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6. 2016 博士課程卒業生(2016年9月14日 政策研究大学院大学)

4. “The Final Workshop on Evidence-based Flood Contingency Planning” (2016年2月17日 フィリピン・カルンピット市庁舎)

International Centre for 
Water Hazard and Risk Management

under the auspices of UNESCO

1.“Asian Water Cycle Symposium 2016” (2016年3月1-2日 東京大学) [Photo by Martin Hladik]

3. ICHARM学生による現地視察（大河津分水路） (2016年4月28日 信濃川大河津資料館)

5. “Training on RRI Model and Storm Surge Model” for trainer candidates (2015年6月15日 ミャンマー気象水文局(ネピドー))

2. 「第7回水文・水資源学会セミナー」でのIFAS演習 (2014年7月11日 室蘭工業大学東京サテライトオフィス)
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写真説明：

ICHARM



設立の背景

ユネスコセンター ICHARMの設立

国連教育科学文化機関（ユネスコ）は、水分野の科学技術の振興
を図るため 、国際水文学計画 （ International Hydrological
Programme: IHP）の活動や、水に関するユネスコセンターの設立を
進めてきました。
一方、世界における洪水、渇水,及び暴風雨などの水関連災害の
数は現在、自然災害の約8割にのぼり、特にアジアにおいてその約
4割を占めています。

我が国は、古くから水災害に悩まされながらも克服してきた歴史
を持ち、水災害に対する知識・経験、および高い技術も有していま
す。このような知識・経験、技術により、IHPの活動や『世界水アセス

メント計画（WWAP）』を通じて、世界中で増え続け深刻化する水関
連災害への対応に関して、指導的役割を果たしてきました。さらに、
第3回世界水フォーラム（2003年）の我が国での開催により、国際
的リーダーシップを発揮しました。

このため、水災害で多くの被害を受ける国に対して、日本で培わ
れた技術をその国の実情に応じて移転し、被害軽減に役立てること
が求められました。

以上のような背景のもと、水災害に関するユネスコセンターを我が国に設立する
という提案に対し、2004年9月のIHP政府間理事会で各国及び国連機関から幅広い

支持を受け、2005年10月のユネスコ総会において承認されました。そして、水災
害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM：アイチャーム）は、ユネスコカテゴリーⅡ
センター ※ として独立行政法人 土木研究所内に、2006年3月6日に設立されまし
た。2013年7月23日には日本政府とユネスコ間でICHARMに関する協定が更新され
ています。

日本政府代表(左)、ユネスコ事務局長(中央)、
土木研究所理事長(右)の三者による調印

(2006年3月3日)

ICHARM開所式(2006年3月6日)ICHARM Governing Board(運営理事会）会合の開催

ICHARMに関する協定の第 6条に基づき、土木研究所理事長を議長とする ICHARM
Governing Board（ICHARM運営理事会）会合を2年に一度開催しています。（2014年2月25日：
第1回、2016年3月3日：第2回、2018年2月14日：第3回）
会合では、活動報告「ICHARM Activity Report」の審査、長期・中期プログラム「ICHARM

Long-term and Mid-term Programme」及び具体的な事業計画「ICHARM Work Plan」の審査・
採択が行われます。

ICHARM棟

北側国土交通大臣（当時）
による揮毫

第3回ICHARM運営理事会会合の開催

EM-DATのデータベースからICHARM作成

ICHARMセンター長
初 代：竹内邦良 山梨大学名誉教授（写真左）

2006年3月～2014年9月

第２代：小池俊雄 東京大学教授（写真右）
2014年10月～

※カテゴリーIIセンター：ユネスコと協力してプログラムを実行する機関のこと。ユネスコか
らは独立した組織であるが、ユネスコ総会でユネスコの協力機関として承認されています。



ICHARMの使命は、世界から、国、地域レベルで水関連

災害とリスクマネジメントに携わる政府とあらゆる関係者を
支援するために、自然、社会現象の観測、分析、手法・手
段（水災害のハザード解析や脆弱性把握などリスク評価）
の開発、能力育成、知的ネットワーク構築、教訓、情報の
発信等を通じて、水関連災害・リスクマネジメントの世界的
な中核的研究拠点としての役割を果たすことである。ここ
では、水関連災害として洪水、渇水、地すべり、土石流、津
波、高潮、水質汚濁、雪氷災害をいう。
ここでいう世界的な中核的研究拠点とは、(i) 革新的な研
究、(ii) 効果的な能力育成、 (iii) 効率的な情報ネットワーク、

によって、世界をリードする人材、優れた施設、知的財産を
擁する場を意味する。この3本柱によって、ICHARMは国家、

地域における現場実践の知的拠点、及び実社会での政策
立案における助言者としての役割を世界において果たす。

ICHARM の使命（Mission)

ICHARM 長期プログラム（Long-term Programme)

ICHARMの使命を果たすため、世界及び地域での災害の傾向及び経験と災害対応に関する地域のニーズ、重要課題、開発

段階等を踏まえつつ、自然、社会及び文化といった地域の多様性を考慮する原則というローカリズムを念頭に、研究、能力
育成及び情報ネットワーク構築の3本柱を有機的に連携させて、以下の活動を行う。

( i ) 革新的な研究
1. 水災害データの収集、保存、共有、統計化
2. 水災害リスクのアセスメント
3. 水災害リスクの変化のモニタリングと予測
4. 水災害リスク軽減の政策事例の提示、評価と適用支援
5. 防災・減災の実践力の向上支援

( ii ) 効果的な能力育成
水関連災害の確実なマネジメントには現場対応能力が不可欠であり、先進的な知識の開発と応用を重視した最新
の研修を通じて、ICHARM は質の高い水関連災害・リスクマネジメントの模範的な実務者を育成し、世界的な実務者
ネットワーク形成を支援する。

1. 国際から地域に至るあらゆるレベルで災害リスクマネジメントの計画、実践に実質的に従事し、確固たる理論的、
工学的基盤を有して課題解決を行うことができる実務者の育成を行うとともに、指導者の能力育成を行う。

2. 研究活動及び現地実践を通じて蓄積したノウハウを国際プロジェクトにおける研修やICHARMにおける教育研

修活動で提供することにより、水関連災害に対応し、問題解決に取り組む現地専門家、機関のネットワークを
構築しその強化を図る。

( iii ) 効率的な情報ネットワーク
ICHARM が有する広範な知的基盤と主な研究成果によって、世界レベルから現場レベルに至る水関連災害、リスク
マネジメントを導く強力で包括的な主張の形成を支援する。
1. 世界の研究者ネットワークを維持強化し、世界の大規模水災害に関する情報、経験を収集、解析、提供する。

2. 水関連災害リスクマネジメントに関する技術の発信、影響力を有する国際洪水イニシアチブなどの国際的ネット
ワークの構築、維持を通じて、防災主流化に取り組む。

（2016年3月3日採択）

「ICHARM中期プログラム（Mid-term Programme）」と「ICHARM Work Plan」は下記ホームページをご覧ください。
ICHARM中期プログラム（Mid-term Programme） ：http://www.icharm.pwri.go.jp/about/pdf/2016_program_j.pdf
ICHARM Work Plan （事業計画）: http://www.icharm.pwri.go.jp/about/pdf/2016_work_plan_j.pdf

Mission

Long-term Programme
（およそ10か年の目標）

Mid-term Programme
（およそ5か年の目標）

Work Plan
（2か年の活動計画）

ICHARM Programmeの構成

（2016年3月3日採択）



ICHARM活動の3本柱

「現場での実践活動」の推進

「革新的な研究」と「効果的な能力育成」を両輪
としながら、世界中に「効率的な情報ネットワー
ク」を構築し、「現場での実践活動」を推進します。

効率的な
情報ネットワーク

革新的な研究
-先端技術-

効果的な能力育成

現場での実践活動

国際洪水イニシアチブ（IFI)の活動

国際洪水イニシアチブ （International Flood Initiative: IFI）はユネスコ、世界気象機関、

国連大学、国連国際防災戦略などの国際機関が世界の洪水管理推進のために協力
する枠組みで、ICHARMは、IFIの事務局を担当しています。

2016年10月31日には、第8回水と災害に関するハイレベルパネル(HELP)会合に先
立って、IFIサイドイベントを開催し、2022年までの実施戦略と行動枠組みに関して議論

しました。その中で、洪水リスク軽減と持続可能な開発を強固にするための学際的な
協力に向けた「ジャカルタ宣言」が採択されました。これを受け、 IFIパートナーと協働し

ながら、水災害リスクの軽減を目的とした「水と災害に関するプラットフォーム」の構築
のための活動に取り組んでいます。まずはアジア太平洋地域であるフィリピン、スリラ
ンカ、ミャンマー、パキスタンから開始しており、今後さらに拡大していく予定です。

効率的な情報ネットワーク

http://www.ifi-home.info/

台風委員会は、アジア太平洋地域における台風の人的・物的被害を最小化するための計画と履行の
方策を促進・調整するために、1968年に国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）と世界気象機関
（WMO）のもとに組織されている政府間共同体です。委員会は気象部会・水文部会・防災部会から成り、
ICHARMの上席研究員が水文部会長を務めています。

台風委員会への貢献

革新的な研究
-先端技術-

効率的な
情報ネットワーク

効果的な
能力育成

UNESCO, WMO, ISDR, IAHS, 

IAHR, ICSU, UNESCO-IHE

MLIT, MEXT, NILIM, UNU, ADRC, 

FRICS, NARBO, IFNet, JWF, JICA, 

GRIPS, JAXA, DPRI, UY, NIED, JWA

Government of Indonesia

Government of Philippines, ADB

IWHR, IRTCES KDPA, KICT, K-Water

USGS, USBR, IWR

UCD

HidroEX

SHI
RCUWM TEHRAN, 

IWPC
ICIMOD, BWDB, RID, 

DID, HTC, MRC

Donors

Researchers

Communities
NGOs

Policymakers
Practitioners

Typhoon Committee

Government of Pakistan

Government of Bangladesh Government of Myanmar

Government of Sri Lanka

プラットフォームに関するスリランカでの会議 (2017年8月24日)

プラットフォームに関するミャンマーでの会議 (2017年11月1日)



IFAS (Integrated Flood Analysis System) は、インターネットを通じ無償で入手可能で、ほぼ全世界をカバーしている地形
や土地利用のグローバルデータを用いて、簡単に流出解析モデルが構築できるシステムです。IFASだけで、データの入手、
モデルの構築、降雨流出解析、結果表示などの流出解析に必要な一連の作業を行うことができます。
また、Auto-IFAS と呼ぶ追加モジュールを組み合わせることで、衛星雨量のダウンロードや地上雨量の読み込み、流出
計算の実行、警報の発出などを自動的に行う機能を付加し、最小限の機能ながらもリアルタイムでの洪水予警報システム
の構築を行うことも可能です。このシステムでは、インターネットアクセスに制限がある地域でも、定期的に指定時刻のデー

降雨流出氾濫モデル(RRI Model)の開発・普及

ICHARMでは、低平地での大規模な氾濫を迅速に予測するための手法とし
て、降雨流出氾濫モデル(Rainfall-Runoff-Inundation: RRI Model) という新たな

数値モデルの開発を行いました。このモデルは、流域に降った雨が河川に集
まる現象、洪水が河川を流下する現象、河川を流れる水が氾濫原に溢れる
現象を流域一体で予測するモデルです。

このモデルを用いれば、例えば気候変動の予測情報をもとに、様々な地域・
気候帯で、今後どのように洪水リスクが変化するかを分析できます。またIFAS

と同様に、衛星による地形、土地利用、降水情報などを応用することにより、
大まかにでも世界の大規模洪水を準リアルタイムで推定できるようになります。
なお本技術は、土木学会論文賞（2014年）、第15回国土技術開発賞優秀賞
（2013年）を受賞するとともに、開発者に文部科学大臣賞（若手科学者賞）
（2013年）が贈られています。

総合洪水解析システム(IFAS)の開発・普及

IFASによる計算の流れ

ICHARMが進める洪水解析システム

革新的な研究 -先端技術-

RRIモデル概念図

タを収集しながら逐次計算を行うことに
よって、ネットワークとパソコンに大きな
負荷をかけずに、迅速な流出計算と洪
水予警報を可能とする工夫を行ってい
ます。

IFASの実行形式ファイルは、以下の
ICHARMサイトから無料で入手できます。
http://www.icharm.pwri.go.jp/research/ifas/

なお本技術は、第19回国土技術開発
賞（2017年）に入賞しています。

2016年5月からは、RRIモデルを下記のICHARMサイトで公開し、誰でも無料で入手できます。
http://www.icharm.pwri.go.jp/research/rri/rri_top.html

被災地調査の実施

近年日本を含む世界各地で洪水・土砂災害が頻発し、甚大な被害が発生しています。ICHARMでは、被災後に現地
に赴き、被害状況や災害の発生機構などを調査・分析し、リスク低減や減災のための研究を行っています。

2017年7月九州北部豪雨による土砂浸食調査2016年8月台風10号による岩泉町洪水氾濫調査2015年9月関東・東北豪雨による常総市洪水氾濫調査



リスク評価およびリスク軽減手法に関する研究

文部科学省「気候変動リスク情報創生プログラム」

ICHARMは2012年から5年間、文部科学省『気候変動リスク
情報創生プログラム」に参画し、CMIP5 世代の気候予測デー

タを活用しながら、地球温暖化によって、洪水および渇水の
将来リスクがどう変化し、どのような社会影響が生じるかを、
アジアの河川流域単位で定量的に予測する手法の開発・研
究を行いました。

具体的には、インダス川（パキスタン）、チャオプラヤ川（タ
イ）、ソロ川（インドネシア）、メコン川下流域（主にカンボジア）、
パンパンガ川（フィリピン）を対象流域として、不確実性を考慮
した河川流域スケールでのGCM予測値に基づく洪水・渇水ハ

ザード予測の現地適用手法の開発、洪水・渇水リスクを評価
するための基本技術の開発、および気候変動を考慮したリス
ク変動評価を行いました。 現在気候・将来気候におけるパンパンガ川流域の最大浸水面積と米被害額の変化

革新的な研究 -先端技術-

コミュニティレベルでの洪水危機管理計画の作成

ICHARMでは、フィリピン・パンパンガ川流域に位置するブラカン州カルンピット市の行政担当者や住民と協働し、RRIモデ

ルによる氾濫シミュレーションを活用した、科学的アプローチに基づくコミュニティレベルでの洪水危機管理計画の作成をサ
ポートする研究活動を行いました。この取り組みに対し、カルンピット市長から感謝状が贈られました。

RRIモデルによる洪水ハザードマップ ICHARM研究員と住民との意見交換の様子床上浸水発生確率マップ

情報が乏しい河川流域における洪水リスク評価と情報共有に関する研究

住民避難に関する情報が乏しい国内外の河川流域において、RRIモ
デルなど用いて簡易的かつ効果的に、洪水や土砂災害のリスクを表現
する手法を研究しています、例えば、新潟県阿賀町においては、阿賀
野川沿いの20地区を対象に、RRIモデルの氾濫計算結果などを活用し、
8つの評価指標をもとに、複数の洪水外力に対する洪水リスクを評価す
る手法（「洪水カルテ」）を開発しました。これにより、各地区の洪水特性
の把握と、それに応じた対策立案が可能になります。

パターン 1 2 3 4 5

流域平均降雨 H23実績 想定最大外力相当 H23実績 想定最大外力相当 ゲリラ豪雨

豊実ダム放流量 H23実績 H23実績 基本計画引き伸ばし 基本計画引き伸ばし 平常時流量

① 避難のための時間 b c c c d

② 避難が必要な期間 b b b a d

③ 地区代表点の最大浸水深 b a a aa c

④ 避難所の最大浸水深 d d d d d

⑤ 交通途絶 a a a a a

⑥ 最大孤立者数 b a a a c

⑦ 災害時要配慮者 b a a a b

⑧ 水害廃棄物発生量 b a a a b

合計得点 15 18 18 20 9

評価 A A A A B

総合評価
80

A

洪水カルテの例 また、緊急時だけでな
く平常時にも活用できる、
町の防災に関する情報
をワンストップで閲覧で
きる防災ポータルサイト
（「水災害リスク情報共
有システム」）を開発中

です。 開発中の画面（阿賀町水災害リスク
情報共有システム（ARIS））



1. 短期研修（数週間）：主に（独）国際協力機構(JICA) と連携し、数日から数週間程
度の短期間に、水関連災害リスクマネジメントに関する技術や知見の習得を目的と
して実施。2012年からは「IFASを活用した洪水対応能力向上」研修等を実施。
2. 修士課程（1年間）： JICA ・政策研究大学院大学（GRIPS）と連携し、主に途上国に
おける洪水対策の行政官を対象とした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2007年から実施。前半で各種講義や演習、現地視察
を行い、後半で修士論文を作成。2016年9月までに計110名が「防災修士」の学位を
取得。
3. 博士課程 （3年間）： 2010 年からGRIPSと連携し、3 年間の博士課程「防災学プロ
グラム」を実施。計5名（バングラデシュ、パキスタン、ベネズエラ）が就学中(2016年
10月現在）。

4. フォローアップ活動：帰国後、研修生が取り組む活動の支援を目的にセミナーなど
を実施。

教育・研修プログラム ICHARMでは、各種教育・研修プログラムを通じて、個人の課
題解決能力だけでなく、防災組織としての災害対応能力向上
に貢献しています。また研修後には、帰国研修生のためにセミ
ナーなどを開催してフォローアップを行い、彼らが帰国後に抱
えている課題を把握し、新たな研修コースを設立しています。

UNESCOパキスタンプロジェクト

パキスタン気象局での
IFASトレーニング(2013.8)

アジア開発銀行プロジェクト（ADB TA-8456）

ミャンマーでは、都市部の急激な
開発が見込まれており、都市機能の
拡充及びそれを担う人材の育成が
急務となっています。アジア開発銀
行（ADB）はこれらへの対応を支援す

るべく、これからの都市管理の変革
に対応したミャンマー政府の能力向
上を支援するプロジェクト(TA-8456:
Transformation of Urban Management)を
実施しました。

ICHARMはプロジェクトのパート II

（洪水管理）の技術総括管理を担い、
チームメンバーの（株）建設技研イン
ターナショナル、（株）建設技術研究
所、（株）パスコを統括・指導しつつ、
ミャンマーの3大都市（ヤンゴン、マン

ダレー、モーラミャイン）を対象に
2014年7月から2016年11月にかけて、

洪水リスク評価やミャンマー政府へ
の技術移転を実施し、ミャンマー政
府の洪水リスク軽減能力向上を支
援しました。プロジェクトを進めるに
あたっては、運輸通信省の気象水文
局を中心に、対象3都市を含め洪水
リスク管理に関係する14の政府組織

等による連携の枠組みを構築して、
関係機関による会議やワークショッ
プを開き、適宜関係者内での意見交
換を実施しました。

2010年にパキスタンで発生した大洪水の後、
ICHARMは2012年から2014年にかけて、ユネスコを

通じた技術協力プロジェクトを実施しました。このプ
ロジェクトにおいては、インダス川流域における洪
水予測システム（Indus-IFAS）の開発や洪水ハザー

ドマップの作成、パキスタン関係機関の能力向上
などを実施しました。この結果、成功事例としてパ
キスタン気象局(PMD)はWeb上でIndus-IFASに基づ
く洪水予測情報を提供しています。
この第1期プロジェクトは、シミュレーションモデル

の開発を支援するだけでなく、システムのモデルと
運用を理解する能力開発を支援するという、効果
的な技術移転の好事例です。2015年からは、第2

期プロジェクトを開始し、東部河川の統合による
Indus-IFASの改良や上流部における融雪機構のモ
ジュールの開発、人工衛星雨量データの新しい補

10人以上

5-9人

1-4人

効果的な能力育成

「現場での実践活動」の推進

修士課程 国別入学者数

GRIPSでの修士課程・博士課程修了式 (2016.9)

帰国研修生を交えたAWCS2016 における能力開発セッション (2016.3）

正方法の導入、
洪 水 予 測 や
aDcpを用いた河

川流量観測に
必 要 と な る ト
レーニングの提
供などが行われ
る予定です。

対象3大都市の位置図

ヤンゴンにおける洪水ハザードマップ
(100年確率）
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活動の経緯

2006

予算組織図

3.6 水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)設立、初代センター長として竹内邦良教授就任
9.14 ICHARM発足記念シンポジウム

10.4 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」開設(JICA, GRIPSと連携)

2008 6.2-7.11 総合津波防災研修(UNISDRと連携)

2009 11.13 アジア開発銀行(ADB)共同プロジェクト”Capacity Development Technical Assistance (TA7276-REG)”開始

2010 10 博士課程「防災学プログラム」開設(GRIPSと連携)

2011 9.27-29 第5回洪水管理国際会議(ICFM5)

2012

3.5-6 国連『水と災害に関する特別ハイレベルセッション』サイドイベント開催
7.23 日本政府とUNESCO間でのICHARMに関する協定更新

2007

(百万円)

2018.4.1 改定

1 UNESCOパキスタンプロジェクト開始
6 文部科学省「気候変動リスク情報創生プログラム」開始
7.10-8.7 「統合洪水解析システム(IFAS)を活用した洪水対応能力向上」研修(JICA)開始

10.23 竹内センター長がIAHS（UNESCO, WMO共催）から『International Hydrology Prize (国際水文賞)』を受賞

国立研究開発法人 土木研究所

理
事
長

つくば中央研究所

寒地土木研究所
(CERI)

水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)

構造物メンテナンス
研究センター(CAESAR)

2013

2014

研究・研修
指導監

上席研究員（広報・研修担当）

つくば市内位置図 土木研究所内位置図

セ
ン
タ
ー
長

水災害研究
グループ長

上席研究員（リスクマネジメント担当）

上席研究員（水災害担当）

上席研究員（特命事項担当）先端材料資源
研究センター(iMaRRC)

2.25 第1回ICHARM運営理事会会合
7                 ADBプロジェクト “Capacity Development Technical Assistance (TA8456-MYA)”開始
9.30           国際シンポジウム開催(GRIPSと共催)
10.1 第2代センター長として小池俊雄教授（東京大学）就任

2015

2016
3.1-2    Asian Water Cycle Symposium (AWCS) 2016 共催
3.3 第2回ICHARM運営理事会会合

3.14-18 第3回国連世界防災会議（仙台）
4.12-17   第7回世界水フォーラム

特別
研究監

2017 6 スリランカ豪雨災害に対する日本政府災害救援専門家チームにICHARMから参加


