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Ⅲ． 平成 12 年度 修了生修士論文題目 
 

氏 名（指導教官  分野）           

論文題目 

  

青柳 かつら（佐藤 俊 環境政策） 

資源利用からみたエゾシカの保護管理：北海道足寄郡足寄町の事例 
 
安達 裕哉（酒井慎吾 生物環境） 
ヤエナリにおけるテロメラーゼ誘導機構に関する研究 
 
阿部 美和（松本栄次 自然環境） 
日光男体山における凍結融解作用と登山道侵食への影響        
 
新井 大輔（関 李紀 生産環境） 
AMSを用いた 36Cl 測定法の開発と JCO臨界事故問題への応用 
 
荒賀 俊介（小場瀬令二 環境計画） 
民家再生の促進要因と今後の課題について         
 
石黒 夏美（濱 健夫 生物環境） 
湖沼の窒素循環に対する水鳥の寄与    
 
石塚 麻美子（国府田悦男 環境改善） 
ガソリン汚染土壌浄化のためのバイオレメディエーション技術に関する基礎的研究    
 
磯部 眞弓（安田八十五 環境政策） 
足尾銅山における鉱害対策に関する社会的費用便益分析 
 
伊藤 智弥（伊藤太一 環境計画） 
定住可能性からみた交流型グリーンツーリズムのあり方     
 
糸数 哲（松本栄次 自然環境） 
植生回復程度の異なる山地小流域における降雨流出特性および土砂流出特性 
 
上杉 龍士（藤井宏一 生物環境） 
Effects of Gene Flow on Genetic Differentiation in the Experimental Population of Two-Spotted Spider Mite, 
Tetranychus urticae Koch 
 
衛藤 夏葉（中原忠篤 環境改善） 
Seasonal Dynamics of Microbial Community Structure in Eutophic Lake Kasumigaura 
 
円城寺 勲（富田文一郎 生産環境） 
ポリオール系液化における各種バイオマス資源の挙動  
 
大江 直輔（大澤義明 環境計画） 
発着地および経路パターンに着目した国内観光流動の分析 
 
大久保 秀樹（安田八十五 環境政策） 
青森県弘前市における廃棄物分別収集および再資源化政策の評価   
 
太田 人嗣（安田八十五 環境政策） 
環境関連事故が企業の市場価値に及ぼす影響と情報開示の果たす役割 
 
大竹 雅洋（増田美砂 環境計画） 
発展途上国における持続的農家経営と NGOの役割   
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大屋 みのり（谷村秀彦 環境計画） 
住まい方からみた継承的古民家再生の問題点と可能性 
 
大和田 真弓（安部征雄 生産環境） 
西オーストラリア州の乾燥地における現存植物量の推定 
 
岡田 典久（中原忠篤 環境計画） 
従属栄養性硝化細菌における好気脱窒能の解析     
 
岡田 賢次（中原忠篤 環境改善） 
Candida antarctica T-34 による食品工業廃油を利用した糖脂質生産とその分子生物学的 
基礎技術の構築  
 
岡田 英樹（田瀬則雄 自然環境） 
安定同位体比を用いた生態系土壌有機炭素の蓄積・分解過程の評価 
奥村 希（大村謙二 環境計画） 
木造密集市街地の整備改善に関する考察：東京都区部における整備実績と連坦建築物設計制度の活用   
 
小沼 秀嗣（松本栄次 自然環境） 
霞ヶ浦沿岸域における湖底掘削が及ぼす湖岸植生帯への影響     
 
上出 祥司（松本栄次 自然環境） 
山地河川における step-pool 河床の出水による攪乱プロセス 
 
川田 清和（中村 徹 生物環境） 
那珂川における砂礫堆上の植物群落の分布  
 
菊地 美貴子（佐藤 俊 環境政策） 
遊牧社会レンディーレにおける物質文化と平準化機構 
 
北浦 光章（松本栄次 自然環境） 
涸沼における湖底地形および湖底堆積物への波浪の影響      
 
木下 典子（高橋三保子 生物環境） 
ゾウリムシ属における形態種間および種内の分子系統解析    
 
久保 敬也（及川武久 生物環境） 
乗鞍岳の森林限界を構成するオオシラビソ Abies mariesii の春季枯損過程の生理生態学的解析  
 
栗田 英治（横張 真 生物環境） 
里山ランドスケープの保全に果たすゴルフ場の役割とその管理手法 

 

小出 幸絵（下條信弘 環境改善） 
ディーゼル排出粒子成分であるフェナントラキノンによる酸化的ストレスの誘発 
 
五弓 裕文（谷村秀彦 環境計画） 
シルバー世代の日常的な近隣外出行動に関する研究  
 
小林 慎太郎（氷鉋揚四郎 環境政策） 
公益機能を評価した人工林管理政策の再検討        
 
小林 真理（松本 宏 生産環境） 
除草剤キンクロラックによる生理障害発現へのエチレン生合成系活性化の関与       
 
小山 弘之（小林勝一郎 生産環境） 
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セイタカアワダチソウに含まれる他感物質 DME の土壌中における挙動と活性の変動要因     
 
斉藤 琢（安成哲三 自然環境） 
熱帯地域における植生指数と降水量の季節変動要因   
 
酒井 浩晃（及川武久 生物環境） 
Epophysiological Analysis of the Effects of Increasing CO2 and Temperature on Growth Characteristics of 
Castanopsis cuspidata var. sieboldii Saplings 
 
桜 久美子（木村富士男 自然環境） 
微気圧計を用いた多様地表面上の広域顕熱フラックスの観測 

 

佐々木 智代（安田八十五 環境政策） 
民生用エネルギーシステムにおける環境保全性とその評価   
 
猿渡 篤（中原 忠篤 環境改善） 
新規ポリブチレンサクシネート分解菌の探索とその性質    
 
澤田 勇生（中原 忠篤 環境改善） 
Bacillus subtilis BN株の生産するバイオサーファクタントの解析       
 
柴田 彩子（佐藤 俊 環境政策） 
赤沢青年同志会によるまちづくり活動の分析：山梨県南巨摩郡早川町の事例       
 
関 寿子（田瀬則雄 自然環境） 
関東平野における深層地下水の水質特性  
 
関 政幸（熊谷良雄 環境計画） 
震災時における老人福祉施設と地域住民組織との連携に関する研究     
 
関戸 崇（天田高白 環境計画） 
マングローブ林保全のためのリモートセンシングを用いたモニタリング手法の開発  
 
高木 和歌子（大村謙二郎 環境計画） 
密集市街地における共同建替え選択要因に関する研究 
 
田方 智（天田高白 環境計画） 
スリット砂防ダムの水理特性に関する研究  
 
 
高橋 洋子（中村 徹 生物環境） 
内蒙古草原における異なる放牧圧下での刈り取りによる植物群落の再生様式  
 
高橋 良（渡辺 俊 環境計画） 
東京特別区部における出生率決定要因の分析    
 
高村 近子（田瀬則雄 自然環境） 
つくば地域の水田における水収支・熱収支・CO2フラックスの特性      
 
高谷 雅宏（氷鉋揚四郎 環境政策） 
市街地再開発の社会的経済的評価手法に関する研究：水戸駅北口駅前再開発を事例として        
 
谷垣 尚己（藤井宏一 生物環境） 
Seasonal Changes of Intake Rates and Niche Overlaps of Three Egret Species in Paddy Field 
 
勅使川原 将吾（谷村秀彦 環境計画） 
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余暇施設の利用実態とその特性：施設利用の段階的発展   
 
照沼 利浩（天田高白 環境計画） 
合成開口レーダーを用いた火砕流・ラハールの流下範囲抽出法に関する研究       
 
出渕 美奈子（小場瀬令二 環境計画） 
行政主導型都市農村交流からみたグリーンツーリズム発展の可能性に関する研究  
 
土岐 直大（田瀬則雄 自然環境） 
数値シュミレーションによる山体の地下水流動系の解析    
 
飛田 ちづる（大村謙二郎 環境計画） 
寺町環境の保全に関する研究：世田谷区北烏山を事例として    
 
冨安 昭亘（天田高白 環境計画 ） 
農村流域におけるタンクモデルを用いた物質輸送モデル   
 
外山 訓之（田瀬則雄 自然環境） 
台地末端部斜面における地下水中の N2Oの動態 
 
中西 直明（木村富士男 自然環境） 
光化学大気汚染の気象学的解析と定量的評価の困難性に関する研究：南米チリ・サンチャゴ盆地を事例

として      
 
中野 秀浩（天田高白 環境計画） 
中小出水時の透過型砂防ダムにおける流木閉塞に関する実験的研究     
 
中間 恵子（安成哲三 自然環境） 
レナ川流域における水収支の季節的変化と年々変動     
 
中村 太郎（田瀬則雄 自然環境） 
単独処理浄化槽と合併処理浄化槽からの放流水の水質特性と環境に与える影響 
 
波田 健二（氷鉋揚四郎 環境政策） 
東京湾へ流入する汚濁負荷量を削減するための環境政策  
 
新村 有紀（増田美砂 環境計画） 
地域住民による環境調和型資源管理の可能性：インドネシアのクルイ地域を事例として 
 
野村 佳範（田瀬則雄 自然環境） 
窒素および硫黄の安定同位体比を用いた硝酸性窒素汚染地下水の挙動の解明     
 
畑山 貴宏（西田正規 環境政策） 
宮城県丸森町筆甫地区の農家における自家用作物栽培の意義    
 
春山 優香里（小場瀬令二 環境計画） 
地域ポータルサイトの現状とマンションサイトに関する研究    
 
樋川 敬介（中原忠篤 環境改善） 
好熱性細菌によるポリブチレンサクシネートの分解      
 
福島 潤二（藤井宏一 生物環境） 
カリヤコマユバチにおける植物成分の学習     
 
布施 喜仁（小林勝一郎 生産環境） 
除草剤クミルロンの土壌中における挙動と出芽深度の異なるクログワイに対する生育抑制効果 
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舟尾 基（小場瀬令二 環境計画） 
限界郊外住宅地の実態と今後の動向に関する研究      
 
堀 久仁子（西尾建彦 生産環境） 
堆積岩中に存在するフェノール類および芳香族カルボン酸の研究  
 
堀 裕子（酒井慎吾 生物環境） 
Induction of Differentiation and Apoptosis of Human Myeloid Leukemia HL-60 Cells by Cytokininns, One Group 
of Plant Hormones    
 
前田 洋子（西尾建彦 生産環境） 
Stereochemical Studies of Optically Active Polynuclear Complexes in Asymmetric Environment   
 
松浦 俊也（横張 真 環境計画） 
数値地理情報を用いた谷津の解析手法に関する研究   
 
松涛 明子（及川武久 生物環境） 
陸域生物圏モデルを用いた日本の森林炭素吸収量の推定    
 
三浦 哲也（佐藤 俊 環境政策） 
東マレーシア・サバ州における山間地農耕民ドゥスン族の生計維持機構 
 
宮本 格（安成哲三 自然環境） 
モンゴルにおける蒸発散量の季節変化と植生および表層土壌水分量との関係    
 
三好 智子（藤井宏一 生物環境） 
ハマキコウラコマユバチにおける新規性フェロモン成分の探索    
 
 
森宗 晶子（及川武久 生物環境） 
カラマツ樹幹内での青変菌 Ceratocystis laricicola の動態と枯損メカニズムの実験的解析     
 
山口 尚宏（田瀬則雄 自然環境） 
水耕栽培浄化法における窒素・リンの収支と除去能の評価  
 
山口 理枝子（横張 真 環境計画） 
北米のグリーンウェイ計画における市民参加に関する研究 
 
山多 徹也（渡辺 俊 環境計画） 
民間商業施設に設置された広場空間の有効利用に関する研究     
 
山本 百代（濱 健夫 生物環境） 
利根川下流域における有機物の起源と安定性   
 
渡辺 智之（Macer, D. R. 環境政策） 
Attitudes of Japanese Persons towards Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms 
 
金 徳万 （安田八十五 環境政策） 
中国琿春市における生ごみコンポスト化政策導入による社会的便益の評価   
 
周 珊伶（小場瀬令二 環境計画） 
プレハブ住宅を中心として住宅工法別に見た居住者評価  
 
曹 喜亮（氷鉋揚四郎 環境政策） 
環日本海地域における海洋汚染物質排出管理と経済発展政策  
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孫 暁剛（佐藤 俊 環境政策） 
北ケニヤのレンディーレ社会における遊牧生態と生計維持機構 
 
段 濤（天田高白 環境計画） 
三峡ダム建設後の洞庭湖における洪水防止効果の検討    
 
チャンサダ スワンラシー（石田東生 環境計画） 
発進・加速挙動が自動車排気ガス量に与える影響分析       
 
張 晶（小場瀬令二 環境計画） 
植民地都市の都市空間の変容について：大連を事例として      
 
ムリヤント ダルマワン （安仁屋政武 自然環境） 
Developing Land Degradation and Forest Fire Hazard Models Using Remote Sensing and Geographic Information 
Systems in East Kalimantan, Indonesia 
 
李 斌（氷鉋揚四郎 環境政策） 
中国における最適交通投資の評価および環境影響分析      
 
李 庸熏（木村富士男 自然環境） 
降水と可降水量の統計的な関係とその地域特性      
 
林 彬（小嶋英一 環境改善） 
エアリフト型培養槽における Chlorella の光水素発生    
 
呂 君（天田高白 環境計画） 
高密度メタン菌培養法によるビタミン B12生産性の向上  
 
羅 佳（小嶋英一 環境改善） 
固定化した微細藻 Botryococcus による栄養塩類の除去    


