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研究者  (6) 環境・社会基盤工学科

担 当 科 目 水質工学（１, ２）/ 環境水質学２/ 環境水質実験１/ 環境モデリング（大学院）
専 門 分 野 水環境工学 / 水システム工学

論文・報告

Scenario-based land abandonment projections: Method, application and implications（Science of The Total Environment, 2019）
Georeferenced multimedia environmental fate of volatile methylsiloxanes modeled in the populous Tokyo Bay catchment basin

（Science of The Total Environmen, 2019）
Estimation of long-term dietary exposure to acrylamide in Japanese （Food Additives and Contaminants, 2018）
Holocene estuarine sediments as a source of arsenic in Pleistocene groundwater in suburbs of Hanoi, Vietnam （Hydrogeology 
Journal, 2017）
Hospital-Use Pharmaceuticals in Swiss Waters Modeled at High Spatial Resolution （Environmental Science & Technology, 2016）

著 書
Groundwater management in Asian cities （Springer, 2008, 分担執筆）
Groundwater Quality: Securing Groundwater Quality in Urban and Industrial Environments （IAHS-AISH Publication, 2008, 分担
執筆）

所 属 学 会 日本水環境学会、土木学会、日本地下水学会、International Water Association （IWA）
学会委員等 日本水環境学会・将来の水環境変化に対応した水供給システム委員会

学 外 活 動
国際水学会 水中の天然有機物に関する専門家会議（IWA NOM7）実行委員会（平 30.5 ～） / Science of the Total Environment 
誌 編集委員（平 28.2 ～） / The Scientific World Journal 特別号 “Emerging Water Quality Problems in Developing Countries”, 
ゲストエディター（平 25）

受 賞 歴 第 50 回環境工学研究フォーラム論文奨励賞（平 26.12） / 東京大学大学院工学系研究科長賞（研究）（平 22.3）
現在の研究課題

１．環境変動が水環境に与える影響調査
気候変動や災害が水環境や水システムに与える影響を実験やモデルにより推定する。

２．分散型水システムの研究
途上国などで使用される分散型の水システムに関する調査や技術開発を行う。

３．新規汚染物質の動態解明
医薬品やパーソナルケア製品の水環境中の動態を分析やモデルにより明らかにする。

共同研究キーワード
水環境汚染 / 上下水道 / 途上国の水環境

環境工学講座
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（1978生）
博士（工学）

（東京大学・平 22）

東京大学工学部都市工学科卒（平 13.3） / 東京大学大学院工学系研究科都
市工学専攻博士前期課程修了（平 19.3） / 同博士後期課程修了（平 22.3） / 
日本上下水道設計（株）（平 13.4 ～ 17.3） / 日本学術振興会 特別研究員（平
21.4 ～ 23.3） / スイス連邦水科学技術研究所（Eawag） PD 研究員（平 22.4
～ 23.3） / 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 特任研究員（平 23.4
～ 26.3） / 国立環境研究所 研究員（平 26.4 ～ 29.6） / 国立環境研究所 主任
研究員（平 29.7 ～ 31.3）

■経   歴

環境工学講座
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（1981生）
博士（理学）

（信州大学・平 20）

担 当 科 目 環境微生物学 / 環境基礎生物学 / 水圏生物学 / 水圏生物実験 / 専門ゼミ / プレゼンテーション演習 / フィー
ルド実習 / 環境応用生態学（大学院）

専 門 分 野 生態学 / 生態毒性学 / 陸水学

論文・報告

「Role of prey-predator interactions in structuring zooplankton community and disturbance by insecticide 
on them」（学位論文，2008）

「Acute toxicity of copper to Daphnia galeata under different magnesium and calcium conditions」
（Limnology，2017）
「Diversification of mitochondrial genome of Daphnia galeata （Cladocera, Crustacea）: Comparison with 
phylogenetic consideration of the complete sequences of clones isolated from five lakes in Japan」（Gene, 
2017）

「Long-term zooplankton community records （1996-2017） for Lake Suwa （Japan）」（Ecological Research, 2017）
著 書 「シリーズ現代の生態学 9 淡水生態学のフロンティア」（共立出版，2012）分担執筆
所 属 学 会 日本生態学会（平 16 ～）/ 日本陸水学会（平 21 ～）/ 日本環境毒性学会（平 25 ～）
学会委員等 Associate Editor of Limnology（平 27.1 ～）/ 日本環境毒性学会幹事（平 28.9 ～）/ 日本陸水学会甲信越支

部会幹事（平 28.11 ～）

受 賞 歴
日本環境毒性学会奨励賞（平 19.9）/International Symposium on River and Lake Environment "Best Talk 
Award"（平 19.10）/ 日本陸水学会優秀ポスター賞（平 21.9）/ 日本環境毒性学会奨励賞・ポスター（平
26.9）/ 日本環境毒性学会 CERI 学会賞（平 28.9）/ 陸水学雑誌論文賞（平 29.9）

現在の研究課題
人間活動による河川・湖沼生態系構造・機能への影響を定量的に評価することを目的として，生物群集動態を制御す

る環境要因と生物間相互作用の役割について研究しています．
１．ミジンコ類の表現型可塑性と化学物質による攪乱影響の評価（科研費基盤 C　H29.4-H31.3　代表）
２．人為由来環境変化に対する生物の適応戦略と小進化（平成 26-30 年度文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援

事業　分担）
共同研究キーワード

生態系 / 水環境 / 化学物質 / 生態系操作

信州大学理学部生物科学科卒（平 16.3）/ 信州大学大学院工学系研究科博
士前期課程修了（平 18.3）/ 信州大学大学院総合工学系研究科博士課程修
了（平 20.3）/ 日本学術振興会特別研究員 PD（国立環境研究所・環境リス
ク研究センター・生態リスク評価研究室所属、平 20.4-22.3）/ 富山県立大
学工学部環境工学科講師（平 22.4-31.3）/ 同准教授（平 31.4 ～）/ 東洋大
学生命環境科学研究センター客員研究員（平 26.10-31.3）

■経   歴


