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1．はじめに
2016年（平成28年）5月30日

から6月2日にかけてスイス・ル

ツェルンで開催された国際会議イン

タープリベント 2016に参加し研

究発表を行った（写真-1・2）。ここ

では、研究発表と現地見学会（エク

スカーション）の概要を報告する。

インタープリベントは、オースト

リアに本部を置き、土石流や雪崩、

洪水などに伴う自然災害の防止・軽

減に関する学際的な調査研究につい

て情報交換を行うことを目的とする

学会である。1967年に本部がある

オーストリア・クラーゲンフルトで

第1回会議が開催されて以降、4年

に1度の頻度で開催されており、今

回で13回目を数える。スイスでの

開催は、1992年にベルンで開催さ

れて以来2回目である。なお、ヨー

ロッパ地域で開催される本会議の中

間年にあたる2002年からは環太平

洋地域において地域会議が4年に

1度開催されている。

会議が行われたルツェルンは、ス

イス第4の都市でスイス中央部に位

置し、チューリッヒからスイス国鉄

の急行（IR）で約1時間の距離にあ

る湖畔の町である。今回の会議では、

ヨーロッパ、アジア地域の20カ国か

ら370件あまりの研究発表があり、

総参加者は550人と公式発表されて

いる。研究発表の件数を国別にみる

と、開催国スイスが最も多い149件、

次いでオーストリアの85件、日本

29件、イタリア28件が続く。アジ

ア 地 域 か ら は、日 本 の 他、 台 湾

（22件）、インドネシア、カザフスタ

ン、韓国、パキスタン、香港、マレー

シア（各1件）からの発表があった。

2．研究発表
インタープリベント2016は、自

然災害に対するリスク管理や警戒避

難関係、現象の観測およびモデル

化、ハザード評価などに関する6つ

のセッションで構成され、発表アブ

ストラクトのエントリー後に実行委

員会によりセッションごとに口頭発

表、ポスター発表に振り分けられ

た。 研 究 発 表 は、1日 目、2日 目、

4日目に行われ、3日目は研究発表

がなく、現地見学会（エクスカー

ション）が開催された。全て同じ会

場で行われた口頭発表は3日間で全

40件あり（日本から2件）、ポス

ター発表は全日コアタイムが設定さ

れていた。発表者は、大学や研究機

関の研究者、行政防災担当者、コン

サルタントの技術者などで、発表言

語はドイツ語と英語が多かったが、

フランス語、イタリア語での発表も

あり、各言語への同時通訳があった。

その他、1日目には6件の基調講演と

公開の講演会があった。

研究発表は、山地域で発生する崩

壊や土石流、落石、雪崩、扇状地で

発生する洪水氾濫など多岐にわたる

現象を対象としており、現地観測に

基づく土砂移動の実態把握、数値計

算や水路実験による現象の再現、再

現結果を踏まえたハザード評価に関

する研究発表が多かった。また、ス

イス国内では2005年に豪雨による

災害が各地で発生しており、この災

害を対象とした研究発表も目につ

いた。

筆者は、音響式パイプハイドロ

フォンによる掃流砂観測データに基

づいた火山地域における土砂動態に

つ い て ポ スター発表（ タ イ ト ル: 

Sed iment d ischarge f rom 

mountain catchment in volcanic 

area, Japan）を行った。掃流砂量

を間接的に観測する手法の類似研究

としてはイタリアにおけるジオフォ

ン（堰堤水通しの底面に金属板を貼

スイス・ルツェルンで開催された
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写真-1　会場となったKKL Luzernの外観 写真-2　オープニングセレモニーの一コマ、
楽器の演奏がありました

写真-3　船上での説明の様子
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り、そこでの音響で掃流砂量を推

定）による出水時の掃流砂量観測事

例の発表があった。その中で日本の

音響式パイプハイドロフォンを設置

して、両手法による観測結果を比較

する試みも紹介された。残念ながら

大規模出水時に巨礫により鋼管が破

損しうまくいかなかったようである

が、今後も音響式パイプハイドロ

フォンによる掃流砂観測技術をさら

に発展させていくためには、日本で

培われた観測技術や、観測結果を活

用した土砂移動実態の把握、防災対

策への活用事例などを、国内外問わ

ず発信・情報交換していくことが重

要であると感じた。

流木災害に関する研究発表もスイ

スから複数件あった。日本でも土砂

災害に付随して発生する流木による

被害がたびたび問題となっているが、

スイスでも流木災害が深刻な自然災

害の一つとして認識されており、実

際に流木災害が発生した流域におけ

る流木対策施設の設置状況と流木の

有無による上流堆砂域の土砂堆積状

況の違いを水路実験により検証した

研究発表のほか、橋脚を閉塞させる

流木の特徴を整理するとともに、閉

塞により氾濫域が拡大する数値計算

結果を示した研究、透過型堰堤の流

木捕捉効果を検証した研究、流木対

策施設における流木の集積状況の変

化とこれに伴う施設上流の水深上昇

との関係を実験により定量的に示す

研究などが発表されていた。

また、スイスやオーストリアのい

くつかの研究発表では、土石流や洪

水の対象規模として通常日本で想定

される100年超過確率規模より大

きい300年超過確率規模の現象ま

で検討されていた。これは降雨規模

や地形、保全対象の位置・数など日

本との地域性の違いにより100年

超過確率規模の現象では大きな被害

が生じない想定結果となっているこ

とに起因していると考えられ興味深

かった。

3．現地見学会
3日目は発表がなく、エクスカー

ションが開催された。全10コース

で行われたエクスカーションのうち、

筆者は、ルツェルン湖を挟んで対岸

のWeggisにおいて、過去に土砂災

害が発生した地域での対策状況やハ

ザードマップの整備を始めとする防

災に関する取り組みについて見学す

るエクスカーション（EX1: Risk 

management in the municipality 

of Weggis）に参加した。参加者は

7 ヵ国30人である。各箇所で、地

質の専門家や現地のエンジニア、防

災担当者（消防士）からパネル等を

使いながら詳細な説明を受けた。

Weggisは、古くから観光地とし

て 親 し ま れ て い るRigi山（ 標 高

1798m）の南斜面に位置する湖畔

の町で、主な住居は湖近くに多い

が、急な斜面上にも家屋が点在して

いる。この地域の主な土砂災害は、

1795年に発生した大規模な土石流

のほか、2005年にも豪雨により崩

壊、土砂流出があった。いずれの土

砂災害も人的被害は発生していない

が、複数の家屋が被害を受けたとの

ことである。また、特徴的な地形・

地質により岩塊の崩落による家屋被

害が発生しており、2014年11月

には落石対策費に公金投入するかど

うかを巡る住民投票（結果は可決）

が実施されている。

朝8時にチャーターされた船で約

1時間かけてWeggisに渡り、5台

のバンに分乗して見学箇所間を移動

した。船上では、専門家からスイス

や対象地域における地質について説

明があったほか、今回のエクスカー

ションの概要について全景を確認し

ながら説明を受けた（写真-3）。ス

イスの地質は東西方向に帯状に分布

する北部、中部、南部の3つの地質

帯に大きく分類され、対象地付近は

主にジュラ紀の石灰岩が分布する北

部パートの南縁付近に位置するが、

Weggis周辺は基盤岩である礫岩層

写真-4　トップリング岩塊の伸縮計による
モニタリングの様子

写真-5　保全対象直上のカルバート

⬅
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が露出しているところが特徴的で、

いくつかの断層面が船上からも肉眼

で確認できた。一つ目の土砂災害形

態として、この断層面からトップリ

ングに伴う岩塊の崩落が挙げら

れる。

Weggis 上陸後、現場でヘルメッ

トを着用して、まず崩落が発生する

箇所におけるモニタリング状況、対

策実施状況について説明を受けた。

この崩落が発生する範囲の下部は急

勾配を呈し対策が難しいことから、

一部居住が制限されるとともに、発

生源対策としてアンカー工による岩

塊の固定、および伸縮計により岩塊

の挙動をモニタリング（写真-4）し

ていることが紹介された。現場では、

岩塊が数cm程度の礫とマトリック

スで構成されたかなり軟弱な岩塊で

あることが確認でき、2013年7月

に実際に落石が発生した事例につい

て、2009年9月の倒れ始めから崩

落するまでモニタリング結果なども

示された。現地確認後に行われた座

学では、Weggisにおける土砂災害

ハザードマップ整備の経緯等が説明

された。

昼食後は、1795年7月に土石流

（泥流）が発生した地区における防

災対策の実施状況の見学と緊急対策

のデモンストレーションがあった。

先に紹介したとおり1795年災害で

は人的被害は発生しなかったもの

の、約30軒の家屋が被害を受けた

とのことである。この地域では、

2005年の降雨でも土砂災害が発生

しており、災害後の対策として砂防

施設が建設されている。今回の現地

見学会では、対策施設としては最も

下流に設置されたカルバートを見学

した（写真-5）。現地での説明と個

別に質問した事項をまとめると、上

流には2基の底面スクリーン堰堤が

設置されており、下流カルバートに

は土砂と分離した泥水のみ（最大流

量12m3/sec）を流下させること

を想定しているとのことである。こ

の対策の整備完了により市街地での

氾濫範囲が減少し、2009年にハ

ザードマップが修正されたことも紹

介された。

一方、流量が12m3/secを上回

る出水時（計画流量は不明）には、

カルバート直上左岸側のシャッター

を開放し、道路上を導流する緊急対

策を実施する計画となっている。緊

急対策を実施する消防士長の説明の

後、付近の道路を一時通行止めにし

て実際にシャッターの開放および道

路上の導流工設置のデモンストレー

ションが消防隊（参加者も手伝っ

た）により実演された（写真-6・7）。

導流工は、高さ30cm程度の木製の

板を鋼製クリップや土嚢で連結・固

定して並べるもので、消防士12人

が作業して5分で設置可能とのこと

だった。こうした緊急対策は、他の

箇所でもいくつか計画されており、

実施手順書として整理されているよ

うである（図-1）。実際に対策とし

てどの程度の効果があるか不明では

あるが、緊急対策として迅速、かつ

簡易に設置でき実行性が高く、住民

にとっては少なからず安心感がある

のではないかと感じた。

夕方、歴史ある観光船のパドルス

チーマーで再びルツェルン市街に戻

ると、紀元前470年の大地震に伴

いルツェルン湖を挟んで対岸で発生

した山体崩壊により、崩壊土塊が湖

に流入し津波が発生、崩壊発生から

5分後にルツェルン市街に到達した

ことが説明された。また、ルツェル

ンは、旧市街が固い基盤岩上に形成

されているのに対して、新市街は基

盤岩上に100m以上の厚さで堆積

し た 土 砂 上 に 形 成 さ れ て お り、

2012年2月に発生した地震では新

市街の方が大きく長く揺れることが

確認されている。こうした事情を踏

まえ地震災害に対するハザードマッ

プ（危険度に応じたゾーニング）が

作成されていることが紹介された。

4．おわりに
インタープリベント2016では、

近年発生した自然災害だけではな

く、現象の発生頻度を数百年スケー

ルで遡って明らかにしようとする研

写真-6　緊急対策のデモンストレーション1
（左岸シャッター取り外しの様子）

写真-7　緊急対策のデモンストレーション2
（道路上での導流工設置の様子）
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究発表も多かった。また、現地検討

会では200年以上前に発生した土

石流災害や海のないスイスで紀元前

に発生した津波災害なども紹介され

た。日本に比べ災害の発生頻度や発

生密度が小さいヨーロッパでは、自

然災害の発生事例をより多く収集蓄

積し、対策に活かそうとしているこ

との表れと考えられる。一方、既存

の手法やモデルを用いた現象の再現

に関する研究発表が多く、新しいモ

デルの考え方や革新的な技術開発に

関する研究発表はそれほど多くない

ように感じた。

また、今回、日本と異なっている

と感じたことの一つとして、生命保

険会社の土砂災害を含む自然災害へ

の関わりが上げられる。インタープ

リベント2016では日本でも有名な

スイスの保険会社が筆頭の後援企業

として名を連ねており、基調講演で

は1975年以降の自然災害発生件数

と災害に伴う損失補償額の変化

（1990年台以降2015年まで比較

的高い金額で推移）や関係機関と協

力した自然災害に対する取り組みが

紹介された。自然災害による被害が

減少すれば保険会社が支払う損失補

償額も減少し、保険会社と地域住民

（被保険者）の間でいわゆる“Win-

Winの関係”が生じると考えられ理に

かなっていると感じた。

2018年には環太平洋地域で開催

されるインタープリベント地域会議

が富山で開催される。今回の会議閉

会にあたり富山県から次回開催の挨

拶と会議参加の呼びかけがあった。

海外における砂防に関する調査研

究の情報収集と、我が国における土

砂災害に関する防災技術を、海外に

発信できるいい機会であり、日本か

らも多くの発表や参加者が期待さ

れる。

図-1　デモンストレーション実施箇所における緊急対策の実施手順書

旅のつれづれ S w i t z e r l a n d

スイス	

”

 生活サイクル ”
ルツェルンと日本の時差は－7時間（現在はサマータ

イム）で、日本より緯度が高いこともあり21時過ぎま
で明るいです。スイス人の1日の生活サイクルは朝8時
前後から動き出し、18時頃まで働くといった感じで基
本的に日本とあまり変わりません。ただし、レストラ
ンやバー以外の店舗（スーパー、土産物屋、キヨスク
など）も駅中以外はほとんど全て18時半で閉まってし
まいます（木曜日のみほとんどの店舗が21時過ぎまで
営業）。学会中の諸々のスケジュールから総合的に判
断すると18時過ぎから21時前までは食前酒や軽食を
楽しみ、21時頃から本格的な？夕食が始まるようです。
町中には日本のように24時間営業のコンビニはなく、
ジュースの自動販売機もなく、夕飯後、水分をとるた

め時差ぼけの体にむち打って駅まで水を買いに行きま
した。ちなみにホテルの水道水はアルプスの天然水で
飲めるようですが硬水です。

21時頃の市内の様子。まだまだ明るい

海外事情




