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　　　　　　　　生物科学科

Department　of　Bio1ogica1Science

細胞生物学

　　Ce11Bio1ogy

小野田　哲　夫　竃

Tetsuo　ON0DA

黒　田　正　明　⑧

Masaak1KUR0DA
西　川　彰　男　⑧

Ak1o　NIsHIKAwA

赤　間　一　仁

Kazuh1to　AKAMA

松野　　　偉

Akira　MATsUN0

大　島　朗　伸

Ak1nobu　OsHIMA

石　田　秀　樹

H1dek1IsHIDA

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1　　Foot　structure　and　foot　prote1n　1n　the　cross

　str1ated　musc1e　of　a　pecten　Abe　T，H　Ish1da　and

　A　Matsuno，J　Ce11Stract　and　Fanc，2221－26．

　1996．

2．An　u1trastructura1study　of　the　contracti1e　fi1a－

　ment1n　the　pmacocyte　of　a　freshwater　sponge

　Masuda　T．，M．Kuroda　and　A．Matsuno，

　Proceedings　of　the　Internationa1Conference　on

　Sponge　Sc1ence，Spr1nger－Ver1ag　Inc，1n　press

　1997．

3　Bacter1a　as　nuc1eat1on　s1tes　for　auth1gen1c　mmer－

　a1sTazak1，KandIsh1da，H，JGeo1SocJapan
　1⑰2，866－878．1996．

4　Character1zat1on　of　nuc1ear　tRNATyr1ntrons

　the1r　evo1ut1on　from　red　a1gae　to　h1gher　p1ants

　K　Akama　A　Nass，V　Junker　and　H　Be1er，FEBS

　Lett，in　press．1997．

5　Character1zat1on　of　a　nuc1ear　tRNACys　gene

　fromλ”α6〃oψ∫z∫肋α肋〃αK　Akama，V　Junker

　andHBe1er，P1antPhys1o1，1npress1997

巳Mo1ecu1ar　character1zat1on　of　a　gene　for　a1an1ne

　am1notransferase　from　r1ce（Oryza　sat1va）H

　K1kuch1，S　Tok1，S　H1rose，K　Akama　and　F

　Takaiwa，submitted．1997．

7．Deuterium　oxide　acce1erates　actin　assemb1y　in

　v1tro　and　changes　m1crof11ament　d1str1but1on1n

cu1tured　ce11s．，Omori，H．，Kuroda，M．，et　a1．EuL　J．

Ce11Bio1，273－280．1997．

　　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．Nov’e1structure　of　p1ant　cytoso11c　tRNAH1s　and

　1ts　gene　K　Akama　and　I　Sma1117th　Inter一

2
。

3
．

4
．

5
．

nat1ona1tRNA　Workshop，Ch1ba，Japan，1997

In　v1tro　transcr1pt1on　ana1ys1s　of　Arab1dops1s

nuc1ear　tRNA　genes．I．Boyadjov，Y．Yukawa，K．

AkamaMSug1taandMS1g1ura，5thInter－
nat1ona1Congress　of　P1ant　Mo1ecu1ar　B1o1ogy，

Singapore，1997．

No▽e1　strucuture　found　1n　p1ant　cytoso11c

tRNAH1s　and1ts　gene　K　Akama　and　I　sma115th

Intemat1ona1Congress　of　P1ant　Mo1ecu1ar

Bio1ogy，Singapore，1997．

イネクルタミン酸脱炭酵素遺伝子の単離と解析北

川雅統，赤間一仁，高岩文雄，小野田哲夫．第92回

日本育種学会（鳥取），1997

植物核tRNA遺伝子に含まれるイントロンの分子解

析とその起源．赤間一仁，第20回日本分子生物学会

（京都），1997．

a好アルカリ性細菌Bac111us　S1－3のATP合成酵素

　佐藤康弘，大島朗伸，小野田哲夫　日本植物学会第

　61回大会（習志野）1997．

7．大腸菌L－form　NC7の諸性質とそのリン酸化にっい

　て斉藤秀木，小野田哲夫，大島朗伸，榎園純子　日

　本植物学会第61回大会（習志野），1997．
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生物機能学

　　Functiona1Bio1ogy

内　藤　富　夫　⑧

Tomio　NAIT0H

猪　原　節之介　⑧

Setsunosuke　IHARA

杁村喜則⑧

藤　本　正　昭

Masaak1FUJIM0T0

澤　　　真知子

Mach1ko　SAwA
小　池　文　人

Yosh1nor1SUGIMURA　Fum1to　KoIKE

．高畠育雄
Ikuo　TAKABATAKE

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．インドヒラマキガイからの生理活性ペプチドの単離．

　藤本正昭⑧早矢仕みか⑧松島治⑧宗岡洋二郎⑧南方

　宏之⑧野本享資，島根大学生物資源科学部研究報告，

　1：　1＿6．　1996．

2．The　effects　of　activators　of　G－protein，masto－

　paran　and　compound48／80，on　the　Gっrotem／

　adeny1ate　cyc1ase　system　m　cu1tured　me1ano－

　phores　of　the　b1ack　moor　go1df1sh，C伽αs8z〃∫

　α舳α肋∫Mor1sh1ata，F，AShmada，YTakeda，M

　Fu］1moto，H　Katayama　and　K　Yamada，J　Comp

　Physio1．［B］，166：467－472．1996．

3．Seasona1and　therma1effects　in　the　emetic　re－

　sponses　of　ran1d　frogs　Suzuk1C，M1yosh1S，

　WassersugR　J　andNa1toh　T，Canad　J　Zoo1．74

　2009＿2015．1996－

4H1stod1fferent1at1on　of　ha1r　fo111c1es1n　graft1ng　of

　ce11a99regates　obta1ned　by　rotat1on　cu1ture　of

　embryon1c　rat　sk1n　Ak1ra　Takeda，Sh1gek0

　Matsuhash1，Nobuyuk1Sh1oya　and　Setsunosuke

　Ihara，Scan　J　P1ast　Reconstr　Surg　Hand　Surg，

　In　press．1997．

5．隠岐半島の植生と植物相一シダ植物．杁村喜則．山

　陰地域研究（自然環境），且3：3340．1977．

6．島根県のシダ植物相．杁村喜則，ホシザキグリーン

　財団研究報告，1：221－232．1997．

2．ブルーギル水晶体筋の神経筋伝達と外液イオンの作

　用藤本正昭⑧須山真由美⑧藤山晴美⑧国岡寛，水

　生動物の行動と神経系シンポジウム（東大三崎臨海

　実験所），199τ

ユHatsum1，M，Sawa，M　Asano，H，Watanabe，Y

　Oogenesis　in　mutant　strains　of〃o∫ψ肋α

　榊1α〃ogα8彪れGenes　and　Genetic　Systematics，

　71－413．　1996．

4カワムツ松果体でのメラトニン合成の季節変化．梶

　谷圭一，高畠育雄，日本動物学会中国四国支部大会

　（松山），1997．

5カワムツ松果体でのメラトニン合成におよぼす性ホ

　ルモンの影響，高畠育雄，北野博紀，梶谷圭一，山尾

　美香留，日本動物学会第68回大会（奈良），1997．

1
．

　　　　　　　　〔その他〕

しまねレットテーターフソクー島根県の保護上重要

な野生動植物一植物編．杁村喜則，島根県，226p叫

1997．

　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．．フナの脳より単離したサブスタンスP族の新ペプチ

　ド．竹下健一⑧寺西仁志⑧藤澤祐子⑧宗岡洋二郎⑧

　高畠育雄⑧藤本正昭，日本動物学会中国四国支部大

　会（松山），1997．
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　　　　生態環境科学科

　Department　of　Eco1ogy
and－Environmenta1Science

環境生物学

　　Env1ronmenta1B1o1ogy

野　津幹　雄

Mikio　NozU

本　田　雄　一

Yu1ch1H0NDA
北　村　憲　二

Kenji　KITAMURA

星　川　和　夫

Kazuo　HosHIKAwA

巣　山　弘　介

Kosuke　SUYAMA

前　田　泰　生

Yasuo　MAETA

山　本　広　基

Hiroki　YAMAM0T0

荒　瀬　　　栄

Sakae　ARAsE

井　藤　和　人

Kazuhito　IT0H

　　　　　　　　　　　〔著書〕

1．　Suscept1b111ty－Induc1ng　tox1n（s）　Produced　by

　p㈹o〃αηαo㎎尾αθ　In　Tox1ns1n　P1ant　D1sease

　Deve1opment　and　Evo1v1ng　B1otechno1ogy

　Arase，S，Honda，Y，Nozu，Mand1ateN1shmura，

　S，（R　K　Upadhyay　and　K　G　Muker］1eds）

　Oxford＆IBH　Pub11sh1ng　Co　Pvt　Ltd，1997，pp

　149－165．1997．

2．　キバラハキリバチ〃；θgαo肋Zθ∬αη肋oψカθ”α

　Yasumatsu　et　H1rashma，1964（島根県環境生活

　部景観自然課編「しまねレッドデータブック（動物

　編）」所収）．杉浦直人⑧前田泰生，島根県環境生活

　部景観自然課，松江，pp－200－201．1996．

3．オオスジグロメバエλκ肋ooκψ80材伽ooψα〃〃8

　（Fabricius，1794）．（同編「同」所収）．前田泰生鱈

　杉浦直人，同，pp．202－203．1996．

4．キオビホオナガスズメバチDoκoんo〃θ功〃α榊θ〃α

　s〃gακIsh1kawa，1969　（同編「同」所収）前田泰

　生⑧杉浦直人．同，p叫292－293．1996．

5．チヒトカリハナハチCoθZzoエμs伽ωz8Eversmann，

　1852．（同編「同」所収）．前田泰生竃杉浦直人．同，

　pp．294－295．1996．

6．シロスジコシブトハナバチλ閉θφ〃ασ〃αdれ狗∫oクー

　α肋∫（Vi11ers，1789）．（同編「同」所収）．pp．296一

　297．　1996．

7．メバエ類（石井　実ら編「日本動物百科9　昆虫■」

　所収）．前田泰生，平凡杜，東京，叫135．1997．

＆マクガタテントウCooo伽〃αo”oた〃（Lewis，1879）．

　（島根県環境生活部景観自然課編「しまねレッドテー

　　タブック（動物編」所収）．星川和夫，島根県環境生

　活部景観自然課，松江，pp．284－285．1997．

　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．Inf1uence　of　phototropic　response　of　spore　germ

　tubes　on1nfect1on　process　m　some　pathogen1c

　fung1Is1am　S　Z　and　Y　Honda，Mycosc1ence，37

　：365－371．1996．

2．　The　effects　of11ght　and　photo　and　protem－

　synthet1c　1nh1b1tors　on　the　Sek1guch1　1es1on

　format1on　by〃；α〃ψoγ肋θ卿∫θα1n　r1ce　cv

　Sek1guch1－asah1Arase，S，R　Fukuyama，K

　Tok1zawa，SIkegam1，YHondaandMNozu，J

　Phytopatho1．14531－35．1997

3　Pr1mary　effects　of〃；α卯妙o肋θ鮒z∫θαtox1n（s）on

　m1tochond－r1a　of　r1ce1eaf　ce11s　Uehara，T，S

　Arase，YHondaPParkandMNozu，Ann
　Phytopath．Soc．JPn．，63：29－35．1997．

4．　U1trastructura1effects　of〃；αg伽抄o材加ση∫θα

　toxin（s）on　mitochondria　of　host　and　non－host

　p1ants　Uehara，T，S　Arase，Y　Honda，P　Park　and

　MNozu，AmPhytopatho1SocJPn，6369－77．
　1997．

5．Supp1ementary　　UV－B　　rad1at1on　mduces

　Fusanum　w11t　of　spmach1n　a　g1asshouse　Na1to，

　Y，Y　Honda　and－T　Kumaga1，Ann　Phytopatho1

　Soc．JPn．，63：78－82．1997．

αハキリハチ属2種の巣の構造前田泰生⑧宮永龍一⑧

　岡島安宏，中国昆虫，101々1O，1996

τ　クスハキリハチの大営巣集団郷右近勝夫⑧前田泰

　生⑧宮永龍一，同，10：11－16．1997．

8．Host　records　of　c1eptoparasitic　bees　in　Japan

　（Hymenoptera，Apoidea）．Maeta，Y．and　K．

　G6ukon，N　Sug1uraandR　M1yanaga，JPn　J　Ent，

　6盈：830－842．1996．

9．The　unusua1nest　of　a1eaf－cutt1ng　bee，〃θgαo〃Zθ

　z卿z∫ooψα肋Cockere11from　the　Ir1omote　Is1and，

　southmmost　Japan　（Hymenoptera，　Mega－

　ch111dae）Maeta，Y，T　Yamaguch1，M　Goubara
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　　and　K．G6ukon，Ibid．，65：1－6．1997．

1αComparat1ve　stud1es　on　the1n柵est　behav1ors　of

　　sma11　carpenter　bees，the　genus　Cθ畑肋α

　　（Hymenoptera，Anthophor1daらXy1ocop1nae）I

　　Cθ倣伽α（Cθ”α伽α）o〃o〃肋伽α，Part1．Maeta，Y”

　　E　Asens1o　de1a　S1erra　and　S　F　Sakagam1．1997

　　Ibid．，65：303－319

11．Co1ony　deve1opment　of　two　spec1es　of　Japanese

　　bumb1ebees，3o刎肋s　（3o閉肋s）　柳〃伽∫　α〃

　　3o閉6〃∫（13o閉6〃s）ん妙ooη玄αreared　under　art1fト

　　c1a1cond1t1on（Hnymnenoptea，Ap1dae）Md　A

　　Hanann，Y　Maeta　and　K　Hosh1kawa，Ib1d653

　　43－354．

12．　Ice－1nocu1at1on　av01dance1n　hibernat1ng1arva　of

　　λρα玄舳α舳励∫（Lep1doptera　Nympha11dae）K

　　Hosh1kawa，Trans1ep1d　Soc　Japan，47278－284．

　　1996．

　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．フェノール酸化酵素による塩素化フェノールの酸化

　反応速度に及ぼすフェノール性酸の影響，井藤和

　人⑧藤田光穂⑧熊野一生⑧巣山弘介⑧山本広基，第

　12回日本腐植物質研究会講演要旨集，15－16．1996

2．除草剤ヘンチオカーフの還元的脱塩素反応に関与す

　る微生物（群）の性質にっいて．井藤和人⑧佐川寛

　奈⑧水庫隆仁⑧巣山弘介⑧山本広基，日本農薬学会

　第12回大会講演要旨集，82．1997．

a土壌の貯蔵にともなう微生物バイオマスの変動（第

　2報）．山本広基⑧大谷考一⑧巣山弘介⑧井藤和人，

　日本土壌肥料学会1997年度大会講演要旨集第43集，

　28．1997．

4．微生物ハイオマス炭素の定量法の簡略化巣山弘介⑧

　大谷考一⑧塩見安史⑧井藤和人⑧山本広基，日本土

　壌肥料学会講演要旨集第43集，31．1997．

5．ラッカーゼによるクロロフェノール分解とフェノー

　ル性酸の影響．井藤和人⑧藤田光穂⑧熊野一生⑧巣

　山弘介⑧山本広基，日本土壌肥料学会講演要旨集第

　43集，46，199τ

a農薬分解と環境土壌生態系影響評価をめくる最近

　の動向．山本広基，日本土壌肥料学会講演要旨集第4

　3集（1997年度シンポシウム講演要旨），276．1997

7．Assess1ng　the　S1de－Effects　of　Pest1c1des　on　S011

　Ecosystem　Yamamoto，H，Abstracts　from1997

　Umted　States－Japan　J01nt　Semmar　on　Pest1c1des

8
．

9
。

1O．

11．

12．

13．

1
．

2
。

3
．

4
．

and　the　Future　Mm1m1z1ng　Chron1c　Exposure　of

Humans　and　the　Env1ronment，1997

イネいもち病菌胞子発芽液中に存在する毒性物質

（14）イネ及びオオムギ葉細胞のミトコンドリアに

対する毒素効果植原珠樹⑧荒瀬　榮⑧本田雄　⑧

野津幹雄⑧朴　杓允，日植病報62：617．1996．

イネいもち病菌による関口病斑形成に及ぼす光の影

響，荒瀬榮⑧福山理恵⑧時沢佳江⑧池上将太⑱

本田雄一⑧野津幹雄，日植病報62：617．1996．

ガラス室における紫外線（UV七）付加照射がホウ

レンソウ立枯症の発生に及ほす影響内藤陽子⑱本

田雄一⑧熊谷　忠，日植病報62：625－626．1996．

L1ght－1nduced　res1stance　of　broad　bean　aga1nst

Botryt1s　cmerea　Is1am，S　Z，Y　Honda，S　Arase

Ann．Phytopatho1．Soc．JPn．鵠：227．1997．

イネ晶種関口朝日の関口病斑内に光依存的に蓄積す

るストレス物質都甲睦美⑧小田桐加⑧永田裕子⑧

荒瀬　栄⑧本田雄　⑧野津幹雄，日植病報6墨227．

1997．

イネいもち病菌の分生胞子発芽液中に存在する毒性

物質（15）イネいもち病菌感染初期イネ表皮細胞内

のミトコンドリアの変性植原珠樹⑧荒瀬　栄⑧本

田雄　⑧野津幹雄⑧朴　杓允，日植病報鑓230．

1997．

　　　　　　　　〔その他〕

土壌生態系に及ほす農薬の影響評価法法に関する研

究．山本広基⑧井藤和人⑧片山新太，日本生命財団

助成研究報告書，1996

臨界環境下における植物一微生物の生態系に関する

研究内藤陽子⑧本田雄一⑧熊谷　忠，東北大学遺

伝生態研究センター年報1997，p35．1997

新刊紹介（小野正人⑧和田哲夫著「マルハナバチの

世界一その生物学的基礎と応用一」）前田泰生，応

用動昆，遁O：334335．1996．

環境保全と農薬山本広基，茶，1997（3）6－11．

1997．
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生態環境工学

　　Eco1ogica1Engineering

相　崎　守　弘　　働

Mor1h1ro　AIzAKI

長　縄　貴　彦　　⑧

Takah1ko　NAGANAwA

秋　葉　道　宏

M1ch1h1ro　AKIBA

11．

若　月　利　之

Tosh1yuk1WAKATsUKI

佐藤利夫　　　12．
Tosh1o　SAT0

　　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．西アフリカ⑧サバンナの生態環境の修復と農村の再

　　生，広瀬昌平⑱若月利之編著，農林統計協会，504頁，

　　1997年．

2水田土壌，（久馬一剛編箸「最新土壌学」所収），

　　若月利之，朝倉書店，pp．157－178．1997年．

3．焼畑の物質循環，（京都大学東南アシア研究センター

　　編「事典東南アシアー風土⑧生態⑧環境」所収），

　　若月利之，弘文堂，pp36－37．1997年

4．水田の物質循環，（同上書所収），若月利之，弘文堂，

　　　pp．38－39．1997年．

5．土の水質浄化機能，（岩田進午⑧喜田大三監修「土

　　の環境圏」所収），若月利之，フジテクノシステム，

　　PP．444－454．1997年．

6．Afr1can　Adapt1ve　Sawah－based　R1ce　Farmmg1n

　　Sma11In1and　Va11ey　Watersheds　of　West　Afr1ca，

　　In　T　Attanandana　et　a1ed“Proceed1ngs　of　The

　　Intemat1ona1　Sympos1um　on　Maxm1z1ng
　　Susta1nab1e　R1ce　Y1e1ds　Through　Improved　So11

　　andEn▽1ronmenta1Management”，T　Wakatsuk1，

　　Funny　Pub　Ltd，Bankok，pp395－407．1996

7．Soi1Ferti1ity　of　In1and　Va11eys　of　West　Africa：

　　Nature　and　Geographic　Distribution，Idem，

　　Issaka，R　N　and　T　Wakatsuk1，pp429－444．1996

8　S011s　of　F1ood　P1a1ns　of　West　Afr1ca

　　Geographica1and　Regiona1Distribution　of　Some

　　Fert111tyParameters，Idem，MMBur1andT
　　Wakatsuki，pp．445－455．1996．

9　Sustamab1e　R1ce　Product1on　and　So11Fert111ty1n

　　the　Gumea　Savanna　Zone　of　N1ger1a　The　Ro1e　of

　　In1and　Va11ey　Swamps，Idem，O　O　Fasho1a，F

　　Ish1da，and　T　Wakatsuk1，pp479－488．1996

10．Ethnopedo1ogy　　and　Indigenous　Rice－based

　　Low1and　Farmmg　Systems　of　Nupe，N1ger1a，

1
．

2
．

3
．

4
．

5．

6
．

7
．

8
。

9
．

Idem，F　Ish1da，A　Kam1douzono，O　O　Fasho1a，

and　T　Wakatsuk1．1996

人工湿地の水生植物生育基盤の整備（岩田進午ら監

修「土の環境圏」細見正明，秋葉道宏，フジ⑧テク

ノシステム，PP．753－761，東京，1997．

TheDecompos1t1onofWaste　Food　O11and　Effect

of　O11Degrad．1ng　Bacter1a　Dur1ng　Thermoph111c

Ox1c　Process　L　Zhu，K　Sum1guch1，Y　Kozak1，T

Sato，I　Yosh1da，and　T　Mor1，Proc　Int　Agr　Eng

Coferece．Vo1．11：p．893－902．1996．

　　　　　　　　　〔論　文〕

Geograph1ca1d1str1but1on　of　se1ected　so11fert111ty

parametersof1n1andva11eys1nWestAfr1ca，R　N

Issaka，Ish1da，F，Kubota，D，and　T　Wakatsuk1，

Geoderma，75：99－116．1997．

Nutritiona1Characteristics　of　Minera1E1ements

1n　Tree　Spec1es　of　Trop1ca1Ram　Forest，West

Sumatra，Indones1a，TMasunaga，DKubota，M

Hotta，and　T　Wakatsuk1，So11Sc1P1ant　Nutr43

405＿418．1997．

地域間比較研究から地域間交流をめざして一西アフ

リカのサバンナ帯への東北タイ農耕の応用，若月利

之，地域研究論集，Vo1．1：92－109．1997．

S1mu1at1on　of　s1udge－dredgmg　effects1n　contro1－

11ng　nutnent　re1ease　of　Lake　Kasum1gaura　w1th

1arge－s1zecoresamp1esFan，C，MA1zak1K
Kohata，J．Environ．Sci．，8：385－389．1996．

　Freshwater　DOC　measurements　by　high－

temperature　combust1on　compar1son　of　d－1fferen－

tia1（DTC－DIC）　and　DIC　purging　method＆

Fukush1ma，T，A　Ima1，KMatsush1ge，MA1zak1

and　A　Otsuk1，Wat　Res，3⑪2717－2722．1996

湖沼環境問題の認識と対策一霞ヶ浦を例として一

相崎守弘，環境科学会誌，1O：64－66．1997．

湖沼の有機物指標福島武彦，相崎守弘，松重　夫，

今井章雄，水環境学会誌，20：238－245．1997．

Product1on　of　1ab11e　and　refractory　d1sso1ved

organ1c　carbon　by　zoop1ankton　excret1on　An

exper1menta1study　usmg1arge　outdoor　cont1nu－

ousf1ow－throughpondsParkJ，MA1zak1，T
Fukush1ma　A　Otsuk1，Can　J　F1sh　Aquat1c　Sc1，

54：434＿443．1997．

富栄養化湖水の浄化のための水耕生物ろ過法を用い
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　　た人工湿地の開発，相崎守　弘，中里広幸，水環境

　　学会誌，20：622－628．1997．

1α神西湖沿岸湿地におけるヨシの分布一ヨシの分布と

　　環境因子との関係一秋葉道宏，細見正明，Laguna

　　（汽水域研究），4，7－1O，1997．

11．堀川底泥の高温⑧好気処理による高晶質土壌化，朱

　　列平⑧楊楡芳⑧佐藤利夫亀吉田　勲⑧森　忠洋，

　　環境工学論文集，33：31－37．1996．

12．希薄有用1価イオン分離⑧回収のための無機イオン

　　交換体の開発，鈴木　喬⑧阪根英人⑧佐藤利夫，日

　　本海水学会誌，50：426－433．1996．

1ユ　D1s1nfect1on　Escher1ch1aco11by　UsmgH＋and

　　OH－Form　Ion－Exchange　Resms，Part2，T　Sato

　　andMAk1ba，Bu11FacL1feEnvSc1Shmane
　　Univ．1：17－22．1996．

14．Decompos1t1on　of　A1gae　S1udge　by　Thermoph111c

　　Ox1cProcessLZhu”YKozak1YAgar1，TSato，

　　I　Yosh1da，and　T　Mor1，J　J　wat　Tret　B1o1．32

　　221－234．1997．

15。ラクトフェリン投与による海産魚の体表粘液分泌九

　　進，角田　出⑧佐藤利夫⑧川口明廣，日本海水学会

　　誌，51：51－57．1997．

16．D1s1nfect1on　R1ver　Water　by　Us1ng　a　Pract1ca1

　　Handy　E1ectrod1a1yt1c　D1s1nfect1on　System　Bu11

　　J．Soc．Seawater　Sci．Jpn．，51：113－118．1997．

　　　　　　　　　　〔学会発表〕

1。サヘル地域に於ける小低地集水域の土壌特性，林慶

　一⑧若月利之，第92回日本土壌肥料学会関西支部

　講演会要旨集，p．12．1996年

2．アフリカ型谷地田総合開発一Pre1m1nary　phase，

　若月利之，同上，P．13．1996年

3，多段土壌層法による新技術浄化槽の開発，Yusra1

　Tahir㊧若月利之亀稲田郷，第31回日本水環境学会

　年会講演要旨集，p．139．1997．

4多段土壌層法による畜産排水の高度処理の試み，原

　田剛臣⑧若月利之，同上，p．140．1997．

5．ナイシェリア⑧イポ（イシ，イコ）の民族土壌学，

　石田英子⑧広瀬昌平⑧若月利之，日本熱帯農業学会

　第81回講演回，熱帯農業Vo14171－72．1997

6．インドネシア，スマトラ熱帯多雨林樹種の栄養特性一

　各樹種の樹皮および葉中の養分分布，増永二之⑨久

　保田大輔⑧堀田満竃若月利之，日本土壌肥料学会講

　演要旨集第43集，p．118．1997．

7．Soi1s　of　F1ood　P1ains　of　West　Africa：Tota1

　　Chem1ca1Compos1t1on　and　The1r　Inf1uence　on

　　Nutr1entAva11ab111ty，MMBur1andT
　　Wakatsuk1，同上，P136．1997

＆サヘル地域における内陸小低地集水域の土壌特性，

　　林慶一⑧若月利之，同上，P．140．1997．

9．アフリカの水田農業と住民の生業一タンザニア亀ハ

　　ガモヨの事例，伊藤幸範⑱若月利之，同上，P．141．

　　1997

10．ナイシェリア中部⑧ヌペの民族土壌学一ヌペ農民に

　　よる水田システムの評価，石田英子⑧若月利之，p．

　　142．1997．

11　Eva1uat1on　of　the　Fert111ty　Status　of　S011s　of

　　Some　Ma1n　R1ce　Grow1ng　Areas　of　Ghana，S

　　Dekyi　and　T．Wakatsuki，同上，叫160．1997．

12．The　Use　of　Po1yo1efin－coated　Urea　Ferti1izer　in

　　R1ce－BasedSystemofIn1andVa11ey（IVs）ofWest

　　Afr1ca，Masa－so11s　as　Test　So11，O　O　Fasho1a　and

　　T　Wakatsuk1，同上，P196．1997

1a水田土壌改良資材としての多段土壌層法製ゼオライ

　　ト，端郁也⑧小林和宏儘福田成㊧若月利之，同上，p．

　　200．　1997．

14西スマトラ熱帯多雨林の樹木種の多様性を支える土

　　壌環境一第4報樹木種組成と土壌環境クラスター

　　の関係，久保田大輔⑧増永二之⑳Hermansah⑧堀

　　田満⑧若月利之，同上，p．229．1997．

15．S011Degradat1on　Durmg　19967－96m　Bang1a－

　　desh，M　M　A11and　T　Wakatsuk1，同上，p229．

　　1997．

1a多段土壌層法による生活排水の高度処理および循環

　　システムの構築，若月利之，同上，266．1997．

17。ヌペとアシャンテ集水域における谷地田総合開発，

　　若月利之，第34回日本アフリカ学会学術大会研究

　　発表要旨，p．32．1997．

1＆西スマトラ熱帯雨林における樹林の葉現存量および

　　葉中無機養分濃度と土壌中無機養分濃度の関係，増

　　永二之⑧久保田大輔⑱堀田満⑱若月利之，第7回日

　　本熱帯生態学会学術大会研究発表要旨，p．50，199τ

19．．西スマトラ州，シピサン村における民族土壌学的研

　　究の試み，上堂薗明鱈石田英子⑳Dar皿awan竃若月

　　利之，同上，叫51．1997．

20。アフリカ型谷地田総合開発戦略の提案，若月利之，

　　農林水産省国際農林水産業研究センター特別セミナー

　　「アフリカにおける灌概農業の諸問題」，1997
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21．土壌呼吸計測におけるアルカリ吸収法の再検討，長

　　縄貴彦，日本土壌肥料学会講演要旨集，第43集，p

　　37．　1997．

22．GISを用いた地域流域管理ソステムの開発，相崎

　　守弘，松重　夫，伊藤春樹，三浦真吾，第31回日本

　　水環境学会講演集，p．94．1997．

23．霞ケ浦流入河川上流部での地下水水質の分布特性，

　　相崎守弘，松重　夫，三浦真吾，第31回日本水環境

　　学会講演集，p．304．1997．

24ヤマトシシミの浄化能に関する研究，相崎守弘，森

　　岡美津子，木幡邦夫，田中秀之，第31回日本水環境

　　学会講演集，p．435．1997．

25．市民農園と水質浄化のための人工湿地一土浦ヒオパー

　　クー，相崎守弘，中里広幸，第31回日本水環境学会

　　講演集，p．556．1997．

26．各種アルミニウム系凝集剤による藻類の凝集機構に

　　関する一考察，第48回全国水道研究発表会講演集，

　　秋葉道宏，坂口敦，浜辺順彦，pp．60－61．1997．

2τ効果的水素供与体添加脱窒法における溶存酸素の影

　　響，第34回下水道研究発表会，pp527－528．1997

28。ホスト⑧ゲスト反応活用によるアロフェンヘの殺菌

　　性の付与，小野寺嘉郎⑧佐藤利夫竃岩崎孝志⑧海老

　　名武⑧鈴木　喬，第12回イオン交換研究会⑧第15

　　回溶媒抽出討論会連合年回要旨集，p221．1996

29銀吸着型アロフェンによる水中微生物の殺菌および

　　不活化，砂山俊二⑧佐藤利夫⑧小野寺嘉郎，無機マ

　　テリアル学会第94回学術講演会要旨集，p5455．

　　1997．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．土壌圏の生態工学の試み：多段土壌層法による土壌

　資源の汚水浄化機能の強化と制御の試み，若月利之，

　RITE優秀研究企画平成8年度研究成果報告会要旨

　集，PP．89－g3．1996．

2。東北タイと西アフリカのギニアサバンナ帯，若月利

　之，重点領域研究「総合的地域研究」成果報告書シ

　　リーズ：No．23，柳哲雄編「水循環から見た東南ア

　ジア」所収，pp．51－67．1996．

3．平田遺跡埋蔵文化財調査に伴う土壌分析，若月利之⑧

　M．M．Buri，木次町文化財調査報告書第4集，平田

　遺跡，PP．76－79．1997．

4．Human　Induced　So11Degradat1on　m　Upper

　Stream　of　Batang　Ana1A　Rasy1d1n　Darmawan，

　I　Darf1s，and　T　Wakatsuk1，Annua1Report　of

　　F1e1d　B1o1ogy　Research　and　Trammg　Project，

　　JICA　and　Anda1as　Un1▽ers1ty，Indones1a，No　3，

　　pp．88－93．1997．

5Dynam1cs　of　S011So1ut1on1n　the　M1dd1e　S1ope　of

　　G　Gadut，WestSumatra，Darmawan，A　Rasy1dm，

　　and　T　Wakatsuk1，Idem，pp94－108．1997

6　S011Chem1ca1Propert1es　and　Trop1ca1Ra1n

　　Forest　Trees　m　Pmang　P1nang　and　Ga］abu1h

　　P1ots，D　Kubota，T　Masunaga，Hermansah，M

　　Hotta　and　T　Wakatsuk1，Idem　pp108－116．1997

7．Eva1uat1on　of　S011Fert111ty　on　the　M1dd1e　S1ope

　　of　Merap1Mountam　m　Re1at1on　to　Land　Use

　　Pattern，Hermansah，A　Rasy1dm　Darmawan，T

　　Masunaga　and　T　Wakatsuk1，Idem，pp222－230．

　　1997．

8．Deta11s　Character1zat1on　of　So11s　as　HPPB　based

　　on　Toposequence　and　S011Dev’e1opment，I　Darf1s，

　　A　Rasy1dm，Darmawan，andT　Wakatsuk1，Idem，

　　pp．231－237，199τ

9Ethnopedo1ogy　of　Mmangkabau，II　The　Case

　　Study　of　the　S1p1sang　V111age，M1dd1e　Stream　of

　　Batang　Ana1　Watershed，West　Sumatra，

　　Indones1a，AKam1douzono，ARasy1dmM
　　Sarbam，N　Ramon，F　Ish1da　and　T　Wakatsuk1，

　　Idem，pp．238－252．1997．

10．ドイッにおける水道水源保全対策，秋葉道宏，第5

　　回水資源に関するシンポジウム論文集，p叫157－162．

　　1997．

11．新規開発の無機イオン交換膜を活用した新しい水殺

　　菌用イオン交換膜電気透析系の開発，佐藤利夫⑧鈴

　　木　喬，平成8年度科学研究費重点領域研究成果報

　　告書，83－86．1997
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森林環境学

　　Forestry　and　Env1ronment

北尾邦伸⑧
Kunmobu　KITA0

片　桐　成　夫　⑧

Shigeo　KATAGIRI

金　子　信　博　⑱

Nobuhiro　KANEK0

山　本　伸　幸

井　口　隆　史

Takash1IGUcHI

小　池　浩　郎

Koichiro　KoIKE

長　山　泰　秀

Yasuh1de　NAGAYAMA

Nobuyuki　YAMAM0T0

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．異なる立地での物質生産と養分循環，片桐成夫，森

　　林生態学（岩坪五郎編）文永堂出版，224257．1996．

2．森林破壊が土の劣化に与える影響，金子信博，「土

　　の環境圏」岩田進牛⑧喜田大三監修，フジテクノ

　　システム，1346－1351．1997．

a林業の観点から（田端英雄編著「里山の自然」所収），

　　北尾邦伸，保育社，大阪，p皿186－193．1997，

421世紀に向けた林業労働の新たな展開，北尾邦伸，

　　全国森林組合連合会，東京，pp．222－230，344－356，

　　408－418．1997．

5．Hand11ng　of　Wood1and1n　Natura1Resource

　　Accounts，Nobuyuk1Yamamoto，Intemat1ona1

　　Workshop　on　Env1ronmenta1Accountmg　for

　　Forest　and　T1mber　Resources－The　Cases　of

　　Tha11and，　Indones1a，and　the　Ph111pp1nes　一，

　　Inst1tute　of　Deve1opmg　Econom1es　pp24．1996

6．同齢林の動的モテル（翻訳），山本伸幸，森林経営と

　　経済学一数理的方法の基礎一　日本林業調査会，p

　　67－80．1997．

7．木材の需要予測と価格予測（翻訳），山本伸幸，森林

　　経営と経済学一数理的方法の基礎一　日本林業調査

　　会，p．283－301，199τ

8．クヌート⑧H⑧アルフセン「なぜ自然資源勘定なの

　　か」（翻訳），藤崎成昭⑧山本伸幸，小池浩　郎⑧藤

　　崎成昭編「森林資源勘定一北欧の経験⑧アジアの試

　　み」，アジア経済研究所，p．99－121．1997．

9．Hand11ng　of　Wood1and1n　Natura1Resource

　　Accounts，K01ch1ro　K01ke，Sh1geak1Fuj1sak1ed

　　“Forest　Resource　Account1ng’’，　Inst1tute，　of

　　Deve1op1ng　Econom1es，p184195．1997

10．過疎化する山村，過疎地域，山村，不在村所有（北

1
．

2
．

3
．

4
．

5
．

6
。

7
．

8
．

9
．

1O．

1
．

村昌美⑱熊崎実等編著『森林の百科事典』所収），

井口隆史，丸善株式会社，東示，pp148－153，224－225，

308－309，p．542．1996．

　　　　　　　　〔論　文〕

森林の伐採と火入れが森林土壌の微生物バイオマス

炭素量に与える影響，金子信博⑧土井雅美⑧片桐成

夫，森林立地，38（2）：85－91．1996．

火入れ後の森林土壌の無機態Nの動態の短期的変化一

弱度の火入れの場合一，宿聚田⑧片桐成夫⑧金子信

博，日本林学会誌，79（1）37－42．1997

里山アカマッ林の物質循環に関する研究（1）養分還

元量から見たマツ材線虫病の影響，片桐成夫⑧金子

信博⑧長山泰秀，日本緑化工学会誌，22（4）：216－227．

1997．

In且uence　of　ra1nfa11on　mass1oss　and　potass1um

dynam1cs　of　decomposmg　forest　tree1eaf11tter

Sa1a㎜anca　E　F，Kaneko，N，Kataga1r1，S，P1ant

nutrition－for　sustainab1e　food　production　and

env1ronment　551－552　　K1uwer　Academ1c
Pub1ishers．，1997．

Co皿par1son　of　f1e1d　and1aboratory　m1crocosm

methods　m　the　mass1oss　of肋θκ〃∫sθγ㎜肋and

P1nus　dens1f1ora1eaf11tters　Sa1amanca，E　F，

Kaneko，N，Kataga1r1，S，　Jouna1of　Forest

Research，2：159－164．，1997．

非破壊土壌マイクロコズムの殺虫方法の検討．金田

哲⑧金子信博，森林応用研究，637401997

農山村の経済循環構造一SAM（社会会計行列）に

よる接近一小倉波子，山本伸幸，産業連関，7－1，p．

47－63．1996．

整合的な森林関連統計の構築に向けて，山本伸幸，

林業経済，p5－13．1997

自然資源勘定における林地の扱い，山本伸幸⑧小池

浩　郎⑧藤崎成昭編「森林資源勘定一北欧の経験⑧

アジアの試み」，アジア経済研究所，p．99－121．1997．

中国東北部の森林資源と環日本海交流，井口隆史，

日本の科学者，＄2（6）：43－47．1997．

　　　　　　　　〔学会発表〕

マツクイムシ被害林における土壌窒素の無機化能，

硝化能にっいて，片桐成夫竃金子信博⑱長山泰秀⑧

井関寛人⑧山下多聞，第107回日本林学会大会講演

要旨集，332頁，199τ
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2．A　comparison　of　d－ecomposition　processes　and

　　s011m1croarthropod　commun1t1es1n　smg1e　and

　　m1xed　spec1es11tter　bags1n　a　m1xed　oak－p1ne

　　forest　m’XII　Int　Kaneko，N，Sa1amanca，E　F，

　　Co11oquium　on　Soi1Zoo1ogy，21－26Ju1y，1996

　　Dub1in’abstract，p．126．

3．Do　m1tes　and　Co11embo1a　affect　p1ne11tter　funga1

　　b1omass　and　m1crob1a1resp1rat1on？m’XII　Int

　　Kaneko，N，McLean，M　A，Parkmson，D，

　　Co11oqu1um　on　S011Zoo1ogy，21－26Ju1y，1996

　　Dub1m’abstract，p127

4非破壊土壌のマイクロコズムの殺虫方法の検討．金

　　田哲⑧金子信博日本林学会関西支部会第47回大会

　　講演要旨集，p．15．1996．

5。火入れ後の森林土壌窒素の損失にっいて．宿聚田⑧

　　片桐成夫⑧金子信博⑧長山泰秀，日本林学会関西支

　　部会第47回大会講演要旨集，p161996

6．スギ樹幹流の酸性化がスギ苗木の成長におよぼす影

　　響金子信博⑧原勇治⑧北見奈緒子，日本林学会関

　　西支部会第47回大会講演要旨集，p．20．1996．

7．大発生した日本特産の大型ヤスデ（肋”αヵ物物

　　肋o刎伽α）が土壌生態系に与える影響第44回日

　　本生態学会大会講演要旨集，p119，金子信博，1997

8　L1g1n　and　ce11u1ose　degradat1on　and　C－N　dynam－

　　1cs　of　decomposmg　forest1eaf11tters　Sa1amanca，

　　EF，NKaneko，SKatag1r1，第108回日本林学会

　　大会講演要旨，p．270．1997．

9　スギの樹幹流圏土壌の化学的性質と生物的性質小

　　藤隆一⑧金子信博第108回日本林学会大会講演要

　　旨，p．274．1997．

1O．スギ樹幹流が土壌小型節足動物群集に与える影響．

　　金子信博，第108回日本林学会大会講演要旨，皿

　　274．　1997．

11．The　Nature　of　Satoyama　and　its　Sustainab1e

　　Ut111zat1on，　KUNINOBU　　KITAO，　IUFRO

　　SYMPOSIUM　m　KYOTO1997，pp1－5

12．環日本海地域における森林資源問題，北尾邦伸，環

　　日本学会国際ソンポシウム，pp35．1997

13　ヒノキ幼齢木の初期枯損の要因一一植付作業者間の差一一，

　　長山泰秀⑧横山真弓，日本林学会第108回大会講演

　　要旨集，p．285．1997．

14農山村SAMの展開　一環境セクター⑧公共セクター

　　への拡張の可能性一山本伸幸⑧小倉波子，日本地域

　　学会年次大会論稿集，p．233－240．1997．

1
．

2
．

3
．

4
．

5
．

6
．

　　　　　　　　　　　〔その他〕

里山アカマッ林の再生過程および物質循環の変化に

関する研究，片桐成夫，金子信博，持田和男，新村義

昭，長山泰秀，山下多聞，平成6－8年度文部省科学研

究費補助金（基盤研究B（2））研究成果報告書，1－86

頁，1997．

F1or1st1c　Compos1t1on　and　Stand　Structure　of　an

Evergreen　Broad－1ea▽ed　Forest　1n　J1u11anshan，

Southern　Ch1na，　H1deyuk1　Kawaguch1，　L1

Chanhua，　Sh1geo　Katag1r1　and　Yasuh1de

Nagayama　ECOLOGICAL　AND　HYDROL－

OGICAL　　STUDY　　ON　　A　　FORESTED

WATERSHED　IN　SOUTHERN　CHINA　（Ed
Goro　Iwatsubo＆L1Chanhua），33－58頁，1997

Above－ground　B1omass　Net　Pr1mary　Product1on，

Nutrient　Distribution　and　Nutrient　Use

Eff1c1ency　m　a　Natura1Evergreen　Broad1eaved

Forest1n　South　Ch1na，Yasuh1de　Nagayama，L1

Chanhua，Sh1geo　Katag1r1and　Goro　Iwatsubo，

ECOLOGICAL　AND　HYDROLOGICAL　STUDY

ON　A　FORESTED　WATERSHED　IN
SOUTHERN　CHINA（Ed　Goro　Iwatsubo＆L1

Chanhua），59－76頁，1997

Nutr1ent　Returned　by　L1tterfa111n　a　Natura1

Evergreen　Broad1eaf　Forest1n　Southern　Ch1na

Shigeo　Katagiri，　Li　Chanhua，　Hideyuki

Kawaguch1and　Yasuh1de　Nagayama，ECOLO－

GICAL　AND　HYDROLOGICAL　STUDY　ON　A

FORESTED　WATERSHED　IN　SOUTHERN
CHINA（Ed　Goro　Iwatsubo＆L1Chanhua），77－

96頁，1997．

Changes　of　Nutr1ent　E1ements1n　Decompos1ng

Leaf　L1tter1n　a　Natura1Evergreen　Broad1eayed

Forest　m　Southern　Ch1na　Sh1geo　Katag1r1，L1

Chanhua，H1deyuk1Kawaguch1and　Yasuh1de

Nagayama，　ECOLOGICAL　AND　HYDRO－
LOGICAL　　STUDY　　ON　　A　　FORESTED

WATERSHED　IN　SOUTHERN　CHINA　（Ed
Goro　Iwatsubo＆L1Chanhua），97－118頁，1997

Inf1uences　ofHuman　Impact　on　Nutr1ent　Cyc1mg

1n　Deter1orated　P1ne　Forests1n　Southern　Chma，

Sh1geo　Katag1r1，　L1　Chanhua，　Yasuh　1de

Nagayama　and　Goro　Iwatsubo，ECOLOGICAL

AND　　HYDROLOGICAL　　STUDY　　ON　　A
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　FORESTED　WATERSHED　IN　SOUTHERN
　CHINA（Ed　Goro　Iwatsubo＆L1Chanhua），165－

　　178頁，1997．

7．市民と森林組合，そして林業労働，成田雅美竃北尾

　邦伸，森林組合　No．324，pp．8－15．1997．

＆経営再建から社会保障の充実へ　一岐阜県板取村森

　林組合一山本伸幸，柳幸広登，宮本基枝，21世紀に

　向けた林業労働の新たな展開　一林業労働力確保を

　　めくる先進事例一，全国森林組合連合会，p375－383．

　1997．

　　　　　　生命工学科

Department　of　Life　Science
　　　and　Biotechno1ogy

応用生命工学

　　App11ed　B1osc1ence　and　B1otechno1ogy

滝　波　弘　一

Koichi　TAKINAMI

澤　　　嘉　弘　　⑧

Yosh1h1ro　SAwA

川　向　　　誠

Makoto　KAwAMUKAI
田　中　克　典

Katsunor1TANAKA

松　田　英　幸

H1deyuk1MATsUDA
横　田　一　成

Kazush1ge　Y0K0TA

長　屋　　　敦

Tsutomu　NAGAYA

〔著　書〕

な　し

　　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．汽水湖光合成細菌の細胞内アミノ酸プールとアラニ

　　ンデヒドロゲナーゼ活性，宇野　徹⑳地阪光生璽長

　　屋敦⑧横田一成⑧滝波弘一⑧澤嘉弘，島根大学

　　生物資源科学部研究報告，1：23－27．1996．

2．Mo1ecu1ar　c1on1ng　and　funct1ona1express1on　ofa

　　phorbo1ester－1nduc1b1e8S－11poxygenase　from

　　mouseskmJISAKA，M，RBKIM，WE
　　BOEGLIN，L　B　NANNEY　and　A　R　BRASH，J

　Bio1．Chem．，留72：24410－24416．1996．

3．　C1on1ng　and　funct1ona1express1on　of　a　nove1

　gerany1gerany1　pyrophosphate　synthase　gene

　froτn　／1κα肋doゆ∫乞s　肋α〃α〃α　in　E80んθれcん乞α　oo〃．

　ZHU，X　F，　K　SUZUKI，　K　OKADA，T

　NAKAGAWA，M　KAWAMUKAI　and　H
　MATSUDA　P1ant　Ce11Phys1o1．38357－361．1997

4．Ana1ys1s　of　decapreny1d1phoshate　synthase（φ∫

　）　9ene　1n　f1ss1on　yeast　suggests　a　ro1e　of

　ub1qu1none　as　an　ant1ox1dant　SUZUKI，K，K

　OKADA，Y　KAMIYA，　X　F　ZHU，　T

　NAKAGAWA，M　KAWAMUKAI　and　H
　MATSUDA．J．Biochem．，121：496－505．1997．

5．Theゐψ3gene　encoding　octapreny1diphosphate
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　　synthase1s　essent1a1for　growth　of跳c加ηo肋α

　　co1z　OKADA，K，MMINEHIRA，XFZHU，K

　　SUZUKI，T　NAKAGAWA，H　MATSUDAand　M

　　KAWAMUKAI，J　Bacter1o1，17⑭3058－3060．1997

6．　Pur1f1cat1on　and　charcter1zat1on　of　the　ch1t1nase

　　（Ch1A）fromEπ肋o6αo肋sp　G－1PARK，J　K，K

　　MORITA，I　FUKUMOTO，Y　YAMASAKI，T

　　NAKAGAWA，M　KAWAMUKAI　and　H
　　MATSUDA，Biosci．Biotech．Biochem．，61：684－689．

　　1997．

7．Ox1dat1ve　depo1ymer1zat1on　of　ch1tosan　by

　　hydroxy1radica1．TANIOKA　S．，Y．MATSUI，T．

　IRIE，T．TANIGAWA，Y．TANAKA，H．SHIBATA，

　　Y．SAWA　and　Y．KONO，Biosci．Biotech．

　Biochem．，60：2001－2004．1996．

8．An1t1ox1dant　act1v1ty　of　po1ypheno11cs1n　d1ets－

　Rate　constants　of　react1ons　of　ch1orogen1c　ac1d

　and　caffe1c　ac1d　w1th　react1ve　spec1es　of　oxygen

　and　n1trogen　KONO　Y，K　KOBAYASHI，S

　TAGAWA，K．ADACHI，A．UEDA，Y．SAWA　and

　H　SHIBATA，B1och1m　B1opys　Acta，1335335－

　342．1997．

　　　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．　Structura1features　of　R－and　S－11poxygenases

　　revea1ed　by　enzyme　pur1f1cat1on　and　mo1ecu1ar

　　c1on1ngBRASH，AR，MJISAKA，WE
　　BOEGLIN，R．KOLJAK，M．S．CHANG　and　B．一H．

　　SHIEH　　Prostag1andms，　Leukotr1enes　and

　　Essent1a1Fatty　Ac1ds，Supp1ement1．55　142．

　　1996．

2．単離したダイズオイルボディに対するトリプシンの

　　作用，鈴木靖二⑧長屋　敦⑧横田一成⑧滝波弘一，

　　日本農芸化学会講演要旨集，7且56．1997

3．n－6及びn－3系列必須脂肪酸によるMad1n－Darby

　　イヌ腎臓上皮性細胞株の膜修飾と細胞応答の制御，

　横田　成⑧岸本　徹⑧浜口剛生⑧鶴喰寿孝⑧長屋

　敦⑧地阪光生⑧滝波弘一，同，71：285．1997．

4n・6及びn－3系列必須脂肪酸での膜リン脂質の修飾

　　と細胞応答によるシクロオキシゲナーゼァイソフォー

　　ム遺伝子の発現調節，横田一成⑳鶴喰寿孝⑧地阪光

　生爾滝波弘一⑧横山知永子爾田辺忠，生化学，69：

　93．　1997．

5．Mod1f1cat1on　of　membrane　phospho11p1ds　w1th

6
．

7
．

8

9
．

10。

11．

12．

13。

n－6and　n－3essent1a1fatty　ac1ds　regu1ates　the

gene　express1on　of　prostag1and1n　endoperox1de

synthase　1soforms　upon　agon1st－st1mu1at1on

YOKOTA，K．，K．TSURUHAMI，T．NAGAYA，M．

JISAKA，and　K　TAKINAMI，Prostag1and1ns，

Leukotr1enes　and　Essent1a1Fatty　Ac1ds，57187．

1997．

The　mo1ecu1ar　c1on1ng，funct1ona1express1on，

and　mutagenes1s　of　a　phorbo1ester－1nduc1b1e

8S－11poxygenasefrommousesk1nJISAKA，M，R

BKIM，WEBOEGLIN，DSKEENEY，LB
NANNEY　and　A　R　BRASH，5th　Internat1ona1

Conferece　on　E1cosan01ds　and　Other　B1oact1ve

L1p1ds1n　Cancer，Inf1ammat1on　and　Re1ated

D1seases，Ja　Jo11a　Ca11forn1a，USA，Abstract　p29．

1997．

Inyest1gat1on　of　a　sencond15S－11poxygenase1n

human　and1ts　mduc1b111ty1n　ep1the11a1t1ssues

BRASH，A．R．，M．JISKA，W．E．BOEGLIN，M．S．

CHANG，D　S　KEENEY，L　B　NANNEY，S
KASPER，R　J　MATUSIK　and　S　B　SHAPPELL

同，Abstract　p．128．1997．

ルα肋o畑S肋α肋ηαより単離した新たな

GGPPsynthase遺伝子の解析，朱旭募⑧鈴木謙吾竃

岡田憲典竃田中克典⑧中川　強⑧川向　誠⑧松田英

幸，日本生物工学会大会講演要旨集，p．55．1996．

シイタケcap遺伝子ホモロクのクローニンク，周

国雷亀宍戸和夫⑧川向誠⑧中川強⑧田中克典函

松田英幸，日本農芸化学会西日本支部大会講演要旨

集，P．20．1996．

大腸菌オクタプレニルニリン酸合成酵素の部位特異

的変異導入による鎖長変化の解析，戒能智宏⑧岡田

憲典亀鈴木謙吾⑧中川　強⑧川向　誠⑱松田英幸，

日本農芸化学会関西支部大会講演要旨集，p．43．

1996．

分裂酵母の仰α∫1欠損による接合不能をバイパスす

る変異株の解析，梅田　真⑧尾添富美代⑧片山諭⑨

田中克典爾中川　強⑧川向　誠⑧松田英幸，第14

回YEAST　WORK　SHOP講演要旨集，p．41．1996．

分裂酵母のユビキノン合成欠損株の酸化ストレス感

受性にっいて，戒能智宏⑧神谷康裕⑧岡田憲典⑧

朱　旭募爾鈴木謙吾⑧田中克典⑳中川　強⑧川向

誠亀松田英幸，同，p42．1996

キトサナーゼ遺伝子の酵母内での発現と細胞への影
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　　響，下野久美子⑧栗田雅子⑧茂一孝⑧太田ゆかり⑧

　　田中克典⑧中川　強⑧川向　誠⑧松田英幸，同，p．

　　43．　1996．

14　出芽酵母S〃T3遺伝子に相同性を示す分裂酵母

　　ク〃3＋遺伝子の解析，西出純子⑧川向　誠⑧中川

　　強⑧松田英幸⑧村上洋太⑧田中克典，同，P．44．

　　1996．

15　出芽酵母S〃T3遺伝子に相同性を示す分裂酵母

　　ヵ肋3＋遺伝子の解析，田中克典⑧西出純子，第29回

　　酵母遺伝学フォーラム講演要旨集，p9．1996

16．分裂酵母の㈹∫1欠損のサプレッサー変異株の解析，

　　尾添邑美代⑧片山　諭⑧黒川留美⑧梅田　真⑧田中

　　克典⑧中川　強⑱松田英幸⑧川向　誠，同，p69，

　　199a．

17．出芽酵母S〃T3遺伝子に相同性を示す分裂酵母

　　カ倣3＋遺伝子の解析，西出純子⑧村上洋太⑧田中克

　　典，第14回染色体ワークショップ要旨集，p．26．

　　1997．

18　Funct1on　ofαγs　b1nd1ng　protem1（Abp1）of　S

　　クo榊6θm　both　DNA　rep11cat1on　and　chromosome

　　segregat1on　MURAKAMI，Y，and　K　TANAKA，

　　Sw1tzer1and－Japan　Chromosome／Ce11　Cyc1e

　　Workshop　Abstract　p49．1997

19．Invo1vement　of　Sρo榊6θ肌s　b1ndmg　prote1n

　　（Abp1）1n　DNA　rep11cat1on　and　chromosome

　　segregat1on　MURAKAMI，Y，and　K　TANAKA，

　　Keystone　Sympos1a　on　Mo1ecu1ar　B1o1ogy　and

　　Ce11u1ar　B1o1ogy，Supp1ement1997

20．シロイヌナスナサイクロフィリンの機能解析，斉藤

　　武⑧戸田裕之⑧田中克典⑧川向　誠⑧松田英幸⑧中

　　川　強，日本植物生理学会1997年度年会および第

　　37回シンポジウム講演要旨集，p．209．1997．

21．シロイヌナズナにおけるプロリルイソメラーゼ遺伝

　　子の発現調節，多田隈圭⑧斉藤　武⑧芦田裕之⑧田

　　中克典⑧川向誠⑧松田英幸⑧中川強，同，p．209．

　　1997．

22．Cμわ助αgαsp．3001由来キトサナーゼの活性部位の

　　検索，茂　一孝⑧下野久美子⑧岩田秀樹⑧太田ゆか

　　り⑧田中克典⑧中川強⑱川向誠⑧松田英幸，日

　　本農芸化学会講演要旨集，71二45．1997．

23．肋肋o6αo畝sp　G－1のキチナーゼ遺伝子の構造と

　　その発現制御にっいて，朴　斉樫⑧石井文子竃田中

　　克典⑧中川　強⑧川向　誠⑧松田英幸，同，η：46．

　　1997．

24Lθdodθs　o妙遺伝子ホモログのクローニングと解

　　析，周国雷⑧宍戸和夫⑧川向誠⑧中川強⑧田

　　中克典⑧松田英幸，同，7165．1997

25。分裂酵母のRNA結合タンパク質をコードしうる

　　刎8α1，㈱α2の解析，川向誠⑧崔龍洛⑧尾添富

　　美代⑧片山　諭⑧田中克典亀中川　強⑧松田英幸，

　　同，71：203，199τ

26　出芽酵母S〃T3遺伝子に相同性を示す分裂酵母

　　肋玄3＋遺伝子の解析，西出純子⑧川向誠⑧中川

　　強⑧松田英幸⑧村上洋太⑧田中克典，同，71216．

　　1997．

27。広域主域プラスミドRSF1010のDNA複製開始因

　　子RepCタンパク質の作用機構（その3），奥田元

　　美⑱田中克典⑧酒井　裕⑧駒野　徹，同，71：324．

　　1997．

28大腸菌オクタプレニルニリン酸合成酵素の部位特異

　　的変異導入によるユビキノン側鎖の変化，戒能智宏⑧

　　岡田憲典⑧鈴木謙吾⑧田中克典⑧中川　強⑧川向

29。

30。

誠⑧松田英幸，，同，71：343．1997．

遺伝子操作による大腸菌でのユビキノンー10生産に

っいて，岡田憲典⑧神谷康裕⑱朱旭募⑧田中克典⑧

中川強⑧川向誠亀松田英幸，同，71：344．1997．

分裂酵母を用いたユビキ！ンの抗酸化作用について

の検討，鈴木謙吾⑧神谷康裕竃岡田憲典⑧朱　旭

募⑧田中克典⑧中川強⑧川向誠⑧松田英幸，同，

71：344．1997．

31．肋肋o6αo肪sp．G－1のキチナーゼ遺伝子の機能解

　　析，朴　齊構⑧太田ゆかり鯵田中克典⑧中川　強⑧

　　川向　誠⑧松田英幸，キチン⑧キトサン研究，第3

　　巻，p，148－149．1997－

32．細菌由来のキトサナーゼ（Cho）の活性部位の解析，

　　茂　一孝⑧下野久美子⑧朴　齊灌⑧太田ゆかり⑧田

　　中克典爾中川　強⑧川向　誠函松田英幸，同，p．

　　150－151．1997．

33。様々なイソプレノイド側鎖長を持つユビキノンの大

　　腸菌内での合成，戒能智宏⑳岡田憲典⑧峰平　勝⑧

　　朱旭券⑱田中克典⑧中川強⑧川向誠⑧松田英

　　幸，第7回ドリコールおよびイソプレノイド研究会

　　講演要旨集，p．7．1997．

34分裂酵母の㈱結合蛋白質Abp1は染色体複製及び

　　分配において機能する，村上洋太⑱田中克典，第30

　　回酵母遺伝学フォーラム講演要旨集，p．3．1997．

35．出芽酵母0RC5遺伝子と相同性をもっ分裂酵母遺

　　伝子の解析，辻井良政⑧松永藤彦⑧三室孝子⑧村上
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　　洋太⑧田中克典，同，p．5．1997．

36。分裂酵母の㎜s1欠損株の胞子形成不能を回復させ

　　る遺伝子の解析，梅田　真⑧和久利智美⑧片山諭⑧

　　田中克典竃中川　強⑧松田英幸⑧川向　誠，同，p

　　12．　1997．

3τユビキノン合成不能酵母の酸化ストレス感受性にっ

　　いて，鈴木謙吾⑧松田英幸・川向　誠，同，p31．

　　1997．

3＆分裂酵母の新規なユビキチン様因子Pmt3タンパク

　　質の解析，西出純子⑧藤本康洋⑧村上洋太⑧田中

　　克典，同，p．41．1997．

39　Ana1ys1s　of　the　nove1gene　that　bypasses　the”αs

　　def1c1ent　phenotype　　1n　　Soんzgo∫αooんαγo〃砂oθs

　　ヵo肋θKAWAMUKAI　M，R　KUROKAWA，F

　　OZOE，S，KATAYAMA，K　，TANAKA，T，

　　NAKAGAWA　and　H　MATSUDA，Yeast　Ce11
　　BioL，Abstract叫127．1997．

40　Sρo舳肋αγs　b1ndmg　prote1n1（Abp1）1s1nvo1ved

　　1n　both　DNA　rep11cat1on　and　chromosome　segre－

　　gat1on　MURAKAMI，Y　and　K　TANAKA，Co1d

　　Spring　Harbor　Laboratory　Symposium　on

　　Eukaryotic　DNA　Rep1ication，Abstract　p．166．

　　1997．

41　　Ident1f1cat1on　of　S　クo〃z6θ　oηρ5＋　9ene　c1ose1y

　　re1ated　S　oθκ〃z8zαθ0RC5　TANAKA，K，F

　　MATSUNAGA　and　Y　MURAKAMI，Co1d
　　Spring　Harbor　Laboratory　Symposium　on

　　Eukaryot1c　DNA　Rep11cat1on，Abstract　p　220．

　　1997．

42Mo1ecu1ar　c1on1ng　and　nuc1eot1de　sequenc1ng　of

　　the　o肋λgene　encod1ng　one　of　ch1tmases　from

　　肋肋o6αo畝sp．G－1．PARK．，J．K．Y．YAMASAKI，

　　K　　TANAKA，　T　　NAKAGAWA，　M
　　KAWAMUKAI，and　H　MATSUDA，　7th
　　Internat1ona1Conference　on　Ch1t1n　and　Ch1tosan，

　　Abstract　p．8．1997．

43。電解機能水による蒸米の溶解性，小林健治⑧松田英

　　幸⑧原安夫⑧堀江修二，日本醸造協会誌，92巻，p

　　679．　1997．

44．デカプレニルニリン酸合成酵素の性質と生成物の変

　　化，岡田憲典⑧田中克典⑧中川　強⑧川向　誠⑧松

　　田英幸，生化学，69：588．1997．

45　λ㈹肋doゆ∫z8肋αZzα〃αのGGPPsynthaseの1っは

　　ミトコンドリアに局在する，朱　旭募⑧岡田憲典⑧

46．

47．

48．

49．

50．

51．

52．

53．

54．

55．

1
。

2
．

斉藤武⑧田中克典⑧中川強⑧川向誠⑧松田英

幸，日本生物工学会大会講演要旨集，p．36．1997．

出芽酵母0RC5遺伝子と相同性をもっ分裂酵母oゆ

5＋遺伝子の解析，田中克典⑧松永藤彦⑧村上洋太，

1st3R（Rep11cat1on，Recombmat1on　and　Repa1r）

Symposium，Abstract　p．87．1997．

分裂酵母の新規なユビキチン様因子Pmt3タンパク

質の解析，西出純子⑧村上洋太⑧田巾克典，同，

Abstract　p．89．1997．

ラン藻でのグルタチオン過剰蓄積と酸化ストレス耐

性の増強，杉中克昭⑧高本明子⑧澤　嘉弘⑧柴田

均，日本植物生理学会1997年度年会および第37回シ

ンポジウム講演要旨集，p．129．1997．

TiO。一紫外線により生成される活性酸素種，小倉康

史⑧河野泰久⑧澤　嘉弘⑧柴田　均，日本農芸化学

会講演要旨集，718．1997

恒温性ラン藻肋o舳肋舳ゆ肋㈱由来アントラ

ニル酸合成酵素遺伝子のクローニンク，芦田裕之⑧

頼正悦子⑧中川　強⑧柴田　均⑧澤　嘉弘，同，71：

194．1997．

ラン藻アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼの

機能解析，八木麻由視⑧中岡正樹⑧芦田裕之⑧河野

泰久竃柴田　均⑧澤　嘉弘，同，71：293．1997．

大腸菌グルタミン合成酵素アデニリルトランスフェ

ラーゼの機能解析，澤　嘉弘⑧西口悌彦⑧坪田　宏⑧

芦田裕之⑧河野泰久⑧柴田　均亀谷澤克行，同，71

297．　1997．

アラニン脱水素酵素の触媒性アミノ酸残基の解析，

澤　嘉弘⑧笹丼理恵子爾緑川義人⑧戸田裕之⑧河野

泰久⑧柴田　均，生化学，6⑭：723．1997．

電解機能水による昆布エキス成分の抽出効果，小林

健治⑧横田一成⑧滝波弘一⑧浅野勝宏⑧原　安夫，

日本食晶科学工学会第44回大会講演集，177；1997．

電解機能水によって抽出した昆布エキスの呈味性，

浅野勝宏⑧小林健治⑧原　安夫⑧横田　成⑱滝波弘

一，同，178．1997．

　　　　　　　　　〔その他〕

食晶中の必須脂肪酸バランスによるアラキドン酸カ

スケードの調節機構と抗アレルギー性，横田一成，

生体防御メカニスムの解明と有用機能の実用化への

展開，「平成8年度学内特別研究経費研究成果報告

書，代表　柴田　均」，叫92－107．1996．

キトサンによる動物培養細胞の生理機能調節作用，
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　　横田　成，キトサンの生理機能発現の機構解析と生

　　物生産への応用，「平成8年度島根大学特定研究経

　　費研究成果報告書，代表松田英幸」，p22－32．1996

3．遺伝子工学によるキチナーゼ，キトサナーゼの発酵

　　生産とその応用，松田英幸，共同研究報告書，皿

　　1－14．1996．

41996年度酵母遺伝学⑧分子生物学会議に出席して，

　　川向　誠，日本農芸化学会誌，70：4749．1996．

5．大腸菌O157に対する海藻発酵食晶の杭菌性につい

　　て，矢倉美代，三木康成⑧松田英幸，共同研究報告

　　書，P．1－20．1997．

6．大腸菌0157に対する海藻発酵食品の杭菌性につい

　　て，矢倉美代⑱三木康成鱈木村隆之⑧川向　誠⑧中

　　川　強⑧田中克典⑧松田英幸，特願平9－131629．

　　1997．

7．ユビキノンー1Oの生成方法，松田英幸⑧川向　誠⑧

　　中川　強⑧田中克典⑧朱　旭募⑧岡田憲典⑧神谷康

　　裕，特願平9－244811．1997

8異種ユビキノンの生成方法，松田英幸⑧川向　誠亀

　　中川　強，特開平9－173076．1997

9．大腸菌O157に対する海藻粘性多糖の杭菌性にっい

　　て，松田英幸，シンポシューム「海藻食晶と杭菌性

　　について」，沖縄県もずく生産組合主催，1997

10　もずくの杭菌性，矢倉美代⑧松田英幸，シンポシュー

　　ム「食晶のもつ杭菌性について」，日本工業技術振

　　興協会主催，天然物生理機能素材研究委員会，1997

11．キトサンとハイオテクノロンー，松田英幸，島根大

　　学テクノフォーラム要旨集，p．1－3．1997－

12キトサンの生理機能発現の分子機構の解析，松田英

　　幸，キトサンの生理機能発現の機構解析とその生物

　　生産への応用，「平成8年度島根大学特定研究経費

　　研究成果報告書，代表　松田英幸」，p3－7．1997

13キチナーゼ遺伝子の分子生物学的研究，川向　誠，

　　キトサンの生理機能発現の機構解析とその生物生産

　　への応用，「平成8年度島根大学特定研究経費研究

　　成果報告書，代表　松田英幸」，p＆12．1997

14　ヒトセントロメア結合蛋白質に相同性をもっ分裂酵

　　母ARS結合蛋白質Abp1の解析，田中克典，「平

　　成8年度科学研究費補助金（重点領域研究（細胞核

　　の機能構造））報告書」，p．107－111．1997．

15．キチナーゼ遺伝子の機能解析，田中克典，キトサン

　　の生理機能発現の機構解析とその生物生産への応用，

　　「平成8年度島根大学特定研究経費成果報告書，代

　　表　松田英幸」，p1＆21．1997

16．

17．

18。

Biotechno1ogy　of　Chitosan　and　Its　Re1ated

Enzymes　part　VI，MATSUDA，H，B1otechno1ogy

Group　Tra1n1ng　Course，Japan　Internat10na1

Cooperation　Agency，p．1－48．1997．

ラン藻生育制御因子としての窒素代謝系一クルタミ

ン合成酵素遺伝子のクローニンクと配列情報解析一，

澤　嘉弘，キトサンの生理機能発現の機構解析とそ

の生物生産への応用「平成8年度島根大学特定研究

経費研究成果報告書，代表　松田英幸」，p33－37．

1997．

タンパク質の耐熱性戦略の機能解析，澤　嘉弘，生

体防御メカニズムの解明と有用機能の実用化への展

開，「平成8年度学内特別研究経費成果報告書，代表

柴田　均」，p．137－143．1997．
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生命情報工学

　　B1omo1ecu1ar　and　B1omformat1on　Sc1ence

な　し

松　井　佳　久　　⑧

Yosh1h1sa　MATsUI

柴　田　　　均

H1tosh1SHIBATA

河　野　泰　久

Yasuh1sa　K0N0

山　本　達　之

持　田　和　男

Kazuo　MocH1DA

尾　添　嘉　久

Yosh1h1sa　Oz0E

地　坂　光　生

Mitsuo　JIsAKA

池　田　　　泉

Tatsuyuk1YAMAM0T0Izum1IKEDA

〔著　書〕

　　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．Oxidative　depo1ymerization　of　chitosan　by

　　hydroxy1rad1ca1TANIOKA，S，Y　MATSUI，T

　　IRIE，T　TANIGAWA，Y　TANAKA，H　SHIBATA，

　　Y　SAWA　and　Y　KONO，B1osc1B1otech
　　Biochem．，60：2001－2004．1996．

2．NMR　spectroscopy　of　cyc1odextrin－inorganic

　　an1on　systems　MATSUI，Y，M　ONO　and　S

　　TOKUNAGA，Bu11．Chem．Soc．Jpn．，70：535－541．

　　1997．

3．Effects　of　root　exudates　of　cucumber（C〃o〃舳∫

　　8α肋〃s）and　a11e1ochem1ca1s　on1on　uptake　by

　　cucumber　seed1mgs　YU，J　Q　and　Y　MATSUI，J

　　Chem．Eco1．，23：817－827．1997．

4．シクロテキストリンの包接現象，松井佳久，FFIシャー

　　ナル，173：50－60．1997．

5．Act1ons　of　p1crodendrm　antagon1sts　on　d1e1dr1n－

　　sens1t1ve　and－res1stant　D”o∫o抄〃ZαGABA　recep－

　　tors　HOSIE，A　M，Y　OZOE，K　KOIKE　T

　　OHMOTO，T　NIKAIDO　and　D　B　SATTELLE　Br

　　J．Pharmaco1．，u邊：1569－1576．1996．

6．Sites　of　action　of　noncompetitive　GABA　antago－

　　nists　in　housef1ies　and　rats：Three－dimensiona1

　　QSAR　ana1ys1s　AKAMATSU，M，Y　OZOE，T

　　UENO，　T　　FUJITA，　K　　MOCHIDA，　T

　NAKAMURA　and　F　MATSUMURA，Pest1c　Sc1，

　4⑭二319＿332．1997．

7。塩素化シクロアルカン系殺虫剤および関連化合物の

　GABAレセプターチャネルにおける作用機構，尾添

　　嘉久，植物防疫，51：407－410．1997．

8．Mo1ecu1ar　c1on1ng　of　manganese　cata1ase　from

　　Lαo玄o6αα〃〃∫μα肋α閉刎IGARASHI，T，Y　KONO

　　and　K．TANAKA，J．Bio1．Chem．，271（47）：29521－

　　29524．1996．

9．　Instab111ty　of　expressed　Cu／Zn　superox1de

　　d1smutase　w1th2bp　de1et1on　found1n　fam111a1

　　amyotroph1c1atera1sc1eros1s　WATANABE　Y，

　　Y．KONO，E．NANBA，E．OHAMA　and　K．NAKA－

　　SHIMA，FEBS　Lett，400（10）：108－112．1997．

1O．Absence　of　the　mutant　SOD11n　fam111a1

　　amyotroph1c1atera1sc1eros1s　WATANABE　Y，

　　N　KUNO，Y　KONO，E　NANBA，E　OHAMA，K

　　NAKASHIMA　and　K　TAKAHASHI，Acta
　　Neuro1．Scand．，蛎（3）：167－172．1997．

11．Ant1ox1dant　act1v1ty　of　po1ypheno11cs1n　d1ets，

　　rate　constants　of　react1ons　of　ch1orogen1c　ac1d

　　w1th　react1ve　spec1es　of　oxygen　and　n1trogen

　　KONO，Y．，K．KOBAYASHI，S．TAGAWA，K．

　　ADACHI，A　UEDA，Y　SAWA　and　H　SHIBATA，

　　B1och1m　B1ophys　Acta1鎚5（3）335－342．1997

　　　　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．不飽和脂肪酸一シクロデキストリン包接錯体のNM

　　R，松井佳久⑧米山拓志，第14回シクロデキストリ

　　ンシンポジウム講演要旨集，p．89－90．1996．

2。ペラルゴニジンクロリドの水和反応に及ぼすシクロ

　　デキストリン類の影響，松井佳久⑧須之内愛子，日

　　本農芸化学会西日本支部大会講演要旨集，p．34．

　　1996．

3．マウス大脳シナプトニューロソームヘのGABA誘

　　導クロルイオン流入に及ぼす6員環状リン化合物の

　　影響，新名憲一郎⑧尾添嘉久⑧池田泉⑧持田和男，

　　同，P．55．1996．

4生理活性物質ターゲットとしてのGABAレセプター

　　チャネルーアンタゴニストの作用点を中心として一，

　　尾添嘉久，防轟科學第23回談話会，1997．

5．3一アミノプロピル（メチル）ホスフィン酸の昆虫神

　　経系における生理活性発現機構，福永昭彦⑧尾添嘉

　　久⑧池田泉⑧持田和男・松野偉⑧小川千鶴，日本

　　農薬学会第22回大会講演要旨集，p47．1997

6．フェニルホスフォン酸誘導体のGABA。レセプター

　　における作用機構，尾添嘉久⑧新名憲一郎⑧池田泉⑧

　　持田和男⑧松野偉⑧小川千鶴，同，p．48．1997．
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τ非環式工一テルおよびエステル型GABA。レセプター

　　アンタゴニストの昆虫と哺乳類における活性の比較，

　　濱野潤史⑧尾添嘉久⑧池田泉⑧持田和男，日本農芸

　　化学会誌，71：266．1997．

8．ホスホリブロキナーゼにより生成するリボース1，5一

　　ビスリン酸，佐野　智⑧東順一⑧柴田　均⑧横田

　　明穂，日本植物生理学会1997年度年会および第37

　　回シンポジウム講演要旨集，p．91．1997．

9ラン藻でのグルタチオン過剰蓄積と酸化ストレス耐

　　性の増強，杉中克昭⑧高本明子⑧澤　嘉弘⑧柴田

　　均，同，p．129．1997．

10．T1Or紫外線により生成される活性酸素種，小倉康

　　史亀河野泰久⑧澤　嘉弘⑧柴田　均，日本農芸化学

　　会誌講演要旨集，71：8．1997．

‘11．好温性ラン藻肋o舳倣舳ゆ肋㈱由来アントラ

　　ニル酸合成酵素遺伝子のクローニンク，芦田裕之竃

　　頼正悦子⑧中川強⑧柴田均⑧澤嘉弘，同，71：

　　194．1997．

12．ラン藻アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼの

　　機能解析，八木麻由視⑧中岡正樹⑧芦田裕之⑧河野

　　泰久⑧柴田　均⑧澤　嘉弘，同，71：293．1997．

1a　グルタミン合成酵素アデニルトランスフェラーゼの

　　機能解析，澤嘉弘⑧西口悌彦⑧坪田　宏⑧芦田裕

　　之⑧河野泰久⑧柴田均⑧谷澤克行，同，71297．

　　1997．

14．アラニン脱水素酵素の触媒性アミノ酸残基の解析，

　　澤　嘉弘⑧笹井理恵子⑧緑川義人⑧河野泰久⑨柴田

　　均，日本生化学会講演要旨集，p．723．1997．

4
．

5
．

経費研究成果報告書」，p1－24．1997

Degradat1on　of　ch1orophy11by　n1trogen　d1ox1de

generated　from　n1tr1te　by　the　perox1dase　reac－

tiOn．科学研究費重点領域研究「光合成の環境応答

の分子機構（代表，村田紀夫）」研究成果報告書，第

2着…，p．292－297．1997．

A　so1ub1e－form　of　pro－ox1dant1umaz1ne1so1ated

from　cyanobacteria1ce11s　generates　superoxide

an10n　underneaトUV1rrad1at1on科学研究費重

点領域研究「光合成の環境応答の分子機構（代表，

村田紀夫）」研究成果報告書，第2巻，p．298－303．

1997．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．マイクロコズムにおけるフェニトロチオシの挙動，

　持田和男，里山アカマツ林の再生過程および物質循

　環の変化に関する研究「平成6年度～平成8年度科

　学研究費補助金（基盤研究B（2））研究成果報告書」，

　p．67－76．1997．

2．トウダイグサ科の植物（P乞oηodθ〃伽o〃6α㏄α肋閉

　（L）Krug＆Urban）が産生する新規テルペノイ

　　ドの分子薬理学的研究，尾添嘉久，生体防御メカニ

　ズムの解明と有用機能の実用化への展開「平成8年

　度学内特別研究経費成果報告書，代表　柴田均」，叫

　25－38　1997．

a内因性ストレス緩和機構としてのステビオサイドの

　生合成，柴田　均，生体防御メカニズムの解明と有

　用機能の実用化への展開「平成8年度学内特別研究
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　　　　　　農業生産学科

Department　of　Agricu1ture

食糧生産学

　　Crop　and　An1ma1Product1on

今　木　　　正

Tadashi　IMAKI

小葉田　　　亨

Tohru　K0BATA

小　林　和　広

Kazuh1ro　K0BAYAsHI

藤　原　　　勉

Tsutomu　FUJ1HARA

一　戸　俊　義

Toshiyoshi　IcHIN0HE

粟　野　貴　子

Takako　AwAN0

　　　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．Contnbut1on　of　capac1ty　for　s011water　extract1on

　　and　water　use　eff1c1ency　to　mamtenance　of　dry

　　matter　production　in　rice　subjected　to　drought．

　　KOBATA，T，T　OKUNO　and　T　YAMAMOTO，

　　Japanese　Journa1of　Crop　Sc1ence，65　652－662．

　　1996．

2．Vertica1ho1e　in　compacted　soi1improved　p1ant

　　growth　and　water　use　of　an　up1and　r1ce　dur1ng

　　the　vegetat1▽e　stage　KOBATA，T　and　HOQUE

　　Md．MURSHIDUL，Japan6se　Jouma1of　Crop

　　Science，66：505－506．1997．

3．有機栽培が果菜類（トマト⑧ピーマン）の栄養価に

　　およぼす影響．小林和広⑧金築賀依子⑧今木　正，

　　島根大学生物資源科学部研究報告，1：29－33．1996．

4．　Inf1uence　of　dietary　protein　on　the　apParent

　　absorption　and　retention　of　se1enium　in　sheep．

　　SERRA，AB，SDSERRAandTFUJIHARA，
　　As1an－Austra1as1an　J　An1m　Sc1．9551－556．1996

5．　Inf1uence　of　dietary　protein　on　the　fractionation

　　of　se1enium　in　the　rumen　of　sheep．SERRA，A．B．，

　　S　D　SERRA　and　T　FUJIHARA，　As1an－

　　Austra1as1an　J　An1m　Sc1．9557－562．1996

6．The　growth　and　fat　nutr1t1on1n1ambs　fed　a　d1et

　　w1th　treated（spray－dr1ed）beef　ta11ow　supp1e－

　　ment．FUJIHARA，T．，S．MAEDA，T．OGINO，T．

　　MATSUI　and　H　NARUSE，An1m　Sc1Techno1
　　（JPn）．，67：869－877．1996．

7．Effect　of　se1en1um　m　so1ub1e　g1ass　bo1us　on

8
．

9
．

10．

11．

se1en1um　content　of　m11k　and　b1ood　of　goats

SERRA，A　B，S　D　SERRA，K　NAKAMURA，E

A　ORDEN，L　C　CRUZ　and　T　FUJIHARA，B1o1

Trace　E1ement　Res．，55：207－212．1996．

Variabi1ity　in　ash，Crude　protein，detergent　fibre

and　m1nera1content　of　some　m1nor　p1ants

spec1es　co11ected　from　pastures　grazed　by　goats

SERRA，A　B，S　D　SERRA，E　A　ORDEN，L　C

CRUZ，K　NAKAMURA　and　T　FUJIHARA，
As1an－Austra1as1an　J　An1m　Sc1，1028－34．1997

Effect　of　ammon1at1on　or　protem　supp1e－

mentat1on　of　bar1ey　straw　on　d1gest1on　and

pur1ne　　der1vat1▽e　　excret1on　　　1n　　　sheep

MAWUENYEGAH，P．O．，L．WARLY，T．
HARUMOTO　and　T　FUJIHARA，Anm　Sc1．64
433－439．1997．

Effect　of　ammon1a　treatment　or　protem

supp1ementat1on　on　rum1nat1on　behav1our1n

sheep　fed　bar1ey　straw　MAWUENYEGAH，P　O，

L　WARLY，T　HARUMOTO　and　T　FUJIHARA

An1m　Sc1．64441－445．1997

Rumma1so1ub111ty　of　trace　e1ements　from

se1ectedPh111pp1neforagesSERRA，SD，AB

SERRA，T　ICHINOHE　and　T　FUJIHARA，As1an－

Austra1as1an　J　An1m　Sc1．10265－273．1997

　　　　　　　　　　　〔学会発表等〕

1．干ばっ下におけるイネの圃場水利用効率と集水量力

　　を限定する深根量，日作紀，66（別2）：114－115．1997．

　　コムギ（農林61号）の発芽⑧出芽に及ぼす種子ハー

　　ドニング処理の効果，安藤秀俊⑧小葉田　亨，日作

　　糸己，66（易u2）：158－159．1997．

2。水稲の穎花数成立過程に関する仮説．小林和広，日

　　作紀，65（別2）：275－276．1996．非構造性炭水化物が

　　水稲の穎花分化⑧退化に及ぼす影響．小林和広⑧山

　　根一佳⑧今木　正，日作紀，㊧6（別1）：256－257．1997．

3．B1oaya11ab111ty　of　se1en1um　from　rumma1bacte－

　　r1a　SERRA，A　B，S　D　SERRA，K　SHINCHI　and

　　T　FUJIHARA，Proc8th　AAAP　An1m　Sc1Congr，

　　Vo1．2：170－171．1996．（Chiba，Japan）．

4．In且uence　of　ammon1at1on　or　protem　supp1e－

　　mentat1on　on　m1crob1a1synthes1s1n　sheep

　　MAWUENYEGAH，P　O，H　FUJII，T　ICHINOHE

　　and　T　FUJIHARA，Proc8th　AAAP　An1m　Sc1
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　　Congr．，Vo1．2：676－677．1996．（Chiba，Japan）．

5．Dry　matter，protein　and　fiberdegradation　charac－

　　teristicsofsome　Phi1ippineforages．SERRA，S．D．，

　　A　B　SERRA，T　ICHINOHE　and　T　FUJIHARA，

　　Proc8th　AAAP　An1m　Sc1Congr，Vo12844－845．

　　1996．（Chiba，Japan）．

6　Ut111zat1on　of　the　treated　beef　ta11ow　m　fatten1ng

　　sheep　and　catt1e　FUJIHARA，T，T　MATSUI　and

　　H．NARUSE，Proc．Sate11ite　Symp．8th　AAAP

　　An1m　Sc1Congr，P14．1996（Kyoto，Japan）

7　M1nera1nutr1t1on　of　Ph111ppme　goats　and　sheep

　　constra1nts　and　potent1a1s　SERRA，A　B，E　A

　　ORDEN，L　C　CRUZ　and　T　FUJIHARA，Proc

　　Sate111te　Symp8th　AAAP　An1m　Sc1Congr，p

　　17．1996（Kyoto，Japan）

＆粗飼料細胞壁構成成分及び細胞内容物の反努胃内分

　　解パラメータ．一戸俊義⑧粟野貴子亀藤原勉，第46

　　回日本畜産学会関西支部大会講演要旨，p27．1996

9異なる粗飼料を自由採食させたメンヨウの血漿浸透

　　圧の日内変化と反努行動との関連．

　　P　O　MAWUENYEGAH⑧一戸俊義⑧粟野貴子⑧

　　藤原勉，第92回日本畜産学会大会講演要旨，p58．

　　1997．

1O　In　v1tro　rumen　degradat1on　of1egumes1n　south

　　Sumatera－Indones1a　FARIANI，A，L　WARLY，T

　　ICHINOHE　and　T　FUJIHARA，Proc　Int　Symp

　　In　V1tro　Tech　for　Measur　Nutr　Supp1y　to

　　Rummants　p55．1997（Read1ng，UK）

11．Re1at1onsh1p　between　m　v1tro　gas　product1on　and

　　in　situ　degradabi1ity　for　forage　components．

　　ICHINOHE，T，WJSHAND，DJKYLE，XB
　　CHEN　and　E　R　ORSKOV，Proc　Int　Symp　In

　　V1tro　Tech　For　Measur　Nutr　Supp1y　to

　　Rummants　p56．1997（Readmg，UK）

1Zナイロンバッグ法による希土類元素標識粗飼料片マー

　　カーの反努胃内消失率の測定．一戸俊義⑧小林幹利爾

　　粟野貴子⑧藤原勉，第93回日本畜産学会大会講演

　　要旨，P11．1997．

13飼料給与頻度が育成メンヨウにおける窒素出納及び

　　尿中アラントイン排泄量に及ぼす影響．岩国真弓⑧

　　一戸俊義⑧藤原勉，第93回日本畜産学会大会講演

　　要旨，P67．1997．

14粗濃比の異なるTMR給与下のホルスタイン種乳牛

　　におけるTMR構成原料の粗蛋白質の第一胃内分解

1
．

2
．

特性山木康嗣⑧新出昭吾⑧一戸俊義亀藤原勉，第

93回日本畜産学会大会講演要旨，p71，199τ

　　　　　　　　　〔その他〕

烏骨鶏肉の生理活性化機構の検討．藤原勉，平成8

年度学内特別研究経費研究成果報告書，p108－114．

1997．

ニワトリにおける乳清タンパク質のコレステロール

代謝に及ぼす影響藤原勉，平成8年度畜産物需要

開発調査研究事業報告書，p．355－364．1997．
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植物資源開発学

　　Horticu1ture　and　Breeding

稲　葉　久仁雄

Kunio　INABA

細　木　高　志

Takash1Hos0KI

太　田　勝　巳

Katsum1OHTA

山　村　　　宏

Hiroshi　YAMAMURA

板　村　裕　之

Hiroyuki　ITAMURA

　　　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．苗生産　培養苗の生産⑧利用　草花類の培養苗生産

　　オミナエシ．キキョウ．ストケシア．ドイツアザミ．

　バーベナ；ホトトギス；花木⑧観葉植物の培養苗生

　産アナナス；アローカシア；スパティフィラム；

　　フィロテンドロン（「農業技術大系花卉編5」所収）

　細木高志，農文協，東京，pp．467－468；469－470；487－

　488；495－496；501－502；503－504；517－518；519；

　535；551－552．1997．

　　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．　Character1st1cs　of　fru1t　soften1ng　1n　Japanese

　　pers1mmon‘Sa1〕o’ITAMURA，H，Y　OHNO　and

　　H　YAMAMURA，Acta　Hort1cu1turae（Procee－

　　dmgs　of　the　Fru1t　Intemat1ona1Pers1mmon

　　Sympos1um），436179－188．1997

2．Deve1opment　of　frost　hard1ness1n　Japanese

　　pers1mmons　LENG，P，T　OKAMORI，H
　　ITAMURA　and　H．YAMAMURA，Ibid．，436：

　　109＿118．1997．

3．C1ass1f1cat1on　of　harbaceous　peony　cu1t1vars　by

　　random　amp11f1ed　po1ymorph1c　DNA（RAPD）

　　ana1ysis．　HOSOKI，　T．，　T．　NAGASAKO，　D．

　　KIMURA，S．NISHIMOTO，R．HASEGAWA，K．

　　OHTA，MSUGIYAMAandKHARUKI，J
　　Japan．Soc．Hort．Sci．，65：843－849．1997．

4　In　v1tro　propagat1on　of　toad111y（Tr1cyrt1sh1rta

　　Hook）by　repeated　stem－sect1onmg　and　d1v1s1on

　　of　ax111ary　shoots　HOSOKI，　T　　and　S

　NISHIMOTO，Eny1ron　Contro1m　B1o1．3577－81．

　　1997．

5．Comparat1ve　study　of　tree　peony　（Paeon1a

　suffrut1cosa　Andr）　cu1t1vars　and　hybr1ds　by

　random　amp1ified　po1ymorphic　DNA（RAPD）

　ana1ysis．HOSOKI，T．，D．KIMURA，R．HASE－

　　GAWA，T．NAGASAKO，K．NISHIMOTO，K．

　OHTA，M　SUGIYAMAand　K　HARUKI，J　Japan

　Soc．Hort．Sci．，66：393－400．1997．

6　Re1at1onsh1ps　between　fru1t　crack1ng　and

　　changes　of　fru1t　d1ameter　assoc1ated　w1th　so1ute

　f1ow　to　fru1t　m　cherry　tomatoes　OHTA，K，T

　HOSOKI，K．MATSUMOTO，M．OHYA，N．ITO
　and　K　INABA，Ib1d，65753－759．1997

7．パクロブトラゾールおよび天然型ABAがハナショ

　　ウブの生育および開花に及ぼす影響．浅尾俊樹⑧宮

　　本健郎⑧小数賀仁也⑧太田勝巳⑧細木高志，近畿中

　国農研，93：31－34．1997．

8．茎頂培養により得たイチゴの伽〃伽oにおける開花

　　と結実浅尾俊樹⑧大谷紀之⑧遠藤啓太⑧太田勝巳㊧

　細木高志，園学雑，66：419－421．1997．

9．Possibi1ity　of　c1assification　in　some　species　of

　Li1ium　by　PCR－RFLP　of　rib1ose－1，5－bisphosphate

　carboxy1ase　1arge　subun1t　（rbcL）　9ene　and

　r1bosoma1RNA　gene　K　HARUKI，T　HOSOKI，Y

　NAKO　and　K．OHTA，J．Japan．Soc．Hort．Sci．，66：

　189－192．1997．

1
．

2
．

3
。

4
。

5
。

6
．

　　　　　　　　　〔学会発表〕

Contro1of　grapev1ne　grow1ng　under　structure

－Light　env’ironment一，YAMAMURA，H．，Sympo－

s1um　on　strateg1es　for　the　deye1opment　of

fru1t－1ndustry1n　north－eastern　As1a3－13．1997

カキ‘西条’果実の軟化における細胞壁構成多糖類

および細胞壁分解酵素活性の変化板村裕之⑧小宮

弘光⑧山村宏，園学雑，66（別1）二584－585．1997．

Severa1prob1ems1n　postharvest　of　Japanese

pers1mmon　fru1t，ITAMURA，H，Sympos1um

onstrateg1es　for　the　deve1opment　of　fru1t－

mdustry1n　north－eastern　As1a，95－103．1997

サクラの遺伝子解析による晶種比較（第1報）

PCR－RAPD法による晶種分類の可能性．細木高志⑧

平松督史⑧山川祐理子⑧浅尾俊樹⑧太田勝巳⑧春木

和久，園学雑，65（別2）：472－473．1996．

RAPD分析からみた東洋系メロンの晶種比較．細木

高志⑧平松督史竃黒木克明⑧山川祐　理子，同，66

（別1）：206－207．1997．

水耕におけるミニトマトの果実晶質に関する研究

（第12報）水耕培養液へのBAP添加処理による裂
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　　果発生の制御太田勝巳⑧世利賢治郎⑧細木高志⑧

　　稲葉久仁雄，同，66（別1）：290－291．1997．

7．キュウリの自家中毒に関する研究（第3報）培養液

　　の交換および活性炭添加がキュウリの生育および収

　　量に及ぼす影響．浅尾俊樹⑧梅山元正⑧太田勝巳⑧

　　細木高志，同，65（別2）：374－375．1996．

8．キュウリの自家中毒に関する研究（第4報）培養残

　　液がキュウリ幼苗の生育に及ぼす影響．浅尾俊樹⑧

　　梅山元正⑧太田勝巳⑧細木高志，同，66（別1）：

　　374＿375．　1997．

9．PCR－RFLPを用いた数種類のユリの識別と種間交

　　雑晶種の親の推定．春木和久⑧名古洋　治⑧細木高

　　志，同，65（別2）：480－481，199a

10．島根県および他県に自生しているササユリ（〃〃㈱

　　プ妙o肋舳）のRAPD分析．春木和久⑳名古洋治⑧

　　細木高志，園学中四国支部要旨，36，55．1997．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．カキ栽培の基礎　14一糖度の高い果実を作るには．

　栽培上の留意点一，板村裕之，島根の果樹，且9（6）

　　1－4．1996．

2。同　15一カキ果実はどのようにして成熟するか一，

　板村裕之，同，20（3）：9－12．1997．

3．同　16一収穫熟度と貯蔵性一，板村裕之，同，20

　（4）：14．1997．

4同　17一西条柿はアルコールでは脱渋しにくい一，

　板村裕之，20（5）：1－4．1997．

5．キトサン処理によるトルコギキョウの成長促進なら

　びにその要因解明　（松田英幸代表「キトサンの生

　理機能発現の機構解析とその生物生産への応用」所

　収）太田勝巳，平成8年度特定研究成果報告書，pp

　44－49．1997．

生産技術管理学

　　Cu1t1vat1on　Techno1ogy　and　Management

伊　藤　憲　弘　⑧

Nor1h1ro　IT0

福　田　　　晟　⑧

Ak1ra　FUKUDA

山　岸　主　門

Kazuto　YAMAGIsHI

青　木　宣　明

Nor1ak1A0KI

宇津田　嘉　弘

Yosh1h1ro　UzUTA

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．切り花⑧鉢花としての楽しみ方（日本ブルーベリー

　協会編「フルーベリー栽培から利用加工まで」所収）

　青木宣明，創森社，東只，124－128．1997

2．忘れてないか牛の整体（保坂虎重⑧白水完児他著

　「家畜のお灸と民間療法」所収）宇津田嘉弘，農文

　協，東示，75－83．1997

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1。松江城外堀の底泥がコマッナ，ホウレンソウおよび

　トウモロコシの生育に及ぼす影響．浅尾俊樹⑧内藤

　整⑧伊藤憲弘，農業生技誌，39－12．1996

1
。

2
．

3
。

4
。

5
。

6
。

　　　　　　　〔学会発表等〕

大根島（島根県）に導入された中国ボタンの切り花

形質と花芽分化青木宣明⑧女鹿田博之⑧坂田裕介⑧

原久，園学雑，65（別2）：580－581．1996．

大根島（島根県）に導入された中国ボタンの花色と

色素構成にっいて坂田裕介⑧青木宣明⑧王亮生⑧

女鹿田博之⑧原久，園学雑，髄（別2）：648－649．

1996．

フルーヘリーの振動収穫に関する基礎的研究振動

数⑧振幅別果実脱離状況．山岸主門⑧伊藤憲弘，農

作業研究，鑓（別1）：43－44．1997．

ハイブッシュ⑧ブルーベリーの作型と果実の熟期，

収量，品質との関係．植田尚文⑧青木宣明⑧浅尾俊

樹⑧三島佳子，農業生技誌，4（別1）　12－13．1997

前歴としての耕うん法の相違が作物および雑草生態

に及ぼす影響．山岸主門⑧武田久男⑧安田登⑱廣

瀬佳彦⑧伊藤憲弘，農業生技誌，4（別1）　16－17．

1997．

学校農園における栽培法の試案被覆不耕起栽培に

っいて山岸主門，日本農業教育学会誌，28（別1）

31－34．1997．
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　　　地域開発科学科

Department　of　Regiona1

Deve1opment

地域経営学

　　Rura1Management

平　塚　貴　彦　　⑧

Takah1ko　HIRATsUKA

濱　田　年　駿

Tosh1ko　HAMADA

谷　口　憲　治

Ken］1　TANIGUcHI

伊　藤　勝　久

Katsuh1sa　IT0

大　森　賢　一

Kenichi　OM0RI

仙　田　久仁男

Kunio　SENDA

渡　部　晴　基

Haruki　WATANABE

内　田　和　義

Kazuyosh1UcHIDA

伊　藤　康　宏

Yasuh1ro　IT0

鹿　取　悦　子

Etsuko　KAT0RI

6、割箸産業の構造分析（I）生産，兼友素子⑧鹿取悦

　　子，日本林学会論文集，pp23－26．1993

7．割箸産業の構造分析（■）流通⑧消費，鹿取悦子⑧

　　兼友素子，日本林学会論文集，pp27－28．1993

＆鹿児島県の竹産業の構造，鹿取悦子⑧岩井吉彌，京

　　都大学農学部演習林報告，N066，pp76刃1．1994

9李暁静⑧伊藤勝久，中国における国境貿易に関する

　　研究．島根大学生物資源科学部紀要，1．3543．1996．

10伊藤勝久，森林と木の時代の再生公庫月報45（4），

　　4－1O，1997．

1
．

2
．

　　　　　　　　〔学会発表〕

農山村地域の耕作放棄地に対する要因分析，藤居良

夫⑧鹿取悦子，農業土木学会中国四国支部講演会，

1996

中山問地域における耕作放棄地発生の実態と要因分

析に関する実証的研究，鹿取悦子，農村計画学会学

術研究発表会，1997．

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1。近世漁村の成り立ち，漁場の占有利用権とその紛争

　（大阪府漁業史編さん協議会編）　『大阪府漁業史』）

　伊藤康宏，大阪府漁業史編さん協議会発行，大阪，

　pp．138－144．1997．

2。割箸　一外食産業の拡大にのって一，（岩井吉彌編

　著「新⑧木材消費論」所収）鹿取悦子⑧兼友素子，

　日本林業調査会（東尿），1994

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．Mer1ts　and　Demer1ts　of　V111age－Fam1ng　Groups

　1n　Japan，A1pha　Mamoudou　Bah　and　Takah1ko

　Hiratsuka，Japanese　Journa1of　Farm　Manage－

　ment，飢，34－42．1997．

2．新基本法の価格⑧所得政策をどうするのか，平塚貴

　彦，農業と経済（臨時増刊）108－115．1997

＆「カット農業合意」後における中山間地域農業の振

　興とJAの役割，平塚貴彦⑧濱田年駿⑧仙田久仁男⑨

　渡部晴基⑧内田和義麿大森賢一，協同組合奨励研究

　報告，第22輯，97－125．1997年．

4．有機農業による地域農業振興とJ　Aの役割，渡部晴

　基，山陰地域研究，13号，61－72．1997．

5．「お魚センター」と地域振興伊藤康宏，地域漁業研

　究37（1），9臥114．1996．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．第3章農産物流通体制の現状と整備の方向，浜田年

　駿，「島根県出雲東部地域広域営農団地総合指導

　報告書」（所収），社団法人全国農業構造改善協会，

　東県，2649．1997

Z飯石郡頓原町角井東ノ原地区，浜田年駿，「平成8年

　度農業構造改善地区モテル経営実態調査報告書」

　（所収），島根県農業会議，島根県松江市，1｛3

3．嘉田良平著『農政の転換一21世紀への食料⑧環境⑧

　地域っくり一」有斐閣〈書評＞，渡部晴基，農業と

　経済，63（1），79．1997年．

4島根県伯太町伯太地区における地域農業の再編と地

　域連携について（とくに球根生産を中心として），

　渡部晴基，（財）全国農業構造改善協会，1－16．1997

5．平成8年度農業構造改善地区モテル経営実態調査報

　告書一那賀郡旭町山ノ内地区一，渡部晴基，島根県

　農業会議，35－53．1997年

6伊藤勝久，平成8年度林業雇用改善促進事業研究成

　果報告書，林業雇用改善研究委員会亀島根県森林組

　合連合会，1－52．1997．

7．Land　Ut111zat1on　Issuesunder　Economc　Deve1op－

　ment　OMORI，K，Internat1ona1Comparat1ve
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Study　of　the　Effects　of　Agr1cu1tura1　and

Industr1a1Growth　L1nkages　to　As1an　Agr1－

cu1tura1and　Rura1Deve1opment（TSUJII，H　ed），

Kyoto　University：69－90．1997．

農林システムエ学

　　Agricu1tura1and　Forestry　Systems

　　Engineering

中　尾　清　治　　⑧

Seiji　NAKA0

竹　山　光　一　　⑧

Kou1ch1TAKEYAMA
北　村　　　豊

Yutaka　KITAMURA

藤　浦　建　史

Tateshi　FUJIURA

土　肥　　誠

Makoto　D0HI

　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1樹皮ヘット栽培の作物生長量とベッド内pFに及ほ

　　す光の影響．魏　亜玲⑧岩尾俊男⑧林　圭院⑧藤浦

　　建史⑧竹山光一⑧土肥誠，農業生産技術管理学会

　　誌，4（2）：13－17．1997．

2。三次元視覚センサを用いた収穫ロボット．藤浦建史，

　　自動化技術，29（1）：37－42．1997．

3．Bas1c　const1tut1on　of　a　robot　for　agr1cu1tura1use

　　KONDO，N，M　MONTA，T　FUJIURA，Advanced
　　Robotics，10（4）：339－353．1996．

4．三次元視覚センサを用いた農作業ロボット．藤浦建

　　史，ロボット，117：32－38．1997．

5．画像処理によるストック苗の自動鑑別に関する研究

　　（第2報），一ファジィ理論による八重鑑別一．谷

　　光⑧岩尾俊男⑧青木宣明⑧林　圭院亀土肥　誠函竹

　　山光一⑧藤浦建史，農業生産技術管理学会誌，3（2）

　　13＿18．　1996．

a　ロボットによる結球野菜の選択収穫の研究（第2報），

　　一三次元画像によるレタスの認識一．高　衛民⑧藤

　　浦建史⑧土肥誠⑧中尾清治，農機学会誌，59（3）：

　　37－45．1997．

7．溶液栽培用スギ⑧ヒノキ樹皮ベッドの物理特性．魏

　　亜玲⑧林　圭院⑧岩尾俊男⑧藤浦建史⑧竹山光一，

　　農機学会誌，5⑭（3）：83－90．1997．

8　レーザ光による三次元形状計測藤浦建史，農機学

　　会誌，5⑭（1）：127－130．1997．

9　3－D　V1s1on　sensor　for　cherry　tomato　harvest1ng

　　robot　SUBRATA，I　D　M，T　FUJIURA，S

　　NAKAO，H　YAMADA，M　HIDA，T　YUKAWA，
　　JARQ，31（4）：257－264．1997．

1O農用4軸R　Cヘリコプタの開発に関する基礎的研究

　　（第1報）．電動型の試作とその性能，挑剣亭⑧中尾

　　清治⑧土肥誠，農業生産技術管理学会誌，4（2）
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　　41－46．1997．

11．レタス選択収穫ロボットの研究，一収穫ハンドー．

　　藤浦建史⑧中尾清治⑧土肥　誠　⑱高　衛民⑧橋本

　　真武⑧松木昭典，農機学会関西支部報，8273－74．

　　1997．

1z太陽エネルギー等を用いた水環境の浄化システムに

　　関する基礎的研究．竹山光一1Gyuwan　Im⑧藤本

　　陽子，農機学会関西支部報，82125－126．1997

1aホウレンソウ収穫ロポットに関する研究一収穫ハン

　　ドの開発一．土肥　誠⑧藤浦建史⑧中尾清治⑧平松

　　賢治，農機学会関西支部報，8271－72．1997

14花壇苗出荷調整の自動化に関する研究一画像処理に

　　よる色合わせと搬送装置の開発一．土肥　誠⑧藤浦

　　建史⑧中尾清治⑧小林和則，8雲：75－76．1997．

15．The　Sustamab1e　Ra1nwater　Ut111zat1on　Systems

　　m　the　Sympos1um　on　Ra1nwater　Ut111zat1on　m

　　Ch1na　and　Internat1ona1Workshop　of　East　As1a

　　Region．Landzhou1996IRCSA，叫141－146，Proc．4

　　th．JRCSA1996．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．光電センサによる作物認識手法．藤浦建史，総合的

　開発研究「軽労化農業」平成8年度報告書，pp

　65－66，農研センター，1997

2．ネットワーク周辺環境の緊急整備を！！，竹山光一，

　p．1，島根大学情報処理センター広報，7．1996．

地域環境工学

　　Eng1neermg　on　Reg1ona1Deve1opment

1
．

2
．

3
．

福　櫻　盛　一　　⑧

Sh1gekazu　FUKUsAKURA

福　島　　　晟

Ak1ra　FUKUsHIMA

藤　居　良　夫

Yoshio　FUJII

木　原　康　孝

Yasutaka　KIHARA

鳥　山　胱　司

Koush1T0RIYAMA
野　中　資　博

Tsuguhiro　N0NAKA

武田芦郎
Ikuo　TAKEDA

森　　　也寸志

Yasush1M0RI

　　　　　　　　〔著　書〕

X線ハンドブック（分担執筆）森也寸志，電子科

学研究所（大阪）1997．

地表水の水質と地域環境（丸山利輔編著「地域環

境と灌概排水」所収）金木亮一，武田育郎，石黒宗

秀，畑地灌概振興会，東呆，pp86－97．1997

水田から流出する汚濁負荷量の定量評価（丸山利輔

編著「地域環境と灌概排水」所収）．武田育郎，畑

地灌概振興会，東尿，pp230－234．1997

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1。設計に用いる砂礫材の勇断強度定数の決め方にっい

　て．烏山胱司，島根大生物資源科学部研報，1：45－50．

　1996．

2．不浸透面積率を考慮した長短期流出両用モテルによ

　　る流出解析，福島晟⑧武田育郎⑧森也寸志，島

　根大生物資源研報，1：51－56．1996．

a下水道施設における劣化コンクリートの補改修に関

　する研究．野中資博⑧Yang　Wei⑧藤沢健一⑧田村

　博，コンクリート構造物の補修工法に関するシンポ

　ジウム論文報告集，15－22，日本コンクリートエ学協

　会，1996．

4．Cont1nuous　measurement　of　hydrogen　su1f1de

　gas　concentrat1ons1n　damage　survey　ofconcrete

　YANG，W．，T．NONAKA，and　K．FUJISAWA，

　Proc22ndConf　on　OurWor1d　m　Conc＆Struc，

　385＿392．1997．

5。過疎構造のモテル化に関する研究藤居良夫⑧吉川

　郷主，農土論集，188137－144．1997

α地理情報システムによる農村地域における地すべり

　分布の評価．藤居良夫，山陰地域研究，13：73－80．

　1997．
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7．フーリエ変換を用いた土壌粗間隙の構造解析，森

　也寸志，農業土木学会論文集，18749－57．1997

　　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．正規圧密⑧過圧密粘土と締固め粘土の勇断特性の比

　　較．烏山胱司，51農土学会中四国支部講演要旨，pp．

　　154－156．1996．

2．正規圧密と締固めた砂質粘土の勇断特性の比較．鳥

　　山胱司，平9農土学会大会講演要旨，pp．602－603．

　　1997．

3．長短期流出両用モデルの応用とその適用例，福島晟，

　　51回農土学会中四国支部講演要旨，pp82－84．1996

4．流域内の降雨分布特性を反映させた分布型流出解析

　　への試み，福島　晟，平9農土学会大会講演要旨，

　　pp．178－179．1997．

5．Study　of　carbonate　comp1ex　corros1on　of　con－

　　crete　in　sewage　treatmentfaci1ities．Yang　Wei⑧

　　野中資博，51回農土学会中四国支部講演要旨，52－54．

　　1996．

6。水貯留コンクリート構造物のdirect　tension　crack

　　に関する研究．野中資博，同，60－62．1996．

7　Est1mat1on　of　damaged　depth　us1ng　s1gn1f1cant

　　1ndexes　on　comp1ex　carbonat1on　corros1on　of

　　concrete　Yang　We1⑧野中資博，平9農土学会大会

　　講演要旨，660－661．1997．

8　New　Method　for　V1sua11zat1on　of　Water

　　Movement　m　Macropores　us1ng　Soft　X－rays，Y

　　Mor1，K　Iwama，T　Watanabe　and　T　Maruyama，

　　ASA，CSSA，SSSA　Annua1Meet1ng1996
9．軟1X線を用いた土壌からの排水過程の解析．森　也

　　寸志，福島　晟，渡邊紹裕，丸山利輔，平成9年度農

　　業土木学会大会講演会講演要旨集，pp．124－125．

　　1997．

1α浸透ポテンシャルを考慮した表層のポテンシャルと

　　蒸発速度の関係について．木原康孝⑧福桜盛一，51

　　回農土学会中四国支部講演要旨，104－106．1996

11．塩の集積が表層のポテンシャルと蒸発速度の関係に

　　与える影響について．木原康孝⑧福桜盛一，平9農

　　土学会大会講演要旨，60－61．1997．

12．アルカリ骨材反応により劣化した水貯留コンクリー

　　ト構造物の補修に関する研究．野中資博，同，662－

　　663．　1997．

13．循環灌瀧水田地域におけるノンポイント負荷の流出

　　削減武田育郎，福島　晟，第31回日本水環境学会

　　年会講演集，406．1997．

14水循環型流域におけるリン成分の循環利用．武田育

　　郎⑧福島　晟，平9農土学会大会講演要旨，pp．

　　394＿395．1997．

15．傾斜ライシメータを用いた畑地からの水質汚濁物質

　　の流出成松克彦⑧武田育郎⑧福島晟，平9農土

　　学会大会講演要旨，pp．416417．1997．

1
．

2
．

3
．

　　　　　　　　〔その他〕

正規圧密⑧過圧密と締固め粘土の勇断特性の比較．

鳥山胱司，平成8年度タム研究委員会報告書，農土

学会，pp．93－109

微生物によるコンクリートの劣化について．野中資

博，農土学会材料施工研究部会報，35：7－26．1997．

斐伊川流入負荷量調査［定期負荷量調査］．武田育

郎，平成8年度島根県環境生活部環境保全課受託研

究報告書，95p，1997
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附属生物資源教育研究センター

Ed－ucation　and－Research　Center

　　for　Bio1ogica1Resources

　林学会大会講演要旨集，285．1997

5．マツクイムソ被害林における土壌窒素の無機化能，

　硝化能について片桐成夫⑧金子信博⑧長山泰秀竃

　井関寛人⑧山下多聞，第108回日本林学会大会講演

　要旨集，332．1997．

森林科学部門

　　Section　of　Forest　Science

瀧本義彦⑧新村義昭
Yosh1h1ko　TAKIM0T0　Yosh1ak1SHINMURA

西野吉彦⑧山下多聞
Yosh1h1ko　NIsHIN0　　Tamon　YAMAsHITA

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．豊かな森へ．神崎康一⑧瀧本義彦他，こぶとち出版

　会，1－148．1997．

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1木材の超音波領域を含む振動特性動的ヤンク率及

　び損失正接の周波数依存性．程　鵬⑧中尾哲也⑧西

　野吉彦⑧田中干秋⑧矢野浩之，木材学会誌，42（12）：

　1163＿1169．　1996．

2。小型簡易音響箱による木質パネルの音響透過損失の

　研究（第2報）　中空壁パネルの音響透過損失姜

　日順⑧中尾哲也⑧小林定教⑧西野吉彦⑧田中千秋，

　木材学会誌，43（2）128－133．1997

3．島根大学生物資源科学部附属演習林にある天然生二

　次林の植生．山下多聞⑧川上誠一⑧中村良男⑧金塚

　洲⑧寺田和雄⑧新村義昭，島根大学生物資源科学部

　研究報告，1：63－66．1996．

　　　　　　　　　〔学会発表等〕

1．木材の色彩測定西野吉彦，日本木材学会居住性研

　究会資料，No．30：1－1O，199τ

2．木材材鑑のテシタル画像化と色測定晶川良平⑧西

　野吉彦，第47回日本木材学会大会研究発表要旨集，

　68．　1997．

3。帯のこ挽き材加工のファジイ制御に関する研究

　（III）．学習機能付のファジイ制御について．黄　箭

　波竃田中千秋⑧中尾哲也1西野吉彦，第47回日本

　木材学会大会研究発表要旨集，536．1997

4．手入れが困難な場所に造成されたスギ⑧ヒノキ人工

　林のその後．山下多聞⑧高本麻衣子，第108回日本
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農業生産科学部門

　　Section　of　Agricu1tura1Science

専任教官

　　　植田尚文⑧浅尾俊樹
　　　H1safum1UEDA　　　Tosh1k1AsA0

兼任教官

　　　伊　藤　憲　弘　⑧

　　　Norihiro　IT0

　　　福　田　　　晟　⑧

　　　Ak1ra　FUKUDA

　　　山　岸　主　門

　　　Kazuto　YAMAGIsHI

青　木　宣　明

Nor1ak1A0KI

宇津田　嘉　弘

Yosh1h1ro　UzUTA

5海浜砂丘畑におけるラッカセイの生育及び収量に及

　ぼすポリェチレンフィルムの効果．浅尾俊樹⑧磯上

　憲一⑧持田正悦⑧植田尚文，農業生産技術管理学会，

　4（別1）：36－37．1997．

　なお，兼任教官の研究業績は，農業生産学科（生産技

術管理学講座）の頁に示されています

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．松江城外堀の底泥がコマッナ，ホゥレンソゥおよびト

　ウモロコシの生育に及ぼす影響．浅尾俊樹⑧内藤

　整⑧伊藤憲弘，農業生産技術管理学会，39－12．1996

2．パクロブトラゾールおよび天然型ABAがハナショ

　ウブの生育および開花に及ぼす影響．浅尾俊樹⑧宮

　本健郎⑧小数賀仁也⑧太田勝巳⑧細木高志，近畿中

　国農研，93：31－34．1997．

3．茎頂培養により得たイチコの1n　v1troにおける開

　花と結実．浅尾俊樹⑧大谷紀之⑧遠藤啓太⑧太田勝

　巳⑧細木高志，園学雑，66：419－421．1997．

　　　　　　　　　〔学会発表等〕

1．ハイブッシュ⑧ブルーベリーの作型と果実の熟期，

　収量，晶質との関係．植田尚文⑧青木宣明⑧浅尾俊

　樹⑧三島佳子，農業生産技術管理学会，4（別1）

　12－13．　1997．

Zキュウリの自家中毒に関する研究（第3報）培養液

　の交換および活性炭添加がキュウリの生育および収

　量に及ぼす影響．浅尾俊樹⑧梅山元正⑧太田勝巳⑧

　細木高志，園学雑，65（別2）：374－375．1996．

3．サクラの遺伝子解析による品種比較（第1報）

　PCR－RAPD法による晶種分類の可能性．細木高志⑧

　平松督史⑧山川祐子⑧浅尾俊樹⑧太田勝巳⑧春木和

　久，園学雑，65（別2）：472－473．1996．

4キュウリの自家中毒に関する研究（第4報）培養残

　液がキュウリ幼苗の生育に及ぼす影響．浅尾俊樹⑧

　梅山元正⑧太田勝巳⑧細木高志，園学雑，66（別1）：

　374－375．　1997．
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海洋科学部門

　　Section　of　Marine　Bio1ogica1Sience

梶　村　光　男

Mitsuo　KAJIMURA

　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．　Vegetati’ve　Propagation　in　D北妙oμθれ∫　Zαか

　〃so〃α（D1ctyotaceae，Phaeophyta）　Ka］1mura，

　M，Bu11Fac　L1feEnv　Sc1ShmaneUn1v，1
　57＿61．1996．

2．　Vegetat1ve　Propagat1on　m　・0zo妙oμθη∫　クo妙

　クo励ozdθ∫（D1ctyotaceae，Phaeophyta）from　the

　Ok1Is1ands　Ka〕mura，M，Stud　San－1n　Reg，

　Sh1mane　Un1v　（Nat　Env1r），1325－32．1997

3．The　Morpho1ogy　of　P肋o刎α　乞鰍〃o∫伽θκsθ

　　（Sch1zymen1aceae，Rhodophyta）Ka〕mura，M，

　Botan1ca　Mar1na，401997（1n　press）

新任教官

　　　西　川　彰　男

　　　　Ak1o　NIsHIKAwA

1
．

2
．

3
．

　　　　　　　　　　〔著　書〕

Iso1at1on　and　cu1ture　of　adu1t　and1arva1ep1der－

ma1ce11s　of　the　frog，Xenopus1aev1s　m　A　Doy1e，

J　B　Gr1ff1ths，and　D　G　Newe11（ed），Ce11＆

Tissue　　Cu1ture：　　Laboratory　　Procedures，

N1sh1kawa，A，Sh1m1zu－N1sh1kawa，K，andM111er，

L，JohnW11ey＆Sons，Ch1chester，modu1e23B1

1＿14．1996．

皮膚＝培養皮膚＝（器官形成研究会編「器官形成一

現代発生生物学シリース2一」所収）　西川彰男，吉

里勝利，培風館，東只，pp222－235．1988

組織でのDNA断片化の検出（田沼靖一監修「ア

ポトーシス実験プロトコール」所収）西川彰男，塩

川大介，秀潤社，東県，pp145－148．1994

　　　　　　　　　　〔学会発表等〕

1．S妙o〃舳α㈱的舳θKa］1muraの分類学的再検討

　　と室内培養による生活史．菊池則雄⑧能登谷正浩⑧

　梶村光男，藻類，45：79．1997．

　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1　Abe，S　and　N1sh1kawa，A　Per1od1c　rotat1on　of

　　chromosomes　dur1ng　the　m1tot1c　d1v’1s1ons　m

　　secondary　spermatogon1a　of　newt，C脾oゆ∫

　ク鮒吻ogα∫ねグDev　Growth　and　D1ffer，23165－173．

　　1981．

2　N1sh1kawa，A　and　Abe，S　Progress1on　through－

　out　a11stages　of　me1os1s　from　the　ear1y　prophase

　of　newt　pr1mary　spermatocytes1n　v1tro　Dev

　Growth　and　D1ffer，25323－331．1983

3．N1sh1kawa，A　and　Yosh1zato，K　Ep1derma1ce11s

　of　the　anuran　tadpo1e　tai1：its　iso1ation　and

　　character1zat1on1n　y1tro　Zoo1　Sc1．2　201－211．

　　1985．

4．Yosh1zato，K　and　N1sh1kawa，A　Iso1at1on　and

　　character1zat1on　of　mesenchyma1ce11s　from　the

　bu11frog　tadpo1e　ta11Dev　Growth　and　D1ffer，27

　621－631．1985．

5．N1sh1kawa，A　and　Yosh1zato，K　Hormona1

　regu1at1on　of　growth　and11fe　span　of　bu11frog

　tadpo1e　tai1epiderma1ce11s　cu1tured　in　yitro．J．

　Exp．Zoo1．，＄27：221－230．1986．

6．N1sh1kawa，A　and　Yosh1zato，K　Character1zat1on

　of　macrophages1n　the　ta11of　the　anuran　tadpo1e

　J．Exp．Zoo1．，23⑭：133－137．1986．
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7　Yosh1zato，K，N1sh1kawa，A，Ta1ra，T，Kogane1，

　　Y，Yamamoto，N，K1sh1J　and　Hayakawa，T　A

　　reconst1tuted　skm　derma1－ep1derma11nterac－

　　tions　in　co11ageno1ysis　and　ce11morpho1ogy．

　　B1omed－1ca1Res，7219－231．1986

8　N1sh1kawa，A，Ta1ra，T，and　Yosh1zato，K　In

　　Y1tro　maturat1on　of　co11agen　f1br11s　modu1ates

　　spread1ng　DNA　synthes1s，and　co11ageno1ys1s　of

　　ep1derma1ce11s　and　f1brob1asts　Exp　Ce11Res171

　　：164－177．1987．

9．Yosh1zato，K，N1sh1kawa，A　and　Ta1ra，T

　　Funct1ona11y　po1ar1zed1ayers　formed　by　ep1der－

　　ma1ce11s　on　a　permeab1e　co11agen　f11m　J　Ce11Sc1，

　　⑭1：491＿499．1988．

10N1sh1kawa，A，Ka1ho，MandYosh1zato，K　Ce11

　　death　m　the　anurantadpo1e　ta11thyr01d　hormone

　　mduces　kerat1n1zat1on　and　ta11－spec1f1c　growth

　　1nh1b1t1on　of　ep1derma1ce11s　Dev　B1o1，1鎚

　　337－344．1989．

11N1sh1kawa，A，Shm1zu－N1sh1kawa，K　and　M111er，

　　LIso1at1on，character1zat1onand1nv1trocu1ture

　　of1arya1and　adu1t　ep1derma1ce11s　of　the　frog

　　Xθ〃oρ〃．s　Zαω乞∫．In　Vitro，26：1128－1134．1990．

12．N1sh1kawa，A，Shm1zu－N1sh1kawa，K，and　M111er，

　　L　Spat1a1，tempora1and　hormona1regu1at1on　of

　　ep1derma1kerat1n　express1on　dur1ng　deve1op－

　　ment　of　the　frog，Xθκo幽∫Zα舳s　Dev　B1o1．151

　　145－153．1992．

13　Yosh1zato，K，N1sh1kawa，A，Izutsu，Y，and

　　Ka1hoMEp1derma1ce11softheta11ofananuran

　　1arvae　are　competent　to　transform1nto　the

　　adu1t－type　ce11s　Zoo1Sc1．10　183－187．1993

14．N1sh1kawa，A，Hayash1，Y　Isoform　trans1t1on　of

　　contract11e　prote1n　re1ated　to　musc1e　remode11ng

　　w1th　an　ax1a1grad1ent　dunng　metamorphos1s1n

　　Xθ〃o妙〃∫Zαωゐ．Dev．Bio1．，蝸5：86－94．1994．

15　Matsuda　R，N1sh1kawa，A，and　Tanaka，H

　　V1sua11zat1on　of　dystroph1c　musc1e　f1bers1n　mdx

　　mouse　by’v1ta1stammg　w1th　Eyans　b1ue　ev1－

　　dence　of　apoptos1s　m　dystropm－def1c1ent　musc1e

　　J　B1ochem118959－964．1995

16．N1sh1kawa，A，Hayash1，H　Spat1a1，tempora1and

　　hormona1regu1at1on　of　programmed　musc1e　ce11

　　death　dur1ng　metamorphos1s　ofthefrog，Xθ〃o〃8

17．

Zαθ〃∫．Differentiation，5⑭：207－214．1995．

N1sh1kawa，A，　Sh1okawa，D，Umemor1，K，

Hayash1，H，and　Tanuma，S　Occurrence　of　DNase

γ一11ke　apoptot1c　endonuc1eases　m　hematop01et1c

ce11s　1n　Xθηo少〃8　Zαθ〃z∫　and　the1r　re1at1on　to
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らせんセンス反転機構の解析，山本達之⑧本間良太⑧

弘津俊輔⑧岡本　敏⑧渡辺順次⑧安部明広，日本化

学会第67回春季年会，1994

PPLAのらせんセンス反転および再反転過程のヒス

テリソス，山本達之⑱西尾　史⑧弘津俊輔竃岡本

敏⑳古屋秀峰⑧渡辺順二⑧安部明広，分子構造総

合討論会，1994

PPLAのらせんセンス反転および再反転過程のヒス

テリシス皿，山本達之⑧西尾　史⑧弘津俊輔⑧岡本

敏⑳古屋秀峰⑧渡辺順二⑧安部明広，日本化学会第

69回春季年会，1995．

FT－IR法によるRNaseA，S，Bの熱変性および再生

過程の研究，小林靖知⑧西尾　史⑧山本達之⑧弘津

俊輔，日本分光学会春季年会，1996

FT｛R法による熱変性に伴うリボ核酸分解酵素の2
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　　次構造変化の解析，小林靖知⑧西尾一史⑧山本達之⑧

　　弘津俊輔，分子構造総合討論会，1996．

25．リボ核酸分解酵素の熱変性および再生過程のFT｛R

　　法による研究，山本達之⑧小林靖知⑧西尾一史⑧弘

　　津俊輔，第3回「タンパク質立体構造の構築原理」

　　ワークショップ，1996．

谷　口　憲　治

Kenj1TANIGUcHI

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．占領体制期における農業協同組合の成立，経済復興

　　期の農業協同組合，局度経済成長期の農協一その1一，

　　高度経済成長期の農協一その2一（京都府農協中央

　　会編「京都府農業協同組合史」所収）谷口憲治，京

　　都，PP．71－85，PP．109－136，PP．164195，PP．202－212，

　　pp．215－224，pp．264－309，pp．330－357，pp．365－372，

　　pp．375－384，pp．426－463，pp．490－514，pp．523－530，

　　pp．534－546，pp．664－695，pp．720－741，pp．756－767．

　　1974．

2．京都府共済農協連「京都府共済農協連二十年」．谷

　　口憲治，京都，pp．1－351．1975．

ま一九三○年代の産業組合の展開基盤と特質（全国農

　　協中央会編「協同組合奨励研究報告第二輯」所収）

　　谷口憲治，東京，p叫403436．1978．

4椎茸（石田朗⑱唯是康彦⑧矢野俊正編「図説日本の

　　食晶工業」所収）．谷口憲治，光琳，東京，pp，343－

　　350．　1982．

5．乾シイタケ経営の基礎（古川久彦⑧谷口憲治他28名

　　著「986年版きのこ年鑑」所収）．谷口憲治，農村文

　　化社，東京，pp－286－291．1985．

a椎茸（池田正範⑧唯是康彦⑧矢野俊正編「86年図

　　説⑧日本の食晶工業」所収）．谷口憲治，光琳，東京，

　　pp－361－368．1986．

7産業組合の展開過程（山田達夫編「近畿型農業の史

　　的展開」所収）．谷口憲治，口本経済評論社，東京，

　　pp．129－186，198＆

＆谷口憲治著「シイタケの経済学」農林統計協会，東

　　牙（，pp－1－167．1989．

9．農業協同組合展開論の現状と課題（三好正喜教授定

　　年退官記念事業会編「小農の史的分析」所収）．谷

　　口憲治，富民協会，東県，pp49－62．1990

10．椎茸（池田正範⑧唯是康彦⑧矢野俊正編「90年図

　　説⑧日本の食晶工業」所収）．谷口憲治，光琳，東京，

　　pp．401－408．1990．

11．農協経営史論の提起（荒木幹雄編「近代農史論争」

　　所収）．谷口憲治，文理閣，京都，pp．259－272．1996．

12巾山間地域における自治体農政の展開要因（小野誠

　　志編「国際化時代における日本農業の展開」所収）

　　谷口憲治，筑波書房，東京，pp150－165．1996

13中山問地域における農村主体の特質と存立要因（小
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野誠志編「中山問地域農村の展開」所収）．谷口憲

治，筑波書房，pp115－138．1997

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．明治末大正前期における農村産業組合の展開．谷口

　　憲治，農林業問題研究，第11巻第3，4合併号，pp

　　35＿44．　1975．

2．産業組合史研究の動向と課題谷口憲治，農業史研

　　究会会報，第2号，pp．3－5．1976．

3．1920年代における産業組合の展開とその基盤谷口

　　憲治，農林業問題研究，第13巻第2号，pp26－34．

　　1977．

4．原木不足下におけるソイタケ栽培の生産基盤と生産

　　者常田橦孝⑧谷口憲治⑧栄木譲，菌葦，第26巻第8

　　号，pp．18－27．1980．

5．東南アシアにおける乾シイタケの流通函消費事情（1），

　　（2），（3）谷口憲治，菌章，第27巻第8号一第10号，

　　pp．28－33，pp．22－26，pp．38－43P28－P33．1981．

aソイタケ栽培経営の見通しに関する生産者意識の実

　　態常田穫孝⑧谷口憲治，菌箪，第28巻第45号，

　　pp．26－35，pp．18－27．1982．

7．最近のシイタケ生産構造の特徴と問題点（1），（2）

　　谷口憲治，菌葦，第29巻第5－6号，pp，26－35，pp

　　28－35．　1983．

＆ソイタケ生産基盤の現状と生産者意識の特徴常田

　　穫孝⑧谷口憲治，菌牽，第30巻第＆9号，pp12－23，

　　pp．22－31．1984．

9。シイタケ輸出の現状と将来谷口憲治，農業と経済，

　　第51巻第1号，pp．52－60．1985．

10．乾シイタケ流通構造の特質と市場対応．谷口憲治，

　　農林業問題研究，第22巻第1号，pp21－29．1986

11．最近のソイタケ生産基盤と生産者意識の動向常田

　　穫孝⑧谷口憲治，菌箪，第32巻第5－6号，pp3企45，

　　pp．22－31．1986．

12．シイタケ生産の展開要因にっいて谷口憲治，菌章，

　　第33巻第12号，pp．32－38．1987．

13。近年のソイタケ消費動向について谷口憲治，菌葦，

　　第34巻第1号，pp．3小41．1988．

14．最近の乾シイタケ流通について．谷口憲治，菌葦，

　　第34巻第2号，pp．3845．1988．

15．最近の生シイタケ流通について．谷口憲治，菌葦，

　　第34巻第3号，pp．24－P31，198＆

1a乾ンイタケ流通にみられる生産者団体の役割谷口

　　憲治，菌葦，第36巻第1－2号，pp4043，pp34－37，

　　1990．

1τ巾山間地における地域資源利用の事例的研究．井原

　　直幸⑧廣津英昭⑧立花観二⑧持田紀治⑧水田國康⑧

　　谷口憲治⑧寺田公治⑧時光博史，広島県立大学紀要

　　第1巻第1号，pp．173－187．1990．

18。戦後復興期における農協経営の特質．谷口憲治，広

　　島県立大学紀要，第2巻第2号，pp．203－225．1991．

19。ドイツにおける生態的農業の状態．アロイスハイ

　　センフーバー⑧ヘルムートリンク⑧谷口憲治，農

　　林業問題研究，第28巻第3号，pp144－146．1992

2α中国地方中山間地域の地域資源利用型地域振興と農

　　業再編谷口憲治，広島県立大学紀要，第5巻第1⑧2

　　号，pp．245－265．1993．

21中山間地域における農業公社の成立要因と展開方向

　　谷口憲治，広島県立大学紀要，第6巻第1号，P叫

　　185＿205．　1994，

22．乾しいたけ輸出の現状と将来．谷口憲治，農林統計

　　調査，第45巻第1号，pp．10－17．1995．

23中山間地域における農業公社の展開要因と自治体農

　　政の役割谷口憲治，農業経済研究，1996年度日本

　　農業経済学会論文集，pp1O1－107．1996

24中山間地域における地域資源利用型地域振興と自治

　　体農政．谷口憲治，農業経営研究，第34巻第3号，

　　pp．100－103．1996．

1
．

2
．

3
。

4

5
．

6
．

7
．

　　　　　　　　〔その他〕

生産規模に対する動向と意識．谷口憲治，きのこetC．，

第5巻第4号，pp．17－18．1983．

すすむ経営の大型化一特用林産物需給表からみたシ

イタケ農家の傾向一谷口憲治，林業新知識，第361

号，pp．8－9．1983．

伏込み意欲の動向．谷口憲治，きのこetc．，第6巻第5

号，PP．17－19．1984．

ソイタケ栽培部門簿言己普及活動の現状と今後の課題

谷口憲治，農家簿記No．115，pp．1－2．1986．

89農業白書一京都府綴喜郡田辺町一谷口憲治，京

都府田辺町，pp．1－65．1989．

高付加価値営農体制の確立（全国農業構造改善協会

編「鳥取県大栄町における農業農村活性化農業構造

改善モテル事業にっいて」所収）谷口憲治，東尽，

pp．32－44　1989．

いろいろな菌茸類経営，菌茸類の生産と価格の動き，

自然環境を利用した乾シイタケ経営（農業開発研修

センタ　編「新しい農業経営を継くために一菌茸類
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　　編一」所収）．谷口憲治，京都，pp．15－25，pp．26－44

　　pp．75－811－P85．1990．

8．広島県における森林資源の地域特性について．井原

　　直幸竃立花観二⑧谷口憲治⑧水田國康⑧持田紀治亀

　　廣津英昭⑧寺田公治⑧時光博史，第101回日本林学

　　会大会発表論文集，pp17τ178．1990

9．農産物流通改善と地域の活性化（全国農業構造改善

　　協会編「庄原市における融資重点型農業構造改善

　　事業について」所収）．谷口憲治，東京，PP．34－49．

　　1991．

1α生しいたけ，その他きのこ（日本特用林産振興会編

　　「特用林産物の流通に関する報告」所収）谷口憲治，

　　東尿，PP36－65，PP86－105．1991

11三次⑧双三地区の地域営農振興計画の基本方向と対

　　策，三次⑧双三地区営農指導体制の強化方針（広島

　　県立大学生物資源学部生物資源管理学科編「地域農

　　業⑧農村の再編と農協の役割に関する研究」所収）．

　　谷口憲治，pp．59－74，pp．77－78．1991．

1z中山間地域における地域農業担い手の革新行動の現

　　状と課題，中山間地域における農業公社の現状と課

　　題（広島県農協中央会編「土地利用型農業の担い手

　　と新たな展望」所収）．谷口憲治，p叫4企57，pp

　　g1＿109．　1993．

1a地域森林資源を活かした菌床シイタケ産地づくり

　　（全国林業構造改善協会編「林構事業の成果と課題一

　　森林資源の総合利用一」所収）．谷口憲治，p皿

　　100－110．　1993．

14　中山間地域振興とシイタケ生産（備北ハイオの里っ

　　くり推進協議会編「備北ハイオフォーラム’94講

　　演⑧発表記録」所収）．谷口憲治，pp．9－18．1995．

岨中山問地域における産業振興と諸課題（広島県統計

　　協会編「統計の泉」第46巻第2号，所収）谷口憲治，

　　pp．2－15．1995．

1a大学新設による食料需要の変化と地域食料晶卸小売

　　業の対応（広島県立大学地域社会問題研究会編「大

　　学新設の社会的⑧経済的効果に関する研究」所収）

　　谷口憲治，PP．52－69．1995．

17．農業における環境重視展開，環境保全連盟（四方康

　　行⑧谷口憲治⑧飯国芳明共訳「ドイツにおける農業

　　と環境」所収）谷口憲治，農山漁村文化協会，東呆，

　　pp．46－76，pp．166－171．1996．

1＆自治体⑧諸団体⑧諸地域組織における人材育成の実

　　態と今後のあり方（広島県立大学中山間地域研究班

　　編「地域振興と人材育成」所収）．谷口憲治，pp

19．

20．

77＿97．　1996．

中山問地域における自治体農政の展開基盤谷口憲

治，1996年日本農業経済学会発表要旨集，P12

中山問地域における地域資源利用型地域振興と自治

体農政，1996年日本農業経営学会発表要旨集，p90．

1996．

21．広島県三和町における農業公社設立基盤と必要性

　　（全国農業構造改善協会編）谷口憲治，pp1－26．

　　1997．
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北　村　　豊

Yutaka　KITAMURA

　　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．メタン発酵システムの地域農業への適用一基本計画

　　策定手法の検討一，北村　豊⑧前川孝昭⑧山澤新吾，

　　農業施設，1726－33．1986

2．On　the　Deve1opment　of　Anaerob1c　F1u1d1zed　Bed

　　Reactor　Incorporated　w1th　UF　Membrane

　　System，Takaak1Maekawa⑧Yutaka　K1tamura，

　　Proc　of1989Food　Process1ng　Waste　Conf，

　　At1anta415－429．1989

3．On　the　Deve1opment　and　Performance　of　a　P11ot

　　Sca1e　F1u1d1zed　Bed　Methane　Reactor

　　Incorporated　with　UF　and　RO　Membranes，

　　Takaak1Maekawa⑧M1ch1ru　Suzuk1⑧Naok1Tat

　　suzawa⑧Yutaka　K1tamura，Proc　ofJICA－IPB5th

　　Jo1nt　Sem1nar　as　an　Int　Conf　on　Eng

　　App1ication　for　the　Deve1opment　of　Agric．in　the

　　As1a　and－Pac1f1c　Reg1on，Indones1a　B72－B79．

　　1992

4．メタン発酵システムの設計⑧開発に関する研究（I）一

　　ベンチスケール流動床型メタン発酵槽の処理特性一，

　　北村　豊⑧前川孝昭，2333－40，農業施設，1993

5．メタン発酵システムの設計⑧開発に関する研究（1皿）一

　　流動床型メタン発酵槽の動力学的評価一，北村豊⑧

　　前川孝昭，農業施設，2415－20．1993

6．メタン発酵システムの設計⑧開発に関する研究（皿）一

　　菌体の高濃度滞留型メタン発酵槽による廃水処理一，

　　北村　豊⑧前川孝昭，農業施設，243138．1993

7．Shochu　Disti11ery　Wastewater　Treatment　Using

　　a　Methane　Fermentor　Incorporatmg　an　UF

　　Membrane　Separator，Yutaka　K1tamura⑧Takaa

　　k1Maekawa⑧H1rom1ch1Hayash1，日本食晶工業

　　学会誌，41：58－64．1994

8。アスキの体積変化に及ほす含水率と温度の影響，田

　　川彰男⑧北村　豊⑧境　博成，東呆農業大学農学集

　　報，蛆：55－61．1994．

9菌体の局密度滞留型メタン発酵槽の開発に関する研

　　究，北村　豊，学位論文（筑波大学），1994

10．完全混合型反応槽によるおからの酵素糖化，北村

　　豊⑧田川彰男⑧林　弘通，日本食晶工業学会誌，41

　　75－79．1994．

11．メタン発酵法による洗米廃水の処理特性，北村豊⑧

12．

13．

14．

15．

16。

17。

18．

19．

20．

21。

22。

田川彰男⑧林　弘通，農業機械学会誌，5887－93．

1996．

全脂粉乳溶液における蒸気圧と粘度の関係，村松良

樹⑧田川彰男⑧北村　豊⑧田中親紀，日本食品科学

工学会誌，43：309－315．1996．

Th1n　1ayer　Drymg　Character1st1cs　of　Azuk1

Beans，Transact1ons　of　ASAE，Ak1o　Tagawa⑧

Yutaka　K1tamura⑧Satosh1Murata，鎚605－609．

1996．

おからの酵素糖化における生成物阻害，日本食晶科

学工学会誌，北村　豊⑧菅野雄一郎⑧田川彰男⑧林

弘通，43：404－406．1996．

Thermophys1ca1Propert1es　of　Azuk1Beans　by

Trans1entHeatF1owMethod　UsmgProbe，ASAE

Int　Meetmg　Paper，Ak1o　Tagawa⑧Yutaka　K1ta

mura⑧Yos1k1Mura皿atsu⑧Fusakazu　A1⑧Satos

hi　Murata，Nα966003：1－10．

Anaerob1c　Contact　Treatment　of　Da1ry　Process－

1ng　Wastewater　w1th　Low　Orgamc　Matter，東京

農業大学農学集報，北村豊⑧鈴木啓太郎⑱田川彰

男⑧林弘通，姐：103－107．1996．

液体食品容積の熱膨張と濃度収縮，村松良樹⑧田川

彰男⑧北村豊⑧林　弘通⑧田中親紀，日本食晶科

学工学会誌，4認：1110－1116．1996．

旦腐おからの同時糖化発酵，北村豊⑧田川彰男⑧

林　弘通，日本食晶科学工学会誌，4塁：1227－1228．

1996．

Treatment　of　Strong　Organ1c　N1trogenous

Wastewater　by　an　Anaerob1c　Contact　Process

Incorporatmg　U1traf11trat1on，YutakaK1tamura⑧

Takaak1Maekawa⑱Ak1o　Tagawa⑧H1rom1ch1

Hayashi⑧K．Farre11－Poe，App1ied　Engineering　in

Agricu1ture，且2：709－714．1996．

濃度依存性を加味した液体食晶の粘度の実験式，田

川彰男⑱村松良樹像北村　豊⑧田中親紀，日本食晶

科学工学会誌，44：69－74．1997．

大豆の吸水特性，田川彰男⑱村松良樹⑧北村　豊⑧

村田　敏，農業機械学会誌，鴉21－28．1997

L1quefact1on　Process　for　Ut111z1ng　Soybean

Processmg　Byproduct，Yutaka　K1tamura⑧Ak1o

Tagawa⑧Tatesh1Fu］1ura⑧Se1エ1Nakao亀C　L

Hansen，Proc　of1997Fa11Oyerseas　Symp　of　S　A

S．J．，Hawaii：5－8．1997．
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　　　　　　　　　　〔その他〕

1．地域農林水産業の発展に寄与する先進技術の応用に

　関する調査研究，前川孝昭⑧中野和弘㊧北村　豊亀

　田中英則，（社）農林水産技術情報協会　27－43．

　1983．

2．具志頭村における家畜糞尿処理の合理化及びハイオ

　カス生産ソステムに関する調査研究，前川孝昭⑧北

　村豊⑧吉田伸二⑧永井俊彦，（財）国際科学技術

　振興財団，81－99．1987．

3．豆類用乾燥機開発に関する基礎的研究，田川彰男⑧

　藍　房和⑧北村　豊，平成6年度東京農業大学プロ

　ジェクト研究成果報告，266－267．1995．

4．寒冷地型メタン発酵槽の開発に関する研究，北村

　豊⑧宮地竜郎，平成6年度東只農業大学プロシェク

　　ト研究成果報告，268－272．1995．

5．豆類用乾燥機開発に関する基礎的研究，田川彰男⑧

　藍　房和⑧北村　豊，平成7年度東呆農業大学プロ

　ジェクト研究成果報告，266－270．1996．

6．馬鈴薯でんぷん廃水の二相式メタン発酵法による処

　理，北村　豊⑧宮地竜郎，平成7年度東京農業大学

　プロジェクト研究成果報告，271－275．1996．

τ乳牛飼育施設と市乳生産施設における廃棄物とエネ

　ルキー循環系の確立，北村　豊，平成7年度東呆農

　業大学特定プロジヱクト研究成果報告書，94－95．

　1996．

8．食品の熱物性と熱力学的性質の測定，田川彰男亀北

　村豊，平成7年度食に関する助成研究調査報告書，

　9：23＿30．　1996．


