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1.　はじめに

　ICOLDアジア太平洋グループ（APG）が2017年に作
成した 「洪水・渇水とその被害軽減に関するダムの役割
についての APG技術レポート」（以下，APG技術レポー
トと略称）の内容を紹介する本シリーズの第４回（最終
回）は，マレーシア，ネパール，ラオスの３ヶ国のナショ
ナルレポートを取り上げる。
　邦訳については，作業部会メンバーの尾嵜がマレーシ
アを，神戸がネパールを，仁子がラオスを各々主担当と
して行った。なお，紙幅の関係で逐語翻訳ではなく，そ
の概要を邦文とした。また，データ根拠等が示されてい
ない点については，レポートの記述を尊重した。

2.　マレーシアのナショナルレポート

　マレーシア（正式国名：マレーシア）のナショナルレ
ポートは，テナガ・ナショナル大学（Universiti Tenaga 

Nasional）の Lariyah Mohd Sidek教授による執筆である。
　以下，レポートの記述に基づき，その概要を示す。

2.1　水資源
2.1.1　はじめに
　マレーシアは地理的にマレー半島南部の半島マレーシ
ア（Peninsular Malaysia）と，ボルネオ島北部の東マレー
シア（Eastern Malaysia）に分けられる。国土面積は約33
万㎢で，人口は約3,200万人（2016年）である。半島マレー
シアは，川と小川の密集したネットワークによって排水
されており，最長のものはパハン（Pahang）川である。
マレーシア半島の他の主要河川は，クランタン
（Kelantan）川，トレンガヌ（Terengganu）川，ドゥング
ン，エンダウ（Dungun, Endau）川，セディリ・ベサール
（Sedili Besar）川，セランゴール（Selangor）川である。
マレーシア半島の西海岸は，人口がまばらで水の豊富な
東海岸よりも，都市化と工業化が進んでいる。東マレー
シアには，延長563㎞でマレーシア最長の河川であるサ
ラワク（Sarawak）州のラジャン（Rajang）川がある。
　マレーシアの水資源は豊富で，１年を通して利用可能
である。1977～2001年の平均で580BCM（10億㎥）/年と
推定され，１人当たり3,000㎥ /年以上に相当する。1995
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年の全取水量は12.5BCMであり，利用可能な資源の３％
未満であった。水の使用割合は，農業用が76％，水道用
水が11％，工業用水が13％であった。したがって，飲料
水の供給には利用可能な水資源の１％未満しか使用され
ていない。
　東南アジアでは，急速な都市化と工業化のために水資
源が逼迫している。水関連の災害，気候変動，地域のガ
バナンスの貧弱さにより，状況は悪化している。水資源
問題には，不十分な飲料水供給と衛生設備，水質汚濁，
洪水，河川の土砂堆積があり，河川や大ダムは特別な管
理上の課題がある。これらの問題に対処する上での障壁
には，貧困，低い識字率，急速な人口増加，および水資
源の開発・供給・価格設定・保全のための制度と政策の
非効率性が挙げられる。これらの問題の複雑なパターン
は，貧富の格差，環境および政治システムによって形成
されている。
　気候変動や人口増加による需要の高まりから，水不足
を防ぐために水資源を効率的に管理する必要がある。水
の管理方法を変えなければ，13ある州のうち，半島部の
セランゴール（Selangor）州，ヌグリ・スンビラン（Negeri 

Sembilan）州，ジョホール（Johor）州，パハン（Pahang）
州，クランタン（Kelantan）州，ケダ（Kedah）州，お
よびボルネオ島のサバ（Sabah）州，サラワク（Sarawak）
州の８つの州で，４年のうちに高い水ストレスレベルに
直面する。水を使い果たす可能性は低いが，マレーシア
の環境調査団体 AWER（the Association of Water and 

Energy Research）は，現在の伐採と汚染の傾向が続くと，
2020年までに良質の原水がなくなると考えている。

2.1.2　水文と水資源
　マレーシアの陸地の年間降水量は990BCMに達し，そ
のうち566BCMが地表流出となり，64BCMが地下水と
して涵養される。残りの360BCMは，蒸発散で大気に戻っ
ている。年表面流出量の分布に関しては，マレーシア半

島が147BCM，サバ州は113BCM，サラワク州は306BCM

となっている。明らかに国の地表水資源は豊富である。
一方，国土全体の帯水層に蓄積される地下水の量は
5,000BCMと推定されている。したがって，地下水資源
は全国の淡水資源の90％以上を占めている。

2.1.3　全国の水利用の状況
　貯水池の有無に関わらず，小川や河川の水はマレーシ
アの全水使用量の98％を占め，残りは地下水が寄与して
いる。河川の流れの状態は不規則であり，地表水資源か
ら安全な水を確保するために，貯水施設が建設された。
現在，47の単一目的ダムと16の多目的ダムがあり，総貯
水量は25BCMである。国には150以上の水系があり，マ
レーシア半島で100以上，サバ州とサラワク州で50以上
ある。地下水資源の場合，最もポテンシャルの高い地層
は，沿岸の平野と主要河川の谷に存在する砂質または礫
質の沖積層であり，続いて石灰岩やその他の堆積岩であ
る。花崗岩のような他の硬質岩石は，地下水のポテンシャ
ルが非常に限られている。マレーシアの四季を通じて続
く河川の存在と豊富な降水量は，地表水資源が利用され，
地下水系を比較的「手つかずのまま」残していることを
意味している。現在の総水需要は15.2BCMと見積もら
れている。主要な水利用セクターは以下の通りである。

（1）農業
　農業部門は，最大の水消費者であり，灌漑はほとんど
すべてが米生産に費やされている。1990年の農業用水消
費量は９BCMで，全国の水使用量の75％以上を占めて
いる。水田の灌漑面積をさらに拡大する計画はないが，
全域が二期作となることが想定されている。生産力が低
い水田地帯における水田作物から非水田作物への作物多
様化プログラムによって，灌漑用水の全体需要の増加を
抑制することが期待されている。2020年までに灌漑用水
の需要は13.2BCMに増加すると見込まれているが，そ

図─2.1　マレーシアの国土＊2

　＊ 2　QGIS3.2.2 により作成（地形：NOAA/ETOPO1，河川：Hydro Sheds，国境：Natural Earthによる）
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の国内シェアは66％に減少すると見込まれる。これは，
農業活動，特に水田灌漑の合理化と，拡大する国内工業
部門からの水需要増のためである。

（2）家庭用水と工業用水
　人口の増加や都市化に伴い工業化が進むにつれて，家
庭用水と工業用水の水需要は急速に増加している。現在
の年間の家庭用水・工業用水需要は4.8BCMで，2020年
には5.8BCMに増加する見込みである。現在の給水シス
テムは，都市部および農村部の人口に対して，それぞれ
99％および83％を提供している。

（3）生物多様性
　生物多様性は，植物，動物および微生物のすべての種
と，それらが属する生態系を包含する。淡水域は，植物，
動物，微生物の多様な自然生息地であり，環境の安定性
のために非常に重要である。種の多様性は，沿岸水域や
河口などの海洋環境があることによって増大する。

2.2　気候変動
　気候変動や地球温暖化は，21世紀の最も深刻な環境上
の脅威である。極端な天候は，単なる悪天候にとどまら
ず，より深刻で壊滅的な規模で，自然災害を引き起こす。
気候変動による災害は，影響を受けた地域や社会が自ら
の資源を利用して対処する能力を上回るほどの人的，物
質的，経済的，環境的損失を引き起こす，地域や社会の
機能の重大な混乱と定義することができる。以下に示す
理由により，気象関連のリスクを管理する必要性が次第
に高まっている。
　マレーシアでは，14の GCM（地球気候モデル）を用い
た気候モデリングの予測が行われ，0.7～2.6℃の気温変
化と－30％～30％の降水量変化が生じる可能性があると
されている。気候変動を引き起こし影響を与える要因は
数多くある。これらの要因には，地球規模，国家規模，
および地域限定的なものがある。地球温暖化，森林火災
（これに伴う煙霧）は，国境を越えた地球規模の要因の
例であり，工業化，農業用地のための伐開，脆弱な生態
系の侵食は，国家規模，地域限定的な要因の例である。
　一般的に，マレーシアは気候関連災害の少ない地域と
みなすことができる。しかし，最近，それほど厳しくな
い気候関連の災害が頻発している。洪水および渇水の発
生が国家に大きな社会経済的影響をもたらし，一方，丘
陵地帯では過度の降雨による土砂崩れや強風が発生し，
強風は沿岸部に小さな被害をもたらした。実施されてい
る国の政策とは別に，気候変動による部門別の影響を管
理するための具体的な適応策が必要である。科学的な不
確実性は依然としてあるが，マレーシアは気候変動を軽
減し適応させるための「予防原則」を一般に採用してい

る。国レベルでは，マレーシアは気候変動に関する戦略
を策定し実行する国家気候委員会を組織している。その
戦略には，エネルギー使用に関する政策，気候変動に対
する国民の意識，食料供給，および森林減少と海水面上
昇を緩和するための効果的な森林と沿岸の管理が含ま
れる。
　気候変動は国境を越えた問題であり，マレーシアでの
その発生は避けられない。気候変動を管理する上で，マ
レーシアは，経済への影響を最小限に抑えるために，気
候変動に関する政策と戦略を実施している。洪水と渇水
は最も一般的な現象であるが，極端な場合には災害にな
る。洪水や渇水は，人と国家への影響が甚大で，経済的，
社会的，心理的に重要なため，全体的に管理されねばな
らない。

2.3　極端な洪水と渇水の記録
　洪水は，水系の任意の部分の自然堤防または人工堤防
をおびやかす高水の流れと定義することができる。した
がって，河川堤防を越水した場合，水は氾濫原に広がり，
社会に危害を及ぼすことになる。洪水が発生すると，日々
の活動を混乱させ，その影響が数年間続くことがあるが，
気候変動は状況をさらに困難にする可能性がある。洪水
は自然のイベントであり，政府や社会がそれを最小限に
抑えたり，完全に止めようとするのは困難である。

2.3.1　極端な洪水
　マレーシアで最も壊滅的な自然災害は洪水である。サ
バ州とサラワク州を含む全マレーシアには，南シナ海に
直接流れる主な河川流域が合計189あり，そのうち85流
域で洪水が繰り返し起こりやすい（河川流域のうち89は
マレーシア半島，78はサバ州，22はサラワク州にある）。
洪水災害に対して脆弱と推定される面積は，約29,800㎢，
マレーシア全域の９％であり，全国人口の約22％の約
482万人に影響を与える。マレーシアの洪水は，マレー
シアの灌漑排水局によって，突発的洪水（flash flood）
とモンスーンの洪水の２つのカテゴリーに分類されてい
る。水文学的な視点に基づくと，これら２つの災害は，
河川流が通常のレベルに戻るのにかかる期間に明確な違
いがある。突発的洪水は通常の水位に戻るまで数時間し
かかからず，モンスーンの洪水は１ヶ月間続く可能性が
ある。
　トレンガヌ州は10月から３月にかけて発生する北東モ
ンスーン時に大雨が降り，ほぼ毎年，州全体に激しい洪
水を引き起こす。トレンガヌ州は，マレーシア半島の東
海岸に位置しており，特に北東モンスーン期間中の11月
と12月の間に洪水イベントが発生しなかったことはな
い。トレンガヌ州のドゥングン（Dungun）地区で発生
した洪水は，モンスーン期間中に降った大雨とは別に，
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・2006年３月２日：シャー・アラム（Shah Alam）は突
発的洪水によって被災した。
・2006年12月19日： ムアル，ジョホールバル（Johor 

Bahru），スクダイ（Skudai），スガマッ（Segamat）を
含むジョホール州のいくつかの地域が突発的洪水に襲
われた。
・2007年１月10日：ジョホール州のいくつかの地域に再
び突発的洪水が発生した。
・2007年６月10日：クアラルンプールは，突発的洪水に
よって2003年６月10日以来最悪の被害を受けた。
・2007年12月：クランタン，トレンガヌ，パハン，ジョ
ホールなど，半島東海岸のいくつかの地域が突発的洪
水の被害を受けた。
・2010年11月：熱帯低気圧の後に大雨が降り，ケダ州と
プルリス（Perlis）州が浸水した。
・2014年12月：マレー半島北部と東部のクランタン，ト
レンガヌ，パハン，ペラ（Perak），プルリス州は，サ
バ州のいくつかの地域とともに，突発的洪水によって
打撃を受けた。
　イベントの主な原因はマレーシアの地理的位置による
もので，発生する洪水の大部分は，概ね10月から３月ま
での大雨と定期的な降雨を特徴とする熱帯雨季の周期的
なモンスーンの結果である。多くの都市部では排水の不
十分さもまた大雨の影響を増幅した。ジョホール州南部
の洪水は，ジョホールが通常のモンスーンの影響地帯に
入らないために，これとは別の原因＊3によると考えられ
ている。
　国家災害管理庁（National Disaster Management 

Agency，NADMA）の2016年の最新の報告書によれば，
大雨によってトレンガヌ州で数百人の避難が余儀なくさ
れた。洪水は2016年11月29日の早い時間に始まった。11

標高や海への近さなどの物理的要因によるものであっ
た。したがって，トレンガヌ州や東部沿岸の他の地域に
影響を与える洪水は，沿岸の洪水と呼ばれる。
　歴史的に，ムアル（Muar）川流域は長年にわたって
頻繁に洪水を経験してきた。ムアル川流域の集水域では
洪水が発生した一連の大雨のイベントがあった。記録的
な洪水には，1926年12月から1927年１月の洪水，1967年
２月から４月の洪水，1967年11月から1968年１月の洪水，
1970年12月から1971年１月の洪水および1979年11月の洪
水がある。1980年から2010年までには，合計29件の洪水
イベントが記録されている。マレーシアの洪水災害の歴
史におけるもう一つの巨大な洪水は，マレーシア半島の
４つの州，ムラカ（Melaka），ジョホール（Johor），パ
ハン（Pahang），ヌグリ・スンビラン（Negeri Sembilan）
を襲っている。洪水イベントは，東北モンスーンが一連
の連続した嵐によって大雨をもたらしたことから始ま
り，ジョホール州のコタ・ティンギ（Kota Tinggi）で破
壊的な洪水を引き起こした。洪水は２つの波として発生
した。12月19日から31日まで13日間続いた2006年12月洪
水と，１月12日から17日まで７日間（原文のまま）続い
た2007年１月洪水である。この一連の洪水は異常洪水で
あり，2006年の平均雨量の再現期間は50年，2007年は
100年以上の再現期間であった。洪水は破壊的で，最高
水位は2.75mを記録して1950年以来最高の水位に達し，
10万人以上が避難して18人が死亡した。マレーシアの洪
水の歴史を経済損失と死者数を含めて表─2.1に示す。
　マレーシアの洪水は，モンスーン季にほぼ毎年発生す
る定期的な自然災害である。洪水イベントを挙げると下
記のとおりである。
・1971年１月：クアラルンプールは洪水により打撃を受
けた。

表─2.1　マレーシアの洪水

　＊ 3　原文ではゴア効果（Gore effect）となっているが，詳細は不明。
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月28日から29日の間に，24時間でほぼ250㎜の雨が記録
された地域もあった。州の少なくとも18の地点ではその
間に100㎜以上であり，５地点では200㎜以上であった。
11月30日には，82家族，330人以上の人々が５つの一時
的な救援シェルターに避難した。州で最悪の影響を受け
たのは，クアラ・トレンガヌ（Kuala Terengganu）とク
ママン（Kemaman）地区である。フル・トレンガヌ（Hulu 

Terengganu），マラン（Marang），ドゥングン地区も11月
28日から大雨を記録している。大雨は11月30日に弱まっ
た。NADMAは，11月30日の午後以来，突発的洪水はセ
ランゴール州スパン（Sepang）地域のデンキル（Dengkil）
にも影響を与えていると述べている。マレーシアの灌漑
排水局は，サラワク州では，Karabungan Miriと Trusan 

Limbangで11月30日の午後（現地時間）に時間雨量約40
㎜の大雨を記録したと報告している。

2.3.2　極端な渇水
　マレーシアの気候は，均一な気温，高い湿度，豊富な
降雨量，そよ風が一般的な特徴である。マレーシアの地
域によっては，南西および北東モンスーンと呼ばれる，
夏と冬のモンスーンの影響を受けたさまざまな気候特性
がみられる。これらのモンスーンの季節とその移行期間，
モンスーン間の季節は，様々な雨と乾季からなっている。
したがって，突発的洪水の季節を含めた洪水の季節と，
乾燥して曇った季節がある。マレーシアの年降雨量，月
降雨量，降水日数の変動はかなり大きい。雨量や降水日
数が変動する雨季や乾季は，極端な天候のイベントとと
もに，持続的な水の貯蔵と供給の管理にとって大きな課
題となっており，これらの管理は直接的な降水とダムに
貯留されている雨水に依存している。マレーシアは一連
の渇水に苦しんでおり，最近では1992年，1998年，2014
年の３つのイベントがあった。これらの渇水イベントは，
国全体に及んだため，特に注目を集めている。他の小規
模なイベントは，国内のより小さな地域で発生している。
　1998年の渇水は，ベトナム南部，フィリピン南部，マ
レーシア，インドネシアなど，東南アジア地域を含む全
世界に影響を与えたエルニーニョに関連していた。マ
レーシアでは，マレーシア半島北部のプルリス州から，
ヌグリ・スンビラン州とムラカ州までが被害を受けた。
最もひどかった地域は，給水制限を強いられた首都クア
ラルンプールとセランゴール州の一部であり，４月から
９月の約５ヶ月の間，320万人のユーザーに影響を与え
た。このイベント全体は，「国家の水危機」と呼ばれた。
また，森林火災，特に泥炭地の森林火災による深刻な煙
霧災害が全国で発生し，人々の健康にも影響した。この
渇水による経済損失は90億 USドルと推定されている。
繰り返し発生する渇水によって，何千人もの農家やプラ
ンテーションの生計が最も影響を受けている。

　東南アジアの多くは，エルニーニョの長期化の影響を
受けている。マレーシアの首都クアラルンプールの気温
は，2016年３月から４月にかけて，通常に比べてほぼ５
度上昇している。乾季に41地点で観測が行われ，渇水の
報告書が出されている。図─2.2は報告書の作成に使用
されたマレーシア半島の41地点の位置を表している。
　2016年７月の平均降水量は162㎜である。2016年７月
の平均降水量は，2016年６月と比較して14％相当の20㎜
増加したことが判明した。一方，３ヶ月間（現在の月と
２ヶ月前）累計雨量は，３ヶ月間累計雨量の長期平均
（LTM）に対して９％相当の45㎜増加していることが明
らかとなった。渇水を監視している41地点のうち，７地
点で35％以上の降雨不足を記録した。
　図─2.3に示す平均雨量の20％減を仮定したシナリオ
の等雨量線図によれば，次のように推測することがで
きる。
ⅰ．分析１（2016年５月，６月，７月の平年雨量）で
は，2016年７月に地点 A6，A8，A12で35％以上の
降水量の減少（乾燥）が発生した。
ⅱ．分析２（2016年５月，６月，７月の長期平均雨量
に対して20％減）では，2016年８月に地点 A8，
A12，A7で乾燥状態になると予測している。
ⅲ．分析３（2016年６月，７月，８月の長期平均雨量
に対して20％減）では，2016年９月に地点 A12，
A7で乾燥状態になると予測している。

　渇水は，水不足，作物被害，河川流量と地下水の枯渇，
および土壌水分の減少につながる，異常な降雨不足が長
期間にわたることと定義できる。また，渇水は破壊的な
自然災害であり，自然，経済，社会面で地域の生態系や

図─2.2　マレーシア半島の渇水観測地点41ヶ所の位置
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農業に及ぼす影響を大きく拡大させる。渇水は，極端な
イベントを除いた目立たない大雨の影響と比較すると，
日照りに伴う降雨不足の影響が劇的でただちに明らかに
なるため，注意すべき重要な側面として認識されている。
過去の渇水発生の深刻な影響により，マレーシア半島で
は渇水分析が重要であり，エルニーニョが全国の自然，
経済，社会に大きな影響を与えた1997年と1998年のケー
スは最も注目されている。一方，マレーシア半島の広い
地域で2005年の初めに長期の乾燥状態を経験した。その
ため，渇水のイベントは軽微な問題と判断されているが，
渇水の分析は水管理，乾燥イベントの監視，渇水の影響
緩和のために必要である。この分析は数十年間にわたり
水資源システムの計画と管理に使用されると考えられる。
　2012年，マレーシアの乾燥気候が長期間続き，水不足，
農業問題，および野火の増加につながった。乾燥気候は，
１㎜（0.04インチ）の雨を記録してから50日続き，その
長さは市の記録を更新するほどであった。気候学者によ
ると，マレーシアに影響を及ぼす渇水は2016年６月まで
続く可能性が高いとされた。その熱波は1997年から1998
年のものと比較されている。サバ州とサラワク州北部が
最も影響を受けると推定された。最近，サバ州では数百
ヘクタールの作物が焼失し，10の村が被災した＊4。渇水
は水質汚染と水不足を引き起こす可能性が高い。1998年
の深刻な渇水は，ランガット（Langat）川上流域を水道
供給源とするクアラルンプール南部，バンギ（Bangi）
およびカジャン（Kajang）において断水期間を生じさせ，
住民180万人に影響を与えた。渇水はペナン（Penang），
ケダ，クランタン，サラワク，サバなど他の地域でも発
生した。

2.4　洪水と渇水の軽減：ケーススタディ
2.4.1　マレーシアのダム
　マレーシア諸州のダムを以下に紹介する。
（1）セムブロン（Sembrong）ダム
　ジョホール州の西ジョホール総合農業開発プロジェク
トの一環として建設され，1984年に完成した。ジョホー
ル州のエア・ヒタム（Air Hitam）町から約10㎞のとこ
ろに位置する。ダムは主に洪水防除のためのものであっ
たが，貯水（RL8.5mまで）は水道事業者（Syarikat Air 

Johor）によって水道用に取水されている。現在，家庭
用水需要のためにダムから約２MLD（百万ℓ /日）が直
接取水されている。ダムはセムブロン川にあり，流域面
積は約130㎢である。貯水容量のうち，水道用は約
18MCM（百万㎥），洪水調節用は34MCM（RL8.5m ～
RL12mの間）である。ダムは，再現期間100年の洪水に
対して最大42㎥ /sを放流し，下流の洪水被害を防御する。
このダムは，３つのメインダムと４つのサドルダムから
なり，ゲート付きの洪水調節用放流口と，ゲートのない
越流式洪水吐きをもつ。放流口と越流式洪水吐きは，減
勢工と放流水路を共有している。

（2）ブリス（Beris）ダム
　マレーシア半島のケダ州にある水道用ダムである。ケ
ダ州のシッ（Sik）に位置するこのダムは，ムダ（Muda）
川合流点から1.6㎞上流のブリス川沿いの狭い谷に位置
するコンクリート表面遮水壁型ロックフィルダムであ
る。ダムは2004年に３億6,000万リンギット（１リンギッ
ト＝27円，2018年10月）で完成し，水田や畑作物の灌漑，
家庭用水および工業用水の供給などのために利用でき
る水を増やすためにムダ川沿いの流量を調整している。
貯水池の貯水面積は常時満水位で13.7㎢，最高水位で

図─2.3　等雨量線図の3ヶ月間分析結果─平均雨量の20％減を仮定したシナリオ

　＊ 4　原文が執筆されたのは 2016 年７月から 2017 年３月の間である。
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16.1㎢で，総貯水容量は122.40MCMである。Balfour 

Beatty and Cementation International＊5によって行われたこ
の建設工事は，1991年に始まり2000年に完成した。ダム
は2003年に管理を開始した。

（3）クランゲイツ（Klang Gates）ダム
　マレーシア半島のセランゴール州ゴンバッ（Gombak）
のダムである。ブキッ・タブール（Bukit Tabur）ダムと
しても知られている。ダムは1958年に完成し，マレーシ
アで最初の水道用水用ダムである。中央に洪水吐きを有
するコンクリートアーチダムである。この貯水池は，首
都クアラルンプールのあるクアラルンプール首都圏（ク
ランバレー，Klang Valley）の住民のための飲料水の主
な供給源の１つである。貯水容量は25.104MCMである。
ブキッ・ナナス（Bukit Nanas）の水処理場は，この貯水
池からの原水をとり，１日当たり145MLDの処理水を生
産する。ダムのそばには地質学的に興味深い，世界で最
大の石英岩脈クランゲイトリッジ（Klang Gate Ridge）
がある。ブキッ・タブール西とブキッ・タブール東と呼
ばれる２つのセクションに分かれていて，尾根の幅は
200mで，全長は22㎞である。その巨大なサイズのみな
らず，４つのタイプの石英が形成されていることも珍し
い。尾根は植生が豊富で，５種の固有種を含めて少なく
とも265種の植物種がある。珍しい動物，カモシカ（ヤ
ギカモシカ）も尾根上で見られる。

（4）ジャス（Jus）ダム
　ムラカ（マラッカ，Malacca）の水需要に対応するため，
ダムと貯水池の建設が2000年に始まった。その貯水池と
ダムは2003年に管理を開始した。ダムは，総面積23㎢の
うちの5.5㎢の地域に43MCMの水を貯留することができ
る。貯水池の原水供給は，ドリアン・タンガル（Durian 

Tunggal）貯水池，ケサン（Kesang）川，バタン・ムラ
カ（Batang Melaka）川から行われる。貯水池からの水
はムリルマウ（Merlimau）とドリアン・タンガルの水処
理施設に送られる。

（5）ムンクァン（Mengkuang）ダム
　マレーシア半島のバターワース（Butterworth）の北東
28㎞未満に位置するダムである。スブラン・ プライ
（Seberang Perai，本土ペナン）にある唯一のダムであり，
ペナン州ではアイル・イタム（Ayer Itam）ダムの後に建
てられた第二のダムである。1985年に旧総督アワン・
ハッサン博士（Dr. Tun Awang bin Hassan）によって正式
に開始された。3.9㎢の集水面積とペナン州で最大の
23.6MCMの総貯水容量をもち，アイル・イタムダムの
約10倍の容量である。ムンクァンダムは嵩上げと改修の

ため，2011年８月１日から2016年７月31日まで一般に公
開されていない。ダム高を11m，堤頂長を西に1.7㎞増加
させるために２億 USドルを要する。新しい取水口と洪
水吐きも追加される。

（6）テメンゴー（Temengor）ダム
　テメンゴー水力発電プロジェクトあるいはテメンゴー
発電所は，マレーシア半島のペラ州グリッ（Gerik）の
ダムである。イポー（Ipoh）の北東約200㎞のペラ川に
位置している。ダムの建設によってテメンゴー湖ができ
た。ダム高は128m，堤頂長は537mで，堤体積は709万
㎥である。天端標高は EL.258m，満水位は EL.248.42m，
平均的な運用水位は EL.244.00m，ユニット１，ユニッ
ト３，ユニット４の最低操作水位は EL.236.5mである。
ユニット２については，EL.221mまで下げることができ
る。EL.245mでの湛水面積は152㎢である。貯水容量は
EL.244.00mで5,300MCMである。満水位での総貯水量
は6,050MCMである。

（7）ティマ・タソ（Timah Tasoh）ダム
　ティマ川とタソ川の合流点の下流約2.5㎞のコロック
（Korok）川に位置するペリス州の貯水池計画案の１つ
だった。カンガー─パダン・ ベサール道路（Kangar-

Padang Besar Road）途中のカンガーの北約17㎞に位置す
る。貯水池は，コロック川の流れを調整して，灌漑要件
を満たすことに加えて，家庭用水と工業用水を供給する。
2,466haの水田を灌漑して二毛作を行い，家庭用および
工業用に7.8MGD（日当たり百万英ガロン，0.41㎥ /s）を
供給するように設計されている。1992年時点で，家庭用
水と工業用水の需要は8.0MGDに増加したが，灌漑需要
は2,372haに減少した。ダムの建設は1987年に始まり，
1992年６月に実質的に完成した。ダムによってできた湖
の面積は，RL29.10mの常時満水位で約1,300haである。
ティマ・タソダムは，メインダム，サドルダム，常用洪
水吐き，非常用洪水吐きおよび放流口からなる。上記に
加えて，新しいカンガー─パダン・ベサールの道路盛土
に隣接した東側に元地盤からの最大高さ４m，延長約
500mの小さな堤防がある。

（8）テノン・パンギ（Tenom Pangi）ダム
　サバ州テノンの水力発電所である。コタキナバル（Kota 

Kinabalu）から120㎞南のパダス（Padas）川に位置する。
このプロジェクトは流れ込み式の水力発電所である。テ
ノム・パンギダムはサバ州唯一の主要な水力発電ダムで
ある。発電所には，22MWのタービンが３つあり，設
備容量の合計は66MW，平均年間出力は400GWhである。
発電所は Sabah Electricityによって運営されている。

　＊5　清水建設との JVである。
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1978年に建設が開始され，1984年に完成した。この発電
所は1988年に大規模な洪水被害を受け，スクリーンや流
木止めが流されて，取水口とゲート機器が損傷したが，
2003年に改修された。

（9）ムルム（Murum）ダム
　サラワク州にあるムルム川の重力式ダムである。建設
は2008年に始まった。ダムの貯水池は2013年７月に湛水
を始め，最初の発電機は2014年12月に作動した。第４お
よび最終タービンは2015年６月８日に操業を開始した。
ダム建設に伴うダヤク（Dayak）族の移転と熱帯雨林の
除去についての懸念が高まっている。ダムサイトはビン
トゥル（Bintulu）から200㎞離れたラジャン川流域の最
上流部にあるムルム川に位置している。ラジャン川の上
流にはプラグス（Pelagus），バクン（Bakun），ムルム，
ブラガ（Belaga）の４ステップの発電所がある。ムルム
水力発電プロジェクトは，４ステップのうちの第２ス
テップの水力発電プロジェクトであり，下流に建設中の
バクン水力発電プロジェクトから70㎞の位置にある。

（10）セメニィ（Semenyih）ダム
　マレーシアのクランバレーの主要なダムの１つであ
る。1985年に建設されたこのダムは緑豊かな森に囲まれ
た美しい湖を備えており，国で最も息をのむような観光
スポットのひとつである。ダムは，クランバレーの飲料
水の大部分を供給している。セメニィダムは，特に週末
には釣り愛好家に人気がある。

（11）スルタン・マァムド（Sultan Mahmud）発電所また
はケニル（Kenyir）ダム

　ケニルダム（マレー語で Empangan Kenyir）は，マレー
シアのトレンガヌ州のケニル湖を形成する水力発電ダム
である。クアラ・トレンガヌの南西50㎞のケニル川に位
置している。このプロジェクトは，水力発電と洪水防除
の多目的である。

（12）ペルガウ（Pergau）ダム
　ペルガウ発電所（正式には Stesen Janaelektrik Sultan 

Ismail Petra）は，マレーシアのクランタン州，クアラ・
ヨン（Kuala Yong）にある水力発電所である。コタ・バ
ル（Kota Bharu）の西約100㎞に位置している。Balfour 

Beatty and Cementation Internationalによって行われたこ
の建設工事は1991年に始まり，2000年に完成した。ダム
は2003年に管理を開始した。発電所は，150MWの設備
容量を持つ４基のタービンを使用する地下水力発電所で
ある。発電所は，Tenaga Nasional Berhadが運営している。
　ペルガウダムは「イギリスの援助の歴史の中で最も論

争の的になるプロジェクト」と呼ばれている。マーガレッ
ト・サッチャーの主張とダグラス・ハード（Douglas 

Hurd）外務大臣の支持で，イギリス外務省の公務員に
よって提起された反論にもかかわらず，大規模な武器取
引のために，過度に高額なダムがイギリスの納税者の資
金で調達された。２つの議会の質問，世界開発運動（World 

Development Movement）による抗議，そしてマスメディ
アの激しい報道を経て，1994年に画期的な判決によって
ペルガウダムに対する援助が違法であると宣言された。
事件に巻き込まれたイギリスの元公務員ティム・ランケ
スター（Sir Tim Lankester）によると，マレーシアは他
の供給源からはるかに低コストで電力を生産することが
できたため，このプロジェクトの経済性は“明らかに悪
い”としている。

2.4.2　マレーシアの洪水管理
　マレーシアで最も深刻な気候関連の自然災害は，モン
スーンによる洪水と突発的洪水である。これらの洪水は，
マレーシアの一般的な水文学的現象であり，平均で
29,000㎢の面積，482万人以上（人口の22％）が影響を
受け，年間被害額は９億1,500万リンギットである。
1982年，政府は洪水の防除と管理のための構造的および
非構造的措置に関する全国水資源開発計画調査（National 

Water Resources Study）＊6を実施した。続いて，河川改修，
河川堤防のかさ上げ，多目的ダムの建設など数多くの洪
水防除事業が完成した。これらの事業のための財政的困
難は，マレーシアの５年間の開発で増加した。このよう
な支出の増加に対し，政府には，洪水問題を全体的に扱
う方法と手段を見つけるための積極的な対応が求められ
ている。政府機関は，首相府の経済計画部局が国内の水
資源の計画，設計，実施のすべてを調整できるようにし
ている。
　洪水の予測・警報サービスを提供する責任を有するマ
レーシアの灌漑排水局（DID）は，InfoBanjir（http：//

infobanjir.moa.my）と呼ばれるインターネットベースの
全国洪水監視システムを設置しており，全国の降水量
データと水位データを収集することができる。政府は，
リモートセンシング，水文学モデル，地理情報システム
（GIS）を統合した洪水モニタリングシステム，GEOREX

モンスーン洪水システムをクランタン川流域に確立する
ために，カナダ政府と緊密に協力してきた。このシステ
ムは，河川水位や潜在的氾濫域などの水文データを，人
口統計や交通インフラに関する地理データと統合するこ
とを可能にする。
　当初，洪水管理は，即時の洪水救援活動を提供すると
ともに，継続的で激しい都市開発に「追いつく」ための
主要な洪水防除プロジェクトを実施することが緊急的に

　＊6　この調査には，JICAが携わった。
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必要として焦点を当てた。現在は，新しい非構造的措置
が導入され，最も重要なのはマニュアル（Manual Saliran 

Mesra Alam）に示される要求事項となっている。このマ
ニュアルの遵守は，2001年以降のすべての新しい都市開
発プロジェクトの必須要件となっている。2000年代に
入って以降，DIDは洪水管理プログラムのために総合河
川流域開発と総合洪水管理アプローチを採用している。
これらは，構造的・非構造的措置のバランスのとれたア
プローチと，より高いレベルの一般市民参加を提供する
ことになる。

　政府は1972年に自然災害救援委員会（Natural Disaster 

Relief Committee）を設立し，人命損失を防ぎ，洪水被
害を軽減するために国家，州および地方の洪水救援活動
を調整している。DIDは委員の一員であり，洪水の救援
と運営に関する組織は，国家安全保障会議（National 

Security Council）が公表する手順 No.29に基づいている。
それに加えて，DIDは，連邦，州および地方レベルでの
洪水操作の準備を調整するために Circular No.2 / 2003-
「モンスーン季の洪水災害および突発的洪水の管理のた
めのガイドライン」を公表した。構造的措置と非構造的
措置を図─2.4と図─2.5に示す。

図─2.4　洪水管理のための構造的措置

図─2.5　洪水管理のための非構造的措置
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3.　ネパールのナショナルレポート 

　ネパール（正式国名：ネパール連邦民主共和国）の
ナショナルレポートは，Tribhuvan Universityの Durga 

Prasad Sangroula 教授による執筆である。
　以下，レポートの記述に基づき，その概要を示す。

3.1　水資源
3.1.1　はじめに
　インドと中国の間に位置して，人口2,800万人と面積
147,181㎢を擁するネパールは，アジアと世界の陸地面
積のそれぞれ0.3％と0.03％を占めている。ネパールは，
ヒンドゥークシュヒマラヤ（Hindu Kush Himalayan, 

HKH）地域の中央に位置している。高度は最も低い60m
から最も高い8,848mまであり，地形の変化に伴って気
候が多様である。世界の最高峰であるエベレスト山は，
このヒマラヤの国を象徴する存在である。南北の幅の平
均が193㎞であるのに対して，東西の幅は平均885㎞で
ある。
　ネパールは，大きく分けると次の３つの区域に分けら
れる。1）南部にヒンドゥスターン平野（Indo-Gangetic 

plain）が広がるタライ（Tarai）地方，2）中央部の丘陵
と渓谷，3）北部にそびえ立つヒマラヤ（Himalayas）山
脈である。山脈地方，丘陵地方，タライ地方は，ネパー
ルの人口のそれぞれ7.0，46.0，47.0％を占めている
（CBS，2004年）。タライ地方は，低平地で，モンスーン
の期間中に洪水の被害を蒙りやすい。北に向かって，一
連の複雑な渓谷が，単純なパターンの丘陵に分け入って
おり，その中の１つが首都であるカトマンズの渓谷であ
る。さらに北方にはヒマラヤ山脈がそびえている。
　ネパールは，図─3.1に表示されているように，タラ

イ平原，シワリク（Siwalik）丘陵，中間丘陵，高地丘
陵及び高地山脈の５つの主要な地理学的な地域に分かれ
ている。

（1）タライ地方
　タライ地方は，ヒンドゥスターン平野の北限にあり，
東西に800㎞近く，南北に30～40㎞広がっており，標高
が海抜60～200mである。タライ地方には，流域の湾曲
に沿って流れる河道が形作る小規模な起伏が全般的に見
られる。

（2）シワリク丘陵
　チュリア丘陵という名称で一般に知られている丘陵が
そびえ立っており，中間丘陵の山並みが始まるところで
終わっている。シワリク丘陵の標高は，海抜200～1,500m
までである。国土全体の13％近くを占めているシワリク
丘陵は，全般的に，低い高台と急な地形を伴った扇状地
を特徴としている。この地域は，地滑りやマスウェスティ
ング（重力侵食作用）や土石流を非常に蒙りやすく，ネ
パールの主要河川に多量の流送土砂をもたらしている。

（3）中間丘陵
　中間丘陵はマハバラタ（Mahabharata）山脈という名
前でも知られている。中間丘陵の標高は，海抜1,000～
2,500mまでであり，国土全体を横断して伸びている。
山並みは，多くの箇所で，コシ（Koshi）川，ガンダキ
（Gandaki）川，カルナリ（Karnali）川及びマハカリ
（Mahakali）川などの河川と交差している。これらの河
川は，この山並みの北方に端を発し南に流れる水源と
なっている。中間丘陵は，モンスーンの風が最初に衝突
する大きな障壁となっており，地形効果により南側の斜

図─3.1　ネパールの地理学的な区分（出典：ネパール調査局）
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面に多量の降水がもたらされる。

（4）高地丘陵
　この地域は中間丘陵のさらに北に位置しており，標高
が海抜2,200～4,000mまである。幅が平均で50㎞あり帯
状に東西に伸びている。低地丘陵と河川渓谷と構造盆地
からなる高地丘陵は成熟した地形となっている。この地
域の気候は寒冷である。

（5）山脈またはヒマラヤ山脈
　高い山脈の丘陵が北に向かってゆっくりと隆起して，
雪を頂いた高いヒマラヤ山脈となっている。標高は，海
抜4,000～8,848mである。ヒマラヤ山脈の北側に端を発
して南北に流れている主要河川は，この山並みを切り込
んで，深さ5,791mのカリ・ガンダキ（Kali Gandaki）渓
谷をはじめとする世界で最も深い峡谷を形成している。
この地域は，そのほとんどが，氷河，雪の頂き，岩の斜
面，崖錐及び崩積土で占められている。急峻な斜面と急
峻な渓谷を伴った極端に凹凸の大きい地形である。

3.1.2　水文学と水資源
　ネパールは水利用の可能性の点から見て豊富な水源を
授かっている。これは，国の総合的な開発と経済成長を
促す主要な戦略的な天然資源であると見なされている
（図─3.2）。ネパールには，流域面積の合計が194,471㎢
の約6,000の河川が流れている。このうちの74％が国内
にある。これらの河川のうちの33の河川は流域面積が
1,000㎢を超えている。水路の間隔の近さを表わす水系
密度は約0.3㎢ /㎞である。ネパールの水源開発によって
水力発電が行われ，灌漑用水が供給され，家庭用水と工
業用水が給水されている（WECS，2011年）。
　ネパールの河川は，発生源に応じて，大きく一級，二
級及び三級に分類されている。万年雪の境界線よりも上
にある氷帽をかぶった氷河に端を発している河川は一級
河川であり，恒常的な流況となっている。マハカリ
（Mahakali）川，カルナリ（Karnali）川，ガンダキ（Gandaki）
川，コシ（Koshi）川がこの分類に当てはまる（図─3.3）。
　ネパールでは，気候や地形の特徴の変化が非常に大き
い。このため水文学的に流域を幾つかの区域に分けてい
る。ネパールの地形は，ガンジス（Ganges）川に向かっ
て南方に傾斜している。４つの主要な河川水系は，主要

図─3.2　ネパールの地形図＊7

図─3.3　主要な河川水系と対応する流域（Galayその他，2003年）

　＊ 7　QGIS3.2.2 により作成（地形：NOAA/ETOPO1，河川：Hydro Sheds，国境：Natural Earthによる）
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なヒマラヤ（Himalayan）山脈の隆起とともに，山脈を
切り込み，深い渓谷を形作っている。山脈地域や中間地
域では，地質が流れの速い表面流出を促す傾向があり，
主要河川に流れ込む小規模で急峻な水流の密なネット
ワークを作り出している。これとは対照的に，シワリク
（Siwalik）丘陵やタライ（Terai）地方の縁辺部やタライ
（Terai）地方内では，地質的に地下水が貯留されている
（WECS，2011年）。

3.1.2.1　水資源
　1993年までの利用できる水文学的なデータに基づい
て，当時の長官である K. S. Yogacharya氏は，年間に流
域全体から流れ出る表面流水の量を約225BCM（10億㎥）
であると導き出した。「エネルギーのための持続可能な
利水」の最初の国際的なサミットに提出した国の報告書
の中でネパールの水文気象局も述べているように，約
225BCMの表面水が年間ネパールの領土を流れている。
これは約12万㎥ /㎢ /年の表面流水であり，世界の平均
の約４倍に相当する。
　WECS（2011年）の報告によれば，46,610MWの出力
を伴う114のプロジェクトのポテンシャルについて，経
済的に実行可能であるとされている。2013年中頃までの
合計した発電所の出力は762MWであり，このうちの
757.4MWは送電網に接続された発電所であった。合計
した発電所の出力の内訳は，水力発電所が708.5MW，
火力発電所が53.4MW，太陽光発電が0.1MWであった。
水力発電所の合計設備容量708.5MWのうち，個人の民
間の発電事業者（IPP）が所有する発電所が230.6MW，
送電網に接続された NEA（ネパール電力公社）の発電所
が473.4MW，NEAが所有する隔離された小規模な発電
所が4.5MWであった。2013年中頃の期間中に，NEAの
最大の水力発電所は，2,247GWHの電力を発電し（発電
所利用率は55％であった），NEAの生産の99％を占めて
いた（Hydrpower and Dams，2014年）。
　このような既存の発電所に加えて，幾つかの水力発電
プロジェクトが運転を開始する予定である。その中でも，
国内の融資を得て公共部門で建設が進められている最大
のプロジェクトが，NEAが所有する456MWのアッパー
タマコシ（Upper Tamakoshi）・プロジェクトである。建
設中のその他のプロジェクトとしては，140MWのアッ
パーセティ（Upper Seti），30MWのカメリア（Chamelia），
102MWのミドルコシ（Middle Koshi），750MWのウエ
ストセティ（West Seti）及び32MW のラフガット
（Rahughat）が挙げられる。ネパールは，３つの戦略を
通じて水力発電の開発を実現しようと考えている。これ
は，主にエネルギーの輸出を構想した大規模な貯留プロ
ジェクト，国内需要を満たす中規模なプロジェクト及び
地方のコミュニティに供給する小規模なプロジェクトで

ある。プロジェクトとしては，40MWのアッパートリ
スリ（Upper Trishuli） 3B，335MWのアッパーアルン
（Upper Arun），47MWのアッパーモディ（Upper Modi），
640MWのドゥード・コシ（Dudh Koshi）貯留プロジェ
クト，530MWのタモール（Tamor）貯留及び300MWの
アターガンガ（Uttar Ganga）が挙げられる。これらの一
部は現在提案されているプロジェクトである
（Hydropower and Dams，2014年）。

3.1.2.2　降雨量
　Marahattaその他（2009年）が30年（1976年～2005年）
にわたるネパールの降雨と気温のデータに基づいて行っ
た分析によると，ネパールでは降水量が７月に最も多く，
11月に最も少ない。年間の平均の降雨量は1,857.6㎜であ
ると報告されている。年間の最多降水量と最少降水量は，
ルムレ（Lumle）で5,402.8㎜，ムスタン（Mustang）郡ロー
マンタン（Lomanthang）で143.6㎜がそれぞれ記録され
ている。この最多と最少の降雨を記録した場所は両方と
もアンナプルナ（Annapurna）地方にある。
　季節ごとに見た降水量の分布に関しては，ネパールで
はモンスーン期間中に年間の降水量の約79.6％，モン
スーン後の期間に4.2％，冬期に3.5％，モンスーン前の
季節に12.7％がそれぞれ降っている。

3.1.2.3. 水の需要と供給
　カトマンズ渓谷の人口は，2001年の159万人から2011
年の242万人に増加しており，2021年には400万人に達す
ると見込まれている（Udmaleその他，2016年）。水に対
する平均的な需要を135LPCD（１人１日当たりリット
ル）と想定すると，カトマンズ渓谷の合計した需要は，
2011年の１日当たり327.1百万リットル（MLD）から
2021年の540.3MLDに増加することが見込まれている
（Udmaleその他，2016年）。表─3.1には，給水網からの
20％の漏水（物理的な損失）を除いた，2001年から2021
年の期間におけるカトマンズ渓谷における人口とこれに
対応する水の推定需要が表示されている（KUKL，2015年）。
　カトマンズ盆地水道会社（KUKL）は，飲料水をカト
マンズに供給する公認の機関である。表─3.1において，
KUKLの家庭用水の最大供給能力が，2016年（現在）で
は151.0MLDであり，2021年には321MLDまで増加する
ことが予想されている。前述の水需要の伸びに対し，
2016年に265MLD，2021年に219MLDの供給不足が生じ
る。現在の不足分は，伝統的な雨樋，井戸，（表面水，泉，
地下水による）民間からの供給，及び，ボトル詰め飲料
水産業によって賄われている。これによって，地下水の
過度な利用が引き起こされ，地下水位の低下や井戸の枯
渇がもたらされている（Udmaleその他，2016年）。
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3.2. 気候変動
　以下に挙げる理由から気候に関連するリスクを管理す
る必要性が次第に高くなっている。
・気候システムが急速に変化している。
・気候変動に関連する損害が増大している。
・社会の相互関係が次第に大きくなっている。
　IPCC（2007年）が行った地域の気象予測によると，ヒ
マラヤ地域の気候は実質的に変化し，特に，主要経済活
動及び気象と気候に対する依存性が現在の状態で続く場
合には，経済に相当な影響が及ぼされる。インド亜大陸
では気温が2100年までに3.5℃から5.5℃上昇すると予測
されており（IPCC，2001年），チベット高原では上昇の
幅がさらに大きくなると予測されている。ネパールのヒ
マラヤ山脈の温暖化は，過去30年間にわたって10年ごと
に0.25℃から0.6℃上昇しているが（Shresthaその他，
1999年），その一方で，グローバルな平均気温は過去100
年間で約0.75℃上昇している（IPCC，2001年）。ISDR（2008
年）は，ヒマラヤ地方で氷河の溶解が続き，これから
20，30年の間に洪水や岩石なだれが増加し，水源に好ま
しくない影響が与えられると予測されている。
　ネパールのヒマラヤ山脈は河川の水源であるために，
気候変動が水文状況に及ぼす影響が，山岳地帯だけでな
く，家庭用水や農業用水並びに水力発電を山脈の水源に
依存している人口の多い低地にも著しい影響をもたらす
と考えられている。一部の地域では給水の増加が見込ま
れている一方で，他の地域では水源が減少すると考えら
れている。ネパールでは，雪が主要な河川水系の表面流
出に果たす役割が非常に大きい。雪解けの季節は夏のモ
ンスーンに一致しており，モンスーンの勢力が強くなる
とネパールでは洪水災害が発生しやすくなる。ネパール
は脆弱な生態系の中にある小さな内陸国であるために，
気候変動は環境問題であるにとどまらず，持続可能な開
発と国民生活にとっての深刻な問題となる。

3.3　極端な洪水と渇水の統計
　ネパールは，飲用や水力発電，灌漑，工業に淡水を供
給している，地球上で最も大きい貯水地域の１つである
ヒンドゥークシュヒマラヤ（Hindu Kush Himalayas，
HKH）山脈に位置している。ヒマラヤ山脈の河川は，
無数の家庭のために電力を発電しており，さらに多くの
水力発電用のダムが計画されている。この地域を流れる
水は，HKHに居住する何百万人もの人々の暮らしや生
活を維持している一方で，著しい危険の発生源でもある。
地質学的な条件に加えて，中央部及び東部のヒマラヤ山
脈における夏期モンスーン期間中（６～９月）の集中豪
雨が様々な自然の危険を引き起こしている。洪水は，こ
の地域で最も一般的に見られる自然災害の１つであり，
突発的洪水は特に甚大な被害をもたらす場合がある。突
発的洪水による死亡率は，その他の水に関係する災害に
比べてはるかに高い。
　集中豪雨は局地的であることが多く，突発的洪水を引
き起こす要因である。土砂降り（cloudburst）とも呼ば
れることのあるこのような集中豪雨（intense rainfall）は，
地形の変動性のため遠隔地で発生する場合があり，孤立
していて近づくことができないことから通例報告されな
いままとなっている。突発的洪水は，急速に発生し，警
報を発令するためのリードタイムが短く，大きなエネル
ギーを伴って大量の水と岩屑が押し流されることが多い
ために，最も甚大な被害をもたらす災害の１つとなって
いる。突発的洪水は，様々な形態を取る。集中豪雨洪水
（IRF），氷河湖決壊洪水（GLOF），天然ダム決壊洪水
（LDOF）及び急速な氷雪の溶解による突発的洪水が，
ネパールの人々が遭遇する最も一般的な形態の突発的洪
水である。人造ダムなどの貯水施設の欠陥が突発的洪水
の原因となることもある。ネパールでは，何千人の人々，
その生活と暮らし，家屋が，高価なインフラとともに，
毎年，突発的洪水の大きなリスクにさらされている。下
流に暮らす人々に対する脅威が，気候変動と環境の変化
に直面して増大するものと思われる。

表─3.1　人口，推定される水の需要，余剰と不足（KUKL，2015年）
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3.3.1　極端な洪水
　ネパールでの主要洪水被害としては，ティナオ（Tinao）
川流域（1978年），コシ（Koshi）川（1980年），タジ（Tadi）
川流域（1985年），スンコシ（Sunkoshi）川流域（1987年）
のものが知られている。
　1993年には集中豪雨洪水（IRF）が，クリカニ地方の
バグマティ（Bagmati）川流域で起こった。１時間当た
り約70㎜の降雨強度を伴った24時間降雨量が540㎜を超
える異常な豪雨が，1993年７月19日から20日に発生した
（日本工営，1994年）。その結果，斜面崩壊，土砂崩れ，
土石流が流域で起こった。これにより唯一の貯水池式水
力発電施設であるクリカニ貯水池への大量土砂流入が引
き起こされた。スタピット（Sthapit）（1994年）とガライ
（Galay）その他（1995年）は，この洪水の発生期間中に
土砂堆積のほとんどは死水容量内で発生し，貯水池の底
が約18m上昇したと報告している。MERU（1999年）は，
この洪水でクリカニ流域とその周辺地域で1,500人を上
回る人が死亡したと報告している。
　ほとんど同様な集中豪雨洪水が，2013年６月にネパー
ルの極西部開発区域とインドの北部で発生した。極西部
開発区域のダルチュラ（Darchula）郡では，洪水によっ
て77軒の建物が押し流され，2,500人が退去を余儀なく
された。強烈な洪水は，2013年６月13日に始まり，６月
17日まで続き，降雨量は50㎜から500㎜の範囲であった。
2012年５月５日にネパールのカスキ郡で発生した突発的
洪水によって少なくとも31人が死亡し，数十人が行方不
明になり，家屋やビジネスや農作物や家畜を含む多くの
財産が失われた。土砂崩れと土石流による大量の土砂が
マチャプチャレ（Machhapuchhre）山の東側に端を発し
ているセティ（Seti）川の支流に到達し（写真─3.1），
河川を一時的に堰き止めた。河川の流れによって水位が
上昇しダム頂を越流したために，侵食によりダムが決壊
した。
　2015年７月６日に，チベットからネパールに流れる
ボーテコシ（Bhote Koshi）川で発生した突発的洪水で，
ネパール─中国国境にあるシンドゥ・ パルチョーク
（Sindhupalchok）郡のタトパニ（Tatopani）村で少なくと

も21軒の家が押し流された。45MWのボーテコシ水力
発電所（写真─3.2を参照）と建設中のミッド・ボーテ
コシ水力発電所もこの洪水で損傷を受けた。

3.3.1.1　原因と影響
　近年観測された氷河の加速度的な後退とモンスーンの
降雨強度の増大が，ネパールにおける洪水頻度の増加と
関係している。モンスーンの影響は，特に，南アジアの
洪水の主な誘因となっている。気候変動によるインドモ
ンスーンの降雨パターンの変化が，集中的で長期間にわ
たる降雨の頻度を増加させている。全般的にネパールは
南西モンスーンの影響を受けており，これが６月から９
月の降雨の70～80％を占めている。降雨の３分の２が４
か月に集中するというこの偏った降雨分布が，洪水をも
たらすような河川堤防の越流の要因となっている。
　ヒマラヤ山脈に端を発し丘陵を流れ下りてきた河川は
ほとんどタライ平原を通過して流れるために，タライ地
方の氾濫原全体が厳しい洪水の被害を受けやすくなって
いる。湿潤なモンスーンの期間中は，これらの河川は増
水して氾濫原の居住者に被害を引き起こす。この過去50
年間，タライ地方は，道路インフラと鉄道と都市化に関
して膨大な成長と開発をなし遂げ，これにより雨水の排
水が制約され洪水が頻発した（Dixitその他，2007年）。
その結果，ヒマラヤ山脈の氾濫原における次第に変わり
やすくなったモンスーンと集中豪雨は大きな災害を引き
起こし，ガンジス川流域だけでも15億人を上回る住民に

写真─3.1　2012年のセティ川の突発的洪水

写真─3.2　ボーテコシ川の洪水による建物と水力発電所の損傷



― 19 ―

　大　ダ　ム　No. 246 （2019―1）　

影響を与えている（Weismanと Chhetri，2011年）。

3.3.1.2　洪水の統計
（1）損害と死傷者
　ネパールにおける1971年以降の様々な災害の影響につ
いてネパール災害報告書（2013年）が報告しているよう
に，伝染病が原因の死傷者が最も多くなっているが，洪
水と突発的洪水がさらに大きな影響を与えている。1971
年以降の主な種類の災害の影響を表─3.2に示す。

（2）傾向
　1982年以降の災害による損失と損害のデータの分析
は，人命損失と財産損害が増加傾向にあることを明らか
に示している。これは，基本的に準備不足によるもので
ある。様々な情報源によると，防災に関わる政府機関や
非政府組織は，ソフトな分野（例えば，訓練，意識の向
上，IEC資料の作成など）をより強調し，ハードな分野
（例えば，砂防ダムや水制や堰やシェルターの建設，よ
く設備された早期警戒システムの開発など）はそれほど
強調してこなかった。このため，ネパールにおける災害
による損失は世界の平均を上回っている。ネパールでは，
多くの住民が様々な地域で洪水や地滑りから大きな影響
を受けており，何百人もの人が亡くなり，膨大な農地が
浸水し，数多くの牛が死に，家屋やインフラが被害を蒙っ

ている。災害は，また，経済や開発にとって深刻な脅威
となっている。人命の損失や物理的な財産の損害は，
2015年４月25日に全土を揺るがせたゴルカ地震よりも厳
しいものがある（NDR，2015年）。

（3）堆砂
　ネパールは，水力発電の大きな可能性を持つヒマラヤ
山脈の国である。しかしながら，堆砂は水力発電開発の
大きな課題の１つとなっている。これは，ネパールの河
川の流送土砂が世界で最高レベルにあるからである。大
量の土砂を生成している世界の幾つかの分水界と比べる
と，ネパールのカルナリ（Karnali）分水界（表─3.3参照）
は，１㎢当たりの土砂をほとんどの他の河川よりも大量
に生成している（Galayその他，2003年）。土砂生産量
が多い主な理由は，山脈が急速に隆起し，岩石がその他
の山脈の区域よりも破砕されており風化が進んでいるか
らである。

（4）1990年代の洪水
　ネパールにおける現行の水力発電プロジェクトのほと
んどは，運用中の堆砂に関連する深刻な問題に直面して
いる。ネパールで唯一の貯水式プロジェクトであるクリ
カニ（Kulelhani）ⅠとⅡ（92MWの設備容量）は，30年の
運転期間中に貯水容量を30％失っている。堆砂は，すべ

表─3.2　1971年から2012年のネパールにおける最も致死的な災害の種類（NDR，2013年）

表─3.3　異なる河川の比堆砂量の比較（Galayその他，2003年）
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ての流込み式水力発電のプロジェクトの運転期間中に深
刻な問題を引き起こしている。（ネパールで最大の）
144MWのカリ・ガンダキ（Kaligandaki）水力発電プロ
ジェクトは，最初の年の運転を終えた後にすべてのター
ビンの取り替えを余儀なくされた。このプロジェクトは，
10年間の運転期間中に当初の能力の約51％を失ってい
る。これによく類似する状況が，ネパール電力公社
（NEA）が所有するその他の水力発電プロジェクトにも
見受けられる（Sangroula，2015年）。

3.3.2　極端な渇水
　ネパール西部では，冬の毎月の降水量は50㎜以下程度
である。この地域は，①地下水源から灌漑しているネパー
ルの農地はわずかに28％であり，②モンスーンによって
涵養されている地下水は急速に枯渇しているために，農
作物を生産するのにこの降水にとりわけ依存している。
さらに，ヒマラヤ山脈で観測されている氷河の後退によ
り，下流の河川の流量が減少し，雪で水が補給されてい
る河川の季節的に低い流量がさらに低くなっている
（Wangその他，2013年）。
　1972年と1979年に発生した渇水が，住民と家畜と農作
物に対して最も深刻な被害を与えた。1994年にネパール
は史上最悪の渇水を経験し，西部の丘陵地方とタライ
（Terai）地方の35の郡に影響が及んだ。ネパールの渇水
に関連して人々に対する大きな影響が発生している。
1990年代以降，渇水は食料不足をもたらし，これによっ
て深刻な栄養の危機が引き起こされた。ネパールにある
75の郡のうち40の郡で食料不足を経験した。これらの郡
に限って見ると，５歳未満の子供の半数が成長を阻害さ
れており，39％が標準の体重に達しておらず，13％がひ
どい栄養失調であった（Wangその他，2013年）。2008
年から2009年の冬に，西部ネパールは，規模においても
苛酷さにおいても前例を見ない厳しい渇水状況に見舞わ
れた2008年11月から2009年２月までの降水量は，例年の
50％に満たなかった。

3.3.2.1　渇水の統計
（1）傾向
　2015年に，降雨量標準化指数（SPI）を用いて全国
40ヶ所の気象観測所の32年間にわたる毎月の降水データ
に基づいて Dahalその他が行った研究は，中部ネパール
の年間，モンスーン期間，冬期の平均の降雨量には著し
く明瞭な傾向が認められないが，大きな年変化があるこ
とを明らかにした。1991年，1992年，2005年，2006年
及び2009年が降雨不足の年であると見なされている。大
きな地形の変化とヒマラヤ山脈の存在によって地域内に
は大きな空間的変化がある。平均降水量に全体的な傾向
は認められないものの，降水量の多い地域は降水量の増

加傾向を示しているのに対して，乾燥している地域は降
水量の減少傾向を示している。また，ネパールの最も乾
燥している月である11月と12月は，降水量が著しく減少
する傾向にある。
　SPIの傾向分析によると，過去数十年にわたって渇水
が増加する傾向が明らかに認められており，この傾向は
時間の幅を長く取るとさらに一層明らかになる。近年に
おける渇水の頻度も強度も増大していることが判明し
た。渇水の年の中でも2004年，2005年，2006年及び2009
年の夏期と2006年，2008年及び2009年の冬期は，1981年
以降で最悪であった。これらの渇水の年は，中部ネパー
ルのほとんどの地域で影響を蒙った。その他の情報源も
このような渇水状況が中部ネパールにおける農業生産に
厳しい影響を与えたことを確認している。

（2）ケーススタディ
　渇水はネパールで頻繁に発生する危険である。これは，
主に，不均等で不規則なモンスーンの時期の少雨が原因
で発生している。ネパールのタライ（Terai）地方，中間
山地，トランスヒマラヤ（Trans-Himalayan）山脈の一部
地域が渇水の被害を蒙りやすい。灌漑設備が整備されて
いないために，渇水の影響がさらに大きくなり，生産す
る農産物に甚大な損失がもたらされ，食料の不足や不安
定性が発生している。1972年と1979年に発生した渇水が，
住民，家畜及び農作物に対して最も深刻な損害と被害を
与えた。1994年にネパールは史上最悪の渇水に見舞われ，
西部の丘陵地方とタライ地方にある35州に影響を及ぼ
した。

3.4 　洪水と渇水の緩和におけるダムと貯水池の役割：
ケーススタディ

3.4.1　ダムの役割に関する経験とケーススタディ 

　ネパールでは，洪水と渇水の緩和措置を目的として計
画され建設されたダムはこれまでにない。しかし，ダム
はこれらの災害の被害を最小限に抑えるのに顕著な役割
を果たすことができる。洪水を緩和するダムの適切な例
として，ボーテコシ（Bhote Koshi）川に建設されたボー
テコシ分水ダムを挙げることができる。第3.3.1節で説明
したように，2015年７月６日に発生した洪水は，ダムの
上流の河川の堤防沿いに厳しい影響を与え，ダム自体も
大きな被害があった。しかしながら，下流域では被害は
発生しなかった。
　水関連災害局（DWIDM）は，ネパールで洪水管理を
管轄する主要機関である。ネパールには渇水を管轄する
このような特定の組織はないが，内務省（MoHA）が渇
水の緩和に対して責任を負っている。この組織が掲げる
主な目標は，水関連災害によって引き起こされる死傷者，
インフラの損害及び社会経済的な損害をその他の先進国
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のレベルにまで抑えることにある。
　ネパール政府は，幾つかの目的を掲げて水関連災害防
災活動を実施するために，最近，2015年の水関連災害防
災政策を承認し実施した。施工された主な工事の１つに
水関連災害防災工事が挙げられる。基本計画に基づいて
中長期的なプロジェクトが実施される予定である。例え
ば，地滑りの軽減措置工事，堤防計画，河川工事に基づ
く基本計画，丘陵や高地丘陵における河川保護工事，集
落／河川テラス（Basti/Tar）防護工事などの継続中の活
動が拡大される予定である。中規模及び大規模な自然災
害防災工事は，洪水ハザードマップや地滑りハザード
マップを適用することによる中長期を基本とする工事と
なる予定である（DWIDM，2015年）。

3.4.2　非構造的な措置
　洪水吐容量の復旧，改修及び増大などの政策はネパー
ルにはない。ネパールにあるほとんどすべての大規模ダ
ムは，ネパール政府，エネルギー省の管轄下にあるネパー
ル電力公社（NEA）が所有している。ダムや貯水池が
人的要因による大きな危険の原因となる可能性があるに
もかかわらず，リスク評価の法律とダムの安全性の法規
は，ネパールではダムや貯水池にまだ適用されていない。
ネパールには，また，貯水池の建設と運転に関する安全
点検制度を課す法律もない。ダムやその他の関係する構
造物の設計に関連する安全性の問題についての政策を取
りまとめる必要がある（NHA，2015年）。
　ネパールでは大規模ダムの設計，計画及び建設が実施
されている最中である。地元の独立電力生産者（IPP）
と外国の電力会社と投資家が，ネパールで大規模水力発
電プロジェクトの建設を計画している。ダムの安全性の
ための法規（規範と基準）と法律を制定することが政府
にとって極めて重要である。この方向に向けた作業が一
部現在行われているところである。

3.4.2.1 　法律，規則，洪水・渇水予測システムなどの
制度

　水文気象局（DHM）は，現在，ネパール政府の科学
技術環境省の下にある組織である。カトマンズに本部が
ある水文気象局は，水文ネットワーク局の下に３つの流
域事務所がある。水文気象局は，ネパール政府からネパー
ルの水文学的及び気象学的な活動を監視する任務を受け
ている。どの部局も DHMと正式に連携することなく，
このような活動を実施する権利を持たない。仕事の範囲
としては，河川水文学，気候，農業気象学，土砂，大気
質，水質，陸水学，雪の水文学，氷河学，風及び太陽光
発電のモニタリングが挙げられる。
　DHMは，全般的な気象予報と航空気象予報及び水文
学的・ 気象学的早期警報を提供し，世界気象機関

（WMO）の加盟国として定期的に気象学的なデータの
グローバルな交換に貢献している。数値気象予報が気象
予報に使用されている。このような予報は，航空，観光，
登山及びその他の社会生活にとって極めて重要である。
DHMは，現在までのところ，公衆に対して24時間の気
象予報を行っており，今後３日間の予報に着手する計画
である（DHM，2008年）。
　この間，一部の NGOと INGOもまたこの分野での取
り組みを始めている。INGOである実践行動ネパールは，
７つの河川流域，すなわち，カンカイ川，ナラヤニ川，
東ラプティ川，セティ（カスキ）川，カルナリ川，西ラ
プティ川，ババイ川の流域において村落を基本にした洪
水早期警報システムに着手している。実践行動ネパール
は，中央政府（DHM-MoHA）から村落の対策委員会へ
と情報が伝達される EWS（早期警報システム）を基本と
した村落のための制度を開発した。洪水に関するリアル
タイムのデータが，自動センサ，インターネット及び
SMS（携帯電話システム）を基本にして構築されている。
世界銀行と GFDRRは，総合的な洪水リスク評価を支援
している。洪水ハザードマップが現在作成されている最
中である。総合的な確率的安全性リスク評価（CARPA）
を利用して行われる洪水の危険のモデル化の総合的な洪
水リスク評価への統合は，2014年までの完成を目指して
いる（DHM，2006年）。
　1982年に自然災害救援法（NDRA）が制定されるまで
は，ネパールには十分に構成された災害に関する方針が
なかった。救援と救助の仕事は，政治的な基盤を基本と
するか社会的な仕事として実行されてきた。しかしなが
ら，全国災害救援規則（NDRR）がまだ定式化されてお
らず，このために法律が十分に効力を発揮できないでい
るために，この規則の規定化が不可欠である。1982年の
NDRAは内務省以外の官庁に関連する防災の義務と責
任を記述していないために，防災を担当するその他の
様々な官庁の義務と責任が NDRRの中で詳しく定めら
れる必要がある。さらに，1982年の NDRAには，救援・
処置小委員会，供給・シェルター・復旧小委員会，地域
自然災害救援委員会及び地方自然災害救援委員会に関す
る規定が定められているが，これらの機関はすべて休止
中である（NHA，2015年）。
　ネパールにおける水力発電の災害リスクに対処する方
針に関しては，この分野に特定の方針が定められていな
い。全国災害救援規則は，水と衛生を，防災のための９
つの分野の１つであると認めている。しかしながら，こ
れは，全般的な社会的な観点からそのように考えている
のであって，水力発電開発に関連する災害リスクに対処
するためのものではない。さらに，ダムや関係するその
他の構造物の設計に関連する安全性の問題についての方
針もネパールにはない。世界銀行などの援助機関は，こ
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のような機関が資金提供する大規模なダムやプロジェク
トの安全性に関連する運用時の方針を定めており，運転
と保守管理のマニュアル，緊急時即応準備計画及び計装
計画を含むダムの保安計画の作成を求めている。ダムや
関連する発電開発のその他の活動を対象にした基本的な
規制を国のレベルで制定する必要性は，各機関が認めて
いるところである。

3.4.2.2　その他
　多くの機関がネパールの発電分野に関わっている。こ
のような機関としては，エネルギー省（MoEn），ネパー
ル電力公社（NEA），電力開発局（DoED）及び水エネ
ルギー委員会事務局（WECS）を挙げることができる。
自然災害に対処する場合には，さらに多くの機関が関わ
ることになる。しかしながら，電力部門の制度的な枠組
みは，現在，相互に効果的に調整された，政策，規制，
運営及び促進機能の明瞭な分離が行われていない。ネ
パールでは，災害リスクを最小限に抑える観点から水力
発電所の計画，設計，建設，運転に取り組む機関は，こ
れらの機関の中には見当たらない（NHA，2015年）。
　2015年４月25日の地震は，14を上回る発電プロジェク
トに対して堰の支柱，ダム頂，分水工のクラックから水
路の漏水や貯水池の堆砂までの物理的な被害を伴って，
様々な規模と段階の短期的及び長期的な被害をもたらし
た。２，３の例を挙げると，スンコシ（Sunkoshi）HEP（水
力発電），トリスリ（Trisuli）HEP，クリカニ（Kulekhani）
HEP，ラスワガディ（Rasuwagadhi）HEP，アッパーボー
テコシ（Upper Bhote Koshi）HEPが厳しい影響を蒙った
プロジェクトである。地震は，また，トリスリ─チライ
ム（Trishuli-Chilime）間の66 KVの送電線に損傷を与え
た。発電のレベルでは地震は，水力発電部門の発電能力
を67MW低下させた。同様に，発電の中断，建設中の
プロジェクトの運転開始の遅れ及び結果として生じたそ
の他の直接的な財政的な損失が，４月25日の地震がもた
らした大きな結果であった（NHA，2015年）。

3.5 　気候変動に対して洪水と渇水の脆弱性を安定させ
るための将来の傾向と計画

3.5.1.　構造的な措置
　近年の歴史の大半を通して，洪水軽減のための政府戦
略は，構造的な制御措置，特に，堤防を強調してきた。
このような措置は，近年の洪水が明らかにしているよう
に，不適切であり，多くの場合には有害であることが分
かってきた。気候が変化し続けるにつれて限界がさらに
大きくなると考えられている。水文学，地形学及び社会
的な背景の力学の変化によって，堤防といった構造的な
手段設計の基本となる科学的根拠が次第に適用できなく
なるために，このような措置はこれから次第に効率的で

はなくなってくる。採用されている確率論的なアプロー
チは，定常的な水文学的システムによって収集された歴
史的なデータを使用している。このため，気候変動によっ
てシステムが非定常的になると，このアプローチは機能
しなくなる。我々が変化に適合するのに役に立つ構造的
な措置の代替としては，排水改善を図る措置，洪水期間
中の避難所の設置及び早期警報システムの改良を挙げる
ことができる。洪水による阻害に対する高いレベルのレ
ジリエンスを備えた生活方法も適合的な戦略にとって役
に立つ。

3.5.2　非構造的な措置
　ネパール政府は，兵庫行動枠組（2005年の国連防災世
界会議で採択）に基づいて災害リスク削減国家戦略
（NSDRAM）を2009年に採択した。NSDRAMは，予防，
緩和，準備，応答，回復を含んでいる（NDR，2015年）。
NSDRAMは，政策と法律の環境を改善するための指
針を提供し，戦略的な介入を優先的に行うことによっ
て災害に強いネパールの実現を目指している。
NSDRAMは，また，あらゆるレベルにおける災害リス
ク削減（DRR）と準備計画を促すことのできる環境を
創出するために，並びに，DRR戦略を国家の開発と貧
困削減の議題に組み込むために，制度の再編と開発，
及び，既存の政策と法律の環境における戦略的な改良
を目的とした提言を行うことを構想している。
NSDRAMは，また，人命，財産，開発投資及び文化遺
産の保護と防護に向けたパラダイム転換を反映させ，か
つ，国民の生活の質の向上を図ることによって災害を軽
減しようとするネパール政府の関わりであると見なすこ
とができる（NDR，2015年）。
　国レベル適用計画（NAPA）は，広範な協議過程を通
して気候変動のリスクに対処する即座の及び緊急の必要
性を評価しこれに優先順位を付ける注目すべき試みであ
る。内閣は，2010年９月28日に NAPAを認可した。
NAPAによると，気候変動による影響が確認される一方
で，ネパールの一部地域では異常な集中豪雨が増えてお
り，このような気候傾向が脆い地形や森林伐採や土砂の
浸食と組み合わされて，土砂崩れと突発的洪水を引き起
こしている。また，気候変動が原因でネパールの多くの
地域で今後降雨強度が増大するため，脆弱な村落は，気
候変動に対処する適合能力を高めなくてはならないと予
測されている。このような危険も，特に，家庭用水源の
利用可能性に影響を与えると考えられているので，給水
は気候変動に対して強靭となるように管理される必要が
ある（NDR，2015年）。
　NDR（2015年）にあるように，ネパールにおける気候
変動の大きな影響としては以下を挙げることができる。
氷河湖決壊洪水（GLOF）の増加，河川表面流出の変動
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性増大，土砂の増加，貯水池からの蒸発量の増加及び流
域への影響である。その結果，氷河の溶解と降水量のパ
ターンが発生すると考えられる。ネパールには多様な生
物種が生息している。明らかに，気候変動は将来農業に
影響を与えると予測される。ネパール国民の大部分は，
米やトウモロコシや小麦などの農作物に依存している。
高い気温，蒸発散量の増加，冬の降水量の減少は，渇水
を引き起こす場合がある。このような現象は，食料安全
保障に対する早期警報と受け止められるべきである。

4　ラオスのナショナルレポート

　ラオス（正式国名：ラオス人民民主共和国）のナショ
ナルレポートは，ラオス国立大学工学部水資源工学科気
象水文学の Keoduangchai Keokhamphui氏，Iep Keovongsa

氏の技術者２名による共同執筆である。ラオスは
ICOLDアジア太平洋グループの正式メンバーではない
が，趣旨に協力し，寄稿されたものである。
　以下，レポートの記述に基づき，その概要を示す。

4.1　水資源
4.1.1　はじめに
　ラオスは，北は中国，東はベトナム，南はカンボジア，
タイ，西はミャンマーと国境を接する内陸国である。メ
コン河（Mekong）は，その一部がラオス国内を流れるが，
その大半はタイ，ミャンマーとの国境となっている（図
─4.1）。ラオスの人口は推計680万人で，国土面積は
236,800㎢（日本の本州とほぼ同じ面積）である。国土
の約92％はメコン河流域内にあり，メコン河流域全体の
28％を占める。ラオス国内からの流出量は，メコン河河
口での年間平均流量の35％（15,000㎥ /s又は473BCM

（Billion Cubic Meter，10億㎥））を占める。
　ラオスの国土の多くが高原や山岳地帯であり，平野部
はメコン河流域の中南部に限られている。ラオスには，
東南アジアで最も自然を残した熱帯雨林があり，森林被
覆率は約56％である。このような地形の多様性は生態系
の多様性に反映され，同様に，自然と生態系の多様性は
メコン河流域の人々の人間活動の多様性にも反映されて
いる。

図─4.1　ラオス地形図＊8

　＊ 8　QGIS3.2.2 により作成（地形：NOAA/ETOPO1，河川：Hydro Sheds，国境：Natural Earthによる）
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　ラオスの気候は熱帯性で，２つの異なる季節があり，
５月から10月までの南西モンスーンの時期である雨季
と，11月から３月までの涼しい北東モンスーンの時期と
なる乾季に分かれる。４月は通常１年で最も暑い月で，
乾季から雨季への過渡期となる。

4.1.2　水文と水資源
4.1.2.1　水資源
　ラオスは豊富な水資源を有する国である。しかしなが
ら，利用可能な水資源のほとんどはまだ開発されていな
い。この豊富な水資源を利用した水力発電開発は，ラオ
スがこの地域での電力供給者となる大きなチャンスであ
る。農業生産高が安定し拡大するために，総耕作地面積
を２倍にすることを目指し，灌漑分野を優先分野と位置
付けている。また，生活用水供給及び公衆衛生は，生活
水準を改善させるために重要な分野である。
　ラオスには，河川全体又は河川の上流部が国内にある
メコン河の主要な支流が12ある（図─4.2）。集水面積が
4,000㎢を超えるものは次のとおりである。
　① Nam Ma（ベトナムに流入），② Nam Tha，③ Nam 

Ou，④ Nam Suang，⑤ Nam Khane，⑥ Nam Ngum（Nam 

Likを含む），⑦ Nam Ngiep，⑧ Nam Kading（Nam Theun

を含む），⑨ Sebangfay，⑩ Sebanghieng（Seponeを含む），
⑪ Sedone，⑫ Sekong（Sekhammanを含む）

4.1.2.2　気温と降水量
　ラオスの気候は，熱帯モンスーン気候に属し，一番暑
い３月，４月には，平均気温は場所と標高により30～
38℃となる。最も涼しいのは11月から２月で，標高の高
い所では平均気温は約15℃である。ラオスの年平均降雨
量は，1,865.8㎜である。

4.1.2.3　水の供給と需要
　ラオスは，メコン河が流れていることから，比較的水
資源に富んでいる。再生可能な総水資源量は約55,000㎥ /

人・年で，同じ地域内の他国よりかなり多い。各省庁や
政府機関により，水力発電，灌漑，洪水調節，水供給と
衛生，漁業，舟運及び環境等の様々な分野において，水
及びその他の関連開発計画と戦略が策定されている。

図─4.2　国内水資源統計データ（2011年）（原図に一部加筆）

集水面積が4,500㎢を超える主要流域

流　域 集水面積（㎢） 人口（人）

① Nam Ma 5,947 114,000

② Nam Tha 8,917 105,000

③ Nam Ou 24,637 429,000

④ Nam Suang 6,578 181,000

⑤ Nam Khane 7,490 206,000

⑥ Nam Ngum 16,906 502,150

⑦ Nam Ngiep 4,577 64,000

⑧ Nam Kading 14,820 103,000

⑨ Sebangfay 10,345 231,000

⑩ Sebanghieng 19,223 817,000

⑪ Sedone 7,229 380,000

⑫ Sekong 22,179 113,000

①

⑧

⑩

⑪
⑫

③

④

⑤

⑥ ⑦

⑨

②
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（1）水力発電
　ラオス政府は，水力発電によって生み出された大量の
電力を輸出するための基本計画を作成した。電力輸出か
ら得られる外貨は政府の収入源となることから，水力発
電は，ラオス政府の開発戦略の中で，天然資源を適切に
使用するための制度，政策及び財政的枠組みに大きな影
響を与える。
　ラオスにおける電力生産の99％以上が水力発電による
ものである。従って，水力発電の政策は水資源管理にとっ
て大きな意味を持ち，国内の社会経済的な開発目標の達
成及び持続可能な開発を促進するためには，国内で適切
な電力供給を確保する必要がある。ラオスの多くの世帯
は電化されておらず，政府にとって，国内の電化率の上
昇は最重要課題の１つである。
　ラオスの水力開発計画は，2015年時点で，35の事業が
運用中であり，35の事業が建設中＊9で，22の事業が計画
段階にある。

（2）灌漑
　農業は，ラオスにとって経済上重要な分野であり，農
業分野の GDPに占める割合は約50％，労働人口に占め
る割合は約75～80％である。ラオスの農業には主に３つ
種類があり，メコン河及びその支流沿岸における水稲栽
培，農業用の低地が少ない北東部の山岳地帯における移
動耕作，南部の高地帯における園芸栽培である。農業分
野の GDPに占める割合は現在の比較的高いレベルから
徐々に下がりはするが，ラオスの経済にとって農業は今

後も非常に重要な分野である。
　灌漑分野は，特にラオスの主要農産物である米の生産
の安定性，持続性を確保するために優先されてきた。政
府は，農業生産を増加させるため，灌漑施設の整備及び
管理に多額の投資を割り当て，灌漑システムを構築して
きた。
　国内の乾季の灌漑面積は，2,700ha（1976年）から
215,000ha（2000年）へと増加した。雨季の灌漑面積は，
約300,000ha である。灌漑施設は，ビエンチャン
（Vientiane）平原，メコン河及びその支流に沿った主要
低地地域，そして北部山岳地域において重点的に整備さ
れている。最近では，貧しい地方の地域共同体に恩恵を
与えること，小規模用水路や共同体管理の用水路の修復
により大きな重点が置かれている。

（3）洪水調節
　ラオス国内の多くの都市はメコン河及びその支流沿い
にあるため，雨季には河川からの氾濫の影響を受けやす
い。４つの主要な洪水多発地域である，ビエンチャン平
原，ターケーク（Thakhek），サバナケット（Savannakhet）
及びパクセー（Pakse）のいずれも，メコン河本川沿い
に位置している。突発的洪水（flash flood）は主にラオ
ス北東部の山岳地域の支流域において発生することが
多い。

（4）給水と衛生
　給水と衛生分野を所管する省庁には，都市における給

表─4.1　国内平均降水量

　＊ 9　原文では 34 ヶ所であるが，No.62 が表示されていないと推察し 35 ヶ所とした。
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水を所管する公共事業・運輸省（MPWT）と，地方にお
ける給水を所管する保健省（MPH）がある。県の当局は，
政府に代わり県内での開発の促進と調整を管轄している。
　MPWT傘下の住宅都市計画局（DHUP）及び水道公社
（WASA）は都市における給水を管轄している。DHUPは，
①給水分野の戦略の策定（中期，長期），②計画及び管
理についての訓練プログラムの準備，③規制，標準書，
技術仕様書，重要業績指標の作成等の国家行政を行って
いる。

（5）漁業
　漁業と魚は，ラオスの国民にとって重要な収益源とタ
ンパク源となっている。人々は，ほとんどの場合，川や
湖で魚を捕る。ナムグム（Nam Ngum）第一発電所の貯
水池＊10は，最大の漁場の１つとなっている。養殖は，
これまで20年にわたり行われ，多様化し，魚の全消費量
の40％近くまで占めている。
　貯水池で維持できる魚の量は，餌の供給，水質，及び
ミティゲーション＊11に影響する。これらの影響で，貯
水池における漁獲量が減ることもある。有害化学物質，
選鉱くず及び採鉱による堆積物の増加が，漁業の重大な
リスクとなっている。

（6）舟運
　メコン河の舟運は，多くの早瀬や砂州があることから，
一部区間で航行困難や不可能となっている。中国との国
境から黄金の三角地帯（Golden Triangle）までは，航路
改善と航路標識の設置により，現在では大型貨物船が雨
季，乾季共にメコン河上流を航行することができる。北
部からルアンパバーン（Luang Prabang）までのメコン
河クルーズもまた，増加している旅行者を魅了している。
国内を南北に貫く幹線道路である国道13号線がメコン河
から遠く，陸上輸送と競合しないことから，メコン河の
北部地域の舟運の利用は増えるものと期待されている。

4.2　気候変動
　ラオスは，特に，気候の影響を受けやすい天然資源へ
の依存度が高いことや，気候変動への適応能力が低いこ
とから，気候変動に対して最も脆弱な国の１つと考えら
れている。例えば，農業分野全般（農業，畜産，林業及
び漁業）は，土地と気候資源（気温及び降雨量）に直接
依存している。工業分野もまた，採鉱，農産物加工，水

力発電，及び木材加工が資源に依存している。エネルギー
と輸送は，特に気候変動の影響を受けやすい。一方，世
界で最も成長の早い地域の１つであるラオスの水力発電
ポテンシャル，戦略的ポジションは，地域の持続可能な
問題解決に貢献し得ることを示している。更に，貧しい
人々は，生活のために，食物の90％を占める魚や水産資
源の供給，ラオスの GDPの30％を占めると推定される
非木材森産物（NTFPs）のような，生物多様性，天然資
源に極度に依存している。このように，気候変動は経済
及び社会全体にとって恐ろしい脅威となる可能性がある。
　ラオスの主な自然災害は，雨季の豪雨により引き起こ
される洪水，乾季の渇水，山岳地帯での突発的洪水，地
すべり，斜面崩壊，時折吹きつける暴風，そして最近で
は南部の台風等がある。ラオスは，元来気候の変動と変
化にさらされており，しばしば土地，農業資産，収穫に
損失がもたらされる。自然災害による被害は，環境の変
化やそれに付随する問題，リスクに対応するために農民，
漁師，狩人等により考え出され，数世紀にわたり用いら
れてきた対応方法により，ある程度は軽減されている。

4.2.1　気温の傾向
　気温が上昇し続け，雨が適度に降らないことによって，
経済システム，環境そしてすべての民族の生活は多くの
悪影響を受ける。気候変動に適応し，温室効果ガスの排
出量を最小限に抑えることは，ラオスの大きな課題で
ある。
　ラオスの気温は12月と１月に最低となり，４月に最高
となる。北東部の山岳地帯と高原の平均気温は20℃，平
野部では13.5℃～25℃と27℃の間までとなっている。
2006年のラオスの平均気温は26.5℃であった。気温の観
測記録は以下の通りである。
・平均最低気温　13.5℃～17.5℃（12月～1月）
・平均最高気温　35.5℃～39.5℃（３月～４月）
・年平均気温　　26.5℃～27.5℃
・絶対最低気温　－0.3℃　199?年12月25日＊12　

シエンクアン（Xiengkhuang）観測所
・絶対最高気温　 44.4℃　1974年４月７日　
　　　　　　　　サバナケット観測所

4.2.2　降水量の傾向
　乾季（北東モンスーン）は，気圧が高く，湿度と気温
が低く乾燥している。雨季（南西モンスーン）には，頻

　＊10　 ナムグムダム（重力式コンクリートダム，堤高 75m，堤頂長 468m，総貯水容量 7.03BCM）は世界銀行等の融資を得て，1968
年に着工，1971 年に完成，1972 年から発電を行っている。その計画は久保田豊氏（日本工営の創業者）が主導し，建設には日
本企業が多数参加した（ダム本体の施工は間組（現　安藤ハザマ））。

　＊11　 ミティゲーションとは，開発事業による環境に対する影響を軽減するためのすべての保全行為を表す概念。環境影響の回避，
低減及び代償措置が含まれる（環境影響評価情報支援ネットワークより）。

　＊12　原文では観測年が明記されていないため，そのままの記載とした。また，原文は－03℃であるが，－0.3℃の誤記と解釈した。
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繁に豪雨が発生し，６月終わりから７月始めにかけての
２週間に短期間の渇水がしばしば発生する。図─4.3に，
ラオス全土における年平均降水量の分布を示す。
　降水パターンとしては，約80％が雨季（５月～10月）
で約20％が乾季（11月～４月）となっている。ラオスの
中央部及び南部（特に Sebangfay，Sebanghieng，Sedone）
のいくつかの河川では，乾季の流量は少なく，年間流量
の10～15％である。年間降水量は，北部では1,300㎜，
南部では3,700㎜であり，地域による差が大きい。ラオ
ス国内のメコン河支流の年間総流出量は，推定270BCM

で，メコン河流域全体の年間総流出量の35％を占めて
いる。
　サバナケット県のセバンヒエン（Sebanghieng）川に
設置されたソプナム（Sopnam）水位計において，熱帯
低気圧と低気圧がラオス南部の県を通過したことによ
り，24時間で約５mの水位上昇を観測した。2013年の首
都ビエンチャンの降雨強度の最大値は，低気圧通過時の
局所的な雷雨によってもたらされた，８月14日午前５時
から６時にかけての60.9㎜であった。

4.2.3　　洪水と渇水
　ラオスは，過去数十年に，熱帯低気圧，モンスーン，
台風によってもたらされた豪雨で，メコン河を含む多く
の川で水位上昇を引き起こし，多くの県が洪水と土砂崩
れにより大きな被害を受けた。過去数十年で最悪の洪水
によって，家屋や米倉庫は流され，数千 haの農地，家畜，
多くの学校，病院，道路，橋，水供給システム，電力網
及びその他の社会基盤が損失を受けた。

4.3　極端な洪水と渇水の記録
　ラオスにおける重大な災害は洪水と渇水であり，どち
らも降水量がその発生に関わっている。２日間で200㎜
を超える大雨が降ると，メコン河沿いの平野部では洪水
の発生につながる。年間降水量が2,000㎜以下であれば，
渇水が発生しやすい地域が影響を受ける。
　ラオスでは，1966年から2009年の統計によると，毎年
平均1.5回，大洪水と大渇水が発生している。これまでに，
27の大洪水が発生し（平均すると1.5年に１回），1966年
から1999年の統計によると，洪水による被害は1.06億米

図─4.3　年平均等降水量線［1988～2007］

　　　　　（単位：mm）

表─4.2　洪水及び渇水の被害状況
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ドルであった。渇水による被害は5.98億米ドルで，発生
頻度は数年に１回となっている（1972，1979，1986，
1991，1993，及び1997～1999年）。洪水と渇水を合わせ
た年間被害額は0.78億米ドルにのぼり，2001，2002，
2008年の洪水による最大の被害額はそれぞれ0.5億米ド
ル以上であった。

4.3.1　極端な洪水
　洪水は，ラオスにおける重大な災害の１つで，国の社
会経済的な発展に甚大な損害と損失をもたらしてきた。
2008年８月に発生したカンムリ（Kammuri）洪水では，
約20万人が被災し，５万 haの農耕地が損害を受けた。
その後，2009年８月にはモラコット（Morakot）台風が
来襲した。同年９月末にはケッツァーナ（Ketsana）台
風の来襲によって，ラオス中部と南部の数県ではかなり
の被害が発生し，18万人を超える被災者を出し，被害総
額は0.58億米ドルであった。

4.3.1.1　洪水の記録
　2008年，ラオス全土で異常気象が観測された。２月か
ら５月の乾季から雨季への変わり目には，首都ビエン
チャンでひょうが激しく降り，竜巻が発生した。ウドム
サイ（Oudomxay），ルアンパバーン，そしてビエンチャ
ンの各県では，突発的洪水により重大な損害が生じた。
首都ビエンチャン，ルアンパバーン，ボリカムサイ
（Borikhamxay），及びカムムアン（Khammouan）各県の
都市部で発生した大洪水は，メコン河本川で発生した洪
水が起因している。
　2008年３月17日の13：30及び17：30～18：00に，首都
ビエンチャンのシコッタボン（Sikhottabong），チャンタ
ブリー（Chanthabouly）及びシサッタナク（Sisattanak）
の各地区では，２～３㎝の大きさのひょうが，局地的に
激しく降った。同様のひょうは，シエンクワーン県のム
アン・カム（Muang Kham）地区でもまた観測され，人
と財産に損害を与えた。
　４月15日に発生した局地的な竜巻は，ビエンチャン
SEAGAMEの建築現場の建物を壊しながら，ドンサン
ヒン（Dongxanhine）村から首都ビエンチャンのサイサ
ニー（Saythany）地区までを南に向かって風速89～103
㎞ /hで18㎞移動した。
　６月，７月そして９月にラオスの北部，中部で発生し
た突発的洪水により，11の地区と90の村，2,487世帯が
被害を受け，４人が死亡した。2,250ha近くの米等の作
物が被害を受け，家畜は失われ，社会基盤に損害をもた
らした＊13。

　重大な損害，損失は，中国の南部を通過しインドシナ
半島の北東部をその渦に巻き込んだ熱帯低気圧カンムリ
（2008年台風９号）によるものであった。モンスーンの
影響により，メコン河の上流で８月８日と９日に24時間
で100㎜を超える豪雨が降ったことで，ルアンパバーン
県，首都ビエンチャン，ボリカムサイ県とカムムアン県
の各都市部に大規模な洪水が発生した。この洪水により，
４県で664の村及び32,610世帯が被害を受け，３人が死
亡した。28,517haの米等の作物が被害を受け，702頭の
家畜（水牛，牛，豚そして山羊）及び995羽の鶏が失われ，
被害総額は4,740億キープを超える（内，首都ビエンチャ
ンでは2,060億キープ）＊14甚大な被害が発生した。

4.3.1.2　観測
　天然資源環境省気象水文局（DMH）の水文部は，メ
コン河本川に設置されている７つの主要観測所（パーク
ベン（Pakbeng），ルアンパバーン，ビエンチャン，パク
サン（Paksan），ターケーク，サバナケット，パクセー）
と主要支流沿いの重要観測所から，高周波 /単側波帯変
調（HF/SSB）と電話によりリアルタイムデータ（７時
（00：00UCT）の水位と降水量）を入手している。その
補足情報として，中国にあるメコン河上流の２つの観測
所（Yanjinghon 92980及び Hana 92600）からメールで情
報を収集している。
　DMHとメコン河委員会事務局（MRCS）とのデータ
交換はメールで行われており，DMHは毎日MRCSの作
成した洪水予測を受け取っている。洪水予測は，補足の
リアルタイム降水量，総観気象データ，天気概況及びそ
の他の情報を DMHの天気予報部から入手し，2008年の
ラオスのメコン河本川における洪水予測方法であった洪
水の到達時間を１日又は２日として上流の水位を相関回
帰する方法をまだ使用している。

4.3.1.3　堆砂
　堆砂専門家グループ（SEG）によれば，メコン河の掃
流土砂（砂と砂利サイズの流送土砂）は，サヤブリ
（Xayabouri）水力発電所貯水池で年間約２百万トン /年
と推測され，浮流土砂（微砂とシルトから成る）は70
百万トンである。
　中国のダムによってメコン河から除かれる堆積物の推
定量は，メコンデルタに流れ込む平均土砂量の約３分の
１から２分の１である。中国国境にあるマンワン
（ManWan）ダムとパークチャム（Park Chom）間の総流
送土砂量は，メコンデルタに到達する総流送土砂量の約
５％である。

　＊13　原文では何年の事象か記述がないが，文章のつながりからは 2008 年と推定される。
　＊14　 （訳注：１円＝75キープとして，4,740 億キープは 63億２千万円，2,060 億キープは約 27億５千万円（http：//jpy.jp.fxexchangerate.

com/lak-exchange-rates-history.html））
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4.3.2　極端な渇水
　2003年から2013年までの間に，ラオスでは２回（2003
年と2007年），壊滅的な渇水を経験した。2003年の北部
及び中部の渇水では，総額約0.165億米ドルの被害を受
け，2007年の渇水では，洪水とあわせて約0.01億米ドル
の被害を受けた。

4.4 　洪水，渇水軽減におけるダム及び貯水池の役割：
ケーススタディ

4.4.1　ハード対策
　洪水の破壊的被害を減少させるためには，より恒久的
な対策が望ましいことから，以下に示す様々なタイプの
洪水調節のための構造物への長期投資が必要とされる。
・洪水の逆流を防ぐ水門
・都市部と農耕地を守る貯水池及び貯留堤防
・支流及び自然排水路の増幅と深度増大
・分水路
・貯留池及び遊水池
　洪水防御工事から得られる利益は，作物の生産増加，
定期的に洪水に見舞われる地域の減少，また，湿地帯の
生態学的価値に関連した環境への負の影響及び隣接地域
の洪水被害のリスクの増大といった見地から，更に評価
される必要がある。
　水門や防御堤防への投資は，農耕地や社会基盤をより
長く維持するための長期的解決手段になる。地方への投
資に加え，洪水対策の効果を評価し，洪水調節やその他
水管理を目的としたインフラの再建及び新築に不可欠な
投資を見極め，優先順位を決めるための基礎となる洪水
対策計画が必要とされるであろう。
　EUからの融資によってビエンチャン県で建設された
洪水防御構造物は，洪水調節効果を発揮するであろう。

以前は高床式で建てられるか高台にあった家屋が，現在
では地面の高さに建てられ，農作物の作付けは，主に洪
水に耐性のある米であったものが普通の米やその他の作
物（野菜，木，他の作物）に変わるなど，社会生活及び
農業のパターンは変化した。しかしながら，洪水リスク
は，どこの堤防が決壊した場合でも重大な損失につなが
る（特に堤防に囲まれた地域では排水が更に難しいもの
となる）ことから，さらに深刻なものとなってしまった。
　洪水防御構造物は，洪水発生のたびに浸水する低地に
ある農業地帯を守るために，メコン河全川で必要となる。
また，洪水防御構造物の重要な利点の１つとして，乾季
における灌漑用水の貯留が挙げられる。農林省灌漑局
（DOI）は，メコン河及びその支流に，堤防，洪水調節
水門といった種々の洪水防御構造物を造ってきた。しか
しながら，米やその他作物の年間損失に対する効果は，
これまでのところほとんどないように見える。従って，
ラオスにおける洪水防御プロジェクトは，最優先のプロ
ジェクトに相応しい。
　灌漑局の依頼により，ボリカムサイ県に洪水調節のた
めの構造物を建設するためのパイロットプロジェクトの
調査と，洪水被害軽減と管理のための８つのパイロット
プロジェクトの評価を実施した。

4.4.2　ソフト対策
　ラオス政府は，洪水を主要災害の１つと見なし，災害
管理が，緊急的に適切な対処を要する主要課題であると
考え，国家災害管理委員会（NDMC）の設立と，その事
務局である国家災害管理局（NDMO）を労働・社会福
祉省福祉局内に設置するため，1999年８月23日に首相令
を発布した。この委員会の議長は労働・社会福祉大臣が
務めている（表─4.3参照）。

表─4.3　国家災害管理委員会（NDMC）
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　NDMOは，災害管理のためにソフト対策をとるにあ
たり，中央政府，県の系列機関，非政府機関（NGO），
国際機関（IO）と緊密に連携してきた。2003年から2020
年までの災害管理にかかる戦略計画及び行動計画は，地
域密着型の防災アプローチ推進に絶対的な重点を置いた
ものとなった。同様に，災害管理委員会を洪水が頻繁に
発生する県に設置し，地域社会レベルでの洪水への備え
や洪水対策に重点を置いてきた。
　ラオスにおける災害管理を向上させるために，政府は
現在，NDMCと NDMOの組織と権限の見直しを行って
いる。この見直しによって，NDMCの議長には副首相
が就き，水資源環境管理局（WREA），鉱山・エネルギー
省，ラオス女性同盟，そしてラオス青年同盟がメンバー
となり，NDMOの権限は強化されることになる。更に
NDMOの組織の独立が提案されている。

4.5　結び
　洪水は，メコン河本川沿いのルアンパバーン県，首都
ビエンチャン，ボリカムサイ県，カムムアン県で，８月
にしばしば発生する。特に首都ビエンチャンでは，メコ
ン河の水位が，過去最高水位であった1966年のビエン
チャン洪水時の12.66mに対して，2008年の洪水では

13.68mまで上昇した。洪水管理と洪水被害軽減のため
に，DMHは，国，県，地域の当局が洪水予報，洪水警
報を出すため48時間のリードタイムを持って情報を受け
取ることを可能にしており，洪水準備活動において重要
な役割を果たしている。
　現在，ラオス政府は災害管理のための制度の見直しを
行っており，災害管理の枠組みの改善が期待されている。
首都ビエンチャンにおける2008年の洪水は，政府が精力
的な取り組みを行い，住民が積極的に参加し当事者意識
を持つことにより，大規模な洪水管理が実現可能となる
ことを実証した。ビエンチャンの洪水防御のため，副首
相を議長として国家特別委員会を立ち上げ，技術，労働
力投入のためすべての関連省庁が連携した。地域住民，
政府職員，会社員，警察官，軍人やその他の人々は，都
市部を流れるメコン河沿いに土のうを積み，協力して市
を守った。首都ビエンチャンの洪水による被害は深刻な
ものであったにもかかわらず，この出来事は，大気水象
観測所を復旧させ，今後国内全土における水文観測網に
よるカバー率を向上させることにより，洪水予報，警報
システムを改善する必要性への認識を，ラオスの政府機
関内で高めることとなった。




