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9-1 博士論文リスト

農学研究科

氏名 論文題邑 主査 高IJ査
羽成修康 ;濃路病ヒノキおよび譲蕗病ヒノキアスナロの 黒田龍一 富田文一部

樹脂成分に関する研究 梶山幹夫小沢哲夫

吉野智之 ゼインフィルムの物理特性と農業資材化技箭 欝}II事:昭 蓄 白 文 一 郎 石 川 護

に関する研究 問中秀夫五十部誠一

良E

超 書雲 水素生成バイオワタクターの高効率化とバイ 前JII孝昭 木村後範杉満期夫

オガス中に含まれるこ畿化炭素のメタネぃシ 問中秀夫

ヨノ

鉄有 米乾燥へのマイクロ波エネルギーの応用に関 木村後範 前JII孝紹議長JII真弘

する研究 日下部功

IJリック ス 自襟への接近のための農業用自律定行車両軌 小池正之 佐藤政良瀧JII真弘

テイアルソ 跡制御法の研究 坂井直樹

モハメド コ 湖沼システムにおけると蒸ーの生物濃縮と環境 前JII孝:紹 窯酪鍵ー 杉浦氏せ夫

ラム ムバプ 汚染回復技術の試み !鶏文威徳永穆ゴ

ブ アラム

羽賀鴻典 家畜ふんのコンポストイヒにおける腐熟プロセ 前}II孝昭 安部征雄木村後範

ス !穣主主

井原一高 メタン発欝リアクターのモニタリング手法に 前111孝昭 黒田趨ー杉浦則夫

関する研究 松村11::孝IJ

井上高一 生態制御の研究に利用できる議議測定法の関 木村後範 安部征雄藤村i護人

発 中i京忠篤

才回春夫 水鶴微生物群集構造に関する測光学的研究 前)11孝:昭 天国議自 佐竹E差額
松村正利

永代成日出 開発途上国における農業用水管理の改善に関 佐藤政良 天田高白 小池正之

する研究 成田雅美

梅沢泰史 ダイズの樹塩性機構の生理学的・分子生物学 横尾政雄 坂井直樹野村港二

的研究 藤村達人

高田しのぶ 水資源の利用と再配分に関する研究 坪井伸広 永木正和茂野隆一

佐藤政良

窪敏 龍 キンギョソウの形質転換系の確立 西村繁夫 岩堀修一弦間洋

藤村達人

張振中 Aeromonas caviaeおよびVibrio 日下部功 田中秀夫松尾勝

proteolyticusのアミノペプチターゼ前駆体の 藤村達人

活性型への変換

朴年 浩 アラピノキシランから結晶 L-アラビノースの日下部功 田中秀夫松尾勝

生物工学的調製と Penicilliumα-L-アラピノ 前川孝昭

シターゼの特性

伊藤紀史 亜酸化窒素発生命ti御型高速度脱窒プロセスの 松村正利 白中秀夫向高祐邦

開発 前111孝昭

ドゥジルス Bacillus stearotherrnophilus由来 α-アミラ 松村正利 馬場忠水野洋

ウド ーゼの結晶構造学的研究 藤村達人

岩下恵子 食用植物成分による動物細胞機能制御に関す 宗像英輔 日下部功馬場忠

る研究 藤村達人

宮}I!和子 Fibroblast Growth Factorの活性に重要な構宗像英輔 日下部功馬場忠

造の研究 藤村達人
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マレーシアPutra大学 (UPM)大学院工学研究科

論文題自 主査 部査
Design and development of the architecture and Rustam A. Talib Zohadie Bardae 小池正之

framework of a knowledge-based expert system 
Abdel-Kareem for environmental impact assessment 
Jazzar 

Elsadig Abdalla Development of a spatial decision support system Rustam A. Talib Zohadie Bardae 小池正之

AUack for land use planning 
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9-2 11多士論文 1)スト

農学研究科

氏名 論文題呂 主査 部査

HI島早菖 根圏窒素留定微生物に影響を及ぼすイネの根 藤村達人 安部征雄

が放出する有機炭素量の品韓関差 木村俊範

黒埼秀仁 農業用車両のインテリジェントイとによる経路 小池正之 佐原伝=

走行支援システムむ機発 瀧JII異弘

古賀稔 でんぷん合成能力の強化を包括したさつまい 目撃村達人 安部征雄

も形質転換系の関発 木村俊範

遠出窓 食用担子蕗のs-グルカン生産における栄養条 前J'I孝:昭 黒田健一

件の検討 佐竹隆顕

杉浦異IJ夫

内藤大観 乾操地の蒸発力を利用した土壌水の排水法に 安部征竣 安部裕

関する研究 東熊雄

深見美帆 近赤外分光法による全粒玄米の品質評価に関 河野澄夫 高官JII孝昭

する研究 佐竹騒顕

杉浦知夫

村上彩子 潟水時における部門間水資源配分の分析 佐藤政良 塩沢畠

宮本邦明

山本幸Q] 単分散池中71<r需型および複合型エマルション 中嶋光敏 木村後範

調製のためのマイクロチャネル乳化法の開発 前JII孝:賠

大谷拓郎 マツカサガイ類の生忍環境 端 佐藤政良

際板秀ニ

索藤忠~ 乾燥地における蒸発抑制効果を考慮した表面 安部征雄 木村俊範

流出水檎集に関する研究 安田裕

松下一樹 土砂動態の著しい河川における植物群落分布 天宙遊白 疑板秀二

に関する基礎的研究 宮本邦明

中村徹

拐景茶 サツマイモの遺伝子地図構築のためのマイク 藤村達人 安部征雄

ロサテライトマーカーの開発 木村俊範

マウン マウ ミャンマーにおける水稲作期から見た降水の 佐藤政良 小池正之

ンナイン 評価 餅由治之

鵜生)11雅巳 ペチュニアの形態形成における光質効果とそ 西村繁夫 岩堀修一

の要因 弦間洋

瀧JlI異弘
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環境科学研究科

氏名 論文題目 主査 副査

磯辺真弓 足尾銅山における鉱害対策に関する社会的費 安田八十五 氷鈎揚四郎

用便益分析 田瀬則雄

小林守

月城寺勲 ポリオール液化における各種バイオマス資源 富田文一部 黒田健一
の挙動 梶山幹夫

大久保秀樹 青森県弘前市における廃棄物分別収集および、 安盟八十五 氷鈎揚四郎

再資源化政策の評価 吉野邦彦

大竹雅洋 発展途上国における持続的農家経営とNGO 増田美砂 西田正規

の?支害日 伊藤太一

大和田真弓 西オーストラリア州の乾燥地における現存植 安部征雄 東照雄

物議の推定 中村徹

上出祥司 山地河川におけるstep-pool河床の出水による松本栄次 池田宏

撹乱プロセス 撰板秀二

) 111苦情和 那珂川における砂磯堆上の植物群落の分布 中村徹 天国高白

上俊隆志

小林慎太郎 公益機能を評価した人工林管理政策の再検討 氷鈎揚四郎 富田文一郎

佐藤政良

関戸崇 マングロープ林保全のためのリモートセンシ 天田高白 宮本邦I=l)j

ングを用いたモニタリング手法の開発 吉野邦彦

出方智 スリット砂防ダムの水理特性に関する研究 天田高岳 熊谷良雄

宮本邦明

i高谷雅宏 市街地再開発の社会経済的評価手法に関する 氷鈎揚四郎 石田東生

研究 :JR水戸駅北口駅前再開発を事例とし 太田充

て

照沼利浩 合成関口レーダーを用いた火砕流・ラハール 天国高自 宮本邦明

の流下範屈抽出法に関する研究 吉野邦彦

富安昭豆 農村流域におけるタンクモデルを用いた物質 天田高白 宮本邦明

輸送モデル 小場瀬令二

中野秀浩 中小出水時の透過型砂紡ダムにおける流木関 天思高岳 熊谷良雄

塞に関する実験的研究 宮本邦明

波沼健二 東京湾へ流入する汚濁負荷量を削減するため 氷錯揚西部 大沢義明

の環境政策 佐藤政良

松浦俊也 数値地理情報を用いた谷津の解析手法に関す 横張真 天田高白
る研究 大村謙次郎

鈴木雅和

渡辺智之 Attitudes of Japanese Persons towards メイサー，ダlJ氷錯揚四郎

Generic Engineering and Genetically }v JII遺みどり

Modified Organisms 
暫喜苑 環日本海地域における海洋汚染物質排出管理 氷鈎揚四郎 池田=郎

と経済発展政策 太田充

段涛 二挟ダム建設後の洞庭湖における洪水紡止効 天田高自 熊谷良雄
果の検討 氷銭湯四郎

宮本邦明

李斌 中国における最適交通投資評価および環境影 氷鈎揚西部 石田東生
響分析 大沢義明

呂君
高密度メタン醤培養法によるビタミンB12生

天田高邑 松本宏

産性の向上
張振霊

or藤智弥 定性可能性からみた交流型グソーンツーリズ 伊藤太一 中村徹

ムのあり方 横張真
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バイオシステム研究科

氏名 論文題自 主査 副査

蝦江美孝 生物学的蜜素除去プ口セスむ高度化のための松村正幸IJ 田中秀夫 杉浦則夫

硝イ七綿密の分子生物学的評価解析

富永和樹
生物学的排水処理における蜜索除去と N20 松村正利 松尾 j務 杉浦則夫

放出制御に対する Alicaligenesfacealiasの

導入効果に関する研究

岸野英樹 生活系“事業系混合排水の特性と処理システ松村正利 前)11孝昭 杉浦剣夫

ムに関する研究

小島賢二 生活系・事業系混合排水の生分解性に着目し松村正利 前JII孝昭 杉浦照夫

た最適排水処理システムに関する研究

俣木幸コ 生活排水等に由来するリンの吸着目叙徐去と 松村正手IJ 佐藤誠吾 杉浦賀IJ夫

資源化技待に関する研究

佐々木康幸 放線菌 Streptomycesantibioticus NRRL B-祥議弘文 藤村遼入 星野貴行

546の窒素代議系の解明

高崎一人 脱窒真菌 Cylindrocarpontonkinenseのミ 祥雲弘文 藤村遼入 星野毅行

トコンドリア DNAの解析

チョウシン 湿原における植物遺骸分解過程に係わる撤生祥雲弘文 藤村達人 思野賀行

物の研究

秋広高志 形質転換カ)vスを利用したイネ搬粉枝つけ酵藤村達人 祥雲喜弘文 星野貴行

棄の機能解析

大木新務、 カフェイン合成酵素 CTCSI)遺伝子の構造解 藤村遼人 祥雲喜弘文 星野賀行

加藤彩 開花調製物質合成に関与するアレンオキシド 藤村i義人

シンターゼ遺伝子のクローニング

小高和博 遺伝的アルゴリズムによる生物生産物資の敢佐竹隆顕 前JII孝昭 永木正和

適輸送経路決定に関する研究

加藤佳子 Microcystic属の多糖葉j室生および群体形成 杉浦賀Ij夫 能川孝昭 松村正利

に関わる要因の解析

亀山恵司 藍藻類 Microcystic濡の有毒物質 杉浦剣失 前川孝昭 松村正利

microcystin産生に関する研究

古在由春 中国におけるフードシステムの分析と適正化前)11孝紹 石川豊 杉浦異IJ夫

王嵐 中留における有機農産物「緑色食品Jの生産前JlI孝昭 石川豊 杉浦照夫

と流通に関する調査研究

橋英男
日2/C02資化性メタン菌によるビタミン B12

高官川孝昭 田中秀夫 杉浦鄭夫

の生産に関する研究

松沢勇志 植物プランクトンの群集解析 関文威 桑原明彦 内海真生

山本幸蔵 天然物由来の血液細胞機能制御物質の解析 関文威 前川孝昭 関修一

石橋慶子 輸入米を利用する新発酵パンケーキの開発 木村俊範 黒田健一 松尾勝

河合良典 太陽熱利用による多重効用型塩水淡水化シス 山口智治 木村俊範 前)11孝:昭

テムの開発

笑生)[1絵里 施設置芸土壌の酸性化に関する研究 山口智治 黒田健一 前川孝昭

畔tffp武司 省エネルギー型日光温室の熱的環境形成機構山口智治 藤村達人 前川孝aB
の解析

照那木詮 内モンゴル自治区ホルチン草原における土地山口智治 木村俊範 前川孝昭

の荒廃化と防治対策

中西博之 養液栽培における作業負担度の評価と検討 濃川異弘 久島繁 西村繁夫
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9-3 卒業研究リスト

氏名 研究課題 指導責任教員 指導担当教宮

今井和美 中国における B光温室の熱的環境形成機構の解析 山口智治

大村圭司 タイ国の在来撃の形態的特牲に関する研究 小池正之

二ノ宮英二 作物残査処理による土壌水分保持効果の検討 安部征雄

松島文也 都市化地域における農業溜池の洪水調節機能評価 佐藤政良

赤83 香 j撃滅水田地域における還元水の流出特性 後藤政良

石田 呂久 土壌への重力浸潤におけるフィンガ一流の発生メカ 塩沢昌 藤巻晴行

ニズムに関する研究

今泉 意lJ オブジェクト指向トラクタ走行シュミレータの開発 瀧川真弘 長杏)11英夫

大獄信幸 ORPを用いた集落排水処理の自動制御 佐藤政良

大賞磁美 ラン藻産生毒ミクロシスチンによる肝臓薬物代謝酵 杉浦賠夫

素への影響

大和久一宇 蒸発排水法による土壌中の過剰水の排水効果に関す 安部征雄

る研究

金子 手L 木質材料から放散するホ)~ムアルデヒドの低減に関 富田文一部 梶山幹夫

する研究

金子真寿美 高分子電解質をJiiいたコロイドの凝集過程に関する 佐藤政良 足立泰久

研究

川戸 渉 西オーストリアにおける降雨特性について 安田裕

東理 裕 素材および炭化条件が再資源炭の物性に及ぼす影響 安部征雄

木下 てJが.>.、 半乾燥地における降雨量時系列について 安田裕

古寺 塩クラストがアルベドに及ぼす影響 塩沢畠 藤巻構行

菅沼秀樹 航空写真.を用いた西オーストラリア州 Sturt 安部征雄

Meadowsの植生図作成

高坂博之 能気トラクタの環境対応特性に関する研究 小池正之 余由章

塚田晃浩 Qノt1Jz 佐藤政良 足立泰久

根上彩子 筑波大学キャンパスにおける緑地景観の変遷とその 伊藤太一

評価

野口数史 土壌の「含水率一サクション・誘電率J特性の測定 塩沢畠

システムの開発

橋本弥生 スノーケリングによる自然観察会参加者の沿岸環境 伊藤太一
に対する意識・行動の変化

羽桜田佳子 大雪山国立公園におけるローフ。ウェイの有無による 伊藤太一
登山ルートの変化

原健太郎 石灰岩採掘による武甲山の景観変化と住民意識 伊藤太一

福 島 寿 和 培養細抱を用いた湖水試料の毒性評価とその解析 杉浦烈夫

正問 高生 Microcystis属発生水域におけるプランクトンの動 杉浦剣夫
態解析

宮崎綾子 内分泌かく乱化学物質の電気化学的処理の検討 前)11孝昭

本針ゆみ子 Magnetic beads screening : a new techniQue for 藤村達人

microsatellite screening in radish 

森下 立食 電気耕うん機の基本設計に関する研究 小池正之

森田奈緒子 農村の自然環境整備における住民参加 瀬能誠之

11183 硲子 εーカプロラクトンを用いた木材の液化過程の解析 富密文一部 梶山幹夫

山田真規子 野菜の簡易貯蔵法に関する研究 木村俊範

LU本有紀 土水路の維持管理が水路形状に及ぼす影響について 佐藤政良

後藤知子 河川工法の変遷 天田高白

水ノ江富司ー マインドストームによるトラクタ作業機装著部に対 小池正之
する改良

臼田 浩 幸 ヒト路管上皮細胞を用いた脂肪酸吸収モデルの構築 前}II孝:昭

に関する研究

i笥野邦宏 microcys tinの分解に及ぼすタンパク質分解酵素の 杉浦則夫
影響
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