
口頭発表プログラム
17日 A（６番講義室） B（７番講義室） C（大講義室） １８日 A（６番講義室） B（７番講義室） C（大講義室）

座長 宮園章（道中央水試） 石川輝（三重大院・生物資源） 松政正俊（岩手医大・共通教育センター） 座長 佐藤正典（鹿児島大・理） 西野康人（東農大・生物産業） 荒功一（日大・生物資源）

9:00
101　西川哲也　播磨灘におけるノリ色落ち原因珪藻
Eucampia zodiacus 個体群の長期変動と環境要因：35年間
のモニタリング

201　嶋田宏　北海道周辺海域における動物プランクトン優
占種バイオマスの簡易モニタリング

301　伊藤健二　利根川水系におけるカワヒバリガイの分布
と生息環境の関係

9:00 401　関口秀夫　干潟域の二枚貝底生個体群の動態と幼生加
入過程の連関および断絶：長期間調査データの再解析

501　葛西広海　紋別海域における低次生産構造の季節変化
と冷水性魚介類の餌料環境との関係I. 海洋環境の季節変化、
特に春季植物プランクトン生産に関わる環境特性

601　守屋光泰　浜松市佐鳴湖におけるニホンイサザアミ
Neomysis japonica  (アミ目)の季節変化

9:15
102　西野康人　オホーツク沿岸能取湖の結氷期における生
物生産におよぼす海氷の影響に関する研究-クロロフィルa と
栄養塩の分布特性-

202　池ノ谷直孝　擬似現場法を用いたアマモ場海水中の殺
藻微生物の挙動解明の試み

302　北村優　三重県田中川河口干潟におけるオカミミガイ
の分布と生息環境

9:15 402　阿部博和　女川湾における多毛類浮遊幼生の季節変動
と底生多毛類群集との関係

502　濱岡荘司　紋別海域における低次生産構造の季節変化
と冷水性魚介類の餌料環境との関係II. 動物プランクトン群
集、特にカイアシ類の季節変化について

602　阪本真吾　ヒメオオメアミの群れ内遺伝構造

9:30 103　上原崇志　鮭類稚魚の初期生活域である根室湾におけ
る低次生産構造の広域的評価

203　田岡宏崇　懸濁態無機リンの汽水域における分布特性
と粒子態C:N:P原子比の再評価

303　秋山吉寛　山口県馬島のアサリ養殖池におけるアサリ
の空間分布パターンの解析

9:30 403　佐藤慎一　韓国セマングム干拓における防潮堤完成後
の貝類群集の変化と諫早湾干拓における研究例との比較

503　平川和正　紋別海域における低次生産構造の季節変化
と冷水性魚介類の餌料環境との関係III. プランクトン生産構造
の季節変化とサケ稚魚の餌料環境の形成との関係

603　柴田正志　ミズクラゲ (Aurelia aurita  s.l. ) 幼期の摂
餌生態の解明、特に各種動物プランクトンに対する消化時間
の測定

9:45 104　城戸祐　アオコ形成藍藻Microcystis aeruginosa に対
して殺藻能を示す細菌の水草からの発見

204　山田ちはる　高知県浦ノ内湾におけるミドリイガイ
Perna viridis の成長

304　河井崇　人工干潟の生物分布特性は、自然状態に近づ
いているか？　その１．シオマネキの場合

9:45 404　上杉誠　諫早湾干拓における潮受け堤防完成後10年間
に見られた底生生物群集の変化

504　畑中紫臣　サロマ湖における基礎生産の評価およびホ
タテガイの餌資源の推定

604　渡辺郁夫　瀬戸内海播磨灘海域における発電所来襲：
クラゲ及びポリプの遺伝子多型解析

座長 西川哲也（兵庫但馬水技セ） 倉田健吾（島根大・汽水域センター） 伊藤健二（農環研・生物多様性） 座長 古賀庸憲（和歌山大・教育） 葛西広海（水研セ・北水研） 山田雄一郎（北里大海洋生命科学）

10:00 105　日高朋子　西日本の3海域の海底泥から発芽した海産
珪藻Skeletonema 属の種多様性

205　神田栞希　マルタニシは浮遊状態の藻類を摂食するこ
とができるのか

305　大田直友　人工干潟の生物分布特性は、自然状態に近
づいているか？　その２．フトヘナタリの場合

10:00 405　栗原健夫　地球温暖化と日本全国の貝類相の時空間変
化

505　大山憲一　香川県のノリ養殖漁場におけるEucampia
zodiacus の増殖と環境との関係

605　扇航平　光学式プランクトンカウンターによる親潮域
における動物プランクトンサイズ分布の季節変動解析

10:15
106　河口真弓　洞海湾で分離された海産珪藻
Skeletonema 属の生理生態特性研究I. 季節的消長と種多様
性

206　藤林恵　マルタニシの生息密度増加に伴う殻付着藻類
の摂食・同化量の変化

306　堀越彩香　多摩川河口干潟におけるムロミスナウミナ
ナフシCyathura muromiensis （甲殻綱：等脚目）の分布お
よび環境との相関

10:15 406　渡部裕美　日本周辺に分布する化学合成生物群集の類
似性

506　櫻田清成　八代海における2009年夏季の有害赤潮
606　大西由花　親潮域春季植物プランクトンブルーム期お
ける大型カイアシ類個体群構造の短期変動

10:30
107　帰山秀樹　洞海湾で分離された海産珪藻
Skeletonema 属の生理生態特性研究II. Skeletonema 属の
増殖に及ぼす温度および光強度の影響

207　中村崇　無腸類ヒラムシ（宿主）の光応答行動の切り
替えが共生藻の光合成を促進・保護する

307　内山貴博　日本沿岸の砂浜域における潜砂性アミ類
Archaeomysis vulgaris, A. kokuboi, A. articulata の分布と
形態の変異

10:30 407　藤倉克則　日本における海洋生物の多様性-Census of
Marine Life-

507　宮園章　噴火湾における麻痺性貝毒原因プランクトン
Alexandrium tamarense シストの発芽能の維持年数

607　鈴木啓太　有明海流入河川の低塩分汽水域における浮
遊性カイアシ類優占種の水平分布-特産種と非特産種の比較-

10:45 108　西堀尚良　四国沿岸で採取されたProrocentrum lima
のオカダ酸産生

208　北沢公太　有柄ウミユリの一種トリノアシに見られる
懸濁物粒子選択性

308　田中秀典　島根県中海本庄水域におけるベントス相の
垂直分布

10:45 408　桝本輝樹　2008年の多摩川河口におけるマクロベン
トスの種多様性:多変量解析からの検討

508　小森田智大　沿岸潟湖における栄養塩シンクとしての
底生微細藻類の役割

608　西部裕一郎　親潮域におけるオンケア科カイアシ類4
種の繁殖生態

座長 西堀尚良（四国大・短） 大田直友（阿南高専・建設システム） 吉野健児（佐賀大・有明プロジェクト） 座長 鈴木孝男（東北大院・生命科学） 三宅裕志（北里大海洋生命科学） 長崎慶三（瀬戸内水研）

11:00 １09　重倉基希　付着性微細藻類の簡便な生死判別の推定法

209　田上貴文　熊本市緑川河口干潟におけるアサリ
（Ruditapes philippinarum ）、ハマグリ（Meretrix
lusoria ）、シオフキガイ（Mactra veneriformis ）の個体
群動態の特性

309　佐藤専寿　海洋ベントス群集の餌料源としての陸域期
限有機物：安定同位体比とセルラーゼ活性分析からの証拠

11:00 409　森敬介　有明海再生プロジェクトにおける底生生物相
調査の結果報告

509　山下桂司　海産付着生物幼生の簡易検出システムに関
する研究開発

609　山川雄太　女川湾水柱中から単離された珪藻摂食性鞭
毛虫の摂食速度及び増殖速度

11:15 110　小俣紋　船上培養実験による鉄および栄養塩環境が植
物プランクトン生長に与える影響

210　長谷川夏樹　浮遊幼生分布からみた伊勢湾におけるア
サリのメタ個体群構造

310　請川知彦　天塩川感潮域における低次生物生産構造の
季節変化

11:15 410　木暮陽一　対馬暖流源流周辺海域より得られたヒトデ
類

510　大場淳平　画像解析を用いた自然環境下におけるミズ
クラゲの遊泳挙動評価

610　石黒直哉　若狭湾周辺海域を対象とした
Archaeomysis vulgaris の遺伝的集団構造の調査

11:30 111　坂本節子　渦鞭毛藻Karenia  cf. papilionacea の増殖
に及ぼす水温､塩分および光強度の影響

211　堤裕昭　砂代基質によるアサリ個体群の回復実験
311　豊原治彦　二枚貝の難分解性多糖の分解機能に関する
研究

11:30 411　荒木希世　アマモ場におけるマクロベントスと環境の
季節変動

511　池田英樹　エチゼンクラゲポドシストの構造と出芽に
伴う形態変化

611　水野剛志　日本海沿岸に生息するアミArchaeomysis
vulgaris の遺伝的集団構造

11:45 112　花町優次　水中のCO2分圧の変動がIsochrysis  sp.の
増殖速度に与える影響

212　逸見泰久　蛤は一夜に三里走る　ハマグリはいつ何の
ために泳ぐのか？

312　鈴木孝男　干潟底生生物に関する市民調査の方法２．
モニタリングにおける有効性の検証

11:45 412　松野美穂　アマモ種子の発芽条件の検討
512　本間智恵　ベーリング海海盆域におけるカイアシ類群
集の鉛直分布と物質輸送量の推定

612　森裕美　PCR法による部分循環湖における光合成硫黄
細菌の動態解析

12:00 113　三宅裕志　沖縄トラフ熱水プルームにみられたオタマ
ボヤ類Oikopleura  sp.の濃密度群集

213　清本節夫　長崎県橘湾の転石海岸におけるアカモクの
密度と、ムラサキウニおよびバフンウニの現存量の関係につ
いて

313　Roberto Carlos Lombardo　Mating system
features of the Neptune whelk Neptunea arthritica

昼食 １２時から１３時

座長 熊谷直喜（日本国際湿地保全連合） 森敬介（九大・天草） 山口晴生（高知大農）

座長 鈴木利一（長崎大水産） 14:45 413　青木優和　海藻穿孔性端脚類コンブノネクイムシにお
ける家族構成操作実験

513　大越健嗣　外来移入種サキグロタマツメタ「発見」か
ら10年-現状と今後

613　榎本雅基　マナマコ付随性微生物の群集構造解析

15:00 114　石川輝　三重県英虞湾における底生性有毒渦鞭毛藻
Gambierdiscus toxicus の季節消長 ベントス学会奨励賞受賞講演 15:00 414　新居洋吾　ドロノミ科ヨコエビDulichia  sp.のマスト

形成行動に関わる要因
514　柳研介　キンチャクガニに保持されるイソギンチャク
の分類学的研究（予報）

614　李仁恵　干潟域から分離された高増殖能力を持つ微細
藻類について

15:15 115　福山哲司　相模湾沿岸域における植物プランクトン群
集の季節変遷

15:15 415　古賀庸憲　和歌川河口干潟におけるテナガツノヤドカ
リの繁殖個体群の構造とオスのハサミサイズ

515　山崎友資　局地スケールにおけるクロタマキビ
Littorina  (Neritrema ) sitkana  (Philippi, 1846)の急速な
進化と表現型可塑性

615　山口峰生　有毒渦鞭毛藻Alexandrium tamarense に
寄生する菌類の発達過程と形態学的特徴

15:30 116　荒 功一　相模湾沿岸域における一次生産とメソ動物プ
ランクトンの二次・三次生産の季節変動 ベントス学会総会 15:30 416　中田和義　河川横断構造物における両側回遊種ミゾレ

ヌマエビの遡上行動パターン
516　金谷弦　仙台湾の干潟に生息する外来性移入種サキグ
ロタマツメタの餌利用推定

616　長崎慶三　珪藻ウイルス研究の最前線

15:45 117　奥津剛　相模湾沿岸域におけるプランクトン群集の栄
養動態の季節変遷

座長 逸見泰久（熊本大・合津） 木村妙子（三重大院・生物資源） 坂本節子（瀬戸内水研）

座長 西川淳（東大海洋研） 15:45 417　会田真理子　東京湾多摩川河口干潟におけるヤマトカ
ワゴカイHediste diadroma の生態特性

517　岩崎敬二　外来二枚貝コウロエンカワヒバリガイは日
陰がお好き：微生息場所分布と在来種への影響

617　石井健一郎　英虞湾における珪藻類の個体群動態と生
活史戦略

16:00 118　古谷研　東南アジアにおけるミドリヤコウチュウの生
態

16:00 418　佐藤正典　アジア熱帯汽水域における"Neanthes
glandicincta "種群（環形動物多毛綱ゴカイ科）の分化

518　関口郁恵　個体識別法とコホート解析によるアサリ
(Ruditapes philippinarum )の成長の比較

618　樽谷賢治　栄養塩の組成比が珪藻類の細胞内元素組成
比に及ぼす影響

16:15 119　山本圭吾　大阪湾東部海域の植物プランクトン出現に
おける35年間の変化について

16:15 419　桑江朝比呂　小型シギ類における餌資源としてのバイ
オフィルムの重要性

519　山口啓子　環境モニタリングツールとしてのヤマトシ
ジミ殻体と成長線

619　山口晴生　有害赤潮原因種を含めた植物プランクトン
群の各種細胞レベルでみたin situ アルカリフォスファターゼ
活性の有無とその季節的変動

16:30 120　武田弦太　優占種Obelia longissima のブルーム発生
を中心とした女川湾におけるヒドロクラゲ類の季節変動

16:30 420　一見和彦　鳥類による底生生物の摂取量-風蓮湖に渡来
するスズガモおよびオオハクチョウの事例-

620　小田達也　赤潮プランクトン、シャットネラとコクロ
ディニウムの細胞内過酸化水素産生とその生物学的意義

16:45 121　井口直樹　日本海南部におけるトガリサルパ（Salpa
fusiformis ）現存量の年変化

昼食 １２時１５分から１３時１５分
ポスター発表コアタイム１３時から１４時４５分
（発表番号偶数番号）ポスター発表コアタイム１３時１５分から１５時

（発表番号奇数番号）



ポスター発表プログラム
ポスター発表コアタイム（奇数番号：10月17日 [土] 13:15~15:00、偶数番号：10月18日 [日] 13:00~14:45）
発表番号 氏名 演題 発表番号 氏名 演題 発表番号 氏名 演題

001 田中克彦 海洋生物の多様性データベースでできること－現状と展望 029 中島祐一 同所的に生息するAcropora digitifera とその隠蔽種の集団構造の解明 057 奥修 プランクトン・ベントス観察における紫外線顕微鏡法の再検討

002 熊谷直喜
日本太平洋沿岸の干潟における底生生物の出現パターン：モニタリング
サイト1000沿岸域調査

030 鈴木竜太郎 東京湾盤洲干潟におけるカイヤドリウミグモの出現 058 梅原亮
諫早湾調整池におけるアオコの大発生とアオコ毒ミクロシスチン産生に
よる水生生物への影響

003 中山聖子
関東地方の干潟における底生生物の出現状況から見た干潟環境の特徴と
保全上の重要性 ―環境省干潟調査の結果から

031 頼末武史
深海化学合成生態系に生息する蔓脚類ネッスイハナカゴの一種及びハツ
シマレパスの幼生形態

059 田辺祥子
水産養殖用稚魚を介した中国海南省からの有毒・有害プランクトンの越
境移入の可能性

004 藤田道男
モニタリングサイト1000による沿岸域（磯、干潟、アマモ場、藻場）
における長期モニタリングの開始

032 上村了美
日本各地と韓国・順天湾に生息するBatillaria  およびCerithidea の分子
系統学的関係

060 村崎公美 有明海奥部海域における赤潮と浮遊懸濁物の大量発生の関係について

005 岡出朋子
河川環境と淡水性ウズムシ類の分布の関係-淀川水系における市民参加
型調査の結果から-

033 三好由佳莉
奄美諸島より採集されたPhyllodurus 属（等脚目：エビヤドリムシ科）
未記載種の分類学的検討

061 大野博正 女川湾底泥から単離された珪藻摂食性鞭毛虫の摂食速度及び増殖速度

006 飯島明子
海洋生物研究者の常識は、一般常識ではない~海洋環境問題に関する文
系大学生の意識~

034 伊藤博
Snapshots of some trophic indicators of Japanese scallop in
Nemuro Straits

062 西谷豪 有毒渦鞭毛藻Dinophysis acuminata の増殖に及ぼす培養温度の影響

007 澤田英樹 外洋性海岸での二枚貝浮遊幼生の時期的出現数変動の特徴について 035 千葉晋 ホタテガイの死亡要因としての穿孔性巻き貝による捕食 063 石川可奈子
分子分類に基づく植物プランクトンの識別とモニタリング手法の開発の
試み

008 和泉田幸江 「生物濃縮」って知ってる？~文系･理系大学での意識調査~ 036 寺本航
女川湾における垂下養殖ホタテガイ貝殻に穿孔する多毛類の再生産につ
いて

064 張光玄 沿岸プランクトン群集に及ぼす急潮の影響

009 佐々木美貴 干潟底生生物に関する市民調査の方法　1．調査手法とガイドブック 037 鈴木雄也 新潟市の砂質海岸におけるナミノリソコエビの個体群動態の空間的変異 065 小林太一 越喜来湾における微小動物プランクトンの摂食活性

010 山田勝雅
三陸沿岸の海草藻場におけるメソ・局所スケールの環境要因と小型無脊
椎動物の群集構造の関係

038 秋山諭
由良川河口域におけるアミ類の分布と優占種ニホンハマアミ
Orientomysis japonica の個体群動態

066 福岡弘紀
亜熱帯沿岸の外洋に面する礁斜面水域における動物プランクトン群集の
周年変動

011 新垣誠司 アマモ類葉上動物群集の多様性 039 伊藤円 静岡県の河川におけるシオマネキ類の生息状況について 067 斎藤類
2003-2006年夏季の北部北太平洋における主要動物プランクトン群集
の東西比較

012 柚原剛 干潟ベントス個体群保全からみた東京湾岸水路内干潟の重要性 040 伊谷行
コブシアナジャコと生きない-浦ノ内湾におけるマゴコロガイの宿主特
異性-

068 伴修平
琵琶湖の動物プランクトン群集構造に対するアユによるトップダウン制
御の可能性

013 倉田健悟 2006年の宍道湖における軟体動物の分布 041 玉井玲子 小さなサンゴと海藻が競うのは光よりも足場 069 足立克久 稀釈法により求めた女川湾における一次生産量の季節変動

014 山本真由美 和白干潟のアオサとマクロベントスの季節的消長 042 尾崎健太郎 ブドウガイにおける繁殖形質の可塑性：水温と餌の影響 070 鈴木利一 有明海竹崎港における第一次消費者の採食量と摂餌選択性

015 吉野健児 有明海湾奥部海域のベントス群集における安定同位体解析 043 小林哲 福岡市の砂浜海岸におけるキンセンガニの繁殖生態 071 姫野沙知子 底生付着珪藻数種の光、水温、塩分に対する増殖応答

016
ホン・ジェサ

ン
Effects of different sluice control manipulation on the benthic
community structure in the artificial Lake Sihwa, Korea

044 池田周平 ユノハナガニGandalfus yunohana はなぜ熱水域に集まるのか？ 072 広海十朗
アカクラゲChrysaora melan aster のストロビレーションを誘因する温
度刺激に関する実験的研究

017 西川淳
東南アジア、特にベトナム、インドネシア、マレーシアにおけるクラゲ
漁業

045 武田哲 シオマネキ雄歩脚の左右不相称に関わる要因 073 青木薫
伊勢・三河湾における魚群探知機曳網調査法によるミズクラゲ
（Aurelia aurita ）の時空間分布

018 今村陽一郎
多摩川河口域に生息する十脚目甲殻類の行動が干潟の物質循環に与える
影響

046 西坂太樹 スナギンチャクヒメヨコバサミとスナギンチャク類の共生生態 074 鈴木貞男
東京湾におけるミズクラゲAurelia aurita の分布生態学研究-計量魚探調
査方法の応用-

019 岩雲貴俊 干潟の有機分解能に及ぼすヤマトオサガニの砂ダンゴの影響について 047 中山祐太 捕食リスクはホンヤドカリの繁殖行動に影響を与えるのか？ 075 高橋邦夫
南極ラングホブデ地区のぬるめ池に生息するソコミジンコ類の分子系統
学的解析

020 田村裕
サンゴ礁潮間帯における底生微小生物由来の浮遊粘液のバクテリア増殖
促進

048 岡村沙織
ホンヤドカリにおけるメスによる性フェロモンを利用した間接的配偶者
選択

076 岩渕雅輝
北海道東部網走湾における春季から初夏にかけてのオキアミ類
Thysanoessa inermis の卵および幼生の出現（2005年~2008年）

021 斉藤英俊 瀬戸内海におけるナメクジウオの分布 049 安田千晶 ヨモギホンヤドカリにおける右鋏脚の相対成長と武器としての機能 077
Roberta
Beltrao

Copepod assemblage in Ariake Bay

022 清家弘治 海浜勾配に呼応した多毛類Euzonus  sp.の生息幅 050 鈴木祐太朗
ヨモギホンヤドカリPagurus nigrofascia ではメスの交尾直前脱皮まで
の日数がオス間闘争に影響を与える

078 高橋卓
春夏期富山湾表層域におけるカイアシ類ノープリウスの鉛直密度分布に
およぼすMicrosetella norvegica の捕食圧による影響

023 氏野優 博多湾瑞梅寺河口におけるオカミミガイの生息分布と生息環境 051 木戸諒平
キタワレカラCaprella bispinosa の子守：外敵に対する母親の攻撃行動
は子が大きくなるほど減退する

079 坂口穂子 黒潮流域における汽水性カイアシ類の遺伝子解析と動物地理

024 井上暁広
関東以西におけるカワヒバリガイLimnoperna fortunei の分布拡大状
況

052 沼田桜子
キタワレカラCaprella bispinosa の子守：飛びぬけて大きな子が混じっ
ている理由

080 山田智 伊勢・三河湾におけるかいあし類の長期変動

025 富永篤
mtDNAの塩基配列変異に基づく特定外来生物カワヒバリガイの分布拡
大プロセスの推定

053 安良城侑生 ホンヤドカリPagurus filholi のオスにおける配偶者選好性の個体間変異 081
Frolan A.
Aya

Ingestion efficiency of Japanese scallop Patinopecten yessoensis
(Jay) fed on Pavlova  sp.

026 小島茂明
カワアイとホソウミニナのミトコンドリアDNA部分塩基配列から明らか
になった新生腹足類におけるミトコンドリアゲノム変化

054 - (発表キャンセル→口頭発表313へ) 082 松野孝平 2008年夏季の西部北極海におけるカイアシ類群集の水平分布

027 篭原啓文 鹿児島湾および九州太平洋岸におけるウミニナ類の分布と形態変異 055 宮島悠子 ミズクラゲとイシイソゴカイに対するカワハギの摂餌選択性

028 伊藤萌
東北地方および北海道におけるホソウミニナ（Batillaria cumingi ）の
遺伝的集団構造

056 樋渡武彦 微細藻類の培養と二枚貝飼育を組み合わせた水環境改善技術について


