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次節より、出張期間中の各日の行
程について報告いたします。

3．出張内容
11月10日、成田空港を午前10時

10分に出発し、スイス国チューリッ
ヒ経由でイタリア国ベネチアへ移動
しました（写真-1、2、3）。ベネチ
ア着時刻は午後18時50分（日本
時間 7月 11日、午前 1時 50分）、
CNR※職員のアレッサンドロ＝パスー
ト氏、ギャンルカ＝マルカート氏の
お二人と合流し、夕飯をご一緒しま
した（お二人は私たちの滞在中、全
期間を通じて同行して下さいました）。

3.1　�11月11日　〜現地視察：
Ponte�Alto�砂防堰堤〜

イタリア国における初日、11月
11日はベネチアの北西約150km
にあるPonte Alto砂防堰堤の現地
を視察しました（写真-4）。当該堰
堤は、1537年に建設が開始された
ものの、その後の災害の度に被災
し、都合7回修復、再建されたとの
ことです。1880年代には、1611年
に作られた基礎部の石堰堤の上にさ
らに積増して、高さ38mに達する
大堰堤となり、現在では本堰堤と上
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出 張 期 間 は11月10 〜 16日 の
6日間であり、以下の行程にて現地
視察、室内会議等が開催されました

（図-1）。
11月10日　 成田空港発　ベネチ

ア着
11月11日　 現地視察（Ponte Alto

砂防堰堤）
11月12日　 ベネチア発 → ローマ

（CNR（後述）表敬訪
問）→ バーリ着

11月13日　 現地視察（Montaguto
地すべり対策）

11月14日　 日伊土砂災害防止技術
会議

11月15日　バーリ発　
11月16日　羽田空港着

1．はじめに
平 成30（2018） 年11月10日

から16日にかけて、「第11回　日
伊土砂災害防止技術会議」がイタリ
ア国にて開催されました。同会議
は、平成10（1998）年11月にイ
タリア国ローマでの「第6回日伊科
学技術協力合同委員会」にてその設
置が合意され、平成11（1999）
年に第1回会議が開催され、今次の
会議で11回目となるとのことです。

本報告では、当該会議への出張行
程、およびその概要等について報告
します。

2．�出張概要　〜出席者、行
程等〜

今次会議への日本からの参加者
は、国土交通省、（国研）土木研究
所の方々と私を含めた7名です（順
不同・敬称略、役職名は出張時点）。
栗原淳一　 国土交通省　水管理国土

保全局　砂防部長
菊池　瞳　 国土交通省　水管理国土

保全局　砂防部　砂防計
画課係長

内田太郎　 国土交通省　国土技術政
策総合研究所　土砂災害
研究部　砂防研究室長

図-1　イタリア概略図
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写真-1　べネチアの風景1 写真-2　ベネチアの風景2 写真-3　サンマルコ広場
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下流の20基からなる砂防堰堤群によ
り、下流のトレントの町は災害から守
られているとのことです（写真-5）。

本堰堤の周辺は遊歩道や堰堤を裏
側から見る場所が整備されており、
現地のガイド氏による案内がありま
した（写真-6）。栗原部長より「時
代的な関係性からみて、我国の白岩
砂防堰堤はPonte Alto砂防堰堤を
モデルにしている可能性がある」と
のお話を伺い、非常に興味深い現地
視察でした。

3.2　�11月12日　〜CNR※-IRPI�
：Consiglio�Nazionale�
delle�Ricerche�（研究評議
会�水・土砂災害対策研究
所）表敬訪問〜

11月12日は高速鉄道でベネチアか
ら、イタリア南部バーリへ移動した

（写真-7、8）。途中ローマで下車し、
CNR（Consiglio Nazionale delle 
Ricerche）本部への表敬訪問となり
ました（写真-9、10）。アントネッロ
＝プロベンザーレ地球環境局長から、

日本、イタリアともに土砂災害の多
い国であり、既往の日伊両国の密接
な協力関係をより深めていきたいと
の言葉を頂きました（写真-11）。

3.3　�11月13日　〜現地視察：
Montaguto�地すべり対策
事業〜

11月13日は、バーリの西方約
160kmに位置するMontaguto地
すべり対策事業の現地を視察しまし
た。当該地すべりは移動地塊が砂、

写真-4　ポンテアルト砂防堰堤 写真-5　トレント周辺の地図

写真-6　ポンテアルト砂防堰堤のガイド 写真-7　ベネチア駅の列車案内 写真-8　高速鉄道車両

写真-9　ローマ市内の一風景 写真-10　CNR正面玄関にて 写真-11　CNR表敬訪問
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真-15、16）。現地ガイドの説明で
は、これら岩窟住居の起源は不明な
がら、8 〜 13世紀には東方のイス
ラム勢力から逃れた修道僧が、すで
に多数の洞窟住居を構えていたとの
ことでした。マテラ周囲からは、旧
石器時代の出土品も発見されてお
り、かなり古くから人々が住んでい
たとのことです。

同夜は、岩窟住居内のレストラン
で、同行頂いたイタリア側の技術者
の方々とともに夕飯を頂きました

（写真-17）。食事中にイタリアにお
ける地すべり観測機器の話題にな

シルト等から構成されており長さ
約 3kmにわたって流動化し、約
500万m3におよぶ地塊が地すべり
末端に存在する国道、高速鉄道に影
響を及ぼしたものです（写真-12）。
地すべり対策として、末端の土留
工、地塊内の地表排水路、砂防堰堤
が実施され（写真-13）、国道、高
速鉄道はその路線が迂回、変更され
たとのことです。現在は経過観察と
して地表面変位、地下水圧、気象状
況を含めて、トータルステーション
による観測が継続されているとの説
明を受けました（写真-14）。日本

写真-12　モンテアグト地すべり全景

写真-13　地すべり地内の砂防堰堤 写真-14　現地での地すべり観測等説明

写真-15　マテラ1 写真-16　マテラ2

であれば国道や鉄道といった重要な
保全対象が地すべり末端に位置して
いる場合、地すべり活動を終息させ
るまでのハード対策を確実に行った
であろうと考えますが、イタリア国
ではある程度の地すべりの変位は許
容し、保全対象を移転させることを
対策の早い段階で選択肢の一つにす
るという印象を受けました。

現地視察後、Montaguto地すべ
りから宿泊地であるバーリへ移動す
る途中、世界遺産であるMatera（マ
テラ）という洞窟住居と岩窟教会公
園へ案内して頂きました（図-1、写
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り、特に孔内傾斜計の自動巻取り装
置という機器には興味がわきました。
機会があれば、当該機器の詳細につ
いて今後またお聞きしたいと思い
ます。

3.4　�11月14日　〜第11回　土
砂災害防止技術会議〜

11月14日はバーリにて、今次出
張中の主たるイベントであります

「第11回　日伊土砂災害防止技術会
議」が開催されました（写真-18、
19）。日本側、及びイタリア側から
の発表内容は以下の通りです。

【日本側発表】
①  日本における土砂災害リスク管

理（栗原部長） 
②  近年の深層崩壊研究のレビュー

（内田室長）
③  地震地すべりにおける水質と地

盤状況との関係（相楽） 
④  崩壊に至る地すべりの切迫性評

価（竹下主研） 
⑤  地震や降雨による土砂生産の長

期的影響（泉山研究官）
⑥  TDRを用いた浮遊砂濃度計測

手法（宮田助教）

【イタリア側発表】
①  プーリア州における水文地質学

的現象のリスク緩和に向けた取
組（ラファエロ・サニカンドロ　
プーリア州政府水災害リスク監
理部長）

②  斜面崩壊モデルや降雨警戒シス
テム等を活用した水文地質学現
象のデータベース構築に向けた
取組（ピエール・ニコラ・ロ
リーノ　CNRバーリ支所長） 

③  イタリア南部における比較的速
度の遅い地すべりの事例と対策 

（フランチェスカ・サンタロイ
アCNR研究員） 

④  地すべり観測と観測成果の公表
における課題と取組、孔内傾斜
計を用いた自動観測システム

（パオロ・アラシアCNR研究
員） 

⑤  2016年アマトリーチェ地震に
お け るCNRの 取 組（ ミ チ ェ
ル・サンタジェロCNR研究員）

イタリア側の発表からは、モニタ
リング技術の開発と、その観測結果
を活用したソフト対策が重要なテー
マの一つになっているように思われ

ました。モニタリング技術として、
特に地すべりに関しては、孔内傾斜
計による自動観測（前出の自動巻取
り装置）のように、日本では事例の
あまりない技術が紹介されました。

4．おわりに
11月14日の会議後、今後も日伊

間にて共同研究及び情報共有を継続
し、土砂災害に関する砂防・地すべ
り技術、行政課題についての議論を
進めていくことについて合意がなさ
れ、議事録に署名がなされました

（ 写 真 -20）。 次 回 会 議 は 令 和 2
（2020）年に日本にて開催される
予定とのことです。

11月15日、アレッサンドロ＝パ
スート氏にお見送り頂きバーリの宿
を出発（写真-21）、午後12時30分
バーリ空港を出発し、ドイツミュン
ヘンを経由、11月16日午前10時
55分、羽田空港に帰着致しました。

今次出張にてお世話になりました
本省、国総研、土研の皆様、イタリ
ア国の関係機関の皆様に心より御礼
申し上げます。

写真-17　マテラでの夕食 写真-18　発表中の栗原部長 写真-19　パオロ・アラシア研究員

写真-20　次回会議開催への合意 写真-21　最終日〜宿のロビーにて


