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生物生産科学科

　　　　　Agro－Forest　Bio1ogy

栽培植物生産学

　　Agronomy　and　Hort1cu1ture

稲　葉　久仁雄　⑧

Kun1o　INABA

山　村　　　宏　⑧

Hiroshi　YAMAMURA
小葉田　　　亨　⑧

Tohru　KOBATA
太　田　勝　巳　⑧

Katsum1OHTA

今　木　　　正

Tadash1IMAKI
細　木　高　志

Takash1HOSOKI
板　村　裕　之

H1royuk1ITAMURA
小　林　和　広

Kazuh1ro　KOBAYASHI

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．球根類1．概説；2．各論（5）ダリア，（6）チュー

　　リップ（今西英雄編「花卉園芸」所収），稲葉久仁

　雄，文永堂出版，東思，pp133－141，158－169．1995

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．A　conven1ent　method　for　determm1ng　the　effect

　　of　absc1s1c　ac1d　on　the　stomata1aperture　of

　　r1ce（0榊zα8α広〃αL）by　feed1ng　so1ut1on　to

　　the1eaf　tip．K0BATA，T．and　S．HARA，JPn．J．

　　Crop　Sci．，63：638－642．1994．

2．根部加圧によるイ不根系の水伝導度測定　小葉田

　　亨⑧中井裕二，日作紀，63731－733．1994

3．カキの休眠打破に及ぼす各種薬剤の影響．板村裕之⑧

　　冷　平㊥山村　宏，生物環境調節，32：145－150．1994．

4．カキ属2種における枝組織の低温順化に伴うフェニ

　　ルァラニンアンモニアリアーゼ（PAL）活性の変

　　化．冷　平⑧板村裕之⑧山村　宏，生物環境調節，

　　33：43－48．1995．

5．Compos1t1on　of　ce11－wa11po1ysa㏄har1des　durmg

　　fru1t　soften1ng1n　‘Tonewase’Japanese　per－

　s1mmon　ITAMURA，H，T　TANIGAwA　and　HYん

　　MAMURA，Acta　Hortic．，Postharyest　physio1ogy

　　of　Fruits，3留魯：131－138．1995．

6．Transformation　of　brusse1s　sprouts（肋α88クoα一

　〇Zθ伽oθαo肌gθ舳榊z弛”α　Zenk）by　Agrobacte－

　　r1um　rh1zogenes　harbor1ng　a　reporter，β一g1u－

　　curon1dase　gene　Hos0KI，T　and　T　KIG0，J

　　Japan．Soc．Hort．Sci．，63：589－592．1994．

7　In　v1tro　propagat1on　of　th1n－1eaf　sunf1ower

　　（Hθ〃α〃肋〃8dθoψ助α肋8　L．）．Hos0KI，T．，K－OH－

　　TA，KINABAandMHARIsAKI，ActaHort1c，鎚7
　　　125－128．1995．

8　In　v1tro　propagat1on　of　wh1te　stokes1a（S玄o肋一

　　sづα　Zαθ〃8　Gκθ〃θ　〃ακ　α肋α　　んo沈）　by　1eaf

　　and　root　cu1ture　Hos0KI，T，M　MocHIDA，T

　　SAKAM0T0andKOHTA，JJapanSocHort
　　Sci．，6硲：375－380．1995．

9　　In　v1tro　propagat1on　of　perenn1a1pea　（Lα肋吐

　　γωsZα施プbZ刎s　L）byrepeatedshooトsect1on1ng

　　Hos0KI，T　and　Y　H0NDA，Env1ron　Contro1
　　in　Bio1．，33：209－212．1995．

10　Mass　propagat1on　of　ba11oon　f1ower（PZα妙o－

　　do〃卯ακd柳o閉刎A．DC．）by　repeated　shoot－

　　sect1on1ng　and　separat1on　of　ax111ary　shoot

　　Hos0KI，TandMMocHIDA，Ib1d，鎚213－216．
　　1995．

11．低温寡日照条件下におけるミニトマト‘サンチェリJ

　　の収量および果実晶質にっいて．太田勝巳爾細木高

　　志働伊藤憲弘，島大農研報，2814．1994

12．The　initiation　of　minute　cuts　and　the　occur－

　　rence　of　crack1ng1n　cherry　tomato　fru1t　OHTA，

　　K．，T．Hos0KI　and　K．INABA，Acta　Hortic．，3鯛：

　　251＿256．1995．

1

2

3

4

5

　　　　　　　　〔学会発表〕

風で飛散したイネ花粉の発芽能力について。為永安

保⑧今木　正，農業生産技術管理学会誌，2（別1）

：19＿20．1995．

砂地で黒大豆を栽培する試み．内藤整⑧坂本有加⑧

今木　正，同，豆（別1）：17－18．1995．

Surface　s011drymg　affects　the　stomata1con－

ductance　and1eaf　area　of　maize1eaves　with

h1ghwaterpotent1a1K0BATA，TandMFUJL
wARA，The2nd　As1an　Crop　Sc1ence　Conference，

P．89．1995．

Typ1ca1mcreases　of　n1trogen　use　by　top　dress－

mg　to1ow　fert111zed　r1ce（0㎎醐8α肋o　L）

CH0，Y．S．，T．K0BATA，K．K0BAYAsI，and　T．IMAKI，

Ibid，p．48．1995．

Seasona1changes　of　stomata1conductance1n

f1e1d　grown　r1ce（0γ娯α8α肋αL）are　deter一
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　　mmed　by　keaf　co1or　ADAcHI，F，T　K0BATA

　　and　T．IMAKI，Ibid，P25．1995．

6．The　compar1son　of　the　number　of　d1fferent1ated

　　sp1ke1ets1n　r1ce　p1ants　between　a　coo1and

　　warm　reg1on　m　Sh1mane　Prefecture　K　K0Bん

　　YAsHI，MUcHIYAMA，TK0BATAandTIMAKI，
　　Ibid，p．31㌻1995．

7．アケノホシと日本晴の窒素栄養から見た穎花数の比

　　較．小林和広，日作紀，64（別1）：170－171．1995．

8．ソヘレリン処理がカキ果実の軟化と細胞壁構成成分

　　に及ぼす影響．板村裕之⑧小宮弘光⑧山村　宏，園

　　学雑，6毎（別1）：586巧87．1995．

9．キバナホトトギスのin　Vitro増殖．細木高志⑧西

　　本香織，園学中四国支部要旨，3毎55．1995

10．ドイツアザミのin　vitro増殖．細木高志⑧長廻智

　　美，同，3卑：56．1995．

11．シュッコンオウゴンヤグルマソウ　（0θ痂α〃〃α

　　刎α㎝ooφ肋1αPushk　ex　W111d）のm　v1tro増殖．

　　細木高志⑧木村大輔，同，3卑57．1995

12．水耕におけるミニトマトの果実晶質に関する研究

　　（第9報）裂果発生と水分移動量ならびに裂開部位

　　の観察　太田勝巳⑧細木高志⑧大宅政英⑧伊藤憲弘⑧

　　稲葉久仁雄，園学雑，6卑（別1）：264－265．1995．

凪水耕におけるミニトマトの果実晶質に関する研究

　　（第10報）低浸透ポテンシャル溶液による裂果発生

　　の制御．太田勝巳⑧長谷川隆一⑧細木高志，園学中

　　四国支部要旨，34：28．1995．

14植物成長物質および断根処理が夏季高温下における

　　水耕トマトの生育および収量に及ぼす影響．浅尾俊

　　樹⑧伊藤憲弘⑧細木高志⑧太田勝巳⑧遠藤啓太，園

　　学雑，64（別1）：262263．1995．

　　気候登熟量の減少．（同）．小林和広，同，pp6つ，

　　1995．

4．果樹講座　カキ（11）果実の着色と施設栽培．山村

　　宏，和歌山の果樹，45（10）：2831．1995．

5．同（12）果実の成熟と軟化．山村　宏，同，45（12）：

　　26－29．

6．カキ果実の生産および晶質に及ほす温暖化の影響

　　（小葉田　亨代表「温暖化にともなう植物の中国地

　　方における潜在生産量の変化と予測」所収）板村

　　裕之，平成6年度島根大学特定研究費研究成果報告

　　書，pp10－22．1995．

7．カキ栽培の基礎5，板村裕之，島根の果樹，17（6）：

　　15＿17．　1994，

8．同6，板村裕之，同，18（1）：14－17．1995．

9．同7，板村裕之，同，18（2）：8－1O，1995．

10．同8，板村裕之，同，18（卑）：10－12．1995．

11．同9，板村裕之，同，18（5）：7－11．1995．

12．研究紹介　カキ果実の収穫適期について一とくに軟

　　化との関係で一．同，18（5）：51－55．1995

13．宿根花きの連続節切片培養による大量繁殖　細木高

　　志，農耕と園芸，5⑪（6）：56－57．1995．

14．ミニトマトにおいて気温が果実晶質に及ぼす影響に

　　ついて（小葉田　亨代表「温暖化にともなう植物の

　　中国地方における潜在生産量の変化と予測」所収）

　　太田勝巳，平成6年度島根大学特定研究成果報告書，

　　pp．23－26．　1995．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．中国地方の不作の実態調査とその解析．（津野幸人

　代表「1993年の異常気象による水稲不作の実態と栽

　培技術上の問題点の解明」所収）今木　正，平成

　　6年度科学研究費補助金（総合A）研究成果報告書，

　pp．107－145．1995．

2．島根県下における地域別気温上昇の推定　（小葉田

　亨代表「温暖化にともなう植物の中国地方における

　潜在生産量の変化と予測」所収）小葉田　亨，平

　成6年度島根大学特定研究費研究成果報告書，pp1－

　5．1995．

3．温暖化にともなう島根県での水稲の出穂期の前進と
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森林環壌学

　　Forestry　and　Env’1ronment

北尾邦伸⑧
Kun1nobu　KITAO

片　桐　成　夫　⑧

Shigeo　KATAGIRI

長　山　泰　秀

Yasuhide　NAGAYAMA

井　口　隆　史

Takash1IGUCHI
金　子　信　博

Nobuhiro　KANEKO

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．森業（もりぎょう）一参加⑧協約による新たな里山

　つくり一（北川　泉編著「森林⑧林業と中山間地域

　問題」所収）北尾邦伸，日本林業調査会，東京，

　pp．119－132．　1995．

2．山村振興と農林複合経営の一環としての林業（北川

　泉編著「森林⑧林業と中山間地域問題」所収）　井

　　口隆史，日本林業調査会，東京，pp195209．1995

3．林家の経営と組織体の変化（北川　泉編著r中山間

　地域経営論」）井口隆史，御茶の水書房，東尿，pp

　95＿122．　1995．

4．中山間地域における農産物流通の新展開（北川　泉

　編著「中山間地域経営論」所収）．伊藤勝久⑧井口

　隆史，御茶の水書房，東示，pp175－212．1995

5．都市と農山村の交流（北川　泉編著「中山間地域経

　営論」所収）井口隆史，御茶の水書房，東京，pp

　315＿345．　1995．

6．ササラダニの飼育と観察（青木淳一⑧渡辺弘之監修

　「土の中の生き物一観察と飼育のしかた一」所収）．

　金子信博，築地書館，東思，pp84－94．1995

7．Commun1ty　organ1zat1on　of　or1bat1d　m1tes1n

　▽ar1ousforests011sKANEK0，Nm‘Structure

　and　Funct1on　of　So11Commun1t1es’Eds，CA

　EDwARDs，T．ABE，B．R．STRIGN0vA，Kyoto　Uni－

　vers1ty　Press，pp21－33．1995

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．参加⑧協約による新たな森林利用一流域管理システ

　　ムと「森業」一．北尾邦伸，林業経済研究，127：

　215＿220．　1995．

2．中山問地域末端集落における農林業生産の実態　井

　　口隆史⑧伊藤勝久，林業経済，55卑2－8．1994

3．中国北部における森林回復の現状と持続的発展に向

　　けての課題　楊　文秀⑧井口隆史，林業経済研究，

4

5

6

1127：179＿184．　1994、

中山間地域における農林業生産と定住促進政策に関

する意向調査の分析（I）中山間地域への移住の可

能性に関して．井口隆史⑧伊藤勝久⑧北川　泉，日

林誌，77421－428．1995

酸性降下物が森林の生物群集の相互作用に与える影

響，2．酸性降下物が樹木と微生物の相互作用に及ぼ

す影響二井　禎⑧金子信博⑧肘井直樹，日本生態

学会誌，鍋（3）：339｛52．1994．

酸性降下物が森林の生物群集の相互作用に与える影

響，3．酸性降下物が樹木と微生物の相互作用に及ぼ

す影響肘井直樹⑧二井　禎⑧金子信博，日本生態

学会誌，45（1）：19－31．1995．

　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．焼畑造林のための火入れにともなう土壌温度の変化

　及び有機物の灰化について．宿聚田⑧片桐成夫⑧

　　金子信博⑧長山泰秀，日林関西支論　卑53七4．

　　1995．

2　落葉分解速度測定のためのリターハソク法とマイク

　　ロコスム法の比較一コナラとアカマツ落葉の分解遠

　度一．サラマンカ，E，F．⑧金子信博⑧片桐成夫⑧長

　　山泰秀，第45回日本林学会関西支部大会発表要旨集

　p．23．　1994．

3．焼畑造林のた苧の火入れにともなう土壌温度の変化

　及び有機物の灰化について．宿聚田⑧片桐成夫⑧

　金子信博⑧長山泰秀，第45回日本林学会関西支部大

　会発表要旨集，p24．1994

4　森林土壌の立地要因の分布（皿）一小集水域プロヅト

　　内での表層土壌の諸化学性の分布一，長山泰秀⑧山

　本光一⑧片桐成夫，第45回日本林学会関西支部大会

　発表要旨集，p241994．

5　Innuences　of　Human　Impacts　on　Nutr1ent　Cy－

　c1ing　in　Deteriorated　Pine　Forests　in　Southern

　Chma　KATAGIRI，S，CH　LI，Y　NAGAYAMA，and

　GIwATsUB0，Proc　7th　Inter　SemSUBSECpp
　1＿12．1994．

6　Effect　of1eaf11tter　adm1xtures　on　the　de－

　compos1t1on　of　伽θκ〃s　sθ術α肋　and　R舳∫

　d刎8柳oκαus1ng　f1e1d　and1aboratory　m1cro－

　cosm　methods　SALAMANcA，E　F，N　KANEK0，S

　KATAGIRIandY　NAGAYAMA，IUFROXX　WORLD
　CONGRESS，pp20－21．1995

7．Mass1oss　and　nutr1ent　re1ease　of　m1xed－oak，
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　　p1ne　and　dwarf　bamboo1eaf11tters　SALAMANcA，

　　E凡　N．KANEK0，　SXATAGIRI，　Symp．　Driven

　　by　nature，P1ant11tter　qua11ty　and　decompo－

　　sition，P－32．1995．

8．中国南部の亜熱帯性常緑広葉樹林における落葉の分

　　解にともなう養分量の変化．吉村徳彦⑧片桐成夫⑧

　　李昌華，第106回日本林学会大会講演要旨集，1995

9．森林土壌の無機化に寄与する窒素の起源一乾土効果

　　並びに無機化が起こる際の有機態窒素の画分間の量

　　的変化一．長山泰秀⑧高橋律雄⑧片桐成夫，第106

　　回日本林学会大会講演要旨集，1995

10．森林土壌の窒素無機化能⑧硝酸化能に対する阻害効

　　果の測定．長山泰秀⑧谷口正樹⑧片桐成夫，第106

　　回日本林学会大会講演要旨集，1995

11．焼畑施業にともなう火入れの土壌窒素動態に与える

　　影響．宿　聚田⑧片桐成夫⑧金子信博⑧長山泰秀，

　　第106回日本林学会大会講演要旨集，1995

12．Decompos1t1on　study　of　m1xed　tree11tters　us－

　　ing　microcosm　apProach．I．Comparison　of

　　肋8伽and鮒8伽mcrocosm　methods　SALAM
　　ANcA，EF，NKANEK0，SKATAGIRI，第106回日本林

　　学会大会講演要旨集，1995．

13．熱帯泥炭林内のシロアリ塚からのメタン放出．犬伏

　　和之⑧金子信博⑧米林甲陽⑧Amnat　CHIDTHAIs0NG

　　⑧Lm　SH1NG　PANG⑧Jong　F0H　S0NG，環境科学

　　会1994年会講演発表，1994

1全スギ樹幹流と石灰散布が土壌生物に与える相互作用

　　金子信博⑧原　勇治，第106回日本林学会大会講演

　　要旨集，1995．

15．　So11　b1o1og1ca1　response　to　naturauy　ac1d1c

　　and　mod1f1ed　stemf1ow　of　Japanese　Red　Cedar

　　KANEK0，N，1n‘Ac1d　Ra1n’95？，abstract’，p150．

　　1995．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．山村の豊かさと活性化⑧定住化政策．北尾邦伸，し

　　まね農政研，欄：τ8．1994

2．「若者と機械」による林業社会の再構成　北尾邦伸，

　　森林組合，2鯉：8－13．1994．

3．森林⑧林業の再生と流域社会北尾邦伸，農Ash1t島

　　12，Vo1．て3：19－21．1994．

4．文化の風土＜239＞．北尾邦伸，京都新聞，4月8日，

　　1994．

5．森林函林業の流域管理ソステム　北尾邦伸，木材情

6．

7．

8．

9．

1O．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

報，毎二6－8．1995．

流れを着実なものにする努力一岡山県哲西森林組合一

（全国林業労働力育成センター「きりひらく道W」

所収）．北尾邦伸，pp．29－41．1995

広葉樹中心の地域森林を活用した島根県匹見町の取

組み井口隆史，林業技術醐　11－14．1994

耕やす喜び，島根にいきる一有機農業による高齢者

の健康⑧生きがい活動と社会参加活動の在り方に関

する調査研究一．井口隆史等，財団法人しまね長寿

社会振輿財団，pp．144．1994

中山間地域実態調査報告書．伊藤勝久⑧北川　泉⑧

井口隆史，財団法人島根総合研究所，pp1毛7．1995

林業山村活性化林業構造改善事業計画診断書（広島

県太田川地域）．井口隆史⑧伊藤勝久⑧北川泉，全

国林業構造改善協会，pp1－64．1995

和紙と健康⑧福祉のまちづくり．北川　泉⑧井口隆

史他，島根県三隅町，pp．1－127．1995．

林家自身による素材生産の発展可能性にっいて　井

口隆史，平成6年度科学研究費（一般C）成果報告

書，PP．1－51．1995

Human　impact　on　p1anted　forests　in　Japan．

KANEK0，NPaperpresentedatthe19940b1h1r0

As1a　and　the　Pac1f1c　Semmar　on　Educat1on

for　Rura1Deve1opment　he1d　at　Ob1h1ro　Un1ver－

s1ty　of　Agr1cu1ture　and　Vetermary　Med1cme，

Hokka1do，Japan　on　Sep　PP3－14．1994

Forest　structure　and　growth　of　peat　swamp

forest　at　Naman　Forest　Reserve，Sarawak

KANEK0，N　OKCHAI，1n‘Env1ronmenta1reha－

b111tat1on　of　trop1ca1　peat　1and　　Susta1nab1e

1and　use　and　so11ecosystem1n　peat1and’Ed

KY0NEBAYAsHI＆CPLIM，PP1－12．1995

L1tterfa11　and　nutr1ent　return　1n　a　trop1ca1

peat　swamp　forest　of　Sarawak　KANEK0，N　O

KCHAI，AZAKARIA，1n‘Env1ronmenta1rehab111－

tat1on　of　trop1ca1peat　1and　Susta1nab1e　1and

use　and　so11ecosystem1n　peat1and’Ed　K

Y0NEBAYAsHI＆C　PLIM，PP13－22．1995

Decomposition　of　fine1itter　on　a　heterogene－

ous　forest　f1oor　of　trop1ca1peat　swamp　forest

of　Sarawak　KANEK0，N　m‘Env1ronmenta1re－

hab111tat1on　of　trop1ca1peat　1and　Susta1nab1e

1and　use　and　s011ecosystem　m　peat1and’Ed

KY0NEBAYAsHI＆CPLIM，PP23毛8．1995
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17．Dynam1cs　of　Methane1n　trop1ca1peat　s011eco－

　　system　INUBUsHI，K　ACHIDTHAIs0N，N　KANEK0，

　　KY0NEBAYAsHI，m　‘Env1ronmenta1rehab111ta－

　　t1on　of　trop1ca1　peat　1and　　Susta1nab1e　1and

　　use　and　s011ecosystem　m　peat1and’Ed　K

　　Y0NEBAYAsHI＆CPL1m，pp85－93．1995

環境生物学

Env1ronmenta1B1o1ogy

野　津　幹　雄　⑧

M1k1o　NOZU

本　田　雄　一　⑧

Yuichi　HONDA
北　村　憲　二　⑧

Ken〕1KITAMURA
長　縄　貴　彦　⑧

Takah1ko　NAGANAWA

前　田　泰　生

Yasuo　MAETA
山　本　広　基

Hiroki　YAMAMOTO
荒　瀬　　　榮

Sakae　ARASE

星　川　和　夫

Kazuo　HOSHIKAWA

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．10環境問題と土壌生化学，101農薬なと合成有機化

　合物の分解（木村ら編「土壌生化学」所収）　山本

　広基，朝倉書店，東思，pp188－204．1994

2．土壌微生物に対する影響（日本植物病理学会編「植

　物病理学事典」所収）．山本広基，養賢堂，東京，

　pp．828－830．1995．

3．4環境に対する生物の反応，1）光と生物反応（3）

　微生物（日本生物環境調節学会編「新版⑧生物環境

　調節ハンドブック」所収）．本田雄一，養賢堂，東

　京，pp．118－124．1995．

4．2）物理的防除（2）光質利用（日本植物病理学会編

　「植物病理学事典」所収）本田雄一，養賢堂，東京，

　pp．715－717．1995．

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．養液栽培における，非病原性肋8α物刎o”μ功oブ舳

　　によるトマト萎ちょう病の生物防除における防除機

　　作　駒田　旦⑧磯崎真英⑧山本広基，島根病虫研報，

　　19：5－12．1994．

2．　A1temat1ons　1n　superox1de　d1smutase　and

　　cata1ase　in　F〃8αれ〃榊o”μsカo閉刎　during　starva－

　　t1on｛nduced　d1fferenc1at1on　K0N0，Y，HYA

　　MAM0T0，MTAKEUcHI，andHK0MADA，B1ochem
　　Biophys．Acta，12鎚：35－40．1995．

3．　Premfect1ona11nteract1ons　between　〃；αgηα一

　カo灯加卯sθαspores　and　r1ce　p1ants　ARAsE，

　　S，K　MIYAHARA，Y　H0NDA，and　M　NozU，

　　Bu11Fac　Agr　Sh1mane　Umv，2845－51．1994

4．Suscept1b111ty－1nduc1ng　factor（s）1n　ethy1acetate

　　extract　from　germ1nat1on　f1u1ds　of　P榊c〃Zαηα

　o㎎zαθas　determ1nants　of　bas1c　compat1b111ty
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　　m　r1ce　b1ast　FUJITA，K，S　ARAsE，Y　H0NDA，

　　and　M．NozU，Am．Phytopatho1．Soα　JPn．，

　　61：185＿188．1995．

5．Stud1es　on　host－se1ect1ve1nfect1on　mechan1sm

　　of〃；α〃妙oκ加　gη㎏α　（Hebert）　Barr　（9），

　　Poss1b111ty　of　phytotox1c1ty－nondependent　1n・

　　duct1on　of　suscept1b111ty　by　suscept1b111ty－1n－

　　duc1ng　factor（s）　FUJITA，K，S　ARAsE，Y　Ho

　　NDA，and　M．NozU，Ibid．，61：194－196．1995．

6．イネ組織のTEM試料作製法の検討．植原珠樹⑧朴

　　杓充⑧荒瀬栄⑧本田雄一，医⑧生電顕会誌，9（2）：

　　32．1995．

7．L1ght－dependent　necros1s　format1on　by〃；α〃α一

　　カ0材んθ　9仰8θα　tOx1n（s）　1n　r1ce　cy　　Sek1guch1－

　　asahi．IED0ME，M．，S．ARAsE，Y．H0NDA，and

　　MNozU，J　Phytopath，1蝸325－328．1995

8．同所性の2種のツヤハナバチ類における営巣場所の

　　棲み分けと花資源の利用様式．前田泰生⑧宮永龍一⑧

　　郷原匡史，中国昆虫，81－12．1994

9．O㏄urrence　of　Oo㏄z舳1αo伽o肋m　Sh1mane

　　Prefecture，w1th　notes　on　cocc1ne111d　fauna　at

　　the　H11kawa　R1vers1des　HosHIKAwA，K，S　FT

　　KUI，KSUzUKI，andTYAMAGUcHI，Chugoku
　　Kontyu，821－24．1994

10．日本産カマバチ類の生態に関する比較研究，Xn．産

　　卵行動と捕食行動　北村憲二⑧足立啓作，中国昆虫，

　　8：29＿36．1994．

11．秋期にみられるオオハキリバチの新成虫．佐々木陽

　　一⑧前田泰生，同，8：37－48．1994

12．島根県で採集されたワタナベカレハ．星川和夫，同，

　　8：52．1994

13．アカアシセジロクマバチの放棄巣の受継営巣．前田

　　泰生⑧日浅雅也，同，8：53毛3．1994．

14．D1scovery　of　a　new　eusoc1a1ha11ctme　bee，

　　ムαsづoσZ08〃舳　　（Eoψαθω8）　s〃6枕oゆづo〃刎　sp．　nov．

　　from　Iriomote　Is．southemmost　Japan，with

　　a　morphometr1c　compar1son　of　castes1n　some

　　soc1a1ha11ct1nes（Hymenoptera，Ha11ct1dae）

　　SAKAGAMI，S．F．，R．MIYANAGA，and　Y．MAETA，

　　Bu11Fac　Agr，Sh1mane　Un1v，285－21．1994

15．S1x　new　ha11ctme　bee　spec1es　from　southwest

　　arch1pe1ago　Japan（Hymenoptera，Ha11ct1dae）

　　EBMER，A．W．，Y．MAETA，and　S．Fl　SAKAGAML

　　Ibid．，28：23－36．1994．

16．

17。

18．

19．

20．

21．

1．

2．

3

4

5

6

日本産カマバチ類の生態に関する比較研究，13）カ

マバチ類の発育と日長との関係．北村憲二⑧足立啓

作，島根病虫研報，1③：13－18．1994．

アカマッニ次林への殺虫剤散布によるクモ群集構造

の変化北村憲二，同，1勤：19－25．1994

Task　a11ocat1on1n　art1f1c1a11y　mduced　co1on1es

of　a　bas1ca11y　so11tary　bee，Cθ”α勿〃α　（0θκα勿〃一

倣α）oκ伽αωα〃α，with　a　comparison　of　soci－

a11ty　between　C鮒α肋αand　Xψoooψα（Hymeno－

ptera，Anthophor1dae，Xy1ocop1nae），SAKAGAML

S．F．and　Y．MAETA，Jap．J．Ent．，63：115－150．

1995．

Oophagy　and　egg　rep1acement　m　art1f1c1a11y

1nduced　co1on1es　of　a　bas1cauy　so11tary　bee，

0θ伽肋α　（Cθγα肋倣α）o肋伽ω伽α　（Hymeno－

ptera，Anthophor1dae，Xy1ocop1nae）　MAETA，

YandSFSAKAGAMI，Ib1d，63347－375．1995

B1onom1cs　of　Co㏄z舳Zα㎝oた〃　1n　Hokka1do

（Cocc1ne111dae，Co1eoptera）　　HosHIKAwA，K，

Ibid．，㊧3：419－424．1995．

ハネナガマキバサシガメ1V；α肋8（1V；α肋s）8彪〃o一

伽〃Sの発育⑧生存率と温度及び餌密度との関係

北村憲二⑧近藤博次，応動昆，39：261－263．1995．

　　　　　　　　〔学会発表〕

肋Sα物刎菌の硝酸塩利用能欠損変異株分離培地

の選択性の向上．上田真也⑧駒田旦⑧山本広基，

平成6年度日本植物病理学会関西部会講演要旨予稿

集，p32．1994．

薬剤を空中散布された人工林の土壌微生物相とセル

ロース分解山本広基⑧巣山弘介，日本農薬学会第

20回大会講演要旨集，p．196．1995．

茎への微生物の針接種による土壌病害の防除．駒田

旦⑧山本広基⑧才上誠⑧坂下明子④梅延里衣，日

本植物病理学会創立80周年記念大会講演要旨予稿集，

p．120．1995．

基質誘導呼吸の意味．長縄貴彦⑧山崎　充，日本土

壌肥料学会講演要旨集，釧：33．1995．

ホウレンソウ立枯病に及ぼす紫外線（UV－B）の

影響．内藤陽子⑧本田雄一⑧熊谷　忠，平成7年度

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集，p38．1995

β一アミノ酪酸処理によりトマト葉に誘導された輪

紋病抵抗性．藤山直子⑧荒瀬　栄⑧駒田　旦⑧本田

雄一⑧野津幹雄，日植病報，61：212・213．1995．
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7　〃；螂妙o材肋卯sθαtoxms　as　a　determmant

　　of　bas1c　compat1b111ty　m　b1ast　ARAsE，S，

　　YH0NDA，andMNozU，Proceed1ngsofthe
　　Japan－US　Sc1ent1f1c　Semmar　on　Mo1ecu1ar

　　Aspects　of　Pathogen1c1ty　and　Host　Res1stance

　　Requ1rements　for　S1gma1Transduct1on，p5．

　　1995．

8．ナシ黒星病菌の胞子形成好適条件．松下三千代⑧本

　　田雄一，平成7年度日本植物病理学会関西部会講演

　　要旨予稿集，p．70，199a

9．メラニン合成阻害剤ピロキロンがイネいもち病菌の

　　胞子形成および侵入に及ぼす影響．荒瀬　栄，同，

　　p84．1995．

1α臨界環境における植物一微生物の生態系に関する研

　　究．本田雄一，東北大学遺伝生態研究センターワー

　　クショップ「臨界環境における植物の生活」要旨集

　　p1．1995．

11．オキナワッヤハナバチ複雌巣における血縁と食卵の

　　関係．日浅雅也⑧前田泰生，応動昆中国支報，37：

　　30．1994．

12．Co1ony　deve1opment　factors　of　Japanesebumb1e・

　　bees，3o刎6〃s　（1ヲo閉6〃s）　勿吻づ肋s　and　Bo閉6〃s

　　（3o舳肋8）ん妙oo倣α　（Hymenoptera　Ap1dae），

　　Haman，MA　and　Y　Maeta，JPn　J　ApP1
　　Entomo1Zoo1（Chugoku　Branch），3730．1994

13．単独性ハナバチ類の花選択性．山口　勉⑧前田泰生，

　　応動昆中国支報，37：31．1994

14．ツリガネツツジ〃θ脇づθ8δαd此α伽の訪花昆虫

　　相．手塚俊行⑧前田泰生，同，37：31．1994

15．分布の北限におけるオオイタビコバチとオオイタビ

　　の相互システム．大野ほづき⑧前田泰生，同，37：

　　32．1994．

16マメコハチ休眠成虫における含有糖の季節変化　仲

　　西耕太郎⑧前田泰生⑧星川和夫，同，37：32．1994．

17．ウグイスカグラとタニウツギのポリネーション④シ

　　ントローム　林原毅　郎⑧前田泰生，日本昆虫学会

　　第55回大会⑧第39回応用動物昆虫学会合同帯広大会

　　講演要旨集，叫10．1995．

18、セジロウンカの様々な発育ステージにおけるトビイ

　　ロカマバチの発育，成虫サイズ，生殖能力及び性比

　　北村憲二，同，p－38．1995．

19．ブルーベリー類γα㏄棚舳spp．で観察された借

　　孔盗蜜者手塚俊行⑧前田泰生，同，p39．1995

20カワトンボ2種の定住性と定着性一島根県の一混生

21．

1．

3

4

5

6．

7．

8．

9．

地における移植実験．星川和夫⑧森　孝之，同，

P．106．1995．

西表島で発見された新種のコハナバチムαS畑Z08－

S舳S〃肋o肋舳の生活史．宮永龍一⑧前田泰生⑧

金城正勝⑧坂上昭一，同，p．127．1995．

　　　　　　　　　〔その他〕

土壌中のセルロース基質圏におけるセルラーゼ系と

微生物相の関係．山本広基，平成6隼度科学研究補

助金（般研究C）研究成果報告書，pp1－25．1995

農薬はほんとに危険？山本広基，茶，鵬5（3）：6－10．

1995．

農薬と環境（日本植物防疫協会編「植物防疫シンポ

ジウム講演要旨集」所収）．山本広基，日本植物防

疫協会，東示，pp27－34．1995

肋∫αη㈱菌の硝酸塩利用能欠損変異株分離培地の

選択性の向上．駒田　旦⑧上田真也⑧山本広基，植

物防疫，鵯：163－166．1995．

Eco1og1ca1s1gn1f1cance　of　UV　rad1at1on　on

funga1mo叩hogenes1s　and　d1sease　deve1opment

H0NDA，Y，Proceedmgs　of　the　2nd　Inter－

nat1ona1Sympos1um　of　the　Myco1og1ca1Soc1e－

ty　of　Japan：For　further　Deve1opment　of

Myco1ogica1Research，pp．15－19．1994．

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．本田雄一⑧柴田　均⑧内藤陽子⑧熊谷　忠，

東北大学遺伝生態研究センター年報1995，p朋，1995．

ハナバチ類の巣およびコロニーの管理技術の開発．

（農林水産技術会議事務局編「農林水産生態秩序の

解明と最適制御に関する総合研究，平成5年度研究

報告」所収）．前田泰生④星川和夫，農林水産技術

会議事務局，pp3＆39．1995

5．斐伊川の水辺の生態系と昆虫たち．（建設省中国

地方建設局出雷工事事務所編「斐伊川水系の昆虫」

所収），星川和夫，建設省中国地方建設局出雲工事

事務所，pp．31｛8．1994．

川と池にすむ昆虫たち．（平成7年度島根大学公開

講座「楽しい水辺教室：平田市の川⑧池⑧湖」），星

川和夫，pp．12－17．1995．
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　　　　　　　　地域開発学科

　　　　Regiona1Deve1opment

麗山村地域経営学

Rura1Management

　平塚貴彦⑧仙田久仁男
　Takah1ko　HIRATSUKA　Kun1o　SENDA

　猪股　趣⑧内田和義
　Itaru　INOMATA　　　Kazuyosh1UCHIDA

　伊藤康宏⑧伊藤勝久
　Yasuhiro　ITO　　　　Katsuh1sa　ITO

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．中山間地域農業の構造再編と担い手育成（北川　泉

　　編著「中山間地域経営論」所収）．平塚貴彦，御茶

　　の水書房，東示，pp27－64．1995

2．中山間地域における兼業農家の存立条件（北川　泉

　　編著「中山間地域経営論」所収）．仙田久仁男，御

　　茶の水書房，東県，pp153－173．1995

3．農民源八の『豊秋農笑種』一出雷農民の農業訓⑧人

　生訓一（内藤正中他編「江戸時代人っくり風土記⑧

　　島根」所収）内田和義，農山漁村文化協会，東思，

　pp．215－231，一1994．

4．「むらおこし」と農村リーダー（北川　泉編著「中

　　山間地域経営論」所収）．内田和義⑧北村陽一郎，

　御茶の水書房，東呆，pp295－314．1995

5．内水面漁業資源の活用と地域振興（北川　泉編著

　　「中山間地域経営論」所収）伊藤康宏，御茶の水書

　房，東尿，PP123－152．1995

6．木材製晶の需要（3）その他木製晶の需要と流通

　　（森田　学編「林産経済学」所収）．伊藤勝久，文永

　堂出版，東県，pp31七2．1994

7．中山間地域における農産物流通の新展開（北川　泉

　編著「中山間地域経営論」所収）．伊藤勝久⑧井口

　隆史，御茶の水書房，東思，pp175－212．1995

8．国土保全と地域林業振興への新戦略（北川　泉編著

　「中山間地域経営論」所収）．伊藤勝久，御茶の水書

　房，東思，pp213242．1995

9．後発林業地域における森林資源利用の課題（北川泉

　編著「森林⑧林業と中山間地域問題」所収）　伊藤

　勝久，日本林業調査会，東思，pp228244．1995

1．

2．

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9．

　　　　　　　　〔論　文〕

中山間地域対策をとうするか　平塚貴彦，農業と経

済，釧（1），56－62．1995．

中山間地域農業の活路と新農林予算の思義および問

題点，平塚貴彦，農業と経済，引（6），58－66．1995

中山間地域における野菜流通の新たな動向（1）．

猪股　趣，山陰地域研究（農山村），11：29－39．1995．

宍道湖⑧中海地域漁業史研究の現状と課題　伊藤康

宏，汽水湖研究，卑：55－61．1995．

農林業生産の変化と地域環境への影響伊藤勝久，

林業経済，5駆　18－23．1994

　　　　　　　　〔その他〕

統談⑧農協，もう1つの後継者問題平塚貴彦，農

林統計調査，糾（12）：2｛，1994．

「むらおこし」と農村リーダー（北川　泉代表「資

源活用と中山間地域維持システムに関する実証的研

究」所収）．内田和義⑧北村陽一郎，平成5年度科

学研究費補助金）（一般A）研究成果報告書，pp46－

48．　1995．

宍道湖漁業のいまむかし（「平成4年度市民大学講

座　事典歴史講座集録集」所収）　伊藤康宏，平田

市教育委員会，pp．118－143．1994

「海業」資源を活用した手づくり工房（「平成6年度

商工会地域活性化対策推進事業」所収）伊藤康宏，

島根県商工連合会，pp38－48．1995

中山間地域実態調査報告書．北川　泉⑧井口隆史⑧

伊藤勝久，（財）島根総合研究所，pp．1－68．1995．

国土保全と資源維持管理（中山間地域振興調査研究

会編「中山間地域振輿調査研究報告（平成6年度研

究成果）」所収）．北川泉⑧井口隆史⑧伊藤勝久，

中山間地域振興調査研究会，pp11－16．1995

平成6年度林業雇用改善促進事業研究結果報告書

伊藤勝久，林業雇用改善研究委員会⑧島根県森連，

pp．1－70．　1995．

広島県太田川地域産地形成型林業構造改善事業産地

化分析調査報告書一林業山村活性化林業構造改善事

業計画診断書一．井口隆史⑧伊藤勝久⑧北川　泉，

全国林業構造改善協会，pp1－64．1995

第3章活力と豊かさの創造一産業っくり一農業，林

業，他（「三隅町総合振興計画一和紙と健康⑧福祉

のまちづくり一」所収）．伊藤勝久，pp．55－58．1995
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麗林システム学

　　Agricu1tura1and　Forestry　Systems　Design

岩　尾　俊　男　爾

Toshio　IWAO

濱　田　年　駿　⑧

Tosh1k1HAMADA
渡　部　晴　基　⑧

Haruki　WATANABE
林　　　圭　暁　⑧

Gyuwan　IM

中　尾　清　治

Se1］1NAKAO

藤　浦　建　史

Tatesh1FUJIURA
竹　山　光　一

Kou1ch1TAKEYAMA
大　森　賢　一

Ken1ch1OMORI

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．中山問地域における肉用牛振輿と地域営農⑧資源利

　用システムの再編（北川　泉編著「中山間地域経営

　論」所収）濱田年駿，御茶の水書房，東足，pp65－

　94．　1995．

2．農畜産加工業を統合軸とした地域産業複合化（北川

　泉編著「中山間地域経営論」所収）．渡部晴基，御

　茶の水書房，東呆，pp267－294．1995

3．中山間地域経済の構造一産業振輿の後方連関効果一

　　（北川　泉編著「中山間地域経営論」所収）．大森賢

　一，御茶の水書房，東示，pp243265．1995

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．家族農業労働力の変遷と経営組織の展開に関する研

　究　濱田年駿，農業生産管理学会誌，望1927．1995

2．中山間地域におけるインフラストラクチュア整備と

　定住．稲本志良⑧大森賢一，長期金融，77：735．

　　1995．

3．キュウリ収穫ロボットの研究（第2報）．有馬誠一箇

　近藤　直⑧芝野保徳⑱藤浦建史⑧山下　淳軽秋好広

　　明，農機誌，髄（6）：69－76，199生

4．スギ，ヒノキ樹皮廃材コンポスト化素材の水耕栽培

　用ベッドの適応性の研究一スギ，ヒノキ樹皮ベッド

　　の物性一．岩尾俊男蝪魏亜玲働林圭暁⑧藤浦建

　史歯房　薇箇竹山光一⑱霜里康浩⑧浅尾俊樹，島根

　大農研報，鴉：53毛0．1994

5。野菜田自動選別ソステムに関する研究一非接触によ

　　る生長計測一．林圭院⑧谷光⑧藤浦建史笛竹山

　光一⑧浅尾俊樹，島根大農研報，鑓：60－66．1994．

6．水耕栽培システムの改善に関する研究．房　薇優岩

　尾俊男歯藤浦建史⑧竹山光一⑧林　圭膓⑳岩崎正美，

　農機誌，57（1）：4149．1995．

7．

8．

9．

10。

11．

12．

13．

1全

15．

16．

17．

18。

キュウリ収穫ロボットの研究（第3報）．有馬誠一⑧

藤浦建史⑧近藤　直㊧芝野保徳⑧山下　津農機誌

57（1）：51毛5．1995．

バイオマスペレット用燃焼機の送風量制御に関する

研究　林　圭院⑧竹山光一⑧石倉伸哉⑧山田修一良民

農機学会関西支部報，7817－18．1995

R　Cヘリロータによる薬剤散布のモデル実験（1）一

1頭噴只の場合一．中尾清治⑧藤浦建史薗泉谷隆徳⑧

吉田克己⑧挑　剣亭，農機学会関西支部報，7魯55－

56．　1995．

RCヘリロータによる薬剤散布のモデル実験（2）一

2頭噴口の場合一．中尾清治⑧藤浦建史⑱吉田克己⑧

泉谷隆徳⑱銚　剣亭，農機学会関西支部報，7857－

58．　1995。

スギ，ヒノキ樹皮廃材コンポスト化素材の水耕栽培

への適応性一ベッド材の物性にっいて一．岩尾俊男⑧

林　圭膓⑧竹山光一⑧太田真史⑧安藤直仁⑧魏　亜

玲健霜里康浩，農機学会関西支部報，78：59－60．

1995．

畝立て機用ショベルによるバーク堆肥の埋込実験

（1）一埋込深さ浅い場合一．中尾清治⑧藤浦建史⑧

日高幸弘儘田中伸行，農機学会関西支部報，7861－

62．　1995．

畝立て機用ショベルによるバーク堆肥の埋込実験

（2）一埋込深さ深い場合一．中尾清治⑧藤浦建史⑧

田中伸行⑧日高幸弘，農機学会関西支部報，7863－

64．　1995．

養液栽培におけるDO値制御と作物の生長．岩尾俊

男㊧林圭院⑧房薇⑧弥源治積厚⑧浜村慎一郎，

農機学会関西支部報，7留65－66．1995

レタス選択収穫ハンドの研究一ロボットの構成と収

穫用ハンドー．藤浦建史亀中尾清治⑧高　衛民⑧志

賀智弘⑧夏井勝重鱈土肥誠⑧農機学会関西支部報，

78：73－74．　1995．

ミニトマト収穫ロボットの研究（3）一障害物の回避一．

藤浦建史⑧中尾清治爾I　Dewa　Made　Subrata⑧桧

田賢寓湯川琢至⑧磯部昭之㊧山田久也，農機学会

関西支部報，7875イ6．1995

野菜苗の自動選別システムに関する研究一非接触に

よる苗の生長計測一．岩尾俊男紬林圭院⑧竹山光

一⑧谷光⑧林田卓也，農機学会関西支部報，78

83－84．　1995．

三次元形状による作物の認識．藤浦建史爾中尾清治⑧

高　衛民⑧夏井勝重⑧志賀智弘⑧土肥　誠⑧農機学
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　　会関西支部報，78121－122．1995

岨ほ場作業システムとロボット．藤浦建史，日本ロボッ

　　ト学会誌，12（7）：956－959．1994．

20．Mu1t1purpose　robot　for　vegetab1e　product1on

　　D0HI，M，TFUJIURAandSNAKA0，ASAEPaper，
　　螂⑪70：1－8．1994

21．Endモffector　for　petty－tomato　harvest1ng　robot

　　K0ND0，N，T　FUJIURA，M　M0NTA，Y　SHIBAN0，

　　K．M0HRI　and旺YAMADA，Acta　Horticu1ture，

　　3昌⑨：239－245．　1995．

22．Inte11igent　robot　to　harvest　tomato．K0ND0，N．

　　MM0NTA，TFUJIURAandYSHIBAN0，IEEE
　　Intemat1ona1Conference　Robot1cs　Automat1on，

　　Video　Proc．，p．34，199a

23．Ra1nwater　Ut111zat1on1n　Izumo　Dome　and　So－

　　me　Performances　for　Automat1c　Ramwater　U－

　　t111zat1on　System　TAKEYAMA，K，I　MINAI，Proc

　　7th　IRCSA　Beijing1⑪：113－120．1995．

24．Studies　on　the　changing　Ti1ting　Ang1e　for　So1ar

　　Array1n　Ra1nwater　Ut111zat1on　Systems　IDE，

　　M，K　TAKEYAMA，and　A　HIGUcHI，Proc7th
　　IRCSA　Beijing3：61－70．1995．

25．大学の情報処理センターのネソトワーク利用と課題

　　竹山光一⑧三島隆二，農土誌，鯛（留）：49七4．1995．

　　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．養液栽培用バイオマス樹皮ベッドの加温制御特性に

　　関する研究一非定常法による熱電導率一　魏亜玲⑧

　岩尾俊男⑧竹山光一⑧林　圭膓③藤浦建史⑧松村康

　　弘，農業生産技術管理学会誌，豆（別冊1）1－2．1995

2．非接触によるトマト苗の選別に関する基礎研究．谷

　光⑧青木旦明⑧林　圭院⑧岩尾俊男⑧藤浦建史，同

　上，2（別冊1）：3ぺ1995．

3．農用4軸R　Cヘリコプタの開発に関する研究（I）一

　本機の試作とその性能一．中尾清治⑧藤浦建史⑧挑

　剣亭，同上，2（別冊1）：τ8．1995．

4．果実収穫用視覚センサソステム　中村　博⑧有馬誠

　一⑧近藤　直⑧藤浦建史，日本機械学会ロポティク

　　ス⑧メカトロニクス講演会’95，pp．1025－1028．1995．

5．軟弱野菜収穫ロポヅト　土肥　誠⑧藤浦建史⑧中尾

　清治，同上，pp．1041－1042．1995．

6．三次元視覚センサを用いたミニトマト収穫ロボットー

　障害物の回避一　藤浦建史㊧I　Dewa　Made　Subra－

　ta⑧山田久也⑧桧田賢⑧湯川琢至⑧中尾清治，同

7．

8．

9．

1O．

11．

1

3

4

5

6．

7．

上，pp．1043－1046．1995．

フロート式自動定量分水装置宮澤暴祥⑧進士直樹⑧

竹山光一⑧北村邦彦⑧喜多威知郎⑧南　勲，　Proc．

JIRCSA，豆，25－28．1995．

雨水利用自動化装置について．竹山光一⑧（財）未来

農業国際研究財団⑧進士直樹⑧北村邦彦⑧喜多威知

郎，同上，pp－36－38．1995．

出雲ドームにみる雨水の利用と周辺農地の雨水利用

と課題一1994年夏期の干ばっの事例報告」．竹山光

一⑧宮浦壮男，同上，pp81－84．1995．

良質な雨水の収集方法にっいて　井手光男㊧樋口

昭⑧大原健三⑧竹山光一⑧筒井　曄，同上，PP．90－

95．1995．

ベトナムのデルタ地帯における塩害問題について．

竹山光一健南　勲⑧喜多威知郎，農土学会中国四国

支部講演会要旨，pp26－27．1994

　　　　　　　　〔その他〕

第1章I3雲南農業の新しい動き，皿主要作目の

生産，販売計画と対策（雲南農業協同組合編「J　A

雲南農業振興計画一21世紀に向けて雷南農業の目

指すもの一」所収）．濱田年駿，雲南農業協同組合，

pp．14－17，26－37．1995．

気象変動に伴う農作業体系の変化と農家の対応一島

根県斐川町杉谷忠逸氏の日記より一（「温暖化に伴

う植物の中国地方における潜在生産量の変化の予測」

所収）．濱田年駿，平成6年度特定研究費研究成果

報告書，pp－38－48．1995．

頓原町における農業⑧農村の活性化の基本方策（全

国農業構造改善協会編「島根県頓原町における土地

利用型農業確立農業構造改善事業にっいて」所収）

濱田年駿，全国農業構造改善協会，東呆，pp1－11．

1995．

農業の担い手の育成駒確保の方策（全国農業構造改

善協会編「島根県温泉津町における農業農村活性化

推進事業について」所収）渡部晴基，全国農業構

造改善協会，pp．13－23．1995．

農畜産加工業を統合軸とした地域産業複合化（島根

県商工会連合会編「交流人口増加における地域活性

化案の提案」所収）渡部晴基，島根県商工会連合

会，pp．18｛7．1995．

農業白書に見る農業経営の現状と展開方向　大森賢

一，農林統計調査鍋（6）：4347．1995．

農作業ロボットの開発の現状と今後の展望．藤浦建



島根大学農学部業績目録（平成6年9月～平成7年9月） 53

　　史，第5会中四国先進技術ソンポソウム，中四国先

　　進技術協議会，pp91－99．1995

8．三次元視覚センサを用いたミニトマト収穫ロボット．

　　藤浦建史，シンポジウム「バイオシステムにおける

　　計測⑧制御」，計測自動制御学会，pp．3740．1994．

9．バイオとメカトロニクス．藤浦建史，メカトロニク

　　ス講座，新エネルギー⑧産業技術総合開発機構，

　　pp．1－15．1995．

10．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」，農研センター，pp．65－66．

　　1995．

11．青果物の分光反射特性と流通評価．岩尾俊男⑧藤浦

　　建史⑧毛利建太郎，農産物性研究（第5集）農産物

　　の物性，晶質評価および流通に関する総合研究，農

　　機学会，pp．75－129．1995．

12．収穫ロポソト　藤浦建史，ソンポソウム「農業機械

　　の知能化をめざして」，農機学会，PP石5－76．1994．

13．更に充実したネットワークのもとでの大計センター

　　に期待する！！．竹山光一，大阪大学大型計算機セン

　　ターニュース，95，幽：4．1995－2．

14121世紀に向けた島根大学の情報発信基地としての諸

　　課題．竹山光一，島根大学情報処理センター広報，

　　6：1．1995．

15．TCP／IP接続によるネットワーク利用について．竹

　　山光一，同上，6－10．1995．

慶村工学

　　Rura1Eng1neer1ng

　　　　鳥　山　胱　司　⑧

　　　　Koushi　TORIYAMA

　　　　福　島　　　晟　⑧

　　　　Ak1ra　FUKUSHIMA

　　　　藤　居　良　夫　⑧

　　　　Yosh1o　FUJII

　　　　木　原　康　孝　⑧

　　　　Yasutaka　KIHARA

1．

2

3

4

5

6．

福　櫻　盛　一

Sh1gekazu　FUKUSAKURA

野　中　資　博

Tsuguh1ro　NONAKA
武　田　育　郎

Ikuo　TAKEDA
森　　　也寸志

Yasush1MORI

　　　　　　　　〔論　文〕

均等粒度の砂礫の勇断特性にっいて．鳥山胱司，島

根大農研報，28：67－73．1994

長短期流出両用モテルに流域地形効果を組入れた流

出解析例．福島晟，島根大農研報，蝸：75捌，1994．

汚水処理施設におけるコンクリート微生物腐食の階

層関係野中資博⑧但田広次⑧杉田秀雄⑧森忠洋，

農土論集，η卑：15－22．1994．

汚水処理施設におけるコンクリート微生物腐食対策

に関する考察野巾資博⑧杉田秀雄⑧但田広次⑧森

忠洋，農土論集，17423捌，1994

都市住民の農山村景観意識の分析と今後の景観整備

方策．伊藤勝久⑧大森賢一⑧藤居良夫，日林論，柵5

：73－76．1994．

過疎地域における住民の環境意識構造分析．藤居良

夫，山陰地域研究，11：1七0．1995．

　　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．締固めた大山ロームの勇断特性鳥山胱司，49回農

　土学会中四国支部講演要旨，pp．205207．1994

2．締固めた大山ロームの圧密特性鳥山胱司，49回農

　土学会中四国支部講演要旨，pp208210．1994．

3．長短期流出両用モデルに流域地形効果を組入れた流

　　出解析例．福島　晟，49回農土学会中四国支部講演

　要旨．pp．178－180．1994

4．降雨量の地域的分布を考慮した流出解析例．福島

　晟，平7農土学会大会講演要旨，pp218－219．1995

5．設計に用いる砂礫材の聾断強度定数にっいて　鳥山

　胱司，平7農土学会大会講演要旨，pp．104105．1995．

6．汚水処理施設におけるコンクリート微生物腐食の腐

　食環境の分類．野中資博，49回農土学会中四国支部

　講演要旨，pp31｛3．1994．
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7　逆丁形擁壁の剛体安定に関する部分安全係数の算定

　　相野秀樹⑧野中資博，同，pp．237239．1994

8　コンクリートの劣化部除去に関する方法論的研究

　　櫛谷則幸⑧松浪良夫⑧野中資博，32回下水道研究発

　　表会講演集，pp．2仙251．1995．

9．微生物腐食を受けたコンクリートの補修深さ決定に

　　関する基礎的研究．野中資博㊧井上敬介，平7農土

　　学会大会講演要旨，pp．300毛01．1995．

10．茶園からの汚濁物質の流出特性．武田育郎⑧國松孝

　　男，49回農土学会中四国支部講演要旨，pp37－38．

　　1994

11　　Po11utant　eff1ux　reduct1on　by　pract1c1ng　a

　　c1rcu1ar1rngat1on　system　m　a　r1ce　paddy　area

　　TAKEDA，I，Proc　the7th　Int　Sem　SUBSEC，PP

　　24－34．1994

12．循環灌概と水生植物による汚濁物質の流出削減．武

　　田育郎⑧福島　晟，第29回日本水環境学会年次講演

　　集，P256．1995

13．循環灌概水田地域における汚濁物質の収支と水生植

　　物群落の役割　武田育郎優福島　晟璽田中礼次郎，

　　平7農土学会大会講演要旨，pp．428－429．1995．

14地表面近傍における水分⑧塩分雪熱の連成輸送一土

　　壌溶液濃度の影響にっいて一．木原康孝⑧福桜盛一働

　　今尾昭夫，49回農土学会中四国支部講演要旨，pp．61－

　　63．1994．

15．レキ層のある土壌中における水分⑧塩分⑧熱の移動

　　（皿）一湿度⑧地下水の有無の影響にっいて一．木

　　康康孝㊥福桜盛一㊧籾井和朗⑧大槻恭一，平7農土学

　　会大会講演要旨，pp石30毛31．1995．

16．フーリエ変換を用いた土壌粗間隙の構造解析一軟X

　　線を用いた土壌中の透水優排水現象の可視化（4）一．

　　森也寸志⑧福島　晟⑧渡辺紹裕儘丸山利輔，49回農

　　業土木学会中四国支部講演要旨，pp58－60．1994

17。軟X線を使った飽和透水中の水移動特性の評価．森

　　也寸志⑧福島　晟鰯渡辺紹裕⑧丸山利輔，平7農業

　　土木学会大会講演要旨，pp610・611．1995

3

4

5

6．

7．

8．

9．

1O．

平成6年度科学研究補助金（一般研究（A））研究成

果報告書，pp．1－68．1995．

降雨量の地域的分布を考慮した流出モデル．福島

晟⑧武田育郎，平成5年度河川情報センター助成研

究成果報告集，pp147－155．1994

地域内の土地利用形態を取込んだ分布型流出モデル

の開発。福島　晟，平成6年度科学研究費補助金

（一般研究（C））研究成果報告書，pp1－36．1995

下水道施設における微生物腐食の調査⑧診断と補修⑧

改修（工業技術会編「下水道施設の腐食璽地震対策

と改築㊧改修技術講習会テキスト」所収）　工業技

術会，野中資博，pp．3／30－3／37．1995．

網場川流域の水田汚濁物質の挙動（農業土木学会編

「斐伊川下流域農業農村整傭調査委員会報告書」所

収）農業土木学会，武田育郎，pp38｛3．1995

斐伊川流入負荷量調査［定期負荷量調査］　武田育

郎，平成6年度島根県環境生活部環境保全課受託研

究報告書，pp1－29．1995

ブロッコリ畑における土壌水分ポテンシャルの測定

とその経時変化（畑地農業振輿会編「平成6年度東

伯農業水利事業末端かんがい施設計画等検討委託業

務報告書」所収）．畑地農業振興会，木原康孝，pp．

20－32．1995．

軟X線を用いた土壌の間隙構造⑧透水現象の可視化

システム開発に関する研究．丸山利輔，久馬一剛，

渡辺紹裕，堀野治彦，森也寸志，平成6年度科学研

究費補助金（試験研究（B）（2））研究成果報告書，

1995．

土壌中の不均一流れに関する基礎的研究．森也寸志，

平成6年度笹川科学研究助成金研究成果報告書，

1995．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．コンクリートの腐食機構と防食（工業技術会編「土

　木⑧建築におけるコンクリート腐食機構と防食の動

　向講習会テキスト」所収）．工業技術会，東京，野

　中資博，pp．1／1－1／11．1995．

2．土壌中の水分⑧塩分⑧熱の連成輸送を考慮した蒸発

　機構のモデル化に関する研究．福桜盛一⑧木原康孝，



島根大学農学部業績目録（平成6年9月～平成7年9月） 55

　　　　　　　生物資源科学科

　　　　　Natura1Resou工ces

生物材料工学

Mater1a1s　Sc1ence　and　Techno1ogy

　　of　Natura1Products

高　橋　　　徹　⑧

Ak1ra　TAKAHASHI
古　野　　　毅　⑱

Takeshi　FURUNO

上　原　　　徹

Tohru　UEHARA

田　中　千　秋

Ch1ak1TANAKA
中　尾　哲　也

Tetsuya　NAKAO

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．縦振動及びたわみ振動による断面内不均質ボードの

　　振動特性。董玉庫，中尾哲也，田中千秋，高橋

　　徹，西野吉彦，木材学会誌，蜘1302－1309．1994

2．C　CA処理木材およびその灰の冷水抽出液の摂取が

　　マウスに与える影響　西野吉彦、梅林寺幹和，中尾

　　哲也，田中千秋，高橋　徹，中村，酒井，平井，材

　　料，幽：297－302．1995．

3．ホルマール化処理セルロースに吸着した水の誘電緩

　　和．趨　広傑，西野吉彦，中尾哲也，田中千秋，高

　　橋　徹，木材学会誌，躬677－682．1995

4．Exper1menta1study　of　f1exura1v1brat1on　of

　　wooden　beams　by　Levinson　beam　theory．Nん

　　KA0，T，Y　NIsHIN0，C　TANAKA，and　ATAKAHん

　　sHI，Trans．ASME　J．Vib．and　Acoust．，岬：

　378＿380．　1995，

5．B1otransformat1on　of　Terpen01des　m　Con1fers

　　by　M1croorgan1sms　I　Hydroxy1at1on　of　Dehy－

　droabietic　Acids　by　C肋勿o肋〃閉　ooolz肋dθ8．

　YAN0，S，T　NAKAMURA，T　UEHARA，T　FURUN0

　andATAKAHAsHI〃；oん脇伽Gα脇αz8〃，靱（11），

　　1226－1232．　1994．

6．水ガラスーホウ素化合物系による無機質複合体の接

　着性と難燃性．吉野　毅，田所隆治，上原　徹：材

　料，榊（鰯），292－296．1995．

7．B1otransformat1on　of　Terpeno1des　m　Con1fers

　by　M1croorgan1sms　III　B1otransformat1on　of

　　（一）｛aryophy11ene　by　Cんαθ玄o閉zα閉　　ooo〃zodθs

　and　antimite　acti▽ities　of　its　metabo1ites．YA一

8

9

1

3

4

5．

6．

7．

N0s，T　NAKAMURA，T　UEHARA　and　T　FURUN0
！レZoん〃9α乞　Gαんんαづ8んづ，卑1（6），573－579．　1995．

B1otransformat1on　of　Terpen01des1n　Con1fers

by　M1croorgan1sms　II　B1otransformat1on　of

dehydroab1et1c　ac1d　by　Cんα勿o榊伽閉　ooo〃zodθs

1n　the　presence　of　metabo11c　mh1b1tors

YAN0，S，T　NAKAMURA，T　UEHARA　and　T　FURひ

N0：〃oんαzαづGαんんα乞8んづ，躬（㊨），587－592．1995．

B1otransformat1on　of　Terpeno1des1n　Con1fers

by　M1croorgan1sms　IV　Abso1ute　conf1gurat1on

of　C－15　1n　15，16－dyhydroxy－8，11，13－ab1etatr1en－

18－oic　acid，a　metabo1ite　from（十）一dehydroab

ietic　acid　with0肋功o刎伽舳　oooん〃odθ8．YAN0，

S，T　NAKAMURA，T　UEHARA　and　T　FURUN0
〃o肋醐づGαん肋づ8肋，毎1（⑭），870－873．1995．

　　　　　　　　〔学会発表等〕

吸湿過程における木材両端自由梁の共振周波数の変

化藤本　隆，西野吉彦，中尾哲也，田中千秋，高

橋　徹，日本木材学会中国，四国支部第6回研究発

表会要旨集，pp74－75．1994

断面不均質ポートのせん断特性に関する研究　董

玉庫，中尾哲也，西野吉彦，田中千秋，高橋　徹，

日本木材学会中国，四国支部第6回研究発表会要旨

集，PP．76－77．1994

E　NFによるモード1Iのモーメントテンソル解析。

中尾哲也，西野吉彦，田中千秋，高橋　徹，日本木

材学会中国，四国支部第6回研究発表会要旨集，

pp．78－79．　1994

スプルース材の超音波領域を含む振動特性一熱処理

及びホルマール化処理材の場合一．程鵬，中尾哲

也，西野吉彦，田中千秋，高橋　徹，矢野浩之，日

本木材学会巾国，四国支部第6回研究発表会要旨集，

pp．80－81．　1994．

小型簡易音響槽による木質パネルの透遇損失及び低

音域における透過損失の補正．姜　日順，中尾哲也

西野吉彦，田中千秋，高橋　徹，日本木材学会中国，

四国支部第6回研究発表会要旨集，pp82棚，1994

ルータ加工における上向き切削と下向き切削が仕上

げ面粗さ，切削力，A　E計数率に与える影響．川田

昌範，Cyra　GRzEG0RTz，田中千秋，中尾哲也，西

野吉彦，高橋　徹，日本木材学会中国，四国支部第

6回研究発表会要旨集，ppgO班，1994

繊維強化合板の接着性能とローリングシァー性能．
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　　徐　行，田中千秋，中尾哲也，西野吉彦，高橋徹，

　　日本木材学会中国，四国支部第6回研究発表会要旨

　　集，pp22珊，1994．

8．Cんα功o肋伽榊oooん〃odθsによる（一）一カリオフィレ

　　ンの微生物変換．矢野省一，上原　徹，吉野　毅，

　　高橋　徹，中村利家，日本木材学会中国，四国支部

　　第6回研究発表会要旨集，pp96つ7．1994

9．セルロースのアセチル化に及ぼすコロナ放電処理の

　　影響．高橋宜之，上原　徹，吉野　毅，大森保幸，

　　日本木材学会中国，四国支部第6回研究発表会要旨

　　集，PP．102－103．1994

10水カラスーホウ素化合物による無機質複合化木材の

　　寸法安定性と耐朽性栗生　剛，吉野　毅，上原

　　徹，日本木材学会中国，四国支部第6回研究発表会

　　要旨集，pp．106－107．1994

11．フーリエ変換画像処理による針葉樹材仮道管の配列

　　解析　刀　秀明，吉野　毅，上原　徹，第45回日本

　　木材学会大会研究発表要旨集，p37．1995

12PEGMんアクリル酸系による木材の劣化防止　朴乗

　　守，古野　毅，上原　徹，第45回日本木材学会大会

　　研究発表要旨集，p442．1995．

13．床衝撃音低減に関する研究　AL　C板，ゴムシート

　　による遮音効果，およびタイヤ連続落下による重量

　　衝撃音源の測定．大野省三，中尾哲也，高橋徹，田

　　中千秋，西野吉彦，伊藤仁俊，第45回日本木材学会

　　大会研究発表要旨集，p幽，1995．

14矩型木質単板の音響透過損失の解析及び小型簡易音

　　響箱による測定の研究．姜　日順，中尾哲也，西野

　　吉彦，田中千秋，高橋　徹，第45回日本木材学会大

　　会研究発表要旨集，p蝸，1995．

15処理した木材の超音波領域を含む振動特性程鵬，

　　中尾哲也，西野吉彦，田中千秋，高橋　徹，矢野浩

　　之，第45回日本木材学会大会研究発表要旨集，p

　　113．1995．

16．ENFによるモード1Iのモーメントテンソル解析．

　　中尾哲也，田中千秋，高橋　徹，西野吉彦，第45回

　　日本木材学会大会研究発表要旨集，p123．1995

1τ断面内不均質材のねじり振動に関する研究．董玉

　　庫，中尾哲也，田巾千秋，高橋　徹，西野吉彦，第

　　45回日本木材学会大会研究発表要旨集，p143．1995

18木材加工機械のファソイ制御の研究（I）　木工用

　　帯鋸の鋸変位のファソイ制御にっいて　黄　箭波，

　　田中千秋，中尾哲也，高橋　徹，西野吉彦，第45回

　　日本木材学会大会研究発表要旨集，p187．1995

19。

20．

21．

22．

23．

24．

25．

26．

27．

28．

29．

On11ne　contro1of　router　feed　speed　usmg　aco－

ust1c　em1ss1on　CYRA，G　and　C　TANAKA，11th

IWMS，1995．

切削加工における木理斜交角と年輸接触角の影響

チン　レイカイ，田中　千秋，中尾哲也，西野吉彦，

高橋　徹，日本木材学会中国，四国支部第7回研究

発表会要旨集，pp36－38．1995

ルータ切削における適応制御（I）O阯1ine　Contro1

of　Router　Feed　Speed　Us1ng　Acoust1c　Em1ss1on

（I）．Cyra　Grzegortz，田中千秋，中尾哲也，西野

吉彦，高橋　徹，日本木材学会中国，四国支部第7

回研究発表会要旨集，pp38－39．1995

NCルータの円切削におけるAE計数率，切削力及

び切削面粗さに与える影響．川田昌範，田中千秋，

中尾哲也，西野吉彦，高橋　徹，日本木材学会中国，

四国支部第7回研究発表会要旨集，pp40－41．1995

ルータ切削において繊維方向がAE計数率，切削力

及び切削面粗さに与える影響．井上敬行，田中千秋，

中尾哲也，西野吉彦，高橋　徹，日本木材学会中国，

四国支部第7回研究発表会要旨集，pp42－43．1995

木質中空二重壁の音響透過損失の解析及び小型簡易

音響箱による測定の研究．姜　日順，中尾哲也，田

中千秋，西野吉彦，高橋　徹，日本木材学会中国，

四国支部第7回研究発表会要旨集，pp48－49．1995

たわみ振動L方向tanδの周波数依存性に及ほす横

方向の影響．中尾哲也，程　鵬，高橋　徹，田中千

秋，西野吉彦，日本木材学会中国，四国支部第7回

研究発表会要旨集，pp50－51．1995

木質複合はりの異方性せん断弾性計数にかんする研

究．董玉庫，中尾哲也，田中千秋，高橋　徹，西

野吉彦，日本木材学会中国，四国支部第7回研究発

表会要旨集，pp56－57．1995

竹、麻等天然繊維材料による合板のせん断性能の補

強効果．徐　行，田中千秋，中尾哲也，高橋　徹，

西野吉彦，木村和弘，日本木材学会中国，四国支部

第7回研究発表会要旨集，pp5＆59．1995

フーリエ変換画像処理による広葉樹材道官の配列解

析．刀　秀明，古野　毅，長谷憲一，上原　徹，日

本木材学会中国，四国支部第7回研究発表会要旨集，

pp．6－7．　1995．

エポキシ樹脂接着面のNMR，FT－I　R解析．原

田和信，上原　徹，古野　毅，日本木材学会中国，

四国支部第7回研究発表会要旨集，pp64－65．1995
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生物賀源化学

B1oresource　Chem1stry

滝　波　弘　一　⑧

Koich　TAKINAMI

持　田　和　男　⑱

Kazuo　MOCHIDA
尾　添　嘉　久　⑧

Yosh1h1sa　OzOE

地　阪　光　生

M1tsuo　JIsAKA

松　井　佳　久

Yosh1h1sa　MATSUI
若　月　利　之

Toshiyuki　WAKATSUK1

横　田　一　成

Kazunar1YOKOTA

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．A　chem1ca1approach　to　the炊カーbuty1b1cyc1o－

　phosphoroth1onate　bmd1ng　s1te　of　the　GABA－

　gatedch1or1dechanne1InET0MandJE
　CAsIDA　（eds．）　Progress　and　Prospects　of

　Organophosphorus　Agrochem1ca1s　Oz0E，Y，

　Kyusyu　Un1vers1ty　Press，Fukuoka，pp115－130．

　1995．

2．西アフリカにおける地球環境問題と農業生産（全国

　農業改良普及協会編「新版稲作技術協カマニュアル

　　（基本編），西アフリカ稲作」所収）．若月利之，pp．

　　1＿52．　1994．

3．西アフリカにおける稲作の生産環境一土壌環境（同

　　則書所収）若月利之，pp82－123．1994

4．小規模浄化施設の機能とその選択法（楠田哲也編著

　「自然の浄化機構の強化と制御」所収）．須藤隆一⑧

　細見正明⑳若月利之，技法堂，pp．205221．1994

5．Eco1og1ca1and　Econom1c　Sustamab111ty　of

　Paddy　R1ce　Systems1n　As1a　m　Amer1can

　　Soc1ety　of　Agronomy　ed　”Agr1cu1ture　and

　Env1ronment　Br1dg1ng　Food　Product1on　and

　Environmenta1Protection　in　Deve1oping　Coun－

　tr1es”，KYUMA，K，and　T　WAKATsUKI，pp139－

　　159，Madison，1995．

3．

4．

5

6

7

8

9

property　and　enzymat1c　d1gest1b111ty　of　soybean

protem1so1ateM0R1，M，MJIsAKA，KY0K0TA，

KTAKINAMI，MNAGAI，HTUDA，Bu11FacAgr
Sh1mane　Un1v，鎚99－105．1994

n－6及び阯3系列必須脂肪酸による生体膜リン脂質の

修飾とアラキドン酸カスケード反応の調節に関する

研究．横田一成⑧森嶋　徹⑧地阪光生⑧滝波弘一，

脂質生化学研究，37：315－318．1995．

Act1yat1on　mechan1sm　of　phospho11pase　D1n－

vo1ved1n　the　generat1on　of11p1d　med1ators　m

cu1tured　Madm－Darby　can1ne　k1dney　ce11s

Y0K0TA，K，JTAKEUcHI，MJIsAKAandK
TAKINAMI，B1osc1B1otech　B1ochem，囎1291－
1299．1995．

Effect　of　α｛yc1odextr1n　on　the　hydrat1on　of

a11phat1c　a1dehydes1n　water　WANG，A　S　and

Y．MATsUI，Bu11．Chem．SoαJPn．，67：2861－2863．

1994．

So1vent1sotope　effect　on　the　comp1exat1on　of

cyc1odextr1ns　m　aqueous　so1ut1ons　WANG，A

S．and　Y　MATsUI，Bu11．Chem．Soc．JPn．，67：

2917＿2920．1994．

熱帯の土と人と持続的農業一熱帯アフリカの土と農

業の再生と水田農業の可能性　若月利之，Trop1cs，

3（て）：3＿17．1994．

Mu1ti－SoiトLayering　Method　for　High　Perform－

ance　and　N＆P　Removab1e　Septic　Tank　Lea－

ch1me　F1e1d　WAKATsUKI，T，H　EsUMI，and　K

INATA，15th　ICSS，Acapu1oco，Mex1co，VoI，

3b：436－437．1994

Character1zat1on　of　prec1p1tat1on　and　r1ver

water　chem1stry　for　measurmg　rates　of　weか

thermg　and　s011format1on1n　Iu　r1ver　watersh－

ed，southwestem　Japan　RAsYIDIN，A　and　T

WAKATsUKI，So11Sc1P1ant　Nutr毎⑪（盟）319－332．

1994

100ctopam1ne　receptors1n　the　head　of　the1arYa

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．　Iso1at1on　and　structura1　ana1ys1s　of　soybean

　011bod1es　and　m　v1tro　enzymat1c　degradat1on

　of　the　bod1es　TsURU，T，M　M0R1，M　J1sAKA，

　K　Y0K0TA，K　TAKINAMI，Bu11Fac　Agr　Sh1mane

　Univ．，蝸：93－98．1994．

2．Effects　of　extrus1on　heat1ng　on　phys1cochem1ca1

11．

of　the　common　cutworm，ISヵodoゆ肋α肋舳αFAB

RIcIUs（Lep1doptera　Noctu1dae）Effects　of　ago－

n1stsandantagon1sts　Oz0E，Y，K　KITAGAKLT

MATsUI，T　SAT0，K　MocHIDA　and　T　NAKAMURA，

App1．Entomo1．Zoo1．，3⑪：189－195．1995．

Ma1ath1on－to1erance　and　degrad1ng　act1v1t1es

of　brack1sh　zoop1ankton，Sz〃ooαZα〃〃s　姥〃θ〃〃s
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　　and0肋o〃αdωz80θ　KAsHIwADA，S，K　Mひ

　　cHIDA，YOz0EandTNAKAMURA，JPest1c1de
　　Sci．，望⑪：161－164．1995．

12N1trogen　ana1ogues　of　a1dr1n　as　noncompet1t1ve

　　antagon1sts　of　GABAA　receptor　Oz0E，　Y，

　　K　MATsUM0T0，K　MocHIDA，T　NAKAMURA
　　and　F．MATsUMURA，J．Pesticide　Sci．，醐：317－

　　319．　1995．　．

　　　　　　　　　　〔学会発表〕

1．タイスオイルポティーの物理化学的，生化学的特性

　　都留尊美⑧森　恵⑧地阪光生⑧横田一成⑧滝波弘一，

　　日本農芸化学会誌，闘：296．1995．

2．ジャガイモ塊茎リポキシゲナーゼcDNAのクローニ

　　ングと構造解析．小船文雄箇高田　功⑧田中希枝⑧

　　今市美保薗地阪光生⑧滝波弘一璽横田　成，日本農

　　芸化学会誌，闘：279．1995．

3．ジャガイモ塊茎のリポキシゲナーゼ反応系に関わる

　　コルネル酸合成酵素活性の分離と性質　和田清伸⑧

　　地阪光生⑧横田一成⑧滝波弘一，日本植物生理学会

　　1995年会講演要旨集，p．60，ユ995．

4．ジャガイモ塊茎のリポキシゲナーゼアイソフォーム

　　の反応特性と免疫生化学的解析．古谷聡美蝪晶尾

　　博子⑧田辺久子⑱地阪光生⑧滝波弘一⑧横田　成，

　　日本植物生理学会1995年会講演要旨集，p．104．1995．

5．n－6及びn－3系列必須脂肪酸による生体膜リン脂質の

　　修飾とアラキドン酸カスケード反応の調節に関する

　　研究．第37回日本脂質生化学研究集会，1995

6．阯6とn－3系列必須脂肪酸による膜リン脂質の修飾と

　　細胞内相互作用によるアラキドン酸カスケード反応

　　の調節　横田　成⑧森嶋　徹⑧地阪光生⑱滝波弘

　　一．日本農芸化学会誌，囎，360．1995．

7．単離ダイズオイルボディーに対するin　vit｝oリパー

　　ゼ作用　都留尊美⑧森　恵箇地阪光生⑧横田　成爾

　　滝波弘一，日本農芸化学会誌，鎚，330．1995．

8．子ウシのダイズアレルゲンの同定と加熱による低減

　　化．森恵⑧都留尊美⑧地阪光生⑧横田一成⑧滝波

　　弘一，日本農芸化学会誌，鎚，355．1995．

9．ジャガイモ塊茎リポキシゲナーゼアイソフォームの

　　反応特性の比較　横田　成箇古谷聡美⑧田巾三知

　　代⑧田辺久子⑧地阪光生⑧滝波弘一，生化学，67，

　　745．1995．

10．　Part1a1　pur1f1cat1on　and　character1zat1on　of

　　co1ne1e1c　ac1d　synthase，a　nove1enzyme　m　the

11

12。

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

11poxygenase　pathway　of　potato　tubers　WADA，

K，MJIsAKA，KY0K0TA，andKTAKINAMI，P1
ant　Ce11Physio1．，36，Supp1ement，S8．1995．

Propert1es　of　potato　tuber　11poxygenase　1so－

forms　as　determ1ned　byenzymat1cand1mmunoc

hem1ca1approaches　K0YA，S，H　SHINA0，H

TANABE，MJIsAKA，KTAKINAMI，andKY0K0TA，
P1ant　Ce11Physio1．，36，Supp1ement，s51．1995．

シクロデキストリンおよびその誘導体と無機陰イオ

ンとの包接平衡における熱力学的パラメータ　小

野正治雪穆　平⑧松井佳久，日本化学会九州支部⑧

同中国四国支部合同大会講演要旨集，p．222．1994

ナフタレンジカルボン酸類とシクロデキストリンの

相互作用　新井野憲昭⑧王　安生鮭松井佳久，日

本化学会九州支部雷同中国四国支部合同大会講演要

旨集，P．223．1994

ラン藻に存在する近紫外線増感化合物．野田哲治⑧

柴田　均⑧松井佳久㊥尾添嘉久歯杉中勝昭魯落合英

夫，日本植物生理学会1995年度会講演要旨集，p．178．

1995．

Afr1can　adapt1ve　Sawah　based　r1ce　farmmg1n

sma11m1and　va11ey　watershed　WAKATsUKI，T

Int’1Sem1nar　on“The　deve1opment　of　In1and

Va11ey　Swamp　for　Irr1gated　R1cざ’，Ab1djan，

Cote　D’I▽oire，p．1－22．1994．

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．若月利之⑧喜田　賢⑧江角比出郎⑧稲田

郷，第29回日本水環境学会年会講演集，p．115．1995．

Reg1ona1　character1st1cs　of　so11s　of　In1and

Va11eys　of　West　Afr1ca　IssAKA，R　N　and　T

WAKATsUK1，第41回日本土壌肥料学会講演要旨集，

p．133．1995．

Ma］or　f1oodp1am　s011s　a1ong　the　N1ger　r1ver

se1ected　soi1properties．M0R0，B．M．and　T．Wん

KATsUK1，同則書，p133．1995

民族土壌学的研究一Ethnopedo1ogy事始め　上堂

園明⑧石田英子樽若月利之，同書，p139．1995

S011，water　and　r1ce　y1e1d　a1ong　toposequence

of　In1and　Va11eys，B1da，N1ger1a　FAsH0LA，

O　O，R　J　CARsKY，and　T　WAKATsUK1，同
書，P．155．1995．

多段土壌層法による合併排水高度処理装置一長期実

証試験の総合評価．喜田賢画丁．YUSRAL⑧江角比

出郎⑧稲田　郷，同書，p．206．1995．
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22．土壌資源の汚水浄化機能の強化と制御．若月利之，

　　同書，P207．1995

2ユ西スマトラ熱帯多雨林の樹木種の多様性を支える土

　　壌環境一その水平，垂直方向での化学性，生物性傾

　　度の特徴　久保田大輔⑧長縄貴彦爾HERMANsAH魯

　　堀田　満⑧若月利之，同書，p．222．1995．

2全　Changes　of　soi1characters　during　1967－1994，in

　　Bang1adesh　Md　MOHSIN　ALI，S　M　SAHEED，

　　and　T　WAKATsUKI，同書，p223．1995

25．西アフリカ大平原の源流小集水域の土壌と農林生態

　　系の再生に関する研究（4），伝統農業と調和する集

　　水域の環境創出型総合的農村開発の展望　第32回日

　　本アフリカ学会学術大会研究発表要旨，p．82．1995．

26．インドネシア西スマトラ州の熱帯山麓多雨林におけ

　　る樹木種の無機栄養特性．増永二之⑧久保田大輔⑧

　　A．RAsY1D1N㌧若月利之，第5回日本熱帯生態学会

　　大会講演要旨集，p．55．1995．

27．　Structure－act1v1ty　prof11e　of　p1crodendr1ns，　a

　　new　group　of　terpen01d　GABAA　antagon1sts

　　and　msect1c1des1so1ated　from　a　S1maroubaceae

　　p1ant　Oz0E，Y，H　HAsEGAwA，K　MocHIDA，

　　KKoIKE，YSUzUKI，MNAGAHIsAandTOHM0T0，
　　Proc7th　Japan－Chma　Symp　Pest1c　Sc1（Huan

　　Shan），supp1，p　1－8．1994

28．リン含有シクロヘキサン類とアルキルベンジルエー

　　デル類の非競合的GABA。レセプター拮抗薬として

　　の活性．尾添嘉久⑧新名憲一郎㊧濱野潤史⑧持田

　　和男，日本農薬学会第20回大会講演要旨集，p117．

　　1994．

29．薬剤を空中散布された人工林の土壌微生物相とセル

　　ロース分解．山本広基⑧巣山弘介⑧持田和男，日

　　本農薬学会第20回大会講演要旨集，p196．1995

30．非競合的GABA。レセプター拮抗薬の昆虫と哺乳類

　　における活性の比較．濱野潤史⑧新名憲一郎⑧尾

　　添嘉久⑧持田和男，農化，鯛：47．1995．

31．昆虫のベンゾジアゼピン結合タンパク質について．

　　尾添嘉久⑧長尾卓也⑧持田和男，農化，鯛：160．

　　1995

1

3

4．

5．

6

7

8．

　　　　　　　　〔その他〕

植物の脂質過酸化反応系を中心とした，リポキシゲ

ナーゼ代謝反応系と植物の環境ストレス応答に関す

る研究　滝波弘一⑧横田　成⑧地阪光生，平成6

年度産学R＆D推進委託研究報告書，財団法人中国

技術振興センター，pp．1－22．1995．

科学研究費補助金一般研究（C）平成6年度「食餌

因子によるアラキドン酸カスケード関連酵素遺伝子

の発現調節」（代表）（1994年度），成果報告書　課

題番号05660141，横田一成，PP．127．1995．

熱帯の土と人と持続的農業一西アフリカの稲作の現

状と水田農業の可能性，（全国農業改良普及協会編

「西アフリカにおける水田農業の展開一アフリカに

おける持続的農業の可能性」所収）若月利之，pp

27－94．1994．

塩害土壌侵食等の土壌劣化一パキスタン，（高瀬国

雄編「地球環境のための農業資源管理計画基礎調査

報告書，塩害，土壌侵食等の農地劣化一パキスタン，

エジプト，メキシコ」所収）．若月利之⑧渡辺里子，

PP．41刮，国際開発センター，1994

カーナ，国別援助検討会報告書　犬飼一郎⑧坂本浩

一⑧大月隆成⑧若月利之爾中林　夫⑧高根　務⑧力

丸徹璽岡村邦夫⑧力石寿郎，国際協力事業団，p．

106．1995．

The　Country　Study　for　Japan’s　Off1c1a1Deve1o

pment　Ass1stance　to　The　Repub11c　of　Ghana

INUKAl，I，K　SAKAM0T0，ROTsUKI，T　WAKん

TsUKI，KNAKABAYAsHI，T　TAKANE，TRIKIMん
RU，K　OKAMURA，and　T　RIKIIsHI，JICA，P47．1995

丸子山古墳1⑧2号主体床土の土壌分析結果報告，

（仁田町教育委員会編「武者山遺跡，丸子山古墳群」

所収）．pp．48－50．1995．

ニコチン性アセチィレコリン受容体の機能解明に新た

なツール，α一コノトキシンImI．尾添嘉久，ファル

マシア，31：399．1995．
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廠踊生物機龍学

App11ed　B1o1og1ca1Sc1ence

　　森　忠洋⑧松田英幸
　　Tadah1ro　MORI　　H1deyuk1MATSUDA
　　藤原　　　勉　⑧　柴　田　　均

　　Tsutomu　FUJIHARA　H1tosh1SHIBATA

澤　　　嘉弘　⑧

Yosh1h1ro　SAWA

川　向　　誠　⑧

Makoto　KAWAMUKAI

一戸俊義

佐藤利夫
Tosh1o　SATO

秋葉遣宏
M1ch1h1ro　AKIBA

Tosh1yosh1ICHINOHE

　　　　　　　　　　〔著書〕

1．動物栄養学藤原　勉（分担），朝倉書店，東思，

　pp．144－168．1995．

2．神西湖の自然．秋葉道宏（分担），たたら書房，pp．

　35－57．1995．

　　　　　　　　　　〔論文〕

1．Pur1f1cat1on　and　Charactenzat1on　of　A1an1ne

　　Dehydrogenase　from　a　Cyanobacter1um，肋o作

　榊棚秘仰Zψ肋〃閉．SAwA，Y．，M．TANI，K．MURATA，

　　H　SHIBATA，and　H　OcHIAI，J　B1ochem，“㊧　995－

　　1000．1994．

2．　Stev1o1and　Stev1o1－91ycos1de　g1ucosy1transfer－

　　ase　act1v1t1es1n　Stev1a　rebaud1ana　Berton1－Pu－

　　r1f1cat1on　and　Part1a1Character1zat1on

　　SHIBATA，H，Y　SAwA，T　OKA，S　S0N0KE，K

　　K　KIM，and　M　YosHI0KA，Arch　B1ochem1B1opys，

　　3望1　：390＿396．1995．

3．Degradat1on　of　Ch1orophy11by　N1trogen　D1ox－

　　1de　Generated　from　N1tr1te　by　the　Perox1dase

　　React1on　SHIBATA，H，Y　K0N0，S　YAMAsHITA，

　　Y　SAwA，H　OcHIAI　and　K　TANAKA，B1ochem

　　B1ophys　Acta，1230　45－50．1995

4．Structura1and　Rep11cat1on　of　Crypt1c　P1asm1ds

　　pMA1and　pMA2，from　a　Un1ce11u1ar　Cyanob－

　　acterium，〃7伽o⑩s眺　αθ閉φ〃osα．T0MINAGA，

　　H，S　KAwAGIsHI，HAsHIDA，Y　SAwA，and　H

　　OcHIAI，B1osc1　B1otech　B1ochem，5⑭　1217－

　　1220．1995．

5．E▽idence　that且oo〃〃肋λproduct　is　a　functi一

6．

7．

8．

9

ona1homo1og　of　yeast　COQ2and　the　regu1at1－

onofthe〃肋λgeneexpress1onSUzUKI，K，M

UEDA，MYUAsA，TNAKAGAwA，MKAwAM皿
KAI，and　H　MATsUDA，B1osc1B1otech　B1oc
hem，闘（1⑪）　1814－1819．1994

Induct1on　of　the　enzymes　that　degrade　ch1t1n

and　ch1tosan　from万〃肋o6αo肪sp　G－1　YA

MAsAKI，Y，YOHTA，JGPARK，TNAKAGA
wA，MKAwAMUKAIandHMATsUDA，Bu11
Fac　Agr　Sh1mane　Un1v，28　107－117．1994

Pre11m1nary　study　on　the　transfer　of　p1asm1d

DNA　to　bas1d1omycetes　and　1ts　express1on

FURUN0，T，K　SHIMADA，T　NAKAGAwA，H
MATsUDA　and　T　UEHARA，Bu11　Fac　Agr
Sh1mane　Un1v，鯛　83－92．1994

C1on1ng　and　sequence　ana1ys1s　of　cyc1oph111n

genes　from　λ㈹肋doψsお　肋α肋伽．SAIT0，T．，

SIsHIGUR0，HAsHIDA，MKAwAMUKAI，HMAT
sUDA，H　OcHIAI　and　T　NAKAGAwA，　P1ant
Ce11Physio1．，調（2）：377－382．1995．

Product1on　of　ub1qu1none1n亙　ooZz　by　expres－

s1on　of　var1ous　genes　respons1b1e　for　ub1qu1n－

oneb1osynthes1sXZHU，MYUAsA，KOKん
DA，KSUzUKI，TNAKAGAwA，MKAwAMUKAI
and　H　MATsUDA，J　Ferment　Tech，7⑨（5）

493＿495．1995．

10　Transcr1pt1on　of8角4，one　of　the　genet1c　e1em－

　　ents　re1ated　to　CRP＊一dependent　express1on

　　of亙80肋ηo肋αooZz榊αZ　genes　CHUNG，S－Y，

　　YL　CH0I，MJ　CH0，H　YosHIsUE，M　KAwん

　　MUKAI，HSAKAIandTK0MAN0，JGen
　　Ap1．Microbio1．，幻：257－262．1995．

11Mutat1ona1ana1ys1s　of　the伽promoter　recog－

　　nized　by　RpoS（σ38）in　E80加㎡o〃o　ooκ．UTsひ

　　MI，R．，T．NAKAYAMA，N．IwAM0T0，K．K0HDA，

　　MKAwAMUKAI，HTANABE，KTANAKA，HTAKA－

　　HAsHIandMN0DA，B1osc1B1otechB1ochem，
　　5昌：1573＿1575．1995．

12． Deve1opment　of　a　germec1da1e1ectrod1a1ys1s

system　SUzUKI，T，T　TANAKA　and　T　SAT0，

Proc　SIN0－JPN　Symp　L1qu1d　Memb，Ion－Exch－

ange，E1ectrodia1ysis，Revers　Osmosis　and　U1t－

raf11trat1on，PP166－169

13　Bacter1c1da1act1v1ty　of　s111cate－conta1n1ng　hyd一
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　　roxyapat1te　SUGIYAMA，K，T　SUzUKI，and　T

　　SAT0Ant1bac　Ant1fung　Agents，23　67－71

14．抗菌性金属担持テニオライトの殺菌効果杉山公寿⑧

　　宮城島茂友⑧鈴木　喬⑧佐藤利夫，防菌防徽誌，

　　星3：205＿212．

15．Eatmg　and　rum1nat1on　behav1our　m　sheep　fed

　　hay　d1et　w1th　ora1supP1ement　of　urea　FUJL

　　HARA，T，T　IcHIN0HE　and　T　HARUM0T0，AA

　　J　An1m　Sc1．7　527－530．1994

1α　The　urmary　excret1on　of　purme　der1vat1ves　m

　　1ambs　and　k1ds1－3months　after　b1rth　FUJ｝

　　HARA，T，NOKA，MT0D0R0KIandKNん
　　KAMURA，　Proc　Sate111te　Symp　to　㎜　ISRP，

　　pp．62－65．1994．

17．Grazing　behaviour　in　the　japanese　deer（Cerγ

　　us　NipPon）．FUJIHARA，T．，T．MATsUI　and　T．

　　HARUM0T0，Proc　Sate111te　Symp　on　V皿ISRP，

　　pp．131－138．1994．

18．Mmera1status　of　graz1ng　sheep1n　dry　area

　　of　M1d1and．Chma　FUJIHARA，T，C　Hos0DA

　　and　T　MATsUI，AA　J　Anm　Sc1．8　179－186．

　　1995．

19－Eat1ng　and　rummat1on　behab1our1n　sheep　fed

　　the　ens11ed　f1brous　res1due　of1ad1no　c1over　and

　　ora11y　supP1emented　meth1onme　FUJIHARA，T，

　　T　IcHIN0HE　and　T　NAKA0，AA　J　An1m　Sc1，

　　8：179＿186．1995．

20．Effect　of　heat　treatments　on　the　effect1ve　deg－

　　radab111ty　of　soybean　crude　prote1n　1n　the　ru－

　　men　IcHIN0HE，T，K　AMAN0，Y　FUJII，T

　　FUJIHARA　and　S　SHINDE，Bu11　Fac　Agr　Sh1－

　　mane　Un1．v，鴉　119－124．1994

21．Effect　of　orchardgrass　growth　stage　on　poo1

　　s1ze　and　k1net1cs　of　d1gesta　part1c1es　1n　the

　　rumen　of　sheep．IcHIN0HE，T．，T．TAMURA，K．

　　UEDA，MOKUB0andYAsAHIDA，AAJAnm
　　Sc㌧8：26τ27弓，1995

22．刈り取り時期，草種の異なる乾草を給与しためん羊

　　における反鍔胃および十二指腸内容物の粒度分布．

　　上田宏一郎⑧一戸俊義⑧田村忠⑧大久保正彦⑧朝

　　日田康司，北海道畜産学会報，調　41－44．1994

23．Mu1t1pu叩ose　tree1eaves　and　fru1ts　m　the　d．1ets

　　of　sma11rum1nants　durmg　dry　season　SERRA，

　　AB，SDSERRA，EAORDEN，LCCRUz

24．

25．

26．

1

2．

3．

4

5．

6．

7．

and　T　FUJIHARA，sustamab1e　sma11・sca1e　rum1－

nant　prod　m　SemトAr1d　and　Sub－Hum1d　Trop1－

ca1Areas（ed．Becker，K，P．Lawrouce　and　ER），

Proc　Sate111te　Symp　V皿ISRP　ppg1－97．1995

Rummat1on　behav1our　m　sheep　on1ow　qua11ty

roughage　d1ets　MAwUENYEGAH，O　P，L　Wル

RLY，T，HARUM0T0and　T．FUJIHARA，Proc．S－

ate111te　Symp　on　V皿ISRP，pp39－46．1994

D1ets　of　the　Ph111ppme　md1genous　sheep　It’s

compar1son　to　md1genous　goats　d1ets　and　mf－

1uence　of　samp1ing　methods．SERRA，A．B．，S．

D．　SERRA，　IJ．D0MING0，L．C．CRUz　and　T．

FUJIHARA，AA　J　An1m　Sc1．8　163－169．1995

特殊ろ材を用いた凝集⑧ろ遇法による松江城お濠の

浄化秋葉道宏，丹羽千明，用水と廃水．認7，648－

6511995

　　　　　　　　〔学会発表〕

糸状性ラン藻肋o榊倣舳ゆ肋㈱の形質転換．

戸田裕之⑧小暮寿実子⑧中川　強⑧澤　嘉弘⑧落合

英夫，生化学，㊧㊧：878．1994．

糸状性ラン藻アラニン脱水素酵素のピリドキサルリ

ン酸に対する反応性．緑川義人⑧能城安雄⑧芦田裕

之⑧柴田　均⑧落合英夫⑧澤　嘉弘ジ生化学，髄：

979．1994．

大腸菌グルタミン合成酵素のアデニリル化サイト近

傍の解析　第2報．澤　嘉弘⑧内田和彦⑧加賀山

聡⑧浜田賢作歯芦田裕之⑧柴田　均⑧落合英夫，生

化学，髄：1O17．1994．

ステビオール合成酵素の検出と特性．金　勤基⑧柴

田均⑧山下覧P1ant＆Ce11IPhysioL（Supp1．），

36：s．10．1995．

カルビンサイクルにはリボース与リン酸の直接のリ

ン酸化が必須である：リボースー5一リン酸キナー

ゼの存在．佐野　智⑧横田明穂⑧秋好淳子⑧柴田

均，P1ant＆Ce11Physio1．（Supp1．），艶：s．40．

1995．

葉緑体におけるリボースー1，5一ビスリン酸のリブロー

スー1，5一ビスリン酸への変換．柴田　均⑧山下　寛⑧

秋好淳子⑧横田明穂，P1ant＆Ce11Physio1．
（SupP1），3㊧：＆41．1995．

ラン藻に存在する近紫外線増感化合物野田哲治⑧

柴田　均⑧松井佳久⑧尾添嘉久⑧杉中克昭⑧落合英

夫，P1ant＆Ce11Physio1．（Supp1．），鑓：s．114，
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　　1995．

8．Direct　Phosphory1ation　of　Ribose　5－phosphate

　　by　Phosphor1burokmase　SAN0，S，A　Y0K0TA，

　　J　AKIY0sHI，　and　H　SHIBATA，　Abstr　Xth

　　Internat1ona1Photosynthes1s　Congress　SupP1，

　　p．178．1995．・

9．Occurrence　of　R1bose1，5－B1sphosphate　Isomer－

　　ase1n　Sp1nach　Ch1orop1asts　and　Its　Propert1e－

　　s　SHIBATA，H，H　YAMAsHITA，J　AKIY0sHI，S

　　SAN0，and　A　Y0K0TA，Abstr　Xth　Internat1ona1

　　Photosynthesis　Congress　Supp1，p．178．1995．

10．好温性ラン藻グルタミン合成酵素のP　C　Rクローニ

　　ング．足立　圭⑧芦田裕之働柴田　均⑧落合英夫⑧

　　澤嘉弘，P1ant＆Ce11Physio1．（Supp1．），鋼：s．

　　19．1995．

11．ラン藻肋o榊〃伽舳Z妙〃ω榊におけるルシフェファー

　　ゼ遺伝子の発現芦田裕之爾小暮寿実子⑧中川　強璽

　　澤嘉弘⑧落合英夫，P1ant＆Ce11Physio1．
　　（Supp1．），3㊧：＆134．1995．

12．ラン藻アミノ酸代謝系酵素の構造と機能．澤　嘉弘，

　　P1ant＆Ceu　PhysioL（Supp1．），36：s．1．1995．

13．ラン藻アラニン脱水素酵素の触媒性ヒスチジン残基

　　の検索緑川義人箇笹井理恵子⑧芦田裕之⑧柴田

　　均⑧落合英夫⑧澤　嘉弘，日本農芸化学会大会講演

　　要旨集，p122．1995．

14．大腸菌グルタミン合成酵素のアデニリル化サイト

　　Tyr397の役割．内田和彦⑧坪田宏⑧加賀山聡⑧

　　戸田裕之⑧柴田　均魯澤　嘉弘，生化学，67　692．

　　1995．

15．ラン藻アラニン脱水素酵素の構造と機能解析．緑川

　　義人⑧笹井理恵子⑧芦田裕之⑧柴田　均⑧落合英夫⑧

　　澤景弘，生化学，67756．1995

16．ラン藻肋o閉倣舳ゆ肋舳由来イソプロピルリ

　　ンコ酸脱水素酵素のクローニンク戸田裕之⑧岡井

　　尚樹⑧中川強⑧澤嘉弘⑧柴田　均⑧落合英夫，生

　　化学，67：756．1995．

17．ユヒキノン生合成に関わる遺伝子　大腸菌肋zλ，

　　鋤3を中心にr鈴木謙吾⑧岡田憲典⑧朱旭募⑧

　　中川　強⑳川向　誠函松田英幸⑧藤崎真吾，第4回

　　ドリコールおよびイソプレノイド研究会例会講演要

　　旨集，P石，1994

18．大腸菌眺工眺4眺7遺伝子について．川向誠⑧鄭

　　　秀烈⑧崔　龍洛⑧秋元千百合㊥中川　強⑧松田英

　　幸⑧吉末元働酒井裕⑧駒野徹，日本農芸化学

19。

20．

21．

22．

23．

24．

25．

26．

27．

28．

29．

30．

会平成6年度関西支部大会講演要旨集，p40．1994

分裂酵母の嚇2遺伝子の有性生殖に及ぼす効果．川

向　誠⑧中川　強⑧松田英幸，日本農芸化学会西日

本支部大会講演要旨集，p．37．1994．

大腸菌ゲノム7．7－8．2分領域のシステマティクシー

クエンシング．沖田健一⑧石津尊明⑧矢倉美代⑧岡

田憲典⑧中山直弘⑧鈴木謙吾㊧中川強⑧川向誠⑧

松田英幸雪同，p38．1994

各種ユビキノン生合成系遺伝子の高発現によるユビ

キノンの生産．朱　旭募箇湯浅美穂子曲鈴木謙吾㊧

川向　誠麿中川　強⑧松田英幸，日本生物工学会大

会講演要旨集，p．162．1994．

Cμ玄o助αgαsp3001のキトサナーゼ遺伝子について

今村真二㊧落合伸久爾福嶋美紀⑧太田ゆかり⑧山崎

幸一爾中川　強り11向　誠⑧松田英幸，同，p．

92．1994．

分裂酵母の”α81変異のサプレッサー変異株．片山

諭函尾添昌美代両中川　強⑧松田英幸⑧川向　誠，

第12回YEAST　WORKSHOP，p21．1994
分裂酵母の肋oo1遺伝子の解析．足立欣己⑧中川強両

松田英幸⑧川向　誠同，叫22．1994

分裂酵母の加∫（孤κ一Coλs鮒肋sθ）遺伝子．足立

奈美⑧高尾恒太⑧中川　強⑧松田英幸雪川向　誠，

同，p23．1994．

チトクロムオキシダーゼ及びF1ATPase核コードサ

ブユニットの植物ミトコンドリアヘの移行．林潤⑱

芦田裕之⑧川向誠⑧松田英幸⑧中川強，第17回

日本分子生物学会年会講演要旨集，p230．1994

RpoS（σ38）による伽遺伝子の発現調節内海龍太

郎⑧中山隆博⑧岩本直己⑧江田久美子⑧鈴木隆之曾

田中　寛⑧高橋秀夫⑧川向　誠⑧田辺寛之⑳野田万

郎，同，p．232．1994．

大腸菌ゲノムプロジュクトの現状一染色体O－12

分領域の構造一．竹本経緯子鐘伊藤剛⑧矢野実魑

森　浩禎⑧饗場弘二⑧磯野克己⑧井口八郎歯太田美

智男爾川向　誠⑤中田篤男⑧中村義一⑧梨本裕子⑧

福田龍＿⑧堀内　嵩⑧牧野耕三⑧三木健良幡水野

猛⑧溝淵潔⑧山本義弘⑧山本勇⑧由良隆，同，

p．237．1994

分裂酵母の6吹1高発現株の性質を抑制する㈱061遺

伝子足立欣己⑱中川　強⑧松田英幸⑧川向　誠，

同，p266．1994．

分裂酵母のRNAヘリカーゼホモログをコードする

8zγ2遺伝子川向　誠爾巾川　　強⑧松田英幸⑧西



島根大学農学部業績目録（平成6年9月～平成7年9月） 63

　　本毅治，同，p．266．1994．

31。分裂酵母の仰鮒変異のサプレッサー変異株の解析．

　　片山　諭⑧尾添富美代⑧中川　強⑧松田英幸⑧千

　　菊夫⑧M1chae1W1g1er⑧川向誠，同，p267．1994

32分裂酵母の伽∫（HMGCoA　synthase）遺伝子のク

　　ローン化と有性生殖に及ぼす影響．足立奈美⑧高尾

　　恒太⑧片山　諭⑧中川　強⑧松田英幸⑧川向　誠，

　　同，p．432．1994．

33．大腸菌のプレニルトランスフェラーゼ遺伝子乞sμ，

　　ゆ3の発現調節浅井健一⑧藤崎真吾⑧西村行進⑧

　　西野徳三圃岡田憲典⑧中川　強⑧川向　誠⑧松田英

　　幸，同，P地O，1994

弘大腸菌8角1及びs角4遺伝子の解析．秋元千百合⑧

　　鄭秀烈⑧窪　龍洛⑧川向誠⑧中川　強⑧松田英幸⑧

　　吉末元⑱酒井　裕⑧駒野　徹，同，p450．1994

35．シロイヌナズナサイクロフィリン遺伝子のクローニ

　　ンクと構造解析斉藤　武⑧多田隈圭需芦田裕之⑧

　　川向　誠働松田英幸⑧中川　強，同，p．463．1994．

36．シロイヌナズナサイクロフィリン遺伝子のクローニ

　　ングと発現解析．中川　強紬多田隈圭⑧斉藤武⑧

　　芦田裕之⑤川向誠霊落合英夫⑱松田英幸，日本

　　植物生理学会1995年度年会および第35回シンポジウ

　　ム講演要旨集，p．78．1995．

37．肋肋o6αo炊spG1のキチナーゼ分泌におけるoん

　　ケXとc肋λ遺伝子にっいて．朴　斉樫⑧狩野　孝⑧

　　山崎幸一⑧中川　強⑧川向　誠⑧松田英幸，キチン爾

　　キトサン研究1，116－117．1995．

3＆Cμ広o助αgαsp3001のキトサナーゼ遺伝子のクロー

　　ニンクについて栗田雅子爾今村真二⑳福嶋美紀⑧

　　太田ゆかり⑧中川　強⑧川向　誠⑧松田英幸，同，

　　118＿119．1995．

39．分裂酵母の刎oo1遺伝子と出芽酵母のホモログ．川向

　　誠⑧足立欣己⑧中山直弘⑧中川　強⑧松田英幸，酵

　　母遺伝学フォーラム，p．50．1995．

40．分裂酵母のHMGCoAシンターゼ遺伝子と有性生殖

　　への影響足立奈美爾中川　強⑧松田英幸⑧川向

　　誠，同，p50．1995．

41．Ana1ysis　of　the榊ool　and舳oc2genes　that　are

　　invo1ved　in　both　meiosis　and　mitosis．KAwAMT

　　KAI，M，YADAcHI，T　NAKAGAwAandH　MATsUDA，

　　Yeast，11：s106．1995．

42．分裂酵母の有性生殖過程への移行を抑制するRNA

　　結合タンパク質をコードする舳8α1遺伝子．中里清

　　一⑧片山諭鶴中川強⑧川向誠④松田英幸，農

43．

44．

45．

46．

47．

48．

49．

50．

51．

52．

53．

54．

化，鎚：38．1995．

分裂酵母の有性生殖，体細胞増殖の両方に関わる

榊oo1遺伝子の解析中山直弘⑧足立欣已⑧中川　強⑧

川向誠⑧松田英幸，農化，鎚：38．1995．

分裂酵母の8zκ2遺伝子の変異導入による機能解析

川向　誠⑧中川　強⑧松田英幸，農化，鎚　39．1995

大腸勘8輝遺伝子の酵母内での発現による異種ユビ

キノンの生成．岡田憲典函朱旭募⑧神谷康裕⑧鈴

木謙吾⑧中川　強⑧川向　誠⑧松田英幸⑧藤崎真吾⑧

西村行進⑧西野徳三，農化，髄：41．1995．

メタヒドロキシプロピオン酸分解に関わる大腸菌

肋肋遺伝子群の構造解析．矢倉美代⑧沖田健一㊥石

津尊明⑧中川強⑧川向誠⑧松田英幸爾TBugg，
農化，㊨⑬：43．1995．

シロイヌナズナのサイクロフィリン遺伝子のクロー

ニングおよび発現解析．中川　強⑧多田隈　圭⑧斉

藤武⑧芦田裕之⑧川向誠⑧松田英幸，農化，鯛

257．1995．

マダイ稚魚の元素組成に及ぼす絶食の影響．角田

出⑧村地四郎⑧佐藤利夫⑧黒倉寿，平成5年日本

水産学会年会講演要旨集，p．167．1994

Affm1ty　of　e1ectrom1grat1ng1ons1n　cat1on

exchange　membrane　KAwAGUcHI，A，and　T

SAT0，The45th　Amua1Meetmg　of　the　Intema－

t1ona1Soc1ety　of　E1ectrochem1stry　Abstr㎜，

p．57．1994．

ポリアルミニウム爾シリケート⑧サルフェートによ

る藻類除去と残留アルミニウムの挙動．秋葉道宏⑧

佐藤利夫⑧高崎みつる⑧相川明宏，浜辺順彦，坂本

功，第29回日本水環境学会講演集，叫150．1994

水産加工廃水を含む下水の接触酸化処理角田　出⑧

高崎みっる樽熊谷博之⑧佐藤利夫，第29回日本水環

境学会講演集，p．220．1994．

高温好気プロセスに出現した高熱性細菌の自己分解

について上利圭弘働趨　敬淑爾佐藤利夫㊧森　忠

洋，第29回日本水環境学会講演集，皿329．1994

Rate－constants　est1mat1on　of　s1ze　reduct1on，

digestion　and　passage　of　rumen　digesta　parti－

c1es　in　sheep．IcHIN0HE，T．，K．UEDA，M．OKじ

B0and　Y　AsAHIDA，Proc　Soc　Nutr　Phys1o1

3　：15．1994－

Effect　of　ammon1at1on　and　soya－bean　mea1

supp1ementat1on　on　the　ut111zat1on　of　bar1ey

straw　by　sheep　MAwUENYEGAH，O　P，T　CH
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　　IBA，T，HARUM0T0and　T　FUJIHARA，Proc　Soc

　　Nutr．Physio1．認：26．1994－

55．Susta1ned－re1ease　mmera1bo1us　for　Ph111ppme

　　graz1nggoatsSERRA，AB，SDSERRA，E
　　A．0RDEN，L．C．CRUz　and　T．FUJIHARA，Proc．

　　Soc．Nutr．PhysioL3：86．1994

5αThe　effect　of　rumen　protozoa　on　the　urinary

　　excret1on　of　pur1ne　der1vat1ves1n　goats　FUJL

　　HARA，T，NOKA，MT0D0R0KIandKNん
　　KAMURA，Proα　Soc．Nutr．Physio1．3：234．

　　1994．

57．Effect　of　pur1ne　nuc1eos1de　supP1y　on　ur1nary

　　excret1on　of　punne　de11vat1ves1n　growmg　k1ds

　　FUJIHARA，T，N．0KA，M．T0D0R0KI　and　K．

　　NAKAMURA，Proc7th　Int　Symp　Prot　Meta－

　　bo1．NutL1995．

5＆Rum1na1so1ub111zat1on　of　se1ected　macromme－

　　ra1s　from　trop1ca1forages　SERRA，S　D，A

　　BSERRA，TIcH1lN’0HEandTFUJIHARA，J
　　An1m　Sc17書　1995

5臥　The　passage　kmet1cs　of　mgested　forage　part1c－

　　1es　from　the　rumen　of　sheep　IcHIN0HE，T，O

　　P　MAwUENYEG蛆and　T　FUJIHARA，Proc　of

　　Sate111te　symp　of　Wth　ISNH　p8．1995

60－Month1y　var1at1on1n　crude　prote1n，f1ber　frac－

　　t1on　and　mmera1compos1t1on　of　paragrass

　　andstargrassSERRA，AB，SDSERRA，E
　　AORDEN，LCCRUz，TIcHIN0HEandTF旺
　　JIHARA，Ann．Zootech．（SupP1L1；Proc．of　W　th

　　ISNH，C1ermontFerrand），幽　47．1995

61．Study　on　the　re1at1onsh1p　between　the　p1asma

　　osmot1c　pressure　and　concentrat1ons　of　some

　　metabo11tes　and　rummat1on　appearance　m　sh－

　　eep　FUJIHARA，T，K　NAKAMURA，T　IcHIN0HE

　　and　T．HARUM0T0，AnrL　Zootech．（SupP1．1；

　　Proαof　IVth　I．SN旺，C1ermont　Ferrand），鍋：

　　247．1995．

62．飼料中のエネルギーレベルがメンヨウの尿中PD排

　　泄量に及ほす影響中村一孝⑧藤原　勉⑧春本　直，

　　第89回日本畜産学会講演要旨，p59．1994

63．山羊における尿中プリン代謝物排泄へのプロトゾア

　　の影響．岡　紀江⑧轟　正好⑧中村一孝⑧春本直⑧

　　藤原　勉，第89回日本畜産学会講演要旨，p59．1994

64．加熱時間が異なる圧ぺん大豆の反窮胃内分解度．

65．

66．

67．

68．

69．

70．

1

2

3

4

5

新出昭吾⑧藤井保子⑧一戸俊義⑧藤原　勉，第89回

日本畜産学会講演要旨，p96．1994

イナワラヘの大豆粕補給が第　胃内における細胞壁

構成成分の分解性に及ほす影響ARUMINA　Far1an1⑧

LILI　War1y⑧藤原　勉⑧春本　直，第必回日本畜産

学会関西支部大会講演要旨，p．16．1994一

ホルスタイン育成牛の反揚胃内飼料片粒度別分画

におけるNDFおよびCP分布の経時変化一戸俊義⑧

杉谷かおる⑧古賀靖子⑧藤原　勉⑧春本　直，第44

回日本畜産学会関西支部大会講演要旨，p16．1994

新生ヤギにおける尿中PD排泄量．中村一孝⑧岡紀江⑧

轟　正好⑧藤原　勉，第44回日本畜産学会関西支部

大会講演要旨，p．23．1994．

血液浸透圧の変動と反努行動発現の関連にっいて．

藤原勉箇一戸俊義⑧春本直，第44回日本畜産学

会関西支部大会講演要旨，p24．1994

メンヨウの成長にともなう採食⑧反窮行動の変化．

千葉倫史⑧中村一孝⑧加藤淳子⑧春本　直⑧藤原

勉，第90回日本畜産学会講演要旨，p21．1994

反努胃内における飼料の比重変化．一戸俊義⑧宅野

正紀⑧天野香織⑨藤原　勉，第90回日本畜産学会講

演要旨，p21．1994

　　　　　　　　〔その他〕

A1anme　Dehydrogenase　from　a　Cyanobactenum，

P脆oη刎∂刎物Zψ〃醐榊　PCR　C1on1ng，Sequenc－

1ng，Express1on　and　Structura1Companson

w1th　Other　A1anme　Dehydrogenase　SAwA，Y，

Proceed1ngs　of　the7th　Intemat1ona1Semmar

SUBSEC．，pp．13－22．1994．

植物の代謝異常．柴田　均，東北大学遺伝生態研究

センター通信，鰍，1－2．1995

分裂酵母のRASカン遺伝子と情報伝達系川向　誠，

東呆生化学研究会助成研究報告集平成6年度版，pp

126＿129．

分裂酵母の有性生殖過程を支配するシグナル因子

（西本毅治代表「細胞周期」所収）．川向　誠，平成

6年度科学研究費補助金（重点領域）成果報告書，

pp．32－33．1995．

キチンを材料とする植物栽培用新素材の開発と応用

（高橋　徹代表「生物材料の環境浄化を目的とした

利用とその安全性に関する研究」所収）松田英幸，

平成6年度島根大学教育研究学内特別経費研究成果

報告書，pp蝸49．1995．
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6．ンリカ含有水酸アパタイト殺菌剤および殺菌処理法

　鈴木蕎⑧佐藤利夫，特許広報（A）平6－277673，

　pp－471－479

7。くすり⑧クスリ談議一ムカデの薬効について一．佐

　藤利夫，日本イオン交換学会誌，5：108．

8．情景に触発された汽水域への思い，そして「塩の壁⊥

　佐藤利夫，日本海水学会誌，蝸：174・175．

9．ワラ類のアンモニア処理がメンヨウの自由摂取量お

　　よび窒素出納におよぼす影響（高橋　徹代表「生物

　材料の環境浄化を目的とした利用とその安全性に関

　する研究」所収）　春本　直⑧藤原　勉⑧一戸俊義，

　平成6年度島根大学教育研究学内特別経費研究成果

　報告書，pp，38－42．1995

麗学部附属麗場

Un1vers1ty　Farms　Attached　t0

Facu1ty　of　Agricu1ture

伊　藤　憲　弘

Nor1h1ro　ITO

福　田　　　晟

Ak1ra　FUKUDA
宇津田　嘉　弘

Yosh1h1ro　UZUTA

内　藤　　　整

Hitoshi　NAITO

植　田　尚　文

H1safum1UEDA
青　木　宣　明

Nor1ak1AOKI
浅　尾　俊　樹

Tosh1k1ASAO

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．花卉編11一ボタンー　（「農業技術体系」所収）

　青木宣明，農山漁村文化協会，東尿，pp319｛33．

　1994．

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．Forcing　abi1ity　of　tree　peony　bred　and　se1ected

　1n　Sh1mane　Prefecture　A0KI，N，YSAKATA，H

　NIsHIK0URI　and　S　TsUNEMATsU，Acta　Hort1cu1－

　ture，3③7：85－93．1995．

2。スギ，ヒノキ樹皮廃材コンポスト化素材の水耕栽培

　用ベットヘの適応性の研究一スギ，ヒノキの樹皮ベッ

　　トの物性一．岩尾俊男⑧魏亜玲⑧林圭暁⑧藤浦

　建史⑧房薇⑧竹山光一⑧霜里康浩⑧浅尾俊樹，島

　根大農研報，鍋：53－60．1994．

3．野菜田自動選抜システムに関する研究一非接触によ

　　る苗の生長測定一．林圭暁⑧谷光⑧岩尾俊男⑧

　藤浦建史⑧竹山光一⑧浅尾俊樹，同，鑓：61－66．1994．

4．Phys1o1og1ca1response　to　sa11n1ty1n　r1ce　p1ant

　　VI　Induced　sa1トto1erance　by1ow　NaC1pretre－

　atment　B0NILLA，P，T　HIRAI，H　NAIT0and

　MTsUcHIYA，JPnJCropSc1，鯛266－272．
　1995．

　　　　　　　　　〔学会発表等〕

1．冷蔵の時期，期間および晶種の違いがブルーベリー

　促成鉢花の開花に及ぼす影響．青木宣明⑧植田尚文，

　農業生産技術管理学会誌，2（別1）15－16．1995

2．非接触によるトマト苗の選別に関する基礎研究

　谷　光⑧青木宣明⑧林　圭院⑧岩尾俊男⑧藤浦建史，

　農業生産技術管理学会誌，2（別1）3－4．1995
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3．植物成長調節物質および断根処理が夏季高温下にお

　　ける水耕トマトの生育および収量に及ぼす影響．浅

　尾俊樹⑧伊藤憲弘⑧細木高志⑧太田勝巳⑧遠藤啓太，

　　園学雑，碑（別1）：262263．1995．

4．砂地で黒大豆を栽培する試み．内藤整⑧坂本有加⑧

　今木　正，農業生産技術管理学会誌，望（別1）：17－

　　18．1995．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．水稲の低農薬栽培に関する生産生態学的基礎研究

　（松崎昭夫代表「水稲の低農薬栽培に関する生産生

　態学的基礎研究」所収）．福田　晟⑧山根研一⑧金

　塚　宏，平成7年度科学研究費補助金（総合A）研

　究成果報告書，pp．167－172．1995．

麗学部附属演習林

　　Un1yers1ty　Forests　Attached　t0

　　Facu1ty　of　Agr1cu1ture

　　　　瀧本義彦⑧新村義明
　　　　Yosh1h1ko　TAKIMOTO　Yosh1ak1SHINMURA

　　　　西野吉彦⑧山下多聞
　　　　Yosh1h1ko　NISHINO　　Tamon　YAMASHITA

1

2

3。

4．

5．

6．

7．

　　　　　　　　〔論　文〕

森林作業強度の測定方法に関する研究．瀧本義彦爾

黄　箭波⑧松原周信，島根大学農学部研究報告28

125＿130．　1994’

枝打ち機械使用後の感想のファソィ処理瀧本義彦⑧

黄箭波，森利研誌，て0（1）：57瑚，1995．

島根大学三瓶演習林の最上流域に設定された微小流

域における水文観測（3）．新村義昭，島根大学山

陰地域研究，”：25－27．1995．

縦振動及びたわみ振動による断面内不均質ボードの

振動特性董　玉庫⑧中尾哲也⑧田中千秋⑧高橋

徹⑧西野吉彦，木材学会誌，毎⑪（側　1302－1309．

1994

CCA処理木材およびその灰の冷水抽出物の摂取が

マウスに与える影響．西野吉彦⑧梅林寺幹和㊧中尾

哲也⑧田中千秋⑧高橋徹⑧中村嘉明⑧酒井温子露

平井和光，材料，榊　297301．1995

ホルマール化木材に吸着した水の誘電緩和　趨　広

傑爾西野吉彦⑧中尾哲也⑧田中千秋⑧高橋　徹，木

材学会誌，釧（7）677－682．1995

Exper1menta1Study　of　F1exura1V1brat1on　of

Wooden　Beams　by　Levinson　Beam　Theory．

NAKA0，T，CTANAKA，ATAKAHAsHI，YNIsHIN0，
Jouma1of　Vibration　and　Acoustics，117：378－

380．1995．

　　　　　　　　　〔学会発表等〕

1．床衝撃音低減に関する研究．ALC板，ゴムシートに

　　よる遮音効果，およびタイヤ連続落下による重量衝

　撃音源の測定．大野省三，中尾哲也，高橋　徹，田

　　中千秋，西野吉彦，伊藤仁俊，第45回日本木材学会

　大会発表要旨集，p．45．1995．

2．処理した木材の超音波領域を含む振動特性程　鵬⑧

　　中尾哲也⑧西野吉彦⑧田中千秋面高橋　徹⑧矢野浩

　之，第45回日本木材学会大会発表要旨集，p113，
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　　1995．

3．ENFによるモード皿のモーメントテンソル解析．

　　中尾哲也⑧西野吉彦⑧田中千秋⑧高橋　徹，第45回

　　日本木材学会大会発表要旨集，p123．1995

4．断面内不均質材のねじり振動に関する研究．董玉

　庫⑧中尾哲也⑧西野吉彦⑧田中千秋⑧高橋　徹，第

　45回日本木材学会大会発表要旨集，p143．1995

5．木材加工機械のファジー制御の研究（I）．木工用

　帯鋸の鋸変位のファソー制御について　黄　箭波㊧

　　田中千秋⑧中尾哲也⑧西野吉彦箇高橋　徹，第45回

　　日本木材学会大会発表要旨集，p187．1995

6．セルロースの広幅プロトンNMRスペクトル．西野

　吉彦⑧中尾哲也⑧田中千秋⑧声橋　徹第45回日本

　木材学会大会発表要旨集，p327．1995

新任教官

1

2

3

小　池　浩　郎

K01ch1ro　KOIKE

　　　　　　　　〔著　書〕

エントロピー派の経済学（石井慎二編「経済学⑧入

門」所収）小池浩郎，J　I　C　C出版局，東京，

pp．168－175．1990．

日本の森林をとうする論争（石井慎二編「農業大論

争」所収）小池浩　郎，J　I　C　C出版局，東示，

pp．158－168．

森林⑧木材の資源環境勘定一タイの事例一（藤崎成

昭編「環境資源勘定と発展途上国」所収）　小池浩

一郎，アジア経済研究所，東足，pp157－167．1994

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．森林⑧林業の評価手法　小池浩一郎，林政総合調査

　　研究所，pp．1毛2．1986．

2．都市近郊林の整備及び利用　堀繁り』＼池浩一郎，林

　　政総合調査研究所，pp．149．1987．

3．燃料と素材が核心一日本の森林を活用する地球環境

　　問題への貢献一　林業経済，鰯，15－21．1990

4．林価算法の経済学的考察　小池浩一郎，林業経済研

　究，117，59－61．1990．

5．きのこ類の需給と山村振興小池浩郎，林政総合
　調査研究所，pp．1－56．1991．

6．環境統計の現状一森林についての資源⑧環境勘定体

　　系を中心に一　小池浩　郎，造園雑誌，55（毎），336－

　339．　1992．

7．流域と森林林業　小池浩　郎，林政総合調査研究所，

　pp．1－39．　1992．

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．マレーソア国サハ州ベンコカ地区造林入植調査報告

　　書．八木久義⑧小池浩一郎他3名，国際協力事業団，

　　pp．93－104．　1983．

2．パプアニューギニア国⑧クロムウェル林業開発基礎

　　二次調査報告書　河井義行⑱小池浩　郎他4名，国

　　際協力事業団，pp29－34，106－110．1984

3．ウルクアイ東方共和国造林木材利用計画調査報告書

　　中野実，小池浩一郎他3名，国際協力事業団，pp．

　89＿109，399＿402．　1987．

4．Tanzan1a　Forestry　Act1on　P1an　SK00G，D，K
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5．

6．

7．

8．

9．

10．

KoIKE他17名，タンザニア国土地天然資源観光省，

pp．1－128．　1989。

森林活力調査（その2）報告書（平成2年度）．

池浩一郎他，林野庁，pp．1イ8．1991．

森林活力調査（その2）報告書（平成3年度）．

池浩一郎他，林野庁，pp．1－77．1992．

森林活カ調査（その2）報告書（平成4年度）．

小

小

山

本伸幸⑧小池浩一郎他1名，林野庁，pp．123．1993．

森林の公益的機能の評価検討調査報告書　小池浩

郎他，農林水産省，pp．1ぴ18，199ユ

外材伐採長期予測モテル開発事業報告書　小池浩

郎他，林野庁，pp．79－90，199a

流域別の森林活力増進指針の設定に関する調査（そ

の2）報告書　小池浩　郎他，林野庁，pp1－46，

199全

井　藤　和　人

Kazuh1to　ITOH

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．腐植物質（土の世界編集グループ編「土の世界」所

　収）．井藤和人，朝倉書店，pp．48－49．1990．

1．

3

4．

5．

6．

7．

8．

9．

　　　　　　　　〔学術論文〕

Degradat1on　of　organophosphorus　1nsect1c1de

sa1ithion　in　soi1s．　IT0H，　K二，J．Pesticide　Sci．，

15：561－566．1990．

Stereose1ect1ve　degradat1on　of　organophosPhorus

msect1c1de　sa11th1on　m　up1and　s011s　IT0H，K，

J．Pesticide　Sci．，個：35－40．1991．

Character1st1cs　of　m1crof1ora　degrad1ng1nsect

1c1de　sa11th1on　1n　so11IT0H，K，J　Pest1c1de

Sci．，16：77－83．1991．

Stereose1ect1ve　metabo11sm　of1nsect1c1de　sa11－

th1on　by　λgm6ooねη〃伽　sp　and　λα〃功o6αo彪γ

sp1so1ated　from　s011　IT0H，K，J　Pest1c1de

Sci．，16：85－91．1991．

Metabo11sm　of　fen1troth1on，parath1on　and

cyanophos　　by　　1so1ated　　sa11th1on・degrad1ng

bacteria　from　soi1．IT0H，K”J．Pesticide　Sci．

16：97＿1OO，1991．

A　se1ect1ve　p1at1ng　method　to　enumerate　target

m1croorgamsms1n　an　env1ronment　NAKAMURA，

Y，K　IT0H，N　MIKAMI，T　MATsUDA，R　KIKUcHI，

MMATsUo，HYAMADAandJMIYAM0T0，J
Gen．App1．MicrobioI”37：85つ2．1991．

殺虫剤サリチオンの土壌および土壌微生物による立

体選択的な代謝爾分解に関する研究．井藤和人，名

古屋大学学位論文，pp1－139．1991

Compar1son　of　two　methods　of　preparat1on

of　hum1c　and　fu1v1c　ac1ds，IHSS　method　and

NAGOYA　method　KUwATsUKA，S，A　WATA
NABE，K．IT0H　and　S．ARAI，Soi1Sci．P1ant

Nutr．，38：23－30．1992．

Compar1son　of　the　compos1t1on　of　hum1c　and

fu1v1c　ac1ds　prepared　by　the　IHSS　method　and

NAGOYA　method　WATANABE　A，K　IT0H，

S　ARAI　and　S　KUwATsUKA，S011Sc1　P1ant
Nutr．，卑O：601－608．1994．
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1O．Character1st1cs　of　m1crof1ora　degrad1ng　fung1－

　　cide　to1c1ofos－methy1in　soi1and　stereose1ecti

　　y1ty1n　demethy1at1on　react1on　by　m1croorgan

　　1sms1so1ated　from　s011　IT0H　K，A　KoUN0，

　　KNAMBU，TKAT0，Fresen1usEnv1rBu11，　3
　　in　press．

phorus　fung1c1de　R1zo1ex　by　　fung1　1so1ated

from　so11K0N0，A，K　IT0H，N　MIKAMI　and

T　KAT0，8th　IUPAC，ICPC　Abstracts，1，178．

1994．

農薬の嫌気的環境における代謝分解井藤和人，農

薬環境科学研究，29－18．1994

　　　　　　　　　〔学会発表等〕

1．異なる方法で調製された腐植酸およびフルボ酸の化

　学的性質の比較．鍬塚昭三，井藤和人，新井重光，熊

　　田恭一，日本土壌肥料学会講演要旨集，30：11．

　1984＝．

2．国際腐植学会で定めた土壌腐植試料調製法の日本の

　土壌への適応性鍬塚昭三，井藤和人，新井重光，熊

　田恭一，日本土壌肥料学会講演要旨集，30：308．

　1984．

3．土壌フルボ酸のXAD－8樹脂により分画された2画分

　　の化学的性質の比較井藤和人，鍬塚昭三，日本土壌

　肥料学会講演要旨集，訓：308．1985．

4．有機リン光学異性体の土壌における代謝⑧分解．井

　藤和人，三上信可，松田　正，日本農薬学会第13回大

　会講演要旨集，p24．1988．

5．光学活性有機リン殺虫剤サリチオンの土壌微生物に

　　よる代謝⑧分解井藤和人，日本農薬学会第15回大

　会講演要旨集，p．135．1990．

6．水田土壌におけるプラスミドの接合伝達性．井藤和

　人，三上信可，日本土壌肥料学会講演要旨集，37：

　47．1991．

7．リゾレックスの好気土壌中および嫌気水系土壌中で

　　の代謝⑧分解．井藤和人，三上信可，松尾昌季，日本

　農薬学会第18回大会講演要旨集，p117．1993

8．殺菌剤トリクロホスメチル（リゾレックス）の土壌

　単離微生物による立体選択的脱メチル化河野明子，

　井藤和人，三上信可，加藤　隆，日本農薬学会第19回

　大会講演要旨集，p．125．1994．

9．p一クレゾール（殺菌剤リゾレックスの中間代謝物）

　　の嫌気的水一土壌中における代謝⑧分解．小高里香，

　井藤和人，三上信可，加藤　隆，日本農薬学会第19回

　大会講演要旨集，p．136．1994

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．地球環境保全への安全性研究．三上信可，井藤和人，

　加藤　隆，住友化学，特集号，pp．16＆173．1994

2．Stereose1ect1ve　demethy1at1on　of　organophos一
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鹿　取　悦　子

Etsuko　KATORI

吉　延　匡　弘

Masah1ro　YOSHINOBU

　　　　　　　　　　〔著　書〕

1．割箸　一外食産業の拡大にのって一（岩井吉弥編著

　「新⑧木材消費論」所収）兼友素子曾鹿取悦子，日

　本林業調査会，東呆，pp201－232．1994

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．芦生演習林の施業の変遷鹿取悦子，日本林学会論

　文集，欄：155－158．1992．

2。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，榊2326．1993

3．割箸産業の構造分析（皿1）流通⑧消費．鹿取悦子⑧

　兼友素子，日本林学会論文集，悩27－28．1993

4．鹿児島県の竹産業の構造．鹿取悦子㊥岩井吉彌，京

　都大学農学部演習林報告，6676伽，1994

　　　　　　　　　　〔その他〕

1．第1皿編　新しい木材の使われ方　第4章　割箸の産

　業構造（「京都府産材フラント化促進事業委託調査

　報告書」所収）．鹿取悦子，京都府⑧京都大学農学

　部林学科森林経理学研究室，pp79刃8．1993

1．

2．

3

4

5．

　　　　　　　　〔論　文〕

Water　and　Mo1sture　Sorpt1ve　Propert1es　of

Some　Ce11u1os1c　Graft　Copo1ymers　YosHIN0BU，

M．，M．M0RITA，and　I．SAKATA，Sθ〃Gαん肋づ8肋，

毎7（2），102－108．1991．

Porous　Structure　and　Rheo1ogica1Proterties

of　Hydroge1s　of　H1gh1y　Water－Absorpt1ve

Ce11u1ose　Graft　Copo1ymers．YosHIN0BU，M．，M．

M0RITA，and　I　SAKATA，ノ＝λ妙Z　POZ㈱Sα，

蝸（5），805－812．1992．

Effect　of　Neutra1Sa1t　and　pH　on　the　Swen1ng

of　Ce11u1osic　Super　Wateトabsorbent．YosHIN0－

BU，M，MM0RITA，MHIGUcHI，andISAKATA，
Sθ舳Gαん肋乞8肋．，鵯（5），225－231．1993．

Effect　of　the　Mo1ecu1ar　Chain　Length　of　Ce11u

1ose　Trunk　Po1ymerr　on　the　Swe11ing　Behavior

of　Ce11u1ose　Graft　Copo1ymer．YosHIN0BU，M．，

M　M0RITA，M　HIGUcHI，and　I　SAKATA，Sθ〃
Gαん肋づs肋．，5⑪（7），263－268．1994．

Morpho1og1ca1Study　of　Hydroge1s　of　Ce11u1os1c

Super　Water　Absorbents　by　CRYO－SEM　Obse－

rvat1on　YosHIN0BU，M，MM0RITA，M　HIGUcHI，
and　I．SAKATA，∫　λ力ゆム　1⊃；o々〃η．　So乞”　53（蟹），

1203＿1207．1994．

　　　　　　　　　〔学会発表等〕

1．高吸水性材料としてのセルロース系グラフトポリマー．

　　吉延匡弘，林伸一，坂田　功，第39回日本木材学

　会大会，研究発表要旨集，p－323．1989．

2．パルプ，紙あるいは不織布を基材とする高吸水性材

　　料林　伸一，吉延匡弘，坂田　功，第39回日本木

　　材学会大会，研究発表要旨集，p398．1989

3．各種セルロース系グラフトポリマーの高吸水性材料

　　としての性質吉延匡弘，森田光博，坂田　功，平

　成元年度繊維学会秋季研究発表大会，繊維学会予稿

　集，1989（F），F－54．1989．

4．セルロース系高吸水性材料のヒドロゲルの物性吉

　延匡弘，森田光博，坂田　功，第40回日本木材学会

　大会，研究発表要旨集うp．442．1990．

5．高吸水性セルロースグラフトポリマーの含水ゲルの

　多孔構造と粘弾性⑧吉延匡弘，森田光博，坂田功，
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　　第41回日本木材学会大会，研究発表要旨集，p260．

　　1991．

6．高吸水性セルロースグラフトポリマーの膨潤特性と

　　ハイトロゲルの多孔構造吉延匡弘，森田光博，坂

　　田　功，平成3年度繊維学会秋季研究発表会，繊維

　　学会予稿集1991（F），F－137．1991．

7．高吸水性セルロースグラフトポリマーの含水ゲルの

　　構造吉延匡弘，森田光博，坂田　功，第42回日本

　　木材学会大会，研究発表要旨集，p283．1992

8．高吸水性材料としてのセルロース系グラフト共重合

　　体一ハイドロゲルの物性および構造一。吉延匡弘，

　　森田光博，樋口光夫，坂田　功，第29回日化学関連

　　支部合同九州大会，講演予稿集，p．57．1992．

9。高吸水性セルロースグラフトポリマーの吸水挙動．

　　吉延匡弘，森田光博，樋口光夫，坂田功，平成4年

　　度繊維学会秋季研究発表会，繊維学会予稿集1992

　　（F），F－140．1992．

1O．　Synthesis　and　Properties　of　Ce11u1osic　Super

　　Water－Absorbents．YosHIN0BU，M．，M．M0RITA，

　　M．HIGUcHI，and　I．SAKATA，Pゆ伽おげ1993

　　K㈱肋曲伽／P〃∫鮒幻θoη〃α舳畑械S㈱
　　カo∫づ〃肋oκ1丑gんPoZ妙ηθヅs　（6玄κ）　＆F必9κs　（48κ），

　　pp．23－24．1993．

11．高吸水性材料としてのセルロース系グラフト共重合

　　体一水溶性ヒドロキシエチルセルロースを基材とす

　　る共重合体一　吉延匡弘，森田光博，樋口光夫，坂

　　田　功，第43回日本木材学会大会，研究発表要旨集，

　　p．193．　1993．

12．高吸水性材料としてのセルロース系グラフト共重合

　　体一吸水性に及ほす幹ポリマーの影響一吉延匡弘，

　　平郡知子，森田光博，樋口光夫，第44回日本木材学

　　会大会，研究発表要旨集，p．544．1994．．

13．高吸水性セルロースグラフト共重合体．第18回九州

　　紙パルプ研究会（招待講演），講演要旨集，p．3．1994

14．高吸水性材料としてのセルロース系グラフト共重合

　　体一膨潤における幹ポリマーの挙動一　吉延匡弘，

　　森田光博，樋口光夫，第45回日本木材学会大会，研

　　究発表要旨集，p－292，ユ995

15．セルロース系吸水性ポリマーの吸水膨潤挙動．吉延

　　匡弘，第32回化学関連支部合同九州大会（招待講演），

　　講演予稿集，p．21．1995．

池　田　　　泉

IZumi　IKEDA

　　　　　　　　　　〔論　文〕

1．　Preparation　of　opticauy　active　（R）一and　（S）一

　auene－1，3－d1carboxy1ates　and　the1r　asymmetr1c

　　cyc1oadd1t1on　react1ons　w1th　cyc1opentad1ene

　　Aso，M，IIKEDA，TKAwABE，MSHIR0and
　K．KANEMATsU，Tetrahedron　Lett．，鑓：5787－5790．

　　1992．

2．Synthes1s　of　opt1ca11y　act1ve　a11ene－1，3・d1carboxy－

　1ates　and1ts　asymmetr1c　cyc1oadd1t1on　react1ons

　　1ead1ng　to　enant1ose1ect1ve　synthes1s　of　cyc1o－

　sarkomycmIKEDA，I，MAsoandKKANEMATsU，
　J．Pharmacobio－Dyn．，15：s－48．1992．

3．Structure　of　theθ〃o1：1adduct　by　asymmetric

　　cyc1oadd1t1on　react1ons　of　opt1ca11y　act1ve四）一

　　a11en←1，3－d1carboxy1ate　w1th　furan　determmat1on

　　of　its　abso1ute　configuration　by）しray　ana1ysis．

　IKEDA，I，AG0ND0，MSHIR0andKKANEMATsU，
　Heterocyc1es，鎚：2669－2672．1993．

4．A㏄ess　to　an　optica11y　pure　cyc1osarkomycin

　by　conversion　of　theθ〃do　adduct　of（R）一a11ene

　　1，3－d1carboxy1ate　and　cyc1opentad1ene　IKEDA，

　I．and　K．KANEMATsU，J．Chem．Soc．，Chem．

　Commun，pp453－454．1995

5．Stud1es　on　asymmetr1c　cyc1oadd1t1on　react1ons

　of　opt1ca11y　　act1ve　　a11ene－1，3－d1carboxy1ates

　池田　泉，九州大学大学院薬学研究科博士論文，

　1995．

1

2

3

4

　　　　　　　〔学会発表等〕

光学活性アレン酸ジエステルの合成と反応性．麻生

真理子⑧池田　泉蝪兼松　顯，日本薬学会第110年

会講演要旨集2，p．8．1990．

シクロザルコマイシンのエナンチオ選択的合成の検

討麻生真理子⑧池田泉⑧兼松顯，日本薬学会
九州支部大会講演要旨集，p．85，199α

シクロザルコマイシンのエナンチオ選択的合成．麻

生真理子⑧池田　泉璽兼松　顯，日本薬学会第111

年会講演要旨集2，p．36．1991．

光学活性アレン酸ジエステルの合成と不斉環状付加

反応：特にクロザルコマイシンのエナンチオ選択的

合成池田　泉⑧麻生真理子⑧兼松　顯，第17回反
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　　応と合成の進歩シンポジウム講演要旨集，pp．261－

　　265．1991．

5．シクロザルコマイシン関連化合物の合成池田泉⑧

　　麻生真理子⑧兼松　顯，日本薬学会第112年会講演

　　要旨集2，p．23．1992．

6．シクロザルコマイシン関連化合物のエナンチオ選択

　　的合成．池田　泉⑧麻生真理子⑧兼松　顯，日本薬

　　学会九州支部大会講演要旨集，p82．1992．

7．光学活性アレン酸ジエステルを用いたフランとの不

　　斉Die1s－A1der反応．池田　泉⑧権藤玲恵⑧兼松

　　顯，日本薬学会第113年会講演要旨集2，p28．1993

8．光学活性アレン酸ジェステルの不斉Die1＄A1der反

　　応および付加体の構造変換．池田　泉⑧河部　剛⑧

　　兼松顯，日本薬学会第113年会講演要旨集2，p66．

　　1993．

9．αs－Tr1kentr1n　Bのエナンチオ選択的合成法の検

　　討．李磨世⑧河部　剛⑧池田　泉⑧兼松顯，第

　　19回反応と合成の進歩シンポジウム講演要旨集，

　　p．130－134．1993．

1O．光学活性アレン酸（十）一ジメンチルエステルと3，4一

　　ンベンソルオキソフランとの不斉D1e1s－A1der反応

　　池田　泉・権藤玲恵⑧兼松　顯，日本薬学会九州支

　　部大会講演要旨集，p．4．1993．

11．光学活性アレン酸デエステルをキラル素子とする6紅

　　Tr1kentnn　Bの不斉合成池田　泉⑧河部　剛⑧

　　兼松顯，日本薬学会九州支部大会講演要旨集，p

　　5．1993．

12．光学活性アレン酸G）一ジメンチルエステルとフラン

　　との不斉Die1s－A1der付加体を合成素子とした（一）一

　　シキミ酸の合成．池田　泉⑧権藤玲恵⑧兼松　顯，

　　日本薬学会第114年会講演要旨集2，p44．1994

13．光学活性アレン酸ジエステルの軸性不斉を活用した

　　Die1＄A1der付加体の化学変換池田　泉⑧河部　剛⑧

　　森　清香⑧兼松　顯，第20回反応と合成の進歩シン

　　ポジウム講演要旨集，p．210－214．1994．

14．Asymmetr1c　D1e1s－A1der　react1ons　ofopt1ca1ly　act1ve

　　anene1，3－d1carboxy1ates　w1th　cyc1opentad1ene　and

　　synthet1capP11cat1onof1tsadductIKEDA，I，T

　　KAwABE，S．M0RI　and　K．KANEMATsU，The　Fourth

　　Tohwa　University　Intemationa1　Symposium

　　Abstruct　Papers，pp－13｝138．1994．

15．光学活性アレン酸ジエステルを合成素子とするシク

　　ロザルコマイシンの不斉合成．池田　泉⑧兼松　顯，

　　日本薬学会九州支部大会講演要旨集，p1O1．1994

16．光学活性アレン酸（十）一ジエステルとフランとの不

　　斉D1e1s－A1der付加体の化学変換池田　泉⑧真木貴

　　子⑧兼松　顯，日本薬学会第115年会講演要旨集2，

　　p．32．1995．
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田　中　克典

Katsunor1TANAKA

　　　　　　　　　　　〔論文〕

1．The　mteract1on　of　RepC　m1t1ator　w1th1terons

　　1n　the　rep11cat1on　of　the　broad　host－range

　　p1asm1d　RSF1010　MIA0，D－M，H　SAKAI，S

　　OKAM0T0，K．TANAKA，M．0KUDA，Y．H0NDA，

　　TK0MAN0andMBAGDAsARIAN，〃〃oZθκλαds
　　1～θ8．，豆3：3295－3300．1995．

2．Funct1ona1d1st1nct1on　among　structura1subse

　　ct1ons　m　the　spec1f1c　prm1ng　s1gna1for　DNA

　　rep11cat1on　of　the　broad　host－range　p1asm1d

　　RSF1O1O　MIA0，D－M，H　SAKAI，K　TANAKA，

　　YH0NDA，TK0MAN0andMBAGDAsARIAN，
　　一8乞080え　3づo広θoん．13づoo〃θ刎．，　5⑬：920－921．1995．

3．Comparat1ve　ana1ys1s　of　funct1ona1and　struc

　　tura1features1n　the　pr1mase－dependent　pr1m

　　ng　s1gna1s，G　s1tes，from　phages　and　p1asm1ds

　　TANAKA，K．，T．R0GI，H．HIAsA，D．M．MIA0，Y．

　　H0NDA，N　NOMURA，H　SAKAI　and　T　K0MAN0，

　ノニ1ヲαoあθれo1．て7蘭：3606－3613．1994．

4．Funct1ona1d1fference　between　the　two　oppos1－

　　te1y　or1ented　pr1m1ng　s1gna1s　essent1a1for　the

　　1n1t1at1on　of　the　broad　host－range　p1asm1d　RSF

　　1010DNA　rep11cat1on　TANAKA，K，K　KIN0，

　　Y　TAGUcHI，D－M　MIA0，Y　H0NDA，H　SAKAI，

　　TK0MAN0andMBAGDAsARIAN，ルoZθz〇五〇
　　づ∂s　Rθs．2望：767－772．1994．

5．Funct1ona1features　of　oηγof　the　broad　host

　　range　p1asm1d　RSF1O1O　m　Ps刎do閉o〃αsαθγ〃一

　　卯〃osα　H1gash1，A，H　SAKAI，Y　H0NDA，K

　　TANAKA，D．M．MIA0，T．NAKAMURA，Y．TAGU－

　　cHI，TK0MAN0andMBAGDAsARIAN，PZα8舳d
　　31：196＿200．1994．

6．A．base－pairedhairpinstructureessentia1for

　　the　funct1ona1pr1m1ng　s1gna1for　DNA　rephca－

　　t1on　of　the　broad　host　range　p1asm1d　RSF1010

　　MIA0，D－M，Y　H0NDA，K　TANAKA，A　HIGAsHI，

　　T　NAKAMURA，Y　TAGUcHI，H　SAKAI，T　K0MAN0

　　and　M　BAGDAsARIAN，〃〃oZθκλαds　Res盟14900－

　　4903．1993．

7．Mutat1ona1ana1ys1s　of　the　spec1f1c　prmmg　s1g－

　　na1essent1a1for　DNA　rep11cat1on　of　the　broad

8

9

host－range　p1asm1d　RSF1010H0NDA，Y，T　AKL

0KA，S　TAKEBE，K　TANAKA，D－M　MIA0，A　HI－

GAsHI，TNAKAMURA，YTAGUcHI，HSAKAI，T

K0MAN0andMBAGDAsARIAN，FEBSム嚇㈱鎚毎
：67－70＿4903．1993．

DnaG－dependent　pr1m1ng　s1gna1s　can　subst1tute

for　the　two　essent1a1DNA1n1t1at1on　s1gna1s

m　oηγof　the　broad　host－range　p1asm1d　RSF

1010H0NDA，Y，TNAKAMURA，KTANAKA，

AHIGAsHI，HSAKAI，TK0MAN0andMBA－
GDAsARIAN，　1V〃oZθκ　　λαds　Rθ3　　2⑪1733－1737．

1992．

Structura1and　funct1ona1features　of　c1s・act1ng

sequences　m　the　bas1c　rep11con　of　p1asm1d　Co

1Ib－Pg　TANAKA，K，H　SAKAI，Y　H0NDA，T

NAKAMURA，AHIGAsHIandTK0MAN0，〃〃oZ
θたλo〃s　Res．望⑪：2705－2710．1992．

10　Funct1ona1d1v1s1on　and　reconstruct1on　of　a　p1

　　asm1d　rep11cat1on　or1g1n　Mo1ecu1ar　d1ssect1on

　　of　the　or1V　of　the　broad－host－range　p1asm1d

　　RSF1010H0NDA，Y，HSAKAI，HHIAsA，K

　　TANAKA，TK0MAN0andMBAGDAsARIAN，
　　Pmα〃α払λoα工Soづ．USA88：179－183．1991．

11．

12．

13．

1

P1asm1d　Co1Ib　contams　an　ss1s1gna1c1ose　to

the　rep11cat1on　ong1n　TANAKA，K，T　SAKAI，

YH0NDA，HSAKAIandTK0MAN0，PZαs閉〃
黎5125＿130．1991

Mutat1ona1ana1ys1s　of　the　prmer　RNA　temp

1ate　reg1on　1n　the　rep11cat1on　or1g1n　（oηo）　of

bacter1ophage　G4　Pr1m1ng　s1gna1recogn1t1on

by　Eso加ηo肋αoo〃pr1mase　HIAsA，H，H　SA

KAI，K．TANAKA，Y．H0NDA，T．K0MAN0，and
G．N．Godson，Gene幽：9－16．1989．

D1st1nct　funct1ona1contr1but1ons　of　the　three

potent1a1secondarystructuresmthephageG
4or1g1n　of　comp1ementary　strand　synthes1s

HIAsA，H，K　TANAKA，H　SAKAI，K　YosHIDA，

Y．H0NDA，T．K0MAN0，and　G．N．Godson，Gene
8毎：17＿22．1989．

　　　　　　　　　〔学会発表〕

プラスミドCo1Ibのミニプラスミドからの一本鎖上

DNA合成開始ソクナルの単離　田中克典⑧境　哲

也⑧酒井　裕⑧駒野　徹，第34回日本農芸化学会，
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　　1990．

2．プラスミドCo1Ibのssiシグナルとプライマーゼ依存

　　型SSiシグナルの単離とその機能．田中克典⑧日浅

　　洋⑧境哲也⑧酒井裕⑧駒野徹，第63回日本生

　　化学会，1990．

3．プラスミドCoubのssiシグナルの単離とその機能．

　　田中克典，境哲也，酒井裕，駒野徹，第13回

　　日本分子生物学会，1990

4．プラスミドCo1Ibのssiシグナルの単離とその機能．

　　田中克典，酒井　裕，駒野　徹，第35回日本農芸化

　　学会，1991．

5．G4型一本鎖上DNA合成開始（ssi）シグナルの機能頷

　　域の検索　田中克典，酒井裕，櫓木智裕，日浅

　　洋，野村信夫，駒野　徹，第14回日本分子生物学会，

　　1991．

6．プラスミドCo1Ibの複製開始領域の解析．田中克典，

　　酒井裕，駒野　徹，第14回日本分子生物学会，

　　1991．

7．G4型一本鎖上DNA合成開始（ss1）シクナルに関する

　　研究　田中克典，櫓木智裕，日浅　洋，酒井　裕，

　　野村信夫，駒野　徹，第36回日本農芸化学会，1992．

8．広宿主域プラスミトRSF1010のDNA複製開始機構

　　二っのプライミングシグナルの機能的役割．田中克

　　典，木野孝一，田口善智，東　明久，中村敏昭，本

　　田与一，酒井　裕，駒野　徹，第37回日本農芸化学

　　会，1993．

9．広宿主域プラスミトRSF1010のDNA複製開始機構

　　複製開始タンパク質RepCの作用機構．田中克典，

　　奥田元美，酒井　裕，駒野　徹，第66回日本生化学

　　会，1993．

岨広宿主域プラスミドRSF1O1Oの複製開始因子RepC

　　蛋白質の機能解析．田中克典，奥田元美，酒井裕，

　　駒野　徹，第16回日本分子生物学会，1993二

11．プラスミドR100が有するG　site（DNA合成開始シ

　　グナル）の必須領域．田中克典，酒井　裕，日浅

　　洋，櫓木智裕，野村信夫，駒野　徹，第16回日本分

　　子生物学会，1993

12．広宿主域プラスミドRSF1010の複製開始因子RepC

　　タンパク質の機能解析．田中克典，奥田元美，酒井

　　裕，駒野　徹，第41回日本生化学会近畿支部例会，

　　1994．

1a分裂酵母の複製オリジン結合タンパク質の同定．田

　　中克典，村上洋太，J且Sα〃o加z，J．A．H肋θ榊伽，

　　駒野　徹，伊藤晃明，J肋舳倣，第17回日本分子

14．

15．

生物学会，1994

Smg1e　Strand　DNA　In1t1at1on　S1gna1s　from

Bacter1ophage　and　P1asm1ds　SAKAI，H，H　HIAsA

Y．H0NDA，K．TANAKA，and　T．K0MAN0；IUMS

Congress：Bacterio1ogy　and　Myco1ogy　Osaka，

Japan　Program　and　Abstracts，p．194．1990．

Mo1ecu1ar　mechamsms　of　the　m1t1at1on　events

m　DNA　rep11cat1on　of　the　broad　host　range

p1asm1dRSF1010SAKAI，H，KTANAKA，DM
MIA0，M．0KUDA，Y．H0NDA，M．Bαg∂伽α物〃and

T　K0MAN0，P1am1d　B1o1ogy’94．1994


