報 告

第48回米国地球物理連合秋季大会（AGU2015）に参加しました
大宮
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１．はじめに
2015年12月14日から18日の日程で、アメリカ合衆国
カリフォルニア州サンフランシスコにおいて第48回米
国地球物理学連合秋季大会（48th AGU Fall Meeting
2015、以下 AGU2015と表記）が開催されました。寒地
水圏研究グループ水環境保全チームから西原主任研究
員と水垣研究員、寒地道路研究グループ雪氷チームか
ら原田研究員と大宮研究員の計4名が参加しましたの
で報告します。
２．学会概要

写真－1

米国地球物理学連合
（American Geophysical Union）
は、米国を中心とする世界144カ国以上、62,000名を超
える研究者、教育者、学生らの会員から構成されてい
ます。その研究対象は地球物理学全般
（河川・沿岸・
地形・海洋・気象・雪氷圏・宇宙圏など）であり、非
常に多岐にわたっています。写真－1に、AGU2015の
会場となったモスコーニコンベンションセンターを記
します。
今回参加した会議は48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
大の規模であり、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を目的

会場のモスコーニコンベンションセンター
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AGU Fall Meeting 参加者の推移

としています。大会の参加者は年々増加傾向にあり、
今年は約24,000名となっています
（図－1）。また、5日
間で口頭およびポスター合わせて23,000件以上の研究
発表がありました
（写真－2、3）。そのほか、約300も
の学術機関や研究機関、コンサルタント等による最新
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 等の SNS、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があり、
幅広く情報発信がなされていました。
写真－2
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口頭発表会場の様子
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な地域において強力に威力を発揮することを再確認し
ました。特に、積雪地域を国土の半分以上を占める我
が国においては、防雪対策施設の必要性の有無や、施
設の設計基準の策定に対しても応用できるものと考え
られます。また、最近注目されている計測技術である
地上レーザスキャナに関する研究発表が数多く見られ
ました。積雪期・融雪期に地上レーザスキャナを用いて
数日おきに積雪深を計測し、積雪の進捗や融雪の進捗
を連続的に捉え、標高、斜面方位、植生等との関係の
分析がなされていました。日本においても、このよう
写真－3

ポスター発表会場の様子

３．研究発表の紹介

な計測や分析を行い、積雪や融雪のプロセスの解明を
進めることにより、融雪期におけるダムの流水管理に
活用できると考えられます。加えて、
UAV（Unmanned
Aerial Vehicle）を用いた氷河の後退状況の時系列観測

ここでは、AGU2015で扱われた分野のうち、私た

や、地盤と積雪表面を計測のうえその差分により吹き

ち水環境保全チームと雪氷チームに関連が深い分野の

だまりを求める発表も見られました。このような観測

発表について概略を紹介します。

により、広域的に形状や容量を計測することで、今後の
雪氷現象の解析・解明に寄与するものと考えられます。

３．１

水環境に関する発表

発表された内容として、水文プロセスに関する発表

４．ポスター発表

件数が非常に多く、Hydrology セクションが AGU の
最大セクションの一つであることが伺われました。中

13日、 水 垣 研 究 員 は、Hydrology（Advances in

でも、地下水位観測による地下水動態、元素や安定同

Watershed Modeling of Hydrology, Sediment, and

位体・放射性同位体などさまざまなトレーサを用いた

Nutrients）のセッションにおいて、「Incorporating

流出経路や地下水の滞留時間の評価、さまざまな分布

landslide erosion into the SWAT for modeling

型流出モデルの提案、そのキャリブレーション方法や

sediment discharge from snowmelt -dependent

不確かさの評価方法など、水流出現象の実態解明とと

watersheds in northern Japan（融雪出水流域の土砂

もに水流出の定量評価、再現・予測手法に関して興味

流出モデリングに向けた地すべり侵食の SWAT への

深い多くの知見が紹介されていました。

組み込み）」と題して発表を行いました（写真－4）。

水質に関する話題として、気候変動が大きな話題と

分布型水・土砂・物質流出モデルの SWAT（Soil and

なっていることから炭素循環に関する研究が非常に多

Water Assessment Tool）を用いて鵡川・沙流川流域

く、その対象は二酸化炭素、メタン、DOC（溶存態有

の3年間の日流量を融雪や降雨出水時も含めてよく再

機炭素）など幅広いものでありました。また硫化物、

現できたこと、トレーサ手法により浮遊土砂の生産源

アンモニアなど溶存酸素が影響する研究が多く、嫌気

分布や生産 ･ 供給プロセスが河道沿いの地すべり地分

化に伴う水質悪化が世界的な課題であることを再認識

布に依存すること、SWAT の土砂流出パラメータ設

しました。

定に地すべり侵食を考慮することで流出ピーク時の浮
遊土砂濃度はおおむね再現できたものの、依然として

３．２

雪氷圏に関する発表

十分な推定精度を得られなかったことを報告しまし

気候変動に伴って敏感な応答を示す雪氷圏に関して

た。トレーサ手法と SWAT を組み合わせて流域の水・

は、極域を主とするグローバルスケールのほか、急峻

土砂流出を再現しようとするアイデアが評価されたと

な山岳域等のローカルスケールでの環境変動に関する

ともに、地すべり侵食の SWAT への組み込み方法や

研究が多く見られました。主に、衛星データ等を用い

SWAT の土砂供給・輸送モデルやパラメータ設定の特

た広域にわたる積雪分布の経年変動や、その地域特性

性・制限について具体的に議論できました。これまで

に関する研究事例が多く紹介されていました。こうい

の取り組みの妥当性を確認できただけでなく、今後の

った研究手法は、現場へのアクセスや電源確保が困難

方向性において新たなアイデアを得られ、非常に有意
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義で充実した学会参加となりました。

16日、原田研究員は、Cryosphere（Modeling Snow
and Streamflow for Water Supply Forecasts from
Mountain Basins in a Rapidly Changing Climate I）の
セッションにおいて、
「Trends of future heavy snowfall
and accumulated freezing indexes in Japanese
snowy cold region（日本の積雪寒冷地域における短
期集中降雪と寒さに関する指標の将来傾向）」と題し
て発表を行いました（写真－6）。本研究では、気象庁
のアメダスなど気象観測および気候モデルデータを用
いて、冬期道路維持管理で有用な短期集中降雪と寒さ
に関する指標を推定する手法を検討し、その手法を我
が国の積雪寒冷地域に適用のうえ、現在から約20年間

写真－4

ポスター発表を行う水垣研究員

と21世紀末の約20年間の将来傾向を示しました。冬期
の道路に着目した気象指標の将来傾向を示す方法につ

16日、西原主任研究員は、Cryosphere（Recent

いて、各国の来場者に興味を持って頂きました。また、

Advances in Monitoring, Measuring, and Modeling

気候モデル開発者と、影響評価をするために必要な気

Snow and Cryospheric Processes for the Detection

象要素と精度について協議し、今後の雪氷環境を検討

and Diagnosis of Change I）
のセッションにおいて、
「A

するうえで、大変有意義な機会となりました。

research on snow distribution in mountainous area
using airborne laser scanning（航空レーザ測量を用
いた山間部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－5）
。
本研究は、忠別ダム流域において、航空レーザ測量
を用いて2013年及び2015年に計測した積雪深と地形と
の関係を分析したものです。2年の計測結果を比較す
ると、各年の気象状況により積雪の量には差があるも
のの、標高と積雪深、地形の凹凸を表すパラメータで
ある地上開度と積雪深との関係は両年ともほぼ同一で
あり、線形の関係となることを示されました。海外の
研究者からは、積雪深と地形との関係が計測年によら

写真－6

ポスター発表を行う原田研究員

ずほぼ同一であること、線形という非常にシンプルな
関係であることに強い関心が寄せられ、興味深い成果
であるとのコメントが多くありました。

16日、 大 宮 研 究 員 は、Cryosphere（Quantifying
Spatial and Temporal Variability of Snow and Snow
Processes I）のセッションにおいて、「Study on the
conditions necessary for blowing snow to occur in
which multiple meteorological elements are
considered（複数の気象要因を加味した吹雪発生条件
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、現地観測にて取得した各種気象データか
ら“吹雪の発生有無”を精度良く判別することを目的
としたものであり、多くの気象要素を統計処理するこ
とによって吹雪発生条件を数式化したものです。吹雪
の発生有無を正確に判断することは、吹雪研究を進め
る上で根幹となるものであり、現在、寒地土木研究所

写真－5

ポスター発表を行う西原主任研究員
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が Web にて提供を行っている「吹雪の視界情報」の
57

予測精度を向上させる上でも必要不可欠なファクター

５．まとめ

です。本発表において、極域や山岳域の降積雪を研究
対象とする多くの研究者に興味を持っていただき、深

今回、米国地球物理連合（AGU）が開催する地球物

い議論をすることができました。数値モデルを用いた

理学分野における世界最大の学会 AGU2015に参加し、

質量収支計算結果と実測値のズレの一因として、強風

これまでの研究成果について発表して来ました。世界

による積雪再配分の影響を正確に表現できていないこ

中の研究者とディスカッションをすることによって、

とが挙げられるため、今後の継続的な研究を強く求め

最新のトピックスや観測技術および分析手法など、多

る要望を多くいただきました。

くの情報を収集しました。また、各国が抱える課題や
ニーズについても把握することができ、今後の研究計
画立案を進める上でも有意義なヒントを得ることがで
きました。
来年の AGU Fall meeting 2016は、2016年12月12日
から16日にかけて開催される予定となっています。こ
の会議は地球物理科学に関する最先端の研究動向、世
界各国が直面している課題、ニーズを知ることのでき
る数少ない貴重な機会です。また、寒地土木研究所の
存在を世界にアピールする場としても最適と考えま
す。興味を持った方はぜひ参加してみてはいかがでし
ょうか。

写真－7

大宮
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ポスター発表を行う大宮研究員
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