
第46回米国地球物理連合秋季大会及び
イリノイ大学におけるワークショップに参加しました

飛田　大輔＊　井上　卓也＊＊　西原　照雅＊＊＊　杉原　幸樹＊＊＊＊

１．はじめに

　アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ
市において、2013年12月９日から13日の日程で、第46
回米国地球物理連合秋季大会（46th AGU Fall Meeting 
2013、以下 AGUFM2013と表記）が開催されました。
会場はモスコーニコンベンションセンター（写真－１）
で３つの会場（Moscone South、North、West）からな
っています。寒地水圏研究グループ寒地河川チームか
ら井上研究員、飛田研究員、水環境保全チームより西
原主任研究員、杉原研究員の４名が参加しましたので
報告致します。

２．学会概要

　米国地球物理連合（American Geophysical Union、
以下 AGU と表記）は、米国を中心として世界144カ国
以上の62,000名を超える研究者、教育者、学生らの会
員で構成され、対象とする地球物理学の範囲は、河川・
沿岸・地形・海洋・氷圏・宇宙など多岐にわたります。

（http://membership.agu.org/）
　今回参加した AGU Fall Meeting は46年の歴史を持
ち、地球物理学分野において毎年開催される国際会議
としては世界最大の会議であり、世界中の研究者らが
一堂に会して研究成果の発表や討論および情報交換を
行うことが目的とされています。会議の参加者は年々
増加傾向にあり、今年は22,000名以上となっています

（図－１）。発表件数は世界中から実に20,000件近くに
も及び、一日に3,000件近いポスター発表が一つの会
場で行われました（写真－２）。また、同時に口頭発表
や学術機関、研究機関、コンサルタントなどによる最
新技術の展示も行われました。学会のコンテンツ配信
と し て は、YouTube な ど の オ ン デ マ ン ド 配 信、
Twitter や Facebook のソーシャルメディア活用、電
子ポスター（e-Posters）による Web からの閲覧機能、
スマートフォンやタブレット専用アプリによるプログ
ラム検索機能など、さまざまなコンテンツ展開をして
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写真－１　会場のモスコーニコンベンションセンター

図－１　AGU Fall Meeting 参加者の推移

写真－２　ポスター発表の様子

報　告

寒地土木研究所月報　№730　2014年３月  49



３．寒地土研からの発表

　９日、飛田研究員は Natural hazard（Natural 
Hazards General Contributions）セッションにおいて

「Mitigation Experiment of Levee Breach by 
Concrete Block Foot Protection in Chiyoda 
Experimental Flume（千代田実験水路における根固
めブロックを用いた破堤抑制工実験）」と題して発表
を行いました（写真－３）。本研究は、河川堤防の決壊
による水害の被害軽減を目的として北海道開発局と寒
地土木研究所が十勝川千代田実験水路において実施し
た、実物スケールの河川堤防と根固めブロックを用い
て破堤の拡大を抑制する工法に関する実験を分析した
ものです。国内最大級の千代田実験水路の規模に驚か
れるとともに非常にユニークな実験であるとの感想を
いただきました。一方、実験結果の分析については、
堤防と基盤部の侵食状況と氾濫流量の関係や流速の変
化について、今後の研究を進める上での非常に貴重な
ご意見をいただくことができました。また、６月にス
ペインで開かれた RCEM2013に一緒に参加していた
海外の研究者からも声をかけいただき、少しずつでは
ありますが研究成果を普及できていることを実感でき
た良い機会となりました。
　11日、井上研究員からは Earth and Planetary 
Surface Processes（Morphodynamics of Mixed 
Bedrock-Alluvial River Systems II）セッションにおい
て「The effects of sediment supply and bedrock 
roughness on the areal fraction of bed covered with 
sediment（岩床の砂礫被覆に及ぼす粗度と給砂量の
影響）」と題して発表を行いました（写真－４）。本研
究は、岩床河川の侵食量を算定する上で重要となる、
岩床の砂礫による被覆面積率について実験を基に分析
したものです。これまで、被覆面積率は上流からの流

いました。
　一方、発表内容についてですが、自然災害の研究に
関しては、津波、地震、都市水害、水資源管理や地形
変動に関する話題など多岐にわたる発表がされてお
り、それぞれの国における問題設定やアプローチ法な
どバラエティに富んだ研究成果を知ることができまし
た。また、津波に関しては、多くのセッションが設け
られ、多様な観点から話題が提供されており、関心の
高さが伺えました。
　 岩 盤 河 川 の 研 究 に 関 し て は、「mixed alluvial – 
bedrock channel 砂礫床と岩床の混合流路」というセ
ッションが設けられており、岩盤河川に対する関心の
高さが伺えました。このセッションでは、山地崩壊に
より断続的に発生する砂礫波による岩床の侵食傾向
や、岩床河川の潜入蛇行、岩床上に砂礫のパッチが形
成された際に、どのような抵抗となるのかなど、興味
深い研究が数多く発表されていました。
　水質に関する話題として、米国においては地下水の
利用頻度が高いことを反映して、地下水水質に関する
報告が多く、その対象は重金属から有機物まで幅広い
ものでありました。また地表水の水質問題としては
DOC（溶存態有機炭素）を取り扱った研究が非常に多
く、富栄養化の次の段階へと問題がシフトしているこ
とを実感しました。DOC の問題は落葉植物が多い北
海道にとっても今後重要となることが想定されます。
　水資源管理に関しては、広大な国土を有する米国に
おいて、衛星や航空レーザ測量を用いて積雪量を把握
することを現場レベルで行っていることが発表されて
いました。また、土壌水分の観測に関しても衛星を用
いた研究が数多く見られ、リモートセンシングの研究、
さらに現場への導入が進んでいることを実感しました。

写真－３　ポスター発表を行う飛田研究員 写真－４　ポスター発表を行う井上研究員
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period on water quality（結氷する停滞性富栄養水域
における水質観測と結氷期間の水質への影響の分析）」
と題して発表を行いました（写真－６）。本研究は、結
氷下の水質挙動を明らかにすることを目的として、茨
戸川における結氷下の時空間的な水質変化を観測し、
結氷期間の影響を分析した結果を報告しました。質疑
応答においては、結氷下の水質を連続的に観測した事
例が非常に少ないことから、大変興味深いとの感想を
多くいただきました。また結氷期間との関係において
は、気候変動の影響を考慮する上で有用であるが、解
氷時期および解氷後の影響について更なる検討を期待
するとの意見をいただきました。今後は解氷時期の観
測、分析を充実させることで、寒冷地における通年で
の水質変化に有益な研究であることを確信でき、非常
に有意義な発表となりました。
　12日、 西 原 主 任 研 究 員 は Hydrology（Remote 
Sens ing Appl icat ions for Water Resources 
Management I）セ ッ シ ョ ン に お い て「A study of 
snow distribution above forest line using airborne 
laser scanning（航空レーザ測量を活用した森林限界
以上の標高帯の積雪分布に関する研究）」と題して発
表を行いました（写真－７）。本研究は、厳冬期に立ち

入土砂量にのみ依存すると考えられていましたが、本
実験により岩床の粗度も被覆率に大きな影響を与える
ことを明らかにしました。また、岩床の粗度が砂礫床
の粗度より低い場合と高い場合では、被覆面積の変化
に大きな違いがあることを報告しました。質疑応答に
おいては、被覆により粗度が時間的に変化する影響を
どのように考慮すれば良いかという意見があり、現在
開発途中である、せん断力と限界せん断力の時間変化
を考慮したモデルについて説明しました。日本では、
岩床河川に関する研究を行っている研究者はそれほど
多くありませんが、海外は日本に比べこの分野の研究
者も多く、彼らと意見交換をできたことは良い経験と
なりました。
　また、学会参加後に井上研究員は、イリノイ大学ア
ーバナ・シャンペーン校に場所を移し、土砂水理学の
世 界 的 権 威 で あ る G. Parker 教 授 が 主 催 し た
Stratodynamics workshop（地球型惑星の表層で起こ
る侵食・運搬・堆積プロセスや地形発達作用・成因論
層序学に関するワークショップ）に参加しました（写真

－５）。日本からは長崎大学の武藤教授、北海道大学
の泉教授、大阪工業大学の横川教授、京都大学の成瀬
准教授、筑波大学の関口博士、谷口博士、広島大学の
新谷博士などが参加し、イリノイ大学のポスドクや博
士課程の学生も含めて総勢20名程度が、河川の土砂輸
送問題だけでなく、津波、雪崩、氷の侵食、デルタ形
成など様々なテーマについて発表と意見交換を行いま
した。工学だけでなく理学分野の研究者と知り合うこ
とができ、今後の研究のよい糧となりました。
　11日、杉原研究員は Hydrology（Water Resources 
and Water Quality under Changing Climate and 
Land Use IV）セッションにおいて「Water quality 
observations of ice-covered, stagnant, eutrophic 
water bodies and analysis of influence of ice-covered 

写真－５　イリノイ大学におけるワークショップの様子 写真－６　ポスター発表を行う杉原研究員

写真－７　ポスター発表を行う西原主任研究員
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スや観測技術と分析手法の情報収集を行い、今後の研
究を進めていく上でのヒントを得ることができたこと
は、非常に有意義なものであったといえます。
　来年の学会は12月15日から19日の間で開催される予
定となっています。最先端の研究や世界各国における
河川など水に関する諸問題の解決方法を知ることので
きる数少ない貴重な会議となっていますので、興味を
持った方はぜひ、来年の AGU Fall Meeting 2014（写

真－８）に参加してみてはいかがでしょうか。
　最後に、参加する機会を与えてくださった関係各位
に心より感謝の意を表します。

入りが困難な森林限界以上の高標高帯において、航空
レーザ測量を用いて積雪分布を計測し、積雪深と地上
開度（地形の凹凸を表現するパラメタ）との間に線形の
関係があることを解明したものです。積雪深と地形と
の間に簡潔な関係を見出したことに対し、海外の研究
者から非常に興味深く受け止められ、自分のフィール
ドにおいても積雪深と地上開度との関係を分析してみ
たいとのコメントがありました。また、航空レーザ測
量が普及している米国の研究者からは、異なる流域や、
ダム流域全体のような広い範囲を対象として分析を行
い、結果を比較して欲しいとのコメントもありました。

４．まとめ

　土砂水理学や水害と氾濫、水文に関わる気象現象な
ど、私たち寒地河川チームと水環境保全チームが取り
扱っている研究についてさまざまな発表がありまし
た。また、同時に毎日数々のイベントがそれぞれの場
所で行われており、全て見ることができないほど充実
した会議であり、今後の研究の参考となるような話題
が数多くありました。各人とも普段、国内の諸学会で
発表し、成果の普及に努めているところですが、今回
AGU が開催する地球物理学分野における世界最大の
学会 AGUFM2013で成果を発表し、世界中の研究者
とのディスカッションや交流、海外の最新のトピック

写真－８　AGUFM2014開催の告知
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