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2021.3.21 

インド（ウッタラカンド州）          洪水による被害 
 

場 所 

インド・ウッタラカンド（Uttarakhand）州 

死者※ 72 人 チャモリ（Chamoli）地区 

期 間 2021 年 2 月 7 日 

行方不明者※ 132 人 
概 要 

インド北部ヒマラヤ山脈西部のウッタラカンド州チャモリ地区で、地滑りが

原因とみられる洪水が発生、2 つの水力発電所が巻き込まれ、多数の死

者・行方不明者が出た。専門家らは温暖化による氷河融解が進んでいる

と警告している。 

※死者・行方不明者数は 2021 年 3 月 3 日のインド政府内務省発表による
16

 

 
 

 

出典：欧州連合/欧州委員会 

https://www.seattletimes.com/nation-world/deadly-floods-in-india-point-to-a-looming-climate-emergency-in-the-himalayas/  
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災害の要因 

＜要因に関する様々な見解＞ 

 当初、氷河の崩落や氷河湖決壊による洪水とみられていたが、衛星画像リリースや初期調査が進

むにしたがって科学者らの見解が変化した。1, 2 

 3/18 の記事によると、これまでに様々な要因が挙げられており、複数の要因の組み合わせで起こ

ったと考えられ、さらなる原因究明のために徹底的な調査が必要とされるとしている。3 

 
気象と河川水位 

 強い攪乱が 2 月 4 日～6 日にかけて上空にあり、現地で大雨が降った可能性がある。7 
 中央水委員会（CWC）によると、ダウリガンガ川の水位が急激に上がり、2/7 午前 11 時、ジョシ

マス（Joshimath）で 1,388m を記録、2013 年ウッタラカンド洪水時の既往最高水位 1,385.54m を

超えた。4 

 
地滑り/岩滑り 

 2/8、インドリモートセンシング研究所（IIRS：Indian Institute of Remote Sensing=インド宇宙研究

機関（ISRO）の下部組織）は、政府に提出した報告書の中で、標高 5,600m で地滑りが発生し、

新しく降り積もった雪を巻き込んで雪崩となり、洪水が発生したとの見解を示した。5 
 2/15、英国シェフィールド大学副学長（地理学、地球科学）の Dave Petley 博士は、衛星画像から、

大きな岩の塊が崩落し、土石流（debris flow）となって下流に流れたとの見解を示した。（右図参

照）6 

 国際総合山岳開発センター（ICIMOD：International Centre for Integrated Mountain Development＝イ

ンドを含む 8 か国による政府間組織。気候変動がヒマラヤ山脈やヒンドゥークシュ山脈などの氷

河に与える影響について研究している機関）は 3/3 発表の報告書で、チャモリの洪水は氷河湖決

壊ではなく、岩滑り（rockslide）によって生じたとの見解を示した。7 

 
氷河崩落/氷河湖決壊/雪崩 
 初期段階では、氷河の崩落や氷河湖決壊、雪崩が洪水の原因であると言われていた。5, 8, 9, 10 

 
気候変動 
 内外の専門家らは、近年、温暖化でヒマラヤの氷河が急速に融け、洪水を引き起こす恐れを指摘

してきた。現場周辺の氷河に詳しい政府の調査チームに加わる研究者のマニシュ・メータ氏は、

一帯の氷河の面積がこの 30 年で 10％減ったとし、今回の事故に温暖化が影響した可能性を指摘

する。11 

 
急速なインフラ開発 
 NGO のダム・河川・地域住民の南アジア・ネットワーク（South Asia Network on Dams, Rivers and 

People）のヒマンシュ・タッカー氏によると、開発事業や固形・液状廃棄物の投棄、砂と医師の

採掘で河川は危険な状態にあり、この地帯は地盤が緩みがちで次々に水力発電開発を行うのには

適していない、適切な計画立案や環境影響評価、地質調査が行われていないと指摘した。12
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参考：3/3 に発表された国際総合山岳開発センター（ICIMOD）報告書の概要 7 
 

・ チャモリ地区には大きな氷河湖が存在していなかったため、今回の洪水の原因は GLOF（Glacial 
Lake Outburst  

    Flood=氷河湖決壊による洪水）ではない。 

・ 洪水は Ronti ピークのすぐ下で氷と雪を含んだ大規模な岩滑りによって生じた。 
・ 岩の落下エネルギーによって氷が融け、洪水の元となった。これが谷底に堆積した土砂や氷を巻

き込み、川に流入し、激しい洪水となって流下した。 
・ この地域では災害発生の 2～3 日前に強い低気圧による大雨が降っており、それが下流の洪水規模

を増大した。 
・ 山岳地帯における包括的な監視が推奨される。 

・ 洪水経路にあるインフラ、特に水力発電所は洪水被害を増大させる。脆弱な山岳部でのインフラ

開発では、環境などのサステナビリティを考慮する必要がある。 
  
 

被害 

＜被害＞※上記 ICIMOD の報告書も合わせてご参照ください。 
 2/7 午前 10 時ごろ、ウッタラカンド州チャモリ地区のリシガンガ川上流で地滑りが発生。リシガ

ンガ川が増水し、洪水が発生した。リシガンガの小規模水力発電所が流され、さらに下流のダウ

リガンガ川にある建設中のインド国営電力公社（NTPC）の水力発電所が被害を受けた。 

 2/8 のロイター記事によると、NTPC のタポバン・ビシュヌガド（Tapovan-Vishnugad）水力発電所

のトンネルに 30 人ほどの作業員が閉じ込められ、救助作業が行われている。13 

 2/8 時点で死者 18 人、行方不明者 170 人。水力発電所や橋 5 本が流された。14 
 2/11、地質学者らはリシガンガ川の近くで新たな湖が形成されていると発表。さらなる洪水発生

が懸念されている。15 
 2021 年 3 月 3 日のインド内務省の報告書によると、被害状況は以下のとおり。16 

・ ライニ村とラタ（Lata）村、タポバンの NTPC の水力発電所で捜索救助活動が続けられてい

る。 

・ NTPC の発電所のトンネルでは堆積物の撤去作業が続いている。これまでに 202m を掘り進め

た。浸水や漏水で作業が進んでいない。トンネル内に内部通信システムが設置された。 

・ 救助現場とライニ村のコントロール・ルームとの間に衛星通信システムが設置され、河川水

位情報が入手できるようになった。 

・ サイレン付き早期警報システムが設置された。 
・ 医療キャンプと公報センターが稼働中。 

・ リシガンガ川上流に形成された天然ダムでは、河口が広げられ、流量について常に監視して

いる。海軍のダイバーによる深さ計測が行われ、中心部で 46m、流入地点に行くにしたがっ

て徐々に浅くなっていることがわかった。流出量の方が多いため、湖の水位は徐々に低下し

ていっている。 

・ 3/3 時点で死者 72 人、行方不明者 132 人。 
 

 

被災国の対応 

 2/7 の記事によると、被災国の対応は以下のとおり。8 

・ インド－チベット国境警察（ITBP）と地元警察が建設中の発電所付近のトンネルに閉じ込め

られた人々の救助に当たっている。 

・ インド陸軍は、ヘリコプターと兵士 600 人を派遣して、ウッタラカンド州政府、ITBP、州災

害対応部隊（SDRF）および国家災害対応部隊（NDRF）を支援している。 

・ モディ首相は、「状況を常に監視し、国家が支援する」と述べた。 
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 2/7、モディ首相は状況を確認し、遺族 1 世帯につき 20 万ルピー（約 30 万円＊）の見舞金の支給

を発表。17 （＊2021.3.18 12:34UTC のレート） 
 2/8 の記事によると、陸軍は 6 つ部隊を、海軍は 7 つのダイビングチームを現地に派遣した。18 

 2/8、タミルナードゥ州政府は、支援の用意があることを表明。19 
 3 月 3 日のインド内務省の報告書によると、対応状況は以下のとおり。16 

・ チャモリ地区の行政、警察をはじめ、NDRF、SDRF、ITBP、海軍、空軍、州保健局などが救

援活動を実施。 

・ ウッタラカンド州政府は、遺族 1 世帯につき 40 万ルピー（約 60 万円＊）の見舞金の支給を発

表。（＊2021.3.18 12:34UTC のレート） 

・ 中央政府が 24 時間体制で状況を監視。 
・ ライニ村とラタ（Lata）村、タポバンの NTPC の水力発電所で捜索救助活動が続けられてい

る。タポバンの発電所のトンネルでは堆積物の撤去作業が続けられ、これまでに 202m を掘り

進めた。 

・ トンネル内に内部通信システムを設置。 
・ 救助現場とライニ村のコントロール・ルームとの間に衛星通信システムを設置、河川水位情

報が入手できるようになった。 
・ サイレン付き早期警報システムを設置。 

・ 医療キャンプと公報センターを稼働。 
・ リシガンガ川上流に形成された天然ダムについては、河口を広げ、流量について常に監視し

ている。海軍のダイバーによる深さ計測を実施。 

 

 

国際社会の対応 

 人道支援機関やインド赤十字が救済活動に参加した。20 

 日本、フランス、米国などがお見舞いと早期復旧を祈念するメッセージを寄せた。21, 22 
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