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1．はじめに
私は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/チーフ
アドバイザーとして、2014年10 
月9日からスリランカ民主社会主義
共和国災害管理省の国家建築研究
所（National Building Research 
Organization【NBRO】）に派遣さ
れていました。2017年3月19日
に任期を終えて帰国しております。
TCLMPは プ ロ ジ ェ ク ト 期 間 が
2018年10月 ま で ま だ1年 以 上
残っていますが、プロジェクトの主
目的であるパイロットサイトでのモ
デル工事（地すべり対策、落石対
策）はほぼ終了しており、1年間の
瑕疵担保期間を残して主な技術移転
は終了しております。また、チーフ
アドバイザーとしての非構造物対策
に関する技術協力も今年2月21日
に行われたとりまとめセミナーまで
の各種セミナー、短期専門家の派

遣、災害対応時のOJTなどに基づ
き、最終的にNBROに対して提言を
行って、概ね技術協力は終了してお
ります。

技術協力プロジェクトに関しては、
●「 スリランカ民主社会主義共和国

土砂災害対策強化プロジェク
ト」、河川、 2015-1月号

●「 スリランカ民主社会主義共和国
土砂災害対策強化プロジェク
ト」、砂防と治水、第223号　
平成27.2.20

●「 スリランカでの土砂災害対策　
JICA土砂災害対策強化プロジェ
クト【TCLMP】」、sabo 
vol.119 冬 2016

●「 スリランカにおける土砂災害に
関 す る 技 術 協 力 プ ロ ジ ェ ク
ト」、土木技術資料、59-5
（2017）

●「 土砂災害対策強化プロジェクト活
動記録 No1-5」JICAスリランカ
事務所HP トピックス＆イベント
情報（https://www.jica.go.jp/
srilanka/office/information/

event/index.html）
スリランカの生活事情に関しては、

●「 スリランカ生活」、砂防と治
水、第228号　平成27.12.20

●「 スリランカ弁当事情」、sabo 
vol.120 2016 Summer

●「 スリランカ外食事情」、sabo 
vol.121 2017 Winter

で既に紹介させて頂いております。
そこで今回は任務を終えて、これ

までに書いていなかったこと、是非
皆様に知ってもらいたいことを書か
せて頂きます。

2．�技術協力における長期間
滞在者の必要性

どこでもそうですが、やはり現地
にいないと分からないことが多いと
思います。長期専門家として2年5
か月と10日間、カウンターパート
機関であるNBROに勤務しました
が、 通 常 時 の 業 務 の 実 施 状 況、
NBRO内部のイベントなど普段から
組織の内部にいないとどのようなこ
とが行われているのか分からないこ
とが多かったと感じています。職員
同士の微妙な人間関係、力関係、誰
が何を一番知っているかなども。常
駐することによりカウンターパート
以外の関連政府組織、例えば気象
局、測量局、財務計画局、NGOな
どとの関係も構築されるとともに、
ドライバー、ワーカー（掃除や力仕
事のための労働者）などからの情報
も秘書を通じで情報収集できまし
た。スリランカの方々は噂話好きな
ので玉石混交状態でしたが。また現
地には同時期に他のJICAの専門家
がおり、定期的にJICAスリランカ
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事務所で専門家が集まり情報交換す
る機会もありました（特に夜の部
で）。そのネットワークから他省庁
の情報を得られることも多くありま
した。私のスリランカ任務中には、
財務省の財務計画局に2名、気象
局、投資促進省に各1名、農業省の
研究所には3名のJICA長期専門家
がおられました。更に滞在1年半を
過 ぎ た 頃、 日 本 人 会 の 中 で 特 に
40代のメンバーを中心に、「40代
の会」という有志で情報交換をする
集まりが出来て、そちらにも参加さ
せて頂きました。このメンバーは民
間企業でスリランカに進出している
企業、大使館職員、JICA関係者な
ど幅広いメンバーで構成されていま
した。様々な方の持っている情報を
共有すると意外な面から突破口が開
けたりすることもありました。やは
り現地に長期間滞在していないと得
られない情報がたくさんあります。

3．�海外進出しようとしている
民間企業等へのお願い

滞在期間中に日本から複数の民間
企業が営業のためNBROに来てい
ました。ほとんどの企業は、パンフ
レットのみの説明、飛込営業など、
必ずしも事前に十分準備がなされて
いるとは言えない企業もありました。
各企業はそれぞれ努力をされている
と思いますが、事前にJICAの在外
事務所、JETRO（日本貿易振興会）
などに連絡を取り、情報収集をある
程度行ってから渡航する、もし長期
専門家等が滞在していたら、その専
門家にコンタクトを取るなど、少し
準備をされた方が良いと思うことも
ありました。事前に連絡してもらえ
ると助かりますが、いきなり訪問さ
れて仲介をお願いされても…。ま
た、できれば製品等の説明をする際
はパンフレットだけではなく、動画
を使った方が良いと思われました。
スリランカでは、パンフレットなど
は正直誰も見ない傾向が有り、動画
で説明して印象を強く与えた方が、
その後必要になった際に思い出して

くれる可能性が高いと思われまし
た。更に言うと、何かサンプルを置
いていく、簡単でもいいので実際に
デモンストレーションを行う、など
ちょっと一工夫があった方が良いか
もしれません。一番良いのはどこか
で小規模でも良いので試験的に施工
をして、制作過程、完成品を見せる
のがBestですが…。

4．�JOCV（青年海外協力隊）
の有効活用

JICAでは民間企業に在職したま
まJOCVとして海外に派遣する「民
間連携ボランティア」という制度が
あります。偶然ですが幸いなことに、
カウンターパートのNBROに日特建
設（株）からJOCVが派遣されてい
ました。同じNBROに派遣されてい
ることもあり、このJOCVと強力な
協力体制が確立できました。長期専
門家の分野以外の情報をJOCVがた
くさん持っていたりその逆も有った
りと、相互に補完しあえたと思いま

す。基本的にJOCVは日本で数か月
間研修所に隔離されて？現地語を習
得しており、更に現地でも1か月程
度ホームステイして現地語に磨きを
かけています。現地語を話せること
で得られる情報も想像以上にありま
す。2016年5月の豪雨災害時に、
災害管理省災害管理センターの
EOC（日本の官邸地下の危機管理セ
ンターに相当する場所）で災害対応
がどのように行われているか見学さ
せてもらいました。当然ですが（？）
普段英語で話してくれる職員も、緊
急時であるため現地語で会話をして
いました。同行してくれたJOCVが
どのような会話をして、何を対応し
ているのか状況を教えてくれまし
た。彼がいなかったら見学に行って
も…。また先述の3.にも関連します
が、民間連携ボランティアとして
JOCVを関連する相手国政府機関に
派遣すると、海外進出の際に事前の
情報収集になります。ある意味相手
国機関の偵察要員（？）という意味

砂防学会国際部会の海外学術調査の様子
（2016年5月発生アラナヤケ災害発生地で撮影）
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で様々な情報を得やすいと思いま
す。海外進出を本気で考えられてい
る企業の方は、是非民間連携ボラン
ティアを派遣することをお勧めし
ます。

また、他のJOCVがNBROのJOCV
を訪ねて来た際、派遣先の様子を聞
くことも出来ました。そのJOCVは
キャンディの近くの市役所に派遣さ
れており、ちょうど市役所の防災体
制・対応がどうなっているのか知り
たかった時に来てくれて、市役所の
実態をじっくり聞くことが出来まし
た。市役所では日本で想像するよう
な防災体制はほとんど取られていな
い（職員数の不足、必要資機材を確
保する予算が無いなどの理由によ
る）ことが分かりました。私の派遣
期間中はスリランカ全土に約70名
のJOCVが派遣されていました。現
在も同程度派遣されていると思いま
す。彼らJOCVが各地で活動する中
で得ている様々な情報は、当人に
とっては重要ではないと思っていて
も、情報が必要な人とのマッチング
が行われると非常に有効活用できる
と思われます。JOCVは貴重な情報
源でした。

5．関連事業の集中実施
現在防災関連で以下のJICA事業

が実施されています（一部終了した

ものも含まれる）。
①  有償資金協力：国道土砂災害対

策事業
主要国道沿いの重要箇所の土砂災

害対策工事の調査から施工までを
実施
②  有償資金協力付帯技術協力：土砂

災害対策強化プロジェクト（長期
専門家常駐）

③  技術協力：気象観測・予測・伝達
能力向上プロジェクト（長期専門
家常駐）
気象局で、気象予報・警報伝達能

力を向上するための技術協力
●  開発計画調査型技術協力：LiDAR

測量プロジェクト（2016年10月
終了）
測量局で、LiDAR測量を実施し、

数値標高モデル（DEM）作成方法
を技術移転
④  中小企業海外展開支援事業 案件

化調査：（株）オサシテクノス（普
及実証事業でも採択済）
日本の地すべり遠隔監視システム

を普及するための調査
⑤  中小企業海外展開支援事業 普及

実証事業：小岩金網（株）
斜面防災技術（ユニット式金網型

枠による吹付法枠工）の普及のため
の試験施工
⑥  中小企業海外展開支援事業 案件

化調査：原工業（株）

環境保全型斜面防災技術（連続繊
維複合補強土工）を普及するための
調査

同時期に複数の防災関連事業が
実施されていたため、お互いの情報
を交換ができるとともに、防災分野
のみならず多方面での豊富な情報
が得られました。必ずしも業務に
直結する情報だけではありませんで
したが、他のプロジェクトで訪問し
た先の行政組織関連情報、民間企
業の動向など幅広い分野での情報
がもたらされ、その結果として技
術協力プロジェクト推進の参考に
なりました。

また、TCLMPでは当初キャンディ
のパイロットサイトの工事として法
枠工によるがけ崩れ対策工事を予定
しておりました。残念なことに、プ
ロジェクトを開始して現地調査・施
工環境を調査していくと、日本で行
われている法枠工事がこれまで行わ
れたことが無く、スリランカでは材
料が入手困難であり、もし施工する
のであれば日本から専門業者を呼ば
ないとできないことが判明しました。
JICA本部も含めNBROとも協議を
重ねた結果、当初スリランカ政府と
合意された範囲内の技術協力プロ
ジェクトとしては日本の法枠工によ
る対策を行わないことになりました。
しかし上述の⑤の普及実証事業によ

普通は行けないヌワラエリアの紅茶プランテーションの奥地からの茶畑と貯水池
（2015年9月のコトマレ災害現地調査時に撮影）
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り、キャンディのパイロットサイト
の対策工事の一部を日本の法枠工で
試験施工することになりました。技
術協力プロジェクトでできなかった
ことをJICAの別事業で補完するこ
ととなりました。チームジャパンで
タイミングよく連携して頂きました。

6．�スリランカでの今後の土
砂災害に関する技術協力
の有効性

NBROに勤務している間に地すべ
り観測機器と伝送システム、解析用
機器など地すべり観測システム全体
のパッケージについて、インドの民
間企業が説明会を行って売り込みに
来ていました。また、斜面対策工事
のワイヤーなどの材料の売り込みに
イタリアの民間企業が説明に来てお
り、スリランカに営業所を設置しよ
うと動いているようでした。土砂災
害対策のパーツや観測機器などの部
材・一部の機器の売り込みはありま
した。

一方、土砂災害対策施設の施工
（構造物）に関しては、World Bank
が資金協力を行い、スリランカの学
校裏のがけ崩れ対策を約20か所
行っています。但し、資金協力のみ
でスリランカで一般的に行われてい
る工法を実施しており、新たな技術
の導入をしているわけではありませ

ん。このWBの資金協力以外で、他
国からの土砂災害対策に関する協力
は行われていないようです。JICAの
有償資金協力の国道土砂災害対策事
業と本技術協力プロジェクトが、ス
リランカ国外の技術を利用して施工
を行っている数少ない事業です。施
工に関しては、今後も日本の技術が
リードしていくことが期待されてい
ます。

7．�たくさんの方々にお世話
になりました

プロジェクト実施に伴って、短期
専門家、セミナーでの基調講演、リ
モートセンシングセミナーの実施
などで、多くの方々にスリランカに
来て頂き、活躍して頂きました。
プロジェクト以外でも、砂防学会
国 際部会が海外学術調査として
2016年5月に発生したアラナヤケ
災害地などを現地調査して頂きまし
た。立山砂防女性サロンの会の海外
研修の一環としてアラナヤケ災害地
も視察して頂いております。現地で
説明をさせて頂きましたが、様々な
視点からいろいろな質問を頂き、説
明している方も参考になりました。
また、2015年と2016年にそれぞ
れ1名、JICA新人職員の海外OJT
研修の一環で、技術協力事業の専門
家やカウンターパートの業務を学ぶ

ため、約2週間一緒に仕事をして業
務の補助をして頂いています。更に
2016年 に はJICAの イ ン タ ー ン
シッププログラムとして、東京大学
大学院生が約3週間プロジェクト活
動のアシストをしてくれました。た
くさんの方々にお世話になりながら、
プロジェクトの担当任務を実行でき
たと思っています。

8．最後に
スリランカから帰任する際は、手

続きや準備の多忙さに紛れて思いま
せんでしたが、日本に帰ってきてし
ばらく経って改めて振り返ってみる
と、いろいろなことが有ったと思っ
ています。災害対応だけではなく生
活面でも。スリランカは仏教国であ
ることもあり、日本人としても文化
的な面でそれほど違和感なくなじむ
ことができたと思っております。更
に日本に対しても親近感を持って頂
いており、楽しくスリランカ生活を
送ることができました。生涯に一度
は海外で生活をしてみたいと思って
いましたが、念願かなってスリラン
カに派遣して頂いて感謝しておりま
す。あまりにも良い国であったため、
もう他の国には長期専門家としては
行けないとも思っています。最後に、
お世話になった皆様にこの場をお借
りして厚く御礼申し上げます。

NBROの土砂災害対策強化プロジェクトの執務室の様子
（第3回短期専門家の訪問時に撮影）
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