
生態工学 2012年第 2回理事会議事録 

 

日 時：2012年 10 月 26 日（金）14:30～15:10 

場 所：東京文化会館 

出席者：会長、副会長、各委員会委員長および庶務理事 

 

 

【総務委員会】 

2012年度生態工学会 第 2回理事会 

                       

（１）会員数・賛助会員数に関して報告があった。 

 

（２）報告事項 

特になし。           
以上 

 

【編集委員会】 

2012 年度編集委員会活動報告（10 月期） 

 

（１） 生態工学会誌の発刊 

下記の報告がなされた。 

 

 生態工学会誌「生態工学」24巻 2号～24巻 3号(2012年 4月、7月発刊)を発行した（内

容：原著論文４、短報２、受賞記念寄稿１、ニュース・企画・報告２、お知らせ、投稿規

程、総ページ 62）。現在準備中の 23巻 4号では、原著論文２報を掲載予定。 

なお、2012年 10月 9日時点での査読中の論文は無い。 

また、24巻 3号までをＪ－ＳＴＡＧＥ上の電子ジャーナルとして公開した。 

 

2012 年度「生態工学」掲載論文一覧 

種類 第 23 巻   第 24 巻 

 ２ ３ ４ １ 

特別寄稿     

特集論文     

原著論文 ２ ２   

短報 １ １   

総合論文     

解説・資料     

受賞記念寄稿 １    

ニュース・企画・報告 １ １   

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【企画委員会】 

2012 年度企画委員会活動報告 

 

下記の報告がなされた。 

 

（１） 日本地球惑星科学連合2012年大会（合同開催） 

日  時：:2012年5月20日（日）～25日（金） 

会  場：幕張メッセ（千葉市） 

主  催：日本地球惑星科学連合 

特記事項：セッション「惑星と閉鎖生態系における生物のシステム―微生物からヒト

まで」において、5件の口頭講演と6件のポスター発表を実施した。 

 

（２）2012年度生態工学会年次大会（主催） 

日  時：2012年6月16日（土），17日（日） 

会  場：北里大学獣医学部 十和田キャンパス (青森県十和田市) 

参加人数：65名 

特記事項：一般セッション口頭発表 18課題、ポスターセッション 26課題 

特別講演会：｢震災復興への挑戦｣ 

講演（1）「震災復興におけるメタン発酵の貢献」 

野池達也 (東北大学名誉教授・日本大学大学院教授) 

講演（2）「福島原発事故の畜産食品への影響とその克服」 

伊藤伸彦 (北里大学獣医学部長・教授) 

 

（３）農業環境工学関連学会2012年合同大会（合同開催） 

日  時：2012年9月11日（火）～14日（金） 

会  場：宇都宮大学・峰キャンパス（栃木県宇都宮市) 

  特記事項：プログラム委員として運営に協力した。会員によるポスター発表が行われ

た。  

 

（４）生態工学定例シンポジウム（主催） 

日  時：2012年11月16日（金）10：00～17：00 情報交換会 17：00～19：00 

会  場：東京大学 中島董一郎記念ホール 

特記事項：｢未来を拓く新エネルギー、その現状と課題｣をテーマに以下のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで

実施予定 

 

10：00-10：10  開会挨拶               生態工学会 会長 大政謙次 （東京大学）  

10：10-11：00  バイオマスエネルギーの現状と課題  五十嵐 泰夫（東京大学） 

11：00-11：50  バイオガスの循環養殖利用   遠藤 雅人（東京海洋大学）  

11：50-13：10  昼  食 

13：10-14：00  海洋エネルギーの現状と課題  木下 健(東京大学）  

14：00-14：50  地熱エネルギーの利用の現状と課題  海江田秀志(電力中央研究所）  

14：50-15：10  休  憩  



15：10-16：00  太陽エネルギー利用の現状と課題  都筑 和泰(エネルギー総合工学研究所）  

16：00-16：50  マイクロ・小水力発電への取組みと課題  富澤 晃(東京発電株式会社）  

16：50-17：00  閉会挨拶        生態工学会企画委員会 委員長 北宅善昭（大阪府大）  

17：00-19：00 情報交換会（於 中島董一郎記念ホールロビー） 

 

（５）第５６回宇宙科学技術連合講演会（共催） 

日  時：2012年11月20日（火）～11月22日（木） 

会  場：別府ビーコンプラザ（別府市） 

主  催：日本航空宇宙学会 

  特記事項：オーガナイズドセッション｢宇宙で生きる！～人間居住環境拡大への取り組

み～｣を企画し、21日(水)に15件の口頭講演実施予定。 

 

10月26日現在までに下記企画の(1)～(3)を実施。今年度内に(4)～(6)の企画を実施予定。 

 

 

１. 定例研究会 

第１回 

テーマ：宇宙におけるゴミ問題 

日 時：2012年5月18日（金） 

会 場：東京文化会館  

講 師：木部勢至朗先生（ＪＡＸＡ） 

参加人数：約25名 

 

第２回 

テーマ：閉鎖生態系生命維持システム物質循環の制御 

日 時：2012年10月26日（金） 

会 場：東京文化会館  

講 師：中根昌克先生（日本大学） 

 

• 第3回 

テーマ「未定」 

日 時：未定 

場 所：未定  

講 師：未定  

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【表彰委員会】 

2012 年度表彰委員会活動報告 

 

下記の報告がなされた。 

 
（１）表彰式の実施 

2012 年 6 月 16 日、北里大学獣医学部  にて開催された 2012 年度総会の後に表彰式

を行ない、以下の通り表彰した。さらに、学術賞受賞者による記念講演会を行った。 
 

【生態工学会賞学術賞】 

細井 文樹殿  

スキャニングライダーを用いたボクセル法による樹木及び作物群落の垂直構造の

計測 

 

【論文賞】 

高田 詔民殿     

福山港における移入多毛類の生態学的研究 

 

【奨励賞】 

金子 義昂殿    

気泡サイズの異なる泡沫分離装置を用いた閉鎖循環式ヒラメ飼育水の処理 

 

望月 智貴殿    

可搬型簡易渦集積採取装置の開発とカラマツ林のテルペン類フラックス測定への

応用 

 

【講演論文賞】 

西村 友宏、遠藤 雅人、竹内 俊郎  

ティラピア循環飼育の排水および固形廃棄物を用いたスピルリナの培養および栄

養塩除去に関する研究 

 

遠藤 良輔、中村 廣貴、渋谷 俊夫、北宅善昭  

浮遊性シダ植物アゾラの連続メタン発酵によるエネルギーおよび窒素の回収に関

する研究 

 

（２）2013 年度学会賞候補者の募集 
   2013 年度学会賞候補者の推薦を募集中である（vol.24 No.4 に掲載）。 

締め切りは 11 月 30 日。 
 
（３）2012 年度学会賞受賞者の紹介 
   2012 年度学会賞を受賞された方々の紹介記事を学会誌 vol.24 No.4 に掲載した。 
 
（４）賞状および記念品の送付 
   2012 年次大会において講演論文賞（2 件）を受賞された方々に、賞状と記念品を送

付した。 
 

以上 
 

 

 

 

 

 



【広報委員会】 

2012 年度広報委員会活動報告 

 

下記の報告がなされた。 

 

（１）SEE Quick 配信（メール配信）の運営 
   SEE Quick 配信依頼に対する取り扱い方法の運用を通して、会員並びに関連学会

からの情報の速やかな配信業務が成し遂げられ 2012 年 5 月 10 日から 10 月 22 日

までに 274 回（通算 980 回）情報提供を行った。今後も SEE Quick の配信業務を

行いながら、問題点などを検証し改善に努める。 

 
（２）HP の内容の更新 

HP の内容のうち、更新が遅れている部分の再チェックを行った。 
 
（３）賛助会員の増加 
   賛助会員増加のために、案内文を発送するためのリストアップを行った。 

 

以上 

 

 


