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A regional workshop in Montevideo, Uruguay
2017 年 ６ 月 12 日 か ら 16 日 ま
で、気候変動に対応する手段に関す
るワークショップがウルグアイ国
モンテビデオにあるリパブリック
大学（UdelaR）で開催されました。
ICHARM からは山崎専門研究員が小
池センター長に代わり、招待講演者
として出席しました。ワークショッ
プには、ラテンアメリカとカリブ海
地域の大学や研究所から専門家が出
席していました。
このワークショップは、ラテン
アメリカ・カリブ海地域科学局が、
UdelaR の流体力学・環境工学研究
所の協力を得て、南アメリカ諸国の
自然災害対応力の強化を目的とする
プロジェクトの一環で開催したもの
です。ワークショップでは、現在ラ
テンアメリカ・カリブ海地域および
その他の地域で、豪雨や洪水の評価
やシミュレーションに用いられてい
る知見や手段を概観するとともに、
成功例や不足部分を分析し、洪水リ
スク管理強化に及ぼす影響について
も議論しました。
山崎専門研究員は、ICHARM が開
発し、継続的に機能を向上を図って
いる IFAS（総 合 洪 水 解析システ
ム）や RRI（降雨流出氾濫モデル）
を利用した降雨流出・洪水氾濫のシ
ミュレーション、さらに、国土交通
省が想定最大外力を推定するために
新たに開発した方法を紹介しまし
た。ワークショップを通して、ラテ
ンアメリカ・カリブ海地域には、研
修を含めた IFAS や RRI の実装など
ICHARM の知見・技術に対するニー
ズがあることがわかりました。

A regional workshop, “Tools for Managing Hydrological Maximums in a Changing
World,” was convened on June 12-16, 2017, at the Engineering Faculty of the University of the Republic (UdelaR) in Montevideo, Uruguay. Research Specialist Yusuke
Yamazaki participated in this workshop as an invited speaker on behalf of ICHARM
Director Toshio KOIKE along with other participants from universities and institutes
of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Mexico,
Nicaragua, Panama and Peru.
The workshop was organized by the UNESCO Regional Bureau for Science in Latin
America and the Caribbean with the collaboration of the Institute of Fluid Mechanics and Environmental Engineering (IMFIA) of UdelaR in the framework of a project,
“Enhancing Natural HAzards resilience iN South America (ENHANS)”. It aimed at reviewing knowledge and available tools that are currently used in the region for the
assessment and modeling of intense rainfall, as well as flood modeling tools, and
those promoted by other international centers and institutes. It also looked into
good practices and gaps, as well as their impact on the enhancement of flood risk
management.
Yamazaki introduced a modelling approach for rainfall runoff and flood inundation processes using the Integrated Flood Analysis System (IFAS) and the RainfallRunoff-Inundation (RRI) model, which were developed and have been upgraded by
ICHARM. In addition, he also introduced a new methodology that is developed by
the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan for estimating
probable maximum precipitation. Through this workshop, he learned that there are
regional needs for expertise that ICHARM can offer, such as technical support for
the implementation of IFAS and RRI including related training programs.

(Written by Yusuke Yamazaki)

Outreach
ICHARM Open Day 2017 held, inviting local school students
2017 年 4 月 21 日、 つ く ば 科 学
技術週間に開催された土木研究所の
一般公開に合わせ、ICHARM は今年
も「ICHARM Open Day」 を 開 催 し
ました。つくば市の茨城県立竹園高
等学校・茨城県立並木中等教育学校
から 57 名（竹園 40 名、並木 17 名）
の生徒の皆様及び各校先生方合わせ
て 6 名をお招きしました。ICHARM
の博士・修士課程の外国人学生及び
ICHARM スタッフが協力し行うこの
イベントは、講演、発表及び質疑応
答などすべて英語で行っています。
第 1 部は、小池センター長の開
会挨拶の後、博士課程の学生である
Gul Ahamad Ali 氏 に よ る、 水 循 環
のわかりやすい説明や母国パキスタ
ンの水災害や水管理などに関する、
「Water Management and Flood
Disasters in Pakistan」と題した白熱
した講演に、生徒さんたちは熱心に
耳を傾けていました。

The “ICHARM Open Day 2017” was held on April 21. It is organized annually as
part of the open house event of the Public Works Research Institute (PWRI) during
the Tsukuba Science & Technology Week. This year, students studying in ICHARM’s
graduate programs (ICHARM studesnts) and office assistants cooperated to prepare for this event. Local students, 40 from the Ibaraki Prefectural Takezono High
School and 17 from the Ibaraki Prefectural Namiki Secondary School, were invited,
as well as six teachers. The event contained a brief lecture, poster presentations and
Q&A sessions, which were all conducted in English.

Doctoral and Master course students describe their home countries' water-related disaster, climate, culture, etc.
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The open day started with a welcome greeting by Director Toshio Koike. Then, Mr.
Gul Ahamad Ali, a doctoral course student, gave a short lecture entitled “Water
Management and Flood Disasters in Pakistan.” He explained the water cycle, waterrelated disasters and water management in his mother country, Pakistan, in simple
terms for young students. The local students enjoyed this rare opportunity to learn
about water and Pakistan firsthand.
After the lecture, the local students enjoyed the poster presentations prepared by
the ICHARM students from nine countries including Bangladesh, Pakistan, Malawi,
Mozambique, Myanmar, Pakistan, Papua New Guinea, East Timor, and Vietnam.
The local students had a very exciting time communicating everything in English at
each poster presentation.
Afterwards, we collected comments from the local students participated in the
event. Many students found presentations interesting and very easy to understand.
They also mentioned that they had many chances to talk to people in English,
which was good English conversation practice. Other comments refer to international perspectives and additional knowledge about not-so-familiar countries that
were presented by ICHARM students with unique background. The teachers also
told us that they had learned something new. One was impressed with points of
view that the ICHARM students use to analyze an event of natural disaster. Many
were grateful to this kind of opportunity that motivated students to communicate
with others in a foreign language.
The ICHARM Open Day is a unique event to learn water issues in English and has
been fruitful for both the school students and ICHARM. We will continue to hold
this event every spring, hoping that young students will be inspired to become hydrologists in the future.

続いて第 2 部は、ポスターセッ
ションを行いました。バングラディ
シュ、パキスタン、マラウィ、モザ
ンビーク、ミャンマー、パキスタン、
パプアニューギニア、東ティモール、
ベトナムと、９カ国の学生による、
各国の文化紹介から水災害事情にわ
たる説明を、それぞれの国のパネル
の前で聞きました。生徒の皆さんも、
英語を駆使してとても熱心に質問し
たり、コミュニケーションを楽しん
でいました。
参加者にお願いしたアンケート結
果では「どの発表も興味深いもので
した。災害のことについて、とても
よく分かりました。話す機会もたく
さんあったので、自分の会話の勉強
にもなりました。」、「水災害につい
て、日本の中でのことは知っていて
も、国際的に見ると、いろんな視点
があってとても興味深かったです。
水災害だけでなく、その他、国のこ
とについても知ることができて良
かったです。
」という意見を多数い
ただきました。随行された先生から
は「災害とその要因の１つである気
候（気象）についての分析があり、
分析の視点など参考となることが多
く、ためになった。
」
、
「毎年参加さ
せていただき、本校生徒にいい刺激
となっております。英語での質疑応
答をする機会をいただき、ありがと
うございます。
」というお言葉をい
ただきました。
水災害を英語で学ぶこの ICHARM
ならではのイベントは、生徒の皆さ
ん、そして外国人学生の双方にとっ
て、とても有意義な機会となってい
ます。
次世代の水文学研究者及び技術者
を輩出すべく「ICHARM Open Day」
は来年も行う予定です。

Students and ICHARM staff at the entrance hall

(Written by Mikiko Nakamura)

Award
Senior Researcher Yorozuya wins Bureau Director’s Award
The 60th annual conference on technological research for the development of the
Hokkaido region was held on February 13-16, 2017, and presentations were made
on 199 papers, which are classified into seven categories of safety and security,
strategic maintenance and management technology, environment, collaboration
and cooperation, winter, technology in general, and administration. Additional 14
presentations were also made in the category-free session. Those papers were then
evaluated for creativeness, possibilities, applicability, and possible contributions, in
addition to presentation.
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2017 年 2 月 13 日から 16 日にわ
たり、「第 60 回（平成 28 年度）北
海道開発技術研究発表会」が札幌
市にて開催されました。 このうち、
自由課題は 7 カテゴリー（｢安全・
安心｣、｢戦略的維持管理技術｣、｢
環 境 ｣、｢ 連 携・ 協 働 ｣、｢ ふ ゆ ｣、｢
技術一般｣、｢行政一般｣）で 199 論
文、フリーセッションで 14 件の発
表が行われました。 これらの論文

