
2011年学会賞・表彰等の状況について
学会名 受賞名 課題名 所属・氏名 受賞年月日

学会賞 ウナギの人工種苗生産に関する研究 養殖研究所生産技術部　田中秀樹
水産学進歩賞 アユの生態学的研究 中央水産研究所内水面研究部　井口惠一朗

論文賞
Growth and maturation of Pacific saury
Cololabis saira under laboratory
conditions

養殖研究所栽培技術開発センター　中屋光
裕
北海道区水産研究所海区水産業研究部　森
岡泰三
北海道区水産研究所海区水産業研究部　市
川卓

論文賞
Spawning induced by cubifrin in the
Japanese common sea cucumber
Apostichopus japonicus

中央水産研究所水産遺伝子解析センター
藤原篤志
養殖研究所生産技術部　山野恵祐

論文賞

Faster growth before metamorphosis
leads to a higher risk of pseudoalbinism
in juveniles of the starry flounder
Platichthys stellatus, as suggested by
otolith back-calculation

西海区水産研究所海区水産業研究部　有瀧
真人
栽培漁業センター宮古栽培漁業センター　清
水 大輔

論文賞
絶滅のおそれのある日本産淡水魚の生
態的特性の解明

中央水産研究所内水面研究部　井口惠一朗

論文賞
Discovery of mature freshwater eels in
the open ocean

中央水産研究所浅海増殖部　張成年
中央水産研究所浅海増殖部　黒木洋明
栽培漁業センター南伊豆栽培漁業センター
加治俊二
中央水産研究所海洋データ解析センター
岡崎誠

日本海洋学会 奨励論文賞

Bathymetric influences of the Emperor
Seamounts upon the subarctic gyre of
the North Pacific: Examining boundary
current dynamics along the eastern side
of the mountain ridge with an idealized
numerical model.

東北区水産研究所資源海洋部　和川拓 2011/4/1

日本魚病学会 奨励賞
魚類浸漬ワクチンの作用メカニズムに関
する研究

養殖研究所病害防除部　乙竹充 2011/3/27

日本プランクトン学会 奨励賞
海洋の漂泳区生態系における小型カイア
シ類の機能的役割に関する研究

東北区水産研究所資源海洋部　西部裕一郎 2011/9/18

海洋音響学会
優秀論文発表
賞

大型クラゲの音響モニタリング調査の高
精度化　- 計量魚群探知機，曳航式ビデ
オカメラ，目視の手法間比較 -

日本海区水産研究所資源管理部　松倉隆一 2011/5/31

海洋理工学会
掘田記念奨励
賞

海洋炭素循環モデルによる深層域での動
物プランクトン現存量の評価

日本海区水産研究所資源環境部　茂木博匡 2011/5/13

日本サンゴ礁学会
若手優秀発表
賞

どの遺伝子系統群の褐虫藻がサンゴ幼
生への共生ソースとなり得るか？

西海区水産研究所亜熱帯研究センター　山
下洋

2011/11/5

日本沿岸域学会 出版・文化賞
「里海」としての沿岸域の新たな利用（水
産学シリーズ１６７）

開発調査センター　井上清和 2011/9/2

日本環境化学会
環境化学論文
賞

二枚貝を指標とした日本沿岸における多
環芳香族化合物汚染のバックグラウンド

瀬戸内海区水産研究所環境保全研究セン
ター　田中博之

2011/4/20

日本生態学会 ポスター賞
同所的に棲むイワナとヤマメの成熟開始
サイズ～釧路川水系10支流間で見られた
多様性の謎～

北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部　森
田健太郎

2011/3/9

日本船舶海洋工学会 発明賞 船型開発用回流水槽の開発 水産工学研究所漁業生産工学部　川島敏彦 2011/3/1

日本農業経済学会 ポスター賞
排出量取引制度下における省エネル
ギー機器投資の経済性評価－バラ切花
農家によるヒートポンプ導入のリアル・オ

中央水産研究所経営経済研究センター　桟
敷孝浩

2011/6/11

日本哺乳類学会 優秀ポスター賞
海洋環境データを用いたコビレゴンドウ
（タッパナガ・マゴンドウ）の空間分布推定

国際水産資源研究所外洋資源部　金治佑 2011/9/10

North Pacific Marine
Science Organization

Best Poster
Award

Reproductive biology of Benthosema
pterotum (Pisces: Myctophidae) in the
shelf region of the East China Sea

西海区水産研究所資源海洋部　佐々千由紀 2011/10/21

PICES(北太平洋海洋
科学機構)

PICES 2011
FIS Committee
Best Poster

Fishery income fluctuation by selecting
fishing ground in the Japanese coastal
squid jigging fishery

水産工学研究所水産業システム研究セン
ター　田丸修

2011/10/21

THE AMERICAN
SOCIETY FOR
BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR

The Best
Thematic
Poster award

Protective function of autophagy against
oxidative stress in zebrafish

中央水産研究所水産物応用開発研究セン
ター　今村伸太朗

2011/4/13

瀬戸内海研究会議
最優秀ポスター
賞

環形動物を用いた海洋底質浄化に向け
た取り組み

瀬戸内海区水産研究所環境保全研究セン
ター　伊藤克敏

2011/8/18

文部科学省
大臣表彰　若手
科学者賞

海洋環境変動に対する魚類資源応答機
構の研究

西海区水産研究所資源海洋部　髙橋素光 2011/4/20

日本水産学会 2011/3/29


