
（3）昭和61年度修了生論文概要

　本年度の修士号の取得者は74名である。以下の論文概要は，各学生が昭和61年！2月の時点で研究

科に提出したものである。〔〕内は指導教官。

南　場　隆　也　：　南太平洋水産開発の現状と将来

　南太平洋島喚国は，国家として独立後も経済的苦境の問題を抱えている。島喚国の貿易収支は例

年大幅赤字で，海外からの援助によりなんとか国家を維持しているのが現状である。貿易収支大幅

赤字の原因は，貿易の基幹となる産業が島慎国に育っていないことである。その問題打開の方法の

一つとして，水産資源開発利用がある。本研究では，特に南太平洋に豊富にあるマグロ類資源に注

目し，その資源利用による水産開発の現状と将来について，西サモア，トンガ，フィジイー，ソロ

モン諸島を例にとり考察してみた。

　現状は，南太平洋島慎国は近海のマグロ類資源を十分に利用していないことが分かった。また，

日本，韓国，台湾漁船が甫太平洋マグロ資源を狙ってはるばる南太平洋までいき，かなりの量のマ

グロ類を漁獲している。その漁獲量を島沮慎国が漁獲すれば，現在輸入している水産缶詰をどのく

らい減らせるかを推算してみた。　　　　　　　　　　　　　　暗　川　博　也・社会工学系〕

阿　部　和　彦　：　原子力発電の経済性

　高度経済成長から低成長へ移行しつつある現在における電力需給バランスと原子力発電の必要性

を考察する。発電コストにおける優位性および建設の地域経済に及ぼす影響についての原子力発電

の絶対的優位性に対する疑義への実証を行う。発電コストについては，核廃棄物の処理および平均

稼働率の適正な設定を行うと，火力発電の方にその優位性があらわれてくることが判明した。また

福島県大熊町をケーススタディにした分析において原子力発電の建設による電源三法よりの交付金

が町の財政をそこ上げし，交付打ち切り後の町財政が圧迫される事実がわかった。そして，電力需

給バランスに関しても，過剰供給の状態であり，これからの低成長移行に伴う大幅な需要は望めな

いであろう。以上のように原子力発電における経済的優位性はほとんど否定的であり，仮り事故発

生という状態を想像するとよりマイナスの面が大きく映しだされている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　野　博　忠・社会工学系〕

梶川信夫：斜面末端部における地中水の挙動

　降雨の際に雨水の斜面土層中における挙動を明らかにすることが斜面の崩壊や侵食谷の発達機

構，洪水流の形成を考える基礎であると考え，降雨の際もっとも顕著な応答が生じる斜面末端部の

地中水の挙動をとらえることを目的とした。八王子市にある東京農工大波丘地試験地で行った野外

観測と国立防災センターの大型降雨実験施設を用いた実験から次のことが分った。降雨に伴い斜面
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末端部では斜面基部や谷底へ向かう斜め上向きの地下水流が生じる。このような流出には土層中の

大間隙である土壌パイプが大きな役割をはたしている。すなわち降雨に伴なう浸透流の前面（ぬれ

前線）毛管水縁に達すると水圧が急激に高まる。このため地下水位が上昇し斜面基部へ向かう斜め

上向きの流れが生じ地中水は大間隙中を通ってすみやかにパイプに集まりパイプ流出が始まるので

ある。パイプ自体もこのような地中水の挙動により形成された斜面末端部の侵食に寄与するのであ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松　本　栄　次・地球科学系〕

菅　原　　　繁　：　富栄養湖中沼における易分解性有機物質の微生物分解について

　湖内に存在する易分解性高分子有機物質がどのように分解されていくかを測定する新たな手法と

して，試水に添加した人工有機基質が短時間培養中に加水分解される速度で表される体外酵素反応

ポテンシャル（EE衰P），および酵素誘導が生じる長時間培養中に加水分解される基質量で表される

生物的反応容量（BRC）という2つの概念を導入し，富栄養湖中沼（水深13㎜）の水深1狐毎の各

層につき毎月2回の割合で1年間測定してその季節変動を調べた。EERPは試水の持つ有機物加水

分解の大きさの尺度と考えられ，一方BRCは一定条件下におかれた微生物群集が一定時間に有機

物を加水分解する容量と考えられる。本研究から湖内での有機物加水分解活性は植物プランクトン

の消長と密接な関係を保ちつつ季節的に変動すること，蛋白質分解については湖中のアンモニア濃

度が顕著に影響することなどが明らかにされた。　　　　　　　〔前　田　　　修・生物科学系〕

吉囲仁規：好まれる自然景観の認識に関する基礎的研究

　白然景観は，それを見る主体によってその意味やアメニティが決定されるものである。本研究で

は，自然景観に関する基礎的な研究として，白然景観の認識の際に働く心理について，心理的・精

神分析的方法によって考察を行った。

　一般に，景観は，分析的・科学的にではなく，全体的・直観的に評価される。多くの場合，好ま

れる自然景観から得られる感情は「安らぎ」であるが，’これは意識的な緊張から解放された状態で

もある。

　自然景観から心理的な影響を受けることは，意識状態の退行という契機に於て捉えられる。また，

その非日常性という点からも，自然の景観はリクリエイショナルな働きをもつこととなる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

青井達也：線虫捕捉菌A飾robo岬sellipsosporaY4007の生産するレクチンの機能お

　　　　　　　　　　よび性質について

　線虫捕捉現象における本レクチン（AEL）の機能と性質について検討するため，本論文ではマウ

ス抗AELモノクローナル抗体を用いた蛍光抗体法および線虫捕捉阻止試験とガスクロマトグラ

フィーによるAELの糖分析等を行った。モノクローナル抗体を用いて線虫捕捉阻止試験を行った

結果，捕捉阻止率はO－30％の範囲にあった。菌糸の蛍光抗体染色を行ったところ，捕捉部位に
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AELが局在することを示し，線虫体表の糖鎖とAELが結合し捕捉が起こることを示唆した。AEL

の精製はシアル酸を除去したウシ顎下腺ムチンをリガンドとしたアフィニティークロマトにより

行った。溶出剤にNH40Hを用いて，約60％の収率でAELの精製が可能となった。AELのガスク

ロマトによる糖分析の結果では，AEL1分子中にD－Man2．7残基，D－G1c3．1残基，D－Ga11．O残

基の存在が示唆された。　　　　　　　　　　　　　　　〔山　中　　　啓・応用生物化学系〕

秋　山　良　司　：　火山灰土層中における陰イオンの移動特性

　窒素肥料に由来する硝酸イオンの土層内での移動過程を解明することは環境保全上重要である。

本研究では，火山灰土壌と非火山灰土壌とを用いて陰イオンの物理化学的な移動過程の解明を試み

た。

　実験では鴻巣灰色低地工作土と観音台黒ボク土下層土をカラムに充填し，粒団径，初期含水率お

よび洗脱水量が異なる条件の下で水分移動に伴う塩化物イオンと硝酸イオンの移動を比較した。

　その結果，鴻巣灰色低地土では塩化物イオンと硝酸イオンのピーク位置は洗脱水量と体積含水率

から予測することがで出来た。また流体力学的分散の影響は，細粒団カラムより粗粒団カラムで大

きかった。一方，観音台黒ボク土では両イオンともピーク位置は予想位置よりも浅い位置に現れ，

陰イオン吸着の影響が見られた。また初期少水分カラムでは洗脱過程で硝酸イオンが塩化物イオン

より先行する傾向が顕著に観察された。　　　　　　　　　〔森　下　豊　昭・応用生物化学系〕

有沢雄三：大気汚染の長距離輸送機構の2次元数値実験

　東京湾岸地域から長野県内への大気汚染物質の長距離輸送に関与する局地風の特徴を非静力学近

似の2次元数値モデルで調べた。対流と拡散の強さの比に応じた指数型解析解に準拠した差分ス

キームを用い，陰解法で解いた。流れの駆動源となる表面温度場は，海面で一定，陸地で正弦関数

の日変化とした。格子間隔を密にとり，強い上昇流を伴う海風の微細構造を再現，結果は観測事実

に合致。加熱された台地と平地上空の空気との間の温度差によって生ずる流れは海陸風と同じ形成

機構であり，台地の高さか500m以上ではその高さによらず同じ循環の強さとなった。平地一山地

間の大気の循環で従来支配的とされていた斜面風の寄与は小さいものであった。関東中部地方を想

定したモデル地域の実験では，日中別々に発生した海風と谷風が夕方になって結合し，一つの大き

な循環を形成した。海風前面の収東域で蓄積した大気汚染物質がこの循環によって山地まで運ばれ

得ると結論。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武・地球科学系〕

有馬秀夫：非集計行動モデルを用いた駅へのアクセス交通手段選択に関する研究

　大都市郊外部では鉄道駅へのアクセス交通として自転車利用が急増しており，放置自転車が問題

となっている。アクセス交通手段及び自転車置場の選択構造を明らかにすること。自転車交通対策

の効果・影響を把握することを主な目的とし，常盤線牛久駅周辺で実態調査を実施し，非集計モデ

ルを用いて分析を行なったものである。
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　結論として，交通手段選択には，歩行に関する時間や手段の保有状況が主な要因であり，置場選

択では，所要時聞，料金，置場の規模が主な要因となっていること，バス運行間隔の短縮や定期代

の引き下げは，自転車交通にはあまり影響を与えないが，終バス時問の延長は，抑制効果のあるこ

と，置場料金の変更によってK＆R，バス利用を中心に手段選択に影響があること，置場選択行動

に対して非集計モデルの適用が可能なことがわかった。　　　　〔黒　川　　　洗・社会工学系〕

安藤　淳：関東平野における南岸低気圧による降蟹について

　関東地方平野部の降雪は，本州の南岸沿いを東進する低気圧によってもたらされる場合が殆どで

ある。しかし，実際のところ雪になるか雨になるかの判断は難しい。

　本研究では広域降雪型，広域降雨型，雨雪急変型の3つの型を考え，各型に属する事例を選んで

事例解析を行った。’そこでは降雪域，降雨域の移り変わり，および降水相と気温，風向・風速，降

水量，相対湿度との関係がくわしく調べられた。

　南岸低気圧の接近から通過までの問の，降水相にかかわる諸過程が明らかとなり，特に冷気の流

入が気圧分布のパターンと関連づけて論じられた。

　これらの結果は実際の降雪の予報に役立つようにモデル的にまとめられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武・地球科学系〕

安藤節夫：ジアゾニウムイオンの新発生法と雪それによるジアゾエーテル中聞体の単離

　　　　　　　　　　及び反応性の研究

　手塚の試薬，α一アゾヒドロペルオキシドを用いることにより，はじめて非水系におけるジアゾ

ニウムイオンの基礎的研究に成功した。まず各種の置換基を有するα一アゾヒドロペルオキシドを

合成した。これによって溶媒との分子複合体として存在するα一アゾヒドロペルオキシドが，はじ

めて確認された。この分子複合体から室温又は低温にて溶媒を除去したところ，分解が起りジアゾ

ニウムイオンが非水系個体状態において発生すること・を見出した。またある種の置換トアゾヒド

ロペルオキシドは，溶媒フリーな状態で安定であり，置換基の効果を強く受けていることが明らか

になった。ベンゼンとの分子複合体であるα一アゾヒドロペルオキシドに1一ナフトールを加え個体

状態で反応させたところ，アゾナフトールと共に反応性ジアゾエーテルが，60％の収率ではじめて

単離された。以上より，従来解決できなかったアゾ及びジアゾニウム関連の化学の研究が可能となっ

た。　　　　　　　　　　　　　　〔手塚敬裕・化学系〕

飯島俊宏：重粘性土壌の切削抵抗に関する研究線刃による切断抵抗

　本研究の目的は，東南アジアおよび本邦各地に分布する強粘質で耕うん砕土が困難である重粘性

土壌に適応した耕うん作業機を設計するための基礎資料を得ることである。そこでベントナイトを

主体とした人工土を作成し，切削刃の刃先による切断抵抗に焦点をあて，刃先をモデル化した線刃

を用いて，各土壌条件下における切削条件と切断抵抗の関係を明らかにする実験的研究を行った。
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その結果，以下のことが明らかとなった。切断角の減少とともに切断抵抗は増加したが，線刃単位

長当たりの切断抵抗は減少した。また，切削速度の増加とともに切断抵抗は増加した。さらに，硬

度の増加にともなう切断抵抗の増加率は切断角90度よりも40度の方が大きいが，切削速度の増加に

ともなう切断抵抗の増加率は切断角90度よりも40度の方が小さい。即ち，硬度および切削速度の増

加にともなう切断抵抗の増加率が最小となるある一定の切断角が90度と40度の間に存在する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高　原　榮　重・農林工学系〕

池　谷　　　透　：　環境変動に対する光合成明反応の応答機構の解析

　本研究では，クロロフィル蛍光の誘導現象の測定により環境変化に伴う植物プランクトンの光化

学系nの構築過程と光吸収の調節機構の解析を行った。蛍光光度計を試作し，緑藻Ankis－

trodesmus　sp．と珪藻Cyc1ote11a　sp．を用い実験を行った結果，以下の成果を得た。

ユ）高速検出回路（時定数＜ユ0■3秒）内蔵の蛍光光度計を作製し，定常光下のクロロフィル蛍光

の過渡現象の感度良い測定が可能となった。2）暗処理により反応中心あたりの光吸収量が増加し，

光照射により逆に減少した。これは，植物プランクトンが，光環境の変化に応じて光化学系nの光

吸収量を調節していることの反映と考えられた。3）窒素栄養制限下では反応系の減少と反応中心

あたりの光吸収量調節作用によって，光化学系1の光吸収能力は低下した。窒素添加により同能力

の回復が細胞増殖に先行して起こった。光化学系1の光吸収量が細胞の生理状態と密接に結び付い

ていることが示唆された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩　城　英　夫・生物科学系〕

石井利　明　：　イノシシ猟をめぐる生態人類学的研究

　　　　　　　　　　一奄美大島1宇検村を事例として一

　奄美大島，宇検村を調査地とし，イノシシの罠猟を軸に展開する自然環境一イノシの生態一イノ

シシ猟一地域文化という文化生態複合の解明を目的とした。宇検村では昭和30年ころに焼畑農耕が

消失して以来，二次林化に伴いイノシシのハビタットが拡大した。そして高い専門性と単独主義に

支えられた専業的性格の強い罠猟が発達し，銃猟と競合しつつも適正数の狩人がテリトリーを相互

に分けもつことで，今日までイノシシの捕獲数を持続してきた。かつて，焼畑農耕が盛んだった頃，

焼畑は甘藷の栽培地と同時に，イノシシをおびき寄せ，畑地の周囲に仕掛けた一“シシゴモリ”（落

とし穴）等の猟法でイノシシを捕獲する罠としての機能も果したしていた。つまり，イノシシは害

獣と同時に食肉資源としての価値が付与されていたのである。それは伝統的な肉食文化を背景とし

ており，この特色ある地域文化がイノシシ猟を持続させてきた原動力のひとつであると結論づけら

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔掛谷　　誠・歴史・人類学系〕

宇　川　佳　克　1　桜村居住者の商業施設利踊分析

　　　　　　　　　　一新規開発地における商業施設管理計画を匿1指して一

　わが国の新規開発地の商業施設計画の基本は，近隣住区の核を構成する店舗群であるサブセン
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ターが基本単位として位置づけられてきた。さらに，大規模な開発地では，それらの数住区をまと

めて1段階上位の地区センター（メインセンター）を設ける場合が多い。この段階構成の問題点と

して，機能面での重複などがあげられる。そこで本研究では，メインセンター開業後の既存店舗お

よびサブセンターのあり方を探ることを目的とする。桜村を対象地域とし居住者への買物調査を用

いて，品目別の購入地のパターン分類をおこなった。結果は，食料品ではサブセンターの商圏は，

大型スーパーやメインセンターの商圏に包括されている状態であった。日用品およ’び対個人サービ

スは，競合はあまりみられず，最寄店舗利用が多からた。以上のことから，新規開発地の商業施設

管理計画では，品目ごとに，商圏が異なり，きめの細かい施策が必要であることが指摘される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔熊　谷　良　雄・社会工学系〕

内　囲　秀　幸　：　都内の区役所及び大学病院内における緑環境について

　本研究は，都市における緑環境を考える上で，建物の中における緑環境，つまり屋内の緑環境を

対象としたものである。まず最初に，23区役所及び25の大学病院を対象に，どのような種類の緑（観

葉植物）が使われているのかを調査した。その結果，23区役所においては85種類，25の大学病院に

おいては6！種類の緑（観葉植物）が使われていた。それらの植物リストを作成した。また，区役所

内と大学病院内の緑環境について，比較検討を行った。次に，区役所及び業者へのヒアリング調査

並びに文献調査により，このような観葉植物の由来と現況について把握した。さらに，墨田区役所

及び江戸川区役所を訪れた人々を対象とした緑環境に関するアンケート調査を行い，住民の屋内に

おける緑意識を探った。同時に，「緑」及び「コンクリート」を刺激語とした自由に連想法を用い

たアンケート調査を実施し，建物の中になぜ緑が必要なのかを考察した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中山和彦・電子・情報工学系〕

永塚隆由：細菌によるChlorop胎nolの脱塩素化

　クロロフェノール（αP）の脱塩素能を有する細菌の検索により，12種の細菌を得た。12種の細

菌のうち！1種はP－ClPのみから塩素を遊離しただけなのに対し，Corynebacteri㎜1に属する細菌で

あると同定したNo．8株は，C1Pを単一の炭素源としては利用できないが。グルコースの添加によ

りo，。n，p－C1Pのいずれからも塩素を遊離した。また，塩素の遊離に伴い分解生成物と思われる物

質の蓄積がHPLC及びTLCにより認められ，GC－MS分析の結果，分子量は！40で塩素を含まない

ことが確認された。塩素が2つ以上置換したフェノールでは，2，3－diαPでわずかな塩素の遊

離が認められただけであったが，C1P以外の塩素化芳香族化合物では，m一クロロ安息香酸からも

著量の塩素を遊離した。さらに，炭素源の検討により脱塩素化には酢酸，酪酸，ブタノール，フラ

クトースが有効であり，脱塩素化を伴うこの一連の反応は，Co－metabohs㎜によるものであると考

えられた。　　　　　　　　　　　　　　　　〔山中　　啓・応用生物化学系〕
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江　崎　達　也　：　作物の連作障審と土壌環境要因の関連性について

　近年，農業の近代化にともない各地で作物の連作障害が顕在化しており，深刻な問題となってい

る。本研究では供試作物としてハクサイを取り上げ，その代表的な連作障害要因である黄化病と根

こぶ病に対して，長期的安定な作物生産を目指すための基本的防除対策として，農地基盤整備を考

慮に入れた，土壌水分や土壌硬度の調整など適切な土壌管理及び，土壌の地力維持を考慮に入れた

有機性廃棄物の土壌添加が黄化病と根こぶ病に及ぼす影響について，モデル実験による考察を試み

た。その結果，黄化病に対しては有効な手段は見つからなかったが，根こぶ病に対して，まず，乾

燥状態にある土壌において，その発病は抑止される傾向にあった。また，土壌硬度を堅くすること

によりやはり発病は抑止された。また，乾燥汚泥及び鶏糞の添加により根こぶ病の発病が抑止され

る事が明らかにされた。その発病抑止機能の解明は今後の検討課題である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉　田　冨　男・応用生物化学系〕

榎本幹司：霞ケ浦における懸濁有機物濃度の季節変化

　湖内におけるセストン有機物について孔径の異なる膜フィルタを用いた粒径分画定量を行なっ

た。この分画定量の目的は，湖内のセストン有機物の粒径分布，粒径の違いによる組成の変化及び

その季節変化を追い，その変化が湖内の微生物量の挙動を推定する上でどれくらい有用であるかを

確かめることにある。採水は富栄養湖である霞ケ浦港において月1回の割合で1年間行なった。用

いた粒径画分は，粒径94μm以上，94－40μ㎜，40－8μm，8一ユμm，1－O．45μ㎜である。測定

した有機物質はクロフィルa。フェオフィチンa，蛋白質，DNA，炭水化物ATPである。結果は，

各有機物質とも粒径分布には季節変化が認められ，8μm以下の画分の全体に占める割合はクロロ

フィルa以外はアオコ消失後増加の傾向を示した。有機物質組成比は粒径により変化した。これら

の変化は湖内の植物プランクトン，非生体物質，生きている微生物の混入の割合を推定する情報を

与えた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔前　田　　　修・生物科学系〕

生　地　　　陽　：　熱帯雨期深水地帯における食糧増産のための浮稲の利用

　浮稲は雨期に水位が数mに達する熱帯モンスーンの大河川下流域で栽培可能な唯一の食用作物

である。浮稲増産上の課題の一つに穂数確保に必要な分げつが深水によって生長を抑制される問題

がある。本研究は深水処理を施した後減水した浮稲分げつの生長再開の可能性を明らかにすること

を目的とした。

　実験1及び実験2では，分化後異なる期間を深水条件下で経過し生長を抑制された分げつの減水

後の生長の相違を観察した。実験3では，深水条件下で生長を抑制された分げつの減水後の生長に

対するサイトカイニンの影響を観察した。この結果，深水条件下で抑制された分げつの生長再開の

臨界時期が分化後2齢経過した時期にあることが推定しれた。また，カイネチン濃度が！0㌔olの

とき減水後の分げつの成長は顕著に促進され，深水処理後の分げつの生長再開を促進する効果をも

つことが明らかになった。　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉　田　冨男・応用生物化学系〕
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夫　川　　　寛　：　食生活の正確な評価を行なう為の食晶及び血油中脂肪酸の定量法の検討

　食品中の高度不飽和脂肪酸が循環器疾患に与える影響について数多くの研究がなされてきたが，

それらの多くは食品及び血清中の脂肪酸の面積百分率に基づいたものであり，絶対量に基づいた研

究は少ない。これは，脂肪酸組成の面積百分率の定量法は既に検討がなされているが，絶対量の定

量法はまだ確立されていないことによると考えられる。又，現在までになされた検討は，連続する

分析過程全般の検討としては充分なものではない。そこで，高度不飽和脂肪酸を含む食品及び血清

中の脂肪酸の絶対量の定量法を検討した結果，以下め方法を用いれば，各脂肪酸メチルエステルの

補正面積百分率及び総脂肪酸メチルエステル重量の定量が可能となることがわかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方　法

　C23：o脂肪酸メチルエステルを内部標準物質として加え，BHTは加えずに，血清にはFo1ch法を，

食品にはBligh－Dye÷法を用いて抽出し，得られた総脂肪質よりKOH一エタノールを用いてケン化

し，脂肪酸を回収した後，BF3一メタノール法を用いて脂肪酸メチルエステル誘導体とする。この

脂肪酸メチルエステルを60日以内に，UnisoieカラムをN2；40m1／分，カラム温度＝220℃の分析条

件下で用いて，ガスクロマトグラフィーを行なう。なお，補正係数は算出した各脂肪酸メチルエス

テルの補正係数の平均値の用いる。　　　　　　　　　　　　　　〔山　口　誠哉・社会医学系〕

大　塚　俊　幸　：　地方都市における高齢人口の移動と分布に関する研究

　　　　　　　　　　一四目市市における場合一

　本論文は四日市市を事例とし，都市地域における高齢人口分布の変容のメカニズムを解明しよう

としたものである。

　アンケート調査，及び統計分析により高齢人口移動の実態・推移を明らかにした。その結果，臨

海部での老人のみでの移動，市街地周辺地域での家族ぐるみでの市内転居・同居を目的とする市内

転居，郊外新興住宅地域での市外からの転入という3つの移動パターンが明らかになった。

これまで若い核家族世帯が居住するとされていた郊外の住宅団地も，近年のますます激しくなる高

齢化社会では3世代同居の世帯が増加しており，今後もますます増加の傾向にある。そして，これ

まで言われてきた都心部と農村部における高齢化問題から，その中間の新興住宅地域での高齢化問

題へと移り変わり，人口構造の面で都市構造が大きく変わる時期がくるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔谷　村　秀　彦・社会工学系〕

柏　木　　　大　：　環境からの匂いに対する蛇類嗅覚行動の神経生物学的研究

　蛇類の外部環境に対する反応や行動には，嗅覚が主要な役割をになっていると言われる。特に摂

食行動を指標として，嗅覚と行動の関連を神経生物学的にとらえ，ヤコブソン系の形態と匂刺激に

対する応答，また索餌行動時の舌出し反応の測定やその意味などについて，組織学的，行動生理学

的に調べた。ヤコブソン系は摂食や行動に関する匂いの関知に大きな役割をはたしている。舌の出

し入れによって匂物質は運びこまれる。ゆえに舌出し反応は蛇類の匂いに対する反応の指標である。
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材料としてアオダイショウ（Elaphe　c1imacopho．a）を使用し，匂刺激気流を与え，舌出し反応を観

察した。マウス体臭ではその回数および頻度は高く，ラット体臭ではやや低かった。げっ歯類の体

臭成分であるセスキテルペノール類ではやや低いが類似の反応が見られた。また，摂食索餌行動が

引き起こされた場合もあった。蛇類の行動には，ヤコブソン器官による嗅覚の関与があると推定さ

れた。　　　　　　　　　　　　　〔藤井宏一・生物科学系〕

加藤　敬：法律エキスパートシステムの開発一プライバシー権を対象とした判例法の

　　　　　　　　　　ルール化と法適用の可能性についての一考察一

　本研究は，最近注目されている法律エキスパートシステムの開発研究において，法令を主な対象

とした先行研究では重視されていなかったが，法令同様に法的紛争の解決において重要な役割を果

す判例法に焦点をあてた実験システムの開発を，典型的な判例法であり，最近社会問題になってい

るプライバシー権を対象法領域として行うことを通して，システム開発上の問題点を明らかにする

ことにより，法律エキスパートシステムの実用可能性についての検討を行うことを目的とした。シ

ステム構築の方法としては法的知識構造を表現するのに適しているルール形式（プロダクションシ

ステム）を採用し知識べ一スを構築した。本システムの開発を通して，判例法を対象とする場合に

は当該法領域の論理構造の分析がより重要となることなどが示された。本システムは小システムで

あるけれども，その開発により，法律エキスパートシステムの実用可能性を示すことができ。たとい

える。　　　　　　　　　　　　　〔鵜野公郎・社会工学系〕

門　脇　正　史　：　ヘビ類群集の種構成の地域差について

　日本本土及びその付近の島々に生息するヘビ類の中でも，シマヘビとヤマカガシは最も普通にみ

られ，最も個体数も多く，同所的で，同じ食物資源（カエル類）を利用する種同士である。ところ

が，これまで行われたヘビ類群集の調査により，シマレビとヤマカガシの数の比率（シマヘビの数

／（シマヘビの数十ヤマカガシの数）が，地域により異なることが知られている。シマヘビとヤマ

カガシの数の比率に影響を与える要因としては，1）生息場所の構造的特徴の違い，2）気侯の違

い，3）餌動物の種構成と個体数の違い，などが考えられる。どの要因が重要であるかを究明する

ために，山形県山形市清水，宮城県金華山島，茨城県新治郡桜村柴崎，の3ケ所で野外調査を行っ

た。その結果，餌動物の種構成と個体数の違いが，シマヘビとヤマカガシの数の比率に最も大きな

影響を与える要因であることが示唆された。　　　　　　　　　〔藤　井　宏　一・生物科学系〕

金子泰之：高温性糸状薗によるメラノイジン系色泰の分解脱色について

　糖蜜を用いたアルコール発酵廃液申に大量に含まれる褐色色素，モタノイジンの効率的な処理法

は，現在のところ確立していない。タイで得られた高温性糸状菌Aspergmus　fumigqtus　No．G廿6

株から，この色素を強力に脱色する活性が確認され，本菌を用いた脱色処理システムの開発につい

て検討した。まず本菌の培養において，最も高い脱色活性を得るための培養条件について検討し，
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次に菌体の長期利用という視点から，長期にわたる置換回分培養によるメラノイジンの連続脱色処

理を試み，さらに携絆槽型バイオリアクターを用い連続脱色処理を試みた。その結果，70％以上の

脱色率を長期間にわたって維持でき，本菌を用いたメラノイジン脱色処理システムの確立は可能で

あることが示された。またメラノイジン脱色に関係する酵素系の基質的性質，および脱色反応にと

もなうメラノイジン分子の分解の傾向をも明らかにして示した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中　村　以　正・応用生物化学系〕

小池和好：クロロアセトアミド系除草剤プリチラクロールの選択作用機構

　雑草のみ枯殺し，作物に影響を及ぼさないという，除草剤ブリチラクロールの選択作用機構を，

植物の生理生化学的側面から解析した。本剤は，茎葉，根部の何れの処理においても，イネ科植物

種間に選択性を示し，イネ，コムギがその生育において薬剤に対し抵沈性を示し，タィヌビェ，メ

ヒシバが感受性を示した。本剤を根部処理した場合，イネ，タイヌビエの呼吸，光合成には影響を

与えなかった。根部処理したタイヌビエ茎葉のタンパク合成が阻害された。本剤は，茎葉処理では

イネ，コムギにくらべ，タイヌビエ，メヒシバに吸収されやすく，根部処理では，コムギにくらベ

メヒシバに多量に吸収されるが，イネ，タイヌビエは両者の中間のほぼ同様の吸収を示した。これ

より茎葉処理では，吸収の差が選択性の要因と考えられたが，根部処理のイネ，タイヌビエ間の選

択性は，吸収によるものでなく，体内での代謝分解など遅れによるものと考えられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石塚晧造・応用生物化学系〕

小林裕一：最大エントロピー法よるメチル水銀中毒ラットの行動リズムの解析

　中枢神経系を攻撃するメチル水銀の毒性を評価する一つの方法として動物行動の変化を解析する

方法があり，本研究はこの解析法として，短いデータからも精度の良いスペクトルが得られる確率

論的推定法「最大エントロピー法」を新たに導入し，プログラムを作成した。このプログラムを用

い，！00ppmメチル水銀（MMC），その％モルのセレン（Se）を経口投与したラットの自発行動量

を記録した既存のデータを解析した。その結果，対象群ではサーカディアンリズムと約8，4．8，2．5，

1．5時間のウルトラディアンリズムが解析された。Se投与群も対照群と同様であった。MMC群で

は投与後23日目に8時間リズムの消失，3時間以下のリズムの増強が認められた。またSe併用投

与群では，投与18日目に8時間リズムの消失，投与31日頃からサーカディアンリズムの消失が認め

られた。以上から，8時問リズムの消失はメチル水銀中毒進行の何らかの指標となり得ると考えら

れた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔下　條　信　弘・杜会医学系〕

坂　本　　　至　：　子どもの遊び環境における拠点的空問の特性に関する研究

　　　　　　　　　　一「基地J「たまり場」空間をとおして一

　本研究は，遊びを通して形成される子どもたちなりの屋外環境の解釈ということに視点を置き，

拠点的空問としての主体的な関係を確立する上では重要なものであるとしている。小学校4年生を
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対象にしたアンケート及びヒヤリング調査を通して，様々な居住環境の中でも特に屋外環境に共用

的空聞を比較的多く有する集合住宅地の子どもたちの活発な遊び行動，及び全般的な子どもたちの

遊び環境における遊び志向の質的偏向，その背景に存在する計画的住宅地環境の均質性，そして，

「基地」が「環境とのつきあいがより強い，陰の空聞」として又，「たまり場」が「人とのつきあ

いがより強い，陽の空間」として対比的に位置づけられ，これらの空間をバランスよく保有するこ

とができるような居住環境づくりの重要性などが導き出された。　〔若　林　時　郎。社会工学系〕

佐藤英世：マクロファージにおける中性アミノ酸輸送の特性

　マウス腹腔マクロファージにおける中性アミノ酸輸送の特性について検討した。セリンの輸送に

関しては，主に，ナトリウム非依存的に輸送されること，大部分の中性アミノ酸によって強く阻害

されること，BCI｛で拮抗阻害されること，細胞内の申性アミノ酸の減少に伴って輸送活性が低下

すること，倶PHでやや活性が高いこと，NEMで著しい阻害を受けないことなどが示された・また，

アラニン，システイン，ロイシンについても，それぞれの輸送におけるナトリウム依存性と他のア

ミノ酸による阻害効果を調べたところ，セリンの場合と同様の結果が得られた。これらのことから，

マクロファージにおいては，大部分の中性アミノ酸が同一の系で輸送され，その輸送系はL系で

あると結論した。また，マクロファージの食作用の発現に伴って，この輸送系の活’性は，やや減少

することが示唆された。　　　　　．　　〔石塚暗造・応用生物化学系〕

佐野藤治：生活関違化学物質の微生物分解性に関する研究

　化学物質は生活の利便を図る上に必要不可欠な要素であるが，環境汚染という遡及し治癒し難い

問題を残した。それ故に，化学物質の環境毒性を使用に供される以前に審査し，評価を行うことが

肝要であると考える。本研究は，トリアルキルリン酸エステル類を含む8物質について環境中での

物質の輪廻を考えた自然のシミュレーションを実験室レベルで①好気微生物による分解性，②嫌気

微生物による分解性，及び③好気一嫌気両微生物の連続的な関与による分解性について検討を行っ

た。①の試験はクーロメーターを用い酸素要求量から分解度を算出し，②の試験はToc分析計を

用い全有機炭素の減少量から分解度を算出した。また③の試験でも同様Toc分析計を用いて分解

度を算出した。好気分解試験で顕著な分解を示したものはなかったが，嫌気分解試験に於いて分解

が認められたもの，及び連続試験で嫌気分解試験よりさらに分解性が増加するもののあることが明

らかとなった。　　　　　　　　　　　〔山口誠哉・杜会医学系〕

柴　崎　久　幸　：　微生物によるp一クロロビフェニルの分解

　近年，化学工業の発達に伴い，種々の有機塩素系化合物による環境汚染が問題となっている。本

研究では，対象物質としてp一クロロビフェニル（p－CB）を取り上げ，分解菌の検索を行い，菌の

諸性質について検討を加えた。

　得られた4株の分解菌を，それぞれS3，T8，Y2，Y5株と名付けた。同定の結果，S3株は
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Corymebacteriu㎜属，T8，Y2，Y5株はA1ca1igenes属に属することが示唆された。また，S3

株はp－CBからP一クロロ安息香酸（p－Cba）までの部分分解能を，T8株はp－Cbaの完全分解能を，

Y2，Y5株はp－CBの完全分解能を，それぞれ有していた。

　さらに，T8株とY5株においてプラスミドが確認された。T8株は2種類のプラスミド（pBA810，

pMD804）を持ち，この内，分子量の大きいpBA810がp－Cbaの分解能力をコードしていることが

示唆された。また，Y5株の持つプラスミド（pMC580）についても，p－CBの分解能力がこのプラ

スミド（pMC580）についても，p－CBの分解能力がごのプラスミドにコードされていることが示唆

された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉　田　冨　男・応用生物化学系〕

島囲泰夫：筑波研究学園都市近郊アカマツ林における大型土壌動物群集に関する研究

　生物生態学における環境問題へのアプローチは指標生物による環境評価がある。土壌動物は植物

と組合わせてより精度の高い環境評価が行えると期待されているが，その基礎的研究は少ない。本

研究では人為的な環境改変の大型土壌動物群集に対する影響を生態学的手法で調査解析した。その

結果，人為的環境改変は，大型土壌動物の総個体数と種類を減少させ，そして群集の複雑さを測定

する多様度（H’）も滅少させる傾向が認められた。また，群集同士の類似度にもとづいたクラスター

解析を行ったところ，放置林と下刈り林のグループに分離した。上記の傾向は，下刈りにより低木

層が失われ林外環境が直接林内に侵入したため，土壌のAo．A一層が薄くなり，土壌硬度を高めた

ことによる結果である，と推測できる。また，土壌動物の環境評価の手法として等脚類指数を提案

したが，その有効性や実用化については更なる調査，検討を待ちたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉　田　冨　男・応用生物化学系〕

清水　登：開酔蝸A↑lONO俸pトS酬Sl↑1唯MlC蟹OCAPSu庄SW1冊ASu恥
　　　　　　　　　　祥AC医一COA↑lNG　OドMAL優1C　AC旧CODCLYM浸RS　AND↑h匿1R　A弘

　　　　　　　　　　浮LlCA刊ON↑01M↑lA↑lON－C優SSA↑lON　CON↑同OL　O降AN農NZYM債

　　　　　　　　　　隅農AC↑lON

　ポリスチレンマイクロカプセルを液中乾燥法により調製し，その表層にマイレン酸一スチレン

（MA－st）共重合体，又はマイレン酸一メチルビニルエーテル共重合体をコートした。カプセル膜

の透過性はn一プロパノールを透過質として用い，種々のpHで検討した。その結果いずれの共重

合体をコートした場合でも，透過性はpHに依存して変化した。この事実は，両共重合体の電気易

動度と極隈粘度のpH依存性と比較する事により，pHによって引き起こされる膜表層の共重合体

のコンフィギュレーション変化によると説明される。特にMA－st共重合体をコートしたカプセル

では，酵素活性に影響を与えない僅かなpH変化（pH5±0．5）で急激にコンフィギュレーション

の変化が起こり，膜透過性が変化するため，インベルターゼを包括固定化すると，ショ糖の加水分

解反はpH変化により可逆的に開始。停止制御され，かつ高い再現性をもつ事が明らかとなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔国府田　悦　男・応用生物化学系〕
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溝水仁之：前橋市民の親水意識から見た，河川の親水化方策に関する研究

　最近都市において水と親しむ場として，河川の親水性が見直されるようになってきている。本研

究では前橋市を事例としてとりあげ，住民の河川に対する意識をアンケート調査によって調べた。

その結果から，住民の親水意識や河川の親水性を分析すると共に，親しまれる河川空間についての

考察をおこなった。これらのことから，河川の親水性を高めるための方策を示すことが，本研究の

目的である。結論として次のようなことが明らかになった。①都市を流れる中小河州では，視覚的

要素が印象を決定する重要な因子あり，川の水のきれいさは護岸整備など周辺の状態によってけ評

価が変わる。②同じ市内を流れる河川でも住民の望む姿に違いがある。川の個性を引き出し整備の

指針とすることが，親水性を高める。③利根川のような大河川では，背後に大規模な公園などの緑

地帯があり，見晴らしのよい環境が親水性の高い河川空聞を生む。〔田　島　　　學・社会工学系〕

杉　山　貴　子　：　圓本の降雪分布と大気循環場

　本研究では，日本全域の降雪の時空問変動を地点ユOOの2225日間の降雪深データにより，主成分

分析法を適用し明らかにした。さらに，得られた変動パターンに対し，大気循環との関連を明らか

にした。多変量解析法の1つである，ある要素の変動現象から主要な変動をとり出す主成分分析法

によって得られた主成分のうちの3つの典型的なパターンについて考察した。第！主成分は北陸を

中心とする日本海側に大雪をもたらすパターン，第2主成分は北海道東部に大雪をもたらすパター

ン，第3主成分は北日本西日本のどちらにより多くの雪がもたらされたかを示すパターンである。

各主成分は大気循環場とよい関連がみられ，第1主成分は典型的な冬型，第2主成分は南岸低気圧

の存在，第3主成分は上空の寒気の偏りに対応していた。主成分の卓越頻度より年々特徴を見た結

果，1963年，！981年の豪雪年は，それぞれ大雪地域の分布が異っていることが確認された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武・地球科学系〕

須　長　宏　行　：　璽金属負荷による生体内含硫化合物の変動とその検出

　硫黄は環境中でも生体中でも様々な酸化還元状態をとり，その元素循環は生命現象とも深く関連

している。様々な酸化還元状態をとる硫黄を統一的に検出する手段として，真空紫外高周波誘導結

合プラズマ発光分析法（1CP）を用い，生体試料中の全硫黄含量を簡便に測定する方法を確立した。

次に高性能液体クロマトグラフ（HPLC）で可溶性分画に存在する含硫化合物を分離し，オ’ンライ

ンでICPに接続することによって（HPLC－ICP法），含硫化合物を特徴付ける方法を開発した。カ

ドミウムを投与したラットの肝，腎などの上清をゲル濾過カラムを用いたHPLC－ICP法で分析し

た。多元素同時分析型の1CPを用いることにより，硫黄と共にカドミウム，亜鉛，銅，鉄，リン

などの元素に特異的な分布図も同時に得られた。HPLC－ICP法が生体成分の一斉分析手段としても

有用であることを示し，血清申の金属輸送蛋白質の同定などにも応用した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔下條信弘・杜会医学系〕
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関　　　理　恵　：　新しい光合成阻書剤としてのα一剖ohydrop鉗oxid㊧の発見に関する研究

　α一AJOHYDROPEROXIDE（AHPO）は，手塚によって新しい水酸ラジカル発生試剤として報告

された化合物である。本研究では，このAHPOが，光合成明反応を阻害する事に着目し，今後の

明反応研究に役立てること，また農薬としての応用等をも念頭において，阻害様式，阻害部位等に

ついて検討した。材料としては，ホウレンソウ葉緑体と藻類及び高等植物単離細胞を用いた。その

結果，①AHPOは，電子伝達反応阻害剤である。②その疎開部位は，プラストキノン周辺である。

③高濃度になると弱い電子受容体として働く。④阻害は不可逆的であり緩衝液で洗浄する事で，回

性回復はみられない。⑤細胞壁を通過することができる。⑥藻類ではその種類によってA冊Oの

影響は異なる。等の事が明らかとなった。A冊Oの電子伝達反応阻害は，水酸ラジカルによるもの

でないと考えらるが，従来の電子伝達阻害剤とは構造が似ていない事から，この試薬が新しい阻害

機作を持つ可能性もある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔手　塚　敬　裕・化学系〕

平　良　淳　誠　：　金属イオンと亜硫酸あるいは過酸化水素から生じる亜硫酸ラジカルとヒドロ

　　　　　　　　　　キシラジカルの同定と脂質遇酸化誘起能について

　不胞和脂肪酸のラジカル反応を介して生ずる過酸化脂質は，老化，発癌，動脈硬化など多くの疾

患の場合に増加することが認められている。本研究では，重金属及び大気汚染物質より生じるラジ

カル種をムピントラップ法でESRにより測定した。さらにこれらラジカルによる脂質過酸化誘起

能を検討した。その結果，過酸化水素と金属より生じるラジカル種はOHであることが判明した。

各種金属によるOH生成能はFe2＋＞C．2斗＞G6＋＞V5＋の順であった。また亜硫酸と金属系より生

じ’るラジカル種は，g値（2．O064）の文献値との一致等からS03Iと同定した。各種金属による

S03’生成能は，Cu2＋＞G6＋＞V5＋＞Fe2＋の順であった。一方，脂質過酸化は両反応系ともFe2＋の

みで起こり他の金属イオンでは起こらなかった。すなわちESRで調べたOH及びS03■生成能と脂

質過酸化誘起能との問に関連が認められなかったことから，ミクロソーム膜での脂質過酸化を引き

起こす分子種はOH，S03■とは異なるものであろうと推察される。〔下　條　信　弘・社会医学系〕

田　中　昌　直　：　大規模工業開発に伴う農業生産構造の変貌に関する研究

　大規模な工業開発により，地域農業はいかように変化していくものなのか。しかもそれが開発の

直前，直後のものでなく，開発後（ここでは1970年とした）の10年間ではどうであろうか，茨城県

の鹿島開発地域の周辺農村を例にみた。

　直接の開発計画地区である鹿島，神栖では70年代にも経営耕地が縮小化しており，土地に関する

農業構造の指標は開発の余波を最も被っている。農業粗生産額は鹿島，神栖，波1崎の3町では，昨

目全般的に衰退傾向をみている。しかし一方で，施設園芸あるいは養豚，養鶏を販売額の首位部門

とする農家がさきの3町で成長している。とく．に波崎は生産有利の方向にある。これらは鹿島開発

に際してうちたてられた農業対策事業における基幹作目であり，継続しておこなわれてきた対策の

効果があらわれているものといえる。上記のような土地節約型，資本集約型の農業により，経営耕
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地の絶対的な減少を補う傾向にあるといえよう。 〔川手昭二・杜会工学系〕

武　内　誠　治　：　土壌。底泥中のフェニル砒素化合物の分析

　4一アミノフェニルアルソン酸（ぺAPA）を代表とするフェニル砒素化合物は，家畜の飼料添

加剤として現在欧米で使用されている。これらは，ほとんどが未変化のままで家畜体内から排泄さ

れるが，その後の環境中での挙動については明らかでない。日本では，これらの使用は認められて

いないので，土壌，底泥中に天然物としてフェニル砒素化合物が存在しているかどうか確認するこ

とを本研究の目的とした。’まず，フェニル砒素化合物の定量法の検討を行い，溶媒抽出・陰イオン

交換クロマトグラフィー。炭素炉原子吸光光度法による砒素の形態別定量法を確立した。さらに，

本定量法を用いて恐山湖底泥試料を分析した結果，4－APAと思われる物質を検出した。この物質

については，別にイオンクロマトグラフィーを使って，標準物質の保持時間と比較することにより

同定するこ、とを試みた。その結果，この未知化合物が4－APAである可能性は高いと考えられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉　田　冨　男・応用生物化学系〕

土　田　祐　子　：　人聞と土環境の相互関係に関する文化生態学的研究

　茨城県大子町男体山山麓の村を対象とし，傾斜地畑作農業に焦点をあて，土地利用技術と，社会

人・文化的背景の関連，また変遷過程を明らかにし，土環境の利用・保全を可能にする文化生態学

的メカニズムを捉えることが目的である。

　伝統的土地利用方式は，コンニャク栽培を根幹とし，傾斜地特有の諾技術を駆使し，山一草地一

畑一水田が有機的に結合した永続的生産システムといえる。その維持には人力による労働投入の最

大化を必要とし，それは互助的労働交換や共有地利用に代表されるムラの共同性と，個々人の間で

労働意欲を高めあう相互助長的な行動様式による支えを条件とした。各家毎の畑の分散的所有パ

ターンも，平等な生産基盤を付与し，最大限の労働を引き出す契機であった。こうして村人の人間

的エネルギーが最大限に引き出され，それが斜面地の利用・保全を促し，見事な景観を維持してき

たと結論ずけられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　〔掛　谷　　　誠・歴史・人類学系〕

寺　内　まどか　：　伊豆大島におけるタイワンリスの基本生態およびその適正管理に関する考察

　伊豆大島で島の名物であるツバキ等農林業に被害を与え続けているタイワンリスの基本生態とリ

スに関する住民の意識調査を1985年11月から’86年12月まで行った。調査に選んだ大島公園での生

息密度は15．15匹／haで，同じくタイワンリスの移入，繁殖地である鎌倉（都立大により調査が行

われている）の3．5倍という高い値を示した。一般に排他的といわれる雌の行動圏が著しく重複し

ていた。また，周年繁殖を行っていることと雌の割合が高い個体群構成であることが高密度の要因

であると思われる。調査地内の樹種の56％を様々な部位について食物として利用していた。現在の

1年間の増加率（O．09）が内的自然増加率（0．24）より低く抑えられていたことや島民からの聞き

こみ等より生息数は既に飽和状態に達していると判断した。帰化動物とはいえ，野生動物の少ない

一28一



日本の白然公園では貴重な存在であるし，適正密度に管理し乍ら観光資源等として有効に利用する

事も1つの論法だろう。　　　　　　　　　　　　　　　〔高原榮重・農林工学系〕

徳永道隆：樹木根系の斜面安定効果とその構造に関する研究

　森林による崩壊防止機能は主として，その根糸の土壌緊縛作用によって影響を受けると考えられ

る。従来，林齢の若い林地の斜面崩壊の多発は，樹木根系の未発達と前生樹の根系の腐及による土

壌緊縛力の低下が原因とされている。そこで，この土壌緊縛作用を具体的に，樹種と根系構造との

関係を，力学的に評価することを本研究の目的として，川上演習林のカラマツ林（植栽後25～27年）

を利用して，樹木根系の土層中での分布構造，及び根の引抜き試験をおこない，両者の対応関係を

調べた。また，地上部と地下部の関係を材積で調べたところ，TIR率と同様な関係で，地上部で，

根元あるいは，脳高直径から地下部の根の量を推定できることがわかった。地下部の根系に関する

量的情報と引抜き験から求めた抵抗力の関係を，樹木の成長に対して関係づけていくことで，今後

の森林施業や，斜面の緑化等に具体的な指針を与えうる材料となるものを位置づけられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔天　田　高　白。農林工学系〕

中　澤　昭　彦　：　砂防ダムの土砂調節効果に関する実験的研究

　この研究の目的は，水路拡幅部（以下「拡幅部」）のもつ土砂調節効果を，効率よく助ける砂防

ダムを設置するための手がかりを得ることである。拡幅部が土砂調節効果をも．つ仕組みは，出口部

が狭まっていることによるものが大きい。この研究の着眼点は，狭窄率：出口部が拡幅部の一番広

いところにくらべてどれくらい狭っているかという度合，を高めたのと同じ効果を，砂防ダムを設

置することで得られないか，ということである，そして，ダム設置によって狭窄率を高めたのと同

じ効果を出すことが，土砂調節効果を助ける手段の一つだと仮定した。研究の方法は，無施設水路

と，ダム設置水路の流砂実験をおこない，それらを比較することである。その結果，比較的小規模

な砂防ダム（実際のスケールで川幅約40狐に対してダム高約2m）で，出口部の狭窄率を高めたの

と同じ効果を得ることができた。、　　　　　　　　　　　　　〔天　田　高　白・農林工学系〕

中　津　秀　之　：　都市におけるセミ1パブリックな空問の有効性に関して

　　　　　　　　　　一都市緑地確保のための公開空地利用現況調査一

　都市緑化にはオープンスペースが必要であるが，都心部では地価の高騰等により公共用地を確保

することが困難になっている。そこでプライベートな土地をパブリックに利用し得る公開空地に着

目した。本研究では緑地の必要性を再考した後，公開空地の制度が実際にはどの様に運用されてい

るかを調査し，今後この制度を効果的に利用するための問題抽出を目的とした。

　研究方法は東京都区部における公開空地の利用現況について，東京都庁都市計画局から得たデー

タをもとに分析した。また緑地面積についてのデータは，環境保全局及び各設計団体へ赴き実施設

計図より算出した。
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　公開空地を設置する制度には三制度ある。そこでそれぞれの制度の申で住居利用と商業利用とに

大きく分類し代表的な事例についてケーススタディを行った。また，それに伴い都市計画決定等を

行う地方公共団体と制度を利用する事業主体においてケーススタディを行なった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高　原　榮　重・農林工学系〕

中　野　守　久　：　山地における伝統的環境保全についての研究

　　　　　　　　　　一琵琶湖湖南囲上山付近を事例にして一

　調査地は近世以降直轄砂防が施工されているハゲ山地帯である。本論文では山麓の住民が日々の

生活の中で山地利用を通していかに山地保全について努力してきたかを明らかにするため，住民の

共有財産である共有山，またその維持に深く関わると思われた社会組織，そして，土地の氏神とと

もに大切に保存されてきた民間信仰である山の神信仰といった3つの民族学的項目を主に調査を試

みた。結果は，①地元でムラヤマと呼ばれている共有山がただ利用されるだけではなく，併わせて

この土地に適した植林も熱心に行われシステムとして定着していたこと②若連中を系譜とする青年

会組織が最近までムラヤマを主とする山林保護を大きな事業としていたこと③この地域では山の神

信仰が厚く，稲作生産だけに関わるのではなく，林野の利用に際しても，山の口開けのタブーなど

が見られ山地保全的な意味をもつような習俗が存在することか分かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎。農林学系〕

中　村　道　雄　：　環境の価値と概念一仏法と生命系の遭遇一

　環境の概念とその価値について考察した。

環境の概念はある一定の主体を，一または個体を想定しないと実態として概念化することが難しい。

また，環境が我々とって如何なる意味を有するのかという問題意識がなければ対岸の火事であり，

手足なくして宝の山に入るようなものである。従って，環境の価値関係的な認識・評価の方法につ

いて考察しなければならない。そのことは環境概念を如何にまたどれだけ対象化可能かにかかって

くる。本論においては仏教の知見をかりて，生態系，一般システム論，主体一環境系概念を検討し，

さらに環境破壊が進んでいる状況に於て，人問の文化そのもののあり方と自然環境の関係を模索す

るためにも，自然科学，杜会科学あるいは文化科学の統合をどう構築したらよいのか，本論が最終

的にあざすところとなる。従って，本論は環境科学原論ないし環境原論を求めたものといえよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　野　博　忠・社会工学系〕

長　嶺　　　聡　：　各種有機水銀化合物を側脳室内投与したラットの行動学的研究

　有機水銀化合物の中枢神経系への影響を脳内蓄積量と行動量変化で評価した。実験方法はユ

mg／mlのメチル水銀，エチル水銀，フェニル水銀をそれぞれ等モルの還元型グルタチオンと’混合

してラットの側脳室内にて1週間連続投与し，水銀の脳画分への分布と自発行動量を測定した。そ

の結果，各群の脳内水銀分布は，アルキル水銀投与群が対照群やフェニル水銀投与群よりも脳内水
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銀濃度が有意（P＜O．01）に高い値を示し，実験期問中のラットの白発行動量は対照群に比ベアル

キル水銀投与群で有意な低下が見られたが，フェニル水銀投与群では，投与後，自発行動量が増加

し，それが持続した。また，フェニル水銀投与群を除く他の投与群の自発行動量と摂食量には，有

意な相関関係が見られた。しかし，フェニル水銀投与群は投与後，摂食量が低下している時期に自

発行動量の増加が見られたことから，この自発行動量の増加は，摂食行動以外の行動に起因してい

ると考えられた。　　　　　　　　　　　　　　．　　　　〔下　條信　弘・杜会医学系〕

名倉広明：塩化メチル水銀ガラット脳中神経伝達物質関連酵素に与える影響

　塩化メチル水銀（以下MMCと略す）による神経伝達物質の代謝系路に与える影響を検索するこ

とを目的として脳内カテコールァミン主経路に関係する合成・分解酵素の活性値の変化をみた。即

ちMMcを10mg／Kξ／dayの割合で6日間ラットに皮下投与し，メチル水銀発症時におけるラットの

前頭葉。線条体・嗅結節・視床下部・延髄十橋・黒質の各部位でのチロミン水酸化酵素。ドーバ脱

炭酸酵素・ドーパミン老水酸化酵素の活性値を測定した。又，初期のMMCによる酵素への影響を

みるために，特に律速酵素として重要なチロミン水酸化酵素については，発症時変化のみられた脳

各部で，MMC3日連続投与後1日目及び6日連続投与1日目の活性値を測定し，対照と比較した。

その結果，脳各部において酵素活性は変動し，MMCは神経細胞体，及び神経終末に存在するカテ

コールアミン合成。分解酵素に影響を与え，脳中カテコールアミン量変化の要因となっていること

が示唆された。　　　　　　　　　　　　　　　　〔下條信弘・社会医学系〕

西　嶋　　　渉　：　才キシデーションディッチ法による生活雑排水の処理

　オキシデーションディッチ法は，省エネルギー型で，窒素も除去し得ることから，重要性を増し

ている処理法である。本研究では，実プラント調査並びに室内実験を通じて，特に窒素・リンの除

去を中心とした本法の処理能力を明らかにすることを目的とした。実プラント調査は，日光市湯，

湖処理場，豊橋市高根処理場で行い，ディッチ内に嫌気域を設ける運転が，酸素供給のためのコス

トを抑え，窒素除去にも有利であることがわかった。室内実験では，実験室規模のシミュレータを

用い，供試排水には生活雑排水を想定した人工下水を用いた。結果をまとめると，①全てのRUN

で十分に有機物は除去された。②高負荷，低負荷の嫌気を組み込んだRUNでバルキングが起こり

やすかった。③低負荷では汚泥発生量を非常に低くて抑えた運転ができた。④負荷O．09，

O．15㎏BOO㎏MLSSd…王の嫌気を組み込んだRUNで窒素の除去率は高かった。⑤リンは，高負荷で

よく除去された。　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　〔岩　城　英　夫・生物科学系〕

能　瀬　与志雄　：　住環境の亀律的制御としての建築協定

　建築協定制度は現代の日本の都市計画制度における住民による都市計画制限としてはほとんど唯

一のものである。本研究は創設以来36年が経過した現在における建築協定制度の特性と問題点を実

態に即して整理して実証的に分析し，今後の発展の方向を探ることを目的とした制度的特性として
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公的側面と私的側面を合わせ持つため柔軟性を持っており，時代の課題や区域の特性や事情への対

応を可能にならしめていること。問題点として最も大きい期限切れに伴う協定更新の成否について

要因分析した結果，協定内容の寄与が大きく，更新時には協定内容の検討母体としての協定運営委

員会の活発な活動が必要であること。以上2点が事例データの分析により確かめられた。また，充

実した運営活動を行なっているHニュータウンの建築協定の発展過程を分析し，更新作業が住民

主体化の大きなきっかけとなったこと，10年の協定期間が学習期間として機能している等の知見を

得た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暗　川　博　也・社会工学系〕

原　田　　　悟　：　有機溶剤の毒性に対する防御機能を備えたバイ才リアクターの開発

　本研究では，新しい固定化担体として，アルギン酸カルシウムゲル中に植物油を乳化混入したオ

イルゲルビーズを開発し，酵母を固定化して毒性の強い2一オクタノール存在下での培養を行なっ

た。大豆油6％オイルゲルビーズでは数度の回分培養繰り返しが可能となったが，その防御機能は

完全ではなかった。植物油の添加量，種類等の検討の結果，ひまし油オイルゲルビーズに顕著な2

一オクタノール毒性の防御機能が認められた。また，オイルゲルビーズはトルエン，ベンゼンの毒

性は防御したが，フェノ⊥ルの毒性は防御しなかった。このような防御機能の差と，有機溶剤のゲ

ルビーズヘの吸収量および植物油と水の間での有機溶剤の分配係数の大きさには関連性が認められ

た。すなわち，分配の油側への偏りが大きく，吸収され易い場合程，良好な防御機能を示すことが

確認された。これらの結果をもとに，毒性防御のメカニズムの推進を行なった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔国府田　悦　男・応用生物化学系〕

久松　伸：光による高等植物硝酸還元酵素活性の誘導に及ぼすN02の影響

　高濃度のN02に暴露された植物では，窒素代謝の初期過程において律速となっている硝酸還元

活性が阻害されることが報告されている。しかし，その阻害機構は明らかにされていない。本研究

では，カボチャ芽生えの子葉を用いて，この硝酸還元活性阻害の機構の解明を試みた。その結果，

N02による硝酸還元酵素（NR）活性の阻害は，基質（硝酸イオン，NADH）の供給がN02によっ

て阻害されたのではないことが明らかになった。また，ウエスタンブロッティングを行い，抗ホウ

レンソウNR血清を用いてNR蛋白質を定量したところ，光を照射しN02に暴露しない対照区にお

いては，NR活性の上昇に伴いNR蛋白質量も増加したが，光照射と同時にN02に暴露した実験区

においては，NR蛋白質量の増加は認められなかった。従って，光によって誘導されたNR活性の

N02による阻害は，NR蛋白質のde　novo合成の抑制によることが示唆された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩城英夫・生物科学系〕

平山　伸：過酸化脂質およびスーパーオキサイドによるグルタチオンS一トランスフェ

　　　　　　　　　　ラーゼアイリザイムの不活性化について

　環境汚染物質である二酸化窒素（N02）やオゾン（03）によリ生体中に過酸化脂質が増加し，抗
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酸化系酵素であるグルタチオンS一トランスフェラーゼ（GSH－Tr）の活性が低下し，その過程で

活性酸素やフリーラジカルの発生が認められる。そこで本研究では，過酸化脂質や活性酸素が，

GSH－Trの活性を低下させるかどうかについて，GSH－Trのアイリザイムを分離し，検討を行った。

　その結果，過酸化脂質によるGSH－Trのアイソザイムの失活率は，C（51％）フリガンジン（38％）

＞AA（32％）＞D（24％）＞B（22％）であった。スーパーオキサイドによる失活率はB（88％）

≧リガンジン（88％）＞AA（8ユ％）＞C（75％）＞D（28％）の順であった。またH202による失

活率はリガンジン（40％）＞B（39％）＞AA（3ユ％＞＞C（12％）＞D（1％）の順であった。

　以上の結果より過酸化脂質や活性酸素による失活率が各アイリザイムによって異なることが判明

し，その生理的意義に興味深い知見か得られた。　　　　　　　〔下　條　信　弘・社会医学系〕

藤丼一正：地下水位の変動による溶存物質の挙動

　地下水汚染の問題，施肥の効率の問題を考える際には土壌水帯および地下水帯での物質の挙動が

明らかにされなければならない。本研究では地下水位の変動に特に注目して，地中での物質の挙動

を明らかにすることを目的とした。出島用水による灌概のために地下水位が大きく変動する出島台

地の上の，約3年前まで牛が飼育されていた所を試験地とした。圧力水頭，含水量，水位を測定し

た。また，土壌水を採水し，硝酸態窒素および塩素の濃度を測定した。揚水井から地下水をくみあ

げ，地下水位を人為的に低下させて物質の挙動を調べた。土壌サンプルからpF別に採水し，分析

した。塩素は深さ！50c狐に約100mgμのピークが存在した。硝酸態窒素は深くなるほど濃度が低

くなった。揚水によって地下水位を低下させると，塩素は濃度が低下した。地下水位の変動によっ

て塩素濃度が短期的に変動するのは，pFによって濃度が変化するためであると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田　瀬　則　雄・地球科学系〕

藤原敏雄：条里制施行地域における近世城下町の構成に関する研究

　本研究は，条里制施行地域に建設された20の近世城下町を対象として，城下町の骨組的構成と先

行地割たる条里制との関連性を明らかにすることを目的としている。城下町の主要な構成要素であ

る街路，堀，水路およびゾーニングの’3点について城下町構成と条里制の関連度合を分析するとと

もに，城下町と条里制施行地域との位置関係，城下町形態，城下町規模等についても考慮し，数量

化皿類を用いて城下町の類型化を行った。その結果，対象とした20の城下町は条里制と城下町構成

の関連性によって7類型に分けることができた。そして条里制施行地域に立地する城下町の構成は，

条里制対応の部分と自然地形対応の部分から成ることが明らかになった。

　また，既往の城下町類型が城下町の表層構造に視点を置いていたのに対し，本研究の類型は，城

下町の構造を根底で支えている条里制に着目して類型化を行っており，城下町の深層構造からみた

類型化であるといえる。　　　　　　　　　　　　　〔田島　　學・社会工学系〕
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松　井　明　彦　：　植物縄織培養法によるイネのアルミニウム抵抗性株選抜の条件の検討

　作物にA1抵抗性を導入することは，強酸性土壌における農業生産上有効である。植物組織培養

法による植物への有用形質の導入が数多く報告されているが，AL抵抗性に関しては4例のみであ

り，選抜条件など問題点も多く残されている。本研究では酸性条件（pH4．O）を維持しAL抵抗性

細胞を選抜する条件を検討した。

　通常の培養pHではA1は水酸化物やリン酸塩の沈澱を生じる。Alストレスを加えるには，培地

pHを4．Oに設定することが望まれる。pH4．0以下では，寒天が加水分解し培地が固まらなかったが，

オートクレープ後にpHを調整することによって寒天培地を固めることができた。低く設定した培

地pHの上昇を抑制するためpH4付近におけるAlの強い緩衝能を利用し高濃度のAl（！0mM以

上）添加した。

　これまでの結果より培地にAlをユOmM添加すれば酸性条件を維持し，細胞の生育もほとんど阻

害されることがわかった。現在この条件で細胞選抜を試みている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔森　下　豊　昭・応用生物化学系〕

松　井　信　人　：　インゲン第一葉の生理活性に及ぼす模擬酸性雨の影響

　植物の酸性雨による被害発生のメカニズムを明らかにするために，培養室内で生育させたインゲ

ン（Phasealus　vu1garis　L、）を用いて，模擬酸性雨の暴露実験を行なった。特に，植物に可視的傷

害を与えない程度（pH4．O）の比較的穏やかな酸性雨の持つ潜在的影響を明らかにすることを目的

とした。その結果，このレベルの酸性雨でも総光合成速度の低下をもたらすことが明らかとなった。

この時，スーパーポロメータを用いて測定した葉の拡散抵抗には有意な差がなかったが，単離葉緑

体を用いて，光合成明反応を測定したところ，pH4．O処理区は，対象区の76％の活性しかなかった。

これはpH2．O処理区での活性値とほとんど同じであった。この活性の抑制には，硫酸イオンの存在

は直接的には影響を与えていないことが示唆された。これらの事から，細胞レベルあるいは葉緑体

レベルで，たとえ可視的傷害が出現していなくとも，何等かの傷害が蓄積していることが示唆され

た。　　　　　　　　　　　　　〔及川武久。生物科学系〕

松川宗夫：環境申における浮遊粒子状物質濃度の気象解析

　　　　　　　　　　一茨城県館野における事例一

　ユ983年4月から1984年3月までの約1年間茨城県館野の気象タワーの下で観測された浮遊粒子状

物質（SPM）資料と他の気象要素の資料を基にSPMと気象の関係について解析を行った結果，以

下の事が明らかになった。

　（1）春期と7月を申心とする暖期の夜間にSPMが高濃度になるのは，南岸低気圧や梅雨前線

などによって降雨や降雪がもたらされた後の高湿度な大気の状態の場合であり，SPM以外に大気

中の水分の重量を測定した可能性が高い。（2）春期の日中に風速が強い時に濃度が高くなる時の

総観場は，観測点から見て南高北低の気圧配置の場合であり，広域的な移流の効果によって高くなっ
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たと考えられる。（3）冬期の日中高気圧の後面から気圧の谷にかけて高濃度になる場合が多い。

南の暖かい空気が観測点の上空に入り込み，上空に強い逆転層が形成された結果，混合層の鉛直方

向への発達が押さえられ，日中の中立に近い大気の状態であるにも関わらず濃度が高くなっていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武・地球科学系〕

松本成夫：農山村における環境保全のための森林利用について

　環境保全の新しい流れに，生態的健全性がある。’しかし，この生態的健全性は具体性に欠けてい

るため，一般に分かりにくい。著者は，この原因を生態系の捉え方にあるものと考え，包括的に自

然を捉える，Biogeoch㎜aticEcosystemの概念を応用した。事例に取り上げた南牧村は山岳ゾーン，

高原ゾーン，谷間ゾーンの3つの生態区を持ち，これらは，亜高山帯とブナ帯の違いと，平坦地か

起伏の多いところかの違いに依っていた。このうち，人間活動が行える高原ゾーンと谷問ゾーンの

生態区において，生活レベル，生業レベルでの森林との関わりを調査した結果，それぞれ2つずつ，

計4つの森林分布特性が認められた。これらは，山で生きるか，農業で生きるか，観光で生きるか

といった生業形態と，地域安定のための森林の利用度によって異なっていた。これら4つのタイプ

の生態糸を把握することにより，生態的健全性の実態を明らかに出来た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

丸橋文雄1塔型バイ才リアクターの反応特性

　ステンレス金網上にパン酵母を包括固定化したゲルを形成させたものを充撰したリアクターを垂

直に設置してエタノール発酵を行い，リアクター内の液流動と反応特性との関係を明らかにするこ

とを目的とした。

　反応特性は定常状態時の残存グルコース濃度と反応変化率からKmとηlVmを計算して評価し

た。流量1315凧1／hで平板網と渦巻網の2種類の金網を用いたリアクターのその値を比較すると，

充填率の高い渦巻網によってKnエは1．6倍，ηVmは約89％になった。渦巻網について流量を5

m1／hにした場合，ηvmは13．5n11／hのときの57％　Kmはユ．2倍になった。リアクター容積あたり

のエタノール生産能力についてRAPADのリアクターと比較した結果，平板網でほぼ同等，渦巻網

はそれよりかなり優れていることがわかった。パルス応答法によってリアクター内の混合状態を観

察したところ，リアクター内は不完全混合の流動になっていることが明らかになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中村以正・応用生物化学系〕

宮城文敬：窒素圃定細薗慶eijeriηCkiaindiCaの培養特性

　多糖生産能を有する窒素固定細菌Beijerinckia　i．dicaに関する研究は今日まであまり行なわれて

いない。そこで本研究では，土壌中より同菌を分離し，その培養特性及び生産多糖の諸性質を明ら

かにすることを目的とした。尚，培養装置には培養枝が高粘度化した状況でも培養が支障なく行え

る改良型小型発酵槽を用いた。
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　分離菌はpH5－6にて最も盛んに増殖した。無機，有機窒素化合物の培地への添加は，分離菌に種々

の影響を与えた。酸素分圧！0－20％では，最大比増殖速度に変化はなかったが，10％にて誘導期の

短縮が見られた。酸素分圧30％では増殖が阻害された。窒素分圧が低くなる程，増殖速度は低下し

た。これらの知見を踏まえ，培養途中で酸素分圧を10％から20％にしたところ，誘導期は短縮し，

多糖収率も上昇した。本多糖の水溶液は典型的な擬塑性を示した。本多糖は酸性多糖を主とし，ウ

ロン酸，グルコースがその主成分であることが明らかとなった。〔中　村　以　正・応用生物化学系〕

向井秀仁：ボンベシン群ペプチドの構造活性相関

　ボンベシン群ペプチドであるニューロメディンB（NMlB），ガストリン放出ペプチド関連デカペ

プチド（GRP－10）及びこれらの様々な誘導体の子宮筋収縮活性，ガストリン，インスリン，グル

カゴン分泌刺激活性を検討した。その緒果，子宮筋収縮活性では活性発現に対し，ユ）NNBでは

2位Asn，GRP－10では3位Hisが重要である。2）C末端Met－NH2及び4位Trpが必須である。

3）6位がVa1であることが有効であることが示唆された。ホルモン分泌刺激活性では，1）6

位がValであることが有利であり，特にグルカゴン分泌刺激では重要である。2）GRP－10のC末

端アミドはこれらホルモン分泌刺激活性の発現に必須である。3）NMBのC末端アミドはガスト

リン分泌刺激に必要であることが示唆された。このように6位がValであることとC末端アミド

が子宮筋収縮，これらホルモン分泌刺激に関与する受容体との相互作用に大きな意味を持つことが

示唆された。　　　　　　　　　　　　　　　〔山申　　啓・応用生物化学系〕

村　囲　美　恵　：　α一アゾヒドロペル才キシドから発生する新しい活牲酸素種，ペル才キシカ

　　　　　　　　　　ルボキシイミジン酸の捕捉に関する研究

　近年，化学物質による発癌，大気環境二次汚染の引き金となるものとして水酸ラジカルをはじめ

とする各種の活性酸素種が大きな注目を引いている。

　本研究の研究対象としているα一アゾヒドロペルオキシドは単なるヒドロペルオキシドにはない

新しい反応性を持っている。すなわち，この試薬はピリジンの触媒作用により安息香酸体を生成す

る転位反応の中間体として，N一置換ペルオキシカルボキシイミジン酸を発生するのである。私は

新しい活性酸素種となりうる可能性をもつこの中間体は捕捉することを目的とした。スルフィドと

の反応を検討した結果，α一アゾヒドロペルオキシドに対するスルフィドの濃度が低い場合は中間

体を捕捉できなかった。しかし置換基効果とトラップ剤濃度を高めることにより，この中間体を捕

捉できる可能性が明らかになった。本研究は新しい過酸化物中間体の化学の分野を開くものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔手塚敬裕・化学系〕

森　　　　　司　1　線虫捕捉薗A舳robo卿s㊧11ips◎spora　Y4007の線虫捕捉機構

　線虫捕捉菌Arthrobotrys　ellipsospora　Y4007は健全なマッの樹液より分離された，線虫捕捉菌で

ある。本菌は分単位で線虫を捕捉し得る能力を有するが，その捕捉機構にレクチンが関与するとし
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て分離精製されているが他の物質の関与も予想されるため染色剤を用いて実験した結果アルシアン

青で菌糸の捕捉部位を特異的に染色することが出来た。そのため，線虫捕捉に酸性多糖・も関与して

いると予想できた。又本菌の性質としてキレート試薬で洗浄することにより，捕捉能の低下を起こ

すことを発見し，又これらをCaの薄い溶液に1時間浸漬することにより捕捉能の回復が起こるた

めCaが捕捉に関与すると思われる。そのためこのCaが捕捉の何に関与していえのかを調べるた

めに，カルモデュリン阻害剤W一γ，W－5を用いて捕捉阻止の有無を調べた。その結果，捕捉阻

止に差が見られ，又菌体からカルモデュリン様タンパク質が抽出された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔山中　　啓・応用生物化学系〕

森　戸　久　雄　：　人工知能による産業廃棄物の知的情報処理

　産業廃棄物については，排出，保管，収集，運搬，中間処理，最終処分の一連の流れの中で，法

律にのっとった適正処分を促す一方で，将来にわたり影響が予想される有害産業廃棄物のリスク管

理となるような情報処理システムの構築が求められている。本研究は，茨城県をモデルケースとし

ながら，最近急速に発展しつつあるAI（Airtificial　Inte11igence）に着眼し，これを用いた知的情報

処理のプロトタイプモデル（産業廃棄物エキスパートシステム）を作成することで，総合的なシス

テム開発の可能性をさぐったものである。産業廃棄物の分野は，フローとストックの両面にわたり

広範な専門的知識が必要とされるため，本研究で用いた手法の意義は大きく，．産業廃棄物行政の情

報化を進める上で検討すべき様々な課題が明らかにされた。同時に，ここで示したように，プロト

タイピンタの有効性を示すことにより，総合的なシステム構築の可能性を高めたものといえる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔鵜野公郎・社会工学系〕

八　城　正　幸　：　都市計画手法におけるイメージ分析の聞題点

　　　　　　　　　一沖縄市における事例研究一

　現在の都市計画は，その都市をどのような方向へ整備すべきかの全体像が欠けているのではない

か。その都市が個性を保ち，かつ，住民の生活環境を重視するとすれば，個別の計画への住民意識

よりも，まず，住民がどのような都市像を共有しているかを知ることが必要である。住民が目，肌

で，感じてきた豊かな都市の個性を汲み取ることによって，都市の将来について活発に話し合える

場を提供し，その申から政策への手掛かりを得ることも重要であると思われる。

　このような問題意識により，本研究では沖縄県沖縄市を対象とし，市民の「沖縄市」に対する認

知範囲と場所に対する思い出・意識の内容をアンケート調査によって明らかにし，市民が都市ある

いは場所に持つ様々なイメージの解釈を目的とした。次に，そと結果を通じ，沖縄市の基本構想と

の関係を考察した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一〔吉　川　博　也・社会工学系〕．

矢内隆章：光合成細薗隅紬鑓榊絃M鞭の生産する悶Qについて
　我々は，本菌の生産するPMS依存性芳香族アルコール，芳香族アルデヒド脱水素酵素及びNAD・
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依存性芳香族アルコール脱水素酵素についてPQQの関与を推定し，その補酵素としてPQQの単離

を行い，同時にその作用機構について検討を行った。その結果，PMS依存性脱水素酵素の補酵素

がPQQであることが初めて確認された。また，そのアポ酵素にはPQQ以外の電子受容体はなく，

共に50nMのPQQの添加によりほぼ最大活性が得られ，酵素とPQQの結合部位は疎水性領域と推

定された。また，NAD令依存性脱水素酵素からもPQQが確認され，これらの酵素がPQQ酵素であ

ることが初めて示された。さらに，PMS芳香族アルデヒド脱水素酵素は，2モルのPQQ・を結合し

ており，カルボニル試薬にキる酵素阻害もPQQのキノンカルボニル基への付加反応に起因するも

のと考えられ，本酵素の活性中心にPQQのキノンカルボニル基が存在すると推測された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔山中　　啓・応用生物化学系〕

山　下　徹　浩　：　山地河道拡幅部の侵食過程に関する案験的研究

　山地河道内には，拡幅部，狭窄部が存在し，拡幅部内には大量の不安定土砂が堆積している。こ

の拡幅部堆積土砂の侵食，流出機構を知ることは，下流河川での防災計画を行う上で重要である。

しかし，山地河道拡幅部を対象とした侵食，流出に関する研究は，あまり行われていない。

　本研究では，山地河道拡幅部堆積土砂の侵食，流出過程の実験的研究を行い，侵食の進行，る流

水方向，堆砂形の変化の観察を行った。また流出土砂量，水理量等の変化過程についても検討を行っ

た。

　また，実験によって得られた杵砂横断形と，実際の山地河道での拡幅部横断形の比較を行い，よ

く似た形を示すことがわかった。　　　　　　　　　　　　　〔天　田　高　自。農林工学系〕

横山恵子：海の申規模うず場での受動遺麟子のひろがりかた

　受動追跡子が中規模うず場の中をひろがる過程を，大循環数値モデルから得られた流速および北

西太平洋での実測流速を用いて考察した。追跡子が海面に一様な濃度で与えられた場合（瞬間面源），

追跡子のひろがりは3Hの実測結果と似た傾向を示す。追跡子が海底の狭く限られた領域に与えら

れた場合（瞬聞点源），深層でのひろがりは海嶺によって強く規制される。前者でも後者でも，中

規模うずが存在する場合，ひろがりの速さはうずが存在しない場合の2倍となり，約30年で海全体

が均一濃度になる。モデル海の大きさを考えると30年という長さは，世界中の海では2300年に相当

し，14Cなどから得られる値と一致する。点源から放出された粒子が点源からある距離だけ離れる

のに要する時間を考察した。数偉モデルによる結果は，実測流速に基づく結果とほぼ一致する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高野健三。生物科学系〕

王　　　　　暉　：　特異な過酸化物，α一アゾヒドロペル才キシドの安定性に関する理論的案証

　　　　　　　　　　的研究

　最近，当研究室において過酸化物α一アゾヒドロペルォキシドの安定性は置換基の効果を強く受

けていることが明らかにされた。本研究はα一アゾヒドロペルオキシドの安定，不安定性が置換基
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のどのような効果によるものかを理論計算及び実験によって解明することを目的とした。この安定

性が置換基の電子効果に依存することを検討するために，分子軌道CNDO／2法によって，置換α一

アゾヒドロペルオキシド分子中原子の全電子密度を計算した。計算結果からの予想を実験的検討し

た。もし不安定分子でカルバ三イオンの寄与が大ければ，適当なトラップ剤存在下にカルバニイオ

ンが捕捉できるものと考え，トラップ剤としてベンジルトシレトを用いて反応を行なった。無置換

α一アゾヒドロペルオキシドとiSo一プロピルアルコrルの分子複合体緒晶をベンジルトシレトの結

晶と固体のままで反応した。反応機構を検討した。　　　　　　　　〔手　塚　敬　裕血化学系〕

王　碧　昭　：　環境における組み換え体の安定性

　本研究は組換体を廃水処理へ応用する場合，その安定性，すなわち，プラスミドの欠落を検討す

るものである。実験材料は大腸菌に12株かその変異株であり，培養槽でdono。，mobi1i．er，。ecガ

p1ent（以下はDd，Mm，Rと略称），または可動化プラスミドを伝達されたD及びR（即ち，Dm及

びRm），非伝達性プラスミドを可動化伝達された伝達接合体を各々，四分培養または連続培養した。

菌体数は抗生物質を添加した及び添加してないLB寒天培地でカウントした。結果はプラスミド

RSF2124保有菌Dd，RlOト1保有菌Mm及び受容菌は対数期から定常期まで安定であることが分

かった。Ddn1，Rm，Rdmは対数期まで，プラスミドの欠落は見られなかったが，定常期に入ると，

プラスミドの欠落したことが認められた。連続培養の場合はDdとM’皿が安定であることが分った。

Ddm，Rm及びRdη一のプラスミドの欠落が見られた。長時間培養すると，菌数はどちらもほぼ一定

になるこどが見られた。　　　　　　　　　　　　〔申村以正・応用生物化学系〕

黄　慧　傭　：　再開発事業が行なわれた地域の生活環境に関する実態調査一文京区の再開発事業

　　　　　　　　事例として

　本研究は，都心部の再開発事業が行なわれた地域の居住者において，再開発事業地域の全般的生

活環境に関する満足度を明らかすることである。生活環境というと公共施設整備環境と社会的環境

が2つの環境である。再開発事業地域の生活環境について，居住者の評価実態を把握し，地域内の

公共施設整備環境の関連性を分析する。

　本研究の調査方法は，対象地域によって，2つの方法を使った。現在，再開発事業地域に引き続

けて住んでいる居住者に対して，アンケート調査を行った。また，アンケート調査から集計した資

料をまとめて，いくつかの疑問点が生じた。それらの疑問点について，区役所の再開発事業計画を

担当している方と町会長にヒアリング調査を行った。それらの調査した結果により，今後の再開発

事業についての提言をしてみたい。　　　　　　　　　　　　　〔吉　川　博　也・杜会工学系〕
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