
16・水とともに　水がささえる豊かな社会

ささえる
Power力

　平成13年水資源開発公団（現水資源機構）入社。豊川用水総合事業部、丹生
ダム建設所、利根導水総合事業所にて、管理・調査業務等を経験。その後、経
済産業省産業施設課に出向し、工業用水担当として2年間勤務。平成24年4月よ
り現職場。

雪本　博志
総合技術センター　
　
  Yukimoto  Hiroshi

技術のプロ集団、総合技術センター

　発足から50年となる水資源機構では、ダム・用水路な
どの建設・管理により、長年培った水資源開発と利用に関
する技術と経験を活かし、建設・管理の実務経験者だから
こそできる国内外の水に関する課題の解決に貢献する「水
に関する実務型シンクタンク」を目指しています。
　その中核として、総合技術センターを設置し、国内外に
技術支援を行い、さらなる社会貢献に取り組んでいます。 
　今回は、埼玉県さいたま市にある総合技術センター試験
場で水資源施設に係る試験・解析業務に従事している雪本
さんにお話を伺いました。

　総合技術センター（以下、センター）には６つのグルー
プがある（左図参照）。その中の一つ「試験・解析グループ」
は、主に現場からの依頼で、水資源施設に係る試験・解
析を行っている。
　「私は “土質班” として、主に堰やアースダムの耐震に
関する試験・解析を行っています。」と、大阪出身元気いっ
ぱいの雪本さんは笑顔で迎えてくれた。土質試験棟を案
内してもらう。
　「ここで、現場から採取した土を試験装置で分析し、
解析を行うための基礎データを計測しています。」 
　室内には、全国から送られてきた “土の試料” が所狭
しと並べられている。
　「ここで出された結果をもとに現場事務所で施設整備
等の対策を考えるわけですから、責任重大です。」と緊
張気味。「センターに求められるのは高度な技術力。技
術のプロとして、専門的知識と的確なアドバイスが求め
られます。時には、専門家や自分より大先輩の現場職員
の方の対応をすることもあり、プレッシャーが常にあり
ます。」と若手ならではの悩みも。 　
　入社して 11 年目、センターに赴任して８ヶ月の雪本

より耐震性の高い施設を

さん。実務経験、技術力ではまだまだグループの先輩方
には及ばないとのこと。

引き継がれる技術力

　土質班の上司は 2 人。ともに大先輩であり、この道の
プロである。機構の役割が建設から管理に変化してきた
現在、センターは、現場で長年培ってきた先輩方の専門
的知識を学ぶ貴重な場でもあるようだ。
　「先輩オススメの本、たまってきちゃいましたけど…」
と、恥ずかしそうに雪本さんは笑う。
　「近い将来、機構の試験・解析を全てセンターで担い、
より総合的に判断できる技術を集約する場となれば…」
と熱意を見せる。土質の専門技術を有する機構職員は多
くないため、現場ごとに職員を配置することが難しい。
センターに集約配置することで、機動的に対応するとと
もに、業務の効率化にもつながっている。センターはベ
テラン職員から若手職員へ技術継承の場というだけでな
く、技術情報を集積し活用することで、機構としての技
術を伝承するための重要な場にもなっている。職員に
とっても、機構にとっても、センターの担う役割は大き
い。 　「当面の目標は、聞かれたことに迅速に答えられる
ようになりたいですね。センター職員として恥ずかしく
ない自分になりたいです！」
　専門的な知識をもっと身につけ、求められる自分にな
ること、それが目標であり課題とのこと。意欲に燃える
若きエースは笑顔で答える。
　センターには、ここでしかできない仕事、ここでこそ
できる仕事が多くある。そして先輩方の技術は、若い世
代へと確実に引き継がれていっているようだ。

　「現場事務所からの依頼に対して、精度の高い成果を
迅速に提供することが何より大切」と、常に現場のニー
ズを意識し、適切な対応と説明を心がけているという雪
本さん。「プロセスも含めてわかりやすく説明するのは
すごく難しいです。」
　現場では「答え」が大切だったが、センターに来てプ
ロセスも大切だと感じるようになったそうだ。
　「試験結果の数字だけを追うのはそんなに難しくあり
ません。その数字の根拠や想定される問題等を常に考え、
問題意識を忘れないことが大切、と先輩から日々教わっ
ています。」

　「解析業務の考え方や手法は年々進歩しています。
日々勉強です。」
　特に最近は、耐震性へのニーズが高まっているという。
　「東日本大震災を機に、利水者の方の意識も一層高ま
り、想定される地震もより大きくなっていることから、
過去の調査結果についても再検討が求められています。」 
　水資源機構でも、施設の老朽化や耐震性の問題は、
施設機能の維持だけでなく安全・安心を確保する上で
極めて重要な課題となっている。
　「現場事務所と協働して、それらの課題に迅速に対応
していかなければなりません。試験・解析を通じて、
大規模地震にも耐えられる施設をつくるための一役を
担えれば…」
　その言葉から、雪本さんの仕事への情熱を感じる。

「ささえる力　Power」は、情熱と誇りをもって働く「人」に
スポットをあて水資源機構の仕事を紹介するコーナーです。
「ささえる力　Power」は、情熱と誇りをもって働く「人」に
スポットをあて水資源機構の仕事を紹介するコーナーです。

ベテラン職員から若手職員へ技術の継承ベテラン職員から若手職員へ技術の継承

 いつも明るく元気いっぱいの雪本さ
んは、家に帰ると子育てに奮闘する２
児のお父さん。深夜のミルクとオムツ
替えはパパの担当とか！？大好きな海
釣りはしばらく我慢。最近は、近所の
釣り堀で親子仲良く金魚釣りを楽しん
でいるそうです。
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