
(独)土木研究所

水災害・リスクマネジメント国際センター

(ICHARM)

平成20年11月

「防災政策プログラム

水災害リスクマネジメントコース」

研修実施報告書

ISSN 0386-5878
土木研究所資料　第 4119号



  

Copyright © (2008) by P.W.R.I 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, 

nor transmitted, nor translated into a machine language without the written 

permission of the Chief Executive of P.W.R.I. 

 この報告書は、独立行政法人土木研究所理事長の承認を得て刊行したもので

ある。したがって、本報告書の全部又は一部の転載、複製は、独立行政法人土

木研究所理事長の文書による承認を得ずしてこれを行ってはならない。 



土木研究所資料 

第 4119 号 2008 年 11月  

 
 
 

土 木 研 究 所 資土 木 研 究 所 資土 木 研 究 所 資土 木 研 究 所 資 料料料料                                                                                                                                

 

 

2007200720072007----2008200820082008    

「「「「防災政策プログラム防災政策プログラム防災政策プログラム防災政策プログラム        

水災害リスクマネジメントコース水災害リスクマネジメントコース水災害リスクマネジメントコース水災害リスクマネジメントコース」」」」    

研修実施報告書研修実施報告書研修実施報告書研修実施報告書    
    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 20202020年年年年 11111111月月月月    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

    

独 立 行 政 法 人 土 木 研 究独 立 行 政 法 人 土 木 研 究独 立 行 政 法 人 土 木 研 究独 立 行 政 法 人 土 木 研 究 所所所所    

水 災 害 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 国 際 セ ン タ水 災 害 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 国 際 セ ン タ水 災 害 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 国 際 セ ン タ水 災 害 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 国 際 セ ン タ ーーーー    (ICHARM)(ICHARM)(ICHARM)(ICHARM)    



土木研究所資料 

第 4119 号 2008 年 11月  

 
 
 
 

2007200720072007----2008200820082008    

「防災政策プログラム「防災政策プログラム「防災政策プログラム「防災政策プログラム        

水災害リスクマネジメントコース」水災害リスクマネジメントコース」水災害リスクマネジメントコース」水災害リスクマネジメントコース」    

研修実施報告書研修実施報告書研修実施報告書研修実施報告書    

 
 
 
 
 
 

国際普及チーム  上席研究員 田中茂信 

   主任研究員 栗林大輔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード：研修、防災、洪水災害 

  

 水災害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM）は、政策研究大学院大学（GRIPS）、

（独）国際協力機構（JICA）と連携し、2007 年 9 月 30 日から 2008 年 9 月 19 日にかけて、

1 年間の修士課程『防災政策プログラム 水災害リスクマネジメントコース』を実施した。

研修生は、主として発展途上国の洪水関連災害防止・軽減に係る防災実務を担当する技術職

員 11 名である。 

 本研修では、水災害被害軽減の総合的計画立案、実践活動に専門的な知識を持って参加で

きる実践的人材を養成することを目的としている。 

研修の前半では主に講義・演習を実施し、後半では研修生の個人研究のために時間を充て

た。また、日本の治水技術を学ぶために適宜現地見学を実施した。 

 本報告書は、研修の内容について報告するとともに研修に対する評価を行い、次年度の改

善に資するものである。 
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Chapter1:  背景と目的 

 

1.1  世界における水関連災害の傾向

自然災害はどこで起こっても人間の悲劇と経済損失と引き起こし、国の発展を妨げる。特に、発展途上

国においては都市化が進行し、貧しい者は自然災害に対してより脆弱な建物と地域に定住するため、発展

途上国の貧困を削減する努力を大いにそぐことになる。

 自然災害の中でも特に、洪水やかんばつのような水関連災害は、持続可能な人間社会の発展と貧困軽減

を確実にするために克服されるべき大きな挑戦である。そのような破壊的な災害

いるだけでなく、急速な人口増加や、都市部における人口と貧困の集中化により、損害と影響の度合いを

強めており、また高価値な資産の脆弱性を増加させている

予測（2005）」）によれば、世界における都市居住者の数とその割合は今後も増え続け、このような人口

増加のほとんどは発展途上国で起きると予測されている。例えば、

都市人口は13億6000万人から26

万人に急増すると見込まれている（

ムンバイ（インド）やジャカルタ（インドネシア）など海に面しているアジアの大都市で人口の急増が予

想され、防災施設の整備などの対策

する脆弱性がますます高まるおそれがある

また、アジア地域は水関連災害による

候変化により降雨量やその降り方の分布パターンが変化することが予測されており、水関連災害の強度と

頻度を悪化させる可能性がある。また、海面は地球温暖化のために世界中で上昇することが予測されてお

り、そして、それは順番に海岸地域、河口のデルタ域と小さな島を危険にさらすことになる。
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1.2 修士コースの開設 

このような自然災害の影響を減らすためには、災害の事前・事中・事後のバランスのとれた危機管理が

多くの専門分野にわたってされなければならない。このため、専門教育とトレーニングを通して、適切な

災害管理方針と地元の状況を考慮した技術を適切に開発し、コミュニティの防災意識を向上させるために

地元の住民と様々な情報交換ができるように、災害管理の専門家を養育する必要がある。 

 これらの背景のもと、発展途上国において自然災害に対処できる専門家の能力を向上させるため、

ICHARMは、政策研究大学院大学（GRIPS）と（独）国際協力機構（JICA）と協力し、2007年から修

士課程「防災政策プログラム 水災害リスクマネジメントコース」を立ち上げた。 

 国際連合は、ユネスコの主導のもとで 2005年から 2014年までを「教育と持続可能な開発のための 10

年」と定めている。この修士コースはまさにその理念に合致するものであり、かつ、ユネスコの後援のも

とに設立された ICHARMがこの修士コースを運営することは、非常に光栄であると考えている。 

 

 

1.3  修士コースの目的 

1.1 で前述したような状況に対処するためには、災害が頻発している発展途上国における水関連災害専

門家の育成が喫緊の課題である。そのような専門家には、災害に対する平素からの備えや災害時の復旧・

復興に対して技術的・社会科学的な見地から、災害マネジメントに必要な幅広い知識を習得することが求

められている。 

 このコースの目的は、国家レベルから住民のレベルまでのあらゆるレベルにおいて、統合的な河川流域

マネジメントの枠組みでの洪水マネジメントの計画と実行に役立つことが出来、確固たる理論と技術に基

礎を置く課題解決型実務者を養成することである。 

そのため、本コースでは学生に以下のことが要求される。    

� 水関連災害軽減に必要な、水文学、水理学、統合洪水マネジメント、ハザードマップ、ダム工学、砂

防工学の基礎知識や記述を習得する。 

� 水関連災害リスクマネジメント政策が基礎を置く理論を学び、日本の政策やシステムを理解する。 

� 地元の状況に特化した適切な技術や政策の開発のための問題解決能力を向上させる。 

 

 

1.4 修士コースの特徴 

 本コースの特徴としては、以下の5つを挙げることができる。 

“Problem Solving-Oriented” course （課題解決型研修）  

大規模水災害に対応するためには、職員個人の能力向上も大事であるが、一人で出来ることにはおの

ずと限界があり、防災組織としての対応能力向上を図ることが必要不可欠である。 

 これまで実施してきた JICA研修は、どちらかというと個人の能力向上を図る『人材育成型研修』に

主眼が置かれていたが、近年、組織としての対応能力向上を目的とした『課題解決型研修』に軸足が移

されている。これは、学生が自国における水災害に関する課題をまず特定・認識した上で、その課題を
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解決するために自ら主体的に学習すれば、個人としての効率的な学習効果が得られるとともに、所属す

る組織にとっても、課題解決のために有効な結果が得られると思われるからである。 

このような考えから、本コースは「押しつけの研修」ではなく、「自ら考え、課題を解決する研修」

を目指している。本コースの修士論文では、学生が自ら自国の課題解決に関わるテーマを研究すること

にしていることから、総合的な水災害被害軽減の総合的計画立案が可能な人材育成が図られ、帰国後の

自国での課題解決促進にも役立つことが期待される。 

 

“Students from the same organization”（同一組織から複数の学生） 

本修士コースは、3か年のうち 3回の修士コースを実施するプロジェクトの一環であるが、前述のよ

うに防災組織としての対応能力向上を図るため、同一組織からなるべく複数の学生がこのプロジェクト

で学ぶよう配慮している。そのため、対象国の関連組織に対し、優秀な学生を派遣して頂けるよう直接

働きかけも行っている（Chapter6 参照）。 

 

“Students from the same country”（同一国から複数の学生） 

また、同一組織からの参加でなくても、同一年で1つの国から出来るだけ複数の学生を参加させ、彼

らが効果的に学習できるよう配慮している。 

 

“Practical” rather than “Theoretical” （理論よりも実務） 

 上記のように課題解決型の研修としているため、基礎理論よりも実務での応用が出来るような実践的

な講義・演習ならびに現地見学を行っている。 

 

1 year master’s course （1年で修士号が取得できる）  

 また、本コースは、現在行政機関で働いている現職の職員を対象としているものであるため、業務に

出来るだけ支障を来さないように、通常2年で取得する修士号を1年で取得できるよう運営されている。 

 

 

1.5 修士コースの単元目標  

  本コースで学習することで、学生は以下のことが出来るようになる。 

(1) 世界各地での統合洪水リスク管理における最近の方法について精通すること。 

(2) 公共政策を含む地方及び国家レベルでの効果的なリスク軽減に必要とされるものを明らかに

出来るようになること。また、地方及び国家レベルでのリスク管理体制、組織間の協調及び利

害関係者を含む管理の体制について計画できるようになること。 

(3) 非常時の対応及び災害リスク削減政策における変化を見つけ出し監視するための地方及び国

家レベルでの指標を作り出し、これらの政策の状況及び効果を監視できるようになること。 

(4) 明確な財政的、制度的及び法的枠組みのもとに新たに突き止められた統合リスク管理政策によ

り作成された計画の履行に貢献出来るようになること。  
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(5) リスク感知及び情報伝達問題や地球温暖化・気候変動などの新しい脅威に配慮しながら非常時

の対応、復旧、緩和及び準備などの全ての管理構成要素を考慮に入れたリスク管理戦略を開発

できるようになること。 

 

また、本コース終了後、学生には以下のことが期待される。 

(1) 日本における洪水対策の歴史的、行政的及び制度的背景を理解することで、自国での関係する

問題とタスクを確認し、それら問題を克服し、関連する業務を履行するためのアクションプラ

ンを最終的に作成する。 

(2) 自国における洪水災害軽減の必要性を理解する。 

洪水災害軽減プロジェクトを計画し、可能なアクションプランを最終的に作成する。 

(3) 洪水リスク評価やリスク軽減の知識や技術を理解し、習得する。 

洪水ハザードマップを作成する。 

(4) ダムや砂防を含めた治水計画の策定のための知識や技術を理解し、習得する。 

自国における対象流域で行うべきタスクを理解し、最終的に詳細なアクションプランを作成し、

研修コース中にそのプランの妥当性が検証される。 

 

 

1.6 その他 

2007年度の候補国、対象機関、学生数、期間は以下の通りである。 

  

Candidate Countries（候補国）; 

8 countries (Afghanistan, Bangladesh, China, Ethiopia, India, Nepal, Philippines, Thailand) 

 

Eligible/Target Organization（対象機関）:  

        Technical officials, engineers or researchers in the field of river management or water-related  

Disasters（河川管理か水関連災害の分野における技師・技術者・研究者）  

 

Total Number of Students（学生数）: 

      11students (2 Bangladesh, 3 China, 1 Nepal, 1 India, 1 Philippines  and 3 Japan) 

（一人の学生は2007年10月に体調不良のため帰国） 

 

Duration（期間）:  

      30th September 2007– 19th September 2008 （2007年9月30日-2008年9月19日） 
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Chapter2:  コース事前準備 

 

2.1 募集方法 

第1章で述べた背景のもと、世界中から幅広く学生を募集するために、JICA現地事務所を経由したJICA

学生としての学生募集と、それ以外の一般枠の学生募集を行った。 

 

2.1.1 JICA枠での募集  

本コースはJICA研修でもあるため、JICAとの調整のもと、General Information（GI）を作成し、コ

ース開始のほぼ半年前となる2007年2月に対象国に配布した。作成したGIを参考資料1に示す。 

本コースは 2007 年度から新しく立ち上げたコースであり、優秀な学生確保のためには候補国の JICA

事務所にコース設立の趣旨を直接伝える必要があると考え、JICA が所有するテレビ会議システム

「JICA-Net」システムを用いて、締め切り前の6月12日、14日にJICA筑波内会議室において現地JICA

事務所とテレビ会議を行うこととした。候補国に幅広く参加を依頼した結果、フィリピン・バングラデシ

ュ・インド・タイ・ネパールのJICA現地事務所が参加した（表2-1）。 

 実際に、このテレビ会議において好感触であった国からは優秀な学生が送られており、また現地のJICA

事務所の対応状況をつかむ上でも非常に有益であったと考えている。 

 

表 2-1 テレビ会議スケジュール 

日時 国名 時間（現地時間） 

2007年6月12日（火） 

 

フィリピン 15：00-16：00 (14：00-15：00) 

バングラデシュ 16：30-17：15 (13：30-14：15) 

2007年6月14日（木） 

 

インド 12：30-13：30 ( 9：00-10：00) 

タイ 15：30-16：30 (13：30-14：30) 

ネパール 16：30-17：15 (13：15-14：00) 

    

2.1.2 一般枠での募集 

JICA研修対象国以外にも応募の門戸を広く開けるという考えのもと、政策研究大学院大学（GRIPS）

ホームページ上で2ヶ月弱の募集を行った。募集要項を参考資料2に示す。 

 その結果、日本人3名、中国人1名の計4名の応募があり、選考の結果全員が合格となった。 
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2.2 学生名簿  

 選考の結果、JICA枠で7名、一般枠で4名の計11名が合格となった。学生名簿を参考資料3に示す。 

なお、フィリピンから来日したRagon氏については、研修途中で体調不良のためやむなく帰国となった。 

 

 

2.3  コースカリキュラム 

 

 

 

 

 

 

本コースは 11講座の「講義」・6講座の「演習」・「現地見学」・「個人研究」により構成されている（図

2-1）。「講義」・「演習」についてはそれぞれ15コマで構成されている。参考資料4に本コースにおける講

義名・演習名・単位数と責任教官の一覧を示す。本コースは課題解決型コースかつ実務を重視するコース

であるため、水災害リスクマネジメントの基礎学習だけではなく、応用学習や演習を多く取り入れている

のが特徴である。各講義の詳細なシラバスを参考資料5に、一覧表を参考資料6に示す。 

また、「講義」の単位はそれぞれ2単位、「演習」は水理学演習を除き1単位、および「個人研修」は10

単位である。修士号取得のためには、最低30単位を取得せねばならず、かつそのうち16単位は「選択科

目」から取得しなければならない。その上で論文審査に合格すれば、「防災政策」の修士号が取得できる。 

参考資料7にGRIPS及び ICHARMから学生に授与した学位記を示す。 

 講師陣には、ICHARM 研究員だけではなく、土研・国総研及び大学からも多くの講師を招き、最新の

情報を講義して頂けるよう努めた。講師一覧表を参考資料8に示す。 

 

 

2.4  スケジュール 

実際の講義は「国連防災の日」を含む 10 月第二週から開始された。コース全体の概念図と全体スケジ

ュールを図2-2に示す。 

1 年間の修士コースのうち、コース前半では主に講義・演習を行い、コース後半では各人の個人研究の

時間を確保するとともに、適宜日本の治水技術を学ぶため、現地見学を実施した。 

 コース前半の講義・演習スケジュールを参考資料9に示す。 

 

Lectures 

Exercises Field Studies + 
Individual 

Study 

Master 

Thesis 

図2-1 コース全体概念図 
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2.5 現地見学旅行 

本コースでは日本の治水対策についてより深く学ぶために、表2-2に示すように-計5回の現地見学を実

施した。それぞれの現地見学旅行の詳細な行程を参考資料10に示す。 

また、表2-3にそれぞれの箇所の代表的写真を示す。 

     

表2-2 現地見学先一覧表 

日程 見学箇所 特徴 

平成19年11月 

 

雲出川（三重県） 

宮川（三重県） 

伝統的治水技術である霞堤 

2004年豪雨での被害 

平成20年3月 

 

皆生海岸（鳥取県） 

斐伊川（島根県） 

尾原ダム（島根県） 

温井ダム（広島県） 

太田川（広島県） 

人と未来防災センター（兵庫県） 

海岸浸食対策 

放水路建設 

ダム建設現場における住民への配慮事項 

ダム管理 

河川計画 

防災への取り組み 

平成20年4月 

 

神田川地下調整池（東京都） 

鶴見川遊水地（神奈川県） 

霧ヶ丘調整池（神奈川県） 

多摩川破堤地点（狛江市） 

首都圏の洪水対策 

遊水地事業 

総合治水対策 

治水の歴史 

図 2-2 コーススケジュール概念図 
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平成20年5月 

 

渡良瀬遊水地（栃木県） 

鬼怒川ダム統合管理事務所（栃木県） 

五十里ダム・川治ダム（栃木県） 

日光砂防・足尾砂防（栃木県） 

遊水地事業 

複数ダムの統合的な運用について 

統合的なダム管理 

砂防事業 

平成20年9月 

 

芋川砂防事業（新潟県） 

信濃川大河津分水路（新潟県） 

立山砂防事業（富山県） 

磐井川河道閉塞（岩手県） 

北上川一ノ関遊水地（岩手県） 

平成16年10月中越地震での被害 

分水路事業 

常願寺川上流での砂防事業 

平成20年6月岩手宮城内陸地震での被害 

遊水地事業 

 

現地見学先は、講義で紹介された場所（多摩川、信濃川など）を出来る限り自分の目で確かめられるよ

う配慮して選定した。特に、岩手県磐井川など、つい最近地震で被害を受けた箇所を見学して対応状況を

国土交通省現地事務所からヒアリングするなど、日本人でさえもなかなか出来ない体験をさせた。また、

斐伊川及び太田川を上流から下流まで見学するなど、流域を意識した観点で行程を構成した。 

また、見学後には学生にレポート提出を課し、ただの物見遊山にとどまらず各人の理解を深めさせるよ

う配慮した。なお、9月の見学旅行については、合格判定後に実施したため、レポートは課さなかったが、

非常に内容が充実した旅行であったため、次年度以降は実施時期をずらして行うことを予定している。 
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表2-3 現地見学先一覧表 

November, 

2007 

1. Kumozu River 雲出川 

(Open Levee)  

 

 

2. Miya River upstraem 宮川上流部 

(Slope failure) 

 

 

  

3. Miya River downstream 宮川下流部 

(Disaster Prevention Activity) 

 

 

3. Miya River downstream 宮川下流部 

(Embankment) 

 

 

March, 

2008 

4. Kaike Coast 皆生海岸 

(Coastal engineering) 

 

 

5. Hii River 斐伊川 

(River Planning) 
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6. Obara Dam 尾原ダム 

(Dam construction) 

 

 

7. Nukui Dam 温井ダム 

(Dam operation) 

 

 

  

8. Ootagawa River 太田川 

(River planning & management) 

 

 

 

9. Disaster Reduction and Human 

Renovation Institution 人と未来防災センタ

ー (Disaster prevention) 

 

 

  

10. Manda-no-Tsutsumi茨田の堤History 

(the oldest levee in Japan) 

11. Lake Biwa Canal 琵琶湖疎水 

(History) 
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April, 2008 

12. Kanda River Underground diversion 

channel 神田川地下調整池 

(Diversion channel) 

 

13. Shukugawara Weir 宿河原堰 

(History (Breach Point) 

 

  

14. Tsurumi River Multi-purpose Runoff 

Retardation Area 鶴見川多目的遊水地 

(Retarding basin) 

 

15. Kirigaoka Regulating Pond 霧ヶ丘調整

池 (Regulating pond) 

 

May, 2008 16. Watarase Retarding Basin 渡良瀬遊

水地 (Retarding basin) 

 

 

 

 

 

 

17. Kawaji Dam  川治ダム 

18. Ikari Dam  五十里ダム 

(Integrated dam operation) 
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19. Sabo Work in Nikko 日光砂防事業

(Sabo works) 

 

 

両ダムを結ぶ導水管 

 

 

 

  

20. Sabo works in Ashio 足尾砂防事業

(Sabo works) 

 

 

21. Yattajima Observatory 八斗島観測所

(Hydrology) 

 

 

September, 

2008 

23. Shinano River Ohkouzu Museum  

信濃川大河津資料館 

(River planning & management) 

 

「萬象に天意を覚る者は幸なり」 
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22. Sabo Works in Imo River 芋川砂防事

業 (Sabo works) 

 

 

24. Sabo Works in Mt. Tateyama 立山砂防

事業(Sabo works) 

 

 

  

25. Kurobe Dam 黒部ダム 

(Dam operation) 

 

 

26. Isawa Dam 胆沢ダム 

(Dam construction) 

 

 

  

27. Natural Dams in Iwai River by the 

earthquake 磐井川河道閉塞(Sabo works) 

 

 

28. Ichinoseki Retarding Basin 一ノ関遊水

地(Retarding basin) 
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Chapter3: 2007年度活動報告 

 

 

防災政策プログラム学生 集合写真（平成20年9月17日） 

 

<年間スケジュール> 

30th  September  Arriving at Japan 

4th  October   Opening Ceremony and Opening Party in ICHARM 

11th  October    Presentation on Country Report 

During November   joint with Flood Hazard Mapping Training Course 

13th-16th November  Field Trip & Town Watching in Ise City 

21st  November  Field Tour in Ninomiya Sontoku Museum  

6th & 7th December    Presentation on Theme of Master’s Thesis 

22nd  January          Special Lecture by Prof. Takahashi 

28th  January 

-8th February    Lecture at GRIPS 

14th  February   Presentation on Master’s Thesis 

12th-15th March  Field Trip in Chugoku Region & Kinki Region 

4th  April           Cherry Blossom Viewing and Tea Ceremony in PWRI 

22nd-23rd April   Field Trip in Tokyo Metropolitan Area 

28th-29th May          Field Trip in Kanto Region (Dam & Sabo works) 

22nd August   Final Presentation of Master’s Thesis 

28th  August   Submission of Master’s Thesis 

8th-11th September  Field Trip in Hokuriku Region & Tohoku Region  

17th  September  Graduation Ceremony at GRIPS 

18th  September  Closing Ceremony at JICA 

19th  September  Leaving Japan 
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ICHARMは、平成19年9月30日から平成20年9月19日まで約1年間、（独）国際協力機構（JICA）

および政策研究大学大学院大学（GRIPS）と連携し、標記修士課程コースを実施した。 

当初11名の学生でスタートしたが、最終的に、学生10人（中国3名、バングラデシュ2名、ネパール

1名、インド1名、日本3名）全員が無事に審査に合格して『修士（防災政策）』の学位を授与され、本コ

ースの第1期生として本国へ帰国した。 

本コースの特徴としては、1 年で修士号を取得できること、学生が自国で実際に抱えている問題の解決

策を提案できる能力を向上させる『課題解決型』の研修であること、及び『理論より実務』を重視する研

修であることなどが挙げられる。 

それらの特徴を反映させるために年間カリキュラムでは、まずコース前半で講義・演習を集中的に実施

した。 

 

内容としては「防災政策」、「災害リスクマネジメント」、「水文学」、「水理学」などの理論・基礎面だけ

ではなく、「統合洪水リスクマネジメント」、「ハザードマップ作成及び避難計画」、「ダム工学」、「砂防工学」

「国際協力」などの実務的な講義・演習も実施した。特に平成 19年 11月は、「ハザードマップ作成及び

避難計画」の講義・演習を、ICHARMが JICA研修として実施している「洪水ハザードマップ作成」コ

ースと共同で実施した。生徒数は両コース合わせてバングラデシュ・カンボジア・中国・インド・インド

ネシア・日本・ラオス・マレーシア・ネパール・フィリピン・スリランカ・タイ・ベトナムの 13 ヶ国か

ら、合計 30 人にもなり、これほど多くの国籍の学生が一堂に会して授業や演習を行うことは、両コース

の学生にとって大いに刺激になったと思われる。  

また、コース後半では各学生がそれぞれの国での水災害に関する課題解決に資するための修士論文作成

に十分に取り組めるよう配慮するとともに、日本の治水対策についてより深く学ぶために、雲出川・宮川

の現地見学（平成19年11月）、斐伊川・太田川を含む中国地方現地視察（平成20年3月）、環七地下調

整池や鶴見川遊水地、多摩川などの首都圏の洪水対策現地視察（平成20年4月）、鬼怒川ダム統合管理や

日光・足尾砂防現地見学（平成20年5月）、芋川・信濃川・立山砂防・磐井川（岩手宮城内陸地震で被害

を受けた）や北上川の一ノ関遊水地などの現地視察（平成 20年 9月）など、日本を代表する河川の現地

「洪水ハザードマップ作成」コースとの合同授業 福岡教授（中央大学）による講義風景 
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見学を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学生は、不慣れな日本での長期間の生活に苦労しながらも、真剣に講義・演習に取り組み、修士論文作

成過程では ICHARM棟内の学生部屋に籠もり、ICHARMの研究員から適宜有用なアドバイスを受けな

がら論文を作成した。平成20年8月22日に行われた修士論文の発表会では1年間の成果を各自披露した。 

論文作成を通じて、学生の知識が豊富になるばかりでなく、ICHARM にとっても学生との関係が緊密

になり、学生を通じたこのような国際的なネットワーク

形成活動は、今後の ICHARMの活動にも大いに役立つ

ものと思われる。 

平成20年9月17日には、GRIPSにて学位授与式が、

続く 18日には JICA筑波にて閉講式が行われた。本コ

ースで最も優秀な成績を修めた者に贈られ

る”Outstanding Award”は、ネパールのMitra氏に授与

された。 

 

 

 

  

鶴見川遊水地見学（神奈川県） 

 

磐井川河道閉塞現場見学（岩手県） 

政策研究大学院大学における 

竹内センター長からの学位授与式 

”Outstanding Award”授与 

修士論文発表会 
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Chapter 4: 修士論文について 

 

修士論文作成に向けて、まず2007年12月に学生それ

ぞれの取り組みたいテーマを発表させたが、直前まで洪

水ハザードマップに関する講義・演習を1ヶ月間実施し

ていたため、テーマが洪水ハザードマップに偏りがちで

あったが、翌年2月に中間発表会を行って各自の研究テ

ーマをほぼ確定させた。 

講義・演習がほぼ終了した3月下旬から本格的に各自

の研究テーマに取り組み、ICHARM 内の研究員と議論

をしながら、8 月中旬に主査・副査に修士論文を提出、

審査されて無事全員「防災政策」の修士号を授与された。 

 各学生の修士論文タイトルと主査・副査を表4-1に示す。また、各論文の梗概集を参考資料11に示す。 

 

表 4-1  修士論文リスト 

Name Title Examiner/Supervisor 

Mr. DAI, 

Ming-Long  

(China) 

DAM-BREAK FLOOD ANALYSIS IN 

MID-DOWN STREAM OF HAN RIVER 

Prof. Jayawardena Amithirigala(ICHARM) 

Prof. Shigeru Morichi (GRIPS), 

Asso. Prof. Junichi Yoshitani (ICHARM),   

Asso. Prof. Pham Thanh Hai (ICHARM) 

Mr. Khanindra 

BARMAN  

(India) 

DEVELOPMENT OF FLOOD 

FORECASTING MODEL IN 

BRAHMAPUTRA VALLEY  OF INDIA 

Prof. Jayawardena Amithirigala(ICHARM) 

Prof. Kenji Okazaki (GRIPS), 

Asso. Prof. Kazuhiko Fukami (ICHARM), 

Asso. Prof. Pham Thanh Hai (ICHARM)  

Mr. Md. 

Aminul 

ISLAM  

(Bangladesh) 

Flood Hazard Mapping of 

Dhaka-Narayanganj-Demra (DND) Project 

using Geo-informatics Tools 

Prof. Kuniyoshi Takeuchi (ICHARM)  

Prof. Kenji Okazaki (GRIPS), 

Prof. Shigenobu Tanaka (ICHARM), 

Asso. Prof. Jun Magome (ICHARM)  

Mr. Mitra 

BARAL 

 (Nepal) 

Rainfall run off modeling and inundation 

analysis of Bagmati river at Terai region of 

Nepal 

Prof. Jayawardena Amithirigala(ICHARM) 

Prof. Shigeru Morichi (GRIPS), 

Prof. Shigenobu Tanaka (ICHARM), 

Asso. Prof. Kazuhiko Fukami (ICHARM) 

Mr. 

Muhammad 

MASOOD  

(Bangladesh) 

Flood hazard and Risk Assessment in 

Mid-Eastern part of Dhaka, Bangladesh 

Prof. Kuniyoshi Takeuchi (ICHARM)  

Prof. Kenji Okazaki (GRIPS), 

Prof. Shigenobu Tanaka (ICHARM), 

Asso. Prof. Pham Thanh Hai (ICHARM)  
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Ms. YE, Li-Li  

(China) 

Flood Risk Analysis and Risk Management 

in Mengwa Detention Basin 

Prof. Jayawardena Amithirigala(ICHARM) 

Prof. Kenji Okazaki (GRIPS), 

Asso. Prof. Junichi Yoshitani (ICHARM), Asso. Prof. Jun 

Magome (ICHARM)  

Mr. Yasuo 

Kannami  

(Japan) 

Establishment of Country-based Flood Risk 

Index 

Prof. Kuniyoshi Takeuchi (ICHARM)  

Prof. Shigeru Morichi (GRIPS), 

Asso. Prof. Junichi Yoshitani (ICHARM), Prof. Shigenobu 

Tanaka (ICHARM) 

Mr. Hirohisa 

Miura  

(Japan) 

THE ANALYSIS OF FLOOD RISK 

AWARENESS AT RESIDENT LEVEL IN 

MEKONG  RIVER BASIN 

Prof. Kuniyoshi Takeuchi (ICHARM)  

Prof. Kenji Okazaki (GRIPS), 

Asso. Prof. Katsuhito Miyake (ICHARM),  

Asso. Prof. Jun Magome (ICHARM)  

Mr. Ryota 

Ojima  

(Japan) 

Impact Assessment of road construction on 

the flood inundation in Dhaka, Bangladesh 

Prof. Kuniyoshi Takeuchi (ICHARM)  

Prof. Kenji Okazaki (GRIPS), 

Asso. Prof. Katsuhito Miyake (ICHARM),  

Prof. Shigenobu Tanaka (ICHARM) 

Mr. Ji Zhou  

(China) 

A NUMERICAL STUDY ON THE OPEN 

CHANNELNETWORK IN WUXI CITY " 

Prof. Jayawardena Amithirigala(ICHARM) 

Prof. Shigeru Morichi (GRIPS), 

Asso. Prof. Kazuhiko Fukami (ICHARM), 

Asso. Prof. Katsuhito Miyake (ICHARM) 
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Chapter 5:  コース評価と今後の課題 

 

5.1  学生によるコース評価 

コース全体を通じ、表5-1のように計4回学生からの意見を直接聞く評価会を実施した。それぞれにお

いては、JICA担当者にも同席頂き、学生からの率直な意見を聞いて頂く機会を設けた。 

 

表5-1 本コースにおける評価会一覧 

開催日 主な議題 

2007年12月20日（木） 

第1回中間評価会 

土研・JICAでの生活、 

講義・講師について（一般的事項） 

2008年1月25日（金） 

第2回中間評価会 

「ダム工学」「砂防工学」以外の講義に対する内容の評価、改善点 

2008年3月28日（金） 

第3回中間評価会 

「ダム工学」「砂防工学」の講義に対する内容の評価、改善点 

コース開始後半年経過後の感想、改善点 

2008年9月18日（木） 

最終評価会 

（ICHARMアンケート） 

修士論文の進め方、 

帰国後のアクションプランの履行に関して、 

現地見学旅行の評価 

（JICAアンケート） 

１． 設定された到達目標とニーズの適合について 

２． カリキュラム評価 

３． 研修期間について 

４． 講師の講義プレゼンテーションについて、 

５． テキスト、研修機材、講義施設について 

６． 研修運営管理について 

７． 期待充足度 

８． 到達目標達成度 

 

各評価会においては、講師・講義や現地見学旅行の評価、土木研究所や JICA筑波での普段の生活面で

の改善点などについて、学生から率直な意見を出してもらった。 

以下、5.1.1で中間評価会による主な改善点、5.1.2で講義・講師の評価、5.1.3で現地見学旅行の評価、

5.1.4で学生によるコース評価の分析を行う。 

  

5.1.1 中間評価会による主な改善点 

前述の通り、コース全体を通じ、計4回学生からの意見を聞く評価会を実施した。計3回の中間評価会

においては、表 5-1のような意見が出され、すぐに改善可能なものについては適宜改善を行い、それ以外
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については、平成20年度の研修計画及びカリキュラムに出来る限り反映させた。 

 

表5-2 中間評価会において出された意見とそれへの対応 

 学生からの意見 対応 

講義 

全体 

講義の数が多すぎて理解できない。数を減らして復習の

時間が欲しい。 

12月以降、基本的に1日3コマにスケジュール

を修正した。 

別々の講義でも、いくつかの内容が繰り返されて説明され

ているものがある。（特に IFRM(1)と IFRM(2)）  

次年度から講義科目を再編した。 

 

テキストなど講義資料の準備が良くない講義もある。 出来る限り十分な準備を講師にお願いする。 

水文学は内容が多い上、スピードが速い。復習の時間が

欲しい。 

次年度から水文学の講義を基礎・応用に分割し

た。 

水理学は、講義と演習の関連を密にしてほしい。 次年度から改善を行った。 

講師 

全体 

講師の英語レベルは重要なので、事前にチェックしてほ

しい。 

出来る限り確認を行う。 

いくつかの講義では図表がなくて文章でしか説明がな

い。 

出来る限り十分な準備を講師にお願いする。 

一方通行型の講義があった。（1 回しか講義しない講師に

多い） 

次年度 1 人が複数の講義を行うようカリキュラム

を修正し、学生から質問がしやすいよう双方向

型の講義を増やした。 

パワーポイントを多用してそれを読み上げるだけではな

く、学生の講義への理解度を常に把握して欲しい。 

出来る限り十分な準備を講師にお願いする。 

研 修

コ ー

ス 全

般 

日本の現状を理解するためにより多くの現地見学が必

要。  

講義がほぼ終了した 3月から実施した。 

テストの前に勉強する期間が欲しい。 次年度スケジュールからテストの前に十分な期

間をおくよう修正を行った。 

土 研

で の

生活 

・講義時間が長い。１時間１５分位が良い。 

・とても忙しい。１時間くらいに講義時間を短くして欲しい。 

講義時間は90分と変化ないが、45分程度で一

端休憩時間を入れるよう各講師に依頼する。 

高性能のプリンターが欲しい。 プリンター修理を実施した。 

帰りの JICAバスが来るのが早い。 JICAバスが迎えに来る時間を修正した。 

昼休みは電子レンジを使うために待ち行列が出来るので

改善して欲しい。 

土木研究所の予算で電子レンジを購入した。 

JICA

筑波 

寒いので JICAバスが土研内に入れるようにして欲しい。 研修途中から土研内に乗り入れるよう改善した。 

インターネット環境が欲しい。 各宿泊部屋でワイヤレス接続可能となった。 

個人 

研究 

ICHARM はいくつかチームがあるので、それらの研究

に加わらせて欲しい。 

研究チームの研究の一部を担わせることが出来

ないか検討する。 
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 今は、故郷から遠く離れているので、データを集めるのが

難しい。 

個人研究遂行に対して、所属機関からの協力を

より得られるよう当事者意識を学生の上司等に

持たせる。 

今は講義の時間が長いので、個人研究に集中できない。 4 月以降は個人研究に集中できる時間を確保し

ている。 

 

 

5.1.2 講義と講師の評価  

 ここでは、第2回中間評価会において、「ダム工学」「砂防工学」以外の講義・講師について質問したア

ンケート（以下、2回目アンケートと言う）と、第 3回中間評価会において、「ダム工学」「砂防工学」の

みの講義・講師について質問したアンケート（以下、3回目アンケートと言う）結果から評価を行う。 

 アンケートの設問は以下の通りである。 

（2回目アンケート） 

� (Q1)  Please fill in the name and the reason of the best 3 useful lectures for the 

water-related disaster mitigation in your country. 

（自国において最も有用と思われる講義ベスト3を挙げて下さい。） 

� (Q2) Please fill in the name and the reason of the best 5 lecturers (Except for ICHARM 

Staff). （（ICHARM職員を除いて）最も素晴らしい講師5名を挙げて下さい。） 

（3回目アンケート） 

  ［「ダム工学」について］ 

� (Q1) Please fill in the name and the reason of the best 3 useful lectures in the subject of 

Sustainable Reservoir Development & Management for the water-related disaster 

mitigation in your country 

（自国において最も有用と思われる講義ベスト3を挙げて下さい。） 

  ［「砂防工学」について］ 

� (Q2) Please fill in the name and the reason of the best 3 useful lectures in the subject of 

Control Measures for Landslide & Debris Flow for the water-related disaster mitigation in 

your country. 

� （自国において最も有用と思われる講義ベスト3を挙げて下さい。） 

 

5.1.2.1 2回目アンケート結果 

表5-3にQ1の結果、表5-4にQ2の結果を示す。 
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表5-3 自国において最も有用と思われる講義ベスト3（ダム工学、砂防工学を除く） 

 

（回答者数 10名） 

Student 

No.  
Best 1 Best 2 Best 3 

1 River Channel Planning Outline of IFRM Flood forecasting, Kalman filter 

2 Effect of Climate Change Concept of IFRM Hydraulics 

3 
Outline of non-structural 

measure and community defense 
Town watching (1), (2) Inundation analysis (1), (2) 

4 River Channel Planning Effect of Climate Change Concept of IFRM 

5 
Human action and social 

psychology 
Outline of IFRM Town watching 

6 River Channel Planning Concept of IFRM Remote sensing 

7 Flood plain management 

Comprehensive 

sediment-related disaster 

measures 

Human action and social 

psychology 

8 Hydraulics Hydrology IFRM 

9 Hydrology Hydraulics IFRM(River design) 

10 
Human action and social 

psychology 
Effect of Climate Change Flood insurance 
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表5-4 （ICHARM職員を除いた）最も素晴らしい講師ベスト5 

 

（回答者数 10名） 

Student 

No. 
Best 1 Best 2 Best 3 Best 4 Best 5 

1 
Prof. Watanabe 

(CERI) 

Prof. T. Ishikawa 

(Tokyo Institute of 

Technology) 

Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Fukuoka 

(Chuo Univ.) 

Prof. Meulen 

(UNESCO-IHE) 

2 
Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Meulen 

(UNESCO-IHE) 

Prof. Watanabe 

(CERI) 

Ms. Mandira 

Shrestha (Nepal) 
  

3 
Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Fukuoka 

(Chuo Univ.) 

Prof. Ogawa 

(Fuji-tokoha Univ.) 

Prof. T. Ishikawa 

(Tokyo Institute of 

Technology) 

Prof. Hayashi 

(Kyoto Univ.) 

4 
Prof. Watanabe 

(CERI) 

Prof. T. Ishikawa 

(Tokyo Institute of 

Technology) 

Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 
    

5 
Prof. Hayashi 

(Kyoto Univ.) 

Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Ogawa 

(Fuji-tokoha Univ.) 

Prof. Nakayama 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Meulen 

(UNESCO-IHE) 

6 
Dr. Watanabe 

(CERI) 

Prof. T. Ishikawa 

(Tokyo Institute of 

Technology) 

Prof. Fukuoka 

(Chuo Univ.) 

Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Meulen 

(UNESCO-IHE) 

7 
Prof. Nakamura 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Hayashi 

(Kyoto Univ.) 

Prof. Okubo 

(Japan Sabo 

Association) 

  

8 
Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 

Prof. T. Ishikawa 

(Tokyo Institute of 

Technology) 

Prof. Watanabe 

(CERI)  
  

9 

Prof. T. Ishikawa 

(Tokyo Institute of 

Technology) 

Prof. Fukuoka 

(Chuo Univ.) 

Prof. Oki 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Meulen 

(UNESCO-IHE) 

Prof. Watanabe 

(CERI) 

10 
Prof. Fukuoka 

(Chuo Univ.) 

Prof. Nakayama 

(Tokyo Univ.) 

Prof. Watanabe 

(CERI) 

Prof. T. Ishikawa 

(Tokyo Institute of 

Technology) 
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講義では、「Outline of IFRM」、「Concept of IFRM」、「Effect of Climate Change」、「Human action and 

social psychology」、「River Channel Planning」などが最も自国の洪水対策に役立つとの回答であった。

既に実務で活躍している学生たちにとっては、IFRMの概念に関する講義は特に新鮮なものと思われる。 

また、それぞれの講義の講師に対する評価も高く、高評価の講師の名前を見ると、石川忠晴教授（東京

工業大学）、福岡捷二教授（中央大学）、沖大幹教授（東京大学）、林春男教授（京都大学）、中山幹康教授

（東京大学）、Meulen教授（UNESCO-IHE）など大学教授がほとんどを独占し、やはり普段から教壇に立

つ方は講義の内容とともに、学生の集中力を持続させる方法を心得ていると感じた。特に林先生や中山先

生の講義は1コマしかなかったことを考えると、講義の内容も特に印象深かったことがうかがえる。また、

当時寒地土木研究所上席研究員であった渡邊教授（北見工業大学）の評価も高く、河川工学の授業が学生

に評判がよかったことがうかがえる内容となっている。Meulen教授は、11月の現地見学において伊勢市

内のタウンウォッチングも含めて4日間学生と同行し、適宜アドバイスを行っていたのでその結果ともう

かがえる。 

 

5.1.2.2 3回目アンケート結果 

 表5-5にQ1の結果、表5-6にQ2の結果を示す。 

表5-5の結果からは、特に松本徳久顧問（（財）ダム技術センター）の「既存ダムの有効活用」、天野邦

彦上席研究員（土木研究所）の「ダムの環境への影響(1)」、角哲也准教授（京都大学）「ダムの環境への影

響(2)」、「貯水池土砂管理」の講義の評価が高かったことがうかがえる。 

途上国においても、ダムによる社会面・環境面への影響はもはや無視できるものではなく、学生たちが

ダムの建設技術よりもダム建設による影響に関する講義の方が自国のために有用であると評価したことは

興味深い。 

表5-6の結果からは、特に池谷浩理事長（（財）砂防・地すべり技術センター）の「乾燥地の砂防と荒

廃地の緑化」、藤澤和範上席研究員（土木研究所）の「地すべり調査と応急対策」、笠井美青研究員（土

木研究所）の「地すべりの特徴と地形」の講義の評価が高かった。池谷理事長の講義はアジアモンスーン

地域とは異なる気候に関するトピックであり、学生の興味をひいたものと思われる。また、藤澤上席研究

員、笠井研究員の講義は地すべりの基礎をわかりやすく講義されたものとして評価が高くなったと思われ

る。 
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表5-5 「ダム工学」の中で自国において最も有用と思われる講義ベスト3 

 

（回答者数 8名） 

Student 

No. 
Best 1   Best 2   Best 3   

1 

Environmental 

impact of dams 

(2) 

Asso. Prof. Sumi 

(Kyoto Univ.) 

Practice of dam 

design 

Mr. Sakurai 

(PWRI) 

Dam 

construction 

Prof. Yamaguchi 

(PWRI) 

2 
Practice of dam 

design 
  

Dam 

construction 
      

3 

Environmental 

impact of dams 

(1) 

Dr. Amano 

(PWRI) 

Sediment 

Management in 

Reservoirs 

Asso. Prof. Sumi 

(Kyoto Univ.) 
    

4 
Environmental 

impact of dams 
  

Effective use of 

existing dams 

Prof. Matsumoto 

(Japan Dam 

Engineering Center) 

Sediment 

Management in 

Reservoirs 

Asso. Prof. Sumi 

(Kyoto Univ.) 

5 

Sediment 

Management in 

Reservoirs (1) 

Asso. Prof. Sumi 

(Kyoto Univ.) 

Environmental 

impact of dams 

(1) 

Dr. Amano 

(PWRI) 
    

6 
Effective use of 

existing dams 

Prof. Matsumoto 

(Japan Dam 

Engineering Center) 

Environmental 

impact of dams 

(1) 

Dr. Amano 

(PWRI) 
    

7   

Prof. Matsumoto 

(Japan Dam 

Engineering Center) 

  
Asso. Prof. Sumi 

(Kyoto Univ.) 
  

Mr. Umino 

(PWRI) 

8 
Dam 

Management 

Prof. Yamaguchi 

(PWRI) 

Effective use of 

existing dams 

Prof. Matsumoto 

(Japan Dam 

Engineering Center) 

Sediment 

Management in 

Reservoirs (1) 

Asso. Prof. Sumi 

(Kyoto Univ.) 

 

  



27 
 

表5-6 「砂防工学」の中で自国において最も有用と思われる講義ベスト3 

 

（回答者数 8名） 

Student 

No. 
Best 1   Best 2   Best 3   

1 Application of Sabo 
Dr. Ikeya 

(STC) 
Maintenance measures 

Dr. Fujisawa 

(PWRI) 

Characteristics and 

topography of landslides 

Ms. Kasai 

(PWRI) 

2 
Characteristics and 

topography of landslides 

Ms. Kasai 

(PWRI) 

Sabo works in arid area 

and reforestation 

Dr. Ikeya 

(STC) 
    

3 

Permanent measures 

for landslide damage 

reduction 

Mr. Ishida 

(PWRI) 

Application of Sabo 

works and landslide 

countermeasures 

Mr. 

Watanabe 
    

4 
Characteristics and 

topography of landslides 

Ms. Kasai 

(PWRI) 

Survey and emergency 

response for landslide 

Dr. Fujisawa 

(PWRI) 
    

5 
Characteristics and 

topography of landslides 

Ms. Kasai 

(PWRI) 

Survey and emergency 

response for landslide 

Dr. Fujisawa 

(PWRI) 
    

6 
Sabo works in arid area 

and reforestation 

Dr. Ikeya 

(STC) 

Survey and emergency 

response for landslide 

Dr. Fujisawa 

(PWRI) 

Characteristics and 

topography of landslides 

Ms. Kasai 

(PWRI) 

7   
Dr. Fujisawa 

(PWRI) 

Application of Sabo 

works and landslide 

countermeasures 

Mr. 

Watanabe 

Sabo works in arid area 

and reforestation 

Dr. Ikeya 

(STC) 

8 
Survey and emergency 

response for landslide 

Dr. Fujisawa 

(PWRI) 

Characteristics and 

topography of landslides 

Ms. Kasai 

(PWRI) 

Sabo works in arid area 

and reforestation 

Dr. Ikeya 

(STC) 

 

 

5.1.3 現地見学旅行の評価 

最終評価会において、表2-3で挙げた現地見学先の中から、どこが最も印象的であったかを尋ねた結果、

太田川、人と未来防災センター、神田川地下調整池、渡良瀬遊水地、立山砂防事業、胆沢ダムなどが高評

価であった。 

 また、洪水対策施設とは直接関係ないが、外国人に日本文化を伝えることも重要であることから、現地

見学旅行の際にいくつかの著名な観光地も訪問した。その中では広島の原爆ドームが最も高評価であり、

伊勢神宮や江戸東京博物館が後に続いている。 

 11月の伊勢市現地見学では、3泊続けて日本の伝統的なスタイルの旅館に宿泊したが、学生の評価は非
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常に高かった。 

次年度以降も、効果的・効率的な現地見学旅行を企画・実施するために、これらの評価結果を最大限活

かしてくことが求められる。 

 

5.1.4 学生によるコース評価 

 コース終了時に、ICHARM 及びJICA筑波それぞれにおいて、学生に対しアンケートを実施した。以

下にその結果を示す。 

 

5.1.4.1 ICHARMによるアンケート結果 

 ICHARMでは、主に修士論文の進め方と、帰国後のアクションプランの履行に関して、下表に挙げる6

つの項目の質問を行った。結果の一部を表5-7に示す。 

この結果からは、修士論文の進め方について、 

� 論文作成に必要となるデータの収集が難しい 

� 修士論文作成中に中間発表会を実施して欲しい（コース前半の発表は少なめに） 

� 講義の数を少なくしてその分を個人研究に充てて欲しい 

� 部屋にいる間も学生間で議論は出来るが、しっかりした”Discussion Time”が必要 

などの要望が挙げられており、次年度において可能なところから改善していきたい。 

また、アクションプランの履行に関しては、まだ明確な進め方を示した者はおらず、まずは日本で得ら

れた知識を上司や同僚間で共有する、JICAのサポートを仰ぐ、などの回答が見られるにとどまった。コ

ース終了後も数ヶ月に一度は電子メールで進捗を確かめたり、他の海外出張の機会を利用して直接会った

りするなどの継続的なフォローが必要と思われる。 

その他、テキストが少ない、なるべく一人の講師が複数の講義を担当して欲しいとの声があった。 

 

表5-7 ICHARMによるアンケート結果 

Q1. What was the most 

impressive/helpful/insightf

ul lecture for you?   And 

why?  

� Lecture about risk, vulnerability and hazard  

� Hydrological observation, Modeling & Forecasting. 

� Lectures of Dams. They showed some new method how to communicate with common 

people or how to evaluate the effectiveness of dams using special questionnaire. 

Q2. Who is the most 

impressive lecturer for 

you?   And why?  

 

� Prof. Takeuchi. He can make the class room comfortable to understand. 

� Prof. Ishikawa. His lecture is easy to understand and interesting. 

� There is no doubt Prof. Takeuchi is the best lecturer. 

� Dr Osti is the most impressive lecturer. His lecture and practice is much practical and 

he always supported us even if he was busy. 

Q3.  What do you think 

about the course schedule 

and guidance (content and 

� Everything was ok. But after completion of theory class study area visit is essential to 

get detailed information 

� Course schedule is very tight and not sufficient. In order to perform good research, more 
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method) you were given to 

plan and write your 

Master's thesis?  

 

time than scheduled is needed. 

� We should have an opportunity at least once during our study of our thesis.  

� Knowledge of computer program like FORTRAN, VISUAL BASIC is required for 

individual study. 

� The total period of this course is just good in 1 year. 

Q4.  What did you 

learn in this course that 

you can share with your 

colleagues and bosses?  

� I learned how Japanese overcome from past flood situation by integrated flood 

management. 

� Most important achievement is I could realize our weakness on disaster management. 

So, I would like to start sharing of my learning’s form our weakness. 

Q5. List problems you 

would face and support 

you would need when 

implementing your action 

plan back in your country.  

 

� Still I am not sure what kind of problem will have to face in my country to implement 

this project. After discussion with my department, I will get idea about the 

implementing problems and then I can ask help from JICA. 

� First of all we need to strengthen our self economically. How the economical 

strengthening of the country goes? Implementation of such action plan depends on that. 

� As a young man, I cannot manage such a big project. So I need some experts or 

supervisor to help me to implement this action plan. 

Q6. Please write 

suggestions to improve 

this course.  

 

� The duration should be 1 year 6 months and after completion of theory class 1 site visit 

is essential. More text book should supply with lecture material. 

� For Master’s Degree, design period is shorter so it’s better to extend it. Most of the class 

lectures are in presentation format and study materials are not sufficient. 

� We can discuss in the class room but it is better to set “discussion time” so that we can 

improve our thesis with some pressure. 

� We did several presentations on our individual study in the early stage of our study. 

That can be reduced and can be done after some progress on it. 

� I think ICHARM has many research projects, so maybe it’s easier to let us join you than 

let us to find a new topic. In my case, I spend about first four months to choose a 

research topic. We are paid by our government and JICA, ICHARM can use us freely. In 

that way, we can begin our individual study early and can have many concrete and deep 

discuss with ICHARM staffs and can learn much more. 

� More textbooks are required for Master’s course. 

� During the last 4 month, there should be some interim presentations for showing our 

progress on thesis. 

� I feel that volume of lectures should be reduced. One subject lecture series should be 

conducted by one lecturer as much as possible. 
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5.1.4.2  JICA筑波によるアンケート結果  

JICAが実施したアンケートの結果概要は以下の通りである。 

 

１． 設定された到達目標とニーズの適合について 

 適切であるとの意見が大勢を占めた。（５点…１名、４点…５名） 

２． カリキュラム評価 

 最も有益であった講義としては、”Integrated Flood Risk Management (IFRM)”、”Hazard Mapping 

& Evacuation Planning”などが挙げられた。 

 今後追加すべき講義としては、「地すべり関係の科目及び数学を応用した科目」、「フォートランやビ

ジュアルベーシックなどのコンピューター言語」、「Arc-GIS」が挙げられた。 

３． 研修期間について 

 修士コースとして１８ヶ月必要との意見もあったが、おおむね１２ヶ月で十分との声が多かった。学

生は各自職業を持ち、あまり長く本国を離れられないためだと思われる。 

４． 講師の講義プレゼンテーションについて、５． テキスト、研修機材、講義施設について 

 ４点の評価が多かったが、パワーポイントを用いてプレゼン形式で行う講義が多かったように思われ、

あとあとでも学生が復習可能なように講義テキストの作成依頼を引き続き行う必要がある。 

また本研修では、演習の講師のほとんどは ICHARMの職員が担当し、講義内容の充実に努めた。す

べての演習に対して研修員から高い評価が得られているが、演習時間の延長を望む意見が多かった。 

６． 研修運営管理について 

 研修途中に中間評価会を行い、適宜改善を行ってきたこともあっておおむね好評であった。 

７． 期待充足度 

 満足であるとの意見が大勢を占めたが（５点…２名、４点…４名）、講義内容を高度なものとすると

ともに、それに応じた課題を課して欲しいとの意見も部分的にあった。 

８． 単元達成度の変化 

 高い                     低い 

５ ４ ３ ２ １ 

単元目標１ 研修実施前   ４ ２  

研修実施後 １ ５    

単元目標２ 研修実施前   ６   

研修実施後  ６    

単元目標３ 研修実施前   ４ ２  

研修実施後  ６    

単元目標４ 研修実施前  １  １  

研修実施後  ２    

単元目標５ 研修実施前   ４ ２  

研修実施後 １ ５    
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単元目標１についての学生のコメント（一部） 

� バングラデシュでは主にハード面の対策を行っているが、新しいコンセプトである洪水ハザード

マップなどソフト面の対策を学んだので両方使いたい。 

� 揚子江流域では新しく且つ重要なコンセプトである統合洪水リスク管理の知識を将来技術者と

して活かしたい。 

単元目標２についての学生のコメント（一部） 

� 災害リスク管理の政策及び地域住民によるリスク管理の強化法は自国ネパールで使える。 

� 今回得た知識はバングラデシュでの洪水リスク削減のための公共政策を立案したりリスク管理

体制を計画したりするのに役立つ。 

単元目標３についての学生のコメント（一部） 

� 非常時の対応技術を学んだので地域で応用できる。（インド、中国） 

単元目標４についての学生のコメント（一部） 

� 災害リスク管理は開発行為と見なされるべきであり、ネパール政府はこれに投資すべきだ。 

� 可能ならば指導者たちに揚子江の管理法につき提案したい。 

単元目標５についての学生のコメント（一部） 

� 得た知識は効率的なリスク管理戦略を作るのに役立つ。 

� 自分の考え方を管理部門に伝えたい。 

 

 

5.2 ICHARMによるコース評価 

5.2.1 学生のコース到達度達成評価 

どの研修にも言えることではあるが、学生の知識レベルがまちまちであるため、講義や演習の実施に若

干の支障をきたす部分があった。しかしながら各自の修士論文では、各学生が抱える課題解決に資するた

めにテーマを設定させ、全員無事に修士号を取得することが出来た。 

以下、本コースの単元目標毎に達成度の評価を行った。それぞれの単元目標に対応する講義、指標は表

5-8のとおりとした。 

いずれの講義においても全ての授業終了時には記述式テストを課しており、客観的に達成度を評価でき

るが、さらに議論への貢献度、演習への取り組み姿勢などを考慮して評価した結果、どの単元目標につい

てもおおむねほとんどの学生が求められていた目標に到達できたと考えられる。 
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表5-8 学生の達成度評価一覧表 

単元目標 対応する講義 指標 達成度 

1) 世界各地での統合洪水リスク管理

における最近の方法について精通す

ること。 

○ IFRM(1) Basic Concepts of IRBM, 

IFRM & Global Trends 

講義中のデ

ィスカッシ

ョン、テス

トの実施 

研修員全員、講義やディスカッションを

通じて統合洪水リスク管理に対する一般

的な知識はおおむね理解できた。 

2) 公共政策を含む地方及び国家レベ

ルでの効果的なリスク軽減に必要と

されるものを明らかに出来るように

なること。また、地方及び国家レベル

でのリスク管理体制、組織間の協調及

び利害関係者を含む管理の体制につ

いて計画できるようになること。 

○ IFRM(2) Non-structural 

Measures &  Community 

 Defense 

○ Hazard Mapping & Evacuation 

Planning 

現地でのタ

ウンウォッ

チング、テ

ストの実施 

 

三重県伊勢市でのタウンウォッチングや

住民へのヒアリングにより、洪水ハザー

ドマップによるリスク軽減の有用性を理

解できた。また、講義を通じてリスク管

理についての日本の行政体制・法制度を

理解できた。 

 

3) 非常時の対応及び災害リスク削減

政策における変化を見つけ出し監視

するための地方及び国家レベルでの

指標を作り出し、これらの政策の状況

及び効果を監視できるようになるこ

と。 

○ Hydrological Observation, 

Modeling & Forecasting 

○ Hydraulics 

○ IFRM(3) IRBM & Structural 

Measures 

○ Sustainable Reservoir 

Development & Management 

○ Control Measures for Landslide & 

Debris Flow 

レポートの

作成、テス

トの実施 

 

洪水管理に必要な水文学や水理学などの

基礎知識、洪水管理のための主要な構造

物である堤防やダム、砂防事業などにつ

いて、講義・演習ならびに現地見学を行

いその重要性について理解できた。これ

らにより、非常時の対応及び災害リスク

削減政策における変化を見つけ出し監視

するための指標を作り出すことが可能に

なる。 

4) 明確な財政的、制度的及び法的枠

組みのもとに新たに突き止められた

統合リスク管理政策により作成され

た計画の履行に貢献出来るようにな

ること。  

修士論文の作成 修士論文の

作成 

各学生は、自らの機関が抱える洪水関連

問題を認識し、その解決のためにどのよ

うな政策が可能かを検討し、修士論文と

して完成させた。 

5) リスク感知及び情報伝達問題や地

球温暖化・気候変動などの新しい脅威

に配慮しながら非常時の対応、復旧、

緩和及び準備などの全ての管理構成

要素を考慮に入れたリスク管理戦略

を開発できるようになること。 

○ IFRM(1) Basic Concepts of IRBM, 

IFRM & Global Trends 

○ IFRM(2) Non-structural 

Measures & Community Defense 

○ IFRM(3) IRBM & Structural 

Measures 

テストの実

施 

 

1年間の修士コースを通じ、様々な講義・

演習、現地見学および修士論文を作成す

る過程において、学生は様々な知識、技

術を習得し、リスク管理戦略を開発でき

る能力を身につけることが出来た。 
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5.2.2 コース全般についての評価と今後の課題 

 ICHARMが、本コースのような1年間にも及ぶ修士コースを企画・運営するのは初めてであったため、

様々な面で不安があったが、おおむね順調に運営できた。このことは、今後の ICHARMの研修活動にと

って大いにプラスになると思われる。 

 以下、コース企画・運営を行った過程で気がついた点を述べ、次年度において改善できる点については

改善を行いたい。 

 

＜講師について＞ 

 5.1.2における学生からの評価結果からでもうかがえるように、学生にとってわかりやすく、印象深く、

有用であると評価されている講義はほとんどが大学教授によるものである。そのような先生方の講義を見

ていると、全ての先生が学生に向かって話しかけるように講義を行い、決して自分のペースだけで講義を

進めていないことがわかる。また、パワーポイントを使用していても、1枚に時間をかけて説明を行って

いる。逆に、評価が思わしくない講師の講義は、パワーポイントを多用し、学生の方を向いてしゃべって

いない。次年度の講義については、講師の皆さんにこのような点を考慮して頂いた上で、講義頂けるよう

お願いしたい。 

 

＜講義について＞ 

 IFRM(1)や IFRM(2)の講義については、様々な内容について教えようとしたため、一人の講師が1つの

授業だけを担当するオムニバス形式になってしまった。このようなやり方は決して不有用というわけでは

ないが、複数の講義を一人の講師が受け持つことで、学生が質問をしやすくなったり、講師にとっても学

生のレベルを考慮しながら2回目以降の授業が効率よく行えたりできるというメリットがある。 

 

＜洪水ハザードマップ作成研修との合同授業

について＞ 

 本コースでは、「洪水ハザードマップ作成及

び避難計画」の講座を、2007年11月に行わ

れた JICA「洪水ハザードマップ作成研修コ

ース」の全ての講義・演習・現地視察と合同

で実施した。これにより、総勢 30 名、研修

員の国の数はバングラデシュ・カンボジア・

中国・マレーシア・インド・インドネシア・

ネパール・ラオス・マレーシア・フィリピン・

タイ･スリランカ・ベトナムそして日本と、ア

ジアの中でも洪水災害が多い地域をほとんど

カバーする計 14 カ国で研修を行うこととな

図5-1 「洪水ハザードマップ作成研修」及び本コ

ースの学生出身国 
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った（図5-1）。 

そのため、非常に国際色豊かな研修となって学生間での交流が深まるとともに、講義・演習において活

発な議論が行われた。反面、演習などでは一人の講師では目が届かない場面が生じたが、その際は

ICHARMからもう一人の講師を充てた。 

 次年度コースにおいても、他の研修との連携を出来る限り行う方針としたい。 

 

＜修士論文の円滑な作成について＞  

 現在 JICA筑波において、ICHARMでの授業後に日本語講習を短期的に実施しているが、学生は英語

が母国語でないため、英語の能力も向上させる必要がある。特に、英文での修士論文作成のためには、そ

のための英語研修も短期的にかつ集中的に実施する必要がある。 

また、論文作成に必要となる基本的なパソコンソフトのワードやエクセルについても使い方を指導する

必要があり、ワードについてはスタイル設定及び目次作成機能など、エクセルについてはソート機能及び

数式計算機能などの知識を修士論文に本格的に取りかかる前の3月末までに習得させる必要がある。 

 

＜修士論文の作成手順について＞ 

修士論文テーマ設定の時期が、洪水ハザードマップ作成コース修了と重なったため、当初は論文のテー

マが洪水ハザードマップに偏りがちであった。 

ICHARM には、高度な専門知識を有する外国人専門研究員が数多く在席するが、修士論文テーマと彼

らとの研究内容との連携が若干遅くなり、専門研究員の能力を十分活用出来なかった。このためもっと早

い時期から専門研究員のもとで修士論文について取り組ませる必要がある。 

また修士論文の作成過程において、必要なデータ提供などの面で各学生の所属機関との連携・連絡が不

十分の者がおり、所属機関にも当事者意識をいかに持たせるかが課題の一つである。 

加えて、本年度は4月以降に修士論文の中間発表会を開催しなかったため、学生の論文作成への追い込

み感をあまり持たせることが出来なかった感がある。そのため5月後半位で中間発表会を開催し成果を発

表させる必要があり、この点は次年度のカリキュラムで既に改善されている。また次年度では、より修士

論文作成のインセンティブを高めるために、日本の学会において修士論文の内容を発表する機会を設ける

よう計画している。 

 

＜現地見学について＞ 

学生にとって現地見学は、異国の治水対策を目の当たりに出来る貴重な学習機会である。このため、講

義・演習の助けとして出来るだけ研修前半に実施する方が望ましい。しかし、修士論文執筆時にはちょう

ど良い気分転換にもなるため、年間の計画を考慮し見学時期を設定する必要がある。昨年度は、現地見学

の日程が4月前後に偏ったため、次年度以降は講義の進行状況にも配慮し、主に前半に実施する予定であ

る。 

（参考） 2007-2008の実施時期…11月、3月、4月、5月、9月 

2008-2009の実施時期（予定）…10月、11月、12月、3月、5月 



35 
 

また、単に現地見学を物見遊山に終わらせないためにも、英文作成の基本能力を向上させるためにも事

前の予習、事後のレポート作成を課した。あわせて、見学した際には、見学先の担当者に必ず感謝の言葉

を学生の代表者に述べさせ、社会人教育の一助とした。 

 

＜アクションプランについて＞ 

アクションプランについては、修士論文提出後に本格的に着手したため、帰国日までにあまり時間がな

く、プラン作成に十分な時間が割けなかった。次年度以降は、修士論文提出締め切りを早め、アクション

レポートにじっくり取り組ませる必要がある。 

また、アクションプランをより現実的なものとするため、アクションプラン作成時に出身組織との連絡

も課すべきである。 

 

＜次年度学生との連携について＞ 

 本コースが9月に終了する頃には、次年度の学生が既に決定しており、次年度の学生が修士論文で必

要なデータ収集を円滑に行えるように、可能な限り学生が離日する前に次年度の学生とコンタクトをとら

せる必要がある。 

 

＜帰国後のフォローアップについて＞ 

本コースの目的としては、社会的要請に応えられる技術を持ち合わせている専門家を養成し、その結果、

一国における災害マネジメントの重要性を彼らが政策決定者に提示することができるようにすることを掲

げていたが、一朝一夕に出来るものではなく、帰国後も継続してフォローアップを行う必要がある。 

 

＜洪水ハザードマップ作成研修フォローアップセミナーとの合同について＞ 

 前述の通り、本コースの学生は他研修コースである「洪水ハザードマップ作成研修」と合同で講義を受

け、演習を行っている。洪水ハザードマップは作成過程も含めてリスクマネジメントの重要なツールであ

ることを踏まえ、洪水ハザードマップ作成研修フォローアップセミナーに本コースの学生の一部も参加さ

せ、情報を共有させる必要がある。 

 

＜研修記録の活用について＞ 

 本コースではほとんど全ての講義内容をビデオに収録したが、本コースの学生だけでなく、それ以外の

学生や一般の方にとっても学習効果があるため、これらは貴重な研究教材となり得る。将来E-ラーニング

の可能性も考え、活用方法を考えていく必要がある。 
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Chapter6: ネパール・バングラデシュ・インド現地調査団の派遣 

 

6.1 調査団の目的 

 2008年2月、ICHARMは調査団を構成し、ネパール・バングラデシュ・インドを訪問した。 

目的は主に2つあり、一つは、本コースへの要請国であるネパール、インド、バングラデシュの3ヶ国

において、本コースに参加している学生の所属機関やJICA現地事務所を訪問し、所属長並びに関係者に

本年度コースへの学生派遣についてお礼を述べるとともに、本コースの学生として求められる基礎学力・

能力や資格条件について直接関係機関に説明し、次年度コースへの優秀な学生派遣について適格者の応募

を要請するものである。 

 もう一つは、近年の地球温暖化による気候変動に伴い、ネパールにおける氷河湖の決壊やバングラデシ

ュにおける海面上昇など、人々の生活を脅かす事態が多発しているのを受け、各国における河川と洪水災

害状況、同国の水防災政策、洪水被害軽減活動等を調査し、3ヵ国の課題を分析･把握することである。こ

れにより、本コースの学生が修士論文の対象としている地域・流域の情報を現地で直に確認でき、修士論

文の指導がスムーズになるとともに、次年度以降のコースカリキュラムの改善に資することが出来る。 

なお、当初は、達成目標並びに3ヵ年における同コースの最終目標、期待される成果について学生所属

機関の長と協議を行い、両者で一致した研修目標を設定することも目標の一つに挙げていたが、残念なが

ら未達成に終わっている。 

 

6.2 調査団の行程 

現地には、2008年2月2日から2月13日まで赴いた。その間、学生の所属機関および今後の ICHARM

との研究面・研修面での連携を模索するべく、各国のいくつかの研究機関を訪問した。主な訪問先は、以

下の通りである。 

［ネパール］ 

� JICAネパール事務所 

� 水関連災害防災局(Department of Water Induced Disaster Prevention(DWIDP), Ministry of 

Water Resources（学生の所属機関） 

� 国際総合山岳開発センター(ICIMOD) 

� ネパール開発研究機関(Nepal Development Research Institute (NDRI))  

� トリブヴァン大学(Tribuvan University) 

� Department of Hydrology & Meteorology (DHM), Ministry of Environment Science & 

Technology 

［バングラデシュ］ 

� JICAバングラデシュ事務所 

� バングラデシュ水開発局(Bangladesh Water Development Board(BWDB)) （学生の所属機関） 

� CEGIS(Center for Environmental and Geographic Information Service) 

［インド］ 
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� JICAインド事務所 

� ビハール州水資源局(Water Resources Department, Bihar State Government) 

� インド水資源省中央水委員会(Central water Commission (CWC), Ministry of Water 

Resources) （学生の選考機関） 

� インド工科大学（Indian Institutes of Technology (IIT)） 

 

さらに、各国における河川と洪水災害状況、洪水被害軽減活動等を調査するべく、ネパールにおいては

氷河湖とバグマティ川上流、バングラデシュにおいてはジャムナ川の浸食状況、首都ダッカの洪水対策、

インドにおいてガンジス川、バグマティ川下流などを視察した。 

実際の行程は、以下の表6-1の通りである。また、現地位置図を図6-1に示す。 

 

表6-1 現地調査団の行程 

 日付 訪問先・調査内容 宿泊地 

1 2月2日 

(土) 

10:55 成田発→16:00バンコク着 JL 717 

 

バンコク 

(Novotel Suvarnabhumi Airport) 

2 2月3日 

(日) 

10:45 バンコク発  →13:00カトマンズ着TG319 

14:30 水関連災害防災局(Department of Water Induced Disaster Prevention

（DWIDP）)訪問 

カトマンズ 

(Hotel Sunset View) 

3 2月4日 

(月) 

7:30-12:30 国際総合山岳開発センター(ICIMOD)とともに氷河湖調査（Imja

湖, Rolpa湖、 Sabai湖） 

14:00-17:00 ICIMOD訪問 

カトマンズ 

(Hotel Sunset View) 

4 2月5日 

(火) 

10:00 ネパール開発研究機関(NDRI) 訪問 

11:30 Tribuvan University訪問 

13:00 ICIMOD訪問 

16:30  JICAネパール事務所訪問 

カトマンズ 

(Hotel Sunset View) 

5 2月6日 

(水) 

午前 DWIDPスタッフと共にカトマンズ周辺現地見学 

午後 Department of Hydrology & Meteorology (DHM)訪問 

15:50カトマンズ→17:20ダッカ BG704 

ダッカ 

(Washington Hotel) 

6 2月7日 

(木) 

9:00 JICAバングラデシュ事務所訪問 

11:00-12:30 バングラデシュ水開発局（Bangladesh Water Development 

Board(BWDB)）訪問 

13:30-14:40 CEGIS訪問 

ボグラ 

(Parjoton Bogra) 

7 2月8日 

(金) 

10:00-14:00 Bogra周辺現地見学（Khandakar氏(BWDB)、Arefin氏(JICA

事務所)が同行） 

ダッカ 

(Washington Hotel) 

8 2月9日 

(土) 

10:30-17:00 ダッカ近郊現地見学 

（Khandakar氏(BWDB)、Arefin氏(JICA事務所)が同行） 

ダッカ 

(Washington Hotel) 
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19:00- Khandakar氏宅で会食 

9 2月10日 

(日) 

9:15ダッカ → 11:05デリー 9W271 

15:25デリー → 18:00 パトナ S2171（国内便） 

パトナ 

(Hotel Mautya) 

10 2月11日 

(月) 

 終日 河川流域調査（ガンジス川流域） 

21:30 Patna → 23:00 デリー 9W728（国内便） 

デリー 

(Ikon Residency) 

11 2月12日 

(火) 

9:00  JICAインド事務所訪問 

10:00 インド工科大学（IIT）訪問 

13:00 インド水資源省訪問 

19:50デリー→6:45(2/13)成田JL472     

（機中） 

 

図6-1 現地調査位置図 
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6.3 調査団員 

 今回の調査に参加したメンバーは以下の通りである。 

役割  氏名 所属先 

団長/総括  竹内 邦良 ICHARM センター長 

防災システム 田中 茂信 ICHARM 上席研究員 

河川工学  栗林 大輔 ICHARM 研究員 

研修企画  松本 明博 JICA筑波 業務第一チーム 主任 

（役職は当時） 
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6.4 調査の概要・結果 

 

6.4.1 ネパール 

 

 

 

図6-2 カトマンズ市内地図 

 

（2月3日） 

 カトマンズ到着後、本コースの学生を送り出しているネパール水関連災害防災局(Department of Water 

Induced Disaster Prevention(DWIDP))を訪問した。 

国土交通省河川局砂防部からネパールに派遣されている加藤仁志 JICA 防災アドバイザーとともに、

DWIDP局長であるNarayan Prasad Bhattarai氏、 上級部門技師（水資源）であるNaveen M. Joshi

氏に会い、Glacial Lake Outburst Flood（GLOF：氷河湖決壊問題）についての最新の情報などを入手す

るとともに、次年度の学生について要請することが出来た。 

 

NDRINDRINDRINDRI    

ICIMICIMICIMICIMODODODOD    

DWIDPDWIDPDWIDPDWIDP    Field SurveyField SurveyField SurveyField Survey    
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DWIDP本部 Naveen M. Joshi氏による説明 

Narayan Prasad Bhattarai氏

（DWIDP局長）へのお礼 

ネパールにおけるGLOFの現状 
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（2月4日） 

午前中は国際総合山岳開発センター(International Center for Integrated Mountain Development: 

ICIMOD)のスタッフとともに、氷河湖の調査のため下記ルートを経由し、ヘリコプターで 3 つの氷河湖

上空から視察した。 

 

図6-3 氷河湖視察ルート図（上：全体、下：詳細） 

 

 

カトマンズ 

Rolpa 湖 Imja湖 

Sabai湖 
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図6-4 Imja湖の様子 

 

 

 

氷河湖視察メンバーとともに 

エベレスト山 途中休憩した飛行場(標高約3,700m) 

カトマンズからの飛行途中から見えた

山頂まで開発されている様子 
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図6-5 Rolpa湖の様子 

 

 

午後は ICIMODを訪問し、ICIMODの活動内容について紹介を受けるとともに、今後の ICHARMと

の研究協力について意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

  

ICIMOD本部 Andreas Schild氏（ICIMOD所長） 

と懇談 

ICIMOD研究員との意見交換 
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 （2月5日） 

各種機関と意見交換を行った。午前中は、現在 ICHARMと共同研究を実施しているネパール開発研究

機関(NDRI) を訪問し、所長である Nawa Raj氏を始め、多くの研究員から研究紹介を受けた。また、

続いてTribuvan UniversityのNarendra Man Shakya教授 を訪問した。 

午後には、再度 ICIMODを訪問し、前日に引き続き意見交換を行った。 

夕方には JICA ネパール事務所の丹羽憲昭所長、福田義夫副所長、津守佑亮所員並びに Sourab Rana

所員を訪問し、現在のネパールの社会情勢と洪水対策などについて意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nawa Raj氏(NDRI所長)との意見交換 Narendra Man Shakya教授 

(Tribuvan University)訪問 

JICAネパール事務所訪問 



46 
 

（2月6日） 

 午前中は、カトマンズ南郊を流れるバグマティ川とその支流の現状を視察した。いずれにおいても水質

はよくなく、堰が壊れて用をなしていない箇所もあった。あわせて、日本の援助により行われている砂防

事業についても視察した。 

 また、午後はDepartment of Hydrology & Meteorology (DHM), Ministry of Environment Science & 

Technologyの副局長Keshav P.Sharma氏を訪問した。 

 

 

 

 

  

バグマティ川の橋からの様子（左（上流）：河川敷の住居 右（下流）：壊れている堰） 

日本の援助により整備された砂防擁壁 カトマンズ南郊の様子 

Keshav P.Sharma氏（DHM）との意見交換 
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6.4.2 バングラデシュ 

（2月7日） 

ダッカのJICAバングラデシュ事務所にて長英一郎次長、Sayedul Arefin氏を訪問し、本コースの概要

について説明するとともに、意見交換を行った。 

 続いて、バングラデシュ水防災局（BWDB）を訪問し、Director General のH.S.Mozadda  d Faruque

氏から歓迎の挨拶を受けるとともに、竹内センター長から学生を送り出して頂いていることに感謝の言葉

を述べた。また、バングラデシュの近年の水関連災害について、バングラデシュ南部（Barisal 地方）担

当のChief Engineer であるMd Abu Taher Khandakar氏から詳細な説明を受けた。  

 続いて、CEGISを訪問し、研究内容に関して意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

  

H.S.Mozaddad Faruque氏 

(BWDB局長) 

Giasuddin Ahmed Choudhury氏 

(Executive Director of CEGIS) 

Md Abu Taher Khandakar氏 

(Chief Engineer of BWDB) 

BWDB訪問の様子 
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（2月8日）  

BWDB のKhandakar氏、JICA事務所のArefin氏らとともに、ジャムナ川中流部河畔の町Bogra近

郊にて河岸浸食状況の現地調査と住民からのヒアリングを実施した。洪水対策として突堤が設置されてい

るものの、先端部分はすでに流出し、かつ根本部はかなり深く浸食されていた。洪水時の日本の河川とも

比較にならない大流量があるため、河道が移動すらことすらありえるジャムナ川であり、流れのエネルギ

ーを少しでも弱めるためには大規模な構造物が不可欠とは感じたが、まずは護岸補強が必要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

先端が流出した突堤 

現地の住民とともに 近郊の風景 

浸食が激しい突堤の根本 
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（2月9日） 

  前日に引き続き、BWDB のKhandakar氏、JICA事務所のArefin氏らとともに、本コースの学生が

修士論文の対象としているダッカ近郊の洪水対策の現状を視察した。まず、既に堤防が整備されているダ

図6-6 ”Dhaka Integrated Flood  Protection Project ” 
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ッカ西側を視察した。 

図6-6は、現在ダッカにおいて進められている”Dhaka Integrated Flood  Protection Project ”の概要で

ある。ダッカは、東部・北部・西部を河川で囲まれており、基本的に洪水に脆弱な地形である。西部では

堤防が整備されているものの、東部ではまだ計画段階である。今回は主に、西部の堤防を北から南へ下り

ながら途中にある排水機場や堤防の整備状況を調査した。 

 BWDB の職員の話では、西部では堤防自体はすでに整備がすんでいるが、水質汚濁が激しいとのこと

である。今後ダッカはますます人口増が見込まれるだけに、早急な対策が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

排水機場内部 排水機場からみた市街地側の様子 

（3枚とも）南部の港周辺の様子。 

既に擁壁や護岸は整備されている。 
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6.4.3 インド 

（2月11日） 

 Mr. Surendra Kumar Singhとともに、ガンジス川中流部の都市であるパトナ近郊を訪問し、ガンジス

川の支流であるバグマティ川を視察した。あわせて、堤防建設状況をBagmati Projectの代表技師である

Er. Wakil Ahmad Khan氏から説明を受けた。 

 

 

 

（2月12日） 

 まず、JICAインド事務所を訪問し、朝熊次長と意見交換を行った。続いて、インド工科大学を訪問し、

Computer Servicesセンター長であるA.K. Gosain教授と意見交換を行った。 

 また、学生の選考にも大きく関係しているインド水資源省中央水委員会(Central water Commission 

(CWC))を訪問し、議長の B.S.Ahuja 氏を始め数名の委員に本コースを紹介するとともに、次年度の学生

について要請を行った。インドでは、優秀な国の職員は既に修士号を取得しているので、修士号を持って

いない優秀な候補者を見つけるのは難しいとのことであった。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

建設途上の堤防 Er. Wakil Ahmad Khan氏との意見交換 

JICAインド事務所訪問 B.S.Ahuja氏(CWC議長)訪問 
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6.5 まとめ 

今回の現地調査団の目標は、本コースに参加している学生の所属機関や JICA現地事務所を訪問し、所

属長並びに関係者に本年度コースへの学生派遣についてお礼を述べるとともに、本コースの学生として求

められる基礎学力・能力や資格条件について直接関係機関に説明し、次年度コースへの優秀な学生派遣に

ついて適格者の応募を要請するもの、もう一つの目標は、各国における河川と洪水災害状況、同国の水防

災政策、洪水被害軽減活動等を調査し、本コースの学生が修士論文の対象としている地域・流域の情報を

現地で直に確認し、次年度以降のコースカリキュラムの改善に資することであった。 

ややタイトなスケジュールであったが、学生の所属機関を直接訪問することで、その組織とのつながり

が出来、組織の課題や次年度の学生要請を直に行うことが出来、非常に有益な訪問であったと考えている。

加えて、現地の洪水対策状況を視察でき、今後のカリキュラム構成に参考にすることが出来た。 

 また、今後の ICHARMの研究・研修についても各機関と深い情報交換が出来た。 
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Chapter 7:  終わりに 

 

7.1 本研修で得られた成果 

ICHARMにおいて「研修活動」は、「研究活動」・「情報ネットワーク活動」と並ぶ三本柱の一つに位置

づけており、ICHARMはこれまでにJICA「洪水ハザードマップ作成研修」を4か年実施し、毎年JICA

「河川ダム工学 III研修」（2008年度から「総合的な河川及びダム管理研修」に変更）に貢献し、さらに

2007年においては国連国際防災戦略（UN/ISDR）から資金提供を受けて「総合津波防災研修」を実施し

た。 

このたび、新たに 1 年間修士課程の課題解決型コースである本コースを立ち上げ、実施したことで、

ICHARM に研修企画・運営のノウハウが蓄積されたことはもちろん、学生の修士論文作成を通じて対象

国の水関連問題の解決にも資することになり、ICHARM が活動のキーワードとしている”Localism”への

契機となっている。 

また、本コースは、ICHARM の三本柱の一つである「情報ネットワーク活動」にも大きく寄与してい

る。例えば、2007年12月に大分県別府市で開催された『アジア太平洋水フォーラム』で ICHARMが実

施したセッションや、バングラデシュでのサイクロン被害現地調査において必要な情報を学生経由でスム

ーズに入手することが出来ただけでなく、学生の所属する組織とのつながりが出来、様々な面で現地の状

況が見えるようになってきた。学生を通じたこのような国際的なネットワーク形成活動は、今後の

ICHARM の活動に大いに役立つものと思われ、研修終了後も密に連絡を取れる体制を継続することが求

められる。 
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7.2 卒業生からのメッセージ 

Md. AMINUL Islam 

(Bangladesh) 

 

I have already completed nearly one year in Japan. Only few days left to go back to my 

country. I learned about flood disasters, its mitigation techniques and essential policy 

required for sustainable management of flood disasters. I got improved knowledge on 

overall flood disaster management form professors, experts and course specific field 

observation. I hope this knowledge will helpful in my country to improve our flood 

condition. I am returning with full of hopes to implement mine proposed action plan. I 

would like to appreciate the policy of Government of Japan for transferring knowledge 

and technology of disaster mitigation to us. Best wishes to new comer friends. 

Muhammad MASOOD 

(Bangladesh) 

 

It is a great opportunity for me to be a participant of one-year Masters Program on 

Flood-related Disaster Mitigation. I am also feeling proud as a participant of 1st batch of 

this course. Course curriculum is successfully completed, as GRIPS, PWRI, ICHARM and 

JICA are managed it well. I enjoyed the environment of my institute campus and also my 

time in Japan especially in Tsukuba with comfortable. My acquired knowledge helped me 

to formulate an action plan of a project which I wish to implement after going back my 

country. Bangladesh is a disaster prone country like Japan. So, as a participant from 

Bangladesh, I hope my acquired knowledge from Japan will be very much helpful for my 

country.  

Khanindra Barman 

(India) 

 

It is a great opportunity for me to participate in the one year Master’s degree program of 

Water-related Risk Management Course of Disaster Management. I passed one year in 

Japan very quickly. I have been to many important places of Japan. I could learn many 

things about Japan. I did my disaster management course in such a country that has lot 

of experience of all type of natural disaster in this planet. We learned lot of things about 

water related disasters and its mitigation. The program of this course is very well 

organized. I am thankful to all the Professors, Researchers, team leader, coordinator for 

whom our course become a grand success. At last, I would like to wish grand success of 

the next course and best wishes to the new comer friends. 

Mitra Baral 

（Nepal） 

 

Oh...it’s already one year of time in Japan. Within few days we are returning to involve in 

the development activity of own country with professional confidence. From Japan, we 

learned about flood disasters, its mitigation techniques and essential policy required for 

sustainable management of flood disasters. Lectures from professors, experts and course 

specific observation has broadened our mind on overall flood disaster management. 

Another important achievement to me from this course is that I could overview our 

weakness on disaster management. In order to solve the problems with community 

approach of flood disaster management, I am returning with full of hopes to implement 

mine proposed action plan. I would like to appreciate the policy of Government of Japan 
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for transferring knowledge and technology of disaster mitigation to us. Certainly, it’s 

going to be an essential and primary tool for disaster mitigation in Nepal. At last, I would 

like to wish grand success of the course in coming days and best wishes to new comer 

friends. 

DAI Minglong 

(China) 

 

After finishing one year of study on water-related disaster mitigation in ICHARM, I think 

ICHARM has supplied us a well-organized course. Many famous professors gave us 

different kinds of lectures, and we learned how Japan did in flood control, sabo works, 

dam construction and management. I’m sure this year is very useful for my future career. 

My action plan is “Further Study on Dam-break flood in Mid-down Stream of Han River”. 

Applying 2-D or 3-D model and a more accurate geometric data, I will go on researching 

the dam-break effect fatherly. 

To my next year classmates, I want to say ICHARM is a good place for study. Here, 

facility is nice, ICHARM staffs are warm-hearted and always available when you need 

help. Wish you have a better study than us. 

Ye, Lily 

(China) 

 

This one-year course gives me many ideas about the solutions of flood-related disaster 

mitigation based on Japan’s experiences. Deeply I realize the weakness in China in 

comparison with our situation. As a member involving in the field of flood-related disaster 

mitigation, I feel more responsibilities we have to shoulder. My action plan is about flood 

hazard mapping in Mengwa Detention Basin. In China there are 157,800 people living 

inside 97 detention areas with a total area of 180.4km2. Hopefully this project will lay a 

solid foundation for the management of detention areas in China. ICHARM provides a 

very good platform to share their successful experiences in flood-related disaster 

mitigation with developed countries, which is a forevermore beneficial move to enhance 

human’s capability to mitigate flood-related disasters. Let’s treasure the chance to update 

our knowledge about flood-related disaster mitigation and shoulder the great task with 

our passion. 

Yasuo Kannami 

(Japan) 

 

Before taking part in this course, I do not know a lot how much effort Japan has made for 

living with natural disaster. This course gave me a kind of pride of Japan. After taking 

this course, I like Japan more. This course gave me a lot of new idea and experiences, 

which will be useful in my work and in my life. 

Japan is like a department store of prevention work against natural disasters. All 

participants may not be able to utilize it directly but I believe they must get a lot of idea 

that can apply to their country. And I also believe their action will make their country 

safer against water-related disaster. 

I hope those who are in charge of natural disaster prevention work can join this course as 

much as possible and they bring back some idea from Japan. 
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For Japanese, joining this course must be very special experience so that you can get not 

only knowledge about natural disaster but also international exchange. You may also find 

good things of Japan. 

Hirohisa MIURA 

(Japan) 

 

 

I cannot believe that one year passed since this course started. In this sense, I was able to 

concentrate on study and individual study in this course. It was the first experience to 

spend time in an international atmosphere with trainees from the various countries. It 

was best time in my life. 

I learned that there are a lot of issues of flood disaster that must be solved all over the 

world. I want to challenge to solve some of such issues with knowledge and technology 

that I learned in this course. 

Finally, I would like to express my deepest gratitude to all people who encouraged and 

helped me during this course. 

Ryota Ojima 

(Japan) 

 

I had a great opportunity to get a chance to study in Master's Program on Flood-related 

Disaster Mitigation.  

I obtain a lot of knowledge which is required in my work in the future and lecture. 

I also had a chance to visit Dhaka for my master thesis. I could see the real situation of 

the flood and talk with local residents. I learned the importance of visiting field and it was 

a remarkable experience for me. 

During my study, I was staying in JICA center in Tsukuba. I could make a lot of friends 

who have different way of thinking and culture. It was really good time that I can not 

experience in normal life in Japan. 

I am sure that this course can provide the not only the technical knowledge but also a 

chance to make a friend and human relationship. 
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本コースは昨年度立ち上げたコースですが、大きな問題もなく無事に終了することが出来ました。最後

になりましたが、本コースを実施するにあたり、多忙な中講義や演習を行って頂いた各大学の先生方及び

行政の方々、現地視察を快く引き受けて頂いた国土交通省事務所ならびに市町村の方々や住民の方々に厚

くお礼申し上げます。 
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