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河川水利局（クラーゲンフルト市）

（3）設立経緯
オーストリア及び周辺国で

1965・66年と相次いで深刻な洪
水・土砂災害が発生しました。被災
箇所周辺のスキー場や宿泊施設、道
路等の山間部への拡大による急激な
災害の増加に対する危機意識から
1967年クラーゲンフルトに災害防
止に関する種々の領域の研究者及び
技術者が集まり討議が行われまし
た。翌1968年に学会が設立される
こととなりました。日本は1980年
より参加しています。

（4）組織 ・ 体制
○�会長：Dipl.-Ing.�Kurt�Rohner
（オーストリア・ケルンテルン
州元水利局長）
○�副会長：石川芳治（東京農工大
学名誉教授/前砂防学会長）他
2名
○�理事：大野宏之（砂防・地すべ
り技術センター専務理事）他
35名
○�加盟国・地域：オーストリア、
イタリア、スイス、ドイツ、スロ
ベニア、日本、台湾、ノルウェ－

1．はじめに
「2018年4月26日〜 27日にイ
ンタープリベント50周年記念行事
が、インタープリベント発祥の地
オーストリア国ケルンテン州グロー
スキルヒハイムにて開催されました。
この記念すべき式典に日本からはイ
ンタープリベント名誉会員（前副会
長）の丸井英明新潟大学名誉教授、
副会長の石川芳治東京農工大学名誉
教授、理事を勤める大野の3名が参
加しました。日本とも関わりの深い
インタープリベントについて紹介す
ると共に、現地で開催された50周
年記念行事の内容について報告いた
します。

2．�インタープリべントの紹介
（1）目的
洪水、土石流、地すべり、雪崩な
どによる災害の防止・軽減に関する
学際的な研究を促進し、併せて防災
技術・知識の普及を図ることを目的
として、行政組織の技術者と大学な
ど研究者が連携して組織された防災
に関する総合的な国際学会です。

（2）本部所在地
オーストリア国ケルンテン州政府

（5） 主な参加国：
加盟国以外にフランス、オラン

ダ、リヒテンシュタイン、ルーマニ
ア、クロアチア、アメリカ、中国、
タイ、アルゼンチンなど

（6）開催年と開催地
表-1をご参照下さい。

3．50周年記念行事の概要
（1）期間
� 平成30年4月26日
� 〜 27日

（2）場所
� オーストリア、ケルンテン州、�
� グロースキルヒハイム�
� （Grosskirchheim）

（3）行程
� 4月26日（木）午前
� グロースキルヒハイム到着
� 11：30〜13：00
� 打ち合わせ・昼食
� 13：00〜15：30
� 現地検討会の現場の紹介
� 15：30〜17：30
� 現地検討会
� 17：30〜18；30
� 役員会
� 4月27日（金）
� 9：30〜10：30
� 全体総会
� 11：00〜13：30
� 50周年記念式典
� 13：30〜15：00
� 昼食、打ち合わせ

海外事情

写真-1　Moll川上流部の渓流保全工 写真-2　落石防止工

「インタープリベント
50周年記念式典」
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（一財）砂防・地すべり技術センター
専務理事（兼）砂防技術研究所長
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（4）主な内容
○現地検討会
・Moll（メール）川における多自然
型の河川の洪水対策の計画と施
工、河川を拡幅して土砂の堆積地
を作り洪水・土砂氾濫を防止（写
真-1）。

・Gradenbach（グラーデン川）付
近の地すべりの観測機器と観測結
果の説明。（日本の破砕帯地すべ
り地のような印象）。

・Asten（アステン）における落石
対策施設（落石防護ネット）（写
真-2）。保全対象が直下にある
施設。

○�50周年記念式典（参加者は約50
名）

・ローナー会長の挨拶（写真-4）
・ケルンテン州代表祝辞
・地元のGrosskirchheim市長の�
祝辞（写真-5）

・各国（オーストリア、日本、スイ
ス、ノルウェ
－、イタリア
（南チロル）、ド
イツ（バイエル
ン州））から、
自然災害および
対策に関する

50年間の主な出来事の紹介。
・日本からは丸井名誉教授が、明治
時代からの日本とオーストリアの
密接な交流についてウィーンへ留
学された赤木正雄先生と立山砂防
の例も示しながら紹介（写真-6・
8）。日本の砂防の技術的変遷も説
明され、日本で開催された環太平
洋インタープリベントの過去の大
会について紹介し、2018インプ
リ富山への参加も呼びかけられま
した（写真-9）。なお、この講演
はドイツ語で行われました。

・会場には、ケルンテン州、日本、
南チロル等のポスターが展示され
ていた。このポスターは2018in
富山で使用させていただくことに

写真-6　丸井名誉教授の講演

写真-3　丸井名誉教授（中）石川名誉教授（右）

写真-7　日本の砂防の紹介

写真-4　ローナー会長挨拶

写真-8　赤木正雄博士とオーストリアの
関係等の紹介

写真-5　市長挨拶

写真-9　過去の大会と2018富山大会への参加依頼

インタープリベント 環太平洋インタープリント
国 都市 国 都市

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

1996 ドイツ ガルミュシュ・
パルテンキルヘン

2000 オーストリア フィラッハ
2002 日本 松本市
2004 イタリア リヴァデルガルダ
2006 日本 新潟市
2008 オーストリア ドルンビルン
2010 台湾 台北市
2012 フランス グルノーブル
2014 日本 奈良市

表-1　開催年と開催地
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世界の土砂災害（第22回）2017/10/1〜2018/3/31海外事情

（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課

なっています。

4．おわりに
日本の近代砂防技術はヨーロッ
パ、とりわけオーストリアとの縁が
深い技術です。明治33年に東京帝
国大学に「森林理水・砂防工学研究
室」が設置されました。初期の教官
はヨーロッパから招聘したKarl�
Hefele（ ミ ュ ン ヘ ン 大 学 ）、
Amerigo�Hofmann（ウィーン農科
大学卒）であり、日本人初の教官で
ある諸戸北郎博士もオーストリアへ
留学され、ウィーン農科大学で学

び、その後東京帝国大学砂防担当教
授兼内務省嘱託となられています。
砂防の父とも言われる赤木正雄博士
も内務省時代にオーストリアへ自費
留学されたのは有名な話です。その
ような事を考えると、インタープリ
ベントのコアメンバーとして日本が
この国際学会に参画している意味と
大切さに思い至ります。環太平洋イ
ンタープリベントが過去に3度も日
本で開催されているのも意義深いこ
とです。
さらに、本年10月にインタープ

リベント富山2018が開催されるこ

発生日 国　名 種　別 概　要

2017年

10月12日 ベトナム 洪水・崩壊

熱帯低気圧に伴う豪雨によって、ベトナム北部や中部で複数の洪水と土砂崩れが発生した。特
に土砂災害については、同国で8月に被災した地域で再度発生した。
ベトナム災害当局は、同地域では死者が75人、行方不明者28人、浸水または倒壊の被害に
遭った家屋の数が5万棟以上に上り、同国で近年発生した自然災害としては最悪規模となった
と発表した。

12月16日 チリ 崩壊 同国南部のビラ・サンタ・ルシア（Villa Santa Lucia）では、15日に大雨が降った後、16日に土砂
崩れが発生し、少なくとも5人が死亡し、15人が行方不明になった。

12月17日 フィリピン 洪水・崩壊

フィリピン東部のビリラン（Biliran）州で、台風26号の影響による土砂崩れが4か所で発生し、
合わせて26人が死亡、23人が行方不明となった。
また、翌週22日には、台風27号が再び同国を襲い、南部ミンダナオ島（Mindanao）では土砂崩
れや洪水の影響による死者が240人に達した。

2018年

1月3日 コンゴ民主共和国 洪水・崩壊 コンゴ民主共和国の首都キンシャサ（Kinshasa）の貧民街で3日から4日朝にかけて豪雨による
洪水と土砂崩れが発生し、44人が死亡した。

1月9日 アメリカ合衆国 土石流

カリフォルニア（California）州南部のサンタバーバラ（Santa Barbara）郡モンテチート
（Montecito）で1月9日の早朝に土石流が発生し、21人が死亡し、2人が行方不明となった。この

災害は大規模な山火事の1か月後に発生した。この山火事で斜面が荒廃し、そのために土石
流が発生しやすくなった。この土石流によって、少なくとも1.77億ドルの物的被害が生じ、その
他、緊急対応に700万ドル、清掃に39万ドルを要した。

2月18日 モザンビーク 崩壊 18日夜、首都マプト（Maputo）のスラム街のゴミ集積所で、集中豪雨によりゴミ山が崩壊し、隣
接する5軒の小屋が埋塞された。これにより17名が死亡した。

2月22日 インドネシア 崩壊 中部ジャワ（Java）州プレブス（Brebes）県の農村地帯で、午前8時頃、棚田が幅150m、長さ
400mほどに渡って崩壊して農作業中の住民20名が飲み込まれ、亡くなった。

2月26日 パプアニューギニア 崩壊
震源地はエンガ（Enga）州ポルゲラ（Porgera）の南約90キロの地点を震源とするマグニチュー
ド7.5の地震が発生し、30人余りが死亡したとみられる。なお、その後、大きな余震が少なくとも
2回発生している。死者の多くは地震で発生した土砂崩れによるもと推定される。

とはインタープリベント参加国から
も評価され、また期待もされていま
す。オーストリアと縁の深い立山砂
防初代所長の赤木正雄博士が計画し
た白岩堰堤等もエクスカーションに
組み込まれており、是非インタープ
リベント参加国メンバーにもこの砂
防施設を見てもらいたいものです。
インタープリベント富山2018が
50周年の掉尾を飾るイベントとな
るのも何かの巡り合わせと言えま
しょう。


