
V工学位論文関係

1博士論文リスト

農学研究科

氏名 論文題目 王査 長IJ査

アブダドルム タヌキマメ(Crotalariasessiliflora)に含まれる生理活性ポリフェ 松本宏 鈴木隆久・黒田健一

ニム ノーノレ化合物について

主主益民 木材・セメント複合材料の水和反応及び強度品質の評価に 富田文一郎 黒田健一・栃木紀郎

関する研究 i雪府間悦男

ウノレゲノレ AN ANAL YSIS OF INTERRELATION BETWEEN 氷鉛揚1m郊 佐藤政良・永木正和

スライマン ENVIRONMENT AND SOCIO-ECONOMIC 杉浦知夫

STRUCTUREWITH SPECIAL REFERENCE TO WATER 

POLLUTION IN THE TURKISH BLACK SEA BASIN: AN 

INTEGRATED DYNAMIC SIMULATION MODELING 

APPROACH FOR WATER QUALITY IMPROVEMENT 

POLICY(黒海トノレコj主流域における水質汚染に焦点をあて

た環境と社会経済構造との相互関係の分析:総合的動学

シミュレーションモデル手法による水質改善政策の提言)

畔移11武司 日光温室の熱環境形成機構に関する基礎的研究 佐竹隆顕 前)11孝昭・山口智治

弦間弘

雀益斌 Study on Soil Water Movement and Water-Saving 安部征雄 木村俊範・藤村達人・

Efficiency with Vertical Subsurface Drip in Arid Land 東照雄

乾燥地植林のための土壌水分挙動と表面流出に隠する研
斎藤忠臣 安部征雄 木村俊範・藤村達人・

究

東照雄

田中ふみ子 電気化学的手法による埋立地浸出水の処理に関する研究 前川孝昭

陳野 Characteristics of biodegradable plastic based on starch 黒田健一 前)11孝昭・杉浦員IJ夫・

田中秀夫

程 永 強 Improvement of Tofu Texture in China 木村俊範 中嶋光敏・梶山幹夫
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小島英一

蕨城公久 農業用水管理への農民関与と水日1用水 ータイ国チャオ ft:fi長政良 小池正之・永木正和

フ。ラヤデ‘ノレタをliコ心として一 足立泰久

マウンマウン Water Resources Evaluation for Paddy Irrigation in Tropical 法政良 小池正之・餅1]治之

ナイン Monsoon Asia -A Case Study of the Ngamoeyeik Project， 杉浦知夫

Iρwer Myanmar 

李柏妄 Biogas production and high-energy recovery of the kitchen 前J11孝Ilt{

garbage by two-phase plug-flow methane fermentation (ブρラグ

フロー型2相式メタン発酵装量による生ゴ、ミのバイオガ、ス生産

と高エネルギー化)

ロイホ。リトシュ Improvement of Energy Requirement in Traditional 木村俊範 j法村達人.1龍J11具弘

Parboiling Process 坂井直樹

Pomin Li Biogas production and high-energy recovery of the kitchen 前J11 孝Il?~ 杉浦員Ij夫・黒田健一

garbage by two-phase plug-flow methane fermentation 田中秀夫

Yi Min Wei Evaluation on hydration behavior and mechanical 富田文一郎 黒田健一・梶山幹夫

performance of wood cement-bonded composites i墨府田悦男

生命環境科学研究科

氏名 論文題目 主査 忌j査

楼井一宏 霞ヶ浦流域環境の総合的管理政策に関する研究 氷室包揚四郎 佐藤政良・徳永澄憲

杉浦員IJ夫

松井明 水田用排水路系における水生物の生態工学的研究 佐藤政良 西尾道徳・中村徹

氷銘揚四郎・伊藤太一

イ壬永懐 中国河北地域における大型濯区の節水港絞システムに関 佐藤政良 富田文一郎・真板秀二

する研究 茂野隆一
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工学研究科

氏名 論文題目 主査 高IJ査

大野和良Ij GPSを利用した自律移動ロボ¥yトの屋外ナピゲ、ーション 油田信一 安信誠一・坪内孝司

のための測位手法に関する研究 三浦淳(大阪大学)

j淀川具弘
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2修士論文リスト

生命環境科学研究科

農学研究科

氏名 論文題目 主査 長IJ査

安藤義武 塩水港統条件下における根の吸水モデ、ルのパラメータ 安部征雄 藤村達人・東照雄

決定

金 子 礼 ユリア樹脂接着剤の放散ホルムアルヒド低減に関する研究 田文-~I) 黒田健一一・梶山幹夫

小松崎典子 発芽玄米の製造法および機能性成分に関する研究 木村俊範 藤村達人・馬場忠

コマン夕、 Study on Physico-Chemical Property Changes in Parboiled 木村俊範 藤村達人・馬場忠

K.S.M Rice During Drying 

田辺喜良次 西オーストラリア乾燥地における土壌浸透技術を用いたウ 安部征雄 藤村達人・中村徹

ォータ・ノ¥ーベステインク、、が植栽木に与える影響について

谷口岳 バイオアッセイによる高度合併浄化槽の吸着脱リン処理性 前)11 孝Il?~

能評価

チャウラカム 不耕起栽培用作業機の設計要件と作業性能について 小池正之 j龍川i真弘・佐藤政良

イサラー

林真一郎 土砂災害対策現場における危機管理支援システムに関 佐藤政良 宮本邦明・巽板秀二

する研究

長谷川貴之 藍藻類Microcystis属の有毒物質 microcystin産生に及ぼ 前)11孝昭

す生物問相互作用に関する研究

山田裕子 E - カフ。ロラクトンを用いた木材液化とその応用 富田文一郎 黒田健一・梶山幹夫

李 明 虎 理春市経済開発区の開発に伴う降雨流出過程の変化に 佐藤政良 宮本邦明・暴板秀二

関する研究

バイオシステム研究科
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氏名 論文題目 主査 高'J査

飯島恵美 植物の根の肥大化に関与する遺伝子の解析 藤村達人 星野貴行・小林勝一部

石川滋- イネの深根性に関する研究 藤村達人 星野貴行・小林勝一郎

植木千恵 浸透圧ストレスに応答するイネの般の伸長関連遺伝 藤村達人 星野貴行・小林勝一郎

子の解明

江村耕司 フーリエ変換赤外及び近赤外分光法による異なる 前)11孝昭

遺伝子型の植物ゲ、ノミック DNAの識別に関する

研究

皆葉正i主 水n翠海山の海底熱水系より得られた Thermococcus 内海真生

sp. TSlおよび TS2の性質

城 戸 文 乾燥地植物 Saussureainvolucrata (雪蓮花)の抗ア 前川孝昭

レノレギー活性

佐々木優子 電解水、オゾン水を用いた食品製造装置の非加熱
前)11孝昭

殺菌

塩野克宏 西豪州乾燥地における造林法と樹木成長の関係 安部征雄 木村俊範・中村徹

関真理子 神経分化誘導に作用する植物エストロゲンに関する
前)11孝昭

研究

張貴華 蛋白質廃棄物を培地とする納豆萄発酵による生産
前)11孝昭

物の機能

性食品化

サツマイモから単離された MADS-box遺伝子の機
西多功一 藤村達人 星野貴行・小林勝一郎

能解析

広瀬教志 富栄養化した湖沼の改善を自指したりン酸高吸収イ 藤村達人 星野貴行・小林勝一郎

ネの開発
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松波久7E; s-l，4ーキシラナーゼを生産する海洋性細菌の探

索とその解析

内行1}I~i生

養日:1智子 開花促進物質合成に関与する 9-LOX遺伝子の 藤村達人 星野貴行・小林勝一郎

機能解明

吉川紗代 土壌の Cdの可溶化を呂指した植物による有機酸 藤村達人 星野貴行・小林勝一郎

放出の研究

環境科学研究科

氏名 論文題目 主査 記1]査

大津英子 j美山村におけるホーストレッキングの実施と問題点 {左H妻。女良 佐久間泰ー・伊藤太一

大橋由布子 械IIIの生産基盤とその保全活動の問題点 佐藤政良 佐久間泰一・被1}1~真

磯行雄 玉里村におけるエコツーリズム型まちづくりの政策 タk~包J初出自1) 小場瀕令二・掲1t主誠之

評価

磯部葉月 タイ国におけるエコツアー・オペレータの課題 吉野邦彦 伊藤太一・西田正規

加藤亮 ボルネオ奥地における観光開発の可能性ーサラワ 増田美砂 伊藤太一・西国正規

ク州ノくりオを事例としてー

木村亜由美 Cooperation Principles for Participatory lrrigation 佐藤政良 F自由美砂・川辺みどり

Management in Muang Fai， Northern Thailand 

田口 j青員Ij 大気汚染を考慮、した日本地域経済再編成のシミュ 氷室包揚四郎 石田東生・西国顕部

レーション分析

武正憲 渓流カヌーイストの環境保全意識と行動 伊藤太一 吉田章・西田正規

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離に 富田文一郎 東ft宗雄・木村俊範

及ぼす作物根細胞壁の影響

朴善華 中国大連市の水不足解消と水質改善のための環境 氷飽揚四郎 佐藤政良・杉浦員IJ夫

政策
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細川哲平 屋久島エコツアー参加者の満足感決定要因 伊藤太一 安仁屋政武・西田正規

松本健史 地球温暖化効果ガス排出権取引構造のシミュレー 氷銭湯四郎 大沢義明・徳永澄徳

ション分析:臨界的排出権取引価絡の同定

米津耕一 携帯電話リサイクルにおける経済性と環境負荷低減 富田文一郎 吉野邦彦・鈴木勉

効果の評価
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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

流郷真理子 筑波山における登山道の変遷と利用 伊藤太一

熊野理恵 都市公園の利用と維持について~運動施設、特に j頼能能之

テニスコートを例として~

武原愛奈 発酵ハ。ンケーキ・ドーサ、おからトーーサの微生物動態 木村俊範

原田文恵、 都市公園における高齢者の健康づくりを促進する方策 伊藤太一

前田哲志 イネ雄性不稔系統 FSlのリクοニン分析 黒田健一 大井洋

真木彩子 木質資源の循環を自的とした財の代替と経済的手段 氷飽揚四郎

浅井正 浩 逆解析による植物の水分ストレス応答関数の推定 安部征雄 藤巻11青行

猪 狩 誠 ストレス応答特における光合成関連遺伝子発現調節 藤 村 達 人 太田賢

のシクゃナノレ伝達機構の解析

大井川 i司IJ 誘電率水分センサーの温度依存の補正の検討 安部征雄 藤巻晴行

大嶋達男 新概念電気トラクタの設計要件に関する基礎的研究 小池正之 余田章

加藤貴久 土壌フロックの粒径一密度の関係に関する研究 足立泰久

木村直宏 沖縄のパイナッフ。ノレ熔おける土壌浸食のモニタリング 宮本邦明

手法に関する研究

木薮雅之 Eーカプロラクトンを用いた木材液化に関する研究 富田文一部 梶山幹夫

小林俊也 螺旋型年時計の開発とそれを落ち板粘土鯨濁液の流 足立泰久

動特性
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新山裕子 垂直型点滴濯殺における間断潅水とその評価 安部征雄

土田博之 電導度測定を用いた粘土表面の電気的特性の決定 足立泰久

寺田有希 塩水潅水条件下で、トマトの種子の幼植物の生存率を 藤村達人

改善させるための種子の発芽処理条件の検討

内藤文彦 大規模穏作経営における耕区間移動増加の要因に関 西尾道徳 佐久間泰一

する定量的考察

福原康之 オリアイス収縮流を用いたフロック強度の研究 足立泰久

松野潤 衛星リモートセンシングを用いた紅葉時期に関する 宮本邦明 西田鎖郎

研究

柳田明日美 掃流砂に関する基礎的研究 宮本邦明

山本晶子 山地森林小流域における流出と水質変動に関する 巽板秀二

研究

渡辺将顕 里山における自然体験学習の課題-宍塚大池を事例 伊藤太一

として-

小野瀬昭 microcystin分解酵素の特性解明に関する研究 杉浦員Ij夫
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