
 
 
 

野生生物保護学会第９回大会 
プログラム&要旨集 

 
 
 
 
 
 

 
会場 
愛知県犬山市国際観光センター「フロイデ」 

 
会期 

2003年 12月 12日（金）～14日（日） 
12月 12日（金）自由集会、委員会 
12月 13日（土）一般講演（ポスター発表・口頭発表）、総会、シンポジウム、懇
親会 
12月 14日（日）一般講演（ポスター発表・口頭発表） 

 
事務局 
野生生物保護学会第 8回大会事務局 
〒484-8506 愛知県犬山市官林 
京都大学霊長類研究所附属ニホンザル野外観察施設 
渡邊邦夫（Tel：0568-63-0582） 
田中俊明（Tel：0568-63-0583） 
Fax: 0568-62-9575 
E-mail: wildlife@pri.kyoto-u.ac.jp 
  

 
大会 HP 
http://www.wcsjpn.org/

 

mailto:wildlife@pri.kyoto-u.ac.jp
http://www.wcsjpn.org/


 

会場までの地図 
 

犬山国際観光センター「フロイデ」近隣地図 

 
住所：〒４８４－００８６ 犬山市松本町四丁目２１番地 

ＴＥＬ：０５６８－６１－１０００ ＦＡＸ：０５６８－６３－０１５６ 
名鉄犬山線犬山駅より東へ徒歩約３分、駐車場完備 

 
名鉄新名古屋駅より犬山駅まで特急で２３分 
名神高速道路小牧ＩＣより北進１０ｋｍ、２０分 
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大会に参加される皆様へ 
 

＜会場＞ 
犬山国際観光センター フロイデ  

〒484-0086 犬山市松本町４－２１ 

TEL 0568-61-1000 

FAX 0658-63-0156 

会場のHP：http://www.ylw.mmtr.or.jp/~kokusai/freude/

 

＜懇親会会場＞ 
フロイデ地下 1階 レストラン グランツ 

日時：12月 13日 18:30-20:00 
 

＜受付＞ 
2F受付にて、手続きをお済ませ下さい。12月 12日は 12:30より、13日・14日は 09:00より受

付を開始いたします。 

 

＜口頭発表をされる方へ＞ 
 一般講演（口頭発表）の講演時間は質疑応答を含めて 15分とします。 

 各発表者の方には次発表の座長を務めていただきます。発表終了後、座長席に着席の上、速

やかに口頭発表を進行させてください。なお、最初の発表の座長は、事務局が担当します。 

 会場にはウインドウズパソコン（使用ソフト：パワーポイント）に接続した液晶プロジェク

ター、ＯＨＰ、スライド映写機を用意します。 

 液晶プロジェクターを使用される方 は、発表の１時間前までに発表用ファイルを CD-Rもし

くはメモリーカード（USBメモリ、メモリースティック、コンパクトフラッシュのみ使用可

能）にコピーして事務局までお届けくださるようお願いします。 
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＜ポスター発表をされる方へ＞ 
 12月 13日 9時 15分から、ポスター展示が可能です。大会期間中はポスターの入れ替えはあ

りません。 

 展示パネルは、縦 180cm×横 90cmです。パネルの最上部左端に演題番号が貼付されます。 

 最上部には表題と氏名（所属）を横書きしてください。 

 ポスター貼り付けに必要な画鋲と演題番号は事務局で準備します。 

 なるべく発表者の顔写真を入れて下さい。 

 ポスターは、12月 14日 13時～17時の間に撤去して下さい。 

 

＜自由集会> 
 お申し込みいただいた器材を事務局で準備します。 

 自由集会は、自主運営となります。世話人の方を中心に会場のセッティング、進行、器材の

操作、後片付けをして下さい。 

 

＜宿泊＞ 
各自でお手配ください。犬山駅周辺にいくつかホテルがあります。 

犬山市の宿泊：http://www.city.inuyama.aichi.jp/inuyama/syukuhaku/syukuhaku.html

犬山市の観光情報：http://www.inuyama.gr.jp/index.html

 

＜昼食> 
会場の地下にレストランがあります。駅前（会場から徒歩 3～4分）にコンビニ、イトーヨーカ堂

があります。駅の周辺に、飲食店が数件あります。 

 

＜参加費･懇親会費＞ 
条例により、会場での金銭授受ができません。そのため当日参加の方や、参加費･懇親会費未納の

方には、近くの郵便局での振り込みをお願いせざるをえません。事前の払い込みをよろしくお願

いします。送金は、郵便振替（口座番号：00810-9-95059、口座名称：野生生物保護学会第９回

大会組織委員会）までお願いします。領収書は発行いたしませんので、振替用紙の受領証を保存

してください。 

 

ご不明な点は、大会事務局にお尋ね下さい。 
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フロイデ館内図 
 
 
 
 

 
 

受付

懇親会会場

B1 
レストラン
駐車場 

4F 
フロイデホール 
特別会議室 

2F 
多目的研修室 
研修室 
フィットネス受付 

3F 
円卓会議室 
会議室 1・2・3 
和室・茶室 
温水プール 
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1F 
観光情報プラザ 
喫茶・特産品 
交流・情報サロン 
女性サロン 



 スケジュール表 
 
 
 
 

 

会場 9 10 11 12 17 19 20

16:30-18:00

口頭発表1-10

13:00-14:00

2F研修室

B1レストラン 18:00-20:00
「グランツ」

2F多目的
研修室

評議会

16:00-18:00
自由集会1

09:15-13:00
口頭発表11-25

総会

13:30-16:30
自由集会3

12月14日

2F研修室
1

13:00-16:00
自由集会2

2F多目的
研修室

09:15-17:00　ポスター展示
（13:00-17:00　ポスター撤去）

09:15-11:45

2F研修室

12月12日

13 14

懇親会

15 16 18

12月13日

14:45-17:45
シンポジウム

09:15-17:45　ポスター展示

2F多目的
研修室

4Fフロイ
デホール
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大会シンポジウム 
 
 

12月 1３日（土） 
14:45-17:45 

場所: 4Fフロイデホール 
 
 

日本の将来と野生鳥獣 
 
拡大するイノシシ問題 

高橋春成（奈良大学） 
 
コウノトリにみる絶滅危惧種の復活運動 

池田啓（コウノトリの郷博物館） 
 
野生生物保護基本法の制定に向けて：その概念と取り組みにつ

いて 
草刈秀紀（ＷＷＦジャパン） 

 
ニホンザルの交雑問題：移入種問題の経緯と取り組み 

川本芳（京都大学） 
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自由集会 
 
 
 
12月 12日（金）  
 
自由集会 1 16:00-18:00 
コウモリと戦争遺跡 

世話人： 佐野明 （三重県科学技術振興センター） 
安井さち子（NPO法人東洋蝙蝠研究所） 

場 所： 2F多目的研修室 
 
 
自由集会 2 13:00-16:00 
海獣談話会 トド・アザラシの保全の現状と課題 

世話人： 和田一雄 
場 所： 2F多目的研修室 

 
 
12月 14日（日）  
 
自由集会 3 13:30:16:30 
ニホンジカ・ツキノワグマ問題を考える 

世話人： 古林賢恒（東京農工大学） 
場 所： 2F多目的研修室 
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口頭発表 12月 13日（土）午前 
2F多目的研修室 

 
09:15  O01  中国秦嶺山系におけるキンシコウ、西梁群の交尾の繁殖生理的・社会的機能につい

て 
和田一雄 

09:30  O02  大興安嶺西麓・森林･草原移行帯に生息するハイイロオオカミとキツネ類の食性 
若林史子（東京農工大学） 

09:45  O03  ツキノワグマは何故スギを食べるのか－スギに含まれる糖分について－ 
西真澄美（東京農工大学）・野崎英吉（石川県白山自然保護センター）・八神徳彦（石

川県林業試験場）・丸山直樹（東京農工大学） 
10:00  O04  山梨県河口湖町におけるイノシシの食性 

北村美香子・神崎伸夫（東京農工大学）・渡辺通人（河口湖フィールドセンター）・

丸山直樹（東京農工大学） 
10:15  O05  南伊豆・暗沢山一帯におけるイノシシ道密度及び聞き取りによるイノシシの増減判

定 
高橋英理・神崎伸夫・丸山直樹（東京農工大学） 

10:30  O06  自動撮影法とビームライトセンサス法における確認動物の違い 
小金沢正昭（宇都宮大学）・金子啓太郎（宇都宮大学） 

10:45  O07  ニホンツキノワグマの糞に飛来する食糞性コガネムシ類 
小池伸介（(財)日本生態系協会）・葛西真輔･古林賢恒(東京農工大学) 

11:00  O08  シカの糞に集まる食糞性コガネムシの時間的・空間的なすみわけ 
加藤元樹・古林賢恒（東京農工大学）・小池伸介((財)日本生態系協会) 

11:15  O09  南伊豆における繁殖期の鳥類群集 
藤浦あや子・丸山直樹（東京農工大学） 

11:30  O10  ハチクマの渡りと保全-衛星追跡の結果から- 
樋口広芳（東京大学）・中村浩志（信州大学）・植松永至（信州猛禽調査グループ）・

堀田昌伸（長野県自然保護研究所）・時田賢一(我孫子市鳥の博物館)・森下英美子（東
京大学）・田村正行（国立環境研究所） 
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口頭発表 12月 14日（日）午前 
2F多目的研修室 

 
09:15  O11  mtDNA Cyt b遺伝子による韓国産ゴーラルとニホンカモシカの分子系統と遺伝的

多様度  
奥村栄朗（森林総合研究所）・Mi-Sook Min・Jung-Hwa An・Kyung-Seok Kim（国
立ソウル大学校）・Chang-Bae Kim（韓国生命工学研究院）・Nam-Sik Shin（国
立ソウル大学校）・Chang-Hoon Han（ソウル大公園）・Inna V. Voloshina（ラゾ
フスキ国立自然保護区）・Hang Lee（国立ソウル大学校） 

09:30  O12  Habitat Suitability Index (HIS)モデルの誤差の予備的解析 
高橋紀夫（遠洋水産研究所） 

09:45  O13  中国内蒙古自治区における自然保護区の現状と展望 
娜日蘇（東京農工大学） 

10:00  O14  岩木川下流部におけるオオセッカの繁殖場所選択と環境史 
竹内健悟・東信行（弘前大学） 

10:15  O15  軽井沢町でゴミに餌付いたツキノワグマによる被害状況の変遷 
小山克・田中純平・玉谷宏夫・樋口洋・谷上綾・今野万里子・南正人（（株）ピッ

キオ） 
10:30  O16  国内におけるベアドッグ（クマ対策犬）の有効性 

玉谷宏夫・田中純平・小山克・樋口洋・谷上綾・今野万里子・南正人（（株）ピッ

キオ） 
10:45  O17  軽井沢町におけるニホンザル被害対策の事例 

樋口洋・南正人（（株）ピッキオ） 
11:00  O18  孵化後飼育したアカウミガメの野生復帰追跡の試み 

亀崎直樹（日本ウミガ協議会・東京大学）・大鹿達弥（須磨水族園）・増田修（姫路

市立水族館） 
11:15  O19  尖閣諸島魚釣島の野生化ヤギ問題に関する最近の動き 

横畑泰志（富山大学） 
11:30  O20  島根県における狩猟者の意識とニホンイノシシの狩猟期間延長の効果(仮題)  

上田剛平（兵庫県農林水産部）・神崎伸夫（東京農工大学） 
11:45  O21  保護水面制度の現状・課題と政策的展開方策 

桜井政和（水産庁資源管理部） 
12:00  O22  絶滅危惧種ミヤマシジミとアリ類との共生関係について (I) 

渡辺通人（河口湖フィールドセンター）・萩原康夫（昭和大学） 
12:15  O23  クマタカの生息適地モデルと広域環境評価への適用可能性検討 

千葉将敏（株・建設技術研究所） 
12:30  O24  両生類の行動および変態における内分泌撹乱化学物質の影響 

角田裕司（東京農工大学）・竹内浩昭（静岡大学） 
12:45  O25  白神山地における西目屋村アニマルパトロールの取り組みと地域社会の展望 

江成広斗・丸山直樹（東京農工大学）・和田一雄（京都大学） 
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ポスター発表 12月 13日（土）～14日（日） 
2F研修室 

 
P01  クビワコウモリ人工繁殖施設の構造とその利用 

山本輝正（岐阜県立八百津高等学校） 
P02  朱鷺のねぐら入りとねぐら立ち 

飯村武（日本鳥類保護連盟） 
P03  栃木県における傷病鳥獣救護の現状と課題 

松田奈帆子（栃木県県民の森管理事務所） 
P04  紀伊半島南部におけるユビナガコウモリの移動（予報） 

井上龍一・前田喜四雄・徐華（奈良教育大学） 
P05  都市近郊における樹木の幹周と樹洞のできやすさの関係 

橋本啓史（京都大学）・澤邦之（京都大学；現環境省）・田端敬三（大阪府立大学）・森

本幸裕（京都大学） 
P06  奥羽山脈「緑の回廊」における暗視カメラによる野生動物モニタリング 

鈴木祥悟（森林総合研究所） 
P07  山梨県河口湖町におけるイノシシ道分布とその季節的変化 

坂本佳奈子（東京農工大学） 
P08  石川県白山麓地域における猿害対策事業への住民の評価とそこからみえる住民意識 

中田彩子・丸山直樹（東京農工大学） 
P09  タヌキにおける餌食物の消化係数を用いた食性（重量比）分析 

福江祐子（（株）ピッキオ） 
P10  ラジオテレメトリー法によるニホンイノシシの行動解析の試み 

中島亮（山梨大学）・渡辺通人（河口湖フィールドセンター）・丸山直樹・北村美香子・

坂本佳奈子（東京農工大学） 
P11  Preliminary survey on the distribution of large and medium size mammals in West 

Sumatra, Indonesia. 
Rizaldi・Kunio Watanabe（京都大学） 

P12  Accidents of Sichuan snub-nosed monkeys: Falling down from the tree. 
Peng Zhang・Kunio Watanabe （京都大学）• Baoguo Li （Northwest University）
• Chia L. Tan（Zoological society of San Diego）•  Kazuo Wada 

P13  中部山岳地帯に生息する野生ニホンザルの採食戦略 
船越美穂（京都大学） 

P14  奥日光におけるササ型林床およびシロヨメナ型林床に成立する繁殖期の鳥類群集 
上野岳人・須田知樹・丸山直樹（東京農工大学）・小金沢正昭（宇都宮大学） 
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参加者名簿 
氏名 所属 講演 懇親会 

浅井郁美 東京農工大学大学院   参加 

天野弘朗 日本野鳥の会愛知県支部   参加 

安藤正規 名古屋大学大学院生命農学研究科森林保護学

研究室 

    

飯村武 日本鳥類保護連盟 ポスター 参加 

池田啓 コウノトリの里公園 シンポ   

磯野岳臣 KK エコニクス     

上杉哲雄 (株）プレック研究所   参加 

上田剛平 兵庫県農林水産部 口頭 参加 

上野岳人 東京農工大学学農学部 ポスター   

薄井貴 日本オオカミ協会   参加 

江成広斗 東京農工大学農学部 口頭 参加 

大城明夫 日本鳥類標識協会   参加 

奥村栄朗 森林総合研究所 口頭 参加 

角田裕志 東京農工大学大学院農学研究科自然環境保全

学専攻 

口頭 参加 

片岡宣彦 日本鳥類標識協会   参加 

加藤元樹 東京農工大学農学部 口頭   

亀崎直樹 日本ウミガメ協議会・東京大学大学院農学生

命科学研究科 

口頭 参加 

川本芳 京都大学霊長類研究所 シンポ   

北村美香子 東京農工大学農学部 口頭 参加 

草刈秀紀 ＷＷＦジャパン シンポ   

久保島江実       

小池伸介 (財)日本生態系協会 生態系研究センター 口頭 参加 

小金沢正昭 宇都宮大学農学部付属演習林 口頭 参加 

小山克 （株）ピッキオ 口頭   

坂本佳奈子 東京農工大学大学院 ポスター 参加 

桜井政和 水産庁資源管理部沿岸沖合課 口頭 参加 

佐野明 三重県科学技術振興センター 自由集会   

徐華 奈良教育大学自然環境教育センター ポスター（連名者） 参加 

杉山慎二       

鈴木祥悟 森林総合研究所東北支所 ポスター   

高野彩子 奈良教育大学     

高橋英理 東京農工大学農学部 口頭   

高橋紀夫 遠洋水産研究所 口頭   

竹内健悟 弘前大学大学院地域社会研究科 口頭   

田中俊明 

（事務局） 

京都大学霊長類研究所     

玉谷宏夫 （株）ピッキオ 口頭 参加 

千葉将敏 建設技術研究所 口頭   

張鵬 京都大学霊長類研究所 ポスター   

遠山育 日本獣医畜産大学野生動物学教室   参加 
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 氏名 所属 講演 懇親会 

鳥居春巳 奈良教育大学   参加 

中島亮 山梨大学教育人間科学部ソフトサイエンス課

程環境科学コース 

ポスター 参加 

中田彩子 東京農工大学 ポスター 参加 

中村夢奈 日本獣医畜産大学野生動物学教室   参加 

娜日蘇 東京農工大学 口頭   

西真澄美 東京農工大学大学院農学研究科野生動物保護

学研究室 

口頭 参加 

根本理 岩手県立大学総合政策学部   

野崎英吉 石川県 口頭（連名者） 参加 

高橋春成 奈良大学 シンポ   

萩原康夫 昭和大学教養部生物学教室 口頭（連名者）   

橋本啓史 京都大学大学院農学研究科 ポスター 参加 

林哲 石川県自然保護課   参加 

羽山伸一 日本獣医畜産大学     

東信行 弘前大学農学部生命科学 口頭（連名者）   

樋口洋 （株）ピッキオ 口頭   

樋口広芳 東京大学大学院農学生命科学研究科生物多様

性科学研究室 

口頭   

平田滋樹 筑波大学生命環境科学研究科   参加 

福江祐子 （株）ピッキオ ポスター   

藤浦あや子 東京農工大学 口頭 参加 

藤田尚夫 KK ゼムハウス     

船越美穂 京都大学霊長類研究所 ポスター 参加 

古林賢恒 東京農工大学農学部 口頭（連名者）･自

由集会 

参加 

前田喜四雄 奈良教育大学自然環境教育センター ポスター（連名者） 参加 

松園譲     参加 

松田奈帆子 栃木県県民の森管理事務所 ポスター 参加 

丸山直樹 東京農工大学農学部 口頭・ポスター（連

名者） 

  

皆川晶子 東京農工大学農学部     

村上亮 日本鳥類標識協会   参加 

安井さち子 東洋蝙蝠研究所     

安富舞 日本獣医畜産大学野生動物学教室   参加 

山本輝正 岐阜県立八百津高等学校 ポスター   

八代田千鶴 岐阜大学農学部     

横畑泰志 富山大学教育学部 口頭 参加 

吉田洋 山梨県環境科学研究所   参加 

Rizaｌdi 京都大学霊長類研究所 ポスター   

若林史子 東京農工大学大学院 口頭   

和田一雄   口頭･自由集会 参加 

渡邊邦夫  

（事務局） 

京都大学霊長類研究所 口頭（連名者） 参加 

渡辺通人 河口湖フィールドセンター自然共生研究室 口頭 参加 
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