報 告

ロシア連邦国立水文学研究所との「研究交流及び協力に関する協定」の締結
及び寒冷地水文に関する日露ワークショップ（Japanese-Russian workshop
on hydrology in cold regions）の開催
柳屋

圭吾＊

柿沼

孝治＊＊

西原

１．はじめに

照雅＊＊＊

阿部

孝章＊＊＊＊

崇田

徳彦＊＊＊＊＊

２．SHI の概要

2013年８月５日
（月）にロシア連邦サンクトペテルブ

SHI は、1919年に設立された乾燥地及び水資源の水

ルク市
（図－１）にあります国立水文学研究所
（以降、

文学分野における研究機関であり、水文気象観測及び

SHI と表記）
（写真－１）において、寒地土木研究所（以

環境モニタリングに関する連邦部署の役割も担ってい

降、CERI と表記）
、水災害・リスクマネジメント国

ます。

際センター
（以降、ICHARM と表記）と SHI は、寒冷

SHI の取組の一つとして、総合的な水資源の合理的

地における河川工学分野の研究交流及び協力を促進す

利用及び保全対策の開発に向けた水循環に関する研究

ることを目的とした協定を締結しました。また、８月

があります。また、世界規模の気象変動が世界の水資

５日
（月）
～６日
（火）の２日間でワークショップを開催

源に与える影響についても研究を行っています。さら

しました。

に近年では、河川工学の部署も設置され水理問題にも

CERI からは、所長の柳屋、寒地河川チームの柿沼

積極的に取り組んでいます。

と阿部、水環境保全チームの西原、企画室の崇田の５

SHI の職員数は約300人であり、60名以上の博士及

名が参加しましたので、調印書締結及びワークショッ

び科学技術修士、ロシア連邦科学功労者が在籍してい

プの概要を報告します。

ます。
３．協定締結の経緯
本件の発端は、2010年９月に SHI の要請により、
ICHARM・国連大学共催国際シンポジウム会場（東京）
において、SHI、ICHARM と CERI が、お互いの研
究課題や研究連携の可能性について初めての意見交換

図－１

サンクトペテルブルク市、札幌市、つくば市
の位置

を行ったことに始まります。
その後、2012年４月と９月に SHI において、具体
的な研究内容の情報交換１）２）を行い、三者による研究
連携の可能性が確認されたため、2013年９月の本協定
の締結に至ったものです。
４．協定調印式及び調印書の内容
調 印 式 で は、 協 定 書 の 内 容 を 確 認 の 後、SHI の
Georgievsky 所 長、CERI の 柳 屋 所 長 及 び ICHARM
の竹内センター長による協定書署名（写真－２）及び出
席者による記念撮影（写真－３）を行いました。

写真－１
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５．ワークショップの開催
ワークショップは、８月５日（月）、６日（火）の両日
において、表－１に示すタイトルで発表が行われまし
た。
５．１

発表内容

表－１

ワークショップの発表タイトル

SHI

ᵈ䋩ᢘ⒓⇛
⊒⠪㩷

写真－２

Georgievsky 所長（中央）、柳屋（左）
及び竹内（右）による署名

䉺䉟䊃䊦㩷

1

Vladimir Georgievsky

SHI 䈱ⷐ㩷

2

Vladimir Busin

ࡠࠪࠕߦ߅ߌࠆ᳖ߩ⽎ߣ
ࠕࠗࠬࠫࡖࡓᵩ᳓㗴

3

Victor Katolikov

Mzymta Ꮉ䈱ᓳర䈮ะ䈔䈢⺖
㗴㩷

4

Mikhail Georgievsky

䊥䊝䊷䊃䉶䊮䉲䊮䉫䈮䉋䉎㒠㔐
䊂䊷䉺䈱ㆡᔕᕈ㩷

ICHARM
5 㩷 ┻ౝ㩷 ㇌⦟㩷

ICHARM 䈱ᵴേ⁁ᴫ㩷

6

⇇ⷙᮨ䈱ಽᏓဳ(BTOP㪀䊝

Maksym Gusyev

䊂䊦䈍䉋䈶䉝䉳䉝䊝䊮䉴䊷䊮
ၞ䈮䈍䈔䉎 BTOP 䈱ㆡᔕᕈ

写真－３

調印式の出席者

協定書のうち、研究協力に係る箇所を下記に示しま
す。
（研究交流及び協力の形態）
①

技術的な情報、資料、刊行物等の交換

②

公示及び研究者の相互訪問

③

共同ワークショップ、セミナーの開催

CERI
7 㩷 㩷 ᩉደ㩷 ๋㩷

CERI 䈱ⷐ㩷

8㩷 㩷 㩷 ᩑᴧ㩷 ቁᴦ㩷

iRIC 䉸䊐䊃䉡䉣䉝䋭2 ᰴరᴡᐥ
ᄌേ⸘▚䊝䊂䊦䈱⚫㩷

9㩷 㩷 㩷 ේ㩷 ᾖ㓷㩷

⥶ⓨ䊧䊷䉱䊷᷹㊂䉕ᵴ↪䈚䈢
Ⓧ㔐ᷓ⺞ᩏ㩷

10 㩷 㒙ㇱ㩷 ቁ┨㩷

ർᶏ䈮䈍䈔䉎⚿᳖ᴡᎹ䈱ⷰ
᷹䈫䈠䈱䋱ᰴర䊝䊂䊦ൻ㩷

（協力活動の分野）
①

寒冷地流域の水文学に関する研究

②

結氷河川のアイスジャムに関する研究

③

河道の復元
（river restoration）に関する研究

④

フラッシュ・フラッドに関する研究

⑤

その他の研究で当事者が同意するもの
※フラッシュ・フラッド：山地河川等において比較
的短時間に急激な洪水流出発生する現象
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発表内容は以下のとおりです。
１．Vladimir Georgievsky 所長からは、歓迎の言
葉及び SHI の概要について説明がありました。さらに、
2012年７月に黒海に近いクリムスクにおいて、短時間
豪雨により、過去に経験したことが無い規模の出水が
発生し、非常に大きな災害となったことが説明されま
した
（写真－４）
。
２．Vladimir Buzin 氏からは、2001年に発生し
た Lena 川におけるアイスジャム大洪水の問題を受け、

写真－４

Vladimir Georgievsky 所長の発表

そのリスク評価や将来予測が問題となっているとのこ
とで、SHI では確率的な手法に基づくアイスジャム洪
水予測手法を構築していることの発表がありました
（写真－５）
。
３．Victor Katolikov 氏からは、2014年の冬季オリ
ンピック開催に向けて、Mzymta 川全域にわたり道路・
橋梁等のインフラ整備が急ピッチで進められたことに
より、いくつかの課題が浮き彫りとなり、Mzymta 川
再生に向けた検討を進めていることの発表がありまし

写真－５

Vladimir Buzin 氏の発表

た
（写真－６）
。
４．Mikhail Georgievsky 氏からは、2002年の融雪
期の洪水で、死者107名、１万７千人以上の被災者を
出した、黒海に近い Kuban 川流域を対象に、衛星デ
ータを活用した融雪流出モデルについて発表がありま
した。さらに、最近の研究成果として、融雪流出量の
長期予測や、Neva 川の流出解析に衛星データを適用
した例について説明されました（写真－７）
。
５．竹内からは、ICHARM が世界の水関連災害を

写真－６

Victor Katolikov 氏の発表

防止・軽減するために各地域の実態をふまえた的確な
対策を提供し、その実績を支援する世界的な拠点とな
ることを使命としていることを説明しました。また、
設立後はアジアを中心としたさまざまな活動を展開し
ていることを説明しました（写真－８）
。
６．Maksym Gusyev からは、大陸の大河川に適用
可能な分布型モデル（BTOP）の説明やこのモデルを用
いた地球規模の大気の循環系であるアジアンモンスー
ンの再現性について発表がありました。さらに、アジ

写真－７

Mikhail Georgievsky 氏の発表

アの５河川について水管理の検討を進めており、とり
わけ複数のダムを含む Pampanga 川の水供給管理シス
テムの構築を進めていることを説明しました
（写真－
９）
。
７．柳屋からは、積雪寒冷地が抱える土木技術上の
課題をあげ、CERI はそれらの課題の対策に取り組ん
でいることを説明しました。また、現在、CERI は７
カ国の研究機関との研究連携を進めており、特に、気
象条件等が類似していることから共通の研究課題を持
52

写真－８

竹内の発表
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つロシア連邦の研究機関との連携を積極的に進めてい
ることを説明しました（写真－10）
。
８．柿沼からは、河川シミュレーションソフトであ
る iRIC ソフトウェアの概要と各機能の特長について
紹介しました。また、このソフトウェアを用いた石狩
川の1981年
（昭和56年）洪水、2011年音更川の堤防の局
所的な侵食およびネパールの Koshi 川の2008年洪水の
再現検証結果について発表しました（写真－11）
。
９．西原からは、航空レーザー測量により取得した

写真－９

Maksym Gusyev の発表

高解像度 DEM を用いて、山間部の森林内・外につい
てそれぞれ積雪深と地形との関係式を提案し、ダム流
域の積雪相当水量を精度よく推定する手法を開発した
ことを発表しました。特に、厳冬期に立ち入りが困難
な、森林限界以上の高標高帯の積雪相当水量を簡易に
推定できることを説明しました（写真－12）
。
10．阿部からは、2010年に渚滑川でアイスジャムが
発生したことを契機に、詳細な現地観測を実施して現
象解明を試み、結氷の発生から破壊と流下までを再現

写真－10

柳屋の発表

写真－11

柿沼の発表

写真－12

西原の発表

写真－13

阿部の発表

可能なモデルの構築したことを発表しました。更に、
構築したモデル "CERI 1D" が iRIC ソフトウェアの一
部として既にインターネットで公開されていることを
紹介しました
（写真－13）
。
５．２

ワークショップでの話題

ワークショップでは、大きく３つの内容
（河床変動
解析、流出解析、結氷河川）について、議論が交わさ
れました。
（河床変動解析）
SHI は、Mzymta 川再生に向けた検討を進める上で、
今回、CERI から紹介した２次元河床変動計算モデル
等の iRIC ソフトウェアに大変興味を示されました。
また、Mzymta 川再生には、環境復元についても同時
に行う必要があると考えており、CERI からは、環境
保全に関する水圏グループの研究成果があることを説
明しました。今後、Mzymta 川を事例とした河道安定
対策及び数値シミュレーションに関する研究交流を行
う予定です。
（流出解析）
SHI は、航空レーザー測量を用いた積雪深の推定技
術にも大変興味を示され、特に山間部の積雪深予測に
ついて情報交換を行いました。今後、寒冷地河川流域
の流出解析に関する研究交流として、SHI からは、現
在検討している流出予測手法に関する技術指導の要請
が ICHARM にありました。
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（結氷河川）

最後になりましたが、お世話になりました各位、と

SHI では、CERI で取り組んでいるような水理学的

りわけ CERI と SHI を引き合わせ、調印まで導いて

なモデルの構築が今後の課題であるとのことで、CERI

頂きました ICHARM の竹内センター長に感謝の意を

1D の活用には大変興味を持っていただけました。ま

表して、本報告を締めくくります。

た今後は、日本の河川におけるアイスジャム洪水予測
手法の適用についても議論を交わし研究交流を行う予
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