
3．平成5年度修了生論文概要 〔修論担当教官・所属学系〕

明I；百　違　郎　：　リスク便益分析による環境政策の評価と測定

　　　　　　　　　　一高度浄水処理による発ガン性物質削減の事例研究一

Tatsuo　Akashi　：　Evaluation　of　Environmental　Policy　Based◎n　Risk－Benefit　Analysis

　　　　　　　　　　－The　Cost　per　Life－saved　in　theトligh－level　Treatment　of　Water　Supp1y一

　本研究では，環境問題対策をリスク管理の概念で一元化し，個々の行政対策事例の単位投資当た

りのリスク削減量を明らかにする事によって施策の優先度を得て，合理的な環境政策の展開に寄与

することを目的としている。高度浄水処理事業の発ガン性物質削減を事例として扱った。別に，発

ガン物質とカビ臭除去の便益化を明らかにするために，上水のリスク削減による支払い意思額調査

も実施した。これらの結論として，①施策効率値である単位リスク削減費用は，施設規模にかかわ

らず主にトリハロメタン除去量に左右される，②高度処理の施策効率は，地下水汚染物質曝気施設

では良く，トリハロメタン除去では劣ることが判った。それは先行研究による，他の環境政策の効

率性に比較してである，③支払い意思額調査より上水需要者側のリスク過剰認識が明らかとなり，

今後，行政からの正しい知識のリスク・コミュニケーションが必要となろう。

キーワード：リスク・便益分析，政策の効率性，リスク管理，発ガン性物質，トリハロメタン

　　　　　risk－benefit　analysis，efficiency　of　po1icy，risk　management，chemica1carcinogen，triha1omethane

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安　田　八十五・杜会工学系〕

東　　　陽一郎　：　ゾウリムシ（Paramecium　caudatum）の接合型物質を認識する抗体による接

　　　　　　　　　　合型分化の研究

Youichiro　Azuma　：　Studies◎n　mating｝pe　speciation　by　a　m◎noc1onal　antibody　against

　　　　　　　　　　mating　type　substances　in　Paramecium　caudatum

　原生動物であるゾウリムシの接合型物質を単離し，シンジェン間で比較することを目標に，性的

凝集反応を阻害する抗体を作成した。

　表在抗原を除いた繊毛を抗原とし，性的凝集反応を阻害するものをスクリーニングした。シンジェ

ン1，3のO型とE型，シンジェン12，13のO型のそれぞれについて抗体の性的凝集反応阻害を

見たところ，E型の活性は阻害せず，O型に対しては，シンジェン3に対する阻害は強く，シンジェ

ン1に対する阻害は弱く，シンジェン12，13に対する阻害は観察されなかった。間接蛍光抗体法で

抗原の細胞内局在を観察したところ，接合型物質が局在するとされる，細胞の前端から口のある側

を抗体が認識していることが確認された。さらに，一蛍光が点状に見られること，繊毛の基部から蛍

光が発することも観察された。以上の結果はこの抗体が接合型物質を認識していることを強く示唆

する。
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キーワード：ゾウリムシ，接合型，シンジェン，モノクローナル抗体，接合型物質

　　　　　Paramecium　caudatum，mating　type，syngen，’monoc－ona1antibody，mating　type　substance

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高橋三保子・生物科学系〕

荒　木　研　一　：　現代建築家の都市への視点の潮流

Kenichi　Araki　　：　The　stream　of　contemporary　architects’viewpoint　of　cify

　1970年代からのポストモダンという時代においては1人の建築家が描く理想の都市像は社会的意

味を持ちえない。また現在では建築家はそのことに自覚的であるため，その都市への介入は，断片

的であるか，あるいは非常に抽象的になっている。本論では現在顕著にみられるそのような都市観

として次の3つのタイプを抽出できた。ひとつは都市あるいは社会を動かしている見えない力のよ

うなもの，つまり経済や様々な制摩，あるいはわれわれの意識を喚起する何ものかに注目する考え

方。もうひとつは現代杜会をメディアに完全に支配されているものとして把握するところから出発

する考え方。3番目は建築が都市の断片でしかないことを前提として，その断片としての建築がい

かに都市に対して貢献できるかを問題とするタイプである。かつて建築家が建築によって組み立て

ようとした都市は，今や彼らの建築の中に批評の対象としてしか存在していない。

キーワード：都市論，現代日本の建築家，都市デザイン，ポストモダン，見えない都市

　　　　　urban　theory，contemporary　Japanese　architect，urban　design，post　modern，invisible　city

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩崎駿介・社会工学系〕

有　村　俊　秀　：　経済の構造変化による二酸化炭素排出削減に関する研究（産業違関分析によ

　　　　　　　　　　る日本及びマレーシアの研究）

Toshihide　Arimura　：　Reducing　C02Em1ssions　by　Changing　the　Economic　Structure（An　ln－

　　　　　　　　　　put－OutputStudyforJapan　and　Ma1aysia〕

　本研究の目的は，二酸化炭素排出削減と経済成長を両立させるための経済構造変化を見いだすこ

とにある。分析対象としては，日本及びマレーシアを取り上げた。方法としては，産業連関分析に

ミニマム・ディスラプション・アプローチを適用した。

　分析の結果，日本については，鉄鋼，電力，建設，運輸の最終需要が減少し，サービス関連産業

を中心に最終需要が増加することが望ましいことが示された。マレーシアについては，林業の最終

需要が減少すれば，その他の財の最終需要が伸び経済成長が達成されても，二酸化炭素排出削減は

可能であることが示された。また，国際産業連関分析により，日本の二酸化炭素排出削減がマレー

シアの雇用減少を招く可能性のあることを明らかにした。そして，温暖化対策としては，炭素税よ

りも，二酸化炭素排出量の多い財の最終需要を厳しく抑制することが望ましいとして，結論として

いる。

キーワード：二酸化炭素排出削減，経済成長，ミニマム・ディスラプション，経済構造，国際産業連関分析

一12一



reducing　C02emissions，economic　growth，minimum　disruption，economic　structure，internationa－input－

output　study

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河野博忠・社会工学系〕

飯谷尚子：メチル水銀が幼若ラットの中枢神経系へ及ぼす影響

Shoko　litani　　　：　The　Neurochemica1Effects　of　Methy1mercury　via　Milk　on　the　Deve1op－

　　　　　　　　　　ing　Rats　Brain．

　出産直後から出産後16日目まで，母ラットに塩化メチル水銀を1および3mg／kg／day投与して，

母乳経由のメチル水銀暴露が仔ラットの中枢神経系に及ぼす影響について研究した。メチル水銀投

与群では授乳期問中に仔ラットの体重増加が抑制された。また，出生後35，50，65日目の脳組織中

の神経伝達物質とその代謝物濃度を測定したところ，セロトニンの細胞終末部で生後35日目に生合

成過程が影響を受けていたが，生後50および65日目には投与群と対照群との間に変動がみられなく

なった。一方，ドーパミンとその代謝物濃度は生後65日目まで投与群と対照群との問に差が見られ

た。以上より，母乳経由でのメチル水銀暴露が中枢神経系へ影響を及ぼすことが明らかになった。

また，行動学的指標として，ラットの自発行動量を測定し，サーカディアンリズムを算出したが，

投与群と対照群との間に差は見られなかった。

キーワード：メチル水銀，母乳，授乳ラット，中枢神経系，神経伝達物質

　　　　　㎜ethylmercury，mi1k，suck1ing　rats，centra1nerve　system，neurotransmitter

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工下　條　信　弘・杜会医学系〕

石　神　　　基　：　’≡耐erObaCねr属細菌の産生する菌体外多糖に関する研究

Motoi1shigami　：　Studies　on　extracel1u1ar　polysaccharide　produced　byε耐erobacねrsp．

　微生物が産出する菌体外多糖は工業材料等への応用上の観点から活発に研究されている。本研究

で分離された多糖産生細菌は同定言丸験の結果からエンテロバクター属細菌と推定された。本菌株の

液内培養による多糖生産はペプトン，酵母エキスなどの有機物を窒素源とする培地での培養に限っ

て顕著であった。また，培地の炭素源にはグルコースよりもスクロースを用いた方が多糖の生産は

良好で，その場合の対消費炭素源収率は28％であった。

　産生多糖は，第四級アンモニウムイオンと複合体を形成すること，あるいは水溶液中のイオン強

度の上昇に伴い固有粘度が低下することなどから，酸性基を有する電解質多糖であることが明らか

になった。

　多糖はグルコース，マンノース，ラムノース，グルクロン酸およびガラクツロン酸から成るヘテ

ロ多糖で，さらに陰イオン交換クロマトグラフィーに供した結果，ガラクッロン酸含有率の異なる

二種の多糖に分画された。

キーワード：エンテロバクター属細菌，菌体外多糖，高分子電解質，ヘテロ多糖，ガラクッロン酸

　　　　　E〃屹γoゐα6屹γsp．，extrace11u1ar　po王ysaccharide，Polye1ectrolyte，heteropo1ysaccharide，9alacturonic　acid
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〔中　村　以　正・応用生物化学系〕

石田英子：筑波山における土壌の生成と分布の研究

Fusako　lshida　　：　A　Study　on　Pedogenesis　and　Soil　Distribution　of　Mt．Tsukuba

　筑波山の南北方向において，気侯植生帯の変化と土壌の垂直分布との関係および地形・地質条件

の変化による土壌への母材の影響を明らかにすることを目的とし，空中写真を用いて地形区分を行

い，土壌断面調査を実施し，採取した試料について一般理化学性を分析した。

　冷温帯落葉広葉樹林帯から暖温帯照葉樹林帯への気侯植生帯の変化に対応して，土壌型も標高約

600m以上に褐色森林土それ以下に黄褐色森林土が分布する。甫斜面は凹型の斜面形態を示すため，

土壌はハンレイ岩およびその崩積成堆積物を母材としている。このため凸型の北斜面のカコウ岩起

源の土壌と比較して酸性が弱く，交換性塩基の合量が高い。また褐色森林土の方が黄褐色森林土よ

りも母材（ハンレイ岩）の影響が強く出る。筑波山地域では土壌生成において，まず標高による気候

植生因子の変化により土壌型が決定され，地形・母材因子の相違が各土壌型の理化学性に顕著に反

映されると推察された。

キーワード：筑波山，斜面形態，土壌の垂直分布，ハンレイ岩，カコウ岩

　　　　　Mt．Tsukuba，slope　form，vertical　distribution　of　soils，gabbro，granite

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔東　　　照　雄・応用生物化学系〕

伊藤浩孝：β一マンノシダーゼによるアルキルβ一マンノシドの合成

1’lirotaka1to　　　：　Synt11esis　of　A1kylβ一Mannosides　byβ一Mannosidase

　アルコールと糖の配糖体であるアルキルーグリコシドは酵素研究を行う際の基質として，あるい

は生理活性物質として，その有用性が期待されている。本研究はコプラミールをβ一マンナナーゼ

により加水分解し，マンノビオースあるいはマンノオリゴ糖を取得した。そしてそれを基質として

β一マンノンダーゼによりアルコール共存下で，アルキンβ一マンノシドの合成を行った。なお，本

研究で用いたコプラミールは，東南アジアで取れるヤシの実の搾油残溢で，マンナンを多量に含有

しているにかかわらず，農産廃棄物として処理されている。本研究は，コプラミールの有効利用の

一環でもある。その結果，各種アルコールとの最適条件が示された。実用性の検討として，コプラ

ミール分解液を直接基質として用いても，マンノビオースのときと同様に各種生成物が得られた。

そのうちヘプチルβ一マンノシドは臨界ミセル濃度が，38mMで界面活性剤としての可能性が示され

た。

キーワード：アルキルーグリコシド，コプラミール，マンノビオース，アルキルβ一マンノシド，界面活性剤

　　　　　aH（y1－glycoside，copra　mea1，mannobiose，alky1β一mannoside，detergent

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日下部　　　功・応用生物化学系〕
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伊藤瑞技：大気浄イヒ効果を配慮した都市緑化計画に関する研究

M1zue　lto　　　　：　An　evaluative　repo吋on　planned　inner　city　greeneries　with　a　specia1

　　　　　　　　　　emphasis　on　their　positive　effects◎n　air　quality

　本研究は，緑が持つ大気浄化効果に着目し，その効果を定量的に評価するとともに，大気汚染ガ

ス濃度の改善が依然として滞っている都市についての緑化のあり方（大気浄化効果を配慮した緑化）

の基礎資料を提供することを目的とした。東京都を対象に緑地や樹木のN02吸収量を推定した結果，

年問約3000tと推定され，都内で排出されるNO、量を約6％吸収していることがわかった。また，

屋上や接道部の緑化について，大気浄化効果の有効性も新宿区を事例として検討した結果，3年間

で約10％N02吸収量が増加したと推定された。

　汚染源に対してその浄化能は小さいけれど，NO、規制などの発生源対策と併せて，緑の総合的価

値を踏まえた上での大気浄化効果に配慮した都市緑化を行うことは有効であると考えられる。特に，

交通量が多い主要幹線道路の沿道街路樹や建築物に関しては，今後の都市緑化の方向の主要な軸と

なると考える。

キーワード：都市緑化，大気浄化効果，自動車排ガス大気汚染，N02，街路樹

　　　　　urban　revegetation，air－filter　effects，the　automobile　air　pollution，N02，street　trees

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

今橋美千代：土壊シードバンクを用いた河畔植生復元の基礎的研究

Michiyo1mahashi　：　Expeτimental　studies　of　restoration　of　floodplain　vegetation　with　soil

　　　　　　　　　　seed　banks

　平地の湿地や河岸の自然草地は多くの保護上重要な植物種の成育地であるが，現在急速に開発さ

れ失われつつある。しかし一方で自然を残しあるいは復元していく動きも見られる。土壌シードバ

ンクを利用した植生復元法には高い効果が期待できる。そこで本研究では小規模な「表層土壌のま

きだし」を行い，その植生復元法としての利用可能一性を検討した。表層土壌試料を河畔林林床と河

畔草原にて92年7月末と93年3月初めに採取し，バーミキュライトを敷いたプランター内にまき出

し，出現する実生を定期的に調査した。その結果，林床の土壌からは26種以上5896，草原の土壌か

らは41種以上（保護上重要な種2種を含む）15935の実生が得られた。まきだし時期に関わらず主要

な出現種は共通し，多くの種の実生がまきだし直後に出現した。まきだし実験で出現した主要な種

は土壌採取地の上部植生構成種と共通した。以上から土壌まきだしの植生復元への有効性が判明し

た。

キーワード：土壌シードバンク，植生復元，河畔植生，土壌まきだし，発芽季節性

　　　　　soil　seed　bank，restoration，floodplain，seedling，germination　seasonaIity

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔鷲谷いづみ・生物科学系〕
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岩野友子：食品製造環境における夫腸菌群および大腸菌（Esc佃〃c榊aco〃）の迅速検出

　　　　　　　　　　法の開発

丁◎moko1wano　：　A　rapid　me廿hod　for　detecting　coliform　group　and且oo〃in　food　indus－

　　　　　　　　　　trieS

　食品製造環境を管理し，食品の安全を保つための衛生指標菌である大腸菌群の検査は多くの食品

において検査が義務付けられている重要な検査である。しかしこの検査は操作が煩雑で熟練を要し，

しかも時問がかかるという問題を抱えている。また，大腸菌群の中には衛生指標菌として適当では

ない細菌も含まれていることから，真の衛生指標菌である糞便性大腸菌の検出が望まれている。し

かし，糞便性大腸菌の検出は大腸菌群の検出よりも煩雑な操作と時間を要す。

　そこで本研究では簡便で迅速な大腸菌群および大腸菌の検出法の開発を行った。検出法の開発は

細菌の表層構造の特性と大腸菌群および糞便性大腸菌の栄養特性ならびに増殖特性を考慮して進め

た。検討の結果，簡便な操作でおよそ5時間という迅速さで，大腸菌群，糞便性大腸菌および大腸

菌を同時に検出し，その数を計測する検出法の開発に成功した。

キーワード：大腸菌群，糞便性大腸薗，大腸菌，リゾチーム，微生物迅速検出システム法

　　　　　co1iform．group，fecaI　co1iform，E3cん〃北〃αco〃，1ysozyme，rapid　microbe　detection　system　method

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕

岩本佳織：捕食回避および餌探索におけるメダカ，0岬1as1a〃ρes，の群れ行動の意

　　　　　　　　　　義

Kaori　lwamoto　　：　Effects　of　the　grouping　behaviour　of　medaka（◎rμねs　’af1ρes）on

　　　　　　　　　　avoiding　predation　and　foragヨng．

　自然状態においてメダカは，様々なサイズの群れを形成していた。グループサイズは流動的で，

流速，水深，グループ内の個体の体サイズ，行動との関係はなかった。メダカは，他の物体の動き

に対して群れを形成して対応し，その群れはしばらく持続した。次に，メダカの群れ行動の効果を，

ブラックバスからの捕食回避，餌探索の2点から調べた。メダカの群れ行動による，捕食成功率（総

攻撃回数に対する捕食成功回数）の低下は，隠れ場所のないプールではみられなかった。捕食者が

的を定められずに目移りする行動が観察された場合，捕食成功率は低下した。被食危険率（捕食成

功率÷グループサイズ）はグループサイズとともに減少し，単独個体は危険率が高かった。餌探索

時問は，グループサイズが増加するにつれて，より短くなった。群れ行動は，採餌において餌場の

発見を早めるという効果があることがわかった。

キーワード：メダカ，グループ，捕食成功率，被食危険率，餌探索時間

　　　　　medaka，group，predation　success　ratio，prey　danger　ratio，foraging　time

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔斎藤隆史・生物科学系〕
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植　田　拓　也　：　イネ品種間における除草剤オキシフルオルフェンに対する抵抗性差異の機構

　　　　　　　　　　に関する研究

Takuya∪eda　　：　Mechanism　of　differential　tglerance　to　herbicide　oxyfluorfen　among　rice

　　　　　　　　　　Cu■tiVarS

　ジフェニルエーテル系除草剤であるオキシフルオルフェンは，光と酸素の存在下で植物体に酸化

の傷害を与える。イネ品種間では本薬剤に対する抵抗性の程度に差異が認められた。本研究はこの

差異が生じる機構を明らかにすることを目的とした。本薬剤は植物のテトラピロール生合成系路の

プロトポルフィリノージェンオキシダーゼ（Proto。）を阻害し，植物体内に中問体プロトポルフィリ

ン㎜（Proto皿）を蓄積させた。Proto皿は光増感物質として働き一重項酸素を生成すると考えられ

ている。薬剤の吸収量は品種間で差異が認められたが，抵抗性が大きいものでも薬剤吸収量が多い

品種もあった。Proto皿の蓄積量はほぼ吸収量に相関したがProtoxの阻害度に品種間差は認められ

なかった。また，一重項酸素に対する抵抗性は薬害と概ね相関した。本薬剤に対するイネ品種間抵

抗性差異は，Proto皿の蓄積量と抗酸化能力の双方により決まるものと考えられる。

キーワード：除草剤，オキシフルオルフェン，イネ品種，プロトポルフィリンlX，選択作用機構

　　　　　herbicide，oxyfluorfen，rice　cu1tivars，protoporphyrin1X，mechanism　of　seIectivity

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松本　宏・応用生物化学系〕

臼　田　浩　二　：　不完全菌Cγ〃耐rocarρoηわη〃neηseによる脱窒とチトクロームP450

Koji　Usuda　　　：　Cytochrome　P450and　denitr1fication　by　Cy〃ndrocarρoηわn〃〃eηse，

　　　　　　　　　　fungi

　我が研究室で初めてカビが脱窒することを発見した。本研究では脱窒真菌である酬棚γ06仰㎝

τ㎝肋舳8θの脱窒系を調べ，F　o榊〃舳と比較をすることを目的とした。

　στ励伽㈱θは亜硝酸塩をN20に還元する脱窒能を示したが，硝酸塩は還元できなかった。この

亜硝酸塩からの脱窒は菌体増殖に明らかに貢献しており，従ってF　o〃8ρoγ舳の場合と同様嫌気呼

吸として働いていると思われた。脱窒活性を誘導した菌体の抽出液申には，亜硝酸塩還元酵素及び，

一酸化窒素還元酵素（NOR）活性が検出された。又P－450の存在も吸収差スペクトルから確認され，

P－450norの存在が予想された。このP－450は2画分に分離し，それぞれをSDS－PAGEで均一にま

で精製した。両者ともNOR活性を示し，それぞれをP－450norI，P－450nor1と命名した。F

oκ艸o閉肌のP－450no。と電子供与体，分子量、等電点，N末端アミノ酸配列などの違いが認められ

た。

キーワード：脱窒，嫌気呼吸，一酸化窒素，亜硝酸塩

　　　　　P－450nor，NO，NOR，N20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中　原　忠　篤・応用生物化学系〕
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内　海　真　生　：　沼生態系における微生物群集の生物隼産構造

Motoo　Utsumi　：　Trophodynamic　structure　ofthe　microbial　communities　in　a　swampy　bog

　沼生態系では，湖沼遷移の進行に伴い，主要な有機物供給源が植物プランクトンから抽水植物へ

と移行する。このように生物生産構造の変化が急速に進行した筑波大学構内の「松美池」において，

水中での主要な微生物群集である植物プランクトン群集とバクテリオブランクトン群集の栄養動態

構造の変化について研究を行った。植物プランクトンは抽水植物（ガマ）の生物量の増加に伴う水中

照度の低下に成長が影響される種類もいたが，群集レベルでは水温を制限要因として制御されてい

た。バクテリオプランクトンも一次的には水温により成長が制御されていた。さらに水中の主な有

機物供給源の季節的な相違により，植物プランクトン起源の期間は有機栄養源のDOC濃度が，ガ

マ起源の期問は無機栄養源の燐酸塩濃度が，それぞれ二次的な制限要因としてその成長を制御して

いたことが明らかになった。

キーワード：バクテリオプランクトン，植物プランクトン，ガマ，沼生態系，湖沼遷移

　　　　　bacterioplankton，phytop1ankton，cattail，swampy　bog　ecosystem，1imnologica1succession　of　a　bog

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石塚晴造・応用生物化学系〕

大　友　　　量　：、放線菌キチナーゼ遺伝子の発現調節機構の解析

同yo　Otomo　　　：　Ana1ysis　of　regulation　of　chitinase　gene　expression　in　S炸eρわ㎜yces

　∫肋舛㎝μ∫属放線菌のキチナーゼ遺伝子の発現調節機構を明らかにすることを目的に解析を

行った。∫肋μ㎝μ5肋伽伽66のキチナーゼ遺伝子の一つ，c肋λのプロモーター断片をプロモー

タープローブベクターに連結し，レポーター遺伝子（KmR）の発現を調べた結果，o〃λのキチンに

よる誘導とグルコースによる抑制はこのプロモーター断片から指令されていることが判明した。次

に上記の構築プラスミドを形質転換した∫．舳伽伽の胞子を，キチンを含まないカナマイシン培地

に大量に接種し，生育するコロニーを分離した。これらの株のプラスミドの挿入プロモーター断片

では転写開始点上流一13位のCがTに変異しており，構成的に遺伝子が発現した原因と考えられ

た。さらに∫．舳dα伽の無細胞抽出液から，このプロモーター断片に特異的に結合するタンパク質

を，結合の特異性などを検討した後，DNAアフィニティーをおこなって精製した。

キーワード：放線菌，キチナーゼ，転写制御，DNA結合蛋白質，自然突然変異

　　　　　∫肋が㎝リcω，chitinase，DNA　binding　protein，promoter，natura－mutation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中　原　忠　篤・応用生物化学系〕

夫　湾　ゆかり

Yukari　Owan

リュウキュウアイ（琉球藍）の民族技術論的研究

一沖縄県本部町における製藍技術を事例として一

The　study　of　Ryukyu　Ai　with　specia1reference　to　the　ethno－

technological　aspect：a　case　study　of　tec11niques　of　indigo　dye　produc－

tion　in　Motobu，Okinawa　lsland
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　研究目的は，沖縄県本部町に現存する2人の技術保持者を通じて，リュウキュウアイの製藍技術

の諸相と存続要因を検証し，技術継承の意義を考察することにある。

　調査の結果，リュウキュウアイの製藍技術とは，様々な条件に対応しながら，限られた資源から

量・質ともに最高の染料をうみだす手段であることが判明した。

　この技術が本部町の山間部にのみ存続している要因には，原料供給を可能にした自然環境と，地

域に伝わるアグロフォレストリー的農業形態の存在があげられる。

　さらに，戦後沖縄の伝統的染織工芸の発展にともない，リュウキュウアイにも持続的な需要が生

じたこと，くわえて県や国による伝統工芸産業振興政策で，リュウキュウアイにも補助事業が施さ

れたことなどがあげられる。

　製藍技術はそれを有する製造者の熱意の現れであり，地域の文化や農業基盤の保全に大きく貢献

している。現在の後継者難に対応した継承システムの構築が望まれる。

キーワード：資源の有効利用，製造者の熱意，アグロフォレストリー，公的補助，伝統工芸

　　　　　the　effective　use　of　resources，a　makerls　enthusiasm．agroforestry，the　official　support，traditional　hand－

　　　　　crafts

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐　藤　　　俊・歴史・人類学系〕

岡　田　真由美　：　アルギン酸によるワサビ細胞のキチナーゼ生産促進効果について

Mayumi　Okada　：　Promotion　effect　of　alginate　on　chitinase　production　by　Wlasab1a1aρonト

　　　　　　　　　　Ca　CellS

　アルギン酸固定化ワサビ細胞の示すキチナーゼ生産促進効果の原因として，アルギン酸に注目し，

この現象のメカニズムの解明を試みた。ワサビ懸濁細胞にアルギン酸を添加して培養を行った結果，

細胞の増殖が抑制されキチナーゼ生産が促進された。キトサン（既知のエリシター）の添加も同様な

結果を示したことから，アルギン酸エリシター様物質であることが示された。キチナーゼ生産促進

効果は低分子のアルギン酸やアルギン酸のオリゴマーで高く，特に単純な構造を有するマンヌロン

酸のオリゴマーに高い効果が認められた。このことから，エリシター様物質であるアルギン酸の作

用部位（レセプター）が細胞膜に存在する可能性が考察された。そこで直接，細胞膜とアルギン酸を

接触させるために細胞をプロトプラスト化して培養を行った結果，細胞と比べて短時問に著しいキ

チナーゼ生産の増大が認められた。この結果から細胞膜上のレセプターの存在が示唆された。

キーワード：アルギン酸，エリシター，ワサビ，キチナーゼ，プロトプラスト

　　　　　alginate，elicitor，Wα∫α脱αゴαクo〃北α，chitinase，Protop工ast

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕

小　河　耕一郎　　　枯草菌（8ac〃仙s　sU舳〃s）ゲノムの20。～40。領域のゲノム解析

Kouichiro　Ogawa‘　　Studies　on　the　genome　organization　of8ac〃仙s　su肘〃応chromosome：

　　　　　　　　　　DNA　sequence　ofthe　region　from20to40degrees
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　微生物のもつ環境適応機構，他の生物との相互作用機構，有機物分解機構を分子レベルで解明す

るために枯草菌のゲノム解析を行った。染色体DNA上，20度から40度領域の塩基配列を約40kbに

わたって決定したところ，新規の26個のORFが見い出され，コンピュータ解析の結果，デヒドラター

ゼ，レダクターゼ，膜タンパク質，メチラーゼ，転写調節タンパク質などが同定された。生物種に

よる遺伝子構成の違いを他の微生物のものと比較検討したところ，3ケ所のオペロンで大腸菌，サ

ルモネラ，シュードモナスなどの遺伝子の存在様式の違いが明らかになった。なかでも細菌が硝酸

をアンモニアにまで還元し，窒素源として利用する酵素の遺伝子群の比較では，大腸菌，アスペル

ギルス，クレブシラのそれぞれにおいて特徴的な遺伝子構成をなしており普遍的な要素と固有な要

素が明らかになった。またいくつかのORFでタンパク質機能領域が見い出された。

キーワード：ゲノム解析，枯草菌，遺伝子構成，オペロン，モチーフ

　　　　　genome　ana1ysis，Bαc〃洲舳肘〃∫，9ene　organization，operon，motif

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤　伊　　　正・生物科学系〕

小　川　博　之　：　通勤・通学交通手段分担率の変化と都市特性

Hir◎yuki　Ogawa：　Changes　in　Modal　Share　for　To－Work　and↑o－School　Trips　and　Urban

　　　　　　　　　　Socio－Economic　Characteristics

　近年の自動車交通の増大による交通混雑，環境悪化，公共交通の衰退等の問題の深刻化に対し，

広く都市政策・都市構造のコントロールまで視野に入れた都市交通政策が求められている。本研究

は通勤・通学交通手段の地域的・時間的変化と都市特性の関係を把握することで今後の交通政策へ

の示唆を得ようとするものである。具体的には，全国131都市を対象に，1970．1980．1990年の3

時点の国勢調査データを用いて，各都市の通勤・通学交通手段分担率の動向分析を行った。また，

分担率の変化と都市特性の関係を把握する為，分担率の変化パターンに着目した都市分類を外的基

準とした判別分析，分担率の変化の大きさに着目した正準相関分析を行った。その結果，分担率の

変化には幾つかのパターンがあることが分かった。また，分担率の変化には，DID人口密度，自動

車保有率，広域化を表す指標である他市区町村通勤・通学率等が大きな要因であることが分かった。

キーワード：通勤・通学交通手段分担率，都市特性，国勢調査，判別分析，正準相関分析

　　　　　moda1share　for　to－work　and　to－school　trips，urban　socio－economic　characteristics，popu1ation　census，discri－

　　　　　minant　ana1ysis，canonica1corre1ation　analysis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石田東生・社会工学系〕

加賀屋　博　文　：　地球表面上の移動時間と距離分布に関する研究

Hirobumi　Kagaya　：　A　Study　on　Trave1Time　and　Distance　Distribution　in　the　Whole　Globe

　本研究では，地球全体のデータを用いる分析，特に地球表面上の移動に関する分析に資するため

に，地図投影法の誤差，地球表面上のネットワーク，地球表面上の距離分布の3テーマについて考

察を行う。地図投影法の誤差では施設最適配置問題の1つであるウェーバー問題を解き，地図デー
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タと実際の球面データによる解を比較して地図情報の誤差を数量的に求める。地球表面上のネット

ワークでは地球上の移動について，航空網データを例にとり，移動時聞が短く効率的なネットワー

クを構築する。さらに現状の航空網を利用した際の世界全体への移動時間を算出する。地球表面上

の距離分布では航空間だけではなく地球上のあらゆる移動の可能性について考える。球面上の任意

の2点問を最短経路で移動できる状況では移動時間は距離に比例する。そこで球面上の2点間の距

離分布を理論的に求め，さらに現実に存在する地球上の距離分布として人口と陸地の距離分布を求

める。

キーワード：球面，移動時問，距離分布，誤差，航空網

　　　　　sphere，trave1time，distance　distribution，error，air　trafic　network

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔谷村秀彦・社会工学系〕

加藤亮太：地球環境間題の解決策としての新世界政治経済学の必要性

Ryota　Kato　　　：　Necessity　of　Neo－World　Political　Econ◎mics　for　Solution　of　G1obal　En－

　　　　　　　　　　vironment　Problems

　地球環境問題の解決策について，国際政治からいかなるアプローチが可能であり，また国際政治

学や地球杜会，日本の構造とシステムのありかたは，今後どのような方向を指向すればよいのかを

明らかにすることが，目的である。パラダイム論・国際レジーム論からのアプローチを試み，「地

球環境の保全を目的とした，国家を超越した総体としての国際政治経済のありかた」を，以下のよ

うに考案する。排除のパラダイムから持続可能な開発のパラダイムヘのパラダイム・シフトを誘引

させる処方菱は，有効なレジーム形成における拒否グループヘの説得に効率的に成功すること，障

害となる拒否グループのリアリズム体制を世界的に弱体化・追放すること，さらにレジーム形成に

おける覇権安定論の脅威を認知することである。従来の政治のとりくみは，地方自治体の動向に代

表されていたが，世界のシステムに触れるケースは少なかった。

キーワード：国際政治学，レジーム，リアリズム，パラダイム・シフト，地球環境問題

　　　　　international　politics，regime，realism，paradgme　shift，gIobaI　environmenta1problem

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河野博忠・社会工学系〕

河　村　俊一郎　：　馬見ヶ崎川における河床変動と出水規模の関係についての研究

S杣nichiro　Kawamura　：　　Study　on　the　relation　between　variation　of　river　bed　and　discharge　in

　　　　　　　　　　the　Mamigasaki　River

　扇状地河川では小規模な出水時においても高水敷の浸食などの施設災害が発生しており，その出

水確率の高さからも発生頻度は高いものの研究例は少ない。論者は，山形県馬見ヶ崎川において出

水流量，河床縦横断測量，河床礫の粒径調査を行い以下の結果を得た。

1．低水流出水における河床変動は河床形態の不連続部で発生している。また変動原因について卓

越する砂礫堆と調和を保つため異なるタイプの砂礫において低水流路の洗掘が発生する。
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2．出水時の洗掘延長距離は高水流出水よりも低水流出の方が長い。また，低水流出水時の最大洗

掘深は高水流出水時に匹敵する。

3．低水流出水における河床変動は，高水流出水時に形成された粒径分布の影響が考えられ，特に

扇端部付近に一様砂礫が堆積している区間で洗掘の発生が多く認められる。

キーワード：河床変動，洗掘，砂礫堆，粒径分布，低水流路

　　　　　variation　of　river　bed，deep　scoun，bar，size　distribution　of　bed　materiaI，low　water　channel

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔松本　栄　次・地球科学系〕

倉　林　輝　世　：　水銀化合物分解微生物の機能向上と環境浄化への応用に関する研究

TeruyoKurabayashi　：　lmprovement　of　Microbial1norganic　Mercury　Degradation　Ability　and

　　　　　　　　　　Potential　for　Remediation　of　Mercury　Contamination

　本研究は，環境中での組換え微生物の挙動を知る有効なマーカーを開発するため，プラスミド

NR1の無機水銀を金属水銀に還元する水銀化合物分解酵素遺伝子群に着目し，まず，本単伝子の

マーカーとしての有効性を検討した。本遺伝子を広宿主域ベクターに挿入したプラスミドpSR134

を各種微生物に導入した結果，各種組換え体は水銀耐性能及び分解能を示したことから様々な微生

物に応用可能な有効なマーカーであり，さらにマーカーを導入した組換え体の水銀汚染浄化への応

用も可能であると考えられる。次に，プラスミドpSR134の本遺伝子以外のNR1由来の領域を本遺

伝子のサブクローニングにより除きプラスミドpSUPmerを作成し，ついで，水銀分解能を強化す

るため本遺伝子のタンデム化を行いプラスミドpSUPmer2を作成した。プラスミドpSUPmer2を

保持する菌株はpSUPmerより高い水銀耐性能及び水銀還元酵素活性を示し，タンデム化は水銀分

解機能向上に有効であると考えられる。

キーワード：マーカー遺伝子，水銀化合物分解酵素遺伝子群，バイオレメディエーション，水銀汚染，タンデム化

　　　　　marker　gene，mer　operon，bioremediation，mercury　contamination，tandem　amp肚ication

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

黒　万和　宏　：　個体に基づく森林生態系の炭素動態シミュレーション

KazuhiroKuroishi　：　ASimulation　Model　of　Forest　Carbon　Dynamics　based　on　lndividuals

　本研究では，森林の個々の木をモデル化し，その集まりとして森林を記述する「個体モデル」と

いう手法を用いて，森林の炭素動態を表現した。個体は（1）物質生産過程をもとにした生存過程の

記述と（2）樹木個体の樹見形状を定義することでモデル化した。（1）により直接光合成や呼吸量が

算出可能となり，（2）によって木の空間分布やそれによる不均一な光の空間分布を表現できる。こ

のモデルを用いて，森林の垂直構造や林見ギャップ，自然問引きの現象などがほぼ表現できた。森

林の炭素動態は，個々の木の生長や枯死が絶えず生じているにもかかわらずほぼ定常に達する状況

も表現できた。これまでの森林炭素動態モデルの多くが，経験的な記述を用いていたことと比較す

ると，個体レベルからの因果関係をもとに構築した本モデルで生態現象のいくつかが現象できたこ

一22一



とは注目に値するだろう。

キーワード：モデル，炭素動態，森林，個体モデル，熱帯林

　　　　　modeI，corbon　dynamics，forest，individual　based　modeI，tropical　forest

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔及　川　武　久・生物科学系〕

桑原　　　勇　：膜を利用した混合培養解析装置の開発とその利用

1samu　Kuwahara：　Development　and　application　of　on　apparatus　for　analysis　of　mixed　cul－

　　　　　　　　　　ture　systems　using　microfiltration　membrane

　微生物混合培養系を構成するそれぞれの菌株の挙動を解析するために，同一の培養環境のもとで，

異なる菌株の細胞を別々に培養することを基本的なコンセプトとし，解析装置の開発を検討した。

その結果，膜を装着した培養槽を複数連結し；培養槽問相互にポンプによる循環操作を行うことで，

迅速な培養環境の同一化が可能な装置を得た。この装置を用いて2種類の菌株からなる混合培養系

の解析を試みたところ，解析装置によって得られた菌株ごとの挙動は，一つの培養槽に両菌株を同

時に培養したときの挙動と良く一致した。

　この装置の利用方法として2つの例を検討した。一つの例では，2菌株からなる混合培養系にお

いて］方の生産物が他方の増殖を阻害する阻害関係を明らかにした。もう一つの例では，サイレー

ジ発酵をモデルに，サイレージに取って望ましくない条件下で，活発な増殖を示し品質の改善効果

を有する乳酸菌を得ることが出来た。

キーワード：混合培養，解析装置，膜，相互作用，模擬サイレージ

　　　　　mixed　cuIture，analytic　apparatus，membrane，interaction，simulated　sHage

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕

小　島　久　宜　：　活性汚泥中に出現する原生動物繊毛虫類の定着に及ぼす人工下水の有機物濃

　　　　　　　　　　度と希釈率の影響

Hisayoshi　Kojima　：　Effects　of　concentration　of　organic　materia1s　and　dilution　raオe　to　the　ex－

　　　　　　　　　　istence　of　ci1iated　protozoa　in　activated　sludge

　活性汚泥法での処理の中心となる活性汚泥中には様々な微小生物が生息し，汚水の浄化を担って

いる。その中で繊毛虫類は汚水の浄化とともに示標生物としても重要な分類群であるが，繊毛虫相

の変化に関する研究は不十分である。活性汚泥中の繊毛虫相の変化を人工下水の有機物濃度と希釈

率を環境要因として繊毛虫4種（丁肋伽肌舳α肋舳oρ舳仏Cψ伽舳cα榊ル伽，Eψo’θ8sp，γo伽θ肋

〃〃舳）を用い，回分培養により繊毛虫類の増殖特性を，連続培養により定着特性を実験，考察し

た。その結果繊毛虫類の個体密度に有機物濃度の影響が観察された。また希釈率の減少に伴い個体

密度が上昇し，最大数に達した。有機物濃度は繊毛虫類の増殖にも影響を示した。また繊毛虫間の

相互作用が観察された。これらのことから，活一性汚泥中の繊毛虫相の変化は，希釈率と有機物濃度

に加え，繊毛虫問の相互作用の影響を受けることが明らかになった。
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キーワード：原生動物繊毛虫類，活一性汚泥，連続培養，希釈率，有機物濃度

　　　　　ci1iated　protozoa，activated　s1udge，continuo｛s　culture，dilution　rate，concentration　of　organic　materia1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔高橋三保子・生物科学系〕

後藤正也：長期間利用と世帯内利用調整を考慮した電気自動車の適用性

Masaya　Goto　　：　Estimation　of　the　latent　market　segments　of　Electric　Vehicles　consider－

　　　　　　　　　　ing　long－term　use　and　househo1d　use

　導入が急がれている電気自動車について，現在の性能水準における潜在的な需要を試算し，適用

性を考察した。対象は個人所有の自家用車とし，現在使用されているガソリン・ディーゼル車のう

ち，運行特性からみて電気自動車に転換可能とみなせる車両を潜在需要とした。

　長期間利用を考慮して現行車両の運行特性を把握するため，つくば・土浦市を対象地域として調

査を行い，1週間の連続的なトリップデータを得た。また，1日のみのデータから，任意の長期問

の運行状況を推定するモデルを作成した。調査結果との比較からモデルの有効性が確認された。モ

デルのインプットに「道路交通センサス」のデータを用いて関東地方での電気自動車の潜在需要を

試算し，現行車両の代替としての適用は困難なことを示した。一方，調査結果から，車両を複数保

有する世帯においては，用途に応じた現行車両との使い分けを前提とすれば適用の余地があること

を示した。

キーワード：電気自動車，運行特性，極値統計，世帯内利用調整，同時確率分布

　　　　　electric　vehicle，trave1characteristics，statistics　of　extremes，household　use，joint　probabi1ity　distribution　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石　田　東　生・社会工学系〕

小　林　　　隆　：　地域特性との関連からみた住宅マスタープランの目標設定と構成内容

　　　　　　　　　　一東京都区部の策定事例を通じて一

Takashi　Kobayashi：　A　Study　on　Housing　Master　Plans　of　Tokyo　Wards　in　the　Relation　to　the

　　　　　　　　　　Regional　Characteristics

　　　　　　　　　　－Content　analysis　of　p1anning　objectives　and　po1icies一

　本研究は，東京都区部において策定された住宅マスタープランの目標設定と構成内容を地域特性

との関連から分析し，住宅マスタープランのあり方について一考を加えることを目的としている。

　住宅マスタープランに示された，住宅問題，政策課題，計画目標，住宅施策などについて，KJ

法を応用したキー項目の設定を行い，これら項目に対する東京都および区部住宅マスタープランの

言及の有無や頻度を把握し，これにより目標設定や構成内容を地域特性との関連から考察している。

　本論では，プラン・メーキングの課題を目標性，総合性，地域性，広域整合性の4つの機能面か

ら考察しているが，現況把握指標の精度の低さなどにより，地域で必要性の高い課題が明確に把握

できないことが，目標性や総合性を欠く要因となっていることなどが指摘されている。

キーワード：住宅マスタープラン，地域特性，目標設定，・内容分析，KJ法
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Housing　Master　Plan，Regiona1Characteristics，P1anning　Objectives，Content　Ana－ysis，Method　originated

by　Kawakita　Jiro

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日端康雄・社会工学系〕

近藤　滋：梓川河川敷におけるヤナギ類に寄生する〃e’amρsρora属菌の生態

Shigeru　Kondoh　：　Bio1ogica1characteristics　of〃e’amρsora　species　parasitic　on　willows　in

　　　　　　　　　　the　f1oodplain　of　Azusa　River

　ヤナギ類が群生する長野県南安曇群の梓川河川敷を調査地とし，そこに白生するヤナギ類に規制

する〃θ1α仰。oγα属菌の種類および〃θ1α仰∫o伽属菌によるヤナギ類の発病生態を解明し，また接種

試験によりそれらの生活環を解明する目的で研究を行った結果，（1）〃ψ伽αは冬胞子で越冬し，

その担子胞子が6月にカラマツに感染して精子・さび胞子世代を経過し，そのさび胞子が7月にカ

ワヤナギおよびイヌコリヤナギに感染する。（2）Mψ伽〃αは冬胞子で越冬し，その担子胞子が6

月にカラマツに感染して精子・さび胞子世代を経過し，そのさび胞子が7月にオノエヤナギに感染

する。（3）〃μo舳づ8は冬胞子で越冬し，その担子胞子が4月から～5月にクサノオウおよびムラ

サキケマンに感染して精子・さび胞子世代を経過し，そのさび胞子が6月にコゴメヤナギに感染す

る。（4）肋1α仰∫oγαsp．一2はネコヤナギ内で菌糸の状態で越冬し，精子・さび胞子世代を経過せず

に生活していることが明らかになった。

キーワード：梓川河川敷，ヤナギ類，肌1α榊∫oγ皿属菌，発病生態，生活環

　　　　　floodp1ain　of　Azusa　River，wil1ows，M21α伽加oγαspecies，deve1opment　of　diseases，Iife　cycle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔及　川　武　久・生物科学系〕

近藤政行：昆虫の寄生植物摂食機構の神経生理学的研究

Masayuki　Kondo・：　Neurophysiological　Studies　on　Host　Plants　Feeding　Mechanisms　of

　　　　　　　　　　lnSeCts

　昆虫の化学感覚は，昆虫が寄生植物を発見し，摂食するために，重要な役割を果たしているが，

それが中枢神経のレベルで，どのように処理されているかは，よく分かっていない。そこで，材料

にカイコ幼虫を用い，行動学的，組織学的，電気生理学的にそれを研究した。

　その結果，コバルトーリジン複合体によるバックフィルによって，触角神経は脳内に入ると分岐

して，一方はLACに投射してそこで分枝し，さらに一部の線維は高次の前大脳へ投射していたが，

他方は食道下神経節へ下行して，内部で分枝を形成することが判明した。

　また，ガラス微小電極を用いた，嗅覚刺激に対する神経細胞内記録によって，25例の応答が記録

され，うち2例では，蛍光色素による細胞染色に成功し，これらの神経線維はLACで分枝を形成

することが判明した。

　以上の結果から，LACにおいて何らかの化学感覚情報処理が行われていることが示唆された。

キーワード：カイコ，寄生植物，化学感覚情報処理，中枢神経，細胞内記録
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LAC，Linalool，Geraniol，Ethyl　Decanoate，Lucifer　Yellow　CH

〔藤井宏一・生物科学系〕

坂口　誠：道路条件等を考慮した小区域の土地利用変化モデル

　　　　　　　　　　ー中野区中央地区をケーススタディにして一

MakotoSakaguchi：　Microscopic　La六d　use　change　model　based　on　Physical　Conditions

　　　　　　　　　　・一一A　case　study　on　Tyuoh　Chiku，a　district　in　Nakano　Ward一

　既成市街地は一般にガワーアンと呼ばれる市街地構造を形成しているが，本研究ではこの空間構

造に着眼して80年代の建築更新と住宅供給の関係をケーススタディ地区（中野区中央地区）において

現地調査と住宅地図により敷地単位に実態を把握し，最終的には建築更新を遷移確率で表現したモ

デルに置き換えて今後の住宅供給と土地利用高度化のあり方について考察を行っている。

　本研究で得られた知見は，①12m以上の幅員をもつ道路に面する敷地では中高層集合住宅化が活

発で，容積率制限を受ける12m未満の道路に面する敷地では4階を上限とした集合住宅化が中心で

ガワーアン構造が強化さ牝つつある，②モデルの推計によればガワでの住宅拡大は人口維持・回復

に寄与し，アンでの住宅床拡大は人口維持・回復に寄与せず，ガワとアンそれぞれを分けて住宅政

策を行うべきということを示唆していることである。

キーワード：既成市街地，ガワ，アン，遷移行列，人口予測

　　　　　bu11t－up　area，9awa，ann，transition　matrix，Populatlon　projection

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日端康雄・社会工学系〕

佐　藤　文　紀　：　メチル水銀を亜慢性暴露したラットにおける自発行動変化と神経伝違物質に

　　　　　　　　　　関する研究

Fuminori　Sato　　：Studies　on　locomotor　ac榊i奴and　neurotransm耐er　in　rat　subchronically

　　　　　　　　　　exposed　to　methy1mercuW

　メチル水銀の亜慢性暴露の実験モデルとして4mg／kg（as　Hg）を背部皮下より隔日投与して，行

動量の測定およびリズムの解析を行い，併せて脳中の総水銀濃度および神経伝達物質の測定も行っ

て，メチル水銀が中枢神経系へ与える影響について検討した。その結果，全日および暗期の白発行

動量とサーカディアンリズムは有意な低下がみられた。中毒の指標となる発症時の全脳の総水銀濃

度は11．04μg／gであった。神経伝達物質は，ノルエ’ピネフリンが視床下部において投与開始18日目，

発症時および死亡ラット出現時のいずれの時点においても，有意に高い値を示した。この原因とし

て，神経終末での取り込み阻害や代謝酵素monoamine　oxidaseの阻害が考えられた。また，発症時

におけるセロトニンとその代謝物である5－HIAAの濃度は，大脳皮質，中脳，線条体，海馬およ

び橋一延髄で有意に高い値を示し，この時期の行動抑制を裏付ける一因となった。

キーワード：メチル水銀，亜慢性暴露，自発行動量，サーカディアンリズム，神経伝達物質

　　　　　methy1mercury，subchronic　exposure，1ocomotor　activity，circadian　rhythm，neurotransmitter
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〔下　條　信　弘・社会医学系〕

澤　近　洋　史　：　都市施設の多目的利用の効果に関する研究

　　　　　　　　　　一下水道施設の上部公園化を事例として一。

Hirofu㎞iSawachika　：　Astudyonthe　EffectofMultipurpose　UtilizationofUrban　lnfrastructure

　　　　　　　　　　－A　Case　Study　of肺e　City　Park　on　the　Sewage　Treatment　P1ant■

　本研究では，いわゆる迷惑施設とされる都市施設について，居住環境における迷惑の程度を探る

とともに，下水道施設の上部公園化を事例として，施設のアメニティ化による効果を擬制市場法及

び代用市場法の2つの手法により分析した。まず，都市に居住する住民にアンケート調査を行い，

幾つかの都市施設に対して考える迷惑の度合いを受入有意額として貨幣単位で計測した。次に，擬

制市場法により居住環境の良くない，下水道施設がある地域を仮想的に設定し，ここに近隣公園が

整備される場合の環境改善に対する支払意思額を実験的に計測した。さらに，代用市場法による下

水道施設の上部公園化の効果の分析は，ヘドニックアプローチの手法を用いた。実際の上部公園化

のなされている地域及びなされていない地域において，ヘドニック価格関数を推定し，これらの関

数式の中で下水道施設への接近性を表す説明変数に係わるシャドープライスに注目し，比較，分析

を行った。

キーワード：都市施設，居住環境，アメニティ，擬制市場法，ヘドニック・アプローチ

　　　　　Urban　Infrastructure，Residential　Environment，Amenity，Contingent　Valuation　Method，Hednic　Approach

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石見利勝・社会工学系〕

澁谷　源：〃O閉ere〃ayjηaCeaのα一ガラクトシダーゼの構造と機能に関する研究

1－1ajime　S11ibuya　：　Studies　on　the　Structure－Function　Relationship　of〃o榊ere〃a　y肺aceaα

　　　　　　　　　　一Galactosidase

　〃oγ肋γθ〃“伽α6θαのα一ガラクトシダーゼを陰イオン交換およびゲル濾過によって精製し，そのN

末端及びプロテアーゼ消化断片のアミノ酸配列を決定した。この情報より2種のプライマーを合成

し，RT－PCR法によりDNAプローブを増幅し，これを用いて常法に従って作成したcDNAライブ

ラリーをスクリーニングし，ポジティブクローンを得た。その塩基配列を決定した結果，予想され

たアミノ酸配列が確認された。また既に報告されている他の起源のα一ガラクトシダーゼとも高い

相同性が示された。これらの事から得られたcDNAがα一ガラクトシダーゼをコードしていること

が推定された。さらに比較した配列中，アミノ酸が保存された領域が幾つか存在しており，これら

は酵素の働きに重要な部位であることが示唆された。また，ノーザンハイブリダイゼーションの結

果，本酵素のmRNAは約1500ヌクレオチドであった。

キーワード：モルティエレラビナセア，α一ガラクトシダーゼ，構造と機能の関係，クローニング，シークエンス

　　　　　ルτoγκ〃2〃α〃伽αc2αα一Ga1actosidase，Structure－function　relationship，cloning，sequence

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日下部　　　功・応用生物化学系〕
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島　田　靖　也　：　民俗芸能の維持機構に関する研究

　　　　　　　　　　一岩手県盛岡市黒川集落に伝わる‘‘さんさ踊り’’を事例として一

Seiya　Shimada．、三　ηe　preservation　of　a　folk　performing　ah　from　age　to　age＝A　case　study’

　　　　　　　　　　on“Sansa－Odori（dance）”in　Kurokawa，Morioka　city，lwate　Prefecture

　本研究では，住民構成や就業形態など集落の社会環境の変化に，芸能集団がどのように対応しな

がら伝承活動を行っているのかを明らかにし，現代における民俗芸能の存在意義について考察を加

える事を目的とした。事例として，都市化の進行している，岩手県盛岡市黒川集落に伝わる「さん

さ踊り」の芸能集団を取り上げた。

　この集落に伝わる「黒川さんさ踊り」は，現在保存会によって伝承活動が行われている。その活

動を支える要因として，①会員各自の踊りに対する自負と，躍動感あふれる踊りの型の維持②専門

家や愛好家の積極的評価③学校教育での取り組み，が挙げられる。

　この踊りが現存する意義として，会員が踊ることに「生きがい」を見い出し積極的に保存会の活

動に取り組んでいること，集落においては新旧住民のコミュニケーションを促す機能を持っている

ことが明らかになった。

キーワード：黒川さんさ踊り，躍動感，積極的評価，学校教育，上演機会

　　　　　Kurokawa　Sansa－Odori（dance），vibrant　fee1ing，high　opinion，schoo1education，occasion　of　performance

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐　藤　　　俊・歴史・人類学系〕

下　山　慎　二　：　河畔林が治水に及ぼす影響に関する研究

S11inji　Shimoyama　：　Study　on　the　e行ect　of　Riverside　Forest　on　Flood　contro1

　河川空間（堤外地）に存在する樹林帯（河畔林）は，従来洪水時の流れを妨げるとの理由で治水上悪

影響を及ぼすものとされている一方，古くから水害防備林としての利用など，その効用についても

議論されている。本研究は，利根川水系小貝川を対象に河畔林が治水に及ぼす影響を明らかにする

事を目的とした。河畔林が大きな影響を及ぼす河道特性として，①河道形状の維持・安定，と②河

畔林を含む河道に対する洪水流の挙動，を挙げ，①については対象地の高水敷において植生の変遷

と河道地形の変仏を調査し，②については，河畔林の存在による死水域および洪水流の干渉による

抵抗を考慮にいれた洪水水位の予測を行った。その結果，河畔林の規模，位置等の条件によって河

畔林が河床変動及び洪水挙動に与える影響は異なってくることが明らかとなり。この結果は，本計

算法を用いた洪水水位予測によって，治水面配慮した河畔林の管理が可能一性なことを示している。

キーワード：河畔林，植生条件，河床変動，流水抵抗，洪水位予測

　　　　　riversideforest，vegetation，deformation　of　river　bed，f1ow　resistance，water1eve1prediction

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔天　田　高　白・農林工学系〕
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鈴木隆亮：炭素税が日本経済に及ぼす影響についての考察

Takaaki　Suzuki　：　A　study　on　the　Effects　of　the　Carbon　Tax　on　the　Japanese　Economy

　C02排水量についての政府目標を達成する為に炭素税を導入したならば日本経済に如何なる影響

を与えるかを日米産業連関分析によって解析し，炭素税の導入が効果的であることを示すのが目的

である。

　本考察の特色としては1）日米産業連関表を用いたこと，2）原則として税収は家計への補償金とす

ること，3）物価上昇率を測る手段としてフィリップス曲線を用いたこと，4）家計を内生化し，更に

労働移動を認めたこと，と言う4点を挙げることができる。

　計算結果は炭素税導入に好意的である。炭素税の導入によってC02排出量は目標値を達成し，

経済成長率は上昇する。さらにフィリップス曲線を用いた物価上昇率の推定では炭素税の導入に

よって物価は下落する。また日米間の貿易ではサービス部門が活発化する。

　炭素税導入による日本経済への打撃は殆どないと判断され，炭素税は有効であると言える。

キーワード：炭素税，日米産業連関分析，エントロピー増大の法則，「公害」，経済成長率

　　　　　the　Carbon　Tax，the　Japan－U．S　Input－Output　Analysis，the　Entropy　Law，“Po11utions”，the　growth　rate　of

　　　　　real　GDP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河野博忠・社会工学系〕

鈴木美智留：高濃度メタン発酵における流体抵抗の予測

Michiru　Suzuki　：　The　pr◎spect◎f　the　power　of　resistance　to　a　fluid　on　methane　fer－

　　　　　　　　　　mentation　of　high　concentrati◎n

　メタン発酵は混合培養系，三相系であることなど複雑な系を持つため発酵層の制御が困難であり，

増殖速度が遅いことや発酵阻害等のため処理能力や層安定性の点で実用化に向けて問題を抱えてい

る。本研究では，化学工学の分野で反応装置や設計や制御を解析する基礎となっている流体抵抗（圧

力損失，抗力）を考慮してこの混合培養系の特徴や発酵層内の細菌の特徴及び高濃度時の層の挙動

を明らかにする事を試みた。流動層における流体抵抗は，①円管モデルまたは②沈降モデルから説

明できる。①では，主に気固系，球形粒子，高濃度，100ミクロン以上，②では，液固系，球形粒子，

低濃度，粒径100ミクロン以上に適応できる。特に気固系において粒径100ミクロン以下の微粒子に

する②式の拡張を試みた。縦型流動層カラムを用いて流速と圧力損失の計測から最小流動化速度を

決定した。粒径が低くなるにつれてそれが上昇するという結果となり粒子間付着による影響である

と考えられた。この実験結果にたいしては沈降モデルの方が実験結果を良く説明しているという結

論に達した。

キーワード：メタン発酵，流体抵抗，高濃度，理論，微粒子

　　　　　Methane　fermentation，Power　of　resistance　to　a　f1uid，high　concentration，theory，fine　particle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕
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鈴木優子：公園における札幌らしさに関する研究

　　　　　　　　　　一札幌大通公園を事例として一

Yuko　S■」zuki　　一：．A　representation　of　Sapporo　found　in　i亡s　inner　city　parks：A　case　study

　　　　　　　　　　of　Sapporo　Odori　park

　本研究では，大通公園における札幌らしさについて研究することで，札幌らしい公園について考

えることを目的とした。「札幌らしさ」’及び「大通公園らしさ」は，文献からのキーワードの選出

とKJ法による構造化，衆目評価法によるランクづけにより導き，両者を比較した。

　結果は，一札幌らしさとは，四季折々のドラマと近代的な碁盤目状の街区構成にあり，これは大通

公園らしさにおいても同様であった。これが大通公園の札幌らしいところと言えるだろう。そして，

このもととなっているのは，札幌の風土と歴史である。一方，アンケートによって，テレビ塔が札

幌らしさと深く関わりのあることもわかった。以上より公園が札幌らしくあるためには，公園内の

植栽や施設の適切な選択，デザイン，配置，更にイベントによる演出や周囲のものを借景として取

り入れることなどを工夫して，札幌の風土や歴史を個性的に表現することが望まれる。

キーワード：火防線，碁盤目状，近代的な，植栽，イベント

　　　　　fire　prevention　be1t，grid　pattern，modernistic，p1anting，events

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

春　原　由香里　：　ホルモン型除草剤の作用機作に関する研究

Yukari　Sunohara　：　Study　of　mode　of　action　of　Hormone－type　herbicides

　植物ホルモンであるオーキシンと類似の生理活性を持つホルモン型除草剤は，イネ科作物中の広

葉雑草防除剤として使用されている。この除草剤はオーキシン作用を異常に発現することにより，

殺草効果を示すと推定されているが各々の除草剤の詳しい作用機作は不明である。また除草剤の作

用機作の解明は除草剤の環境影響を知る上でも重要であると考えられる。そこで本研究では，単子

葉，双子葉植物での除草剤処理後のオーキシン活性を比較することにより作用機作の究明を行った。

その結果，①各除草剤の示すオーキシン活」性は均一でない。②CMPは植物体内でDMPAに加水分

解された後に初めてオーキシン活性を示す可能性がある。③quinC1oraCの強い生育阻害はオーキシ

ン作用以外の作用が関与している可能性がある。④ホルモン型除草剤の生育阻害とヤエナリでのア

ントシアニン合成阻害との間に高い相関性が認められた。等が判った。

キーワード：オーキシン，オーキシン結合蛋白，エチレン，ホルモン型除草剤

　　　　　auxin，auxin　binding　protein，ethyIene，hormone－type　herbicides

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔臼井健二・応用生物化学系〕

関　俊人：Pen’c〃〃Umwo〃m舳η’の生産するα一D－Xylosidaseに関する研究

Tashi11ito　Seki　：　Studies　onα一D－Xylosidase　from　Pe〃クc〃〃U㎜wo〃maηn1

　P〃。伽舳ωo伽α舳づの生産する，、糖質分解酵素α一D－Xy1osidaseに関する研究を行った。本酵素は，
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誘導酵素であり培地にxy1obioseを加えて培養を行うことにより，より多くの活性を得ることがで

きた。本酵素は又，菌体内酵素であったため，菌体をアルミナ破砕して粗酵素液の調製を行った。

この粗酵素を硫安沈殿，陰イオン交換クロマトグラフィー，ゲル濾過クロマトグラフィー，疎水ク

ロ÷トグラフィーによる精製操作により，電気泳動的に単一にまで本酵素を精製することができた。

本酵素の分子量は，ゲル濾過で290kDa　SDS－PAGEで73kDaであったため，同一のサブユニットか

らなる4量体からなっていると判断された。本酵素に対し，様々な天然基質を作用させたところ，

xy1og1ucan由来の2，3，4糖にのみに作用した。特に4糖に対しては，興味深い作用様式で分解

した。

キーワード：1〕舳4c舳舳ωo伽α例仇｛，α一D－Xy1osidase，糖質加水分解酵素，Xy1og1ucan，精製

　　　　　Pθ切c伽〃伽〃o〃伽α〃〃，α一D－Xylosidase，Carbon　hydrase，Xy1og1ucan，purification

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中　原　忠　篤・応用生物化学系〕

早　田　　　悟　：　計画図による郊外住宅地整備地区の街路環境に対する住民意識に関する研究

　　　　　　　　　　一神奈川県城山町町屋地区を対象として一

Satoru　Soda　　　：　A　study　about肺e　resident　consciousness　of　the　street　within　Spreaded

　　　　　　　　　　resident　area

　非計画的な市街地（スプロール市街地）の問題点で特に重要な課題である街路整備について独自の

手法によって街路整備を行った神奈川県城山町町屋地区をとりあげ，地区街路計画の内容，街路の

実態，住民の街路に対する評価の分析，考察から，今後の街路整備の際の基礎的知見を得る研究内

容である。分析の結果，町屋地区の街路整備はスプロールの進行以前に地区の将来図が完成してお

り，この計画図をもとに街路整備を行うことで地区の骨格が形成され，全体の街区構成及び道路網

の形成がなされることに最大の特長がある。整備により，住民評価，利用実態に差が見られ，整備

地区の街路・住環境が向上している事が分かり，未整備地区との比較から快適性と利便性での評価

の高さが認められた。町屋地区の街路整備は区画整理事業のように積極的に住環境を改造していく

ものとは異なり，スプロールによる住環境の悪化を防止するという性格のものである。

キーワード：スプロール市街地，住民意識，街路整備，計画図，街路網

　　　　　Spreaded　resident　area，resi〔1ent　consciousness，street　adjustment，plan，road　net　work

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日　端　康　雄・社会工学系〕

園　田　悦　朗　：　第三セクターの運営実態とその評価に関する研究

　　　　　　　　　　一茨城県の都市開発関連第三セクターにおけるケーススタディー

Eturou　Sonoda　：　An　empirica1study　of　the　evaluation◎f　the　third　sector　companies

　　　　　　　　　　－A　case　study　in　the　field　of　urban　development　of1baraki一

　近年，地域振興・都市開発等の様々な分野において第三セクター方式の企業を用いて事業を行う

事例が多く見受けられる。しかし，実際この第三セクター方式の企業は数多くの問題を抱え，官民
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双方の利点を活かした方式として充分機能していない企業も少なくない。よって本研究においては，

先ず，第三セクター方式についての既存研究・’文献等の調査により，第三セクター方式の概要の整

理を行い，次に，第三セクターの運営実態についてその抱える問題点をヒアリ・ング調査により明ら

かにし最後に，第三セクターに対する評価について，第三セクターの職員に対するアンケート調査

より，その評価の実態・構造等を明らかにしている。以上より，現時点での第三セクターの抱える

問題点を明確にし，加えて，第三セクターに対する評価の一側面を明らかにしている。

キーワード：第三セクター，利点，運営実態，問題点，評価

　　　　　The　third　sector，advantage，management　condition，prob王em，eva正uation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石見利勝・社会工学系〕

高　原　光　利　：　糸状菌Ma’肘aηc脆aρ〃c脆〃aのα一Xylosidaseによる糖転移反応

Mitsunori　Takahara　　：　Transxylosylation　reaction　of〃a’わrancheaρUlcわe〃aα＿Xylosidase

　本研究室で保有しているMα肋γα伽加α〃o加〃αはα一キシロシダーゼ生産能を持っている。種々の

誘導物質1．5％を含むpH6．4の液体培地を用いて本菌を振とう培養し，その培養上清を粗酵素液と

した。誘導物質はタマリンド《キシロース＜キシラン＜α一，β一キシロニ糖混合物の順でα一キシロ

シダーゼ活性が大きくなった。粗酵素液を硫安分画した後，DEAE　Toyopear1650Mカラムクロマ

トグラフィーを2回行い，得られた部分精製酵素の至適温度，pHはそれぞれ50℃，515であったα一

キシロニ糖混合物を基質とし，受容体として炭素数1～8の直鎖アルコールを用いて転移反応を

行ったところ，転移生成物は炭素数4～8の難溶性アルコールのときに確認され，特に炭素数6～

8のアルコールのときに多く生成された。また，これらの生成物はすべてアルコール層に存在した。

キーワード：α一キシロシダーゼ，α一キシロニ糖混合物，アルコール，転移反応，転移生成物

　　　　　α一Xy1osidase，Mixture　ofα一1inked　Xylodisacharides，A1coho1，Transfer　reaction，Transfer　product

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日下部　　　功・応用生物化学系〕

滝　本　晶　子　：　嫌気呼吸酵素として働くカビ脱窒素硝酸塩還元酵素の研究

Akiko　Takimoto．：　Studies　on　fungal　dissmilatoW　nitrate　reductase　involved　in　anaerobic

　　　　　　　　　　respiration

　脱窒は硝酸塩など一連の酸化窒素化合物を最終電子受容体とする嫌気呼吸の一種であり，原核生

物特有の能力であると考えられていた。近年当研究室で真核微生物として初めて，不完全菌

〃∫〃｛舳o〃8ρoγ舳で強い脱窒活性が見出された。本脱窒系はNaR，NiR及びNORからなり，

N20Rを欠く。従って，脱窒最終産物はN20である。この脱窒系三酵素のうち，NOR（P－450nor）以

外のNaR，NiRが呼吸に関わることが予測された。この3つのステップからなるF伽αγ｛舳の脱窒

反応のうち，唯一未精製であった，硝酸塩から亜硝酸塩への還元を触媒するNaRの精製を試みる

と共にその細胞内での働き，エネルギー生産との関わりについて調べることを目的とした。真核生

物の異化型NaRを初めて単離し，本酵素がミトコンドリアに局在し，呼吸鎖とつながっているこ
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とを示した。これによりミトコンドリアが嫌気呼吸を行うことが示された。

キーワード：脱窒，硝酸塩還元，嫌気呼吸，フサリウム　オキシスポラム，ミトコンドリア

　　　　　denitrification，nitrate　reduction，anaerobic　respiration，Fusarium　oxysporum，mitochondria

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中　原　忠　篤・応用生物化学系〕

太　齋　彰　浩　：　アマモ群落と葉上動物の季節変動パターンの解析

Akihiro　Dasai　　、：　Pa廿ems　of　seasona1fluctuations　in　the　epifauna　of　Zosねra　mar1na

　浅海底の生物的環境として重要なアマモ場に関する基礎的な研究として，伊豆半島鍋田湾のアマ

モ場にて，アマモ葉上動物の生一自、密度とアマモ群落の季節変動を調査し，それらの関係を解析した。

葉上動物およびアマモの採集を1993年2月から11月まで毎月1回スクーバ潜水器を使用して行い，

葉上動物はアマモの葉部・茎部で区別して採集した。葉部・茎部別の出現個体数の割合は種毎に異

なり，種によってアマモの利用部位に違いがあることが明らかとなった。また，優占種の生息密度

の変動とアマモ群落の現存量および株密度との相関を調べたところ，ユ）アマモの現存量と相関があ

るもの，2）株密度と相関があるもの，3）アマモの変化とは相関が低いもの3パターンが確認された。

また2）の種群については，鍋田湾の塩素量の変動との相関も高く，塩素量変化に対する個々の種の

耐性の違いが個体群の変動要因となっている可能性も考えられた。

キーワード：植物と動物の相互関係，アマモ葉上動物，微細な住み場所，アマモ場，葉上動物の個体群動態

　　　　　Plant－anima1interaction，seagrass　epifauna，microhabitat　uti1ization，seagrass　bed，popu1ation　dynamics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤　井　宏　一・生物科学系〕

龍　澤　直　樹　：　混合培養系バイオリアクタにおけるリアルタイム菌計測シテスムの開発

Naoki　Tatsuzawa　：　Construction　of　t11e　real－time　measurement　system　for　bacteria　ir1the

　　　　　　　　　　bioreactor◎f　mixed　culture

　本研究は，画像解析法による菌計測システムの開発を行い，混合培養系バイオリアクタであるメ

タン発酵に適用し，実験を通して，本システムの実用可能性を検討したものである。従来まで考慮

されなかった環境条件に対する菌相変化を数値的に把握するために，いくつかの形状パラメータを

設定して，基質に酢酸，H2＋C02，デキストロースを用いて，有機物負荷，HRT変化，NH3負荷試

験を行った。

　結果として，酢酸基質系メタン菌は過去の研究と一致する菌相変化のデータを得ることができた

が，H2＋C02基質系メタン菌は像が小さく，本実験の画像装置の分解能では識別が困難であった。

また，NH3阻害の異常はメタン活一性が減少する前に認識することができた。様々なメタン菌種の混

合状態では一蔀成果を得たが，今後個々の菌に対する環境条件の変化に対する基礎データをさらに

収集・解析することで性能向上が可能となる。

キーワード：メタン発酵，菌計測，混合培養，F420，メタン菌

　　　　　methanogenic　fermentation，measurement　of　bacteria，mixed　culture，Factor420，methanobacterium
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〔田中秀夫・応用生物化学系〕

田　端　謙　一　：．生体試料中の微量元素の分布に関する研究

Kenichi　Tabata　：　Studies　on　E1ementa1Distribution　of　Biologica1Samples

　本研究は，生体機能や疾患と金属元素との関係を解析するために，血清・血漿・毛髪の3種の代

表的な生体試料を用い，種々の方法で元素分析を行った。ICP発光分析法で測定した日本人勇性健

常者の血清中必須元素の濃度分布はいずれも既報の値と一致し，しかも正規分布であることから，

金属の恒常性を確認した。本法は生体試料の元素分析に有用である。微量元素と病態との関連とし

て，肺癌患者群と健常者群の血漿中銅・亜鉛・セレン濃度を求めたが，両群間で有意な差は見られ

なかった。毛髪試料を外部汚染金属と内因性金属とに区別して評価することを目的として，精練工

場労働者の毛髪断面の金属分布を非破壊放射光蛍光X線分析法で測定した。金属ヒューム暴露に

よると見られる毛髪表面の汚染が明らかであった。本法は従来の破壊的分析では不可能な微小領域

での2次元的金属分布の解明が出来たことで，今後の微量元素分析の新しい分野を示すことが出来

た。

キーワード：生体試料，必須金属，汚染金属，放射光，蛍光X線イメージング

　　　　　biologica1samples，essential　meta1，contaminated　metal，synchrotron　radiation，X－ray　f1uorescence　i岬dging

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔下條信弘・社会医学系〕

田原巨樹：地区住環境の経済的価値の評価と測定

0oki　Tahara　　　：　Economic　Eva1uation　of　Zone－divided　Resident　Environment　based　on

　　　　　　　　　　Hedonic　Approach

　住環境整備の目標として，・アメニティの向上が挙げられている。本研究の目的は，緑並びに公園

などの影響について分析する事を通じて地区住環境についての質的，量的な経済的価値，影響，傾

向について評価，測定することである。推定モデルには，ボックス，コックス変数変換を用いたヘ

ドニック価格関数モデルを使用した。対象地域は東京都世田谷区とし，地価指標には公示地価を使用

した。地区住環境の経済的価値についての考察を行った。公示地価70万円以上のサンプルでは，地

価の約半分が住環境特性で占められていることが明らかになった。要因の中では，都心接近性，居

住階層特性の影響力が大きいことが明らかになった。70万円以下のサンプルでの公園合計面積は，

一定の面積に到達すると地価に対して影響を及ぼす割合が低減することが分かった。傾きが低減す

る他の要因は，樹木地率，道路率，居住階層であった。原点に凸の要因は，時問距離などであった。

キーワード：ヘドニック法，非線形モデル，ボックス・コックス変換，地区住環境，量的効果

　　　　　伽d㎝｛6α〃0α〃、〃舳1伽αγ伽0〃，B0尤一C0〃螂召∬｛α也，2α惚一舳づ伽伽伽〃θ〃〃づ伽舳砿q〃α〃肋れ〃“炊Cf

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安　田　八十五・社会工学系〕
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千　葉　美智雄　：　黄化ヤエナリ芽生えにおける可溶性オーキシン結合タンパク質に関する研究

Michio　Chiba　　：Studies　on　a　so1uble　auxin－binding　protein　in　etiolated　mung　bean　seedl－

　　　　　　　　　　ingS

　黄化ヤエナリの芽生えから，2，4－Dアフィニティーカラムクロマトグラフィーを用い，52KDa

の4つのサブユニットからなる210KDaのオーキシン結合タンパク質（ABP），ABP一皿を精製した。

ABP一皿と2，4－Dとの解離定数は，3．3×10■5Mであった。14C－2，4－DのABP一皿への結合をIAA

やNAA，PCIBが阻害した。ABP一皿の部分アミノ酸配列を明らかにし，ホモロジー検索を行った

ところ，S一アデノシルホモシステインハイドロラーゼ（SHH）と高いホモロジーがあり，精製した

ABP一皿のSHH活性が検出された。

　SHHはS一アデノシルホモシステインを加水分解しアデノシンとホモシステインを生じる，S一ア

デノシルメチオニン代謝系の酵素であり，律速段階のひとつであると考えられている。ABP一皿の

SHH活性とオーキシンの作用機構との関連の可能性について考察した。

キーワード：オーキシン結合タンパク質（ABP），2，4一ジクロロフェノキシ酢酸（2，4－D），S一アデノシルホモシステイ

　　　　　ンハイドロラーゼ（SHH），アフィニティークロマトグラフイー，ヤエナリ

　　　　　auxin－binding　proteinn（ABP），2，4－dich1orophenoxyacetic　acid，S－adenosy1homocystein　hydrolase，affinity

　　　　　chromatography，mung　bean

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤　伊　　　正・生物科学系〕

月木博明：渡良瀬川水系の底質・濁質・河川水中における重金属等の挙動

HiroakiTsukigi　　：　Behavior　of　l－leavy　Metals　in　Sediment，Suspended　Solid　and　Running

　　　　　　　　　　Wateτof　The　Watarase　River

　我が国の公害問題の原点として位置付けられ，足尾鉱毒事件として有名な渡良瀬川流域の重金属

汚染問題であるが，その発生からはや100年余りが経過した。鉱毒被害の深刻さが薄れつつある現在，

上流域では不使用の鉱澤堆積場の被覆化が完了し，煙害地の緑地化が行われているが，現地を一見

して環境改善の努力が結実したとは決していえない状況にある。

　そこで渡良瀬川流域より河川水，底質，濁質を採取し，調査を行った。

　上流域においては，いまだに鉱津堆積場の汚染負荷が大きいことが明らかとなった。中・下流域

においては，増水時に重金属等の濃度が大きく上昇したが，。その濃度は上流域の濃度を越える値を

示した。環境基準が強化されたヒ素については，増水時，大部分が懸濁性として検出され，基準を

越える値を示した。

キーワード：渡良瀬川，銅，亜鉛，カドミウム，ヒ素

　　　　　The　Watarase　River，Copper，Zinc，Cadmium，Arsenic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔森　下　豊　昭・応用生物化学系〕
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土　田　　　誠　：　関東南部における冬季の海風の振るまい

Makoto　Tsuchida　：　Behavior　of　winter　sea　breeze　in　the　southem　Kanto　p1ain

　本研究では，冬季にしばしば高濃度汚染が発生する関東南部における冬季の海風について解析を

行った。冬季2年間，！80日を適当な条件で分類すると，好天静穏日86日のうち海風日が39日あった。

　東京湾岸での海風継続時間は平均で12時から6時問ほどであり，海岸から20kmの練馬での進入

は38％ほどにとどまった。冬季の海風は進入規模の点からは夏季のものに比べ小さいが，これは海

水温と地表温度の差が冬季には小さいことが主原因と考えられる。にもかかわらず，冬季にも海風

が発生するのは，海上の気温が海水温より低いところに，昼問の都市ヒートアイランドの効果も加

わった陸上の気温上昇が生じるためと考えられる。さらに海風の進入は，湾岸部の二酸化窒素や浮

遊粒子状物質といった汚染物質を内陸側へと輸送する役割を担っていることが濃度の日変状況から

考えられる。

キーワード：東京湾，海風構造，大気汚染，都市ヒートアイランド，冬季の海風

　　　　　Tokyo　Bay，Sea　breeze　structure，air　poHution，urban　heat　island，winter　sea　breeze

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔小林　守・地球科学系〕

手　林　慎　一　：　小豆に含まれるアズキゾウムシの産卵刺激物質の同定

shinichi↑ebayashi　：　ldentification　of　an　oviposition　stimulant　for　Azuki　bean　weevi1in　the

　　　　　　　　　　host　azuki　bean

　アズキゾウムシの産卵行動は，産卵対象となる基質の物理性と化学物質により制抑されている。

本研究では小豆の抽出物を各種のカラムで精製した後，高速液体クロマトグラフィーで産卵刺激物

質を単離．した。これをNMRなどの機器分析の結果からクェルシーメリトリンと同定した。クェルシ

メリトリンの限界活性はガラスビーズ！個あたり10μgであった。既に産卵刺激物質として同定さ

れているD一カテキンとタキシフォリンの限界活性はそれぞれ1μgと100μgであり今回同定した

クェルシメリトリンの活性はD一カテキンとタキシフォリンの中間の活性であった。又，これら三

つの産卵刺激物質を天然に存在する比率で混合すると，O．01μgまで活性があり，最も活性の高い

D一カテキンの百倍の活性を示した。このことから産卵刺激物質には相乗的な共力作用が存在する

ことが判明した。

キーワード：アズキゾウムシ，産卵刺激物質，カイロモン，クェルシメリトリン，共力作用

　　　　　ozuki　bean　weevi1，oviposition　stimulant，kairomone，quercimeritrin，synergism

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤　井　宏　一・生物科学系〕

土　居　正　彦　：　混合論による土地利用計画の提案

Masahiko　Doi　：　The　Measuring　Method　for　Land　Use　Planning　by　Mixed　Using

　これまでわが国やアメリカ合衆国で行われてきた都市計画手法では，市街地の土地利用を類似し

た用途へと純化していく方法がとられてきた。このようなゾーニング制は，当時の主要な産業であ
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り，かつ都市機能の中心であった工業と住居とを離し，市民の健康を公害から守るといった点では

有効な手段であった。

　しかし都市の機能が多様化し，産業の中心もかっての第2次産業から第3次産業へと変化した現

代では，土地利用純化を基調とする現行の都市計画手法は，現在問題となっている長時間通勤，都

市中心部の空洞化，大都市の慢性的な交通渋滞といったいわゆるインナーシティ問題をますます助

長している。

　そこで本論では，「適度の混合」というコンセプトによる土地利用計画を提案する。また，混合

的土地利用計画の基礎研究として，主観的で抽象的な「混合・純化」といった尺度を数値的に比較

する手法の提案を試みた。

キーワード：土地利用，混合，ゾーニング

　　　　　Land　use，Mix，Zoning

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉川博也・社会工学系〕

藤　平・　大　：　土石流に関する基礎的研究

Masaru　Tohei　　：　Fundamental　Study　on　Debris　Flow

　山問地域の防災計画においては土石流に関する知見が不可欠であるが，現在のところ，不明な点

が多い。土石流の内部応力の根拠であるBag．o1dのせん断試験実験は，実験の土石流とは条件が大

きく異なるため，①クーロン摩擦の存在の可否②せん断抵抗力の根拠などについて，依然として定

説が得られていない。そこで，充分に大きな無次元速度の得られる高濃度せん断試験を行うことに

よって，検討した。その結果，①土石流内にはBagno1dの示した動的な応力以外に，クーロン摩擦

の存在が存在する事がほぼ明らかになった。②せん断抵抗力は，衝突または接触の際の散逸に起因

する結果を得た。またこの様な流れは，問隙水圧が粒子の骨格応力の一部を受け持つ流れであるの

で，動的応力と過剰問隙圧の関係を調べる必要があり，斜面による流動化実験を行った。その結果，

過剰間隙圧が強く作用するのは土塊の上層に限られる事が明らかになった。

キーワード：土石流，高速せん断試験，クーロン摩擦，動的せん断力，動的聞隙水圧

　　　　　debris　flow，high－speed　stress　test，Cou1omb’s　friction，dynamic　shear　stress，dynamic　pore　pressure

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔天　田　高　白・農林工学系〕

時　岡　　　新　：　「同和地区」における住環境改善施策に関する一考察

ArataTokioka　　：　AStudyof　lmprovement　Policyat‘‘Buraku’I

　「同和地区」住環境改善施策は物的環境改善（ハード）の側面では一定の成果をあげつつも，住民

の「住まう」能力獲得・周辺住民との交流など（ソフト）の側面で課題を残している。本論では改善

計画「策定過程」の重要性に注目し，今後の課題を示す。「同和地区」住環境改善施策の本質的課

題とは物的な環境改善と住宅の建設を手がかりに，地区を単位とした「住まう」能力獲得を図るこ

とである。そのための「しくみ」づくりの鍵は，地区改善計画の「策定過程」にある。事例研究に
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よって，集合住宅建設を中心とした・「同和地区」改善における住民の「住まう」能力獲得のあり方

は，改善事業への住民参画とそれを支える事業主体（プランナー）の努力に大きく左右されることを

見出す。今後の「同和地区」住環境改善施策は，不良住宅の改善を端緒として，住民の主体的取り

組みに基づいた「まちづくり」へと発展していかなくてはならない。

キーワード：同和問題，「住まう」能力，住民参画，コミュニティ，まちづくり

　　　　　Dowa（Buraku）Problem，habitabi1ity，participation　in　planning，community，improveme叫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔谷村　秀　彦・社会工学系〕

富　沢　広　喜　：　微生物による有機塩素化合物の分解・除去

Hiroki　Tomisawa　：　8ioremediation　of　ch1orinated　aliphatic　organic　compounds　in　soils

　現在全国各地の地下水中からトリクロロエチレンなどの揮発性有機塩素化合物が検出され，これ

らが発ガン性を有することから大きな問題となっている。

　そこで私はバイオレメディエーション技術を実際の現場へ応用するための基礎的研究として，土

着微生物を活性化することによる有機塩素化合物の分解・除去法の開発，また国立環境研究所で分

離された肋物1o。畑兆sp．strain　Mの導入によりトリクロロエチレン汚染土壌の浄化手法の開発と

その評価について検討を行った。

　その結果，トリクロロエチレン0．2ppmにおいて，土着微生物による浄化では2週問以上の期間

が必要であったのに対し，M株を利用した浄化では僅か1日で分解が完了した。また高濃度の汚

染であっても炭素源や酸素を添加することにより分解が促進されることが明らかとなり，M株を

利用する浄化手法が，トリクロロエチレン汚染土壌に対する効果的な浄化手法であることが明らか

となった。

キーワード：トリクロロエチレン，揮発性有機塩素化合物，バイオレメディエーション，Methy1ocystis　sp，strain　M

　　　　　trichloroethylene，chlorinated　aHphatic　organic　compomds，bioremediation，Methylocystis　sp．strain　M

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

長　尾　明　子　：　植物におけるg1utathione　S－transferaseの誘導と薬剤耐性に関する研究

Akiko　Nagao　　　：　A　study　on　induction　of　g1utathione　S－transferase　and　tolerance　to　che－

　　　　　　　　　　micals　in　p1ants

　g1utathi㎝e（GSH）は，ほとんどの好気性生物細胞中に存在し，様々な親電子性化合物と抱合する

（グルタチオン抱合反応）。植物の場合，この反応により除草剤等の異物を無毒化している。この反

応を触媒しているのが，glutathione　S－transferase（GST）である。植物によって除草剤に対する抵抗

性に差があるのは，GST活性に差があるためではないかと考え，GST活性と薬剤耐性との関連に

ついて研究した。供試植物には，トウモロコシ，イネ，メヒシバ，タイヌビエの4種を用いて比較

した。薬剤処理には，除草剤preti1ach1or，薬害軽減剤fenc1orim，GST活性測定の基質である

CDNBを用いた。その結果，作物と．雑草を比べると，作物の方がGST活性誘導の割合が大きいこ
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とに加え，もとから内在するGST活性が高いため，それが薬剤耐性の大きさにつながると考えら

れた。また，各薬剤処理に特異的なGST活1性の誘導が示唆された。

キーワード：グルタチオンS一トランスフェラーゼ（GST），誘導，アイソザイム，基質，薬剤処理

　　　　　glutathion　S－transferase（GST），induction，isozyme，substrate，chemical　treatment

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔臼井健二・応用生物化学系〕

中　根　聡　子　：　市街化区域内農地の実態と展望

　　　　　　　　　　一一東京都練馬区を事例として一

Satoko　Nakane　：　The　Actual　Conditions　and　Prospect　of　the　Farm　in　Town　Zone

　様々な論議の的牛なってきた，市街化区域農地に対する宅地並み課税が平成5年から適用される

こととなった。

　宅地並み課税に対する社会的動きを整理すると同時に，東京都区部の農地の37％を占める練馬区

を事例地に選定し，分析をおこなった。市街化区域内農地が「宅地化する農地」と「保全する農地」

とに区分されるのをうけて，農地はどのような要因のもとに，今後30年間にかかわる経営計画を立

てたのだろうか。

　分析の結果から，営農条件のなかでは「販売金額」「労力」「後継者」「改善目標点」のなかに，

関連を見い出すことができた。農地が“資産”として保有されている中で，混乱と孤立のなかにも，

意欲と条件の揃う農家が，都市内に残っていっているのである。

　生産緑地としての農地の意義は，今後ますます深まるものと考えられるが，その将来性を示唆す

るものである。

キーワード：東京都練馬区，市街化区域内農地，指定割合，選択行動，教育的機能

　　　　　Nerimaku－Tokyo，farm　in　Town　Zone，appoint　rate，selective　action，educational　function

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔安　田　八十五・社会工学系〕

中　濱慎　司　：震災時における大規模ターミナルの人的危険性に関する研究

　　　　　　　　　　一新宿駅をケーススタディとして一

Shinji　Nakahama　：　A　study　on　passengers　risk　assessment　in　a　large　station　after　a　big

　　　　　　　　　　eahhquake　・・一・Case　Study　on　Shinjuku　Stationi

　都市空間が大規模化，高密度化している現在，震災時の危険性は益々高くなっている。その中で

も，特に大規模ターミナルは，複雑な空間構造を有しており，さらに地理に不案内な駅利用客が多

数滞留しているため，人的混乱による危険性が高いことが指摘されている。そこで本研究では，新

宿駅を対象駅とし，駅利用客の避難行動調査，避難シミュレーションの構築及び実験を行うことで，

人的危険性の定量的な把握を試みた。

　その結果，アンケート調査から震災直後の避難行動パターンは，駅構内の地点に依存しているこ

とがわかった。またシミュレーション実験では，避難完了時問は必ずしも駅利用客数に比例して長
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くなるというものでなく，その分布状況にも関連があることがわかった。また，この他にも火災の

発生や，避難誘導方策を様々に設定することで，火災による影響や避難誘導方策の有効性を数値デー

タをもとに探ることができた。

キーワード：大規模ターミナル，人的危険性，新宿駅，シミュレーションモデル，ヒアリング調査

　　　　　a　Iarge　station，Passengers　risk　assessment，Shinjuku　Station，simulation　mode1，questionnaire

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔熊谷良雄・社会工学系〕

中　吉　章　子　：　大規模地震による被災度と住宅耐震意識の関連分析

Akiko　Nakayoshi　：　A　study　on　the　relations　between　damages　by　big　eaれhquake　and　ear－

　　　　　　　　　　thquake　resistant　awareness　in　each　household

　大規模地震の被災直後，住民は一時的に耐震対策を講じることは既存研究で明らかにされている

が，長期的に見た場合，被災経験が教訓としてどれ程生かされているのか，に関しては現在の所明

らかにされていない。そこで，本研究では，地震の被災程度による住宅及び生活面における耐震意

識の格差を把握し，今後の世帯単位における耐災性向上に役立てることを目的とする。

　ケーススタディとして，1983年日本海中部地震時の被災地である秋田県能代市を中心に取り上げ

ている。被災世帯における現在の耐震対策及び規定要因を把握し，それらの関連を把握・分析する

ため，「日本海中部地震による住宅耐震意識に関する調査」を実施した。　　　　　　　　’

　結果として，大規模地震による被災程度の差は家屋構造等を変更する時点での配慮の仕方に違い

が生じることや，大規模地震による影響は10年も経過すると風化していること，等が明確になった。

キーワード：日本海中部地震，被災による教訓，住宅耐震意識，世帯単位，ヒアリング調査

　　　　　Nihon－kai－chubu　Earthquake1983，1essons－learn　of　earthquake　damages，earthquake　resistant　awareness，

　　　　　household，questionaire

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔熊谷良雄・社会工学系〕

西　　　祐　二　：　ε耐erObaCねr　C’OaCaeの菌体内エキソ型アルギン酸分解酵素の精製と諸性

　　　　　　　　　　質

Yuji　Nishi　　　　：　Purification　and　Some　Prope耐es　of1ntracellular　Exo－alginate　Lyase

　　　　　　　　　　f『Om’…nねrOわaCfer　C’OaCae

　E肋γoわα肋γoloαoαθ〃一1菌の菌体内エキソ型アルギン酸リアーゼをDEAE－Toyopear1

650M，Alginate－Sepharoseを用いたクロマトグラフィーにより電気泳動的に単一になるまで精製し

た。精製酵素の分子量は，SDS－PAGEで70，O00，ゲルろ過で140，000であったことから酵素は二量

体を形成していると推定した。酵素は，pH6－8，25℃以下で安定であり，酵素によるアルギン酸

分解の至適条件は，pH7，30℃付近であった。また，酵素活一性は，Mnα2により上昇し，CdC12，CuC12，

HgC12，ZnC12などの金属塩およびPCMB，NEM，SDSなどの修飾剤によって阻害された。さらに，

M一。ich，G－richおよび構造既知の3糖類に関して基質特異性研究を行ったところ，本酵素は基質の
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非還元末端側から作用し，不飽和単糖を生成すること，また，基質を広い範囲にわたって認識する

ことが判明した。

キーワード：アルギン酸，アルギン酸　リアーゼ，アフィニティー　クロマトグラフィー，エキソ型リアーゼの作用

　　　　　様式，エンテロバクター　クロアカエ

　　　　　alginic　acid，a1ginate1yase，affinity　chromatography，action　mode　of　exo・1yase，E〃θγoゐαo加γcloαcα2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日下部　　　功・応用生物化学系〕

酉尾麻里：輿奮性媒体におけるパターン分割

Mari　Nishio　　　：　QuantityAnalysis　ofSpatia1Pattems　in　Excitable　Media

　本研究では，生物・化学的情報が伝播する興奮性媒体中に現れる空間パターンの時問発展につい

て定量的検討を行った。観測対象としたBe1ousov－Zhabotinsky（B－Z）反応系は，細胞集団や神経に

おける情報伝播のモデルであり，渦巻パターンを形成する化学的興奮性媒体として知られる。空間

パターンの解析においては小領域への分割がその重要なステップとなるが，複数の渦巻が存在する

B－Z反応系では各渦巻の支配領域の境界線は明確に現れない。そこでカスプの速度に注目し，動画

像の速度ベクトル場解析の有力な手段である時空問相関法を適用して二つの渦巻の境界線を視覚化

することに成功した。また，パターンの時間発展を特徴づける各領域の面積や境界の周囲長，周波

数などを測定することができた。この方法を用いて渦巻の巻き方向から決まる系のキラリティと安

定一性について検討を行った結果，系全体は巻き数が小さくなる方向に時問発展する傾向がみられた。

キーワード：興奮性媒体，化学情報，Be1ousov－Zhabotinsky反応，空問パターン解析，時空間相関法

　　　　　excitab1e　media，chemical　information，Be！ousov－Zhabotinsky　reaction，spatia1pattern　ana1ysis，Spatio－

　　　　　tempPしa1correlation　method

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔島田秋彦・応用生物化学系〕

西　川　正　敏　：　オナガの貯食行動における給餌聞隔と群れ内順位の採餌行動に対する影響

Masatoshi　Nishikawa　：　Food　caching　behaviour　in　Azure－winged　Magpies　Cyanoρ1ca　cyana：

　　　　　　　　　　The　e市ect　of　feeding　inten’als　and　social　dominance

　飼育下のオナガを用いて貯食行動に及ぼす給餌間隔と群れ内順位の影響について調べた。時問あ

たり同量の餌を1日6時問，1時問と3時間の給餌問隔で与えたところ，相対的に供給が不安定な

3時間給餌の方が貯食の割合が多く，貯食の再利用までの時間も長かった。

　順位別に餌台での採餌行動を見てみると，直接採餌量は順位問で変わらないものの，貯食量は高

順位個体ほど多かった。貯食された餌は他個体によく盗まれたが，餌台で直接食べた分と自分の貯

食を再利用した分，そして他個体から盗んだ分を合わせた総採餌量は高順位個体ほど多かった。

　給餌間隔問別の採餌行動の違いから，オナガの貯食行動は後の餌不足に備えて行われる事が示唆

された。また，順位別の採餌行動の違いや最終的な総採餌量の違いから，オナガの貯食行動には他

個体から餌を確保する機能もあるという事が示唆された。
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キーワード：貯食行動，オナガ，順位，盗み寄生，給餌間隔

　　　　　food　caching　behaviour，Azure－Wi㎎ed　Magpies，Socia1dominance，Kleptoparasitism，Feedi㎎intervals

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔斎　藤　隆　史・生物科学系〕

西　口　　　満　：　枯草菌sc酬Aの機能ドメインと細胞内存在様式に関する研究

Mitsuru　Nishiguchi　：　Structure，functibn　and　subcel1u1ar1ocalization　of　small　cytop1asmic　RNA

　　　　　　　　　　of8ac〃1Us　suわ〃〃s

　環境汚染物質の分解酵素を，枯草菌を宿主として生産するために，枯草菌のタンパク質分泌機構

に関する基礎的な知見が必要である。本研究では，枯草菌のタンパク質分泌に関与するscRNAに

着目した。scRNAは特徴的な3つのドメイン構造を持つことから，各ドメインに特異的な機能が

局在していることが予想された。そこで，各ドメインを欠失させた変異scRNA遺伝子を作成し，

細胞内での機能を解析した。その結果，ドメインWがscRNAの機能発現に必須の領域であること

が明らかになった。ドメインI，1を欠失させた場合には，枯草菌の定常期の細胞増殖，内生胞子

の耐熱性と内部構造，菌体外プロテアーゼ活性に負の影響が現れた。また，scRNA－Ffhタンパク

質複合体の存在を証明し，複合体が細胞質だけでなく細胞膜にも局在することから，枯草菌におい

て，真核生物のSRP系と類似した新規なタンパク質分泌系が存在することが示唆された。

キーワード：枯草菌，低分子RNA，機能ドメイン，シグナル認識粒子，タンパク質分泌

　　　　　Bαc伽洲∫刎肋棚3，scRNA，functiona1domain，signal　recognition　partic1e，protein　secretion

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤　伊　　　正・生物科学系〕

野田竜治：レシチン改質のためのホスホリバーゼA2の固定化

Ryuji　Noda　　　：　lmmobi1ization　of　phospholipaseA2for　improvement　of　lecithin

　本研究では，レシチン改質に用いられるホスホリパーゼA2（PLA2）をより有効に利用するため

種々の方法で固定化を試み，活性および安定性を検討した。

　まず酵素を最も有効に固定化利用で’きる包括法によりPLA2を固定化したが，安定な固定化PLA2

を得ることはできなかった。

　次に，包括法と並び固定化方法としてよく用いられる担体結合法でPLA2を固定化した。粒子状

担体では，セラミック，IRA－94，MWA－1が比較的高い吸着量および活性を与えたが，高濃度基

質を用いた繰り返し回分反応では，2回目以降急激に活性は低下した。

　一方，不織布では，アクリル70％，キトサン30％を素材としたA3C3に固定化したものが

ユOOU／g－supportの活性を示し，高濃度基質を用いた繰り返し回分反応でも比較的安定で，5回目

の反応においても初期活性の約70％が維持されていた。

キーワード：レシチン，ホスホリパーゼA2，固定化，不織布，繰り返し回分反応

　　　　　Iecithin，phospholipaseA2，immobilization，non－woven　iabric，repeated　batch　reaction

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中　村　以　正・応用生物化学系〕
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浜田康夫：ゼブラフィッシュ初期胚を用いたキメラ作製と遺伝子導入実験

　　　　　　　　　　一ゼブラフィッシュ初期胚操作の基礎的研究一

Yasuo　Hamada　：　Making　chimeras　and　gene－transfer　experiments　in　early　zebrafish

　　　　　　　　　　embryos，the　basic　studyfor　manipulation　of　ear1y　zebrafish　embryos

　本研究では，水系に存在する化学物質のin　ViVoでの変異原活性を検出する遺伝子導入魚を，安価，

短期，大量に試験できるゼブラフィッシュで作製することを最終目標として，ゼブラフィッシュ初

期胚の胚操作技術をいくつか確立した。遺伝子導入個体の作製には，DNAを受精卵へ微量注入し

てゲノムに組み込ませたり，初期胚に細胞を移植してキメラ個体を作製するという2つの方法が考

えられ，それぞれについて基礎的実験を行った。その結果，胞胚期での割球細胞の移植により，胞

胚期の割球細胞は多分化能を有すること，さらに，そのキメラを育て移植された細胞が脱落するこ

となく成体まで保持され続けることを確認した。また，DNA微量注入法の確立とともに，マウス

hsp68プロモーターが初期胚で強力で普遍的な活性を示し，hsp68－lacZ遺伝子が遺伝子導入魚の簡

便な選択に利用できることがわかった。

キーワード：ゼブラフィッシュ，環境変異原物質，細胞移植，キメラ，遺伝子導入

　　　　　zebrafish，environmenta1mutagen，ce1l　trarsp1antation，chimera，gene　transfer

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤　伊　　　正・生物科学素〕

久　武　陽　子　：公益的機能を考慮した森林計画

Yoko　Hisatake　　：　The　forestry　management　p1anning　based　on　public　benefit

　森林の公益的機能と経済的機能は協調する状態が存在し，このような状態をつくる森林資源整備

も存在すると仮定し，目標計画法を用いて，森林の公益的機能を考慮した森林の経営計画を立案す

る可能一性を探り，森林資源整備のあり方を考察することを本研究の目的とする。

　モデルは，1期5年の10分期の動学モデルとし，アクティビティーは植林と伐採を考える。目標

は①経営収支の均衡②収穫の保続③収穫量の規制④水源溜養機能の発揮⑤土砂流出防止機能の発揮．

とする。

　結論は（1）二段林施業は経済目標・公益目標をバランス良く発揮させる（2）長伐期傾向は経済的・

公益的機能をバランスよく発揮するが森林経営を持続的にするために計画的で積極的な伐採も必要

（3）持続的経営のためには，まとまった面積の長期にわたる計画で，積極的な伐採を行う必要があ

る（4）数理計画法による森林経営モデルは森林計画の概要を示すことができる，となった。

キーワード：目標計画法，公益的機能，持続的森林経営，二段林施業，択伐林施業

　　　　　goal　programing，pub1ic　benefit，sustainable　forest　management，two1ayered　forest，selection　forest

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐　藤　洋　平・社会工学系〕
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藤田和男：C02固定オプトバイオリアクターによる藻類の最適生産と廃水の適正浄化

Kazuo　Fujita　　：　Optimal　Producti◎n　of’A1gae　Biomass　and　Proper　treatment　of　Waste

　　　　　　　　　　Water　by　C02fixative　Optobioreactor

　地球温暖化，又，閉鎖系生命維持システムヘの関心の高まりに伴い，藍藻∫加伽肋αルτ㈱｛8を

用いたC02固定装置の研究が各国の研究機関により行われている。本研究は以下の3点を目標とし

て行った。①光供給が最適となるリアクタ厚みの決定②増殖が最大となるNH3－N濃度の決定③白

動連続培養。藻懸濁液を透過する光の測定を行い，Beer－Lambe．t式で吸光係数を180．3（μmo1／m2・

s）とするとき良い近似を得た。光エネルギーと比増殖速度の関係を実験により求め，μm、、＝3，145

（1／d），Ki＝137．1（μmo1／m2・s）を得た。シミュレーションを行い，受光面積当たりの生産性が最

大となるリアクタ厚みは30cmと推算された。厚み3，5および10mmの平板型リ、アクタの面積当たり

の生産性値をシミュレーション値と比較すると，差は最大12．8％であった。NH3－N濃度と比増殖

速度の関係より，藻生産性が最大となるNH3－N濃度は30～40（mg／1）であった。10日問の連続培養

を行ったが生物汚染はみられず長期連続培養の可能性もある。

キーワード：スピルリナ，NH3処理，動力学モデル，連続培養，光バイオリアクター

　　　　　∫加閉1伽αμα士2れ∫｛∫、NH3treatment，Kinetic　mode1，Continuous　cu三ture，Optob三〇reactor．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕

堀　田　育　利　：　水稲の光合成・呼吸と生育に及ぼす大気中二酸化炭素濃度の影響

1kut◎shi　Ho廿a　　：　Effects　of　atmospheric　carbon　dioxide　concentration　on　photosynthesis，

　　　　　　　　　　respiration　and　growth　of　rice

　水稲に及ぼす高C02濃度の影響について，栄養生長期の光合成・呼吸と乾物生産等を中心に実

験・解析を行った。草丈，乾物重，分げつ数，比葉重では高C02による促進がみられたが，葉面積，

葉齢の処理問差はなく，高C02による促進は葉面生長に比べ乾物生長で大きく現れた。最上位展開

葉の葉長，葉面積，乾物重は高C02により増加し，個葉では葉面・乾物生長とも促進されることが

示されたが，高C02による下位葉の老化促進も示唆された。高C02による乾物増加は根で顕著であ

り，葉からの同化産物の転流及び根の無機養分吸収が活発に行われることが示唆された。純光合成

は高C02により顕著に増加し，高C02濃度下で起こる光合成の負の順化反応はみられなかった。暗

期の呼吸は高C02処理開始直後に抑制されたが，高C02による純光合成量の増加に応じて増加した。

高C02による乾物生長速度の促進は，純同化率の増加によるものであり，平均葉面積は影響しなかっ

た。

キーワード：光合成，高C02，呼吸，水稲，生長

　　　　　E1evated　C02，Growth，Photosynthesis．Respiration，Rice

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔及　川　武　久・生物科学系〕
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堀　畑　まなみ　：　精神科医療におけるインフォームド・コンセント

　　　　　　　　　ーその法律学的側面からの研究一

Manamiトlorihata　：　lnformed　Consent　in　PsychiatW

　　　　　　　　　■the　study　of1egal　side　approach一

　本論文は，精神科医療における医師一患者関係について，患者の自己決定権の視点からインフォー

ムド・コンセントを積極に解し，法律専門家，医療専門家，患者家族会への配票調査を通して，実

態を踏まえた考察を書いたものである。

　精神科医療においては，一般医療と異なり，同意能力の問題が重要な位置を占めている。又，社

会防衛的見地から強制入院が認められるという機能を精神科医療は持っており（ポリス・パワー），

それに対し純粋に精神科の患者に治療を実施することを国の責任とする意見（パレンス・パトリエ

もしくはパターナリズム）がある。

　一般医療においてパターナリズムが医師一患者関係モデルの主流を占めている現在，関係の再構

築のためにインフォームド・コンセントが主張されていることからすれば，パターナリズムの介入

が社会的機能から認められる精神科医療を研究することは意義深いとし，研究した。

キーワード：インフォームド・コンセント，自己決定権，パターナリズム，同意能力，医師一患者関係

　　　　　Informed　Consent，Autonomy，Paterna1ism，Competence，Doctor－Patient　Re1ationship

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔下條信弘・社会医学系〕

正木征樹：ニンジン懸濁培養細胞におけるアセトラクテート合成酵素阻害剤に対する抵

　　　　　　　　　　抗性機構の研究

Seiki　Masaki　　：　Study　of　to1erance　mechanism　for　aceto1actate　synt11ase　inhibitors　in

　　　　　　　　　　carrot　cell　suspension　culture

　水田用除草剤ベンスルフロンメチル（BSM）は分岐鎖アミノ酸生合成に関わるアセトラクテート合

成酵素（ALS）を阻害することによって殺草作用を示す。この薬剤は顕著な効果を示した為に大量に

使用され，抵抗性雑草の出現をまねいた。これらは抵抗性のALSを持っていると考えられており，

ニンジン細胞を用いた研究によって抵抗性機構を調べた。また，化学構造の異なるALS阻害剤が

幾つか知られており，それらを用いた実験も行った。結果，BSM抵抗性細胞の生育は他の阻害剤

に対しても交差抵抗性を示した。異なる化学構造をした阻害剤は阻害形式が異なっていたが，BSM

抵抗性細胞ともとの細胞では相違は見られなかった。．抵抗性のものと，もとの細胞のALSをゲル

ろ過にかけると，共に2つのピークを示し，後のピークのみ阻害剤による阻害が見られた。抵抗性

のものは阻害が弱く，解離状態のALSが抵抗性を獲得することが抵抗性機構と考えられる。

キーワード：ベンスルフロンメチル，アセトラクテート合成酵素，除草剤抵抗性，分岐鎖アミノ酸，交差抵抗性

　　　　　ALS，ALS　inhibitors，o1igomeric　forms，binding　forms，acetoin　synthase

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔臼井健二・応用生物化学系〕
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増田　健：ソフトツーリズム資源としての農村空間の経済的評価

　　　　　　　　　　一横浜市寺家ふるさと村を事例として一

Ken　Masuda　　：　Economicvaluation　of　rural　space　as　so涜tourism　resource

　　　　　　　　　　－A　case　studyon‘‘Jike　Furusato－MuraI’vi1lage　in　Yokohama一

　最近，大規模な開発をせずに自然豊かな農村そのものを活かした，ソフトッーリズムの概念が提

唱されている。本研究は，ソフトツー）ズムに活かされる農村空間について，その環境的資源の経

済的価値を旅行費用法を用いて評価することを目的としている。さらに，求められた貨幣的価値を

もとに，ソフトッーリズムエリアとしての農村空間の維持管理費用と比較検討し，農村におけるソ

フトツーリズムの推進について考察を行った。評価対象地域は横浜市寺家ふるさと村とした。

　2つのタイプの旅行費用法で求められた寺家ふるさと村のソフトッーリズム資源としての評価額

は，約7000万～2億5000万の範囲であると試算された。この結果は，農村そのものがツーリズム機

能としての価値ある資源であることを明らかにし，環境的価値の高い自然活性型のツーリズムを推

進する際の，国や各地方自治体など公共団体による助成め理論的根拠を提示している。

キーワード：ソフトツーリズム，旅行費用法，農村空間，消費者余剰，経済的評価

　　　　　soft　tourism，trave1cost　method，rural　space，consumer　surp1us，economic　va1uation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐藤洋平・社会］；学系〕

松［浦　一　夫　：　エネルギー課税による二酸化炭素排出量抑制とエネルギー需要構造に関する

　　　　　　　　　　考察

Kazuo　Matsuura　：　A　study　on　the　Japanse　primary　energydemand　structure　and　taxon　the

　　　　　　　　　　energy　consumption　to　reduce　C02emissions

　本研究では，炭素税導入による一次エネルギー需要構造の変化を明らかにし，二酸化炭素排出量

を抑制し石油・天然ガス依存度の低い一次エネルギー需要構造への転換を促進するエネルギー課税

について考察を行った。

　モデルは産業連関プログラミングモデルを用い，課税方法は炭素税，エネルギー税（Btu税），炭

素／エネルギー税（Ec型エネルギー税）についてシミュレーションを行った。結果として，炭素税・

炭素／エネルギー税では政府目標の二酸化炭素排出量を達成出来るが石油・天然ガス依存度が上昇

することが明らかとなった。一方，エネルギー税では政府目標の二酸化炭素排出量は達成困難であ

るが，長期的な一次エネルギー需要構造の面からは石油依存度を低下させることが出来ることが明

らかとなった。

キーワード：エネルギー，課税，二酸化炭素，Btu，構造

　　　　　energy，taxation，C02，Btu，structure

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河野博忠・社会工学系〕
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松川真吾：酵素反応によって制御される合成高分子系のゾル・ゲル転移及び体積相転移

　　　　　　　　　　に関する研究

Shingo　Matsukawa：　Enzymatically　Controlled　Sol－Gel　Transition　and　Vo1ume－Phase　Transi－

　　　　　　　　　　tion　of　Synthetic　Polymers

　まず，酵素反応によるpH変化を利用した合成高分子系のゾルーゲル転移の制御を検討した。ポ

リビニルアルコール／棚酸水溶液は高pHでゲル状となり，低pHでゾル状となる。これにウレアー

ゼとグルコースオキシダーゼを溶解し，鉄球と共に半透膜チューブに詰め，外部溶液より基質を作

用させた時の鉄球の落下速度測定により粘度観察を行った。その結果，尿素と糖の作用に応じて，

アンモニァまたはグルコン酸の発生によるpH変化によりゲル化とゾル化を繰り返した。次に，酵

素反応で制御でき亭体積相転移の応答性向上を検討した。N一イソプロピルアクリルアミドゲルは

33度付近に転移温度を持つので，ゲル重合中にこの温度以上になると部分的に収縮状態となり，不

均質な構造を持つゲルとなる。この様な条件下で合成したゲルは，0度で合成した均質なゲルに比

べて，温度，pH，基質濃度などの外部環境変化に応じた体積変化の応答性が良いことが確認された。

キーワード：酵素反応，ゾル・ゲル転移，体積相転移，ポリビニルアルコール，N一イソプロピルアクリルアミド

　　　　　Enzymic　Reaction，So1－Ge1Transition，Volume　Phase　Transition，Po1y（viny1a1coho1），N－isopropy1acry1amide

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

松林毅樹：二種のマルハナバチの働き蜂による共同営巣と幼虫管理行動の種間比較

Tsuyoshi　Matsubayash1　：　Comparison　of　brood　caring　behavior　in1aboratory　nest　by　two　workers

　　　　　　　　　　of　different　species

　社会性昆虫に対する一種の寄生に社会寄生という現象がある。社会寄生が生じると，寄主は次世

代を残せないので，社会性が保持されるためには何らかの調節機構が必要である。本研究では寄主

が寄生者を識別する可能性について考察した。社会寄生の生じた巣では寄主と寄生者の働き蜂は共

同営巣すると報告されている。しかし，実際には寄主の働き蜂の社会寄生状況下での行動は通常の

営巣活動と異なるのではないかと考え実験を行った。材料にトラマルハナバチとウスリーマルハナ

バチの働き蜂を用い，実験的に一種の幼虫を二種の働き蜂が養育するよう共同営巣させ，この混合

巣内における働き蜂の幼虫管理行動を観察比較した。そして，異種幼虫に対する働き蜂の幼虫管理

行動の頻度は同種に対するものと比べ少ないことが分かった。社会性昆虫においては種問関係を考

えるうえで社会寄生やこれによって生ずる行動変化を考えに含めるべきことが示唆された。

キーワード：トラマルハナバチ，ウスリーマルハナバチ，共同営巣，幼虫管理，杜会寄生

　　　　　Bo榊b〃∫d〃2γ∫洲Smith，Bo榊わ一｛∫洲∫〃召〃5｛∫Radoszkowski，cooperative　behavior，brood　caring　behavior，so－

　　　　　cial　parasitism

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤井宏一・生物科学系〕
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南　　　　博　：　家族利用に対応した公的観光レクリエーション地区整備に関する研究

Hiroshi　Minami　：　A　study　gn　the　Public　sightseeing　and　recreationa1facilities　zone　for

　　　　　　　　　　fami1y　uSe

　本研究では，一般的な働き盛り世代が気軽に利用でき，かつ観光資源に恵まれない地域において

も整備可能な余暇空問の方向性を探るため，公的観光レクリエーション地区制度に着目し，地区管

理者・利用者双方の特性・意向等を把握するため三つのアプローチで調査を行った。

　複数地区の管理責任者に対する聞き取り調査では，現状の最大の課題として就労環境・経営環境

の悪さが明らかになった。茨城県常北家族旅行村の地区利用者に対するアンケート調査では，利用

者の行動・意向に関する同地区運営に即応性の高い諸情報及び公観レク地区に汎用性のある諸情報

の把握において成果があった。同地区の管理者参加による累積KJ法では，将来の方向性として地

区の高級化を目指したいという意向を構造化できた。

　一連の調査を踏まえ，問題を解消する公観レク地区整備の方向性として，地区相互の連携，地区

の規模・性質に見合った職員数の配置等を提案した。

キーワード：公的観光レクリエーション地区，家族利用，ケーススタディ，アンケート調査，累積KJ法

　　　　　Public　sightseeing　and　recreationai　facilities　zone，famiiy　use，case　study，questionnaire，cumulative　KJ

　　　　　Method

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔谷　村　秀　彦・社会工学系〕

宮　川　克　広　：　都市直下の地震発生時における火災被害への対応方策に関する研究

Katsuhiro　Miyakawa　：　A　study　on　urban　fire　countermeasures　after　a1ocal　ea市hquake

　本研究は，都市の直下地震による火災を対象として広域的に消防隊を運用するシミュレータとし

て「消防応援隊運用システム」を構築し，それを活用した実験を行うことで，どの様な対策が地震

による被害の軽減につながるかを研究することを目的とする。

　また，既存研究の調査・分析および消防関係者へのヒアリング調査の実施から消防応援隊運用シ

ステムを構築し，これを活用したシミュレーション実験を行った結果から，火災被害を軽減する対

策に関する提言を行う。

　本システムは，消防応援隊の派遣開始時間を選択することで，対応の違いとして被害に差が生ず

る。

　また本システムによって実験を重ねた結果，延焼面積において対応の違いにより，明確な差が表

れることが確認できた。このことから，直下地震発生時は早期に被災地域を見極めるとともに，応

援隊の派遣を早期に行うようなシステム作りが望まれる。

キーワード：直下地震，消防応援隊，エキスパート・システム，シミュレーシ．ヨン，地震対策

　　　　　1ocal　earthquake，support　of　fire　brigade，expert－system，simu1ation，earthquake　disaster　countermeasures

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔熊谷良雄・社会工学系〕

一48一



宮　崎公仁子　：　日本における環境教育概念の現状

Kuniko　Miyazaki　：　The　present　si仙ation　of　concepts　of　environmental　education　in　Japan

　環境問題に対する関心が高まる中，我が国でも環境教育の研究や実践が盛んに行われるように

なった。しかし，その体系化は依然として行われておらず，望ましい成果が現れていない。

　本修士論文では，現在日本の環境教育の指導者が環境教育をどのように捉え，そしてその概念と

してどのようなものを考えているのかを明らかにすることを目的としている。そのために，それぞ

れについての調査を日本の環境教育において中心的な役割を果していると考えられる，日本環境教

育学会会員を対象に行った。

　その結果，全体として見ると学会員の考え方は，学際性を備えた総合的なものであるが，個人個

人の考え方は，その人の立場によって差があることが明らかになった。従って今後は，環境教育に

関する全般的な定義，概念を明確にし，それを基にそれぞれの指導者が白分の役割を自覚して指導

を行っていくことが必要と考えられる。

キーワード：環境教育，概念，考え方，日本環境教育学会会員，自由連想法

　　　　　Environmental　Education，concept，recognition，The　members　of　the　Japanese　Society　of　Environmenta1

　　　　　Education，free　association　method

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中　山　和　彦・電子・情報工学系〕

宮　下　雄　次　：　熱帯モンスーン地域における地下水の水質形成に関する研究

Yuji　Miyashita　　：　Hydrochemica1evo1ution　ofgroundwater　in　thetropical　monsoon

　本研究では，熱帯モンスーン気侯であるスリランカにおいて，地下水の水質形成のメカニズムを

明らかにすることを目的とし，地下水に対する降水や蒸発の影響を一般水質及び水の安定同位体比

を用いて解明することを試みた。

　研究対象地域をスリランカ中南部とし，地域内5都市において月降水量の観測及び採取を，また

対角線に沿った1g地点において地下水の観測及び採水を1ヶ月間隔で行い，93年1月から7ヶ月問

行った。

　その結果，地下水は空間的及び季節的に降水量の変化に大きな影響を受けており，地下水への酒

養は降水量の多い雨季にのみ行われ，乾季における少ない雨はほとんど蒸発してしまう事が同位体

比から明らかになった。

　また，乾季における地下水の溶存物質濃度の上昇の原因は，地下水体の直接的な蒸発による濃縮

の影響は僅かであり，大部分は高濃度の土壌水による滴養などによるものであることが考察された。

キーワード：熱帯モンスーン，安定同位体，蒸発，地下水，水質形成

　　　　　Tropica1monsoon，stab1e　isotope，Evaporation，Ground　water，Hy〔1rochemica1evolution

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田　瀬　則　雄・地球科学系〕
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宮脇成生：侵入植物の生態学的特性とその管理に関する研究

Shige・nari　Miyawaki：　The　eco1ogical　prope市es　and　managements　of　invasive　plant　species

　現在日本には600種以上の帰化植物が生育しており，その多くが携乱依存的な戦略をもつ1～2

年生草本である。本研究でも，埼玉県南浦和市特別天然記念物田島ケ原サクラソウ白生地の保護区

周辺でも28種の帰化植物を確認したが，その大部分が保護区周辺の道路・観察路に生育していた。

しかし，オオブタクサは保護区内部深くまで侵入し，分布域も広く，保護区面積の約3分の1を占

めていた。さらにオオブタクサ個体密度が高い場所ほど出現種数が減少する傾向が認められた。保

護区の生物多様性を維持するためには，オオブタクサの早急な駆除が必要である。そこで，実測し

た生活史パラメータを用い，土壌シードバンクを考慮した個体群動態モデルによるシミュレーショ

ンによって，芽生え駆除の効果を検討した。その結果，オオブタクサの芽生えの90％以上を毎年継

続的に駆除しないかぎり，オオブタクサを根絶することは不可能であるという結果が得られた。

キーワード：生物学的侵入，侵入植物，撹乱依存的戦略，土壌シード・バンク，個体群動態モデル

　　　　　bio1ogica1invasion，invasiveplant　species，rudera1，soi1seed　bank，popu1ation　dynamics　mode1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔鷲谷いづみ・生物科学系〕

山　下、貴　則　ワサビプロトプラストによるキチナーゼの効率的な生産と回収

Takanori　Yamas11ita　　：　　Efficient　production　and　recovery　of　chitinase　by　Wasabja1aρon応a　pro－

　　　　　　　　　　toplasts

　植物組織より誘導した培養細胞は，その培養環境の制御が容易なために，安定した培養を効率的

に行うことが可能で有用物質の生産に利用されている。今回の研究では，細胞から細胞壁を除いた

“プロトプラスト”に注目し，アルギン酸ゲルによる二重固定化および細胞壁の再生阻害剤（2，

6－Dich1oroben．onitri1e）の利用により“プロトプラスト”の状態を長期間維持するという特異的な

培養環境を作り出し，プロトプラストの利点を有効に利用して，有用物質生産を行うことを目的と

した。実際にwα∫α肋切㎝づoα（ワサビ）プロトプラストを用い，キチナーゼの効率的生産を行った

結果，培養初期から高いキチナーゼ活性を得ることができた。次にこれらの実験結果を基に，フラ

スコからカラム型リアクターにスケールアップを行い，さらに培養中にキチナーゼの生産物阻害を

考慮したキチナーゼの回収システムを開発することにより長期的なキチナーゼの大量生産に成功し

た。

キーワード：ワサビ細胞，プロトプラスト，キチナーゼ，二重固定化，2，6一ジクロロベンゾニトリル

　　　　　Wα8α仇αプψ㎝｛むα，protoplast，chitinase，Immobi1ization　of　doub1e　gel　fiber，2，6＿dich1orobenzonitrile

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕

山　下　哲　也　：　スポーツ型余暇行動の楽しみ方と阻害要因の分析

Tetsuya　Yamashita　：　An　Ana1ysis　of　Peop1e’s　Behavior　on　Spoけs　Leisure

　杜会的背景の変化により余暇時問を充実して過ごすための環境づくりが非常に重要な計画課題の
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一つとなってきている。様々な余暇空間・余暇行動の中でスポーツ活動に対する志向は世代を問わ

ず高まる傾向にある。そこで，本研究ではスポーツ型余暇行動に関して（1）世代別，種目別に個人

の楽しみ方とその阻害要因，（2）スポーツと同時にどのようなことを楽しんでいるのか，（3）楽しむ

場所，を探り，スポーツ型余暇行動のための基礎的情報を得ることを目的とする。まず，既存の研

究・調査資料等を収集，整理して人々の余暇行動に関する概要を把握し，上記の目的にそってスポー

ツ参加に関するアンケート調査を実施した。その結果を用いて①スポーツ連関表作成②スポーツ・

レジャー連関表作成③現行スポーツ将来スポーツ連関表作成・スポーツ型余暇行動に対する阻害要

因の分析という手順で研究を進めた。

キーワード：余暇，スポーツ，健康，楽しみ方，阻害要因

　　　　　1eisure，sports，hea1th，P1easure，obstac1es

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石見利勝・社会工学系〕

山下尚之：新川下流部における炭素・窒素・リンの動態

Naoyuki　Yamashita　：　Carbon，nitrogen，and　phosphorus　dynamics　in　lower　reaches　of　River

　　　　　　　　　　Sinkawa，the　town　of　Tsuchiura

　新川は土浦市街を流下し霞ヶ浦に流入する低地小河川である。．その下流部では夏期に植物プラン

クトンが大発生し問題となっている。本研究では新川下流部において炭素・窒素・リンの動態につ

いて調査するとともにシミュレーションを行い，次のようなことが分かった。①総生産量は8月，

9月に高く12月に低くなり，0．15～8．6go2／m2／dという範囲である。②低泥から窒素の溶出はほと

んどがアンモニアの形であり，その溶出速度は31～73mg／m2／dである。③シミュレーション値に

大きな影響を及ぼすパラメータは植物プランクトンの死滅速度，セストンの沈降量などである。④

桜川から浄水を導入すれば新川のクロロフィル濃度，有機物質濃度ともにかなり低減される。

キーワード：新川，シミュレーション，炭素，窒素，リン

　　　　　Sinkawa，simulation，carbon，nitrogen，phosphorus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔前　田　　　修・生物科学系〕

山　田　一　隆　：　嫌気環境下における微生物共生系に関する研究

　　　　　　　　　一嫌気性原生動物τ〃〃ema　CO㎜ρreSSumの捕食細菌選択性とメタン発酵

　　　　　　　　　　への寄与について一

KazutakaYamada　：　Food　selectivity　and　contribution　to　the　methane　digestion　by　the

　　　　　　　　　anaerobic　ci1iateτr1mye㎜a　comρressum　under　an　anaerobic　condition

　原生動物は狭食性で，その消長は系の細菌相に大きく依存する。余剰汚泥の低減など排水の嫌気

処理において有用と考えられる微小動物を反応槽内に定着させるため，嫌気性原生動物繊毛虫類

丁γ伽ツ舳α。o卿伽3舳の細菌捕食特性について考察し，さらにその細菌捕食消化活動を通じて生成

される代謝産物からメタン発酵における原生動物の役割について検討した。その結果τ
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c㎝仰∬舳には明らかに捕食細菌選択性が認められたが，その消長に影響を及ぼす因子を捉えるこ

とはできなかった。またτc㎝仰∬舳は細菌の捕食活動を通じて酢酸を主成分とした有機酸を生

成し，同時にメタン生成細菌との共生系によりメタンを生成した。酢酸は物質の嫌気分解における

重要な中間産物でメタン生成細菌の基質となることから，τ。o肌仰∬舳の存在は余剰汚泥の低減

とともにメタン発酵にも大きく貢献しているものと思われた。

キーワード：嫌気性原生動物，細菌捕食特性，共生メタン生成細菌，嫌気共生微生物，メタン発酵

　　　　　Anaerobic　ci－iate，Trimyema　compressum，food　bacteria，methanogenic　endosymbionts，methane　digestion

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

山本隆彦：地域開発型林道の多目的性に関する考察

　　　　　　　　　　一剣山林道を事例として一

TakahikoYamamoto：　Astudyofversatilityofforestroadplannedforthepurposeofdevelop－

　　　　　　　　　　ing　sec1uded　areas　among　the　mountains

　　　　　　　　　　－in　thθcase　of　Tsurugi＿san　forest　road一

　森林資源の総合利用による地域主体の山問地域の振興を実現するために配慮する必要のある事項

を，地域開発型林道の事例について，その道路の構造と路線の配置を通じて考察した。剣山林道は

利用維持管理共問題が多い。

　山問地域の振興を図るために，地域が主体となって地域開発型林道事業を導入する場合には，地

域開発型林道の本来の目的である，森林資源の総合機能を酒養し利用して地域を開発することがで

きるよう，道路構造の面では自然環境の保全と道路構造の安定性に留意し，路線の配置の面では地

域間の交流，流域およびより広い地域の人や産業の利用と参加が可能なようにすべきである。

　これらのことが地域開発型林道の多目的性である。

　特定の目的を選定して利用することではなく，森林資源の総合機能に対応する多くの目的機能が，．

いずれも発揮されることにより，その総合的な相乗効果によって，個々の利用目的も達成される性

質のものである。

キーワード：地域開発，森林開発，森林保全，多目的林道，相乗効果

　　　　　Local　area　development，developing　of　forest，conservation　of　forest，mu1tipurpose　forest　road，mu1tip1icated

　　　　　effect

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔多田　　敦・農林工学系〕

吉崎理華：塔型バイオリアクターにおける酸素供給に関する研究

Rika　Yoshizaki　　：　Oxygen　Supply　Characteristics　in　a　Tower　Reactor

　塔型バイオリアクターは，廃水処理装置として利用された場合には，従来の活性汚泥法と比べて

所要面積が約半分ですみ，余剰汚泥も少ないという利点をもっているが，下降流部における酸素供

給が困難であることから，操作条件によっては溶存酸素不足を起こし，処理機能が低下する。本研
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究では，この問題を解決するため，まず菌体の酸素消費によって下降流部の溶存酸素が不足するこ

とを理論と実験によって明らかにし，次いで塔型バイオリアクター内で起こっている溶存酸素の増

減の状態を撹拝槽を用いて模擬し，リアクター内の溶存酸素濃度を通気量によって制御し良好な結

果を得た。制御は，コンピューターを用いて行った。また，リアクター内の酸素消費が変動するよ

うな場合には，制御パラメータを対応して変化させることが，有効であった。以上のことから塔型

バイオリアクターの下降流部における溶存酸素濃度の制御は可能となると思われる。

キーワード：塔型バイオリアクター，溶存酸素，下降流，PID制御，物質移動

　　　　　tower　reacter，dissolve（l　oxygen，down　flow，PID　contro1，mass　transfer

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

吉村　治　子　：　霞ヶ浦周辺に住む中学校生徒の『霞ヶ浦に対する意識』についての研究

HarukoYoshimura：　Research　on　t11g　Range　and　the　Structure　of　Cognition　of　the　Lake　Kasu－

　　　　　　　　　　migaura　Conceived　byJunior1－ligh　School　Students

　霞ヶ浦はその周辺の住民にとって環境教育の題材として格好のものといえるが，教育の実践に先

立って，教育の対象となる学習者が霞ヶ浦をどうとらえているかを知る必要がある。本研究では霞ヶ

浦周辺に住む中学校生徒の霞ヶ浦に対する意識を明らかにした。調査方法は自由連想法，制限連想

法を用いた。調査は土浦市，出島村，麻生町からそれぞれ1校の中学校を選択，中学2年生110名

前後を対象とした。実施期問は1993年11月中旬から12月にかけてであった。霞ヶ浦に対する意識は，

くさい・きたないといったマイナスイメージや，霞ヶ浦の大きさに関するイメージなどには共通な

部分がみられたが，地域の特異な景観や産業，アオコや漁業の影響など，その地域の環境が大きく

作用していることも分かった。このことは霞ヶ浦を題材に環境教育を行う場合，その地域の実情に

合わせた学習活動が必要であることを示している。

キーワード：霞ヶ浦に対する意識，自由連想法，制限連想法，クラスター分析，概念構造図

　　　　　cognitive　structure　of　Lake　Kasumigaura，free　association　method，contro11ed　association　method，cluster

　　　　　ana1ysis，directed　graph

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

鷲山裕史：ギンブナCarass1us舳ra仙slangsdor〃とブルーギルLeρo耐s
　　　　　　　　　　maCrOC〃川Sの形態と行動の相違に基づくオオクチバス〃クCroρね川S

　　　　　　　　　　Salm01deSの捕食選択

Hirofumi　Washiyama　：　Prey　preference　of　Largemouth　bass，〃わroρね川s8almo〃es，based　on

　　　　　　　　　　morphological　and　behaviora1differences　between　Crucian　carp，

　　　　　　　　　　Ca7ass他s　au『a仙s’angsd0榊，and　B1uegill，Leρom1s　macroc榊川s

　ギンブナとブルーギルを被食者として用い，オオクチバスの捕食選択実験をおこなった。その結

果，ギンブナを選択的に捕食した。この捕食選択を被食者の形態と行動の違いから検討した。
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　ブルーギルの捕食処理時間はギンブナよりも長かった。形態的にブルーギルは体高が高く，背鰭

に束束条を持つ。体高が高くなるにしたがい，捕食処理時問が増加した。ブルーギル背鰭切断個体は

無処理個体と比較して，捕食処理時問が短くなった。オオクチバスめモデルを見せた場合，ブルー

ギルはギンブナよりも静止した個体が多くみられた。オオクチバスは移動する個体を選択し，最初

に捕食行動（アタック）をおこなった。

　ブルーギルは形態的に体高が高いこと，背鰭に辣条があること，行動的にはオオ．クチバスを発見

すると，静止することにより，相対的にオオクチバスからの捕食を回避していることが明らかとなっ

た。

キーワード：ブルーギル，オオクチバス，捕食選択，捕食処理時間，捕食者回避

　　　　　Blue　gi11，Large　mouth　bass，Prey　preference，Hand1ing　time，Predator　avoidance

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔斎　藤　隆　史・生物科学系〕

渡　邊　　　努　：　メタンモノオキシゲナーゼ遺伝子の分子遺伝学的研究

Tsutomu　Watanabe：　Molecu1ar　analysis　of　the　methane　m◎nooxygenase　gene　of〃e肋γ1oc炸

　　　　　　　　　　s脆sp．strainM

　トリクロロエチレン（TCE）による地下水汚染が近年深刻な問題となっている。メタン資化性菌に

属する肋物1o。ツ8眺sp．M（M株）はTCE分解能を持ち，この菌が有する可溶性メタンモノオキシゲ

ナ」ゼ（sMMO）がTCE分解のキーエンザイムである。本研究では，M株のsMMO遺伝子のクロー

ニングおよび塩基配列の決定を行った。

　まず，M株DNAのジーンライブラリーを作成し，メタン資化性菌に属する〃〃舳o功。れ舳

OB3b株のsMMO遺伝子のDNA断片をプローブとしてハイブリダイゼーションを行い，sMMO遺

伝子全領域を保持するプラスミドPWM3を得た。この挿入断片の一部をシーク干ンスした結果，

〃〃舳03卿づ舳OB3b株並びに〃oα柳1伽3（Bath）株が有するsMMOと相同性の高さが示され，

その活性中心の構造もOB3b株とBath株と類似している事が示唆された。また，sMMO遺伝子を

異種細菌へ導入し発現させる道が開かれた。

キーワード：トリクロロエチレン，メタン資化性菌，肌吻1oc畑｛∫sp，M，メタンモノオキシゲナーゼ，ジーンライブ

ラリー

　　　　　trichloroethy1ene，Methanotroph，吻肋ツ1ocツ曲8sp．M，methane　monooxygenase，gene　library

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中原忠篤・応用生物化学系〕

安　哲暗：画像処理による橋梁景観の評価に関する研究

Ahn　Seokト1◎　　：　A　Study　of　the　Estimationa1A－proach　on　the　Bridge　Landscape　by

　　　　　　　　　　Simulation

　本研究では，望ましい橋梁景観のあり方を検討するため，住民と橋梁との係わりという視点から

「橋梁の周辺環境との調和」についそ現況の橋梁景観を調査し，評価傾向を把握するとともに，い
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くつもの構成要素の複合的な影響を明確に把握する。構成要素をある基準のもとに定量的に変化さ

せ，その結果を用いて選定した都市内中規模河川を対象に，コンピュータ画像処理によって作成し

た種々の整備案を呈示し，評価傾向を把握する。その結果と橋梁に対する意識構造との関連につい

て検討し住民の様々な特性整備案の評価や選択にどのような影響を与えるかを明らかにするととも

に，周辺橋梁の有する様々な機能を調和・整合させ，多くのバリエーションの中から地域に受け入

れられる最適なものを選択するための基礎的資料を得ることを目的とする。

キーワード・：橋梁景観，SD法，因子分析，クラスタ分析，画像処理

　　　　　Bridge　Landscape，SD　method，Factor　analysis，Cluster　analysis，Simu1ation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩　崎　駿　介・杜会工学系〕

姜　　　蛉　求　：　民間活カを活かす市街地再開発事業に関する事例的研究

　　　　　　　　　　一埼玉県大宮市のソニックシティを事例に一

Kang　Young　Ku　：　A　Study　on　the　Urban　Redevelopment　Pro吟ct　with　Public－Private　Pa竹一

　　　　　　　　　　nership

　　　　　　　　　　－8ased　upon　the　Case　of　SON1C　ClTY　in　Omiya　City一

　この論文は昭和50年代後半以降，日本においてさまざまな諸事情によって導入された民間活力に

ついて，公有地を用いて，官民の役割分担を明確にした官民共同事業として昭和63年建設された大

宮市のソニックシティを事例として取り上げ，公共的事業分野における民問活力導入の方法及びこ

のような事業を行うことによって生じる問題点と改善の方法について考察することを目的とする。

　研究方法としては，ソニックシティの建設目的がどの程度達成されたかによる内部効果分析と周

辺市街地への影響による外音匡効果分析を行った。分析の結果，民間活力の活用ができるのは，大都

市とか地方の中核都市の中心商業地に限られるのではないかと思われる。しかし，各自治体におい

ては民間参入の障害となる要因（これは各白治体によって異なる）を解決することで民間活力をうま

く利用することができると思う。

キーワード：再開発，等価交換，提案競技，第三セクター，公有地

　　　　　Redeve1opment，equiva1ent　transfer，proposa1system，tertiary　sector，pubhc1and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔谷　村　秀彦・杜会工学系〕

黄　哲　巫＝（叢〕：東アジア砂漠地域におけるエアロゾルの光学的厚さの季節変化

HuangZhecong：　Aseasonalvariationofopticalthicknessofaerosoloverthedese吋in

　　　　　　　　　　east　Asia

　本研究は1991年1月から1992年9月まで，中国甘粛省の張抜でエァロゾルの光学的厚さの観測を

行った。サンフォトメーターを用いて，エアロゾルの光学的厚さの季節変化を調べた。本研究では，

解析により，砂漢地域に浮遊するエアロゾルの量，粒径分布の季節変化を黄砂現象と関係づけなが

ら解明した。観測されたデータにより，四つの波長とも，エアロゾルの光学的厚さは春季，秋季に
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大きく，夏季，冬季に小さい二山型の変化傾向を示した。また，エアロゾルの光学的特徴によって，

冬季に大き．い粒子の量が多く，夏季に小さい粒子の量が多い’ことが分かった。それはエアロゾルの

粒径分布は季節変化があることを示唆している。観測データの解析により，砂漢のエアロゾルの光

学的厚さはオアシスよりも平均して約2割大きいことが分かった。

キーワード：光学的厚さ，エアロゾル，砂漠，オアシス，季節変化

　　　　　Optical　thickness　Aeroso1，Dust，Oasis，Seasonal　variation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔甲斐憲次・地球科学系〕

秦　　　万　通　：　中国における大規模運河開設の社会的便益一費用分析

Qin　Wan　Tong　：　The　Social　Cost－8enefit　Analysis　of　Building　the　Large　Canal　in　China

　1．研究の背景と目的　中国では，現在交通輸送の不足は経済発展のネックになってきている。

本研究では，現在計画中の「南水北調用水路」プロジェクトの通航問題について，運河の汚染対策

にも配慮しながら，公共投資規準の一つとしての杜会的便益一費用分析の方法を用いて，通航の社

会経済的実行可能性を判定する。

　2．使われたモデルと研究結果　運河整備関連投資による経済波及効果を計測する際に産業連関

分析における均衡産出高モデルを用いて分析した。また，運河貨物輸送量の増加によっても・たらさ

れる経済波及効果を計測する際に，地域問産業連関プログラミングを用いて，大型コンピュータ∵

で，最適化計算を行って，算出した。本研究は交通施設投資についての経済波及効果を数量的に計

測することができた。2000年に華中地域と華東南地域の間に輸送施設不足のため，年に523億元の

GNP低下。運河開設は年25億元のGNPを創出できる。

キーワード：社会的便益一費用分析，最終的な総合評価，投入産出分析，最適計画法，生産誘発

　　　　　Social　cost■benefit　ana1ysis，Summary　eva1uation，input－output　ana1ysis，optima－programming，tab1es　on　in－

　　　　　duce〔1domestic　products

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河野博忠・社会工学系〕

　　　　　　　　　　ソバの試験管内大量迅速育種育苗

SupotRomchatngoen　：　Micropropagation　and　breeding　of　buckwheat（戸agoργ川m　esc〃eη汕m

　　　　　　　　　　Moench．）Plants肋y杵o，

　There　are　severa1kind　of　prob1em　soi1and　c1imate　in　the　wor1d　which　give　different　environmen－

ta1stress　to　p1ants．Demands　of　environmenta1stress　to1erant　p1ants　seems　to　be　increasing　with　the

increase　in　environmenta1prob1ems，food　shortage，improvement　of1ife　of　rura1peop1e　and　so　on．

　Buckwheat　has　special　characteristics　such　as　environmanta1stress　tolerance，name1y　co1d　to1er－

ance　and　drought　to1erance．It　a1so　has　high　nutritive　va1ue，name1y　qua1ity　protein　content，rich　VB1

and　rich　vitamin　P，and　growth　in1ow　ferti1e　land．Demands　of　bucwheat　seems　to　be　increasing．

　To　this　aspect，a　contribution　of伽〃材γo　techniques　to　environmenta1problems　in　the　g1obe　is　im一

一56一



agined．

　App1ication　of伽〃〃γo　techniques　in　buckwheat　p1ants　are　expected　to　be　usefuI　or　he1pfu1to　im－

prove　the　condition．

　In　the　present　study　we　de1t　with　micropropagation　of　buckwheat　p1ants　through　organized　sys－

tems，plant1et　regeneration　from　disorganized　systems，and伽切肋f1owering．

　（ユ）Micropropagation　procedure　was　achieved　in　the　medium　containing20μM　BAP．

　（2）Adventitious　shoot　induction　from1eaf　exp1ants　and　hypocoty1es　derived　ca11us　was　achieved

f・MMS・・B5m・di㎜・・pP1・m・・t・dBAP・・dNAA5－20μM．

　（3）F1ower　inducation伽〃〃γo　was　achieved　by　cu1turing　excised　shoots　from3week－o1d　seed1ings

on　the　medium　containing1μM　KN．

キーワード：伽〃γo，buckwheat，ax川aryshoots，adventitiousshoots，breeding

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Dr．Ko．o　Ishi。。ka，D。．Shigeru　Hisajama・応用生物化学系〕

沈　健明：東京都都心地域の事業所集積動向と成長地域の類型化

Shen　Jianming　：　The　Analysis　on　the　Office　Acumu1ating　Trends　and　the　Classification　of

　　　　　　　　　　Growing　Area　in　Tokyo　Downtown

　近年，東京都心部では業務の拡大に伴って住宅の空洞化が進むとともに住宅地区であった地域に

おいても業務商業機能の混入が見られ，新しい職住混在地域を形成している。本研究は先駆研究を

踏まえて，バブル経済の従前と従後において都心地区の居住，業務機能の空間構造の変化を明らか

にするものである。

　本研究では，町丁目を単位とした統計データを用い，都心の千代田，中央，港，台東，文京，豊

島，新宿，渋谷，目黒，品川の10区（1020町丁目）を研究対象とし，業務集積状況及び変容状況を明

らかにするため，コンター分析，クラスター分析，相関分析などを中心に展開することとした。

　結論としては，既存研究に指摘された軸，環，帯，竿という都心空問構造の概念を確認すること

ができたほかに，高田馬場，早稲田，曙橋，六本木，麻布台（虎ノ門）新しい成長拠点の形成するこ

とを明らかにした。

キーワード：東京都心地域，事業所集積，コンター分析，クラスター分析，成長地域の類型化

　　　　　Takyo　Central　Area，Office　Acumulation，Count　Analysis，C1uster　Ana1ysis，Classification　of　Growing　Area

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日端康雄・社会工学系〕

都　　　麗　生　：　湖における富栄養化の制御に関する比較研究

Deng　Lisheng　　：A　comparative　study　on　the　contro1of　Eutrophication　in　lakes

　現在，湖の富栄養化について様々な研究が行われている。富栄養化の原因や，削減対策について

発表された文献がたくさんあるg富栄養化対策の現状を把握するために多くの文献から問題点を取

りまとめることが重要だと思われる。富栄養化が普通望ましくないことだと考えられている。それ
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は富栄養化が多くの場合には人間の水利用を妨げているからである。結果として貧栄養化より富栄

養化した湖は普通の利用に制約されている。富栄養化水塊の特徴は生産性が高い，すべての栄養段

階ではバイオマスが高い，アオコの現象がよく発生する，温度成層期間底層水が無酸素状態になる，

つねに動物と植物の種類が少ない，沿岸帯水生植物の量がふえ，そして水質が悪い。富栄養化の制

御は主に二種類の方法に分けている，（1）外部栄養塩負荷の削減。（2）内部栄養塩負荷の削減。その制

御方法について本論文で討論した。

湖，富栄養化，制御，栄養塩，東湖

　　　　　1ake，eutrophication，contro1，nutrient，Donghu　lake

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔前　田　　　修・生物科学系〕

河　判道：「東京都における道路交通混雑費用の内部化による混雑緩和効果計測」

　　　　　　　　　　一混雑費用の地域負担に関する研究一

1－la　Pan　Oo　　　　：　An　analysis　on　the　e行ects　of　r◎ad　congestion　relief　by　the　intemalization

　　　　　　　　　　of　congestion　cost　in　case　of　Tokyo

　　　　　　　　　　－A　study　on　the　payment　by　area　to　intemalize　the　congestion　cost■

　大都市の道路交通混雑による混雑費用を減らすために交通容量を増やす政策をとることにした。

交通容量を増やすことには膨大な費用が必要である。財源確保の一つの方法として混雑費用を内部

化する。既存の研究では道路混雑費用の負担者を白動車の使用者（交通による受益者かつ混雑の原

因者）である（混雑費用を直接的に現場で徴収）と言われているが，この論文の基本論拠である混雑

費用の負担者は都市地域の交通の発生源と誘発源（自動車交通のODを発生する施設物の持ち主）で

ある（混雑費用を間接的に事後徴収）という新しい論理をとった。論文の目的は混雑費用が内部化さ

れたとき，混雑が激しい道路の幅員を増やすことによる混雑緩和効果を計測，混雑費用の負担者は

東京都の交通の発生源と誘発源であることの証明，推計された混雑費用をトリップ当たりの負担額

を算出することである。

キーワード：混雑費用，使用者負担，地域負担，混雑緩和，トリップ

　　　　　Congestion　cost，payment　of　user，payment　of　area，Congestion　releif，Trip

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　野　博　忠・社会工学系〕

潟　　輿東　：低ClN比畜産廃水の間欠曝気法による硝化・脱窒に関する実験

Feng　Xing　D㎝g　：　Removal　of　nitrogen　and　phosphorus　from　Swine　Waste－Water　at　Iower

　　　　　　　　　　C／N　ratio　By　in廿ermittent　aeration　process

　活性汚泥法による豚舎廃水処理の前処理法として，メタン発酵に関する研究が進んでいる。メタ

ン発酵後の消化脱離液のc／N比は2－5の間になり，問欠曝気活性汚泥法の硝化・脱窒の効率が

低下する。このc／N比を上げるための方法として，①炭素源の投入②NH4－Nの除去，の二つがある。

メタノールなどの炭素源を投入してC／N比を上昇させる方法が一般に採用されているが，2次処
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理での炭素源の処理負荷を高め，ランニングコストを上昇させる。そこで，筆者はNH4－Nを除去

する方法を検討した。適正pH7－9で，NH4－NはMg塩とリン酸塩の添加により，難溶性ストラバ

イト（MgNH4POぺ6H20）の結晶沈澱として除去できる。このNH4－Nを結晶化するための実験と

NH4－N結晶化後の液の硝化・脱窒実験を行った。（ユ）合成廃水の場合，反応温度（25℃），反応時間

（1h），反応温度とpHの交互作用が，NH4－Nの除去率に大きな影響を与えているのが明らかとなっ

た。（2）豚舎廃水の場合，pH7．5，NH4：P04：Mg＝1：O．9：019の時，NH4－Nの除去率が高く，

90％以上に達し，c／N比が8以上になった。（3）問欠曝気法でこの結晶化処理した豚舎廃水を24h

処理した時，残留NH4－N濃度は2mg／1に達しNH4－Nの除去率は99％に達した。

キーワード：低c／N比，硝化・脱窒，間欠曝気法，畜産廃水，結晶化

　　　　　1ow　C／N－atiol　remova1of　nitrogenl　intermittent　aeration　process・swine　waste　waterl　crysta1lization

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕

ヂ　性二：地球温暖化における二酸化炭素排出規制に関する研究

　　　　　　　　　　一韓国の二酸化炭素排出構造分析を中心に一

Yoon　Sung　Yee　：　A　study　on　the　regulations　of　carbon　dioxide　emissions　as　for　green－

　　　　　　　　　　house　effect

　　　　　　　　　　－the　analysis　of　emission　structures　of　carbon　dioxide　in　case　of

　　　　　　　　　　Korea一

　韓国の生産部門のC02の排出が産業別にどういった構造か，どういう要因がC02排出に最も大

きな影響を与えているか，また，この結果に基づいて長・短期的視点のC02管理法案を考察する

ことが目的である。

　生産部門のC02排出量を産業間の連関中で直接的なものでなく，問接的排出されたC02の量ま

で考慮できる産出モデルを使用した。国内の最終需要の変化，輸出・輸入の変化，排出係数の変化，

技術変化などの効果がC02排出にどんな影響をどの程度与えたかに対して分析した。IPCCの開発

途上国についてC02許容排出量の勧告案に基づいてC02排出規制方案と削減方法の分析をおこ

なった。

　短期的には誘発係数を中心に考えて誘発係数が高い産業だけを部分削減するのが最も最適である

と判断され，長期的には技術変化の趨勢を維持し，最終需要の増加にもとづく排出増加を抑制すべ

きである。

キーワード：地球温暖化，二酸化炭素排出量，レオンティエプモデル，二酸化炭素排出規制

　　　　　greenhouse　effect，amount　of　carbon　dioxide　em｛ssions，leontief　mode1，regu1ations　of　carbon　dioxide　emis－

　　　　　SiOnS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔河　野　博　忠・社会工学系〕
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楊暁要：中国集合住宅における接客行為と平面構成に関する研究

Yang　Xiaowen　　：　A　Study　on　the　Guest－Receiving　Behaviors　and　Planning　of　the　Dwel1ing

　　　　　　　　　　Houses　in　China

　　　　　　　　　　iWith　the　City　of　Beijing　as　an　Example■

　中国集合住宅平面構成の発展歴史においては，初期に旧ソ連の集合住宅の設計方法を単純に模倣

したが，その後，自国の社会的，経済的事情にふさわしい構成に変わっていた。その中で，建設数

量は一番多く，顕著な特徴を持つプランは「庁型住宅」である。既往研究によれば，接客行為が臥

室に持ち込まれるという公的行為と私的行為の同居・混乱という住矛盾がよく見られる。これは庁

の面積が狭いこと，また接客する相手との親しさによっても接客する場所が変化すること等が理由

と考えられる。

　本論文では，行為・空間・文化を中心にして，住居者と社会のふれあいとしての住居内の接客行

為に着目し，現在中国集合住宅における接客行為と空間の対応を把握した上で，接客行為の空間構

成を明らかにして，住居者の生活要求と住空間の矛盾を検討した。さらに今後の中国集合住宅の平

面構成の発展方向について提言を試みた。

キーワード：中国集合住宅，接客行為と空問，公的行為，私的行為，平面構成

　　　　　dwelling　houses　of　China，guest－receiving　behaviors　and　space，public　behaviors，private　behaviors，

　　　　　弓・hit・・t…1p1…i・g

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔谷村秀彦・社会工学系〕

劉　　　　　度　：　草原群落の現存量と二酸化炭素フラックスの季節変化

Sha　Liu　　　　　：　Seasonal　changes　of　biomass　and　carbon　dioxide　flux　in　a　grass1and

　植物の群落は光合成と呼吸作用によって地球炭素循環に大きな役割を果しています。いままで，

群落上のC02の純交換は作物などの単純な農業生態系はよく研究されてきましたが，野生種から

構成した森林や，草原などの群落の研究例は少ない。本研究は多種の草本種からなる草原群落の現

存量の季節変化を明らかにするとともに，野外で徴気象方法を応用し，草原群落の二酸化炭素フラッ

クスの日変化と日射・気温などの徴気象因子との関連を解析しました。この研究によって草原群落

の種組成および種別の現存量の季節変化が分かりました。それに対応して群落上のC02フラック

スの日変化と季節変化の特徴も明らかになりました。群落上のC02フラックスと日射量の間には

直線的な関係が存在しましたが，同じ日射量でも，C02フラックスが午前高い夏型と，あまり差が

ない秋型と，午前の方が低い冬型のパターンが見られた。

キーワード：草原群落，現存量，徴気象，C3，C4植物，二酸化炭素フラックス

　　　　　grassland，biomass，micrometeo1ogy，C3，C4p1ant，C02，C02flux

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔及　川　武　久・生物科学系〕
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林　　　　　虹　：　農村集落における生垣の保全に関する研究

　　　　　　　　　　一つくば市若森を事例として一

HongLin　　　：　AResearchonthePresen’ationoftheHedgesintheRuralDistricts

　　　　　　　　　　－A　Case　Study　of　Hedges　in　Tukuba　Wakamori一

　茨城県つくば市若森では戦後，集落の社会条件の変化によって，家庭内の労働力や労働時間が減

少した。このため，主に1960年代に，生垣を管理する労働力の不足，管理費用の高騰という主に管

理上の要因，および道路舗装の影響，境界が明示できないという要因により生垣が減少した。集落

の半分以上の生垣がブロックに変化し，生垣の樹種もシラカシ，モチノキから管理しやすいイヌツ

ゲに変化した。一方，農村景観の構成要素としての生垣は，住みやすい住居環境の保全，狭い道路

での安全な垣根として現在でも役に立っており，住民側の保全意識も高い。このことから，生垣の

管理費用などの負担を軽減するために，補助金等の支給をする，道路舗装の時に生垣保全の対策を

立てる，境界の明示をはっきりさせるような生垣の設計・施工を考える，生垣の利点や生垣の保全

に対する住民の意識を高めるという生垣の保全施策を行えば，生垣の保全と新しい生垣の創出が期

待できる。

キーワード：農村集落，生垣の管理，生垣の保全，補助金，住民の意識

　　　　　rura1districts，management　of　hedges，preservation　of　hedges，subsidy，consciousness　of　inhabitants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

芝原真紀：東北タイにおける村人による森林の利用と管理について

　　　　　　　　　　一コンケン県ノントン村15区を事例として一

Maki　Shibahara　：　Uses　and　management　of　community　forests　by　villagers　in　no市heast

　　　　　　　　　　Thailand

　　　　　　　　　　IAcasestudyintheNonT110ngvi1lage一

　本研究はタイ王国と特にその東北地方をとりあげ，政府による森林利用の規制と管理，地域住民

による森林の利用と管理の実態とその変化を明らかにすることを目的としている。方法として，第

一に，第1～7次国家経済社会開発計画中の森林政策と国家森林政策，森林利用を規制する法律を

概観した。第二に，政府が行ってきた住民参加を必要とする植林事業内容を検討した。第三に，既

存文献によって，東北地方における在来の森林利用と管理を明らかにした。最後に，一村落をとり

あげ，聞きとりと一部調査票を用いた調査から1960年代以降の森林利用と管理の実態と変化を経済

的・社会的要因とあわせて具体的に明らかにした。結果として，地域住民が自主的かつ多様に森林

を利用し管理してきているが，法律上，その権利を保障されていないこと，また森林利用から排除

されてきたこと，などが明らかになった。いくつかの提言を加えた。

キーワード：地域住民，森林利用，森林管理，森林政策，森林法

　　　　　peoples，forest　uses，forest　management，forest　policy，forest　Iaw

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩崎駿介・社会工学系〕
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庄　司　麻　子　：　環境中における組換え微生物の挙動とその環境影響評価及び遺伝子の挙動に

　　　　　　　　　　関する研究

Mako　Shoji　　　：一Su～ival　and　impact　of　genetically　engineered　microorganisms　and　fate

　　　　　　　　　　of　plasmids　in　the　environment

　組換え微生物の開放系利用に際しては，組換え体の環境申での挙動及び生態系への影響を評価し，

その安全性を十分把握する必要がある。’本研究では組換え体を追跡するためのマニカーとして水銀

耐性遺伝子を組み込んだ組換えプラスミドpSR134を導入して各種組換え微生物を作成し，水系マ

イクロコズム，水土壌系マイクロコズム中での組換え体の生残性，組換え遺伝子の安定性及び組換

え体の生態系への影響について検討を行った。

　水系マイクロコズムにおける各種組換え体の生残性は，宿主によって異ならていたが，死滅のパ

ターンはほぼ同様であった。本研究で用いたマーカーはいずれの宿主においても有効で，環境中で

の追跡が可能であった。水土壌系マイクロコズムにおいて組換え体は，接種後一ケ月で約ユ／ユ000

に減少した。さらにいずれのマイクロコズム試験においても，環境中の各微生物数への組換え体接

種による影響は認められなかった。

キーワード：組換え微生物，生残性，影響，水系マイクロコズム，水土壌系マイクロコズム

　　　　　genetically　engineered　microorganism，surviva1，impact，aquatic　microcosm，water－soil　microcosm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔石塚白告造・応用生物化学系〕

須　山　　　建　：　新川を流下するセストンの組成に関する研究

Takeru　Suyama　：　Seasonal　change　in　conposition　of　sestonic　ma廿er　in　lowland　River

　　　　　　　　　　Shinkawa，in　the　T◎wn　of　Tsuchiura

　本研究は，新川のセストンの量と組成を調べて，この川の汚濁原因を考察するための基礎資料を

得ることを目的とする。3．2kmの区問に17の測点を設け，月1回の割合で通年採水を実施して，セ

ストン中の有機炭素・タンパク質・炭水化物・クロロフィルa・DNA・ATP・A1・Fe・Mn・P・Ti

の濃度を測定した。その結果，新川下流部では流下時問が著しく長いために藻類が内部発生し，夏

季に集積するアオコも例外でなく多くは河川内で自発生したものであること，流下時問の短縮によ

り下流部における藻類の自発生及びアオコの集積を抑制できること，流量の増大により霞ヶ浦への

リンの負荷が増大する恐れがあることがわかった。新川のアオコ対策としては流量の増大と流域の

下水道整備を同時に実施することが最適であること，下流部と同様の河道拡幅を上部まで行うこと

によりアオコの集積域が拡大する恐れがあることが考察された。

キーワード：新川，セストン，アオコ，河道拡幅，流下時間

　　　　　seston，River　Shinkawa，chiorophy1｝、POC，ATP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔前　田　　　修・生物科学系〕
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永井　猛：カボチャ根導管液の不定根形成と葉の成長に対する効果

Takeshi　Nagai　：　Effects　of　root　xylem　sap　on　adventitious　root　formation　and　leaf　growth

　　　　　　　　　　in　sq■」ash　p1ants

　根で根毛から吸収された水は，内皮細胞を通過して導管を通り地上部へと送られる。導管を流れ’

る液（導管液）は，無機イオンのみならず根の内皮や維管束細胞から分泌された様々な有機物質も含

んでいる。このことは，導管液が単に水分や無機イオンの供給だけでなく，地上部に様々な生理作

用を与える物質を含む可能性を示唆している。本研究では，カボチャを用いて地上部での不定根形

成や葉の成長に対する導管液の影響を検定した。

　根導管液には，胚軸における不定根形成を促進する顕著な効果が認められ，80％エタノール不溶

画分に促進的な，可溶画分に阻害的な効果が見られた。この活性は熱処理によっても失われなかっ

た。さらに，可溶画分をゲル濾過により分画したところ，分子量2～3千の画分に不定根形成促進

活性の存在が見い出された。

　また，根導管液は，水に比べて第ユ葉の成長を促す効果が見られた。

キーワード：根，導管液，不定根，カボチャ，葉

　　　　　root，xy1em　sap，adventitious　root，squash，leaf

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔藤　伊　　　正・生物科学系〕

花　立　大　民　：　集落単位でみる地域農業の変動要因分析

　　　　　　　　　　一原子カ発電開発．導入地域を事例として一

Daimin　Hanadate　：　An　analysis　of　the　change　factors　in　regional　agriculture　as　viewed　by

　　　　　　　　　　rura1foming　communities：a　case　study　on　the　development　area　of　a

　　　　　　　　　　nuc1ear　power　station

　本研究では，原子力発電開発という特徴的な開発が行われた地域の農業に着目し，開発の影響を

明らかにし，それを踏まえ，地域農業の変動要因を集落単位に把握した。具体の対象地域として，

福島県第一・第二原子力発電所のある4町を取り上げた。

　マクロ分析によると，地域農業は自治体問による差異があるものの，開発が進められた1970年を

起点として大きく変動した。開発による人口増加をはじめとして，さまざまな影響が及ぼされたこ

とに起因すると考察できる。開発全盛期における農家戸数は，県との比較でその減少が抑制される

一方，農業就業人口の減少は顕著である。

　集落単位にみるミクロ分析によると，農家変動は集落における農業の活発さに関連していたと言

える。また，集落の農業構造が，農家戸数の変動を規制する一要因となることが明らかになった。

とりわけ，資本整備，経営形態が農家戸数の変化を規定する強い要素である。

キーワード：地域農業，原子力発電所，開発地域，農業集落，変動要因

　　　　　regional　agricu1ture，nuclear　power　station，development　area，ruraI　farming　community，change　factors

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔佐　藤　洋　平・社会工学系〕

一63一



深瀬　豊：植物細胞懸濁培養系からの優良細胞の探索および効率的取得法の開発

Yutaka　l＝ukase　　：　Development　of　a　method　for　identification　and　selection　of　elite　cells

　　　　　　　　　　in　plant　suspension　culture

　植物細胞懸濁培養系からのViabi1ityの高い優良細胞の効率的取得法の開発を目的とした。Wα∫α一

肋α畑〃oα（ワサビ）細胞を実験に用いた。Viabi1ityはF1uorescein　diacetate（生存活性の評価）と

F1uostain．I（プロトプラストの細胞壁再生能力の評価）の両者を用い，それぞれ蛍光強度に基づき定

量的に評価した。Viabi1ityが低下しない最適条件で，集塊表層の細胞から順番にプロトプラスト

を単離し，集塊表層と内部のプロトプラストを分離して獲得した。表層の細胞から得たプロトプラ

ストは高いViabi1ityを有していた。また，集塊サイズが異なっても集塊表層の細胞から得たプロ

トプラストは皆同様に高いViabi1ityを有しており，Viabi1ityの高い優良細胞は集塊表層に存在す

ることが示された。細胞をアルギン酸ゲルで固定化し，ゲルからの漏出細胞を回収することで集塊

表層に存在するViabilityの高い優良細胞を効率的に取得することが可能となった。

キーワード：ワサビ細胞，生存活性，プロトプラスト，懸濁培養，細胞集塊

　　　　　Wα∫州α切舳α・・111・i・bi1itylP・・t・p1・・t，…p…i・…1t・一・，・・1王・g9・・g・t・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕

藤家　寛：地区計画制度によるスプロール地域での市街地整備に関する一考察

Hiroshi　Fujiie　　：　A　Study　on　the　Possibility　of　Land　Use　Control　with　the　District　Planning

　　　　　　　　　　System　in　Urban　Sprawl　Areas

　地区計画制度は一般規制を超えたコントロールを届出勧告制度という行政指導で住民の参加と協

力により弾力的に行うものである。スプロール地域でランダムに発生する建築，開発行為の計画的

制御は従来からの都市計画の課題であるが，これを地区計画制度で行う場合，届出勧告制度の担保

力，地区施設の整備負担，合意形成への住民参加が重要な論点である。

　市町村担当者ぺのアンケートやヒアリング，現地調査等の運用実態調査の結果，予定道路の活用

は極少数であり，地区の従前の状況によっては道路計画が中骨格道路に留まっており，道路位置指

定の誘導が事実上機能していない状況が明らかになった。届出勧告制度は計画内容をほぼ完全に担

保しており，弾力的手法として高く評価されている。この弾力的手法を支える，住民の計画内容へ

の参加，理解，周知は全体的に高いとは言えないが，一部の白治体での積極的活動が確認された。

キーワード：地区計画制度，スプロール地域，届出一勧告制度，地区施設，住民参加

　　　　　district　p↓anning　system，urban　spraw王area，notification　and　advice　system，district　faci1ities，citizen’s　par－

　　　　　ticipation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日端康雄・杜会工学系〕
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柳　下　広　司　：　都市河川におけるホタルを指標としたビオトープ再生に関する研究

　　　　　　　　　　一横須賀市岩戸川を事例として一

Hiroshi　Yagishita　：　A　Study　on　Recovery　of8iotope　in　Urban　Water　System

　　　　　　　　　　－A　Case　of　lwato　River，Yokosuka　City一

　本研究は，ビオトープとして都市河川を再生することで，再び生息が可能となる水生動物を探る

ことを目的とした。調査の結果20種が確認された。比較的よい水域に生息する種も確認された。生

物学的水質判定ではα中腐水性と判定されたが，ミズムシが圧倒的な優占種となっているためであ

り，都市河川の生態系の不安定さを示すものと思われる。オニヤンマとカワトンボの幼虫が確認さ

れたが，カワトンボは放流されたものが定着した可能性が高い。したがって，飛翔して移動する水

生昆虫でも自然に移入できるものは限られているといえる。また，底質によって種数・個体数に違

いが見られた。実験によって種数の少ない砂質の場に，レンガや落ち葉を設置することによって，

水生動物の種数・個体数が増加することが示された。生物相の再生には人為的な手段の効果が大き

いこと，水田や斜面林と一体となった生態系として保全することで多様な種が移入してくることが

示された。

キーワード：ビオトープ，水生動物，再生，移入，都市河川

　　　　　biotope，aquatic　anima1s，recovery，immigration，urban　water　system

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕

崔　　　柄　洋　：　自然環境の総合評価と環境配慮指針作成に関する基礎的研究

　　　　　　　　　　一白山国立公園スーバー林道沿線地域を事例として一

ChoO　Byung－Yang：　A　basic　study　on　assessment　and　consideration　of　natural　environment

　　　　　　　　　　－AcasestudyinNationalParkofHakusan一

　土地自然の価値を総合的に把握し，持続可能な自然資源の利用のあり方を求めることが目的であ

る。1997年森林開発，地域振興を目的とする白山スーパー林道地域を対象地域とする。対象地域は

ブナが主で，崩壊や雪崩が多く，その斜面には高茎草原があり，大型哺乳動物が生息している。研

究の方法は地理情報システム（GIS）を用いて重ね合わせにより，分析・評価を行った。分析は，植

生の自然度や土地の危険度を用いて保全すべき自然環境を検討した。動物は植生を用いて生息環境

のポテンシャルを求めた。対象地域は森林開発がほとんどなかったため，優れた自然環境をもち，

大型哺乳動物の生息密度が高く，地形の危険性や開発によるインパクトが自然環境に大きく関係す

る。そのため，リゾート地の適当な利用や，危険性のある所の保全を考えた配慮指針により，白然

環境の保護保全を図らなければならない。

キーワード：保全，自然資源，持続的開発，地理情報システム

　　　　　conservation，natura－resources，sustainab1e　development，Geographic　Information　Systen（GIS）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔糸　賀　　　黎・農林学系〕
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劉　　　裕　國　：　ヘチマ繊維体を固定化担体とした酵母の培養系によるアルコールの生産

Liu　Yu－Kuo　　　：　lmmobilization　of　microbial　cells　in　loofa　sponge　and　its　app1ication　to

　　　　　　　　　　ethanol　production

　微生物細胞培養において，固定化培養法は多くの点で懸濁培養法より優れている。しかしながら，

従来の固定化担体には様々な問題点があるため，天然繊維であるヘチマ繊維体の利用を考えた。本

研究では，この繊維体を固定化担体としてアルコールの発酵生産にっいて検討を行った。まず，ヘ

チマ繊維体の物性を測定した結果，孔隙率および比孔隙容積が大きいので，微生物の固定化担体と

して，好ましい物性を有していることが明らかとなった。次に凝集性酵母をヘチマ繊維体に効率的

に固定化する方法を確立した。この繊維体に固定化した酵母を用いて，35回以上のシュークロース

からエタノールヘの繰り返し回分培養が可能であった。また，連続培養を行った場合，500時間以

上の安定性を示し，さらに工業生産の観点からモラセスを基質としてエタノールの連続生産を行っ

た場合でも，500時間以上の長時間培養を行っても安定であることを確認した。

キーワード：固定化，ヘチマ繊維体，付着性担体，エタノール生産，モラセス

　　　　　immobilization，1oofa　sponge，adhesion　carrier，ethano1production，molasses　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田中秀夫・応用生物化学系〕

茅　野　ゆ　り　：　ブラジルの先住民保護政策と先住民の領土

　　　　　　　　　　一アマゾンにおける土地をめぐる葛藤一

Yuri　Kayano　　　　：　1ndian　policy　and　lndigenous1and　in　Brazil

　　　　　　　　　　－Land　confliction　in　Amazonia一

　現在ブラジルには約23万人の先住民族が国土の約10％に居住している。国家拡張の下で絶滅の危

機に曝されてきた先住民族がなぜ「統合」を拒み領土を希求してきたのかを解明するために「保護

政策」を検証した。

　研究方法としては，①植民地化から現代までの地方統治の概観，②1960年代以降のアマゾン開発

計画の分野別検討，③先住民保護政策’と政府機関の実状および④現在の先住民領土の認定方法，状

況について既存の文献，資料を中心にまとめた。更に，カヤポ族を取り上げ，金採掘や道路建設が

激化したパラ州一帯で領土を獲得する過程を追うことにより，統合を拒み伝統的な土地で存続する

先住民社会の直面してきた諸問題を調査した。

　アマゾン開発計画は先住民「保護政策」を取り込み土地，生命を制度・実質共に侵害したが，保

護政策の改善と共に，自治の権利を認め促進することが必要となっている6

キーワード：先住民族，先住民保護政策，国家統合計画，軍事政権，先住民領土

　　　　　indigenous　popu1ations，indian　policy，National　Integration　Program（PIN），milita1y　administration，indige－

　　　　　nous1and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔岩崎駿介・社会工学系〕
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白　川　千　尋　：　マラリア対策プロジェクトの受容をめぐる人類学的研究

　　　　　　　　　　一ヴァヌアツ共和国の薬剤添付蚊帳配付プロジェクトを事例として一

Shirakawa　Chihiro　：　An　anthropological　study　on　the　acceptance　of　malaria　control　project：

　　　　　　　　　　in　case　of　t11e　permethrin　impregnated　bed　net　project　of　Republic　of

　　　　　　　　　　Vanuatu

　ヴァヌアツ共和国では，マラリアが保健・環境面での重要課題として認識されており，これに対

処するべく現在WHOの支援の下に殺虫効果のある薬剤を染み込ませた蚊帳を住民に配付するとい

うプロジェクトが実施されている。このプロジェクトでは住居参加型のマラリア対策が言旺われてい

るが，当の住民達がプロジェクトに積極的に参加していないという問題が生じてきている。

　本研究では，プ甲ジェクトの実質的な担い手であるヴァヌアッの人々の災因論とマラリア理解の

あり方を明らかにし，それらとの関連性の中でプロジェクトの内包する問題を捉え，考察すること

を目的とした。現地調査で得た知見からは，西洋医学的概念としてのマラリアの災因論に占める比

重の低さ，マラリアを重大な疾病として捉えていない人々の姿勢といった点から，プロジェクトの

問題が最終的に派生しているものと結論するに至った。

キーワード：マラリア対策，薬剤添付蚊帳配付プロジェクト，災因論，マラリア理解，住民参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉　川　博　也・社会工学系〕

鈴木　渉：フィリピン火山灰土の植物珪酸体分析による過去の植生推定

Wataru　Suzuki　：　Phytolith　ana1ysis　of　vo1canic　ash　soils　of　the　Philipines

　本研究では，フィリピンに広く分布する火山灰土の生成と，その過程に及ぼした過去の植生の影

響を明らかにすることを目的として，植物珪酸体分析を行らた。植物珪酸体分析は花粉分析に類似

の植生推定法で，花粉の代わりに，植物の組織中に形成される，珪酸の小粒子を分析する手法であ

る。フィリピンの火山灰土では，過去の植生と土壌の生成過程に密接な関係が認められた。植物珪

酸体分析の結果，とくに暗色の腐植質層位を有する火山灰土は，我が国の黒ボク土同様，草本植生

の強い影響下で生成してきたことがわかった。また，これらの土壌では，草本起源および非球状木

本起源の植物珪酸体に加え，おもにヤシ科に由来する，球状木本起源植物珪酸体も観察された。こ

れらの植物珪酸体の組成割合から，過去の植生を表すいくつかの指標を提案した。その結果，いく

つかの土壌で，過去に植生変化が起きたことがわかり，その原因の一つとして，人為の影響が示唆

された。

キーワード：フィリピン，火山灰土，植物珪酸体分析，熱帯林，植生変化

　　　　　the　PhilipPines，volcanic　ash　soi工，Phyto1ith　analysis．troPical　forest，vegetation　change

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔東　　　照　雄・応用生物化学系〕
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岩　谷　啓　子　：　農薬による地下水汚染ポテンシャルの評価に関する研究

Keiko1waya　　　：　Evaluation　of　potentia1of　groundwater　contamination　by　pesticide

　日本では，農薬の大量使用が行われてきたが，農薬による地下水汚染の実態は明らかでない。そ

こで本研究では，農薬特性，土壌特性等のデータから農薬による地下水汚染ポテンシャルを評価し，

地下水が汚染されやすい農薬および地域的条件について考察を試みた。

　新しい評価法を検討した結果，収集しやすいデータを使うことにより簡易な新評価法が求められ

た。この新評価法を既存の評価法と比較検討した結果，相関性があり有効であることが明らかになっ

た。

　さらにこの新評価法の農薬特性の評価から，地下水汚染の可能一性が高い農薬等をリストアップし

た。また，桜川流域の一地域でこの新評価法を使い，4種の農薬で農薬による地下水汚染ポテンシャ

ルを評価し図化した。これにより，地下水汚染の可能性が高い地域を視覚的に明らかにすることが

できた。

キーワード：農薬特性，土壌特性，ポテンシャル，新評価法，地下水汚染

　　　　　pesticide　characteristics，soiI　characteristics，potential，new　evaluation，ground　water　contamination

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔田　瀬　則　雄・地球科学系〕

村　田　貴　幸　：　早川流域における災害と総合的防災対策についての研究

Takayuki　Murata　　：　A　study　on　disaster　at　Haya　river　Basin　and　Total　Controls

　本研究では，山問の住宅密集地であり国際的観光地である箱根早川流域を調査地としハード・ソ

フト両面よりなる総合的防災対策について考察し今後の防災対策の一助とすることを目的に行っ

た。

　その結果，早川本流域の現況の整備率は34．4％であった。流域全体の土砂整備率を早急に100％

とすることは現在の経済状況から不可能である。個々の渓流内の保全対象や荒廃の程度によって危

険度の判定を行い施工順位をつける等工夫が必要である。

　施設整備を補う方策として警戒避難体制の整備がある。土石流等の土砂災害に対するものはない。

土石流警報装置が土木事務所に設置されているが現在単独で運用されているため有効に利用されて

いるとはいえず今後水防体制への組み込みや水防体制に準じた体制の整備を県・市町村間で早急に

検討・準備する必要がある。

キーワード：土石流，危険区域，土石流警戒避難，温泉地すべり，温泉余土

　　　　　debris　flow，sediment　re1ated　hazard　area，debris－flow　warning　and　evacuation，hot　spring－volcanic　slide，

　　　　　so1fataric　clay

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔天　田　高　白・農林工学系〕
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