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奥田節夫先生を偲んで
― 先生に心から感謝して －
奈良教育大学
私がこのような追悼文を書くことになるとは、思っ
てもいませんでした。
2017年6月3日に奥田節夫先生（享年92歳）が亡く
なったという悲しい知らせを受け、本当に言葉になり
ませんでした。亡くなる少し前に入院されたとお聞き
し、お見舞いに一度行かなければと岡山理科大・奥田
研究室メンバーと話をしていたところでしたが、もう
少し先生の体調が良くなってからと決めていた矢先の
ことでした。今思うと、お見舞いに行けなかったこと
が本当に心残りです。
京都大学時代(1963～1987)の奥田先生の話（武勇
伝？を含む）は色々伺ってはいるものの、その詳細は
分かりません。このため、ここで記すことは岡山理科
大に赴任された1988年以降の話が中心になろうかと思
います。私は、学生時代の1989年から今日まで約30年
間にわたってお世話になり、本当に感謝の言葉しかあ
りません。ここでは、先生のお人柄や思い出などを記
し、追悼文とさせて頂きます。

理科教育講座
藤井 智康

までは、私自身も「陸水学」という分野があること
を知りませんでした。先生の講義を受け、自然を相
手に様々な現象を物理学的に明らかにしていく「地
球物理学」があることを知り、奥田研究室に入るこ
とを決めました。また、陸水物理研究会については、
M1の時に陸水学会ではじめて発表したときに、先生
から面白い会があるから是非、参加しなさいと言わ
れて入会し、以来25年近く経とうとしています。皆
様もご存じだと思いますが、この会では1995年頃ま
で、お酒が進むと奥田先生と北大の中尾先生がいつ
も取っ組み合いになりそうな勢いで熱く議論をして
いたのを思い出します。

義理と人情と奥田先生！
「海千山千、酒百」といつもおっしゃっていたのを思
い出します。私が3回生の時の研究室の忘年会で、
「君たちは大人しすぎる」といって、行きつけの店
（今はなくなった「銭屋」。ご存じの方も多いかと思
います）のカウンターにのぼって踊り出したのも衝撃
的で驚いたのを思い出します。このように豪快な一面
と、時には厳しく、しかし思いやりと優しさを持った
先生でした。また、ご自分のことを、いつも「昼は鬼
の奥田」「夜は仏の奥田」と言っており、昼間の授業、
ゼミ、研究では妥協をゆるさず厳しく、しかし一端そ
こから離れ世間話やお酒を飲んだりしているときは本
当に優しく、義理人情に厚い先生でした。岡山理科大
学理学部・地球物理学研究室にある奥田研究室は“奥
田組”と称され、奥田先生は別に“組長”と呼ばれて
いました。カラオケでも先生は村田英雄の人生劇場を
組長の歌としていつも歌っていました。この歌詞の中
に「義理と人情」という言葉が出てきます。
陸水物理学との出会い！
私が陸水学と出会ったのは、先生が京都大学から岡
山理科大に赴任されてきた大学2回生の時です。それ

奥田組での研究
修士修了後は、高校教員になろうと考えたことも
ありましたが、フィールド観測の楽しさからもう少
し研究を続けたいと思うようになり、先生に相談し
ました。先生の答えは、「博士課程は岡山理科大で
はなく別の所に行きなさい」でした。しかし、M2の
時にバイカル湖調査に同行した帰りの機中（イル
クーツクから新潟まで）で進路相談が始まり、先生
の次の答えは、「理科大に残ってやってみるか？何
をやるか？」であり、ゆっくりと先生と話をするこ
とができました。先生の研究や教育に対する考え、
人情厚い先生のお人柄に惹かれ、岡山理科大博士課
程の進学を決めたことも思い出のひとつです。また、
博士課程進学後には先生から「一度自分で水中に設
置した機器をみてきなさい。私も昔、潜って調査を
したことがある」と言われました。“組長”に言わ
れればということで、スキューバダイビング、潜水
士、小型船舶操縦免許を取得しました。おかげ様で、
今の自分の研究に大いに役立っています。
その後、私は「中海の内部波の発生と伝播」に関
して3年間フィールドを行い、何とか学位取得まであ
きらめずに研究ができ、奥田先生の最後のドクター
となりました。また、その間、今は亡き奥様のマリ
子さんにも大変お世話になりました。本当にありが
とうございます。
人生の節目、節目に奥田先生あり
博士号を取得後は、先生の喜寿の会の時に現在の
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奈良教育大に採用が決まったことなど、私の人生の節
目に奥田先生と関わりがあるように思っています。
先生のご略歴
末文になりますが、先生のご略歴を紹介させていた
だきます。
奥田節夫先生は、1926年10月16日に岡山県邑久町で
生まれ、1950年9月より岡山大学の助手、助教授を経
て、1963年4月に京都大学防災研究所に移り、1964年1
月に教授、前の年に新設された地形土壌災害研究部門
を率いて、1985年～1987年においては防災研究所所長
を勤められました。その後、1988年に岡山理科大学に
移られました。
奥田先生の研究については、1950年代に児島湾締め
切りによる淡水化に関する研究を皮切りに、河口域の
物理環境を対象に観測的研究の方法論を自ら開拓され、
その後、河口域に限らず湖沼などさまざまな水域環境
に広げられ、先生の功績は我が国の陸水学にとって極
めて大きいと思っています。先生のご研究は、海水の
遡上，淡塩水混合，堆積物の巻き上げなど，沿岸海域，
河川感潮域，汽水域の物理環境が中心的対象でした。
岡山理科大学を定年退職されてからも、ＮＰＯ活動を
通して河口域、沿岸海域の調査研究に関わっておられ
ました。
京都大学防災研究所では、災害科学の観点から、研
究の対象が内陸の湖沼に拡大され、さらに山地の水文
地形まで広げられました。その中で、湖底堆積物に過
去の災害が記録保存されているという新しい視点で、
堆積層の解析、堆積速度と堆積物の再移動の観測、湖
底地形調査などを行いながら、堆積環境の変遷に関す
る研究を推進発展させ、地球科学に大きく貢献されま
した。山地災害の分野においても、豪雨による土砂災
害の一つとして土石流の観測を斬新な手法で実施され、
災害科学に新しい分野の突破口が開かれました。先生
はご専門の物理現象だけでなく、生態系問題の基礎と
なる物理・化学現象との関連を深く研究し、多くの著
書、論文を発表されました。また、先生は、日本陸水
学会を活動の中心とされ、1988年～1992年には日本陸
水学会会長として、特に長良川河口堰問題をはじめと
する様々な問題解決に取り組まれ、学会の社会的役割
を含め、陸水学会の発展に多大な貢献されました。
これらの貢献により、2005年に瑞宝中綬章を授与さ
れ、2014年に日本陸水学会の田中阿歌麿賞を受賞され
るなど、多くの栄誉を授けられました。

2012年12月22日 奥田組忘年会
(北岡会長（前方右）と共に)

2013年6月30日 地形土壌50年・奥田組25年
大祝賀会（先生、米寿のお祝い）

先生のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、
先生の思いを少しでも受け継いで、１人でも多くのす
ばらしい学生を育てていきたいと思います。

1990年 大橋川24時間観測での
奥田先生

2014年9月13日 田中賞授賞式
（著者（左）と飯泉会員（右）と共に）

1992年9月 バイカル湖調査
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陸水物理研究会 第39回研究発表会
（2017年11月18日-19日: 奈良教育大学）
主 催：陸水物理研究会
11月18日（土）研究発表会
場所：奈良教育大学次世代教員養成センター
11月19日（日）巡検
「奈良公園内の水環境と奈良の酒」
研究発表プログラム(11月18日)
＜Session 1＞ 10:00～11:25
1) 融雪期における土壌乾湿状態の変動と河川流出の
関係
簗場大将 ○ (北大・環境科学院)，石井吉之（北大・
低温研）
2) 御嶽山噴火後の高山湖沼及び周辺諸河川の水質
変化 (2)
浅見和希○(法政大・院)，小寺浩二(法政大・地理)，
猪狩彬寛，堀内雅生(法政大・学)
3) 別府地域南部における二酸化炭素fluxの分布
阿部日向子○(法政大・学), 小寺浩二(法政大・地理),
池上文香(名古屋大・院)
4)UAVリモートセンシングおよび気象データを用いた
水稲モニタリング
濱 侃○(千葉大・学振DC)，田中圭(日本地図
センター)，近藤昭彦(千葉大・CEReS)
5) ダム湖における内部振動
常村将太○(奈良教育大・院)，藤井智康(奈良教育大)，
藤原建紀(京都大)，中山恵介(神戸大)，清水武俊，中
島祐輔，大藪智久，伊藤博之(神戸市水道局)
＊ポスター口頭紹介 11:25-11:37
6) 琵琶湖の長期的な水位変動解析
岩木真穂 (琵琶湖博物館)
7)High accuracy application of SWAT model to steep
catchments; to estimate evapotranspiration, overland flow,
base flow and groundwater recharge.
Fandy Tri Admajaya ○(Hiroshima Univ.), Yuta Shimizu
(WARC, NARO), Mitsuyo Saito (Okayama Univ.), and
Shinichi Onodera (Hiroshima Univ.)
8) 長崎県島嶼の河川水質特性
矢巻剛○(法政大・学), 小寺浩二(法政大・地理), 浅見
和希(法政大・院), 猪狩彬寛, 堀内雅生(法政大・学)
9) 浅間山周辺河川の水質特性
猪狩彬寛○(法政大・学), 小寺浩二(法政大・地理),
浅見和希(法政大・院)
＊ポスター発表コアタイム 11:37-12:30
<Session 2> 13:45-15:00
10)箱根山周辺の水環境 - 噴火(150629)後を中心に- (2)
堀内雅生(法政大・学), 小寺浩二○(法政大・地理),
猪狩彬寛(法政大・学), 浅見和希(法政大・院)
11) 北アルプス上高地における気候・水文変動
鈴木啓助(信州大学理学部
12) 札幌市の市制開始期における詳細地形と水文環境
長岡大輔(琥珀舎・㈱福田水文セ)，古沢 仁(札幌市
博物館) ，重野 聖之(明治コンサルタント㈱)，丸谷
薫(道立総合研究機構 環境・地質研究本部)，池田
隆司○(北海道大学)
13) 積雪ブロック法による模擬降雨散水実験
石井吉之，簗場大将，森章一，高塚徹，佐藤陽亮
(北大低温研)
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14) 沿岸都市における持続可能な水資源利用にむけた
地下水脆弱性評価に関する取り組み‐日本、インド
ネシア、中国での比較‐
小野寺真一○(広島大)，齋藤光代 (岡山大) , 清水裕太
（農研機構), 友澤裕介(広島大), 井岡聖一郎（弘前 大),
陳建陽(中山大), Fusydi, A., Delinom, R. (LIPI)
<Session 3> 15:15-16:15
15)水文学・陸水学のためのSWATモデル高度化に向け
た課題と展望
清水裕太○(西日本農業研究センター), 小野寺真一,
Fandy Tri Admajaya(広島大学), 齋藤光代 (岡山大学)
16) 温帯深湖の永年不凍化へのシナリオ
知北和久○(北大・北極域セ), 大八木英夫 (日大・文
理), 支笏湖・水とチップの会，坂元秀行（ヒグマ
博物館）
17) 秋田県・田沢湖の理化学条件：現状と変遷(序報)
知北和久○(北大・北極域セ), 藤井智康(奈良教育大)，
網田和宏(秋田大・理工), 常村将太(奈良教育大・
院)
18) 湯ノ湖における温水流入とその影響範囲の推定に
ついて
大八木英夫○(日大・文理)，渡邊彰太 (日大・文
理・学) , 濱 侃(千葉大・院)
＜巡検説明＞
＜総 会＞＜表彰式＞

総会

議事録

知北和久
日時：2017年11月18日（土）16:35～17:20
場所：奈良教育大学次世代教員養成センター
議題
1)2018年度の第40回記念大会開催について
日程：2018年11月16日（金）～18日（日）
場所：大濱信泉記念館（石垣市登野城2-70)
世話人：国際農研・飯泉佳子会員
2) 水文科学会誌への「大会活動報告」「地域水文」の
掲載
「大会活動報告」は，昨年同様、知北が担当，「地
域水文」は11月19日～20日に行われる水文科学会の
SWATモデルWG主催の大和川巡検に対応して，清
水裕太会員が執筆することとなった．
3) その他
2019年度大会の開催地が議論され，案として信州大
学(世話人・鈴木会員)が上げられた．
・報告
1) 会計報告
2016年度会計報告および2016年度帯広大会の決算報
告があり、共に承認された．
2) 日本地球惑星連合2018年大会(米国地球物理学連合
AGUとの共同開催)の提案セッションの共催について
セッション名「流域圏の物質輸送と栄養塩循環―人間活動
および気候変動の影響」（代表コンビーナー，岡山大・斎藤
光代）

3)日本地球惑星連合の代議員選挙について
陸水・水文・雪氷関連から谷口真人，檜山哲哉，
樋口篤志，大手信人， 杉山慎，竹内望，安成哲平の
七氏が選出された．
4) 2017年度大会の学生優秀発表賞について
岩木真穂氏(琵琶湖博物館)，簗場大将氏(北海道大),
濱 侃氏(千葉大)の3名に授与された．
5)水関連合同誌HRLの発行について
発行開始は2017年4月1日

巡検報告
濱 侃 (千葉大学大学院理学研究科）
2017年11月19日に開催された奈良大会の巡検の
テーマは「奈良公園内の水環境と奈良の酒」で、奈
良教育大学・藤井先生の案内で進められた。
奈良教育大学の正門近くに朝9時30分に集合後、先
ずはキャンパス内にある自然湧水を見学し、飛火野
園地周辺にて、鷺池に流入する直前の菩提川（ぼだ
いがわ）を見学した。この川は御蓋山（春日山）南
西麓に端を発した大和川水系の一級河川で、万葉集
でも「率川（いざがわ）」として詠われているなど、
古都奈良の歴史を感じさせる河川でもある。一方で、
鷺池では、菩提川からの土砂の流入で濁っているこ
とが問題となっているそうで、実際、かなりの土砂
が堆積している様子がみられた。今回、巡検で回っ
た鷺池、荒池、猿沢池はいずれも透明度が低く、水
色は緑色をし、一般的には「汚い」池である。夏場
には、アオコの発生や悪臭がひどいということだっ
た。筆者も、菩提川から流れ込む生活排水や奈良公
園の鹿の糞尿の影響と思われる池水の濁りが確認で
き、確かに水質が悪いことを実感した。ここで面白
いと思ったのが、水質が悪いということが、この場
所の「ランドスケープ」を形成している側面がある
ということである。巡検の写真を見ていただいても
わかるが、透明度が低いこれらの池は、静かな水面
に周辺の風景を鏡のように映している。透明度が低
い故に反射率が高く、「汚い」から「美しい」ので
ある。
続いて、日本酒発祥の地、奈良を代表する日本酒
「春鹿」を醸造する今西清兵衛商店を訪れた。ちな
みに、「春鹿」の酒名は、春日大社とその神獣であ
る鹿から名づけられたということだった。ここでは、
500円でグラスをお土産で持って帰ることのできる日
本酒の試飲ができる。5種の酒を1杯ずつ飲むことが
できる充実の試飲で、参加者の感想を聞くと、①
（超辛口）についで④（生貯蔵酒）が人気であった。
ちなみに筆者は前日の夜の部の関係で試飲は自重し
た。
私自身、奈良は初めてであったが、古都の風景の
中に普通の生活が共存している様や京都とは違い素
朴で落ち着いた雰囲気を、歩いて移動したからこそ
感じることのできた巡検であった。本巡検のための
企画・準備、そして案内をしてくださった藤井先生
に改めてお礼を申し上げます。

荒池に映る興福寺
・五重塔

今西清兵衛商店

鷺池にて
集合写真

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

・2018年度の水関連学会大会の日程
・陸水物理研究会 第40回記念大会
石垣島・大濱信泉記念館（石垣市登野城2-70)；
2018年11月16日(金)～18日(日)
・日本地球惑星科学連合(JpGU)全国大会
（米国地球物理学連合AGUとの共同開催）
千葉幕張；2018年5月20日(日)～24日(木)
・日本陸水学会 第83回大会
岡山大学（岡山市北区津島中3丁目1番1号)；
2018年10月5日(金)〜10月8日(月)
・日本水文科学会学術大会
総合地球環境研究所（京都市北区上賀茂本山)；
2018年10月13日(土)～14日(日)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・陸水物理研究会の構成委員 (2017年12月現在)
（敬称略）

キャンパス内の自然湧水

会長：北岡豪一
運営委員長：知北和久
運営委員：網田和宏，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，林武司，藤井 智康，
-----------------------------------------------------------------------陸水物理研究会事務局：
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