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卒業論文

●環境生態学科

0511029　	 山本　唯人	 藻類が繁茂する環境水のエストロゲン活性物質の安定性と構造解析
0811027　	 升方　拓郎	 鈴鹿山脈御池岳でのニホンジカによる食圧下の植生分布
1011002　	 伊吹　梨沙　　琵琶湖における栄養塩制限に対する植物プランクトンの生理的応答
1011003　	 岩井美咲子　　異なる森林流域における脱窒量の定量および脱窒発生条件の解析
1011004　	 岡本　健吾　	 淡水性コイ科の近縁な種であるオイカワ・ヌマムツ・カワムツの生息場所選択
1011005　	 小倉　伸介	 野菜がもつ変異原性と虫害の程度との関係
1011006　	 片岡　寛大　	 琵琶湖水中における溶存有機物の光分解に与える金属イオンの影響
1011007　	 川渕衣里子　	 年輪への水銀取り込みメカニズムと年輪中水銀を用いた環境汚染史の解明
1011008　	 川村　湧也　	 森林流域から流出するNO3 −Nの起源別定量評価
1011010　	 小番　成将　	 ナラ枯れによるギャップの形成が森林土壌の環境形成機能に与える影響
1011011　	 後藤　　達　	 琵琶湖に流入する河川の河口堆積物を用いた化学分析による近過去環境の復元と

指標の検討
1011012　	 澤山　奈里　　10代における体の柔軟性の変化と体の痛みの自覚症状
1011013　	 曽我部共生　　ミシシッピアカミミガメが彦根城中堀に自生するオニバス群落に与える影響の

検証
1011014　	 高岡　大暉　　イオンクロマトグラフィーを用いた淡水中微量正リン酸定量法の開発
1011015　	 高木　裕太　　衛星リモートセンシングを用いた琵琶湖におけるクロロフィルa濃度の測定
1011016　	 瀧川　裕介　　同所的に成育するサクラ３種の種子散布特性
1011017　	 谷川　浩司　　多波長励起蛍光光度計を用いた琵琶湖における各植物プランクトングループ生物

量の推定
1011019　	 中野　利昭　　滋賀県彦根市北川河口域の堆積物柱状試料を用いた過去30年の環境復元
1011020　	 中本　悠介　　三次元ビデオ撮影によるヤマトヒゲナガケンミジンコ Eodiaptomus japonicusの交

尾行動の解析
1011021　	 長畠　一平　　滋賀県彦根市松原および米原市磯のセタシジミ漁場における琵琶湖沿岸表層堆積

物の粒度の変遷
1011022　	 早崎　　誠　	 植物プランクトン起源クロロフィル蛍光強度の日周変動と光合成速度との関係
1011023　	 平藪　直樹　	 在来および外来被食魚に対するオオクチバスの捕食行動と餌選択
1011024　	 藤井　暢之　	 水田内におけるコミズムシ類の基礎生態と共存メカニズムの解明
1011025　	 真木　顕英　	 琵琶湖集水域における河川からの水銀流入過程と湖水中の水銀動態の解明
1011027　	 松本　佳海　	 野洲川における逐次抽出法による懸濁態リンの形態分析
1011028　	 丸野　慎也　	 琵琶湖南湖において水草群落が表層水に及ぼす影響
1011029　	 山下　貴大　	 環境こだわり農業が水田の植生に与える影響
1011030　	 吉田　明史　	 屋久島におけるヤクシカの採食圧が森林生態系の渓流水質に与える影響

●環境政策・計画学科

1012001　	 安積　晴香　	 女子大学生の国内旅行に対する意識の定量分析　―女子旅に着目して―
1012003　	 石田　　元　	 大学における永続的地域課題対処型事業の継続性の違いに関する活動状況の差異
1012004　	 稲葉　貴士　	 自治体の廃プラスチックリサイクルにおける独自ルートのリサイクルシステムの

実態把握・今後の在り方
1012005　	 入江　美穂　	 日本における森林認証紙普及に関する研究
　	 	 ―ＣｏＣ（加工流通過程の管理）認証に着目して―
1012006　	 岩穴口博美　	 温泉発電普及促進のための非経済障壁の分析
1012008　	 大谷　　緑　	 スーパーマーケットにおける畑買いによる規格外農産物の利用実態に関する研究
1012010　	 岡﨑　佳子　	 学校給食の完全米飯化の促進方法に関する研究
1012011　	 岡島　早希　	 航空機騒音に対する地域住民の意識を反映した空港周辺対策に関する研究
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　	 	 ―名古屋飛行場周辺地域を対象として―
1012012　	 岡村　友香　	 商店街における子育て支援の取組のあり方に関する研究
　	 	 ―京都三条会商店街を対象として―
1012014　	 小畑　　絢　	 子ども服交換会の実態把握に関する研究
1012016　	 上靏　裕紀　	 コミュニティサイクルの普及に向けた自転車政策の実態把握
1012019　	 久津輪　航　	 大都市圏周辺部における二次的自然の保全に関する研究
　	 	 ―京都府八幡市男山を事例として―
1012021　	 後藤　美希　	 共創の仕組みを持ったゲーム“ジオキャッシング”における参加者の活動の広が

り方に関する研究
1012024　	 清水　康平　	 自治体における事業系ごみへの搬入規制の実施実態把握と効果的な搬入規制方法

の提案
1012025　	 鈴木　雅大　	 販売実験による消費者の有機・減農薬野菜に対する追加的支払意志額の推計
　	 	 ―「野菜ソムリエの店のら」を対象として―
1012026　	 高杉　美咲　	 産業廃棄物税による産廃削減要因に関する分析
	 	 ―税創設時と見直し時の議論に着目して―
1012027　	 田中美由紀　	 中小企業による森づくり活動の現状と促進方法に関する研究
　	 	 ―栗東きょうどう夢の森プロジェクトを対象として―
1012028　	 千坂　文人　	 ＰＲＴＲ関連制度の化学物質排出量削減効果に関する定量的分析
1012030　	 辻本　　拳　　	パークアンドライドの普及に向けた利用実態の把握　―京都市を対象として―
1012032　	 中居　圭佑　	 琵琶湖の今後の汚濁負荷対策に関する研究者間の意見分布の把握
1012033　	 中田　沙羅　	 住宅用太陽光発電システム導入に対する補助金制度の有効性に関する研究
1012034　	 中西　完爾　	 地熱発電所新規開発に向けた地表調査着手段階の合意形成阻害要因の抽出
　	 	 ―磐梯地域を対象として―
1012035　	 中西　　悠　　	魚のゆりかご水田プロジェクトの実施水田面積を拡大するために有効な方策の

検討
1012036　	 野呂　健斗　	 道路インフラ維持における協働型道普請活動の財政負担軽減効果の把握状況と社

会的効果の認識
1012037　	 播磨　咲織　	 リサイクル製品認定制度における審査の実態と申請・認定件数の違いの要因に関

する研究
1012038　	 松﨑　有紀　	 エネルギー需給政策決定過程における持続可能性評価の日英比較
1012039　	 南　　貴裕　	 商店街における色彩介入による地域住民のまちなみへの意識変化
1012040　	 宮下　知己　	 テキストマイニングによる大規模パブリックコメントの分析手法の開発
　	 	 ―「『エネルギー・環境に関する選択肢』に対する御意見の募集」を対象として―
1012041　	 宮元　大輝　	 公共圏としての市民研究員制度のあり方に関する研究
　	 	 ―	千里リサイクルプラザ研究所と名古屋都市センターを事例として―
1012042　	 村井　大樹　	 音風景から見た火の用心の印象評価　―滋賀県長浜市木之本町を対象として―
0912012　	 吉光寺里早　	 ごみ分別早見表等の作成・改訂経緯および課題についての研究

卒業論文・制作／修士論文リスト



146

●環境建築デザイン学科

芦澤研究室	 	
0813008	 伊藤	雄樹	 （通年設計）高齢者と学生の集合住宅
1013002	 穴迫	弘也	 （通年論文）自然換気の利用事例と聴竹居に応用できる自然換気の提案		

伊丹研究室	 	
1013007	 大杉	研二	 （通年論文）明るさ感の評価指標Feuからみた地下空間の評価に関する研究
	 	 	〜京都市内の地下空間を対象として〜	
1013026	 津川	隆寛	 （通年論文）夜間のサインの見え方に関する研究	
1013030	 中野	陽一	 （通年論文）中小規模のビルに対するデマンドピーク抑制方法の検討	
1013055	 リュウ	イ	 （通年論文）北方中国における廃棄物エネルギーを利用した地域暖房の検討	 	

	 	
迫田研究室	 	
0813040	 濵田	将光	 （論文）フランク・O・ゲーリーの建築作品における表層デザインに関する研究　

−素材選択の変遷についての比較と分析−	 	 	
	 	 （設計）preference	streets	
0713027	 桜谷	和俊	 （通年設計）LAUNDRY	GARDENS−洗濯を中心としたコミュニティ施設の提案
1013036	 半海	大志郎	 （通年論文）アルド・ロッシのドローイングにおける形態要素とその構成手法に関

する研究	
1013044	 松宮	一樹	 （論文）南部鉄器デザインの歴史的変遷における変わるものと変わらないものにつ

いての考察	 	 	
	 	 （設計）chair	made	
1013046	 馬淵	好司	 （論文）バイヨン寺院における創建期と尊顔配置時期のコスモロジーの変化につい

て	 	 	
	 	 （設計）Focus	on	−	いらないもの。いるもの	−	
1013054	 米澤			萌	 （通年論文）源氏物語にみる異郷の風景における景観要素の感性的表現に関する研

究	−須磨、明石帖の語りの機構の分析−	

高田研究室	 	
1013003	 石川	大策	 （通年論文）様々な断面サイズをもつ相欠き接合部の有限要素解析	
1013015	 近藤	隼人	 （通年論文）腰壁・垂れ壁付き面格子壁の力学性能に関する実験的研究	
1013027	 出口	碩己	 （通年論文）接合部不良と材料特性を考慮した面格子壁の冗長性・ロバスト性に関

する研究	
1013038	 藤井			碧	 （通年論文）複数の荷重条件を考慮したトラス・トポロジー最適化に関する研究	

	 	
高柳研究室	 	
1013011	 川﨑	寿子	 （通年設計）Wedding	scape	−自然が見守る新たな誓いの空間−
1013017	 柴原	寛子	 （通年論文）災害時避難支援のためのコミュニティ型防災拠点の配置検討に関する

研究	
1013035	 原			匠未	 （通年設計）マチに融和する高架橋	−ドボクからケンチクへ−	
1013049	 山﨑			愛	 （通年設計）お母さんになる島	
1013056	 池田	綾子	 （通年論文）新たな「居場所」を形成しうる「窓辺」と所作の連関についての研

究	 	

陶器研究室	 	
1013008	 大原	一馬	 （通年設計）まちの跡の美術館
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1013010	 奥村	貴志	 （通年論文）アルミニウムを用いたインフィルシステム及び接合部の力学的性能に
関する研究	

1013023	 高橋	寛也	 （通年設計）Polepole	Garden	−山麓に息づく湯の間−	
1013028	 所　	未来	 （通年設計）「いろんな人、いろんなつながり」	
1013032	 永木	真理	 （通年設計）「子どもが育つコミュニティ空間」	
1013043	 松下	権一	 （通年設計）奥琵琶湖の展望台　〜自転車でめぐるエコツーリズムの提案〜	 	

	 	
轟研究室	 	
0913016	 酒井	彩帆	 （通年論文）豊橋市西郷地区における果樹農家の生活・生業空間	
1013001	 朝倉	郁恵	 （通年設計）“私”の暮らしてきた“まち”　−心象風景の具現化−	
1013009	 岡	　宏佳	 （通年論文）街道集落における接道形態からみた敷地空間構成　−甲賀市水口町今

郷を事例として−
1013016	 柴崎	貴大	 （通年論文）亀岡市における市民農園の運営形態と利用者の特性
1013018	 清水	広大	 （通年論文）大学キャンパスにおける屋外空間と休憩滞留　　−集団属性と空間構

成に着目して−
1013019	 杉本	志帆	 （通年設計）式年遷寮
1013020	 鈴木	崇央	 （通年論文）JR草津駅周辺地域における土地利用変化　−集合住宅・商業施設を

中心として−

冨島研究室

1013022	 高橋	朋之	 （通年論文）古代の寺院建築および宮殿建築に見られる基壇の形態とその変遷につ
いて

1013050	 山田	有希	 （通年論文）坪庭的空間についての建築構成からの再考

永井研究室

1013040	 藤田	晴太	 （通年設計）「竹と膜のハイブリッド構造による	巨大温室の設計」　　	〜竹という
素材の特性を活かした、まちで育む農園の提案〜

布野研究室

0913014	 込山	翔平	 （論文）安土の常楽寺地区のまちづくりに関する研究　−にぎわい創出推進事業を
事例として−

	 	 （設計）湖面で暮らす
0913041	 林　	裕太	 （論文）アトピー患者の生活行動に関する研究
	 	 （設計）多住民族

ホアン研究室

0913021	 鈴木	透真	 （論文）滋賀県立大学生のイメージマップによる小学校の類型に関する研究
	 	 （設計）木のしたの学校
0913024	 高野　	彩	 （論文）彦根港・松原村の現状と問題についての考察
	 	 （設計）Bwako　Promenade
1013004	 井上	貴人	 （論文）路面電車沿線の都市景観に関する研究　
	 	 ー阪堺電気軌道上町線に着目してー
	 	 （設計）TERRA	FOR	MARS
1013005	 井上	遼介	 （論文）住商混合地域における外部空間の占有化に関する研究　−大阪市中崎町地

区を事例として−
	 	 （設計）Second		Order	
1013006	 大国	大地	 （論文）「イメージダイナミクス」による地域の界隈性形成に関する考察　〜神戸
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乙仲通りを事例として〜
	 	 （設計）オカンの建築
1013033	 西出			彩	 （論文）溝口健二の映画における映像空間の要素と構成に関する考察
	 	 （設計）祝福する観覧車
1013039	 藤澤	泰平	 （論文）高松中央商店街の活性化に関する考察
	 	 （設計）Re-cable		−屋島ケーブル跡地で山との関係を考える−

松岡研究室

0913009	 雁瀬	貴彦	 （通年設計）漫遊植物
0913010	 北村	崇之	 （通年設計）葬祭市場
0913057	 水井　	歩		 （通年設計）ココノモノガタリ	〜三年目の復興計画〜
1013034	 橋本	菜都美	 （通年設計）e-CO-mmunity		〜公営住宅の再生における	環境配慮型まちづくり〜
1013041	 藤原	舞子	 （論文）ヴォーリーズの言説・作品における田園都市の考察
	 	 （設計）夏星との出会い		〜守山駅前商店街周辺地区ホタル計画〜
1013045	 松宮	景佑	 （通年設計）Memory	and	Narrative.		〜 History	weaves	a	life 〜
1013047	 宮崎	瑛圭	 （通年設計）いつか、もういちど『見るケシキ』		
	 	 〜沖島の暮しを再生する小学校〜

村上研究室

1013012	 河原林	聡	 （通年設計）新巨椋遊水池
1013014	 木村	美友	 （通年設計）「ケイショウの地」
1013021	 鈴木		緑	 （通年論文）能楽における空間の構成要素とその配分について
1013024	 武友	和也	 （通年設計）アクティブシニアライフ
1013031	 中道	晃太郎	 （通年設計）新・廃墟の作り方
1013037	 平場	美帆	 （通年論文）アルヴァ・アアルト作品における曲面・曲線の多種性について

ホアン研究室（交換留学生）

Carlos	Cordero	Aguaded	 （設計）Student’s	Integration	Studio

Sigifredo	Gómez	Lemos	 （設計）AED

Alvaro		Domínguez-Ádame	（設計）Un-Urban	pandemic
Palomo
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●生物資源管理学科

0714033　	 高橋　一希	 無代かき・育苗箱全量施肥栽培による流出負荷削減効果
0814041　	 林　　千鶴　	 オオカナダモ付着藻類の遺伝子解析による同定
0814057　	 山本ひかり	 鉄コーティング直播栽培の収益性分析―移植栽培との比較―
0914003　	 明石　拓也	 水田における農業排水路の反復利用による農薬の浄化機能
0914011　	 井上　大輔	 農地貸借と担い手の状況からみた農業集落の類型化―滋賀県を対象に―
0914052　	 早川　　萌			 野生イネ染色体断片導入系統を用いた低リン耐性形質のマッピング
0914061　	 森田　昌浩	 箱施用殺虫剤に含まれる農薬原体がニゴロブナ（Carassius auratus grandoculis）受

精卵・仔魚に及ぼす影響
1014001　	 秋山明日香	 緑肥作物の栽培と鋤き込みによる土壌養分動態の変化
1014002　	 秋吉　祐香	 白色腐朽菌を用いた養魚飼料原料の消化率改善
1014003　	 阿部　菜摘	 アジサイにおけるレトロトランスポゾン配列の転写解析
1014004	 池田　智子		 イネ転移因子挿入変異体による酸性ホスファターゼ遺伝子の機能解析
1014005　	 石田　実咲	 白色腐朽菌	Ceriporiopsis subvermispora および Lentinula edodes	の培養によるイナワ

ラ（Oryza sativa）の飼料価値の改善
1014006　	 井上　　智	 野菜栽培における地中灌漑の実用試験
1014007　	 井上　翔太	 オオカナダモ（Egeria densa）のMn蓄積能の季節変動の調査―オオカナダモの有

効活用に向けて―
1014008　	 上田　連太	 イネ─ソルガム混植条件下における作物の生育と生理活性に及ぼす塩ストレスの

影響
1014009　	 宇野沙弥香	 滋賀県における魚のゆりかご水田米の経営収支分析
1014010　	 岡　　祐助	 水田における冬期湛水がニホンアマガエルの繁殖生態に与える影響
1014011　	 岡田　佳恵	 イネの水源と生理活性に及ぼす乾燥ストレスの影響
1014012　	 奥田絵里奈	 オオカナダモ（Egeria densa）のマンガン（Mn）高集積性に影響する環境要因
1014013　	 小笹　敬造	 亀裂処理によるダイズの根粒着生と増収効果の検証	─地上部生育と収量におよぼ

す影響─
1014014　	 鬼塚　　栞	 キンギョ用飼料の開発
1014015　	 片岡　静香	 アジサイの花弁状がく片における花器官形成制御遺伝子の発現解析
1014016　	 加藤　春奈	 ウリ類炭疽病菌における cAMPシグナル関連化合物の病原性発現に対する影響
1014017	 金田　拓也　	 中山間部水田の側溝におけるアカハライモリ（Cynops pyrrhogaster）の繁殖状況
1014018	 金田　欣大	 「魚のゆりかご水田」における魚道の整備とコストの評価─土水路とコンクリート

水路の比較─
1014019　	 川島　和久	 溝切り方法の違いによるニゴロブナ Carassius auratus grandoculisの降下・残留状

況の変化
1014020　	 川西　星輝	 白色腐朽菌	Pleurotus sp.	および Lentinula edodesの培養によるヨシの栄養価値の

改善
1014021　	 河村　紀衣	 トウモロコシ (Zea mays) の茎葉への白色腐朽性担子菌	Ceriporiopsis		subvermispora

の培養がそれぞれの消化性に及ぼす影響
1014022　	 河原林　聡	 ヒラタケ ΔKu80株を用いた遺伝子破壊
1014023　	 北野　友紀	 水田に施用された除草剤線分の排水路への流出率の年変動とその要因
1014024　	 樹下　眞人	 ITS領域の塩基配列に基づくガクアジサイ，ヤマアジサイ，エゾアジサイの系統

解析
1014025　	 木村ひろみ	 ヤナギ科・ウコギ科木本植物樹皮におけるストロンチウム (Sr) 集積機構の解析
1014026　	 桒原　拓也	 亀裂処理によるダイズの根粒着生と増収効果の検証	─根粒の着生と発達におよぼ

す影響─
1014027　	 小島　　翼	 DNAバーコーディングによるスジエビ等の食性解析
1014028　	 小松　香織	 ウリ類炭疽病菌における enoyl − CoA	hydratase 遺伝子破壊株の解析
1014029　	 清水　洸司	 イネゲノム・リソースを利用した環境ストレス応答性 rSNPの探索
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1014030　	 末冨　高志	 ヒラタケ由来マンガンペルオキシダーゼ発現におけるカルモデュリンの役割
1014031　	 須貝　洋海	 ライシメーター試験および神上沼での実地調査における日用品由来化学物質

(PPCPs) の動態解析
1014033　	 竹内　俊輝	 アジサイにおける発現遺伝子の比較による花房型制御遺伝子の単離
1014035　	 竹村　公志	 農政改革下における水田農業経営の対応─滋賀県湖東地域における水田専業家族

経営を対象に─
1014036　	 多田　直史	 トウガラシ属植物のうどんこ病菌に対する抵抗性機構の解析
1014038　	 田端　友樹		 日本の栽培および在来イネ集団を用いた、低リン耐性関連形質のゲノムワイド・

アソシエーション解析
1014039　	 塚本　梨恵	 プロテインキナーゼA（PKA）触媒サブユニット過剰発現株の解析
1014040　	 辻　　衿奈	 愛知川扇状地内の水利環境の違いが水収支・物質収支に与える影響について
1014041　	 友田　充彦	 自家配合飼料の製作と稚魚の飼育実験
1014042　	 内藤　友三	 滋賀県におけるよもぎ生産経営の可能性
1014043　	 中島　麻衣	 ニジマスおよびコイにおけるナトリウムの飼料添加効果
1014044　	 仲田　歩実	 幼植物体イネの濁冠水耐性：アフリカイネ、アジアイネおよび種間交雑系統の

比較
1014045　	 永谷　親彦		 栽培イネにおける低リン誘導性の根分泌酸性ホスファターゼ活性のマッピングと

発現遺伝子解析
1014046　	 西山　貴紀	 湛水土壌における農薬の微生物的分解
1014047　	 丹羽　日朗	 AtMT法で作出されたウリ類炭疽病菌の病原性欠損変異株における破壊遺伝子の

解析
1014048　	 野田　一志	 水田および転換畑における地下水位制御システム (FOEAS) の利用実態に関する調

査
1014049　	 野村　尚也	 水深の減少によるキタノメダカ（Oryzias sakaizumii）の行動変化
1014050　	 橋井　　望	 アジサイ野生種および園芸品種の強光ストレスおよび乾燥ストレス耐性
1014051　	 藤井　裕也	 トウガラシ属植物とトマトの各種病害に対するアミノ酸発酵副生成物の影響
1014052　	 堀田　裕史	 中干し時におけるキタノメダカの降下調査
1014053　	 堀池　咲希	 白色腐朽菌	Ceriporiopsis subvermispora	および	Trametes sp.	の培養によるヨシの飼料

価値の改善
1014054　	 松浦みなみ	 容器試験と実地調査による日用医薬品由来化学物質 (PPCPs) の分解性の比較
1014055　	 馬渕　　亘	 タバコ（Nicotiana tabacum L.）の重金属耐性機構の解析―イオウ代謝系とカドミ

ウム・ストロンチウム耐性との関連―
1014056　	 南川　拓也	 流出経路の違いによる水田施用除草剤の環境負荷の評価
1014057　	 宮地　　塁	 彦根市における農産物直売所の利用特性に関する研究─市街地型と郊外型の比較

を中心に─
1014059　	 山口　陽大	 米食味の地域間格差に関する研究―ＪＡ東びわこ管内を対象に―

修士論文

●環境動態学専攻

生物圏環境研究部門

1251007　	 小林　　純	 宇曽川における河川水質および負荷量の年変動
1251009　	 冉　　　肸	 犬上川河口部における過去 10年の地形変化
1251014　	 那須　　誠	 水田施用殺虫剤・殺菌剤の河川への流出特性の解明
1251016　	 東本　朋哉	 水環境中における日用医薬品由来化学物質 (PPCPs) の分解要因と魚毒性の検討
1251018　	 三嶋　赳彦	 水田施用除草剤の土壌吸着性に寄与する土壌有機物成分の解明

卒業論文・制作／修士論文リスト



151

生態系保全研究部門

1251003　	 内田　千嗣	 マダラテントウ類のすみわけに対する繁殖干渉の影響
1251015　	 西田　友規	 自由対流圏における大気中水銀の動態
1251017　	 菱田　尚子	 琵琶湖集水域における大気中水銀の沈着と再放出に関する研究

生物生産研究部門

1051008　	 北村　太郎	 アジサイにおける花房型制御遺伝子の探索
1251001　	 淡田　雄久	 タバコ（Nicotiana tabacum L.）のカドミウム・ストロンチウム耐性及び蓄積性に

関与するトライコームの機能
1251002　	 石塚　　梓　	 アジサイ品種‘Blue	Sky’およびその変異系統‘BM-1’におけるレトロトランス

ポゾンの転移活性の解析
1251004　	 金井　亮介	 滋賀県の水田地帯におけるカエル類の生息環境と季節消長
1251005　	 北野　恵里	 白色腐朽性担子菌	Ceriporiopsis subvermispora	培養によるコムギワラの飼料価値向

上に関する検討
1251006　	 小梶　裕之	 イネの転写因子PiTF− 6は根の伸長およびリン欠乏応答性遺伝子に影響を及ぼ

す
1251008　	 佐々木恵美	 イネにおけるリン欠乏応答性酸性ホスファターゼ遺伝子PiACP− 8の解析	
1251011　	 谷口　拓矢	 ウリ類炭疽病菌における cAMP	phosphodiesterase	遺伝子の機能解析
1251012　	 種村　尚幸	 繊維質分解処理による養魚飼料の消化率の改善
1251013　	 外村　卓也	 ナミビア北部でのイネ―畑作物間作による洪水	―	干ばつ対応農法の提案
1251019　	 森　　友紀	 イネの低硝酸吸収突然変異系統の特性
1251020　	 渡辺　貴史	 ニジマス・コイにおける植物性タンパク質と無機元素類の利用率

●環境計画学専攻

地域環境経営研究部門	 	 	
1152025　	 山元　周吾　	 ドイツ・バイエルン州における森林の多面的機能に関する計量的評価
	 	 ―アイヒアハ森林組合を対象にした事例分析―
1252005　	 王　　嘉陽	 中国東部企業における分散型太陽光発電設置の規定要因と設置者特性の分析　
　	 	 ―	連雲港市工業団地を対象として―
1252014　	 馬　　　騰	 中国の商業銀行における環境配慮型融資の推進に関する研究　
	 	 ―中国武漢都市圏を対象として―
1352023　	 　井　　隆　	 都市近郊農村集落におけるまちづくり活動と地域環境資源とソーシャル・キャピ

タルの関係性　―彦根市下石寺集落と甲賀市今郷集落のケース・スタディ―

環境意匠研究部門	 	 	
0952004　　	江島　諒介	 長尺丸竹を用いた構造物の架構形成に関する研究
1152011　　	木村みなみ	 寺社縁起からみた近世の山岳信仰の空間構成についての研究
1252001　　	淺野　彰仁	 パネル型面格子壁の弾塑性復元力モデルに関する研究
1252002　　	生駒　岳大	 単板鋼板構造による津波避難シェルターの研究
1252003　	 市川　誠至	 木造住宅耐震診断の一般診断法における新旧診断評点の比較に関する研究
1252004　	 井上　悠紀	 南京（中華門・門西地区）の都市空間構成とその変容に関する研究
1252006　	 大日方　覚	 アムステルダム (オランダ )におけるタウンハウスの起源と変容に関する研究
1252007　	 拵　　邦彦	 屋上木化の断熱効果に関する実測とシミュレーションによる最適化の検討
1252008　	 栗田　陽介	 広域避難シミュレーションを用いた地域防災計画の検討―不安心理を考慮した避

難行動モデルによる評価―
1252009　	 小寺磨理子	 四川地域におけるアーケードの形成とその空間変容に関する研究―双流県黄龍渓
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鎮歴史的街区を対象として―
1252012　	 鳴海　友貴	 災害時での自力建設による竹材を用いた応急仮設建築に関する研究
1252013　	 西坂　達哉	 部材破断に対する冗長性を考慮したトラス構造の部材配置最適化法に関する研究
1252015　	 服部　康平	 中山間地域における雪氷熱利用集落モデルの提案―滋賀県高島市朽木の耕作放棄

地を対象とし―
1252016　	 平沢　　陽	 ダニエル・Ｈ・バーナムのバギオ（フィリピン）都市計画に関する研究
1252017　	 松本　洋太	 組み建つ未来の原風景
1252019　	 宮良香央利	 普天間飛行場跡地利用計画における沖縄の住まいづくりガイドラインの提案
1252020　	 村山　里英	 岐阜市中心市街地域の活性化と併用軌道の復活に関する研究―名古屋市・広島市

と比較した「岐阜新生市電」の集客・利便効果とその試算―
1252021　	 山﨑　　拓	 自然の循環に身を置く建築―バイオミミクリーデザインの利用を通しての提案―
1252022　	 米田　海視	 シュリンキング・ハッサカ―八坂旧集落における空家再生まちづくりの提案―
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