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笑顔が印象的な三井嘉都夫先生
法政大学地理学教室 小寺浩二

結局、その笑顔が伝染したかのように、お二人ばかりでな
く周りの若手達も笑顔になり、楽しい飲み会として落ち着
いたのである。

研究会の発表の場でも、同じようなことが何度もあった。
陸水物理研究会は、かつては発表時間も自己申告制で、
自由なやりとりが特徴の和やかな会であった。しかし、発
表会で、ある先生が別の先生の孫弟子である大学院生の
発表内容を強く批判し、会場が静まりかえるようなことが
あった。すると、三井先生はおもむろに片手を机に付け、
もう一方の手を上げて座長に質問の機会を求め通路に立
ち上がる。この独特なスタイルで、発表の院生には「すば
らしい研究だからこそ厳しくコメントされる」と励まし、受け
た厳しい批判を「優しく解説」しながら、「教育的配慮」から
のコメントであることを述べられた。これについて，批判を
された先生にも同意を求め、「すばらしい質疑応答で大変
勉強になった」とまとめ、会場からは大きな拍手を浴びると
いったシーンである。

「厳しくも優しく」というのが、陸水物理研究会の真骨頂
であると思う。しかし、このバランスが難しく、三井先生の
優しさがあったおかげで、厳しい批判的コメントが多くても
発表会全体に絶妙のバランスが取れていたと思われる。
私は、このことを今でも大変懐かしく思っている。先生の定
年後、研究室を引き継ぐことになった私は、先生の厳しさ
にも長年接した。しかし、先生の「優しさ」が外に向けて強く
発せられる陸水物理研究会は、私は大好きであった。

さて、翻って今の陸水物理研究会はどうであろう。形は
違うものの、各研究室の厳しさにも触れ、分野を超えた交
流もある独特の雰囲気は、現在も維持されているのでは
ないだろうか。新たに入ってくる学生と共に、一層魅力的
な陸水物理研究会にしてゆきたい。
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いつもの笑顔の三井嘉都夫先生（1992年70歳）

2011年4月１日、三井嘉都夫先生の訃報を夜中に知っ
た。それは、私が東日本大震災の復興支援で福島を訪れ、
山間の車中で仮眠をしている時であった。享年89歳の大
往生ではあったが、私は2009年3月の米寿の祝賀会以来
お会いしていなかった。それまで、先生の薫陶を受けて野
外調査三昧の日々であったが、先生の訃報は、私にとり
大変悔やまれる知らせとなった。

三井嘉都夫先生は、1922年1月28日に静岡県富士郡今
泉村（現在の富士市）でお生まれになった。先生は、高等
尋常小学校時代に面識を得た多田文男先生の指導を受
けるべく単身上京し、麻布中学、法政大学高等師範部地
理学科へと進まれた。しかし、このときは戦時下にあり，勉
学の中断を余儀なくされた。兵役を解かれた後の復学にも
苦労され、資源科学研究所の嘱託をされながら当時夜学
であった法政大学文学部地理学科を1950年に28歳で卒
業された。その後、大学では1960年助教授、1966年教授、
1971年大学院議長、1973年文学部長、1981年理事、と重
責を担われた。前述の資源科学研究所には1970年まで研
究室を持ち、諸分野の著名な先生方と日本中を股にかけ
た現地調査を続けられた。国際学会での発表は、1968年
のインドでの第21回国際地理学会を皮切りに毎年のよう
に行われ、1970～72年にはユーゴスラビアで、1991～92
年には中国新彊ウイグル自治区で海外調査を行うなど、
晩年になっても精力的に海外に出かけられた。

陸水物理研究会は1978年1月に発足したが、三井先生
はその時から参画された。この発足は、先生の1976～77
年のスウェーデン・ウプサラ大学留学後であり、このことも
地理学系でありながら、水文学研究会よりも陸水物理研
究会に深く関わられたことと関係があるように思われる。
当時のウプサラ大学は、Åke Sundborg教授をはじめとして
陸水営力学が盛んであり、陸水物理研究会にはこれに関
連する分野の方が多く参加されていた。

何といっても、先生への強い印象は屈託のない「笑顔」
である。酒の強かった先生だが、この笑顔は、酒席ではも
ちろん、現地調査中や学会発表の会場においても変わり
がなかった。本研究会に関することでも、幾つもの逸話が
思い出される。中でも、1990年代に開催されたある研究会
の3次会でのことは印象深い。このとき、陸水物理研究会
の両雄であった奥田節夫先生と中尾欣四郞先生の議論
はとどまることを知らず、それぞれ数名の若手を伴っての
屋台での一コマである。このとき、お二人の議論が沸騰し
て、あわや取っ組み合いにでもなろうかという状況で、三
井先生がいつもの笑顔で二人の間に割って入られた。



陸水物理研究会 第35回研究発表会
（2013年11月9日-10日別府）

発表プログラム(11月9日)
（京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設)
＜Session 1＞ 9:30～12:00
1) 紀伊山地のハザードと文化

諏訪浩（東大＆立命館大・客員）
2) 崩土の河川突入に伴う混相流の運動特性

中屋志郎 (同志社大・理工)
3) ダム建設前後の河況係数変化からみた治水効果の検討

一番ヶ瀬彩○（千葉大・学），濱田浩美（千葉大・教育）
4) 東北地方太平洋沖地震による浦安市の液状化現象発生

要因の検討
寺島早椰○（千葉大・学），濱田浩美（千葉大・教育）

5) 沿岸域におけるリンのホットスポット形成－現地データか
ら推定される仮説とその検証に向けて－
小野寺真一○ （広島大・総合），齋藤光代（岡山大・環境
デザイン工），金広哲（広島大・院），清水裕太（学振PD、
近中四農研セ），福岡正人（広島大・総合）

6) 大阪湾奥部の港湾域における貧酸素水塊分布
藤井智康○ (奈良教育大・教育)，藤原建紀 (京大)

7) 間欠開口型潟湖の水収支と流動との関係
知北和久○ ，Md. M. Hossain，岩坂航(北大・理)

8) 彦根市北川河口域堆積物を用いた近過去復元の試み
倉茂好匡○ ，丸尾雅啓 (滋賀県立大・環境)，中野利昭

(滋賀県立大・学)

9) 少し元気がない別府温泉～長期モニタリング温泉に現れ

た地熱活動低下のシグナル

大沢信二○ ，三島壮智，竹村恵二(京大・地球熱学研究

施設)

10) 温泉・地熱資源の利活用：大雪山層雲峡地域の取り
組み

池田隆司（北大，NPO 法人北海道自然エネルギー研究
会）

13:00 ～13:24 ＜ポスター紹介＞ (12件、各口頭2分)

＜Session 2＞ 13:25～15:00
11) 大分県湯布院地域の河川水水質に及ぼす温泉水の

影響について

緒方ひかる○ （大分大・院），瀬尾千明（大分大・教育

福祉），大上和敏（大分大・教育福祉），大沢信二（京大

・地球熱学研究施設）
12) 温泉排水と河川を流下する珪藻量の関係

山田誠○ (地球研)，大沢信二，三島壮智(京大・地球熱
学研究施設)，酒井拓哉（日鉄鉱）

13) 航空レーザー測量による上高地梓川流域における積雪
深分布
鈴木啓助○ ，佐々木明彦(信州大・山学総研)

14) 降雨と融雪が重なって生じる融雪出水(その3) －3ヶ年
の模擬降雨散水実験の比較－
石井吉之○ ，中坪俊一，森章一，的場澄人(北大・低温
研)

15) 琵琶湖環流の研究史
戸田孝(滋賀県立琵琶湖博物館)

16) 水温，同位体を用いた倶多楽湖の循環に関する研究
牧野晶○(千葉大・学)，知北和久(北大・理)，大八木英
夫(日大・文理)，濱田浩美（千葉大・教育）

＜Session 3＞ 15:15～16:10
17) 柏市における土地利用の変遷による湧水環境の変化

倉持明○ （千葉大・学），濱田浩美（千葉大・教育）

18) 水質と同位体比を用いた松本城下町湧水群を涵養する
河川の検討
桑山美冴○ （千葉大・学）, 濱田浩美（千葉大・教育）

19) 河川近傍湧水における水素・酸素安定同位体比の変動
と推定される地下水流速
丸山豊○(広島大・院)，小野寺真一(広島大・総合)，北岡
豪一(岡山理大・理)

20) 魚野川流域の水循環と物質循環
小寺浩二○（法政大・地理），森本洋一（朝日航洋）

＜ポスター発表コアタイム＞ 16:10～16:50

P1) 標高500mの山地から湧出・流出する水の水温と水質

の分布

田中徹郎○，大田彩佳，坂本智美，北岡豪一（岡山理大・
理）

P2) 流域水文環境と水質の季節変動に関する考察-北海道

尻別川流域を事例に-

小林修悟○（法政大・学），小寺浩二（法政大・地理），

濱 侃（法政大・学）

P3) 大分県および大野川流域における環境容量の試算と

GIS による可視化

大西文秀（ヒト自然系GIS ラボ）

P4) 新河岸川流域の水質分布-南部河川を中心に-

浅見和希○（法政大・学），小寺浩二（法政大・地理），濱

侃（法政大・学）

P5) 涌池における秋季循環期の溶存酸素の変化について

大八木英夫（日大・文理）

P6) イシククル湖と集水域河川の水質特性

齋藤圭○，濱 侃（法政大・学），小寺浩二（法政大・地理）

P7) 同位体分析と水質を用いた摩周湖の漏水量の推定

濱田浩美○(千葉大・教育），田中敦(国環研），五十嵐聖 貴
(道環研），深澤達矢（北大・院）,南 尚嗣（北見工大・マテリ
アル工），小林拓（山梨大・医工），藤江晋（てしかが自然史
研究会）

P8) 群馬県大間々扇状地における地下水環境の変遷

小島千鶴○（法政大・学），小寺浩二（法政大・地理）

P9) Block-C地域の地下水流動解析（2）：水収支と乾期の地下

水位低下（インドネシア・カリマンタン・パランカラヤ市郊外）

深見浩司○(道総研・地質研)，小泉謙 (日本工営)，石井吉之
(北大・低温研)，山本浩一 (山口大・理工)，永禮英明 (岡山
大・環境)，高橋英紀 (北海道水文気候研)，S. H. Limin，K. 
Kusin, A. Jaya，U. Darung, A. Usap，Kaharap (Univ. Palanka
Raya), G. E. Susilo (山口大/Lampung Univ.)

P10) 水質形成の比較を通した伊豆諸島の水文特性

濱 侃○（法政大・学），小寺浩二（法政大・地理学教室），
齋藤圭（法政大・学）

P11) 岡山県浅口市寄島干拓地のアッケシソウ自生地の水

環境

小林可奈○，上原藤久，齋藤亜沙実(岡山理大・学)，山

口一裕 (岡山科大・理)

P12) 岡山県旭川の水質流出特性の把握

山本大地○，敷田聖明，大橋舞人，新里優菜 (岡山理

大・学)，北岡豪一，山口一裕 (岡山理大・理)

＜総 会＞ 16:50～17:30

＜懇親会＞ 19:00～21:00   生一本 本店

- 2 -



総会 議事録
知北和久

日時：2013年11月9日（土）16:50～17:30
場所：京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究
施設

議題
1) 学会の運営財源について
現在、財源的に厳しい状況にあるため、来年度大会から参加
費のほかに予稿集代1,000円/冊を徴収することとなった。

2) 来年度の大会について
候補として，金沢大学環日本海域環境研究センター ・
臨海実験施設(石川県鳳至郡能登町小木ム4-1： 世話人，
特任助教・鎌内宏光)，11月中旬～12月上旬の土日を予定。

3) その他
報告
・会計報告
・地惑連合2014年大会(横浜)提案セッションの共催について
セッション名「流域の水及び物質の輸送と循環－源流域から
沿岸域まで」（代表コンビーナー，広島大・小野寺真一）
・AOGS2014 Sapporoの開催（2014年7月28日～8月1日，ホテ
ル ロイトンサッポロ）
セッション提案〆切，2013年11月19日（火）
学会関連提案セッション「The land-sea interactions: disasters, 
water pollution and ecosystem」(コンビーナー： 知北和久，
Georg Umgiesser, 小野寺真一，谷口真，山田誠)

----------------------------------------------

・2014年度の水関連学会大会の日程

a) 国内

・日本地球惑星科学連合(JpGU)
パシフィコ横浜（横浜市中区）；2014年4月28日-5月2日

・日本陸水学会
筑波大学&つくば国際会議場； 2013年9月10日-13日

b) 海外

・アジア・オセアニア地球科学会(AOGS)
札幌市、ホテル ロイトンサッポロ；
2014年7月28日～8月1日

・AGU (地球物理学連合)秋季大会
サン・フランシスコ；2014年12月15日～19日

----------------------------------------------

巡検報告
大八木英夫（日本大学）

2013年度陸水物理研究会（別府大会）における野外巡
検は，11月10日に『国東半島水めぐり』と題され，京都大
学大学院理学研究科付属地球熱学研究施設（大沢研究
室）企画のもとに実施された。参加者は総勢42名で，朝8
時30分に研究施設前に集合し，そこから中型バスに乗り
出発した。巡検コースは，『山香温泉』→『田染荘（たしぶ
のしょう）』→『千人堂（黒曜石の産地）・拍子水』【姫島】（定
期フェリーに乗船）→『大分空港・大分駅』である。道中，
温泉水・棚田（荘園）・黒曜石の産地など，2013年5月30日
に認定された，世界農業遺産：国東半島宇佐地域の優れ
た景観（土地・水資源管理）の一部や2013年9月24日に日
本ジオパークに認定された姫島など，どの地点においても
質問・議論や研究提案などが活発に行なわれ，旅程の進
行時間が逼迫した状態となったのは言うまでも無い。しか
しながら，これだけの人数が一つの【現場】を見学し，大沢
先生らが作成された立派なガイドブックを片手に意見交換
することは非常に勉強となった．また，若い大学院生・学
部生たちとの交流により新たな刺激を受けることができ，
限られた時間であったが，とても充実した巡検となった。
特に，姫島では，国の天然記念物に指定されている黒曜
石の断崖は圧巻であり，火山島であることを体感すること
ができた。また，火山活動の影響をうけた『水』を体感する
ことができる拍子水温泉では，火山性CO2のデータを示す
一方で，天水由来のデータも示しており，さらなる地球化
学的および陸水学的な研究が望まれる。このように，姫島
では比較的余裕の時間を設けられ，若干天候に恵まれな
かったところはあるが，それはそれで，良い思い出となっ
た。

最後に，本巡検を企画・準備・案内をしてくださった，大
沢先生・三島先生・大上先生、そしてそれに関わるすべて
の皆様に，改めてお礼を申し上げます。
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本冊子内容の無断の複写・複製・転載を禁ず

=========================================

写真上：（左）山香温泉
（右）田染荘（たしぶの
しょう）

写真中央：姫島・観音崎
火口跡（黒曜石の産地）

写真下（小野寺先生提
供） ：国東半島・伊美港
での集合写真

------------------------------------------------------------------------

・陸水物理研究会の構成委員 (2014年12月現在)

（敬称略）

会長：北岡豪一

運営委員長：知北和久

運営委員：
池田隆司，石井吉之，井内國光，浦野慎一，遠藤修一，
大八木英夫，小野寺真一，倉茂好匡，小寺浩二，鈴木
啓助，諏訪浩，谷口智雅，戸田孝，濱田浩美，藤井智康

------------------------------------------------

陸水物理研究会事務局：
〒060-0810  札幌市北区北10条西8丁目
北海道大学大学院理学研究院 知北和久気付
TEL/FAX 011-706-2764                                      
E-mail: chikita@mail.sci.hokudai.ac.jp


