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設立40周年に想う

北海道大学低温科学研究所

石井 吉之
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陸水物理研究会は、昨年の2018年に設立40周年を迎

えた。今後は学会として新たなページを加えて行くこ
とになり、大変喜ばしいかぎりである。私の本会デ
ビューは別府市で開催された3回目の研究発表会（第2
回大会）だったような気がする。当時は山本荘毅、吉
川恭三、福尾義昭、奥田節夫、三井嘉都夫、新井正、
中尾欣四郎、徳永英二、由佐悠紀、奥西一夫、佐倉保
夫、北岡豪一といった先生方が顔を連ねるとともに、
それぞれの研究室に所属する学生達がワイワイガヤガ
ヤと集い、規模は小さいながらも熟練さと若さを兼ね
備えた、日本の陸水物理を牽引する集団だった。これ
だけの先生方が顔を揃えたのは、この時が 初で 後
だったように思う。すでに鬼籍に入られた先生も多い
が、それぞれの研究室で若手に対する厳しく暖かい研
究指導がなされてきたはずである。後継者育成が順調
に進めば、当時の状況が50年、100年と続いて行った

のかもしれないが、水の科学そのものの基盤が弱いこ
ともあって思うようには進まなかった。後継者どころ
か既に変質、消失してしまった研究室もある。
科学そのものが離合集散を常とするものであり、古

い殻を脱ぎ捨てつつ進化していくものなのかもしれな
い。研究費もそういう新しい科目に重点配分されるよ
うになった。ひと昔前は学際科学、 近では名前を替
えてシステム科学、などが新しい殻の一翼を担ってき
たし、 近でも多分野連携、部局横断型研究教育プロ
ジェクトなど、外見上の目新しさには事欠かない。私
の研究所でも、新分野開拓や戦略的研究推進などが標
榜される。その方が億単位の超大型競争的研究資金を
獲得しやすいためでもあろう。ただ、離合集散は単な
る寄せ集めやスクラップアンドビルドではなく、既存
分野に新たな視点やアイディアを吹き込み、ワンラン
ク上の新境地開拓を促すために必要なプロセスである
と思う。
現在の本会は、短くなっていくロウソク状態にある

ような気がしてならない。陸水物理研究会だけではな
く、日本水文科学会、水文・水資源学会、日本地下水
学会なども同じであろうか。もともと基盤の弱い水の
学会が、分かれて活動してどうする、という声もあち
こちで聞かれる。設立後、第二世代、第三世代となっ
た今は統合するチャンスなのかも知れない。

しかし、水の研究者の出身母体は多様である。地理
学、地球物理学、地球化学、土木工学、林学、農業
工学、水産学、水理地質学、…。母体が異なれば現

象究明のためのアプローチ法や、得られた結果に対
する評価軸も明らかに違ってくる。そのようなマル
チ軸の中で、実のある議論ができるかどうかが心も
とない。いや、そもそも学会という形にこだわるこ
と自体が古い殻なのかもしれない。ビッグ･プロジェ
クトが盛んな今日、ひとつの学会と呼んでも良いく
らいの大規模な研究集会が全国あちこちで開催され
るようになった。このような研究集会は3～5年でス

クラップアンドビルドされている。学会よりもフッ
トワーク良く運用されているのではないだろうか。
組織としての「水の科学連合」は日本地球惑星科学
連合という大きな集団の中で培い、学会誌は
Hydrological Research Lettersという4学会合同の日本
発の国際学術誌が担う。そうであれば、いたずらに1
つにまとまった水の学会を組織するのではなく、今
のままで陸水物理研究会を続け、今までどおりの熱
い議論を酸いも甘いも噛み分けた仲間と続けるのも
悪くはない。遅くなった解説論文の原稿を年末に書
き終え，ようやく迎えられた正月のお神酒を戴きな
がら、想った。

1990年度第12回松山大会
（1991年1月19日道後温泉にて)

後列中央が筆者，左隣りは鈴木啓助会員，右隣り
は新井正先生， 前列中央は中尾欣四郎先生，左隣
りは三井嘉都夫先生，お二人の後ろは小寺浩二会員.
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5) 流域における水循環に駆動されるリンおよび窒素循
環の未知－生態系ストックと動態フロー－

小野寺真一(広島大)，齋藤光代(岡山大), 清水裕太(農
研機構), 福岡正人(広島大), 田瀬則雄(筑波大学)

6) 地震による地盤の水理特性の変化とその回復につい
て

北岡豪一・西村敬一・山下栄次（岡山理科大学）

7) 火山性深湖における地殻熱流量評価－摩周湖・俱多
楽湖・田沢湖の比較－

知北和久(北大・北極域セ), 大八木英夫(日大・文理),
田中 敦(国立環境研),網田和宏(秋田大・理工), 藤井智
康(奈良教育大)

11:00-11:15 ポスター口頭紹介(各2分)

8) 草津白根山周辺地域の水環境に関する研究（3）

猪狩彬寛(法政大・院), 小寺浩二(法政大・地理), 浅見
和希(法政大・院）

9) 箱根山周辺の水環境-噴火(150629)後を中心に (3)

堀内雅生(法政大・学), 小寺浩二(法政大・地理), 猪狩
彬寛(法政大・院), 浅見和希(法政大・院)

10)長崎県島嶼の河川水質特性(2)

矢巻剛(法政大・院), 小寺浩二(法政大・地理), 浅見和
希(法政大・院), 猪狩彬寛(法政大・院), 堀内雅生(法
政大・学)

11) 御嶽山噴火後の高山湖沼及び周辺諸河川の水質変
化(3)

浅見和希(法政大・院), 小寺浩二(法政大・地理), 猪狩
彬寛(法政大・院), 堀内雅生(法政大・学)

12) SWAT model analysis for the effect of crop growth on
sediment yield from a settling basin catchment in Ishigaki
island

Yang Cao, Shin-ichi Onodera (Hiroshima Univ.), Mitsuyo
Saito (Okayama Univ.), Hide Omae, Yoshiko Iizumi
(JIRCAS)

13) 北海道東部の森林小河川における河川流量とフラ
ックス

鎌内宏光(地球研),福島慶太郎(京大・生態研), 近藤昭
彦(千葉大・環境リモセン), 岡部芳彦, 勝山智憲, 佐藤
修一, 林大輔, 徳地直子（京大・フィールド）

14) 熊本県菊池川流域におけるSWAT モデルを用いた
森林の流出機構の推定

藤井創一朗, 金森匡彦, 永野裕子 ((一社)日本森林技術
協会)，木下 牧 ((株)パスコ)，清水裕太(農研機構西日
本農業研究センター), 小野寺真一(広島大)

ポスター発表コアタイム 11:15-12:20

<Session 3> 13:30-15:15

15) 田沢湖深層部にみられる水温の上昇

林武司(秋田大・教育文化)，石山大三，小川泰正

(秋田大・国際資源)

陸水物理研究会第40回記念大会
(2018年11月16日-18日: 石垣市大濱信泉記念館)

11月18日(金) サテライト・イベント
「JIRCASワークショップ‐太平洋島嶼地域における持
続可能な資源管理と環境保全‐」

主催：国立研究開発法人 国際農林水産業研究セン
ター（JIRCAS）

協賛：陸水物理研究会
後援：パラオ天然資源環境観光省 (MNRET、Palau)、

パラオ環境保護局 (EQPB、Palau)、パラオコ
ミュニティカレッジ (PCC、Palau)

概要：

熱帯・亜熱帯に位置する太平洋島嶼では、降雨強度
が強く、土壌の受食性が高い一方で肥沃度は低く、沿
岸域には観光資源や水産資源の下支えとして重要なサ
ンゴ礁が分布するなど多くの共通点が存在する。これ
らの地域では保全型農業の普及と資源循環系の構築が
喫緊の課題となっている。

現在、国際農研（JIRCAS）が実施しているアジ

ア・島嶼資源管理プロジェクトでは、沖縄県石垣島に
ある熱帯・島嶼研究拠点の傾斜圃場を利用して土砂流
出を削減する作物栽培技術、沈砂池の堆砂を再利用す
る技術の開発に取り組んでいる。また、パラオ共和国
では、流域の資源管理や保全型農業に関する研究を
行っている。これらの成果は沖縄やパラオだけではな
く、同様の環境、同様の問題を抱える多くの太平洋島
嶼においても活用できると考えている。本ワーク
ショップでは、 新の地域情勢や研究動向、研究成果
などの情報を参加者の皆様と共有するとともに、太平
洋島嶼地域における持続可能な資源管理と環境保全の
ための今後の取り組み、そして持続可能な開発目標
（SDGs）への貢献について議論する。

陸水物理研究会研究発表会

主 催：陸水物理研究会
協 賛：八重山陸水研究会

地球惑星科学連合・大気水圏科学セクション
11月17日（土）研究発表会・公開シンポジウム
11月18日（日）巡検

「石垣島・竹富島をめぐる旅と天体観望会」

研究発表プログラム (11月17日)
＜Session 1＞ 9:15～10:45

1) 飽和面からの蒸発量を推定する表面ボーエン比法

（SBR 法) の検証

浦野愼一 (NTC インターナショナル株式会社)、酢谷
岳 (富山県庁)

2) 水による光吸収が湖底での乱反射および湖内での光
散乱に加わる場合の湖沼の青色呈色の試算：光物立
場からの一考察

花石竜治 (青森県環境保健センター)

3) 2011 年紀伊半島豪雨赤谷・長殿崩壊メカニズムの
再検討

齊藤隆志 (京都大学防災研究所)

4) 地表水－地下水相互作用と生態系影響：地下水が
沿岸環境の多様性形成に及ぼす影響に着目して

齋藤光代(岡山大・院・環境生命)・小野寺真一(広島
大・院・総合科学)・岩田徹・大久保賢治 (岡山大・
院・環境生命)



16) 臨界水深概念の前提としての混合水深の実用的評
価手法について

古里栄一(鹿児島大・南九州・南西諸島共創機構)，
Tulaja Gurung(埼玉大院・理工)，鮎川和泰(環境シス
テム)，中山恵介(神戸大・工)，清家 泰(島根大・エ
スチュアリーセンター)，今本博臣(水機構・総技セ
ンター)，久納 誠(水機構・総技センター)，前田広人
(鹿児島大・水産)，奥西将之(鹿児島大・水産)，伊藤
祐二(鹿児島大・農)

17) 沖縄県石垣島河川水質の栄養塩特徴とアンパルマ
ングローブ林内水温変動

干川明 (NPO 法人石西礁湖サンゴ礁基金／八重山 陸
水研究会)

18) 扇状地河川の伏没帯における地中熱利用の可能性

阪田義隆 (北大・工)，葛 隆生(北大・工)，長野克則(
北大・工)

19) 別府群発地震時の温泉水位について

柴田智郎 (京都大・理・地球熱学研究施設)

20) 暑熱地域における園芸施設の室内熱環境のシミュ

レーションと評価

葛 隆生，鈴木大也 (北大・工)

21) 河床礫の粒径分布分析を用いた岡山・旭川中流域
の河床調査

山口 一裕（岡山理科大）

15:30-17:35

＜公開シンポジュウム：島嶼における水環境と自然災
害－北海道から八重山諸島まで－＞

22) 島嶼地域の水環境の把握と保全のための産官学民
の連携

小寺浩二(法政大・地理), 浅見和希, 矢巻 剛, 猪狩彬
寛(法政大・院), 堀内雅生(法政大・学)

23) 水資源として重要な山岳地域の雪

鈴木啓助（信州大・理）

24) 北海道の3～5月における 近の雪氷災害

石井吉之 (北大・低温研)

25) 屋久島1979，三宅島2000，そして伊豆大島2013 土
石流災害に学ぶ

諏訪 浩（東大・空間情報科学研究センター, 立命館
大歴史都市防災研究所)

26)海と陸とを一体的に捉えた島嶼型統合的水循環管理
を目指して

安元純, 野崎真司, Bam HN Razafindrabe (琉球大・農),
中屋眞司(信州大・工), 土岐知弘, 新城竜一（琉球大
・理), 安元 剛(北里大・海洋生命）

27) 西南日本亜熱帯島しょの陸水環境と沖縄の島々に
おける上水道供給方法

東田盛善（八重山陸水研究会）

17:15-17:35 総合討論

17:35-18:10

＜総会＞＜学生優秀発表賞表彰式＞

＜巡検説明＞

飯泉佳子氏 (国際農林水産業研究センター)
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総会 議事録
知北和久

日時：2018年11月17日（土）17:35～18:05
場所：石垣市大濱信泉記念館 多目的ホール

1) 会長の交代・選出について
2018年度で満期に伴う会長の交代について，次期会長

として信州大・鈴木啓助先生にお願いすることとなっ
た．任期は2019年4月～2022年3月の3年間．

2) 今後の運営組織について
現在の運営委員長の任期は2020年3月までであり，事
務的な運営は継続することとなった．

3) 2019年度第41回大会の開催地について
協議の結果，信州大・鈴木会員に引き受けていただ
くことになった．
日程：2019年11月9日(土)～10日(日)
場所：信州大学理学部（長野県松本市)

4) 学術会議への登録について

学術会議への学協会としての登録を目指してきたが，
そのための要件として，会名として「陸水物理研究
会」から「陸水物理学会」（英語名は現行通り）に名
称を変更し，年一回の会誌「陸水物理学会誌」の発行
を目指す．会誌の編集委員会として，低温研・石井会
員（委員長），京大・柴田会員，法政大・小寺会員を
編集委員として発行を進める．

5) 水文科学会誌への「大会活動報告」と「地域水文」
の掲載について

「大会活動報告」は知北が執筆することとなった．

・報告
1) 会計報告

2017年度会計報告および2018年度奈良大会の決算報
告があり、共に承認された．

2) 日本地球惑星連合2019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「流域の物質輸送と栄養塩循環－源流域
から沿岸海域まで－」（代表コンビーナー，森林総
研・小林政広）

3) 2018年度大会の学生優秀発表賞について
法政大学・堀内雅生氏が授与された．

4) 水関連合同誌HRLについて

当会からは運営委員として知北，編集委員として網
田和宏氏が担当している．

巡検報告
花石竜治 (青森県環境保健センター)

2018年11月18日に開催された石垣大会の巡検テーマ
は「石垣島・竹富島をめぐる旅と天体観望会」で，巡
検1～3で構成された．参加者は、パラオから来られた
ワークショップ参加者も加わり計40名であった．巡検1
では石垣島石垣島離島ターミナルに8:30に集合し，貸切
バスでバンナ展望台へ．バスの中では「アンパルの自
然を守る会」の干川氏が，石垣島の自然地理，産業，
風土病など多岐にわたって解説された．バンナ展望台
では，「高島」としての島の東西の海岸線，連なる
山々を眺望した．干川氏の解説では，農業用水は足り
ているが，飲用水は不足することもあるという話が印
象的であった．

次いで，バスは国際農研 熱帯・島嶼研究拠点へ．大
前先生，緒方先生のご案内で果樹・サトウキビ・水稲
の圃場を見学した．サトウキビの先端が大きなススキ
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竹富島にて牛車を牽引する水牛

離島ターミナルでの集合写真

バンナ展望台から
海岸を望む

国際農研にて果樹
ハウスを開ける大前
先生

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

・2019年度の水関連学会大会の日程

・陸水物理研究会第41回大会

信州大学理学部（長野県松本市）
2019年11月9日(土)～10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；2019年5月26日(日)～30日(木)

・日本陸水学会第84回大会
金沢大学環日本海域環境研究センター (石川県金沢市)；
2019年9月27日(金)～30日(月)

・日本水文科学会学術大会 (予定)
筑波大学総合研究棟A（つくば市天王台）；
2019年10月19日(土)～20日(日)

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

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

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

*本冊子内容の無断の複製・転載を禁ず

・陸水物理研究会の構成委員 (2018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：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，
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の穂のお化けのように見えたので質問すると，サト
ウキビとススキは種は違うが，交配するそうで，同
じ属に分類されるという．サトウキビは種子島でも
研究されているが，種子の形成は種子島の気温では
不稔になるので，石垣島産の種子を使用するという．

続いて、赤土土壌の流出を防ぐための農業排水の
沈砂池を訪れた．水草が繁茂し，水生昆虫が多く，
またウナギが採れたこともあるという．沈砂池が一
つのビオトープのような系を形成しているように思
われた．巡検2として，昼食後に竹富島へ渡り，水牛
の牛車に乗り，また自由散策を楽しんだ．竹富島に
ついての解説を聴きながらの牛車での巡回は、まさ
に南国的雰囲気があり，本土での日常を忘れるほど
ゆったりしたものであった．竹富島の道路上には珊
瑚の化石が認められ，また，家屋の塀には珊瑚由来
の石灰岩が使用されており，「低島」としての竹富
島を実感した．「竹富島」では1976年以来、生活用
水の多くは石垣島から海底パイプラインで供給され、
それ以前はいくつかの井戸(カー)でまかなわれていた
とのことであった．

後に，巡検3として午後8:30頃に石垣島天文台を
訪問した．入り口で下車し坂道を登る予定であった
が，「ハブがいる」とのことで，天文台直近までタ
クシーで行った．石垣島のハブは「サキシマハブ」
といい，沖縄本島のハブより小型だそうである．当
日夜は天候に恵まれ、天王星，月面クレーター，火
星などを観測できた．太陽系惑星の中で地球から4番
目に遠い天王星を見ることができるのには驚いた．
石垣島天文台は，2014年2月に北海道の「なよろ市立
天文台」と交流協定を結んでいるそうである．石垣
島訪問は，小生は初めてであった．前日に自分の発
表が終わり，今回の巡検で島を巡り，牛車に乗り，
散策し，夜空を見て南国の風土を感じることができ
た．「とにかく巡検がおもしろい」という本研究会
の巡検で，充実した学会ツアーを締めくくることが
できた．

本巡検の企画・準備をしてくださった飯泉先生，
案内をしてくださった大前先生，緒方先生および干
川氏に改めて感謝申し上げます．

石垣島内の沈砂池

竹富島の井戸の一つ
仲筋井戸（ナ～ジカ～）


