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1. はじめに
　私は現在JICA（独立行政法人国際協力機構）の「土砂
災害対策強化プロジェクト: Technical Cooperation for 
Landslide Mitigation Project 【TCLMP】」の長期専門
家として、2014年10月9日から、スリランカ民主社会主義
共和国（以下「スリランカ」）災害管理省の国家建築研究所
（National Building Research Organization【NBRO】）
にプロジェクトのチーフアドバイザー【CA】として派遣さ
れています（Cabin Attendantではありません：念のため）。
　10月９日は 私の ○歳の誕 生日でした。 しかも、
TCLMPプロジェクトの開始日でもありました（長期専門
家のスリランカ国到着日がプロジェクト開始日とされてい
たため）。プロジェクト開始の１年目は、パイロットサイト
４ヶ所の調査設計と工事のための契約手続きが主な業
務でした。現在プロジェクトがスタートしてから１年を経
過し、これらの業務がほぼ終了しています。今後はスリ
ランカの建設業者がパイロットサイトの工事を実施し、プ
ロジェクトのコンサルタントチームがNBROの施工管理に
対して技術協力を行うことと、同時並行で長期及び短期
専門家が土地利用規制、警戒避難などのソフト対策の技
術協力を行うことが主な業務となっています。パイロット
サイトの調査設計が終了したこともあり、今回プロジェク

トの成果について、この場を借りて報告させて頂きます。
なお、TCLMPに関しては、JICAスリランカ事務所のHP
（http://www.jica.go.jp/srilanka/office/）に各種情報を
掲載させて頂いております。そちらも参照して頂ければ
幸いです。

2. TCLMPプロジェクトの概要
　NBROは、災害管理省（Ministry of Disaster Management）
に所属する組織です。国家建築研究所というと、皆さん
は日本の国立研究開発法人建築研究所のように思われ
るかもしれません。NBRO設立の経緯を少し説明する
と、1984年に「Building Research Institute」 と「Soil 
Testing Laboratory」が合併してNBROが設立されま
した。この頃は建築物と土質地質試験がメインの組織
だったようです。しかし地すべり災害に対する調査の必
要性を政府が認識したこともあり、1986年から地すべ
り災害調査をNBROが行うことになりました。その後、
1990年から地すべりハザードマップを作成するプロジェ
クトがUNDPの支援により開始され、現在では地すべり
対策（ソフト対策から設計・施工までの幅広い分野）が
研究所のメインの業務となっています。NBROは７つの
部（Division）で構成されていますが、TCLMPのカウン
ターパートである地すべり調査危機管理部：Landslide 
Research & Risk Management Division【LRRMD】は
職員数が約90名で、NBRO全職員数約250名の約35％
を占める部であることからも業務の重点が置かれている
ことが分かると思います。１年ちょっとNBROに在籍して
いて思うのは、日本に例えると、建築研究所と国土技術
政策総合研究所・土木研究所の防災部門が合わさった
ような組織というと分かりやすいかもしれません。ただ
し、以前から半官半民的な組織であり、現在も業務の
一部を政府機関で日本の国土交通省道路局に相当する
道 路開発公社（Road Development Authority：RDA）
や民間企業から請け負うなど、ある程度独立採算的な
業務を行っており、強いて言うなら日本の財団法人的な
組織といえるかもしれません。NBROの「Organization」
と上記のRDAの「Authority」は、どちらも準公的機関
であることを示していると、つい最近知りました。
　さて、本題のTCLMP（技プロ）についてですが、プロ
ジェクトは、地すべり・がけ崩れ・落石を対象として、４
ヶ所のパイロットサイトの調査・設計・施工管理等のハー
ド対策と、警戒避難・土地利用規制等のソフト対策の能
力向上を図ることを目的としています。プロジェクト期間
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予定です。

3. 調査設計結果
①キャンディ県看護学校隣接地──がけ崩れ対策 図-1

　崖の中腹を切土して、そこに建物を作った箇所です。

は３年間の予定ですが進捗に応じて延長もあり得ます。
JICA長期専門家・チーフアドバイザーとしてNBROに私
が一人常駐し、その他に業務を受注した日本のコンサル
タント（㈱地球システム科学と日本工営㈱のJV）がコンサ
ルタントチームとしてプロジェクト期間に適宜スリランカ
で活動するタイプの技術協力を行っています。JICAでは
ハイブリッド型技術協力と呼ばれています。コンサルタン
トチームのメンバーは、チームリーダーの下に土砂災害解
析、地すべり・落石・斜面崩壊対策（設計・施工監理）、
モニタリング機器・地質・ボーリング技術、地すべり対策
（リスク評価）、地形解析、調達・入札評価、非構造物
対策の担当が配置されています。
　工事を通じて技術協力をするためのパイロットサイトは
以下です。
① キャンディ（Kandy）県　看護学校隣接地のがけ崩れ対策

②マータレー（Matale）県　Alagumal地区の落石対策

③バドゥッラ（Badulla）県　Badulusirigama地区の地すべ

り対策

④ヌワラエリア（Nuwara Eliya）県　Udamadura地区

の大規模地すべり対策

　①がけ崩れ対策、②落石対策、③地すべり対策につ
いては、日本では都道府県が施工する規模のサイトです。
一方④の大規模地すべり対策については、日本でいう直
轄地すべりに相当する規模の地すべりです。残念ながら
土石流対策の箇所はモデルサイトとなっていませんが、
一通り土砂災害についての網羅的な技術協力が行われる

図-1 キャンディ県看護学校隣接地──がけ崩れ対策

写真-1 スリランカ式法枠工 Photos from LDPP Oriental Consultants

配筋とソイルネイリング実施状況

吹付（乾式）実施状況

縦断図

平面図
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せざるを得ませんでした。
　また設計の段階で、用地を削り対策施工のために斜面
を少し緩勾配にする案を提示したところ、かなりの抵抗
がありました。どうやらキャンディは山岳地に発達した地
域であり人口過密で土地価格が高く土地を削ることに抵
抗があるのと、土地所有権者が多岐にわたるため（看護
学校の保健省、道路のRDA、個人等 ）々、NBROからは
「１inch」も削れないとの要求もありました。当然事前調
査の段階では知るすべもなくというところです。やはり現
場に入ってみないと分かりません。
　このため、結果的にTCLMPでのキャンディ県のパイロ
ットサイトの施工は断念することになりました。TCLMP
としては設計までで終了となります。

②マータレー県Alagumale地区──落石対策 図-2

　図ではよく分からないかもしれませんが、立木のある
急斜面の途中が少し緩勾配になっていて、その緩勾配の
下の斜面に人家が点在している箇所です。こちらについ
ては、事前調査結果通りの対策工となり、斜面中腹の
緩勾配の部分に落石を補足するための土堰堤を設置する
計画となりました。
　NBROでも落石対策について研究をしている職員が数
名いますが、TCLMPチームが設計時に行った落石のシ
ミュレーションの手法については、これまで経験したこと
が無かったようで、かなり質問・ディスカッションがあり

図の「日」を横にした建物が看護学校で、その上下斜面
が30度以上の急勾配になっています。日本でいうと、通
常の急傾斜地崩壊対策事業を行うべき箇所です。設計
の結果、基本的には法枠工（フリーフレーム）を施工しま
すが、場所によってアンカー工あるいはロックボルト工を
設置する計画です。
　設計をしていく段階で最も困難だったサイトです（本当
に大変でした？）。プロジェクトスタートから、日本の法
枠工（フリーフレーム）に類似する工法の設計施工実績が
スリランカにあるものとプロジェクトメンバーは思っていま
した。しかしスリランカでいろいろ調べていくうちに、ど
うやら日本式法枠工（メンバーの中では、スリランカ式と
区別するために敢えてこのように呼んでいます）は、日本
から資機材・技術者を連れてこないとできないことが判
明しました。スリランカでも法枠工のような工法は存在し
ます（スリランカ式法枠と我々は呼んでいます）。語弊を
恐れずに簡単に説明すると、斜面を格子状に彫り込んで、
その交点にソイルネイル（ロックボルト）を設置し、そのア
ンカーヘッドを２本の鉄筋で繋ぎ、乾式吹付を行ったも
のがスリランカ式法枠です 写真-1

　見た目は日本式とそれほど違いがないようにも見えま
すが、日本式ほど強度を持っていません。また、施工時
の不確実性もそれほど考慮されていないようですので、
JICAが施工主となるパイロットサイトの工事で不確実性
の高いスリランカ式法枠を施工することは最終的に断念

図-2 マータレー県Alagumal地区──落石対策
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時の地すべり変動が観測されており、地すべり変動状況・
発生メカニズムについては引き続き継続的に監視してい
く必要があると考えています。
　大学側も地すべり対策の必要性・重要性を認識してお
り、地すべり頭部に大学自ら現場打ち水路工を設置した
り、現地での調査に学生を参加させたりしているほど熱
心です。プロジェクトメンバーがボーリング調査のために
長期間滞在することになった際は、大学のゲストルーム
を安く貸してくれるなど大変お世話になっています。
　このサイトと次のヌワラエリアのサイトで水路工が計画
されていますが、水路工は基本的には現場打ちでの施
工となります。スリランカでの現場作業の労働員の日当
はRs1,000程度（日本円で1,100円ぐらい）。現場打ちだと
施工日数が予想以上にかかるためか、ある程度景気対
策になっているとも考えられます。しかしスリランカの工
事は結構のんびりしており、シャキシャキ施工している雰
囲気はないようです。工事の工期はあるが結構遅れるこ
とが多いと聞いています。地すべり対策のための水路工
であるため、コルゲート管を使えば施工も容易なのと、
工期の短縮にもなると思い、日本からコルゲート管を輸
入して使えないかプロジェクトで検討しました。残念なが
ら輸入をしてくれる会社をスリランカで見つけることがで
きず断念せざるを得ませんでした。コルゲート管の見本
を日本から持って来てもらってNBROの幹部に見せたと
ころ反応は良好でしたが、コンクリートでないと（強化プ

ました。プロジェクトでは丁寧に説明を行ってはいますが、
残念ながらNBRO職員がいくら優秀であってもすべてを
吸収し自ら設計ができるところまでには至っていません。
今後モデルサイトの施工を行っていく段階でも引き続き
NBROが技術を吸収できるよう丁寧な説明・ディスカッシ
ョンを行っていく必要があると考えています。

③バドゥッラ県Badulusirigama地区

　──地すべり対策 図-3

　Uva Wellassa 大学の南西側の敷地を中心に地すべり
が発生しており、地すべり末端の人家は過去から被災し
ている箇所です。メインの地すべりブロックの上に付随す
るブロックが複数見られる地すべりです。設計に関して
は事前調査通り、抑制工による地すべり対策（横ボーリ
ング工、水路工など）を行う計画となりました。また、地
すべり観測も行っており、地盤伸縮計、孔内傾斜計、パ
イプ歪計、地下水位計を2014年12月から順次設置して
観測を行っています。孔内傾斜計及びパイプ歪計の観測
結果からは、すべり面の深さが特定できています。地す
べり現象としては、特に地すべりの上部ブロックで小規
模な地すべりブロックの活動が顕著に表れています。一
方下部の大きなブロックは、現地調査を行った範囲では、
過去の顕著な地すべり変動の痕跡（段差地形など）が残
り、今後も豪雨による地すべり変動の活発化が懸念され
ます。今のところ、上部ブロック、下部ブロックとも豪雨

図-3 バドゥッラ県Badulusirigama地区──地すべり対策
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ブロックに対してのみ対策工を行う計画となりました。下
部ブロック下の不明瞭な地すべり影響範囲の下に「寺院」
がある小丘があります。その寺院は古くからあるようで、
どうやらその部分がボトルネックになってある程度地すべ
り活動を規制していると推定されます。
　このサイトはヌワラエリアの中心部から車で約１時間半
であり、これまで何度か現場に行っていますが、半分ぐ
らいは雨が降っていました。ヌワラエリアの中心部の標
高は1,800ｍぐらいで、サイトは約1,000ｍ。それでも雨
にぬれると結構寒かった思い出があります。

４. 最後に
　海外での仕事ですので、いろいろなことが起きるだろ
うと思っていました（特に生活面で）。日本では経験でき
ないことを経験させてもらっています。最近は日本のや
り方がかなり特殊というか追及しているレベルがかなり
高いものだと感じてきています（ガラパゴスと言われて久
しいのですが）。相手国にもそれまで積み重ねてきた文
化・習慣があるのと、その長所もあると思っています。
お互いの良いところを取り入れ、少しでもWin-Winの関係
になれるよう、引き続き微力ながら協力させて頂きたい
と思っています。

ラスチックだと）、誰かが来て壊さないか？ 後で水路を
横に接続する場合繋げないのではないか？ と心配して
いました。逆に考えると、誰かが来て壊す可能性が高い、
後から変更して水路などを付け足すことが多いのではな
いかとも思いました。

④ヌワラエリア県Udamadura地区

　──大規模地すべり対策 図-4

　幅500ｍ程度、長さ1ｋｍ程度で、大きなブロックが上
下に２つ繋がっており、下のブロックの中の小ブロックが
比較的活発に動いている地すべりです。大きな２つのブ
ロックは地形からある程度その範囲を確定できますが、
下部ブロックの末端は農地として土地利用していることも
あり不明瞭です（下部ブロックの末端の線を入れている
が、その下に不明瞭な部分として地すべりの影響範囲を
推定している）。地すべり観測も行っており、地盤伸縮計、
孔内傾斜計、パイプ歪計、地下水位計を2015年６月か
ら順次設置して観測を行っています。ただし現時点では
顕著な動きはみられていません。設計に関しては事前調
査通り、抑制工による地すべり対策（横ボーリング工、
水路工、水路の末端に谷止工など）を行う計画となりま
した。地すべり全体の活動がまだ十分に確認できないこ
と、現在比較的動きが顕著であるのが下部ブロックの下
の小ブロックであることから、地すべり下部ブロックの小

図-4 ヌワラエリア県Udamadura地区──大規模地すべり対策
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