
田平成 19年度修士(環境科学)学位審査論文一覧

通巻
氏 名 論文題 iヨ 指導教員

番号

2603 仲 摩栄一郎 インドネ、ンア東カリマンタン州における森林衰退の歴史と植林の成功条件 増田美砂

200323590 

2604 相棒 li槙子 中国国内における観測データ解析による大気汚染変動要因に関する研 大原利異

200620189 究

2605 相田健 石油系物質による地下水汚染地域の水質特性 出瀬良IJ雄

200620190 

2606 青 山真弓 廃棄物処理過程で、発生するアンモニアの冷媒利用に関する研究 氷飽揚四郎

200620191 

2607 飯 田 祥史 ブィリヒOンにおけるニッパシングノレの生産および流通構造 封~133 美砂

200620192 

2608 石 橋哲雄 高極性媒体中におけるアミノ酸のオリゴ‘メリゼーション 野本信也

200620193 

2609 今 井 伸岳 褐色森林土における地温上昇に伴う土壌有機物の変化 東!神、雄

200620195 

2610 潮田終 つくば市におけるマンション開発に関する研究:高度地区制度の効果と線 小場瀬令二

200620196 題

2611 榎 本 由佳 市営住宅の整備における居住者評価に関する研究 小場瀬令二

200620198 

2612 大井航 有機スズの免疫毒性メカニズムに関する研究 野原恵子

200620199 

2613 大田清宏 フ口ン類を用いた地下水の滞留時間の推定 田瀬則雄

200620200 

2614 大 谷内桃子 明治・大正の東京における都市下層の居住地形成と変容 藤川昌樹

200620201 

2615 小 川 志保 東アジアを起源とする有機エアロゾルの分析と輸送・変質プロセスの解明 大原手Ij摸

200620202 

2616 小)11 ~全員IJ 有機分子を指標とした横物ブランクトン存機物の分解過程における微生 演健夫

200620203 物群集の動態の解析

2617 小田野朗子 パラグアイにおける家庭ごみ処理システムと住民の対応 増田美砂

200620204 

2618 賀 集 弘貴 大津市坂本地区における歴史的風土を活かしたまちづくりに関する研究 小場瀬令二

200620206 

2619 片柳悟 血管リモデ、リング、におけるヌトレスタンパク質 A170の役割 石井哲郎

200620207 
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2620 加藤 洋樹 夏季の関東中部地方における対流性降水の地球温暖化による変化に関 木村富士男

200620209 する数値実験

2621 藷池知子 ナノサイズ、の二酸化チタンがノくりア機能破綻時に皮膚炎に及ぼす影響 高野裕久

200620211 

2622 河井裕子 バイオサーファクタントを用いた油汚染土壌の浄化 内山裕夫

200620212 

2623 川崎恭実子 施設菌芸および家畜排せつ物処理の循環型システムの評価 氷飽揚四郎

200620213 

2624 川瀬靖 都市におけるドツグ、ラン整備と利用者選好に関する研究 吉田謙太郎

200620214 

2625 木内 久人 脂質被覆氷満水和法による、ジャイアントベシクルの粒径制御と物質の内 内山裕夫

200620215 包化

2626 岸和央 農畜産業起源の硝酸性窒素による地下水汚染 間瀬良IJ雄

200620216 

2627 木 村 和真 畑地土壌lゃにおける benthiocarb'prometryn混合斉IJの挙動に対する剤 小林勝一郎

200620217 型の関与

2628 木村伸太郎 紫外線障害に対するケノレセチンの細胞防御機構 石井哲郎

200620218 

2629 楠喜朗 熱帯域における海面水温の日変化 木村富士男

200620219 

2630 熊坂裕美 迷メIJ田温泉における街!吉街の再活性化への提言 佐藤俊

200620220 

2631 黒田学 野辺山周辺域におけるヤエガワカンパの生育立地とそのサイズ 中村 徹

200620221 する研究

2632 後藤{憂 東アジア広領域における陸域蒸発量の経年変化とその環境要因の解明 杉田倫明

200620222 

2633 小 林 千津 オホーツク海高気圧の時空間構造の季節内変化 木村富士男

200620223 

2634 小松 崎舞 大子おやき学校を事例とした廃校利用の現状と課題 佐藤俊

200620224 

2635 五 味 出悠 沿岸アマモ場における藻体の脱務と有機炭素の動態 演健夫

200620225 

2636 斎 藤 啓祐 低圧力勾配下における静電的分散状態の粘土コロイド、溶液の流動特性 足立泰久

200620226 

2637 斎 藤 健志 炭素安定問位体を用いた揮発性有機塩素化合物の地下水中における動 回瀬則雄

200620227 態の解明

2638 佐藤貴康 1979年 8月岐阜県高山市網谷土石流災害の特徴と住民の対応 宮本邦明

200620229 
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26391佐 藤元治 ケナアを用いたヒ素持染土壌の務復 小林勝一郎

200620230 

2640 津田みつ子 茨城県菅生沼での火入れがオギ二次草原の種多様性に及ぼす影響 中 村 徹

200620231 

2641 l嶋田達俊 地方都市中心市指地活性化のための小規模土地区甑整理事業に関する 大村謙二郎

200620232 研究.滋賀県彦様市四番町スクエアを事例として

2642 清 水 紘太 木造建築で構成される温泉街の景観と成立過程に関する研究 小場瀬令ニ

200620233 

2643 鈴 木 一歩 大気長周期変動に見られる PNAパターンの成悶と特性に関す判る解析的 田中博

200620234 および理論的研究

2644 鈴 木 宣寛 環境配慮行動の行動習慣の形成に関する研究 小場機令二

200620235 

2645 鈴 木 塁英 油汚染土壌の食品残溢由来コンポストによる野外浄化実証試験 i村山裕夫

200620236 

2646 瀬田)11 正之 土壌中におけるカド、ミウムの挙動と植物による吸収 小林勝匂一良I~

200620237 

2647 高山尚之 大気中微小粒子成分 1，2ーナフトキノンによるペノレオキシレドキシン 6のホ 熊谷嘉人

200620238 スホリバーゼ A2活性阻害

2648 竹 内 絵美 土壌微生物の群集構造解析におけるバイアスとその対策 内山裕夫

200620239 

2649 立原優子 戸建て住宅地における住宅ストックの継続的利用に隠する研究 渡 辺 俊

200620240 

2650 舘 野 友子 インドネシアのスンパワ島における濯滋の導入が地域社会にもたらした影 増田美砂

200620241 響

2651 手塚寛也 原料の接着剤化を伴うノミーティクルボードの製造 梶山幹夫

200620242 

2652 寺本悠子 創出したヨシ群落への絶滅危倶種ヒヌマイトトンボの定着過程 渡辺守

200620243 

2653 外 山 喬士 メチル水銀の毒性軽減に関わる Nrf2/Keaplシステムの役割 熊谷嘉人

200620245 

2654 内藤大貴 霞ヶ浦沿岸域における地下水ど湖水の交流関係 田瀬則雄

200620246 

2655 長 田 賢志 日立鉱山に自生するドクゼリとその重金属吸収に関与する様顕微生物 小林勝一郎

200620247 

2656 中村佳代 地層ポルフィリンのクロム酸酸化法による分析システムの構築と新第コ紀 野本信也

200620248 女川層堆積岩中の結合態マレイミド類の分析

2657 中村有美子 地球温暖化が日本の水稲栽培lこ与える影響に対する適応策の評価研究 氷飽揚四郎

200620249 
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2658 {中山真希子 伊豆諸島におけるスダジイ巨樹とその着生植物の保全 中 村徹

200620250 

2659 根 本 和宣 東京都におけるグリーン電力制度導入に関する研究 対く飽揚四郎

200620251 

2660 萩 原 佑紀 紅茶高分子ポリフェノールの脂肪肝に対する効能およびその作用機序の 沼 田治

200620252 検証

2661 平岡英合乃 現地散水実験によるヒノキ人工林の荒廃度評価 恩田裕一

200620253 

2662 平山歩 アジア大陸における降水量の長期変動とその特性 林陽生

200620254 

2663 二児島好 アジアモンスーンの季節進行に対する土壌水分の役割 林陽 生

200620257 

2664 松岡 直子 マンション大量供給が地域に与える影響と住環境整備方策に関する研 大村謙二郎

200620258 究:東京都心区を事例として

2665 松 波 邦治 循環型社会を見据えた窒素循環のあり方に関する研究 氷鉛揚四郎

200620260 

2666 松本英介 地方中心市街地におけるタウンマネジ、メント活動に関する研究:長野市に 大村謙二郎

200620261 おける(株)まちづくり長野の取組みを事例として

2667 土浦高 水晶体を構成するクリスタ~ン類に対する 1 ， 2-ナブトキノンの影響 熊谷嘉人

200620262 

2668 コ浦雅己 単環芳香族炭化水素の嫌気分解に係わる微生物種の変動解析 内山裕夫

200620263 

2669 三木大介 無機ヒ楽による免疫細胞増殖抑制メカニズムに関する研究 野原恵子

200620264 

2670 宮崎蹴 ツキノワク。マ出没注意報に対する岩手県市町村の取り組みの分析 伊藤太一

200620265 

2671 村上 雅則 アメダスの気温の空間代表性に関する観測的研究 木村富士男

200620266 

2672 本間毅 リモートセンシングによる群落上部の葉の展開様式の把握 宮本邦明

200620267 

2673 森忠彦 武士道のもつ持続的環境思想としての可能性 伊藤太一

200620268 

2674 森 下隆太 排出権取引を考慮した環境投資の促進策 氷飽揚四郎

200620269 

2675 森 田和樹 自神山地におけるエコツアーガイド兼業化の現状と課題 伊藤太一

200620270 

山崎由紀子 在住外国人に対する生活支援の地域的展開に関する研究 渡辺俊

200620271 
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2677 山田いつか つくば周辺における遠隅郊外住宅地の持続性に関する研究 小場瀬令ニ

200620272 

2678 吉 井 英治 モンゴルの半乾燥草原地域において放牧が炭素動態に与える影響 杉田倫明

200620273 

2679 吉田隆広 地層有機物のクロム酸酸化で得られるブタルイミド類の光合成生物指標と 野本信也

200620274 しての意義

2680 和田洋車道 森林ボランティア活動における作業技術および知識に対する参加者の意 伊藤太一

200620275 識

2681 渡 漣 聖悟 日本の4湖沼底質中における PAHsの鉛直分布 福島武彦

200620276 

2682 渡港 河太 尿素と αーケト酸からの八/由カルパモイノレアミノ酸の生成とその熱重合 野本信也

200620277 

2683 渡部裕美子 日立鉱山に自生するリョウフずの生長と重金属吸収に対する内生菌の影響 小林勝一郎

200620278 

2684 関笛 Polysaccharide Extraction from Yeast Protoplast Liquid Culture and its 4長J長距

200620279 Physiological Functions (酵母プロトプラスト液体培養による多1猪瀬の抽

出およびその生理活性評価)

2685 韓琳実 中国天津市における環境意識調査と生活ご、み処理状況の評価 氷鈎揚四郎

200620280 

2686 金相文 米軍基地返還が周辺地域に及ぼす影響に関する1i芳究:東京都の返還米 氷室白楊1m郎

200620281 軍基地の事例

2687 SujenProshad Relationship between Groundwater Age and Nitrate Concentration in 回瀬良IJ雄

Amatya Tsukuba Upland (筑波台地における地下水のかん養年代と硝酸性窒素

200620284 濃度の関係)

2688 越恵敏 中国河北省の白洋淀における人工湿地による水質改善の可能性に関す 氷飽揚四郎

200620285 る研究

2689 慮容錫 Change of Chemical and Physical Trait of Soil in a Reduced lmpact Logging 増田美砂

200620286 Area in Sabah， Malaysia (マレーシアのサノサ刊における低インパクト伐採

区域の土壌の理化学的変化)

2690 Franky Process of Deforestation and Agricultural Expansion in Gunung Palung 増田美砂

Zamzani National Park， West Kalimantan， lndonesia (インドネシア西カリマンタン

200620287 州のグヌンパルン国立公園における森林減少および農地拡大の過程)

2691 浅井宏紀 樹種の相違が森林斜面の表面流出の発生および表面侵食に及ぼす影 恩田裕一

200520206 響

2692 有 国 風子 成熟型低層戸建住宅地における住環境管理に関する研究:戦前期の東 大村謙二郎

200520207 京における計画的住宅地を対象として

2693 梅原温 自然観察施設における土壌に関する環境教育の推進と課題 田村憲司

200520215 
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2694 門原健吾 ヒートアイランドによる気湿上昇が地域社会におよほす影響の量的評価 木村富士男

200520224 

2695 手打啓一郎 堆積岩山地における非対称地形に関する研究:飛騨山脈南部徳沢を事 宮本邦明

200520255 例として

2696 吉村健 司 地域漁業の巣たす社会的機能.沖縄県本部町におけるカツオ一本釣漁 風間計博

200520282 船田の存続

2697 回目 1 世界複合遺産中国黄山風景名勝区におけるインタープリテーションの謀 伊藤太一

200520289 題

2698 中尾友哉 御蔵島村の人口動態と社会変容 佐藤俊

200520296 

2699 松 本 公志 山菜採りによるストレス変動 伊藤太一

200520299 

2700 市原拓 北京!日城内の寺廟の変遷と現存状況:東城区に着自して 藤)11昌樹

200525010 
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