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インタープリベント2012、
砂防行政官会議に
参加して

開催年 開催国 開催地 砂防行政官会議 備考

1967 オーストリア クラーゲンフルト －
1971 オーストリア クラーゲンフルト －
1975 オーストリア インスブルック －
1980 オーストリア バート・イシュル －
1984 オーストリア フィラッハ －
1988 オーストリア グラーツ －
1992 スイス ベルン 第１回

1996 ドイツ ガルミッシュ=
パルテンキルヒェン 第２回

2000 オーストリア フィラッハ 第３回
2002 日本 松本 第４回 地域会議
2004 イタリア リーヴァデルガルダ 第５回
2006 （ドイツ） （ミュンヘン） 第６回 行政官会議のみ単独開催
2006 日本 新潟 － 地域会議
2008 オーストリア ドルンビルン 第７回
2010 台湾 台北市 － 地域会議
2012 フランス グルノーブル 第８回
2014 日本 奈良（予定） 予定 地域会議
2016 スイス 未定（予定） 予定

1.インタープリベント、砂防行政官会議
について

　インタープリベントは、洪水、土石流、地すべり、
雪崩、落石等による自然災害防止・軽減のために、
ヨーロッパアルプス周辺のオーストリア、ドイツ、
スイス、イタリア等の専門家、研究者が集まる国際
学会である。本部はオーストリアのクラーゲンフル
トにあるケルンテン州政府河川水利局に置かれ、
1967年からヨーロッパ諸国においてほぼ４年に１回
開催されている表-1。1992年に日本が環太平洋地域
の同分野でのイニシアチブを執ることについて本部
から要請があり、協定書が交わされた。これに伴い、
日本では環太平洋インタープリベント協議会が組織
され、環太平洋地域で本大会の中間年に地域会議を
開催することが始まった。
　砂防行政官会議（サミット）は、日本からの提唱
により、1992年のベルン大会から、各国の行政官が
学術面だけでなく行政面についても情報交換・議論
するために、大会参加者のなかで行政担当官を集め
て行われるようになったもので、大会前後に同地で
1日開催されている。

2.インタープリベント2012

　インタープリベント2012は、フランス南東部のグ
ルノーブルにて４月23日（月）から26日（木）までの４日
間にわたり、Alpexpo会議場にて開催された表-2、
写真-1。グルノーブルは1968年の冬季オリンピック
会場となったところで、アルプスの西端に位置し、
山岳観光の拠点になっている。現地事務局を務めた
のは、フランスの国立環境・農業科学技術研究所

（Irstea；旧Cemagref）グルノーブル支局である。
　会議は約300名が参加して行われた。インタープ

写真-1 会場のアルプエクスポ前にて

表-1 これまでのインタープリベント、砂防行政官会議開催地

月　日 時　間 内　容

4／22
㈰

17:00 参加登録
20:30

4／23
㈪

8:00 参加登録
9:30 開会式
10:00 休　憩
10:30 基調講演
12:30 昼　食
14:00 セッション１（5名）
15:40 休　憩
16:00 セッション１（5名）
17:40 休　憩
18:00 エクスカーション説明
18:30 ビデオセッション
21:30 セッション終了

4／24
㈫

8:00 エクスカーション
18:00 エクスカーション終了
20:00 ガラディナー

月　日 時　間 内　容

4／25
㈬

8:30 セッション１（5名）
10:10 休　憩
10:40 セッション２（5名）
12:20 昼　食
14:00 セッション３（5名）
15:40 休　憩
16:10 セッション３（5名）
17:50 休　憩

18:00 ポスターセッションショートプレゼンテーション
21:30 セッション終了

4／26
㈭

8:30 セッション４（5名）
10:10 休　憩
10:40 セッション５（5名）
12:20 昼　食
14:00 セッション５（5名）
15:40 閉会式
16:00 閉　会

4／27
㈮

9:00 行政官会議
12:30 終　了

表-2 インタープリベント2012　プログラム
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リベントでは、全員がすべての発表を聞けるよう、
口頭発表は一つの会場だけで行われる。このため、
口頭発表数が限られる。今回はExtended Abstract

（2ページ）を受理した231題（全員分がAbstract集
に掲載）のなかから、138題に対してフルペーパー

（12ページ以内）の執筆依頼がなされ、99題の論文
(論文集に掲載)が受理された。このなかから科学技
術委員会により45題が口頭発表に選ばれた。なお、
Extended Abstract受理者すべてにポスター発表と
ポスターセッション中にスライド１～２枚を使った１
分程度のショートプレゼンテーションの機会が与え
られた表-3。
　当センターからは、「Evaluation by numerical 
simulation of debris flow disaster occurring with 
earthquake」(松井宗廣、池谷浩、道畑亮一、鈴木
拓郎)と題して、岩手・宮城内陸地震時の駒ノ湯温
泉土石流災害に関する考察を投稿しており、ポスタ
ーセッションとショートプレゼンテーションにて、
比留間が代理発表を行った 写真-2、 写真-3。そのほ
か、日本人では、土木研究所の内田太郎主任研究員

が口頭発表で、また表-3に示す８名がポスターセッ
ションにて発表した。
　筆者は2006年新潟の地域会議に参加したが、全体
の発表の傾向は新潟と比べて、土砂移動現象を理学・
工学的に解析するような純学術的な研究が減り、危
機管理や対策に関する発表の割合が増えたように感
じた。特に防災教育や啓発に関する発表では質問も
多かったように思う。

3.エクスカーション

　会議２日目の４月24日（火）は、エクスカーション
が行われた。全11コースが設定され、道路が不通で
現地に到着できなくなったNo. ９を除き、10コース
が実施された表-4。
　このうち、山腹緑化をテーマとしたコースNo.6に
参加した。コースはグルノーブル南西18kmの、ロ
アサール（Roissard）のRiffol流域での低ダムによ
る縦侵食対策写真-4、柵工による崩壊地復旧を見た
後、サンローラン・アン・ボーモン（Saint-Laurent 

写真-2 ポスターセッションのショート
プレゼンテーション

写真-3 ポスター前での討論 写真-4 Riffol流域での営林署の説明

表-3 日本からの参加者による発表
発表者

（連名略） 題名
発表形態

ポスター 論文掲載 口頭
内田太郎 Assessment	for	susceptibility	of	deep	catastrophic	landslide	induced	disasters	in	Japan － ○ ○
松井宗廣

（代理：比留間雅紀） Evaluation	by	numerical	simulation	of	debris	flow	disaster	occurring	with	earthquake ◎ － －

井上公夫 The	formation	and	failure	flooding	of	the	largest	landslide	dam	on	Yatsugatake	Volcano	in	
Japan ◎ － －

石川芳治 Characteristics	of	slope	failures	and	landslide	dams	caused	by	the	2008	Iwate-Miyagi	
Nairiku	Earthquake ◎ ○ －

中谷加奈 Development	of	"Hyper	KANAKO",	a	debris	flow	simulation	system	based	on	laser	profiler	
data ◎ ○ －

石川信隆 Dynamic	response	of	steel	specimen	under	debris	flow	surge	model ◎ ○ －
林真一郎 Japanese	early-warning	system	for	debris	flows	and	slope	failures ◎ － －
山越隆雄 Timesequence	on	the	debris	flow	disaster	in	The	Tsurugi	River,	Hofu	City,	Japan ○ － －

長谷川祐治 Prediction	of	debris	flow	disasters	and	the	evaluation	of	control	structures	with	hydraulic	
model	tests	and	numerical	simulation ○ － －

入口和明 Sediment-related	disaster	in	Nara	Prefecture	caused	by	the	Great	Floods	in	the	Kii	
Peninsula ◎ － －

他国を含めた総発表数 Abstract掲載231
題中、発表約120 99 45

※発表形態：◎：ショートプレゼンテーション参加、○：参加、－：該当無し
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en Beaumont）地区のLes Garguettes谷の源頭部崩
壊対策写真-5を見学した。町を離れるとすぐに広が
る牧草地や畑は美しく、フランスが農業国で食糧自
給率が高いことを再認識したが、山腹工や緑化工は
予算不足のためか、遷急線部の処理が行われていな
いため、表土固定が不十分で、残念ながらあまり参
考にならなかった。

4.Summit2012

　インタープリベント本会議終了後の27日午前、ア
ルプエクスポ会議場ロビー横の会議室にて、砂防行
政官会議が行われた写真-6。参加国は、オーストリ
ア、イタリア（トレント州）、ドイツ（バイエルン
州）、スロベニア、スイス、フランス、日本の7カ国
であった。
　最初にクルト・ローナー会長から趣旨説明があ
り、続いて各国から10～15分ずつ各国の状況・課題

★参考資料
★	 丸井英明：ヨーロッパの砂防の動向；砂防と治水199号、
	 2012年2月
★	 国土交通省HP：
	 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/05/051010_.html

の説明が行われた。日本からは国土交通省砂防部・
大野砂防計画課長が、近年の災害発生状況や深層崩
壊、河道閉塞の対策、危機管理について報告を行っ
た写真-7。各国の報告を概観すると、どこも予算の
厳しさがあるようで、抜本的・集中的にハード対策
を進めようとする国はなく、監視・観測や国内各レ
ベルの情報共有などソフト対策を重視していた。こ
れは、参加者の所属が森林管理や環境の名が付くと
ころが多く、ひょっとすると災害対策の主管省庁で
ないか、あるいは山地の環境を整えることによって
間接的に土砂災害防止を図ることを主是としている
か、などの理由があるのかもしれない。
　最後には、オーストリアと日本（砂防計画課・吉野
課長補佐）から、各国に共通する課題と活動の方向
性について案が提示され、討議の結果、危機管理や
情報共有、地域会議での行政官会議開催など、８項
目に整理し、これを結論として会議が終了した。

5.今後の開催予定

　本年２月にインタープリベント本部で行われた理
事会において、次回の地域会議が2014年に奈良で開
催されることが了承された。また2016年に開催され
る本会議は、スイスで開催されることになった。グ
ルノーブルでも、ポスターセッション中、ショート
プレゼンテーションにて奈良県砂防課の入口課長補
佐が台風12号災害の概要を紹介したほか、閉会式に
て大庭土木部長が次回開催地を代表して歓迎の挨拶
を行った。これには国際砂防協会として開催に協力
していきたいと考える。

写真-5 流域源頭部対策 写真-6 砂防行政官会議の様子 写真-7 大野課長の発表

表-4 エクスカーションのコース概要
コース
番号 見学先 内容 グルノーブルからの

方向・距離 備考

1 ロマンシェ谷
崩壊と
落石実験
サイト

南東３０km

2 ローターレ峠 雪崩実験
サイト 北東140km

3 イゼール川 洪水対策 グルノーブル周辺

4 マニバル渓谷 土石流対策施設 北北東20km

5 シャモニ 雪崩導流工 北東140km

6 ロアサール他 緑化工 南南西18km

7 サンポール
ドヴァルス 落石減勢林 南南西10km

8 ヴァリエドゥラック 落石に対する
土地利用計画 北北東100km

9 モンタニョル 落石防護施設と
実物大実験 北北東100km

道路閉鎖に
より他に
振り替え

10 ドローム渓谷 流域の
森林回復 南西40km

11 モダーヌ モーリエンヌ渓
谷の災害対策 東75km

※各コース20名ずつ
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