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国際水文学会および日本学術会議地球物理学研究

連絡委員会陸水分科会についての報告

井 口 昌 平

まえがき

水文学の発達のための国際学会として，国際的に広く 認められてL、るものとして，

International Association of Scientific Hydrology, l.A.S.H.（国際水文学会〕がある ニと，およ

びそれに対する園内の対応体として， 日本学術会議の中に地球物理学研究連絡委員会

陸水分科会が設けられている二とは，水文学の関係者の聞にもあまり良くは知らされ

ていないのではないか， と思う。一方で，水文学の分野では，国際的;'j：場において，昭

和40年わら 10年間の計画で， 《国際水文学十年計画》（International Hydrological Decade, 

l.H.D.）と呼ばれる世界的な国際協力事業がはじめられてL、ることで明ら刀過なように，

水文学の世界Ii，い ま，発展のためのひとつの契機にさしかかっている， と見てよい

であろう。 l.H.D.については，園内委員会の事務局の役を務めている日本ユネスコ国

内委員会が編集して文部省力道ら刊行されている連絡誌 《l.H.D》によってその事業の要

点が報道されているがs 陸水分科会の活動については， 一般に報道されるような予段

が成り立っていない。1961年以来陸水分科会の幹事の役をおっている筆者は，そのこ

とに責任を感ずるので， この紙面を借りて， この報告を送 りたいと考えた。その希望

をいれて下さった水利科学研究所に深く感謝したL、と思う。この報告には， IASHの活

動も含まれるが，それについては詳しくは季刊誌 Bull剖 in al the l.A.S.Hーを見られるの

が良い。また， この報告と同じ趣旨で筆者はこれ までに 2回報告を行なっているの

で，（I)・ (2）必要に応じてそれらを参照されたいと思う。
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1. 日本学術会議地球物理学研究連絡委員会陸水分科会

7]<.文学〔英語では hydrology）の研究者および水文技術者の聞の国内に おけ る連絡

のための全国的な機関は，たとえば水文学会とい うよう な民間の学術団体として

は，いまと生まれていなし、。その趣旨の機関として，国際的な段階では前記の l.A.S.H.

が， 今から40年以上前に生まれている。 ところで日本学術会議には，l.A.S.H.に対応

し，同時に国内における水文学の発達に一般的に寄与するための機関として，この陸

水分科会が設けられている。このことは， 水文学に関心を持つ人々によって注目 され

てよいことであろ う。

〔1〕 陸水分科会の構成

さて， 日本学術会議の第 7期における陸水分科会は，1966年 5月に次のように構成

された。

主任 i送水頒一郎氏 京都大学名誉教授，東海大学海洋学部長

幹事井口昌平 東京大学教授（生産技術研究所）

機野謙治氏名古屋大学教授（理学部水質科学研究施設長）

岩崎岩次氏東京工業大学教授

吉川 恭三氏京都大学助教授（理学部地球物理学研究施設〉

小 平 吉 男氏明星大学教授〔理学部）

三宅泰雄氏東京教育大学教授（理学部），気象庁気象研究所地球化学研究

部長

野口 正三氏東京教育大学教授（農学部〉

野口陽一氏 東 京 大学教授（農学部）

菅原 健氏名古屋大学名誉教授

山本荘毅氏東京教育大学教授（理学部〉

吉田順五氏北海道大学低血科学研究所長

隆水分科会の定員は 9名であり．上記の委員のう ち，磯野， 岩崎，三宅の各氏は，

地球物理学研究連絡委員会の中の他の分科会に属して，陸水分科会に兼属している。

この第 7期における地球物理学研究連絡委員会の委員長としては萩原尊礼氏（東京

大学地震研究所長〉が選ばれ，幹事には岸保樹J三郎氏（気象庁電子計算室長）および

日本学術会議会員としての速水頒一郎氏が選ばれた。

なお，陸水分科会の構成について，筆者はここで特に報告しておかなければならな

いこ とがあると思う。この組織の歴史はかなり古くさかのぼることができ，おそらく

l.A.S. H の創設の1920年代に至ることができるであろう 。しかし筆者がニの分科会

に参加したl961年においては，この委員会は大学の理学部出身者によって大半が占め
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られていた。そのほかの委員は，土木学会を背景とする 2名であった。筆者は， しが

い.A.S.H.に対応する この委員会には，農業工学や林学の分野にお：する水文学の研究

者が代表されていることが必要であると考えて， 1964年にこの分科会の委員が改選さ

れる機会に，分科会に対して縫業土木学会に委員候補者の推せんを求める ことを提案

した。その提案は容れられ， また農業土木学会の協力を得ることもできた。そして第

6期 （1964-6めには金子良氏を，第 7期には野口正三氏を委員に迎えることができ

た。次に， 1966年の改選の際には，筆者は分科会に対して日本林学会に委員候補者の

推せんを求めるこ とを提案した。その結果，前と同 じ経過で，第 7期；こ.t5l、ては野口

陽一氏を委員に迎えることができた。

(2) 園内における水文学研究の成果に関する情報の収集

水文学はかなり広い範囲にわたる科学および技術の分野の人々の活動によって推進

されている。そのために，陵水分科会の構成も，日本陸水学会，日本温泉科学会，日

本気象学会，日本雪氷学会， 日本地球化学会， 土木学会， 日本農学会， 農業気象学

会，林学会，縫業土木学会という 10個の学会を背景として成り立っているコまた，水

文学の研究に従事している大学の研究者の属してい る学部の学科はきわめて多様であ

って，次のものを数え上げても完全ではない。理学部の地球物理学科地理学科，地

学科，化学科，工学部の土木工学科，水工土木工学科，衛生工学科，都市工学科， 構

築工学科，建設基礎工学科，農学部の農学科，農業工学科，農業土木学科，林学科，

文学部の地理学科，そのほかに，大学には教育学部，教養学部，教養部，各種の付置

研究所に水文学の研究に従事する研究者がある。

また，水文学に関する研究や調査を行なっている政府機関も多岐にわたっている。

すなわち，大きく分類しても，建設省，農林省，通商産業者，厚生省， 文部省，科学

技術庁，経済企画庁，北海道開発庁，水資源開発公団，電源開発株式会社，日本国有

鉄道などがあり，それらに属する研究機関で水文学の研究を行なうものとして少なく

も次のものがあげられる。建設省土木研究所，農林省の農業技術研究所s 農業土木試

験場，林業試験場，通商産業省工業技術院の地質調査所，科学技術庁の国立防災科学

技術七ンタ ー，北海道開発庁の土木試験所， 気象庁気象研究所。

陸水分科会は，水文学の研究が園内においてこのようにきわめて複雑な形で行なわ

れており，水文学研究者の聞の連絡を務める機関として陸水分科会が唯一のものであ

ることを強く意識した。一方，国際的な場面においても， l.A.S.H.を通じて，たとえ

ば l.A.S.H.の総会の機会や機関誌（Bulletinof the l.A.S.H.）を利用して，国内における水

文学のj活動状況を広く世界に紹介しなければならとEL、。ということを陸水分科会は常

に感じている。さらに， 1965年から10年間の計画で l.H.D.とL、う水文学｛こ関する国際

協力事業がは じめられている事情のもとでは，その任務がし、よいよ重くなった ことを

陸水分科会は感じた。陸水分科会はその任務を果たすためには，第 l；こ園内における

水文学の研究の進展の状況を具体的に常にとらえていなければならない，と考えた。
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そこで，陸水分科会は園内の水文学研究者に呼びかけて，研究成果についての情報

を，発表した論文の抜刷りなどを陸水分科会の幹事に送ることによって，提供される

ように要請することにした。そして，第 1段階として，1967年の夏も過ぎた頃からま

ず大学の研究者にその呼びかけを行なった。それに対する反響はかなり注目すべきも

のであった。これまでに150件に近い情報の提供があった。

陸水分科会は，大学の研究者のこのよ うな熱心な協力に報いるべきであると感じ，

提供された情報を適切な方法で整理して，定期的に発表し，研究者の使に供するよう

にすることを決定した。そのためには幹事である筆者が少しばかりの作業を行なう必

要があるので，第 1回の発表は今年の 3月にようやく行なうことができたω。

このような陸水分科会の要請は，大学の外にある研究者や技術者に対してもなされ

るのが当然であり， 1968年には大学以外の主要な研究機関の研究者に対して呼びかけ

が行なわれた。 この報告をご覧になった水文学研究者に，所属のあれこれなど申され

ず，陵水分科会のこの要請に協力され，情報を提供されるようにお願い したL、。

(3) 水文学の用語集を作ること

水文学の研究が上に述べたように，きわめて多くの学術分野において行なわれてお

り，また水資源の開発，水利用，洪水防御，土地排水など，環境の水文状態の整備に

関する事業がまた多 くの公共機関によって行なわれているために，それぞれの分野に

おいて水文学についての議論を行なうときに，用いられる用語が必ずしも同じではな

い，ということがある。このことは他の国においても同じようである，とい うことが

l.H.D.調整理事会にオ礼、ても報告されている。 そこで，いわゆる専門用語の標準化の

必要がこの分野で（土特に強く感じられる。

一般的に，科学や技術の専門分野のそれぞ、れにおL、て，そのような必要は常に感じ

られており，特に第2次大戦の後には，当用漢字や現代かなづかL、の決定によって象

徴される一種の国語改革が行なわれた機会に，多くの専門分野で用語の標準化の作業

が行なわれたっそれらの動きの中で最も大きなものは，文部省学術奨励審議会の活動

の一面として行なわれたものであり，たとえば土木学会｛主用語委員会の活動をもって

それに協力して，土木用語の標準を示す作業を完成させた。 その結果は， 文部省編

《土木工学用語集》として発表されている。しかしその後最近における科学および技

術の急速な発展によって，当時示された標準的な用語集も，一部は時代おくれとな

り，また新たな用語の標準化の必要が感じられるよ うになってきた。そこで，現在幾

つかの専門分野で，当時定められた用語集の改訂増補が行なわれ，あるいは計画され

つつある。

水文学の分野に;ts＼.、ても，同じような必要はすでに大分前から感じられていた。そ

の必要に答えるための具体的な活動は，第 2次大戦のさ中に，日本陸水学会によって

はじめられたのがs おそらく最初であり E また唯一のものであろう。 しかし その活

動は数年間の継続的な努力にもかかわらず，未完のまま終ってしまった。
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陸水分科会は，水文学の用語集の作成が今や緊急に必要Cあり，またそれの実現の

ために陸水分科会が責任を持つべきことを感じて， 適当な活動をはじめる ことを決定

した。その際，陸水分科会は，上記の日本陸水学会の活動を受け継ぐべきであるとし

た。その歴史的な活動の結果｛主草稿として残されており，それを保管しておられた京

都学芸大学の上野益三教授から陸水分科会はその貴重な資料を提供していただいた。

陸水分科会は，その資料ばかりでな く，最近における学術の進展に対応して，広く

資料を求めて，用語集の作成に努める こと とした。しかしそのためには，陸水分科

会の委員だけの力では不足な ことは明らかであり，水文学の各分野における有志の協

力が不可欠である， ということを陸水分科会は承知している。この活動（土L、まだ動き

はじめたばかりであるから，その進展について予想はほとんどできないが，成功した

とすれば，最終的には文部省の一連の活動のひとつとして行なわれることになるのが

去当であろう 。

水文学用語集の作成｛ま，国際水文学10年計画の中でもs 国際的な事業として取り上

げられているばかりでなく，各国において園内的にも事業として取り上げるべきこと

が勧奨されているω。したがって，陸水分科会は，その作業をはじめることを l.H.D

圏内委員会に報告した。

( 4) 陸水分科会と l.A.S.H.に関する記録の作成

陸水分科会は，国内における水文学研究者の閣の連絡および l.A.S.H.を通じての国

外の水文学研究者との連絡に努め，それによ って水文学の発達に寄与するべきものと

が，少数の代表者によって構成される委員会であり ，任期も4年ないし 3年であるし，

さらに専任の事務局も持っていないし，経費も年額数千円し力、与えられていなL、c ま

た陸水分科会の背景には前記の10個の学会があるが，そのどれからも実際上支援を受

けていなし、。そのような貧弱な条件のためもあって，これまでに陸水分科会はほとん

ど目立った活動をする ことがなかった。しかし，そのような困難な事情にもかかわら

ず，陸水分科会は，上に述べたような 2つの活動をはじめようとしている。そのほか

に，陸水分科会の責任の範囲にある種々な事現について陸水分科会はそれぞれの措置

をとってきている。

そこで，それら陸水分科会の行なった活動や措置を記録し必要辰小限度の範聞に

その記録が届けられるようにすることが必要であろ うと筆者（ま考えた。しかも，それ

は主として幹事の任務であると考えた。そこで．筆者は幹事としての責任において，

1966年からそのような記録資料を随時作成し，《日本学術会議地球物理学研究淳絡委

員会陸水分科会資料》と名手J・!tて，委員およひ・必要最小限の数の関係者にお届けして

いる。それらは次のとおりである。

【陸水分科会資料】

番号 標 題 （発行年月日〕

66/1 l.A.S. H の創立の経過と初期における活動（1966年 3月31日〕
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66/2 l.A.S.H.の出版物の園内における配布先（1966年 5月10日〉

66/3 陸水分科会について（1966年 五月20日）

66/4 l.A.S.H.の Bibliographyof Hydrologyの文献分類について〔未刊〕

66/5 

66/6 近渚の Bibliographyof Hydrologyの配布 （19ι6年 8月25日〕

66/7 近着の Bibliographyof Hydrologyの配布（ 2〕（1966年10月 5日）

67/1 近着の Bibliographyof Hydrologyの配布先（ 3〕（1967年2月28日）

67/2 近着の B削 iographyof Hydrologyの配布先（ 4) (1967年 6月14日〉

67/3 降水学研究長期計画について（1967年 6月14日）

67/4 近 く開催される hydrology に関する国際シンポジ ウムについて（1967年 7月12

日）

67/5 近着の Bibliographyof Hydrologyの配布先（ 5) (1967年10月 7日〉

67/6 日本陸水学会の陵水学語染編纂委員会の選定した語紫に関する資料（1968年10

月7口）

68/l 陸水分科会に提供された最近における hydrologyの研究成果に関する情報（1968

年 3月26日）

68/2 1967年の第14回総会における l.A.S.H.の決議と勧告（1968年 3月26日〉

68/3 l.A.S.H.の第14回総会で開催が決定され，あるいは報告されたシンポジア（1968

年 3月26日〉

68/ 4 l.A.S.H.の役員の名簿 （1967 71) 

( 5〕 l.A.S.H.の企画による各国の水文学文献目録の圏内における配布について

前の報告（I）に記したとおり，l.A.S.Hの継続的な事業のひとつに，各国の国内委員会

がそれぞれの国内の水文学の文献目録 〔Bibliographyof Hydrology）を作成して， l.A.S.H" 

を通じて各国の聞で交換する ミとがある。

その活動は， 日本では事実上行なわれていないが，その事情はソ連，フラ ン久，イ

ギリスなど水文学上のいわ（；）＇大国において共通のことかもしれなL、。つまり，発表さ

れる第 l次文献の数が多くて目録を作ることが，それらの国では困難なのかも知れな

い。その活動が盛んなのは，オランダ，ポーランド， チェ コスロヴァキア，ハンガリ

ー，東ドイツ，西ドイツなどヨ ーロッパの諸国，それに新しくはイスラエノレであろ

う。それらの国から l.A.S.H.を通じて日本には年に数件の文献目録が毎回 5冊程度送

られてくる。陸水分科会は，それらを次の方法で配布している（毎回の配布について

は，前記の陸水分科会資料によって報告が行なわれている〉。

l 次の各機関Jこ1冊ずつ配布する。

( 1) 日本学術会議事務局図書課，（ 2）北海道大学低温科学研究所，（ 3）東京
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大学理学部地球物理学教室，（ 4）京都大学理学部地球物理学教室

II 余部を下記の各機関に平均的に配布する。

( 5) 九州大学理学部物理学教室，（ 6）名古屋大学理学部水質科学研究施設，

( 7）東京教育大学理学部地理学教室，（ 8）東京大学生産技術研究所，（？）京都大

学防災研究所

III なお，毎回の配布先を下記の各機関に通知する。

( l）陸水分科会委員，（ 2）日本学術会議事務局，（ 3）上記の Pつの配布先，（ 4)

陸水分科会と関係の深い学会 日本陸水学会，日本雪氷学会，日本温泉科学会，

日本気象学会，臼本地球化学会，日本農業気象学会，農業土木学会， 日本林学

会，土木学会，（ 5〕日本科学技術情報センター， （6）文部省大学学術局情報図書

館謀。

2. l.A.S.H.が主催または協力して開催された各種の国際シンポジウムについて

陵水分科会（ま 1.A.S.H.に対する圏内委員会としての責任を負っている 3 そこで。

l.A.S.H.が主催し，あるいは開催；こ協力するような国際的な学術上の各種の集会（こ対

する日本人の参加についてい，M 、ろな責任がある，第 1には，そのような集会につい

ての情報を国内に伝え，さらにそのような集会への参加を検討し，あるいは推進しな

けれ：まならなL、。しかし日本学術会議のもつ外国出張旅費は少なくて，それが分担

金を払っている国際学術団体の総会，すなわちその団体の運営の審議を第 1の目的と

する会議への出席がその旅費の割り当てにf占L、て優先されるから，学術上のシンポジ

ウムの出席にその旅費を期待する ことはほとんどできなL、
筆者の前回の報告（1）の後に開催されたこの種の国際集会について，それらの集会の

詳細を知るためのいと口をつける ことを主として，時間的経過：二沿って報告しよう。

( l) 不飽和帯の中の水に関するシンポジウム（InternationalSymposium on water in 

the unsaturated zone) 

このシソポジウムは，UNESCOおよびオラン〆政府の主催， l.A.S. H ならびにFAO,

l.S.S.A. (lnterna↑ianal Soil Sc陪neeAssociation）の協力によって 1966年 6月20日から25日

までの間， Wageningen（オラ ソダ）で開催されたc そこに提出された約100篇の論文（；！：

次のように区分された。

l. 土の物理的諸要素の特性の描写

(a) 土中水の決定

(b) 毛管伝導および拡散の決定

(c) 土の諸特性と土の諸性質との関係

2. 不飽和の土の中の移動（鉛直な流れ〕

(a) 降雨，かんがL、および人工注入に伴う浸透と再配分

(b) 毛管上昇による地下水からの水の供給
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( c) 裸地からの蒸発および塩分の蓄積

〔d) 植物による土中水の吸収

( e) 温度が水の移動に及ぼす影響

3. 不飽和流の地下水の問題に対する関係

(a) 降水にともなう地下水の再注入の率および地下水流への影響

(b) 地下水の人工注入

( c) 地下水流に対して毛管縁／J；及ぼす効果

このιンポジウムに関する記事（土 Bulletinof the l.A.S.H., X卜 3 (1966年？月），p. 91 

/101および UNESCOの l.H.D機関誌 Natureand Resourcesの Val.U Na. 3 (1966年12月〉，

p. I I 2に出ている。

議事録と論文集（立 UNECOの Natural Resources Researchの双書のひとつとして出版

されることになっている。

このゾンポジウムには， 日本からは岐阜大学助教授小林一氏（農学部〉が出席さ

れ，次の論文 H Kobayashi A theoretical analysis and nume問。Isolutions of unsaturated now 

in soil を発表され，また《毛管上昇Aによる地下水からの水の供給》 の問題の討議の座

長を勤められた。

(2〕 湖水およひ・貯水池の水文学に関する国際シンポジウム〔Internationalsymposium 

on hydrology of lakes and reservoirs) 

このj ンポジウム（土，l.A.S.H.およびイタリア政府の主催 UNESCOの支援のもとに，

1966年10月P日から15日までの間，北イタリ アの Gordaで開催された。

このシンポジウムで取り扱われた主題（土次のものであった。

l. 1.k収支および水位の変動

。）1.k収支を決定するための観測データの収集と処理の方法（貯水量その他の量

の決定のために可能かつ合理的な精度〕

b）水面蒸発の決定（蒸発の抑制の方位、を含めて）

2. 物理学と化学

。〕風およびその他の影響を原因とする水の運動 七－ C/，，＿，波，流れ

b）水温の分布とそれの影響

c ）湖水および貯水池の化学 〔気体の発生を含む〕

d）固形物の収支，流入する水による滞砂，岸の浸食，生物を起源とする滞積物

3. 貯水池の計画における水文学的基礎

。〉上水道，かんがL、などのための貯水池に必要な容量の決定

b）洪水防御の水文学的課題

c）貯水池の滞砂，貯水が水質（こ及ぼす影響

4. 湖水の起源と歴史，湖水および貯水池が気象要素および水文要素に及ぼす影響

5. 湖水と沼の諸要素の一括調査表の作成の方法
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6. 概観

このシ ンポジウムの議事録｛よ Bulletinof the l.A.S.H., Xト4 (1966年12月）' p. 86 l 14 

に載止られている。また，提出された論文の著者と棋題などはその bulletin の XI 3 

(1966年 ？月〕， p.80 91に出てL、る。さらに，論文集 l.A.S.H. Publicot旧nNo. 70および

No. 71として発行されている。

なお， l.HD 調整理事会の世界の水収支に関する作業部会（立， その立場ドら，ニの

ンン ポジ ウムに特に関心を もっ てお り，このゾンボジウ ムにある種の勧告を行なって

いたが， このレノンポジウムの成果を検Jすして， ひとつの報告を作った。それば Bulletin

of the l.A.S.H .. Xll-2(1967年 6月，p.100-103）に載せられている。

このゾ ンボジウ ムには， 日本からの参加はなかったA

(3〕 水文学におけるア イソト フの 利用に関する国際j ンポゾウム（lnterno↑iona1

s;mposium on the utilization of is口↑opesin hydrology) 

このシ ンホジウ ム（主，国際原子力機凶（1.A.EA〕の主催， I.A.S.H. と l.U.G.G.の協力

によって，1966年11月14日から！？日 までの間， Wien（オーλ トリ ア）・e:開催されに。

このゾンポジウム C取り扱われた主題は次のものであった。

1. 水文気象学，河川の流量の測定

2. 流送土砂の調査

3. 地球年代学的研究および地下水媒体の研究

4. 地下水の諸特性

5. 不飽和帯，浸透， トレ ーサ の技術

6. 地表水，湖沼学，氷河学

このゾンポジウ ムに提出された論文の著者と標題および概要は Bulle↑inof the l.A.S.H .. 

Xl-4 (l 966年12月），p. 139ー144に発表されている議事録（論文を含む）は《Isotopesin 

Hydrology》 とL、う標題で，1967年に I.A.E. A から発行された3 そのほかに，Bullet川 of

the l.A.S.H .. Xト1(1966年 3月） • p. 1 81/201にも このーノンポジウム：こ関する記事があ

る今

このj ンボジウム：こは加藤正夫氏 （東京大学教授〉が出席された。

( 4) 帯水層への人工注入と帯水層の管理に関する国際シンポジウム（1川 町national

symposium on a州日cialrecharge。ndmanag3ment of a司山fers)

このゾ ンポジウムIi:, l.A.S.H. の主催， UNESごO の支援によって，1967年 3月19口

から26日までの間，イスラエルの Haifaで開催された。

このシ ンポジウ ムで取り扱われた主題は次のものであったゥ

A）人工注入と地下の貯溜

B）海水の浸入



井口 国際水I；学会およひH本学術会s浪J血球牧理F研究ili絡会員会陸本分科会報告 105 

C）帯水層の管理

このゾンポジウムに提出された論文の著者と襟題は Bulletinof th l.A.S.H., Xl-4(1966 

年12月）， p. 117-122に載せられており，議事録は Bulletinof the l.A.S.H., XIト2c 1967 

；：下 6月）， p. 5 31に詳し く載せられており ，その他の記事がその bulletinの 刈ー3,xト
4, Xll-1に出ている。また提出された論文のために l.A.S.H. Publication Na. 72が発行さ

れ，さ らに Bulletinof the 1.A.S.H.の XIト2,p. 32-73が当てられている。

このνンポジウムには， 日本がらは北村孝次郎氏 （農林省東北農政局和賀中部開拓

建設事務所長〕 が出席された。

(5) 洪水とそれの計算に関する国際シンポジウム（lnterna↑1onalsymposium on Ooods 

and their computation) 

このシンポジ ウムは，UNESCO,WMOおよびソ連政府の主催，l.A.S.H.の協力によっ

て， 1967年 8月l5日から22日までの間， レニングラードで開催された。

このシンポジウムで取り扱われた主題は次のとおり であった。

l. 雨による洪水の発生と評価方法の理論

一一洪水を もたらすl梅雨の評価の方法ならびに豪雨（こ起因する流出を時間的 ・空

間的に軽減する可能な方法の決定。

一一洪水時における流出の損失の求め方。同時に流出の起こる地帯および合流時

差の求め方。

雨による最大の洪水流量の評価。水文データが入手し うる場合，入手できな

い場合，不十分な場合について。

2. 融雪洪水の発生と評価の方法の理論

一一積雪の中に含まれている水の量および融雪期における降雨量の決定。

洪水時における融雪量および雨量の計算っ

駐u雪

。）水文デ一 タが欠けているか不十分な場合。

b）水文デ一 タが入手しう る場合3

3. 流域の諸特性が洪水のハイドログラフの諸要素に及ぼす影響

一一地形形成，地形，物理および地質に関する特性の影響。

一一流域面積， 河川の長さとこう配流域の形3

一一起伏，土壌，森林や湖沼などの存在のよ うな， その他の自然地理学的特性の

影響。

4. 最大流量を精密に求めようとする研究

一一最大流量の求め方，特に広大なはん滋平原の中の流量観測所における求め方

ー一一洪水こん跡 （古くからの洪水によって残されたこん跡〉によって最大流量を

求める こと，ならびにそのようなこん跡を越える確率を求める方法。
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このシソポジウムは l.H.D.プログラムの中の洪水に関する研究活動のために開催さ

れたものであり，このシンポジウムに引き続いて， l.H.D.調整理事会の洪水とそれの

計算に関する作業部会の第 1回会議が同じ場所で開催された。この作業部会のメンハ

一吉川秀夫 〔東京工業大学 ・東京大学教授〕がこのνンポジウムにも参加された。

( 6〕 水文学園際シンポジ ウム（InternationalHydrology symposium) 

このシンポジ ウムは，国際水理学研究協会（1.A.H.R.）の第12回会議の開催を利用 し

て．それの直前！こ， 1967年 9月 6日から 8日までの間， それと同 じ場所 Foけ Collins

（アメリ カ・コロラド州）のコロラド州立大学で開催された。このシンポジウムの開催

（土，コロラド州立大学， A.G.U. UCOWR (U.S. Universities Council on Water Resources〕

のようなアメ リカの機関およじ： l.A.H.R.と l.A.S.H.の名において行なわれたが，事実

上（主コロ ラド州立大学の VujicoM. Yevdjevich教授の力によるところが多かった ものと

日ヲ；
.~、 ノ 。

このゾンボジウ ムで取り扱われた主題（ま次のものであった。

1. 決定論的（パラメ トリ.， !l，力学的，物理学的ま たは解析的〕水文学における

新しい観念および科学的方法

2. 推計学的（統計学的） 水文学における新しい観念および科学的方法

3. 決定論的水文学と推計学的水文学の両者の科学的方法を同時に応用する こと

このシンポジウムJこ提出された論文の著者と標題（土， Bulletin of the I .A.S.H., XIト 2

(1967年 6月〕， p.85-87に載せられている。その他の記事がその bulie↑inの Xト3, p. 103 

104とXI 4, p. 1311こ出ているc前刷 りと議事録｛主コロラド州立大学から出版された。

このンソポジウ ムには，岸カ氏（北海道大学教授〕ほか15名が日本から出席され，

また日本からは次の論文が出されたc

Tsutomu Kishi, Use of log-transformation to the analytical representation of river run-off. 

Masami Sugowo「a,Runoff analysis and water balance analysis by a series storage type model. 

Tosh10 Iwasaki, Flood fore亡astingin the River Kitakami. 

Mutsumi Kadoya, Analysis of groυndwater flow and roinfall loss 

Mutsum1 Kadoya, A stochastic consideration on variation of hydrologic quantities. 

Masami Sugawar。，Onthe fluctuallan of water resources 

Tojiro Ishihara, Iwasa Yoshiaki and Ta~uma Takas。。， Stochasticstudy of channel distribution 

in river basins 

Akira Murata, Some proposals of the stochastic method of forecasting for deposits in 

reservoirs. 
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Yasuo Ishihara and Masashi Nagao, Evaluation of exeedance probability of nood for nood-

protection works in river. 

なお，このシンポジウムの概要は参加者のうちの岸力氏の報告（5）および須賀嘉三氏

（建設省土木研究所〉の報告ωによっても知ることができる。

(7〕 南極圏の氷河の調査に関するシンポシウム（Symposiumon antarctic glaciological 

exploration〕

このシンポジウムは SCAR(ICSU の南極研究学術委員会〕の氷河学に関する作業部

会と I.A.S.H.の雪氷部会とによって， 1968年 9月3日から 7日までの閲，アメリカの

New Hampshire州 Hanoverで開催された。

このシンポジウムは，氷河学の種々 な手法（地球化学的， 地熱学的な手法や core

討udiesなど〕， icesheetの力学， icesheetの熱収支と物質収支， iceshelves，海氷，氷河

の気象，および関連の第四紀研究を話題とするものであった。

このシンポジウムには，日本からは東晃氏（北海道大学教授），楠宏氏（国立科学侍

物館〕，室住正世氏（室蘭工業大学教授），鈴木義夫氏 （北海道大学助教授）が出席さ

れ， 次の報告が行なわれた。

Kou Kusunoki, Distribution and character of sea ice of Syowa Sta↑ion, Antarctic. 

Yoshio Yoshida and Tamotsu lshidα，Sea ice observations around Syowa S↑ation and off 

Prince Olav Coast. 

Yoshio Yoshida, Glacio-geological survey an Prince Olav Coast. 

Tama↑su Ishida, Glaciological researches on the inland traverse af the 8th Japanese Antarctic 

Research Expedition. 

Hirabumi Oura, A study of drifting snow. 

(8) 水文学におけるアナログおよびディジタル計算機の利用に関するンンボジ ウ

ム（Symposiumon use af analog and digital camputers in hydrolagy) 

このシンポジウムは， l.A.S.H.,UNESCO およびアメリカの関係機関によって， 1968 

年12月8日から 15日までの問，アメリカ Arizona州の Tucsonで開催された。

このシンポジウムでは，計算機によ る技法に関する基礎的な諸問題，ならびに水文

学の諸問題の計算機による解決が話題であった。

このシン ポジウムには， 日本からは菅原正己氏（国立防災科学技術センター第 3研

究部長〉が出席され，次の報告を行なわれた。

Masami Sugawara, A compara↑ive analysis of digital and。nalog computers as to their efle-

ctiveness in solving runoff analysis. 

Masami Sugawara, On a method of nood forecasting using a digital computer connected 

""thっwea↑herradar. 
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3. l.A.S.H.の第14回総会

( l ) 学術上の議題

己の総会（ま，スイス国内委員会の協力によって，1967年？月23日点・ら10月7日まで

の間，Bernにおいて開催されたe この総会は l.A.S.H.の行政に関することを扱う評議

員会（council）の会議と学術上のシンボシウムとから成っている。‘／ンポジウム（土，

I .A.S.H.の椛成にしたがって， 部会や委員会ごとに，あるいはそれらの中の幾つかの

合同で行なわれ，そこでは次の主題が取り扱われた。

A 地表水および陸地浸食

ト河川の形態

lI 水利用の水文学的側出

l) 定義と原理

2) 流量資料の不足

3) 農業（土地利用） の影響

4) 渇水面F晶

5) 湖水および雪

の その他の影響

B 地下水

I 基本データ

lI 水収支

国 その他

IV トレーサ－

c ．雪氷

I などれと雪の吹送

lI. 氷河底の問題

目 氷河の流れ

IV.氷河の氷の放射能による追跡

v 海の氷および凍った t地

羽． 氷河の変動

刊 氷河の物質収支

市 個々の氷河およびそれらの変動

区．氷の性質

x 雪の性質

盟 氷河の厚さの測定とj手さの変化

盟 氷と気象との関係
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D 地球化学

E .降水

F 土壌水分

G.蒸発

H. 流量測定

これらのシンポジウムに提出された論文の著者と標題は Bulletinof the l.A.S.H., XIト3

(1967年 ？月〕，p.70-90に出ている。論文とそれに対する討議は l.A.S.H. Publication Nos. 

75乃至79として発行される。

評議員会の議事録（；！：，Bulletin of the l.A.S.H.. XII 4(1967年12月），p. 98 120に発表さ

れている。

この総会には日本からは降水分科会委員菅原健氏 （名古屋大学名誉教授）および木

下誠一氏 （北海道大学教授，低温科学研究所〉な らびに吉川虎雄氏（東京大学教授，

l'll学部）が出席された。菅原氏および北海道大学の雪氷研究者は次の報告を提出され

た。

Ken Sugawara, Coprecipitaticn end oxida・reductionas essenti。Ifactors for determining the 

chemrcal composition of lake ocean deposits 

Akira Higashi S↑ructυre and behaνior of disloca↑ions in deformed ice single crystals 

Hiroshi Shimizu Air permeability of snow. 

Goro Wakahamao Metamorphism of wet snow. 

Daisuke Kuro.wa・Liquidpermeability of snow 

Gora Wakohamo ond Yas印刷 Endo: Actual dis↑ribution of melt water in sn~w caver 

〔2〕 新しい役員

この総会では，この総会の直後から 1971年にモスクワ で院催されることにな ってい

る次回の総会までの期聞を任期として，会長，副会長，tt干事，各部会守委員会の長や

幹事という， l.A.S.H.の役員の改選が行なわれた。その結果はすでにこの雑誌によっ

て報告したωが，その中から会長には， それまでのオランダの A Volker氏に代わっ

て，ハンカリーの K.Szesztay氏が選ばれたニと，および幹事の役はへノレギーの LJ. Tison 

氏が引き続いて負うことにな った ニと， さらに新たに設けられた地球化学委員会の委

員長に菅原健氏（名古屋大予名を教佼）が選ばれたことを特に記しておこ う。

この総会では， 新たに 《水文学における数理モテソレに関する委員会》が設けられた

が．陸水分科会はその委員会に委員として背原正己氏を推し，それが認められた。な

お，その委員会の委員長にはエーノレの J.C.I.Dooge氏が選ばれている。

(3) 第l4回総会の決議
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l.A.S.H，は第14回総会において13の決議を行なっ た。 それらは絞訳の形でこの雑誌

によってですでに報告したωので，ここではそれについては一切ふれない。
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