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「陸水物理研究会」から「陸水物理学会」へ：感謝と想い

東京大学空間情報科学研究センター・
三重大学地域ECOシステム研究センター

谷口 智雅
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2019年11月9～10日に，大町市立山岳博物館にて
2019年度（第41回）信濃大町大会が開催された。私自
身は，2014年12月に金沢大学環日本海域環境研究セン

ター臨海実験施設で開催された大会以来の参加であり，
非常に楽しい時間を過ごさせて頂いた。様々な学会に
参加してるが，私にとって思い入れがあり，単に研究
成果の発表をする場だけではなく，多くの教えを頂け
る会でもある。そのような学会に久しぶりの参加と
なってしまったのは，2016年9月～2019年1月の期間，

中国の天津師範大学に派遣教員として赴任していたた
め，なかなか帰国が難しく参加が叶わなかったからだ
(写真参照)。”それでは，2015年は？”と言われそうで

あるが，開催日の翌週に他学会の巡検を準備する必要
があり，この時はまさか翌年の2016年から中国に海外

赴任するとは思っておらず，大会参加を見合わせてし
まった。結局，天津滞在中に開催された帯広大会と奈
良大会，そして陸水物理研究会としての最後の研究発
表会である石垣大会も不参加となってしまった。奇し
くも陸水物理学会に名称を変えた最初の大会が，久し
ぶりの参加になった。私が前身の陸水物理研究会の会
合に初めて参加したのは，博士課程1年のときに1994
年都立大学で行われた日本陸水学会での自由集会で
あった。この時は指導の新井正先生に「これから面白
い会があるので行こう。」と促されて参加した。

私は立正大学Ⅱ部文学部地理学科のいわゆる夜学学

生であったが，卒論は地形学の専門である壽圓（じゅ
えん）晋吾先生のもと多摩川上流域の地形発達をテー
マに卒論に取り組み，就職活動を行い一般企業への内
定も無事得ていた。しかし，卒論指導の先生の勧めも
あって結果的に大学院に進学した。この時，壽圓先生
はあと数年で退職される予定であり，地形発達研究は
十分な研究成果を得るには時間を要すること，また，
余り流行ではない，などの理由から，壽圓先生のご助
言で，ご出身の東京文理科大学（現 筑波大学）の後
輩である新井先生にご指導を頂くことになった。

このような経緯もあって，学部生の時は学会に参加
することもなく，大学院に進学した年の1992年から新
井先生に連れられて日本地理学会と水関連学会の日本

水文科学会に初めて参加した。修士課程の時にはまだ
日本陸水学会や陸水物理研究会には参加していなかっ
たが，新井先生に「今週末は楽しい学会に参加してく
るね。」とにこやかに言われたことが思い出される。
後になって，新井先生からは文系の私には地理学系以
外の学会参加は時期早々と判断した，と博士課程進学
後に伺った。私の学会での発表は，博士課程に進学し
た1994年の秋の日本地理学会，日本水文科学会，そし

て日本陸水学会からである。前述のとおり，陸水物理
研究会の集会に触れたのもこの時からであった。ちな
みに，修論をまとめて最初に掲載された学会誌が「陸
水学雑誌」で，新井先生の門下生として個人的に嬉し
く思っている。陸水物理研究会での参加と発表はさら
に後になり，最初の参加は博士課程4年の時の札幌大
会であり，発表は博士号を取得した1998年の琵琶湖博
物館での大会であった。

博士論文は，大学院進学後に新井先生からテーマを
頂いた「文学資料等から明治・大正・昭和初期の東京
の河川水質を把握する研究」である。研究内容は，い
わゆる陸水物理やハイドロロジーなどを理学的に取り
扱っていたとは言い難く，大学生の時に一般教養科目
も含め生物・化学・物理の講義を受けていない文系学
生としては，発表への敷居が高く，異なる分野のテー
マと感じていた。そのような中，これまで参加し続け
られたのは，指導の新井先生からのお誘いはもちろん，
陸水物理研究会の雰囲気と参加される皆様の温かいお
言葉があったことに他ならない。奥田節夫先生は，
「物の理(ことわり)で，物理。君は地理で，地の理(こ
とわり)で研究をしているのだから，立派な理学であり，

しっかりと今の研究を続け，陸水物理研究会に参加し
なさい。」と仰ってくださいました。また，中尾欣四
郎先生には「その水の研究は面白く，楽しくやってい
るのかね。面白く，楽しく取り組んでいるのであれば，
続けてその結果を是非聞かせて。」と言って頂きまし
た。東京の河川の研究をされていた三井嘉都夫先生に
も，「面白い研究で私が出来なかったことを取り組ん
でくれてありがとう。頑張って下さい。」と優しいお
言葉を頂いたことは，今でも忘れられない。思いは叶

陸水物理学会会報
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陸水物理学会第41回信濃大町大会

(2019年11月9日-10日: 大町市立山岳博物館)

主 催：陸水物理学会
共 催：大町市立山岳博物館・

信州山の環境研究センター

11月 9日（土）研究発表会・公開講演会
11月10日（日）巡検「立山黒部アルペンルート」

研究発表プログラム (11月 9日)
＜Session 1＞ 9:00～10:45

1) リモートセンシングを用いた熱帯季節乾燥林にお

ける灌漑農地周辺の樹木フェノロジー観測.

* 濱侃 (横浜国立大・JSPS特別研究員PD), 吉田圭

一郎（横浜国立大・教育）

2) ペンマン式の構造と表面ボーエン比法((SBR法）

について.

浦野愼一 (NPO法人北海道自然エネルギー研究会)

3 )青森県・青池の呈色に関する研究：モデルの精緻

化と応用.

*花石竜治 (青森県環境保健セ), 大坂直人(青森県原

子力セ), 知北和久 (北大・北極域セ）

わなかったが，会がご縁で親切にして頂いた佐倉保
夫先生には「退職後はゆっくりと武蔵野の河川や湧
水を巡り，それをまとめたいので是非協力して
ね。」などなど。この会に参加される多くの先生に
は，他の学会では余り体験できない私の研究に対し，
理解と励ましの声を掛けて頂いた。現在も，自身の
数少ない発表の折には会場で厳しい質問や良きコメ
ントを頂き，懇親会などの酒席の場では分け隔てな
く厳しくもあり暖かい助言を受け，そして時には多
岐にわたるテーマでの議論や意見・情報交換を行わ
せて頂いた。陸水研究の楽しさと研究交流の大切さ
などを教えて頂き，「楽しい会だから，是非参加
を」と声を掛けて頂いたことに想いを馳せながら，
この会とともにこの会に導いて頂いた方々に改めて
感謝したい。そして，陸水物理研究会から陸水物理
学会に名称を変えたこの会で，私が教えて頂いたこ
とを少しでも次世代に伝えられることが出来れば幸
いである。

写真1. 天津市の
中心部と結氷し
た海河（かいが）
(2017年12月)

写真2. 天津師範
大学国際交流教
育学院の学生と
共に
(2018年12月）

4 ) 大阪湾沿岸域の栄養と二枚貝の成長速度との関係.
＊藤井智康, 前田隼佑(奈良教育大・理科), 藤原建紀

(京大), 樋口和宏(JF 兵庫漁連)

5) 密度成層場における鉛直方向の渦動粘性係数と乱流
拡散係数.

古里栄一 (鹿児島大)

6) 日本の河川水質の変化に関する一考察－全国規模の

観測記録を中心にー.
＊小寺浩二 (法政大・地理), 浅見和希, 猪狩彬寛, 矢巻

剛 (法政大・院)

7) 長崎県島嶼の河川水質特性(3).
＊矢巻剛（法政大・院) , 小寺浩二（法政大・地理）,

浅見和希, 猪狩彬寛, 堀内雅生(法政大・院)

<Session 2> 10:55-11:55 (ポスター発表)

8) 草津白根山周辺水環境の水質特性と酸性排水による
影響.

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) 中部山岳地域における降水安定同位体比の変動要因.
＊桂川 司 (信州大・院), 山中 勤 (筑波大), 佐々木明彦

(国士館大), 黒雲勇希, 西村基志, 清水啓紀(信州大・
院), 鈴木啓助 (信州大)

10) 雪面熱収支解析による積雪融解および積雪底面流

出解析.
＊西村基志(信州大・院), 鈴木啓助(信州大学)

11) 上高地の冷気湖形成に及ぼす新雪の影響.
＊黒雲勇希(信州大・院), 佐々木明彦(国士舘大学), 鈴
木啓助(信州大学)

12) 上高地における冷気湖形成とその気象条件.
＊小山紗莉, 西村基志, 黒雲勇希 (信州大・院), 鈴木啓
助（信州大学）

13) 山岳地域における降水の局地性.
＊上原元樹 (信州大・院), 佐々木明彦 (国士舘大), 鈴
木啓助(信州大)

14)2016年熊本地震における地下水位の潮汐応答の変化
＊福島宏司, 柴田智郎 (京都大・理), 細野高啓 (熊本大
・先端科学研究部), 井手淨 (芝浦工大・理工学研究

科）

15) 田沢湖における水・物質収支に関する検討.
＊大八木英夫(南山大)，知北和久(北大・北極域セ),網
田和宏(秋田大・理工), 藤井智康(奈良教育大)

16) 御嶽山南麓王滝川水系の濁川における河川環境.
＊谷口智雅(東大 CSIS), 田代 喬(名大・減災連携セ)，
野崎健太郎(椙山女学園大), 松本嘉孝(豊田工専), 小
野田幸生(土木研・自然共生セ)，宇佐見亜希子

（愛知工業大）

＜総会＞ 11:55-12:15

＜Session 3＞ 13:00-14:30

17) 母子里における2012 年4 月の速い融雪.

石井吉之 (北大・低温研)

18) 立山黒部とその周辺の斜面災害リスク.

諏訪浩 (東大・空間情報科学セ，立命館大・歴史都
市防災研)



19)大規模降雨イベントが沿岸地下水の挙動に及ぼす
影響の検討：2018年西日本豪雨前後の比較.

*齋藤光代(岡山大・環境生命), 小野寺真一，友澤裕
介(広島大・総合)，小村修三(岡山大・環境理工)

20) 北海道における気候変動による大雨・洪水リスク
の推定.

中津川誠 (室工大・社会基盤ユニット)

21) 琵琶湖における地下水-地表水流入の役割.
＊小野寺真一(広島大)，齋藤光代(岡山大), 王昆陽(広
島大), 友澤裕介(広島大)，伴 修平(滋賀県立大)，奥
田昇(地球研)

22) 気候変動に伴う河川水温と冷水性魚類の生息環境
の変化について.

＊工藤啓介 (株式会社ドーコン)，中津川誠 (室工大)

＜公開講演会：大町の恵＝山と水＞ 15:00-17:00

23) 豊富な水をもたらす北アルプスの雪.

鈴木啓助（大町市立山岳博物館）

24) 山岳湖沼と気候変動：雪氷の視点から.

知北和久（北大・北極域センター）

25) 仁科三湖の水環境の問題－水生生物の過去・現在
・未来－.

朴 虎東（信州大・理）

26) 信濃大町水物語－高瀬川上流地域における自然的
・地理的特性と水利の発達－.

荒井今朝一(大町市教育長)

＜総合討論＞16:40-17:00

<学生優秀発表賞 表彰式> 17:00-17:10

＜巡検説明＞ 17:10-17:15

＜研究交流会＞ 18:00-20:00
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5) 2020年度の大会について

鹿児島大・古里氏に世話人としてお願いする．開催
の時期・場所の候補として，2020年12月5日(土)～6
日(日)，産学・地域共創センターにて．巡検先は薩

摩半島への日帰りバス・ツアー（開聞岳，指宿温泉，
池田湖の旅）

6) その他
・報告

1) 会計報告（別紙資料が説明された）
2) 2020年度地惑連合大会の共催セッションについて
3) HRL(Hydrological Research Letters)について（投稿

数の減少）

巡検報告

齋藤光代 (岡山大学大学院環境生命科学研究科)

第41回研究発表会（2019年度信濃大町大会）の巡検
テーマは「立山黒部アルペンルート」で，研究発表
会・公開講演会翌日の2019年11月10日に開催され，参
加者は計20名であった．当日は朝8時にJR信濃大町駅
に集合し，以下に示すように計8種類の乗り物を乗り
継いで移動した（写真1）．まず，①路線バスで信濃
大町駅（標高712m）から扇沢に向かい，②関電トン
ネル電気バスに乗り継ぎ黒部ダム（標高1,470m）に到
着した（写真2, 3）．ちなみにこの電気バスは，54年
間の歴史がある関電トンネルトロリーバス（トロバ
ス）から今年リニューアルされたばかりとのことで，
車内では黒部ダム建設やトロリーバスの歴史を解説す
るアナウンスが流れていた．黒部ダムでは，各自徒歩
で散策しながら黒部湖まで移動し，③黒部ケーブル
カーで黒部平（1,828m）へ向かい（写真4），そこか
ら④立山ロープウェイで大観峰（標高2,316m）まで登
り（写真5），さらに⑤立山トンネルトロリーバスで
本行程の最高標高にある室堂（2,450m）に到着した
（写真6-1, 6-2）．そこで昼食休憩を取ったのち，⑥立
山高原バスで美女平（977m）まで，さらに⑦立山
ケーブルカーで立山駅（475m）まで一気に下り，立
山カルデラ砂防博物館を見学したのち，最後に⑧富山
地鉄電車（写真7）で富山駅へ到着した．

まず，黒部ダムでは，1956年に開始され，1963年に
完成したダム建設の歴史について学んだ．特に，建設
最大の難所が大町トンネルの開通であり，その原因は
大破砕帯から噴出する地下水と土砂で，約80mを掘削
するのに7ヶ月もの期間が費やされたという点が最も
印象的であった．また，巡検当日は通常のダム放水期
間（6月26日～10月15日）を過ぎていたにもかかわら
ず，幸運にも大迫力の放水シーンを拝むことができた
（写真2）．

その後，黒部湖～室堂までの上り区間では，険しい
山々の地形と美しさをじっくり堪能し（写真4, 5, 6），
室堂～美女平までの標高差約1,500mの下り区間では，
明瞭な植生の変化などを感じることができた．立山駅
に隣接した立山カルデラ砂防博物館では，立山カルデ
ラの地形を再現した大型のジオラマの前で解説を受け，
その他にも常願寺川流域の水害・砂防の歴史について
などの様々な展示があり，非常に内容の充実した博物
館であった．また，最後に乗車した富山地鉄電車（写
真7）では，本巡検グループでほぼ貸し切り状態の車
両にて和やかなひとときを過ごしつつ，最終目的地の
富山駅へ到着した．

今回の巡検では，時間は限られていたものの，当日
は晴天にも恵まれ，立山黒部アルペンルートの見どこ
ろを万遍なく網羅する贅沢な時間を過ごすことができ
た．なお，道中は乗り継ぎ時間がタイトな上，他の

総会 議事録
知北和久

日時：2019年11月9日（土）11:55-12:15
場所：大町市立山岳博物館

議題
1) 運営委員長の交代

審議の結果，知北現委員長の再任が了承された．
(任期は3年：2020年4月～2023年3月)

2) 今後の運営体制
新運営委員として，横浜国大・濱侃氏が加わること
となった．

3) 大会での公開講演について

当会として，現在の深刻な環境・災害の状況を考え
ると，今後は公開シンポなどの場を継続・拡大するこ
とを考える必要がある．一案として，金曜日の午後か
ら研究発表会を開始し，土曜日の午後からの公開を考
える．これは，受け入れ先の状況を考えながら，継続
的に考えていく．

4) 会誌の発行と周知

年内に会誌が発行される見通しとなった．早期公開論
文は，会誌のほかJ-Stageへの掲載など，今後は担当を

決めて，早急に対処することとなった．予稿集につい
ても，同様に，新しいものから周知することを考えて
いくこととなった．



- 4 -

観光客でも大変混みあっていたため，手荷物回送サー
ビスを利用できたのは非常に有難かった．最後に，今
回の充実した巡検を企画および引率いただいた鈴木啓
助会長に心より感謝申し上げます．

写真1. 立山黒部ア

ルペンルート行程
図

写真2. 黒部ダム
放水の様子

写真3. 黒部ダムでの集合写真
（提供：諏訪先生）

写真4. 黒部平
(積雪が見られた)

写真5. 黒部平～大観峰区間の眺望

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

2020年度の水関連学会大会の日程

・陸水物理学会第42回大会
鹿児島大学産学・地域共創センター
（鹿児島県鹿児島市）
2020年12月5日(土)～6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；2020年5月24日(日)～28日(木)

・日本陸水学会第85回大会
東京農工大学府中キャンパスほか
2020年9月19日(土)～22日(火)

・日本水文科学会学術大会
(水文・水資源学会との合同大会)
愛媛大学城北キャンパス
2020年9月16日(水)～19日(土)

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

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

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

*本冊子内容の無断の複製・転載を禁ず

・陸水物理学会の構成委員 (2019年12月現在)

(敬称略)

会長：鈴木啓助
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，北岡
豪一，倉茂好匡，小寺浩二，諏訪浩，谷口智雅，戸田
孝，濱 侃，林武司，藤井智康
------------------------------------------------------------------------
陸水物理学会事務局：
〒001-0021  札幌市北区北21条西11丁目
北海道大学北極域研究センター 知北和久気付
TEL/FAX 011-706-9074 (代)                                      
E-mail: chikita@sci.hokudai.ac.jp

写真6-1. 室堂

写真7. 富山地鉄電車

写真6-2. 室堂にある
立山玉殿(たまどの)
の湧水（名水百選の
一つ）


