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水文・水資源学会誌 第 28 巻 第 4 号（2015）

宿泊：実行委員会では宿泊のお世話をしておりません．
託児：託児所については事前に下記までお問い合わせくだ
さい．
問い合わせ先：
〒192-0397　東京都八王子市南大沢1-1
首都大学東京
都市環境科学研究科 都市基盤環境学域
2015年度水文・水資源学会研究発表会事務局
TEL：042-677-1111（内線）4573 or 4542
FAX：042-677-2772
E-mail：jshwr2015@tmu.ac.jp
東京大会HP:
http://www.comp.tmu.ac.jp/jshwrtmu/

会場アクセス（以下の広域・詳細地図参照）：
■「新宿」から約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」駅から会場の11号館まで徒歩15分程度（大
学の南門までは駅から徒歩5分程度）

水文・水資源学会　2015年度総会・研究発表会（東京大会）のご案内

記
月　日：2015年9月9日（水）～11日（金）
会　場：首都大学東京 南大沢キャンパス・11号館
 〒 192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1
 TEL　042-677-1111（代表），FAX　042-677-2772
参加費： 本総会・研究発表会への参加には参加費が必

要です．事前申し込みを行っていない方は，
大会当日受付にてお支払いください．

 正会員：7,000 円（当日）
 学　生：5,000 円（当日）
 非会員：8,000 円（当日）
　　　参加費には，要旨集 1冊（CD-ROM付）を含みます．
懇親会費：正会員・非会員：6,000 円（当日）
　　　　　　　　　学　生：3,000 円（当日）
要旨集の追加購入：追加分 1部につき 4,000 円
当日の参加費・懇親会費の支払はお釣りのないようご準

備ください．
口頭発表：
1題15分（発表：10分，質疑応答：5分（PC接続時間

を含む））．ただし，参加者自身がパソコンを会場へ持参し，
講演時にプロジェクタ一に接続してください．
ポスターセッション：
ポスター掲示板のサイズは幅950 mm×高さ1,530 mmで

す．なお，パソコン，ビデオ等の機器を使用する場合は発
表者が準備してください．今回はセッション別に発表日が異
なります．コアタイムは1日目（9月9日（水）16：15～17：45），
2日目（9月10日（木）16：35～18：05）となります．優秀な
発表に対しては，例年同様ポスター賞を用意しております．

第 28 回（2015 年度）総会と研究発表会（東京大会）を，下記の要領で開催します．本学会は，水文・水
資源に関わる人文・社会科学を含む科学技術の学際的な研究の発展を目標に設立されています．また，官・学・
民の研究者・実務者からなる横断的な組織となっています．会員・非会員を問わず，多くの方々のご参加を
お願い申し上げます．
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水文・水資源学会 2015 年度総会・研究発表会 全体プログラム 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

≪日程≫  

9 月 9 日（水） 
  8:50～  受付 
  9:20～ 9:30 開会挨拶 
  9:30～11:00 口頭発表（1）～（6）「水災害」 
        11:10～12:25 口頭発表（7）～（11）「降水（1）」 
 12:25～12:40 企業展示紹介 
 12:40～13:40 昼食 
 13:40～14:55 口頭発表（12）～（16）「降水（2）」 
 15:05～16:05 口頭発表（17）～（20）「森林水文」 
        16:15～17:45 ポスターセッション I（P1）～（P40） 
                        「水災害」「降水」「森林水文」「蒸発散」「農地水文」「水質水文」「水環境」 

18:00～19:00 国際誌オープンフォーラム 
9 月 10 日（木） 
  9:00～ 9:30 国際交流セッション 1 （11 号館 204 室） 
         9:40～11:40 国際交流セッション 2 （11 号館 206 室） 
  9:35～10:50 口頭発表（21）～（25）「水質水文」 
        11:00～12:15 口頭発表（26）～（30）「積雪・融雪」 
     12:15～13:15 昼食 
        13:15～14:45 総会 
        14:50～15:50 特別講演「日本文明の誕生と水循環 竹村公太郎（首都大学東京 客員教授）」 
        15:55～16:25 研究グループ発表（G1）～（G2） 
        16:35～18:05 ポスターセッション II（P41）～（P80） 
            「河川・湖沼」「地下水・流出」「流域水管理・開発」「リモートセンシング」 
            「気候変動・地球環境」 
        18:15～20:15 懇親会・ベストポスター賞授賞式（国際交流会館 レストラン） 
9 月 11 日（金）  
  9:00～10:15 口頭発表（31）～（35）「地下水・流出（1）」 
        10:25～11:55 口頭発表（36）～（41）「地下水・流出（2）」 
     11:55～12:55 昼食 
        12:55～14:10 口頭発表（42）～（46）「流域水管理・開発」 
        14:20～15:50 口頭発表（47）～（52）「気候変動・地球環境」 
        15:50～16:00 閉会挨拶 
ポスターセッションは入れ替え制です．ポスター発表者は発表日の 8:50 からポスター掲示が可能です。 
 

≪会場≫ 

首都大学東京 南大沢キャンパス（〒192-0397 八王子市 南大沢 1-1） 
11 号館 204 室 口頭発表（9～11 日），企業展示紹介（9 日），国際交流セッション 1（10 日）， 

総会（10 日），特別講演（10 日），研究グループ発表（10 日） 
国際交流会館ロビー ポスターセッション（9, 10 日） 
11 号館 204 室前 企業展示（9～11 日） 
11 号館 202 室 休憩室（9～11 日） 
11 号館 201 室 事務局（9～11 日） 
11 号館 206 室 国際誌編集委員会（9 日 12:40～13:40）， 

国際交流セッション 2（10 日 9:40～11:40），第 14 期理事会（10 日 12:15～13:15）， 
編集出版委員会（11 日 11:55～12:55） 

11 号館 208 室 情報基盤システム委員会（11 日 11:55～12:55）， 
国際交流会館大会議室 国際誌オープンフォーラム（9 日 18:00〜19:00） 
国際交流会館レストラン 懇親会・ポスター賞授賞式（10 日 18:15～20:15） 
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I. 口頭発表（11 号館 204 室） 

 

1 日目（1～20） 

【水災害】 

9 月 9 日（水）9:30～11:00 

座長: 森山聡之（福岡工業大学） 

（1）豪雨起因の土石流発生の数値計算手法開発と広

島・伊豆大島土石流災害への適用 

    ○山敷庸亮（京都大学） 

     黒河翔太（日揮） 

     大泉 伝（海洋研究開発機構） 

     寳 馨（京都大学） 

（2）A Study on the Landslides Induced by Rainfall 

  ○Chao-Wen WANG（Chuo University） 

   Kazuhiro YOSHIMI（Chuo University） 

   Tadashi YAMADA（Chuo University） 

（3）リアルタイム単位図による水位予測 

  ○木下武雄（水文環境） 

（4）温暖化ハイエイタス期の洪水頻度の変化 

    ○木村雄貴（東京大学） 

     木下陽平（東京大学） 

     平林由希子（東京大学） 

（5）気象情報に対応した浸水予測情報の開発 

  ○本間基寛（京都大学） 

（6）降雨予測を活用した列車運行管理に関する研究 

  三石真也（国土交通省） 

  高村 優（東京都） 

 ○山下大輔（日本工営） 

 

【降水（1）】 

9 月 9 日（水）11:10～12:25 

座長: 鈴木善晴（法政大学） 

（7）GPM/DPR 地上検証のための地上設置型降水粒子

撮像・重量計測システム（G-PIMMS）による降水

粒子直接観測 

  ○鈴木賢士（山口大学） 

   宗近夏美（山口大学） 

   野中理伸（ハイドロテック） 

   中川勝広（情報通信研究機構） 

   金子有紀（宇宙航空研究開発機構） 

   沖 理子（宇宙航空研究開発機構） 

   中村健治（獨協大学） 

（8）地上レーダデータを利用した DPR における

NUBF パラメータ推定手法の検証 

  ○林 翔太（長崎大学） 

   瀬戸心太（長崎大学） 

   下妻達也（長崎大学） 

（9）GPM の Ku 帯レーダと TRMM/PR の降水強度算

出条件に着目した比較 

  ○下妻達也（長崎大学） 

   瀬戸心太（長崎大学） 

（10）X-MP 情報を用いたゲリラ豪雨タマゴの渦管構

造解析 

  ○佐藤悠人（京都大学） 

    中北英一（京都大学） 

   山口弘誠（京都大学） 

（11）コヒーレント構造 Smagorinsky モデルを用いた

微気象場の数値計算手法 

  ○井上 実（京都大学） 

 

【降水（2）】 

9 月 9 日（水）13:40～14:55 

座長: 西山浩司（九州大学） 

（12）豪雨の「種」を捉えるための都市 LES モデルの

開発と積雲の生成に関する研究  

 ○高見和弥（京都大学） 

  中北英一（京都大学） 

   山口弘誠（京都大学） 

（13）合成開口レーダー干渉法（InSAR）で捉えた集

中豪雨時の水蒸気分布：2008 年 9 月西濃豪雨の

事例 

  ○木下陽平（東京大学） 

   島田政信（宇宙航空研究開発機構） 

   古屋正人（北海道大学） 

（14）気象条件の 大化による可能 大降水量（PMP）

と可能 大洪水（PMF）の推定 

  ○橋本 健（パシフィックコンサルタンツ） 

   矢島 啓（鳥取大学） 

（15）Extreme Precipitation Linked to Temperature and Its 

Future Change over Japan 

    ○Sridhara NAYAK（National Research Institute  

     for Earth Science and Disaster Prevention） 

          Koji DAIRAKU（National Research Institute  

     for Earth Science and Disaster Prevention） 
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     Izuru TAKAYABU（Meteorological Research 

Institute） 

     Asuka SUZUKI-PARKER（University of 

Tsukuba） 

（16）GSMaP データを用いた確率年降水量計算の精

度評価 

    ○田口 諒（長崎大学） 

     瀬戸心太（長崎大学） 

 

【森林水文】 

9 月 9 日（水）15:05～16:05 

座長: 細田育広（森林総合研究所） 

（17）斜面ライシメータ上のヒノキ林の強度間伐が流

出量に及ぼす影響 

  ○五名美江（東京大学） 

   蔵治光一郎（東京大学） 

（18）落葉広葉樹の着葉期と落葉期における林内雨滴

形成過程の差異 

  ○南光一樹（森林総合研究所） 

   Sean A. HUDSON（University of Delaware） 

   Delphis F. LEVIA（University of Delaware） 

（19）風化花崗岩山地源流域における空間スケール拡

大に伴う流況安定化メカニズム 

  ○勝山正則（京都大学） 

   谷 誠（京都大学） 

（20）地表面情報の不確実性が陸域水循環の水収支推

定に与える影響 

 ○吉田奈津妃（東京大学） 

  Hyungjun KIM（東京大学） 

  沖 大幹（東京大学） 

 

2 日目（21～30, G1～G2） 

【水質水文】 

9 月 10 日（木）9:35～10:50 

座長: 飯田俊彰（東京大学） 

（21）今津干潟への河川および地下水による栄養塩流

入負荷量の定量的評価 

 〇森田祐輝（九州大学） 

  寺嶋健人（福岡地区水道企業団） 

   広城吉成（九州大学） 

（22）粒度分布を考慮した阿武隈川流域の河川中浮遊

粒子動態解析 

 ○高見京平（大阪大学） 

  嶋寺 光（大阪大学） 

  近藤 明（大阪大学） 

（23）気仙沼湾への流入河川における溶存有機物と土

地利用の関係 

  ○富田遼平（首都大学東京） 

   福島慶太郎（首都大学東京） 

   横山勝英（首都大学東京） 

（24）海域へのシリカ流達とその潜在的影響：受水域

物質循環と森林からのシリカ流出 

    ○原田茂樹（宮城大学） 

     橋本泰佑（宮城大学） 

     越川 海（国立環境研究所） 

（25）フラクタル理論を用いた水道水質時系列データ

のモデル化 

  ○葛葉泰久（三重大学） 

    千田眞喜子（京都光華女子大学） 

   下村優依（元 三重大学） 

   荒木大輔（元 三重大学） 

   齋藤華子（元 三重大学） 

 

【積雪・融雪】 

9 月 10 日（木）11:00～12:15 

座長: 山崎 剛（東北大学） 

（26）3 つのスギ林と裸地における積雪水量と融雪の

違い 

  ○村上茂樹（森林総合研究所） 

   竹内由香里（森林総合研究所） 

   庭野昭二（元 森林総合研究所） 

（27）森林内における多地点積雪観測：小型温度デー

タロガーを活用して 

  ○藤原洋一（石川県立大学） 

    高瀬恵次（石川県立大学） 

    一恩英二（石川県立大学） 

    長野峻介（石川県立大学） 

     小倉 晃（石川県農林総合研究センター） 

（28）斜面の方向を考慮した短波放射補正による積雪

水量評価  

 ○名村瑠架（京都大学） 

  峠 嘉哉（京都大学） 

     Temur KHUJANAZAROV（京都大学） 

     田中茂信（京都大学） 
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     田中賢治（京都大学） 

     浜口俊雄（京都大学） 

（29）陸面過程モデルによる白山山域における積雪水

量の推定 

  ○田中賢治（京都大学） 

（30）GCM 出力の解像度が積雪水量推定に及ぼす影

響 

 ○松井佑介（京都大学） 

     田中茂信（京都大学） 

     田中賢治（京都大学） 

     浜口俊雄（京都大学） 

 

【特別講演】 

9 月 10 日（木）14:50～15:50 

「日本文明の誕生と水循環」 

竹村公太郎 

  首都大学東京 客員教授 

  (NPO 法人）日本水フォーラム 事務局長 

  (公益財団法人)リバーフロント研究所 研究参与 

 

【研究グループ発表】 

9 月 10 日（木）15:55～16:25 

座長: 中川 啓（長崎大学） 

（G1）水文学若手会 2014-15 期活動報告～次世代水文

水資源学創設に向けた実験的挑戦～ 

   渡部哲史（東京大学） 

   小槻峻司（理化学研究所） 

   田中智大（京都大学） 

  ○丸谷靖幸（京都大学） 

 

（G2）中山間地域における治水対策に関する研究会－

将来シナリオに関する検討－ 

 ○中村晋一郎（名古屋大学） 

  乃田啓吾（東京大学） 

  木村匡臣（東京大学） 

  五名美江（東京大学） 

     渡部哲史（東京大学） 

 

3 日目（31～52） 

【地下水・流出（1）】 

9 月 11 日（金）9:00～10:15 

座長: 藤村和正（明星大学） 

（31）地表面温度分布に基づく地下水流動の把握に関

する室内実験 

 ○中川 啓（長崎大学） 

（32）誤差を付加した流出量に対する都市貯留関数

（USF） モデルパラメータの同定 

  ○高崎忠勝（東京都） 

   石原成幸（東京都） 

   河村 明（首都大学東京） 

   天口英雄（首都大学東京） 

（33）貯留関数モデルのパラメータ p の根拠について 

  ○谷 誠（京都大学） 

（34）Application Assessment of Flood Early Warning 

with High-Resolution Ensemble Rainfall from 

Numerical Weather Prediction Model 

 ○Wansik YU（Kyoto University） 

  Eiichi NAKAKITA（Kyoto University） 

  Kosei YAMAGUCHI（Kyoto University） 

  Masaru KUNII（Meteorological Research  

                        Institute） 

          Tsutao OIZUMI（Japan Agency for 

 Marine-Earth Science and Technology）       

（35）熱帯泥炭湿地林域の水文環境保全のための地下

水流動解析～インドネシア・中央カリマンタン州

を対象として～ 

    ○神田亜希子（京都大学） 

     城戸由能（愛知工業大学） 

     峠 嘉哉（京都大学） 

     中北英一（京都大学） 

 

【地下水・流出（2）】 

9 月 11 日（金）10:25～11:55 

座長: 谷 誠（京都大学） 

（36）ミャンマーにおける水循環解析システムの構築  

 ○山田将平（京都大学） 

     山下隆男（広島大学） 

     田中茂信（京都大学） 

     田中賢治（京都大学） 

     浜口俊雄（京都大学） 

（37）日本域における超高解像度水文シミュレーショ

ンフレームワークの構築 

    ○藪 優太郎（東京大学） 

     向田清峻（東京大学） 
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     芳村 圭（東京大学） 

     Hyungjun KIM（東京大学） 

          沖 大幹（東京大学） 

（38）分布型流出モデルと T-SAS 法による山体地下

水の流出寄与率推定 

  ○佐山敬洋（京都大学） 

   小杉賢一朗（京都大学） 

（39）陸面過程モデルと河道流下モデルの結合方法に

対する比較検討  

 ○小林 優（京都大学） 

  浅野倫矢（国際協力機構） 

     田中茂信（京都大学） 

     田中賢治（京都大学） 

     浜口俊雄（京都大学） 

（40）6 定数型 DAD 式に基づく洪水比流量曲線式に

よる確率洪水比流量の将来変化予測 

    ○近森秀高（岡山大学） 

     永井明博（岡山大学） 

     牛嶋仁美（日水コン） 

（41）気象／水文統合モデルを用いた気候変動による

河川流量への影響評価 

  ○小西 遼（大阪大学） 

   嶋寺 光（大阪大学） 

   近藤 明（大阪大学） 

   高見京平（大阪大学） 

 

【流域水管理・開発】 

9 月 11 日（金）12:55～14:10 

座長: 吉川沙耶花（東京工業大学） 

（42）ため池の事前放流による雨水貯留容量の確保に

ついて  

 ○田中丸治哉（神戸大学） 

  小澤亮介（神戸大学） 

  中尾泰規（神戸市） 

     多田明夫（神戸大学） 

（43）低平氾濫域における農業水利用と洪水の同時解

析アルゴリズムの検討 

    ○皆川裕樹（農村工学研究所） 

     増本隆夫（農村工学研究所） 

     ジュティテップ ウォンペット（筑波大学） 

（44）重力ダム基本断面設計への人工群知能適用と堆

砂容量変化の考察 

    ○浜口俊雄（京都大学） 

     田中茂信（京都大学） 

     角 哲也（京都大学） 

（45）ウズベキスタン灌漑農場における集中定点観測 

    ○峠 嘉哉（京都大学） 

     田中賢治（京都大学） 

     Temur KHUJANAZAROV（京都大学） 

     中北英一（京都大学） 

（46）水利施設群の一体型管理に向けた旱魃と氾濫の

連続解析の試み  

  ○増本隆夫（農村工学研究所） 

   Jutithep VONGTHEP（農村工学研究所） 

   皆川裕樹（農村工学研究所） 

   工藤亮治（農村工学研究所） 

 

【気候変動・地球環境】 

9 月 11 日（金）14:20～15:50 

座長: 松島 大（千葉工業大学） 

（47）長期観測によるモンゴル草原における衛星フッ

トプリントスケール土壌水分の時空間変動解析 

 ○小林健史（筑波大学） 

  浅沼 順（筑波大学） 

  開發一郎（広島大学） 

  G. DAVAA（モンゴル国水文気象環境情報 

                     局） 

  D. OYUNBAATAR（モンゴル国水文気象環 

                     境情報局） 

（48）Modeling the Impact of Land-use Change on the 

Local Regional Climate of Paraguay under Dry and 

Wet Conditions 

    ○Alicia PAVETTI INFANZON（Kyoto 

University） 

     Kenji TANAKA（Kyoto University） 

     Shigenobu TANAKA（Kyoto University） 

（49）東京都市圏の地域気候変化に関する確率分布推

定の試み 

 ○石﨑紀子（防災科学技術研究所） 

  大楽浩司（防災科学技術研究所） 

      上野玄太（統計数理研究所） 

（50）放射性物質大気移流拡散計算における簡易的同

化手法の適用とホットスポット形成過程の分析 

 ○佐谷 茜（東京大学） 
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  吉兼隆生（東京大学） 

  Eun-Chul CHANG（Kongju National  

              University） 

     芳村 圭（東京大学） 

（51）海水準上昇を伴う河川洪水氾濫解析における背

水効果の分析 

    ○池内寛明（東京大学） 

     平林由希子（東京大学） 

     山崎 大（海洋研究開発機構） 

     木口雅司（東京大学） 

     Sujan KOIRALA（Max Plank Institute for  

Biogeochemistry） 

     鼎 信次郎（東京工業大学） 

（52）全球気候モデルへの河川氾濫過程の導入及び影

響評価 

 ○鳩野美佐子（東京大学） 

  芳村 圭（東京大学） 

     沖 大幹（東京大学） 

 

II. ポスター発表（国際交流会館） 

 

1 日目（P1～P40） 

（コアタイム 9 月 9 日（水）16:15～17:45） 

 

【水災害】 

（P1）降雨の時空間分布の違いが浸水被害額に与える

影響の分析 

  ○田中智大（京都大学） 

   立川康人（京都大学） 

   市川 温（京都大学） 

   萬 和明（京都大学） 

（P2）2011 年チャオプラヤ川洪水による在タイ日系企

業の浸水の有無と洪水対策実施率の比較 

 ○萩原葉子（土木研究所） 

  栗林大輔（土木研究所） 

   澤野久弥（土木研究所） 

（P3）適応策推定のための洪水・高潮複合災害の相対

的脆弱性 

 ○秋間将宏（東北大学） 

  風間 聡（東北大学） 

  小森大輔（東北大学） 

   多田 毅（防衛大学校） 

（P4）郷土歴史資料を利用した過去の豪雨に伴う土石

流災害の抽出 

    ○西山浩司（九州大学） 

   脇水健次（九州大学） 

（P5）防災・減災の啓発を意図した風水害の博物館展

示のあり方  

  ○田中隆文（名古屋大学） 

（P6）近年のインドネシア・ジャカルタ洪水の発生状

況とその特徴 

    ○呉 修一（東北大学） 

     有働恵子（東北大学） 

     Idham Riyando MOE（東北大学） 

     風間 聡（東北大学） 

 

【降水】 

（P7）中国山地の臥龍山山頂の雨量観測の予備的報告 

 ○開發一郎（広島大学） 

  玉川一郎（岐阜大学） 

   手計太一（富山県立大学） 

（P8）大阪湾上における GNSS を用いた水蒸気情報の

同化による降水予測  

 ○山口弘誠（京都大学） 

  古田康平（京都大学） 

   中北英一（京都大学） 

   大石 哲（神戸大学） 

   小川まり子（神戸大学） 

（P9）北海道に接近・通過した台風の経路と降雨の分

布傾向について 

  ○山本太郎（北海道河川財団） 

（P10）雷センサーネットワークと XRAIN による雷

と豪雨の関係について 

 ○森山聡之（福岡工業大学） 

  西山浩司（九州大学） 

   古田泰子（NTT ドコモ） 

（P11）DPR アルゴリズムに用いる降水強度・平均粒

径関係とその検証 

  ○瀬戸心太（長崎大学） 

   木下卓哉（長崎大学） 

（P12）首都圏における都市化の進展が短期的な降水

特性に与える影響に関する数値実験 

  ○小山隼平（法政大学） 

   石綿勇人（東海旅客鉄道） 
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   鈴木善晴（法政大学） 

（P13）積雲発生初期のシーディングによる豪雨抑制

効果と降水促進リスクに関する数値実験 

  ○八木柊一朗（法政大学） 

   鈴木善晴（法政大学） 

   横山一博（法政大学） 

（P14）雷探知装置と MP レーダーによる雷機構解明

に向けた事例解析 

 ○小池雄大（神戸大学） 

  大石 哲（神戸大学） 

  小川まり子（神戸大学） 

（P15）単一の X バンド MP レーダー観測域における

土砂災害危険度推定手法の構築 

     渡邊彩花（日本工営） 

    ○相馬一義（山梨大学） 

     末次忠司（山梨大学） 

     大石 哲（神戸大学） 

     佐野哲也（山梨大学） 

     柿澤一弘（河川情報センター） 

     石平 博（山梨大学） 

     市川 温（京都大学） 

     馬籠 純（山梨大学） 

（P16）標高を考慮した九州の日単位気象グリッドデ

ータの作成 

    ○間地暁洋（長崎大学） 

     ジョン・ジュンチャン（長崎大学） 

     村本崇紘（長崎大学） 

     瀬戸心太（長崎大学） 

（P17）GPS を用いた大阪湾上の水蒸気移流推定に関

する研究 

    ◯林 和成（神戸大学） 

     大石 哲（神戸大学） 

（P18）ドコモ環境センサーネットワークの雨量計の

活用による地上雨量の精度向上に関する研究 

 ○永田喜大（中央大学） 

  古田泰子（NTTドコモ） 

  永島 健（建設環境研究所） 

     山田 正（中央大学） 

（P19）X-RAIN 及び MSMGPV に基づいた局地的豪雨

の発生・発達構造に関する解析 

  ○三村昂大（法政大学） 

   鈴木善晴（法政大学） 

（P20）X バンド MP レーダと地上雨量計の降雨検知

時間差を利用した降雨量の再推定 

  ○鈴木章弘（北海道大学） 

   山田朋人（北海道大学） 

 

【蒸発散】 

（P21）土壌水分の観測情報を用いた平滑化手法によ

る陸面データ同化 

   野田貴頌（京都大学） 

  ○萬 和明（京都大学） 

    立川康人（京都大学） 

    市川 温（京都大学） 

    浅沼 順（筑波大学） 

    開發一郎（広島大学） 

（P22）散水がアスファルト上の気温・WBGT に与え

る影響  

  伊藤尚也（岡山大学） 

 ○諸泉利嗣（岡山大学） 

  三浦健志（岡山大学） 

   津村悠斗（岡山市役所） 

（P23）スペクトル解析を用いた、東アジアカラマツ

林における蒸発散特性の解析 

    ○中坪 稔（名古屋大学） 

     小谷亜由美（名古屋大学） 

     太田岳史（名古屋大学） 

（P24）東京農業大学奥多摩演習林内におけるカラマ

ツ人工林の樹冠遮断量と蒸散に関する研究 

 ○西川修平（東京農業大学） 

     佐藤岳大（東京農業大学） 

     橘 隆一（東京農業大学） 

     福永健司（東京農業大学） 

 

【森林水文】 

（P25）森林斜面からの土壌流出における EUROSEM 

表面流出モデルの改良 

  ○池田英史（電力中央研究所） 

   若松孝志（電力中央研究所） 

   中屋 耕（電力中央研究所） 

（P26）カンボジア熱帯乾燥落葉林における乾季の蒸

散活動と植物季節の関係 

 ○飯田真一（森林総合研究所） 

  清水貴範（森林総合研究所） 
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  玉井幸治（森林総合研究所） 

  大貫靖浩（森林総合研究所） 

  壁谷直記（森林総合研究所） 

  清水 晃（森林総合研究所） 

  伊藤江利子（森林総合研究所） 

   Sophal CHANN（カンボジア国森林野生生 

                        物研究所） 

    Nang KETH（カンボジア国森林野生生物研 

                      究所） 

（P27）CMIP3・CMIP5 マルチモデルデータを用いた

竜ノ口山南谷における気候変動に伴う水流出の

長期変動の推定 

  ○細田育広（森林総合研究所） 

   澤野真治（森林総合研究所） 

   玉井幸治（森林総合研究所） 

（P28）東南アジアの天然生乾燥常緑林における渦相

関法による雨季・乾季の蒸発散量の変動について 

 ○清水貴範（森林総合研究所） 

  飯田真一（森林総合研究所） 

  玉井幸治（森林総合研究所） 

  田中憲蔵（森林総合研究所） 

  大貫靖浩（森林総合研究所） 

  壁谷直記（森林総合研究所） 

  清水 晃（森林総合研究所） 

     延廣竜彦（森林総合研究所） 

 

【農地水文】 

（P29）農業幹線用水路への河川水温モデルの適用 

  ○新村麻実（筑波大学） 

   谷口智之（筑波大学） 

（P30）メコン河の洪水氾濫規模と農業生産ポテンシ

ャルの関係 

 ○天野文子（東北大学） 

   風間 聡（東北大学） 

（P31）用排兼用の農業用水路網における掛流し灌漑

時の水温変動－手取川七ヶ用水を対象として－ 

    ○木村匡臣（東京大学） 

     小林 聡（東京大学） 

     飯田俊彰（東京大学） 

     久保成隆（東京大学） 

（P32）メコン河下流域における洪水氾濫と純一次生

産量の関係 

 ○平賀優介（東北大学） 

  天野文子（東北大学） 

     風間 聡（東北大学） 

（P33）水田湛水による土壌からの放射線量低減効果

の試算 

    ○飯田俊彰（東京大学） 

     久保成隆（東京大学） 

     溝口 勝（東京大学） 

     西村 拓（東京大学） 

 

【水質水文】 

（P34）主成分分析による大気汚染物質・気象条件の

降水水質への関与の解析 

  ○千田眞喜子（京都光華女子大学） 

   中村望美（元 三重大学） 

   葛葉泰久（三重大学） 

（P35）人工降雨装置を用いた土壌侵食流出現象の実

験的検討  

 ○新谷 惠（東京工業大学） 

  小俣哲平（東京工業大学） 

     木内 豪（東京工業大学） 

（P36）出水時の存在形態別栄養塩濃度の推定法 

    ○水垣 滋（寒地土木研究所） 

     杉原幸樹（寒地土木研究所） 

     大橋正臣（寒地土木研究所） 

     平井康幸（寒地土木研究所） 

     浜本 聡（寒地土木研究所） 

（P37）江戸城外濠における未処理水流入吐口への可

動堰導入による栄養塩類濃度の低減効果 

    ○小菅大地（法政大学） 

     鈴木善晴（法政大学） 

     奥田悠暉（法政大学） 

 

【水環境】 

（P38）東京・日本橋川における首都高速道路の高架

構造決定に至る背景について－山田正男の証言

並びに関連資料との整合性から辿る－ 

  ○石原成幸（東京都） 

   高崎忠勝（東京都） 

   河村 明（首都大学東京）  

   天口英雄（首都大学東京） 

（P39）水資源管理における制度オプションの検討：
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水取引制度の適用可能性 

  ○柿沼 薫（東京工業大学） 

   吉川沙耶花（東京工業大学） 

   遠藤崇浩（大阪府立大学） 

   鼎 信次郎（東京工業大学） 

（P40）農業水利施設による断水時生活用水供給の提

案 

 ○谷口智之（筑波大学） 

  島田実禄（筑波大学） 

 

2 日目（P41～P80） 

（コアタイム 9 月 10 日（木） 16:35～18:05） 

 

【河川・湖沼】 

（P41）全球湖沼関連データ表示のための Web アプリ

ケーション開発（II） 

  ○仲江川敏之（気象研究所） 

   堀内信一朗（気象研究所） 

（P42）黒部川における河岸石礫の元素特性の空間代

表性に関する基礎的検討 

  手計太一（富山県立大学） 

  畠 俊郎（富山県立大学） 

  〇南 優平（富山県立大学） 

（P43）横流入流出と支川分合流を持つ開水路流れの

一次元計算手法の提案 

 ○矢本貴俊（中央大学） 

  小石一宇（中央大学） 

  山田 正（中央大学） 

  王 沢昊（日本工営） 

（P44）Analysing the River's Bed at the Section from Son 

Tay to Ha Noi of Red River in Viet Nam 

 ○Nguyen Anh Tuan（Chuo University） 

   Tadashi YAMADA（Chuo University） 

   Pham Thanh Hai （Water Resources  

                           University） 

 

【地下水・流出】 

（P45）黒部川扇状地の被圧帯水層における地下水の

季節変動 

 ○北 隆平（富山県立大学） 

     手計太一（富山県立大学） 

（P46）多摩川流域における地下水と河川水の相互作

用の解析 

    ○牟田和基（東京工業大学） 

     木内 豪（東京工業大学） 

     仲谷知之（建設技術研究所） 

（P47）多数の出水を含む長期流出に適用する貯留関

数式のパラメータの特性 

 ○藤村和正（明星大学） 

  井芹慶彦（東京工業大学） 

   村上雅博（高知工科大学） 

    鼎 信次郎（東京工業大学） 

（P48）基本高水流量における対象降雨継続時間の検

討 

 ○小池高哉（長岡工業高等専門学校） 

  山本隆広（長岡工業高等専門学校） 

（P49）年 大流量の非超過確率を用いた洪水危険度

指標の不確実性の評価 

 ○星野大雅（長岡工業高等専門学校） 

  山本隆広（長岡工業高等専門学校） 

（P50）阿賀野川における降雨流出氾濫モデルの適用

について 

  ○栗林大輔（土木研究所）  

   佐山敬洋（京都大学） 

   近者敦彦（三井共同建設コンサルタント） 

   中村要介（三井共同建設コンサルタント） 

   工藤 俊（土木研究所） 

   澤野久弥（土木研究所） 

（P51）個別建物を考慮した浸水解析格子の自動構築

に関する一考察 

 ○田内裕人（首都大学東京） 

  天口英雄（首都大学東京） 

     河村 明（首都大学東京） 

（P52）複数の X バンド MP レーダーを用いた富士山

周辺降雨の降雨流出過程に関する研究 

 ○山本健太朗（神戸大学） 

     大石 哲（神戸大学） 

（P53）流出・氾濫モデルによるメコン川流域大規模

洪水の再現実験 

 ○井上将徳（神戸大学） 

  小林健一郎（神戸大学） 

  小寺昭彦（総合地球環境学研究所） 

     長野宇規（神戸大学） 

（P54）降雨流出現象における利根川上流域の降雨の
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空間分布が河川流量に与える影響 

    ○清水雄太（中央大学） 

     吉見和紘（中央大学） 

     山田 正（中央大学） 

（P55）降雨流出解析への確率過程論の導入に関する

基礎的研究 

    ○吉見和紘（中央大学） 

     Chao-Wen WANG（中央大学） 

     山田 正（中央大学） 

     山田朋人（北海道大学） 

（P56）雨水幹線を考慮した神戸市京橋ポンプ場流域

における浸水深再現実験 

 ○西岡誠悟（神戸大学） 

  小林健一郎（神戸大学） 

  熊野元気（神戸大学） 

     藤田一郎（神戸大学） 

（P57）中間素子数の変化による複数の予測結果を考

慮に入れた水位計算予測モデルの検討  

 ○山地秀幸（国土技術政策総合研究所） 

  川﨑将生（国土技術政策総合研究所） 

  土屋修一（国土技術政策総合研究所） 

     一言正之（日本工営） 

（P58）A Basic Study about Rainwater Harvesting Tank 

for Reusing Rainwater and to Urban Flood Mitigation 

 ○Giang DO（Chuo University） 

   Tadashi YAMADA（Chuo University） 

 

【流域水管理・開発】 

（P59）チャオプラヤ川流域を対象とする作物成長と

流水管理を考慮した分布型水循環モデルの開発 

  ○山本晃輔（京都大学） 

    萬 和明（京都大学） 

    立川康人（京都大学） 

    市川 温（京都大学） 

（P60）国際河川流域における水逼迫指標を考慮した

越境水紛争生起確率モデルの構築  

  植木 仰 （東京工業大学） 

 ○吉川沙耶花（東京工業大学） 

  鼎 信次郎（東京工業大学） 

（P61）梯川流域における地上観測雨量データとレー

ダ雨量データによる面積雨量の比較検討 

    ○林 義晃（福岡大学） 

     山﨑惟義（福岡大学） 

     手計太一（富山県立大学） 

（P62）アンサンブル水文予測情報を考慮したダム利

水操作の効果分析手法の検討 

  得津萌佳（京都大学） 

 ○野原大督（京都大学） 

     堀 智晴（京都大学） 

（P63）ベトナム・ドンナイ川流域上流部における土

地被覆変化による河川流況の変化に関する研究 

    ○Trong Nguyen Cung Que（千葉大学） 

     近藤昭彦（千葉大学） 

（P64）流入実績を用いたタイ国 Bhumibol ダム貯水池

の 適運用法の検討 

 ○道谷健太郎（富山県立大学） 

  手計太一（富山県立大学） 

     呉 修一（東北大学） 

 

【リモートセンシング】 

（P65）衛星画像を用いた森林域の水源涵養機能評価

の試み 

    ○児島利治（岐阜大学） 

     Edwina ZAINAL（岐阜大学） 

（P66）表層土壌熱慣性推定値と土壌水分実測値及び

AMSR2 土壌水分プロダクトとの比較 

  ○松島 大（千葉工業大学） 

   浅沼 順（筑波大学） 

   開發一郎（広島大学） 

（P67）桜島における火山灰粒径分布測定に基づいた

気象レーダーによる火山灰堆積量推定手法の開

発に関する研究 

    ◯村西将英（神戸大学） 

     大石 哲（神戸大学） 

     小川まり子（神戸大学） 

 

【気候変動・地球環境】 

（P68）水文気象データが少ない流域における流域環

境の将来予測へ向けた再解析データの利用方法

の基礎的検討 

  ○丸谷靖幸（京都大学） 

    Matthew R. HIPSEY（The University of  

                         Western Australia） 

   渡部哲史（東京大学） 
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    立川康人（京都大学） 

（P69）伊勢湾台風の擬似温暖化実験結果を用いた

大クラス流量の推定 

  ○宮脇航平（京都大学） 

   立川康人（京都大学） 

   市川 温（京都大学） 

   萬 和明（京都大学） 

   石井大貴（京都大学） 

（P70）Climate Change Impact on Large Scale Reservoir 

Water Availability in Thailand 

 ○Donpapob MANEE（Kyoto University） 

  Yasuto TACHIKAWA（Kyoto University） 

   Yutaka ICHIKAWA（Kyoto University） 

    Kazuaki YOROZU（Kyoto University） 

（P71）乾燥地の天水農地において植物種数が干ばつ

時の NDVI に与える影響 

  ○柳川亜季（東京工業大学） 

   吉川沙耶花（東京工業大学） 

   Jaeil CHO（Korea Research Institute for  

                    Human Settlements） 

   Hyungjun KIM（東京大学） 

   井芹慶彦（東京工業大学） 

   鼎 信次郎（東京工業大学） 

（P72）Incorporation of Bias Correction and Spatial 

Downscaling to Assess on Climate Change to Water 

Resources at Indochina Peninsula 

 ○Patinya HANITTINAN（Kyoto University） 

  Yasuto TACHIKAWA（Kyoto University） 

  Yutaka ICHIKAWA（Kyoto University） 

   Kazuaki YOROZU（Kyoto University） 

 

（P73）気候変動が積雪寒冷地のダムに与える影響に

関する一考察  

  ○西原照雅（寒地土木研究所） 

   谷瀬 敦（寒地土木研究所） 

（P74）全球氷河モデルによる小氷期前後の氷河の前

進と後退の再現性評価 

   前田英俊（東京大学） 

  ○平林由希子（東京大学） 

（P75）分布型流出モデルによる荒川および淀川の洪

水リスク評価 

 ○永野隆士（東京海上研究所） 

  今北詠士（東京海上研究所） 

  加藤雅也（名古屋大学） 

  坪木和久（名古屋大学） 

  田中智大（京都大学） 

  立川康人（京都大学） 

  中北英一（京都大学） 

（P76）広域水田灌漑に対する気候変動影響と指標の

違いによる不確実性の評価 

    ○工藤亮治（農村工学研究所） 

     吉田武郎（農村工学研究所） 

     増本隆夫（農村工学研究所） 

     名和規夫（農村工学研究所） 

（P77）高知県を対象とした気候変動による水循環変

動評価モデルの構築 

  ○井芹慶彦（東京工業大学） 

     藤村和正（明星大学） 

     村上雅博（高知工科大学） 

     岡田将治（高知工業高等専門学校） 

   鼎 信次郎（東京工業大学） 

（P78）大気‐海洋‐陸域モデル間結合による水循環

シミュレーション 

 ○河野明男（海洋研究開発機構） 

  杉山 徹（海洋研究開発機構） 

  松田景吾（海洋研究開発機構） 

  大西 領（海洋研究開発機構） 

  高橋桂子（海洋研究開発機構） 

  田原康博（地圏環境テクノロジー） 

  多田和広（地圏環境テクノロジー） 

  森 康二（地圏環境テクノロジー） 

  後藤浩二（日本電気） 

     木村雄司（ハオ技術コンサルタント事務所） 

     和気信二（ハオ技術コンサルタント事務所） 

     村上倫啓（ハオ技術コンサルタント事務所） 

（P79）底面の加熱および冷却を伴う回転水槽実験 

    ○一瀬輪子（北海道大学） 

     北野慈和（北海道大学） 

     山田朋人（北海道大学） 

     渡部靖憲（北海道大学） 

     泉 典洋（北海道大学） 

（P80）東アジアにおける確率的気候ハザード情報の

推定手法の開発と Elastic net による高速化 

  ○大楽浩司（防災科学技術研究所） 
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   上野玄太（統計数理研究所） 
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