
 

 

2013年度 水産海洋学会研究発表大会 
  

期日：  2013 年 11月 14日（木）– 17日（日） 

 

会場：  京都大学北部総合教育研究棟ほか 

 （〒606-8502  京都市左京区北白川追分町  Tel: 075-753-5081） 

 

日程： 

11月 14日（木） 13:00－17:30 サテライトシンポジウム 「気候変動に伴う水

産資源・海況変動予測技術の革新と実利用化」 

11月 15日（金） 09:30－17:15 シンポジウム 「沿岸海域の複合生態系 ―資

源生物生産研究の新たな視点―」 

 12:00－13:00 学会賞選考委員会 

 18:00－20:00 ナイトセッション 若手研究者の未来のため

に－論文を書こう！－ 

11月 16日（土） 08:30－ 参加受付開始，ポスター貼り付け開始 

 09:00－17:00 口頭発表，ポスター展示，機器展示 

 12:00－13:30 幹事会，ポスター立ち会い発表 

 17:15－18:00 宇田賞受賞記念講演 

 18:30－20:30 懇親会 

11月 17日（日） 09:00－16:30 口頭発表，ポスター展示，機器展示 

 12:00－13:00 ポスター立ち会い発表 

 16:30－16:45 若手優秀講演賞表彰式 

 

参加費： 一般会員 3,000円，非会員 4,000円，学生 2,000円（事前申込，要旨集代含む） 

当日申し込みは＋1,000円 

東日本大震災被災会員は，申請により免除 

40歳以下の若手会員のうち論文筆頭著者は，申請により免除 

 

懇親会： 11月 16日（土）18:30–20:30 

会場：京都大学 カフェレストランカンフォーラ 

会費：5,000円（当日申し込みは＋1,000円） 

※ 懇親会の当日申込は人数によりお断りする場合があります． 

 

開催要項 HP： http://www.butsuri.marine.kais.kyoto-u.ac.jp/jsfo2013.html 

 

実行委員会：  委員長 山下 洋  (京都大学フィールド科学教育研究センター) 

 副委員長 笠井亮秀 (京都大学フィールド科学教育研究センター) 

 事務局長 小林志保 (京都大学フィールド科学教育研究センター) 

 

連絡先： 大会事務局（小林志保， Tel: 075-753-6216，jsfo2013@kais.kyoto-u.ac.jp） 



 

 

研究発表大会プログラム 

  

口頭発表（京都大学北部総合教育研究棟 益川ホール） 

 

１． 発表時間は 12分間（質疑 2分間を含む）です．8分後に第 1鈴，10分後に第 2鈴，12

分後に第 3鈴（最終鈴）が鳴ります．発表時間は交代に要する時間を含みます． 

２． ○印は発表者です．発表者は会場に次の時刻までに発表用のファイルを持参ください． 

午前中の発表：当日の 8：40まで 午後の発表：当日の 12：40まで 

 

第１日 11月 16日（土） 

沖合資源  

座長：日比野 学  

01. 09:00–09:12 食物網特性と漁業のインパクトに注目した海洋生態系評価の試み 

  ○清田雅史・米崎史郎（水研セ国際水研），亘 真吾（水研セ瀬戸内水研）・

成松庸二・服部 努・伊藤正木（水研セ東北水研），田 永軍（水研セ日水

研） 

02. 09:12–09:24 漁業統計データが示す東北沖の漁業と生態系の変遷 

  ○米崎史郎・清田雅史（水研セ国際水研） 

03. 09:24–09:36 混群形成からみた小型ハクジラ類のハビタット利用様式 

  ○金治 佑・宮下富夫・木白俊哉（水研セ国際水研）・岡崎 誠（水研セ中

央水研） 

04. 09:36–09:48 コアレセント・シミュレーションによるマイワシ加入過程の検討 

  ○丹羽洋智・柳本 卓・梨田一也（水研セ中央水研） 

座長：金治 佑  

05. 09:48–10:00 アザミウマとマイワシ太平洋系群に共通する個体群動態モデル 

  ○桜本和美（海洋大） 

06. 10:00–10:12 統合型資源評価モデルの光と影：モデルの誤りが引き起こすデータ間の矛

盾 

  ○市野川 桃子・岡村 寛（水研セ中央水研）・竹内幸夫（水研セ国際水研） 

07. 10:12–10:24 資源の動的管理に現れる複数の平衡点と系の可視化 

  ○大西修平（東海大海洋） 

沿岸資源  

座長：市野川 桃子  

08. 10:24–10:36 スケトウダラ太平洋系群の孕卵数の再検討 

  ○田中寛繁・濱津友紀・森 賢（水研セ北水研） 

09. 10:36–10:48 オホーツク海北海道沿岸域における地まきホタテガイの貝柱重量と海洋

環境の関係 

  ○品田晃良（道総研中央水試）・宮園 章・三好晃治（道総研網走水試） 



 

 

10. 10:48–11:00 北海道のなまこけた網漁業における規制方法の組み合わせによる資源管

理効果の試算 

  ○佐野 稔（道総研稚内水試）・合田浩朗・高柳志朗（道総研釧路水試）・

鵜沼辰哉（水研セ北水研）・和田雅昭（はこだて未来大）・畑中勝守（東

京農大）・宮下和士（北大 FSC） 

11. 11:00–11:12 近未来予測モデルを用いた日本沿岸におけるカジメの磯焼け発生確率 

  ○髙尾 信太郎（北大院地球環境）・熊谷直喜・山野博哉（環境研）・藤

井賢彦・山中康裕（北大院地球環境） 

座長：村瀬慎司  

12. 11:12–11:24 福島県における沿岸漁業の操業自粛による異体類資源への影響評価 

  ○岩崎高資（福島水試相馬）・平川直人・早乙女 忠弘（福島水試） 

13. 11:24–11:36 標本船操業日誌解析に基づく福島県産海産物の空間・水深分布 

  ○和田敏裕（福島水試相馬）・山田 学・早乙女 忠弘・水野拓治（福島水

試） 

14. 11:36–11:48 東京湾における成長の異なるマコガレイの時空間分布 

  ○石井光廣（千葉水総研セ）・片山知史（東北大院農） 

15. 11:48–12:00 伊勢湾における底層貧酸素化に伴う底びき網混獲物の変化 

  ○日比野 学・松澤忠詩・古橋 徹・谷 光太郎（愛知水試漁生研）・青山

高士・川村耕平（愛知栽培セ）・渡邊正弥・中村元彦（愛知県水産課） 

   

 12:00-14:00 昼休み，ポスター立ち会い説明 

   

座長：和田敏裕  

16. 14:00–14:12 瀬戸内海東部におけるマダイの資源増大と環境変動の関係 

  ○山本昌幸（香川水試）・大美博昭（大阪環農水研）・安江尚孝（和歌山県

研究推進室）・宮原一隆（兵庫水技セ）・笠井亮秀（京大フィールド研） 

17. 14:12–14:24 瀬戸内海中東部におけるニシン目魚類ヒラの年齢と成長 

  ○益井敏光（香川水試） 

18. 14:24–14:36 速水の瀬戸（瀬戸内海・豊後水道）におけるブリ未成魚の潜水行動 

  ○阪地英男（水研セ中央水研）・梶 逹也（高知水試）・久野正博（三重水

研） 

19. 14:36–14:48 1日当たり総産卵量（DEPM）による豊予海峡周辺海域におけるマアジの

資源量推定 

  ○西山雅人・徳光俊二（大分水研）・斉藤真美（日本エヌ・ユー・エス（株）） 

 

20. 14:48–15:00 有明海におけるホシガレイ人工種苗の適正な放流サイズと時期の検討 

  ○村瀬慎司（長崎水試）・松村靖治（長崎県資源管理課）・山下 洋（京大

フィールド研） 

 



 

 

21. 15:00–15:12 八重山海域におけるナミハタの資源評価と産卵場保護区の効果 

  ○太田 格・海老沢 明彦（沖縄水海技セ）・名波 敦（水研セ西水研）・秋

田雄一・上原匡人（沖縄水海技セ） 

海況，漁況  

座長：清水勇吾  

22. 15:12–15:24 ホタテガイ養殖のための沿岸低塩分水の海洋予報：噴火湾の例 

  〇中田聡史（京大国際高等教育院）・石川洋一（JAMSTEC）・淡路敏之（京

大）・小山田 耕二（京大国際高等教育院）・齊藤誠一（北大水産） 

23. 15:24–15:36 衛星海面高度計およびA-Line資料に基づく道東陸棚斜面域における親潮

の弱化トレンド 

  ○黒田 寛（水研セ北水研/中央水研）・和川 拓（水研セ東北水研）・清水勇

吾（水研セ中央水研）・伊藤進一・筧 茂穂・奥西 武・大野創介（水研セ

東北水研）・葛西広海（水研セ北水研）・日下 彰（水研セ中央水研/北水研）・

A-Line チーム 

24. 15:36–15:48 北海道沿岸域におけるスルメイカ漁場予測モデルの開発とデータ提供の

試み 

  ○齊藤誠一・張 勲・平譯 享（北大院水産）・中田聡史・小山田 耕二・淡

路敏之（京大）・石川洋一・五十嵐 弘道（JAMSTEC） 

25. 15:48–16:00 Seagliderによる混合水域の断面観測 

  ○伊藤進一・筧 茂穂・奥西 武・和川 拓・大野創介（水研セ東北水研） 

26. 16:00–16:12 岩手県沿岸域の水温変化 

  ○和川 拓（水研セ東北水研）・黒田 寛（水研セ北水研）・伊藤進一・筧 

茂穂（水研セ東北水研）・山野目健・田中一志・遠藤裕樹（岩手水技セ） 

座長：中田聡史  

27. 16:12–16:24 係留ブイによるリアルタイムモニタリングで得られた大槌湾の風と波浪

の特性 

  ○小松幸生(東大院新領域／大気海洋研)・田中 潔（東大大気海洋研） 

28. 16:24–16:36 三陸定置網カツオ入網の海況条件の一知見 

  高橋浩二・高口俊之・〇為石日出生（JAFIC） 

29. 16:36–16:48 イカ釣り操業時に漁灯を減灯すると船底下のスルメイカは逃げてしまう

か？ 

  ○髙原英生(水研セ日水研)・高尾芳三(水研セ水工研)・四方崇文(石川水総

セ)・笹倉豊喜（フュージョン(有)）・渡部俊広(水研セ水工研) 

30. 16:48–17:00 周防灘における粒子フラックスの特性に関する研究 

  ○池田大樹・井関和夫・三瓶 真・橋本俊也（広大院生物圏） 

   

宇田賞受賞記念講演 

 17:15–18:00 小型浮魚類とアカイカの資源動態と持続的利用に関する研究 

  谷津明彦（水研セ西水研） 



 

 

懇親会  

 18:30–20:30 カフェレストランカンフォーラ 

   

 

第 2日 11月 17日（日） 

海況・漁況  

座長：黒田 寛  

31. 09：00－09：12 東シナ海のまき網におけるブリの漁獲変動に与える海況と他魚種の影響 

  ○謝 旭暉（JAFIC）・田 永軍（水研セ日水研）・本田 修・飯泉 仁（JAFIC）・

友定 彰（東大大海研） 

32. 09：12－09：24 東シナ海南部海域における近年の冬季波浪動向 

  ○宍道弘敏（鹿児島水技セ）・水野 紫津葉・小松輝久（東大大海研） 

33. 09：24－09：36 人工衛星資料に基づく直近約 20年の黒潮の昇温と加速 

  ○清水勇吾(水研セ中央水研)・奥西武(水研セ東北水研)・安倍大介(水研セ

中央水研)・黒田 寛(水研セ北水研)・瀬藤 聡・廣江 豊・市川忠史・日高

清隆・日下 彰・児玉武稔(水研セ中央水研) 

34. 09：36－09：48 日本海における急潮予測システムの開発 

  ○渡邊達郎・井桁庸介・山崎恵市（水研セ日水研）・鮎川航太（福井水

試）・広瀬直毅（九大応力研） 

魚類  

座長：山本昌幸  

35. 09：48－10：00 アーカイバルタグ・データを用いたメバチ（Thunnus obesus）未成魚の

体温調節機構の解明 

  ○日野晴彦（東京都水産課）・北川貴士（東大大海研）・松本隆之（水研セ

国際水研）・木村伸吾（東大院新領域／大海研） 

36. 10:00－10：12 東シナ海および日本海西部におけるマアジ稚魚の成長様式 

  ○髙橋素光・佐々 千由紀・塚本洋一（水研セ西水研） 

37. 10:12－10:24 東シナ海におけるガンギエイの資源生態学的特性 

  ○原 康二郎・古満啓介（長大院水環）・青島 隆・兼原壽生（長大水産）・

山口敦子（長大院水環） 

38. 10:12－10:24 筑後川－有明海におけるエツの回遊履歴 

  ○横内一樹（長大海セ）・松本昌大・金澤孝弘（福岡水技セ）・石松惇（長

大海セ） 

39. 10:24－10:36 有明海におけるナルトビエイ来遊量の推定手法 

  ○城内智行(九環協)・山口敦子・中田英昭(長大院水産)・原 武士(全国水産

技術者協会) ・西村明(水研セ西水研)・山口信司(九州農政局) 

40. 10:36–10:48 マアジの成熟・排卵タイムコースおよび水温別孵化所用時間 

  今永惟由・入路光雄・魚住和弘（九大院農）・酒井 猛・依田真里・塚本洋

一（水研セ西水研）・○松山倫也（九大院農） 



 

 

卵稚仔  

座長：高橋素光  

41. 10:48–11:00 オホーツク海と日本海北部沿岸域に生息するマガレイ稚魚の食性の比較 

  ○小林由紀・髙津哲也（北大院水）・城 幹昌（道総研網走水試）・山口

宏史（道総研稚内水試） 

42. 11:00–11:12 サンマの産卵・孵化と月齢 

  ○友定 彰（東大大海研）・大関芳沖・高須賀 明典・岡村 寛（水研セ中央

水研）・安田一郎（東大大海研） 

43. 11:12–11:24 スルメイカ幼生の摂餌生態～顎板発達から見た捕食開始期の推定 

  ○内川和久・後藤常夫・木所英昭（水研セ日水研） 

44. 11:36–11:48 近年の大阪湾におけるカタクチイワシシラス期の成長 

  ○山本圭吾（大阪環農水研） 

45. 11:48–12:00 筑後川河口域における有明海特産魚エツ仔稚魚の分布と食性 

  ○鈴木啓太（京大フィールド研）・兼松陽太（Z会）・中山耕至（京大院

農）・田中 克（国際高等研） 

   

 12:00–13:30 昼休み，ポスター立ち会い説明 

   

プランクトン  

座長：山本圭吾  

46. 13:30–13:42 駿河湾における円石藻 Emiliania huxleyi と Gephyrocapsa oceanica の

季節変化 

  ○萩原直樹・千賀康弘（東海大海洋） 

47. 13:42–13:54 2011～2012年の日本海クロマグロ産卵場における仔魚の生物環境 

  ○森本晴之・井口直樹（水研セ日水研）・石原大樹・長田暁子（水研セ国

際水研）・北島 聡（水研セ西水研）・土井 航（東海大海洋） 

48. 13:54–14:06 対馬暖流域におけるカタクチイワシの産卵期の餌料環境 

  ○北島 聡（水研セ日水研／西水研）・森本晴之・内川和久・後藤常夫・井

口直樹（水研セ日水研） 

49. 14:06–14:18 日本周辺水域における動物プランクトン現存量の季節・経年変動 

  ○田所和明・筧 茂穂（水研セ東北研）・髙須賀 明典（水研セ中央水

研）・日高清隆（水産庁）・市川忠史（水研セ中央水研）・森本晴之

（水研セ日水研）・亀田卓彦・北島 聡（水研セ西水研）・西内 耕・杉

崎宏哉（水研セ） 

モデル・その他  

座長：仙北屋 圭  

50. 14:18－14:30 苫田ダム（奥津湖）における形態別の栄養塩濃度の変化 

  ○高木秀蔵・近藤正美（岡山水研）・土江清司（苫田ダム管理）・藤原建紀

（いであ（株）） 



 

 

51. 14:30–14:42 CFD手法を用いた魚類養殖水槽内における水流シミュレーション 

  ○田丸修（水研セ水工研）・高橋勇樹（北大院水）・陸田秀実（広大院工）・

三好潤（水研セ水工研）・安間洋樹（北大院水） 

52. 14:42–14:54 有明海のカキ礁を構成するカキ類３種のろ水速度 

  ○八谷三和・中野昌次・鈴木健吾・徳永貴久・岡村和麿・樽谷賢治・木元

克則（水研セ西海水研） 

53. 14:54–15:06 有明海における貧酸素水塊の数値シミュレーション －現状とカキ礁を用

いた対策－ 

  ○速水祐一（佐賀大）・山口創一（九大総理工）・木元克則（水研セ西水研） 

54. 15:06–15:18 温暖化による大阪湾の環境変異と生物応答 

  ○鍋島靖信（大阪環農水総研） 

座長：八谷三和  

55. 15:18－15:30 温暖化がアカガイのへい死に及ぼす影響  ―七尾湾の事例－ 

  ○仙北屋 圭・大慶則之（石川水総セ）・小林志保（京大フィールド研） 

56. 15:30–15:42 連続観測装置で捉えた東京湾における青潮時の貧酸素水塊の挙動 

  ○森岡裕詞（海保情報部） 

57. 15:42–15:54 漁獲管理のインプットコントロールに基づく漁船設計 

  ○三好 潤（水研セ水工研）・川崎潤二（水大校）・田丸 修・升也利一（水

研セ水工研） 

58. 15:54–16:06 生息地モデルの比較 ―北西太平洋におけるイワシクジラを事例に― 

  ○村瀬弘人（水研セ国際水研）・北門利英（海洋大）・金治 佑（水研セ国

際水研）・松岡耕二（日鯨研）・岡崎誠（水研セ中央水研）・上田直久（日

鯨研） 

59. 16:06–16:18 相模湾における定置網研究について 

  ○石戸谷 博範・山本 章太郎・相澤 康・高村正造(神奈川水技セ相模湾) 

60. 16:18－16:30 マルチビーム魚探機ME70と計量魚探機 EK60の併用による魚群観測 

  ○安部幸樹・松裏知彦(水研セ水工研)・大下誠二（水研セ国際水研）・安

田十也・由上龍嗣・福若雅章(水研セ西水研) 

 

若手優秀講演賞表彰式 

 16:30–16:45  

 

 



 

 

ポスター発表（北部総合教育研究棟 益川記念館展示ホール） 

 

ポスター掲示期間：  11月 16日(土) 09:00 — 11月 17日(日) 16:00 

発表者立ち会い説明：  11月 16日(土) 13:30-14:30, 17 日(日) 12:00-13:00 

１． サイズ：A0 サイズ（90cm×120cm）が貼付け可能な縦型パネルと画鋲などを用意

します． 

２． 掲示：ポスターの掲示は 11月 16日(土) 08:30 から可能です． 

３． 下記に指定された日程に立ち会い説明をお願いします（それ以外も可能です）． 

奇数番号のポスター： 11月 16日(土) 12:30-13:30 

偶数番号のポスター： 11月 17日(日) 12:00-13:00 

４． 撤収：11月 17日(日) 16:30 までに各自で撤収して下さい．これ以降に残されたポ

スターは，実行委員会で処分します． 

 

P01 日本海におけるクロマグロ産卵・仔稚魚期の海面水温特性 

  ○瀬川恭平・稲掛伝三・岡崎誠・増島雅親（水研セ中央水研）・竹内幸夫（水研

セ国際水研） 

P02 ブリ卵稚仔の輸送シミュレーション 

  ○辻 俊宏（石川水総セ）・広瀬直毅（九大応力研） 

P03 仔魚の窒素・炭素安定同位体比に及ぼす保存液の影響 

  ○岡崎雄二（水研セ東北水研）・市川忠史（水研セ中央水研）・田所和明（水研

セ東北水研） 

P04 舞鶴湾のマナマコ幼生出現傾向からみた産卵周期と分散傾向  

  ○澤田英樹（京大フィールド研）・山﨑哲也（京大院農）・南 憲史（北大院

水）・上野正博・山下 洋（京大フィールド研） 

P05 仔稚魚採集用MOHTおよび IKMTにおけるサイズ選択性 ―ダイニーマ綟網の網

目選択と小型MOHTと IKMTにおける網口回避 

  ○朱 媛媛・東海 正・胡 夫祥（海洋大科学）・久保田 洋（水研セ）・大関芳沖

（水研セ中央水研） 

P06 北海道日本海におけるサクラマスの海洋生活期の生残について 

  ○飯嶋亜内・宮腰靖之・青山智哉・大森 始（道総研さけます内水試） 

P07 カタクチイワシ産卵親魚の孵化月による成長履歴の違い 

  ○邢 暁曦（東大大海研）・須原三加（水研セ中央水研）・山下 洋（京大フィー

ルド研）・河村知彦・渡邊良朗（東大大海研） 

P08 オホーツク海東部沿岸におけるサケとカラフトマス幼稚魚の分布と成長  

  ○宮腰靖之・藤原 真・虎尾 充（道総研さけます内水試）・金子信人・清水宗敬

（北大院水） 

P09 道東海域へのサンマの来遊と大型魚の肥満度 

  ○渡邉一功（JAFIC) 

P10 九州西方海域におけるマグロ属稚魚の分布環境 

  ○増島雅親・岡崎 誠・児玉武稔（水研セ中央水研）・石原大樹・太田朋子（水研

セ国際水研）・清水庄太（海洋大） 

 



 

 

P11 親潮前線の季節的な変動について  

  ○筧 茂穂・伊藤進一・奥西 武・和川 拓・奥田邦明（水研セ東北水研） 

P12 クロマグロ産卵期の琉球列島周辺海域における栄養塩・クロロフィル分布 

  ○亀田卓彦（水研セ西海水研）・増島雅親（水研セ中央水研）・鈴木伸明（水研

セ国際水研）・田邉智唯・青沼佳方（水研セ西海水研）・清水庄太（海洋大）・

石原大樹（水研セ国際水研）・児玉武稔・市川忠史（水研セ中央水研） 

P13 222Rnを用いた大槌湾の海底湧水環境評価 

  〇杉本 亮・本田尚美（福井県大海洋生物資源）・小野昌彦（産総研）・宮田洋実

（京大院農）・小林志保（京大フィールド研）・谷口真人（地球研） 

P14 1970年代初頭に起きたレジームシフトに伴う日本海水温分布の変化  

  ○井桁庸介・山﨑恵市・渡邊達郎（水研セ日水研） 

P15 衛星海面高度資料による九州南東沖の黒潮の離接岸予測 

  ○瀬藤 聡・清水 学・清水勇吾・斉藤 勉（水研セ中央水研） 

P16 橘湾への Chattonella赤潮流入過程  

  ○青木一弘（水研セ中央水研）・鬼塚 剛（水研セ瀬戸内水研）・清水 学（水研

セ中央水研）・黒田 寛（水研セ北水研）・瀬藤 聡（水研セ中央水研）・平野慶

二・山砥稔文・北原 茂・石田直也（長崎水試） 

P17 カタクチイワシの経験水温と耳石酸素安定同位体比の関係 

  ○張 愷・山根広大・天野洋典・堀 真子（東大大海研）・米田道夫（水研セ瀬戸

内水研）・渡邊良朗（東大大海研） 

P18 アカイカ冬春季産卵群 CPUEと北西太平洋亜熱帯海域の風系経年変動 

  ○西川 悠・石川洋一・五十嵐 弘道・佐々木 祐二（JAMSTEC）・豊田隆寛（気

象研）・酒井光夫（水研セ東北水研）・淡路敏之（京大） 

P19 2011・2012年の秋季にまぐろはえ縄で漁獲されたメバチの食性と餌環境 

  ○中束明佳・塩﨑 航・平岡優子・余川 浩太郎（水研セ国際水研） 

P20 アカイカとツメイカに対する流し網の雌雄別選択性曲線 

  ○吉満友野・矢野綾子・東海 正（海洋大科学）・米崎史郎・清田雅史（水研セ国

際水研）・加藤慶樹・若林敏江・酒井光夫（水研セ東北水研八戸） 

P21 シマガツオに対する調査用流し網の選択性について  

  ○矢野綾子・吉満友野・東海 正（海洋大科学）・米崎史郎・清田雅史（水研セ国

際水研）・加藤慶樹・若林敏江・酒井光夫（水研セ東北水研八戸） 

P22 2013年春夏季の岩手県における定置網によるスルメイカの漁獲動向及び発生時期 

  ○永井愛梨・後藤友明（岩手水技セ）・山下紀生（水研セ北水研） 

P23 ハタハタの耳石の同位体比に基づく経験水温推定手法の再考 

  ○藤原邦浩・山田達哉・山本岳男・松倉隆一（水研セ日水研）・甲本亮太（秋田

水振セ） 

P24 北海道における沿岸水温環境とホタテガイ収穫量の時空間変動解析 

  ○柴野良太・藤井賢彦・山中康裕（北大院環境）・山野博哉（環境研）・高尾信

太郎（北大院環境） 



 

 

P25 丹後海における底質環境 

  ○山﨑哲也（京大院農）・澤田英樹・上野正博・山下 洋（京大フィールド研） 

P26 北海道厚岸湖におけるアサリの個体群動態 

  ○長谷川 夏樹（水研セ増養殖研）・鬼塚年弘（水研セ北水研） 

P27 3kg未満のミズダコが脱出可能なタコ篭の改良 

  ○長野晃輔（北大院水）・山本 潤（北大 FSC）・野呂恭成（青森県農林水産

部）・桜井泰憲（北大院水） 

P28 岩手県山田湾におけるアカモクの分布推定 

  ○南 憲吏（北大院水）・喜多 千穂海（北大水）・富安 信（北大院環）・澤井雅

幸（岩大三水研セ）・宮下和士（北大フィールド科セ） 

P29 東日本大震災以降の岩手県沿岸におけるヒラメの資源動向 

  ○後藤友明（岩手水技セ） 

P30 藻場の生態系サービスの包括・定量評価および経済価値評価のとりくみ ～あなたは

生態系にいくら支払いますか？ 

  ○小路 淳（広大院生物圏科） 

P31 マタン・マングローブ河口域生態系における炭素・窒素安定同位体比による落葉有

機物利用実態の検証 

  ○田中勝久（水研セ国際水研）・岡村和麿（水研セ西水研）・渡部諭史（国際農

研セ）・横山 壽（京大フィールド研） 

P32 能登周辺海域のカイアシ類ノープリウスの分布がカタクチイワシ仔魚の捕食におよ

ぼす影響 

  ○高橋 卓（(財)上越環境）・森本晴之（水研セ日水研） 

P33 日本周辺浅海域における潜砂性アミ類 5種およびその種内系統の地理的分布 

  ○富永 修・内山貴博（福井県大海洋生資）・水野剛志（福井工大工）・石黒直哉

（城西大理） 

P34 浅海域における生物調査のフィールド教育への応用 ―経年データ(2007-2013)解析－ 

  ○岩崎貞治・上村泰洋・平井 香太郎・毛利紀恵・木下 光・小路 淳（広大生物

圏） 

P37 小浜湾浅海域における海底地下水の湧出と生物化学環境の季節変化 

  ○宮田洋実（京大院農）・小林志保（京大フィールド研）・杉本 亮・ 本田尚

美・富永 修・ 田原大輔（福井県大海洋生物資源）・谷口真人（地球研） 

P38 七尾湾におけるクロロフィル分布の季節変化 －陸域影響に着目して－ 

  ○原田 浩太朗（京大院農）・小林志保（京大フィールド研）・仙北屋 圭・ 大慶

則之（石川水総セ） 

P39 日本南岸域におけるシラス漁獲動向把握への取組み(1)  ～全体の概要～ 

  ○市川忠史・清水 学・瀬藤 聡（水研セ中央水研）・長谷川 雅俊・鈴木朋和（静

岡水技研）・住友寿明（徳島農水総技セ）・栁川晋一（高知水試）・安部洋平

（大分水研）・渡慶次 力（宮崎水試）・宮下和士（北大フィールド科セ）・丸岡

侑太（ソニック） 



 

 

P40 日本南岸域におけるシラス漁獲動向把握への取組み(2) ～黒潮流路との関係に着目

して～ 

  ○清水 学・瀬藤 聡・市川忠史（水研セ中央水研）・長谷川 雅俊（静岡水技

研）・住友寿明（徳島農水総技セ）・栁川晋一（高知水試）・安部洋平（大分水

研）・渡慶次 力（宮崎水試） 

P41 日本南岸域におけるシラス漁獲動向把握への取組み(3) ～体長組成から見たカタク

チシラス漁獲対象群の出現～ 

  ○長谷川 雅俊（静岡水技研）・渡慶次 力・甲斐史文（宮崎水試）・福田博文・

（宮崎県庁）・安部洋平（大分水研）・行平真也（大分県庁）・栁川晋一（高知

水試）・住友寿明（徳島農水総技セ）・和田隆史（徳島県庁）・市川忠史・清水 

学（水研セ中央水研） 

P42 日本南岸域におけるシラス漁獲動向把握への取組み(4) ～宮崎県沿岸域の漁場形成

と海洋環境～ 

  ◯渡慶次 力・甲斐史文（宮崎水試）・福田博文（宮崎県水産政策課）・市川忠

史・清水 学（水研セ中央水研） 

P43 日本南岸域におけるシラス漁獲動向把握への取組み(5) ～高知県沿岸域の漁場形成

と海洋環境 

  ○栁川晋一（高知水試）・市川忠史・清水 学（水研セ中央水研） 

P44 日本南岸域におけるシラス漁獲動向把握への取組み(6) ～漁業用魚探からのシラス

魚群情報抽出自動化の試み～  

  ○宮下和士（北大フィールド科セ）・丸岡侑太（㈱ソニック）・小平佳延（㈱

ESL）・長谷川 雅俊（静岡水技研） 

P45 東日本大地震により形成された塩生湿地のマクロベントス群集と環境 

  ○熊谷 洋一郎（京大フィールド研）・三簾仁志（東海大海洋）南 憲吏（北大院

水）・横山 寿・山下 洋（京大フィールド研） 

P46 北海道からシロザケを何尾放流したらよいか、をモデルで考える 

  ○岸 道郎・三輪 剛・上野洋路（北大）・永沢 亨（水研セ北水研） 

P47 クロマグロ当歳魚の漁獲量変動要因の解析と予測 

  〇東 明浩（宮崎水試） 

P48 海洋生物分布情報の可視化・マッピングツール（BISMaL Mapper）の概要 

  ○古島靖夫（JAMSTEC）・田中克彦（JAMSTEC/GODAC）・齋藤秀亮・藤倉

克則・園田 朗・華房康憲（JAMSTEC）・丸山 正（JAMSTEC/GODAC） 

 

  



 

 

水産海洋学会シンポジウム  

沿岸海域の複合生態系 ―資源生物生産研究の新たな視点― 

 

主催：水産海洋学会 

共催：文部科学省 海洋生物資源確保技術高度化事業 「沿岸複合生態系」 

日時：2013年 11月 15 日（金）09:30－17:15 

会場：京都大学北部総合教育研究棟 益川ホール 

コンビーナー：山下 洋，笠井亮秀（京大フィールド研），渡邊良朗，河村知彦（東大大海研），

一見和彦（香川大農），栗田 豊（水研セ東北水研） 

 

挨拶：  和田時夫（水産海洋学会会長） 09:30－09:35 

趣旨説明：山下 洋 （京大フィールド研） 09:35－09:45 

 

I 魚類 座長：渡邊良朗（東大大海研） 

1. ヒラメ 0～1 歳魚の成育場・沖合生息場の利用様式とその生態的意義 09:45－10:15 

栗田 豊（水研セ東北水研）・福西悠一（京大フィールド研）・荻野

裕平・小路 淳（広大院生物圏科）・山下 洋（京大フィールド研） 

2. ニシンの産卵場・成育場としての沿岸複合生態系 10:15－10:45 

山根広大（東大大海研）・白藤徳夫（水研セ東北水研）・渡邊良朗

（東大大海研） 

3. かわいい子には旅をさせよ ～スズキの遡河群と沿岸群の初期生活史～ 10:45－11:15 

冨士泰期（京大院農）・笠井亮秀・上野正博・山下 洋（京大フィー

ルド研） 

4. 亜熱帯藻場・干潟域の成育場機能とシロクラベラの生き残り戦略 11:15－11:45 

山田秀秋・福岡弘紀（水研セ西水研亜熱帯研セ）・太田 格（沖縄水

海技セ） 

 

II 無脊椎動物 座長：河村知彦（東大大海研） 

5. 舞鶴湾におけるマナマコの分布密度の季節変化と生息環境 12:45－13:15 

南 憲吏（北大院水）・益田玲爾・高橋宏司・澤田英樹・上野正博・

山下 洋（京大フィールド研） 

6. 岩礁藻場生態系におけるマイクロハビタットの構造と機能 13:15－13:45 

河村知彦（東大大海研）・高見秀輝（水研セ東北水研）・早川 淳・大

土直哉（東大大海研）・鬼塚年弘（水研セ北水研）・白藤徳夫（水研

セ東北水研）・三宅陽一（東大大海研）・木村伸吾（東大新領域／大

海研） 

7. アサリ資源を支える沿岸生態系と一次生産者 13:45－14:15 

一見和彦（香川大農）・長谷川 夏樹（水研セ養殖研）・伯耆匠二・河村

知彦（東大大海研）・山口一岩（香川大農）・鬼塚年弘（水研セ北水研） 



 

 

 

8. 震災後の大槌湾の動・植物プランクトン群集 14:15－14:45 

津田 敦・伊佐見 啓・西部 裕一郎・立花愛子（東大大海研） 

 

III ネットワーク 座長：笠井亮秀（京大フィールド研） 

9. 藻場を中心とする物質・生物のつながり：時・空間をまたぐ生物生産メカニ

ズム 15:00－15:30 

  小路 淳（広大院生物圏科）  

10．沿岸域の生態系ネットワーク再生による生態系サービス向上への取り組み 15:30－16:00 

堀 正和（水研セ瀬戸内水研） 

11．複合生態系モデリング：現状と課題 16:00－16:30 

伊藤幸彦（東大大海研）・笠井亮秀（京大フィールド研）・木村伸吾

（東大新領域／大海研） 

 

総合討論 座長：渡邊良朗，河村知彦（東大大海研），笠井亮秀，山下 洋（京

大フィールド研） 16:30～17:15 

閉会の挨拶：渡邊良朗（東大大海研） 

 

開催趣旨 

沿岸海域は，河口，干潟，藻場，砂浜，岩礁，マングローブ，珊瑚礁などのハビタット（個

生態系）の複合体として構成され，高い生物生産力と多様な生態系サービスによって，人間

社会の持続的な発展に重要な役割を果たしてきた．沿岸域に生息する生物は，季節や発育段

階に応じてこれらの個生態系を複雑に利用する．また「場」の観点から見ると，水，栄養塩

などの化学物質，粒子，生物が個生態系の間を移動し，個生態系間のネットワークにより生

物生産構造が維持される．ところが，沿岸域は人間活動の影響が集中する場所でもあり，海

岸・浅海域や河川の人為改変，富栄養化，貧酸素化，汚染などによって，本来の生態系機能

が大きく損なわれ，とくに漁業資源生産力の著しい低下という深刻な問題に直面している． 

本シンポジウムでは，個体群，群集，ハビタットなどの切り口から複合生態系の構造と機

能を検討し，複合生態系における資源生物生産という新たな観点から，劣化が進む沿岸海域

の再生の道を探る． 

 



 

 

ナイトセッション 

若手研究者の未来のために －論文を書こう！－ 

 

主催：水産海洋学会若手研究者活性化ワーキンググループ 

日時：2013年 11月 15日（金）18：00－20：00 

会場：京都大学農学部総合館フィールド科学教育研究センター第 1会議室（N283号室） 

 

講演内容 

 水産海洋学を持続的に発展させるためには、次代の研究活動を担う若手会員の活躍が不可

欠です。水産海洋学会では、昨年の 50周年記念シンポジウムナイトセッションにおいて若手

研究者から出された学会への要望や意見を受け、山下洋副会長を中心とする若手研究者活性

化ワーキンググループ(WG)を立ち上げました。そのWG では、若手会員の置かれた状況を調

査分析し、どのような支援ができるかを検討しています。その一環として、今回のナイトセ

ッションでは、若手研究者がより良い論文を書くためにどのような点に気をつければよいか

について、講演会を行います。 

各試験研究機関に所属する方は、貴重な観測・実験結果やサンプルをお持ちの方も多いで

しょう。それらは、非常に多くの労力と時間をかけて取得したはずです。しかし、それらの

データも公表しなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。研究室の片隅に眠っていたデ

ータが、もう少しの努力で論文として花開き、多くの人々の目に触れられ、読者に感銘を与

える著作となります。また、試験研究に対する予算が年々削られる中、論文を発表すること

で、これまでの業務や研究の重要性を再認識させる一助ともなるでしょう。 

 今回のナイトセッションでは、これまで数多くの学術論文を発表し、また査読者としても

多くの論文に携わってきた北川貴士氏（東京大学大気海洋研究所）をお招きして、投稿論文

の書き方についての講演をしていただきます。1) 受理される論文を書くためのキーポイント、

2) 査読者から見たよい論文・悪い論文、3) アウトプットを意識した関連論文の読み方、等に

重点を当て、肩の凝らない話題を提供していただきます。参加者からの質問も歓迎します。 

 この講演に参加した後は、筆が進むこと請け合いです。多くの方々の参加をお待ちしてお

ります。 

  



 

 

RECCA 公開シンポジウム   

気候変動に伴う水産資源・海況変動予測技術の革新と実利用化 

主催: 文部科学省・気候変動適応研究推進プログラム（RECCA） 

共催: 水産海洋学会 

日時: 2013 年 11 月 14 日（木）13:00-17:30 

会場: 京都大学大学院理学研究科セミナーハウス 

コンビーナー: 淡路敏之（京大）・齊藤誠一（北大）・石川洋一（JAMSTEC）・蒲地政文（気象研）・酒井光

夫（水研セ） 

 

挨 拶・趣旨説明：淡路敏之（京大・JAMSTEC）  13:00-13:10  

 座長 蒲地政文（気象研） 

1. ピンポイント漁場探索のための海洋データ同化   碓氷典久（気象研） 13:10-13:30  

2. 海洋再解析データを用いたアカイカ HSI モデル   加藤慶樹（水研セ） 13:30-13:50  

3. 衛星データを用いたアカイカ HSI モデル   齊藤誠一（北大） 13：50-14:10  

4. ピンポイント漁場探索情報の漁業者へのウェブ配信   五十嵐弘道（JAMSTEC） 14：10-14：30 

 ―休憩― 

5. 三圏結合同化システムによる海洋環境変動予測   西川史朗（JAMSTEC） 14:40-15:00  

6. アカイカ中期資源変動予測モデルの開発   西川悠（JAMSTEC） 15:00-15:20  

7. 漁場探索・分布推定のための大規模海洋環境場データ向け可視化技術 15:20-15:40 

  坂本尚久（京大） 

8. 携帯端末を用いた 3 次元情報の可視化と配信   飯山将晃（京大） 15:40-16:00 

―休憩― 

9．総合討論 座長 石川洋一（JAMSTEC） 

  車座ディスカッション：持続可能なアカイカ漁業を目指して 16:10-17:00  

パネラー：桜井泰憲（北大），和田時夫（水研セ），大川祐一郎（NHK），野呂恭成

（青森県），清藤真樹（青森水研），川口恭一（全国イカ釣漁業協議会），

蒲地政文（気象研），齊藤誠一（北大），美濃導彦（京大） 

 17:20-17:30 

10.閉会挨拶：小山田耕二（京大）   

開催趣旨：地球温暖化等の気候変動に伴い激変の恐れのある海洋物理・生態系統合環境の状態推定と

水産資源変動の予測および漁場探索技術の一体的革新は，水産業等における環境変化を見越した海

洋のガバナンスの向上や我が国におけるタンパク源の確保という食糧安全保障の観点からも喫緊の課題

である．加えて，世界の全漁業国が合意した「責任ある漁業行動規範（FAO, 1995）」の履行が求められる

現在，水産資源の持続的な開発と利用を可能にする上で，水産資源変動の予測に関する不確実性の低

減は極めて重要な課題となっている． 

平成 22年度より，文部科学省「気候変動適応研究推進プログラム」（RECCA）の一環としてスタートした

「気候変動に伴う水産資源・海況変動予測技術の革新と実利用化」課題では，食糧自給率が 100％を超

える水産拠点の青森県が漁獲日本一を誇る外洋性アカイカ漁を対象として、漁場形成予測の不確実性

を大きく低減させるピンポイント短期漁場探索技術を開発し、漁場形成・分布予測を格段に向上させると

同時に，気候変動による水産資源の中期変動予測の不確実性を大きく低減できる中期資源変動推定モ

デルを連動的に開発し，気候変動の影響を最小化しつつ漁獲の確保を達成させる先進的な新漁業モデ

ルを構築するための研究開発を行っている． 

 本シンポジウムでは，これまでの本研究課題の成果を紹介するとともに，青森県における現地実証試験

等の成果を踏まえた上で，アカイカを対象としたパイロット研究から，気候変動下における持続可能な漁

業の推進に貢献できる技術革新の可能性や異分野統合プラットフォーム構築のあり方についての議論を

行う． 


