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河川、海岸及び河口域の地形変動に関する第７回国際水理学会シンポジウム
（RCEM2011）参加報告
平井

１．はじめに

康幸＊

表－１

河川、海岸及び河口域の地形変動に関する第７回国
際水理学会シンポジウム（7th IAHR Symposium on

赤堀

井、赤堀、水環境保全チームから横山の計３名が参加
する機会を得ましたので、その概要を報告します。
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下 RCEM）が2011年９月６日から８日まで、中華人民
今回、寒地土木研究所からは寒地河川チームから平

横山

RCEM2011の発表セッションとテーマ

River, Coastal and Estuarine Morphodynamics： 以
共和国北京市内の清華大学で開催されました。
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２．シンポジウム概要

Man

RCEM は、国際水理学会
（IAHR）が２年に１回開催
する、河川、海岸及び河口域での地形の変化と、それ
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らをもたらす外力である水理現象を研究対象とした国
際シンポジウムです。第１回は1999年にジェノバ（イ
タリア）
で開催され、今回の北京で７回目となります。
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シンポジウムで設定されたセッションとその内容を
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表－１に示します。対象域は山地から湖沼、海岸まで、
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流域とそこに関係する領域すべてを網羅しています。
対象とする現象も、自然現象のみでなく、流域での開
発行為が土砂動態に及ぼす影響等、人間活動によるイ
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ンパクトに視点を置いた事例も多く、研究へのアプロ
ーチも現地観測、水理模型実験、理論解析や数値シミ
ュレーションなど多岐にわたります。今回は本シンポ
ジウムのホスト役である清華大学の Wang Zhaoyin
教授らにより、４題の基調講演が行われたほか、12本
の招待講演、その他約200本以上の論文口頭発表が行
われました。
会場となった清華大学は、1911年に創立された総合
大学であり、今年は創設100周年ということで、学内
各所にそれを祝うのぼりが掲げられていました。講演
及び研究発表は、土木工学科の水理研究棟で行われ、
普段は学生が受講している講堂や教室で、熱心な研究
討論が行われました。各会場は Amazon、Nile、Rhine、
写真－１
寒地土木研究所月報

№705

RCEM2011の会場
2012年２月 

Yellow River 等世界の大河川の名前が付けられ、国
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際水理学会のシンポジウムらしい演出がさりげなくさ
れていました。
３．シンポジウムでの研究発表
当研究所からは、４本の口頭発表を行いました。
赤堀研究員は６日午後の Focuses セッションで、
Bedforms in the Kushiro River: wavenumber
analysis of a

high-resolution DEM obtained from a

multi-beam survey（釧路川の河床形状：マルチビー
ム観測による高解像度 DEM データによる波数解析）
と題して発表しました。この研究では、河床形状詳細
データをマルチビーム観測機器から取得し、ウェーブ

写真－２

開会式の様子

レット解析による波数解析を行い、河床形状を構成す
る成分の局所的なスケール分布を考察しました。また
マルチビーム測量結果から河床粗度を分布的に与え、
２次元河床変動計算精度の向上を試みたものです。会
場では、ウェーブレット解析と計算時の粗度情報の関
連について質疑がありました。ウェーブレット解析を
河床地形の概況把握に用いたこと、粗度はマルチビー
ム観測結果による直接的な河床高を用いて設定したこ
とを説明しました。また、７日昼の Focuses セッシ
ョ ン で、Evolution of channel bed topography in a
50-meter laboratory flume under various hydraulic
conditions of bar instability and resonance（ 砂 州 不
安定性とレゾナンスに関する異なった水理条件下にお
ける50メートル水路内での河床形状の変遷）と題して

写真－３

平井上席研究員の発表

発表を行いました。これは河道の蛇行に現れる長波長
の形状が、砂州に由来するものなのか、河道が元来有
している平面形上の不安定性に由来するものなのか、
50m 長の水路を用いて長時間の通水による実験を行
い検討したものです。会場では、実験中に河道形状が
変形していくことで、当初想定した水理条件から変化
する点について質疑がありました。結果を検討する際
には、解析の前提となる水理条件を時間に応じて適宜
変更した点を解説しました。
平井上席研究員は７日午後の Focuses セッション
で、A hydraulic experiment on small-scale bed
topography in the flow-rate increase and decrease
processes（流量増加・減少時の小規模河床形状に関
する水理実験）と題して発表しました。会場からは、

写真－４

北京市内（会場付近）の様子

河床形態の hysteresis（ヒステリシス：履歴効果）は
よく知られた現象であるが、あえて実験を行った動機

水中の河床抵抗及び水位の予測という河川工学上の課

について質問がありました。これに対して、２つの河

題に寄与したいという回答をしました。

床状態を遷移する物理条件を解明することにより、洪
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横山主任研究員は８日午後の Processes セッション
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で、Estimation of time-series turbidity distribution

４．おわりに

in tidal compartment of river by using ADCP
（ADCP
を用いた河川感潮区間における濁度分布の時系列推

今回の RCEM は中国で開催されたこともあり、日

定）と題して発表しました。この研究は超音波多層式

本からも多くの研究者が参加しました。日本と北京の

流速計
（ADCP）の観測から、感潮河川の流速計測と濁

間ですが、飛行機で片道４～５時間程度であり、移動

度推定を同時に行うものです。討議では河川流量や河

時間・距離だけでいえば国内での出張と大きな差は感

川水中の濁質粒径等の性状などの条件が変化する場合

じられませんでした。

の本手法の適用性など、技術的な課題について多くの
意見交換ができました。

中国の経済成長は顕著であり、最近では2010年に国
内総生産（GDP）が日本を抜いて世界第２位となった

このシンポジウムの特徴として、土砂水理学が議論

ことも話題になりました。北京市内では現在も各種の

の軸であることが挙げられます。研究発表内容は、河

建設工事が進められており、会場周辺でも多くの高層

川から沿岸域までの基礎的な土砂輸送や浸食、堆積プ

建築物が林立しています。一方、北京市内でのスモッ

ロセスに関する考察・解析が大半です。近年の河川工

グの恒常化等、急速な国土開発による環境面への様々

学は、国内外を問わず、環境や生態学等多くの分野と

な影響についても懸念されています。

融合した研究が進められています。これらの議論をす

シンポジウムの中では、中国を代表する大河である

るにあたり、河川の物理環境の適切な把握は全ての基

黄河流域での土砂動態に関する研究事例も多く発表さ

本であり、土砂水理学が果たす役割はますます重要と

れており、河川環境に対する中国の河川工学研究者の

いえます。
今回のシンポジウムでの発表と議論を通じ、

関心の高まりも知ることができました。

国内外での土砂水理学の研究者層の厚みを実感すると
ともに、一層の研究成果の公表や普及に努める必要性

最後に、本シンポジウム参加に際してお世話になっ
た方々に心より感謝の意を表します。

を感じました。
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