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　グローバルな知識基盤社会の進展に伴い、大学に対し、
イノベーションの創出や次世代を担う人材の育成への期待
がこれまで以上に高まっています。これらの期待に応える
べく、大学を将来にわたって継続的に発展させるために、
将来を担う若手研究者の育成が重要であると思われます。
　ところで、若手研究者が、最もアイディアの生まれる年
代に、大きなグループの一員としてのみ活動していると、
自ら新規な研究領域を立ち上げる機会を失ってしまう恐れ
があります。このことから、優秀な若手研究者が研究責任
者として自立した研究室をもち独自な研究を展開する場を
提供することは、若手研究者の育成にとって極めて大切な
ことと思われます。
　私が米国コロンビア大学（化学科）にポスドクとして留学
していたころ、同学科にテニュアトラックの若いassociate 
professor が幾人か所属しており、定期的にその方々の研
究成果発表会が開催されていました。いずれの方々も活き
活きとして研究に携わり、優れた研究を展開していること
が感じ取れました。それから20年ほどして、日本版のテニュ
アトラック制度プログラムである「若手研究者の自立的研

究環境整備促進事業」が走り始めました。本学も平成22年
にこのプログラムに採択され、これを契機に「先端ライフ
サイエンス拠点」を設置して、ライフサイエンスの融合領
域で 7人のテニュアトラック教員（特任助教）を国際公募に
より採用し、若手人材育成を実施してきました。結果、新
たな研究領域の開拓や外部資金の獲得などに大きな成果を
挙げることが出来ました。今後、彼らを中心とする新たな
研究拠点の創設を目指す予定です。
　一方、理学部においても、平成24年に、「先端ライフサ
イエンス拠点」と連携し、後継プログラムである「テニュア
トラック普及•定着事業」に申請、採択され、「テニュアト
ラック若手育成部門」を設置して、独自に若手研究者育成
事業をスタートさせました。現在 3人のテニュアトラック
教員の方々が研究に邁進されており、また、国際シンポジ
ウムやセミナーなども活発に行われています。
　このように、理学部では、強い意欲を持って新しい流れ
を創生しようとする若手教育研究者の育つ環境作りを行
い、もって、我が国の科学技術の発展に寄与する人材を育
成する試みが行われています。理学部の挑戦を温かく見守
り、支援していただければ幸いです。
　最後に、来年度から、新たにテニュアトラック制を組み
込んだ「卓越研究員制度」プログラムが始まります。このプ
ログラムへの取り組みが、予定されている「卓越大学院」な
どにつながるものと考えています。今後、この「卓越研究
員制度」が全学に普及することを期待しています。

学長補佐（テニュアトラック担当）

平　井　美　朗

若手研究者育成における
理学部の挑戦
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平成27年度理工学研究部テニュアトラックセミナー開催報告
　平成27年11月16日（月）、広島大学大学院生物圏科学研究科の

吉田将之准教授を講師としてお招きし、「サカナの行動と心理を測る～動
物の心への生物学的アプローチ～」という演題にて講演いただきました。
吉田先生は魚類の行動とそれに対する生理応答を結びつけて解析するこ
とにより、動物の心理を明らかにすることを目指して研究を進められて
います。本講演ではサカナの心理を測るために使っている複数の行動テ
ストについて解説していただき、恐怖とその学習の基盤となる脳内の神
経回路と自律神経系による拍動の制御との関連性についてわかりやすく
説明していただきました。講演後には生物の「こころ」という概念につい
ての討論もあり、ヒトとヒト以外の生物における「こころ」の相違につい
て理解が深まった講演内容でした。 （中町テニュアトラック教員）

　平成27年12月 4 日（金）、科学技術振興機構さきがけ専任研
究員・京都大学大学院理学研究科連携の小林浩和准教授を講師として
お招きし、「高機能性材料の開発を目指した新規ナノ物質の創製」とい
う演題にて講演いただきました。物質をナノサイズにまで小さくする
ことによって、量子サイズ効果をはじめとした特異な効果が現れ、大
変興味深い性質が発現することが明らかになりつつあります。小林先
生には、本講演において、ナノメートルサイズの金属微粒子の合成法・
新規物性・反応性をはじめ、今後の新展開に関しても、丁寧にわかり
やすく紹介していただきました。小林先生の研究に対する熱い思いも
語られ、多くの方々は興味深く聞き入っていました。

（大津テニュアトラック教員）

第 5回 第 6回
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　平成27年11月18日（水）理学部A425講義室において「核酸関連ナノバイオ
科学のフロンティア」というテーマで平成27年度理工学研究部テニュアト
ラックワークショップを開催しました。
　昨年度化学分野では、生命科学とクロスオーバーする錯体化学と核酸化
学の分野に焦点を当てたシンポジウムを開催しましたが、今年度は化学の
拡がりの新しい方向性として注目をあつめる「分子集合体」に関して核酸関
連分子を材料に活発に研究を展開されている若手研究者 2名と本学テニュ
アトラック教員の松村助教に講演していただきました。
　中田先生からは、近年ナノバイオテクノロジーの領域で進展の著しい
「DNAオリガミ」テクノロジーを基盤として、タンパク質分子をDNAで構成

された二次元基盤上の任意の位置に精密かつ高効率に配置する手法の開発と、その手法を用いて 2種類の酵素タンパク質を基
盤上に配置し、両酵素間での連続反応を効率的に進行させる「分子スイッチボードの開発」について講演いただきました。兒島
先生からは、ナノビーズ上に機能性核酸やタンパク質を保持し、その集合構造を効率的に利用し機能分子集団の高速スクリー
ニングや異種タンパク質間の連続反応を促進する技術について講演いただきました。本研究部所属の松村先生からは、分子集
合を微小空間に封じ込め、分子集団を高速でスクリーニングする手法（ドロップ・テクノロジー）の開発と可能性を紹介いただ
きました。
　三者それぞれ独創的な新技術でありながら、生命システムの特色である「連続反応」、「分子集合体の機能や制御」、「分子の進化」と
いう共通の方向性を有する研究であり、今後の展開を強く期待させました。各講演には会場から多くの質問がなされると共に、会後
には本学の若手教員も加わって活発な意見交換がなされ、若手研究者の交流の場としても有意義なワークショップとなりました。

　平成27年 9 月22日から26日まで、トルコのカッパドキアにおいて開催された「12th International Symposium on VIP, PACAP 
and Related Peptides」に参加・発表する機会がありましたので、ご報告いたします。このシンポジウムは隔年で開催されている
国際シンポジウムであり、私は学生時代を含めてこれで 5回目の参加となります。初めてのトルコ、しかも会場が奇岩で有名な
カッパドキアということで、心弾ませて成田空港を出発しようとしたのですが、搭乗予定の飛行機が 4時間遅延したため、前途
多難を感じさせる旅立ちとなりました。宿泊は会場となっている近代的なホテルが最も利便性が高いことは理解していたのです
が、あえて会場から少し離れた奇岩を削って作ったホテルに宿泊しました。部屋にはエアコンもなく、壁から落ちた砂が床に残っ
ており快適性には若干欠けるものの、室内の雰囲気は異国感たっぷりであり、またスタッフのトルコ人の方がとても感じの良い
方で、トルコの紅茶であるチャイと名物のドライフルーツを御馳走になりました。
　このシンポジウムはホルモンの一種である、神経細胞にて合成される神経ペプチドのPACAPやVIPに関する研究者が集い、最
新の研究成果を発表しあう機会となっています。今回は知り合いの先生方から依頼されて、私がこれまで進めてきたPACAPに関
する研究について、2演題を口頭発表することになりました。どちらの発表もそれなりに質疑にも答えられ、有意義な機会となっ
たのですが、発表が前半の 2日目と最終日に分かれており、シンポジウム中は常に発表のことが頭を離れず、夜中には発表練習
を繰り返してなかなか落ち着けませんでした。次回からは一つの学会・シンポ
ジウムでは、できるだけ演題は一つにしようと思います。
　そうは言いながらも、学会中のエクスカーションでは奇岩の峡谷を抜けるト
レッキングツアーに参加したり、早朝から気球に乗って奇岩を眺めるバルーン
ツアーに参加したり（右写真）、トルコのバーで「ラク」という水を入れると白く
濁る蒸留酒を飲みながら研究者同士で交流を深めたりと、十分すぎるほどトル
コを満喫することができました。次回のシンポジウムは香港が開催予定地です。
それまでにしっかりと実験データを貯め、参加・発表できるように努力したい
と思います。

（中町テニュアトラック教員　助教）

平成27年度理工学研究部テニュアトラックワークショップ開催報告

テニュアトラック教員の活動報告
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　自然界は、様々な物質が化学反応を伴いながらエネルギー循
環しています。好気性生物による呼吸と植物の行っている光
合成とは、二酸化炭素と水、グルコースと酸素とが互いに循環
し、まるで、それぞれの物質がエネルギーを運ぶキャリアーと
して機能しているようにとらえることができます。我々のグルー
プでは、「自然界の資源再生型エネルギー変換反応を志向した
機能性金属錯体の創成」と題し、自然界に倣った循環型エネル
ギーシステム構築の一端を担うため、二酸化炭素・水・酸素・
窒素などのありふれた物質を自在に活性化・変換することので
きる金属錯体触媒の開発研究に取り組んでいます。私は、アメ
リカ、ミシガン州、トラバースシティのGrand Traverse Resort 
& Spa ホテルで開催された「International Symposium on the 
Photophysics and Photochemistry of Coordination Compounds 2013（ISPPCC 2013）」にて、「Twisted Distortion Eff ect on 
Photo-driven Hydrogenation Reactions of Ruthenium NAD Model Complexes」というタイトルで研究発表を行ってきました。
ISPPCCは、配位化合物の光物理や光化学に取り組む世界中の研究者が参加する国際学会であり、今回で20回目という節目に参
加・発表することができました。宿泊形式で学会が行われたこともあり、より多くの研究者と活発な議論・交流することができ
ました。上写真のホテルのシンボルマークからもわかるように、近くにはアメリカ随一の美しさを誇るスリーピングベア国立湖
浜公園があり、ロケーションも非常に良く、大変有意義な時間を過ごすことができました。

（大津テニュアトラック教員　准教授）

　昨年度の話になりますが、生命の起源研究に関する国際学会、Origins 
2014に行ってきました。この学会は 3年に 1 度開かれるそうで、今回は日
本の奈良市で開催、私は初めての参加でした。生命の起源というと、分野
外の方には何やら怪しげなものに感じられるかもしれませんが、科学にお
ける最も根源的かつ重要な問題の一つなので、研究の歴史は古く、参加者
も多い大きな学会でした。研究内容は非常に分野横断的で、学会のセッショ
ンや参加者の専門分野も生物・化学・物理・宇宙・地学などと非常に多様
で、普段は触れる機会の少ない話を聞ける、非常に面白く刺激に富む学会
でした。

　私はRNAワールドのセッショ
ンで口頭発表を行いましたが、
Jack Szostak博士、Gerald Joyce博
士、Steven Benner博士、David Deamer博士など、この分野で著名な研究者が多数参加
しており、彼らとディスカッションできたことは非常に有益でした。応用とはあまり繋
がらない純然な基礎研究だからでしょうか、参加者は情熱的な人が多く、時々かなり激
しい議論が見られたことも印象的でした。
　本学会には私のフランス時代の同僚も数人来ており、また奈良は私の出身地でもあっ
たため、いろいろと観光案内をさせられました。最も大変だったのは、元同僚が企画し
たカラオケ大会で、酔いが回った彼らがどんちゃん騒ぎを始め、全員での合唱が延々と
続く状態になり、時間が来てもやめず、ついには代金を払わない人が続出し、私が立て
替えるハメになったことです。同席されていた他の日本人の方のご協力もあり、翌日に
回収できましたが、外人パワーを痛感した学会でした。

（松村テニュアトラック教員　助教）写真2：熱唱する元同僚。このあと、全員で
の合唱が延々と続く事に…。

写真1：学会で知り合ったNASAの研究者や元同僚と夕食。座
敷の和室だったのでかなり好評でした。
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　ニュースレター第 4号では、平井学長補佐の挨拶をはじめ、今年
度開催した各種イベントの報告を掲載しました。また、 3 名のテニュ
アトラック教員の日頃の活動を紹介することで、テニュアトラック制度
を活用して活躍している若手研究者をより身近に感じていただければ
と思っております。今後とも本事業にご理解とご協力のほど、よろしく
お願いいたします。

News Letter 第 4 号　平成28年 3 月発行
【編集・発行】
富山大学大学院理工学研究部テニュアトラック若手育成部門
〒930‒8555 富山県富山市五福3190
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International Symposium on Frontier Biology and Chemistry 2016 開催報告

　平成28年 3 月 7 日（月）に「International Symposium on 
Frontier Biology and Chemistry 2016」を富山大学理学部多
目的ホールにて開催いたしました。この国際シンポジウム
は、富山大学理学部のテニュアトラック教員である、私、
中町と松村茂祥助教がオーガナイザーを務めさせていただ
き、生物分野と化学分野において最先端の研究を進められ
ている海外の研究者をゲストとしてお招きし、講演してい
ただきました。
　今回のシンポジウムは遠藤俊郎学長の開会挨拶で始まり、
テニュアトラック若手育成部門長である野﨑浩一教授より、
本シンポジウムの開催についての主旨についての説明の後
に講演がスタートしました。前半の生物分野のセッションでは、スペインのTorre de la Sal養殖研究所の所長であるJose 
Miguel Cerda-Reverter博士より、「Journey throughout the fi sh melanocortin system」というタイトルでメラノコルチ
ンシステムについて、哺乳類における制御機構における最新の知見から、遺伝子改変魚類を用いた詳細な研究結果につ
いて講演していただきました。次いで、私が現在進めている下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド遺伝子欠
損マウスにおける記憶学習障害と、ゼブラフィッシュの記憶学習に関する機能解析に関連した研究成果についてお話さ
せていただきました。 3番目の演者として、富山大学先端ライフサイエンス拠点のテニュアトラックを終えて富山大学
理学部生物学科の准教授になられた𡈽田努博士により、昆虫において寄生生物が宿主に対して必須栄養素の供給や体色
の変化など、様々な影響を与えている共生の機構について講演していただきました。後半の化学分野のセッションでは、
リトアニアのVilnius大学でグループリーダーをされているLinas Mazutis博士より「Droplet microfl uidics for single-cell 
analysis, sorting and sequencing」というタイトルで、マイクロ流体システムにより微小なエマルジョン液滴中に細胞と
遺伝子バーコードを封じ込めることにより開発した、高感度なスクリーニング技術について講演していただきました。
続いて松村助教が、同じく微小エマルジョンを用いてRNAの進化を再現することにより、生命の起源を探る試みについ
ての研究成果をご紹介いただきました。最後の演者として本学理学部テニュアトラック教員である大津英揮准教授によ
り、CO2への水素付加を促進する新規ルテニウム錯体の開発と応用についての研究成果をお話いただきました。最後に
は野﨑浩一部門長より、海外からの 2名のゲストに御礼と記念品として葛飾北斎の赤富士がプリントされたタオルが贈

呈され、関係者一同で写真を撮影して終了とな
りました。
　私達にとってこのような国際シンポジウムを
企画する機会は初めてであり、大変貴重な経験
となりました。配慮が行き届かなかったことな
ど反省点もありましたが、この経験を糧として
今後に生かしていきたいと思います。最後にな
りますが、本シンポジウムに御参加いただきま
した83名の方には心より感謝致します。また、
この企画の開催に向けて御尽力いただきました
学内およびテニュアトラック制度の関係者の皆
様には厚く御礼申し上げます。

（中町テニュアトラック教員）


