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スリランカにおける降雨による高速長距離土砂流動災害の早期警戒技術の開発
Development of early warning technology of rain-induced rapid and long-travelling landslides in Sri Lanka

◆ 第 5 回斜面防災世界フォーラム(WLF5)
2021 年 11 月 3 日-6 日
2020年11月から1年延期されていた第5回斜面防災
世界フォーラム（the 5th World Landslide Forum,
WLF5)が、京都国際会館において、ハイブリッド形
式（onsite, online, pre-recorded）で開催されました。

Risk Reduction in Sri Lanka (略称：Project SABO)"の
関係者にもご参加いただきました。話し合われた
内容は下記の通りです。
(1) コロナ感染症の蔓延下でも、第 1 回 JCC 会合
以降、各メンバーは可能な限り研究を進めてきた。
しかし、(2)まだ開始できていない研究項目がある。
特に (i) 2 つの調査対象地である Athwelthota と
Aranayake で不安定土塊の観測が開始できていな
いこと (ii) リスクコミュニケーションと住民教
育のための現地調査が始められていないことへの
対応が議論された。その結果 (3) JICAMission とし
ての正式ビザ発給までに約 2､3 か月かかることを
考慮し、関係するメンバーは、5 月のモンスーン期
と、4 月中旬に開催されるシンハラ及びタミール
の新年の祭典を避け、3 月及び 4 月に現地に赴く
ことを決定しました。
WLF5 SATREPS RRLL session
2021 年 11 月 6 日

集合写真
SATREPSの研究メンバーは、個人の発表だけでな
く、11月4日の第2回Joint Coordination Committee
(JCC会議)、11月6日のSATREPS RRLL sessionに参
加しました。
第 2 回オンライン Joint Coordination Committee
(JCC) meeting
2021 年 11 月 4 日
第 2 回 JCC 会合が、11 月 4 日に開催されました。
スリランカ側のリーダーである National Building
Research Organization (NBRO) の Dr. Asiri
Karunawardena 所長が議長を務め、第 1 回 JCC 会
合 で 承 認 さ れ た 新 メ ン バ ー Central Engineering
Consultancy Bureau (CECB)の職員及びモラツワ大
学、ペラデニア大学の教員にも参加いただきまし
た。また、先行して進められていた JICA 技術協力
プロジェクト "Project for Capacity Strengthening of
Development on Non-structural Measures for Landslide

Project RRLLは、高速長距離土砂流動の早期予測と
いう開発目標を掲げていて、地すべり全般のソフ
ト対応技術を実装するJICAの技術協力プロジェク
トProject SABOと補完しあう関係にあります。
SATREPSセッションにはSATREPSメンバーばか
りでなく、Project SABOのメンバーの発表を聴講し、
それぞれの活動の成果を共有する機会でもありま
した。以下が、開催されたセッションのプログラ
ムです。
Convener: Kazuo Konagai & Ryosuke Uzuoka
1 Kazuo Konagai
SATREPS project for Sri Lanka with regard to
“Development of early warning technology of
Rain-induced Rapid and Long-travelling
Landslides”
2 Ryo Onishi
Technology development of reliable rainfall
prediction in mountain regions of Sri Lanka
3 Shiho Asano
Strategy for monitoring creeping movements
of unstable soil masses triggered by heavy rain

at pilot sites in tropical forested mountain
4 Ryosuke Uzuoka
Porewater pressure build-up of slopes
subjected to different rainfall conditions by
centrifuge modelling
5 Imaya Ariyarathna
Early warning system against rainfall-induced
landslide in Sri Lanka
6 Toru Koike
Strengthening non-structural measures for
Landslide Risk Reduction in Sri Lanka –
Achievement in Project SABO –
7 Major General: Sudantha Ranasinghe
Role of Disaster Management Center on
Landslide Risk Management

モラツワ大学(University of Moratuwa)を卒業後、
2012 年から現在に至るまで、NBRO の人間居住計
画・訓練部(Human Settlements Planning and Training
division)で、様々な側面からスリランカ国内の地す
べり災害軽減に取り組んできました。
NBRO では、地すべりリスク評価の開発、コミュ
ニティーを中心とした地すべり防災、災害に強い
建築技術の開発、地すべりリスク情報ポータルの
開発、自然を基本とした地すべり対策、土砂災害
リスク軽減のための非構造物対策能力強化プロジ
ェクト(Project SABO)及び高層ビル建設のための
地盤工学的整理などに関わりました。
2017 年に、モラツワ大学で修士課程を終え、2021
年 4 月からは、SATREPS プロジェクト RRLL のメ
ンバーとして、JICA 予算で東京大学の博士課程へ
進学することができました。指導教員は東京大学
生産技術研究所の清田隆先生です。また、東京工
業大学の大西領先生には、山地斜面での 1 日前の
累積降雨量の予測のため、Multiscale simulator for
Geoenvironment (MSSG) の使い方をご指導頂いて
おります。
このような機会を頂いた、JICA、JST、ICL、東京
大学、NBRO 及び RRLL プロジェクトのすべての
メンバーに感謝いたします。この絶好の機会に、
さらなるスリランカの地すべり災害軽減のための
知識、能力、経験を深めていきたいと思っており
ます。
Mr. Sandaruwan Karunarathne
サンダルワンさん
指導教員は、山梨大学の
後藤先生です。

◆ 長期研究員受入
2021 年 4 月、10 月
NBROより2名の方の留学（博士課程）が決まりま
した。Dhanushka Jayathilakeさんは、2021年4月から
東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻に進
学が決まっておりましたが、コロナ感染症対策の
ため、日本への渡航ができず、9月に来日されまし
た。Sandaruwan Karunarathneさんは、2021年10月か
ら山梨大学大学院総合研究部工学域土木環境工学
系に進学が決まっておりましたが、同じく来日が
遅れ、11月末に来日されました。
Mr. Dhanushka Jayathilake
ダヌシュカさん
指導教員は、東京大学の
清田先生です。

ペラデニア大学(University of Peradeniya)地質学科
を優等で卒業後、NBROの地すべり研究・リスク管
理 部 (Landslide Research and Risk Management
Division) において、地質学者及び担当官 (Officer
in Charge) として地すべりハザードマッピングプ
ロジェクトに従事してきました。地すべり災害軽
減対策では、地すべり発生前の段階における、潜
在的地すべり地の査定、マッピングやそれらの関
連研究が主務となりますが、さらに地すべり災害
発生後の早急な意思決定に必要となる被害エリア
の査定を行いました。また、降雨が誘発する地す
べり、斜面崩壊、土石流に関する技術ガイドをま
とめました。その他、土地、建物、計画及び移住の
ための地すべりリスク評価に従事してきました。
一方、ペラデニア大学科学大学院 (Post Graduate
Institute of Science) の修士課程で、地質水文工学を
専攻し、履修コースにおいて最高平均ポイントを

獲得、理学修士号を取得しました。その後幸運な
ことに、JSTを介して、日本の文部科学省より
SATREPSプロジェクト枠の奨学金を受け取るこ
とができ、国費留学生として、博士課程へ進学で
きることになりました。現在、私は、山梨大学大学
院総合研究部工学域土木環境工学系博士課程後期
に在籍し、後藤聡先生にご指導いただいておりま
す。このような機会に恵まれ、JST、ICL、NBRO、
山形大学および、すべてのプロジェクト関係者に
感謝しております。

つくば
日時： 2021年11月23日～25日
場所： つくば市 森林総合研究所
出張者：Sanchitha Jayakody
受入： 浅野志穂（森林総合研究所）
目的： 森林総合研究所および荒地において、
SATREPSスリランカプロジェクトにおける気象
関係の機器の取り付け・操作方法について研修を
うけ、打ち合わせ及び研究計画の検討を行った。

◆ モニタリング
2022 年 2 月 21 日
JICAによる留学生の研究内容のモニタリング会合
が、留学生全員、指導教官 、研究代表機関、共同
研究機関、JICA 国内機関及び担当部等の関係者が
出席のもと実施されました。
◆ 国内現地調査
2021 年度
北海道
日時： 2021年10月29日～31日
場所： 北海道勇払郡厚真町斜面崩壊地23番
出張者：清田隆､志賀正崇、Jayathilake Dhanushka
(東京大学)
目的： 斜面崩壊地地盤調査・サンプリング実施

熱海
日時： 2022年1月17日～18日
場所： 熱海市伊豆山
出張者：小長井一男、佐々恭二、Doan Loi (ICL)、
Sanchitha Jayakody (京都大学)
目的： 2021年7月に発生した熱海市伊豆山の地
すべりは、SATREPSスリランカプロジェクトで対
象としている地すべり現象と類似しており、現場
視察及び土壌採取を行った。土壌の解析はICLSATREPS研究室(京都)で行う。

実務に関わる方々を対象に、最先端の斜面防災技

◆ 渡航予定
2022 年 3 月

術の実装の活動と内容を紹介するものです。私た

2022年3月3日～15日
浅野 志穂：森林総合研究所
森田 昇吾：国土防災技術(株)
大塚 雅之：(株)オサシ・テクノス
目的：プロジェクト推進のため、パイロットサイ
トにおける現地観測装置の設置や観測方法のカウ
ンターパートへの指導

ちの活動とその内容については、本書籍シリーズ

2022年3月31日～4月8日→延期
小長井一男、ダン カン、廣田 清治、ドアン ロ
イ、佐々 恭二、藤田 久美子：ICL
渦岡 良介、Jayakody Sanchitha：京都大学
大西 領、平井 丈：東工大

ますようお祈り申し上げます。

の第１巻第１号に掲載される予定です。この報告
が、高速長距離土砂流動の対応に腐心しておられ
る技術者や実務担当者の皆様に役に立つ情報を提
供するものになることを確信しております。２０
２２年が皆様にとって安全で、実り多い年になり

研究代表者
小長井 一男
国際斜面災害研究機構 (ICL)

Asiri Karunawardena

◆ プロジェクトリーダーからのご挨拶
本年度は、Project RRLL が採択された２０１９
年から４年目、JICA が NBRO と 2020 年に
Record of Discussion を交わして３年目、５年の
プロジェクトの中盤に差し掛かります。その開始
はコロナ感染症蔓延の始まりとも重なり、先行き
が見通しにくい困難なものとなりました。このニ
ュースレターでも紹介しましたが、明るいニュー
スとしては(i)さらに２名のスリランカからの留学
生が東京大学、そして山梨大学に進学したこと、
(ii) 感染症の状況が大変な中で、いよいよ３月に
現地に計測機器を設定するための専門家の派遣が
なされることになりました。個別技術の開発の成
功やこれらの活動の進捗の陰には、日本側では
JICA や JST、スリランカ側では NBRO, Central
Engineering Consultancy Bureau (CECB), モラ
ツワ大学、ペラデニア大学の先生方、災害管理セ
ンターなどの変わらぬ支援がありました。ここに
改めて心より感謝の意を表する次第です。
国際斜面災害研究機構（ICL）では新たなオープ
ンアクセスの書籍シリーズ「"Progress in Landslide
Research and Technology (P-LRT)"
https://icl.iplhq.org/book-series-of-klc2020/」を立ち
上げることになりました。この書籍は斜面防災の

National Building Research Organisation (NBRO)

