマザサ、亜高山帯植生の生育適地へ

• 富山県においても雪田草原にササが進入すると種多
様性が低下が確認

【適応策】

•高山植生と競合する植物群落として「ササ群落」「亜高
山帯森林植生」

↓

•侵入するチシマザサなどの刈取り

•登山道管理
小熊宏之 (2018) 自然共生における適応とは, 国環研ニュース 37(5).



• 大雪山黒岳、赤岳でのリサーチ登山

• 気候変動の高山植物への影響を調査

市民参加型環境モニタリングの活用

チシマザサの侵入、分布の拡大を確認

北海道大学 工藤岳准教授が主導
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自然生態系への影響分科会 ③ 令和３年度調査結果（２）

想定される適応アクション

• 適応アクションについて、現在、以下のように検討している。

 自然生態系への気候変動影響について、現状よりもさらに把握し広域で検討するには、分科会終了後も情報を共有し、広域の
適応策について話し合いを続けていける場（仕組み）づくりが重要である。

 そのためには、2つのプラットフォームづくりが必要である。

• 「データのプラットフォーム」…共通テーマに沿って、あらゆるデータ（自治体や行政の調査統計、研究者が作成したデータ、市
民参加型で収集したデータ、市民や現場従事者の報告のような定性的なデータ等）が、１か所に集まる場

• 「人のプラットフォーム」…いろいろな立場（例:自治体、地方支分部局、研究者、市民等）にある関係者が、ある共通テ
ーマに沿って話し合える場

• このような考え方に基づき、令和3年度においては、既存データプラットフォームや既存組織への付加を想定した「データのプラットフォーム
」や「人のプラットフォーム」づくりのためのデータの収集・整理、プラットフォームづくりのプロセスについて、第2回分科会で議論した。

iNaturalistを利用し、市民参加型で中部7県内で観察した生きものの記録を収集した。

• 結果（6月25日～11月30日のデータで集計）。

 観察総数:5,994件 (うち、セミの観察総数:410件）

 観察種数:1,737種（昆虫類44％、植物37％、鳥類4％、その他15％）

 観察者数:273名、観察報告数平均値:21件、中央値:2件

 観察対象(セミ):成体（生体または死骸）;60％、鳴き声;23％、抜け殻;14％
（ツクツクボウシは、成体;25％、鳴き声;67％、抜け殻;2％）

• 調査を継続し、より多くの情報を収集するには、広報が鍵となる。

• 調査開始前の普及啓発は、観察報告数増加に一定の効果があった。

• 一人で100件以上の観察報告を提供するコアユーザーが存在する。
コアユーザーとの関係を深めることは有効と考えられる。

市民参加型広域モニタリング調査

中部地域

図．iNaturalistに報告された観察地点（6月25日～11月30日観察分、
生物全体） （iNaturalist の当該調査データよりJANUS作成）

共通

:セミに関連する分析

出典：中部地方環境事務所



ゲーミフィケーション
社会的課題解決にゲームを活用
教育、健康・福祉、防災、マーケティングなど

「まじめ」「退屈」
「しんどい」こと

ゲーム的要素
楽しく続けられる



50出典： https://biome.co.jp/



結論
気候変動適応策・緩和策の日常化が進展

適応策推進

適応策の推進による可能性

• 農林水産業従事者、市民への落とし込みの推進
• 部局を超えた住民対話の推進が課題
• 部局間、自治体間の情報交換による横展開の迅速化

• 市民の環境保全活動への意識の向上
• 伝統的産品の生産、価値の維持、新規参入者の確保
• 気候変動対応から産品、活動の認知度向上も期待
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