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　特徴の1つであるキリスト教社会の中で，土地に密着した活動を展開しているキリスト教組織に

住みこみ，そこを申心として見られる女性の姿を観察した。調査を通して得た女性像は，概して，

他州に比べて社会参加の機会を多く持ち得るが，家庭。社会において“女性であること”の自覚を

要求され，またそれを甘受している。

　変容する社会に対処する姿を生活の実相を見ることで，聖職者として社会の変容に積極的にかか

わっていく女性，台頭する中流クラスの女性，制約の中で変化を受容する女性という3つの類型を一

試みた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐　藤　　　俊・歴史人類学系〕

飯　囲　伸　彦　：’コムギのアルミニウム低抗性の晶種闇養異と根の蛋自質の表現型

　コムギのアルミニウム抵抗性の晶種間差異を見つけ，酸性土壌における耕地面積の拡大をはかる

ことができれば，世界の穀物需要への大幅な寄与となる。本研尭においてはアルミニウム抵抗性が

弱から申強に位置するコムギ5晶種を用いて品種間差異を見つける為，以下の測定項目について調

査・研究を行なった。第2章においては，アルミニウムを加えた水耕液を毎日交換し，水耕栽培を

6日．間行なった。測定項目のうち，植物生体重，蒸散水分量の経時的な変化では，特徴的な変化は

見つからなかった。PHでは，処理区で低下が見られたが，TOC，280nmのUVではなかった。原

子吸光及びXMAによる測定では根にアルミニウムとリンが多量に存在している事が認められた。

第3章では，実験材料が希少な種子であったため，蛋白抽出に十分量でなかった。表現型の調査研

究には，自家栽培で種子量を増やし実験を行なう事が必要である。

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

石　川　真　一　：　海岸砂丘植物の光合成ヨ気孔特性

　植物の光合成と蒸散の制御機構を解明するため，海岸砂丘植物を材料として生理生態学的アプ

ローチを行った。31種の植物を光合成型により分類したところ，ユ8種がC3植物，12種がC4植物，

ユ種がCAM植物であった。このうち砂丘に共存するケカモノハシ（C4），コウボウムギ（C3），ハ

マヒルガオ（C3）の光合成速度・と気孔開度を，温室と砂丘で測定した。コウボウムギは葉温が低い

ときは，気孔を大きく開き高い光合成速度を達成したが，水利用効率は低く，葉温が上昇すると光

合成速度は著しく低下した。ハマヒルガオは気孔開度が低いため光合成速度が低いが，水利用効率

が高く高温耐性も示した。ケカモノハシは水利用効率が高く高温耐性も高く，砂丘でも光合成活性

は低下しなかった。このように，同一の環境に対する植物の適応様式の多様性が，植物の共存や種

多様性を支えていると考えられる。　　　　　　　　　　　　吸川　武久・生物科学系〕

石川英律：z岬o㎜o鵬s㎜⑪舳鳩の対酸素挙動について

　微生物の対酸素挙動を定量的に把握することを目的として，通性嫌気性菌であるZ．榊o舳3を取

り上げ，種々の酸素供給速度下における細胞の生理的能力の挙動について定量的に検討したところ，

設定した酸素供給速度が増大するに従い，増殖能（μmax）および生産能（Qp，max）共に減少する傾
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向が認められた。この間物質バランスにおいては，エタノールの減少にともない，アセトアルデヒ

ドの増加が認められた。一方，細胞の形態は長くなる傾向が見られた。いずれの場合においても，

培養時の溶存酸素濃度（D．O．）がゼロか否かで、かなり異なる挙動を示すことが明らかとなった。

以上あげた現象が，本菌のもつ酸素除去機能と関係していると考え種々の検討を行った結果，設定

した酸素供給速度が細胞の酸素除去機能を上回るか否かで，培養時の1）．O．の違いにより見られる

細胞の生理的能力，形態，物質バランスの大きな違いを示すことがほぼ明らかとなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔申村以正。応用生物化学系〕

石　原　邦　彦’：　対流境界層における乱流拡散のコンピューターシミュレーション

　対流境界層における鉛直方向の乱流は非正規かつ不均一である。このような乱流場における乱流

拡散の特徴は拡散粒子の放出高度によって拡散粒子の上昇。下降過程に顕著な差が生じることであ

る。このような拡散現象は従来用いられてきた正規拡散式では説明できない。本研究では乱流の非

正規および不均一を考慮した鉛直方向1次元のランダムウォークモデルを対流境界層における乱流

拡散に適用し，放出高度による拡散粒子の上昇。下降過程の相異をシミュレートするとともにモデ

ルに浮力の効果を導入し，モデルを煙突から排出される高温ガスなどの拡散にも適用できるように

拡張した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武。地球科学系〕

岩城和宏：ゲーム性を取り入れた防災訓練法「災害体験ゲームJの開発とその効果

　本研究では，ゲーム性を取り入れた全く新しい防災訓練法「災害体験ゲーム」を開発し，それを

実際にある地区で実施し，その効果について検討することを目的とする。

　ゲームは①参加者数を増加させること，②住民が震災時の行動を総合的に学習できること，③防

災まちづくりへの感心を高めることを目標に開発された。災害体験ゲームは発災から避難完了まで

の一連の住民の行動を，①初期対応ゲーム，②被害発見ゲーム，③避難ゲームの3つのゲームで表

現し，住民を5～！0人づつ，数個のグループに分け，町内にあるそれぞれの配置ポイントをべ一ス

に，各グループ単位でそれぞれのゲームに対応する。

　11月ユ5日，墨田区東向島二丁目町会で254名の参加のもと，ゲームは実施された。

　実施後のアンケートによれば，ゲームの有効性を示す回答が多数あった。また，ゲームは，一般

訓練と比べ，多くの意識の変化をもたらし，その効果を示す結果となった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔梶　　　秀　樹・社会工学系〕

岩　熊　俊　夫　：　不快指数による世界の体感気候の分布

　本研究では，気温と湿度を組合せた体感温度である不快指数の世界の地理的分布を明らかにした。

また，不快指数による生気候学的地域性を明らかにするために，最暖月と最寒月それぞれの日最高

気温時と日最低気温時の不快指数により地域区分を行った。

　不快指数の地理的分布では，赤道に近い熱帯地方では，日中は1年中不快指数が75以上と暑い地
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域が広がっている。しかし，夜間では1年中不快指数が75以上の地域はない。中緯度の特に北半球

の大陸の西岸では，東岸に比べ不快指数の年変化は小さくなっている。また，大陸の海岸沿いでは

内陸よりも不快指数の日変化，年変化ともに小さくなっている。不快指数による地域区分では17地

域に分けられた。日最高気温時の不快指数だけによる地域区分はアリソフの気候区分との対応がよ

く，不快指数でみた体感気候が，各地域の卓越気団により決定されることが明らかになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武・地球科学系〕

梅沢明史：小樽および手宮地域のイメージ構造について

　小構市では，運河埋め立てか保存かの論争がまちづくり運動へと発展した。市民の研究グループ

のレポートによれば，小檸の持つ「環境の教育力」がこのような運動を啓発させる力となっている

との報告もあった。本研究では，「環境の教育力」を生み出している深層を，小樽市民のマチに対

するイメージとして捉えてみた。イメージをさぐる素材としては，人々の語る「思に出話」「世間話」

「噂話」の言語表現を利用した。これら「話」の中で，くり返し述べられていたり，意味付けをし

ている意味をキーワードとし，モノ，コト，ヒトに分類し，そのつながりの申で小樽および手宮地

域のイメージを浮かびあがらせた。そして，それらイメージの多義性，イメージとイメージはキー

ワードを通して関連し，連関しあっていること，またイメージの特徴を考察した。その結果，イメー

ジの構造は複雑であった。このことは，小樽市民のマチに対するイメージの豊かさを示していると

思われる。　　　　　　　　　　　　曙崎駿介・社会工学系〕

上野茂樹：自神山地山村の生態史的研究

　　　　　　　　　　一青森県西蟹屋村を事例として一

　本研究は，生態卑の立場から，白神山地山村の生活な諸相とそれを支えてきた論理を解明し，青

秋林道に代表される現代的諾問題の考察を試みることを目的とする。西目屋村では，稲作に特化し

た単一資源利用型で，外部経済と積極的なつながりを必要とせず，閉鎖的な構造をもつ大秋と，賃

労働や山資源の現金化などを組みあわせた多資源利用型で，外部経済とのつながりを必要とする，

解放的な構造をもつ砂子瀬・川原平と，大きく2つの型の生活が展開してきた。この生活の相違は，

両集落の立地条件に強く規定されているが，歴史的には，津軽藩政期に求められることが明らかと

なり，耕地にめぐまれた大秋では稲作が，鉱物資源等にめぐまれた砂子瀬・」l1原平では鉱山が強化

された。そして，歴史竈生態的に形成された砂子瀬り11原平の，外部経済との関係なしでは存立

しえない構造が，青秋林道等の問題を侵入させる土壌を作に出していたと結論づけることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐　藤　　　俊・歴史人類学系〕

王光華：マイクロ波による還隔測定に及ぼす大気の影響

　マイクロ波領域における放射伝達モデルを開発し，NOAAのTOVSデータMSUを使って，衛星

が観測する輝度温度と比較し，マイクロ波に及ぼす大気中の温度，水蒸気，凝結水，地面の射出率
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等の影響を解明した。

　雲の影響によりチャンネル1，2は全体的に3，O．肌輝度温度が下がることが分った。地表の

影響を受けないCH4については計算との一致が良いが衛星毎に若干系統的な差がある。その他，

衛星の観測時間とゾンデの観測時問とのズレがあることが考えられる。

　この波長での雲が存在する大気の温度や水蒸気のリモートセンシングは雲の影響を無視すること

が出来ないことを示す。逆にこの波長には雲や地表の情報がかなり含まれており，それらのリモー

トセンシングに使える可能性がある。　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武・地球科学系〕

太　囲　眞　哉　：　“安心して死ねる”社会の文化生態学的研究

　　　　　　　　　　一茨城県筑波町上菅聞を事例として一

　茨城県筑波町上菅間を調査地とし，ムラ人の生と死の安心感を保障してきた，ムラの社会構造と

それを維持するムラの原理の解明を目的とする。上菅間は，耕地面積1戸当り1，3haで，稲作を中

心とした生計活動を展開してきた。早くから農外就労先が近郊に得られるという地域特性に支えら

れ，現在でも農業は主要な生計活動であり，ヨイ（交換労働）などによる，ムラ人の結びつきを必要

としている。伝統的な共同行事が消滅する中で，人の一生で節目となる出来事は，ムラ人同士の「義

理を欠かせない」重要なつきあいであり，近隣集団と同族集団を主体にし，ムウ人が集まり行事を

行なっている。人の一生の出来事での金銭，労力を通じた維持性のある互酬を原理としたつきあい

は，“お互い様”の状態をムラ人の間につくりだし，ムラを構成する近隣集団と同族集団の縞びつ

きを維持し，あわせて各イエが維持されることで，ムラ人の安心感が保障されてきたと結論づける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐藤　俊・歴史人類学系〕

岡　本　榑　明　：　不飽和結合の光異性化厚応

　溶液中の不飽和化合物の光異性化の方向を決める要因を詳細に検討するため両方向と片道を示す

オレフィンの申間に位置するピレンを置換基としたオレフィン，ノースチリルピレンについて研究

した。ミヒラケトン増感によるオレフィンの光異性化反応における光定常状態比のトランス体の割

合は85％であり三重項消光剤であるアズレンを添加すると，その濃度の増加と共にトランス体の割

合が増加し99％を超えた。またレーザーフォトリシスにより，6μsの長寿命を持つトランス型三

重項に帰属される過渡吸収スペクトルを観則した。さらにシス体の濃度が増加するに従ってシス→

トランスの異性化の量子収量は増加しはるかにユを越え量子連鎖的反応が進行することを明らかに

した。以上の様にノースチリルピレンは片遣と両方向異性化の中聞の性質を有する新しいタイプの

オレフィンに層することを明らかにした。　　　　　　〔手塚敬裕∵化学系〕

荻野稔直：住民登録票を周いた人口構成変動の分析

　本研究は，地方都市における住民登録票及び住民異動登録のデータを分析することにより，都市

部における人口構成変動を考察することを目的としている。また，データとして四日市市の昭和58
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年度より、昭和61年度におけるデータを磁気テープの形で用いている。人口構成の要素として本研

究では世帯主及び世帯人数に着目している。世帯主を人口構成要素の核とし，世帯主の年齢による

世帯人数構成や世代交代，新世帯の発生，既存世帯の消滅等による人口構成要素の変動に関する分

析を行った。昭和50年度より昭和61年度までのデータを用い，世帯主を年齢にて計30タイプに分類

した。また、世帯主タイプに固有の世帯構成人員の分類，世帯主のタイプ間推移（存続推移及び他

タイプヘの推移）の分類，異動事由による世帯主の転出入率の分類等の作業を行った。これらの分

析作業により，都市部における世帯構成人員の分布、世帯主の年齢特有の世代交代等が明らかになっ

た。　　　　　　　　　　　　　　〔谷村秀彦。社会工学系〕

奥野善徳：農村の住宅建築と集落景観の変容

　　　　　　　　　　～筑波町の事例をもとに～

　現在，筑波町では寄棟型のボリュームのある屋根をもつ伝統的な住宅が多く建築されている。本

研究はその様な住宅を集落景観の重要構成要素としてとらえ，その建築メカニズムを解明すること

によって集落景観の変容を考察するものである。対象地域は筑波町全域で，特に6集落について重

点的な調査を実施した。その結果，その様な伝統的な住宅は人間の性質である見栄や対立，上昇志

向，憧れなどの要素に対して，社会的背景と集落環境要素が加わって建築に至っていることが明ら

かになった。例えば，分家が立派な伝統住宅を新築すれば本家もより立派な住宅を建築したり，小

規模な集落では近所を意識して伝統住宅の新築を決定するなどである。これらのメカニズムは住宅

以外の門や付属屋，屋敷林などにも当てはまり，集落景観はその集落独自の様々な環境要素によっ

て無意識に形成され，保存されているものなのである。その反面集落景観の激変も予想されるもの

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔土　肥　博　至。芸術学系〕

掛川’英男：南半球中1高緯度における夫気循環の変動

　本研究では南半球中。高緯度の大気循環の変動を，日々の等圧面高度の資料をもとに，時系列解

析ならびに多変量解析の手法を用いて解析した。1000㎜bの標準偏差の極大域は南極大陸内陸部と

海洋上の50．sから6ぴs付近にあり，前者は南極大陸上の高気圧の変動そのものが大きいことを示

し，後者は沿岸低気圧が発生域から東進しながら南極大陸沿岸に近づく過程における発達域である

ことを示唆する。ユO00mb等圧面高度の変動は30osに沿った大陸上とその東側で1年周期が卓越し

た。また，南極大陸沿岸域では半年周期が卓越した。これは，気温変化が南極大陸上では鍋底型を

示すのに対して，中緯度では正弦波型を示し，その差が年に2回ピークをもつことからそれが循環

パターンに反映したものである。1000mbと500mbについて主成分分析を適用した。1000mbの第

1主成分と500mbの第2主成分は高緯度と中緯度の逆相関パターンを示し，両高度の同時変動で

南極大陸上の高気圧と関係する。’　　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武・地球科学系〕
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狩　野　秀　之　：　州と人の諸関係に関する文化生態学的考察

　　　　　　　　　　～妓阜県郡上八幡の水路1川の利用里維持を事例として～

　この研究は，岐阜県郡上八幡町を調査地とし，住宅の生活に根ざした河川の水質保全について考

察する事を目約とする。この町の市街地を流れる水路は，大部分が暗渠であるが，開渠として残さ

れた水路では，水道化以後生活用水としての利用が減少しているにもかかわらず，噂が広まり易く，

つきあいを重んじるこの町の特色に支えられ，全戸持ち回りの川掃除と相互規制により水路維持の

努力がなされている。また，水路の水が流れ落ちる川では，アユ釣り師による摘発を基に釣り場の

保全が試みられているが，川を捨て場とみなす考え型が残っており，水質保全を難しくしている。

しかし，開渠の水路の水質維持に，釣り師のもたらす情報が役立てられており，これが間接的に川

の水質保全に繋っていると考えられ，多くの人が直接利用する河川の水質保全には，濃密なつきあ

いによる相互依存と相互規制の機構が組み込まれている事が重要である，と結論づけることができ

る。　　　　　　　　　　　　　〔佐藤　俊・歴史人類学系〕

蒲　野　秀　之　：　降雨に伴う斜面土層中における地中水の挙動について

　透水性の異なる二つの土層（上層が砂，下層が混合土）を有する台形の大型実験斜面を用いて降雨

実験を行い，降雨に伴って生じる斜面土層申の地中水の挙動を明らかにしようとした。

　その結果，下層中に存在している地下水体とは分離して，斜面上部（天端も含む）の土層境界面上

（砂層中）に宙水のように地下水体が生じ，これを含む地中水が斜面上の砂層に向かって移動するこ

と。いかなる降雨条件においても地中水は，土層境界面へ上方と斜面の内側から集中し，かつ土層

境界面に沿うように斜面下方へ移動すること。降雨強度の増加にともない，上層中に側方流成分が

発生すること。下層中にはくさび型に地下水体が成長すること。そしてこれらのことより地中水は，

上層中と土層境界面付近に沿って，速やかに斜面下部に移動してゆくものと，斜面の内部をゆっく

りと浸透してゆく2つの成分に大別できることなどが明らかになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松　本　栄　次・地球科学系〕

神賀良明：小規模市街地の空聞構造と居住環境

　従来，都市と集落の間にあって居住環境計画の対象として議論されることが少なかった小規模な

市街地を取り上げその空問的な構造と居住環境の把握を圓的とする。

　空間構造の面では，特に市街地の最も基本的な構成要素である建築物レベルでの用途の混合が著

しく，（大）都市の中心市街地に置いてみられるような「建築物」→「地区」（同系建築物の集積）→

「市街地J（多様な地区の集合）という一般的な構造とは異なる，決めの細かい構造を有しているこ

とが明らかになった。

　居住環境の面では，住宅と併用住宅が大部分であるため「住商混合」の持っ一般的な問題は見受

けられず，むしろ買い物におけるアクセスの均等性というメリットと成っており空間的な構造が居

住環境上の利点として作用している。

一21一



今後の小規模市街地整備としては，この有益な独自の構造の評価が重要である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔土肥博至。芸術学系〕

唐　沢　　　朗　：　生体内における鍋の輸送とその存在形態

　銅は生体における必須金属の一つであり，酸化機能を有する数種の酵素に結合し，その触媒作用

に重要な役割を果している。本研究は，銅の生体内における輸送過程とその存在形態について，血

清申の銅の輸送蛋白であるアルブミンの挙動を中心に明らかにすることを目的とした。ラットに銅

を静脈内投与した際，銅が血清中から消失し，肝臓に分布するまでに時間的なずれが存在した。こ

の時間的なずれは，鋼が末梢血管壁などに一時的に分布することに起因すると推定した。また，銅

の肝臓への取り込みは，肝臓におけるメタロチオネインの誘導及び合成に依存すると推定した。血

清申では，投与した銅のほとんどが，血清申では，投与した銅のほとんどがアルブミンと結合して

いたが，このアルブミンと銅の複合体には，システイン，カルシウム及酸素が関与する経時的な変

化が観察された。生体に対する金属の毒性と生体の防御機構を明らかにするためには，更に多くの

金属を用いた研究が必要であると考えられる。　　　　　　〔山　中　　　啓・応用生物化学系〕

河井．敬司：微生物による1雪2一プロパンジオール及び1雪2一ブタンジオールの利用

　合成化合物に対する微生物の資化能力を有用物質の生産に応用する方法を検討し，ユ，2一プロ

パンジオール（1，2－PD）から乳酸・ピルビン酸，及び1，2一ブタンジオール（1，2－BD）から

2一ヒドロキシ酪酸への変換を試みた。

　1，2－PD資化性菌485株をスクリーニングし，酵母8株が10％1，一PDからL一乳酸を生産して

いることを見い出した。この中から最も多量のL一乳酸を生産するユ株を選び，培養条件を検討し

た結果，10％1，2－PDから6日間で1．68％のL一乳酸が生産された。この酵母をoα〃伽αg〃舳θγ一

榊㎝舳と同定した。

　一方，1，2－BDを唯一の炭素源として生育できる菌のスクリーニングを行い，著量の2一ヒド

ロキシ酪酸を生産するコリネ型細菌HA－42株を得た。この菌について休止菌体法による生産を試

みたところ，反応9時聞でO．8％の2一ヒドロキシ酪酸を生産させることができた。この時の消費基

質あたりの変換率はモル換算で69％であった。　　　　　　〔国府田　悦　男・応用生物化学系〕

菊堆京子：淡水植物プラントンの炭酸ガス1酸素代謝に対する帥の影響に関する研究

　　　　　　　　　　一水質産働連続測定法の検討とその応用一

　本研究は，酸性化が植物プランクトンに及ぼす影響を調べることを目的とした。環境の変化に対

する植物プランクトンの反応を，即時的に，かつ高感度で検知できる方法として自動連続測定法を

使用した。1日の溶存酸素（DO）変化速度（1次生産速度）一光曲線は，同じ光強度のもとで，午前

と午後で異なった（履歴現象を示した）。酸（HCL）を加えると，溶存無機炭素（DIC）は減少し，炭酸

制限状態となった。そして，緑藻のユ種が優占した時に，DICは約80μMで実験池中の炭酸・酸素
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収支がつりあった。結果の解析より，pH低下そのものよりも，pH低下に伴って起こるD1Cの減

少による影響が重要であることが明らかとなった。このことから，湖沼への酸の負荷では，DICの

減少や炭酸の溶存形態の変化が淡水植物プランクトンの炭酸ガス・酸素代謝にとって重要な影響を

及ぼすことが示唆された。　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高　野　健　三・生物科学系〕

北古華代：高速道路網による東アジアの環境保全付最適発展策

　本研究の目的は東アジアの長期的な経済発展を意図して，資源賦存量，人口，工業生産に関して

規模の経済性をもつであろう中国経済に着目し，その早期発展策に取組むことである。中国に総合

交通体系を確立し，そのうちの高速道路網を主な政策手段として，それが建設。供用されていく場

合の社会経済効果を，環境保全制約付で具体的な交通網を組み込んだアジア高速道路網最適投資計

画評価経済効果モデルを構築し，シミュレーションを実施することにより計量的に評価した。この

モデルは動学的多地域多部門計画編成手法に基づいて構築されており，構造方程式を制約条件とし

た目的関数最大化モデルである。分析には海外債務残高，目的関数，借入金利子率の違いで10ケー

スを設定し，ケースごとの比較検討を試みた。シミュレーションの結果各ケースごとにアジア高速

道路網への最適投資配分と産業の成長パターンをそれぞれ検討することができた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　野　博　忠・社会工学系〕

櫛闘俊博：夜聞の長波放射と気温分布に及ぼす都市構造の影響

　本研究では，異質な都市構造をもつ筑波研究学園都市と土浦市において，下向長波放射量と気温

の水平分布を移動観測し，両都市の遮へい率や都市表面率との関係を比較・検討した。両都市の下

向長波放射量の分布は遮へい率と比較的よい対応関係を示した。筑波研究学園都市の気温は遮へい

率とあまりよい対応関係を示さないが，都市表面率とはかなりよい対応関係を示した。土浦市の気

温は遮へい率と比較的よい対応関係を示した。これらの結果より，都市のある地点の下向長波放射

量は，その近傍の建造物による遮へい率と密接な関係のあることが明らかとなった。しかしその遮

へい率も気温に対しては必ずしもよい指標とはならず，指標としては都市表面率の方がよいと考え

られる。このことは，都市構造が気温に及ぼす影響が複雑なためであり，下向長波放射と気温の空

聞的代表性の違いによるものと考えられる。　　　　　〔小林　守・地球科学系〕

下僚哲成：石灰質土壌における水稲の生育隅審因子の実験的検討

　石灰質土壌の水稲の生育阻害因子として国際イネ研究所では亜鉛欠乏を挙げているが，一亜鉛の施

肥が有効でない石灰質の水田も存在する。本研究では石灰質土壌を用いた水稲の栽培試験と重炭酸

とカルシウムの影響を見るための水耕試験を行い，生育阻害因子について再検討をした。

　栽培試験では水稲根の生育が阻害され，続いて生育後期に亜鉛。マンガン。鉄の吸収が抑制され

ることが認められた。水耕試験では重炭酸処理により根の伸長が阻害され，亜鉛は根からの卿又の
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阻害が・鉄は茎葉部への移行阻害が認められた。カルシウム処理により鉄由亜鉛の吸収血移行阻害

が認められた。

　カルシウムと重炭酸が鉄と亜鉛の卿レ移行に対して阻害的に働き，軍炭酸が根の伸長を抑制す

るという現象は石灰質土壌での水稲の生育不良の症状と一致しており宝石灰質土壌の水稲の生育阻

害因子として重炭酸とカルシウムが考えられることが示唆された。

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

小　島　港　子　：　陽地型および陰地型ツルボの成長と繁殖に及ぼす光環境の影響

　同一地域の異なるバビタットに生育し，異なるフェノロジーを示す陽地型と陰地型ツルボを材料

として，成長と繁殖に及ぼす光環境の影響を検討した。外野測定と被陰実験の結果以下のようなこ

とが明らかとなった。

1．外野において，陽地型では実生が多く出現したが陰地型ではほとんど観察されなかった。

2．陽地型は春と秋の2回，葉を展開させたが，陰地型は春にのみ葉を展開させた。

3．陽地型のツルボは被陰が強いほど，葉面積が相対的に増大して薄い葉をつけ，弱光適応的な反

応を示したが，陰地型にはこのような反応は認められなかった。

4．種子繁殖，栄養体繁殖に入るためにはそれぞれ一定の臨界値以上の個体重が必要で，種子繁殖

の臨界値は栄養体繁殖の臨界値の約ユO倍であった。特に陰地型の臨界値は陽地型に比べて小さかっ

た。

5．陰地型は陽地型に対して，栄養体繁殖への依存度か高かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩城英夫曲生物科学系〕

栂淑娩：S純O滋㎝看餅創u剛mu昨tOle脚首S◎ゆ鍋n蝸舶鴫by館SueC眺W㊧t鈍ト

　　　　　　　　　　巾鵬

　本研究では，酸性土壌に適応するダイズ品種の育成を目的として，組織培養技術によるアルミニ

ウム耐性個体の選抜法の開発を試みた。

　本研究で用いたダイズ未熟胚培養系は，アルミニウム耐性個体の選抜に用いるために，アルミニ

ウム濃度，培地のpH，支持体について検討した。

　ダイズの未熟胚培養系においてもっとも不定胚形成率と植物再生率の高い品種を用いて胚添加培

養で不定培地で不定胚を作出させてそれから植物個体を再生させることができた。

　今後，アルミニウム耐性選抜するには，アルミニウム濃度がユ14nlM～3㎜M範囲が適当であるこ

とが明らかになった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石　塚　暗　造・応用生物化学系〕

小早川　健次郎　：　環境教育において態度の育成を進めるための一考察

　本研究の目的は，環境教育における態度の育成の重要性とそれが抱える問題点を示し，今後の環

境教育において態度の育成を進めていくための方策を提案することにある。
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　態度の育成の重要性と問題点については文献研究より示した。更に，その問題点の検証と育成の

ための方策を探るために，有識者と中学生を対象とするアンケート調査を実施した。そして，以下

の4点を環境教育において態度の育成を進めるための方策として提案した。

　①環境教育において態度の育成を重視しなければならない。②環境教育の実践においては，廃棄

物の処理に関する事柄に力を入れなければならない。③子供たちに環境問題に関する情報をできる

だけ多く与えることが望ましい。④態度の育成内容については，筆者の作成した態度の育成のため

の目標項目奉が利用できる。　　　　　　　　　　　　　　〔中　山　和　彦。電子情報工学系〕

小早川幹夫：AS櫨舵内ω腕榊榊しo鯛童1◎nM◎細◎fU池鋼臨釧1電1艶飾磁駆竃蜘洲C

　　　　　　　　　　Q鵬鵬i㎎sy銚帥s．（待ち行列躍論を用いた都市施誰の静学的均衡配置モデ

　　　　　　　　　　ルに関する研究）

　この論文は，1983年に証明された《利用者が施設での混雑水準を，1つの魅力度要因とみなすと

き，全需要と全供給が等しいならば，究極的に各々施設利用者数は，ある均衡パターンに収束する》

という経済学理論を基本に，都市モデルとしての実用化をめざしている。ここで混雑水準は，利用

者数の関数であり，逆に利用者数も混雑水準の関数であることから，論文では，繰り返し計算の必

要なリカーシヴモデルの構造をとっている。

　一方，混雑水準の計測には，客観的指標として，待ち行列理論を援用して列待ち時間を採用して

いる。また，施設利用者数の推定は，上記の，混雑水準を表す列待ち時閻を変数の一つとした，ロ

ジットモデルを用いている。

　シュミュレーションの結果，待ち行列理論内での定常状態の発散で，均衡パターンを得ることは

できなかったが，その過程で利用者に対する混雑情報の与え方や，利用者数の配分の方法に関して

有益な知見を提供している。　　　　　　　　　　　　　　　　〔谷　村　秀　彦・社会工学系〕

米　谷　英　剛　：　災審後の効率的復旧のための遺路ネットワークの輸送機能評価に関する研究

　本研究では，東京23区を対象として地震時における道路ネットワークシステムの機能低下の程度

を評価，効率的復旧手順を導く手法を開発することを目的としている。そこで，発災後のある時刻

における道路ネットワークを求める啓開シミュレーションモデルと，ネットワーク理論（最大流問

題）を用いた輸送機能評価モデルの2つのモデルを開発した。これらのモデルを使い東京23区を対

象として被災後7日間のケーススタディをおこなった。シミュレーションは，啓開場所の優先度を

変えることによって分けられたケースごとにおこなった。その結果，すべてのシンクに等しい優先

度を与えると他のケースより早く総需要量を満たすことができる。しかし特定のシンク群に緊急を

認めた場合，すなわちそのシンク群に高い優先度を与えることになる場合，高い優先度を与えたシ

ンク群の需要量はより早く満たされることになるが，総需要を満たす時間は遅くなることがわかる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔梶　　　秀　樹。社会工学系〕
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佐　僧　明　義　：　浅闘山耽麓の水質に関する研究

　浅問山北麓の水系を事例として，（1）水質の地域差を①溶存成分の濃度分布②化学組成に基づく

水系の分類③クラスター分析による水系の分類の三点から考案し，（2）堆理的条件と水質との対応

特性と重ね合わせて検討し，その結果，土地利用に最も良く対応する成分は硝酸イオンであり，地

質条件によって強く規定されているのは硫酸イオン，塩化物イオンおよび陽イォンであることを明

らかにした。（3）水の流動と水質との関連においては，湧水申の溶存成分濃度の経時変化が規則的

な増加あるいは減少傾向を示すかを検討し，化学的に安定な成分である塩化物イオンを指標として

異なる水系の流入の程度を考察した。以上の検討を踏まえたうえで、当地域の水質の地域差をもた

らす要因として，土壌申に多量に蓄積された人為起源の窒素と地質構造の局地性に由来する可能性

が強いことを実証的に解明した。　　　　　　　　　　　　　　〔田　瀬　則　雄。地球科学系〕

坂野太一：外房における蝸海蹄と“農附をめぐる文化生態学的研究

　　　　　　　　　　一半農半漁村1自闘津の女性たちを通して一

　本研究では，漁業と農業で生計をたてる，白聞津（千葉県千倉町）を対象にして，村落生活に果た

す海女の役割を考察した。この村はかつては，男カ干カジキマグロの突き人棒漁に従事し，年間の約

3分の．2を旅漁に出て村を不在にしていた。突きん棒漁が1960年代初頭に廃れてからは，少数の男

性が地先漁業に従事し，大多数の男性は東京湾内の運搬船に雇われて，週に2日ほどしか村に帰っ

てこず，家計に稼ぎを入れることも少ない。その様な中で女性たちは相互交渉のネットワークを発

達苧せ，安定化を図ってきた。女性の寄り合い方，花売りの仕方，海産物の採集の仕方等をみると，

そこには相互の共存を図る指向が認められ，個人差の増幅を抑制する原理をみてとれる。さらに，

村落生活の申で，海女はトリックスター的な役割を果たしている。白間津には，いまでも伝統的な

海女的文化が認められ，海女を中心にして村落内で，女性間の安定果が図られているのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐　藤　　　俊。歴史人類学系〕

佐久闘　美　明　：　ホッキ漁にみる資源管理型漁業の社会経済的分析

　　　　　　　　　　一磯部漁協における共圃操業と収入のプール制に関する環境経済学的研究一

　本研究では資源管理型漁業が成立しうる条件について，磯部漁協でのホッキガイ漁を対琴に。直

接観察。聞き取り調査・数値実験等を踏まえて考察した。生産関数分析によれば，現在の漁法は非

常に効率が高い（乱獲に陥り易い）。磯部ではそれを生かして1日当りの労働時間を極端に短縮した

外，日々の価格変化にきめ細かく対応し，漁獲量を調整している。資源管理成功の要因として豊度

が高く移動性が乏しいホッキガイ資源，産地価格形成を可能にする市場構造，兼業基盤の充実、等

が挙げられる。またラ磯部における資源管理型漁業のしくみは柔軟でありラその特徴として“漁民

に科される制約は，漁労活動の争一部のみ（ホッキ漁）を規制し，他の活動部門では自由と多様性が

許容されている事”と，“共同操業は王必ずしも収益の最大化を目指さず，漁業から得られる収入

を安定させ，地域での漁労集団の存続を図る適応戦略をとっている事”の2点が指摘できる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔北　畠　能　房也社会工学系〕
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佐々木　克　敬　：　新しい有機窒素駿化物雪反応性ジアゾエーテルの確認と化学的特性の研究

　反応性ジアゾエーテルは最近，手塚らによって合成・単離された新しい有機窒素酸化物である。

本研究ではこの化合物のスペクトルを測定してその構造を確認し，また化学的特性を調べるため

様々な反応を試みた。これらの反応を通してジアゾエーテル結合（一〇一N二N一）の化学についても検

討した。

　塩基。酸触媒反応ではアゾ色素が少しとビフェニル，1一ナフトールが多く生成した。熱反応で

はアゾ色素転位物を多く与えず，ビフェニルを多く生成した。ビフェニルは反応機構の検討より，

フェニルラジカルの発生によるものとわかった。光反応では熱反応と全く異なり，ビフェニルとア

ゾ基，フェニル基含有の未知化合物を与えた。

　以上より反応性ジアゾアエーテル結合を持つ物質はイオン的には簡単に解離せず，もっと複雑な

ラジカル分解などを起こすことが初めてわかった。これは環境化学的なアミン系の発癌機構解明に

寄与すると考えられる。　　　　　　　　　　〔手塚敬裕。化学系〕

笹本　久：環境物質の分解とそれに関係する分泌型酵素タンパク質の遺伝子レベルでの

　　　　　　　　　　対応

　微生物は，環境中で分解者として重要な役割を果たしている。その機構の1つに，分泌型酵素に

よるものがある。α一アミラーゼは，枯草菌の代表的な菌体外酵素である。本研究では，このα一ア

ミラーゼを例にとり，酵素の分泌について，特に，分泌に必要な情報をもつシグナルペプチドの機

能を中心に解析を行った。まず，α一アミラーゼ遺伝子を，現在，分泌についての研究が最も進ん

でいる微生物である大腸菌に導入した。その結果，α一アミラーゼは分泌され，大腸菌においても，

枯草菌α一アミラーゼのシグナルペプチドが機能することが明らかとなった。また，4！アミノ酸よ

り成るシグナルペプチド領域の長さを変え，大腸菌及び枯草菌に，α一アミラーゼ遺伝子を導入した。

その結果，翻訳開始点から31番目のアラニンまであれば，分泌に必要な情報をもつことが明らかと

なった。また，分泌量の違いにより，シグナルペプチドの本来の切断点は33番目の後であると示唆

された。　　　　　　　　　　　　〔石塚暗造・応用生物化学系〕

佐藤　轟：ランドサット榊データによる地すべり地紬出の試み

　新潟県南東部、鯖石川源流域をサンプルとし，ランドサットTM（Thematic　Mapper）データから

デジタル処理によって地すべり斜面を抽出する方法を検討し，実現性と問題点を明確にすることを

目的とした研究を行った。最尤分類によって識別された地すべり地と，空中写真。現地調査から確

認されたものを対象して見ると，地すべり地のうちおよそ55％（面積比）が正しく分類されていたが，

森林や平坦地の水田として分類されたものも多くあった。またその約2－7倍に当たる非地すべり地

を地すべり地として誤分類していた。この結果に対し①植生指標であるバン．ド比と②傾斜の地理情

報をオーバーレイして精度の向上を試みたところ誤分類の2割以上か棄却できた。最終的に実用化

にあたいする精度は得られなかったが，今後の課題として識別精度を向上するために点分類に留ま
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らず画素の平面的な配列を考慮した解析を取り入れていく必要があることが分かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松本栄次。地球科学系〕

下　村　友　広　：　糸状薗拝鵬鉗他棚⑬臓榊鵬鉗α棚の生産するレクチン

　微生物の環境にレクチンが関与するこが知られている。土壌起源糸状菌129株について調べた結

果，広範囲の属の糸状菌が高頻度に赤血球凝集活性を生産することがわかった。これらの内F

〃3鮒づ舳μ榊伽αγ榊No，15株に高い赤血球凝集活一性を認めた。また，〃8αγ4㈱属は高い赤血球凝

集活性を生産することがわかった。F，gγα榊伽鮒舳No，ユ5株のレクチン（FGL）の生産には炭素源と

してガラクトース，窒素源としてペプトンが有効でラ本菌は対数増殖期にFGLを生産した。FGL

はウシ顎下腺ムチン（BSM）をリガンドとするアフィニティクロマトグラフィ，ゲルろ過で精製し，

分子量14，OOOのサブユニットの4量体であると推定した。FGLの赤血球凝集活性は単糖，オリゴ

糖では阻止されなかった。BSM，分離した糖蛋白質の化学的処理による赤血球凝集阻止能の変化か

らFGLはGa1NAcを含む糖鎖を認識するものと考えられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔山中　　啓・応用生物化学系〕

新　澤　　　仁　：　洞峰沼植物プランクトン群集の光合成逮度に及ぼすバイオフィルターシステ

　　　　　　　　　　ム稼働の影響

　水生高等植物（ホテイアオイとオランダガラシ）を用いた水質浄化システムの1つであるバイオ

フィルターシステムが，茨城県，筑波研究学園都市に位置する洞峰沼の富栄養化した水質を回復す

るため，本沼に導入された。本研究はこのシステムによる水質浄化期間の前後で，どのようにその

影響が現れるか，特に，沼中の植物プランクトン群集の光合成速度を中心に，その季節変動及び各

種環境要因の季節変動を調査した。バイオフィルターシステムの稼働により，水温が20℃となりホ

テイアオイが活発に生育していた夏の間は，アンモニア，亜硝酸態窒素，リンのその期間の平均濃

度が，稼働前の同じ期間に比して，約50％減少した。植物プランクトン群集の光合成速度について

も，その速度の平均値が約50％減少した。水生高等植物を用いた水質浄化システムは，各種栄養塩

除去に貢献し，その沼水の水質回復により植物プランクトン群集の光合成速度を減少させることが

できた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高　野　健　三。生物科学系〕

進藤　昌：スイートソルガム搾汁液からの一乳酸の連続生産

　世界的な資源枯渇の問題がクローズアップされている現況下で，バイオマスの利用について各方

面の関心が高まっている。申でも近年バイオマス作物としてスイートソルガムが注目されている。

本研究では，スイートソルガム搾汁液からL一乳酸を生産する菌ユ株を分離し，この菌をアルギン

酸カルシウムゲルに固定化して連続生産の条件を検討した。次に今までのリアクターの利点，欠点

を考慮して担体の損傷をできるだけ抑えると同時に反応効率の良いバイオリアクターを考案。設計

した。次にこのバイオリアクターを用いて連続運転を行ったところ，20mg／㎜1ge1／hの剥．酸生産能
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を示し，20日間連続運転することができた。このときの生産速度は4．62g／4．hであった。またこ

のとき雑菌汚染，担体の損傷はまったくみられなかった。この結果からバイオマス資源であるスイー

トソルガム搾汁液からL一乳酸を生産させるシステムが実用可能であることが示唆された。

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

鈴木貴靖：観光地化に伴う地域変容の展開

　　　　　　　　　　一千葉緊南房総を対象として一

　本稿では観光地化における諾要因を抽出し，それらの因果関係から地域変要のメカニズムを明ら

かにすることを目的とする。

　千葉県南房総は大都市に近く観光資源に恵まれているが，なかでも内房地域は古くから海水浴場

として開け，地域住民も農。漁業と民宿などの宿泊業とを併立させて生活してきた。高度経済成長

期における観光ブームのなかでもこの地域秩序は維持されてきた。

　これに対し，外房地域は従来全くの農。漁業集落であったところが，高度経済成長期にあらたに

観光施設が進出して観光客も急増した。また，地域住民も観光関連産業に従事するケースが多くみ

られた。

　以上の差異を生じさせたものとしては観光指向の多様化，観光資本の入り方，市町村の観光行政

への取り組み姿勢などか挙げられた。現在内房地域の観光は停滞気味で，宿泊業から，農・漁業へ

戻る人も多い。一方，外房地域は観光地としてはまだ発展段階にある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

鈴木哲裕：肺⑧一S鯛1⑧撫重池嚇⑪蘭Of帥畑晦榊◎パ翻眈h哨曲一舳欄的耐鑓iト

　　　　　　　　　　敏p樹餉by楠o囎巾轡◎守p磁餉鎚

　学園都市の南西部に位置する洞峰沼で春季・夏季・冬季に，15m聞隔で表面水を採水した。植物

プランクトンの指標としてクロロフィルの濃度を用い，その分布図を得た。春季は硝酸態窒素が，

冬季はアンモニア態窒素がそれぞれクロロフィルのと逆相関をもって分布していた。植物プランク

トンはパッチ状に分布しており，採水域をパッチごとに区分し，そのクロロフィルの濃度と面積の

関係を2種類の関数を用いて示した。パッチどうしの重なりあいによってパッチ面積にひずみが生

じることがモデルを使った数値計算の結果明らかとなった。観測されたパッチでも，重なりあいの

度あいと面積のひずみの度あいの間には相関関係があった。パッチ面積のひずみに及す重なりあい

の影響は，水流や捕食などによる他の影響とほぼ等しかった。植物プランクトンの生理的機能が植

物プランクトンの分布に及す影響は，他の影響は，他の環境の作用などに比べ，大きいことがわかっ

た。　　　　　　　　　　　　　〔高野健三。生物科学系〕
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鈴木直喜：c◎岬餅1㎎鮒削d鍋胸淋帥髄晦o看蝿i㎝創i榊餅舶畔紬釧cy◎看獅◎か

　　　　　　　　　　魯閉s◎施奴　一A鯛駝蜘的㎝晦1鮒i鮒dJ即帥

　地球の環境破壌と南地問題の原因を，地域相互依存性の実態とそれに対する意識との間にズレが

生じるが故に発生すると仮説する。そこで，地域相互依存性の実態に対する意識のズレがなぜおこ

るかを，マラウイと日本を例にとりこれを明らかにする。調査方法としては，地域相互依存性を明

らかにするための資料・文献・インタビュー調査，人々の意識を明らかにするためのアンケート調

査をマラウイと日本で行なった。又直接的なつながりと間接的つながりを分けて調べた。その結果，

南アフリカを通して日本とマラウイはつながっていることがわかった。一方意識形成は，直接的な

つながり（特に物質）に大きく左右されることが，明らかになった。

　今後，複雑さを増すであろう地域のつながりは，直接的なものだけが，意識形成要因となる可能

性があり，ズレはますます大きくなるのではなかろうか。そこで経済的つながり以外に目を向けて

いく必要性がでてくる。　　　　　　　　　　　　　〔岩1崎駿介。社会工学系〕

諏訪直人：個人住宅の植栽と緑化協定

　住宅地緑化を推進，運営するために個人住宅庭園の植栽に関して住民が決める規則が都市緑地保

全法の申で規定されている緑化協定である。本研究は柏市松葉町6丁目を調査対象地としてこの緑

化協定の効果，問題点を探り，より良い住宅地緑化のあり方を考えていくものである。

　協定のある松葉町6丁目と協定のない3，5，7丁目の各家を調査した結果，生垣設置樹木植栽

に？いて6丁目は3，5，7丁目をうわまわり，緑化協定が個人住宅植栽の充実に効果がある事が

わかった。また，その効果は敷地の向きによって異なり敷地の北側が道路に面している家では効果

が高く，南側が遺路に面している家では効果は低い全。後者の場合，個人の庭造りの趣向，美的感

覚という要因が強く、緑化協定の効果が消されてしまったと思われる。問題点として，前記の様な敷

地条件を考慮していない事，植栽の維持管理，協定のPR不足などが挙げられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

溝　野　瑠　彦　：　移動性高気圧にともなう悪天候について

　本研究では，高気圧にともなう悪天候のなかても，特に，分布が局地的で，発生の予測が難しい

とされる移動性高気圧にともなう悪天候を対象として，その発生。分布を調べ，悪天侯の形成要因，

分布域の規定要因について明らかにすることを目的とした。1985年の一年問について，調査・解析

を行なった結果，移動性高気圧にともなう悪天候は，暖侯期と寒侯期とでは，基本的な形成過程が

異なり，そのため，分布地域に違いがあらわれる。暖侯期の場合には，東方海上における湿潤不安

定化，陸上での摩擦収束，地形性上昇が，形成要因として重要である。寒侯期の場合には，沈降性

安定層の下限高度の低下，収束域の形成が形成要因として重要である。このような形成要因の違い

は，移動性高気圧に通過にともなう寒気の南下の様相が，季節的に異なるためである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　村　　　武・地球科学系〕
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関　口　　　敏　：　底泥腐植物質中に含まれる重金属元素の由来と拳動に関する研究

　湖沼に見られる植物プランクトンの中には，銅，亜鉛などの重金属を高濃度に含有する種類があ

り，それらの死後，遺骸中の重金属の一部は底泥に沈降，蓄積すると考えられる。これは水相から

底泥への重金属の移行の重要な経路と堆測される。本研究では琵琶湖底泥コア（O－20c㎜）中の植物

プランクトン由来の底泥腐植酸と，それに含有される重金属の分布を詳細に分析する事で植物プラ

ンクトン遺骸と共に体積した重金属の挙動や，底泥中で腐植酸が重金属と結合する様千などを明ら

かにする事を目的とした。底泥コアより深度毎に分離抽出した腐植酸を吸光光度法で，重金属は原

子吸光法およびプラズマ発光分光分析法により定量した。その結果腐植酸は表層でユ．9％と高濃度

で，重金属はそれぞれ様々な分布を示し，腐植酸中の銅，マンガン，鉄，アルミニウムの濃度は

0．02－4％と高く，亜鉛は表層以下で急激に濃度が減少していた。

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

瀬　野　豊　昌　　：　住工混在地域の再整備に関する研究

　大日ヨ区は京浜工業地帯の申心を占め，工場の量質共に一番である。もともと地場産業地域で，職

住近接による住工混在が進んでいる。以前は公害が盛んであったが近年はおさまってきた。また都

心の地価高騰，混在地域の良さの見直しにより工業跡地の住宅化が進んできた，工場の操業環境は

悪化している。しかし，工場と地域の組合せにも共存しやすいものがあると考え，その属性を探る

ことを目的とする。分析は自治体が発行している統計資料と，我々の研究室で行ったアンケート調

査を用いて進めた。その結果，苦情受付数は工場数と工場密度の高い町丁目で多い。という相関が

でた。一方人口や人口密度は相関関係がないことがわかった。そこで工場と苦情数の関係を詳しく

みると，工場規模の零細化が進んでいて，大規模工場の減少の影響が大きいといえる。また大田区

では人口密度の高く工場密度の高い地域で苦情が多いと考えたが，以外にも両方とも密度の低い地

域で多いことを得た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔jl1手　昭　二・社会工学系〕

萬　木　　　剛　1　筑波研究学園都市周辺地域における農業的土地利用

　研究学園都市周辺地域において，都市化に対応した有効な農地の利用形態，そのための農業経営

の在り方を考えると，就業機会の多様化による非地域的都市化（就業構造的都市化）により，居住域

農地の利用度が低下することに対し，これらの農地を露地野菜の栽培や，施設園芸等の，高土地生

産的利用形態に移行を図るべきてある。そのためには，高労働生産性農業集落が，高土地生産性農

業集落に移行を図るとき，居住域農地を多く所有する中規模農家の居住域農地を重点的に高土地生

産性農地化し，また総出来ない居住域の農地に関しては，非農地的な土地利用（宅地等）に転用する

ことを，誘導するような措置を取るべきである。．又土地利用的な都市化（市街化）に対し，居住域農

地の高土地生産的農業の保全を図り，周辺農地の計画的な転用を推進するこ・とが必要と思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔土　肥　博　至。芸術学系〕
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高　霞　墨　幸　：　神奈川県の景観構造分析に関する方法論的仮説

　都市景観を都市形態と同義に捉えている現代の景観行政に対するひとつの提案として，景観を，

景（形態）と観（印象，イメージ）とから構成されると考え，それらが，現実の景観の中で具体的にど

のように位置付けられるかを，事例研究を通して検討した。

　そして，街の深層構造及びその意味構造は街の形態を規定し，一方，我々は，その形態を通して

街の深層構造（住民の価値意識）をうかがっている。故に，街の深層構造を明かにし，それが我々の

景観認識とどのようにかかわっているかを理解することによって，我々は景観構造を正当に理解で

きる，と仮説しこれを検証した。　　　一　　　　　　　　　　暗　崎　駿　介。社会工学系〕

高橋みゆ善：アズキゾウムシの野生型と貯殻型の比較研究

　アズキゾウムシの実験室個体群（実験室系統），野外個体群（野生系統），野外個体群を高密度条件

下で累代飼育をくり返した個体群（k一野生系統）について，生態学的性質（成虫の寿命，産卵前期の

有無，総産卵数，ふ化卵数，羽化数，卵期及び幼虫期生存率，ふ化率，増殖曲線，個体重）を調査

した。その結果，それぞれの系統は，異なった性質を持つことがわかり，実験室系統の性質は，屋

内での生活に，野生系統の性質は，野外での性質にそれぞれ適していた。このことから，アズキゾ

ウムシの個体群は，個体群中に，実験室系統の性質を持つ貯殻型，野生系統の性質を持つ野生型の

2っの型が存在することがわかった。k一野生系統の性質は，実験室系統の性質に，近づいてきて

いた。このことから，アズキゾウムシの貯殻害虫化は，個体群申の貯殻型が，選択されたためであ

ると緒論した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤　井　宏　一・生物科学系〕

高　柳　　　啓　：　土壌徹生物　綱胞性粘薗のベクターの闘発：カンプトテシン耐性変異株の選

　　　　　　　　　　抜

　細胞性粘菌1）的08舳舳狐oo｛d8舳の重金属耐性遺伝子を解析するためにベクターの開発を試み

た。ベクターのマーカー遺伝子としてI型トポイソメラーゼ（Topo王）を選び宿主とするための

Topo　I温度感受性変異株の単離を試みた。一次スクリーニングとして，Topo互の阻害剤カニプト

テシニーu耐性株の選抜を行った。その申からTopo－I活性が検出できないTopo　I欠損株が

一株単離された。TOPO　IはmRNAの転写に関与しているので，この株の性質を調べるこ．とは興

味深い。事実，Topo　I欠損株は，増殖・胞子の発芽。発生分化に遅れが生じていたが，形態は正

常であった。これは，一勢に多くの遺伝子が発現するときに転写がスムーズに進行しないためだと

思われる。また，Topo　I欠損株が生存可能であることから，当初の目的であるI型トポイソメラー

ゼを選抜マーカーとすることは不適当であると考えられる。今後の問題として，新しいマー力一遺

伝子を検討する必要がある。　　　　　　　　　　　　　　〔山　申’　啓・応用生物化学系〕
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囲申研一：都市の生物環境における縁の質1量の計量的解析

　　　　　　　　　一杉並区をケーススタディとして一

　都市の緑は，保全の試みがなされてはいるが，減少の一途をたどっている。緑が生態系の中に占

める役割を，コケと鳥類という2つの側面から捕えることが研究の目的である。

　方法：杉並区の貴重な自然環境調査原データを利用させていただいた。緑被率（樹林と草地の占

める割合）の算出に際しては，ドラムスキャナーにより，空申写真の画像処理を行なった。

　結果：着生ゴケ28種についてN02濃度との相関を調べたところ，環状七号線沿いの真盛寺でやや

影響が見られた他は，母体である樹林のポテンシャルに準じた分布を示す。鳥類センサスデータと

緑被率との関係では，樹林を好む鳥は，緑被率が20％を切ると急に出現数が少なくなる。鳥類全体

では緑魂のバラッキ度が50を越えるとやはり出現が少ない。杉並区の緑被率は現在20％であり，今

後は緑を守る施策（個人住宅の植栽改善等）がより重要な課題となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉川博也。社会工学系〕

竹内恵理子：1獅m阯η◎i◎的創即叩餉1轡§o岬1鮒舶c◎池撫秤餅⑪x熾闘醐山耐鵬重撞◎蘭

　　　　　　　　　　◎晋細節即鵬洲h破㎝㊧（植物のアスコルビン酸ペル才キシダーゼの免疫

　　　　　　　　　　学的性質とオゾンによる誘導）

　大気汚染ガスによる植物障害には活性酸素が関与している。アスコルビン酸ペルオキシダーゼは

活性酸素解毒の中心的役割を担っている酵素の一つであり，低濃度03によってその活性が上昇す

る。本研究ではこの活性上昇が酵素蛋白質の増加に依存するか否かを免疫学的手法で検討するため，

ホウレンソウから本酵素を精製し，本酵素のポリクローナル抗体をウサギとマウスより調製した。

また，このマウスを用いてモノクローナル抗体も作製した。これらの抗体は，ホウレンソウ粗抽出

液申の本酵素の蛋白質と特異的に反応することをイムノブロッティング法で確かめた。ポリクロー

ナル抗体は本酵素活性を特異的に阻害した。オクタロニー法においてはホウレンソウの本酵素に特

異的に反応し，他の高等植物の本酵素とも部分的に反応したが，下等植物では反応しなかった。こ

の抗体を用いて酵素蛋白質を定量し，03による本酵素活性の増加は酵素生合成によることを明ら

かにした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔及　川　武　久。生物科学系〕

谷　口　治　義　：　東シナ海上において冬季季節風時にみられる雲パターンとその分布について

　冬季季節風の吹き出しとともに東シナ海では中規模細胞状対流が顕著にみられる。本研究は

GMS画像を用い，東シナ海にみられる雲パターンの出現状況を調べ，雲発生時の気象条件，雲パター

ンの分布の徴を明らかにする，典型的な事例から雲パターン発生時の諸条件について考察すること

を目的としている。

　雲パターンは大きくLモード，Tモード，オープンセル，クローズドセルの4つに分類した。

1983年ユ2月～！986年2月の3冬季と1986年1月3日～7日を解析した。

　主な結果を以下に示す。
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　雲パターンは寒気の移流と比較的対応がよく，気温，風速に対する依存性が高い。

・東シナ海に出現する雲パターンは大きくみて単独あるいは複数で出現。前者はクローズドセル，

後者はオープンセルが発生しやすい。

。オープンセルの分布を決定づける上で，黒潮による暖水域の形成が重要な役割を演じている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河村　　．武。地球科学系〕

丹　野　恵　一　：　メチル水銀中毒と臓器申メチル水銀の形態変化に関する研究

　経口的に摂取されたメチル水銀（MM）が，生体内で，どのような形態で臓器聞を移行し，脳内へ

侵入するかを知ることを目的とした。MMの経口的投与によりMM中毒モデルラットを作成し，

その大脳皮質，小脳，肝臓，腎臓のMMを，低分子分画，脂質分画，高分子分画に分析し，名分

画におけるMMを遊離型，結合型に分別して定量し，臓器中のMMの経時的形態変化を調べた。

その結果，結合型MMは，肝臓と腎臓で中毒モデル中期まで増加し，後期に大きく滅少した。大

脳皮質，小脳では，中期と後期において同等の値だった。遊離型MMは，大脳皮質，小脳，腎臓

において後期まで増加した。特に，大脳皮質，小脳における遊離型MMの臓器申の割合は，肝臓

や腎臓のそれに比べ高かった。以上の結果より，生体内に侵入したMMは，中毒モデル初期に牟

いて，肝臓，腎臓で結合型MMとして存在し，腸管，腎の再吸収を経て遊離型MMへと転じ，大

脳皮質，小脳へ移行すると考える。　　　　　　　　　　　　　〔山　口　誠　也。社会医学系〕

鄭　　　　　願　：　緑地空聞形態の評価に関する冒1韓比較研究

　　　　　　　　　　一両園の庭園を申心に一

　本研究は日本と韓国において，それぞれの国における緑地空問の形態にどのような特徴があるか，

また，各々の緑地空間の形態に対しして，韓国人と日本人が，どのような評価をしめすかを追求す

ることを目的としている。

　研究の対象は，伝統的形態が比較的良く保存されている緑地空聞として庭園を対象とし，その具

体的な対象として日本の桂離宮と．韓国の秘苑を選定した。

　研究方法は両庭園の空間形態に対する評価を求めるためにアンケート調査と文献調査を行った。

この調査ではSD法による実験を行い，その結果を因子分析することによって，両庭園の空間形態

に対する被験者の評価の分析を行った。

　その結果，日本人と韓国人の緑地空間形態評価における相違点は地割，仕切り，動線の項目で明

らかになった。また，評価の類似点は鋪装，オブシェクト，オートメントの項目で明らかになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高　原　榮　重・農林工学系〕

陳天賀：メ脅ン消化脱離液申に含まれるアンモニアの培土法による除去

（ユ）実験装置は植物を植栽可能とする鹿沼土など多孔質土壌を用いた培土槽と称する土槽である。

培土槽は土壌の窒素分解機能に加え，植物のアナモニアや硝酸体窒素の吸収能力を併用したもので
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ある。特に家畜糞尿をメタン発酵後消化脱離中に含まれる高濃度アン毛ニアの除去方法として開発

されたものである。（2）パイロットスケール培土槽にメタン脱離液を供して2年間に渡り実験を行

なった結果，アンモニアの土槽中の分解反応はほぼ等温素と見倣えた。（3）選定した植物としてホ

テイアオイを用い，これのアンモニア及び硝酸の吸収特性を定量化し，既往の数学モデルに線形結

合したモデルに拡張し，解析解を求めた。（4）実験データと拡張数学モデルによる計算値を比較し

た結果，拡張した数学モデルは実験データを十分説明しえた。（5）拡張したモデルを使って各種の

計算を行い，土壌槽の設計に重要な土壌槽内の液の平均流速を決定することが可能となった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔山中　　啓・応用生物化学系〕

土　屋　一　郎　：　α一アゾヒドロペル才キシドの新親分解反応とその機構の研究

　近年，有機過酸化物の分解反応は基礎，応用の両面で重要になっている。トアゾヒドロペルオ

キシドは最近，当研究室において見出された特異な有機過酸化物であり，その安定性から安定型と

溶媒との分子複合体を形成する不安定型の二種の存在が明らかにされている。このうち不安定型は

溶媒が脱離すると自動分解し，種々の芳香族化合物を与える。これらのうちダアルールベンズア

ルデヒドの生成機構についてペルオキシドの重水素やメチル置換体を用いて検討したところ，不安

定型のα一アゾヒドロペルオキシドは溶媒が脱離すると，自動ヘテロリシスによって共設ベンジル

型カルバニオンを発生し，そのベンゼン環パラ位でC－C結合形成が非溶液状態で起こることを初

めて見出した。またα一アゾヒドロペルオキシドの酸接触による分解反応を検討したところ，通常

のペルオキシドの酸接触分解とは異なる新しい分解反応の可能性を見出した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔手塚敬裕・化学系〕

永　井　　　淳　：　土壌中における有機性摩棄物の窒索形態変化

　有機性廃棄物中の窒素を有効利用するために，作物に吸収利用される有効態窒素の形態分布や定

量法の検討を室内実験にて行なった。

　供試土壌として筑波淡色黒ボク土，タイ硫酸酸性土壌，供試有機性廃棄物として下水汚泥コンポ

スト，都市ごみコンポストを用いた。

　バイオマス窒素量は都市ごみ，下水汚泥でそれぞれ，5－12μgN／g乾物，106－408であり，化学

抽出窒素量は1グ790．1700－3300であった。

　土壌に廃棄物を添加して培養し，無機化窒素量を求めたところ，都市ごみ添加で黒ボク土，タイ

土壌それぞれ，36，18であり，下水汚泥添加で1310－690であった。

　廃棄物中の有機態窒素分画は，それぞれアミノ酸態窒素が6mgN／g乾物，アミノ糖態窒素が1．5，

アンモニア，アミド態窒素が1．3，1．5であり，特定の画分に偏りはなかった。

　結論としては，有効態窒素の指標として化学抽出法は過大評価を行なう傾向がみられ，バイオマ

ス窒素測定の方が適当である。　　　　　　　　　　　　　〔大　羽　　　裕・応用生物化学系〕

一35一



永　弗　俊　彦　：　メタン発酵装置内薗体濃度の測定法の確立と発酵装置牲能評価手法の検討

　本研究では，メタン発酵装置内の酸生成菌，酢酸分解系州2／Cg2系メタン生成菌について菌体

濃度測定を試みた。また，最近のメタン発酵に関する数学モデルによるシミュレーションの仮説を

実験的に検証するととにに，菌体の物質収支式とモノーモデル式の応用により，リアクター性能評

価手法の検討を試みた。その結果，菌体以外の物質の影響を除外する方法と．してのATP，DNA，

F420濃度は，MLVSS濃度測定法に代る方法として有効であった。特にATP濃度測定法は，簡便

で多数のサンプルを短時間に測定できる点で有効であった。また，F420濃度測定法により酸生成

菌およびメタン生成菌を別々に算定できると考えられる。メタン生成菌においてHRT変化に対し

て菌相変化が生じた。HRTを長くすると稗菌，短くすると球菌が優占種となった。これは生物動

力学的検討を行った結果でも確認された。　　　　　　　　〔山　中　　　啓。応用生物化学系〕

中　川　光　二　：　都甫における神社境内地の保全に関する研究

　土浦市人口集申地区内およびその周縁部に立地する22の神社境内地を対象とし，その管理運営状

況と戦後における形態的変容について調査した。その結果，管理運営状況については，氏子組織が

町内会と一体化している神社，奉賛会が組織されている神社，常駐宮司のいる神社は財源が安定し，

比較的良好に管理運営されているが，氏子が昔からの住民だけから成る神社は，氏子組織がない，

財源を寄付のみに頼るなど，不安定さが目立った。また，！2の境内地で，形態的変容がみられた。

その内容は，遊園地，公民館，保育所など公益施設の設置，遭路による敷地の減少，駐車場の設置，

場所の移動などである。公益施設の設置場所は元来広場として子供の遊び場所となっていた場所や

荒地が多く，境内地への影響は少ない。一方，道路による敷地の減少は，参道の破壊や静寂さの喪

失など境内地への影響は大きい。今後，行政による境内地保全のための支援が求められる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高原榮重。農林工学系〕

申酉容子：リグニン関遵化合物の～鎚伽禰属薗による代謝

　リグニンは木材，草本における主要な構成成分で光合成産物の約％を占めセルロースに次ぐ再生

可能な有機物であるが，その微生物による分解機構には未知の部分が多く残されている。そこで，

リグニンを構成する芳香族化合物の糸状菌による分解代謝を検討した。

　芳香族化合物10種をそれぞれ単一一炭素源として培養し〃∫αγ｛舳属菌！3株の生育。資化能を比較

した結果，バニリン酸，フェルラ酸はよく資化された。特にE．oκWoγ舳．F．501α〃づ（計4株）では，

ベラトルム酸，シリンガ酸等複数のメトキシル基をもつ芳香族化合物をも資化した。この反応は本

菌株の無細胞抽出液，培養濾液によっても認められた。F．81α〃｛IF05890株の無細胞抽出液をシリ

ンが酸と反応させた結果，5種以上の中間生成物を検出した。その中で最も蓄積した物質はスペク

トル分析より2．6一ジメトキシ↑ベンゾキノンと推定した。従って粗酵素液により脱炭酸反応が生

じていると示唆された。　　　　　　　　　　　　　　　〔山　中　　　啓。応用生物化学系〕
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中撮毅彦：住宅開発地域を流域に持つ小河川の浄化能力について

　住宅開発地域を流れる小河川（対象河川は茨城県牛久市の根古屋川）を一次反応槽と仮定し，晴天

時の河川調査から水路内でのBODの挙動（沈澱，生物酸化によるBOD除去）をBOD減少係数krと

脱酸素係数k1から求め，これから水路内でのBOD堆積速度及び，BOD除去速度を求めた。また，

晴天時，雨天時の負荷量調査からBOD，T－N，T－Pについて牛久沼への流入負荷量と，流域内の

人為的排出負荷量に対する流出率を算出した。　　　　　　　　〔天　田　高　白由農林工学系〕

中　野　　　敦　：　小規模調査に墓づく簡略的交通需要推定方法の構築

　都市交通計画に用いられる交通需要予測方法は現況交通量の把握に大規模な調査を必要とし，費

用等の制約により中小都市圏では実施が困難である。本研究では，従来の四段階推定法を基本に，

各段階の交通モデルを大規模な調査を必要としないもので置き替えて，簡略的交通需要推定方法を

構築した。このための手法として，小サンプルで作成可能な非集計行動モデルの適用性を検討し，

ゾーニングや地域差等の影響が小さく多地域で共通に適用可能なモデル及び生成原単位や平均ト

リップ長などのモデルのパラメータを小サンプルから推定する手法の開発を行った。そしてこの方

法を都市交通調査が実施されている宇都宮都市圏に適用し推定精度を実証的に分析した。この結果，

簡略化による精度の低下はあまり大きくなく，従来の方法による場合の3％程度の300世帯のデー

タ　から，従来の方法に劣らない精度の推定が可能であるという結論を得た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石　田　東　生。杜会工学系〕

永　弗　育　子　：　東京都心地における独立専周住宅地の環境立地特性に関する研究

　近年，東京都心地においては，業務化の進行に伴い，地価高騰を招いている。これは，「住みた

いのに住めない」という都心居住をめぐる問輝をひきおこしている。このように都心地が居住地と

して機能しにくくなっているという事実に着目し，都心屠住を推進していくうえでの仮説を得るこ

とを目的とする。

　方法としては，都心6区の独立専用住宅地の立地を明らかにし，その申からケース地区を選びケー

ススタディを行う。その地区が独立専用住宅として残っていることの要因を，歴史性，立地条件，

コミュニティの緊密性を通して考察する。

　共通の要因があるのか，あるいは個々強く働いている要因があるのかを明らかにし，今後の都心

地の住宅地の存続の可能性についてケーススタディから得られた知見をとうして提案を試みるもの

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日　端　康　雄・社会工学系〕

申村純二：環境中の抗生物質濃度変化による徴生物の遺伝子レベルでの対応

　成育環境中の抗生物質等の薬剤が存在すると通常微生物は死滅してしまうが，そのような環境の

申で生育できる微生物も存在する。多くの場合その微生物は耐性遺伝子を獲得しているために，こ

のような厳しい条件下でも生育できるのである。しかし環境条件が変化しより高濃度の抗生物質あ

一37一



るいは複数の抗生物質等の薬剤が含まれる場合，すでに耐性遺伝子を獲得している微生物がその環

境にどう適応していくのかということは大変興味深い問題である。そこで本研究では枯草菌の染色

体DNA上に耐性遺伝子を組み込んだのち，生育環境中の抗生物質濃度を様々に変化させてみた。

その結果濃度の上昇に伴い，耐性遺伝子を含むDNA領域を反復単位とする染色体DNA上での遺

伝子増幅が生じていることが確かめられた。すなわち微生物は染色体DNA上で耐性遺伝子の数を

増やすことによってより高濃度の抗生物質を含む生育環境下に適応しているといえる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石塚自告造・応用生物化学系〕

西　　　知　己　：’ジフヱニルエーテル系除草剤O柳1uO梅mのイネにおける晶種間低抗性差異

　　　　　　　　　　の発現機構

　ジフェニルエーテル系除草剤は光の存在下でのみ作用を発現ナる薬剤であるが，まだ光の係り方

の機序は明らかにされていない。また同系の薬剤oXyf1uarfen（対してイネ品種は生育阻害の受け方

（抵抗性）に差を有することが報告されている。本研究はそのイネ品種間差異がどのようなメカニズ

ムで生じるかを明らかにすることを目的とした。また抵抗性の強い「C㎞ko㎞」と感受性の強い

「Mushakudanti」を中心に供給し，oxyf1uorfen処理後の生育を比較検討して品種間差異を確認した。

次に1辛C標識oxyfluorfenを用いたイネ品種による吸収移行段階での差は認められなかったが，当

薬剤吸収移行特性が明らかにされた。更に14C標識oxy舳orf㎝を用いたイネ品種による吸収移行

段階での差は認められなかったが，当薬剤の吸収移行特性が明らかにされた。14C標識oxyfluorf㎝

を桐いてイネ品種による解毒代謝について調べたが現段階では差異は認められなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石塚暗造。応用生物化学系〕

根岸　聡：リパーゼの圃定化に関する研究

　本研究は，高活性固定化リパーゼを得ることを目的とし，担体の検索，固定化法について検討し

たもので，生体物質の豚骨がリパーゼの固定化に適していることを見い出した。

　豚骨は大腿部の骨を熱処理，脱脂後粉砕して使用した。リパーゼ活性は撹絆法でオリーブ油を基

質として測定した。

　本担体への酵素吸着法を検討した結果，オリーブ油に浸潤後吸着に用いた時，高分解活性

（2000v／g－suport）を持った固定化リパーゼが得られ，従来のものに比べ約20倍に活性が向上した。

本固定化リパーゼは多孔性であり，極性非極性溶媒によく分散し，最適pH，温度は可溶性リパー

ゼと変化なかった（pH7．O，37℃）。本固定化リパーゼを固形油脂パーム油の分解に用いた場合，可

溶性リパーゼと同様isooctaneの添加が有効で，50％の高基質濃度においても23時間後にユOO％の分

解率を得ることができた。又，繰り返し使用も可能であり，毎反応後75％以上の活’性が回収できた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中村以正・応用生物化学系〕
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野　囲　高　弘　：　サゴ澱粉描出残綾の有効利馬について

　サゴヤシはマレーシア，インドネシア，ニューギニアなどの低湿地に自生し，樹幹に多量の澱粉

を蓄積する植物である。現在，澱粉のみが注目され，澱粉抽出残溢の大部分は河川に投棄されてい

る。サゴ澱粉ユ㎏調製時に残溢は約O．35㎏生じ，その約44％が残存澱粉であった。このことから

多量の有機物が河川に投棄されていることになり，環境汚染の問題が生じる可能性が考えられる。

したがって本研究は残澄に最も多く残存する澱粉をエネルギー節約の観点から，生澱粉の状態で糖

化して利用しようとしたものである。生澱粉の酵素による分解のされ易さはその澱粉の起源により

異なり，サゴ澱粉は難分解性の澱粉の一つに分類されている。このため有用な酵素の発見が待たれ

ているので，サゴ生澱粉を糖化する酵素を生産する微生物の探索から研究を進めた。その結果ペニ

シリウム属の一菌株に生澱粉分解能の強いものが見出された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石塚浩造・応用生物化学系〕

億　澤　光　之　：　モリブデニウム（V）ポルフィリン錯体を含む液体膜によるリンイオンの能動

　　　　　　　　　　輸送

　本研究では，H2P07に対して強い親和性を示し，かつ配位したH2POTが塩素などのアニオンと

容易に配位子交換反応を起こすモリブデニウム（V）テトラフェニルポルフィリン錯体を用いて液体

膜を調製し，H2POTの能動的な輸送系の確立について検討した。種々のハロゲンイオンを駆動力

源として行った輸送実験の結果，時間とともにH2POTが濃度勾配に逆って能動的に輸送されるこ

とがわかった。さらにH2POTの輸送量は用いたハロゲンの種類によってα1〈Br凹＜rの順に増

加し，かつハロゲンイオンの輸送量によく一致する。また輸送量の変化は，使用したハロゲンイオ

ンの電気陰性度に関係づけて説明できることが明らかとなった。従って，モソブデニウム（V）テト

ラフェニルポルフィリン錯体（キャリヤー）を含む液体膜は，フッ素以外の種々のハロゲンイオンと

の配位子交換反応とカップリングさせることにより，H2POTを能動的に輸送できると結論した。

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

平　塚　昭　子　1　“プログラムされた自己解体開による生態系の制御に関する生化学的研究

　大橋らが提出した，個々の細胞それ自体が積極的に自己を解体して環境の復元に寄与するという，

「プログラムされた自己解体モデル」仮説の検証を目的として実験を行った。先行研究により，フ

ラスコ内で培養している原生動物テトラヒメナを酸素欠乏状態にして死滅へ導くと，リソゾームの

指標酵素である酸性フォスファターゼの活性が上昇することが見いだされた。そこで実験方法を改

良するとともに，活性の上昇が酵素の細胞外への分泌阻害によるのかどうか，また細胞の“死”以

外の要因が酵素活性の上昇に寄与しているかどうかを確かめた。その結果，細胞の死とともに細胞

内酸性フォスファターゼ活性が特異的に上昇し，かつそれが細胞外への分泌の停止によるもではな

いことを示す結果が得られた。これは細胞の死というメッセージを契機にリソゾーム内加水分解酵

素が新たに合成されることを示唆するものであり茗仮説の有力な支持材料を得ることができた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大橋　力・応用生物化学系〕
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平　野　農　彦　：　c研y鵬舶鵬池棚即，N◎．8株によるクロロフェノール類の分解

　有機塩素化合物はC－C1結合の存在により，その多くが微生物による分解を受けにくく，環境汚

染物質として問題となっている。昨年本研究室で分離されたクロロフェノール類の脱塩素能を有す

る細菌Co榊伽肋γづ舳sp．No．8株の休止菌体を用い，モノクロロフェノールの脱塩素化及び分解

の機構を明らかにすることを目的とした。糖，有機酸，脂肪酸，アルコール等38種の補助基質につ

いてo一クロロフェノールの脱塩素に対する効果を検討した結果，酪酸で98％の塩素が遊離した。

o一クロロフェノールは48時間後にはほぼ完全に消失し，わずかに遅れて塩素の遊離が認められた。

TLC分析により代謝中間体と思われるスポットの蓄積が見られた。この物質を単離しスペクトル

分析を行なった結果，代謝中間体は3一クロロカテコールと同定した。同様に，p一クロロフェノー

ルの代謝中間体は4一クロロカテコールと同定した。脱塩素はクロロカテコールの環開裂後に起こ

ると考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　〔山　中　　　啓。応用生物化学系〕

平松幹朗：韓国主要都市における住宅需要特牲に関する研究

　　　　　　　　　　一光粥甫におけるケーススタディーを含めて一

　都市への人口集中の著しい韓国において今後の都市整備を考える上で重要な要素となる住宅需要

について，その実態を需要者の社会経済的属性と，需要される住宅の形態の関連において，また，

移転行動における前住地と現住地の関連において明らかにすることを目的とした。偉貰。月貰に代

表される賃貸方式と世帯属性の関連では，社会階層，年齢の上昇に従い賃貸方式の質的向上が図ら

れ亭。住宅購入計画では平均的な所得階層では結婚後約10年で1回目の住宅購入が行われるが，低

所得者層では住宅金融の逆進的性質による購入資金調達の困難から住宅取得は難しい。移転行動に

おいては90％以上の世帯が現状以上の賃貸方式の住宅に移転しており，持ち家に至る移転の主なパ

ターンは，偉貰→埼ち家，母（sag）月貰。月貰→持ち家，母月貰。月貰→一部偉貰→持ち家，の3

パターンである。居住地移転に関しては，現住地移転に関しては，現住地から移転地までの距離が

要因として強く作用している。　　　　　　　　　　　　　　　〔梶　　　秀　樹・社会工学系〕

船越裕一：除草剤オリベンカーブの作用機構

　チオカーバメート系除草剤オリベンカーブの作用機構を明確にする事を目的として検討を行なっ

た。まず，コムギとメヒシバを用いて本薬剤の生育に及ぼす影響を検討した。更に，タンパク生合

成に及ぼす影響，本薬剤の吸収量について検討した。本薬剤は2植物間に明らかな選択性が見られ，

コムギは抵抗性，メヒシバは感受性であった。コムギは，メヒシバに比較して薬剤吸収量が少ない

事も判明した。また，無細胞タンパク合成系に及ぼす影響を調べた所，タンパク合成は阻害されな

い事が示された。そこで更に，メヒシバの各種代謝系に及ぼす本薬剤の影響を検討した所，脂質合

成系に最も低濃度で，最も速く影響が見られた。更に，脂質画分をTLCにより分析した所，本薬

剤処理区と無処理区の間でスポットに変化が認められた。これらの事より，本薬剤の第…一次作用点

として脂質含成阻害が指摘された。　　　　　　　　　　　〔石　塚　暗　造・応用生物化学系〕

一40一



本　聞　志　乃　：　有機水銀投与ラットの脳内神経伝達物質への影響

　エチル水銀の生体内への取り込み，特に脳血液関門通過のメカニズムを解明するために，塩化エ

チル水銀（EMC）とシステイン（CYS）を単独又は混合してラットに7日間投与し，臓器への水銀分布

及び脳内神経伝達物質への影響を比較検討した。投与したHg：Cysのモル比はユ：O，1：ユ，1

：20であった。8日目に。神経学的に分画した脳各部位及び諸臓器と尿。糞に排泄された水銀量を

測定した。更に脳内神経伝達物質であるドーパミンの濃度を，その神経路にあたる脳各部位で測定

した。以上g結果，EMC単独投与とCys混合投与とでは，水銀分布及び排泄量が異なった。即ち，

システインの投与によって，脳，肝臓，腎臓への水銀蓄積量は減少し，逆に尿・糞への排泄が増大

したことから，エチル水銀の諸臓器への取り込み及び代謝にシステインが深く関与していることが

推測された。この投与量では，ドーパミンの活性に量反応関係がみられなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔下條信弘。社会医学系〕

前　川　督　雄　：　“プログラムされた自己解体モデル糊に関する分子生物学的研究

　大橋らが提唱した，「生物は，死後能動的に自己を解体して生態系の現状回復に寄与する遺伝子

をもっている」とする“プログラムされた自己解体（PSD）モデル”を，免疫学的実験や遺伝子実験

によって検証することを考えた。そのための基礎を固めることを目的として，材料に用いる原生動

物テトラヒメナの加水分解酵素を検討した。その条件を①リソゾーム指標酵素であり②死滅期に活

性上昇などが観察され③細胞内に多く存在し，分離精製が困難でなく④研究対象として一般的で周

辺情報が多いことと考えた。上記の条件の中の①③④を満たすα一グルコシダーゼを候補にあげ，

②について検討する実験を行った。その結果，死滅期においてα一グルコシダーゼの活性が上昇し，

それがたんぱく合成阻害剤によって抑制されることがわかり，研究の材料としての資格をα一グル

コシダーゼに認めることができた。　　　　　　　　　　　〔大　橋　　　力・応用生物化学系〕

松　村　直　樹　：　翼物目的地選択における駐車場整備の効果について

　買物冒的地選択においては，商業地までの距離や，商品の品質・価格。品揃えなどが一般に重要

な要因とされているが，自動車交通への依存度の高い地方都市では駐車場の整備水準もまた重要な

要因と考えられる。本研究では，その駐車場の整備水準が商業地の選択にどの程度重要な要因であ

るかを個人の主観的評価値を用いてまず分析し，その上で，効果的な駐車場整備の施策を探るため

に，駐車場整備水準に対する主観的評価値の構造を個人の認知率と駐車場特性を用いて説明するこ

とを試みた。その結果，商業地の選択に関しては，目的地までの距離，価格に続いて駐車場整備の

影響が大きいことが確認された。また，駐車容量，駐車場のわかり易さに関する評価を向上させる

ことが全体としての整備水準の評価を向上させることにつながることがわかった。認知され易い駐

車場となるための条件として，特に容量で100台以上を有することが必要であることが確認された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躍　川　　　洗。社会工学系〕
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水　野　直　子　：　つる植物の生産構造および伸長パターンの物質生産的意義

　つる植物は自立せず他の物によりかかって生育する。この性質と関連して直立植物と比較すると

形態的な違いが幾つかみられる。本研究ではその一つである，茎の重さ当たりの長さがつる植物の

方が大であるという点に着目した。同じ群落に生育する直立植物とつる植物を刈り取って葉と茎の

重量の関係を調べたところつる植物の方が葉の重量の割り合いが大きい物質生産的に効率のよい形

態をとっていることが明らかとなった。又，茎が伸長するためのコストを比較したところつる植物

は少ないコストで水平方向へ伸長していた。次につる植物数種の伸長の様子を経時観察したところ

主に水平方向に伸長するタイプと垂直方向に伸長するタイプに大別できた。どちらのタイプをとる

かは支持体の有無に依存していたが，これは野外では通常光環境の明暗に対応しているため，個体

の物寅生産効率を高めるうえで，適応的であると考えられる。　　〔及　川　武　久。生物科学系〕

村　瀬　俊　幸　：　ウラシマソウの成長1繁殖と光環境

　光環境と個体の初期重量が植物の成長と繁殖に及ぼす影響を定量的に評価することを目的とし

て，球茎重量の異なるウラシマソウを相対光強度100％，30％，5％，3％，1％の5段階の光条

件下で生育させた。

　初期重量の小さな個体ほど相対的に大きく，葉の占める割合の高い生産構造を構築した。

　繁殖を行うには初期重量がある臨界値を越える必要があった。雄性発現，雌性発現および栄養生

殖の臨界重量はそれぞれ8g，20g，O．5g付近に認められた。

　1年間の球茎重量の相対成長率は相対光強度18％付近で最大となることが予想された。相対成長

率と初期重量の問には負の相関が認められた。球茎重量には上限が存在し，最大重量は光条件によっ

て異なると予想された。

　光環境は相対成長率，ひいては最大球茎重量を制限することにより繁殖能力や前繁殖期間の長さ

を制限し，結果的に個体数の増加速度に大きな影響を与えていると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩城英夫・生物科学系〕

森沢　拓：霞ヶ浦における底生動物の栄養塩圓帰に果たす役割

　本研究は，霞ヶ浦の漁獲量の30％以上を占めるテナガエビとその餌となっているイトミミ．ズ類の

捕食関係の，底泥からの栄養塩回帰に果たす役割を調べることを目的とした。

　本研究は，霞ヶ浦の底生動物の生態学的調査，テナガエビの摂食速度，排泄速度を調べる飼育実

験，イトミミズ類の成長を調べた成長を調べた成長試験，捕食関係による栄養塩循環モデルの作製

を行った。その結果，湖心部でイトミミズ類の現存量は，テナガエビの現存量の4倍以上存在し，

冬期最大になった。また，イトミミズ類の成熟個体の割合の季節変動を追跡して，冬期の現存量が

捕食によって減少することが推定できた。テナガエビの摂食，排泄速度は，温度とともに増加した。

イトミミズ類の成長率は，20℃で最大となった。モデルの作製から，湖心部において，イトミミズ

類は，その最大現存量の5倍以上，7．60gc／㎡が少なくとも被食され，被食は秋と春が大きいこと
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が推定できた。 〔森　下’豊　昭・応用生物化学系〕

吉　川　　　宏　：　細薗によるメラノイジン系色素の脱色

　糖蜜発酵廃液はメラノイジンと呼ばれる黒褐色色素によって濃厚に着色しているが，現在のとこ

ろ有効な脱色処理法は確立していない。そこで，本研究では実際の廃液処理を考慮した上で，培養

が容易で，静置培養の条件下でも高いメラノイジン脱色活性を有する細菌の検索を行い，Lactoba－

dmus属の郷菌L－NS株及びAchromobacter属の細菌P－201株を得た。両菌株の脱色の最適条件を

検討したところ，最大脱色率はL－NS株で30％，P－20ユ株で40％で，また，アルギン酸カルシウム

ゲル申に固定化すると脱色率はそれぞれ，40％，45％に上昇した。さらに，両菌株を混合して固定

化した場合，脱色率は55％に達し，混合による効果が明らかに認められた。これらの結果に基づて，

第一槽にP－201株，第二槽にL－NS株の各固定化細菌を充填した直列二塔式のカラム型反応装置に

よる連続脱色を試みたところ，希釈率（D）＝O．014hr■1で約45％の脱色率が維持された。

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

米　川　靖　彦　：　水圏生物体表へのフタル酸エステルの吸着に関する基礎的研究

　野外での調査結果とモデル実験により水圏生物体表へのフタル酸エステル（DEHP）吸着の程度を

明らかにすることを試みた。方法：考案したDEHPの定量法を使い花室川で採取した生物試料を

分析した。DEHPを高濃度に調整したモデル河川でドジョウを暴露させ吸着量を測定した。有機溶

媒に生体全体を侵漬する簡便な方法により抽出し定量したDEHPの野外での値はO．04～1．8雀μg／g

であった。環境庁のデータと比較し定量値が妥当であると結論した。河川水からは4．12μg／ゼ検出

され，生物体表には100倍程度の濃縮があることがわかった。モデル河川で暴露した時の体表の値

は39pp㎜24時間でo，02～o．73μg／g，3．9ppm24時間でo．04～o．26μg／g・39ppm96時問ではo．03

～o．90μg／gであった。これらの結果から水圏生物体表におけるDEHPの吸着量は水中濃度及び暴

露時間に拘わらずほぼ一定で，その量は約O．2pp㎜であり，花室川環境下の生物ではほとんど飽和

に達していると考えた。　　　　　　　　　　　　　　　〔石　塚　暗　造・応用生物化学系〕

吉　彊　滋　樹　：　放線菌キジラナーゼ系による稲わらおよび広葉樹キシランの加水分解に関す

　　　　　　　　　　る研究

　セルロース，ヘミセルロースを主体とする繊維素系農産廃棄物や木材は，再生産可能な有効資源

として注目されている。そこで本研究ではヘミセルロースの一つであるキシランの高度利用に関す

る基礎研究の一環として，キシラン分解力の強い放線菌キシラナーゼにより稲わらと広葉樹キシラ

ンを加水分解した。そして，得られた糖液より各種クロマトグラフィーにより稲わらから4種，広

葉樹キシランから3種のオリゴ糖を分離した。次いでメチル化分析などによ一りオリゴ糖の構造を推

定した。これらオリゴ糖の構造より稲わらキシランはキシロース主鎖にアラビノースやグルクロン

酸を側鎖として持ち，また広葉樹キシランはキシロビオース側鎖を持つ構造であると推察した。一
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方，放線菌キシラナーゼはこれら側鎖を持つキシロース残基の非還元末端側を加水分解しやすく，

還元末端側は加水分解しないという墓質特異性を持つものと推察した。

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

依　囲　真　司　：　農村における快適環境整備に関する研究

　土浦市内の常名集落において都市近郊農村における快適な環境づくりの方法を検討した。対象地

域の特性をつかみ間題点を調査する方法をとった。常名集落は古くから農村集落として成立し，機

能的な土地利用と豊かな緑地が集落環境の基盤になっていた。空間構成は昔とあまり変わらないが，

これはムラ社会が混住化や都市化の進行を拒んで来たからである。しかし，土浦市街地の拡大とと

もに台地上の畑作放棄や水環境の悪化が問題となっている。これらの問題を解決し，快適な集落環

境を形成する方法としてはまず台地上の農地利用を活一性化させるために，耕地整理を行うといった

方法が考えられる。集落内の緑地は住民の心の拠り所となっており，積極的に保全・整備されるべ

きである。また集落空間を守って来た共同体は今後変化する可能’性を持ち，周辺地域との交流を押

し進め，濃密な人間関係が維持されるよう対策が考りょされるべきである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

山野雄平一：東京都心居住地の変容とその要因に関する研究

　　　　　　　　　　一土地利用1住宅・屠住者に着園して一

　卒京都心6区（千代田区・中央区。港区・新宿区・文京区・台東区）において町丁目を単位に，都

心居住地の変容の実態把握と，その変容の一端を探った。用途別床面積構成比の変化の分析により，

4γ年から55年においては商業。業務化の傾向にある町丁目が多かったものが，55年から60年には住

宅化の傾向にある町丁目が多くなり，またその全体的変動量が減少していることがわかった。また

住居床密度，住居床割合，人口密度，世帯密度の3ストック，2クローあ20変数でクラスター分析

を行い，都心6区町丁目を主要な9つのクラスターに分類した。マンション床密度の変化の要因分

析では，非木造併用住宅と被木造共同住宅では立地要因に差異があり，また，都心6区の各区によ

りマンションの立地要因に差異があることがあきらかとなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日端康雄。社会丁学系〕
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