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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
◆ オンライン Kick Off Meeting
2020 年 4 月 9 日
スリランカで開催が予定されていた Kick Off Meeting は、コロナウィルス感染症の世界的な影響により両国の渡航
が禁止となったため、オンラインで開催されました。スリランカ側８名、日本側９名が出席し、各グループリーダー及
びサブリーダーが、これまでの活動及び今後の予定を発表しました。

オンラインミーティングの様子
2 つの議題については、下記の通り決定しました。
(1) Joint Coordination Committee (JCC）の延期: Central Engineering Consultancy Bureau (CECB)他、現メンバー
以外で活躍が期待される研究者をメンバーに追加し、2021 年 4 月に延期予定の JCC に招へいする。
(2) Landslide Technical Forum (LTF)の開催: プロジェクト成功に向け、より多くの関係する地すべり組織に JCC メン
バーに参加してもらうため、JCC の機会に Landslide Technical Forum を立ち上げる。今後の状況を鑑み、JCC
も Forum もオンラインで開催することも検討する。
私は、これまでの研究において、地盤工学や地すべり

◆ 長期研究員受入
2020 年 10 月

課題の特異性にふれ、専門分野として地すべり力学を

コロナ感染症対策のため、日本・スリランカ両国への渡

選び、知識を広げたいと思うようになりました。この度、

航が困難ななか、NBRO より２名の方の留学（博士課

このプロジェクトの長期研究員に選ばれ、2020 年 10 月

程）が決まりました。今後の活躍が期待されます。

より京都大学防災研究所の博士課程に進むことになり
ました。このことは私の人生にとって画期的な出来事で
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として 5 年の経験を積んだ後、モラトゥア大学修士課
程（2016-17 年）において、各履修コースにおいて最高

私は、ペラデニア大学(University of Peradeniya)地質

平均ポイントを獲得し、Foundation Engineering and

学科を 2014 年に優等で卒業し、NBRO の

Earth Retaining Systems の修士号を取得しました。

Landslide Research and Risk Management

Division (LRRMD)に、地質学者として勤務して
いました。土地や家屋の地すべり危険度判定、潜
在的な地すべり地の特定、地すべり軽減、啓蒙活
動、教育プログラムの開発、コミュニティーを対
象とした早期警戒システムの開発など、主に地す
べり危機管理業務に携わっていました。また、地
すべり、斜面及び岩石崩壊、移住プロジェクトな
どのコンサルタント業務も行っていました。同時

ICL-SATREPS 新事務所玄関前

に、ペラデニア大学の修士課程（Engineering
Geology and Hydrogeology）で修士号を取得しま

◆ 2020 年度 中間報告会

した。そして現在、愛媛大学大学院連合農学研究
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京都大学防災研究所において 2020 年度の中間報

本部は愛媛大学）の学生として、高知大学の博士

告会が開催され、日本主な研究メンバー、スリラ

課程に在籍し、笹原克夫先生のご指導の下、学生

ンカから博士課程への留学生及び JICA 関係者

生活を送っています。日本で就学できることは幸

が、オンラインまたは現地で参加しました。すで

運であり幸せなことです。このような状況に導い

に、NewsletterNo.1 でも説明しておりますが、本
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皆様に心から感謝いたします。

G1: 総括・人材育成・社会実装研究班
G2: 斜面豪雨・高速長距離土砂流動の発生運動予

◆ 新事務所開所式

測技術開発班
2020 年 12 月 14 日

現在の事務所の近くに、ICL-SATREPS Office を開設
しました。１階が研究所、２階が事務室です。古い町家
を改築した温かい雰囲気の事務所です。

G3: リスク情報伝達・住民教育班
それぞれのグループリーダーとサブリーダーは各
グループの進捗状況の報告をし、2020 年 4 月 9
日に開催されたキックオフミーティングで発表さ
れた計画通り研究が進んでいると確認しました。
各グループの報告に続き、京都大学、高知大学へ
の留学生 2 名より、それぞれの研究計画を発表し
ました。

2 階事務室で打ち合わせ

１階研究室、リングせん断試験機が使用可能

京都大学防災研究所にて中間報告会

下記は会議参加者による承認事項です。
(1)JCC ミーテイングと Landslide Technical
Forum（LTF）の開催日程は 2021 年 4 月とす
る。
；後日 JCC と LTF の開催日程は 2021 年 4 月
21 日と 22 日に決定。
(2) コロナ感染対策により 2021 年 11 月 2 日から
6 日に延期された第 5 回斜面防災世界フォーラム
において、本プロジェクトのセッションを開催
し、研究主要メンバー他 JICA や JST を含むプロ
ジェクトのメンバーを招待する。

◆ プロジェクトリーダーからのご挨拶
コロナウイルス感染症の流行で私たちの生活は激
変し、仕事の仕方にも工夫が必要になっています。
そのような状況で本プロジェクトにおいても機材
の調達を前倒しに行い、個々の技術開発をリモー
トで行うなど、JICA・JST 関係者の皆様のご支援
を得ながら、プロジェクトの計画に支障がないよ
う対応してまいりました。励みになる出来事もあ
りました。(1)10 月よりスリランカの留学生が京
都大学と高知大学の博士課程に進学したこと、
(2)2020 年 12 月 15 日に ICL-SATREPS 新事務所
が開設され、新しいせん断試験機が導入されたこ
となどです。今後のコロナ感染症の状況がプロジ
ェクトにどのような影響をもたらすのかはかり知
れませんが、これまでの成果は、例えばインター
ネットを利用して瞬時に膨大なデータを送受信す
るなどの方法で対応できことも少なくないという
自信にもつながりました。本プロジェクトメンバ
ーを代表して、スリランカ・日本両国のご支援に
感謝の意を表します。
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