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水・エネルギーネクサスに対する 
学際・超学際的アプローチの成果と課題

̶別府市における温泉・観光と地熱発電に関する 
シナリオプランニングの事例̶

増原　直樹 1, †・馬場　健司 2

摘 要

本研究は，水・エネルギーネクサスに関する地域課題について，シナリオプランニン
グ手法を適用し，課題解決に向けた研究者の学際的アプローチとステークホルダー（SH）
間の超学際的アプローチの成果を分析する。具体的な研究の目的は，地域資源とエネル
ギー資源に関与する様々なSH間の合意形成をめざすために，学際的・超学際的アプロー
チにおいて，研究者間，あるいはSH間の認識の共有状況とその要因を考察することであ
る。
研究の流れは，SH分析及びSH会議の成果を研究者が理解した後，デルファイ法を用い
て73の因果関係の連鎖（ストーリー）について研究者へのアンケート調査を実施し，研
究者間の認識共有状況を分析した。調査結果を受け，別府市の温泉・観光と地熱資源等
に関して，3通りの将来シナリオを2018年に構築し，さらに，将来シナリオ案を2019年
に開催したワークショップ参加者と確認し，SH間の認識共有状況を明らかにした。
研究者間の認識については，別府温泉の魅力である温度や泉質の多様性に関するス
トーリーに関して，確実性や重要性の観点から評価が分かれる（共有されない）傾向が
あった。他方，別府市におけるエネルギーのセキュリティ確保や日本人の高齢化などの
「別府市とその外部との関係」に係るストーリーについては，研究者間の認識が共有され
やすい傾向があった。
超学際的アプローチの成果として，研究者の認識が分かれていた別府温泉の魅力に関
するストーリーについて，別府温泉を利用するSHが感じている魅力を聞くことで，研究
者だけでは成し得なかった将来シナリオ確定が可能となった。また，SHの多様な意見を
研究者が理解することと研究者のデルファイ調査結果に基づいた将来シナリオをSHと研
究者が議論することで，双方向の学習プロセスが進展した。

キーワード： 水・エネルギーネクサス，超学際的アプローチ，シナリオプランニング，
デルファイ法，別府市

1.　は じ め に

2012年から日本で再生可能エネルギー（以下，
再エネと表記）電力の固定価格買取制度（FIT）が

施行され，他の再エネと比較して高価な買取となっ
た地熱発電，中でも出力15,000 kW未満の小規模な
地熱発電に注目が集まり，全国の様々な地点におい
て発電事業者等の計画が相次いだ 1）。地熱発電は，
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昼夜，天候，季節を問わず出力が安定していること
から，ベースロード電源として期待される一方で，
地熱発電の立地が近隣の温泉に与える影響が懸念さ
れるため 2），発電事業者等と温泉関係者の合意形成
を進めることが必要である。
国内でもっとも温泉の源泉が立地している大分
県 3），中でも源泉が集積しているのは別府市であ
り，別府市でも小規模な地熱発電（温泉発電）の立
地や計画が続いている 4）。
別府市は，大分県中部に位置し，人口約12万人，

面積125 km2のエリアに温泉の源泉が2,000本以上
集中している，日本一の温泉集積地である 5）。市の
事業所数の約1/4が宿泊業・飲食サービス業に該当
し，市の経済における温泉観光関連業は大きな位置
を占めている。その魅力は，「別府八湯」と称され
るように，様々な種類の温泉が確認されていること
で，例えば環境省が定めている10種の療養泉質の
うち少なくとも7種類が，市内で湧出していること
が確認されている。その合計湧出量は毎分5万Lと
報告されているものの 6），各源泉にメーターが取り
付けられていないこともあり，正確な数値は不明で
ある。
源泉の温度分布をみると，市域の内陸部に位置す
る野田，鉄輪，鶴見，南立石地区において，水蒸気
及びガス状の温泉が複数確認され，いわゆる沸騰泉
が存在している 7）。これら沸騰泉が，地熱発電事業
者にとっては高効率の地熱（温泉）発電の立地地点
として期待できるため，実際に鶴見，南立石地区で
地熱発電が最近稼働を始めている。しかし，自噴す
る沸騰泉にはそもそも流出量制限が設けられていな
いことから，湯や蒸気を取り出せるだけ採取する行
為が危惧され，別府温泉の持続的な利活用に与える
影響が懸念された 6）。
こうした状況に対し，行政の対応として，従来か
ら温泉の掘削許可は温泉法に基づいた県知事（本
ケースでは大分県知事）の権限であり，別府市内に
特別保護地域，保護地域等を設定して一定の規制が
かけられてきた。また，別府市でも上述の事態を受
けて2016年，「温泉発電との共生を図る条例」が日
本で初めて制定され，発電事業者には市との事前協
議が義務付けられた 6,8）。

FIT施行後，2017年度末までの別府市内におけ
る地熱発電の稼働は26件，合計発電認定容量約
3,400 kWと増加傾向にあり 9），この間，別府市の
温泉と地熱利用について，以下のような問が議論さ
れた。

1）地熱発電等の影響で，別府温泉の湧出量が増
減した場合，どのような変化が想定されるか。

2）新たな地熱発電の立地は別府温泉に影響を与
えるか。与えるとすれば，それはどのような影響
で，その影響を最小限にするにはどうすれば良い
か。

3）別府市の地熱発電が増えること，あるいはそ
の影響について，SHがそれぞれどのような意見，
関心を持っているのか。
上述のような問に答えるには，学術的には温泉・
地熱の物理化学的な側面を研究する自然科学と地域
社会の変化を扱う人文社会科学の連携が必要であ
る。そこで，2013～17年度に総合地球環境学研究
所で実施された「アジア環太平洋地域の人間環境安
全保障̶水・エネルギー・食料連環」研究プロジェ
クト（以下，連環プロジェクトと表記）では，重要
な地域資源である温泉（水）と新たな地熱発電（エネ
ルギー）立地というネクサスを分析するために，別
府市を学際・超学際的アプローチを適用する研究対
象地の一つとして選定し，そこで，様々な専門分野
に属する研究者が協力しながら，学際的アプローチ
に基づく研究を展開してきた 6）。
学際的アプローチとは，研究者が自らの専門分野
の知見を深めるだけでなく，他分野の研究者とも対
話・協働しつつ，特定テーマの下で研究を進めるこ
とを表しており，本論文では別府市における温泉資
源の持続可能な利用・保全・管理をテーマとして取
り扱っている。また，超学際的アプローチとは，研
究者だけではなく地域で問題に向き合っているス
テークホルダー（以下，SHと表記）も研究に様々
な形で参加するという点が特徴である 6）。本論文で
は，学際的な研究成果をわかりやすくSHと共有す
るために，科学的な不確実性を織り込んだ将来シナ
リオを作成し，「起こりうる複数の未来の姿 2）」に
ついて議論したプロセスを報告する。なお，上の
問3）については，既報のSH分析 10,11）の結果から
大部分が明らかになっている。
こうしたシナリオプランニングに類似する国内事
例としては，馬場ら（2016）12）や木下ら（2018）13）

がレビュー，報告している通り，気候変動の緩和
策・適応策（滋賀県，長野県等），市町の総合計画，
都市ビジョン等（富山県富山市，千葉県市原市，岩
手県矢巾町）について分析されている。馬場らが詳
細に報告した長野県の事例は，農業分野を中心とし
た気候変動適応策に焦点が当てられ，28のストー
リーに対する6名の専門家デルファイ調査とSHに
よる評価結果が比較されている 12）。しかし，本研
究が対象とする地域資源（別府市の温泉と観光）と
緩和策（地熱発電）を統合した事例では，後述のよ
うにストーリー数も参加専門家数も多くなってお
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り，議論するテーマは農業の気候変動適応策よりも
広いといえよう。この時，専門家の間で各ストー
リーに対して，どの程度認識が一致するか，認識の
一致／不一致の共通要因は何かを明らかにすること
は，今後さらに学際的研究を進めるために必要な留
意点への示唆につながると期待される。
一方，木下らが詳細に報告した富山市の事例は，
バックキャスティング手法を用いて，持続可能な都
市をテーマとした参加型ワークショップであるが，
市民の参加は彼らが定義する6ステップのなかの
ステップ3（ビジョン作成），4（パス作成），6（シ
ナリオの評価を含むアンケート）に限定されてお
り 13），超学際的アプローチの視点からは，序盤の
ステップ1（問題設定）や2（現状分析）にSH参加
の余地がある。
他方，本研究で最終段階に位置するシナリオワー
クショップでは，アンケートではなく，SHが実際
に参加・議論する形式で叙述シナリオの修正，確認
を行っており，本研究では，研究者が作成したシナ
リオがSHにどのように受容されたかを明らかにす
ることができる。ここで得られる示唆は今後の超学
際的研究の設計に資すると考えられる。
まとめると，本研究の目的は，地域資源とエネル
ギー資源に関与する様々なSH間の合意形成をめざ
すために，学際的・超学際的アプローチにおいて，
研究者間，あるいはSH間の認識の共有状況とその
要因を考察することである。
以下，論文の構成を順に述べると，研究方法とし
て，自然科学・社会科学の両面から推進された学際
的研究の成果を将来シナリオとして叙述し，別府市
のSHと協働して，将来の別府市における温泉観光
や資源活用に関するシナリオプランニングを進めて

きた過程を説明する。結果として，将来シナリオ叙
述前の研究者に対するデルファイ調査結果，さらに
は将来シナリオを確認するためのシナリオワーク
ショップ前後での叙述の変化を分析する。これらに
基づいて，考察としては，科学的な不確実性や地域
にとっての重要性に関する専門家間，あるいはSH

間の認識の相違がどのように解釈できるかに着目す
る。

2.　研 究 方 法

2.1　様々な専門分野の研究者が進める学際的研究
連環プロジェクトは100人以上の研究者等で構成
され，別府市においては，地球物理学と地球化学を
専門とする研究者が共同して別府温泉の統合水（温
泉）循環モデリングを構築したり，研究者から別
府市及び地元の関係者への提案に基づき，2016年
から毎年1回「別府温泉一斉調査」を開催したりと
いう成果を挙げてきた 6）。別府市における主な研究
テーマを図示すると，図1のようになる。なお，図
1の②～④は連環プロジェクト全体の研究テーマで
あり，別府市では基本的に取り扱われていない。
これまで本論文で述べなかった研究テーマとして
は，地下水と水産物の関係がある。これは，別府市
が別府湾に面しているため，温泉の地下水，あるい
は河川水が別府湾に注ぎ込んでいることを背景とし
ている。今後，温泉の変化が地下水を通じて湾内の
水産物に影響を与えるのではないかという関心か
ら，このテーマも将来シナリオの項目として含まれ
ている。
次に，本研究のシナリオプランニングが対象とす
るのは，将来の不確実な出来事であり，それに対処
するために客観的なデータを集めるには，長谷川

図1　連環プロジェクトの主な研究テーマ
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ら（2010）が示しているように，反復型アンケー
トにより専門家グループが持つ直観的意見や，経験
的判断を組織的に集約・洗練する技法であるデル
ファイ調査 14）が適していると判断した。
後述のデルファイ調査に参加した研究者は，対象
地域の状況に精通していることが必要と考え，別府
市を主な研究フィールドとしている9人とした。そ
の専門分野の内訳は，自然科学5人（再エネ，温
泉科学，地球熱学，地球流体化学，地下水文学各 

1人），人文社会科学4人（観光・温泉文化，漁業経
済学，環境計画，資源論各1人）となっており，資
源工学や観光経済といった関連専門分野は欠けてい
るものの，特定の分野に偏らない人選とした。な
お，デルファイ調査に対して，事務局メンバー（馬
場，増原）は参加していない。
2.2　ステークホルダーと協働した将来シナリオ作

成
SHと協働して進めてきた将来シナリオの作成手

順を簡単にまとめると，表1のようになる。本稿で
は，既報のSH分析部分を除いて報告する。

2015年のSH会議では，前年のSH分析で聞取り
対象となった方々の一部とその他の温泉愛好者（大
分県独自の認定制度である温泉マイスター）の合

計約30人を3テーブルに分け，それぞれ「別府温
泉の好きなところ」「別府温泉の課題だと思うとこ
ろ」「地熱を別府の持続可能な発展の資源にするた
めには？」という3部構成でワークショップを開催
した。

2016年からは，14年の分析で明らかになったSH

の利害関心マトリックス及びSH間の社会ネット
ワーク分析の結果，さらには15年のSH会議でまと
められた会議参加者の認知構造を，前述した専門分
野をバックグランドとする研究者と共有した。
計2回（1回目：デルファイ調査に参加した9人
のうち8人参加，2回目：同じく9人中5人参加）の
研究者の議論結果を基にして，事務局サイドで，別
府温泉・観光と地熱発電に関して，網羅的に73本
の因果関係の連鎖（本稿ではストーリーと呼ぶ）を
作成した。73本の内訳は，温泉の変化に関するス
トーリーが54，地熱発電に関するストーリーが11，
そして地域社会に関係するストーリーが8本となっ
た。
ストーリーは表2で例示したように，何かが起き
たら（Input. 例えば，FIT買取価格の変化），その次
に起こりうる結果（Output）を想定し（どうなる
の欄），それぞれの結果に対する成果（Outcome）
を記載した。それらの成果に対して，必要な対策
（どうするの欄）を立案し，最終的に別府市（表2

～6では別府と表記）がどのような地域になるかを
因果関係の連鎖として記述している。最左列の数字
は，作業のための番号であるが，a, b, cと付記され
ているものは，出発点となる事項が同一であること
を示している。

2017年には，それらのストーリーの一つ一つに
対して，各研究者が確実性と重要性について5段階
で評点を付すデルファイ調査を2回繰り返し，いず
れの調査時点でも各ストーリーの表現等の修正やス
トーリーの削除，追加に関する提案を受け付けた。

2018年4月に，2回目のデルファイ調査の結果を
平均値と分散値の観点から分類し，原則として類似
する位置にあるストーリーをまとめて，ステークホ
ルダーにも理解しやすいように説明を補足し，将来
シナリオ案を記述した。この時点でのシナリオは，
書籍として刊行したものの 6），研究者以外の多くの
SHとは共有されていなかった。
そこで，2019年11月，それまでの調査対象者と

新たな温泉愛好者（マイスター）の計約25人を対
象とし，シナリオワークショップを開催し，シナリ
オ案をワークショップ形式で逐一確認し，2つに分
かれたテーブルごとにシナリオへの修正提案を検討
した。各テーブルの結論を事務局で確認し，最終的

表1　別府市における将来シナリオの検討手順

西暦 
手順のタイトル 主な内容

2014年 
SH分析

・個別聞取り調査（半構造化インタ
ビュー）を用いた SH36団体（行政，
発電機メーカー，金融機関，旅館等）
とその利害の特定。 
・馬場ら（2015），木村ら（2017）にお
いて詳細は既報。

2015 
SH会議

・上記調査対象者とその他の SH（温泉
愛好者等）とともに調査結果を共有
し，別府温泉の好きなところ，課題，
地熱を別府市の持続可能な発展の資
源にするための方策についてワーク
ショップを実施（8月）。

2016～18 
研究者へデル
ファイ調査

・上記調査結果及び SH会議でまとめら
れた参加者の認知構造を研究者が理解
し，科学的に意味のある項目を抽出。 

・最終的に 73本のストーリーを立案，
各研究者が各ストーリーの確実性及び
重要性を 5段階で評点（2回繰返し）。

2019 
シナリオワー
クショップ

・上記調査対象者（温泉愛好者等含む）
とともに，研究者デルファイ調査を
経て作成した将来シナリオ（叙述文）
をワークショップ形式で逐一確認し，
テーブルごとにシナリオの修正を検討。
最終的な成果をリーフレットで公表。
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に修正された将来シナリオ（最終版）をリーフレッ
ト（図2）で公表し，関係者間で共有した。
2.3　分析の視点
以下の分析では，研究者対象のデルファイ調査

（2回目）における5段階評価の回答の分散値を基
に，科学的な不確実性及び地域にとっての重要性に
対する研究者間の認識の一致／不一致を特定する。
また，2019年のシナリオワークショップ前後での
叙述（テキスト）の変化を基に，SH間（研究者を
含む）の認識の相違点を明らかにし，考察では，研

究者間，SH間の不一致をどのように解釈できるか
について，定性的に論ずる。

3.　結 果

3.1　不確実性，重要性に対する研究者の評価
73本のストーリーの表現修正がほぼ完了した段階

である2回目のデルファイ調査結果に基づいて，確
実性に関する回答の5段階評点（1：不確実である～ 

5：確実である）の平均値をx軸にとり，その分散値
をy軸に配置したグラフは図3のようになった。

表2　別府温泉・観光と地熱発電に関するストーリーの例

No.
何かが起きたら
（input）⇒

どうなる 
（output）⇒

さらにどうなる 
（outcome）⇒

どうする 
（必要な対策）⇒

最終的にどうなる 
（別府の姿）

65 温泉揚湯の総量規制ま
たは部分的な集中管理

地下水賦存量や海
底湧水量の増加

水産資源を含む沿岸生態
系の維持・回復

̶ 沿岸生態系を活かし
た漁業の維持・回復

101a FITの買取価格の上昇 地熱発電への関心
が高まる

投機目的での地熱発電へ
の働きかけが増加する

現状の規制とモニタ
リングで温泉と発電
が共存できるように
する

̶

101b FITの買取価格の上昇 地熱発電への関心
が高まる

̶ 未利用温泉水の活用
につなげる

̶

101c FITの買取価格の上昇 地熱発電への関心
が高まる

̶ 温泉の過剰汲み上げ
につながる

̶

102 FITの買取価格の下降 地熱発電への関心
が下がる

投機目的での地熱発電へ
の働きかけは減少する

̶ 別府市で地熱発電は
あまり広がらない

図2　将来シナリオをイラスト付きで解説した広報用リーフレット
（イメージ。図中のテキストは本文中3.2に記載されている通り）
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確実性に関する回答の分散値は0～2の範囲に収
まっており，分散値の大小を比較するために，便
宜的にグラフをy軸に沿って5分割した（図3の点
線）。以下では，特徴的なストーリーとして，分散
が比較的大きい，つまり分散が1.2～2.0未満の範囲
にある4つのストーリー，分散が比較的小さい，す
なわち0～0.2未満の範囲にある7つのストーリーを
取り上げる。
確実性について分散が大きかったのは表3に示す

ストーリーで，また，分散が小さかったのは，表4

に示すストーリーであった。
分散が比較的大きい項目のうち13と29は，出発

点が新規・代替掘削が進む場合と揚湯量の現状維持
で異なることを除けば，あとは同じ因果関係の連鎖

をたどっている（表3の点線部）。これらのストー
リーに対する研究者の回答平均は低めであることも
類似している。また，58と21aについては，泉温
が下がるというケースが共通している。
逆に分散が比較的小さいストーリーについて，例
えば表4の28と4は，湯量の現象あるいは泉温低下
という現象は異なるものの，泉源を閉じて，旅館等
が廃業するという対策が同一であり，その結果，別
府温泉全体の貯留槽が回復し，廃業旅館の一部が復
活するというストーリーである。他に，未利用温泉
水の活用（103b）や源泉売買（62b）といった新ビ
ジネスという共通項は部分的にみられるが，その他
のストーリーは，沿岸生態系の回復（56），掘削申
請の不許可（10c），入浴スタイルの変化（108）等，

図3　デルファイ調査における確実性平均とその分散値の関係

表3　デルファイ調査の結果，確実性に関する分散が大きかったストーリー

No. 
確実性 
平均（a）， 
分散（v）

何かが起きたら
（input）⇒

どうなる 
（output）⇒

さらにどうなる 
（outcome）⇒

どうする 
（必要な対策）⇒

最終的にどうなる 
（別府の姿）

58 
a＝3.1 
v＝1.9

揚湯（採取）量の
現状維持

泉温が下がり，
泉質が変化

観光業が現状通り続け
られる

お湯のカスケード利用
等で新たな産業の確立

温泉水（蒸気・熱・水）
利用の多様化が進む

13 
a＝2.4 
v＝1.4

新規・代替掘削
が進む（計 7万 t）

湯量が減少し，
泉温が下がる

̶ 市内の泉源を部分的に
一括管理する

別府の温泉の多様性が
失われる

29 
a＝2.2 
v＝1.3

揚湯（採取）量の
現状維持

泉温が下がり，
湯量が減少する

̶ 市内の泉源を部分的に
一括管理する

別府の温泉の多様性が
失われる

21a 
a＝3.0 
v＝1.3

揚湯（採取）量の
現状維持

泉温が下がる 温泉中のシリカ等が析
出して流路が詰まる

管を差替える 元通り温泉が湧出する
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帰結はばらついている。
また，同じデルファイ調査において，重要性に関
する回答の5段階評点（1：重要でない～5：重要で
ある）の平均値をx軸にとり，その分散値をy軸に
配置したグラフは図4のようになった。
重要性に関する回答の分散値は0～2.5の範囲に

収まっており，分散の大小を比較するために，便
宜的にグラフをy軸に沿って5分割する（図4の実
線）。以下では特徴的なストーリーとして，分散
が比較的大きい，つまり分散が2.0～2.5の範囲に
ある2つのストーリー（表5）と分散が比較的小さ
い，すなわち0～0.5未満の範囲にある7つのストー

表4　デルファイ調査の結果，確実性に関する分散が小さかったストーリー

No. 
確実性平
均，分散

何かが起きたら
（input）⇒

どうなる 
（output）⇒

さらにどうなる 
（outcome）⇒

どうする 
（必要な対策）⇒

最終的にどうなる 
（別府の姿）

28 
a＝2.2 
v＝0.2

揚湯（採取）量の現状
維持

湯量が減少する ̶ 泉源を閉じる／ 
廃業する

別府全体の貯留槽が
回復し廃業旅館の一
部が復活する

103b 
a＝3.6 
v＝0.2

市民の間で電力の地産
地消へ関心高まる

自家消費用の電力， 
温泉の熱利用を導入

̶ 未利用温泉水の活
用につなげる

̶

4 
a＝2.9 
v＝0.3

新規・代替掘削が進む
（計 7万 t）

泉温が下がる ̶ 泉源を閉じる／ 
廃業する

別府全体の貯留槽が
回復し廃業旅館の一
部が復活する

56 
a＝2.9 
v＝0.3

新規・代替掘削が進む
（計 7万 t）

地下水賦存量減少，海
底湧水量と栄養塩類減

水産資源を含む沿
岸域生態系の悪化

総量規制又は部分
的な一括管理

沿岸生態系の回復

10c 
a＝2.9 
v＝0.3

新規・代替掘削が進む
（計 7万 t）

湯量が減少する ̶ さらに深く掘削／
代替掘削を行う

掘削申請が許可され
ず，別の対策を取る

62b 
a＝3.1 
v＝0.3

温泉採取量の規制強化
又は利用量減少による
採取量減（計 4万 t）

利用中の温泉の停止 一部温泉宿の廃業 源泉売買が活性化
する

新たなビジネス（投
資を含む）に発展

108 
a＝3.1 
v＝0.3

日本人の高齢化 別府が養老特区になる ̶ ケア付きコミュニ
ティを作り高齢者
を呼込む

入浴のスタイルが変
化する

図4　デルファイ調査における重要性平均とその分散値の関係
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リー（表6）を取り上げる。
重要性に関して分散が大きかったストーリーは

13と29で，確実性に関して分散が大きかった表3

の一部と重複していた。これらのストーリーについ
て，後述のシナリオワークショップでの取り扱い方
に注意が必要である。
また，重要性に関して分散が小さかったストー
リーのうち，103b, 4, 108は表4の一部と重複して
おり，また107については日本人の高齢化を出発点
としている108と類似したストーリーである。さら
に，151は，泉源所有者の高齢化を出発点として，
所有者把握のための法令が強化されることで，所有

者の明確化モニタリングにつながるというストー
リーである。また，2bは表4に含まれる10cと中途
の因果関係が異なるだけで，出発点と帰結は同一で
ある。
3.2　ステークホルダーの将来シナリオに対する修

正提案
2回のデルファイ調査の結果を踏まえて，2040年
頃の別府市をイメージした将来シナリオ案をテキ
スト形式で叙述した。将来シナリオ案は，先行研
究 12）を参照して，表7に示す3つのストーリー群
とした。
これらの将来シナリオ案は書籍上で公表した

表5　デルファイ調査の結果，重要性に関する分散が大きかったストーリー

No. 
重要性平均（a）， 
分散（v）

何かが起きたら
（input）⇒

どうなる 
（output）⇒

さらにどうなる 
（outcome）⇒

どうする 
（必要な対策）⇒

最終的にどうなる 
（別府の姿）

13 
a＝3.9 
v＝2.1

新規・代替掘削が
進む（計 7万 t）

湯量が減少し，泉温
が下がる

̶ 市内の泉源を部分的に
一括管理する

別府の温泉の多様
性が失われる

29 
a＝3.7 
v＝2.0

揚湯（採取）量の
現状維持

泉温が下がり，湯量
が減少する

̶ 市内の泉源を部分的に
一括管理する

別府の温泉の多様
性が失われる

表6　デルファイ調査の結果，重要性に関する分散が小さかったストーリー

No.  
重要性平均， 
分散（v）

何かが起きたら
（input）⇒

どうなる 
（output）⇒

さらにどうなる 
（outcome）⇒

どうする 
（必要な対策）⇒

最終的にどうなる 
（別府の姿）

103b 
a＝4.3 
v＝0.2

市民の間で電力の
地産地消へ関心高
まる

自家消費用の電力，
温泉の熱利用を導入

̶ 未利用温泉水の活用に
つなげる

̶

4 
a＝4.1 
v＝0.3

新規・代替掘削が
進む（計 7万 t）

泉温が下がる ̶ 泉源を閉じる／廃業す
る

別府全体の貯留槽
が回復し廃業旅館
の一部が復活する

107 
a＝4.1 
v＝0.3

日本人の高齢化 湯治客の増加を試み
る

̶ 長期滞在の相談デスク
を設置して対応する

̶

108 
a＝4.1 
v＝0.3

日本人の高齢化 別府が養老特区にな
る

̶ ケア付きコミュニティ
を作り高齢者を呼込む

入浴のスタイルが
変化する

2b 
a＝4.2 
v＝0.3

新規・代替掘削が
進む（計 7万 t）

泉温が下がる ̶ さらに深く掘削／代替
掘削を行う

掘削後も泉温が復
活しない

151 
a＝4.3 
v＝0.4

泉源所有者の高齢
化

所有者不明源泉，市
外住民所有源泉が増
える

停止・廃止源泉が
増加する

県あるいは市が所有者
を把握するための条例
や要綱を強化

泉源所有者の明確
化，モニタリング
しやすくなる

59b 
a＝3.4 
v＝0.5

高温温泉水の排出
を規制しない

水路での湯けむり発
生・増加

水路の水質悪化，
悪臭発生

温泉排水と生活排水の
完全分離（湯けむり水
路）の整備

観光資源（見所）
の増加
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が 6），シナリオワークショップ開催準備中に，ス
トーリーの内容に大きく関連する3つの動きがあっ
た。

1）2018年6月の市議会において，別府市が「温
泉発電との共生を図る条例 15）」を改正し，市が設
定するアボイドエリアにおいて，地熱（温泉）発電
を稼働したい事業者が地域住民と合意形成を行うこ
とが義務付けられた。

2）2019年4月に，それ以前は他の自治体と同
様1人1日あたり100円が徴収されていた入湯税額
が変更された。変更後は，最高額が1人1日あたり
500円（宿泊及び飲食料金が合計50,001円以上の
短期滞在者），最低額が同じく25円（宿泊・飲食料
金が合計1,500円以上2,000円以下の長期滞在者）
に設定された 16）。

3）実際の源泉の変化として，鉄輪地域に位置す
る市営の「地獄蒸し工房 17）」において，蒸し料理
に不可欠な蒸気の出が不調となり，2019年2月に
一時休業，その後も時間短縮営業というような源泉
の状態変化も懸念されている。
これらの状況変化も含め，ステークホルダーが将
来シナリオ案に対して疑問や意見，修正案を自由に
発言するシナリオワークショップの結果，シナリオ
（最終版）は次のようにまとめられた（A-1等は小
見い出し。別府と表記されているのは原則として別
府市の意味）。分析のため，案の段階から追加，修
正された箇所に下線を付した。
3.2.1　ベースストーリー
A-1：別府への移住定住者の増加

2040年頃の別府市。県や市を中心に，移住・定
住の準備段階として湯治客の増加を促したり，長期
滞在に関する相談デスクが設置されたりしている。
また，別府市が養老特区として指定・認知される
ようになり，温泉・ケア付きコミュニティ住宅等に
対して高齢者の人気が高まっている。
一方，従来からの別府市民も高齢化しており，移
住・定住者の年齢バランスも偏ったことから，収入
減やメンテナンス等の課題のため市有区営温泉・共
同温泉を従来通り維持することが難しくなってい
る。

A-2：温泉観光の変容
移住者・定住者等の影響で，別府の温泉における
入浴スタイルが徐々に変化。入浴スタイル変化につ
いては，「ONSEN＝BEPPU」というフレーズが定
着したこともあり，外国人観光客の増加も影響。外
国人の中には，日本の文化やマナーを学びたいとい
う意向もみられ，例えば，希望者が温泉文化の体験
や説明を受けられる多言語の窓口が設置され，別府
が「入る人も入り方も多様な温泉地」になった。
A-3：温泉揚湯量の増加
相続税対策の一環としてホテル等観光事業者に泉
源を転売する例が多い。この事態を受け，県や市が
温泉台帳のアップデートを徹底するだけでなく，観
光業に関連する人たちも温泉や観光の現状をアップ
デートできる仕組みをつくること，行政，事業者，
市民の間の役割分担がこれまで以上に急務となって
いる。
地熱（温泉）発電由来の電力買取り価格が相対
的に高かったこともあり，2012年から5年程度は，
投機目的での地熱発電が懸念されたが，別府市の
条例制定の影響で実際の稼働は10基程度となった。
県の規制地区（保護地域）を外れた地域において，
新規掘削や代替掘削が進み，別府全体の揚湯量は日
量6～7万 t程度まで増加した。
A-4：揚湯量増加の影響
揚湯量の増加は，①既存源泉の湯量減少，②高温
温泉水の排出規制強化という主に2つの影響をもた
らし，①はポンプを用いた汲み上げや給湯方法の変
更（源泉掛け流しをやめ，循環殺菌方式にする等）
で対処された。ポンプ導入は汲み上げコスト上昇を
招き，給湯方法変更も同じくコスト上昇，観光客の
満足度低下を招き，温泉観光は継続されているが，
持続可能性は低下。
地下水量減少に伴う海底湧水量（栄養塩類）減少
を通じた沿岸域生態系の悪化（水産資源を含む）も
懸念され，揚湯量の総量規制あるいは部分的な温泉
の集中管理も検討されるようになった。
A-5：地産地消への関心と温泉水カスケード利用
地震等の大規模災害時対策も見据え，エネルギー
の地産地消に関心が高まってきた。例えば，自家消

表7　将来シナリオとして記述した3つのストーリー群

ストーリー群の名称 基準

A）ベースストーリー 原則として，デルファイ調査における確実性の平均値を上回り，かつ重要性の平均値
も上回ったストーリー群。

B）重要な検討ストーリー 同じく，重要性の平均値を上回っているものの，確実性の平均値は下回っているス
トーリー群。

C）モニタリングすべきストーリー 同じく，確実性の平均値を下回り，かつ重要性の平均値も下回ったストーリー群。
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費用発電と蓄電池，電気自動車の設置はますます増
加し，電力だけでなく温泉や地中熱の熱利用等設備
（農業等）導入も進み，未利用温泉水のカスケード
利活用につながっている。
3.2.2　重要な検討シナリオ
B-1：泉源管理の課題
相続税あるいは空き家対策の一環として県外や外
資系の事業者に泉源を転売するケースが多くなった
結果，泉源管理がおろそかになり，配管からの漏水
や過剰採取（あるいは流しっ放し）の問題が生じて
いる。
B-2：観光業界の変容
温泉旅館・ホテル等の宿泊施設において後継者不
足や施設老朽化（耐震改修ができない等）が深刻と
なり，観光業界にも県外や外資系の事業者参入が相
次いでいる。新たな形態の温泉・観光ビジネスが参
入し，地域や温泉の特性を理解しない人たちが従来
とは異なる温泉の使い方を進めた結果，既存の旅
館・ホテル等や住民との葛藤が随所でみられるよう
になってきた。
B-3：火山活動の活発化

2017年大地震の数年後，火山活動も活発化し，
避難等による一時的な混乱が起きた。そのため，観
光客が減少，市の人口も減少傾向が続いている。地
震や火山の被害からの復旧や復興は不十分で，イン
フラ投資も不足。こうした一連の災害により，都市
機能そのものが衰退の危機に瀕している。
住民向けの比較的な小規模な温泉施設が廃業し，
そのこと自体は別府温泉の量的な回復につながりう
る。
B-4：温泉資源の変化
しかしながら，各地の源泉で泉温が下がり，お湯
の中のシリカ等が析出して流路が詰まる被害がみら
れること，また，湯量減少も目立つことから，さら
に深い掘削や代替掘削の申請も出された。しかし，
掘削後も湯量が復活しないケースも多いことから，
特に高温域で徐々に掘削申請が許可されないように
なり，泉源を閉めるケースも増えている。
泉源を閉じて廃業するケースが増加したことだけ
でなく，別府温泉に対する市民の関心の高まり等も
背景として，数十年後には別府全体の温泉貯留槽が
回復することが見込まれている。
3.2.3　モニタリングすべきストーリー
C-1：当初は新規・代替掘削が進む

2018年以降数年間は，県の規制対象外地域で新
規・代替掘削が進み，別府全体の揚湯量は日量6～
7万 t程度まで増加。その結果，泉温低下，湯量減
少，地下水の塩水化などの影響が顕在化。適温より

も低くなった源泉は転売され，他用途に用いられる
ケースもあるが，排水温度も下がって，下水処理も
しやすくなったことから，水環境の改善に寄与する
側面も。適温まで低下していない源泉では，温度調
整用に加水する水道代あるいは井戸水汲み上げコス
トが減少し，温泉の経営が安定化している例もあ
る。
また，湯量減少に対しては加水して従来通り温泉
を提供できるように対処。また，地下水の塩水化が
起こった地域では，塩化物泉として活用しうる一方
で，浄水コストが増加するというデメリットも発
生。
C-2：課税による影響の二極化
市は入湯税等をさらに引き上げ，温泉利用者の
サービスを向上させる対策。税収増加し，市の財政
基盤は強化の一方で，あまり利用されていない源泉
停止や観光客の負担感増大を招いている。
税収増で，市営温泉が維持されやすくなり，市の
公共投資増加の恩恵を受ける地域や業種がある一
方，負担増を忌避する観光客減少の影響を受ける旅
館もあり，別府の中で二極化現象が起きている。
C-3：温泉揚湯量の安定化へ
課税強化等の影響もあり，結局，別府全体の温泉
揚湯量は従来の日量5～6万 tに落ち着いた。それで
も過去の揚湯量増加の影響が数年は残り，さらなる
泉温低下，湯量減少がみられた。泉温低下影響の長
期化に伴い，泉源を閉じたり，廃業したりする旅館
等も増加。皮肉なことに，そのことがさらに揚湯量
の安定化傾向を強化するという循環につながってい
る。
泉温低下と湯量減少のダブルパンチに見舞われた
地域では，泉源の一括管理に追い込まれ，一括管理
が温泉の多様性喪失につながるのではないかと危惧
されている。
3.2.4　将来シナリオの主な修正点
将来シナリオ案の主な修正点は，大別して3つの
項目に関するものであった。第一に，シナリオワー
クショップの参加者の多くが温泉愛好者（マイス
ター）であったことも反映して，温泉の区分（市有
区営・共同温泉等）や温泉に対する市民の関心に
関する項目を修正した（A-1, B-4, C-2における修正
点）。第二は，インバウンド対応も含めた観光業や
泉源所有者の高齢化に伴う温泉台帳管理の課題に関
する項目であった（A-2, A-3前半，B-1の修正点）。
第三は，地熱発電やエネルギーの地産地消に関する
項目であった（A-3後半，A-5の修正点）。
研究者間で確実性，重要性ともに分散の多かった
ストーリーに関しては，A-4において「部分的な温
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泉の集中管理」，またC-3において「泉温低下と湯
量減少のダブルパンチに見舞われた地域では，泉源
の一括管理に追い込まれ，一括管理が温泉の多様性
喪失につながるのではないかと危惧されている」と
記述しており，ワークショップの中では「メリット
（枯渇を防ぐ）とデメリット（個性が失われる）の
両方がある」といった指摘があったものの，シナリ
オ案を修正すべきという意見は出なかった。
以上の結果，デルファイ調査結果と将来シナリ
オ最終版との関係は，図5のようになった。図5で
は，上記シナリオのA-1を「A1」のように表記し
た。

4.　考 察

先行研究では，デルファイ調査の利点として，コ
ントロールされたフィードバックにより，身分の上
位者や権力者等に対する権威従属性や，多数意見に
対する付和雷同性を回避できるとされているが 14），
本研究では調査前にSHの認知構造を理解するため
に研究者間で議論しており，権威従属性や付和雷同
性の回避が不完全であった可能性がある。しかし
ながら，デルファイ調査に参加した研究者のうち最
年長者（別府市在住）は議論に参加せず調査のみに
参加していること，また議論の内容がそのまま調査
票に移行したわけではなく，事務局の整理を経てお
り，さらに調査への回答行為は個別に実施されてい
ることから，ある程度は回避できたと考えている。
また，既存研究 14,18）に比較してデルファイ調査

に参加した研究者数が少なかった点は本研究の課題
である。今後の方向性として，例えば研究対象を別
府市に限定せずに実施する，より大規模なデルファ

イ調査が考えられる。
デルファイ調査において分散が比較的大きかった
ストーリーに対しては，研究者間の認識が一致しな
かったとも言い換えられる。確実性，重要性ともに
認識が一致しなかったのは，湯量が減少し，泉温が
低下したケースに対して，市内の泉源のいくつかを
一括して混ぜてしまう対策をとることで，温泉の多
様性（個々の泉源の特性）が失われてしまうという
状態についてであった。これらのストーリーは，将
来シナリオ案において，「部分的な温泉の集中管理」
あるいは「一括管理が温泉の多様性喪失につながる
のではないかと危惧されている」と集中・一括管理
のデメリットにも配慮した表現を採用したため，シ
ナリオワークショップでは修正意見は出なかった。
また，確実性に関してのみ，高温であることが一
つの魅力になっている別府温泉の温度が今後下がっ
ていくことに対して，研究者間で認識が一致してい
ないと判断できた。
要約すると，別府温泉の魅力である温度や泉質の
多様性に関するストーリーについて研究者間の認識
が一致しない傾向が観察された。
逆にデルファイ調査において分散が小さかったス
トーリーについては，研究者間でほぼ認識が一致し
たといえる。確実性，重要性ともに認識がほぼ一致
したストーリーとしては，市民の間で電力の地産地
消へ関心が高まったことを出発点として，未利用温
泉水の活用につなげるストーリー，それから新規・
代替掘削が進んだことから，泉温が低下し，泉源の
閉鎖・廃業を経て，別府温泉全体の貯留槽が回復し
廃業旅館の一部が復活するストーリー，さらに，日
本人の高齢化を背景として，別府市が養老特区にな

図5　デルファイ調査における回答と将来シナリオ最終版の関係
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り，ケア付きコミュニティを作り高齢者を呼込むこ
とで，入浴スタイルが変化するストーリーの3つが
ある。
まとめると，別府市における温泉と電力のセキュ
リティ確保や日本人の高齢化といった「別府市とそ
の外部との関係」に係る課題に対処するストーリー
については，研究者間の認識が一致しやすい傾向が
みられた。
シナリオワークショップにおいて修正された項目
は，次のように解釈できる。まず，温泉の区分（市
有区営・共同温泉等）や温泉に対する市民の関心に
関する項目は別府市の内発的な変化に関するストー
リーといえる。つまり，別府市独自の温泉の経営区
分や市民の関心は，例えば市行政や市内の団体の活
動によって，対策がある程度コントロールできる課
題である。
これに対し，インバウンド対応も含めた観光業や
泉源所有者の高齢化に伴う課題は，比較的外発的な
変化である。すなわち，別府市や市民の努力では如
何ともしがたい課題である。将来シナリオの射程外
の話ではあるが，2020年になってから大きな影響
を受けていると思われる新型コロナウィルス対策の
影響を受け，国内外の観光客が激減していることは
まさに外発的な変化の最たるケースといえる。
最後に，地熱発電やエネルギーの地産地消に関す
る項目は，内発・外発的変化が混合した課題であ
り，例えば，再生可能エネルギー電力の買取価格
は，国レベルで決定されることから市や市民の影響
力は限定されるものの，そうした外発的変化に対し
て，市や市民がどのような対策をとるかについて
は，ある程度コントロール可能な課題である。
学際的アプローチで期待される効果として，例え
ばCarrら（2018）は，異なる背景を有する研究者
相互の学習過程が，研究者間の結びつきや共有され
た理解などの社会的資本を増加させ，複数の研究分
野を統合する新たな知識につながるという好循環を
提起している 19）。筆者らが観察した範囲では，本
研究を通じ，複数分野にまたがる研究者相互の学習
過程が社会的資本を増加させるところまでは達成で
きたと考えている。例えば，毎年度実施されてい
る別府温泉一斉調査には，連環プロジェクト終了
後も，プロジェクトに参加していた研究者が別府市
外から複数参加し，研究者間の結びつきを強めてい
る。そうした結びつきを背景として，筆者らが編集
した書籍 6）の査読プロセスにおいて，各執筆者は
本来の研究分野ではない論稿に対しても，適切な査
読を行った。ただし，新たな知識への統合は現在進
行中であり，今後の課題である。

一方，超学際的アプローチの目的として，例えば
Schmidtら（2020）は，民主的な原則を重視する規
範的目的，研究の質の向上をめざす実質的目的，相
互理解と問題解決につなげる学習的目的，プロセス
の成果物の受容性と正統性を高める実施目的の4通
りを提起している 20）。本研究では，規範的目的や
実施目的というよりは，実質的目的あるいは学習的
目的に結果として焦点が当たっていたように評価で
きる。
つまり，実質的目的については，研究者の認識が
一致しなかった別府温泉の魅力に関するストーリー
について，別府温泉を利用するSHが感じている魅
力を聞くことで，研究者だけでは成し得なかった将
来シナリオ確定が可能となった。また，学習的目的
については，SHの多様な意見を研究者が理解する
ことと，研究者のデルファイ調査結果に基づいた将
来シナリオをSHと議論することで，双方向の学習
プロセスが進展した。
最後に，今後の課題をまとめると，シナリオ作成
の期間がSH分析から5年以上にわたったため，そ
の間，県及び市の規制にもかかわらず，地熱発電の
設置が進行するなど，別府温泉に関連する状況が大
きく変化した。また，シナリオワークショップ開催
後の動向として，新型コロナウィルス対策の結果，
国内外からの観光客数が大幅に落ち込むなど，まさ
に「想定外の変化」が起きている。これらの社会変
化に適切かつ迅速に対応できるシナリオプランニン
グの開発と実装がさらに必要である。
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Abstract

This study applies scenario planning methods to local issues related to water and energy 

nexus and analyzes results of researchers' interdisciplinary and transdisciplinary approaches. 

Common and different views of researchers and stakeholders regarding scienti�c uncertainty 

and local importance were focused.

Speci�cally, after the researchers understood outcomes of the stakeholder analysis and 

the stakeholder meetings, a questionnaire survey on 73 chains of causal relationships using 

the Delphi method was conducted. During two years after three future scenarios were con-

structed in 2018, the changes included in the scenario partially progressed. In consideration 

of these changes, in 2019, stakeholders and experts jointly held a scenario workshop, con-

�rmed the text of future scenarios with participants, and clari�ed the items to be revised in 

the scenario draft.

As a result of the transdisciplinary approach, about stories regarding the attraction of 

Beppu Onsen, which was divided by researchers, by listening to the charm felt by stakehold-

ers who use Beppu Onsen, a future scenario that could not be achieved by researchers alone, 

can be con�rmed. In addition, a two-way learning process has progressed as the researchers 

understand diverse opinions of the stakeholders and discuss future scenarios based on the 

researchers' Delphi survey results with the stakeholders.

Key Words: Water-energy nexus, transdisciplinary approach, scenario planning, Delphi 

method, Beppu City


