
第 3 回 ICAS 第一部門ワークショップ報告 
茨城大学工学部都市システム工学科 

茨城大学地球変動適応科学研究機関（兼務） 

小峯秀雄 

茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）の第一部門（適応技術）では，研究・活動報告を行うと

共に，様々な分野で，地球変動や自然災害に適応するための思想や考え方，技術について造詣の深い講

師の方々をお招きしご講演いただくワークショップを，毎年開催しております．2008 年度は「様々な学

問分野から観た地球変動と自然災害」をキーワードに，気象学，地盤・地質学，都市工学などの学問か

ら地球変動や自然災害に関する研究を鋭意進められている新進気鋭の 3 名の講師をお招きし，2008 年

12 月 12 日（金）に延べ 50 名程度の一般市民の方々，企業の方々，学生の皆さん，教職員にご出席いた

だきました．また，ご講演いただいた研究者の方々と一般市民の方々，企業の方々，学生の皆さん，茨

城大学 ICAS メンバー，教職員，と一緒に円卓形式での座談会を行いました．当日のプログラムは最終

ページを参照してください．以下に，講演概要と座談会での議論のメモを報告いたします．なお本報告

の所々に，報告者の感想も含まれていることをご容赦ください．報告者にとって，とても有意義なワー

クショップであり，その時々で感じたことを書き取っておきたいと思ったからです．ご出席できなかっ

た方々に少しでも，今回のワークショップの有意義な点がお伝えできればと思い，あえて報告者の感想

を盛り込みました． 

 

【講演会（写真 1, 2 参照）】 

講演：日下博幸先生（筑波大学）「都市降水の実態と数値シミュレーション」 

最先端の降水予測に関する数値シミュレーションについてご講演いただきました．気象分野は将来を

予測しなければならないので，非定常解析がとても重要であるとのご発言には共感を持ちました．また

雲物理モデルまであることには，ちょっと驚きましたが，その重要性を認識できました． 

都市化と豪雨の頻発化の関係に関する研究動向についても，とても分かりやすく紹介していただきま

した．テレビなどで，都市化が豪雨を誘発していると報道されることが多いですが，精緻な学術的検討

では因果関係は未だ明確ではないとのことでした．また豪雨に関する歴史的な変動調査の結果は大変興

味深かったです．数値実験の利用意義が，我々，地盤工学者と違うことも印象に残りました． 

結局のところ，都市化した場所において豪雨が発生することによる二次的な事象のインパクトが大き

くなっているというのが，一般的な印象ではないでしょうか． 

工学的な視点でのポイントは以下の通りです． 

① 土構造物設計において，降雨をどのように設計に取り入れるかは，重要な課題であると以前から考

えていました．しかし，降水の予測にはカオス性があることを認識しながら課題解決をしなければ

ならないと思いました． 

② 事例として，2004 年新潟・福島豪雨災害（7 月 12 日～13 日）の WRF 予測について紹介がありまし

た．現在の予測技術の限界（初期条件と境界条件の設定の影響）を認識し，それを踏まえて①につ

いて検討を進めなければならないと思いました． 

③ 毎日，天気予報を見ていますが，気象・気候学研究者の不断の努力に支えられていることをあらた

めて認識しました． 

 



  

熱心に聴く聴衆              筑波大学・日下先生の講演 

写真 1 筑波大・日下先生の講演と聴衆 

 

講演：酒井直樹先生（防災科学技術研究所）「地球温暖化が土砂災害に与える影響」 

2004 年新潟中越地震の斜面崩壊事例をご紹介いただきました．実際に，被災された経験も含めて，当

時の状況を説明していただきました． 

国土交通省の地すべりや土石流，都賀川の映像は，とてもセンセーショナルでした．また，崩壊メカ

ニズムを，分かりやすいミニ実験で再現していただき，非常に楽しくご講演いただきました． 

工学的視点でのポイントは以下の通りです． 

① 不飽和地盤の挙動評価の重要性が強調されました． 

② 崩壊の予測手法の確立は，確かに重要かつ研究課題と思いました． 

③ 親水公園であっても，ただ水に親しむという視点だけではなく，河川の危険性についても学んでも

らわなければならないという思いが，都賀川の映像を見ていて心に浮かびました． 

④ リアルタイムの崩壊予測の必要性が強調され，地下水位がその指標になるのではないかという考え

には賛同できました． 

⑤ おおよその精度でハザードマップを作り始めることも大切ではないかと思いました． 

 

講演：肱岡靖明先生（国立環境研究所）「温暖化影響と気候安定化レベル」 

温暖化による様々な影響をご紹介いただきました．まさに迫りくる温暖化の影響の大きさに驚愕いた

しました．気候安定化目標の現況，2050 年に全世界の温室効果ガス排出量を半減させることの意義を，

あらためて（はじめて？）認識できました．温室効果ガスの排出量にのみ注視されやすい世情で，影響

回避のための対策が大切であることが強調されました．これは工学的な視点で，とても重要な観点であ

ると思います． 

気候変化に伴う連続的変化が生じる場合，どこまで許容できるのかを考えることが重要であることが

分かりました．また，温暖化による功罪についても，ダイレクトにメッセージを伝えていただきました．

そして報告者も参画している，環境省地球環境研究総合推進費により進められている「沿岸域における

気候変動の複合的災害影響・リスクの定量評価と適応策に関する研究（2005 年度～2009 年度）」の研究

成果を総括的に紹介していただきました．これは卒業研究や修士研究として進めている学生諸君にとっ

て，研究背景を再認識する上で非常に有意義なものになったと思います． 



  
防災科学技術研究所・酒井先生の講演        国立環境研究所・肱岡先生の講演 

写真 2 防災科学技術研究所・酒井先生と国立環境研究所・肱岡先生の講演 

 

【講演（写真 3 参照）】 

報告：三村信男（茨城大学地球変動適応科学研究機関長）「IPCC 報告書作成の道のりと効果―ソフトパ

ワーを作る新しい科学の方法」 

キーワードは「ソフトパワー」でありました．IPCC 報告書作成の裏話について楽しくご紹介いただ

きました．第一次原稿の執筆とそれに対する膨大な数のコメントには驚かされました．報告書の承認が

sentence by sentence で実施されること，1 日で 20 行しか承認されなかったことなど，このような世界規

模で合意を得た報告書の作成の苦労が良く分かりました．まさに「苦難を切り抜ける」という感じであ

ったとのことでした．拝聴していて，いろいろな考えが浮かんできました．以下にいくつかを挙げたい

と思います． 

・ IPCC の会議の運営費はどこがサポートしているのか？サンドイッチ代は誰が支払うのか？かなり

の人件費を要する会議のようであるが，一体，どのようにサポートされているのか？ 

・ 公共性のあるものの合意をいかにとるか？“個人の意見”から“合意を得た意見”への転換とその

ための努力は壮絶なものと感じました． 

・ ハードパワーとソフトパワー→科学技術は 21 世紀のソフトパワー，「ペンは剣より強し」と同じか

な？ 

・ 公共的，内需的な事業はソフトパワーではあると思う． 

・ ものづくり的学問はハードパワー，公に益する土木はソフトパワー 

・ 途上国の人が研究立案する際に，日本人研究者が加わるケースが少ない．Japan Passing は，国際化

において，由々しき問題である． 

・ 国際的な共同研究を行うためには，日本のまとめ役が必要である． 

・ 不確実性の議論は？インフルエンス・ダイアグラムは？ 

 



  

写真 3 三村先生の講演と熱心な質問者 

 

【座談会（写真 4 参照）】 

テーマ「地球変動や自然災害に対する各学問のコラボレーションと ICAS の行方」 

「地球変動や自然災害に対する各学問のコラボレーションと ICAS の行方」をテーマに，温暖化をは

じめとする地球変動や集中豪雨，地震などの自然災害に対峙する各学問が協調できる可能性を目指して，

ひざをつき合わせて，講演者，一般参加者，学生，教職員による座談会形式の議論を行いました．以下

に，議論のポイントをキーワード的に記述します．なお，報告者である小峯も発言しておりますので，

すべての発言を記録できていないことをご承知ください．  

1. 座談会の論点：①何を守りたいか？，②温暖化影響を考える上での情報は何か？③我々は何をすべ

きか？何が出来るか？（市民，行政関係者，研究者，技術者などの立場），④“わがこと化”にす

るには？（枝廣氏：H20.10.30 コメント）⑤科学者の役割→融合化，一般市民とのインターフェー

ス（枝廣氏：H20.10.30 コメント）（茨城大・安原先生） 

2. 温暖化による降水量の状況変化についてはどのような状況なのか．（水戸地方気象台・丸山氏，茨

城大・三村先生） 

3. 2 に対する回答：全球レベルの数値シミュレーションにおいて現段階ではまだ未確定である．地域

レベルでも以前未確定だが，豪雨が増えている傾向にある．（筑波大・日下先生） 

4. 降雨強度以外に，変化している要素，構造物に影響しそうな要素には何があるのか．（茨城大・東

ヶ崎氏，4 年生） 

5. 土壌雨量指数などでも考慮しているが，地盤内に浸透する水の量や速度が影響するのではないか

（防災科研・酒井先生） 

6. 降雨特性の変化ついては，測定技術の向上に依存しないか．（茨城大・村上先生） 

7. それないと聞いている．（筑波大・日下先生）依存しないと思う．やはり印象としては，降雨強度

は増加していると思う．観測密度も増加している（水戸地方気象台・伊藤氏） 

8. 土木技術者として，専門機関から提示される情報の精度は，どの程度のものなのか．（京都大・竹

内氏，大学院 2 年生） 

9. 平均値では，比較的信頼性の高い情報であると思います．極値やピンポイントの精度は低い．（筑

波大・日下先生）国や地方自治体の要請も考慮して，西日本・東日本レベルでは，比較的精度はあ

ると思う．この山の斜面崩壊の程度というレベルにはない．（国環研・肱岡氏） 

10. シナリオ・ライティングというよりもビジョンをしっかり構築する必要がある．それによって地域

像を再構築する必要がある．（茨城大・三村先生） 



11. 科学者の役割，一般市民とのインターフェースについて，専門知識を如何に一般に伝えるかは，と

ても重要と思う（ICAS 折笠氏） 

12. 学内でも ICAS の知名度が低い．研究に取り組む姿勢がかっこいい．夢中になる姿がうらやましい．

（ICAS 植松氏） 

13. 農学部の状況からみて，一般の人にもっと分かりやすい表現を心がける必要がある．農学部の事例

からの貴重な意見をご紹介．（ICAS 朝倉氏） 

14. 具体的に行動することが困難である．すぐに行動できる明日のビジョンも必要である．（茨城大・

渡邊氏，大学院 2 年生） 

15. 明日，明後日のビジョンを構築するための情報は，具体的に何か（国環研・肱岡氏） 

16. とても身近な生活に密着する情報に置き換えられると良いのではないか（茨城大・渡邊氏，大学院

2 年生） 

17. 長期予測をメディアで流すことは可能か．（京都大・竹内氏，大学院 2 年生） 

18. 長期予測で行動に移し，予測が外れたときの経済的損失が大きなインパクトになる．（国環研・肱

岡氏） 

19. コンサルタントの立場で，一般市民とのインターフェースはどのように考えているか（茨城大・安

原先生） 

20. “わがこと化”にするのは，難しいのではないか（パシコン，ICAS・町田氏）． 

21. “わがこと化”とは，個人の問題として，どのような個人的な行動にするかという視点であると思

う（茨城大・安原先生） 

22. バイオ CCS の紹介．CO2の量がマイナスになる技術にも注目すべきである．（茨城大・三村先生） 

23. 一般市民とのインターフェースとして，災害ハザードマップも有効ではないか．タイでの E20 とい

うバイオ燃料の紹介もなされた．（茨城大・村上先生） 

24. 自治体や他の政府を動かす方法は無いのか？（茨城大・村上先生） 

25. 政策的な研究経費は，政府の動向を反映している．（茨城大・三村先生）RITE や国立環境研究所，

大学などから研究情報が提供することが大切である．政府は見ている．（国環研・肱岡）経済学の

視点では，意思決定は選択である．技術者，科学者が選択のための情報提供をしてもらいたい．

（ICAS・田村氏） 

26. 建設事業でも，ゲリラ豪雨の状況は実感できる．（栗山氏，一般参加） 

27. 関連する研究や技術の成果を，一般市民に提供できるようなコンサルタントになりたい．（パシコ

ン・平山氏） 

28. 茨城大学をはじめ，かなりの情報提供がなされていることが分かった．（関本氏，一般参加） 

29. 各学問がコラボレーションするために・・・工学の視点で，海面上昇のトレンドと設計の問題に似

ている．設計の思考を取り入れる必要がある．小学校，中学校でも教育すべき内容．まさに，この

活動が一般市民とのインターフェースであることを覚えておいて欲しい（小峯）． 

 



 

 

 

 
写真 4 座談会の風景 

 

 



「気象・地盤・都市工学から観た地球変動と自然災害」 

～第 3 回 ICAS 第一部門ワークショップ～ 

 

 茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）の第一部門（適応技術）では，研究・活動報告を行うと

共に，様々な分野で，地球変動や自然災害に適応するための思想や考え方，技術について造詣の深い講

師の方々をお招きしご講演いただくワークショップを，毎年開催しております．2008 年度は「様々な学

問分野から観た地球変動と自然災害」をキーワードに，気象学，地盤・地質学，都市工学などの学問か

ら地球変動や自然災害に関する研究を鋭意進められている新進気鋭の 3 名の講師をお招きしご講演いた

だきます．また，茨城大学地球変動適応科学研究機関長の三村信男教授より，IPCC 第 4 次報告書を刊

行するに当たってのご苦労や裏話を楽しくご講演いただきます．また，ご講演いただく講師の方々も交

えて茨城大学 ICAS メンバー，ご参加いただく教職員，学生の皆さんと一緒に，地球変動や ICAS の方

向性を考える座談会も企画しております．万障お繰り合わせの上，ご参加いただきますようお願いいた

します． 

記 

日時：2008 年 12 月 12 日（金），9:50～17:00 

 

場所：茨城大学インフォメーションセンター（水戸市三の丸 1-5-38） 

 

講演者（敬称略）および講演時間： 

9:50～10:00：挨拶：安原一哉（茨城大学・ICAS 第一部門リーダー） 

10:00～11:00：講演「都市降水の実態と数値シミュレーション」日下博幸（筑波大学） 

(10 分休憩) 

11:10～12:10：講演「地球温暖化が土砂災害に与える影響」酒井直樹（防災科学技術研究所） 

12:10～13:30：昼休み 

13:30～14:30：講演「温暖化影響と気候安定化レベル」肱岡靖明（国立環境研究所） 

(10 分休憩) 

14:40～15:40：講演「IPCC 報告書作成の道のりと効果―ソフトパワーを作る新しい科学の方法」 

三村信男（茨城大学・ICAS 機関長） 

(15 分休憩) 

15:55～17:00：座談会 

テーマ「地球変動や自然災害に対する各学問のコラボレーションと ICAS の行方」 

ディスカッションリーダー： 安原一哉（茨城大学） 

座談会出席者：日下博幸，酒井直樹，肱岡靖明，三村信男ほか，参加者一同  

 

問い合わせ先： 

小峯秀雄：hkomine@mx.ibaraki.ac.jp 

折笠志津子：ori425@mx.ibaraki.ac.jp 

茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS），茨城大学工学部都市システム工学科 


