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泡瀬事業関連発表文献等一覧(1) 

年次 タイトル 文献等名 掲載頁 著 者 

熱帯性藻場生育条件の把握の試み 海洋開発論文集 第 20 巻 pp.431-436 
川上泰司・小早川弘・溝口忠弘・

三島京子・小畠大典 

藻場移植における台風対策について 海洋開発論文集 第 20 巻 pp.1001-1006
浦辺信一・安次嶺正春・川上泰

司・溝口忠弘・笠原勉・三島京子 

環境の事業調査結果の評価手法について 

～中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業における事例～ 

環境アセスメント学会 

2004 年度研究発表会要旨集 
pp.23-28 

酒井洋一・赤倉康寛・冨田幸晴・

石原正豊・溝口忠弘・松下訓・細

谷誠一 

2004 

事業実施中における新種発見に対して環境影響評価の枠組みを導

入する試み －中城湾港公有水面埋立事業における実例を基に－ 
海岸工学論文集 第 51 巻 pp.1211-1215

赤倉康寛・冨田幸晴・浦辺信一・

傍士清志・細谷誠一 

手植え法による熱帯性大型海草移植技術の確立について 海岸工学論文集 第 52 巻 pp.1211-1215

酒井洋一・赤倉康寛・三宅光一・

小早川弘・高橋由浩・笠原勉・三

島京子 

熱帯性大型海草のハビタット適性指数（HIS）モデルの構築 海洋開発論文集 第 21 巻 pp.695-700 
高橋由浩・溝口忠弘・先岡良宏・

高尾敏幸・三宅光一・小早川弘 

沖縄島・熊本県天草から発見されたオサガニ属の一新種 日本甲殻類学会 第 43 回大会 口頭発表 長井隆・渡部哲也・成瀬貫 

リュウキュウアマモ(Cymodocea serrulata)雄花についての知見 

（日本動物学九州支部会第 58 回・日本植物

学会九州支部第 55 回・日本生態学会九州地

区第 50 回・沖縄生物学会第 42 回）合同大会

発表 野中圭介・小早川弘・安次嶺正春 

日本新産 2種と新種 2種を含むウミヒルモ属の分類と分布 〃 発表 

内村真之・新井章吾・嶌田智・井

上徹教・Etienne Jean Faye・小

倉剛 

日本におけるウミヒルモ属の分類に関する新知見 日本藻類学会第 29 回大会 発表 

内村真之・新井章吾・宮崎勤・横

山奈央子・井上徹教・中村由行・

嶌田智太 

海域における生活史や生育環境の情報が少ない種に対するモニタ

リングの為のインパクトレスポンスフロー策定 
沿岸域学会誌 第 18 巻№4 pp.79-91 

酒井洋一・赤倉康寛・冨田幸晴・

小早川弘・高橋由浩・細谷誠一・

池田宗平 

干潟域における水鳥類の調査頻度と出現状況との関係 環境ｱｾｽﾒﾝﾄ学会 2006 年度研究発表会要旨集 pp.111-11 
成瀬英治・阿野貴史・與那覇健

次・高橋由浩・青木博・細谷誠一 

中城湾港泡瀬地区における熱帯性大型海草の手植え移植事業につ

いて 
亜熱帯緑化技術発表会 pp.23-30 鈴木信昭・早川哲史 

生息場適正指標（HIS）による沿岸域の統合的環境評価の試行 海洋開発論文集 第 22 巻 pp.229～ 古川恵太 

2005 

沖縄泡瀬干潟を例とした沿岸湿地の総合的環境評価の試み 国土技術政策総合研究所資料 第 324 号 － 古川恵太 

リュウキュウアマモ(Cymodocea serrulata)の花についての知見 日本藻類学会 第 30 回大会 発表 野中圭介・與那覇健次・新城晴伸 2006 

日本沿岸に生育するウミヒルモ属の新種について 
日本藻類学会 第 30 回大会 

発表 

内村真之・Etienne Jean Faye・

嶌田智・新井章吾・井上徹教・中

村由行 
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年次 タイトル 文献等名 掲載頁 著 者 

Reassessment of the taxonomic status of Halophila euphlebia 
Makino (Hydrocharitaceae) on the basis of morphology ITS 
sequence. 

日本藻類学会 第 30 回大会 発表 
FAYE J. E. UCHIMURA M., SHIMADA 

S., INOUE T. and NAKAMURA Y. 

リュウキュウアマモ(Cymodocea serrulata)の雄花の形成時期と日

本初記録の雌花ついて 
沖縄生物学会 第 43 回大会 発表 野中圭介・與那覇健次・新城晴伸 

Macrophthalmus (Macrophthalmus) microfylacas, a new species of 

sentinel crab (Decapoda: Brachyura: Ocypodidae) from western Japan
Zootaxa1171 pp.1–16 

Takashi Nagai,Tetsuya Watanabe 

& Tohru Naruse 

Halophila japonica sp. nov. and H. ovalis (Hydrocharitaceae) 
from Japan. 

Bulletin of the National Science 

Museum,Series B (Botany),(3) 
pp.129-150 

UCHIMURA M., FAYE J. E., SHIMADA 

S., OGURA G., INOUE T. and 

NAKAMURA Y. 

Reassessment of the taxonomic status of Halophila euphlebia 
Makino (Hydrocharitaceae) based on morphological features and 
ITS sequence data. 

Botanica Marina 49 pp.111-121 

UCHIMURA M., FAYE J. E., SHIMADA 

S., ARAI S., INOUE T. and 

NAKAMURA Y. 

The seagrass genus Halophila (Hydrocharitaceae): taxonomic 
diversity and biogeographic distribution in Japan. 

7th International Seagrass Biology 

Workshop. 
発表 

FAYE J. E. UCHIMURA M., SHIMADA 

S., INOUE T. and NAKAMURA Y. 

 

中城湾港泡瀬地区における海草移植の取り組み 
～中城湾港新港地区多目的国際ターミナル整備事業～ 

アマモサミットプレワークショップ ポスター発表 阿野貴史 

中城湾港泡瀬地区における海草移植の取り組み 

～中城湾港新港地区多目的国際ターミナル整備事業～ 
第５回横浜・海の森づくりフォーラム ポスター発表 平良譲治 

熱帯性海草の移植後の生育と環境条件 2007 年度 日本海洋学会春季大会 発表 

早川哲史･鈴木信昭･三宅光一･與

那覇健次･新城晴伸･池田義紀･三

島京子･池田宗平 

リュウキュウアマモ(Cymodocea serrulata)の人工授粉による結実について 日本藻類学会 第 31 回大会 発表 野中圭介・與那覇健次・新城晴伸 

熱帯性海草類の移植後の拡大状況と種組成の変化について 
平成 19 年度 

日本水産学会春季大会 
発表 

鈴木信昭･早川哲史･阿野貴史･成

瀬英治･與那覇健次･池田義紀･池

田宗平･細谷誠一 

海岸線に対して直角に形成された砂州の形成過程と維持機構につ

いて 
土木学会 海岸工学講演会 発表 

三宅光一・池原興栄・與那覇健

次・片野明良・古川貴志 

中城湾港泡瀬地区生物ハンドブック－海辺の生きものたち－ 

（沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所） 
－ 発刊 

監修：香村眞徳・立原一憲・仲宗

根幸男・小沢宏之・西平守孝・新

垣裕治・赤嶺得信・大森保 

中城湾港泡瀬地区環境整備検討業務 第 19 回(財)WAVE 調査研究報告会 報告 池田義紀 

2007 

海中緑化への取組（海草生育場の創造） 
亜熱帯緑化事例発表会 

発表 平良譲治 
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泡瀬事業関連発表文献等一覧(3) 

年次 タイトル 文献等名 掲載頁 著 者 

実験的手法による黄緑色藻綱クビレミドロの生活環の解明 日本藻類学会 

発表予定 

（2008.3.21

～2008.3.24）

田端重夫・平野暁・細谷誠一・田

仲康時・池原興栄・與那覇健次・

國場幸恒 
2008 

沖縄島に生育するリュウキュウスガモの地下茎の伸長について 日本藻類学会 

ﾎﾟｽﾀｰ発表予

定（2008.3.21

～2008.3.24）

野中圭介・與那覇健次・國場幸

恒・久保田康裕 
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