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【教員・研究分野】 

教 授 上田 晃  Akira Ueda  同位体を使った環境科学 

教 授 田口 茂  Shigeru Taguchi  環境化学計測 

教 授 張 勁  Jing Zhang  化学海洋学，環境地球化学 

准教授 倉光 英樹 Hideki Kuramitz  環境化学，分析化学，電気化学 

准教授 波多 宣子 Noriko Hata  環境化学，分析化学 

助 教 堀川恵司  Keiji Horikawa  同位体地球化学，古気候学 

客員教授 日下部 実 Minoru Kusakabe 環境地球化学 

 

 

 

【研究概要】 

 

同位体を使った環境科学 

 水圏，岩石圏で起こる様々な現象のうち，特に石油・ガス・地熱の胚胎に密接に関与している深部地下水

やガスの挙動を地球化学的に検討しています．その方法として，同位体分析，岩石―水反応試験，溶解／沈澱

速度測定を行います．また，地球温暖化防止策としての二酸化炭素地中貯留技術に関連して，高温下への注

入による安定な二酸化炭素固定化技術“ジオリアクター”を研究中です．  

 

環境化学計測 

 人間活動に伴って水環境(河川，湖，用水，海)に排出された化学物質の形態別の濃度を測定して，その動態

を調べている．さらに，その動態をコントロールしている，物理化学的な要因を探り，定量的な評価法の確

立を目指している．これまで，陽イオン界面活性剤(リンス，柔軟仕上げ剤の有効成分)やフタル酸エステル類

(環境ホルモン)について調査研究してきた．また，排水に含まれる有害有機化学物質の紫外線分解による無害

化について研究している． 

 

化学海洋学，環境地球化学 

 地球環境と関わりの深い物質の起源や地球表層部におけるそれらの分布・循環及びそのメカニズムを微量

成分や同位体を指標として解明する． 

具体的に， 

（１） 沿岸海底湧水系とその海洋環境への影響評価；  

（２） 化学合成群集域における深海性冷湧水の形成機構とメタン湧出のモニタリング；  

（３） 日本海深層循環の変動；  

（４） 人為起源物質の縁辺海・北太平洋生態系への影響； 

（５） 極東アジア域における越境大気汚染物質とその環境影響評価等， 

を研究している． 

 

 

分析化学，環境化学，電気化学，バイオセンサー，バイオアッセイ，腐植化学 

 環境汚染物質の濃度や毒性を評価するためのバイオセンサーやバイオアッセイの開発と，それらを利用し

た水環境汚染の評価に取り組んでいる．また，微量有害物質を除去するための水処理・環境修復技術につい
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て研究している． 

 

環境地球化学 

 最近の環境問題に地球温暖化が挙げられており，それらに関与する化学物質として二酸化炭素やメタン等

の温室効果気体の動態が注目されている．これら地球表層環境の変動に伴う大気二酸化炭素や陸水域におけ

るメタン等の動態を生物代謝との関連性から明らかにすることを目的とする研究を行っている．また，河口

域堆積物における微生物活動による硫酸還元機構とその過程における自然浄化システムとの関連性を調べて

いる．さらに，地球深部における揮発性成分の動態から，火山活動と地球生命物質の化学進化機構を明らか

にする研究を行っている． 

 

同位体地球化学，古気候学 

（１） 地球環境の自然変動を知るために，海底堆積物を使い過去の環境変動に関する研究を行っている． 

（２） 現在の海洋や陸水域における水や粒子の起源や移動などを希土類元素とその同位体をトレーサーと

して用い解析している． 

（３） 富山県の湖沼・湿地堆積物，県内の遺跡から産出される遺物などを使い，近過去の環境変化を高解

像度で解析する研究にも取り組んでいる． 

 

 

 

【学術論文】 

1. 地化学的手法と数値解析を用いた細倉鉱山坑内水の起源推定,  

富山眞吾，上田 晃，井伊博行，中村行信，小泉由起子，齊藤圭一郎， 

資源素材学会誌, 126, 151-158 (2010)． 

 

2. Stable and noble gas isotopic study of thermal and groundwaters in northwestern Hokkaido, 

Japan and the occurrence of geopressured fluids, 

Ueda,A., Nagao,K., Shibata,T. and Suzuki,T.,  

Geochemical Journal, 44, 545-560 (2010)．  

 

3. 真空紫外線による光酸化を用いるクロム(VI)と全クロムのフローインジェクション逐次定量,  

田口 茂，藤井絢子，起 孝志，倉光英樹，波多宣子， 

分析化学, 59, 1133-1136 (2010)． 

 

4. Determination of Nd isotopes in water: A chemical separation technique for extracting Nd from 

seawater using a chelating resin, 

Persson, P.-O., Andersson, P.-S., Zhang, J. and Porcelli, D., 

Analytical Chemistry, dx.doi.org/10.1021/ac102559k, 83, 1336-1341 (2011). 

 

5. Assessment of sources variation in potable water quality including organic, inorganic and trace 

metals, 

Nahar, M.-S. Zhang, J., 

Environmental Geochemistry and Health, in press (2010). 

 

6. Influence of biogeochemical qualities of Shizuoka water on the degradation of PVC 

shower hose, 

Nahar, M.-S. Zhang, J. and Nakamura S., 

J. Environ. Protect., in press (2010). 
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7. Analysis of Damaged Silicon Rubber Hose, 

Nahar, M.-S. Zhang, J., 

American Journal of Analytical Chemistry , in press (2011). 

 

8. Isotopic characteristics of hydrogen and oxygen for groundwater of nansei islands, Japan, 

Agata, S., Satake, H., and Zhang J., 

Radioisotopes, in press (2011). 

 

9. Pattern of oxidation products derived from tetrobromobisphenol A in a catalytic system 

comprised of iron (III)-tetrakis(p-sulfophenyl)porphyrin, KHSO5 and humic acids, 

Fukushima, M., Ishida, Y., Shigematsu, S., Kuramitz, H., and Nagao, S., 

Chemosphere, 80, 860-865 (2010). 

 

10. Intermediate Water formation in the Bering Sea during glacial periods: Evidence from 

neodymium isotope ratios, 

Horikawa, K., Asahara, Y., Yamamoto, K., and Okazaki, Y., 

Geology, 38, 435-438 (2010)． 

 

11. Latitudinal and downcore (0-750 ka) changes in n-alkane chain lengths in the eastern 

equatorial Pacific, 

Horikawa, K., Murayama, M., Minagawa, M., Kato, Y., and Sagawa, T., 

Quaternary Research, 73, 573-582 (2010)． 

 

12. Southern Ocean source of 14C-depleted carbon in the North Pacific during the last deglaciation, 

Basak, C., Martin, E.E., Horikawa, K., and Marchitto, T., 

Nature Geoscience, 3, 770-773 (2010)． 

 

 

【著書】 

1. 環境分析ガイドブック， 

田口 茂（分担執筆）， 

丸善株式会社，第４章，230-238 (2011)． 

 

2. 海底湧水（Submarine groundwater discharge）， 

地球と宇宙の化学事典，  

張 勁（分担執筆）， 

朝倉書店，印刷中 (2011)． 
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【教員・研究分野】 

教 授 中村 省吾 Shogo Nakamura  環境生物学 

教 授 野口 宗憲 Munenori Noguchi 細胞生理学 

准教授 石井 博  Hiroshi Ishii  送粉生態学，繁殖生態学，群集生態学，行動生態学 

准教授 蒲池 浩之 Hiroyuki Kamachi 環境植物生理学 

准教授 田中 大祐 Daisuke Tanaka  環境生物学（環境微生物学） 

准教授 横畑 泰志 Yasushi Yokohata  哺乳類学，寄生蠕虫学，保全生物学 

協力研究室：極東地域研究センター 

教 授 和田 直也 Naoya Wada  植物生態学，極地高山生態学 

 

 

【研究概要】 

環境生物学 

生物を用いた，環境汚染評価(バイオアッセイ)方法と環境汚染修復(バイオレメディエーション)方法の開発

を目指した研究を行なっている． 

具体的には， 

1)単細胞緑藻クラミドモナスを用いた淡水系のバイオアッセイの開発， 

2)ムラサキイガイ，ドナリエラ，ウニを用いた沿岸域海水系のバイオアッセイの開発， 

3)重油分解菌やセルロース分解菌の探索とキャラクタリゼーション， 

4)富山湾海水中ならびに富山県下五大河川水中の微生物群集構造の解析などである． 

 

細胞生理学 

 環境の刺激に反応して細胞運動が調節され行動が制御される仕組みの解明．原生生物の繊毛・鞭毛を材料

とした，ATP 分解のエネルギーが運動のエネルギーに変換される化学・機械共役の仕組みの解明．また，環

境の刺激が細胞内に伝わり種々の応答が引き起こされるシグナルトランスダクションの解明をめざしている．

主な実験材料である「ゾウリムシ」は単細胞の生き物であるが，感覚器官に相当する仕組みや運動器官であ

る繊毛や神経と同じような活動電位を起こして信号を伝えるなど，一つの細胞で多細胞の高等動物と同じよ

うな機能を持つことから，「泳ぐニューロン」と呼ばれる．最近の主な研究成果としては，繊毛運動のための

エネルギー供給に，フォスファゲンのアルギニンリン酸が輸送体として機能していることを証明したことと，

繊毛運動の調節に関わるシグナルトランスダクションに，プロテインフォスファターゼ PP2C が働いている

ことを証明したことがあげられる． 

 

送粉生態学，繁殖生態学，群集生態学，行動生態学 

 地球上に20－40万種存在していると言われる種子植物の，およそ６割から8割もが受粉を動物に頼ってい

ると言われている．そもそも，生物の多様性を根底から支えている植物が多種多様に進化してきた背景には，

植物の受粉のパートナーとして主に動物が利用されているという事実があると考えられる．このように極め

て重要な生物間の相互作用である「花と花粉媒介動物（ポリネーター）の関係」に焦点をあて，多様な植物

が進化してきた背景や，送粉動物の行動原理，生物間相互作用が生態系の中で果たす役割について研究して

いる． 

生物圏環境科学科 生物圏機能グループ 
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環境植物生理学 

 シダ植物は種子植物と異なり，胞子体と配偶体がそれぞれ独立して存在している．したがってシダ植物は

配偶子（卵と精子）の形成から受精に至るまでを，外環境に曝された状況下で行う必要がある．そのためシ

ダ植物の配偶体は，過酷な外環境の中で，より確実に胞子体を形成するための様々な戦略や環境応答の機構

を備えている．このような観点から，シダ配偶体を研究材料に用いて，その環境適応能力やストレス耐性機

構に関する研究を行っている． 

 

環境生物学 （環境微生物学） 

 大気や水環境中の微生物の動態と影響について，分子生物学的手法等を用いた研究をしている．また，重

油，工業油，食用油を分解する微生物を探索して，その特徴を解析し，環境修復への利用を目指した研究も

行っている． 

 

哺乳類学，寄生蠕虫学，保全生物学 

（１）食虫類を中心とする野生哺乳類の形態学，生態学，行動学：近年はモグラ類の空間利用様式や個体間

関係などに関する生態学的研究，それを応用した農地における被害防除の研究およびイノシシの個体群生物

学的研究を行っている． 

（２）野生動物に寄生する蠕虫類の形態分類学，群集生態学：近年は，哺乳類およびミミズ類の寄生蠕虫類

の研究を行っている． 

（３）上記に基づく自然環境，野生動物の保護・保全のための研究・活動：近年は，尖閣諸島魚釣島の野生

化ヤギ問題や寄生生物の保全に関する研究・活動，立山連峰の自然保護問題に関するNPO活動，富山県内の

野生哺乳類の保護管理に力を入れている． 

 

植物生態学，極地高山生態学 

 地球温暖化による影響を受けやすい脆弱な生態系として考えられている高緯度北極圏と中緯度高山帯を対

象に，極地植物と高山植物の生長と繁殖について調べている．また，気候変動に関連した高山植物の生長変

化や高山植生の長期的な変化を検出するため，環境モニタリング事業にも参画している． 

 

 

 

【学術論文】 

1. ヒメゾウリムシの繊毛運動における軸糸ダイニン軽鎖・中間鎖の機能的研究，  

久冨 理，堀 学，井上佳那子，野口宗憲，  

Jap. J. Protozool．，43，63-64 (2010)． 

 

2. Induction of deflagellation by various local anesthetics in Chlamydomonas reinhardtii Dangeard 

(Chlamydomonadales， Chlorophyceae)， 

Nishikawa, A., Sakamoto, Y., Sakatoku, A., Noguchi, M., Tanaka, D., and Nakamura, S., 

Phycological Research，58，79-87 (2010)． 

 

3. Bacterial communities in Asian dust-containing snow layers on Mt. Tateyama, Japan, 

Tanaka, D., Tokuyama, Y., Terada, Y., Kunimochi,K., Mizumaki, C., Tamaru,S., Wakabayashi, M., 

Aoki, K., Shimada, W., Tanaka, H., and Nakamura, S., 

Bulletin of Glaciological Research, in press (2011). 
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【総説・解説】 

1. 富山大学環境報告書2010『植物を利用した環境浄化～ファイトレメディエーション～』， 

蒲池浩之， 

富山大学環境安全衛生監理室，WEB版，17 (2010)． 

 

2. ナガエノスギタケとモグラ， 

横畑泰志， 

Rika Tan 2010年9月号，30-31 (2010)． 

 

3. 学校教育の現場における野生動物福祉， 

横畑泰志， 

日本野生動物医学会誌，15，25-29 (2010)． 

 

4. トガリネズミ科動物に寄生する蠕虫類， 

横畑泰志， 

スンクスの生物学，58-66 (2010)． 

 

5. 尖閣諸島魚釣島の野生化ヤギ問題と国際生物多様性年， 

横畑泰志， 

月刊むすぶ －自治・ひと・くらし，41(1)，20-27 (2011)． 

 

6. 尖閣諸島魚釣島の野生化ヤギ問題と国際生物多様性年， 

横畑泰志， 

生きものバンザイ －自然と生きる地域の取り組み，アットワークス，大阪，6-17 (2011)． 

 


