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1．はじめに
独立行政法人国際協力機構（JICA）の技術協力プロ
ジェクトとしてブラジルで5年間の予定で進行中の
「SABOプロジェクト」について、2021年7月の開始か
ら1年少々が経過した2022年10月現在の進捗状況を
説明する。このプロジェクトは2013年から2017年ま
で実施された土砂災害の非構造物対策を主体としたブラ
ジル国「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェ
クト」（通称GIDESプロジェクト）の後を継ぎ、ブラジ
ルでの実施体制が整っていない土石流に対する構造物対
策を念頭においたものである。なお「SABOプロジェク
ト」は通称で、日本語での正式名称はブラジル国「強靭
な街作りのための土砂災害構造物対策能力向上プロジェ
クト」であるが、プロジェクト参加者が正式名称を覚え
られないということで、ブラジル政府の要望により、こ
のような通称で呼ばれている。
このプロジェクトは土石流対策構造物の設計、施工、
維持管理方法の理解を促進することを目的としており、
主な成果品はブラジル版の土石流の構造物対策のための
設計、施工、維持管理に関する技術基準とチェックリス
トを合わせた「砂防マニュアル」及び事例集（以下、「砂
防マニュアル」と事例集を合わせ、「砂防マニュアル等」
という）と、政府職員に対する能力向上のための研修資
料となる。
また、砂防マニュアルの作成と並行して、ブラジル側
の予算負担によって、パイロットプロジェクトとして2
か所で実際に砂防堰堤工事を行い、この経験を踏まえて
砂防マニュアルの内容を向上させることになっている。
SABOプロジェクトの日本側メンバーは長期専門家
1名と短期専門家8名であり、ブラジル側カウンター
パートはブラジル連邦政府の地域開発省市民防御局長以
下、主に工事部の職員である。また、地域開発省が委嘱
した主に連邦大学の教授らで構成された技術委員会が技
術的な助言等を行う体制となっている。さらに、パイ
ロットプロジェクトの実施にあたり、州政府及び市政府
の職員も参加している。
なお、SABOプロジェクトで用いる言語はポルトガル語

となっており、プロジェクトの円滑な進捗のため、日本語
とポルトガル語間の翻訳・通訳スタッフも参加している。

2．砂防マニュアル等の進捗状況
ブラジル版のマニュアルの作成方法としては、大まか

に以下の4つのステップを経ることになる。2022年
10月時点で、設計、施工、維持管理のうち設計につい
て第Ⅱステップから第Ⅲステップに移行しようとしてい
るところである。
Ⅰ　�日本の技術指針等をカウンターパート、技術委員
会に説明する。

Ⅱ　�日本の技術指針等をそのまま使う部分とブラジル
の特性に応じて修正する部分を分け、修正案を双
方で確認する。

Ⅲ　�ブラジルの技術規格やマニュアル記述ルールに
沿って、マニュアルを最適化する。

Ⅳ　�パイロットプロジェクトを通して、さらにマニュ
アルの使い勝手を向上させる。

以下、これまでに実施した第Ⅰ、第Ⅱステップの作業
内容と問題点などについて説明する。

2.1　第Ⅰステップ
まず、日本の土石流対策について、『河川砂防技術基
準』及び『土石流・流木対策設計技術指針』（以下、「土
対針」という）を基本としつつ、必要に応じて各基準や
指針に掲載されていない基準の根拠となった資料を追
加・集約した資料を日本語で作成したほか、土石流その
ものや模型実験の動画で理解の促進に努めた（写真-1）。

写真-1　技術委員会に土石流動画を用いて説明
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この資料をポルトガル語に翻訳する作業は日本側と翻訳
者だけではできず、カウンターパートに、こういう機能・
目的の構造物はブラジルではどのような言葉を使ってい
るのか確認し、あてはまる言葉があればできるだけそれを
使うことにした。あてはまる適当な言葉がない砂防用語
はポルトガル語で新たに作りだす必要が出てくる。ここ
で、使い方があいまいな日本語がその作業を難航させた。
例えば、砂防堰堤の「袖」は、土対針2.1.3.3�非越流
部の安定性および構造（2）袖部の破壊に対する構造計
算の図ー8に示すように本体の上にのった水通し天端より
上の部分だけのことを指している。一方で、日本側の技
術者はしばしば「袖折れ」というが、この場合砂防堰堤
の非越流部の本体と袖の両方を含む部分を指している。
このように場合によって定義が変わると理解しにくいた
め、ポルトガル語に翻訳する場合は、土対針で袖とされ
た部分のみを、英語でWingと呼ぶようにAsaと呼び、
「袖折れ」に該当する意味で使う場合は「非越流部」に
対応するポルトガル語を用いるようにした。
このように苦労して翻訳したポルトガル語版の日本の
技術基準をカウンターパートやブラジル側の技術者や技
術委員会に説明し、意見交換していったが、議論を通し
てより適切なポルトガル語に修正する作業も行われた。

2.2　第Ⅱステップ
第Ⅱステップでは、ポルトガル語版の日本の技術基準

のうち、例えば砂防堰堤の下流のり勾配や透過部の純間
隔のようにブラジルでは土石流に対する経験や研究の蓄
積が不足していて当面は日本の基準をそのまま使うこと
にするもの、例えば確率規模に応じた流出計算や基礎岩
盤の分類方法のように、土石流対策以外の分野でも使わ
れるためブラジルでの技術的な蓄積があり、ブラジル独
自のものに変更するもの、に分類をしていった。ブラジル
独自のものに変更する部分については、技術委員会が対
案を整理して、ポルトガル語版の日本の技術基準に修正
を加え、これを再度日本語に翻訳して日本側で誤解がな
いか確認・修正して、砂防マニュアルのα版を作成した。
ここで、日本では基礎岩盤に関する設計条件として支
持力や掘削勾配などを、岩級区分や土質区分に対応した
標準値を用いることがあるが、技術委員会からはブラジ
ルの広い国土には多様な地質があり、そのような簡易的
な分類による標準値を用いることはできないため、必ず
地質・土質の試験をして決めるようにしたいとの提案が
示された。簡易な分類による標準値を用いた設計は、設
計作業を容易にする一方で、現地調査が不十分になって
施工段階での手戻りを発生させる原因の一つになってい
ると考えていたので、この提案はよく理解できた。一方
で、パイロットプロジェクトの設計条件の決定が予定よ
り遅れる要因にもなったので、SABOプロジェクト全体
を考えると悩ましいものではあった。

引き続き、ブラジルのマニュアル作成ルールに沿って、
技術委員会が全体的にポルトガル語で書き下ろした砂防
マニュアルβ版の作成作業が行われている。

3．パイロットプロジェクトの進捗状況
3.1　パイロットサイトの選定
パイロットプロジェクトのサイトは、1）プロジェク

ト市の選定、2）選定された市内で優先的に砂防工事を
行うべき渓流の抽出、3）抽出された渓流から実際に工
事を行う渓流の選定という3段階の手続きを経て決定さ
れた。
第1段階のプロジェクト市の選定は、過去の災害実績

から土石流災害の発生件数や被害の状況を整理し、土石
流災害の発生件数が多いリオデジャネイロ州ノバフリブ
ルゴ市と土石流による犠牲者数が多い同州テレゾポリス
市が選定された（図-1）。

第2段階の各市内で優先的に砂防工事を行うべき渓流
の抽出方法として、SABOプロジェクト開始前には既存
のリスクマップを活用する予定であったが、両市ともに
土石流のリスクマップが市内を網羅して作成されていな
かったため、簡易のリスクマッピングを行って、各渓流
を比較することにした。簡易のリスクマッピングは
JAXAが無償公開している30m相当解像度の標高デー
タから作成したプロジェクト市全域の水系図を用いて、
GIS上で渓流の勾配を計算し、ブラジルの土石流流下区
間である2〜10度の区間を抽出し、プロジェクト市の
地形特性を考慮して50mのバッファーゾーンをリスク
エリアに見立てる手法を採用した。この手法は短期専門
家メンバーがベトナム国のJICAプロジェクトで用いたも
のをブラジルに適用したものである。この簡易のリスク
エリア内の人口や公共施設（病院、学校など）を比較
し、優先的に砂防工事を行うべき渓流を両市で10渓流
程度抽出した。

図-1　 パイロットサイト「ノバフリブルゴ市」「テレゾポリス市」 
の位置関係
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第3段階の抽出された渓流から実際に工事を行う渓流
を選定する手続きは、市政府において市政運営上の重要
性等を踏まえて判断することとし、ノバフリブルゴ市で
は地域の中核病院がリスクエリア内にある渓流を選定し、
テレゾポリス市では2011年の災害おいて、ブラジル国
内で最多数の犠牲者が発生した渓流を選定した。
なお、ブラジル側カウンターパートは、この簡易リス
クマッピング手法をフリーのGISソフトであるQGISで
処理し、またリスクエリア内の人口等をブラジルの市街
地区域などの地理データや国勢調査などの統計データを
用いて処理するため、プロジェクト市の市政府職員を含
むワーキングチームを立ち上げて独自マニュアルを作成
するなど、自主的な取り組みを行い2022年の砂防学会
研究発表会においてオンラインでの発表を行った1。また、
第2、第3段階の手続きについては、SABOプロジェク
ト終了後に各市で砂防工事を行う際に連邦予算を申請す
るための手続きに組み込まれる予定となっている。

3.2　各パイロットサイトの砂防堰堤の設計
両市で工事を行う渓流の選定が終わり、JICA専門家及
びブラジル側カウンターパート、州政府、市政府の職員
による現地踏査が行われ、おおむねの砂防堰堤候補地に
目星をつけたうえで、砂防堰堤の設計に向けた測量及び
地質調査が行われた。なお、設計の前に土砂処理計画の
検討などが行われるが、それらはGIDESプロジェクトの
成果に基づいて実施されるものであるため、ここでは説
明を割愛する。
ノバフリブルゴ市の渓流は比較的小さな渓流であり、
また谷出口にある病院が砂防堰堤候補地の土地を所有し
ているため用地確保等の問題もなく、測量及び地質調査
に取り掛かることができた。環境保護区であることから
植生伐採に許可が必要であったため、測量は当初ドロー
ンによる測量が行われたが、植生に阻まれて地表面の状
況をうまくとらえることができなかった。このため植生
伐採の許可を得て、植生を伐採した後に地上測量を実施
することで地表面の状況をより適切に把握することがで
きた。また、地質調査では技術委員会から地質工学を専
門とする教授陣が現地踏査やボーリング調査に立ち会い、
その結果を分析することで、2022年9月中に地下構造
も把握することができた。
これら測量及び地質調査の結果を踏まえ、技術委員会
から、砂防堰堤の基礎とすべき地層や根入深さ、地盤の
掘削勾配など、設計条件が示された。その際、側岸の嵌
入処理について議論があり、掘削量を減らすために鉄筋
挿入工のような工法で斜面を補強して切土勾配を急にす
る方法の提案があった。このような補強はブラジルでは

1　令和4年度砂防学会研発表会概要集　R3-11　The elaboration of a mapping of debrisflows in Brazil, aiming at the installation 
of SABO structures, p243-244

一般に用いられているとのことであり、経済性を踏まえ
たうえで採用を検討することになった。また、設計の開
始にあたって、ブラジル側カウンターパート、州政府、
市政府などと設計WGを組織し、現地調査時には日本で
の砂防の考え方について具体例を示しながら議論を行っ
た（写真-2）。

一方、テレゾポリス市の渓流は比較的規模が大きく、
土地の所有権に関する調整も必要であり、地権者の理解
を得るために数か月の時間を要することになった。9月
時点でようやく測量の現地作業が開始された状況であり、
地質調査の結果がでるまでにはまだ時間を要する見込み
である。
今後、カウンターパート及び技術委員会が、砂防マ

ニュアルに沿って両市に建設する砂防堰堤の設計作業を
進め、リオデジャネイロ州政府によって工事の入札契約
手続き、工事の実施の段階に移行する予定である。

4．おわりに
このSABOプロジェクトは本来2020年に開始予定で

あったが、Covid-19の影響により1年遅れて開始して
いる。また、2021年の開始時点でも、厳格な感染対策
によって、対面での接触をできるだけ避け、遠隔会議な
どを多用しながら手探りでプロジェクトを始めた。なお、
遠隔会議はどうしても意思疎通が不十分になってしまい
がちであったが、一方でブラジルと日本という地理的に
離れた場所にいながら、毎週の定例会議を開催でき、遠
隔であればこそ比較的簡単に参加を呼び掛けることがで
きる利点があった。時差が12時間もあるため、会議の
開催時間はいずれかが朝、いずれかが夜と双方ともに通
常の営業時間外にせざるを得なかったが、これも通常の
業務に支障をきたさずに会議に参加できる利点もあった。

写真-2　 ノバフリブルゴ市のパイロット工事予定場所でカウン
ターパートと議論
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とはいえ、やはり対面での対話は遠隔での対話には代
えがたいというのも実感である。ブラジルは日本より一
足先にCovid-19の感染状況が落ち着いたため、感染対
策には気を付けて対面での会議を行ったが、遠隔に比べ
て意思疎通のレベルが格段に向上した。また、一度対面
で会ってからは、遠隔であっても対話がスムーズに進む
ようになったように感じる。
また、屋外で距離を取りながらではあるが会食をした
り、私がプロジェクトの進捗管理に苦言を呈した際には、

仲直りと称してビリヤードに誘われたりと、業務時間外
での交流も円滑なプロジェクトの進捗には欠かせないと
は言わないが非常に有効に機能すると感じた。
ブラジルはCovid-19の感染状況こそ落ち着いたが、

サル痘、デング熱など気になる感染症はいろいろあり、
また、Covid-19の影響などによる景気悪化の影響で治
安も悪化しているように感じるため、健康管理と安全管
理には十分に気を付けながら、プロジェクトの進捗に向
けて引き続き、尽力していきたい。

発生日 国　名 種　別 概　要

2022年

4月2日 ブラジル 地すべり

4月2日、ブラジルのリオデジャネイロ（Rio de Janeiro）州で豪雨による洪水と地
すべりで、16人の死者と3人の行方不明者が出た。3日間の大雨による被害は、南
東部の大西洋岸の広い範囲に及んだ。リオデジャネイロの南西160キロの海辺の
町、アングラドスレイス（Angra dos Reis）では、地すべりによる泥と残骸から
3日に2名の遺体を発見したと報じた。市政府によると、4人の子どもと4人の大人
の死亡が確認され、行方不明の3人の捜索が行われた。植民地時代の建物が残る
観光地町パラチ（Paraty）で発生した別の地すべりでは、父親と6人の子どもが
死亡した。連邦政府は救援活動を支援するため、軍用機で大統領の国家災害対応
秘書を同州に派遣したと述べた。

4月7日 コロンビア 土砂崩れ

南米コロンビア北西部の鉱山地帯アンティオキア（Antioquia）県アブリアキ
（Abriaqui）で豪雨による土砂崩れが発生し、少なくとも11人が死亡、十数人が
負傷し、人数は不明だが行方不明者も出たと、当局が7日に明らかにした。国家災
害リスク管理当局によると、違法操業していた金鉱の鉱山労働者が被災した。雨
期に入り、当局は付近の住民に河川に近づかないよう呼びかけていた。コロンビ
アは大雨が多く、山間部の険しい地形、住宅の粗末な造りや違法建築のために、
土砂崩れによる被害が頻発している。国家災害リスク管理当局は、2022年は3月
16日から雨期に入り、4月初めまでに全土で9,000人以上が被災したと報じた。

4月10日 フィリピン 地すべり

4月10日にフィリピンを襲った台風2号（国際名：メーギー、Megi）が相次いで
もたらした地すべりや洪水による総犠牲者は175人と推定され、さらに110人が行
方不明となった。また、各地の洪水により、およそ3万世帯が避難を余儀なくさ
れた。さらに道路の寸断や停電も発生、イースター（復活祭）の祝日を前に、
人々の移動に支障をきたした。被害の大きかった中部レイテ（Leyte）州ベイベ
イ（Baybay）市周辺の4つの村で、10日から11日にかけて地すべりが発生、多く
の住民が巻き込まれ、救助活動が行われた。10日にカンタグノス（Kantagnos）
村で発生した地すべりは、国連衛星センター（UNOSAT）の解析によれば長さ3
キロに及ぶ巨大なものであり、森林伐採が誘因の可能性があると報じた。そこで
は59人が死亡し、またベイベイ市では少なくとも63人が行方不明となり、鉱山地
球科学局（MGB）の研究者は、市政府に対し今後も危険が懸念されるカンタグノ
ス村を閉鎖すべきと提言した。

4月13日 南アフリカ 地すべり

南アフリカ南東部クワズールー・ナタール（KwaZulu-Natal）州のダーバン
（Durban）を含むエテクウィニ（eThekwini）都市圏で、60年ぶりとなる豪雨に
よる洪水や地すべりが相次ぎ、440人以上が死亡したと同国政府が13日に発表し
た。また、63名が行方不明になり、緊急サービスによる捜索が行われたほか、多
くの住宅が流され少なくとも1万3,600人が家を失った。国立気象局によると、ク
ワズールー・ナタール州の一部地域では、過去48時間でダーバンの年間降水量の
半分近くに当たる450ミリ以上の雨が降った。市内の主要道路は閉鎖され、地す
べりによって多くの家屋が破壊された。サハラ以南のアフリカで最も重要な港で
あるダーバン港に続く主要幹線道路は大きく損傷し、港は操業を停止した。
南アフリカの近隣諸国は、毎年のようにインド洋上で発生する熱帯低気圧の被害
に見舞われているが、アフリカ最大の工業国である南アフリカが影響を受けるこ
とはまれであり、今回の豪雨は熱帯低気圧ではなく、冷たい空気と雨を伴う「切
離低気圧」が原因とされた。

（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課




