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１．はじめに

　当センター理事長 池谷 浩が、砂防学会誌と小誌『SABO』にそ
れぞれ「乾燥地砂防の提案－ヨルダン国を例にして－」（Vol.60，
No.4，2007）、「中東の国 ヨルダンと砂防－乾燥地砂防の創設に
むけて－」（Vol.91，2007）と題して、中東ヨルダン国図-1を例に“乾
燥地砂防”のあり方について提案している。
　乾燥地砂防とは、図-2に示すような降雨が少ない地域で特徴的
に顕在化している防災、環境、水資源、土地資源に関する諸課題
を解決し、当該地域における土砂災害を防止するとともに、少な
い量と機会の雨水を有効に活用することを基本理念としている。
　筆者らは、国際協力機構JICAの要請により、日本の砂防技術
の紹介（セミナー）、モデルサイトの現地調査と課題把握、現地
調査結果に基づく対策案の提案（ワークショップ）、ヨルダン国
乾燥地砂防プロジェクトのPlan of Operation（案）の作成・調整
を目的に2008年2日～15日の二週間にわたってヨルダン国に派
遣された。
　ヨルダン国の概況と乾燥地砂防の概念については、上述した
池谷理事長の2論文に委ねるものとして、ここでは派遣概要、セ
ミナー・ワークショップの開催概要、現地調査結果とそれに基
づく詳細なヨルダンの現状と課題、ヨルダン国における乾燥地
砂防の考え方について報告する。

２　短期専門家チーム構成とスケジュール

　短期専門家チームは、国土交通省国土技術政策総合研究所 
古賀省三 危機管理研究センター長（現当センター砂防部長）を
団長とし、国土交通省砂防部 國友 優 企画専門官、同 赤沼 隼
一 富士川砂防事務所調査課長、東京農工大学 石川芳治 教授、
筆者の5名で構成された。現地ではJICAヨルダン事務所の牛木
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図-2 乾燥地砂防における課題

図-1 ヨルダン国とモデルサイトの位置
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久雄長期専門家、Hani H.ALKURDI所員、奥村真紀子所員が
サポートして下さった。表-1に活動スケジュールを示す。なお、
主要機関の略称と名称は以下の通りである。＊MWI（Ministry 
of Water and Irrigation）：水灌漑省、＊JVA（Jordan Valley 
Authority）：ヨルダン渓谷公社（MWI内組織）、＊Ministry of 
Planning and International Corporation：計画国際協力省、＊ 
CDD（Civil Defense Department）：防災局、＊ASEZA（Aqaba 
Special Economic Zone Authority）：アカバ特別経済区機構

３　セミナー・ワークショップの概要

■セミナー：2月5日
　セミナーは首都アンマン市内のホテルケンピンスキーで開催
された。MWI、JVA、計画国際協力省、CDD、ヨルダン大学な
どから約30名が参加し、日本側から地すべり対策、砂防計画、土
石流対策計画・施設計画について紹介し、ヨルダン側から活発
な質問や意見があった。
■ワークショップ：2月10日
　ワークショップはWadi Zarqa Ma’inにあるホテルジャ
ンナで開催された。ホテル、JVA、CDDから5名が参加し、
ホテル側からはホテル周辺地域を襲った崩落・洪水・土砂
災害が紹介され、日本側からは國友専門家が警戒避難、ハザ
ードマップの概要、日本の土砂災害防止法（警戒区域／特別
警戒区域）などについて紹介し、当該地域の土砂災害対策の
あり方について議論した。
■ワークショップ：2月12日～13日
　ワークショップはアンマン市内のJVAダム局で開催され
た。MWI、JVA、計画国際協力省、CDD、農業省、王立地
理センターなどから約20名が参加し、日本側は現地調査に
基づくヨルダン国における現状の課題に対する解決策や乾
燥地砂防に対する提案を行った。ヨルダン側からは各関係
機関の紹介、過去に発生した土砂災害、現在取り組んでいる
土砂災害対策などについて紹介された。また、日本側からは
Plan of Operation（案）の提案を行い、今後3カ年の計画に
ついてヨルダン側と活発に議論した写真-1。

２月２日（土） 成田発

２月３日（日）
Amman,JORDAN着
JICAヨルダン事務所打合せ、日本大使館加藤大
使表敬訪問

２月４日（月）
JVA表敬訪問・C/P打合せ
MWI，計画国際協力省，CDD表敬訪問

２月５日（火） ワークショップ

２月６日（水） Wadi Mujib現地調査

２月７日（木）
Wadi Mujib，Wadi Yutum現地調査
ASEZA表敬訪問

２月８日（金） Wadi Yutum現地調査

２月９日（土） ワークショップ資料作成

２月10日（日）
ワークショップ：
Wadi Zarqa Ma’in現地調査

２月11日（月） ワークショップ資料作成

２月12日（火） ワークショップ

２月13日（水）
ワークショップ
PO（Plan of Operation）調整会議

２月14日（木） Wadi Ziqlab現地調査

２月15日（金）

JICAヨルダン事務所任務完了報告，日本大使
館加藤大使表敬訪問（任務完了報告）、JVA・
MWI表敬訪問・任務完了報告
Amman、JORDAN発

２月16日（土） 成田着

表-2 活動スケジュール

写真-1 ワークショプの開催状況

写真-2 Mujib Dam湖岸の崩壊の状況
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去に度々フラッシュ・フラッドや土石流が発生してお
り、2006年2月2日に大規模な洪水が発生して死者7名
を含む甚大な被害が発生している。アカバ特別経済区
には王宮をはじめ、ヨルダン屈指の商業区域であるこ
とを重視し、ASEZAが土砂災害・洪水災害を防ぐため
の大規模な流路工計画を検討している。流路工はWadi 
Yutumの扇頂部からアカバ特別経済区を大きく迂回す
る法線となっているが、流路工の上流端には何も設置さ
れていないため、流路工上流端に遊砂地を配置するこ
とを提案した。また、扇状地の上流河道と土砂生産源
には砂防えん堤を配置することを提案した。
⑤Wadi Zarqa Main

　Wadi Zarqa Ma’inは脆弱な地質構造のために荒廃
が著しいこと、急峻な地形を呈していることから古くか
ら土砂生産（岩盤崩落など）・流出が活発であり、ジャ
ンナホテル周辺地域は幾度となく被災している。近年
では2006年4月2日に突発的な集中豪雨によって発生
したフラッシュ・フラッドにより観光客が2名犠牲とな
っている。このためホテルの安全確保、警戒避難体制
の確立が必要と考えられる。

５　ヨルダン国に　　　　　　　　　　　　おける乾燥地砂防の考え方

　現地調査の結果に基づき、ヨルダンにおける現状の課
題を以下のように整理した。
▶ ヨルダン渓谷が大地溝帯であり、当該エリアには粘土
鉱物を大量に含む泥灰岩質の石灰岩、頁岩等の堆積
岩が広く分布している。こうした地質条件に加えて
風食による地表の粗粒化・固化（Desert Pavement）
が進んでいることから浸透能が小さい。
▶ 乾期が長く年間降水量が数100mm程度と少ない一
方で，雨期には短時間に集中的に降雨があり、20～

４　ヨルダンの現状と課題

　ヨルダン側から候補として挙がっていたモデルサイト
を対象に現地調査を行い、詳細な各サイトの現状と課
題について調査、乾燥地砂防の対策メニュー等につい
て提案した。以下に各サイトの状況を示す。
①Wadi Mujib写真-2（前ページ）
　ヨルダン随一の貯水ダムであるMujib Dam上流湛水
域には地すべり地形が多く見られ、一部は湛水域に流入
している。また、wadi（涸れ川）からの土砂流入や岩盤
崩落も多発しており、湛水域周辺範囲には多量の土砂
生産源が分布している。Mujib Damでは1直接的な地
すべり対策、2ダム堆砂対策により貴重な貯水容量の
阻害防止と、上流域高原地域における土壌浸食・流出
防止を図る構造物の整備が考えられる。
②Wadi Ziqlab写真-3

　Shar Hadil Dam施工時の骨材掘削跡地が荒廃し、土
砂の流出による農業地域への影響、環境の悪化が懸念
されていた。2005年にJICAが開発調査を行い、JVA、
NGO組 織FoEME（Friend of the Earth for Middle 
East）、青年海外協力隊，地域住民が連携して植生の回
復などの環境保全に取り組んでいる。現在はダム湖沿
岸から100mの範囲を環境保全エリアとしてエコパーク
の創出を目指している。Wadi Ziqlabでは砂防山腹をベ
ースとした植生回復の指導・補助を行うことが必要と
考えられる。
③Wadi Hassa

　農耕地内を流れるWadi Hassaの渓岸侵食が著しいた
め、農耕地面積の縮小とともに、そこから生産された土
砂が下流に流出して河積阻害を引き起こし洪水氾濫の
原因になっており、渓岸侵食の防止が必要と考えられる。
④Wadi Yutum写真-4

　アカバ特別経済区に流入するWadi Yutumでは、過

写真-3 Wadi Ziqlabの状況　周辺の山腹工とモデルサイトの状況 写真-4上流域の土砂生産・流出状況
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30mm/hr程度の降雨によって表面流が発生し、丘陵
地全体でSheet flowが発生することもある。こうした
表面流が集まって突発的なフラッシュ・フラッドな
どによる土砂災害が発生する。ただし、ピーク流量は
大きいが、洪水継続時間は比較的短い傾向がある。
▶ 雨期に流出する大量の水と土壌を捕捉・貯留する施
設が少ないために、未利用のまま水や土壌となるべき
土砂が死海や紅海などに流出してしまう。
▶ 常時流水がなく、河床を含む流域内に不安定な土砂
が多く存在する。この土砂が豪雨時に一気に流出す
るために、土砂災害となる。
▶ 土砂流出の頻度が小さいため、土砂災害に対する防
災意識が低い。
▶ 降雨時の表面侵食による生産土砂が、既設の貯水ダ
ムに流入するため、貯水機能への影響（ダム堆砂・ダ
ムの寿命短縮）が大きく、また、農地等での土壌浸食・
流出が多く、社会環境への影響が大きい。
▶ 乱伐、過放牧（羊など）や降水量が少ないために植生
が少なく、裸地が多いために表面侵食が著しい上、降
雨浸透による水源涵養機能が低いために降雨流出時
間が速くなるとともに、自然環境（生態系）が悪化す
る傾向がある。
　このような乾燥地の特性と課題を踏まえ、ヨルダン国
における乾燥地砂防の基本的な考え方について以下の
ように提案した。
①  降雨等に伴うフラッシュ・フラッドなどによる土砂

災害の防止

② 砂防対策による表面侵食防止と環境保全

③  副次的な水源設備の機能維持と砂防対策による水源

の確保・促進 

　流域全体の土砂処理の考え方としては、上流から1
表面侵食・土壌流出の防止／水源涵養の促進、2表面
侵食・ガリー侵食の防止／緑化による水源涵養の促進、
3土砂生産・流出の抑制／流出土砂の一時貯留・除石、
4導流・流向制御／ハザードマップの作成と土地利用
規制を提案した。
　プロジェクトの第一段階となる基礎調査として、過
去の土砂災害・関連プロジェクト・降雨流量・地形地
質データ・航空写真／衛星画像等の収集分析を行った
上で進めることとした。
①については、土砂処理計画の検討、ヨルダンの伝統工
法を活用した独自の構造物の設計・施工、砂防ソイル

セメントの活用といった現状の施設の改良を対策メニ
ューとして挙げた。同様に警戒避難に関しては数値シ
ミュレーション等による氾濫範囲の検討、それに基づく
ハザードマップの作成、土地利用規制、防災意識の向上
を図るものとした。
②については、低ダム（Terrace Dike）・山腹工（Contour 
trench；等高線濠法）・すき入れ方向の改善による表面
侵食防止を図るとともに、低ダムと山腹工の施工後の植
生回復を促進して環境保全を図るものとした。
③については、Mujib Damなどにおける貯水池上流砂
防計画として地すべり対策・土砂生産流入抑制・浚渫
／除石の検討。砂防設備については水抜き孔を設置し
ない、あるいは現在の空石積み構造を補強して湛水を促
すような構造とする、Contour trenchの施工により水源
涵養機能の向上、ヨルダンの伝統工法であるB’ir（ビ
イル；小型の地下水槽）をネットワーク化した水源涵養
機能の向上を図るものとした。

６　おわりに

　今回の派遣では、乾燥地砂防プロジェクトの先遣隊と
してヨルダン国における現状と特性把握、ヨルダン側の
窓口となるJVAとの調整、今後のプロジェクトの進め方
を議論してきた。自分自身も、ヨルダンという国がイス
ラエル、シリア、イラクに面しているということもあっ
てかなり危険な地域だと誤解していたが、実際には想像
していたよりも安全であったし、ヨルダン人は極めて勤
勉かつ親切で、タイトなスケジュールではあったが、非
常に快適な二週間を過ごすことができた。本プロジェク
トに対しては、主担当となるJVAのDr.Suhail Wahsheh
氏とJICA牛木専門家の両氏の熱意はなみなみならぬも
のを感じ、短期専門家としては両氏の期待に応えつつ、
ヨルダン国における乾燥地砂防プロジェクトが成功す
るための一助になればと強く思った次第である。最後に
現地でサポートして下さったJICAヨルダン事務所の佐
藤所長，牛木専門家をはじめとするJICA所員の方々に
厚く御礼を申し上げます。
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