報 告

平成24年度 JICA 研修講師に関する報告
「気候変動に対する順応的流域管理（適応策）：洪水対策と生態系保全」コース
Group Training Program on“Adaptive Watershed Management for Flood
Countermeasures by Climate Change and Conservation of Ecosystem”
柿沼

１．はじめに

孝治＊
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良介＊＊ 永多

朋紀＊＊＊

を習得していただくことを目的としています。このう
ち、寒地河川チームは、治水計画立案、洪水流量の推

平成24年６月～８月及び９月～ 10月の２回の期間
に亘り、JICA 帯広事務所主催の平成24年度「気候変

定、氾濫シミュレーション、洪水モニタリング技術に
関する研修を担当しました。

動に対する順応的流域管理（適応策）：洪水対策と生態
系保全」コースに講師として参加しましたので、その
概要を報告します。
２．背景
近年、地球規模の気候変動により、これまでの想定
を越えた規模のサイクロン・ハリケーンやそれに伴う
豪雨などが頻発しています。特に東南アジア、アフリ
カなどの開発途上国（以下途上国という）では、今もな
おインフラの整備が行き届かず、洪水の度に深刻な洪
水災害に見舞われる地域が数多く残されており、人命
や農地・家屋等への被害が増大しています（写真－１、

LANDSAT

２）
。また、従来型工法を用いたハード対策では、流
域の生態系に悪影響を及ぼすケースも多く、洪水対策
と生態系保全とを融合させた順応的流域管理の重要性
が国際的にも重要視されています。

写真－１

洪水氾濫区域：マラウイ Chiromo-Bangula
地区

３．研修の目的と寒地河川チームの役割
このような中、途上国では未だ流域管理・防災対策
に関する基礎的な知識や技術を持たない国も多く、流
域のマネジメントが非常に困難であるという問題を抱
えています。そのため、適切な流域管理が行える人材
を育成し、日本で培われた技術を普及させることは、
このような諸問題に対して効果的な対策の一つになる

写真－２

避難生活を送る現地住民

ものと期待されています。
本研修は、中国・東南アジア・中米・アフリカなど
から派遣された研修員を対象に、流域管理に関する基
礎的な知識と防災計画を立案する上での実践的な技術
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４．研修の概要
研修は前述の２回に亘って参加国を変えて行われま
した。このうち、寒地河川チームでは、それぞれ２日
間ずつ計４日間の講義・演習を担当し、治水計画全般、
流量観測、観測機器などに関する基礎的な知識や計画
流量の推定手法、さらに、QuantumGIS １）や iRIC ２）
などのフリーの解析ソフトを用いた氾濫解析の実習を
行いました。研修内容を表－１に示します。
表－１
ෳട࿖

写真－３

熱心に講義に聞き入る研修員

写真－４

実際の観測機器を用いた講義

写真－５

パソコン操作に不慣れな方も

研修内容
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４．１

講義内容

今回の研修では、まず、我が国の治水計画立案手法
の概要について概説するとともに、超過洪水対策を中
心とする我が国の気候変動への対応策を紹介しまし
た。
適切な流域管理を行っていくためには、平時から定
期的に水位、流量、雨量を観測し、流域全体の水文的、
水理的な特性を把握する必要があることから、講義で
は、このような現地観測の重要さを伝えるとともに、
日本で一般的に行われている流量観測手法（平常時、
洪水時）
について、計測機器（浮子・プロペラ式流速計・
ADCP）
の実物を見せながら説明を行いました。
なお、途上国などでは、洪水量を精度良く推定する
モデルを構築するために必要となる各種観測データが
十分に得られない現状を鑑みて、統計分析を用いた簡
易的な計画流量推定手法や、リモートセンシング技術
を応用した土地利用推定手法、さらに GIS を用いた
流域地形の推定手法について説明しました。これらの
内容に関しては後述します。
写真−３、４、５、６は講義及び実習時の様子です。
これらの写真からも十分伝わるように、全体を通じて、
各研修員は非常に熱心に講義に聞き入り、積極的に実
習に取り組んでいました。

写真－６
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実習に取り組む研修員
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４．２

らフリーで入手することが可能です。これら地形デー

実習内容

前述の講義に関連し、流域管理のための基礎的技術

タの空間解像度は30〜90m 程度と、日本国内の整備

に関する実習を行いました（表－２）。流域管理のため

状況に比べると比較的粗いものですが、氾濫解析のよ

には合理的判断に基づいた計画の設定が必要となりま

うに広範囲（数 km2〜数百 km2）を対象とするような場

す。今回の実習では仮想的な降雨量の履歴から、統計

合では十分な解像度と言えます。

的手段
（ここでは確率紙を使用）を用いることで確率年

また、衛星データを用いる最大のメリットとして、

の算出を手作業で行うことを試みました。また流域管

全世界が隈無く網羅されている点が挙げられます。こ

理の前提となる集水域の決定に関しては、商用 GIS

のような衛星データを用いることで、地形測量が全く

（ArcGIS

３）

）による集水域解析の手順をデモンストレ

行われていないような地域でも一定の精度で水理解析

ーションによって解説しました。現在、フリーで入手

を行うことが可能であり、該当地域における定量的な

４）

可能な衛星によるデータとして SRTM や LANDSAT

氾濫状況の検討が可能となります。

５）

が挙げられます。前者は数値標高データを、後者は

赤外線を含む複数バンドの電磁波による地表の画像デ

２）解析ソフト

ータを提供するもので、それぞれ地形と土地利用に関

解析に用いるソフトウェアとして、地形データの加

する情報の推測が可能です。今回の実習では SRTM

工には QuantumGIS １）を、水理解析には iRIC ２）を用

データの標高情報に対し GIS の有する機能を用いる

いることとしました（図−１、２）。両ソフトはインタ

ことで、斜面や谷筋の状態を解析し、集水域の抽出を

ーネット上からフリーでダウンロードし、使用するこ

行う事例をデモンストレーションしました。また、そ

とができますので、経済的に余裕がない途上国でもパ

こで得られた集水域に対し、フリーソフトの Multispec

ソコン１台があれば十分実施可能なものです。

６）

を用いて LANDSAT データから推測した土地利用

情報を重ね合わせ、対象とした集水域内での土地利用
の割合
（水域、裸地、森林等）を推測する実習を行いま
した。次に氾濫解析の実習について、以下にご紹介し
ます。
氾濫解析を精度良く行うためには、流域の地形デー
タや水文的データ、土地利用データのほか、結果の妥
当性を検証するための水位流量データが必要となりま
すが、途上国などでは、地形測量はもとより水位流量
観測でさえもほとんど行われていません。そこで、今
回の実習ではこのような現状を踏まえ、
「フリーで入
手可能な衛星によるリモートセンシングデータと数値
計算モデルを活用した氾濫解析」を念頭に実施しまし

図－１

QuantumGIS を用いた DEM の加工処理（座標系
変換）

た。
表－２

氾濫解析実習内容
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１）地形データ
現在では、人工衛星から得られた全球３次元地形デ
ータの整備が進んでおり、SRTM ４）や ASTER ７）とい

図－２

iRIC を用いた水理解析（計算条件設定）

った数値標高データ
（DEM）は、インターネット上か
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３）氾濫解析の実習
解析対象地域として研修員の母国であるマラウイの
Ruo 川、Shire 川の合流点付近を選定しました
（図−
３）
。両河川の合流点に位置する Chiromo-Bangula 地
区は、山岳地帯の山間に広がる低地に２つの川が合流
しており、その地形的な特性から、近年洪水災害が頻
発している地域です（写真−１、２）
。
実習では、表−２の１〜４の過程を経ることで、洪
水時の浸水域が容易に推定できることを確認していた
だきました
（図−４）。図は既往最大規模の洪水におけ
る水深コンターで、現在居住区となっている箇所の多
くが浸水域となることがわかります。本来は、このあ
と現地調査データから再現性を検証し、計算条件を適

図－３

解析範囲：Chiromo-Bangula 地区
（Google earth）

宜見直す必要がありますが、データが無いことや、実
習には向かない内容であるため今回は割愛しています。
計算条件や解析結果の検証など細かな内容はさてお
き、今回の実習を通じて、氾濫解析が比較的容易に行
えるということを実感していただけたものと思います。
４）防災計画の検討（放水路）
防災計画の一例として現在マラウイで計画されてい
るアクションプランとその解析結果を紹介します。

図－４ 解析結果：洪水時の浸水域
（上：全体、下：拡大）

当計画は、居住区の上流に位置するエレファント沼
（湿地帯）を遊水地とし、ここへ Ruo 川の上流から洪
水流を導く放水路を造成するというものです（図−
５）。解析の結果、流量1000m3/s 程度までは、放水路
による一定の水位低減効果が認められました（図−
６）。しかし、現在居住区となっている箇所の標高が
元々低いため、洪水規模が大きくなると、放水路の有
無に関わらず居住区を含めたほぼ全域が浸水し、その
効果は限定的であることが示唆されました。現地調査
データが無いため解析結果の検証が行えないという問
題もありますが、
このように様々な防災計画を立案し、
その効果を相対的に比較することが可能となります。
５）今後の課題

図－５

今回、衛星データを用いて実際に氾濫解析を行って

アクションプラン（放水路）

みた中で、解析上の課題もいくつか明らかとなりまし
たので、今後の参考として以下に記します。
・

衛星データには多数のノイズが含まれているた
め、
フィルタリングなどによる補正が必要である。

・

衛星データには水面下の情報が無く、湿地・湖沼
などの湛水域では貯水効果を適性に評価できない。

・

空間解像度・計算格子上の制約から、数 m 幅の
堤防を造成した場合の効果などは評価が難しい。
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図－６

防災対策検討（解析結果例：放水路の有無）
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５．研修の成果・意義
今回の研修では、途上国への技術的な支援を目的に、
各国の研修員を対象に、流域管理・防災対策に関する
基礎的な講義と実践的な実習とを併せて行いました。
講義では、水位流量観測や地形測量などの現地調査
が、適切な流域管理を行う上で最も重要であることを
伝えるとともに、実習では、地形データの取得・加工
から氾濫解析を行うまでの一連の過程を、研修員自ら
の手で実際に行っていただきました。

写真－７ 研修員との記念撮影
（寒地土木研究所表敬訪問時）

今回の研修内容は、参加者全員が初めて行うもので、
パソコンの操作自体に不慣れな研修員もいた中、実習
はスムーズに進めることができ、各研修員の意識と能
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