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◆ブータンに住む
　先日、小学校で使っていた地図帳が物置から出
てきた。当時は地名や地形の名前を赤ペンで塗っ
て覚えていくのが好きで、その痕跡は「出土」し
た地図帳の中にいくつも残っていた。赤ペンの約
30年後、その中の一つに家族と住むことになっ
た。場所はヒマラヤの王国、ブータン。地図好き
の小学生が全く予期していなかった展開であった。
　この駐在はJICA（国際協力機構）とJST（科
学技術振興機構）による地球規模課題対応国際
科学技術協力（通称SATREPS）の一つ「ブー
タンヒマラヤにおける氷河湖決壊洪水に関する
研究」（プロジェクト代表者は西村浩一名古屋大
教授）によるもので、先人の研究成果や、現地
JICA事務所による事前調整といった努力を経て
得られた貴重な機会であった。まずは関係者への
謝意をここに表したい。そして読者の皆様へは、
現地の生活や氷河域の調査について紹介し、簡
単ではあるがブータン駐在という経験のお裾分
けを試みたい。

◆現地の暮らし
　2009年7月から2年8か月、私はJICA専門家

（名古屋大学特任助教兼任）として、経済省地質
鉱山局（以下、鉱山局とする）に派遣された。こ
の間は1年のうち2～3ヶ月を氷河・氷河湖と地す
べり・活断層のフィールド、約1ヶ月を日本やタ
イへの出国（業務と休暇）、残りを首都ティンプー
で過ごすこととなった。首都では相手方メンバー
のプンツォ・ツェリン氏と業務調整員の依田明美
さんと私の3人で、鉱山局のプロジェクトルーム

（元は物置部屋）に執務した。
　在ティンプーのお役所の就業時間は9時～17時
で、寒くなる11～2月には多くが16時に終業と
なる。町が小さいことと食費の節約から、13時
～14時の昼休みには多くの人が一時帰宅をする。

とができたら、本人も家族もハッピーだろう。し
かし一方で、日本社会は機能しなくなるだろう
……。

◆プロジェクトの成果
　プロジェクトは氷河湖決壊洪水の危険度評価と
その技術移転が目的であった。メンバーは両国合
わせて30人程で、衛星画像解析、現地調査、決
壊・洪水解析等が行われた。プロジェクト自体は
大きなトラブルもなく2012年3月に無事に終了
し、今まで危険と考えられていた氷河湖の多く
が、切迫した状態ではないことと、決壊しても大
きな洪水に至らないことが明らかになった。また、
ブータン周辺の氷河湖決壊は、多くが20世紀中

鉱山局は特にのんびりした職場だったようで、職
員の遅刻・早退や昼休みの延長は暗黙に許される
ことが日常だった。誰もが家族や親族との時間を
優先していて、夜や休日に時間外労働をする人は
稀であった（政策、財務、エネルギー等のいわゆ
る「難しい」省庁は例外）。ブータンの本来の国
名はドゥック・ユル、ブータンの公用語のゾンカ
語で雷龍の国を意味するが、社会はのんびりであ
る。郷に従えと言うことで、私もインド製スズキ
の軽自動車を使って昼食時にはできる限り一時帰
宅を実践した。地元の幼稚園に通う長女を拾って
一緒に帰ることもできた。冬の定時に帰宅をした
りすると、その後の夜がとにかく長い。これらは
現地では当たり前なのだが、万が一日本で同じこ

ブータンヒマラヤでの山地防災の研究と技術移転。
現地に駐在した筆者が感じたのは、フィールド研究の
案件形成から遂行まで、良き人間関係が常に鍵になること、
そして我々はもっと外に出るべきということだった。

プロジェクトの目的の一つは氷河湖の形状を把握すること。この湖盆を削り出した氷河が写真の奥に見える。薄くなった氷河　　の末端部は、その部分が停滞し融解していることを示す。
写真奥中央のピークは標高「約」6600m の Chumhari Kang 峰。「約」としたのはブータンの山の標高はどれも不正確なため。
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頃までに発生したものであり、今後の発生頻度が
上がることは考えにくいこともわかってきた 

（Global Environmental Research, Vol. 16, 
No.1. http://www.airies.or.jp/publication/
ger/contentsE16-1.pdf）。
　そもそもSATREPSプログラムは国際共同研究
であると同時に、現地への技術移転も強く求めら
れるため、通常以上に相手方との連携が重要視さ
れた。したがって、鉱山局に駐在となった私に課
せられた任務の一つは、両国のメンバーを快適に
つなぎ合わせることであった。研究面も含め、3
年間でどれほど本来の責務を全うできたか自信は
無いが、細いなりにも橋渡し役は果たせたと思っ
ている。

◆プロジェクト無事完遂の要因
　無事にプロジェクトを終えることができたのは
各メンバーの努力と同時に、両国の間に二つの

「信頼」が存在したおかげである。
　一つ目は相手国から日本への信頼である。海外
のどんなフィールドでも、その地域が日本へ抱く
イメージの良し悪しで、現地の活動のしやすさが
変わってくる。その点で今の両国は良い状態にあ
る。これは日本からの長年の国際協力によるもの
と言っても過言ではない。特に農業部門では
1960年代の故・西岡京治氏から続く指導があり、
その他に行政、地方電化、教育、医療等でも幅広
く援助がおこなわれている。
　もう一つは日本人によるヒマラヤ氷河研究に対

する鉱山局からの信頼である。ややもすると
フィールド研究は地元の迷惑を顧みず独善的な搾
取になりがちだが（例えば、宮本常一・安溪遊地

『調査されるという迷惑』みずのわ出版、2008
年）、1990年代から始まったブータンでの活動は
その点にできるだけの配慮をしてきた（はずであ
る）。鉱山局に赴任した直後の私に対して、当時
の局長が「多くの外国人研究者は成果を持ち出す
だけだが、日本人はまだまし」と言ってくれたこ
とは印象的であり、同時に襟を正すこととなった。
これに過去のJICAの青年海外協力隊、シニアボ
ランティア、専門家の実績も手伝い、本プロジェ
クトが実現に至ったと言えそうである。
　なお、今回のプロジェクトでも良い関係を後に

プロジェクトの目的の一つは氷河湖の形状を把握すること。この湖盆を削り出した氷河が写真の奥に見える。薄くなった氷河　　の末端部は、その部分が停滞し融解していることを示す。
写真奥中央のピークは標高「約」6600m の Chumhari Kang 峰。「約」としたのはブータンの山の標高はどれも不正確なため。

2010年の氷河域調査のメンバー。9月26
日、ようやく雨季（モンスーンシーズン）
が明けた。背後は標高5330mに横たわる
ツォリム氷河湖。左下の写真の湖と違い、
氷河からの濁った表流水の寄与が少ない湖
はこのように青く澄んでいる。そして、いっ
そう神聖な対象として崇め奉られる。

ブータン・インド国境の活断層調査で鉱山局スタッフに指導する熊原康博さん（群
馬大）。視線の先には大きな断層崖（過去の地震の痕跡）がある。

首都ティンプーの王宮で
鉱山局スタッフに地下水
探査の説明をする大橋憲
悟さん（㈱地球システム
科学）。この調査はブータ
ン国王直々の要請があっ
て急遽実施された。

キャンプサイトの位置につ
いて馬方たちと一時険悪な
ムードとなった。当然その
後は仲直りした。馬方たち
が前進を拒んだのは、以前
その先で人の死体が見つ
かったため、とのことだっ
た（竹中修平さん撮影）。

中 国
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chute）に感動してしまい、さっそく流路内に降
りてみる。その直後、上のほうで「ドン！」とい
う音がして地響きが伝わってきた。生まれて初め
て聞く音と振動だが状況は理解できた。日本語で

「やばい、キタ！」と叫び何とか流路の外に出る。
その直後、目の前を土石流が落下するように通過。
危なかった。冷や汗をかいたが貴重な体験でも
あった。この時もう一つ驚いたのは、ブータン人
の全スタッフは遠くの岩陰にしっかりと隠れてい
たこと。君子は危険には近寄らないよ、といった
視線でこちらを見ている（または「お前はアホか」
という視線）。この時は近くにいた日本人と思わ
ず笑ってしまった。

◆安全と快適のために
　フィールドで最も重要なことは、当然のことな
がら事故と病気を回避することだろう。フィール
ドが僻地や紛争地の場合には、単独で動かないこ
とが発生したアクシデントを悪化させない手段で
ある。ただ、そうは言っても私は単独行動をする
タチであり、そんな時に調査から戻って家族に会
うと毎回自分の行動を反省してしまう。
　今回、氷河域の調査で安全のために実際に役
立ったものは、携帯型加圧バッグ（ガモフバッグ）
と衛星電話である。高山病の患者に使う加圧バッ
グは、使うことなど無いだろうとたかを括ってい
たが、実際に使う機会に遭遇した。その時は事前
の練習が大いに役立った。ちなみに、高山病対策
については参考になる報告書（国際山岳連合医療
部会提言集、http://www.jsmmed.org/pg72.
html）がフリーでダウンロードできるので入手を
お勧めしたい。
　トレッキングのスタッフが同行するような
フィールドでは、彼らとも良好な人間関係を築い

残せたはずだが、そこに至るまでには ㈱RESTEC
と ㈱地球システム科学から参加したプロジェクト
メンバーの瞠目すべき活躍があったことをここに
特筆しなければいけない。
　そして、言うまでもないがこういった長年の努
力によって手に入れた「信頼」は良い方向にも悪
い方向にも容易に偏るものであり、フィールド研
究者の所業はそれらを大いに左右し得ることを
我々は忘れてはいけないだろう。

◆苦労したこと
　現地での暮らしで泣かされたこととして最初に
思い出されるのは、電気のプラグとコンセントで
ある。複数の形状が混在し、汎用性が悪く、抜け
やすく、且つすぐに壊れる（時に火を噴く）のだ。
些細なことだが実は結構な時間をこの問題の解決
に費やした。サクッと差し込めて、滅多に壊れな
い日本のコンセントは世界的に見ると極めて優れ
ていて、そして贅沢品であることを同時に気付か
された。頻発する停電や極細の通信回線にも当初
はストレスを感じたが、それには結局は慣れてし
まった（慣れるしかなかった）。
　次は業務として苦労したこと。SATREPSでは
相手国側の研究能力や研究業績を向上させること
も成果として求められている。しかし、我々の相
手方は最低限の一般業務を最少の労力と最短の時
間でこなし、家族との時間を犠牲にしない主義で
ある。そして、人口70万の小さい国の政府機関
で、且つ役人の国外留学が多いので、若手の人材
は特に限られている。その彼らに対して、研究の
動機付けを明確にさせて、主体的・持続的に研究
を進める意識を身につけてもらうことはなかなか
難しい。そもそも彼らの生活習慣を捻じ曲げてま
で研究しろとは厳しく言えないし、そこまでやる

立場ではない。怒らず、過度なストレスをかけず、
の3年間では研究能力の向上に大きな変化を残す
ことに限界を感じた。今後の継続的な協力が必要
であろう。
　氷河域の調査では、トレッキング会社の選定や
馬方との交渉に苦労をした。ブータンではトレッ
キング会社も山岳ガイドもまだまだ発展途上の段
階であり、現地では馬とヤクの数が限られるので、
いずれも選択の幅が狭い。そのため、キャンプ地
の設定や支払勘定の齟齬など、毎回何らかの問題
が生じた。その原因としては、こちらの調整力不
足と、ブータン人同士での面倒を嫌う相手方ス
タッフの性格が考えられる。そんな中で特に学ん
だのは、相互で同意した決定事項がある場合、そ
れがどんな些細なことであっても締結したことを
証明できる書面を残しておくことである。

◆ヒヤッとしたこと
　プロジェクトの3年間で、ヒヤッとしたことが
二度あった。一度目は2009年秋に最初の氷河湖
を調査していた時だ。GPSを担いで湖岸を歩いて
いたら、足元の砂がいきなり流体となった。流砂

（quick sand）だ。腿まで一気に水につかった状
態になり、慌てて声を上げるが、同行していたプ
ンツォはかなり前を歩いていて事態に気づいてく
れない。まずい。水に飽和された粗い砂に足、腰、
腹がどんどん沈んでく。泳ぐように必死にもがき、
本来の岸へ上陸。流砂で体が沈みきることはまず
ないらしいが、この時は気が動転して手の震えが
止まらなかった。
　二度目は2010年の秋。前日までの大雨の影響
でその先のルートが通行不能とのこと。数名で偵
察に行くと、沢を渡るポイントが生々しく寸断さ
れている。典型的な土石流の流路（debris flow 

GPS を背負って氷河上
を歩き測量を行う藤田耕
二さん（名古屋大）。現地
で取得したデータと衛星
データから氷河の質量収
支を明らかにしている。

水没したカメラの最後の一枚。
手に持つのはチベット産のラ
サ・ビールの空き缶。後ろの
小道はモレーン（写真奥に横
たわる土手）や氷河を戴くモ
ンラカルチュン峠（国境）を越
えてチベットへ延びている。
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ておくことが重要である。馬方、ポーター、キッ
チンボーイたちと仲良くなるのだ。いざと言う時
にこちらと同じ気持ちと姿勢になってくれる。そ
もそも仲良くなることは楽しいのだが、そのため
にはこちらからも愛情と気配りが必要である。例
えば、我々でも手伝えることは率先してやってみ
る（舐められない程度に）、スタッフテントに入
り浸る（迷惑にならない程度に）など、様子を見
ながら心掛けてみるのもいいと思う。
　2010年の夏、サブガイドのリンチェン君とは
初日から不思議と気が合った。調査中盤の雨の日、
私は氷河湖直下の沢の渡渉で足を滑らせた。氷河
起源の細かい懸濁物（粘土）が沢底を覆っている
ため踏ん張ることができず、お尻とカメラバッグ
が水に浸かった。その時、リンチェンは濡れたカ
メラを自分の体温で乾かそうとしてくれた。当時
のお互いの信頼の深さがどれ程だったかわからな
いが、また二人に雇用・被雇用の関係があったこ
とは確かだが、彼の気持ちは嬉しかった。彼とは
今でも個人的な付き合いが続いている（壊れたカ
メラは冬のブータンの乾燥で自然に復活した）。
　ところで、ブータンの氷河地方にはかなり奥ま
で人の生活があり、それらをついつい写真に収め
たくなる。カメラには誰もが笑顔で応えてくれる
のだが、それでも小心者の私は毎回「撮り逃げ」
の後ろめたさを感じてしまう。そこで、本プロ
ジェクトの最終年の現地調査では、モデルになっ

た方を探しだして過去に撮った写真を自分や仲間
からプレゼントしてみた。この試みはどうやら好
評だったようである。

◆現地の暮らしから得たもの
　まず頭に浮かぶのは、人との出会いだろう。
ブータンではいろいろな人とめぐり会った。気さ
くな大臣、野武士集団のような馬方たち、国から
の迫害の過去を語ってくれたネパール系ブータン
人店員など。その中には詐欺師顔負けの旅行社社
長もいるが、そんな絶望的な相手でも町で会えば
笑顔で抱きしめあい、互いの家族のことを話し、
再会を誓って別れることになるだろう。特に現地
調査で知り合ったスタッフとは不思議と濃い付き
合いになっている。トレッキングという長期の共
同生活で、同じ釜の飯を食べたことがそうさせて
いるのかもしれない。ちなみに、ブータンでは歩
道で握手をしたまま立ち話を続け、他の通行を妨
げることも多い。ほほえましい街の光景である。
　貴重な出会いができた相手の中には、世界各国
からブータンに来て活躍している人たちもいる。
日本人でいえば、国際結婚をした人や国際機関の
人、シニアボランティアや青年海外協力隊などが
それにあたる。彼らは安穏とした日本から飛び出
して、たくましく生きている。私が持ち合わせな
かった視野と勇気と情熱を持っており、そこから
は多くの刺激を受けることができた。もし海外で
暮らすことが無かったら、こういった「猛者」と
知り合うことは難しかっただろう。
　海外で暮らしたことで、日本という国を客観視
する「視力」も身につけることができたと思う。
物もサービスもエネルギーも不足している途上国
から見ると、先進国や新興国の浪費社会は異常で
ある。私は日本での授業や出張講義で、ある写真

を必ず紹介するようにしている。それは人工衛星
から見た夜の地球を貼り合わせた写真である（例
えばhttp://www.ngdc.noaa.gov/dmsp/
downloadV4composites.html）。先進国や新興
国はその国土が光によって浮かび上がって見え
る。一見美しい夜景だが、その背後には深刻なリ
スク、廃棄物、借金を未来に残し、トイレではお
湯でお尻を洗い、一瞬の停電も許さないという、
電力の異常な浪費社会が横たわる。原発事故を
きっかけに、節電意識や再生可能エネルギーの議
論が一進一退を続けているが、将来の世代から愚
民と言われないためには、真の方向修正を早急に
進める必要があろう。鉱山局の向かいの飲み屋で、
原発事故の話になったことがある。彼らはいつも
と違う表情を向けてきた。その時の「日本はなん
てことをしてるのか」という彼らの複雑な視線は
今でも忘れられない。

◆おわりに
　他国のことも自国のことも、現地に行くことで
改めて真実が見えてくることがある。ブータンは
世界一幸せな国、とよく言われるが単純に決めつ
けられないと気付いたのもそうである（これにつ
いては別の機会で触れたい）。ただそれがどうで
あれ、ブータンでの時間は、私と家族にとってこ
の上なく貴重な経験となった。
　地球の夜景写真の次に、青年海外協力隊がブー
タンの子供たちに体操を教えている写真を高校生
や大学生に紹介することがある。そこでのメッセー
ジは「彼らのようにもっと海外に出よう」である。
数日でもいいので外国の地を踏み、空気を吸い、
人と話す。その結果、我々は貴重な経験を手にし
て、目からは鱗を落とすことになる。しかもそれは
毎回である。だからとにかく外に出よう、なのだ。

ポ川上流のルナナ集落（標高4100m）で、2年前に悪霊払いをし
てくれた祈祷師に再会。日本側メンバーが当時の写真を渡した。

ブータン中部ブムタン地方の馬方。
年配の人は馬を扱うときもゴ（ブー
タンの民族衣装）を着る。馬よりも
ヤクの方が雪道と高地に強いが、そ
の手配は以前よりも難しくなった。

東ブータンの子供たちに体操を実演する青年海外協力
隊。どの町でも隊員は人気者だ。


