報 告

2016年アメリカ地球物理連合大会（American Geophysical Union Fall Meeting）
と地形学に関する研究集会 Gilbert Club への参加報告
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１．はじめに
2016年12月12 ～ 16日にアメリカ、サンフランシスコ
において開催されたアメリカ地球物理連合、American
Geophysical Union（以下、AGU）
の年大会である AGU
Fall Meeting 2016に寒地河川チームより、島田研究
員、井上研究員、岩崎研究員、水環境保全チームから
西原主任研究員、水垣主任研究員が参加しました。ま
た、 井 上 研 究 員 と 岩 崎 研 究 員 は、 毎 年 AGU Fall

写真－1

ポスター発表の様子

Meeting 開催後の土曜日にカリフォルニア大学バーク
レー校において開かれている地形学に関する研究集
会、Gilbert Club に参加してきたので、これらの概要
について報告します。
２．AGU Fall Meeting 2016の概要
AGU Fall Meeting は毎年12月中旬にアメリカ、サ
ンフランシスコにて開催される地球物理に関する国際
会議であり、今年で第49回目となります。学会への参
加者は二万人以上に上る同分野最大の国際会議で、宇
宙、気象、地形、海洋、雪氷、水文などの学術分野は

写真－2

ポスター発表を行う水垣主任研究員

もとより、それらを通じた教育や研究成果のアウトリ
ーチに関する研究も含めた、幅広い分野の研究者、技

ドすれば、自分の興味のある発表をすぐに検索するこ

術者、学生などを対象としています。会議は全28分野

とができます。一部の口頭発表はオンデマンド配信さ

からなり、50以上の会場で同時進行する口頭発表と、

れ、ポスターについても発表者によっては AGU の Web

一日約1500枚に及ぶポスター発表が5日間にわたり行

上に e-Poster としてアップロードしており、会議後で

われます。
日本からも数多くの研究者が参加しており、

も見直すことができます。会場にはヘルプデスクがあ

寒地土木研究所からも近年は毎年数人が参加している

り、気軽に質問できるようになっているだけでなく、

状況です。日本からサンフランシスコに出発する飛行

託児所等まであり、参加者に優しい会議であるといえ

機の搭乗口では、ポスターを運ぶ筒をそばに置きなが

ます。また、研究発表だけでなく、NASA や Google 等

らノートパソコンで仕事をしている研究者が数多く見

の研究機関、企業からの展示物を集めたホールは、学

られ、会場到着前から学会の規模、参加者の多さを実

会期間中常に賑わっています。

感できます。
AGU Fall Meeting は大規模な国際会議だけあり、

３．研究発表の概要

数多くのサービスが提供されています。Wifi は全会場
において無料で使用でき、プログラムや施設が閲覧で

水垣主任研究員は、「河川網へ供給される土砂の粒

きる専用のアプリケーションを携帯端末にダウンロー

径：土砂生産、変質、輸送とさまざまな影響（Sediment
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写真－3

写真－4

ポスター発表を行う島田研究員

写真－5

ポスター発表を行う井上研究員

ポスター発表を行う西原主任研究員

size input to fluvial networks：production,
transformation, delivery and effects）」セッションで、
「山地から海岸にいたる浮遊土砂の生産源及び粒径の
地質依存性
（Lithological dependency of source and
particle size of fluvial sediment from mountain to
coastal area）
」と題してポスター発表を行いました（写
真－2）
。鵡川・沙流川流域を対象に観測・採取した山
地小流域からダム貯水池・河口・海岸・沿岸域の浮遊

Response）」セッションで、「河川堤防の荒締切工法

土砂・堆積土砂について、どの地質（岩種）地域から供

に 関 す る 模 型 実 験（Model experiment on the

給されたかを放射性同位体トレーサーにより推定した

temporary closure of a breached bank）」と題してポ

結果をとりまとめたものです。岩石の風化特性、山地

スター発表を行いました（写真－4）。破堤時の被害軽

斜面の土砂や山地小流域の浮遊土砂を岩種毎に比較し

減を目的に、破堤開口部を締め切ることによる氾濫流

た結果が、流域末端や海岸・沿岸域の土砂の生産源推

量低減効果の把握について、模型実験を通じて検討を

定結果を支持している点に、多くの参加者に興味をも

行った結果を取りまとめたものです。破堤開口部の締

っていただけました。

切を進めるにつれ破堤開口部周辺の河床洗掘が進行し

西原主任研究員は、
「寒冷圏におけるリモートセンシ

氾濫流量が低減しづらくなること、その河床洗掘進行

ング
（Remote Sensing of the Cryosphere）」セッショ

を抑制することで効率的に氾濫流量が低減できる可能

ンにおいて、
「航空レーザ測量を用いた森林限界以上

性などを報告しました。なお発表では併せて実物大規

の高標高帯における積雪分布に関する研究
（A study

模の十勝川千代田実験水路を用いた破堤実験の結果に

on snow distribution in high elevations above the

ついても動画を用いた説明を行い、破堤進行過程など

forest line using airborne laser scanning）」と題して

について興味を持っていただけました。

ポスター発表を行いました
（写真－3）
。本研究は、忠

井上研究員は、
「急勾配地形における流砂と侵食

別ダム流域において、航空レーザ測量を用いて2013年

（Erosion and Sediment Transport in Steep

及び2015年に計測した積雪深と地形との関係を分析し

Landscapes）」セッションにおいて、「岩盤と砂礫が

たものです。海外の研究者からは、積雪深と地上開度

混在する河川における交互砂州と複数の侵食筋

との間に線形という非常にシンプルな関係が見られた

（Alternate bars and multiple incisional grooves in

ことに関心が寄せられ、自身の調査地においても地上

bedrock-alluvial channel）」と題してポスター発表を

開度を用いた分析をしてみたいとのコメントがありま

行いました（写真－5）。本研究は、岩盤河川が流砂の

した。

衝突によって侵食される際に形成する地形について実

島田研究員は、「洪水：予測、観測、リスク評価、
お よ び 社 会 経 済（Global Floods：Forecasting,
Monitoring, Risk Assessment, and Socioeconomic
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験的に研究したものです。本研究の概要は以下のとお
りです。
川幅水深比がある程度大きい場合、岩盤の上に堆積
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写真－7

Gilbert Club 会場の様子

４．Gilbert Club の概要
写真－6

ポスター発表を行う岩崎研究員

Gilbert Club は、AGU Fall Meeting が終了した次
の日に毎年カリフォルニア大学バークレー校にて開催

した砂礫は、交互砂州のような形状になります。岩盤

されている地形学に関する研究集会であり、今年で第

は砂州の淵で露出し、露出した岩盤が、その上を通過

32回となります。Gilbert Club は、19世紀後半に活躍

する流砂によって侵食されます。ところが土砂供給が

した地形学者、Grove Karl Gilbert の名前をとったも

減少すると、岩盤上に砂州が形成されなくなります。

のであり、地形学に関する研究発表を聞き、議論する

すると、流砂は流下方向に筋となって移動し、岩盤に

ことを目的としています。

は複数の溝が形成されます。溝の数は川幅水深比の増
加に伴い増加します。

本年度は、3人の研究者による発表が行われました。
アメリカ、サンフランシスコ州立大学、Leonard Sklar

海外の研究者からは、実験で岩盤をどのような材質

教授からは「The problem of predicting the size

で表現したのか、溝の数を決定している要素は何か、

distribution of sediment supplied by hillslopes to

砂礫床上の砂州と岩盤上の砂州の違いなどについて質

rivers: theory, models and measurements（斜面領域

問が寄せられました。海外の研究者と議論をすること

から河川に供給される土砂の粒径分布予測に関する理

によって、自分の研究の足りない部分や、新たなテー

論、モデル、観測）
」
、アメリカ、テューレーン大学、

マに気付くことができ、とても有意義な経験となりま

Nicole Gasparini 教 授 か ら は、「Impacts of rainfall

した。

gradients on landscape evolution and morphology:

岩 崎 研 究 員 は、
「河川の変動力学と形状
（Fluvial

musings from models, metrics and measurements（降

morphodynamics and channel patterns and

雨分布の変化が流域地形変動に与える影響に関する考

beyond）
」において「水深積分モデルを用いた三次元

察）」、イタリア、パドバ大学の Stefano Lanzoni 教授

反砂碓のモデル化（Modeling the three-dimensional

からは、「Tidal and fluvial meanders: two partially

river antidunes using a depth-integrated

overlapping worlds?（感潮域と陸域に形成される蛇

hydrodynamic model）」と題してポスター発表を行い

行流路に違いはあるか？）」について発表がありまし

ました
（写真－6）
。本研究は、これまで流下方向軸に

た。また研究発表だけでなく、アメリカにおける日本

対してのみ形状が変化するとして二次元的に扱われる

の 科 研 費 に 相 当 す る National Science Foundation

ことの多かった反砂碓のモデル化について、川幅方向

（NSF）の地形学分野の責任者、並びに地形学分野の論

の空間軸を追加したモデル化を行うことで反砂碓を三

文集である、Journal of Geophysical Research: Earth

次元的な擾乱として考慮して線形安定解析を行ったも

Surface の編集責任者による近年の状況が紹介されま

のです。発表に対しては、反砂碓が三次元化するメカ

した。これらの発表では、研究費の採択率に対する性

ニズムや実験における反砂碓の挙動について質問があ

別や国籍の影響、論文の採択率等の状況が報告され、

り、
本研究で得られた結果を用いて議論を行いました。

どのように学術分野を盛り上げていくかという発表が

会場でも小規模河床波に関する発表がありましたが、

なされました。

反砂碓に関する研究は少なく、今後更なる研究が必要
と感じました。
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これらの発表のほかに Pop-up というセッションが
あります。これは、参加者のうち話したい人が誰でも
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二分間だけ好きなことを話せるというものであり、研

おり、このような学会の重要性はより大きくなってい

究成果をアピールするだけでなく、国際会議や研究集

くと考えられます。第49回を数える AGU Fall Meeting

会の宣伝の場でもあります。今年は39名の研究者、大

ですが、来年から二カ年は会場であるモスコーニセン

学院生が発表を行い、
会場は大いに盛り上がりました。

ターの改修工事のため、サンフランシスコから離れて
開催されることになり、来年はニューオーリンズ、再
来年はワシントン DC で行われることが決定していま

５．おわりに

す。また、日本においても同様の国際会議を AGU に
AGU Fall Meeting は非常に規模の大きな学会であ

相 当 す る 日 本 地 球 惑 星 科 学 連 合（Japan Geoscience

り、研究発表を行う場でありつつも、どこかお祭りのよ

Union、JpGU）が毎年5月に千葉、幕張メッセで開催

うな雰囲気があります。しかし、これだけの研究者が一

しています。2017年の連合大会は、AGU と JpGU の

同に会することはなく、新たな研究テーマを見つけた

共同開催（JpGU-AGU Joint Meeting 2017、2017年5月

り、参加研究者と議論する場として非常に有益といえ

20日～ 25日）となっており、今後新たな研究分野との

るでしょう。近年、学際的、分野横断的
（interdisciplinary,

共同研究を模索する上でも、このような会議により一

transdisciplinary）な研究が推奨されるようになって

層積極的に参加していくことが重要と考えられます。
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