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展 望

Geoengineering をめぐって：

気候変動問題におけるジオシンセティックスの可能性

茨城大学 ICAS 安原 一哉

１．はじめに

「気候変動に関する政府間パネル」(しばしば、英語の頭文字をとって“IPCC”と略称される)が

第 5次報告（これも AR5と略称される）2014年に公表した 1)。気候変動の影響は多様であるが、

災害の激甚化や複合化に深くかかわっていることは疑う余地はない。しかし、最近の異常気象や

それに起因すると思われる“ 極端現象や激甚災害”は、地盤や土構造物が大きな関わりを持ってい

るにもかかわらず、AR4 (2007) 後に発表された SREXレポート 2)にも AR5を含めた、過去 IPC報

告書にも地盤災害という記述はない。IPCC AR5 には、関連する キーワードとしてわずかに

Landslides というキーワードがあるだけである。このままでは、地盤工学は、国際的な重要課題

の一つである“気候変動”問題に関してほとんど貢献の余地がないということになる。ではなぜこ

のような事態に至っているのか、そしてなぜこれを打破できないのか、を考えてみると、IPCCの

ARに関わっている多くの研究者の専門は、科学（Science）分野であり工学（Engineering）分野の

専門家が極めて少ないこと、災害に関わる工学分野の関係者のほとんどが水や海岸分野の研究者

であること、したがって、扱われている災害は水災害が中心であること、などが理由として考え

られる。“このままでいいのか？地盤工学分野からの貢献の努力は不要なのだろうか？”という疑

問がわいてくるが、筆者は、あらゆる機会を通じて、工学や技術の重要性や必要性を強調してい

く必要があり、そこから、地盤工学の役割とその重要性に関する社会的認知を拡大できる、と考

えている。

本文では、このような事情を踏まえて、気候変動に対応できる地盤工学の知見や技術やツール

を整理して体系化・構造化していく中で、地盤改良や地盤補強技術を位置付けていくことを提言

したい。そうすることによって、ジオシンセティックスの重要性と可能性の認知が一層拡がると

考えるからである。

２．Geoengineering とは何か？

(1)２つのMitigation

1995年の阪神淡路大震災以後と記憶するが、従来の防災に加えて、災害の影響をできるだけ少

なくする、という思想に基づいて減災(Disaster Mitigation)という言葉が用いられるようになった。

一方、気候変動に伴う災害に対する対応策は、温室効果ガスを低減する緩和策（Mitigation つま

り、Unmanageableな事象を回避する方策）と気候変動による悪影響に対する適応策（Adaptation

つまり、Unavoidable な事象に対する方策）に分かれる。もっとわかりやすく表現すると、緩和

策は、地球温暖化を招来していると思われる CO2などの温室効果ガス(GHG)を削減すること、適
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応策は、地球温暖化によってもたらされると考えられている（あるいは、疑われている）気候変

動などの事象に対する方策（防護、順応、退避）を講じることを指している。

一方、従来の防災・減災の立場では、表-1に例示したように、防災は、Disaster protection or

Disaster prevention, 減災は、Disaster mitigation あるいは Disaster reductionと表現されることが多

い。気候変動対応策としての Mitigation と 災害対応策における災害低減（減災）としての

Mitigation とは、対象とする事象の種類と幅において意味が異なっている。仮に、防災・減災に

関わる技術者や科学者と緩和・適応に関わる技術者や科学者とが同じコミュニティに属していれ

ば、このような混乱は起こらないであろうが、現実は、二つのコミュニティが存在して、両方と

もに関わる地盤技術者が少ないことに起因しているのではないかと考えられる。

表-1 防災(Disaster prevention) と減災(Disaster mitigation)

(2) Geoengineeringと Geo-Engineeringのこと

（a)IPCC における実情

筆者は、地盤工学会誌 Vol. 61, No. 4 (2013)3) に、IPCC AR5 の第 5回会合の概要を紹介した

時に、IPCC では、緩和策（CO2など温暖化効果ガスを減らす技術と政策）の一つとして、

Geoengineering が取り上げられていること、それに対しては個人的な危惧があることを紹介

した。ここでの Geoengineering とは、温室効果ガス除去（Carbon Dioxide Removal: CDR）と

太陽光放射管理（Solar Radiation Management: SRM）技術のことを指しているが、日本語では、

“気候工学 ”と訳されている 4) （Appendix 1 参照）。これは、しばしば地盤工学を

Geo-Engineering 等と称する我々の立場とは異なっている。

これも良く知られているように、 AR5(5th Assessment Report) WGII(Working Group II:

Adaptation) が紆余曲折の後に 2014年 3月、横浜で、最終原稿が正式に承認された。IPCC で

は、気候変動が災害の大規模化などを含めた地球環境へ及ぼす影響につてはいろいろな側面の
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成果と分析結果を紹介（SREX report, 2014 もそのひとつ）しているが、災害を例にとってみる

と、前述のように水災害という認識が強く、AR5 までには、地盤災害というキーワードは全

くない。そのようななかで、AR6 にむけて作成中である特別報告書 Climate Change and Land

に貢献することは、現状打破のためのよい機会であると思われる。

(3)IPCC AR (assessment Report) における工学的課題

IPCCレポートにおける工学分野からの貢献はWGIIに多く見られるが、いくつかの課題が

ある。以下、繰返しになるが、AR5 (2014)と最近出版された極端現象に関する SREXレポート

(2012)の内容から工学の分野に関する課題を簡単に要約する。

1 気候変動に起因すると考えられる事象に対する対応策（緩和策と適応策）のうち、適応策

として、例えば、防護(Protection)、順応(Accommodation)、撤退(Retreat)を挙げているが技術

メニューやそれを駆使するマニュアルに関する具体的な記述がない。

2 自然災害の多くは、高潮、洪水、浸水など水災害に関するものが多く、地盤災害に対する

記述がほとんどない。

3 理由を考えてみると、地盤工学分野の貢献できる課題や地域があるにもかかわらず、報告

書の執筆者や査読者の中には、国際地盤工学会会員はほとんど確認できない。したがって、

この様な分野に地盤工学が貢献する仕組みを国際的な視点から早急に構築していく必要が

ある。これが可能になれば、これまでに蓄積されてきた地盤環境保全、地盤防災、地盤改

良・補強などの知見もこのような機会を通じて地球規模災害分野や地球環境分野に反映す

ることができる。

3. 地盤工学が IPCCへ貢献する必要性

地球温暖化が進んでいるかどうかの議論は置くとしても、“異常な気象によって気候が変動して

いる“ことはだれもが認めるところであろう。この気候変動は地盤災害や地盤環境劣化にかかわる

課題を引き起こしている、あるいは、大きくしている、と判断する。ただ、国際学会や国内学会

においてこのことが地盤工学における取り組むべき重要課題のうちの一つである、という明示的

な認識には至っていない。しかし、このことを打破することは、地盤工学の認知を広げ、あるい

は、高めることに繋がると信じる。

(1)気候変動が地盤に及ぼす影響

地球温暖化やこれに起因すると思われる気候変動が引き起こすと思われる事象を取り上げ、そ

れに対する対応技術をまとめたものが図－1である。

１年をリズムとして繰返される大気の状態（気候）が少なくとも 10年～数 10年以上という⾧

い期間で変化することを「気候変動」と言っている。一方、気象庁によると、「異常気象」は、

「三十年に一回起こる程度の珍しい気象」のことを指している。つまり、異常気象とは、起こる

ことが信じられないような異変のことではなく、たまにしか起こらないけれども、昔からたまに

は起こっていた事象のことである。この異常気象が起こるのは、主には大気や海の不規則な自然

の変動に起因すると考えられている。
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最近発表された第5次報告書(AR5)（2014）では、地球温暖化は着実に進んでおり、気温上昇の

傾向は、明らかに、温室効果ガスの排出など、人為的な要因が大きいと結論されている。そして，

このことが、気候変動をもたらしていることも少しずつ明らかになってきている。最近の異常気

象と地球温暖化に起因する気候変動の関係が必ずしも調和的に生じていると断定しにくいが、両

者が密接にかかわっていることは間違いないようである。ただ、IPCC によるどのAR

（Assessment Report）にも、浸水や水害の記述はあっても、地盤災害の記述はほとんど無いとい

ってよい。

なお、IPCCのレポート中では、「異常気象」をextreme event（極端現象）と表現していること

から、本文でも「異常気象」と極端な気象・気候現象を意味する「極端現象」は同義であるとい

う立場で記述する。また、図-1に示すように極端現象を災害に限った場合には、“激甚災害”と呼

称することにした。

（2）気候変動に起因する自然災害に影響する現象のうち、地盤災害・土砂災害と地盤環境の

変化に及ぼす事象

図-1に示すように、(i) 海面上昇、(ii) 台風の巨大化、 (iii) 降雨特性の変化（多雨による豪雨

や少雨による干ばつ）、（iv）地温変化に大別される。IPCC による極端現象に関するレポート

（SREX）2）には、“いくつかの極端現象は、大気中の温室効果ガス濃度の増加を含む人為的影響

の結果として変化してきたという証拠がある”と記述されていることから、これら気候変動に関

連する地盤・土砂災害の激甚化や地盤環境の変化は地球温暖化に起因しているものと判断される。

図-1 気候変動が地盤に及ぼす影響

気候変動に起因する災害の中でも、事象の複合化によってもたらされる“複合災害” が重要で

あり、しばしば、“激甚災害”につながる複合災害は、図-2に示すように、温暖化に起因する事象

が重なり合うものと温暖化に起因する事象と温暖化に無関係な事象が重なり合うものに大別され、

これらに異なる脆弱な自然的、社会的要因が重なってより激甚な被害をもたらす災害のことを指

している。
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図-2 複合地盤災害

複合災害の具体的な事例としては以下のようなものが挙げられる。

1) 地盤沈下地帯（特に沿岸域）における海面上昇と台風との複合に伴う堤体影響と水害

2) 集中豪雨と大規模地震とが同時か前後して発生する場合の地盤災害

このうち、前者は、時間依存現象が含まれるので、迂遠な感じがするが、だからこそ、今から

考えてくべきであろう。2）の確率は極めて低いので、そこまで考えなくとも良かろう、というの

が正直なところであろう。しかし、だれかが考えておくべきではないか、そのことが“想定外”を

避けることに繋がるのではないか、と筆者は日ごろ考えている。

ともあれ、この事例に関する限りは、今すぐ起きるのではない、という希薄な危機感からあま

りクローズアップされることがない。昨今の日本におけるように、急を要する災害や事故が次々

に起きることが気候変動問題を迂遠な課題として認識から遠のいていることは否めない。

これらの要因に加えて、図-3に示すように、2011年の東北太平洋沖地震（東日本大震災）で見

られたような災害の連鎖も複合災害と考えられる。ここまでくると、複合地盤災害という範囲を

超えて複合激甚災害というべきであろうが、ここまで考える必要性に迫られている。
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図-3 一つの時代認識

4．地盤工学が取り組むべきこと

(1)水分野と地盤分野の融合

地球環境の分野では地盤災害というキーワードは出てこないが、地すべりや斜面崩壊を念頭に

置いた土砂災害に及ぼす気候変動の影響に関する検討が行われている。図-4からは、降雨の再来

周期が⾧くなるほど、土砂災害の生起確率は大きくなり、特に、西日本で顕著であることが指摘

されている 5）。

図-4 日本における土砂災害発生確率の変化（川越・風間, 2009）5)

この例と同じ著者グループによる一連の成果は、政策立案者には理解し易く、良く利用されて

いる。ただ、問題は著者らの専門である水理学的なアプローチによる結果で、必ずしも地盤工学
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の手法に基づいているものではない点にある。こういう課題に地盤工学も貢献しなくてもよいの

か、という想いがある。著者の狭い縄張り意識ではなく、この例のように、地盤工学的（固体力

学的あるいは粒状体力学的）手法も適用して水理学的（流体力学的）手法と融合することが必要

ではないか、という想いもある。同様の思いを抱かせる他の事例がある。20117年 9月にベトナ

ムの Hai Hau （ナムディン省）海岸で大きな台風による海岸堤防が崩壊した事例がそれである。

Fine sand:
Density:
1.76g/cm3,

5.0 m

1.5 m

5.0 m

Layer 2:  Clay-sand;
density = 1.85
g/cm3; about
0.35-0.5m

> 10 m

Sand tube for
protecting the
toe of dike

Layer 3:
Fine sand:
Density =
1.6g/cm3

revetment built by
concrete block with
thickness of 0.4m

Layer 1: concrete mixed by sand
and gravel, about 0.4m; and
covered by asphalt in the top of
dike

the inter slope covered by
concrete fram (1m x 1m);
in depth of 0.4m

図-5 ベトナムの Hai Hau （ナムディン省）海岸における堤防断面

写真-1 越波の様子

(a) 裏法の被災の様子 (b) 緊急対策の様子

写真-2 海岸堤防の裏法被災の様子
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図-5はそのときの堤防の断面であるが、堤防の天端上を約 3 m も越波した結果、写真-1に示

す様な事態を招いた。写真-2は裏法面の被災と緊急対応の例である。

このような事態がどのようなメカニズムで起きたのか、それに基づいて次の台風に向けてどの

ような対応策が必要か、仮に、ジオシンセティックスを適用すると被害の低減につながるか、な

どを検討し提案するためには、模型実験や数値実験が必要であるが、その数値解析手法は地盤工

学的（固体力学的）手法も適用して水理学的（流体力学的）手法と融合することが必要である。

(2)気候変動に対する対応策

先に述べたように一般に、気候変動対応策は、緩和策と適応策とに分けて考えるのが通例であ

る。表-2は IPCC等で提案されている対応策と地盤工学的に考えられる対応策を筆者らがまとめ

たものである。地盤工学的な緩和策としては、二酸化炭素の地中貯留、二酸化炭素を吸着できる

産業副産物を利用した地盤改良工法の開発などが期待されている。

表-2 気候変動対応策の例

具体的な対応策例 地盤工学的対応策例

・Geo-engineering (ジオ・エンジニアリング）
　-太陽放射管理（SRM）
  - CO2除去（CDR）
・二酸化炭素の排出削減
・排出権取引の利用
・再生可能エネルギーの開発

・二酸化炭素の地中封じ込め
・二酸化炭素を吸着できる地盤材料の開発
・間伐材による二酸化炭素の吸着・固定

防護
・気候変動の影響を引き起こす外力
の制御

・ジオシンセティックスや地盤改良技術を援用
した多重防護施設

順応
・気候変動の影響をある程度許容して
対応する

・粘り強い土構造物の構築
・損傷してもすぐ取り換えられる壁体構造物

退避
・気候変動の影響を受ける地域から
の撤退

・ICTを利用した早期警戒システム
・ジオシンセティックスを利用した強靭な避難施設
の建設

・気候予測に基づく早期警戒システム

・ＩＣＴを利用したモニタリングシステム
・ICTを利用した早期警戒システム
・二酸化炭素を吸着できる地盤材料の防災施設
への適用

緩和策と適応策の融合

適応策

対応策

緩和策

一方、適応策(Adaptation)としては、従来の対策を生かした適応策が推奨される（適応の主流

(Main streaming)化）。最近では加えて緩和策と適応策の融合が求められている。

(3)地盤補強を中心とした気候変動対応策としての地盤技術

3．で述べた様な地盤に関わる被害を対応するために必要な

海岸堤防補強にはいくつかの地盤技術が考えられるが、ジオ

シンセティックスを利用するのも有力な方法である。すでに

過去にいくつかの提案があるが、著者ら 6) は、沿岸域を念頭

に置いた図-6のような複合的な補強技術を提案したことが

ある。これは、GRS による津波対策技術として提案されてい

る方法と類似している 7)。

図-6 複合補強堤防
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なお、降雨や台風にともなう海岸や河川堤防は、表法面がダメージを受ける場合もあり、それに

対する対応策も考えなければならいないが、ここでも地盤改良や地盤補強技術が求められている。

図-7はベトナムのメコンデルタにおいて提案されている例を示している。ここにおける例の主

な特徴は、以下の通りである。

1）伝統技術と近代技術の融合が試みられている

2）地盤技術の複合化が提案されている

図-7 メコンデルタにおける河川堤防補強対策提案例 8）

また、この例は、最近のトピックスのひとつである、グリーンインフラ(Green Infrastructure)と

グレーインフラ(Grey Infrastructure)の融合技術、に含まれる。

4. まとめ

本文は、気候変動に関する国際的機関 IPCC における課題のうち、地盤工学が関わる必要性

と可能性に関する筆者の考えを紹介した。特に、災害のメカニズムの解明や対応策の提案には、

地盤工学と水工学の手法の融合が不可欠であることを強調した。このことを実現するためには、

“気候シナリオに基づく降雨特性を考慮した地盤災害予測と対応策に関する研究”に取り組む学会

での組織作りが必要である。

次いで、気候変動に伴う地盤災害に貢献出きそうな地盤技術の一部を紹介した。とりわけ、地

盤補強技術、あるいは、地盤補強技術と地盤改良技術の融合技術が有望であることを指摘した。

なお、気候変動に伴う地盤環境の変化予測と対応策の提案については、別途考察する必要があ

る。

IPCC では、2022年の AR6 を目指した執筆者等のノミネーションが終わり、間もなく執筆体制

が決まろうとしている。国際学会として国内学会として地盤工学会がこのような組織にコミット

する仕組みづくりの議論が始まることも併せて提案しておきたい。

引用文献

1) IPCC AR5 (2014): WG II Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Cambridge University Press.

9



10

2) IPCC (2012): Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance
Climate Change Adaptation: SREX，Cambridge Univ. Press. （気候変動適応を進めるための極端現象
と災害リスク の管理：SREXと略称）

3) 安原 (2013)：IPCC 第三回第五次報告書執筆者会議(3rd AR5 LAM)に出席して、地盤工学会誌、

61-4(663), pp. 32-33.

4）杉山 (2011)：気候工学入門-新たな温暖化対策ジオエンジニアリング，日刊工業新聞社．

5) 川越・風間：温暖化に対する土砂災害の影響評価，地球環境，Vol. 14, No. 2, 143-152, 2009.

6) Yasuhara, K., Komine, H., Satoh, K. and Duc, D.M. (2013): Geotechnical response to climate

change-induced disasters in the Vietnamese coasts and river dykes: A Perspective, Proc. 2nd International

Conf. Geotechnics for Sustainable Development, Geotech-Hanoi 2013, 3-21, Hanoi Vietnam.

7) 山口・大林・川鍋・龍岡・菊池・二瓶(2013): 津波に対する防潮堤補強技術の実験的検討、ジ

オシンセティックス論文集、第 28巻、12月、245-250.

8) Yasuhara, K., Tamura, T., Van, T. C. and Duc, D. M. (2016). Geotechnical Adaptation to the Vietnamese

Coastal and Riverine Erosion in the Context of Climate Change, Geotechnical Engineering Journal of the

SEAGS & AGSSEA Vol. 47 No. 1, March 2016 ISSN 0046-5828

Appendix 1: 「気候工学」に関する追記

著者は、IPCC における Geoengineering （追加図 1参照）は、緩和策に分類されると考えているが、

杉山はその著書の中で、気候変動への対応策は、緩和策、適応策に加えてこのGeoengineering の３

つに分類されるとしている。

附図１ Geoengineering における２つの技術
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