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清水夏樹 研究・教育・社会活動業績（～2016.4） 

 

 

（１）原著論文 

1. 包 薩日梛・星野 敏・橋本 禅・清水夏樹・張 明新(2015): 中国農村地域におけるインターネ

ット利用と住民の政府への信頼にとの関係に関する探索的研究，社会情報学，3(2)，1-14.(査読

有り) 

2. 橋本 禅・高力千紘・中村省吾・星野 敏・清水夏樹(2015): 能登半島の社会生態生産ランドス

ケープ・ホットスポット評価，ランドスケープ研究(オンライン論文集)，8，31-36(査読有り) 

3. 包 薩日梛・星野 敏・橋本 禅・清水夏樹，(2014): 中国湖北省農村地域におけるインターネッ

ト利用意思の規定要因－総合技術受容モデルによる分析から－，農村計画学会誌，Vol.33, No.1，

54-62.(査読有り) 

4. 伊藤孝史・橋本 禅・星野 敏・九鬼康彰・清水夏樹(2014): 小水力発電の導入における土地改

良区の対処能力と関係団体による支援の可能性－富山県を事例に－，農業農村工学会論文集，

294，9-17(査読有り) 

5. 田中里奈・橋本 禅・星野 敏・清水夏樹(2014): 農村地域住民の幸福度に影響を与える地域的

な要因～石川県珠洲市における聞き取り調査の結果をもとに～，農村計画学会誌，Vo.33，論

文特集号，299-304.(査読有り) 

6. 鬼塚健一郎・萩原 和・星野 敏・清水夏樹・橋本 禅(2014): Facebook を活用したワークショッ

プの効果と課題－京丹後市五十河地域における 取組を通じて－，農村計画学会誌，Vol.32，

No.4，507-516.(査読有り) 

7. 包 薩日娜・ 星野 敏・ 橋本 禅・ 九鬼康彰・清水夏樹(2014): 中国農村地域におけるインタ

ーネットの利用実態とその規定要因，農林業問題研究，49(1)，113-119.(査読有り) 

8. Masato Nakamura, Yoshito Yuyama, Masaru Yamaoka, Natsuki Shimizu(2013): Global warming impacts 

of the process to utilize digested slurry from methane fermentation as a fertilizer: Case Study of the 

Yamada Biomass Plant, Paddy Water Environment, published online 01 June 2013(査読有り)  

9. 田中里奈・橋本 禅・星野 敏・清水夏樹・九鬼康彰(2013): 居住地域の特性が住民の主観的幸

福度に与える影響，農村計画学会誌，Vo.32，論文特集号，167-172.(査読有り) 

10. 松本京子・星野 敏・橋本 禅・清水夏樹(2013): 地域社会における飲料水管理の実態と課題:

インド共和国アーンドラ・プラデシュ州農村部を事例に，農村計画学会誌，Vo.32，論文特集

号，173-178.(査読有り) 

11. 黄 琬惠・橋本 禅・星野 敏・九鬼康彰・清水夏樹(2013): 土壌汚染地域における長期休耕に影

響を与える要因:－台湾彰化県北部を事例として－，農村計画学会誌，Vo.32，論文特集号，

233-238.(査読有り) 

12. 佐々木孝子・星野 敏・橋本 禅・清水夏樹(2013): 台湾原住民部落スマグスの社区営造におけ

る教会と住民組織の関係:‐センス・オブ・コミュニティを用いて‐，農村計画学会誌，Vo.32，

論文特集号，245-250.(査読有り) 

13. 岸岡智也・橋本 禅・星野 敏・九鬼康彰・清水夏樹(2013): コ・マネジメントからみた野生鳥

獣被害対策における基礎自治体の役割と課題:－近畿 6 府県を事例に－，農村計画学会誌，Vo.32，

論文特集号，281-286.(査読有り) 

14. 清水夏樹・柚山義人・中村真人・山岡 賢(2012)：バイオマス活用における担い手別の経済性

と地産地消効果，農村計画学会誌，Vol.31，論文特集号，207-212.(査読有り) 

15. 清水夏樹・柚山義人・中村真人・山岡 賢(2012)：バイオマス利活用システムのライフサイク

ルを対象とした経済性の評価，農工研技報，212，53-96.(査読有り) 

16. 清水夏樹・柚山義人・中村真人・山岡 賢(2012)：バイオマス利活用システムのライフサイク

ルを対象としたエネルギー収支の評価，農工研技報，212，97-126.(査読有り) 

17. 山岡 賢・中村真人・相原秀基・清水夏樹・柚山義人(2011)：メタン発酵消化液の輸送・散布

計画支援モデルの開発，農業農村工学会論文集，273,89-96. (査読有り) 

18. 柚山義人・清水夏樹・山岡 賢・中村真人(2011)：外部経済効果の積極的評価によるバイオマ
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ス利活用の推進，資源循環研究部会論文集，7,67-79. (査読有り) 

19. 柚山義人・山岡 賢・中村真人・清水夏樹(2010)：ライフサイクル的にみたバイオマス利活用

評価の論点，農業農村工学会誌，266，71-76.(査読有り) 

20. 柚山義人・土井和之・中村真人・清水夏樹(2010)：地域バイオマス利活用診断ツールの開発，

農業農村工学会誌，266，57-62. (査読有り) 

21. 中村真人・柚山義人・山岡 賢・折立文子・藤川智紀・清水夏樹・阿部邦夫・相原秀基(2010)：

メタン発酵プラントのトラブル記録と長期運転データの解析－山田バイオマスプラントを事

例として－，農工研技報，210，11-36. (査読有り) 

22. 清水夏樹・柚山義人(2010)：エネルギー収支・経済性・環境負荷からみたバイオマス利活用

シナリオの評価，農村計画学会誌論文特集号，28，243-248. (査読有り) 

23. 清水夏樹・柚山義人・中村真人(2009)：バイオ燃料生産のための資源作物生産特性の評価，

農業農村工学会誌，77(8)，11-14. (査読有り) 

24. 清水夏樹・柚山義人・中村真人(2009)：資源作物生産特性データベースの整備，農工研技報，

209，29-56. (査読有り) 

25. 山岡 賢・柚山義人・中村真人・清水夏樹・折立文子(2009)：メタン発酵消化液の輸送・散布

の計画支援モデルの構築とモデルケースの試算，農業農村工学会資源循環研究部会論文集，5，

41-55. (査読有り) 

26. 中村真人・阿部邦夫・相原秀基・柚山義人・山岡 賢・清水夏樹・折立文子(2009)：メタン発

酵消化液の液肥利用に伴う温室効果ガス排出量－山田バイオマスプラントを事例として－，農

業農村工学会資源循環研究部会論文集，5，1-14. (査読有り) 

27. 中村真人・柚山義人・山岡 賢・藤川智紀・清水夏樹(2008)：消化液を液肥利用するメタン発

酵システムによる温室効果ガス削減効果，農業農村工学会誌，6(11)，13-16. (査読有り) 

28. 柚山義人・中村真人・山岡 賢・清水夏樹・阿部邦夫(2008)：都市近郊農畜産業型のバイオマ

ス利活用実証研究の成果と展望，農業農村工学会資源循環研究部会論文集，4，131-147. (査読

有り) 

29. 清水夏樹・柚山義人(2007)：環境に配慮した農法のエネルギー消費分析と経営実態－千葉県

北東部における栽培事例より－，農村計画学会誌論文特集号，26，365-370. (査読有り) 

30. 清水夏樹・柚山義人(2007)：バイオマス利活用における資源作物生産の評価視点，農業土木

学会資源循環研究部会論文集，2，103-113. (査読有り) 

31. 藤川智紀・柚山義人・中村真人・清水夏樹・山岡 賢(2007)：農地の持続性評価基準に関する

検討，農業土木学会資源循環研究部会論文集，2，1-10. (査読有り) 

32. 清水夏樹(2005)：有機性資源の利活用を促進するための支援策，農業工学研究所技報，203，

47-56. (査読有り) 

33. 柚山義人・森 淳・中村真人・清水夏樹(2005)：輸送問題からみたバイオマス利活用，農業土

木学会誌，73(12)，29-33. (査読有り) 

34. 清水夏樹・唐崎卓也・栗原伸治・斎尾直子・島 武男・清水 庸(2005)：農村計画研究におけ

る「範域」の捉え方，農村計画学会誌，24(1)，24-35. (査読有り) 

35. 柚山義人・森 淳・中村真人・清水夏樹(2004)：有機性資源の利活用推進方策，農業土木学会

誌，72(8)，13-18. (査読有り) 

36. 清水夏樹・佐藤洋平(2002)：中山間地域の地域性に対応した農村基盤の持続的管理，農村計

画論文集，4，181-186. (査読有り) 

37. 清水夏樹(2002)：中山間地域における農業・農村基盤の持続的管理，東畑四郎記念研究奨励

事業報告，27，1-59. (査読有り) 

38. 清水夏樹・佐藤洋平(2001)：中山間地域における農地の地域的管理－竹田市九重野地区にお

ける事例－，農村計画論文集，3，193-198. (査読有り) 

39. Abdel-Samad M.ALI，Yohei SATO，Natsuki SHIMIZU(2001)：EXPLORATION AND 

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC POTENTIALS FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN RURAL EGYPT USING GIS TECHNOLOGY，農村計画論文集，3，

175-180. (査読有り) 

40. 清水夏樹・佐藤洋平(2000)：山間農業集落における農業・農村基盤の維持・管理－山形県大



 3 

江町を事例として－，農村計画論文集，2，259-264. (査読有り) 

41. 清水夏樹・佐藤洋平(2000)：都市近郊農業地域における平地林の減少要因，農村計画学会誌，

18(4)，265-274. (査読有り) 

42. 清水夏樹・佐藤洋平・山路永司(1999)：中山間地域資源の維持・管理システム，農村計画論

文集，1，301-306. (査読有り) 

 

（２）著書 
1. 清水夏樹(2015): バイオマス活用の個別経営と地域への効果(分担執筆)「最新農業技術土壌施肥

Vol.7」，農山漁村文化協会，131-139(分担部分).(著書) 

2. Natsuki Shimizu, Ryunosuke Tateno, Akihide Kasai, Hiroshi Mukai and Yoh Yamashita(ed.)(2014): 

Chapter 3(１)Definition of the sato and Chapter 3(5) The connectivity of hills , humans and oceans in the 

sato, in Connectivity of Hills, Humans and Oceans, Challenge to Improvement of Watershed and 

Coastal Environments, Kyoto University Press. Kyoto,1-283，2014(編著書) 

3. 清水夏樹 (2013):バイオマスの賦存量・利用可能量の把握(一般社団法人日本有機資源協会編：

バイオマス活用ハンドブック，第 2 編)，環境新聞社，東京．66-211.(著書，責任編集) 

 

（３）総説・その他 

1. 清水夏樹(2015)：「研究」成果の行き先を考える，農村計画学会誌，34，2，128-131 

2. 清水 夏樹(2015): 西日本ブロック地区セミナー(第 2 回)報告, 農村計画学会誌, Vol.33, No.4, 

486 

3. 清水 夏樹・長谷川路子(2014):「つながりの場－里山－」をつくり，守る，農村計画学会誌, Vol.33, 

No.1, 2-3 

4. 清水夏樹(2013)：バイオマス利活用による地域活性化とは？，JACEM, 一般社団法人農業土木

機械化協会，No.57，5-11. 

5. 清水夏樹(2012)：農村地域におけるバイオマス利活用システムの現状と可能性，ランドスケー

プ研究，76(3)，197-200. 

6. 清水夏樹(2011)：エネルギー農作物の栽培から収穫に要するエネルギーの実態と課題，環境技

術，Vol.40，No.6，25-30. 

7. 柚山義人，中村真人，清水夏樹(2009)：地域バイオマスの持続的利活用システム，環境情報科

学，38(3)，38-42. 

8. 清水夏樹・柚山義人(2007)：「やまだバイオマスタウン構想」へのアプローチ－バイオマスが

つむぐ人と空と大地の環－(アグリ・バイオマスタウンの構築に向けて)，農林水産バイオリサ

イクル研究「システム実用化千葉ユニット」編著『アグリ・バイオマスタウン構築へのプロロ

ーグ』，108-113 

9. 清水夏樹(2007)：資源作物生産とそのバイオ燃料利用についての評価の視点，環境技術，Vol.36，

No.12，18-23. 

10. 清水夏樹(2006)：バイオマス利活用を促進するための組織の連携，農林水産バイオリサイク

ル研究「システム化サブチーム」編著『バイオマス利活用システムの設計と評価』，135-143 

11. 清水夏樹(2002)：中山間地域研究における多角的視点，農村計画学会誌，21(2)，183. 

 

（４）教育活動（担当授業） 

【京都大学】 

 京都大学大学院農学研究科・地域環境科学専攻「環境保全の理念と実践（Ideas and 

Practices for Environmental Conservation）」（2013年～現在。2014年度以降はEdouard 

Lavergne講師と分担） 

 京都大学大学院農学研究科・地域環境科学専攻「多様性保全の法政策（Law and Policy for 

Conservation of Bio/Cultural Diversity）」（2013年度～現在。2014年度以降はEdouard 

Lavergne講師と分担） 
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 京都大学全学共通科目「森里海連環学」（2013年度～2015年度，リレー講義の1回分を担当） 

 京都大学全学共通科目「森里海連環学Ⅰ」(3回分を分担予定）(2016年度～） 

 京都大学大学院地球環境学舎・学堂「統合管理国際貢献学(2014年度より森里海国際貢献学

と名称変更）」（通年のテーマ別グループゼミ）(2013年度～2014年度） 

→2015年度より，京都大学森里海連環学教育プログラム独自科目（プログラム必修科目）

「森里海国際貢献学Ⅰ(前期）」「森里海国際貢献学Ⅱ(後期）」として開講 

 京都大学大学院地球環境学舎・学堂「森里海連環の理論と実践」分担（実習を含む集中講

義） 

【他大学】 

 江戸川大学社会学部ライフデザイン学科「農村地域デザイン論」を非常勤講師として担当

(前期15回)(2005年4月から2011年3月まで6年間)  

 北里大学獣医学部生物環境科学科「環境経済学」を非常勤講師として担当（集中講義，後

期15回相当）(2016年～予定） 

 

（５）社会貢献活動 

【学会における活動】 

2002 年 4 月 農村計画学会学会誌編集委員(2005 年 3 月まで) 

2005 年 4 月 農村計画学会査読委員(2009 年 3 月まで) 

2009 年 4 月 農村計画学会学術交流委員(2016 年 3 月まで) 

2014 年 9 月 日本環境共生学会学術・編集委員(現在に至る)  

2015 年 3 月 農業農村工学会農村計画研究部会研修集会担当役員(2016 年 3 月まで) 

2015 年 4 月 農業農村工学会農業農村整備政策研究部会幹事(現在に至る) 

2016 年 4 月 農業農村工学会農村計画研究部会代表幹事(現在に至る) 

2016 年 4 月 農村計画学会第 18 期評議員(現在に至る) 

 

【社会における活動】 

(委員会等) 

2002 年 4 月 (財)日本農業土木総合研究所 物質循環モデル作成委員会分科会委員(2005 年 3 月

まで) 

2008 年 4 月 社団法人日本有機資源協会バイオマスタウン推進委員会(2009 年 3 月まで) 

2008年 5月 平成20年度農林水産省環境バイオマス総合対策推進事業(農林水産省大臣官房環境

バイオマス政策課)企画提案書審査委員会委員(単年度) 

2008 年 11 月 宮城県大崎市バイオマスタウン構想策定検討会議委員(2009 年 3 月まで) 

2009 年 6 月 宮城県大崎市バイオマス利活用推進委員会講師（アドバイザー)(2012 年 3 月まで) 

2009年 6月 平成21年度農林水産省環境バイオマス総合対策推進事業(農林水産省大臣官房バイ

オマス政策課)企画提案書審査委員会委員(単年度) 

2009 年 9 月 埼玉県景観審議会委員(2013 年 9 月まで) 

2010 年 4 月 平成 22 年度農林水産省農山漁村６次産業化事業に係るバイオマス資源活用促進事
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業(農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課)課題提案書選定審査委員会委員(単年

度) 

2011 年 9 月 埼玉県見沼田圃土地利用審査会委員(2013 年 9 月まで) 

2012 年 11 月 財団法人福井県産業廃棄物処理公社・下水汚泥の固形燃料化研究会委員(2013 年

3 月まで) 

2013 年 3 月 近畿農政局・近畿農政局農村振興関係交付金交付先選定審査委員会外部委員(現在

に至る) 

2014 年 10 月 京丹波町木質バイオマスエネルギー活用推進委員会委員長(現在に至る) 

2015 年 11 月 京丹波町バイオマス産業都市構想策定委員会委員長(現在に至る) 

 

（講演等) 

2007 年 12 月 14 日「地域活性化のためのバイオマス研究」，農林水産省地域バイオマス発見活

用促進事業シンポジウム「バイオマスタウン円卓会議・バイオマスタウン新

時代」 

2008 年 2 月 5 日 「地域活性化のためのバイオマス研究」，農林水産省地域バイオマス発見活

用促進事業「バイオマス発見活用促進セミナーin 岡山」，講演資料 50-52 

2013 年 7 月 18 日「メタン発酵プラントの経済性評価などエネルギー収支・経済性・環境負荷か

らみたバイオマス利活用」，(株)技術情報センターセミナー(大阪・天満橋ドー

ンセンター)，「各種バイオマス発電システムの経済性評価と技術動向」講師 

2013 年 8 月 22 日 バイオマス活用アドバイザー養成研修講師((一財)日本有機資源協会主催，東

京・馬事畜産会館) 

2013 年 10 月 2 日 「大学が行う農地等活用ボランティアの役割と課題」，農林水産省近畿農政

局「農地等活用ボランティア情報交換会」(大阪・泉南府民センター)講師 

2014 年 9 月 18 日 バイオマス活用アドバイザー養成研修講師((一財)日本有機資源協会主催，東

京・馬事畜産会館) 

2014 年 12 月 14 日 森里海シンポジウム「「人と自然のつながり」を育てる地域の力 －淡海（お

うみ)発・企業の挑戦－」（日本財団他との共催) において、パネルディスカッ

ション コーディネーター(京都・キャンパスプラザ京都) 

2015 年 3 月 3 日 「近江八幡に商う」，第 32 回嶋臺塾（テーマ「商うということ」) 


