
6. 学位論文関係

6ぺ博士論文 1)スト

農学研究科

氏名 論文題目 主査 高iJ査

小林功 Development and ch紅acteriza註onof micro幽 中嶋光敏 木村俊範・前)11孝Bg.

channel emulsification devices for monodis幽 向高祐邦

perse emulsions 

ワノレダトワノレ A policyωmix for supplying路島 waterto arseω 氷飽揚四郎 富田文一郎・

アクマム nic-a宜ectedpeople in Bangladesh， with special 佐藤政良・

reference to Meherpur district 永木正和

イスラム A policy measure for optimal water resource 氷飽揚四郎 佐藤政良・

モハムド utiliza註onand alleviation of socio-environ幽 杉浦則夫・

ファクノレノレ mental problems in the Teesta river basin， 餅田1台之

Bangladesh and India 

生命環境科学研究科

氏名

大賞玲子

佐々木朋子

寺津洋子

山本秀一

水野谷間IJ

渡遺文雄

椎名武夫

論文題自 主査

Identification and おnctional analysis of 馬場忠

pro幽 apoptoticfactors in neuronal cel1 death 

高iJ査

藤村達人・柳津純・

深水昭吉

佐竹隆顕 前)11孝昭・藤村達人・

横尾政雄

小麦粉の品質因子の解明と品質制御に関する

研究

小麦デンプンの糊化・老化に関する分光学的

基礎研究

人工構造物上のサンゴ群集の成長過程にお

ける各種環境因子の影響とその評価に関する

研究

霞ヶ浦水質改善のための汚濁負荷削減技術 氷飽揚四郎 佐藤政良・東照雄・

評価と最適環境政策に関する研究 徳永澄憲・杉浦員IJ夫

乾燥地ジブティ国における潅瓶水の有効利用 安部征雄 木村俊範・中村徹・

に関する研究 東照雄

熱物質移動制御による青果物の品質保持に 木村俊範 前)11孝昭・日下部功・

関する研究 弦間洋

前)11孝昭 田中秀夫 e杉浦員Ij夫・

河野澄夫・宮津光博

前)11孝昭 佐竹隆顕・杉浦則夫@

白岩善博
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マシュウラワフAstudy on the development of a distributed 永木正和 安部征雄@二宮E士・

ローレンソン co抱卵出宅金ameworkfor agricultura1 decision 瀧)11具弘

support systems 

品部和宏 充てん式生物脱臭装置の動特性および下水 松村正手Ij 田中秀夫@佐藤誠菩@

処理場への適用に関する研究 前)11孝昭

慶戸三佐雄 櫛型ポリエチレング、リコーノレを用いた化学修飾 小津哲夫 向高祐邦 e

による酵素とその関連物質の安定化に関する 国府田悦男@

研究 富田文一郎

浅野祐三 液状食品の殺菌及び脱臭技術の改良による 木村俊範 中嶋光敏@前)11孝昭@

物性と風味の改善に関する研究 向高祐邦

黒田素央 Studies on the novel isopeptide，γ幽glu組問yl“ 小津哲夫 松本宏@内山裕夫@

十alanyl柚 his註dine，in meat extracts 木村俊範

に
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6之修士論文リスト

生命環境科学研交科 (移土)

氏名

菅沼秀樹

原正幸

梅崎祥司

熊沢宣之

岡野邦宏

ラノレシン

アントニオ

林秀茶

馬場大地

雄

査

征
主
一
部

一
安

論文題呂

西豪州乾燥地の林冠率とバイオマスの関係

カニクイザルからの SRV/Dの分離@同定と

ウイノレス検出系の確立

脂肪酸修飾法を用いた脂肪関連酵素の反応 中嶋光敏

特性

馬場忠

マイクロチャネノレ乳化の流体力学的考察 中嶋光敏

ラン藻産生有毒物質問crocystinの分解酵素 前)l'孝昭

の特性解明に関する研究

Agrobacteriunトmediated Transfonnation of 藤村達人

AGPase Subunit Genes to Sweetpotato (Ipo-

moea batatas( L) Lam.) 

食品感性の定量化に関する基礎的研究 佐竹隆顕

マウスヒアルロニダーゼ PH-20の機能 馬場宏、

解析

高IJ査

木村俊範・中村徽

柳津純・藤村達人・

深水昭吉

木村俊範@前)l'孝昭

木村俊範・前)l'孝昭

杉浦員Ij夫・黒田健一

安部征雄・西村繁夫

前)II孝:昭・杉浦員lj夫

柳津純・藤村達人@

深水昭吉

新たな里山資源の活用-“粗染"を利用し 佐藤政良 宮本邦明@中村徹

た霞ヶ浦の流域環境保全一

アブドワラカ T、kuralnetwork modeling of bulk densi守 re同 小池正之 東照雄・瀧)11兵弘

穴見典子

シム sponse for agricultural soils under vehl幽

ワンラット cle幽 inducedstresses 

今泉創

j畢畑良子

奥貫優

林新

金子礼

山田裕子

小池玉之 木村俊範・瀧)l'具弘農業用車両走行制御のためのオブ、ジェクト

指向シミュレータの開発

昆虫の抗微生物蛋白質遺伝子の植物への導

入と機能発現の解析

生物学的リン除去リアクターの能力と細菌

群集構造

山)11稔 河野義明・藤村達人・

本田洋

田中秀夫 小林達彦・オボンナ・

J'C'小林達彦・

木村俊範

田中秀夫 小林達彦・

鈴木隆久・黒田健一

下等および高等シロアリの木材成分分解プ

ロセスの解析とその比較

ユリア樹脂接着剤の放散ホルムアルデヒド 黒田健一 富田文一郎・

低減に関する研究 梶山幹夫

εーカプロラクトンを用いた木材液化とそ 富田文一郎 黒田健一・梶山幹夫



の応用

中山達哉 Study of Quorurn Sensing for the Prevention of 松村正手Ij 田中秀夫 a

Pathogenic Bacteria of Shrirnp 佐藤誠吾・杉浦員Ij夫

吉田貴恒 温度応答性高分子を用いた生体機能性材料 薗府田悦男 佐藤誠吾。黒田健一

の設計と応用

Chang 習像情報による干しブドウの等級選別に関す 佐竹隆顕 前)11孝昭・小池正之・

Sheng Wei る基礎的研究 弦間洋

タロレテ Alkylphenols and phytoestrogensう theirinterac- 前)11孝昭 佐竹隆顕・杉浦員Ij夫・

テレンス tion with food factors and rnechanisrns of action 田中秀夫

m V1tro 

森本研吾 腐植物質の構造と有機塩素化合物との反応性 黒田健一 富田文一郎・

に関する研究 前)11孝昭・東照雄

加藤敬 農業用溜池の洪水低減機能に関する水文・7.k 佐藤政良 小池正之・宮本邦明・

理学的研究 t平井伸慶

荘坤遠 Electromigration and electrochemical rernedia幽 前)11孝昭 氷飽揚四郎・

tion of hexavalent chrornium in soil and bio“ 杉浦員Ij夫・松村正利

logical treatrnent唱宜luent

昼典宏 ウインドレス豚舎内空気分布の数値解析による 前)11孝昭 佐竹隆顕・山口智治・

畜舎内環境特性の考察 松村王手Ij

ウィモンラットBiodegradablefilm production frorn rnungbean 前)11孝昭 富田文一郎・石)11豊・

チィービモンチprotein 田中秀夫

ヤイ

宣絃珍 Effect of ;..:ylan胸bindingdornaim on the action 小津哲夫 松尾勝・向高祐邦・

rnode of s-勾rIanase企ornstreptornyces oliva- 富田文一郎

ceoviridis e-86 

バイオシステム研究科

氏名 論文題目 主査 副査

伊野誠 形質転換植物を用いたウイルスによるジー 藤村達人 小林達彦@星野貴行

ンサイレンシングの抑制現象の解析

小笠原陽子 イネの花粉寿命および花器形態に関する研 藤村達人 小林達彦・星野貴行

ゲプし門

小)11恭子 ダイコンのマイクロサテライトマーカーの 藤村達人 小林達彦・星野貴行

開発
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奥田彰 コーヒーカフェインシンターゼ遺伝子の単 藤村達人 小林達彦・星野貴行

離と機能解析

喜多晃一 ツツジ類の遺伝的多様性と属関雑種作出に 藤村達人 小林達彦・星野貴行

関する研究

田村浩一 サツマイモ塊根形成遺伝子の解明 藤村達人 小林達彦・星野貴行

針生博和 リン酸高効率吸収植物の開発を自指したフ 藤村達人 小林達彦・星野貴行

ィチン酸合成遺伝子の単離

加藤寛之 カドミウム(Cd)耐性機能を付与した形質転 藤村達人 小林達彦@星野実行

換体の作出

藤井壮一郎 燐酸高吸収@蓄積植物の開発ーフィチン酸 藤村達人 小林達彦・星野貴行

合成関連酵素遺伝子の単離一

サンタクマラ Studiesof Physiologica1 FactorsラRegulationon 藤村達人 小林達彦@星野貴行

ティサナーヤRootDevelopment in Sweet Potato(Ipumoea 

カ batatas L.) 

直井晋一郎 植物の試験管内育種技術に関する研究ーキ 久島繁 長谷川宏司・瀧)11具

ュウリを例に- 弘

萩達朗 魚類からの乳酸菌の分離と応用-魚類プロ 星野貴行 藤村達人・小林達彦

バイオティクスの開発一

権太勝 メタン菌の画定化培養によるビタミン B12 前)1 ，孝沼 杉浦員Ij夫・黒田健一

の生産性の向上

孔浩 三峡ダム建設によるダム流域への農業生態 前)l'孝昭 坪井伸広・杉浦員u夫

系影響問題

車海涛 蛋白系魔棄物を利用した納豆キナーゼの生 前)l'孝昭 田中秀夫・杉浦員Ij夫

産および機能性食品の開発

ディミタル Bio幽ana1ysisof Changes in Cul印red恥1amma1幽 前)l'孝昭 杉浦員IJ夫・王碧昭

ディミトロブ ianCells Exposed to Electric Fields of Physio圃

logical Strength 

会龍泉 バガスを用いた生分解性プラスチックの関 前)l'孝昭 佐竹隆顕・黒田健一

発とその実用化

池木葉子 湖沼底泥中のメタンサイクノレに関与する締 前)l'孝昭 佐竹隆顕・杉浦員iJ

菌群集の動態解析 夫・内海真生

福田朱美 貝類のモニタリング利用に関する基礎的研 前)l'孝昭 佐竹隆顕・杉浦員u

ゲブ1内J 夫・内海真生

小山英亮 食品加工・安全性評価への SSC-PCR(Single 木村俊範 松尾勝・井上高一

Strain Counting-PCR)法の応用



高橋洋一 農業用生分解性プラスチックの分解性 木村俊範 黒田健-.内山裕夫

豊木彩 オカラ及び米を素材とする発酵食品の抗酸 木村俊範 松尾勝・田中秀夫

イヒ性の評価について

東理裕 西オーストラリア州乾燥地の代表的植生タ 安部征雄 木村俊範・中村徹

イプにおける群落成長量の推定

木下玄 サヘノレ地域における降雨量変動の解析 安部征雄 石敏俊・中村徹

小山愛 中国内モンゴノレ原産 Cistanchesalsaのヒト 安部征雄 藤村達人・西村繁夫

神経細胞保護作用

金学峰 蒸発促進材の蒸発過程における水分移動に 安部征雄 木村俊範@瀧)11具弘

関する研究

正隠融 電気化学的手法による藍藻由来毒性物質 杉浦良Ij夫 前)11孝:昭・佐藤誠菩

microcystinの分解特性に関する研究

周手Ij 近赤外分光分析法σJ双)を用いた藍藻類 杉浦員Ij夫 前)11孝昭・山口智治

Microystis属由来有毒物質microcystinの分析

手法の開発

方永宇 近赤外分光法を用いた水質汚濁に関与する 杉浦員iJ夫 前)11孝昭@村松正手Ij

各種環境因子の評価解析

今井和美 日光温室の熱環境形成機構に関する実験的 山口智治 前)11孝昭@佐竹隆顕

研究

環境科学研究科

氏名 論文題目 主査 副査

赤坂淳一 滞在型市民農題の現状と今後のあり方 伊藤太一 小場瀬令二・佐藤俊

秋山怜子 降雨特性を考慮した屋久島における崩壊発生安仁崖政武 宮本邦明・西田頭郎

条件に関する研究

飯山豪 Soils from Minqin Basin， Gansu Provinceラ 東照雄 田村憲司・安部征雄

Northwest China， with Special Reference to 

Platy Structure A宜ectingVertical Distribution 

of Salts 

岸田栄 Peoples' Views on Farm Animal Welfare in メイサーラタeリル 氷飽揚四郎・)11遺み

Japan どり

吉光寺徳子 土壌中に蓄積するタンパク様窒素化合物の遊富田文一郎 東照雄・木村俊範

離に及ぼす作物根細胞壁の影響

畠山雄一 多摩川流域における水循環の改善について 西田正規 吉野邦彦・)11遺みど

り・西国顕郊
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樋口崇 流水条件下におけるメダカの選好流速に関す佐藤政良 小林勝一郎。佐久間

る実験的研究 泰一

北u条奈央 地域住民による農業用水路清掃活動の継続佐藤政良 佐藤俊・)11遺みどり

条件

村田周祐 四国八十八カ所から探る長距離歩道整備の方伊藤太一 中村徹・橘直隆

向性

米津耕一 携帯電話リサイクノレにおける経済性と環境負 富田文一郎 吉野邦彦・鈴木勉

荷低減効果の評価

張培鈎 A Study on Error Propagation in DEM Analysis安仁屋政武 杉田倫明・西国顕郎

and Its Impact on Correction of Remote Sensing 

Data 

鄭美 中国・図柄江流域における水質改善のための氷飽揚四郎 佐藤政良・杉浦員u夫

環境政策
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6-3卒業研究リスト

生物資源学類

氏名 論文題目 指導責任教官 指導担当教官

森政樹 任意 3角形平面スキームを用いた土砂流出解析 宮本邦明

法に関する研究

吉田和恵 まちづくりにおける伝統的建築物の意義 j額能誠之

荒木千佳 伝統的建築物群の保存手法一金沢市東山ひがし j額能誠之

地区を事例として-

井上朋大 西オーストラリア州の半乾燥地における植林樹 安部征雄

木の成長量解析

今井篤 2倍性ジャガイモの既知遺伝子地図群の統合と 藤村達人

機能ゲノム情報を用いた新規 DNAマーカ一群の

作成

遠藤みよこ 多属性効用理論に基づく霞ヶ浦の水質評価 氷飽揚四郎

小)11楊子 乾田甚播7K田における湛水条件が土壌の透水性 佐藤政良

に及ぼす影響

加藤史彦 植物根による吸水モデ、ノレのパラメータの推定 西尾道徳 藤巻晴行

小池彩 シュレッタゃー裁断紙を用土とした屋上緑化に 小池正之 余白章

関する基礎的研究

河野賢 大規模水田経営の作業労働に対する水車j・置場条 佐藤政良

件の影響

古賀聡子 アロブェンフロックの形成過程に関する研究 足立泰久

小西克己 上方浸潤過程を利用した低水分領域の不飽和透 西尾道徳 藤巻晴行

水係数の測定

小林間IJ 任意 3角形平面スキームを用いた地下水@地表水 宮本邦明

の流出解析法に関する研究

坂入信之 粘土懸濁液の降伏値についての研究 足立泰久

武田洋紀 小規模ノくイオガス発電の社会経済的影響の評価 氷飽揚四郎

田中真美子 ネパーノレにおける土砂災害対策に関する研究 宮本邦明

多谷本英手Ij 浜離宮庭園の復元の方向性に関する研究 伊藤太一

鶴田雅也 濯減水田地域からの還元水の流出構造 佐藤政良

中津熊真幸 水田地域における洪水流出機構の分析 佐藤政良

蓮見実理恵 アカシア樹皮系廃棄物の利用に関する基礎的研 黒田健一 大井洋

ゲブ1門J 
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=島和恵 物質循環モデノレを用いた東アジアの植生の炭素 宮本邦明 西田頭部

収支の研究

山下裕司 多孔質体中におけるコロイド粒子の輸送挙動 足立泰久

和田慎一 組み込み型マイコンによる農作業機械操作の自 瀧川具弘

動化・簡易化

荻原美香 固定床上の土砂流に関する基礎的研究 宮本邦明

) 11原昌志 二重被覆ソーラスチルの塩水淡水化性能 山口智治

赤座力日奈 二 次 元 電 気 永 動 法 によるラン藻産生毒 杉浦則夫

microcystin-LRの影響解析

上嶋大輔 生ゴミ処理機の副資材使用量低減要因の検討 木村俊範

清宮久子 乳酸発酵パンケーキの発酵に関与する微生物の 木村俊範

単離 e 同定

田原祐作 ヒトチトクローム P450の cDNAを導入した組換 藤村達人

え体ジャガイモ系統群での除草剤耐性評価

j賓川茜 分析的熱分解法におけるケナフリグ、ニンの分析 黒田健一 中)11明子

山崎友樹 新規生分解性素材の解析性 木村俊範

吉岡正浩 機能性色素アントシアニンの精製・分析 前川孝Bs 張f辰亜

米村道子 カット野菜の品質保持技術に関する基礎的研究 佐竹隆顕

Li Jun李俊 微粒子に粉砕したバガスを活用した乳酸発酵に 前)11孝昭 続多本華夫

関する研究

雨津真理 食品感性の定量化システムの構築に関する基礎 佐竹隆顕

的研究-多変量解析および神経由路網情報処理

による食品匂いエキスの画定一

岡崎毅 意気化学的手法を用いた難分解性物質の分解処 杉浦則夫

理に関する研究

河内幸夫 miαocystin分解細菌 Sphingomonasspの増殖およ 杉浦尉夫

び分解活性に及ぼす温度の影響
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