
Ⅲ．　平成１8年度　修士（環境科学）学位審査論文一覧

巻番号   氏  名 論 文 題 目

2519 木原 孝志 鞠子 茂
200203511

2520 青木 智子 内山裕夫
200520204

2521 秋森 雅子 熊谷嘉人
200520205

2522 池田 崇史 宮本邦明
200520208

2523 石川 弦郷 増田美砂
200520209

2524 伊藤　寛 小場瀬令二
200520210

2525 岩永 青史 増田美砂
200520211

2526 内田 太一 足立泰久
200520212

2527 内野 拓郎 梶山幹夫
200520213

2528 梅津　愛 増田美砂
200520214

2529 梅山 記子 林 陽生
200520216

2530 江原 正彦 林 陽生
200520217

2531 大貫 敦子 東 照雄
200520218

2532 岡西 良憲 福島武彦
200520219

2533 小野木 祐二 小場瀬令二
200520220

2534 鶏内 久之 大村謙二郎
200520221

2535 笠原 達矢 小林勝一郎
200520222

2536 亀井 紘子 小場瀬令二
200520225

2537 河井 和美 伊藤太一
200520226

2538 川田 真理絵 石田東生
200520227

2539 神田 伸正 藤川昌樹
200520228

2540 神林　翠 藤川昌樹
200520229

2541 木谷 好希 鞠子 茂
200520230

2542 幸加木 智博 福島武彦
200520232

2543 郷原 裕紀 田瀬則雄
200520233

2544 越田 智恵子 徳永幸彦
200520234

2545 昆 盛太郎 林 陽生
200520235

2546 斎藤 誠 木村富士男
200520236

領域気候モデルを用いた台風0423号の内部構造の変化

筑波台地末端部における硝酸イオンの自然浄化能の評価

水田による都市気候の緩和効果

防犯に配慮した戸建て住宅地の居住者防犯意識に関する研
究

土壌中における除草剤fentrazamideの存在形態と残留性

水環境中におけるコロイド画分の水理学的輸送特性

統計指標と住宅情報誌からみた東京都区部の地域特性と変
容動向に関する研究：鉄道沿線地域を対象として

相分離システムを利用した木質材料の成分分離

つくばエクスプレス開業が周辺住民の交通に対する意識お
よび行動に与えた影響

江戸における寺院庭園の空間実態とその近・現代における
変容過程

茨城県南部とその周辺におけるサギ類のコロニー消長に関
する研究

霞ヶ浦流域における水浸透特性と水流出の長期変化

ススキ草原とアカマツ林における純一次生産量の比較

根圏土壌の水分量が熱収支の季節変化に及ぼす影響

スカイラジオメーターを用いた衛星リモートセンシングの
大気補正：植生指標について

落葉広葉樹林の二次遷移に伴う土壌有機物の形態変化

大気中微小粒子成分1,2-ナフトキノンによる転写因子NF-κ
B阻害機構の解析

インドネシアのエビ養殖における技術的集約化の過程とそ
の要因

夏季アジアモンスーンにおけるチベット高原の影響

ジャワ島の植林用地における農民の選択をめぐる規定要因

多摩ニュータウンにおける民間払い下げ用地の民間分譲マ
ンション開発動向と居住者実態

リモートセンシング手法を用いた霞ヶ浦流域における土地
利用／被覆、不浸透面積率および水指標変化の解析

愛玩動物政策におけるマイクロチップ導入に関する研究

南アルプス南部における山小屋配置が登山者のルート選択
に及ぼす影響

不動産証券化手法を用いた伝統的町家建築の保存・再生の
可能性：土浦市を対象として

屋久島の森林における冬季土壌呼吸速度の環境依存性

微生物群集構造解析技術の検討および油汚染土壌浄化過程
への適用

日本における外国人医療従事者の現状と課題
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巻番号   氏  名 論 文 題 目

2547 斎藤 美奈 大澤義明
200520237

2548 佐藤 知佳 小場瀬令二
200520238

2549 佐藤 裕子 佐藤 俊
200520239

2550 杉本 圭司 梶山幹夫
200520240

2551 鈴木　舞 田中 博
200520241

2552 鈴木 裕治 梶山幹夫
200520242

2553 髙安 健太郎 宮本邦明
200520243

2554 滝口 善洋 畠山史郎
200520245

2555 竹本 麻沙子 田中 博
200520246

2556 田地 央明 西田正規
200520247

2557 田中 陽裕 田瀬則雄
200520248

2558 田中 さゆり 林 陽生
200520249

2559 田中 祐樹 田瀬則雄
200520250

2560 田中 友里愛 畠山史郎
200520251

2561 筒井 謙一 木村富士男
200520254

2562 渡久地 真希 足立泰久
200520256

2563 戸倉　慧 小場瀬令二
200520257

2564 兎澤 洋樹 野本信也
200520258

2565 中西 智紀 小場瀬令二
200520259

2566 中村　中 氷鉋揚四郎
200520260

2567 中村 和央 宮本邦明
200520261

2568 仲村　隆 大村謙二郎
200520262

2569 西　徹 田瀬則雄
200520263

2570 沼澤 由美子 熊谷嘉人 
200520265

2571 原田 春美 石井哲郎
200520266

2572 原田 礼子 林 陽生
200520267

2573 臂　徹 渡辺 俊
200520268

2574 土方 直美 中村 徹
200520269

亜ヒ酸によるヘムオキシゲナーゼ-1の発現誘導経路

北関東における機業工場の用途転用に関する研究

小貝川における侵略的外来植物オオブタクサの分布特性と
種多様性に及ぼす影響

水田地域の農業農村整備事業地区における生物生息空間の
管理組織づくりの実態

都市公園における郷土種に配慮した緑地整備に関する選択
モデル分析

神奈川県大磯町を事例とした都市計画マスタープランにお
ける指標導入に関する研究

霞ヶ浦における湖内水質の動態を考慮した総合的流域管理
政策

エストロゲン代謝物による転写因子Nrf2活性化機構

再開発ビルのリニューアル時における権利者対応の実態と
課題

沖縄辺戸岬における有機エアロゾルの化学成分

前線形成の視点からみた梅雨前線の空間的特徴

日本における日射量の直達成分・散乱成分の特徴

地元住民を対象としたビニールハウスを伴う景観の価値に
関する研究

夏季の積雲対流活動に伴う落雷の極性と空間分布

流域面積、起伏率および露頭斜面土砂の平均粒径と土砂堆
積域の勾配との相関

木材の液化現象を応用した材料の開発

アスベストに関する法的評価・検討

高齢者の社会参加の場としての環境NPO活動

焼却場から排出された重金属の環境中での動態

炎水界面反応を利用した公害物質原点処理機の開発と処理
能力の検証

東アジア域における窒素系大気汚染物質の輸送と変質

アセチル化木材と高分子樹脂の複合化技術の開発

熱帯降雨観測衛星TRMMを用いたDouble ITCZの研究

The Intensities of Hadley, Walker, and Monsoon
Circulations Compared in the Upper and Lower
Troposphere （対流圏上層と下層におけるハドレー・
ウ カ モンス ン循環強度の比較）

都市域における硝酸性窒素による地下水汚染の実態と原因

ホウ素などの肥料起源元素の環境中での動態

国頭マージを構成するコロイド画分の界面化学的性質

千曲川水系三沢川源流における階段状河床地形の形成・破
壊と形状特性に関する研究

22 



巻番号   氏  名 論 文 題 目

2575 蛭田 晃生 大村謙二郎
200520270

2576 保坂 亜紀子 田瀬則雄
200520271

2577 松下 洋平 畠山史郎
200520272

2578 宮坂　準 石田東生
200520274

2579 村本 浩一 大村謙二郎
200520275

2580 森池 寛通 恩田裕一
200520276

2581 山地 洋平 小林勝一郎
200520277

2582 山本 圭介 伊藤太一
200520278

2583 横田 泰幸 氷鉋揚四郎
200520279

2584 吉田　顕 田瀬則雄
200520280

2585 吉原 理恵 中谷清治
200520281

2586 渡部 龍典 木村富士男
200520283

2587 王　敦彥 小場瀬令二

200520284
2588 金　錦順 渡辺 俊

200520285
2589 徐　峰 氷鉋揚四郎

200520287
2590 苏日 古嘎 中村 徹

200520288
（ソリゴガ）

2591 呼　和 内山裕夫
200520290

2592 小田 秀充 小場瀬令二
200520291

2593 河野 通俊 佐藤 俊
200520292

2594 清水 章之 小場瀬令二
200520293

2595 鈴木 絵理 林 陽生
200520294

2596 藤田 玲子 田中 博
200520297

2597 細田 雄士 恩田裕一
200520298

2598 水野 康次郎 佐藤 俊
200520300

2599 李　建梅 大澤義明
200520301

2600 宮永　薫 増田美砂
200420452

2601 清水　英明 増田美砂
200323514

2602 岩田　周子 渡辺 守
200203491

樹木による地下水中の硝酸性窒素の浄化

中山間地域における獣害防止策と住民による電気柵管理

霞ヶ浦の水質改善と住民の意識

ケナフ(Hibiscus cannabinus  L.)を利用した鉛汚染土壌の
修復

山地流域の流域スケールが降雨流出特性に与える影響

企業城下町の市街地変容と整備の課題：群馬県太田市と茨
城県日立市を事例として

自動車利用実態に基づく電気自動車の普及可能性に関する
考察

筑波台地緩斜面における地下水流動と硝酸性窒素の挙動

土壌モデル粒子細孔内におけるフミン酸の物質移動過程の
解析

Nested CMAQを用いた酸性沈着量分布の詳細解析

居住者主体の地区ルール運用による住環境管理の実態と課
題：横浜市の郊外戸建て住宅地を事例として

ヒマラヤ南斜面の日変化する降水のモデル研究

Chemical Composition of Unfavorable Plants for
Livestock in the Mongolian Steppe  （蒙古草原における
家畜の不嗜好性植物に関する化学成分）

循環型社会形成における環境法政策の効用分析：千葉県印
旛郡栄町と本埜村を事例として

多変量解析を用いた2005年茨城県H5N2亜型の鳥インフルエ
ンザに関する分析

原子力発電のパブリック・アクセプタンスに影響を与える
要因に関する研究

抱水クロラール汚染土壌の微生物学的浄化に関する基礎的
研究

再開発アパート団地居住者による植栽及び花壇形成に関す
る研究：韓国・ソウル市を事例として

中国河北省秦皇島市の洋河貯水池における水質改善政策の
総合評価

マラウイにおける果樹栽培の導入をめぐる制限要因

太陽活動及び地磁気活動と北極振動との関係に関する統計
的解析

Jリーグにおける「ゴール裏サポーター」の社会的特性に関
する研究

ヒヌマイトトンボの個体群動態と環境選択

南京市における道路横断歩行者の挙動に関する研究

インドネシアの植林プログラムにおける民有林創出の可能
性

日本における純一次生産力に及ぼす近年の気候変化の影響
と森林の炭素吸収量の推定

土砂災害警戒避難基準における長期雨量指標の地下水流動
特性を用いた改良

海産物の持続可能な利用への提言：鹿児島県奄美大島瀬戸
内町の事例
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