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半田岳志 ： サザエ．動物飼育 第1巻，日本比較生理生化
学会
（編）．共立出版 ，111-113 (2012)
甲斐徳久
（監修）： ペットフードに含まれる水産物由来の水銀
の安全性．青葉印刷 ，pp.92 (2012)
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雄等編『最新水産ハンドブック』，講談社 ，東京 ，162 164 (2012)
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（編）．増補改訂版．魚類生理学の基礎．恒星社厚生
閣 ，43 -64 (2013)
大谷

誠：就業構造 ，生産者の就業対策．島一雄他
（編），
最新水産ハンドブック．講談社 (2012)

福田

翼 ，菱川直将，田原由美子，古下 学，芝 恒男：
冷蔵生食用生鮮魚肉の魚肉細菌数とドリップ細菌数の
相関性．水大校研報 ，61，248 -253 (2013)

福田

裕，福島英登 ，前田俊道 ，田中竜介 ： 沿岸漁獲物
の付加価値向上の取り組み.海洋水産エンジニアリング，
13，96 -102 (2013)

Fukui Y, Abe M, Kobayashi M, Saito H, Oikawa H, Yano Y,
Satomi M：Algiomonal porphyrae gen. nov., sp.nov., a
member of the family Hyphomonadaceae, isolated from a
red alga Porphyra yezoensis. Int. J.Syst. Evol. Microbiol，
63, 314 -320 (2013)
福島英登 ，黒川清也 ，石上 翔 ，桑田智世 ，山内春菜 ，福
田 裕 ： 水晒しがエソ肉冷凍すり身の品質に及ぼす影
響について．水大校研報 ，61，220 -225 (2013)
福島 英 登 ： 魚介 類のテクスチャー測定． 冷凍 ，87，38 43 (2013)

最首太郎：今中忠行
（立命館大学）
（監修），大島泰郎
（共和
化学㈱）
（著編），
「極限環境 生物の産業展開」第3 編第
11章 国際的規制．株式会社シーエムーシー出版 ，294 305 (2012)

花岡研一 ，宮本真至 ，臼井将勝 ： アカモクに含まれるヒ
素濃度に及ぼす熱湯処理の影響． 水大校研報 ，61，
23 -26 (2012 )

高本孝子，納冨未世：『奥さまは魔女』のファンタスティック・
イングリッシュ・ワールド．開文社出版 (2013)

花岡研一 ，臼井将勝 ： 化学形が問題になる元素−ヒ素の場
合を例に．FFIジャーナル，218 ，20 -27 (2013)

山元里美： TOEIC SW ライティング．杉田米行
（編著），英字
新聞 日経ウィークリー活用法 3 TOEIC 対策必携書．大
学教育出版 ，145 -63 (2012)

Harada K, Wada R, Yag uchi S, Maeda T, Date R,
Tokunaga T, Kazumura K, Shimada K, Matsumoto
M,Wako T, Yamauchi N ，Shigyo M：Supplementation
with Japanese bunching onion (Allium fistulosum L.)
expressing a single alien chromosome from shallot
increases the antioxidant activity of Kamaboko fish jelly
paste in vitro. Biomedical Reports, 1, 355 -358 (2013)
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阿部真比古，横田圭五 ，倉島 彰，村瀬 昇，前川行幸：
三重県英虞湾立神浦におけるコアマモ群落の構造と季
節変化．水産増殖 ，60，215 -225 (2012)
阿部真比古 ，小林正裕，玉城泉也 ，藤吉栄次 ，菊地則雄 ，
村瀬 昇 ： 日本産アマノリ類16 種の分子系統解析．
海苔と海藻 ，80，1-8 (2013)
Abe M, Kobayashi M, Fujiyoshi E, Tamaki M, Kikuchi N,
Murase N：Use of PCR-RFLP for discrimination of
Japanese Porphyra and Pyropia species (Bangiales,
Rhodophyta). J. Appl. Phycol, 25, 225 -232 (2013)
粟津原理恵 ，石谷
（佐藤）久美 ，原田和樹 ，遠藤伸之 ，長
尾慶子 ： 抗酸化能を高める洋食 献立の食事設計法の
提案．日本調理科学会誌 ，45，393 -402 (2013)

Ichinose J, Tanaka S ，Inoue N：THE CONDENSATION
HEAT TRANSFER AND PRESSURE DROP OF R410A
I NSI DE A HOR I ZON TA L SM A LL -DI A M ET ER
TUBE. 日本 マリンエ ンジニアリング学 会 誌 (ISME
KOBE 2011 推薦論文 )，47(3)，52 -57 (2012)
Ichinose J, Inoue N：THE EMPIRICAL CORRELATION
FOR HEAT TR ANSFER AND PR ESSUR E DROP
IN SINGLE-PHASE TURBULENT FLOW INSIDE
INTERNALLY HELICAL-GROOVED HORIZONTAL
SMALLDIAMETER TUBES, ACRA2012(The 6th Asian
Conference on Refrigeration and Air Conditioning),
Paper ID:3044 (2012)
一瀬 純 弥 ： R32 および R410 A 冷 媒の水平内面溝付細管
内の 凝 縮 熱 伝 達 および 圧 力損 失． 博士 学位 論 文 ，
1-304 (2012)
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Inoue N, Ichinose J：SINGLE-PHASE HEAT TRANSFER
A N D PR ESSU R E DROP I NSI DE I NTER NA LLY
H ELICA L - GRO OV ED HOR I ZON TA L SM A LL DIAMETER TUBES, International Journal of AirConditioning and Refrigeration(IJACR), 20(4), 1-13 (2012)
Inoue N, Ichinose J , Watanabe K：HEAT TRANSFER
CHARACTERISTICS OF LOW-GWP REFRIGERANTS
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HELICAL-GROOVED SMALL-DIAMETER TUBE,
J R A I A I N T E R NAT IONA L SY M P O SI U M 2 012
(JRAIA2012 KOBE), P004 , 226 -230 (2012)

近藤昌和 ，安本信哉 ，高橋幸則 ： ホソウミチョウArgulus
caecus (甲殻亜門顎脚綱鰓尾亜綱チョウ目) の血球の形
態学的特徴．水大校研報 ，61，157 -159 (2013)
近藤昌和 ，安本信哉 ，高橋幸則：カワハギおよびフグ類 (ク
サフグ，コモンフグ ) の好中球の形態学的および細胞化
学的特徴．水大校研報 ，61，226 -233 (2013)
近藤昌和 ，安本信哉 ，高橋幸則 ： タケノコメバル好中球の
形態学的および細胞化学的特 徴．水大校研報 ，61，
234 -241(2013)
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板倉信明 ： 戦後の漁業生産力を支えた漁業関連技術の展
開．市場史研究 ，32 ，47 -57 (2013)
Kai N, Takahashi Y, Tanoue Y, Tanaka R, Fukusjima
H, Maeda T, Fukuda Y, Nagai T：The Behavior
of Selenium and Mercury in Cultured Fish-Ⅶ : The
Influence of the Fasting upon the Mercury and Selenium
Distribution. Studies in Science and Technology, 1(2),
103 -105 (2012)
梶川和武 ： 小型底曳網における網口設置型混獲削減装
置の開発と分離機構に関する研究．博士学位論文 ，
1-160 (2013)
楫取和明：ネットワークカメラによる図書館ブラウジング
ルーム入場者数の簡易自動カウント．水大校研報 ，61，
161-165 (2012)
楫取和明 ，青木邦匡 ： 数学系科目における情報技術利用に
関する一考察．水大校研報 ，61,182 -189 (2013)
川那公士，半田岳志 ，馬場義彦，植松一眞 ，難波憲二：
低溶存酸素水により窒息死したヒラメの血液性状．水
産増殖 ，60，397 -403 (2012)
Kim D, Naruse S, Kadomura K, Nakashima T, Jiang Z,
Yamasaki Y, Yamaguchi K, Oda T：Transitionalreactive
oxygen species (ROS) production in fertilized egg
embr yos of devil st i nger (I n i m icus japon icas), a
marine fish species. Bioscience. Biotechnology and
Biochemistry, 76, 1561-1564 (2012)
近藤昌和 ，安本信哉 ，高橋幸則 ： カレイ類 ( マコガレイ，
マツカワ) の好中球の形態学的および細胞化学的特徴．
水大校研報 ，61，42 -49 (2012)
近藤昌和 ，安本信哉 ，大野美和，高橋幸則 ： コイ，ナイ
ルティラピアおよびイサキの好中球顆粒．水大校研報 ，
61，51-64 (2012)
近藤昌和 ，安本信哉 ，高橋幸則 ： ミズムシ(甲殻亜門等脚
目ミズムシ亜目) の血球の形態学的特徴．水大校研報 ，
61，79 -80 (2012)
近藤昌和 ，安本信哉 ，秋吉佑樹，高橋幸則 ： アジ科魚類
(マアジ，カンパチ，ヒラマサ)の好中球の形態学的およ
び細胞化学的特徴．水大校研報 ，61，87 -101(2013)
近藤昌和 ，安本信哉 ，高橋幸則：カサゴ好中球の形態学的
および細胞化学的特徴．水大校研報 ，61，103 -113 (2013)

博昭 ，和田雅昭 ，松本浩文 ，畑中勝守 ： 大型船舶と
小型船舶の位置情報重畳表示による航行支援の取り組
み．日本航海学会論文集 ，128 ，1-8 (2013)

久保田信，河村真理子，上野俊士郎 ： エチゼンクラゲの
長 崎県対馬沿岸への漂着． 漂着物学会誌 ，10，45 46 (2012)
Kuwahara M, Takahashi H, Kikko T, Kurumi S, Iguchi
K：Introgression of Oncorhynchus masou subsp. (Biwa
salmon) genome into lake-run O. m. ishikawae (Amago
salmon) introduced into Lake Biwa, Japan. Ichthyological
Research, 59, 195 -201(2012)
前田俊道 ： 生食用鮮魚のアルコールブライン凍結．養殖ビ
ジネス，50，30 -32 (2013)
Matsushita T, Tanaka R, Fukushima H, Fukuda Y：
Hypocholesterolemic and hypolipidemic effects of
Emulsified Surimi feeding in mice. Eds. Bradley TG,
Vargas PP. In : "Eicosapentaenoic Acid: Sources, Health
Effects and Role in Disease Prevention". Nova Sciences
publishers, Inc., Hauppauge, NY, 155 -164 (2013)
Miyamoto H, Shimada E, Satoh T, Tanaka R, Oshima K,
Suda W, Hattori M, Fukuda S, Ohno H, Nishiguchi
T, Mitsuhashi T, Matsuura M, Mori K, Miyamoto H,
Kodama H, Matsushita T：Thermophile-fermented
compost as a possible scavenging feed additive to prevent
peroxidation. Journal of Bioscience and Bioengineering,
116(2), 203 -208 (2013)
Miyamoto H, Seta M, Horiuchi S, Iwasawa Y, Naito T,
Nishida A, Miyamoto H, Matsushita T, Itoh K, Kodama
H: Potential probiotic thermophiles isolated from mice
after compost ingestion. Applied and Environmental
Microbiology, 114(4), 1147 -1157 (2013)
宮﨑泰幸，北村亮人： 飼料への海藻添加によるティラピア
魚肉臭の低減．水産増殖 ，60，349 -357 (2012)
Mohri M, Kawatsu S, Kajikawa Y, Nagamatsu K,
Matsumoto H：Possibility of estimating future fishery
of longtail tuna using moving averages and increasing
or decreasing catch ratio. Mathematical and Physical
Fisheries Science, 10, 14 -26 (2013)
Morimoto A, Watanabe A, Onitsuka G, Takikawa T,
Moku M, Yanagi T：Interannual variations in material
transports through the eastern channel of the Tsushima/
Korea Straits. Progress in Oceanography, 105, 38 46 (2012)
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Morimoto E, Nakamura M：Texture Analysis for Training
of a Neural Network in Identification of Ocean Surface
Wave Conditions at Night. J Nat Fish Univ, 61, 174 -181
(2013)

太田博光 ，塩田真太郎 ，江副 覚 ，中村 誠 ： 近接駆
動下における回転機械複数異常の高精度状態監視手法
(第1報) – 多入力多重要素ARモデルによる状態監視−，
日本設備管理学会誌 ，24(4)，170 -178 (2013)

村瀬

昇，高田順司，阿部真比古，野田幹雄 ，須田有輔：
光質が異なるLED 照射下での紅藻トサカノリの生長と
光合成．Algal Resources，5，61-69 (2012)

太田博光 ，塩田真太郎 ，中村 誠 ，江副 覚 ： 近接駆動
下における回転機械複数異常の高精度状態監視手法(第
2 報 ) −単一入力多重要素 ARモデルによる状態監視−．
日本設備管理学会誌 ，24(4)，179 -186 (2013)

村瀬

昇，野田幹雄 ，阿部真比古 ： 山口県萩市相島沿岸
の海藻群落．海苔と海藻 ，80，16 -29 (2013)

Nagai T, Tanoue Y, Kai N, Suzuki N：Functional Property
of Honey from Echium Vulgare. Food and Nutrition
Sciences, 3, 614 -620 (2012)
Nagai T, Tanoue Y, Kai N, Suzuki N：In Vitro Antioxidative
Activity and Antihypertensive Activity of Soy Sauce
Cake Derived from the Manufacturing of Japanese Style
Fermented Soy Sauce. Food and Nutrition Sciences, 3(8),
1118 -1127 (2012)
中島邦雄 ： 環境文学の系譜 ― H. D. ソロー、H. パーシェ、
石牟礼道子―（ 3）．かいろす，50，32 -56 (2012)
中村

誠 ，太田博光 ，平雄一郎，森元映治 ，江副 覚 ，前田
俊道 ，三好佳廣 ： 鮮魚の熟練的品質評価の解析―彩
度の低い魚種の外観評価について―．人間工学，48 ，
142 -149 (2012)

中村

誠 ，太田博光 ，平雄一郎，森元映治 ，江副 覚 ，前田
俊道 ，中村尭史 ：下関トラフグ身欠きの熟練的品質評
価の解析．人間工学，
48 ，304 -312 (2012)

中村尭史 ，中村 誠 ，太田博光 ，明田川雅子，前田俊道 ，
平雄一郎，森元映治 ： マフグ身欠きの熟練的品質評価
の解析．水大校研報 ，61，212 -219 (2013)
Nakane Y, Suda Y, Sano M:：Response of fish assemblage
st r uct ure to sandy beach t y pes in Ky ushu Island,
southern Japan. Marine Biology , OnlineFirst 版 (2013)
中里

靖 ： 貿易統計から見た最近の水産物輸出の動向．
水大校研報 ，61，27 -32 (2012)

西田哲也 ，大原順一，堀田将史 ，中岡 勉 ： 舶用機関の
廃熱を利用した発電システムの性能解析．日本マリンエ
ンジニアリング学会誌 ，47(4)，143 -150 (2012)
野田幹雄 ，大神賢志 ，大原啓史 ，村瀬 昇，池田 至 ，
田上保博 ： アイゴの嗜好性に及ぼすアラメ・カジメ類 5
種 (コンブ目レッソニア科) のポリフェノール含有量と藻
体の硬さの効果．水産増殖 ，61(1)，113 -117 (2013)
大原順一 ： マイクロチャネル内での液単相強制対流熱伝
達特性に関する実験的研究．水大校研報 ，61，166 172 (2013)
Ohta H, Shiota S, Nakamura M, Ezoe S, Morimoto E：
Non Destructive Estimation Method about the Texture
of Puffers Meat Based on its Frequency Response
and Discrimination Index. International Information
Institute, 15(10), 125 -135 (2012)

大谷

誠 ： 山口県離島における若年者の流入・定着条件．
地域漁業研究 ，52(3)，47 -65 (2012)

Oiu X, Shimasaki Y, Tsuyama M, Yamada T, Kuwahara
R, Kawaguchi M, Honda M,Gunjikake H, Tasmin
R, Shimizu M, Sato Y, Kato-Unoki Y, Nakashima T,
Matsubara T, Yamasaki Y, Ichinose H,Wariishi H,
Honjo T, Oshima Y：Growth phase dependent variation
of photosynthetic activity and cellular protein expression
profile in harmful raphidophyte Chattonella antiqua.
Bioscience Biotecnology Biochemistry, 77, 46 -52 (2013)
Okazaki Y, Sitanggang NV, Sato S, Ohnishi N, Inoue J,
Iguchi T, Watanabe T, Harada K, Kato N：Burdock
Fermented by Aspergillus awamori Elevates Cecum
Bifidobacterium, and Reduces Fecal Deoxycholic Acid
and Adipose Tissue Weight in Rats Fed a High-Fat Diet.
Bioscience Biotecnology Biochemistry, 77, 53 -57 (2013)
Sakai H, Hatama T, Iwata A：A rare freshwater goby
Odontobutis hik imius collected f rom the Nishik i
River flowing down the southern slope of the drainage
divide opposite to the Takatsu River, the type locality.
Biogeography, 14, 19 -24 (2012)
酒出昌寿，水谷壮太郎 ，松本浩文 ，東野友紀 ： 三大湾に
おける漁船海難の要因について−m-SHELモデルによ
る背後要因の分析−．日本航海学会論文集 ，
128, 39 47 (2013)
Sasaki C, Wanaka M, Takagi H, Tamura S, Asada C,
Nakamura Y：Evaluation of epoxy resins synthesized
from steam-exploded bamboo lignin , Industrial Crops
and Products, 43, 757 -761 (2013)
Satoh T, Nishiuchi T, Naito T, Matsushita T, Kodama H,
Miyamoto H, Miyamoto H：Impact of oral compostext ract ad minist ration on gene expression in the
rat gastrointestinal tract. Journal of Bioscience and
Bioengineering, 114 (5), 500 -505 (2012)
Sugiura Y, Tanaka R, Hanaoka K, Matsushita T：The
Anticoagulant Activity and Hypocholesterolemic Effect
of a Hot Water Extract from the Red Alga Ibaranori
(Hypnea charoides). Food Science and Technology
Research. 18, 735 -740 (2012)
杉浦義正 ，天野秀臣 ： 褐藻サガラメの抗アレルギー研究に
ついて①．海苔と海藻 ，80，9 -15 (2013)
田部井陽介，山平真由，小川あかね ，恵良真理子，森田
洋， 福 田 翼 ： 金 属 担 持 S-TiO2に よるLegionella
pneumophilaの抗菌効果．防菌防黴 ，40，135 -142 (2012)

58

独立行政法人水産大学校職員業績目録

Taira Y, Oya M, Sagara S: Adaptive Control of Underwater
Vehicle-Manipulator ystems Using Radial Basis Function
Networks. Artificial Life and Robotics. Springer, 17(1),
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高木基裕，久保田侑意子，伊藤 明 ，渋谷雅紀 ，高橋弘
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高 本 孝 子 ：Does the Medical Report Have the Final Say? :
Ian McEwan's Enduring Love. 九州英文学研究 ，29，39 48 (2013)
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Watanabe T, Maehara H, Itoh S：Basic Study on Vessel
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and Piping Conference, I894 DV, (2012 , Toronto;
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yesoensis). Food and Nutrition Science, 3, 72 -79 (2012)

最首太郎 ： 知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研
究．日本国際知的財産保護協会，35 -54 (2013)
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海洋構造．平成 24 年度名古屋大学地球水循環研究セ
ンター共同研究報告書 (2013)
滝川哲太郎：「日本海及び日本周辺海域の海況モニタリング
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田中竜介 ： 日本学術振興会科学研究費補助金
（基盤 C）(代
表 )「アルデヒドの可視化技術を利用した水産物の品質
評価法の開発」2012 年度報告書，1-6 (2012)
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Combustion and other Energetic Phenomena for Various
Environmental Issues, 58 (2012)

