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２ 応用生態工学会 第 18 回総会案内
第 18 回東京大会の３日目、9 月 20 日は、応用生態工学会の 第 18 回総会 です.

応用生態工学会 第 18 回 総会開催案内
応用生態工学会総会は下記で開催いたします. 正会員の皆様のご出席をお願いします.
第 18 回総会催日時
１.日時：平成 26 年 9 月 20 日(土) 10：30～11：30
２.場所：首都大学東京大沢キャンパス 12 号館 ２０１教室
京王相模原線 南大沢 下車
なお、総会の成立には正会員の 1/5 の出席が必要です． 総会に欠席される正会員の方は，すでに会
員メールで送信済みの委任状に必要事項を記入の上，9 月１ 日(月)までご返信くださいますようお願
い致します．
なお総会資料は，8 月下旬にホームページ上で公開する予定です．
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第 18 回東京大会案内
応用生態工学会

第 18 回大会案内（東京大会）

2014 年（平成 26 年）9 月 18 日（木）～9 月 21 日（日）
第 18 回総会・研究発表会・公開シンポジウム･自由集会・エクスカーション
１．大会概要
応用生態工学会では，2014 年(平成 26 年)9 月 18 日(木)～21 日(日)に東京都八王子市にて，第 18 回大
会を開催します．
9 月 18 日(木)～19 日(金)に行われる研究発表では，45 件の口頭発表，74 件のポスター発表が行われ
ます．また，自由集会では幹事会主催のものも含め，8 つの集会が予定されています．
9 月 20 日(土)には，公開シンポジウム『地下を流れる水と応用生態工学の接点－健全な水循環の確保
に向けて－』を開催します．前半の講演の部では，イタリア・トレント大学の Walter Bertoldi 博士，
総合地球環境学研究所の谷口真人教授，岐阜経済大学の森誠一教授に，瀬淵スケールの伏流水や流域ス
ケールでの地下水の動態の研究，地下水と生態系の関係の実態や保全の現状についてお話しいただきま
す．後半のパネルディスカッションの部では行政の方にも登壇いただき，さまざまな関係者が活発な意
見交換・情報交換を行えるシンポジウムとしたいと考えています．なお，このシンポジウムは河川整備
基金の助成を受けて実施し，一般にも公開します．
大会最終日の 9 月 21 日(日)には，都市域である多摩川中流における水循環と自然環境の保全・再生等
の見学，または東京湾内にある小櫃川河口干潟を活用した地域活性の取り組み，干潟再生の目的と構造
などを見学するエクスカーションを行います．
【会場】
○研究発表・総会・公開シンポジウム：首都大学東京 南大沢キャンパス 12 号館
住所：東京都八王子市南大沢 1-1
電話：042-677-1111（代表）
URL：http://www.tmu.ac.jp/university/campus_guide/access.html
○懇親会：首都大学東京 南大沢キャンパス国際交流会館内
フランス料理 ルヴェ ソン
○エクスカーション：多摩川中流域・小櫃川河口干潟

ヴェール南大沢

【大会日程】
9 月 18 日（木）
・自由集会「荒瀬ダム撤去過程から見える流域・河川土砂管理の方向性」
09：30～11：30
・自由集会「応用生態工学会 テキスト刊行委員会」
09：30～11：30
・ポスターコアタイム１
12：45～14：15
・ポスターコアタイム２
14：15～15：45
・自由集会「ダムによる水生生物個体群の分断と陸封」
16：00～18：00
・自由集会「
【幹事会主催】国土強靭化と自然環境保全」
16：00～18：00
・自由集会「小さな自然再生が中小河川を救う！」
16：00～18：00
9 月 19 日（金）
・口頭発表

202 教室
203 教室
ロビー
ロビー
201 教室
202 教室
203 教室

09：30～12：00
201,202,203 教室
13：00～15：00
201,202,203 教室
・自由集会「ダム湖における外来魚対策」
15：30～18：00
201 教室
・自由集会「河川空間を動的に捉える：攪乱による生息場更新と生物群集動態」
15：30～18：00
202 教室
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・自由集会「震災復興に応用生態工学はどのような貢献ができるのか 2：復興の現状と課題」
15：30～17：30
103 教室
・会議「河川砂防技術基準（調査編）をもとにした意見交換会」(傍聴可)
15：30～17：30
203 教室
・懇親会
18：30～20：30
国際交流会館
9 月 20 日（土）
・総会
10：30～11：30 201 教室
・公開シンポジウム「地下を流れる水と応用生態工学の接点－健全な水循環の確保に向けて－」
13：00～16：30 201 教室
・エクスカーション（小櫃川宿泊コース）
公開シンポジウム 16:30 終了後 19:00 木更津市金田海岸「民宿与兵衛」集合
9 月 21 日（日）
・エクスカーション（多摩川コース）
・エクスカーション（小櫃川日帰りコース）

9:00 JR 青梅線「羽村駅」 集合・出発
8:30 金田海岸「民宿与兵衛」 集合・出発

********************************************************************************************
＜参加／発表される皆様へ＞
《受付》
・9 月 18 日(木)は，9:00 から参加の受付を開始します．時間帯によって，受付は非常に混雑することが
予想されます．早めに受付をお済ませください．
・9 月 19 日(金)は，9:00 から参加の受付を開始します．発表者のパワーポイントファイルの受付は 8:30
から行います．
・9 月 20 日(土)の総会は，10:00 から参加の受付を開始します．
・9 月 20 日(土)の公開シンポジウムは，12:30 から参加の受付を開始します．公開シンポジウムのみに
参加される方は無料です．
・9 月 20 日(土)～9 月 21 日(日)のエクスカーションは，参加申し込みをされた方に，集合や移動，注意
事項等の詳細を改めてお知らせします．
・受付は 12 号館 1 階ロビーです．名札をお渡ししますので，会場内では必ず名札を付けてください．
・研究発表会参加費は，会員 6,000 円，学生 3,000 円，非学会員 10,000 円，費用には講演要旨集の料
金が含まれます．大会運営をスムーズに行うため，事前申込および振込にご協力ください．
・懇親会参加費は一律 5,000 円です．当日，会場にて徴収いたしますが，参加者人数を把握する必要が
ありますので，参加の有無について事前にお申込みください．
《口頭発表される方へ》
・口頭発表は全て備え付けのパソコンと液晶プロジェクターで行います．パソコンの持ち込みはできま
せん．OS は Windows 7，プレゼンンテーションソフトは Power Point 2010（Office 2010）です．
Mac，古いバージョンの Power Point，あるいはその他のソフトでプレゼンテーションを作成される
方は，事前に Power Point 2010 で動作するか確認を行ってください（動作確認用を希望される方は
会場係に申し出てください）
．また備え付けのパソコンは，通常の Windows 7 日本語版で標準にイン
ストールされているフォントのみが表示できます．
・パワーポイントのファイルは，発表番号と発表者の名字の英語表記をファイル名とし（例：A1_osugi），
発表会場の受付に提出してください．ファイルはウィルスに感染していないことを確認のうえ，USB
メモリ，CD-R で持参してください（MO，DVD，CD-RW は不可）．提出期限は以下のとおりです．
9 月 19 日(金)
午前セッション（A,B,C,D,E）
9:00 まで
午後セッション（F,G,H,I,J）

12:00 まで

・発表時間は発表 12 分，質疑応答 3 分の合計 15 分です．1 鈴：10 分，2 鈴：12 分，3 鈴：14 分 30 秒
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です．時間厳守にご協力ください．
・パソコンの操作は基本的に会場係が行いますが，自分で操作される方は会場係にお伝えください．
《ポスター発表される方へ》
・ポスター発表の会場は，2F 玄関ホール及び 208 号室です．パネルにポスター番号を貼り付けていま
すので，ご自分の発表番号のパネルにポスターを貼り付けてください．
・ポスターは横 90 cm，縦 180 cm 以内のサイズで作製して下さい．ただし縦のサイズは床からのパネ
ル高さのため，見やすい位置に貼り付けられるポスターサイズをお勧めします（A0 判 841mm×
1189mm を推奨します）
．
・ポスターの上部に演題・発表者・所属を書いてください．発表者が複数の場合は，代表発表者の名前
の前に○印を付けて下さい．
・ポスターの掲示期間は 9 月 18 日(木)～19 日(金)15:30 までの期間とし，ポスターは 18 日(木)の 9:00
～12:45 の間に持参者自身で掲示して下さい．
・ポスター発表の発表件数が多いため，コアタイムは 2 部制にいたします．各コアタイムとも 1 時間 30
分です．
・コアタイム 1（発表番号末尾奇数の方）は，9 月 18 日(木)12:45～14:15，コアタイム 2（発表番号末
尾偶数の方）は，9 月 18 日(木)14:15～15:45 です．ご自身のコアタイムのスケジュールをご確認され，
自分の該当するコアタイムでは，ポスターの前で発表を行って下さい
・ポスターの撤収は 9 月 19 日(金)15:30 から 18:00 の間までに持参者自身で撤収して下さい．掲示時間
を過ぎてもポスターを貼り付けたままの場合は，実行委員がポスターを取り外します．取り外したポ
スターは，大会期間中は実行委員会で保管いたしますが，大会後は処分します．
・ポスターの事前送付は，事故防止のため一切受け付けません．発表当日に各自で持参してください．
ポスターを貼り付ける押しピン，セロテープ等は会場に準備しています．指示棒などは各自持参して
ください．
・PC などの電子機器でデモンストレーションを行っても構いませんが，電源はありません．また大き
な音の鳴るデモンストレーションなど，周囲の発表者への迷惑となる行為はご遠慮ください．
《発表賞》
・申請のあった若手研究者，現場技術者または行政担当者の発表から優秀発表賞を選定します．研究の
内容，プレゼンテーション技術などを基準に審査します．口頭／ポスターおよび研究／事例の各類別
（全 4 類別）について秀でた発表に優秀発表賞（各若干名）を，最も秀でた口頭発表およびポスター
発表に最優秀発表賞（各 1 名）を授与します．
・20 日（土）の総会（10:30～11:30）に続いて，優秀発表賞の表彰を行います．
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２．公開シンポジウム
＜このシンポジウムは，公益財団法人 河川財団の河川整備基金の助成を受けています．＞
【テーマ】
「地下を流れる水と応用生態工学の接点－健全な水循環の確保に向けて－」
【企画のねらい】
地下を流れる水は,地上や海底に湧き出た場所に特殊な生息場を作り出します．そのような特殊
な場に依存する生きものも少なくありません．また，水が地下を移動することで,河川や海域の物
質循環にも大きな影響を及ぼすことが知られるようになってきました．一方,人間活動の影響は,
水質・土壌汚染,地下浸透による水源涵養機能の低下,水域と地下の健全な水循環の阻害などを通
じて,湧水が作り出す生態系に影響を及ぼしています．
これに対し,近年の安定同位体を用いた研究やシミュレーション・可視化技術の発展などがあり,
地下を流れる水のマネジメント,健全な水循環のあり方が検討できるようになってきました．そこ
で,地下を流れる水の流れやその生態学的な機能についての研究事例，知見を共有し,土木技術と
生態学の融合をめざす応用生態工学との接点を明らかにするとともに,マクロスケールな水循環
とローカルな生態学的な現象をどのように絡めるか等の課題について議論を行い,これらを通じ,
今後の研究の進展と自然再生事業等への応用の出発点となることを目指します．
【公開シンポジウム プログラム(案)】(同時通訳があります)
13：00 趣旨説明 横山 勝英准教授（首都大学東京）
13：10 講演１ 「河川の伏流水と地形・植生の相互作用～イタリア・タリアメント川の事例～」
Walter Bertoldi 博士（トレント大学,イタリア）
13：50 講演２ 「沿岸地下水湧出による生態系の維持および水産資源への影響評価」
谷口 真人教授（総合地球環境学研究所）
14：30 講演３ 「湧水生態系の実態と保全」

森 誠一教授（岐阜経済大学）

15：20 パネルディスカッション
コーディネーター：横山 勝英准教授（首都大学東京）
パネリスト
：Walter Bertoldi 博士（トレント大学,イタリア）
谷口 真人教授（総合地球環境学研究所）
森 誠一教授（岐阜経済大学）
三輪 準二（国土交通省水管理・国土保全局総合水資源管理戦略室長）
石原 成幸（東京都土木技術支援・人材育成センター）
コメンテーター ：中村 太士教授（北海道大学）
16：30 終了予定
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３．自由集会 等
8 つの自由集会が開催されます．集会には所属学会によらず参加でき，事前申込は不要です．また，
「河川砂防技術基準（調査編）をもとにした意見交換会」
（会議）が開催されます．会議の傍聴が可能
です（発言不可）．
Ａ．
「荒瀬ダム撤去過程から見える流域・河川土砂管理の方向性」
・企画：大槻順朗（東京理科大学）
・日時：9 月 18 日(木) 09：30～11：30
202 教室
・内容：荒瀬ダムでは本邦初の大ダム撤去事業として，現在撤去工事が進行中である．2010 年のダム
ゲートの常時開放に始まり，2013 年度には堤体に孔（水位低下装置）が敷設され，湛水域で
は水位が低下し瀬が復活するなど，かつての球磨川の姿を取り戻しつつある．また，ダムか
ら約 20km 下流の河口干潟域では，粗粒化や生物相の変化も確認されてきている．我々の研
究グループでは，荒瀬ダム撤去事業を，流域土砂管理実現のために必要不可欠な土砂供給量
の変化による物理環境・生物相環境のインパクト・レスポンス関係を見極める絶好の機会と
捉え，河口域における土砂輸送による撹乱による効果，環境維持システムの評価までを目指
した研究を実施している．本自由集会では，国内外のダム事業や土砂移動疎外緩和事業から
本ダム撤去事業の位置づけを行いつつ，本研究グループでの上流から下流，河口海域に渡る
影響評価研究を紹介する．それを元に，ダム撤去事業の効果を議論しつつ，今後の流域・河
川における土砂管理施策に対する方向性，あるべき姿について議論していきたい．
Ｂ．
「応用生態工学会 テキスト刊行委員会」
・企画：萱場祐一（土木研究所，テキスト刊行委員会代表）
・日時：9 月 18 日(木) 09：30～11：30
203 教室
・内容：応用生態工学会テキスト刊行委員会では，成果の還元，会員へのサービスの向上を目的とし
て，応用生態工学の入門書となるテキストの刊行を企画してきた．昨年度開催した自由集会
では，第１巻としてリリース予定の「河道内氾濫原の保全と再生」の内容について紹介を行
い，ディスカッションを行った．今年度は，本巻の完成版を提示した上で，会員の皆様から
感想を伺うとともに，第２巻以降の内容，編集の進め方等について議論を行いたい．会員の
皆様の幅広い参加をお待ちしております．
Ｃ．
「ダムによる水生生物個体群の分断と陸封」
・企画：大森浩二（愛媛大学）
・井上幹生（愛媛大学）・一柳英隆（水源地センター）
・日時：9 月 18 日(木) 16：00～18：00
201 教室
・内容：ダムなどの河川横断構造物が水生生物の移動を阻害し，個体群を分断・断片化するのはよく
知られた事実である．しかし，その実態は多様である．移動阻害は，ダムの堤体だけによっ
て起こるのではなく，貯水池によって引き起こされているかもしれない．断片化された局所
個体群の絶滅は，種や河川の場所によっても確率が異なるだろう．あるいは，陸封された個
体群の密度や構造は，そうでない場合と異なる場合もある．この自由集会では，ダムによる
水生生物個体群の分断と陸封の実態を，多角的に議論したい．
Ｄ．
「【幹事会主催】国土強靭化と自然環境保全」
・企画：応用生態工学会幹事会（萱場祐一・河口洋一・西廣淳），日本生態学会生態系管理専門委員会
・日時：9 月 18 日(木) 16：00～18：00
202 教室
・内容：昨年 12 月に国土強靭化基本法が施行された．今後，防災・減災を目的とした公共事業が全
国各地で急速に展開され，日本の海岸や河川の自然環境に対して強いインパクトをもたらす
ことが予想される．国土強靭化基本法では，
「地域の特性に応じて，自然との共生及び環境と
の調和に配慮」する方針が掲げられている．この方針は，自然の恵みを持続的に享受できる
バランスのとれた国土形成・地域形成にとってきわめて重要である．国土強靭化の目的達成
のためには，東北地方太平洋岸などで進められている復興・防災・減災事業において，今か
らでも可能な環境配慮を実施するとともに，有効な教訓を抽出することが不可欠である．そ
して，生態系を国民生活に欠くことのできない社会基盤とみなすグリーンインフラストラク
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チャーの思想に基づいて，防災・減災機能も含めた生態系サービスを，全ての国民が享受し
続けられるよう，地域の自然環境・生態系ネットワークを適正に保全・管理する対策が講じ
られなければならない．本集会では，国土強靭化をめぐる社会情勢について情報を共有する
とともに，国土強靭化と自然環境保全の両立について議論する．
Ｅ．
「小さな自然再生が中小河川を救う！」
・企画：三橋弘宗（兵庫県立大学）
・日時：9 月 18 日(木) 16：00～18：00
203 教室
・内容：自由集会「小さな自然再生が中小河川を救う！」は，一昨年，昨年のＥＬＲ大会において開
催し，各地の事例やその相違点や課題について整理することができた．参加者や関係者から
の反響も大きく，リクエストを受けて現在，事例集の作成を進めている．この事例集を作成
する議論の過程において，小規模な取り組みを行う上での共通のコンセンサス部分の整理，
特に通常の行政計画として行われる河川整備や多自然川づくりとの関係性や実施の背景とな
る計画論や実施体制についての課題が大きな論点となった．今回の自由集会では，これまで
のストックを活かして，個々の事例の計画論や実施体制，参加型を促進し波及するために必
要な事項などに焦点を充てたテーマで開催し，これらの話題をもとに会場参加者との議論を
行いたい．
Ｆ．
「ダム湖における外来魚対策」
・企画：浅見和弘（応用地質株式会社）
・大杉奉功（水源地環境センター）・中井克樹（滋賀県立琵琶
湖博物館）・谷田一三（大阪府立大学名誉教授）
・日時：9 月 19 日(金) 15：30～18：00
201 教室
・内容：全国の多くの河川，湖沼（ダム湖を含む）では，オオクチバス Micropterus salmoides やブ
ルーギル Lepomis macrochirus などの外来魚が著しく増加することにより，在来生態系のバ
ランスが崩れている．両種は外来生物法(平成 16 年 6 月 2 日施行)の定める特定外来生物に指
定され，野外への放出，移動，飼育等が禁止されるとともに，自然湖沼やため池などを中心
に防除事業が進められている．一方，ダム湖では，河川水辺の国勢調査（ダム湖版）におけ
る平成 2 年（1990 年）～平成 16 年（2004 年）の魚類の調査結果によると，94 ダム中 49
ダムでオオクチバスとブルーギル（および同じく特定外来生物に指定されているコクチバス）
が確認されている．そのうちオオクチバスの確認例が最も多く 45 ダムで，次いでブルーギ
ルが 33 ダムを数える．
広大なダム湖を全て干し上げることは運用上困難で，オオクチバスやブルーギルの根絶は
不可能に近い．しかし，これらの魚の生態特性や貯水池の運用を利用することで，効率的な
調査や防除は可能である．本集会では，ダム湖で実施されてきたオオクチバスとブルーギル
を対象とした調査手法や防除の事例を紹介し，水源域の生物多様性保全や水資源管理のため
に，ダム湖のあるべき姿について意見交換したい．
Ｇ．
「河川空間を動的に捉える：攪乱による生息場更新と生物群集動態」
・企画：田中規夫（埼玉大学）
・竹門康弘（京都大学）・古里栄一（埼玉大学）
・日時：9 月 19 日(金) 15：30～18：00
202 教室
・内容：応用生態工学において，河川生態系は重要な研究対象である．生息場に関する多くの研究が
応用生態工学会で発表されている．近年は，河川生態系のハビタットを動的に捉え，ハビタ
ットの寿命や河床の構造，底層の流れと群集動態の関係に着目した研究も実施されるように
なってきている．こうした方法・着眼点は，従来得られた多くの応用生態工学的な知見を更
に発展させ，新たな興味深い展開につながる可能性がある．
河川水中の生態系を理解する場合，ハビタットの面から考えることの重要性は古くから認
識されている．しかしながら，河川空間の特性やダイナミズムを考えた場合，生態系から見
れば，
「器」としてのハビタットそのものが動的であることから，生態系も動的なものとして
理解する必要があるという立場から考えたい．河川空間の形態は，そこで形成される流れに
加え，
場合によっては砂の動きを通じて，
ハビタットとして生態系構成生物に作用している．
単に河床空間や河床材料の形を見るだけではなく，それらの「形（河床構造学）
」がどういっ
た「ながれ場（生態水理学）
」との相互作用のもとで変動し（ハビタットの寿命）
，生態系の
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「群集形成（
（水理）生態学）や動態」が生じるかと言う観点が必要ではないだろうか．Frissell
らの階層構造概念は撹乱後の回復時間と関係付けられている事からも自明であるように，河
川生態系は物理的撹乱の影響のもとで存在している．群集構成の時間的な変動についても，
生物個体群どうしの様々な相互作用により生じる「遷移の進行」だけでなく，物理的撹乱に
よる「遷移の退行」も意識する必要がある．
こうした観点から，本集会ではまず「動的」に河川生態系を捉える方向性やフレームにつ
いて，生態学や水理学的な観点から示すとともに，関連した個別事例等について話題提供を
行う．それらに基づき，総合討論では会場との意見交換により，
「生息場」，
「動的」
，
「撹乱」，
「今後の応用生態工学」等について議論を行いたい．
なお，本集会は，土木学会基礎水理部会の生態水理分科会の活動の一環として行われると
ともに，昨年度自由集会として実施された「河床の見方 ―水工学と生態学，河川中上流域
を中心として―」の発展的集会として企画するものである．
Ｈ．
「震災復興に応用生態工学はどのような貢献ができるのか 2：復興の現状と課題」
・企画：久米 学（岐阜経済大学）
・境 優（東京農工大学）・向井康夫（東北大学）
・日時：9 月 19 日(金) 15：30～17：30
103 教室
・内容：2011 年 3 月 11 日，東日本大震災が発生し，東北地方沿岸に甚大なる被害をもたらした．現
在では，マスメディアでの報道の頻度は減少しており，復興が進んでいるものと思われがち
である．しかしながら，現地に赴くと復興の道半ばであることを実感する．今後の復興に向
けたまちづくりの方向性次第では，生物環境を含む景観・風景は，人為的改変により甚大な
影響を受ける可能性があるだろう．例えば，
「巨大防潮堤の建設」は各地共通の議論の対象と
なるだろう．その際に，応用生態工学という学問が，今後も起こり得る自然災害による被害
軽減も視野に入れつつ，震災後の復興事業にどのようなスタンスをもって立脚し得るのか，
が問われるのではなかろうか．そこで本集会では，まず，福島県，宮城県，岩手県における
震災復興の現状について話題提供を行い，それを受けて， パネリストをお迎えして，「復興
事業が生態系に与える影響」をテーマに応用生態工学が取り得るスタンスについて議論を行
う．
Ｉ．会議「河川砂防技術基準（調査編）をもとにした意見交換会」(傍聴可)
・意見交換会メンバー
国土技術政策総合研究所：福濱水環境研究官，中村圭吾主任研究官
土木学会環境水理部会 ：京都大学 角哲也 教授，芝浦工科大学 宮本仁志 教授，
山口大学 赤松良久 准教授
応用生態工学会
：徳島大学 河口洋一 准教授，名古屋大学 田代喬 准教授
東邦大学 西廣淳 准教授，水源地環境センター中村敏一
・日時：9 月 19 日(金) 15：30～17：30
203 教室
・内容：国土交通省においては，平成 24 年 6 月に河川砂防技術基準（調査編）
（以下，河砂基準）が
改定されました．その総論には「新たな調査方法等の採用に当たっては，国土技術政策総合
研究所等による関連情報の収集・調査等によるほか，学識者や関係者等の意見を聞くことに
より最新の調査方法，技術的知見，課題等を把握する作業を定期的に行い，調査編の内容を
見直すこと」としており，産官学の連携を通じた河川管理技術の向上が期待されています．
この度，河砂基準の環境分野の記載が，最新の学術的・技術的水準および現場実務での活
用実態・実績を踏まえたうえで，必要かつ十分なレベルで適宜改定されるよう学識者や関係
者等と継続的に意見交換を行う仕組みを構築することを目指して第 1 回意見交換会が開催さ
れます．
※傍聴希望者は傍聴可能です（会場の人数制約有，先着順）．ただし，傍聴者のご発言は出来
ません．
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４．エクスカーション
【企画のねらい】
多摩川は首都圏を流下し東京湾に注ぐ河川で，都市における貴重な自然環境，レクレーションの場
となっており，流域の水流実態の解明や保全・再生の取り組みが行われています．また，東京湾に残
る干潟は，生物の生息場や干満による物質循環機能を有し，豊富な資源により地域の繁栄にも寄与し
ており，干潟再生や地域活性のための活用の取り組みも行われています．
多摩川コースでは，多摩川中流域を訪ね，都市域の河川における水循環と自然環境の保全・再生に
ついて学びます．小櫃川河口コースでは，自然の干潟が残り，干潟を活用した地域活性の取り組みが
行われている小櫃川河口干潟を訪ね，干潟再生の目的と構造を学びます．
【コース・日程(予定)】
①多摩川コース
9 月 21 日(日) 9:00 JR 青梅線「羽村駅」 集合・出発
羽村取水堰・玉川上水
生態系保持空間（永田地区）礫河原再生等
昼食
雨水浸透施設・湧水導水箇所等
狛江水辺の楽校，狛江水害決壊の碑，二ヶ領宿河原堰
15:00 JR 南武線・小田急線「登戸駅」 解散
※参加申し込みをされた方には，集合や移動，注意事項等の詳細を改めてお知らせします．
②小櫃川コース・③小櫃川日帰りコース
9 月 20 日(土)16:30 公開シンポジウム終了
19:00 木更津市金田海岸「民宿与兵衛」集合，夕食，交流会，宿泊
講演会（干潟を活用した地域活性 講師：金田の浜活性化協議会 金萬智男）
9 月 21 日(日) 8:30 民宿 出発（日帰りコースは民宿集合）
小櫃川河口干潟観察
民宿 着 昼食
14:00 講演会（小櫃川河口干潟の生態系特性と東京湾干潟再生事業
講師：東邦大学名誉教授 風呂田利夫）
15:00 「木更津金田バスターミナル」又は JR 内房線「巌根駅」 解散
※20 日(土)の公開シンポジウム終了後に会場から移動の場合，京王線「南大沢駅」→「東京駅」
（約 1 時間）
，
「東京駅八重洲口」より高速バス→「木更津金田バスセンター」
（5～10 分間隔，
所要時間約 40 分）が便利です．
「木更津金田バスターミナル」又は JR 内房線「巌根駅」までは民宿の送迎があります．
※21 日(日)の日帰りコースの方は，各自で民宿与兵衛（木更津市中島 3846）
まで集合ください．
参加人数によってはバスターミナル又は駅からの送迎を検討します．
※参加申し込みをされた方には，集合や移動，注意事項等の詳細を改めてお知らせします．
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５．懇親会
懇親会は，第 2 日目（9 月 19 日（金）
）の口頭発表，自由集会の後，18:30 より別棟の国際交流会
館で行います．また毎回好評の「全国からうまいものを持ち寄る普及連携委員会」コーナーも充実し
ておりますので，ぜひご参加ください．
【日時】
平成 26 年 9 月 19 日（金） 18:30 から
【会場】
首都大学東京 南大沢キャンパス 国際交流会館内 フランス料理 ルヴェ ソン ヴェール南大沢
住所：〒192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1 首都大学東京 国際交流会館内
電話：042-677-3304
６．参加申し込み方法
【申し込み先】
応用生態工学会ホームページの「参加申込フォーム」もしくは参加申込用紙の FAX 送信によりお
申込みください．申込期限は 8 月 31 日（日），参加費の振込期限は 9 月 5 日（金）です．
参加申込フォーム: http://ecesj.com/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=annual_con2014
FAX によるお申込は，
『参加申込書』にご記入の上，下記までお申込下さい．
FAX 宛先： 03-5216-8520
【参加費】
〔１〕研究発表会
会員：6,000 円，非会員：10,000 円，学生(会員･非会員)3,000 円．
※参加費には講演要旨集が含まれております．講演要旨集のみ希望の方は，3,000 円で販売してお
ります．
※大会期間中、大学構内にある学食は営業しております．また「南大沢」駅前にも飲食店がありま
す．別途 1,000 円でお弁当が用意できます．参加申込みと同時にお申し込みください．
〔２〕エクスカーション
①多摩川コース 会員：3,000 円，非会員：4,500 円，学生(会員･非会員)：2,000 円（昼食代含む）．
②小櫃川コース 会員：2,000 円，非会員：3,000 円，学生(会員･非会員)：1,000 円（昼食代含む）．
※別途宿泊費
（1 泊 2 食付）6,500 円+酒代を現地にて各自でお支払いください．
③小櫃川日帰りコース 無料（昼食代は現地にて各自でお支払いください．送迎等により別途費
用が発生する場合があります．
）
〔３〕懇親会
一律：5,000 円（当日，会場で徴収します）.
【参加料振込先】
〔１〕郵便振替口座
口座番号：00140－7－404275
口座名称：応用生態工学会
〔２〕銀行振込口座
銀行名：東京三菱銀行麹町中央支店
口座番号：(普通)1302920
〔口座名称〕応用生態工学会 (オウヨウセイタイコウガクカイ)
７．お問い合わせ先
応用生態工学会事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-7-5 麹町ロイヤルビル 405 号室
TEL：.03-5216-8401 FAX：03-5216-8520
E-mail：tokyo_18th@ecesj.com
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－

会場へのアクセス・会場案内

－

【会 場】
首都大学東京 南大沢キャンパス 12 号館
（東京都八王子市南大沢 1-1）
電話：042-677-1111（代表）
URL：http://www.tmu.ac.jp/university/campus_guide/map.html
【会場までの主な交通機関】
交通：京王電鉄相模原線「南大沢」駅下車
（特急以下すべての列車が停車します）
■「新宿」から約 30～40 分 （京王線経由）
■「東京」から約 1 時間
（JR 中央線,｢新宿｣乗換え,京王線経由）
■「新横浜」から約 55 分
（JR 横浜線,｢橋本｣乗換え,京王線経由）
■「南大沢」駅から大学まで徒歩 5 分
（会場の 12 号館までは駅から徒歩 15 分程度）
懇親会会場
国際交流会館

大会会場
12 号館
【首都大学東京

南大沢キャンパス 案内図】

ポスターの掲示は
2F 玄関ホールと
208 教室です。

受付は
1F 玄関ホールです。

【12 号館 1 階会場 配置図】

【12 号館 2 階会場 配置図】
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Ｃ．ダム分断

Ｆ．外来魚

F.水質管理
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②小櫃川宿泊コース
③小櫃川日帰りコース
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C.流域特性
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208(30人程度）
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ポスターコアタイムＢ

ポスターコアタイムA

ロビー

-

-

103（机固定：120人程度）
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-

103（机固定：120人程度）

Ｉ．河川砂防技術基準 自由集会

J.魚類生息環境

I.水生植物

E.河川敷植生

203（80人程度）

口頭発表

休憩時間

Ｇ．河川空間

H.湿地・氾濫原

G.外来種

Ｅ．自然再生

203（80人程度）

5 口頭発表

2

自由集会

-

-

普及・連携委員会

Ｂ．テキスト

203（80人程度）
自由集会

昼食時間

Ｄ．国土強靱化

3 口頭発表 D.ダム下流

6

公開シンポジウム「地下を流れる
水と応用生態工学の接点」

発表賞表彰

第18回総会

201（机固定：200人程度）

自由集会

口頭発表

口頭発表 B.河口域・干潟

A.河床環境評価

201（机固定：200人程度）

自由集会

-

-

Ａ．荒瀬ダム撤去

202（80人程度）

-

昼食時間

自由集会

-

-

201（机固定：200人程度）

プログラム・会場対応表

9月20日（土）

17:30

15:30

15:00

13:00

15:30

13:00

12:00

15:00

12:00

9:30

9月19日（金）

11:30

9月18日（木）

9:30

－
－

－

研究発表会プログラム

－

【研究発表会・一般講演内容(口頭発表)】
※発表者、タイトルの後の「研」は研究報告，「事」は事例報告

口頭発表 9月19日（金）―2日目― 9:30～14:45
[ 201会場 ]
セッションＡ 河床環境評価
9:30 A-1. 実河川に設置した簡易水路での掃流力増加実験における水生昆虫と細砂分の移動現
象：「研」
古里栄一※（埼玉大学大学院理工学研究科/埼玉大学研究機構レジリエント社会研究セン
ター）・坂田良介（埼玉大学大学院理工学研究科）・田中規夫（埼玉大学大学院理工学研究科/
埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター）
9:45

A-2.

早瀬と平瀬における付着藻類の平面分布と流れ場との関係に関する現地調査：「研」
坂田良介※（埼玉大学大学院理工学研究科）・古里栄一（埼玉大学大学院理工学研究科/埼玉
大学研究機構レジリエント社会研究センター）・田中規夫（同）

10:00

A-3.

10:15

A-4.

10:30

A-5.

移動床と固定床が混在する場における動的平衡河床の不可逆性と河床変動特性：「研」
久加朋子※（北海道大学大学院 工学研究院 ）・
竹林洋史（京都大学防災研究所 ）・藤田正治（同）
江戸期に行われた河川改修による水環境変化と古生態分析の手法：「研」
芝崎美世子（大阪市立大学大学院理学研究科）
河床の礫環境とニホンザリガニ( Cambaroides japonicus )の個体サイズとの関係：「研」
布川雅典※（北海道大学大学院 )・鈴木雅人（和光技研株式会社）・本間英敏（同）・中原修（同）

10:45

A-6.

夏季に造成したカバーがニホンザリガニ( Cambaroides japonicus )の個体数と個体サイ
ズに与える影響：源流域における小さな自然再生：「事」
鈴木雅人※（和光技研株式会社）・布川雅典（北海道大学大学院 ）・本間英敏（和光技研株式会
社）・中原修（同）

セッションＢ 河口域・干潟
11:00 B-7. 人工干潟の底質による底生生物の「飲み込み」現象：「研」
東和之※（徳島大学院 先端技術科学教育部）・大田直友（阿南高専 創造技術工学科）・中河哲
郎（同 専攻科）・橋本 温（県立広島大学 生命環境学部）・上月 康則（徳島大学院 ソシオテクノ
サイエンス研究部）
11:15 B-8. フィリピンを対象にしたマングローブ植林の功罪についての研究
11:30

B-9.

11:45～13:00

李妍※（埼玉大学）・淺枝隆（同）
山口県島田川河口域における砂州の発達過程と海浜植物群落の関係性
二神良太※（広島工業大学大学院工学系研究科）・岡浩平（広島工業大学環境学部地球環境
学科）
― 休憩 ―
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セッションF 水質管理
13:00 F-10. ダム貯水池における底層嫌気化の発生頻度と要因分析：「研」

13:30

今本博臣※（（独）水資源機構）・太田志津子（同）・高玉はるか（同）・久納 誠（同）
F-11. 霞ヶ浦の懸濁物に含まれるリン化合物の動態について：「研」
篠原隆一郎※（独立行政法人 国立環境研究所 地域環境研究センター)・
今井章雄（同）・，冨岡典子（同）・高津文人（同）・小松一弘 （同）・
佐藤貴之（同）・佐野友春（同 環境計測研究センター）・
三浦真吾（同 地域環境研究センター）・霜鳥孝一（同）
F-12. 栄養塩濃度がシアノバクテリアのカビ臭生産能に与える影響：「研」

13:45

志賀浪優※（埼玉大学工学部理工学研究科 環境科学・社会基盤部門）・吉田晃一（同）・淺枝
隆（同）
F-13. 干し上げによるシアノバクテリアのかび臭発生機構への影響：「研」

13:15

14:00
14:15

14:30

吉田賢広※(埼玉大学工学部理工学研究科 環境科学・社会基盤部門)・
吉田晃一（同）・淺枝隆(同)
F-14. ＣＯＤを指標としたヨシとアサザによる水質浄化機能の定量化
山室真澄※（東大新領域）・上原達弥（同）
F-15. Effect of Fluctuating Light and Hydrostatic Pressure on Fresh Water
Cyanobacteria: Pseudanabaena galeata sp. ：「Research report」
H. D. L. Abeynayaka ※（Department of Environmental Science and Technology, Saitama
University）・T. Asaeda（ditto）
F-16. Investigate the effect of UV radiation on 2-methylisoborneol producing
cyanobacterium ( Pseudanabaena galeata )：「Research report」
Thabrew Kaluhath Samadhi Hasangika ※（Department of Environmental Science and
Technology, Saitama university）・
Asaeda Takashi.（ditto）
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口頭発表 9月19日（金）―2日目― 9:30～14:30
[ 202会場 ]
セッションC 流域特性
9:30 C-17. 流域規模の長期観測にもとづく揖保川水系における河川水温の変動特性：「研」
宮本 仁志※（芝浦工業大学)・松井 拓也(前 神戸大学)
9:45 C-18. 流域における物質・エネルギー輸送場の３次元数理モデリングと生態系分野への応用可
能性：「研」
森康二※（地圏環境テクノロジー)・田原康博（同)・多田和広（同）・
登坂博行（東京大学）
セッションD ダム下流
10:00 D-19. 河川ネットワーク上において水資源利用が流況の空間分布へ与える影響：「研」
梁 政寛※（東京工業大学 土木工学専攻 ）・岩崎 雄一（同）・吉村 千洋（同）・Saavedra
Oliver（同）
10:15 D-20. 矢作川におけるカワヒバリガイの分布からの浮遊幼生発生源の推定：「研」
内田 臣一（愛知工大 土木）
10:30 D-21. 流水型ダム上下流における土砂の移動特性に関する研究：「研」
鈴木荘司※（(株)建設技術研究所）・関根 秀明（同）・
白井 明夫（一般社団法人 水源地環境センター）
10:45 D-22. ダムの維持放流の流量変化と減水区間の河川環境に関する基礎的研究：「研」
長山昭夫※（群馬工業高等専門学校環境都市工学科）・宮里直樹（同）・
堀尾明宏（同）
11:00 D-23. 河床の粒度組成の変化が魚類の生息に及ぼす影響の評価方法の考え方：「研」
小野田幸生※（（独）土木研究所 自然共生研究センター）・高木哲也（（独）土木研究所 自然共
生研究センター/応用地質株式会社）・
宮川幸雄（（独）土木研究所 自然共生研究センター）・
萱場祐一（（独）土木研究所 河川生態チーム）
11:15～13:00
― 休憩 ―
セッションG 外来種
13:00 G-24. 海洋島における外来植食ほ乳類駆除後の生態系変化：「研」
可知直毅※（首都大院・理工・生命）・畑憲治（同）・川上和人（（独）森林総合研）・
平舘俊太郎（(独)農業環境技術研）・大澤剛士（同）・吉田勝彦（(独)国立環境研）
13:15 G-25. 高麗川における外来淡水エビの侵入：「研」
石黒直哉※（城西大学理学部化学科）・木村祐哉（同）・日和佳政（越前市産業環境部農政課）
セッションH 湿地・氾濫原
13:30 H-26. 河道タイプによって異なる氾濫原依存種イシガイ類の生息制限要因の比較：「研」

13:45

14:00

14:15

永山滋也※（土木研究所自然共生研究センター）・原田守啓（同）・
萱場祐一（同 河川生態チーム）
H-27. 湿地ネットワークの構造と空間スケールがイバラトミヨ個体群に与える影響：個体数と遺
伝的多様性間での比較検証：「研」
石山信雄※（北大農学院）・小泉逸郎（北大環境科学院）・油田照秋（同）・
中村太士（北大農学院）
H-28. 森林・農地景観における河川水生昆虫の個体群維持機構－トビケラの遺伝的構造が解
き明かすソースシンクの関係性：「研」
末吉正尚※（北大農学院）・東城幸治（信州大理）・中村太士（北大農学院）
H-29. 天王川及び吉野瀬川水系を中心とした福井県越前市に生息するドジョウ（ Misgurnus
anguillicaudatus ）の遺伝的特性：「研」
日和佳政※（越前市産業環境部農政課 コウノトリ共生推進グループ）・
西瑞穂（城西大学 理学部化学科 環境生命化学研究室）・
藤長裕平（越前市産業環境部農政課 コウノトリ共生推進グループ）・石黒 直哉（城西大学 理学
部化学科 環境生命化学研究室）
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口頭発表
9月19日(金) －2日目－ 9:30～15:00
[ 203会場 ]
セッションE 河川敷植生
9:30 E-30. 札内川人工放流における派川復元手法の検討 ：「事」
渡邊康玄※ ( 北見工業大学社会環境工学科)・
武田 淳史 (北海道開発局帯広開発建設部)・
川岸 秀敏（北海道開発局河川計画課）・
住友慶三（株式会社ドーコン水工事業本部）
9:45 E-31.
Effects of Arbuscular mycorrhizal fungi on growth and chlorophyll content of
Pharagmites japonica growing on river bank soil ：「Research Report」

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15
11:30

Animesh Sarkar ( Department of Environmental Science, Saitama
University,Japan/Department of Food Engineering and Tea Technology,Shahjalal University
of Science & Technology, Bangladesh)・
Takashi Asaeda※ (Department of Environmental Science, Saitama University,Japan)・
Qingyue Wang（ditto）・Md H. Rashid（ditto）
E-32. Seasonal variations of carbohydrates in Pueraria montana related to growth and
phenology ：「Research report」
Md Harun Rashid ※ (Department of Environmental Science, Saitama University,Japan)・
Takashi Asaeda (ditto)
E-33.
礫河原の樹林化は砂礫性昆虫を介した陸域と水域のつながりを変化させるか？ ：「研」
植村 郁彦※ ( 北海道大学大学院 環境科学院)・根岸 淳二郎（同）・
照井 慧（同 農学研究院）・中村太士（同）
E-34. 揖斐川高水敷掘削後の微地形形成とヤナギ類の定着 ：「研」
原田守啓※ (独）土木研究所自然共生研究センター)・永山滋也 (同)・大石哲也（同）・萱場 祐
一（同 水環境研究グループ河川生態チ-ム)
E-35. 河川敷切下げ高さの違いが樹林化に及ぼす影響とその対策 ：「研」
大石哲也※ ( 独）土木研究所水環境研究グループ自然共生研究センター)・
永山滋也 (同)・萱場祐一（同 水環境研究グループ河川生態チーム）
E-36. ハリエンジュとその樹種転換候補在来樹種における葉リターの分解と腐食性動物による
利用―陸域と水域における比較― ：「研」
加賀谷隆※ (東大院・農学生命・森林動物)・津田大輝 (同)・小林飛輝（同）
E-37. 河道内樹木の萌芽再生の抑制を図る伐採後の根株処理技術の提案：「事」
小澤宏二※（いであ株式会社）・平野亮 (同)・松田明浩（同）・丹羽崇哲（同）
E-38.
河川植生が担う昆虫の種多様性保持および生態系ネットワーク効果の検証 ：「研」

11:45～13:00

奥寺繁（農研機構 東北農業研究センター ）
― 休憩 ―
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セッションI 水生植物
13:00 I-39. 水生植物フェノロジーを用いた阿寒湖のサイドスキャンソナー画像の分類：「研」
山田浩之※（北海道大学農学研究院）・横山諒（(株）ドーコン）・
海津裕（東京大学大学院農学生命科学研究科）・
若菜勇 （阿寒湖畔エコミュージアムセンターマリモ研究室）
13:15 I-40. Growth and stress response of submersed macrophyte ; Myriophyllum spicatum
to turbulence and main flow：「Research report」
Keerthi Sri Senarathna Atapaththu ※ (Department of Environmental Science and Technology,
Saitama University)・Takashi Asaeda (ditto)
13:30 I-41. Effects of reduced condition on growth and photosynthetic parameters of
aquatic macrophyte Myromhyllum spicatum ：「Research report」
Mahfuza Parveen ※（Graduate School of Science and Engineering, Saitama University,
Japan）・Takashi Asaeda (Department of Environmental Science, Saitama University.Japan)
セッションJ 魚類生息環境
13:45 J-42. 粗朶を利用した魚の隠れ家の機能検証：「研」
佐藤高※（長岡技科大生物）・野上泰宏（新潟県内水試）・
前雄介（新潟県農林水産部水産課）・堀田尚宏（新潟県水産海洋研究所）・
吉田稔（新潟県内水試）・山本麻希（長岡技科大 生物）
14:00 J-43. 沖縄県二級河川奥川の自然再生に関する生物環境からの効果評価：「事」
宮良工※（沖縄県環境科学センター）・赤松 良久（山口大学大学院）・
島谷 幸弘（九州大学大学院）
14:15 J-44. 利根川河口堰での誘導放流操作による効果について：「事」
大村朋広（（独）水資源機構 利根川下流総合管理所利根川河口堰管理所）・
椎名教之（同）
14:30 J-45. 宮中取水ダムにおける魚道施設の設計施工と改築前後のモニタリング：「事」
澤村里志※（東日本旅客鉄道（株） 信濃川発電所業務改善推進部 河川環境グループ）・森山泰
明（同）・枡本 拓（同 河川環境調査グループ）・空閑 徹也（同）・
竹内 洋介（同）
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【研究発表会・一般講演内容(ポスター発表)】
※発表者、タイトルの後の「研」は研究報告，「事」は事例報告

ポスター発表 9月18日（木）―１日目― 12:45～15:15
[会場：２Ｆ玄関ホール]
12:45～14:15 コアタイム１（セッション末尾奇数番）・・・・・・２Ｆ玄関ホール
14:15～15:45 コアタイム２（セッション末尾偶数番）・・・・・・２Ｆ玄関ホール
セッションＡ 流域特性
PA-1. 「大規模流量データ解析による河川攪乱レジーム特性の広域的把握」：「研」
吉村研人※（愛媛大学理工学研究科）・三宅洋（同）・中西哲（独立行政法人土木研究所）
PA-2. 「放射性同位体トレーサを用いた農地小河川の河床材料の生産源推定」：「研」

PA-3.

PA-4.

PA-5.

水垣 滋※（（独）土木研究所寒地土木研究所）・渡辺のぞみ（北海道大学大学院環境科学院）・根岸
淳二郎（同 地球環境科学研究院）
「マルチスケール系を対象とした物質・熱の輸送挙動を解析する汎用シミュレータGETFLOWS」：
「研」
田原康博※（地圏環境テクノロジー）・森康二（同）・多田和広（同）・柿澤 展子（同）・小林 嵩丸（同）・
櫛渕 みちる（同）・登坂博行（東京大学）
「一次元河川生態系モデルの開発とその適用」：「研」
赤松良久（山口大学大学院理工学研究科）・高村紀彰（中電技術コンサルタント（株））・上鶴翔悟※（山
口大学大学院理工学研究科）・永野博之（八千代エンジニアリング（株））
「分布型流出・水温モデルを用いた水生昆虫の遺伝的多様性の推定」：「研」
糠澤桂※（東北大学大学院工学研究科）・風間聡（同）・渡辺幸三（愛媛大学大学院理工学研究科）

セッションＢ 流域･地質
PB-6. 「山地の地形・地質が渓流の河道特性に及ぼす影響」：「研」
山本淳史※（東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻）・原田大輔（同）・知花武佳（同）
PB-7. 「流域地質が底生動物群集に与える影響 －菊池川水系渓流域を対象に－」：「研」
池上 龍※（熊本大学大学院自然科学研究科）・皆川 朋子（同）・黒木 啓考（九州電力（株） 技術本部
水力開発事務所）・大山璃久（九州大学大学院 ）・佐藤辰郎（同）
PB-8. 「地質の違いは渓流生物にどのような違いをもらたすか？」：｢研」
皆川朋子※（熊本大学工学部）・佐藤辰郎（九州大学大学院）・一柳英隆（熊本大学大学院）・笠原玉青
（九州大学大大学院）・天本昌吾（熊本大学大学院）
PB-9. 「九州の河川を対象とした流量レジーム特性に関する研究」：「事」
厳島怜※（九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター）・島谷幸宏（九州大学工学研究院
環境社会部門）
セッションＣ 湧水
PC-10. 「京都府鴨川におけるアユ ( Plecoglossus altivelis ) の分布と高水温環境下での湧水溜まりの
利用」：「研」
中川光※（神戸大学大学院理学研究科)・三品達平（京都大学大学院理学研究科）・
竹門 康弘（京都大学防災研究所）
PC-11. 「地下水の生態系維持機能と防災機能を示す試作図について」：「事」
小川豪司※（アジア航測（株））・宮原智哉（同）・渡部元（国土交通省国土政策局国土情報課）・山本洋
一（(前)国土交通省国土政策局国土情報課）・安喰靖（同）・山本洋一（国土交通省国土地理院企画
部）
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セッションＤ 物質循環
PD-12. 「魚類標本の安定同位体比を指標とした青森県小河川における環境変遷の推定」：「研」
田村 和也※（弘前大学大学院農学生命科学研究科）・
東 信行（弘前大学農学生命科学部）
PD-13. 「山地森林流域におけるイワナへの放射性セシウム蓄積量評価：摂食- 代謝解析」：「研」
五味高志※（東京農工大学）・境優（同）・岡田健吾（同）・岩本愛夢（同）・根岸淳二郎（北海道大学大学
院地球環境科学研究院）・布川雅典（同）
セッションＥ 島嶼
PE-14. 「外来樹木の駆除は乾燥に伴う土壌含水量の減少速度を小さくする」：「研」
畑憲治※（首都大学東京大学院理工学研究科)・川上和人（(独)森林総合研究所)・可知直毅（首都大
学東京大学院理工学研究科）
PE-15. 「小笠原産ボチョウジ属植物の繁殖生態に注目した域内保全手法の開発に向けて」：「研」
須貝杏子※（琉球大学・熱帯生物圏研究センター・西表研究施設）・渡邊謙太（沖縄工業高等専門学
校）・加藤英寿（首都大学東京・理工学研究科・牧野標本館）・菅原敬（同）
セッションＦ ダム・ダム下流
PF-16. 「矢作川の底生動物群衆の遷移における造網型トビケラ類各種の位置付け」：「研」
岡田和也※（愛知工業大学工学研究科建設システム工学）・内田臣一（同 都市環境学科）
PF-17. 「矢作川水系におけるカワゲラ類の分布と河川環境」：「研」
川﨑 嵩之※（愛知工業大学大学院 工学研究科 建設システム工学専攻）・内田 臣一（同 都市環境学
科）
PF-18. 「白川ダムにおける藍藻類の生態的特徴を踏まえた異臭味現象の解明と対策検討」：「事」
富田邦裕※（（株）建設環境研究所）・本間隆満（同）・佐藤隆善(同)・田中努（国土交通省東北地方整
備局）・髙橋正志（同）
PF-19. 「河川分断化が底生動物3種の遺伝的分化へ及ぼす影響評価」：「研」
山崎久美子※（愛媛大学大学院理工学研究科）・不破直人（愛媛大学）・三宅洋（愛媛大学大学院理工
学研究科）・渡辺幸三（同）
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セッションＧ 生息環境評価
PG-20. 「中高度航空写真とSfMを用いた河川ハビタットの把握手法に関する研究」：「研」
伊豫岡宏樹※（福岡大学）・浜田晃規（同）・山﨑惟義（同）・渡辺亮一(同)
PG-21. 「河床材料の粒径が造巣性トビケラの成長や行動に与える影響」：「研」
赤尾大樹※（近畿大学農学部)・澤畠拓夫（同)・河内香織（同)
PG-22. 「大阪湾と淀川の環境要因から淀川大堰のアユ溯上数を予測する試み」：「研」
浦部真治※（京都大学大学院工学研究科）・角哲也（同 防災研究所）・竹門康弘（同）
PG-23. 「天竜川の副流路がアユの産卵床に果たす役割と置き土の効果予測」：「研」
泉公祐※（京都大学大学院工学研究科）・角哲也（同 防災研究所）・竹門康弘（同）・
兵藤誠（いであ（株））
PG-24. 「RIVPACS方式を用いた河川生態系の典型性評価と駆動要因の解明：魚類群集を対象とし
て」：「研」
山本逸生※（北海道大学農学院森林生態系管理学）・赤坂卓美（帯広畜産大学保全生態学）・石山信
雄（北海道大学農学院森林生態系管理学）・中村太士（同）
PG-25. 「河床材料と河床形態によるシロザケ産卵環境の推定手法」：「研」
矢野雅昭※（土木研究所 寒地土木研究所）・渡邊康玄（北見工業大学社会環境工学科）・渡邉和好
（土木研究所寒地土木研究所）・平井康幸(同)
PG-26. 「境川におけるタナゴ生息モデルの構築と改修案の検討」：「研」
天本昌吾※（熊本大学大学院自然科学研究科）・桐原謙介（同 工学部社会環境工学科）・皆川朋子
（同 大学院自然科学研究科）
PG-27. 「礫スケールにおけるアユの摂食様式に関する研究」：「研」
高木哲也※（（独）土木研究所 自然共生研究センター、応用地質（株））・小野田幸生（（独）土木研究所
自然共生研究センター）・森照貴（東京大学 総合文化研究科 広域システム科学系）・萱場祐一（（独）
土木研究所 河川生態チーム）
PG-28. 「河川生息場評価のための生態環境多様性指標の検討」：「研」
野口智弘※（山口大学大学院）・関根雅彦（同）・伊藤浩文（同）・田部崇博(同)・岡室直樹（長久手市）・
神野有生（山口大学大学院）・山本浩一(同)
PG-29. 「過去60年での吉野川の河道変遷とアユの産卵場との関係」：「研」
寺井一弘※(徳島大学大学院)・河口洋一(同)・武藤裕則(同)・野村一至(同)
PG-30. 「森林流域における攪乱のモザイク性と水系ネットワーク構造がミネトワダカワゲラ個体群の分
布に与える影響の検討」：「研」
大平充※(東京農工大学大学院農学府)・渡邉祐介(玉野総合コンサルタント（株）)・境優(東京農工大学
大学院農学府)・五味高志(同)
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セッションＨ 小水力発電
PH-31. 「流込み式水力発電が山地河川の生態系に及ぼす影響（１）：夏季非出水期の堰堤下流におけ
る代謝構造の変化と付着藻類自濁作用の発現」：「事」
田代 喬※（名古屋大学減災連携研究センター）・片岡輝之（八千代エンジニヤリング）・スクカ・イェットミ
ル（Mega Wat ShPK Company, Arbania）・辻本哲郎（名古屋大学大学院工学研究科）
PH-32. 「流込み式水力発電が山地河川の生態系に及ぼす影響（２）：冬季非出水期の減水区間におけ
る代謝構造変質とその流下方向変化」：「事」
片岡輝之※（八千代エンジニヤリング）・田代 喬※（名古屋大学減災連携研究センター）・スクカ・イェッ
トミル（Mega Wat ShPK Company, Arbania）・辻本哲郎（名古屋大学大学院工学研究科）
PH-33. 「流込み式水力発電が山地河川の生態系に及ぼす影響（３）：秋季から冬季にかけての生息魚
類群集の応答」：「事」
松谷隆祐※（名古屋大学大学院工学研究科）・田代 喬（同 減災連携研究センター）・辻本哲郎（同
大学院工学研究科）
PH-34. 「小水力発電による減水がカワガラスの採餌行動に与える影響についてー熊本県緑川を事例と
してー」：「事」
大山璃久※(九州大学大学院)・一柳英隆(同 持続可能な社会のための決断科学センター)・
佐藤辰郎(同)・島谷幸宏(同)
セッションＩ 市民連携
PI-35. 「市民による河川モニタリング活動の実態調査と更なる推進に向けた考察」：「研」
和田彰※（（株）建設技術研究所 国土文化研究所）・後藤勝洋（公益財団法人リバーフロント研究所）・
土屋信行（同）・木村達司（（株）建設技術研究所 国土文化研究所）・坂本貴啓（筑波大学大学院シス
テム情報工学研究科）・白川直樹（筑波大学 システム情報系）
PI-36. 「堀田は再生できるか？ 岐阜輪中地域における住民との協働による水郷景観再生の展望と課
題」：「事」
小林卓司（（株）修成建設コンサルタント 技術部）
PI-37. 「上西郷川における子供普請による川づくり」：「事」
服部実佳子（九州大学大学院工学府 都市環境システム工学専攻）・林博徳 （同 工学研究院環境都
市部門）・富山雄太 （同 工学府都市環境システム工学専攻環境都市部門）・池松伸也 （同）・島谷幸
宏 （同 工学研究院環境都市部門）
PI-38. 「明治・大正期にみる河川プールの始まり」：「研」
田代優秋（(公財) 公害地域再生センター／((一社) 地域資源研究センター）
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セッションＪ 湿地・水田・氾濫原
PJ-39. 「菊池川における河道形状変化に伴う氾濫原的水域の変遷と氾濫原依存種の生息場評価」：
「研」
岡村麻矢※（熊本大学工学部）・恒崎大輔（大分県）・皆川朋子（熊本大学工学部）
PJ-40. 「流水型ダム貯水池に整備された湿地の環境評価－西之谷ダム貯水池を対象に－」：｢研」
井上剛介※（国土交通省中部地方整備局木曽川下流事務所）・皆川朋子（熊本大学工学部）・中島淳
（福岡県保健環境研究所）・羽生健吾（熊本大学工学部）
PJ-41. 「渡良瀬遊水地湿地再生事業における絶滅危惧植物の保全と再生」：「事」
丹野幸太※（アジア航測（株））・久保田七海（同）・篠原光礎（同）・浅井樹（同）・小林英明（国土交通省
関東地方整備局利根川上流河川事務所）・後藤修（同）
PJ-42. 「渡良瀬遊水地湿地再生事業における外来植物等の生育抑制試験」：「事」
丹野幸太※（アジア航測（株））・久保田七海（同）・篠原光礎（同）・小林英明（国土交通省関東地方整
備局利根川上流河川事務所）・後藤修（同）
PJ-43. 「兵庫県豊岡市の42の水田における水生動物群集の類型化-環境保全型水田の水生動物は
リッチか？-」：「研」
丸山勇気※（兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント）・佐川志朗（兵庫県立大学大学院/兵庫県立
コウノトリの郷公園）・田和康太（兵庫県立大学大学院/滋賀県立大学）・内藤和明（兵庫県立大学大学
院/兵庫県立コウノトリの郷公園）
PJ-44. 「ビオトープに生息するトノサマガエルの保全に関する研究～餌利用の把握～」：「研」
竹原吏来※（北里大学大学院獣医学系研究科）・杉浦 俊弘（同 獣医学部）・馬場三久（同）
PJ-45. 「再導入後のコウノトリ Ciconia boyciana における餌生物の推定―飼育個体と野外個体で安定
同位体比は異なるか？―」：「研」
田和康太※（兵庫県立大学／滋賀県立大学）・佐川 志朗（兵庫県立大学／兵庫県立コウノトリの郷公
園）・三橋 陽子（兵庫県立コウノトリの郷公園）
PJ-46. 「兵庫県豊岡市の冬水たんぼで越冬する水生動物群集」：「研」
佐川志朗※（兵庫県立大学／兵庫県立コウノトリの郷公園）・田和康太（兵庫県立大学大学院／滋賀県
立大学）・三浦豊彦（兵庫県但馬県民局）
PJ-47. 「中池見湿地における希少植物種の保全に向けた草刈り時期の検討」：「研」
野一色麻人※（滋賀県立大学大学院環境科学研究科）・浜端悦治（同）
PJ-48. 「福井県越前市における過去・現在のコウノトリの生息地の状況について」：「事」
藤長裕平※（越前市産業環境部農政課 コウノトリ共生推進室）・日和佳政（同）・村田薬師（（株）環境ア
セスメントセンター敦賀事務所）・関岡裕明(同)
PJ-49. 「湿原における水文環境モニタリング手法の検討」：「事」
藤村善安（日本工営（株）中央研究所）
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セッションＫ 自然再生
PK-50. 「重信川（愛媛県）における自然再生事業の最新事例の報告-開発霞自然再生事業における合
意形成の視点から」：「事」
甲斐崇※（（株）四電技術コンサルタント）・福井哲也（同）・鈴江 弘典（同）・野口和恵（同部）・大津洋暁
（同）
PK-51. 「地元住人と行ったイシガイ科二枚貝類の農業水路からの救出と一時保管」：「事」
三浦一輝※（北海道大学院 地球環境科学研究院）・斉藤裕也（ヤリタナゴ調査会）・伊藤一雄（NPO法
人川島ネイチャークラブ）・大森秋郎(同)・根岸淳二郎（北海道大学院 地球環境科学研究院）
PK-52. 「大和川に造成したワンドにおける環境の変遷と今後」：「事」
萩原大※（近畿大学農学部）赤尾大樹（同）・森尾憲（大阪府八尾市）・藤木得（同）・澤畠拓夫（近畿大
学農学部）・河内香織(同)
セッションＬ 魚類生息環境
PＬ-53. 「堰堤下流部が傾斜路だと、底生魚が遡上できるときもある」：「事」
田原大輔※（福井県立大学海洋生物資源学部）・岩崎雄介（同）
PL-54. 「山地上流域における個体群存続可能性分析（PVA）を用いた魚類の生息環境評価の試み～
治山事業における活用事例～」：「事」
有賀誠※（明治コンサルタント(株)）・中村太士（北海道大学）・高橋緑（明治コンサルタント(株)）・林友和
（林野庁森林整備部治山課）・森田健太郎(水産総合研究センター)
PL-55. 「魚類分布・横断構造物・河川環境から考える木山川中流域の自然再生適地に関する研究」：
「研」
野口修司※（九州大学大学院）・山下奉海（同 持続可能な社会のための決断科学センター）・兵頭拓
（同 大学院）・島谷幸宏（同 大学院工学研究院）
PＬ-56. 「遺伝情報を活用した河川事業に関する評価法の研究_その２」
太田宗宏※（（株）建設環境研究所）・飛鳥川達郎(同)・安形仁宏（（株）建設環境研究所）・増本育子
（中電技術コンサルタント（株））・村岡敬子（独立行政法人土木研究所）
セッションＭ 河床環境評価
PM-57. 「付着藻類の現存量を左右する要因は何か？
類の現存量の比較～」：「事」

～モデルを用いたダム下流における付着藻

宮川幸雄※（（独）土木研究所自然共生研究センター）・萱場祐一（同 河川生態チーム）
PM-58. 「瀬切れ河川における河川整備計画段階の生息場所確保手法の提案」：「研」
兼頭淳※（（株） 建設技術研究所）・三橋 弘宗（兵庫県立大学自然・環境科学研究所）・辻 光浩（滋賀
県）・瀧 健太郎（同）、福永 智之（同）・北村 裕二（同）・竹内 義幸（（株） 建設技術研究所）
PM-59. 「山地河川に見られるステッププール構造が有機物の堆積に及ぼす影響」：「研」
渡辺晋※（東京大学大学院工学系研究科）・知花武佳（同）・尾花まき子（名古屋大学大学院工学系研
究科）・原田大輔（東京大学大学院工学系研究科）
PM-60. 「菊池川流域の地質と山地渓流のStep-Pool構造の関係」：「研」
佐藤辰郎（九州大学持続可能な社会のための決断科学センター）・黒木 啓孝（九州電力）・大山 璃久
（同 大学院工学府）・島谷 幸宏（同大学院工学研究院）
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セッションＮ 河口域･干潟
PN-61. 「河川水辺の国勢調査（魚類）を用いた河川汽水域における生物生息適地モデルによる生息環
境評価」：「研」
前田義志※（国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部 河川研究室）・中村圭吾（同）・鈴
木宏幸（同）・服部敦（同）・早坂裕幸（いであ（株） 国土環境研究所 生態解析部）
PN-62. 「ハゼ類およびカニ類を指標にした河口干潟のハビタット類型と環境特性」：「研」
乾隆帝※（山口大学大学院理工学研究科）・赤松良久（同）・小山彰彦（九州大学生物資源環境科学
PN-63. 「植生管理用トレンチ内の水質と水生生物の環境評価に関する一考察」：「研」

PN-64.
PN-65.
PN-66.
PN-67.
PN-68.
PN-69.

木塚綾※（佐賀大学大学院工学系研究科）・山西博幸（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター）・長濱
祐美（同）
「東京湾の魚類の生息場と生活史に基づく分類」：「研」
秋山吉寛※（国土技術政策総合研究所）・井芹絵里奈(同)・岡田知也(同)
「淀川汽水域におけるヨシの生産・分解・呼吸に関する現地観測」：「研」
田中孝一※（大阪府立大学工業高等専門学校）・川崎太輝（同）・大谷壮介（同）
「淀川湿地帯における春季のCO 2 二酸化炭素フラックスの観測」
鞠川純平※（大阪府立大学工業高等専門学校）・田中孝一（同）・川崎太輝（同）・大谷壮介（同）
「河口干潟の堆積物-水面における炭素収支の季節変化と水質・底質環境の関係」：「研」
川崎 太輝※（大阪府立大学工業高等専門学校）・田中孝一（同）・大谷壮介（同）
「河川高水敷に造成されたワンドにおける形状とその維持状況との関係」：「研」
浅井淳平※（東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻）・原田大輔（同） ・知花武佳（同）
「ヤマトオサガニの巣穴からの栄養塩回帰と藻類による固定」：「研」

大谷壮介※（大阪府立大学工業高等専門学校）・上月康則(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研
究部)・山中亮一(同)
PN-70. 「河口域における淡水魚類の群集構造とその形成要因」：「研」
満尾世志人（新潟大学 朱鷺・自然再生学研究センター）
PN-71. 「河川感潮域の多自然護岸による湿地再生と希少貝類の保全事例」：「事」
酒井奈美※（西日本技術開発（株））・山根明(同)・林真希子(同)・
国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所河川環境課
PN-72. 「多年度にわたる河口域潮間帯継続評価における研究連携と質的保障」：「研」
桝本輝樹※（千葉県立保健医療大学）・齊藤肇(水研センター)・吉田稔(国土交通省関東地方整備局横
浜港湾空港技術調査事務所)・中村匡（（株）日本 N・U・S）・古殿太郎（いであ（株））・風間真紀（同）・
陶山典子（（株）ドリスジャパン）・会田真理子（東京海洋大）・西栄二郎（横浜国大）・黒住耐二（千葉県
立中央博）・駒井智幸 (同）・富川光 （広島大・院）・中山聖子 （東邦大京湾生態系研究センター )・多
留聖典 （同 )・風呂田利夫 （同 )
PN-73.

「石炭灰造粒物による高有機泥が堆積した干潟での生物生息環境の改善について」：「研」

中本健二※（広島大学大学院工学研究科）・樋野和俊（中国電力（株）電源事業本部）・柳楽 俊之
（同）・日比野忠史（広島大学大学院工学研究科）
PN-74. 「海浜性植物ハマボウフウの保全対策技術─四日市港臨港道路(霞４号幹線)事業に伴う環境
保全技術事例─」：｢事」
桒原 淳※（(株)環境アセスメントセンター）・葛山博次（三重自然誌の会）・関根洋子（(株)環境アセスメン
トセンター）・永翁智雄（同）・山口孝昭（国土交通省中部地方整備局四日市港湾事務所）
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