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1. はじめに
　2011年１月にブラジルのリオデジャネイロ州山岳部
を中心に大規模な土砂災害が数百箇所で発生しまし
た。大量の土砂は、古くから観光地として知られる歴
史ある都市を押し流し、死者・行方不明者約1000人の
災害が発生しました。この災害をきっかけにブラジル
政府は自然災害に対処する国家政策や戦略を再構成す
ることとし、防災の知識と経験を持つ日本政府に技術
協力の要請を行い、リスク管理に伴う統合的な活動の
強化を目指して、「統合自然災害リスク管理国家戦略
強化プロジェクト」を2013年７月から2017年７月まで
の４年間の計画でスタートさせました。ブラジルと日
本にとって初めての総合的な防災強力となるこのプロ
ジェクトは、土砂災害リスクを低減させることを目的
にして、災害リスクの把握、それに基づく都市拡張計
画、モニタリングや情報伝達など総合的な災害対応力
の強化を目指しています。
　プロジェクトの主な活動は以下の４つです。
①	リスク管理の共通認識の形成、リスクマッピングを

含むリスク評価マニュアルの作成
②	災害リスクを考慮した都市拡張計画、予防・復旧・

復興計画の作成、パイロット事業計画の策定
③	早期警報発令、リスク情報発信及び災害データ収集

のプロトコルの改善（プロトコル：ブラジルでは、
あらかじめ関係機関で役割分担を定めた協定文書の
ことをいう）

④	土砂災害軽減のための監視、予測モニタリングシス
テムの改善

　昨年から、このプロジェクトのチーフアドバイザー
として国土交通省から武士俊也氏が、長期専門家（土
砂災害管理）として大阪府から堀太香夫氏が、さらに
長期専門家（業務調整）として富永健一郎氏が派遣さ
れています。現地はポルトガル語が公用語ですので、
秘書兼通訳として前田イウゼさんという日系人の方が
専属で配置されています（ブラジルで５本の指に入る
日本語通訳の方と聞きました）。また、業務のアシス
タントとして真栄田シンチアさんという日系人の方
（この方も日本に長く生活されており、通訳もして頂
きました）も配置されています。

２．プロジェクトの名称
　正式名称は、「統合自然災害リスク管理国家戦略強
化プロジェクト」ですが、略称として、
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と呼ぶことにしているそうです。発音をあえてカタカ
ナ表記するなら、「ジジス」。ただしこれはブラジリア
での発音であり他の地方（サンパウロ等）では別の発
音になるとのこと。また、ブラジル人にとっては非常
にエレガントな響きとのことです。

３．調査団の構成
　今回はこの長期プロジェクトの最初の短期専門家と
して３名が派遣されました。上記①の関連で、独立行
政法人土木研究所の小山内信智土砂管理研究グループ
長が、②の関連で、同じく土木研究所の三輪賢志主任
研究員が、そして③・④の関連で私が派遣されました。

４．行程

2／2	㈰ 夕方 成田空港出発（アメリカアトランタ空港経由
でブラジルサンパウロへ）

2／3		㈪
朝8時
過ぎ

（現地時間：時差12時間）
サンパウロの国際空港到着
国内線にてサンタカタリーナ州ブルメナウ
市へ移動

夕方 ブルメナウ市表敬訪問

2／4	㈫ 終日 ①ブルメナウ市現地調査（４箇所）

2／5	㈬ ブルメナウ➡ブラジリアへの移動（当然飛
行機で移動！	サンパウロで乗り継ぎ）

2／6	㈭
午前 在ブラジル日本大使館表敬訪問

午後 セミナー準備作業

2／7	㈮ 終日 ②第２回防災セミナー

2／10	㈪ 終日 技術グループ会議（マッピング、リスク評価）

2／11	㈫ 終日
技術グループ会議（土地利用計画）
＊	会議終了後、小山内グループ長、三輪主

任研究員と別れ、カシュエラパウリスタの
CEMADENへ移動（当然飛行機で移動！）

2／12	㈬ 終日 ③技術グループ会議（予報・早期警報）

2／13	㈭
午前 ③技術グループ会議（予報・早期警報）

午後 カシュエラ・パウリスタ➡サンパウロへの
移動

2／14	㈮
午後 JICAサンパウロ事務所への報告

深夜 サンパウロの国際空港発
（アメリカアトランタ空港経由）

2／16	㈰ 夕方 成田空港着

５．現地調査・セミナー等の概要
①ブルメナウ市現地調査（４箇所）

　ブラジルでの土砂災害の現状を確認するため、モデ
ルサイトの一つであるブルメナウ市の土砂災害の現場
を４箇所調査しました写真-1〜4。

写真-1 現地の移動は軍警察の車両でした

写真-2 斜面に張り付く人家

写真-3 リスクマップの例
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　１箇所目：		面的地すべり発生箇所
　２箇所目：	崩壊発生後に天然ダムが形成され、天

然ダム決壊後土石流が発生した箇所
　３箇所目：	がけ崩れ発生箇所
　４箇所目：	人工斜面（切土と思われる）でのがけ崩

れと地すべり発生箇所
　全体的には日本の災害とほぼ同様の発生形態と思わ
れましたが、土石流については、ブルメナウ市の現場
を見るかぎり、日本のような規模での土石流災害はあ
まりないように感じられました。ただし、災害復旧・
恒久対策的な事業はかなり経済的影響度の高い場所を
優先しているため、日本の土砂災害危険箇所のような
場所で、あらかじめ対策を行っていないようです。４
箇所目の現場 写真-4 は、地すべりが発生したままの状
態です。写真の人家は、災害発生直後は避難されたよ
うですが、現在は戻って生活されています。市では危
険なので住まないように指導しているようですが、住
民の経済的事情もあり別の場所に移転することはなか
なか難しいようです。

②第２回防災セミナー

　2013年8月28日にリオデジャネイロで開催された防災
セミナー（キックオフセミナー：大野砂防部長が基調
講演を実施）に続く第２回目のセミナーが首都ブラジ
リアで開催され、その講演を３名の専門家が行いまし
た 写真-5 。
　小山内グループ長が、
・土砂災害の定義とリスク評価
・	土砂災害警戒区域（レッドゾーン・イエローゾーン）の

設定手法
　三輪主任研究員が、
・	宅地造成等規制法等における土砂災害の防災基準

・	土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の許可・
技術基準

　私が、
・土砂災害の発生予測手法
・気象情報等伝達体制
　について各テーマを約30分講演し、それぞれ質疑応
答を行いました。
　質疑応答を通じて感じたのは、ブラジル側の土砂災
害対策に従事する行政関係者は地質学を勉強された方
が多いためか、地質区分のみから土砂災害の発生しや
すさを評価する試みがなされているようでした。日本で
行われている降雨量と土砂災害の発生実績からの予測は
ほとんどされていないようです。一方、基準雨量の空振
り率、的中率については詳細な質問が多くありました。
これはブラジルで現在、予防的な対策工事を積極的に
推進できていないこともあり、ソフト対策のみで警戒避
難を行わなければいけない現状のためではないかと思わ
れました。
　また、レーダー雨量観測について興味が高かったよう
であり、特にⅩバンドレーダーの有効性、ブラジルでの
導入について質問が集中しました。ブラジルは国土が広
いため、連邦政府として国全体を対象とした広範囲なレ
ーダー観測を行わなければならない現状に対し、州政府・
市政府（ブラジルでは基礎自治体としては「市」のみで「町・
村」はない）でも人口の多いリオデジャネイロ州・サンパ
ウロ州など予算の豊富な自治体では、それぞれの管轄範
囲に対する詳細な観測手法としてXバンドレーダーを設
置したいという希望がかなりあるように思われました。

③技術グループ会議（予報・早期警報）

　2／10・11に、ブラジリアで「マッピング・リスク
評価」と「土地利用計画」について技術グループ会議

写真-4 ４箇所目の地すべり発生箇所 写真-5 第２回防災セミナー
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が開催されました。それぞれ関係する政府機関と、州・
市関係機関が出席して、2／7の防災セミナーとは違っ
た、担当者レベルの細かい技術的な意見交換がされま
した。ブラジルの現状に対して、関係機関が今後どの
ようにするべきか各機関の現状を紹介するとともに、
日本側の出席者が日本での実施状況を紹介・アドバイ
スしながら会議が進められました写真-6、7。
　私は、2／12㈬にCEMADEN（国家自然災害モニタ
リング警戒センター）のあるカシュエラパウリスタで
開催された技術グループ会議（予報・早期警報）を担
当しました。ブラジルのプロジェクトが開始されてか
ら予報・早期警報に関する関係機関が集まるのが今回
が初めてだったこともあり、まずは現状の確認と今後
行うべきことの整理から始まりました。ブラジルは連
邦制国家で各州・市の権限が強いこともあり、土砂災
害に関しても関連用語が多少違っていたり、データの
収集・整理方法が違うなどの差があるようです。この
ため、「用語統一・共通マニュアルの作成」、「警報シ
ステムの統合」、「データの共有方法の統一」など基本
的な部分の確認と、今後の関係機関の意識統一のため
の取り組みの方向性が議論されました写真-8、9。

６．ブラジルの土砂災害対策に関する
　　現状と課題
●雨量による予測手法の導入と改善

　ブラジルでは、地質の違いから危険な地域のリスク
評価を行う取り組みが主流であり、日本のような雨量
からのアプローチはほとんど未経験のようです。土砂
災害対応担当が地質学者を中心としていることもあり
ますが、もう少し雨量と土砂災害の発生の関連から精
度向上を図ってみてもよいのではないかと感じられま
した。ただし、当然ながらこれまでブラジル側で行っ

てきた地質からのアプローチも重要です。日本の手法
をそのまま適用するのではなく、地質・雨量両面から
の設定手法を両国共同で開発していくことが適切と考
えられました。

●先行的に雨量観測等を強化している

　州・市政府の協力

　リオデジャネイロ州の機関では、雨量データは115
年分あり、雨量モニタリングの経験は少なくとも16年
あるとのことです。詳細までは確認できていませんが、
連邦政府よりも経験・技術的にも進んでいると思われ
ます。先行的に先進的に実施している市政府をうまく
取り込んでいくことが今後のプロジェクト推進の効率
化につながると思われました。

●各政府機関の役割分担の明確化

　警戒避難に関しては、CEMADEN、CENAD（国家
災害リスク管理センター）、CPRM（ブラジル地質サ
ービス）などの連邦政府機関をはじめ、州・市政府で
もそれぞれIPT（サンパウロ州技術研究院）、GeoRio（リ
オデジャネイロ市地質工学機構）など多岐にわたる機
関が関係しています。ブラジルは連邦制を採用してい
ることもあり、これまではそれぞれ独自に警戒避難を
研究・実施してきていたようですが、それぞれの役割
分担が不明確のようです。
　まさに今回のプロジェクトをきっかけにして、スム
ーズな対応が可能となる連携体制に移行してほしいと
思います。

● 関係する政府（連邦・州・市）機関が

　多数であるためデータが共有できていない

　上記に関連しますが、現状では連邦政府・州政府・

写真-6 ブラジリアでの技術会議 写真-7 論点整理実施状況
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市政府で情報共有がされているとは言いがたい状況で
した。どのような仕組みで共有するか今後各機関での
議論が必要ですが、それぞれの機関の職員が、現在最
も問題意識・危機意識として強力に感じている様子だ
ったのが印象的でした。

●技術レベルは相当高い

　行政と研究両面からの出席者でしたが、日本の現状
を把握し全体的な概要を理解する姿勢ではなく、それ
ぞれの専門分野にどう生かしていくか、より詳細な観
点から技術会議に参加している様子がうかがえまし
た。参加者のモチベーションも高く、日本からの一方
的な指導という立場ではなく、ブラジルと日本が共同
研究していくというスタイルが最もふさわしいと感じ
られました。

●ハード対策とのリンク

　今回のプロジェクトはソフト対策が対象ですが、ハ
ード対策に関する市政府などの現場での悩みは多いよ
うに感じられました。予算的な制約がありますが、試
験的・モデル的にでもかまわないので、日本的なハー
ドとソフトの両面からの土砂災害を行ってみてもよい
と思われます。

５．現地の状況
　現地調査を行った、サンタカタリーナ州ブルメナウ
市はとても暑かった！	ブルメナウ市は南緯26°（日本
では沖縄の那覇ぐらい）です。日差しも強く、ブラジ
ルに行った２月は、南半球のブラジルではちょうど真
夏で、真冬の日本から行った体が少し驚いていたので
はないかと思うぐらいです。時差もちょうど12時間（滞
在中はサマータイム中で時差は11時間）で、時差ぼけ
に悩まされました。ブラジル滞在中は、日本では２週
連続で週末の大雪に見舞われていましたが、当然ブラ
ジルでは……。ホテルでNHKの国際放送を見て心配
していました。
　セミナー・技術会議が行われた首都ブラジリアは、
南緯15°（北半球だとフィリピンのマニラぐらい）です
が、リオデジャネイロからブラジリアに首都移転した
際に、冷房・暖房を必要としない高地（標高1100ｍ程度）
を選んだだけあって、日中の日差しは強かったのです
が、湿度が低く、夜も過ごしやすい場所でした。チー
フアドバイザーの武士専門家の賃貸アパートに行きま
したが、本当に暖房も冷房もありませんでした。物価
は日本より少し高いぐらいでしょうか？	昼食は1000
円程度、夕食は2000円+αぐらいだったと思います。

おわりに
　最後に、ブラジル派遣に関していろいろな方々に大
変お世話になりました。とくに、長期派遣中の武士専
門家（現地では「親方」と呼ばれています）、堀専門家、
富永専門家と現地のサポートスタッフの方々、JICA
地球環境部宮田課長、菊入主任調査役をはじめとする
皆様に厚く御礼を申し上げます。

写真-8 CEMADENオペレーションセンター

写真-9 カシュエラパウリスタでの技術会議
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