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表 4 1年生前後期両方受験者及び履修者のTOEIC IP テストのスコアの伸び 
  
  

2021 2020 2019 2018 2017 
後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 

1年生前後期 
両受験者 396 435 513.2 481.6 438.7 431.2 451.7 408.5 489.3 464.6 

平均値の伸び -39 - 31.6 - 7.5 - 43.2 - 24.6 - 

1 年生前後期両

受験者かつ後期

履修者 
420 446 503.7 502.9 504.2 440.8 508.8 463.5 470.3 440.3 

平均値の伸び -26 - 0.8 - 63.5 - 45.4 - 30 - 

・2020年度分までは、理学部で実施した TOEIC IPテスト結果のみ集計対象とした。 

・2021年度は、教養教育院主催で全１年生向けの TOEIC IPテストが行われた(4月,1月)。併せて、３年生

の希望者向けの TOEIC IPテストも行われた(1月)。後期の集計のみ、理学部で実施した IPテストの結果

の他、これらの結果も反映した。 

a 教養教育院(4 月,1 月)および理学部(7 月,12 月)で実施。b 理学部で実施。c 教養教育院および理学部で

実施したテストの結果を合算集計。d理学部で実施したテストの結果のみを集計。 

 

Ⅲ．今後の課題 

2021年度も 2020年度に引き続きコロナ禍に翻弄され，「TOEIC英語 e-ラーニング」の授業展開が大変

難しかったものの，例年と同程度の受講者があったことはよろこばしい．ただし受講者数には上限までに

まだ余裕があることや，TOEIC IP テストの理学部全体の平均点を考えたときに，次年度以降は受講者数

を増やし，理学部学生の英語力の英語力向上にさらに役立てることが望まれる．  

 

 

 

 

2.2.1 数学科  

数学科 数理解析グループ 

■教員・研究分野 

教 授 菊池 万里  Masato Kikuchi  実解析学, 確率論 

教 授 古田 高士  Takashi Koda  微分幾何学 

教 授 永井 節夫  Setsuo Nagai  微分幾何学 
教 授 藤田 景子  Keiko Fujita  関数論, 解析汎関数論, 応用数学 
准教授 川部 達哉  Tatsuya Kawabe  幾何学, 変換群論 

准教授 木村  巌  Iwao Kimura  数論 

客員教授 濱名 正道  Masamichi Hamana 作用素環論 
 

■研究概要 
 

実解析学, 確率論(菊池) 
Banach 関数空間, 殊に Lebesgue 空間, Orlicz 空間, Lorentz 空間などに代表される, 再配分不変性を持つ空

間におけるマルチンゲールの理論の研究を行っている．また, それらの実解析学への応用を研究している． 研究

の結果, 例えば, マルチンゲールの諸性質(不等式や収束)が成り立つ Banach 関数空間の特徴付けが得られてい

る． 
 

微分幾何学(永井) 
微分幾何学の中でも複素空間型すなわち複素射影空間, 複素双曲空間内の実部分多様体をテンソル解析学の手法

を用いて研究している．特に実超曲面上の等質構造テンソルの具体的な構成, 自然還元等質実超曲面の分類, 等質

実超曲面のリッチテンソルによる特徴付けについて研究している．将来的には狭く専門分野を限定せずに, 微分同

型群, 等長変換群をキーワードとして研究を展開していきたい． 
 

微分幾何学(古田) 
向きづけられた偶数次元リーマン多様体Mの各点における接空間の複素構造をすべて集めてできるツイスター

空間とMの幾何学の関係を研究している．とくに, 4次元概エルミート多様体の自己双対・反自己双対性と分類

問題, リーマン対称空間上のツイスター空間としてのリーマン3-対称空間の幾何学的性質を研究している． 
 

関数論, 解析汎関数論, 応用数学(藤田) 
複素ユークリッド空間のコンパクト集合上の解析汎関数(超関数)やそのフーリエ像などの研究, 正則関数や調和

関数の積分公式など再生核を中心とした複素解析学の研究, および, その応用として, 信号源分離など時間周波数

解析の研究． 
 

幾何学, 変換群論(川部) 
多様体への不連続群の作用やリー群の離散部分群による等質空間への作用, その軌道空間の空間形に関する諸問

題を扱う． 
主に次の２つの問題に関わる対象を調べている． 
(１) Affine結晶群の可解性について 
(２) 多重構造をもつ有限生成群から多様体を実現する障害とその分類 
どちらも多様体の基本群の因子列に関係するが, その代数的特徴づけについてはいくつか結果が得られている． 
 

数論(木村) 
主な研究テーマは, 算術的な条件を満たす代数体の分布である．より正確には, 素数 ℓと代数体kをそれぞれ一

つ固定し, kの二次拡大体の中で, 類数が ℓで割り切れない, という性質を満たすものの「密度」を評価することで

ある．Cohen とLenstraにより, 1984年頃定式化された, いわゆるCohen-Lenstra heuristicsや, その精密化・

一般化(類数の部分を, ゼータ関数の負の整数点での特殊値へ一般化する)を研究している．このような結果は, 代
数体のZℓ拡大の岩澤理論や, 楕円曲線の岩澤理論などに応用を持つ． 
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作用素環論(濱名) 
作用素系 (operator system) , 作用素空間 (operator space) の研究を, 筆者の導入した C*-envelope, triple 

envelope, injective envelope 等の概念を用いて, より分かり易い C*-代数の研究に帰着させることを目標として

いる． 
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作用素環論(濱名) 
作用素系 (operator system) , 作用素空間 (operator space) の研究を, 筆者の導入した C*-envelope, triple 

envelope, injective envelope 等の概念を用いて, より分かり易い C*-代数の研究に帰着させることを目標として

いる． 
 
 
  

 

数学科 情報数理グループ 

■教員・研究分野 
 

教 授 上田 肇一  Keiichi Ueda  応用数学 

教 授 藤田 安啓  Yasuhiro Fujita  粘性解理論 

教 授 山根 宏之  Hiroyuki Yamane  表現論 
准教授 秋山 正和  Masakazu Akiyama 応用数学 
准教授 出口 英生  Hideo Deguchi  偏微分方程式論 

助 教 幸山 直人  Naoto Kouyama  整数論 

客員教授 池田 榮雄  Hideo Ikeda  応用数学, 非線形解析 
客員教授 小林久壽雄 Kusuo Kobayashi  確率論, 関数方程式論 

客員教授 吉田 範夫  Norio Yoshida  微分方程式論 

 
■研究概要 

 

応用数学(上田) 
化学反応や生命現象に見られる非線形ダイナミクスに対する研究を行っている． 
(１) 反応拡散系でみられるパターンダイナミクスに対する数理解析 

(２) 自律分散システムに対する数理解析 

(３) 単細胞生物の移動運動の数理モデリングと数理解析 
 

粘性解理論(藤田) 
(１) 病的函数を初期値とする Hamilton-Jacobi 方程式の解の解析 
(２) 対数型 Sobolev 不等式と超縮小性の解析 
(３) 非線形問題に対する粘性解理論の研究 

 

表現論(山根) 
Lie 超代数, 量子群, Nichols代数の表現論および代数的構造の研究をワイル亜群と呼ばれるワイル群の拡張し

た概念を用いて研究しています．近年は一般化された量子群の典型的有限次元既約指標のワイル・カッツ型指標

の公式を証明しました．現在は主にアファイン型一般化された量子群の普遍R-行列を研究しています． 
 

応用数学(秋山) 

 生物の形作り, 気候の変動, 経済活動などの社会現象等, 自然界には様々な現象が存在する．これらの現象を理

解するためには, 適切な階層から現象を引き起こしうる因子に目をつけ, それらの因子の関係を簡単な数理モデル

として表現することが鍵となり, 研究をしている． 
 
 

偏微分方程式論(出口) 
コロンボの一般関数の理論を用いて, 偏微分方程式を研究している．現在は特に, 双曲型方程式の一般関数解の

正則性, 特異性の伝播を研究している．また, ゲーム理論において現れる放物型方程式系の解の存在, 一意性, 漸
近挙動の研究も行っている． 

 

整数論(幸山) 
有限次代数体の整数環A上の特殊線形群SLm(A)に関する合同部分群問題．特に, m=2かつA=Zの整数環につ

いて, 一部ではあるが, 具体的に指数有限の部分群を構成し, 合同部分群であるか非合同部分群であるかを決定し

た． 
 

応用数学, 非線形解析, 現象解析(池田) 
反応拡散系には様々な時空間パターンが出現する．それらのパターンダイナミクスを反応拡散系とその特異極

限としての自由境界問題の解挙動として捕らえ, それらの正当性と解析的手法の確立を研究目標としている．一様

な媒体上ではフロント型の進行波解が分岐する物理パラメータの近傍において, フロント型とバック型の進行波解

の強い相互作用, 及び, その状態で拡散係数に非一様性を導入したとき, その非一様性の強さに応じて生じる様々

なダイナミクスを中心多様体上の微分方程式に縮約することによって解析している． 
 

確率論, 関数方程式論(小林) 
確率過程論及び関連する非線形方程式の解析：確率過程特に分枝マルコフ過程の極限定理の研究及び関連する非

線形微分方程式の解の漸近挙動の解析 
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微分方程式論(吉田) 
常微分方程式, 偏微分方程式, 関数微分方程式, 関数変数偏微分方程式の解の定性的理論, 特に振動理論

とよばれる解の零点に関する研究を行っている．また, 感染症の微分方程式とよばれる SIR モデル, SIRD 

モデル, SEIR モデル, SEIRD モデルの exact solution 及びその解の性質についての研究も行っている．

更に, Abel の微分方程式, 黄金比も研究対象である． 
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微分方程式論(吉田) 
常微分方程式, 偏微分方程式, 関数微分方程式, 関数変数偏微分方程式の解の定性的理論, 特に振動理論

とよばれる解の零点に関する研究を行っている．また, 感染症の微分方程式とよばれる SIR モデル, SIRD 

モデル, SEIR モデル, SEIRD モデルの exact solution 及びその解の性質についての研究も行っている．

更に, Abel の微分方程式, 黄金比も研究対象である． 

 
 
  

 

■論文 

1. Weakening of resistance force by cell–ECM interactions regulate cell migration directionality and 
pattern formation (査読付), 
Hagiwara, M., Maruyama, H., Akiyama, M., Koh, I. and Arai, F., 
Communications biology, 4 (1), 808, (2021) 

2. Collective nuclear behavior shapes bilateral nuclear symmetry for subsequent left-right asymmetric 
morphogenesis in Drosophila(査読付), 
Shin, D., Nakamura, M., Morishita, Y., Eiraku, M.. Yamakawa, T., Sasamura, T., Akiyama, M., Inaki, 
M., and Matsuno, K., 
Development, 148 (18), dev198507, (2021) 

3. Characterization of some types of curvature-adapted real hypersurfaces in a nonflat quaternionic 
space form (査読付), 
Kaneko, K. and Nagai, S., 
Toyama Mathematical Journal, 42, 137-153, (2021) 

4. Hamilton--Jacobi flows with nowhere differentiable initial data (査読付), 
Fujita, Y., Siconolfi, A. and Yamaguchi, N., 
Mathematische Annalen, (https://doi.org/10.1007/s00208-021-02353-w Open Access), 

5. A self-affine property of evolutional type appearing in a Hamilton--Jacobi flow starting from the 
Takagi function (査読付), 
Fujita, Y., Hamamuki, N. and Yamaguchi, N., 
Michigan Mathematical Journal, 71, 105-120, (2022) 

■総説・解説 

1. カイメンの形づくりとその数理的アプローチに関して, 
秋山正和, 船山典子, 
数理科学, 59 (9) , (2021) 

2. On Generalizrd Quantum Groups and typical irreducible characters, 
Yamane, H., 
第6回Algebraic Lie Theory and Representation Theory, 284 - 291 , (2021) 

 

■研究発表 

1. 虚Abel関数体の相対類数の漸近挙動について, 
木村 巌, 
北陸数論セミナー 

2. On typical irreducible character formulas of generalized quantum groups, 
山根宏之, 
2021年度研究集会「代数的Lie理論および表現論」 

3. Tiling mechanisms of the compound eye through geometrical tessellation， 
秋山正和, 林 貴史， 
第54回日本発生生物学会年会， 
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4. 【論文紹介】S. Dasgupta, Computations of elliptic units for real quadratic fields, 
木村 巌, 
北陸数論セミナー 

5. パラメーター自己調整による振動パターンの再現, 
上田肇一, 
第15回応用数理研究会 

6. ワイル亜群のケーレーグラフのハミルトン閉路, 
山根宏之, 
第36回リー代数サマーセミナー 

7. 一般化された量子群のワイル亜群のケイリーグラフのハミルトン閉路, 
山根宏之, 
日本数学会2021年度秋季総合分科会 無限可積分系  

8. A three-dimensional vertex dynamics model for understanding the twisting phenomenon of the 
hindgut of Drosophila, 
秋山正和, 
Society for Mathematical Biology Annual Conference 

9. フェーズフィールド法によるカイメンの形の表現方法, 
秋山正和, 
日本数理生物学会年会 

10. 生物の左右性形成に関する数理的研究について, 
秋山正和, 
2021年度数学会秋季総合分科会の応用数学分科会特別講演 

11. Emergence of synchronized oscillations by self-tuning of parameters, 
Keiichi Ueda, 
ReaDiNet 2021: An Online Conference on Recent Topics in Reaction-Diffusion System, Biology, 
Medicine and Chemistry 

12. Representation theory of generalized quantum algebras using Weyl groupoids, 
山根宏之, 
RIMS研究集会「組合せ論的表現論および関連分野との連携」 

13. 結合振動子系のパラメーター推定, 
上田肇一, 
応用数学合同研究集会 

14. ワイル亜群について, 
山根宏之, 
2021年度「リー代数・ホップ代数および関連する話題 」 

15. 面の伸展・収縮で立体を作る方法を探す, 
秋山正和, 近藤 滋, 井上康博, 松田佳祐, 他 
共同テーマ創出ワークショップ 

16. Hilbert第12問題の計算例紹介, 
木村 巌, 
Dasgupta Kakdeの最近の仕事とその周辺 
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4. 【論文紹介】S. Dasgupta, Computations of elliptic units for real quadratic fields, 
木村 巌, 
北陸数論セミナー 

5. パラメーター自己調整による振動パターンの再現, 
上田肇一, 
第15回応用数理研究会 

6. ワイル亜群のケーレーグラフのハミルトン閉路, 
山根宏之, 
第36回リー代数サマーセミナー 

7. 一般化された量子群のワイル亜群のケイリーグラフのハミルトン閉路, 
山根宏之, 
日本数学会2021年度秋季総合分科会 無限可積分系  

8. A three-dimensional vertex dynamics model for understanding the twisting phenomenon of the 
hindgut of Drosophila, 
秋山正和, 
Society for Mathematical Biology Annual Conference 

9. フェーズフィールド法によるカイメンの形の表現方法, 
秋山正和, 
日本数理生物学会年会 

10. 生物の左右性形成に関する数理的研究について, 
秋山正和, 
2021年度数学会秋季総合分科会の応用数学分科会特別講演 

11. Emergence of synchronized oscillations by self-tuning of parameters, 
Keiichi Ueda, 
ReaDiNet 2021: An Online Conference on Recent Topics in Reaction-Diffusion System, Biology, 
Medicine and Chemistry 

12. Representation theory of generalized quantum algebras using Weyl groupoids, 
山根宏之, 
RIMS研究集会「組合せ論的表現論および関連分野との連携」 

13. 結合振動子系のパラメーター推定, 
上田肇一, 
応用数学合同研究集会 

14. ワイル亜群について, 
山根宏之, 
2021年度「リー代数・ホップ代数および関連する話題 」 

15. 面の伸展・収縮で立体を作る方法を探す, 
秋山正和, 近藤 滋, 井上康博, 松田佳祐, 他 
共同テーマ創出ワークショップ 

16. Hilbert第12問題の計算例紹介, 
木村 巌, 
Dasgupta Kakdeの最近の仕事とその周辺 

 

17. K2 第39回ホヤの生物学談話会「オタマボヤのハウス形成：セルロース繊維をもちいた形づくり」, 
秋山正和, 小沼 健, 山崎慎太郎, 他 
日本動物学会 

18. Laxton群とその商群における平方根問題, 
木村 巌, 
日本応用数理学会第18回研究部会連合発表会 

19. 結晶構造シミュレータの開発について, 
秋山正和, 高田 悠, 森戸春彦, 他 
日本応用数理学会 

20. データ科学とハイスループット合成を融合した新規結晶探索, 
秋山正和, 森戸春彦, 藤岡正弥, 他 
第50回結晶成長国内会議（JCCG-50） 

■科研費及び科研費相当研究費 

1. 2017-2021, 基盤研究(C), 
マルチンゲールの諸性質が維持される関数空間の特徴付け, 
(代表者) 菊池万里 

2. 2018 – 2021, 基盤研究(C), 
病的函数を初期値とするHamilton-Jacobi flowの研究, 
(代表者) 藤田安啓 

3. 2019-2021, 基盤研究(C),  
ワイル亜群と一般化された量子群の表現論および関連するグラフ理論, 
(代表者) 山根宏之 

4. 2019-2021, 基盤研究(C), 
新しい細胞多面体モデルの構築に関する数理的研究, 
(代表者) 秋山正和 

5. 2019-2022, 基盤研究(C), 
３成分反応拡散系における余次元２の中心多様体縮約の深化, 
(代表者) 池田榮雄 

6. 2020-2022, 基盤研究(C), 
自発的パラメーター調整機能を有する環境適応型移動運動モデルの提案, 
(代表者) 上田肇一 

7. 2020-2022, 基盤研究(C), 
コロンボの理論を用いた不連続な係数を持つ波動方程式に対する初期値問題の研究, 
(代表者) 出口英生 

8. 2020-2024, 学術変革領域研究(A), 
生物による針状素材を用いた建築原理の数理, 
(代表者) 秋山正和 

9. 2020-2024, 学術変革領域研究(A), 
形態形成の原理の解明と工学への展開, 
(代表者) 井上康博(京都大学), (分担者) 秋山正和, 船山典子(京都大学), 近藤 滋(大阪大学), 新美輝幸(基
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礎生物学研究所), 大澤志津江(名古屋大学), 小沼 健(鹿児島大学), 山崎慎太郎(大阪大学), 後藤寛貴(静
岡大学), 田尻怜子(東京大学) 

10. 2021-2024, 国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST), 
結晶構造シミュレーターの開発, 
(代表者) 桂ゆかり, (分担者) 秋山正和, 森戸春彦, 藤岡正弥, 菅原 徹 

11. 2021-2024, 基盤研究（C) 
さまざまな病的函数を初期値とするHamilton-Jacobi flowの研究, 
(代表者) 藤田安啓           

■学外活動・社会貢献 
 秋山正和, 日本応用数理学会 誌編集委員会 副編集委員長 
 秋山正和, 広島大学大学院 客員准教授 
 秋山正和, 明治大学先端数理科学インスティチュート(MIMS) 研究員 
 秋山正和, からだ工務店 世話人 
 秋山正和, 日本数理生物学会年会 世話人 
 秋山正和, 応用数学合同研究集会 世話人 
 秋山正和, 北陸応用数理研究会 世話人 
 池田榮雄, 日本数学会 応用数学研究奨励賞委員会 委員 
 上田肇一, 日本数学会 教育研究資金問題検討委員会 委員 
 川部達哉, 日本数学会 数学通信非常任編集委員  
 川部達哉, 課題研究指導 (富山県立富山高等学校) 
 菊池万里, 日本数学会 実函数論分科会 委員 
 菊池万里, 日本数学会 奨励研究生選考委員会 委員 
 木村 巌, 日本数学会 情報システム運用委員会 委員 
 木村 巌, 日本応用数理学会「数論アルゴリズムとその応用」研究部会幹事 
 木村 巌, とやま科学オリンピック作問アドバイザー 
 木村 巌, 北陸数論セミナー世話人 
 木村 巌,「SS発展探求」課題指導 (富山県立富山中部高校) 
 出口英生, 日本数学会 中部支部代議員 
 永井節夫, 中央大学大学院 理工学研究科 非常勤講師 
 藤田景子, 日本応用数理学会 代表会員 
 藤田景子, 日本応用数理学会 ウェーブレット研究部会幹事 
 吉田範夫, 課題研究指導 (富山高等学校理数科学科) 
 吉田範夫, Member of the Editorial Board of International Journal of Advanced Mathematical 

Sciences 

■学内運営・学内活動 

 秋山正和, 数学教室 情報委員会 委員 
 上田肇一, 数学科 副学科長 
 上田肇一, 理学部 自己点検評価委員会 
 上田肇一, 理学部 広報委員会副委員長 
 上田肇一, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 部会長 
 上田肇一, 理工学教育部博士課程 数理・ヒューマンシステム科学専攻 副専攻長 
 上田肇一, 広報委員会 委員 
 上田肇一, ハラスメント防止委員会 委員 
 上田肇一, 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会（２号委員） 
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礎生物学研究所), 大澤志津江(名古屋大学), 小沼 健(鹿児島大学), 山崎慎太郎(大阪大学), 後藤寛貴(静
岡大学), 田尻怜子(東京大学) 

10. 2021-2024, 国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST), 
結晶構造シミュレーターの開発, 
(代表者) 桂ゆかり, (分担者) 秋山正和, 森戸春彦, 藤岡正弥, 菅原 徹 

11. 2021-2024, 基盤研究（C) 
さまざまな病的函数を初期値とするHamilton-Jacobi flowの研究, 
(代表者) 藤田安啓           

■学外活動・社会貢献 
 秋山正和, 日本応用数理学会 誌編集委員会 副編集委員長 
 秋山正和, 広島大学大学院 客員准教授 
 秋山正和, 明治大学先端数理科学インスティチュート(MIMS) 研究員 
 秋山正和, からだ工務店 世話人 
 秋山正和, 日本数理生物学会年会 世話人 
 秋山正和, 応用数学合同研究集会 世話人 
 秋山正和, 北陸応用数理研究会 世話人 
 池田榮雄, 日本数学会 応用数学研究奨励賞委員会 委員 
 上田肇一, 日本数学会 教育研究資金問題検討委員会 委員 
 川部達哉, 日本数学会 数学通信非常任編集委員  
 川部達哉, 課題研究指導 (富山県立富山高等学校) 
 菊池万里, 日本数学会 実函数論分科会 委員 
 菊池万里, 日本数学会 奨励研究生選考委員会 委員 
 木村 巌, 日本数学会 情報システム運用委員会 委員 
 木村 巌, 日本応用数理学会「数論アルゴリズムとその応用」研究部会幹事 
 木村 巌, とやま科学オリンピック作問アドバイザー 
 木村 巌, 北陸数論セミナー世話人 
 木村 巌,「SS発展探求」課題指導 (富山県立富山中部高校) 
 出口英生, 日本数学会 中部支部代議員 
 永井節夫, 中央大学大学院 理工学研究科 非常勤講師 
 藤田景子, 日本応用数理学会 代表会員 
 藤田景子, 日本応用数理学会 ウェーブレット研究部会幹事 
 吉田範夫, 課題研究指導 (富山高等学校理数科学科) 
 吉田範夫, Member of the Editorial Board of International Journal of Advanced Mathematical 

Sciences 

■学内運営・学内活動 

 秋山正和, 数学教室 情報委員会 委員 
 上田肇一, 数学科 副学科長 
 上田肇一, 理学部 自己点検評価委員会 
 上田肇一, 理学部 広報委員会副委員長 
 上田肇一, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 部会長 
 上田肇一, 理工学教育部博士課程 数理・ヒューマンシステム科学専攻 副専攻長 
 上田肇一, 広報委員会 委員 
 上田肇一, ハラスメント防止委員会 委員 
 上田肇一, 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会（２号委員） 

 

 川部達哉, 理学部 入試委員会 委員 
 川部達哉, 理学部 将来計画ＷＧ 委員 
 川部達哉, 入学試験委員会 電算処理専門委員会 委員 
 川部達哉, 五福地区構内交通指導員 
 菊池万里, 理学部 副学部長 
 菊池万里, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 菊池万里, 理学部 安全管理委員会 委員 
 菊池万里, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 菊池万里, 教育研究評議会 委員 
 菊池万里, 計画・評価委員会 委員 
 菊池万里, 大学改革推進本部会議 人事・給与システム部会 委員 
 菊池万里, 教育負担の調整に係る検討ＷＧ 委員 
 菊池万里, 理学部再編検討会 委員 
 木村 巌, 理学部 教務委員会 教育改善部会 委員 
 木村 巌, 附属図書館 運営委員会 委員 
 木村 巌, 総合情報基盤センター 運営委員会 委員 
 木村 巌, 学術研究部教育推進系会議 総合情報基盤センター部会 委員 
 木村 巌, 富山大学未病研究センター兼務 
 木村 巌, 五福地区技術部 技術講演会「データサイエンスやDXとはなんだろうか」講師 
 幸山直人, 理学部 広報委員会 高大連携部会 委員 
 古田高士, 理学部 教務委員会 副委員長 
 古田高士, 理学部 教務委員会 教育実施部会 部会長 
 出口英生, 理学部 国際交流委員会 委員 
 出口英生, 理学部活動報告2021編集ＷＧ 委員 
 出口英生, 理工学教育部修士課程理学領域部会 教育委員会 委員 
 出口英生, ハラスメント相談員（男性） 
 出口英生, 国際機構運営会議 外国人留学生奨学金等専門委員会 委員 
 永井節夫, 数学科長  
 永井節夫, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 永井節夫, 理学部 安全管理委員会 委員 
 永井節夫, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 永井節夫, 教職支援センター全学教職課程専門会議数学WG委員 
 藤田安啓, 2021年度富山大学第6回サテライト講座講師 
 藤田景子, 理学部 学生生活委員会 委員 
 藤田景子, 保健管理センター 運営委員会 委員 
 山根宏之, 理学部 就職指導委員会 委員 
 山根宏之, 理工学教育部修士課程 専攻主任 
 山根宏之, 教育・学生支援機構 就職・キャリア支援センター会議 委員 
 山根宏之, 教育・学生支援機構 就職・キャリア支援センター会議(インターンシップ支援専門会議) 委員 

■学士・修士・博士論文指導 
 学士 39名 
 修士  5名 
 博士  1名 
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2.2.2 物理学科 

物理学科 物性物理学グループ 

■教員・研究分野 

教 授   池本 弘之   Hiroyuki Ikemoto  構造不規則系 
教 授   桑井 智彦   Tomohiko Kuwai  低温,磁性物理 
准教授   田山  孝   Takashi Tayama  低温,磁性 
准教授   畑田 圭介   Keisuke Hatada  放射光分光理論 
助 教   松本 裕司   Yuji Matumoto  低温,磁性 
客員教授  石川 義和   Yosikazu Isikawa  低温,磁性 
 

■研究概要 

構造不規則系 (池本) 
 原子が共有結合で結ばれることにより基本構造が形成され,さらに基本構造同士が相互作用して2次構造をつ

くる,階層構造を有する元素のナノ粒子,あるいは構造不規則系の研究を行っている．これらの系を構造と物性の

両面から検討することにより,階層構造を有する物質の特徴を明らかにすることを研究目的としている．実験手

法としては,X線吸収微細構造測定,X線回折測定,ラマン分光測定などの構造解析と,光吸収係数,フォトルミネッ

センスなどの物性測定を用いている．X線を用いた実験は,KEK-PFなどの大型放射光施設を利用している． 

化合物などにおける極低温熱電,熱特性 (桑井・石川) 
 極低温,高磁場,高圧力の複合極端条件下において f電子を有する希土類元素を含む磁性化合物が示す量子効果

を輸送・熱物性測定を中心とした実験的手法により研究している．とくに,f電子系強相関伝導系が量子臨界点 
(QCP)において示す非フェルミ液体的異常をはじめとした磁気揺動と磁性消失,PrやSm化合物が持つ多極子に

由来する極低温領域の異常物性に興味を持ち研究を行っている．これら研究を行うためにフラックス法を用い

たRT2Al20 (R：希土類元素,T：遷移金属元素)化合物単結晶の育成や独自の手法による良質多結晶試料の作製を

はじめ,装置・測定系の製作にも力を入れており,準断熱法を用いた 0.1Kから室温に至る広い温度範囲の磁場中

比熱精密測定系や 3Heクライオスタットを用いた圧力下比熱測定系,希釈冷凍機を用いた 0.1 Kに至る極低温領

域での磁気熱量効果測定系熱電能 (ゼーベック係数)と熱伝導測定系を立ち上げ,最近では物理特性測定システム

PPMSに搭載できる簡便型の磁気断熱消磁冷凍機を用いた準断熱比熱測定系と精密熱電能測定系を構築し,極め

て短時間で 0.1 Kにいたる極低温の生成と精密物性測定を実現している．0.1 Kから室温に至る広い温度範囲の

熱電能測定を行っている研究グループは国内では他になく,この点が当グループの非常に大きな特徴である．  

希土類金属・合金,希土類金属間化合物の磁性研究．強相関電子系酸化物の磁性研究 (田山・松本) 
 希土類を含んだ金属間化合物の単結晶を用いて,4f電子の示す異方的な性質を磁気的,電気的,熱的な観点から研

究,更に強相関相互作用を示す物質探索をも行い,近藤効果とRKKY相互作用の競合についての研究を行ってい

る．測定温度範囲は 1K近辺から室温までの広い範囲に渡っている． 
 強相関電子系における異方的超伝導,多極子秩序,重い電子状態などの物理現象について研究をしている．実験

手段としては独自に開発した測定技術を用いて極低温下 (0.1～4K)で磁化,熱膨脹,比熱等の熱力学量の精密物性

測定を行っている．また,新しい実験装置の開発にも積極的に取り組んでいる． 

シンクロトロン放射光による内殻励起分光法の理論 (畑田) 
 近年シンクロトロン放射光によるX線を用いた内殻励起分光法は自然科学の様々な分野で用いられており,無
くてはならないものとなっている．その実験手法は確立されてきているが,エネルギーの高い励起状態をターゲ

ットにするために,その理論手法は依然発展途上にある．この様な高い励起状態にある非平衡下の連続状態の理

論研究を行なっている．研究手法としては,まず理論を発展し,そしてそれに基づいた独自プログラムの開発をし,
次に様々な系の実験結果の解析に用いるという流れに沿っている． 
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2.2.2 物理学科 

物理学科 物性物理学グループ 

■教員・研究分野 

教 授   池本 弘之   Hiroyuki Ikemoto  構造不規則系 
教 授   桑井 智彦   Tomohiko Kuwai  低温,磁性物理 
准教授   田山  孝   Takashi Tayama  低温,磁性 
准教授   畑田 圭介   Keisuke Hatada  放射光分光理論 
助 教   松本 裕司   Yuji Matumoto  低温,磁性 
客員教授  石川 義和   Yosikazu Isikawa  低温,磁性 
 

■研究概要 

構造不規則系 (池本) 
 原子が共有結合で結ばれることにより基本構造が形成され,さらに基本構造同士が相互作用して2次構造をつ

くる,階層構造を有する元素のナノ粒子,あるいは構造不規則系の研究を行っている．これらの系を構造と物性の

両面から検討することにより,階層構造を有する物質の特徴を明らかにすることを研究目的としている．実験手

法としては,X線吸収微細構造測定,X線回折測定,ラマン分光測定などの構造解析と,光吸収係数,フォトルミネッ

センスなどの物性測定を用いている．X線を用いた実験は,KEK-PFなどの大型放射光施設を利用している． 

化合物などにおける極低温熱電,熱特性 (桑井・石川) 
 極低温,高磁場,高圧力の複合極端条件下において f電子を有する希土類元素を含む磁性化合物が示す量子効果

を輸送・熱物性測定を中心とした実験的手法により研究している．とくに,f電子系強相関伝導系が量子臨界点 
(QCP)において示す非フェルミ液体的異常をはじめとした磁気揺動と磁性消失,PrやSm化合物が持つ多極子に

由来する極低温領域の異常物性に興味を持ち研究を行っている．これら研究を行うためにフラックス法を用い

たRT2Al20 (R：希土類元素,T：遷移金属元素)化合物単結晶の育成や独自の手法による良質多結晶試料の作製を

はじめ,装置・測定系の製作にも力を入れており,準断熱法を用いた 0.1Kから室温に至る広い温度範囲の磁場中

比熱精密測定系や 3Heクライオスタットを用いた圧力下比熱測定系,希釈冷凍機を用いた 0.1 Kに至る極低温領

域での磁気熱量効果測定系熱電能 (ゼーベック係数)と熱伝導測定系を立ち上げ,最近では物理特性測定システム

PPMSに搭載できる簡便型の磁気断熱消磁冷凍機を用いた準断熱比熱測定系と精密熱電能測定系を構築し,極め

て短時間で 0.1 Kにいたる極低温の生成と精密物性測定を実現している．0.1 Kから室温に至る広い温度範囲の

熱電能測定を行っている研究グループは国内では他になく,この点が当グループの非常に大きな特徴である．  

希土類金属・合金,希土類金属間化合物の磁性研究．強相関電子系酸化物の磁性研究 (田山・松本) 
 希土類を含んだ金属間化合物の単結晶を用いて,4f電子の示す異方的な性質を磁気的,電気的,熱的な観点から研

究,更に強相関相互作用を示す物質探索をも行い,近藤効果とRKKY相互作用の競合についての研究を行ってい

る．測定温度範囲は 1K近辺から室温までの広い範囲に渡っている． 
 強相関電子系における異方的超伝導,多極子秩序,重い電子状態などの物理現象について研究をしている．実験

手段としては独自に開発した測定技術を用いて極低温下 (0.1～4K)で磁化,熱膨脹,比熱等の熱力学量の精密物性

測定を行っている．また,新しい実験装置の開発にも積極的に取り組んでいる． 

シンクロトロン放射光による内殻励起分光法の理論 (畑田) 
 近年シンクロトロン放射光によるX線を用いた内殻励起分光法は自然科学の様々な分野で用いられており,無
くてはならないものとなっている．その実験手法は確立されてきているが,エネルギーの高い励起状態をターゲ

ットにするために,その理論手法は依然発展途上にある．この様な高い励起状態にある非平衡下の連続状態の理

論研究を行なっている．研究手法としては,まず理論を発展し,そしてそれに基づいた独自プログラムの開発をし,
次に様々な系の実験結果の解析に用いるという流れに沿っている． 

 

 

物理学科 量子物理学グループ 

■教員・研究分野  

教 授   小林 かおり  Kaori Kobayashi  分子分光学,マイクロ波分光,レーザー分光 
教 授   森脇 喜紀  Yoshiki Moriwaki  量子エレクトロニクス,レーザー分光学 
准教授   榎本 勝成  Katsunari Enomoto 分子分光学,原子分子物理学 
准教授   柿﨑 充  Mitsuru Kakizaki  理論物理学 (素粒子論,宇宙論) 
准教授   山元 一広  Kazuhiro Yamamoto 重力波天文学 
助 教   廣島  渚  Nagisa Hiroshima 理論物理学 (素粒子論,宇宙物理学) 
客員教授  久保 治輔  Jisuke Kubo  理論物理学（素粒子論） 
客員教授  酒井 英男  Hideo Sakai        磁性物理 
協力研究室：教養教育院 
教 授   栗本 猛  Takeshi Kurimoto 理論物理学 (素粒子論,その他) 

■研究概要 

遠赤外分光学 (森脇・小林) 
 光を用いて原子分子の構造や相互作用を研究する．用いる光はレーザーであることが多いが,適当な光の無い

波長域では,光源そのものの開発も行う．とくに,遠赤外域で作り上げた波長可変の分光計は,50ミクロンから長

波長側のコヒーレントな遠赤外光を発生でき,世界でも,この領域のコヒーレントな光源による高分解能分光学は

富山大学でしかできないという特色を持っている．これまでに,水分子などの身近な分子をはじめとして多くの

分子を対象に回転スペクトルを調べてきたが,最近では陽子のついたプラス分子イオンやマイナスの分子イオン

の測定も行えるようになった． 

素粒子物理学 (対称性の破れ)  (栗本) 
 現在あるいは近い将来に実験可能な素粒子現象について,時間反転,空間反転,粒子・反粒子変換の各対称性の破

れに主に注目した研究を行ない,現在の素粒子標準模型の次に来るべき理論を探求することを目標としている． 

量子エレクトロニクス,レーザー分光学(森脇) 
低温ヘリウム (固体・液体・気体)中での原子分子の分光： 
 ヘリウムは,物質との相互作用が小さく,電磁波・光に対して広い周波数範囲で透明であるため,原子分子などを

閉じ込めその性質を調べるための媒体となる．我々は,ヘリウム中に閉じ込められた原子分子を分光学的に調べ

ることにより,原子分子とヘリウムとの衝突相互作用,ヘリウムが形成する構造,ヘリウムのボース－アインシュタ

イン凝縮に伴う素励起などの光学的な検出の研究している． 
原子・分子・イオンの空間捕捉と冷却： 
 静電磁場を用いて原子・分子・イオンを狭い空間内に捕捉・冷却する手段の研究を行っている．捕捉・冷却

された原子分子イオンを用いて,他との相互作用が極めて小さい孤立系,あるいは制御された相互作用を行う系を

用意し,レーザーなどの電磁波を用いた精密な遷移周波数の測定や,衝突・反応の詳細を調べる研究を行ってい

る． 

分子分光学・原子分子物理学 (榎本) 
 1 K以下の極低温分子気体を実現するために、分子の冷却方法や集束・減速・捕捉などの並進運動の操作技術

の開発を行っている。特に、超伝導素材でできたマイクロ波共振器を用い、マイクロ波と分子の相互作用を利

用した運動操作の研究を展開している。また、レーザーを用いた可視・紫外領域の気相分子の分光研究を行っ

ている。超低膨張素材でできたエタロン等を用いることで、高精度な共鳴周波数の決定が可能である。 

星間分子・トリチウム含有分子の分子分光 (小林) 
 気相中の分子を高分解能・高感度なレーザー分光法やマイクロ波分光法を用いて研究し基礎的なデータを収

集し,その解析を行っている． 
 マイクロ波分光では 8-340GHzの範囲内で内部回転を持つ星間分子やその候補の実験室のデータの測定と解
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析を行っている．この測定に必要な装置の開発も行っている．これらは電波観測に不可欠であり,星間空間の運

動,星の生成や環境を調べるための基礎となっている．このようなデータを天文観測や分光観測に役立てるため

に周波数検索できるデータベースとして整備しウェブ上で公開している．さらに電波観測への応用を行い,星間

空間での分子の物理状態の把握などを行っている． 
 近赤外領域のレーザー分光では特に水素の放射性同位体であるトリチウム含有分子の分子分光を行っており,
現在は高濃度トリチウム水の分光を実施中である． 

理論物理学 (素粒子論的宇宙論)  (柿﨑) 
 素粒子標準模型を超える新しい素粒子模型の構築及び検証を,初期宇宙現象との整合性という宇宙論的観点か

ら行っている．特に,標準模型では説明できないニュートリノの質量,宇宙の暗黒物質の正体の解明を目指し,加速

器実験,宇宙観測のデータに基づいた多角的な研究を行っている． 

重力波天文学 (森脇・山元) 
 重力波は 1916年にアインシュタインが予言した光速度で伝搬する時空のさざなみである．2015年アメリカ

のLIGOが初の直接検出に成功した．宇宙を観測する新しい手段, 重力波天文学, の創生である．現在検出器を

地球上の色々な場所に建設し,より遠くまでかつ,より精度よく重力波を観測する国際観測網の構築が進められて

いる．日本では岐阜県飛騨市神岡町にKAGRAが建設された．KAGRAは”地下”と”低温”という従来にない高感

度化に資する特徴を持つ．富山大学はKAGRAに一番近い国立大学であるという利点を生かし,KAGRAの建設,
開発,改良に貢献している． 

理論物理学 (宇宙物理学)  (廣島) 
 理論と観測の両方に立脚して高エネルギー宇宙の解明に取り組んでいる．とくに,暗黒物質の正体解明を目指

す研究に注力しており,宇宙の多波長・多粒子観測の結果や地上実験の結果も組み合わせてその性質を詳細に調

べている．また,暗黒物質による構造形成についての理論的研究も行っている． 

理論物理学 (素粒子の質量起源と標準理論を超えた新しい物理学の探究) (久保) 
 素粒子の標準理論とアインシュタインの重力理論をスケール不変性に基づき拡張し，ヒッグスの質量項， 

暗黒物質の質量，重力定数（プランク質量）の起源を解明する理論的研究を行っている．宇宙初期でのスケー

ル不変性の自発的破れは，相転移として現れる．もし相転移が一次な場合は背景重力波が生成されるので，そ

の観測可能性を調べている．また，拡張された重力理論に於ける宇宙初期の指数関数的膨張（インフレーショ

ン）を解析し，宇宙背景輻射で観測可能な物理量の予言を行う． 

磁性を利用したKAGRA鏡の改良 (山元・酒井) 
 重力波検出器KAGRAの研究における重要課題の一つに光吸収の少ない鏡基材の開発がある.その為には基材

の不純物の研究も必要であり,残留磁化による研究法も考案して磁性からのアプローチを進めている(残留磁化法

は地磁気逆転に関係したチバニアンの研究でも話題になった,元々は地球物理の手法である). 
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析を行っている．この測定に必要な装置の開発も行っている．これらは電波観測に不可欠であり,星間空間の運

動,星の生成や環境を調べるための基礎となっている．このようなデータを天文観測や分光観測に役立てるため

に周波数検索できるデータベースとして整備しウェブ上で公開している．さらに電波観測への応用を行い,星間

空間での分子の物理状態の把握などを行っている． 
 近赤外領域のレーザー分光では特に水素の放射性同位体であるトリチウム含有分子の分子分光を行っており,
現在は高濃度トリチウム水の分光を実施中である． 

理論物理学 (素粒子論的宇宙論)  (柿﨑) 
 素粒子標準模型を超える新しい素粒子模型の構築及び検証を,初期宇宙現象との整合性という宇宙論的観点か

ら行っている．特に,標準模型では説明できないニュートリノの質量,宇宙の暗黒物質の正体の解明を目指し,加速

器実験,宇宙観測のデータに基づいた多角的な研究を行っている． 

重力波天文学 (森脇・山元) 
 重力波は 1916年にアインシュタインが予言した光速度で伝搬する時空のさざなみである．2015年アメリカ

のLIGOが初の直接検出に成功した．宇宙を観測する新しい手段, 重力波天文学, の創生である．現在検出器を

地球上の色々な場所に建設し,より遠くまでかつ,より精度よく重力波を観測する国際観測網の構築が進められて

いる．日本では岐阜県飛騨市神岡町にKAGRAが建設された．KAGRAは”地下”と”低温”という従来にない高感

度化に資する特徴を持つ．富山大学はKAGRAに一番近い国立大学であるという利点を生かし,KAGRAの建設,
開発,改良に貢献している． 

理論物理学 (宇宙物理学)  (廣島) 
 理論と観測の両方に立脚して高エネルギー宇宙の解明に取り組んでいる．とくに,暗黒物質の正体解明を目指

す研究に注力しており,宇宙の多波長・多粒子観測の結果や地上実験の結果も組み合わせてその性質を詳細に調

べている．また,暗黒物質による構造形成についての理論的研究も行っている． 

理論物理学 (素粒子の質量起源と標準理論を超えた新しい物理学の探究) (久保) 
 素粒子の標準理論とアインシュタインの重力理論をスケール不変性に基づき拡張し，ヒッグスの質量項， 

暗黒物質の質量，重力定数（プランク質量）の起源を解明する理論的研究を行っている．宇宙初期でのスケー

ル不変性の自発的破れは，相転移として現れる．もし相転移が一次な場合は背景重力波が生成されるので，そ

の観測可能性を調べている．また，拡張された重力理論に於ける宇宙初期の指数関数的膨張（インフレーショ

ン）を解析し，宇宙背景輻射で観測可能な物理量の予言を行う． 

磁性を利用したKAGRA鏡の改良 (山元・酒井) 
 重力波検出器KAGRAの研究における重要課題の一つに光吸収の少ない鏡基材の開発がある.その為には基材

の不純物の研究も必要であり,残留磁化による研究法も考案して磁性からのアプローチを進めている(残留磁化法

は地磁気逆転に関係したチバニアンの研究でも話題になった,元々は地球物理の手法である). 
 
  

 

 

■論文 

1. Free-bound excitation and predissociation of ytterbium dimers near the 1S0 - 1P1 atomic transition (査読

付), 
Enomoto, K. , Takabatake, R. , Suzuki, T. , Takasu, Y. , Takahashi, Y. , and Baba, M., 
Physical Review A , 104, 013118 (2021) 

2. Higgs potential in gauge-Higgs unification with a at extra dimension (査読付), 
Kakizaki, M. , and Suzuki, S., 
Physics Letters B, 822, 136637 (2021) 

3. Dark radiation in spectator Axion-Gauge models (査読付), 
Kakizaki, M. , Ogata, M. , and Seto, O., 
Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2022 (3), 033E02 (2022) 

4. Overview of KAGRA: Calibration, detector characterization, physical environmental monitors, and the 
geophysics interferometer (査読付),   
Akutsu, T. et al., (KAGRA collaboration)  
Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2021(5) 05A102. 

5. Search for intermediate mass black hole binaries in the third observing run of Advanced LIGO and 
Advanced Virgo (査読付), 
Abbott, Rich and others (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration), 
Astron.Astrophys, 659, A84 (2022) 

6. Inflation and dark matter after spontaneous Planck scale generation by hidden chiral symmetry 
breaking, 
Aoki.M, Kubo. J and Yang.  J 
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 01 (2022) 01 (2022) 

7. Semi-secretly interacting Axion-like particle as an explanation of Fermilab muon g-2 measurement, 
Brdar, V., Jana,S., Kubo, J. and Lindner, M., 
Phys. Lett. B, 820, 136529 (2021) 

8. Unified emergence of energy scales and cosmic inflation, 
Kubo. J 他5名, 
Journal of High Energy Physics, 08 (2021) 016 (2022) 

9. Global analysis of pure-rotational spectra in both the vt = 0 and vt = 1 torsional states of CD3SH (査読

付), 
Kobayashi, K., Tsunekawa, S., and Ohashi, N., 
Journal of Molecular Spectroscopy, 385, 111597-1-111597-7 (2022) 

10. Precise equilibrium structure determination of thiophene (c-C4H4S) by rotational spectroscopy—
Structure of a five-membered heterocycle containing a third-row atom (査読付), 
Vanessa L. Orr, Yotaro Ichikawa, Aatmik R. Patel, Samuel M. Kougias, Kaori Kobayashi, John F. 
Stanton, Brian J. Esselman, R. Claude Woods, Robert J. McMahon, 
The Journal of Chemical Physics, 154 (24), 244310-1-244310-17 (2021) 

11. Magnetization and thermal expansion measurements on the Ising magnet SmPt2Si2: Potential 
coexistence of spin glass and antiferromagnetic states (査読付), 
Tayama, T., Tatsuma D. Matsuda, Higashinaka, R., and Aoki, Y., 
Physical Review B, 104 (17), 174418-1-9 (2021) 
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12. Possible antiferroquadrupolar order in the Kondo semiconductor CeOs4Sb12, 
Tayama, T., Kani, Y., Imai, M., Kanai, Y., and Sugawara, H., 
Physical Review B, 104 (19), 195144-1-11 (2021) 

13. Development of a MnOOH Mineral Electrocatalyst for Water Splitting by Controlling the Surface 
Defects of a Naturally Occurring Ore, 
Tsunekawa, S., Sakai, A., Tamura, Y., Hatada, K., Ina, T., Wang, K., Kawai, T., and Yoshida, M., 
Chemistry Letters (The Chemical Society of Japan), 51 (1), 50-53 (2021) 

14. Imaging intramolecular hydrogen migration with time- and momentum-resolved photoelectron 
diffraction, 
Ota, F., Abe, S., Hatada, K., Ueda, K.,  Díaz-Tendero, S ., and Martín, F., 
Physical Chemistry Chemical Physics, 23 (36), 20174-20182 (2021) 

15. Relativistic Corrections to Phase Shift Calculation in the GNXAS Package, 
Hara, N., Andrea Di Cicco, Georghii Tchoudinov, Hatada, K., and Calogero Renzo Natoli, 
Symmetry, 13 (6), 1021 (2021) 

16. Theory of polarization-averaged core-level molecular-frame photoelectron angular distributions: III. new 
formula for p-and s-wave interference analogous to Young's double-slit experiment for core-level 
photoemission from hetero-diatomic molecules, 
Ota, F., Yamazaki, K., Sebilleau, D., Ueda, K., and Hatada, K,. 
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics (2021) 

17. Impacts of new small-scale N-body simulations on dark matter annihilations constrained from 
cosmological 21-cm line observations, 
Hiroshima, N., Kohri, K., Sekiguchi, T., and Takahashi, R., 
Physical Review D, 104 (8)  (2021) 

18. Anisotropic Physical Properties of Layered Antiferromagnet U2Pt6Ga15 (査読付), 
Matsumoto, Y., Haga, Y., Yamamoto,  E., Takeuchi, T., Miyake, A., and Tokunaga, M., 
Journal of the Physical Society of Japan, 90, 074707 (2021) 

19. All-sky search for continuous gravitational waves from isolated neutron stars in the early O3 LIGO data 
(査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration) 
Phys. Rev. D, 104, 082004 (2021) 

20. All-sky search for long-duration gravitational-wave bursts in the third Advanced LIGO and Advanced 
Virgo run (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration) 
Phys. Rev. D, 104, 102001 (2021) 

21. All-sky search for short gravitational-wave bursts in the third Advanced LIGO and Advanced Virgo run 
(査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA collaboration) 
Phys. Rev. D, 104, 122004 (2021) 

22. Constraints from LIGO O3 data on gravitational-wave emission due to r-modes in the glitching pulsar 
PSR J0537-6910 (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration) 
The Astrophysical Journal, 922, 71 (2021) 
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12. Possible antiferroquadrupolar order in the Kondo semiconductor CeOs4Sb12, 
Tayama, T., Kani, Y., Imai, M., Kanai, Y., and Sugawara, H., 
Physical Review B, 104 (19), 195144-1-11 (2021) 

13. Development of a MnOOH Mineral Electrocatalyst for Water Splitting by Controlling the Surface 
Defects of a Naturally Occurring Ore, 
Tsunekawa, S., Sakai, A., Tamura, Y., Hatada, K., Ina, T., Wang, K., Kawai, T., and Yoshida, M., 
Chemistry Letters (The Chemical Society of Japan), 51 (1), 50-53 (2021) 

14. Imaging intramolecular hydrogen migration with time- and momentum-resolved photoelectron 
diffraction, 
Ota, F., Abe, S., Hatada, K., Ueda, K.,  Díaz-Tendero, S ., and Martín, F., 
Physical Chemistry Chemical Physics, 23 (36), 20174-20182 (2021) 

15. Relativistic Corrections to Phase Shift Calculation in the GNXAS Package, 
Hara, N., Andrea Di Cicco, Georghii Tchoudinov, Hatada, K., and Calogero Renzo Natoli, 
Symmetry, 13 (6), 1021 (2021) 

16. Theory of polarization-averaged core-level molecular-frame photoelectron angular distributions: III. new 
formula for p-and s-wave interference analogous to Young's double-slit experiment for core-level 
photoemission from hetero-diatomic molecules, 
Ota, F., Yamazaki, K., Sebilleau, D., Ueda, K., and Hatada, K,. 
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics (2021) 

17. Impacts of new small-scale N-body simulations on dark matter annihilations constrained from 
cosmological 21-cm line observations, 
Hiroshima, N., Kohri, K., Sekiguchi, T., and Takahashi, R., 
Physical Review D, 104 (8)  (2021) 

18. Anisotropic Physical Properties of Layered Antiferromagnet U2Pt6Ga15 (査読付), 
Matsumoto, Y., Haga, Y., Yamamoto,  E., Takeuchi, T., Miyake, A., and Tokunaga, M., 
Journal of the Physical Society of Japan, 90, 074707 (2021) 

19. All-sky search for continuous gravitational waves from isolated neutron stars in the early O3 LIGO data 
(査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration) 
Phys. Rev. D, 104, 082004 (2021) 

20. All-sky search for long-duration gravitational-wave bursts in the third Advanced LIGO and Advanced 
Virgo run (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration) 
Phys. Rev. D, 104, 102001 (2021) 

21. All-sky search for short gravitational-wave bursts in the third Advanced LIGO and Advanced Virgo run 
(査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA collaboration) 
Phys. Rev. D, 104, 122004 (2021) 

22. Constraints from LIGO O3 data on gravitational-wave emission due to r-modes in the glitching pulsar 
PSR J0537-6910 (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration) 
The Astrophysical Journal, 922, 71 (2021) 

 

 

23. Constraints on Cosmic Strings Using Data from the Third Advanced LIGO-Virgo Observing Run (査読

付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration) 
Phys. Rev. Lett. 126, 241102 (2021) 

24. Diving below the Spin-down Limit: Constraints on Gravitational Waves from the Energetic Young 
Pulsar PSR J0537-6910 (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration and NICER) 
The Astrophysical Journal Letters, 913. L27 (2021) 

25. In situ size measurement of a magnetically trapped single superconducting microparticle by Mie 
scattering (査読付), 
Takamune, M., Sasaki, S., Kondo, D., Naoi, J., Kumakura, M., Ashida, M., and Moriwaki, Y., 
Applied Physics Express, 15, 012007 (2021) 

26. Observation of Gravitational Waves from Two Neutron Star-Black Hole Coalescences (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA collaboration), 
The Astrophysical Journal Letters, 915, L5 (2021) 

27. Radiative Cooling of the Thermally Isolated System in KAGRA Gravitational Wave Telescope (査読付), 
Akutsu, T. et al. , (KAGRA Collaboration), 
Journal of Physics: Conference Series, 1857, 012002 (2021) 

28. Search for anisotropic gravitational-wave backgrounds using data from Advanced LIGO's and Advanced 
Virgo's first three observing runs (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration), 
Phys. Rev. D, 104, 022005 (2021) 

29. Search for continuous gravitational waves from 20 accreting millisecond X-ray pulsars in O3 LIGO data 
(査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration), 
Phys. Rev. D, 105, 022002 (2022) 

30. Searches for continuous gravitational waves from young supernova remnants in the early third observing 
run of Advanced LIGO and Virgo (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA collaboration), 
The Astrophysical Journal, 921, 80 (2021) 

31. Upper Limits on the Isotropic Gravitational-Wave Background from Advanced LIGO's and Advanced 
Virgo's Third Observing Run (査読付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration), 
Phys. Rev. D, 104, 022004 (2021) 

32. Cryogenic suspension design for a kilometer-scale gravitational-wave detector (査読付), 
Takafumi Ushiba, Tomotada Akutsu, Sakae Araki, Rishabh Bajpai, Dan Chen, Kieran Craig, Yutaro 
Enomoto, Ayako Hagiwara, Sadakazu Haino, Yuki Inoue, Kiwamu Izumi, Nobuhiro Kimura, Rahul 
Kumar, Yuta Michimura, Shinji Miyoki, Iwao Murakami, Yoshikazu Namai, Masayuki Nakano, 
Masatake Ohashi, Koki Okutomi, Takaharu Shishido, Ayaka Shoda, Kentaro Somiya, Toshikazu 
Suzuki, Suguru Takada, Masahiro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Shinichi Terashima, Takayuki 
Tomaru, Flavio Travasso, Ayako Ueda, Helios Vocca, Tomohiro Yamada, Kazuhiro Yamamoto and 
Simon Zeidler, 
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY, 38 (8), 085013 (2021) 
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33. Effects of lightning strokes on underground gravitational waves observatories (査読付), 
T. Washimi, T. Yokozawa, M. Nakano, T. Tanaka, K. Kaihotsu, Y. Mori and T. Narita,  
Journal of Instrumentation, 16, 07033 (2021) 

34. Overview of KAGRA: Detector design and construction history (査読付), 
Akutsu, T. et al (KAGRA collaboration : Corresponding authors; Y. Michimura, K. Somiya, K. 
Yamamoto),  
PROGRESS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS, 2021(5), 05A101 ( 2021) 

35. Overview of KAGRA: KAGRA science (査読付), 
Akutsu, T. et al. (KAGRA collaboration),  
Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2021 (5),05A103 (2021) 

36. Distributions of 210Pb, 137Cs, and physical properties in bottom sediments of West Nanao Bay, Japan, 
Ochiai1, A. Fujita, T. Tokunari, K. Kawamura, H. Sakai, S. Nagao, 
Radiation Protection Dosimetry, RPD-21-0453.R2 (2022)    

37. 特別天然記念物の魚津埋没林の堆積物における花粉および磁性分析に基づく縄文時代後期以降の植生

変遷, 
志知幸治, 酒井英男, 卜部厚志, 麻柄一志, 能城修一, 
情報考古学, Vol.27,11-21 (2022)    

38. Constraints on dark photon dark matter using data from LIGO's and Virgo's third observing run (査読

付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration), 
Phys. Rev. D, 105, 063030 (2022) 

■総説・解説 

1. Higgs potential in gauge-Higgs unification with a flat extra dimension, 
Kakizaki, M. and Suzuki, S.,  
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 822 (2021) 

2. 第 64回 富山県理科教育研究発表会 記念講演「重力波で宇宙を探る」, 
山元一広, 
富山教育, 948, 14-31 (2022) 

3. 青銅の磁化-微量不純物の研究-, 
酒井英男, 菅頭明日香, 山元一広, 桑井智彦, 
日本情報考古学会講演論文集, 45,45-49 (2022) 

4. 雷を大地の磁化から探る, 
酒井英男, 
大気電気学会誌, 16 (1), 73-74 (2022) 

■著書 

1. 数理の窓から世界を読みとく 素数・AI・生物・宇宙をつなぐ (共著), 
初田哲男, 柴藤亮介, 宮﨑弘安, 田中章詞, 入谷亮介, 廣島 渚 
岩波書店 (2021) 
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情報考古学, Vol.27,11-21 (2022)    

38. Constraints on dark photon dark matter using data from LIGO's and Virgo's third observing run (査読

付), 
R. Abbott et al. (LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration), 
Phys. Rev. D, 105, 063030 (2022) 

■総説・解説 

1. Higgs potential in gauge-Higgs unification with a flat extra dimension, 
Kakizaki, M. and Suzuki, S.,  
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 822 (2021) 

2. 第 64回 富山県理科教育研究発表会 記念講演「重力波で宇宙を探る」, 
山元一広, 
富山教育, 948, 14-31 (2022) 

3. 青銅の磁化-微量不純物の研究-, 
酒井英男, 菅頭明日香, 山元一広, 桑井智彦, 
日本情報考古学会講演論文集, 45,45-49 (2022) 

4. 雷を大地の磁化から探る, 
酒井英男, 
大気電気学会誌, 16 (1), 73-74 (2022) 

■著書 

1. 数理の窓から世界を読みとく 素数・AI・生物・宇宙をつなぐ (共著), 
初田哲男, 柴藤亮介, 宮﨑弘安, 田中章詞, 入谷亮介, 廣島 渚 
岩波書店 (2021) 

 

 

■研究発表 

1. KAGRA +, Next step for KAGRA, 
Yamamoto, K., 
Gravitational Wave Advanced Detector Workshop 2021 

2. FAR-INFRARED AND MICROWAVE SPECTROSCOPY OF HCOOCH3 II, 
Kobayashi, K., Itoh, A., Fujitake, M., Ohashi, N., Dennis W. Tokaryk, and Brant E. Billinghurst, 
International Symposium on Molecular Spectroscopy 2021 

3. GATEWAY STATES OF THE 12∆ STATE OF CaH, 
Yaguramaki, S., Furuta, J., Kobayashi, K., Moriwaki, Y., and Stephen Cary Ross 
International Symposium on Molecular Spectroscopy 2021 

4. High-resolution laser spectroscopy of lead oxide (PbO) in 400-450 nm, 
Enomoto, K., Suzuki, T., and Baba, M., 
International Symposium on Molecular Spectroscopy 

5. Implications from the structure formation models of DM halo to gamma-ray search of DM, 
Hiroshima, N., 
2021年度素粒子論グループ北陸支部研究会 

6. MILLIMETER-WAVE SPECTROSCOPY OF 5-METHYL HYDANTOIN IN ITS VIBRATIONALLY 
EXCITED STATES , 
Awadu, M., Ozeki, H., and Kobayashi, K., 
International Symposium on Molecular Spectroscopy 2021 

7. MILLIMETER-WAVE SPECTROSCOPY OF THE EXCITED VIBRATIONAL STATES OF 
THIOPHENE (C4H4S), 
Vanessa L. Orr, Brian J. Esselman, Ichikawa, Y., Kobayashi, K., R. Claude Woods, Robert J. McMAHON 
International Symposium on Molecular Spectroscopy 2021 

8. OXAZOLE: PRECISE SEMI-EXPERIMENTAL EQUILIBRIUM STRUCTURE DETERMINATION 
BY ROTATIONAL SPECTROSCOPY, 
Taylor K. Adkins, Maria Zdanovskaia, Kobayashi, K., Tsunekawa, S., Brian J. Esselman, R. Claude 
Woods, Robert J. McMAHON 
International Symposium on Molecular Spectroscopy 2021 

9. SEMI-EXPERIMENTAL EQUILIBRIUM STRUCTURE DETERMINATION OF THIOPHENE  
(C4H4S), 
Vanessa L. Orr, Ichikawa, Y., Brian J. Esselman, Aatmik R. Patel, Samuel M. Kougias, Andrew N. 
Owen, Kobayashi, K., John F. Stanton, R. Claude Woods, Robert J. McMAHON  
International Symposium on Molecular Spectroscopy 2021 

10. Full-potential multiple scattering calculations in EXAFS regime, 
Tamura, Y., Yoshikawa, K., Iesari, F., Okajima T., and Hatada, K., 
18th International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure 

11. Relativistic corrections to phase shift calculation in the GNXAS Package, 
N. Hara, A. Di Cicco, G. Tchoudinov, K. Hatada and C. R. Natoli   
18th International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure 

12. 星間有機分子のミリ波・サブミリ波分光, 
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小林かおり 
テラヘルツ波科学技術と産業開拓第182委員会 第46回研究会 

13. 内部回転と振動状態間相互作用を持つ星間分子ギ酸メチルの励起状態解析への挑戦, 
小林かおり 
新学術領域「星惑星形成」後半戦キックオフミーティング 

14. Scalegenesis by non-perturbative effects and  application to cosmology, 
Kubo, J., 
Majorana-Raychaudhuri Seminars,Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

15. Analysis of Dark Radiation Abundance in Axion-Gauge Fields Models, 
Kakizaki, M. 
The XXVIII International Conference on Supersymmetry and Unification of Fundamental Interactions 
(SUSY 2021) 

16. Measurement of the mechanical loss of reflective coatings for KAGRA, 
Nakayama, Y., Mori,Y., Yamamoto, K., and Ushiba, T., 
The 27th KAGRA Face-to-Face meeting 

17. Improvement of the Laser Intensity Stabilization System for O4 in KAGRA, 
Yamashita, K. on behalf of KAGRA collaboration  
The 27th KAGRA Face-to-Face meeting 

18. VHDM search & DM halo, 
Hiroshima, N. 
1st workshop: Multimessenger Study of Heavy Dark Matter 

19. FPMS,   
Hatada, K., 
The multiple scattering Green’s function approach to electronic structure and spectroscopy calculations 

20. Full Potential Multiple Scattering Theory applications to core-electron spectroscopies, 
Hatada, K.  
The multiple scattering Green’s function approach to electronic structure and spectroscopy calculations 

21. Attosecond delays in C(1s) core level photoemission of CO molecules in the framework of the multiple 
scattering model, 
Tamura, Y., Yamazaki, K., Ota, F., Ueda, K., and Hatada, K.,  
Young Scientist Symposium 2021 

22. CO分子のC(1s)内殻光イオン化におけるアト秒光電子Time delayへの多重散乱理論の応用, 
田村嘉章, 山崎 馨, 太田蕗子, 上田 潔, 畑田圭介  
第 15回分子科学討論会 

23. GNXASパッケージの位相シフト計算に対する相対論的補正, 
原 和花, Andrea Di Cicco, Georghii Tchoudinov, 畑田圭介, Calogero R. Natoli  
第 24回XAFS討論会 

24. PA-MFPADを用いたフェムト秒時間スケールの超高速水素転移の視覚化, 
阿部 繁, 太田蕗子, 畑田 圭介, Diaz-Tendero Sergio, 上田 潔, Martin Fernando, 
第 15回分子科学討論会 

25. RMnSiの単結晶育成と磁性 , 
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21. Attosecond delays in C(1s) core level photoemission of CO molecules in the framework of the multiple 
scattering model, 
Tamura, Y., Yamazaki, K., Ota, F., Ueda, K., and Hatada, K.,  
Young Scientist Symposium 2021 

22. CO分子のC(1s)内殻光イオン化におけるアト秒光電子Time delayへの多重散乱理論の応用, 
田村嘉章, 山崎 馨, 太田蕗子, 上田 潔, 畑田圭介  
第 15回分子科学討論会 

23. GNXASパッケージの位相シフト計算に対する相対論的補正, 
原 和花, Andrea Di Cicco, Georghii Tchoudinov, 畑田圭介, Calogero R. Natoli  
第 24回XAFS討論会 

24. PA-MFPADを用いたフェムト秒時間スケールの超高速水素転移の視覚化, 
阿部 繁, 太田蕗子, 畑田 圭介, Diaz-Tendero Sergio, 上田 潔, Martin Fernando, 
第 15回分子科学討論会 

25. RMnSiの単結晶育成と磁性 , 

 

 

谷田博司, 松岡紘人, 三本啓輔, 室裕司, 福原忠, 並木孝洋, 桑井智彦, 
日本物理学会2021年秋季大会 

26. アクシオンゲージ場模型における暗黒輻射残存量の解析, 
柿崎 充, 尾形優仁, 瀬戸 治, 
日本物理学会 2021年秋季大会 

27. アモルファス合金CexRu100-xの低温比熱と非フェルミ液体的挙動, 
一兜博人, 雨海有佑, 村山茂幸, 髙野英明, 桑井智彦, 
日本物理学会2021年秋季大会 

28. イソチアゾールのミリ波分光, 
古川 萌我, 川中 真人, 小林 かおり,  Zdanovskaia,  Maria A, Esselman,Brian J, Woods, R. Claude, 
McMahon, Robert J,  
第 15回分子科学討論会 

29. バッファガス冷却されたCaOH分子の分光, 
高橋唯基, 桃原怜央, 岩國加奈, 久間晋, 榎本勝成, 馬場正昭, 宮本祐樹, 
日本物理学会2021年秋季大会 

30. 高温Yb蒸気の光会合による前期解離プロセスの解明, 
榎本勝成, 高畠涼汰, 鈴木雄大, 高須洋介, 高橋義朗, 馬場正昭, 
日本物理学会2021年秋季大会 

31. 磁気トルク測定によるCeOs4Sb12の秩序状態の研究, 
今井桃汰, 金井悠太, 蟹 雄介, 伊藤幹人, 菅原 仁, 田山 孝, 
日本物理学会 2021年秋季大会 

32. 磁場角度分解磁歪測定におけるCeCoSiの常磁性状態の異常, 
伊藤幹人, 蟹 雄介, 今井桃汰, 田山 孝, 松本裕司, 谷田博司, 
日本物理学会 2021年秋季大会 

33. 偏光平均された分子座標系光電子角度分布（PA-MFPADs）を用いた水素転位を伴うメタノール分子

の光解離過程の追跡, 
後藤颯希, 薛 灏, 菅野 学, 岸本直樹, 太田蕗子, 畑田圭介, 上田 潔,  
第 15回分子科学討論会 

34. 余剰次元を由来とする two-Higgs-doublet modelのヒッグス結合, 
阿部智広, 柿崎 充, 鈴木 慎, 津村浩二, 
日本物理学会 2021年秋季大会 

35. Analyzing the Higgs potential in gauge-Higgs unification with a flat extra dimension, 
Kakizaki, M., 
ILC Workshop on Potential Experiments (ILCX2021) 

36. 古墳の鉄製副葬品の検出における非破壊のﾚｰﾀﾞ･磁気探査の有効性の検討 
酒井英男, 野村成宏, 泉 吉紀,竜田尚樹, 
日本情報考古学会第45回大会 

37. Coating thermal noise research plans, 
Yamamoto, K., 
KAGRA Future Working Group 1st open meeting  

38. Impacts of new small-scale N-body simulations on dark matter annihilations constrained from 
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cosmological 21cm line observations, 
Hiroshima, N., 
素粒子現象論研究会2021 

39. Microwave Spectroscopy of Isothiazole, 
古川萌我, 川中真人, 小林かおり, Zdanovskaia, Maria A, Esselman, Brian J, Woods, R. Claude, 
McMahon, Robert J., 
Workshop on Interstellar Matter 2021 

40. WIMP annihilation signals in dwarf spheroidal galaxies as subhalos of the Milky Way, 
Hiroshima, N., 
Kashiwa Dark Matter Symposium 2021 

41. Increasing the accuracy of mechanical loss measuring apparatus for mirror reflective coating at KAGRA, 
Nakayama, Y., 
The 28th KAGRA Face-to-Face meeting 

42. Overview on O4 sensitivity, 
Yamamoto, K., 
The 28th KAGRA Face-to-Face meeting 

43. Improvement of the Laser Intensity Stabilization System for O4 in KAGRA, 
K. Yamashita on behalf of KAGRA collaboration, 
The 28th KAGRA Face-to-Face meeting 

44. PbO分子の402 nm帯の高分解能分光とホットバンドの観測, 
中野 愛, 松本仁千翔, 草野 航, 下地巧真, 小林かおり, 馬場正昭, 榎本勝成, 
2021年度日本物理学会北陸支部定例学術講演会 

45. 一水素化カルシウム分子CaH の12Δ状態の精密測定, 
松本耀介, 八倉巻翔太, 中川芽依, 古田 仁, 小林かおり, 森脇喜紀, 
2021年度日本物理学会北陸支部定例学術講演会 

46. 重力波望遠鏡 KAGRA におけるレーザー強度安定化システムの開発 III, 
山下堪太, KAGRA Collaboration, 
2021 年度 日本物理学会北陸支部 定例学術講演会 

47. 重力波望遠鏡 KAGRA における高出力レーザーの性能評価, 
佐古大誌, KAGRA Collaboration, 
2021 年度 日本物理学会北陸支部 定例学術講演会 

48. 重力波望遠鏡 KAGRA の較正に用いる積分球の性能評価, 
松永和真, KAGRA collaboration, 
2021 年度 日本物理学会北陸支部 定例学術講演会 

49. 光会合によるYb2分子の生成と前期解離の観測, 
草野 航, 下地巧真, 中野 愛, 松本仁千翔, 小林かおり, 馬場正昭, 榎本勝成, 
2021年度日本物理学会北陸支部定例学術講演会 

50. 大型低温重力波望遠鏡 KAGRA におけるパラメトリック不安定性, 
山本将之, KAGRA Collaboration, 
2021 年度 日本物理学会北陸支部 定例学術講演会 

51. 大型低温重力波望遠鏡 KAGRA における鏡の反射膜の機械的散逸測定-2, 
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中山遥太, KAGRA Collaboration, 
2021 年度 日本物理学会北陸支部 定例学術講演会 

52. 立方晶 NdNb2Al20の La 希釈系の単サイト非フェルミ液体異常, 
飛田奈都希,  桑井智彦, 
2021年度日本物理学会北陸支部定例学術講演会 

53. 立方晶 NdTi2Al20の La 希釈系における 2 チャンネル近藤効果の可能性, 
前川 翔, 飛田奈都希, 桑井智彦, 
2021年度日本物理学会北陸支部定例学術講演会 

54. 立方晶 SmTi2Al20の Al サイト Si 置換系の低温物性 II, 
川端竜矢, 桑井智彦, 
2021年度日本物理学会北陸支部定例学術講演会 

55. Full-potential 多重散乱計算によるAXAFSの検証, 
吉川和輝, 太田蕗子, 田村嘉章, Fabio I., 畑田圭介, 
第 35回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム 

56. Simple but complex molecules matter in the interstellar space and spectroscopy, 
Kobayashi, K., 
CFEL Molecular and Ultrafast Science Seminar 

57. BS 放送電波を利用した降雨推定に関するフィージビリテイスタデイ, 
本多翔太, 森本健志, 酒井英男, 
大気電気学会第100回研究発表会 

58. 21cm線観測による暗黒物質探査における非線形構造形成の効果, 
廣島 渚,  郡 和範,  関口豊和,  高橋龍一, 
日本物理学会 第77回年次大会  

59. Au-X-R (X=Si,Ge, R=Ce,Pr)近似結晶の単結晶による物性研究, 
室 裕司, 福原 忠, 鈴木慎太郎, 田村隆治, 並木孝洋, 桑井智彦, 
日本物理学会第77回年年次大会 

60. Implications from DM substructures: from low z to high z, 
Hiroshima, N., 
Upcoming CMB observations and Cosmology 

61. Nd-Al 1-2-20系における2チャンネル近藤効果の可能性, 
飛田奈都希, 前川 翔, 桑井智彦, 
日本物理学会第77回年年次大会 

62. アクシオンゲージ場模型における重力波と暗黒輻射の検出可能性, 
柿崎 充, 尾形優仁,  瀬戸 治, 
日本物理学会 第77回年次大会 

63. バッファガス冷却されたCaOH分子のAX遷移高分解能分光, 
宮本祐樹, 高橋唯基, 平本綾美, 岩國加奈, 久間 晋, 榎本勝成, 馬場正昭, 
日本物理学会第77回年次大会 

64. 宇宙創成の謎に迫る, 
柿崎 充, 
プラズマ科学のフロンティア 2021研究会 
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65. 強相関アモルファスCe合金の磁場中電気抵抗, 
渡邊ほのか, 一兜博人, 雨海有佑, 村山茂幸, 桑井智彦, 
日本物理学会第77回年年次大会 

66. 有機分子の振動励起状態の実験室分光と星間探査, 
小林かおり, 
新学術領域「新しい星形成理論によるパラダイムシフト」大研究会 

■科研費及び科研費相当研究費 

1. 2017-2021, 基盤研究 (A), 
高精度重力波振幅・位相キャリブレータの開発, 
 (代表者) 都丸隆行 (国立天文台),  (分担者) 森脇喜紀, 鈴木敏一 (大学共同利用機関法人高エネルギー加

速器研究機構) 

2. 2018-2022, 科学技術振興機構,戦略的創造研究推進事業(CREST), 
データ駆動科学による高次元X線吸収計測の革新, 
(代表者) 赤井一郎 (熊本大学) ,  (分担者) 畑田圭介,  妹尾与志木 (九州シンクロトロン光研究センター), 
水牧仁一朗(Spring-8), 青西 亨(東工大) 

3. 2019- 2021, 基盤研究 (C), 
スケール不変性に基づく標準理論の拡張と重力波による検証可能性, 
 (代表者) 久保治輔 

4. 2019-2021, 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)), 
高性能オレフィン重合・二量化分子触媒の活性種・中間体の革新的構造解析新手法の開発, 
(代表者)野村 琴広(東京都立大学),  (分担者)畑田 圭介, 中谷直輝(東京都立大学), 平山 純(京都大学), 山添

誠司(東京都立大学) 

5.  2019-2022, 基盤研究(C), 
堆積物の放射性核種･磁化特性による河川流域の土砂流出イベント履歴復元手法の開発, 
(代表者)落合伸也, (分担者)酒井英男 

6. 2020-2022, 基盤研究 (B), 
低温重力波望遠鏡の高性能化のためのサファイア鏡光吸収の評価, 
(代表者) 山元一広,  (分担者) 森脇喜紀, 三尾 典克(東京大学) 

7. 2020-2022, 基盤研究 (C), 
超伝導微粒子の空間捕捉を利用した物性研究, 
(代表者) 森脇喜紀, (分担者) 小林かおり 

8. 2020-2022, 基盤研究 (C), 
冷却原子研究の支援のためのイッテルビウム二原子分子の分光研究, 
(代表者) 榎本勝成, (分担者) 石元 孝佳 (横浜市立大学), 馬場 正昭 (京都大学) 

9. 2020-2022, 基盤研究 (C), 
空間反転対称性の破れた新しい六方晶希土類化合物におけるトポロジカル現象の検証, 
(代表者) 松本裕司 

10. 2020-2022, 挑戦的研究(萌芽), 
土器･陶磁器の破片の磁化を用いる年代推定,製品復元の研究, 
(代表者)酒井英男, (分担者)竜田尚希, 泉 吉紀, 高橋浩二 
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11. 2020-2024, 基盤研究 (A), 
ヒッグス物理から新物理へ、電弱真空構造解明への新時代に向けて, 
(代表者) 兼村 晋哉 (大阪大学), (分担者) 柿崎 充, 青木 真由美 (金沢大学), 進藤 哲央 (工学院大学) 

12. 2020-2024, 学術変革領域(A), 
マルチメッセンジャーで探る重いダークマター, 
(代表者) 村瀬孔大(京都大学),  (分担者)廣島 渚, 藤井俊博(京都大学), 山中真人(大阪市立大学), 成子 篤
( 京都大学) 

13. 2021-2022, 新学術領域研究(研究領域提案型), 
内部回転と振動状態間相互作用を持つ星間分子ギ酸メチルの励起状態解析への挑戦, 
(代表者)小林かおり 

14. 2021-2023, 基盤研究(C), 
非従来型超伝導におけるFFLO状態とスピン密度波に関する熱力学的研究, 
(代表者)田山 孝 

15. 2021-2024, 基盤研究(C), 
ヒッグスセクターの物理と暗黒物質の物理の融合による新物理理論の究明, 
(代表者)柿﨑 充, (分担者)朴 銀鏡 

■外部資金 

1. 「数理」を軸とする分野横断的手法による、新しい物理と宇宙の謎の統合的解明と新しい数理的手法

の開発, 
国立研究開発法人 理化学研究所, 
 (代表者) 柿﨑 充, (分担者) 廣島 渚 

2. 欧米諸国における持続型基礎研究留学プログラム, 
JASSO:独立行政法人日本学生支援機構, 
 (代表者) 畑田圭介 

3. 新規分光測定を目指した高出力小型テラヘルツ光源の開発研究, 
令和３年度北陸地区国立大学学術研究連携支援, 
(代表者)石川裕也, (分担者)古屋岳, 藤井 裕, 谷 正彦, 曽我之泰, 小林かおり 

4. 大型低温重力波望遠鏡（KAGRA）の低温懸架系の研究, 
東京大学宇宙線研究所, 
(代表者)山元 一広, (分担者)森脇 喜紀, 中山 遥太, 鈴木敏一, 木村誠宏, 牛場崇文, 道村唯太, 都丸隆行, 

■学外活動・社会貢献 

 柿﨑  充, 研究会「加速器・物理合同 ILC 夏の合宿 2021」 開催組織委員会 委員 
 柿﨑  充, ワーキンググループ「新ヒッグス勉強会」第30回定例会 世話人 
 柿﨑  充, ワーキンググループ「新ヒッグス勉強会」第31回定例会 世話人 
 柿﨑  充, ワーキンググループ「新ヒッグス勉強会」第32回定例会 世話人 
 小林 かおり, 富山県教育委員会 「とやま科学オリンピック」作問アドバイザー 
 小林かおり, 自然科学研究機構 国立天文台 共同研究員(連携教授) 
 小林かおり, 分子科学会2020年度 運営委員 
 小林かおり, 日本分光学会 令和 2，3年度 代議員" 
 小林かおり, 物理学会 第 77期支部役員(北陸支部 支部幹事 富山県地区担当) 
 小林かおり, International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy International Steering 

富山大学理学部 Annual Report 2021 81

研究業績と活動　物理学科



 

 

Committee 
 廣島 渚, 理化学研究所数理創造プログラムダークマターワーキンググループファシリテータ 
 廣島 渚, NuFACT 2022 WG 7 convener 
 廣島 渚, 富山県高文祭自然科学部研究発表会審査員 
 廣島 渚, 国立研究開発法人 理化学研究所 客員研究員  
 廣島 渚, Indirect search of dark matter from multiple aspects 
 廣島 渚, Dark Matter Halo and its Implication for Indirect Search 
 山元 一広, 東京大学宇宙線研究所長 東京大学宇宙線研究所特任助教人事選考委員会委員 
 山元 一広, 東京大学宇宙線研究所 客員准教授 
 山元 一広, 第64回理科教育研究発表会 記念講演 
 山元一広, KAGRA Committee of Publication Control 
 山元一広, KAGRA Joint Editorial Board (chair) 
 山元一広, KAGRA Future Strategy Committee 
 山元一広, Einstein Telescope Pathfinder Advisory Board 

■学内運営・学内活動 

 池本 弘之, 就職指導委員会 副委員長 
 池本 弘之, 理工学教育部博士課程 ナノ新機能物質科学専攻 副専攻長 
 池本 弘之, ハラスメント防止委員会 
 榎本 勝成, 理学部 教務委員会 教育実施部会 
 柿﨑 充, 理学部 入試委員会 
 柿﨑 充, 入学試験委員会電算処理専門委員会 
 桑井 智彦, 安全衛生委員会 
 桑井 智彦, 五福地区構内交通指導員 
 桑井 智彦, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 機器分析施設会議 委

員 
 桑井 智彦, 研究推進機構 研究推進総合支援センター自然科学研究支援ユニット極低温量子科学施設施

設 施設長 
 桑井 智彦, 研究推進機構 研究推進総合支援センター自然科学研究支援ユニット極低温量子科学施設会

議 委員長 
 桑井 智彦, 研究推進機構 研究推進総合支援センター自然科学研究支援ユニット会議 委員 
 小林 かおり, 物理学科副学科長 
 小林 かおり, 理学部 教務委員会 教育改善部会 
 小林 かおり, ダイバーシティ推進センターの業務に従事する教員 
 小林 かおり,ダイバーシティ推進センター 環境整備部門長    
 小林 かおり, 研究推進機構 水素同位体科学研究センター運営会議  一般共同研究専門委員会 
 小林 かおり, 教育・学生支援機構 教職支援センター全学教職課程専門会議 
 小林 かおり, 五福キャンパス交通委員会 
 田山 孝, 理学部 学生生活委員会 
 田山 孝, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 極低温量子科学施設会

議 
 畑田 圭介, 理学部 将来計画ＷＧ 
 畑田 圭介, 理学部 国際交流委員会 
 畑田 圭介, 理学部活動報告2021編集ＷＧ 
 畑田 圭介, 国際機構運営会議 人社系・理工系国際交流基金専門委員会 
 廣島 渚, 理学部 広報委員会 高大連携部会 
 廣島 渚, ハラスメント相談員(女性) 
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Committee 
 廣島 渚, 理化学研究所数理創造プログラムダークマターワーキンググループファシリテータ 
 廣島 渚, NuFACT 2022 WG 7 convener 
 廣島 渚, 富山県高文祭自然科学部研究発表会審査員 
 廣島 渚, 国立研究開発法人 理化学研究所 客員研究員  
 廣島 渚, Indirect search of dark matter from multiple aspects 
 廣島 渚, Dark Matter Halo and its Implication for Indirect Search 
 山元 一広, 東京大学宇宙線研究所長 東京大学宇宙線研究所特任助教人事選考委員会委員 
 山元 一広, 東京大学宇宙線研究所 客員准教授 
 山元 一広, 第64回理科教育研究発表会 記念講演 
 山元一広, KAGRA Committee of Publication Control 
 山元一広, KAGRA Joint Editorial Board (chair) 
 山元一広, KAGRA Future Strategy Committee 
 山元一広, Einstein Telescope Pathfinder Advisory Board 

■学内運営・学内活動 

 池本 弘之, 就職指導委員会 副委員長 
 池本 弘之, 理工学教育部博士課程 ナノ新機能物質科学専攻 副専攻長 
 池本 弘之, ハラスメント防止委員会 
 榎本 勝成, 理学部 教務委員会 教育実施部会 
 柿﨑 充, 理学部 入試委員会 
 柿﨑 充, 入学試験委員会電算処理専門委員会 
 桑井 智彦, 安全衛生委員会 
 桑井 智彦, 五福地区構内交通指導員 
 桑井 智彦, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 機器分析施設会議 委

員 
 桑井 智彦, 研究推進機構 研究推進総合支援センター自然科学研究支援ユニット極低温量子科学施設施

設 施設長 
 桑井 智彦, 研究推進機構 研究推進総合支援センター自然科学研究支援ユニット極低温量子科学施設会

議 委員長 
 桑井 智彦, 研究推進機構 研究推進総合支援センター自然科学研究支援ユニット会議 委員 
 小林 かおり, 物理学科副学科長 
 小林 かおり, 理学部 教務委員会 教育改善部会 
 小林 かおり, ダイバーシティ推進センターの業務に従事する教員 
 小林 かおり,ダイバーシティ推進センター 環境整備部門長    
 小林 かおり, 研究推進機構 水素同位体科学研究センター運営会議  一般共同研究専門委員会 
 小林 かおり, 教育・学生支援機構 教職支援センター全学教職課程専門会議 
 小林 かおり, 五福キャンパス交通委員会 
 田山 孝, 理学部 学生生活委員会 
 田山 孝, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 極低温量子科学施設会

議 
 畑田 圭介, 理学部 将来計画ＷＧ 
 畑田 圭介, 理学部 国際交流委員会 
 畑田 圭介, 理学部活動報告2021編集ＷＧ 
 畑田 圭介, 国際機構運営会議 人社系・理工系国際交流基金専門委員会 
 廣島 渚, 理学部 広報委員会 高大連携部会 
 廣島 渚, ハラスメント相談員(女性) 

 

 

 松本 裕司, 理学部 排水安全専門委員会 
 松本 裕司, 排水監視員 
 森脇 喜紀, 物理学科長 
 森脇 喜紀, 理学部 自己点検評価委員会 
 森脇 喜紀, 理学部 安全管理委員会 
 森脇 喜紀, 理学部 防火・防災対策専門委員会 
 森脇 喜紀, 理工学教育部修士課程専攻主任 
 森脇 喜紀, 理工学教育部修士課程理学領域部会教育委員会 
 森脇 喜紀, 地域連携推進機構 生涯学習部門 公開講座専門委員会 
 山元 一広, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 委員 
 山元 一広, 理学部 将来計画ＷＧ 委員長 
 山元 一広, 魚津高校生徒希望選択研修 

■学士・修士・博士論文指導 
 学士 40名 
 修士   7名 
 博士   1名 

■博士論文 
Theoretical Studies on Higgs Physics in Extra Dimension Models 
余剰次元モデルにおけるヒッグス物理の理論的研究, 
鈴木 慎 
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2.2.3 化学科 

化学科 反応物性化学グループ 

■教員・研究分野 

教 授 柘植 清志  Kiyoshi Tsuge  錯体化学 
教 授 野﨑 浩一  Koichi Nozaki  光物理化学, 光化学, 計算機化学 
准教授 大津 英揮  Hideki Ohtsu  錯体化学, エネルギー変換化学 
准教授 鈴木 炎  Honoh Suzuki  溶液化学 
講 師 岩村 宗高  Munetaka Iwamura 錯体化学, 分子分光学, 光化学 

 

■研究概要 

光化学, 光物理化学, 計算機化学 (野﨑) 
 有機化合物や金属錯体などの光物理化学を研究している．パルスレーザー光を分子に照射して, 吸収や発光スペ

クトルの時間変化を観測し, 光励起状態の電子状態や光電荷分離過程の速度論的解析を行っている．また, 発光性

分子の発光量子収率, 高分解発光スペクトルなどの光物性の測定を行い, 高精度量子化学計算に基づくシミュレー

ションと合わせて, 発光機構や発光状態の分子構造などの研究を行っている． 
 

分子分光学, 錯体化学 (岩村) 
 光エネルギー変換を目指す上で重要な金属錯体をはじめとする光機能分子の励起状態ダイナミクスを, レーザ

ー分光法を用いて研究している．凝縮系における励起分子の緩和ダイナミクスの超高速過程, 発光性錯体の円偏光

発光過程, これらの環境による変化に興味を持っている． 
 

溶液化学 (鈴木) 
 水溶液中の微小気泡(マイクロバブル)は高活性触媒としてはたらき, 超音波化学, 超音波発光や医療への応用面

で重要である．マイクロバブルを疎水性の溶質とみなし, ナノからマイクロメートルのスケールでフレキシブルに

サイズを可変できることに着目すると, バブルとレーザー光との相互作用にも興味が持たれる．そこで, 共鳴条件

下の超音波定在波によって捕捉した単一気泡に近赤外レーザーパルスを照射し, 相互作用を観測した．その結果, 
レーザー誘起ブレークダウンによる長寿命単一気泡の生成・捕捉と, 強いレーザー-気泡-音響相互作用の発現を見

出した． 
 

錯体化学 (柘植) 
 金属錯体は, 金属中心と配位子を組み合わせた化合物であり, 構成要素の選択により多様な機能, 構造を有する

化合物の合成が可能である．現在我々は, 錯体の持つ性質のうち発光性に注目し, 新規の発光性錯体の開拓を行っ

ている．銅(I)および銀(I)イオンを用いて可視域に強い発光帯を持つ錯体を合成し, 合成的な見地から発光性錯体の

設計指針についての検討を行っている．また, 外部刺激に応答する多核錯体関する研究も並行して行い, 錯体配位

子を利用した合理的な多核錯体構築法についても研究を進めている． 
 

錯体化学, エネルギー変換化学 (大津) 
 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に関する研究を行っている．具体的には, 二
酸化炭素・酸素・窒素など小分子の新奇な活性化法や自在変換論を見出すため, 有機配位子や金属錯体の設計・合

成を行い, 様々な化学特性や小分子変換反応メカニズムの解明を行っている． 
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2.2.3 化学科 

化学科 反応物性化学グループ 

■教員・研究分野 

教 授 柘植 清志  Kiyoshi Tsuge  錯体化学 
教 授 野﨑 浩一  Koichi Nozaki  光物理化学, 光化学, 計算機化学 
准教授 大津 英揮  Hideki Ohtsu  錯体化学, エネルギー変換化学 
准教授 鈴木 炎  Honoh Suzuki  溶液化学 
講 師 岩村 宗高  Munetaka Iwamura 錯体化学, 分子分光学, 光化学 

 

■研究概要 

光化学, 光物理化学, 計算機化学 (野﨑) 
 有機化合物や金属錯体などの光物理化学を研究している．パルスレーザー光を分子に照射して, 吸収や発光スペ

クトルの時間変化を観測し, 光励起状態の電子状態や光電荷分離過程の速度論的解析を行っている．また, 発光性

分子の発光量子収率, 高分解発光スペクトルなどの光物性の測定を行い, 高精度量子化学計算に基づくシミュレー

ションと合わせて, 発光機構や発光状態の分子構造などの研究を行っている． 
 

分子分光学, 錯体化学 (岩村) 
 光エネルギー変換を目指す上で重要な金属錯体をはじめとする光機能分子の励起状態ダイナミクスを, レーザ

ー分光法を用いて研究している．凝縮系における励起分子の緩和ダイナミクスの超高速過程, 発光性錯体の円偏光

発光過程, これらの環境による変化に興味を持っている． 
 

溶液化学 (鈴木) 
 水溶液中の微小気泡(マイクロバブル)は高活性触媒としてはたらき, 超音波化学, 超音波発光や医療への応用面

で重要である．マイクロバブルを疎水性の溶質とみなし, ナノからマイクロメートルのスケールでフレキシブルに

サイズを可変できることに着目すると, バブルとレーザー光との相互作用にも興味が持たれる．そこで, 共鳴条件

下の超音波定在波によって捕捉した単一気泡に近赤外レーザーパルスを照射し, 相互作用を観測した．その結果, 
レーザー誘起ブレークダウンによる長寿命単一気泡の生成・捕捉と, 強いレーザー-気泡-音響相互作用の発現を見

出した． 
 

錯体化学 (柘植) 
 金属錯体は, 金属中心と配位子を組み合わせた化合物であり, 構成要素の選択により多様な機能, 構造を有する

化合物の合成が可能である．現在我々は, 錯体の持つ性質のうち発光性に注目し, 新規の発光性錯体の開拓を行っ

ている．銅(I)および銀(I)イオンを用いて可視域に強い発光帯を持つ錯体を合成し, 合成的な見地から発光性錯体の

設計指針についての検討を行っている．また, 外部刺激に応答する多核錯体関する研究も並行して行い, 錯体配位

子を利用した合理的な多核錯体構築法についても研究を進めている． 
 

錯体化学, エネルギー変換化学 (大津) 
 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に関する研究を行っている．具体的には, 二
酸化炭素・酸素・窒素など小分子の新奇な活性化法や自在変換論を見出すため, 有機配位子や金属錯体の設計・合

成を行い, 様々な化学特性や小分子変換反応メカニズムの解明を行っている． 
 
 

  

 

 

化学科 合成有機化学グループ 

■教員・研究分野 

教 授 井川 善也  Yoshiya Ikawa  核酸生化学, 生物有機化学,  
         合成生物学 
教 授 林  直人  Naoto Hayashi  固体有機化学, 物理有機化学,  

          合成有機化学 
准教授 宮澤 眞宏  Masahiro Miyazawa 有機合成化学, 有機金属化学 
講 師 松村 茂祥  Shigeyoshi Matsumura 核酸生化学, 進化分子工学,  
         合成生物学 
講 師 横山 初  Hajime Yokoyama  医薬品化学, 有機化学, 有機合成化学 
助 教 吉野 惇郎  Junro Yoshino  有機典型元素化学, 物理有機化学,  
         合成有機化学 
 

■研究概要 

固体有機化学, 物理有機化学, 合成有機化学 (林, 吉野) 
 有機化合物は, 分子構造を適切に設計することで望む性質をもつ物質を得ることが容易という長所を有するが, 
その一方で集合構造の予測や制御は容易ではない．そこで我々は, 有機化合物からなる分子性固体において分子構

造が集合構造に及ぼす相関を明らかにするための研究を進めている．対象は, 結晶だけでなく, アモルファスや薄

膜, 柔粘性結晶を含む．これとともに, 分子設計と集合構造設計を利用した機能性固体開発も行っている．例えば

発光性固体や有機トランジスタ, あるいは光応答性着色挙動を示す固体である．このような機能性固体を形成する

有機分子においては, 炭素および水素だけでなく種々の典型元素を活用することで, それら元素に固有の特性を生

かした構造と機能性を実現できることから, ホウ素などの典型元素を分子骨格の中心に据えた有機分子の開発に

ついても研究を進めている．またこうした研究の基盤として, 分子間相互作用の研究や新規有機化学反応の開発も

行っている． 
 

有機合成化学 (宮澤, 横山) 
 自然界には多くの不斉中心をその母核に有する生物活性天然物が数多く存在している．これらの天然物の合成研

究は創薬, 並びに製薬の面から期待されている．そこでこれらの天然物やそれらの誘導体の効率的な合成と機能解

明を目的として, 立体選択的な反応開発と生物活性天然物全合成への応用を行っている．立体選択的な反応開発と

しては，有機触媒を用いる分子内不斉Michael反応やパラジウムやイリジウムなどの遷移金属を用いる炭素-炭素，

炭素-酸素, 炭素-窒素結合生成反応を中心とした触媒反応の開発を行っており, 多くの有機合成化学者に有用な手

法を提供している．またそれらの反応を基軸とするテルペノイド, アルカロイド, ポリプロピオネート, ポリ環状

エーテル, 糖鎖, ステロイドなどの生物活性天然物の立体選択的合成研究を行っている． 
 

生体機能化学 (井川, 松村) 
 RNA は DNA と同様に遺伝情報を保持・伝達する情報分子であると同時に, 蛋白質に匹敵する複雑な構造を形

成して高度な能力を発揮する機能分子として生体内で多彩な役割を担う生体高分子であり, 化学・生命科学の両分

野から基礎研究の対象として, また医療や創薬への応用の視点からも高い注目を集めている．触媒機能や分子認識

機能を発揮する RNA に焦点を絞り, その機能が発揮される分子基盤の解明(RNA 生化学)と, バイオテクノロジ

ー・ナノテクノロジー素材としての可能性の開拓(RNA ナノテクノロジー)を目的とした人工改変・人工創製の研

究を行っている．これらの基礎・応用研究において構築される「機能性RNAの分子システム」は, 生命の起源と

初期進化におけるRNAの役割を解明するモデル実験系としても興味深い素材であるため, 分子進化学の視点から

も研究を進めている． 
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■論文 

1. Flexible assembly of engineered Tetrahymena ribozymes forming polygonal RNA nanostructures 
with catalytic ability (査読付),  
Mori, Y., Oi, H., Suzuki, Y., Hidaka, K., Sugiyama, H., Endo, M., Matsumura, S., Ikawa, Y.,  
ChemBioChem, 22 (12), 2168-2176 (2021) 

2. Effects of chain length of polyethylene glycol molecular crowders on a mutant Tetrahymena group I 
ribozyme lacking large peripheral module (査読付), 
Dobirul Islam, M., Motiar Rahman, M., Matsumura, S., and Ikawa, Y., 
Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 40 (9), 867-883 (2021) 

3. A hexameric ribozyme nanostructure formed by double-decker assembly of a pair of triangular 
ribozyme trimers (査読付), 
Yu, K., Hidaka, K., Sugiyama, H., Endo, M., Matsumura, S., and Ikawa, Y., 
ChemBioChem, 23 (6), e202100573 (2022) 

4. Au(I) Catalyzed Synthesis of Densely Substituted Pyrazolines and Dihydropyridines via Sequential 
Aza-Enyne Metathesis/6π-Electrocyclization (査読付), 
Sugimoto, K., Kosuge, S., Sugita, T., Miura, Y., Tsuge, K.,and Matsuya Y., 
Organic Letters, 23 (10), 3981-3985 (2021) 

5. Structure-activity relationship and mechanistic study on guggulsterone derivatives; Discovery of 
new anti-pancreatic cancer candidate (査読付), 
Kohyama A, Kim MJ, Yokoyama R, Sun S, Omar AM, Phan ND, Meselhy MR, Tsuge K, Awale S, 
Matsuya Y., 
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 54, 116563 (2021) 

6. An NAD+-type earth-abundant metal complex enabling photo-driven alcohol oxidation (査読付), 
Ohtsu, H., Takaoka, M., Tezuka, Y., Tsuge, K., and Tanaka K., 
Chemical Communications, 57 (99), 13574-13577 (2021) 

7. Photophysical Properties of Simple Palladium (0) Complexes Bearing Triphenylphosphine 
Derivatives (査読付), 
Kakizoe, D., Nishikawa, M., Ohkubo, T., Sanga, M., Iwamura, M., Nozaki, K., and Tsubomura, T., 
Inorganic Chemistry, 60 (13), 9516-9528 (2021) 

8. Through-Space Charge Transfer in Copper Coordination Networks with Copper-Halide Guest 
Anions (査読付), 
Ohtsu, H., Okuyama, M., Nakajima, T., Iwamura, M., Nozaki, K., Hashizume, D., and Kawano, M., 
Inorganic Chemistry, 60 (13), 9273-9277 (2021) 

9. Evidence of C – F · · · H – C Attractive Interaction: Enforced Coplanarity of a 
Tetrafluorophenylene-Ethynylene-Linked Porphyrin Dimer (査読付), 
Morisue, M., Kawanishi, M., Ueno, I., Nakamura, T., Nabeshima, T., Imamura, K., and Nozaki, K., 
Journal of Physical Chemistry B, 125 (32), 9286-9295 (2021) 

10. Selective formation of a phenathridine derivative by photodegradation of azilsartan (査読付), 
Yoshikawa, T., Hayashi, N., Hatta, N., and Yokota, M.,  
Bioorgic & Medicinal Chemistry Letters, 41, 128011 (2021) 
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2. Effects of chain length of polyethylene glycol molecular crowders on a mutant Tetrahymena group I 
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Dobirul Islam, M., Motiar Rahman, M., Matsumura, S., and Ikawa, Y., 
Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 40 (9), 867-883 (2021) 

3. A hexameric ribozyme nanostructure formed by double-decker assembly of a pair of triangular 
ribozyme trimers (査読付), 
Yu, K., Hidaka, K., Sugiyama, H., Endo, M., Matsumura, S., and Ikawa, Y., 
ChemBioChem, 23 (6), e202100573 (2022) 

4. Au(I) Catalyzed Synthesis of Densely Substituted Pyrazolines and Dihydropyridines via Sequential 
Aza-Enyne Metathesis/6π-Electrocyclization (査読付), 
Sugimoto, K., Kosuge, S., Sugita, T., Miura, Y., Tsuge, K.,and Matsuya Y., 
Organic Letters, 23 (10), 3981-3985 (2021) 

5. Structure-activity relationship and mechanistic study on guggulsterone derivatives; Discovery of 
new anti-pancreatic cancer candidate (査読付), 
Kohyama A, Kim MJ, Yokoyama R, Sun S, Omar AM, Phan ND, Meselhy MR, Tsuge K, Awale S, 
Matsuya Y., 
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 54, 116563 (2021) 

6. An NAD+-type earth-abundant metal complex enabling photo-driven alcohol oxidation (査読付), 
Ohtsu, H., Takaoka, M., Tezuka, Y., Tsuge, K., and Tanaka K., 
Chemical Communications, 57 (99), 13574-13577 (2021) 

7. Photophysical Properties of Simple Palladium (0) Complexes Bearing Triphenylphosphine 
Derivatives (査読付), 
Kakizoe, D., Nishikawa, M., Ohkubo, T., Sanga, M., Iwamura, M., Nozaki, K., and Tsubomura, T., 
Inorganic Chemistry, 60 (13), 9516-9528 (2021) 

8. Through-Space Charge Transfer in Copper Coordination Networks with Copper-Halide Guest 
Anions (査読付), 
Ohtsu, H., Okuyama, M., Nakajima, T., Iwamura, M., Nozaki, K., Hashizume, D., and Kawano, M., 
Inorganic Chemistry, 60 (13), 9273-9277 (2021) 

9. Evidence of C – F · · · H – C Attractive Interaction: Enforced Coplanarity of a 
Tetrafluorophenylene-Ethynylene-Linked Porphyrin Dimer (査読付), 
Morisue, M., Kawanishi, M., Ueno, I., Nakamura, T., Nabeshima, T., Imamura, K., and Nozaki, K., 
Journal of Physical Chemistry B, 125 (32), 9286-9295 (2021) 

10. Selective formation of a phenathridine derivative by photodegradation of azilsartan (査読付), 
Yoshikawa, T., Hayashi, N., Hatta, N., and Yokota, M.,  
Bioorgic & Medicinal Chemistry Letters, 41, 128011 (2021) 

 

 

■総説・解説 

1. 構造モジュールの集積と再構成によるRNA触媒の人工ナノ集積 (査読付), 
井川善也, 
CSJカレントレビュー vol.41, 進化を続ける核酸化学, 93-99 (2021)   

■研究発表 

1. A ribozyme octamer with box-shape: structural engineering of a square-shaped ribozyme tetramer 
to construct its double-decker form, 
Md. Dobirul Islam, 松村茂祥, 井川善也,  
日本生化学会北陸支部 第39回大会 

2. 遺伝子編集技術を用いた無細胞タンパク質合成系制御法の構築, 
中根 龍, 井川善也, 松村茂祥,  
日本生化学会北陸支部 第39回大会 

3. 蛍光RNAアプタマー17-3の2次構造解明を目指した生化学解析, 
安部俊輔, 小山孝紀, 松村茂祥, 井川善也,   
日本生化学会北陸支部 第39回大会 

4. A screening system of group I ribozymes based on droplet µ-fluidic device: toward in vitro evolution 
of oligomeric ribozyme nanostructures, 
上田実怜, 松村茂祥, 井川善也,   
第22回 日本RNA学会年会 

5. Analysis of unknown functional RNAs emerging during in droplet ribozyme evolution, 
寺田海舟, 荏原基力, 井川善也, 松村茂祥,   
第22回 日本RNA学会年会 

6. Biochemical analysis of the light-up RNA aptamer 17-3 to elucidate its active secondary structure, 
安部俊輔, 小山孝紀, 松村茂祥, 井川善也,   
第22回 日本RNA学会年会 

7. Construction of a reporter gene containing two group I introns to analyze and regulate 
ribozyme-based alternative splicing, 
植田智貴, 西山祐夏, 宮崎克志, 松村茂祥, 井川善也,   
第22回 日本RNA学会年会 

8. Expansion of square-shaped Tetrahymena ribozyme tetramers to their double-decker octamers 
through rational engineering of their modular RNA structures, 
Md. Dobirul Islam, 松村茂祥, 井川善也,  
第22回 日本RNA学会年会 

9. Functional analysis of a novel VS ribozyme variant obtained by experimental evolution, 
今井巴絵, 荏原基力, 井川善也, 松村茂祥,   
第22回 日本RNA学会年会 

10. ピラジン系配位子を持つ銀（I）および銅（I）ハロゲニド配位高分子の合成と発光性, 
桑原大貴, 大津英揮, 柘植清志,   
第32回 配位化合物の光化学討論会 
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11. 水溶液中におけるジシアノ金(I)錯体と白金(II)錯体とのヘテロ会合体の光物 性, 
松尾一輝, 岩村宗高, 野崎浩一,   
第32回配位化合物の光化学討論会 

12. 選択励起された白金(II)錯体会合体の超高速時間分解分光計測, 
岩村宗高, 渡邊ほのか, 野崎浩一, 高梨 司, 倉持 光, 竹内佐年, 田原太平,  
第32回配位化合物の光化学討論会 

13. Bisleuconothine Aの合成研究-アスピドスペルミジンの合成を中心として, 
横山 初, 石丸寛章, 宮澤眞宏,  
第63天然有機化合物討論会 

14. NAD+モデル配位子を有するヘテロレプテックCu(I)錯体の合成と物性, 
柴原一綺, 壇 卓海, 柘植清志, 大津英揮,  
錯体化学会第71回討論会 

15. Synthesis of Chromium(V) Nitrido Complexes with Catecholate Ligands and Their Extradiol Ring 
Cleavage Reaction, 
Tsuda, T., Horita, K., Ohtsu, H., and Tsuge, K.,   
錯体化学会第71回討論会 

16. Pd(II)触媒を用いたフェノール性含酸素６員環構築及び(+-)-Catechinの全合成研究, 
横山 初, 山田修太郎, 宮澤眞宏,  
2021年度有機合成化学北陸セミナー 

17. Vibration of large K[Au(CN)2] oligomers (tetramer and pentamer) in the excited triplet state 
observed by time-resolved impulsive stimulated Raman spectroscopy, 
Liu, L. Kuramochi, H., Iwamura, M., Nozaki, K., and Tahara, T.,  
第15回分子科学討論会 

18. オリゴマー型リボザイム（リボザイム四次構造）の in vitro進化を目指した液滴封入・選択増幅システ

ムの構築, 
上田実怜, 松村茂祥, 井川善也,   
第15回バイオ関連化学シンポジウム 

19. 蛍光RNAアプタマー17-3の2次構造解明を目指した生化学解析, 
安部俊輔, 小山孝紀, 松村茂祥, 井川善也,  
第15回バイオ関連化学シンポジウム 

20. 微小液滴への組換え体大腸菌１細胞の封入によるタンパク質酵素スクリーニング系の構築, 
安部雄大, 井川善也, 松村茂祥,  
第15回バイオ関連化学シンポジウム 

21. クロスカップリング反応におけるPd-ピリジン型錯体の配位子構造の影響に関する研究, 
宮澤眞宏, 茅根有美香, 照田美里, 横山 初,  
2021年度有機合成化学北陸セミナー 

22. 不斉 Ir触媒を用いたノンアノマー型スピロケタールの高立体選択的合成の開発, 
宮澤眞宏, 菅野宗棋, 横山 初, 
2021年度有機合成化学北陸セミナー 

23. 立体選択的N-グリコシル化反応の開発研究 , 
横山 初, 棚木謙司, 宮澤眞宏, 
2021年度有機合成化学北陸セミナー 
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11. 水溶液中におけるジシアノ金(I)錯体と白金(II)錯体とのヘテロ会合体の光物 性, 
松尾一輝, 岩村宗高, 野崎浩一,   
第32回配位化合物の光化学討論会 

12. 選択励起された白金(II)錯体会合体の超高速時間分解分光計測, 
岩村宗高, 渡邊ほのか, 野崎浩一, 高梨 司, 倉持 光, 竹内佐年, 田原太平,  
第32回配位化合物の光化学討論会 

13. Bisleuconothine Aの合成研究-アスピドスペルミジンの合成を中心として, 
横山 初, 石丸寛章, 宮澤眞宏,  
第63天然有機化合物討論会 

14. NAD+モデル配位子を有するヘテロレプテックCu(I)錯体の合成と物性, 
柴原一綺, 壇 卓海, 柘植清志, 大津英揮,  
錯体化学会第71回討論会 

15. Synthesis of Chromium(V) Nitrido Complexes with Catecholate Ligands and Their Extradiol Ring 
Cleavage Reaction, 
Tsuda, T., Horita, K., Ohtsu, H., and Tsuge, K.,   
錯体化学会第71回討論会 

16. Pd(II)触媒を用いたフェノール性含酸素６員環構築及び(+-)-Catechinの全合成研究, 
横山 初, 山田修太郎, 宮澤眞宏,  
2021年度有機合成化学北陸セミナー 

17. Vibration of large K[Au(CN)2] oligomers (tetramer and pentamer) in the excited triplet state 
observed by time-resolved impulsive stimulated Raman spectroscopy, 
Liu, L. Kuramochi, H., Iwamura, M., Nozaki, K., and Tahara, T.,  
第15回分子科学討論会 

18. オリゴマー型リボザイム（リボザイム四次構造）の in vitro進化を目指した液滴封入・選択増幅システ

ムの構築, 
上田実怜, 松村茂祥, 井川善也,   
第15回バイオ関連化学シンポジウム 

19. 蛍光RNAアプタマー17-3の2次構造解明を目指した生化学解析, 
安部俊輔, 小山孝紀, 松村茂祥, 井川善也,  
第15回バイオ関連化学シンポジウム 

20. 微小液滴への組換え体大腸菌１細胞の封入によるタンパク質酵素スクリーニング系の構築, 
安部雄大, 井川善也, 松村茂祥,  
第15回バイオ関連化学シンポジウム 

21. クロスカップリング反応におけるPd-ピリジン型錯体の配位子構造の影響に関する研究, 
宮澤眞宏, 茅根有美香, 照田美里, 横山 初,  
2021年度有機合成化学北陸セミナー 

22. 不斉 Ir触媒を用いたノンアノマー型スピロケタールの高立体選択的合成の開発, 
宮澤眞宏, 菅野宗棋, 横山 初, 
2021年度有機合成化学北陸セミナー 

23. 立体選択的N-グリコシル化反応の開発研究 , 
横山 初, 棚木謙司, 宮澤眞宏, 
2021年度有機合成化学北陸セミナー 

 

 

24. ビピリジン－ジ(2 -フェニルエチル)ボロニウム錯体の合成、結晶構造、および性質, 
大矢隼士, 吉野惇郎, 林 直人, 
第29回有機結晶シンポジウム 

25. 種々のテトラアリールホウ酸イオンをもつビピリジンーボロニウム錯体の合成、結晶構造、および性質, 
新井亮哉, 吉野惇郎, 林 直人, 
第29回有機結晶シンポジウム 

26. フェムト秒過渡吸収分光による溶液中における発光性白金(II)錯体会合体の核波束運動と構造変化過程

の観測, 
岩村宗高, 渡邊ほのか, 野崎浩一, 高梨 司, 倉持 光, 田原太平,  
第15回分子科学討論会 

27. フェムト秒時間分解吸収分光による金六核クラスターにおける超高速励起状態ダイナミクスの観測, 
高梨 司, 渡邊ほのか, 岩村宗高, 野崎浩一, 七分勇勝, 小西克明, 倉持 光, 田原太平, 
第15回分子科学討論会 

28. ペリレン薄膜中におけるエキシマー形成ダイナミクスのフェムト秒アップコンバージョン測定, 
今村虹輝, 岩村宗高, 野﨑浩一,   
2021光化学討論会 

29. 液相フォトニック結晶のバンド構造解析, 
鈴木 炎, 江島龍也, 永森優香, 本江賢哉, 鎌田雅治, 
第43回溶液化学シンポジウム 

30. Expansion of polygonal-shaped 2D ribozyme nanostructures to their double-decker 3D forms 
through rationally introducing a pillar kissing-loop motif, 
Md Dobirul Islam, Yu, K., Hidaka, K., Sugiyama, H., Endo, M., Matsumura, S., and Ikawa, Y.,  
The 48th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry 

31. Bisleuconothine A の全合成研究, 
横山 初, 今井陵輔, 宮澤眞宏, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

32. NAD+モデル配位子を持つヘテロレプテックCu(I)錯体の合成および性質, 
柴原一綺, 柘植清志, 大津英揮, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

33. N‐ヘテロ環状カルベンとピリジン部位からなる二座配位子を 有するボロニウム錯体の合成研究, 
辻 弘昭, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

34. ｐ -シアノフェノール三量体－アミン錯体の合成の試み, 
宮前朱里, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

35. PMMA 分散膜中におけるペリレンのエキシマー形成ダイナミクス, 
今村虹輝, 岩村宗高, 野﨑浩一, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

36. RNA/DNA 連携型等温増幅システム（NASBA）のリアルタイム・蛍光モニタリングを目指した核酸ア

プタマーの基礎検討, 
渡邉 愛, 松村茂祥, 井川善也, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 
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37. VSリボザイムの進化実験により得られたリボザイム配列類似型・非切断RNAの機能解析, 
野口 唱, 寺田海舟, 荏原基力, 井川善也, 松村茂祥, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

38. YessotoxinABCD環部の合成研究 , 
横山 初, 下田梓月, 宮澤眞宏, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

39. キノリン環形成反応を活用したねじれ電子ドナーアクセプター構 造トリアリールボランの合成研究, 
髙田新哉, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

40. キラルな側鎖を有するトリアリールフェノキシルの合成, 
荻原明日香, 吉野惇郎, 林 直人,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

41. クロスカップリング反応におけるPd-ピリジン型錯体の配位子構造の影響に関する研究, 
宮澤眞宏, 茅根有美香, 横山 初,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

42. トリアリールフェノキシル部位を2つもつ分子 の合成とその固化挙動の検討, 
呂 信文, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

43. フェノールオリゴマーの合成と光酸としての挙動, 
佐藤佳輔, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

44. フェノキシルラジカルの二量体反応に及ぼす 2,4,6 位の tert -ブチル基の影響, 
段業明, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

45. リボザイム人工変異体を単位ユニットに用いたリボザイム集積体の特性改変, 
丸茂尚哉, 松村茂祥, 井川善也, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

46. 固相磨砕により調製したトリアリールフェノキシルとその二量体からなるアモルファス固体中におけ

るフェノキシルの含有率, 
平りくか, 吉野惇郎, 林 直人, 宮崎 章, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

47. 種々のテトラアリールホウ酸イオンをもつビピリジン－ボロニウ ム錯体における結晶構造と光応答挙

動の相関, 
新井亮哉, 吉野惇郎, 林 直人,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

48. 生体ポリアミンが促進するVSリボザイム触媒回転能力の定量解析, 
宮崎優大, 中根 龍, 松村茂祥, 井川善也,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

49. 第一級アルキル基がホウ素に結合したビピリジン―ボロニウム錯体の合成と性質, 
大矢隼士, 吉野惇郎, 林 直人,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

富山大学理学部 Annual Report 202190

研究業績と活動　化学科



 

 

37. VSリボザイムの進化実験により得られたリボザイム配列類似型・非切断RNAの機能解析, 
野口 唱, 寺田海舟, 荏原基力, 井川善也, 松村茂祥, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

38. YessotoxinABCD環部の合成研究 , 
横山 初, 下田梓月, 宮澤眞宏, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

39. キノリン環形成反応を活用したねじれ電子ドナーアクセプター構 造トリアリールボランの合成研究, 
髙田新哉, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

40. キラルな側鎖を有するトリアリールフェノキシルの合成, 
荻原明日香, 吉野惇郎, 林 直人,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

41. クロスカップリング反応におけるPd-ピリジン型錯体の配位子構造の影響に関する研究, 
宮澤眞宏, 茅根有美香, 横山 初,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

42. トリアリールフェノキシル部位を2つもつ分子 の合成とその固化挙動の検討, 
呂 信文, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

43. フェノールオリゴマーの合成と光酸としての挙動, 
佐藤佳輔, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

44. フェノキシルラジカルの二量体反応に及ぼす 2,4,6 位の tert -ブチル基の影響, 
段業明, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

45. リボザイム人工変異体を単位ユニットに用いたリボザイム集積体の特性改変, 
丸茂尚哉, 松村茂祥, 井川善也, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

46. 固相磨砕により調製したトリアリールフェノキシルとその二量体からなるアモルファス固体中におけ

るフェノキシルの含有率, 
平りくか, 吉野惇郎, 林 直人, 宮崎 章, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

47. 種々のテトラアリールホウ酸イオンをもつビピリジン－ボロニウ ム錯体における結晶構造と光応答挙

動の相関, 
新井亮哉, 吉野惇郎, 林 直人,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

48. 生体ポリアミンが促進するVSリボザイム触媒回転能力の定量解析, 
宮崎優大, 中根 龍, 松村茂祥, 井川善也,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

49. 第一級アルキル基がホウ素に結合したビピリジン―ボロニウム錯体の合成と性質, 
大矢隼士, 吉野惇郎, 林 直人,  
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

 

 

50. 同形結晶の構成を目指したビピリジン－ボロニウム錯体の合成研究, 
水口萌音, 吉野惇郎, 林 直人, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

51. 不斉 Ir触媒を用いたノンアノマー型[6.6]スピロケタールの高立体選択的合成法の開発, 
宮澤眞宏, 菅野宗棋, 横山 初, 
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

52. 無細胞転写翻訳系内でVSリボザイムの活性を促進する短鎖ペプチドの探求, 
稲葉倖治, 西山祐夏, 井川善也, 松村茂祥,   
日本化学会近畿支部 2021年度北陸地区講演会と研究発表会 

53. Chiral sensing microscopy using circularly polarized luminescence of lanthanide complexes with 
homo- or hetero-association of chiral amino acids, 
Iwamura, M., Koike, H., Iwashita,T., and Nozaki, K.,  
The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2021 

54. Coherent vibrations induced by metal-metal bond formation in oligomers of gold and platinum 
complexes in aqueous solution, 
Iwamura, M., Nozaki, K., Kuramochi, H., Takeuchi S., and Tahara, T.,  
The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2021 

55. Luminescence mechanochromism caused by defects and energy migration in bis(pyridyl)ethane 
bridged copper(I) coordination polymer, 
Tsuge, K., Takeuchi, S., and Ohstsu, H., 
The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2021 

56. Modification and Creation of Luminescent Units in Silver(I) Coordination Polymers by Solid 
Solution Approach, 
Tsuge, K., Kuwahara, T., Ohtsu, H., 
The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2021 

57. Ultrafast Spectroscopy of Platinum(II) Complex Oligomers in Solutions, 
Watanabe, H., Iwamura, M., Nozaki, K., Takanashi, T., Kuramochi, H., and Tahara,T., 
The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2021 

58. SDGsにもとづく有機合成化学, 
横山 初,  
富山県高等学校教育研究会（高教研） 

59. リボザイムの進化実験中に出現した未知の機能性RNAの解析, 
寺田海舟 荏原基力, 井川善也, 松村茂祥,   
第44回日本分子生物学会 

60. 遺伝子編集技術を用いた無細胞タンパク質合成系における遺伝子発現量の制御, 
中根 龍, 小山孝紀, 井川善也, 松村茂祥,   
第44回日本分子生物学会 

61. リボザイムの擬似細胞内実験進化で出現した未知の機能性RNAの解析, 
寺田海舟, 荏原基力, 井川善也, 松村茂祥,   
第46回生命の起源および進化学会学術講演会 
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62. Bisleuconothine A の合成研究, 
今井陵輔, 横山 初, 宮澤眞宏, 
日本化学会 第102春季年会 

63. CPL and CD spectra of achiral Eu(III) complex in solution containing amino acids, 
Iwamura, M., Sakai, M., Nakauchi, Y., and Nozaki, K., 
日本化学会 第102春季年会 

64. Femtosecond photorelaxation dynamics in halogen-bridged dinuclear copper(I) complexes in 
solid-state thin films, 
Miura K., Nakamura, K., Fujita, S., Iwamura, M., and Nozaki, K.,  
日本化学会 第102春季年会 

65. Luminescence Properties of Silver(I) and Copper(I) Coordination Polymers Bridged by 
Dimethylpyrazine, 
Kuwahara, T., Ohtsu, H., and Tsuge, K.,   
日本化学会 第102春季年会 

66. カチオン性界面活性剤によるジシアノ金（I）会合体の発光増強, 
井上大知, 岩村宗高, 野﨑浩一 
日本化学会 第102春季年会 

67. ジメチルピラジンで架橋された銀(I)及び銅(I)配位高分子の発光性, 
桑原大貴, 大津英揮, 柘植清志,   
日本化学会 第102春季年会 

68. 遷移金属触媒を用いた[6.6]スピロケタールの立体選択的合成法の開発, 
宮澤眞宏, 菅野宗棋, 横山 初,  
日本化学会 第102春季年会 

■科研費及び科研費相当研究費 

1. 2019-2021, 基盤研究(B), 
長波長吸収型光合成への進化再現によるレッドエッジ変化の実験的検証, 
(代表者) 塚谷祐介(国立研究開発法人海洋研究開発機構), (分担者) 松村茂祥, 藤島皓介(東京工業大学) 

2. 2019-2021, 基盤研究(C), 
区画化による分子共生はRNAワールドを飛躍させるか？ 
(代表者) 松村茂祥 

3. 2020-2021, 新学術領域研究(研究領域提案型), 
有機ヒドリド供給能を有するユビキタス金属錯体の開発とCO2光還元システムへの展開 
(代表者) 大津英揮 

4. 2020-2022, 基盤研究(C), 
熱活性遅延蛍光を示す銅(I)錯体の固体薄膜中における超高速光励起ダイナミクス 
(代表者) 野﨑浩一 

5. 2020-2022, 基盤研究(C), 
時間分解円偏光分光による遷移金属錯体の励起状態キラルダイナミクスの研究 
(代表者) 岩村宗高 
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62. Bisleuconothine A の合成研究, 
今井陵輔, 横山 初, 宮澤眞宏, 
日本化学会 第102春季年会 

63. CPL and CD spectra of achiral Eu(III) complex in solution containing amino acids, 
Iwamura, M., Sakai, M., Nakauchi, Y., and Nozaki, K., 
日本化学会 第102春季年会 

64. Femtosecond photorelaxation dynamics in halogen-bridged dinuclear copper(I) complexes in 
solid-state thin films, 
Miura K., Nakamura, K., Fujita, S., Iwamura, M., and Nozaki, K.,  
日本化学会 第102春季年会 

65. Luminescence Properties of Silver(I) and Copper(I) Coordination Polymers Bridged by 
Dimethylpyrazine, 
Kuwahara, T., Ohtsu, H., and Tsuge, K.,   
日本化学会 第102春季年会 

66. カチオン性界面活性剤によるジシアノ金（I）会合体の発光増強, 
井上大知, 岩村宗高, 野﨑浩一 
日本化学会 第102春季年会 

67. ジメチルピラジンで架橋された銀(I)及び銅(I)配位高分子の発光性, 
桑原大貴, 大津英揮, 柘植清志,   
日本化学会 第102春季年会 

68. 遷移金属触媒を用いた[6.6]スピロケタールの立体選択的合成法の開発, 
宮澤眞宏, 菅野宗棋, 横山 初,  
日本化学会 第102春季年会 

■科研費及び科研費相当研究費 

1. 2019-2021, 基盤研究(B), 
長波長吸収型光合成への進化再現によるレッドエッジ変化の実験的検証, 
(代表者) 塚谷祐介(国立研究開発法人海洋研究開発機構), (分担者) 松村茂祥, 藤島皓介(東京工業大学) 

2. 2019-2021, 基盤研究(C), 
区画化による分子共生はRNAワールドを飛躍させるか？ 
(代表者) 松村茂祥 

3. 2020-2021, 新学術領域研究(研究領域提案型), 
有機ヒドリド供給能を有するユビキタス金属錯体の開発とCO2光還元システムへの展開 
(代表者) 大津英揮 

4. 2020-2022, 基盤研究(C), 
熱活性遅延蛍光を示す銅(I)錯体の固体薄膜中における超高速光励起ダイナミクス 
(代表者) 野﨑浩一 

5. 2020-2022, 基盤研究(C), 
時間分解円偏光分光による遷移金属錯体の励起状態キラルダイナミクスの研究 
(代表者) 岩村宗高 

 

 

6. 2020-2022, 基盤研究(C), 
ボロニウム錯体の分子構造および分子集合構造と光応答挙動の相関解明 
(代表者) 吉野惇郎, (分担者) 林 直人 

7. 2021-2023, 基盤研究(C), 
安定フェノキシルラジカルからなるアモルファス固体の軟質磁性に関する研究 
(代表者) 林 直人, (分担者) 吉野惇郎 

■外部資金 

1. 二酸化炭素を資源化する機能を持つ有機ヒドリド型錯体触媒の高性能化, 
公益財団法人タナカ財団, 
(代表者) 大津英揮 

2. マイクロ流体システムによる擬細胞を用いたRNAとペプチドの共進化実験, 
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター・プロジェクト研究, 
(代表者) 松村茂祥 

3. 混晶化を利用した新規発光体の創出, 
富山第一銀行奨学財団, 
(代表者) 柘植清志 

■学外活動・社会貢献 

 井川善也, 日本化学会 近畿支部 代議員 
 井川善也, 日本核酸化学会 評議員 
 井川善也, 日本核酸化学会 編集委員会 委員 
 井川善也, 日本RNA学会第22回年会プログラム 委員 
 岩村宗高, 独立行政法人日本スポーツ振興センター 国立登山研修所 専門調査委員 
 柘植清志, 公益社団法人日本化学会 速報誌編集委員会 委員 
 野﨑浩一, 国立研究開発法人科学技術振興機構 創発的研究支援事業事前評価外部専門家 
 野﨑浩一, 複合系の光化学夏の学校校長 
 野﨑浩一, (公社)分光化学会 中部支部長 
 野﨑浩一, 国立大学法人大阪大学 非常勤講師 
 林 直人, 富山県教育委員会「とやま科学オリンピック」作問アドバイザー 
 林 直人, 公益社団法人日本化学会 日本化学会有機結晶部会広報顧問 
 横山 初, 富山市 富山市環境審議会 委員 
 横山 初, 高教研化学部会 令和３年度「化学教育懇談会」講師 
 宮澤眞宏, 南砺市民大学 緑の里講座「ビタミンの化学 -美容と健康を化学する-」講師 

■学内運営・学内活動 

 井川善也, 化学科長 
 井川善也, 理学部 学生生活委員会 委員 
 井川善也, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 井川善也, 理学部 安全管理委員会 委員 
 井川善也, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 井川善也, 大学院生命融合科学教育部 教育部長 
 井川善也, 教育研究評議会 委員 
 井川善也, 学術研究部会議 委員 
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 井川善也, ダイバーシティ推進委員会 委員 
 井川善也, 施設マネジメント推進専門部会 委員 
 井川善也, 大学院生命融合科学教育部 ジョブ型インターンシップWG委員長 
 井川善也, 次世代研究者挑戦的研究プログラム 運営委員 
 井川善也, 教養教育科目(総合科目系)「感性をはぐぐむ」講師 
 岩村宗高, 理学部 将来計画WG 委員 
 大津英揮, 理学部 教務委員会 教育実施部会 委員 
 大津英揮, 理学部 教務委員会 委員 
 大津英揮, 富山大学自然科学研究支援センター機器分析施設機器管理者(電子スピン共鳴装置) 
 大津英揮, 富山大学入学試験委員会問題作成専門委員会 委員 
 大津英揮, 富山大学入学試験委員会採点専門委員会 委員 
 鈴木 炎, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 委員 
 柘植清志, 理学部 副学部長 
 柘植清志, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 柘植清志, 理学部活動報告2021編集WG 委員長 
 柘植清志, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 柘植清志, 環境安全衛生マネジメント委員会 委員 
 柘植清志, 環境安全衛生マネジメント委員会 化学物質管理部会五福キャンパス部会 委員 
 柘植清志, 五福キャンパス放射線管理委員会(第２条第３号委員) 
 柘植清志, 教員業績データベース運営委員会 委員 
 柘植清志, 教育・学生支援機構会議 
 野﨑浩一, 化学科 副学科長 
 野﨑浩一, 理学部 就職指導委員会 委員 
 野﨑浩一, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 野﨑浩一, 理工学教育部修士課程理学領域部会 教育委員会 委員長 
 野﨑浩一, 研究推進機構 水素同位体科学研究センター運営会議 
 野﨑浩一, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 機器分析施設会議 
 野﨑浩一, 地域連携推進機構会議 
 野﨑浩一, 教育・学生支援機構 教育推進センター大学院教務専門会議 
 野﨑浩一, 理工学研究科設置準備委員会 委員 
 林 直人, 理学部 教務委員会 委員長 
 林 直人, 理学部 教務委員会 教育改善部会 部会長 
 林 直人, 理学部 教務委員会 教育実施部会 副部会長 
 林 直人, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 林 直人, 理学部活動報告2021編集WG 委員 
 林 直人, 理工学教育部修士課程専攻主任 
 林 直人, 安全衛生委員会 委員 
 林 直人, 環境安全推進センター運営委員会 委員 
 林 直人, 教育・学生支援機構 教育推進センター会議 
 林 直人, 教育・学生支援機構 教育推進センター全学ＦＤ・教育評価専門会議 
 林 直人, 教育・学生支援機構 教職支援センター会議 
 林 直人, 教育・学生支援機構 データサイエンス推進センター会議 
 松村茂祥, 理学部 国際交流委員会 副委員長 
 松村茂祥, 理学部 排水監視員 
 松村茂祥, 研究推進機構 研究推進総合支援センター設備サポート・マネジメントオフィス会議 委員 
 松村茂祥, 生命融合科学教育部 教務委員会 委員 
 松村茂祥, 国際機構運営会議 学生海外留学支援専門委員会 委員 
 松村茂祥, 国際機構運営会議 外国人留学生奨学金等専門委員会 委員 
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 井川善也, ダイバーシティ推進委員会 委員 
 井川善也, 施設マネジメント推進専門部会 委員 
 井川善也, 大学院生命融合科学教育部 ジョブ型インターンシップWG委員長 
 井川善也, 次世代研究者挑戦的研究プログラム 運営委員 
 井川善也, 教養教育科目(総合科目系)「感性をはぐぐむ」講師 
 岩村宗高, 理学部 将来計画WG 委員 
 大津英揮, 理学部 教務委員会 教育実施部会 委員 
 大津英揮, 理学部 教務委員会 委員 
 大津英揮, 富山大学自然科学研究支援センター機器分析施設機器管理者(電子スピン共鳴装置) 
 大津英揮, 富山大学入学試験委員会問題作成専門委員会 委員 
 大津英揮, 富山大学入学試験委員会採点専門委員会 委員 
 鈴木 炎, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 委員 
 柘植清志, 理学部 副学部長 
 柘植清志, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 柘植清志, 理学部活動報告2021編集WG 委員長 
 柘植清志, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 柘植清志, 環境安全衛生マネジメント委員会 委員 
 柘植清志, 環境安全衛生マネジメント委員会 化学物質管理部会五福キャンパス部会 委員 
 柘植清志, 五福キャンパス放射線管理委員会(第２条第３号委員) 
 柘植清志, 教員業績データベース運営委員会 委員 
 柘植清志, 教育・学生支援機構会議 
 野﨑浩一, 化学科 副学科長 
 野﨑浩一, 理学部 就職指導委員会 委員 
 野﨑浩一, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 野﨑浩一, 理工学教育部修士課程理学領域部会 教育委員会 委員長 
 野﨑浩一, 研究推進機構 水素同位体科学研究センター運営会議 
 野﨑浩一, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 機器分析施設会議 
 野﨑浩一, 地域連携推進機構会議 
 野﨑浩一, 教育・学生支援機構 教育推進センター大学院教務専門会議 
 野﨑浩一, 理工学研究科設置準備委員会 委員 
 林 直人, 理学部 教務委員会 委員長 
 林 直人, 理学部 教務委員会 教育改善部会 部会長 
 林 直人, 理学部 教務委員会 教育実施部会 副部会長 
 林 直人, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 林 直人, 理学部活動報告2021編集WG 委員 
 林 直人, 理工学教育部修士課程専攻主任 
 林 直人, 安全衛生委員会 委員 
 林 直人, 環境安全推進センター運営委員会 委員 
 林 直人, 教育・学生支援機構 教育推進センター会議 
 林 直人, 教育・学生支援機構 教育推進センター全学ＦＤ・教育評価専門会議 
 林 直人, 教育・学生支援機構 教職支援センター会議 
 林 直人, 教育・学生支援機構 データサイエンス推進センター会議 
 松村茂祥, 理学部 国際交流委員会 副委員長 
 松村茂祥, 理学部 排水監視員 
 松村茂祥, 研究推進機構 研究推進総合支援センター設備サポート・マネジメントオフィス会議 委員 
 松村茂祥, 生命融合科学教育部 教務委員会 委員 
 松村茂祥, 国際機構運営会議 学生海外留学支援専門委員会 委員 
 松村茂祥, 国際機構運営会議 外国人留学生奨学金等専門委員会 委員 

 

 

 宮澤眞宏, 理学部 広報委員会 高大連携部会 委員 
 横山 初, 理学部 入試委員会 委員 
 横山 初, 教育・学生支援機構 アドミッションセンター会議             
 吉野惇郎, 理学部 排水安全専門委員会 委員 

■学士・修士・博士論文指導 
 学士 29名 
 修士 10名 
 博士  3名 

■博士論文 
 含窒素複素環を化学構造に含む医薬品の合成法の改良と光分解挙動、及び光分解物の変異原性評価, 

吉川貴寛 
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2.2.4 生物学科 

生物学科 生体構造学グループ 

■教員・研究分野 
准教授 土`田 努  Tsutomu Tsuchida  共生生物学, 応用昆虫学 
准教授 前川 清人  Kiyoto Maekawa  進化発生学, 昆虫系統学, 分子生態学 
准教授 山崎 裕治  Yuji Yamazaki  進化生物学, 保全遺伝学 
助 教 佐藤 杏子  Kyoko Sato  植物細胞分類学, 細胞遺伝学 
客員教授 岩坪 美兼  Yoshikane Iwatsubo 植物細胞分類学, 細胞遺伝学 

■研究員・研究分野 
研究員 汪 亜運  Wang Yayun  応用微生物学, 応用昆虫学 

 

■研究概要 

共生生物学, 応用昆虫学 (土`田) 
 腸内や血液, 細胞内に, 微生物をすまわせる“内部共生現象”について, 昆虫類を対象に研究を行っている. 内
部共生の自然界における実態や, 共生の分子基盤の解明, 共生機能阻害による新規害虫防除法の開発といった, 基
礎から応用にわたる課題に, 分子生物学や細胞生物学, ケミカルバイオロジー解析を用いて取り組んでいる.また寄

生植物に虫瘤を形成する昆虫を対象として, 植物形態の改変機構についての研究にも取り組んでいる． 
 

進化発生学, 昆虫系統学, 分子生態学 (前川) 
 社会性昆虫とよばれるシロアリ類などを主材料として, 系統学・組織形態学・比較生態学・発生遺伝学的なアプ

ローチにより, 昆虫類の社会性の進化と維持されている要因を明らかにすることを試みている．また主に食材性の

昆虫類を対象に, 分子系統学的なテクニックを使って分類群間の系統関係を推定し, 種分化や分散パターンの考察

をはじめとする系統地理学的な解析や, 特殊な形態の獲得や生態上の様々な特性の進化に関する解析を行ってい

る． 
 

進化生物学, 保全遺伝学 (山崎) 
 生物多様性の決定・変動メカニズムの解明を目指し, 高山帯から平野部までをフィールドに, 哺乳類, 鳥類, 両
生類, 魚類, 昆虫類, 陸生貝類等を対象に, 集団遺伝学, 生態学, 形態学等様々な分野を扱った総合的研究を展開し

ている．また, 希少生物保全を目的とした地域連携活動, 普及啓発活動にも取り組んでいる． 

植物細胞分類学, 細胞遺伝学 (佐藤) 
 身近な野生植物や薬用植物を対象に, 細胞内にある染色体の数・かたち・構造・行動を手がかりに, 分類群間の

類縁関係の推定, および生殖方法の違いに基づく植物の種分化の過程を解明することで，「種とは何か」を追究す

る細胞分類学的・細胞遺伝学的研究に取り組んでいる． 
 

植物細胞分類学, 細胞遺伝学 (岩坪) 
 「染色体の数, 形, 大きさは, 生物の種によって決まっている」とされている．しかし植物では, 種内に異なっ

た染色体数をもつ個体や集団がしばしば存在する．その原因のひとつは, 配偶子  (花粉や卵細胞)が形成される際

に正常な減数分裂が行われず, 体細胞と同じ染色体数をもった配偶子が形成されて受精が行われた結果, 通常の

1．5倍もしくは2倍の染色体数をもつ個体が生じるためである．もうひとつの原因は, 種内においてゲノムの分

化した個体間での交雑と染色体の倍数化を同時に行ったことにより, 正常な減数分裂を行う倍数体が生じたためで

ある．正常な減数分裂ができない異数体や三倍体でも, 茎による栄養繁殖や, 卵細胞以外の細胞  (体細胞)から胚

が形成される無配生殖によって繁殖している植物例も知られている．植物においては, ひとつの種が染色体数の異

なる複数のグループから構成されている例も珍しくない．身近な植物を対象とした研究室の調査から, イタドリ, 
オオバコ, カキドオシ, カタバミ, シロバナサクラタデ, セイヨウタンポポ, ノチドメ, フキ, ミゾソバなどにおい

て, 倍数性が存在することが明らかになった．高等植物を対象に倍数性が存在するかどうか, ならびに倍数性が存

在する場合は, それらの分布と形態の違いを明らかにして, それぞれの種の理解を深める研究を行っている．また, 
雌雄異株植物の一部では, 性染色体をもつことが知られているが, 雌雄異株植物であるスイバ, ヒメスイバ, カナ

ムグラを対象に, 染色体構成と性表現の関係から性決定のしくみの解明も行っている． 
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2.2.4 生物学科 

生物学科 生体構造学グループ 

■教員・研究分野 
准教授 土`田 努  Tsutomu Tsuchida  共生生物学, 応用昆虫学 
准教授 前川 清人  Kiyoto Maekawa  進化発生学, 昆虫系統学, 分子生態学 
准教授 山崎 裕治  Yuji Yamazaki  進化生物学, 保全遺伝学 
助 教 佐藤 杏子  Kyoko Sato  植物細胞分類学, 細胞遺伝学 
客員教授 岩坪 美兼  Yoshikane Iwatsubo 植物細胞分類学, 細胞遺伝学 

■研究員・研究分野 
研究員 汪 亜運  Wang Yayun  応用微生物学, 応用昆虫学 

 

■研究概要 

共生生物学, 応用昆虫学 (土`田) 
 腸内や血液, 細胞内に, 微生物をすまわせる“内部共生現象”について, 昆虫類を対象に研究を行っている. 内
部共生の自然界における実態や, 共生の分子基盤の解明, 共生機能阻害による新規害虫防除法の開発といった, 基
礎から応用にわたる課題に, 分子生物学や細胞生物学, ケミカルバイオロジー解析を用いて取り組んでいる.また寄

生植物に虫瘤を形成する昆虫を対象として, 植物形態の改変機構についての研究にも取り組んでいる． 
 

進化発生学, 昆虫系統学, 分子生態学 (前川) 
 社会性昆虫とよばれるシロアリ類などを主材料として, 系統学・組織形態学・比較生態学・発生遺伝学的なアプ

ローチにより, 昆虫類の社会性の進化と維持されている要因を明らかにすることを試みている．また主に食材性の

昆虫類を対象に, 分子系統学的なテクニックを使って分類群間の系統関係を推定し, 種分化や分散パターンの考察

をはじめとする系統地理学的な解析や, 特殊な形態の獲得や生態上の様々な特性の進化に関する解析を行ってい

る． 
 

進化生物学, 保全遺伝学 (山崎) 
 生物多様性の決定・変動メカニズムの解明を目指し, 高山帯から平野部までをフィールドに, 哺乳類, 鳥類, 両
生類, 魚類, 昆虫類, 陸生貝類等を対象に, 集団遺伝学, 生態学, 形態学等様々な分野を扱った総合的研究を展開し

ている．また, 希少生物保全を目的とした地域連携活動, 普及啓発活動にも取り組んでいる． 

植物細胞分類学, 細胞遺伝学 (佐藤) 
 身近な野生植物や薬用植物を対象に, 細胞内にある染色体の数・かたち・構造・行動を手がかりに, 分類群間の

類縁関係の推定, および生殖方法の違いに基づく植物の種分化の過程を解明することで，「種とは何か」を追究す

る細胞分類学的・細胞遺伝学的研究に取り組んでいる． 
 

植物細胞分類学, 細胞遺伝学 (岩坪) 
 「染色体の数, 形, 大きさは, 生物の種によって決まっている」とされている．しかし植物では, 種内に異なっ

た染色体数をもつ個体や集団がしばしば存在する．その原因のひとつは, 配偶子  (花粉や卵細胞)が形成される際

に正常な減数分裂が行われず, 体細胞と同じ染色体数をもった配偶子が形成されて受精が行われた結果, 通常の

1．5倍もしくは2倍の染色体数をもつ個体が生じるためである．もうひとつの原因は, 種内においてゲノムの分

化した個体間での交雑と染色体の倍数化を同時に行ったことにより, 正常な減数分裂を行う倍数体が生じたためで

ある．正常な減数分裂ができない異数体や三倍体でも, 茎による栄養繁殖や, 卵細胞以外の細胞  (体細胞)から胚

が形成される無配生殖によって繁殖している植物例も知られている．植物においては, ひとつの種が染色体数の異

なる複数のグループから構成されている例も珍しくない．身近な植物を対象とした研究室の調査から, イタドリ, 
オオバコ, カキドオシ, カタバミ, シロバナサクラタデ, セイヨウタンポポ, ノチドメ, フキ, ミゾソバなどにおい

て, 倍数性が存在することが明らかになった．高等植物を対象に倍数性が存在するかどうか, ならびに倍数性が存

在する場合は, それらの分布と形態の違いを明らかにして, それぞれの種の理解を深める研究を行っている．また, 
雌雄異株植物の一部では, 性染色体をもつことが知られているが, 雌雄異株植物であるスイバ, ヒメスイバ, カナ

ムグラを対象に, 染色体構成と性表現の関係から性決定のしくみの解明も行っている． 

 

 

生物学科 生体制御学グループ 

■教員・研究分野 
教 授 池田 真行  Masayuki Ikeda  時間生物学, 睡眠学, 神経科学 
教 授 唐原 一郎  Ichirou Karahara  植物形態学, 植物生理学,   

細胞生物学, 宇宙生物学 
教 授 松田 恒平  Kouhei Matsuda  比較神経内分泌学, 分子神経行動学,  

神経機能形態学 
教 授 望月 貴年  Takatoshi Mochizuki 神経科学, 薬理学, 睡眠科学 
教 授 若杉 達也  Tatsuya Wakasugi  植物分子生物学 
講 師 今野 紀文  Norifumi Konno  比較内分泌学, 動物生理学 
講 師 中町 智哉  Tomoya Nakamachi 比較内分泌学, 動物組織学 
講 師 山本 将之  Masayuki Yamamoto 植物分子遺伝学, 作物育種学 
助 教 玉置 大介  Daisuke Tamaoki       細胞生物学, 宇宙植物学, 植物病理学 
助 教 森岡 絵里  Eri Morioka  時間生物学, 神経生理学 

 

■研究概要 
 

時間生物学, 睡眠学, 神経科学 (池田) 
 睡眠覚醒リズム形成にかかわる脳の仕組みを, 行動学的・神経生物学的手法を用いて研究している．特に, 哺乳

動物の概日リズム中枢である視床下部視交叉上核  (SCN)ニューロンの培養や細胞内Ca2+イメージング技法につ

いては世界をリードする研究を行なっている．近年われわれのグループは, Ca2+感受性蛍光タンパク遺伝子を導入

したSCNニューロンを用いて, 自律的な約24時間周期のCa2+濃度振動が存在することを突き止めた． 現在, こ
れを手掛かりに, 体内時計の分子機構について解析を進めている． 
 

植物形態学, 植物生理学, 細胞生物学, 宇宙生物学 (唐原) 
 植物体においては, 細胞どうしが細胞壁を介して隣り合い, 植物組織が形成されている．しかし組織の組み立て

において, 個々の細胞の分裂・伸長・分化のプロセスは, 環境変化に応じてどのように制御されているのか, 指令

系統はどうなっているのかなどについてはまだよくわかっていない．このことを明らかにするためには, まず, 組
織を扱いながら, その中で細胞の分裂・伸長・分化という個々の素過程を把握した上で, それらの過程の関係を調

べていく必要がある．そこで私たちのグループでは, 形成が細胞間にまたがるカスパリー線や二次壁の形成に着目

し, その解明に取り組んでいる．環境要因としては, 光や土壌中の塩分や水分, 重力などに対する応答を調べてい

る． 
 

比較神経内分泌学, 分子神経行動学, 神経機能形態学 (松田) 
 動物にとって, 摂食行動, 生殖行動および情動行動の制御は, 個体の生存や種の保存上, きわめて重要である. こ
れらの本能行動は, 中枢・末梢神経系や神経内分泌系の相互作用によって複雑に制御されている. 我々は, モデル

動物としてキンギョやゼブラフィッシュを用いて神経ペプチドによる摂食行動の脳制御機構を解明している. さら

に, 私たちは食欲を制御する神経ペプチドが, 生殖行動や情動行動にも強い影響を及ぼすことを見出している. 特
に, 独自に開発した明暗実験水槽や迷路水槽を用いた選好テストにより, 魚類の情動行動の定量化解析に成功し, 
神経ペプチドの精神生理学的作用を世界に先駆けて解明しつつある. これらの実験研究を通して, 神経ペプチドに

よる本能行動制御の全容解明を目指した研究に取り組んでいる. 我々の得た研究成果は, 原著論文・総説や国際学

会・シンポジウム・大学・企業等での講演等を通して, 関連学界に大きなインパクトを与え続けている.  
 

睡眠科学, 神経科学 (望月) 
 睡眠覚醒, 体温調節など, 視床下部に集中する基礎的で重要な生理機能に係わる神経回路や伝達物質について, 
神経生理・行動薬理学的手法により研究している．具体的には, マウス・ラットの脳波解析や自発行動量の測定,
さらにウイルスベクターを用いた遺伝子導入などを駆使して, 行動調節に重要な神経回路の同定を目指している．

特に, 覚醒の維持・調節に重要なヒスタミン神経, オレキシン神経に興味があり, これらの神経活動を調節する新

たな薬物や機能性食品の探索, そして睡眠覚醒の改善や概日リズム位相調節へ発展させることが目標である． 
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植物分子生物学 (若杉) 
 寄生植物ネナシカズラを主な実験材料として「植物の器官分化の分子機構に関する研究」と「色素体ゲノムの

構造と機能に関する研究」を主な研究テーマとして, 以下のような研究を行っている． 
  (１)ネナシカズラ寄生根形成の分子機構についての研究  
寄生植物ネナシカズラは, 宿主に寄生する際に寄生根と呼ばれる器官を形成する．ネナシカズラの寄生根は, 光や

植物ホルモンのサイトカイニンによって誘導されることが知られている．この寄生根誘導の機構について生理学

および分子生物学的手法を用いて研究している． 
  (２)色素体ゲノムの機能と色素体・核のゲノム間の相互作用についての研究  
緑色植物だけでなく寄生植物や非光合成植物を実験材料にして, 色素体ゲノムの構造と色素体遺伝子の発現に関す

る研究と色素体機能に関わる核遺伝子についての研究を行っている． 
 

比較内分泌学, 動物生理学 (今野) 
 脊椎動物, 特に魚類や両生類の内分泌(ホルモン)系による恒常性維持機構について研究を行っている．魚類の淡

水-海水適応や社会行動(攻撃行動や親和行動)に関わる神経葉ホルモンを介した内分泌制御機構とその進化的背景

について調べている．また, これまでに報告されていない新しいホルモンの機能を, ホルモン受容体の体内分布と

生理機能の解析, さらに様々な動物を用いた比較解析から探っている． 
 

比較内分泌学, 行動生理学, 病態生理学 (中町) 
 主に魚類のモデル動物  (キンギョ, ゼブラフィッシュ)を用い, 遺伝子組換え技術や生理学的・分子生物学的実

験, 小型魚類と特性を生かした行動解析により, 生得的行動とそれに関わる神経回路を解明し, 行動を制御する神

経ペプチドの機能的進化過程を解明することを目指している．さらにゼブラフィッシュの病態モデルを作成し, 病
態の進行過程の解明と治療薬の開発方法の確立を目指している. 
 

植物分子遺伝学, 作物育種学 (山本) 
本学で系統保存しているゴマ属植物や他の作物を用いて, 被子植物の種子形成や種子成分の蓄積に関わる遺伝子

の解析を行っている．また, 他の有用な形質を制御している遺伝子についても研究を進めている． 
 

細胞生物学, 宇宙植物学, 植物病理学 (玉置) 
 タバコ培養細胞を用いて分裂準備帯などの微小管構造体の形成・維持機構を,ライブセルイメージングにより研

究している．また, 宇宙環境が植物の形態形成や生活環に与える影響を研究している．特に, 重力環境が植物の

細胞分裂に与える影響について解析を進めている．更に, ムギ類赤かび病菌に対する植物の侵入抵抗性について

イメージングを用いた解析を行っている． 
 

時間生物学, 神経生理学 (森岡) 
 時計遺伝子の分子振動が, どのようにして中枢および末梢の時計細胞における生理学的リズムを形成するのかを

明らかにすることを目的として, 主にキイロショウジョウバエの生理活動リズムについて研究している. 特に, 組
織培養技術, 蛍光・発光を指標としたバイオイメージング, 電気生理学的手法などを用いて, ショウジョウバエ概

日時計ニューロンの振動形成機構について, 神経生理学的な解析を行っている. 
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植物分子生物学 (若杉) 
 寄生植物ネナシカズラを主な実験材料として「植物の器官分化の分子機構に関する研究」と「色素体ゲノムの

構造と機能に関する研究」を主な研究テーマとして, 以下のような研究を行っている． 
  (１)ネナシカズラ寄生根形成の分子機構についての研究  
寄生植物ネナシカズラは, 宿主に寄生する際に寄生根と呼ばれる器官を形成する．ネナシカズラの寄生根は, 光や

植物ホルモンのサイトカイニンによって誘導されることが知られている．この寄生根誘導の機構について生理学

および分子生物学的手法を用いて研究している． 
  (２)色素体ゲノムの機能と色素体・核のゲノム間の相互作用についての研究  
緑色植物だけでなく寄生植物や非光合成植物を実験材料にして, 色素体ゲノムの構造と色素体遺伝子の発現に関す

る研究と色素体機能に関わる核遺伝子についての研究を行っている． 
 

比較内分泌学, 動物生理学 (今野) 
 脊椎動物, 特に魚類や両生類の内分泌(ホルモン)系による恒常性維持機構について研究を行っている．魚類の淡

水-海水適応や社会行動(攻撃行動や親和行動)に関わる神経葉ホルモンを介した内分泌制御機構とその進化的背景

について調べている．また, これまでに報告されていない新しいホルモンの機能を, ホルモン受容体の体内分布と

生理機能の解析, さらに様々な動物を用いた比較解析から探っている． 
 

比較内分泌学, 行動生理学, 病態生理学 (中町) 
 主に魚類のモデル動物  (キンギョ, ゼブラフィッシュ)を用い, 遺伝子組換え技術や生理学的・分子生物学的実

験, 小型魚類と特性を生かした行動解析により, 生得的行動とそれに関わる神経回路を解明し, 行動を制御する神

経ペプチドの機能的進化過程を解明することを目指している．さらにゼブラフィッシュの病態モデルを作成し, 病
態の進行過程の解明と治療薬の開発方法の確立を目指している. 
 

植物分子遺伝学, 作物育種学 (山本) 
本学で系統保存しているゴマ属植物や他の作物を用いて, 被子植物の種子形成や種子成分の蓄積に関わる遺伝子

の解析を行っている．また, 他の有用な形質を制御している遺伝子についても研究を進めている． 
 

細胞生物学, 宇宙植物学, 植物病理学 (玉置) 
 タバコ培養細胞を用いて分裂準備帯などの微小管構造体の形成・維持機構を,ライブセルイメージングにより研

究している．また, 宇宙環境が植物の形態形成や生活環に与える影響を研究している．特に, 重力環境が植物の

細胞分裂に与える影響について解析を進めている．更に, ムギ類赤かび病菌に対する植物の侵入抵抗性について

イメージングを用いた解析を行っている． 
 

時間生物学, 神経生理学 (森岡) 
 時計遺伝子の分子振動が, どのようにして中枢および末梢の時計細胞における生理学的リズムを形成するのかを

明らかにすることを目的として, 主にキイロショウジョウバエの生理活動リズムについて研究している. 特に, 組
織培養技術, 蛍光・発光を指標としたバイオイメージング, 電気生理学的手法などを用いて, ショウジョウバエ概

日時計ニューロンの振動形成機構について, 神経生理学的な解析を行っている. 
 
 
 
 
  

 

 

■論文 

1. A case of spontaneous translocation between two autosomes of Rumex acetosa (査読付), 
Iwatsubo, Y., 
Chromosome Science, 24, 47-49 (2021) 

2. How plants grow under gravity conditions besides 1 g: perspectives from hypergravity and space 
experiments that employ bryophytes as a model organism (査読付),  
Kume A, Kamachi H, Onoda Y, Hanba YT, Hiwatashi Y, Karahara I, and Fujita T., 
Plant molecular biology, 107, 279-291 (2021) 

3. A new galling insect model enhances photosynthetic activity in an obligate holoparasitic plant (査読

付),  
Murakami, R., Ushima, R., Sugimoto, R., Tamaoki, D., Karahara, I., Hanba, Y., Wakasugi, T., and 
Tsuchida, T.,  
Scientific reports, 11 (1), 13013 (2021) 

4. Visualization of Arabidopsis root system architecture in 3D by refraction-contrast X-ray micro-
computed tomography (査読付),  
Kurogane, T., Tamaoki, D., Yano, S., Tanigaki, F., Shimazu, T., Kasahara, H., Yamauchi, D., Uesugi, 
K., Hoshino, M., Kamisaka, S., Mineyuki, Y., and Karahara, I., 
Microscopy (Oxford, England), 70 (6), 536-544 (2021) 

5. Oxytocin variation and brain region-specific gene expression in a domesticated avian species (査読付),  
Tobari, Y., Constantina Theofanopoulou, Mori, C., Sato, Y., Marutani, M., Fujioka, S., Konno, N., 
Suzuki, K., Furutani, A., Hakataya, S., Cheng-Te Yao, En-Yun Yang, Chia-Ren Tsai, Pin-Chi Tang, 
Chih-Feng Chen, Cedric Boeckx, Erich D Jarvis, and Okanoya, K., 
WILEY Genes, brain, and behavior, 21 (2), e12780 (2022) 

6. Chromosomal Divergences in the Genus Taraxacum (Asteraceae) Distributed in Japan (査読付), 
Sato, K., 
CYTOLOGIA, 86 (2),109-112 (2021) 

7. 神通川沿い(富山県富山市)のイタドリ(タデ科)の倍数性と性, 
大橋 礼, 岩坪美兼, 佐藤杏子 
富山の生物, 61, 64-67 (2022) 

8. Elucidation of the whole carotenoid biosynthetic pathway of aphids at the gene level and arthropodal 
food chain involving aphids and the red dragonfly (査読付), 
Takemura, M., Maoka, T., Koyanagi, T., Kawase, N., Nishida, R., Tsuchida, T., Hironaka, M., Ueda, 
T., and Misawa, N., 
BMC Zoology (2021) 

9. Ecology and genetic structure of the invasive spotted lanternfly Lycorma delicatula in Japan where 
its distribution is slowly expanding (査読付), 
Nakashita, A., Wang, Y., Lu, S., Shimada, K., and Tsuchida, T., 
Scientific reports, 12 (1), 1543 (2022) 

10. High-sucrose diets contribute to brain angiopathy with impaired glucose uptake and psychosis-
related higher brain dysfunctions in mice (査読付), 
Hirai ,S., Miwa, H., Tanaka, T., Toriumi, K., Kunii, Y., Shimbo, H., Sakamoto, T., Hino, M., Izumi, R., 
Nagaoka, A., Yabe, H., Nakamachi. T., Shioda, S., Dan, T., Miyata, T., Nishito, Y., Suzuki, K., 
Miyashita, M., Tomoda, T., Hikida, T., Horiuchi, J., Itokawa, M., Arai, M., and Okado, H.,  
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Science advances, 7 (46), eabl6077 (2021) 

11. Evolutionary transition of doublesex regulation from sex-specific splicing to male-specific 
transcription in termites (査読付), 
Miyazaki, S., Fujiwara, K., Kai, K., Masuoka, Y., Gotoh, H., Niimi, T., Hayashi, Y., Shigenobu, S., and 
Maekawa, K., 
Scientific Reports, 11, 15992 (2021) 

12. Extra-pair paternity in the wood-feeding cockroach Cryptocercus punctulatus Scudder: Social but not 
genetic monogamy (査読付), 
Yaguchi, H., Kobayashi, I., Maekawa, K., and Nalepa, CA.,  
Molecular Ecology, 30, 6743-6758 (2021) 

13. Genomic and transcriptomic analyses of the subterranean termite Reticulitermes speratus: gene 
duplication facilitates social evolution (査読付), 
Shigenobu, S., Hayashi, Y., Watanabe, D., Tokuda, G., Hojo, MY., Toga, K., Saiki, R., Yaguchi, H., 
Masuoka, Y., Suzuki, R., Suzuki, S., Kimura, M., Matsunami, M., Sugime, Y., Oguchi, K., Niimi, T., 
Gotoh, H., Hojo, MK., Miyazaki, S., Toyoda, A., Miura, T.,and Maekawa, K., 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119 (3), 
e2110361119 (2022) 

14. Intracerebroventricular administration of α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) enhances 
thigmotaxis and induces anxiety-like behavior in the goldfish Carassius auratus (査読付), 
Watanabe, K., Konno, N., Nakamachi, T., and Matsuda, K., 
Peptides, 145, 170623 (2021) 

15. 立山連峰弥陀ヶ原におけるミヤマモンキチョウの生息地の選好性 (査読付), 
清水大輔, 山崎裕治 
保全生態学研究, 26, 277-288 (2021)   

16. 痕跡調査とカメラトラップ調査に基づく富山県における外来生物アライグマ(Procyon lotor)の生息状況  
(査読付), 
伊藤 隼, 佐藤 真, 山崎裕治 
哺乳類科学 62, 247-255 (2022)  

17. Fine-scale genetic structure of the endangered bitterling in the middle river basin of the Kiso River, 
Japan (査読付), 
Yamazaki, Y., Kitamura, J., Ikeya, K.,and Mori, S.,  
Genetica 149, 179–190 (2021) 

18. 木曽川イタセンパラ生息域外保全の実践とこれから (査読付), 
池谷幸樹, 山崎裕治, 大原健一, 久保禎子, 
野生復帰 9, 23‒38 (2021)   

19. 富山県東部の黒部峡谷鉄道沿いの冬季歩道内に確認されたニホンカモシカの糞塊 (査読付), 
柏木健司, 山崎裕治, 高田隼人, 
哺乳類科学 61(2), 249-260 (2021) 

20. Hybridization of two species of Japanese toads, Bufo torrenticola and Bufo japonicus formosus, in the 
central part of Japan (査読付), 
Iwaoka, Y., Watanabe, T., Satoh, S. S., Nambu, H., and Yamazaki. Y., 
Zoological Science, 38 (6), 506-512 (2021) 
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e2110361119 (2022) 

14. Intracerebroventricular administration of α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) enhances 
thigmotaxis and induces anxiety-like behavior in the goldfish Carassius auratus (査読付), 
Watanabe, K., Konno, N., Nakamachi, T., and Matsuda, K., 
Peptides, 145, 170623 (2021) 

15. 立山連峰弥陀ヶ原におけるミヤマモンキチョウの生息地の選好性 (査読付), 
清水大輔, 山崎裕治 
保全生態学研究, 26, 277-288 (2021)   

16. 痕跡調査とカメラトラップ調査に基づく富山県における外来生物アライグマ(Procyon lotor)の生息状況  
(査読付), 
伊藤 隼, 佐藤 真, 山崎裕治 
哺乳類科学 62, 247-255 (2022)  

17. Fine-scale genetic structure of the endangered bitterling in the middle river basin of the Kiso River, 
Japan (査読付), 
Yamazaki, Y., Kitamura, J., Ikeya, K.,and Mori, S.,  
Genetica 149, 179–190 (2021) 

18. 木曽川イタセンパラ生息域外保全の実践とこれから (査読付), 
池谷幸樹, 山崎裕治, 大原健一, 久保禎子, 
野生復帰 9, 23‒38 (2021)   

19. 富山県東部の黒部峡谷鉄道沿いの冬季歩道内に確認されたニホンカモシカの糞塊 (査読付), 
柏木健司, 山崎裕治, 高田隼人, 
哺乳類科学 61(2), 249-260 (2021) 

20. Hybridization of two species of Japanese toads, Bufo torrenticola and Bufo japonicus formosus, in the 
central part of Japan (査読付), 
Iwaoka, Y., Watanabe, T., Satoh, S. S., Nambu, H., and Yamazaki. Y., 
Zoological Science, 38 (6), 506-512 (2021) 

 

 

21. 富山県における特定外来生物アライグマの出現予測, 
山崎裕治, 伊藤 隼, 
富山の生物 61, 95-100 (2022) 

■総説・解説 

1. Termite sociogenomics: evolution and regulation of caste-specific expressed genes. (査読付) 
Maekawa ,K., Hayashi, Y., and Lo, N., 
Current Opinion in Insect Science, 50, 100880 (2022) 

2. Understanding of superorganisms: collective behavior, differentiation and social organization. (査読

付) 
Miura, T., Oguchi, K., Yamaguchi, H., Nakamura, M., Sato, D., Kobayashi, K., Kutsukake, N., Miura, 
K., Hayashi, Y., Hojo, M., Maekawa, K., Shigenobu, S., Kano, T.,and Ishiguro, A.,  
Artificial Life and Robotics, 27, 204-212 (2022) 

3. 富山のタンポポ(1) ミヤマタンポポ 
佐藤杏子 
ナチュラリスト広場, 164, 16-18 (2021) 

4. 富山のタンポポ(2) 二ホンタンポポ・エゾタンポポ  
佐藤杏子 
ナチュラリスト広場, 165, 14-15 (2021) 

5. 身近な植物タンポポを通して見る生物の多様性 
佐藤杏子 
とやまと自然, 44 (3), 1-8 (2021) 

6. 富山のタンポポ(3) シロバナタンポポ 
佐藤杏子 
ナチュラリスト広場, 166, 14-15 (2021) 

7. 富山のタンポポ(4) セイヨウタンポポ・アカミタンポポ 
佐藤杏子 
ナチュラリスト広場, 167, 10-12 (2022) 

■著書 

1. Histamine as an alert signal in the brain,  
Mochizuki, T.,  
Springer Nature Switzerland AG: Current topics in behavioral neurosciences (2021) 

2. ゴキブリ 生態・行動・進化 
松本忠夫, 前川清人,  
東京大学出版会 (2021) 

3. Handbook of Hormones Comparative Endocrinology for Basic and Clinical Research, 2nd Edition, 
今野紀文, 中町智哉, 他  
Academic Press (2021) 
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■研究発表 

1. 水生から陸生への適応を可能にした体液調節システム〜肺魚研究から紐解く～, 
今野紀文, 
第64回 日本腎臓学会学術集会 

2. エチレン非感受変異体ein3-1のムギ類赤かび病菌感染葉の表皮におけるプロテオーム解析, 
玉置大介, 池田大志, 唐原一郎, 西内 巧, 
日本プロテオーム学会 2021年大会 

3. ソマトラクチン(SL)遺伝子欠損ゼブラフィッシュの作出とその表現型(外部形態)の観察, 
大原倫仁, 南 和希, 今野紀文, 中町智哉, 松田恒平, 
第35回 日本下垂体研究会学術集会 

4. シロアリで獲得された性決定遺伝子doublesexの雄特異的な転写制御, 
宮崎智史, 藤原克斗, 前川清人, 
第23回 日本進化学会 

5. 実験動物としての肺魚の魅力～脊椎動物の上陸作戦を紐解くKey fish～, 
今野紀文, 
2021年度 日本動物学会関東支部 公開講演会 

6. 神経ペプチドPACAPによる外分泌制御機構, 
中町智哉, 
第四回 和光－精神神経懇話会 

7. 水生植物ウキクサ類の成長に及ぼす過重力の影響, 
佐々木智哉, 唐原一郎, 半場祐子, 小野田雄介, 久米 篤, 藤田知道, 蒲池浩之, 
日本植物学会 第85回大会 

8. X線マイクロCTを用いたミヤコグサ種子吸水過程の観察:タイムラプスイメージングによる解析, 
山内大輔, 中井朋則, 玉置大介, 上杉健太朗, 星野真人, 唐原一郎, 峰雪芳宣, 
日本植物学会 第85回大会 

9. 10 Gの過重力環境がマメ科薬用植物エビスグサの形態および茎の力学的性質に与える影響, 
小出みなみ, 玉置大介, 蒲池浩之, 高尾泰昌, 田浦太志, 唐原一郎, 
日本植物学会 第85回大会 

10. ヒメツリガネゴケ仮根系のX線µCTによる可視化の試み, 
山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 星野真人, 上杉健太朗, 矢野幸子, 嶋津 徹, 笠原

春夫, 鎌田源司, 鈴木智美, 小野田雄介, 久米 篤, 半場祐子, 藤田知道, 唐原一郎, 
日本植物学会 第85回大会 

11. ヒメツリガネゴケ仮根系のX線マイクロCTによる可視化の試み, 
山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 星野真人, 上杉健太朗, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌田

源司, 鈴木智美, 久米 篤, 半場祐子, 藤田知道, 唐原一郎, 
日本宇宙生物科学会 第35回大会 

12. 3 Gの過重力環境がシロイヌナズナのシュートの形態および種子形成に与える影響 , 
喜納南生, 玉置大介, 唐原一郎, 
日本宇宙生物科学会 第35回大会 

13. 10 Gの過重力環境が薬用植物エビスグサの形態及び力学的性質に与える影響, 
小出みなみ, 玉置大介, 蒲池浩之, 高尾泰昌, 田浦太志, 唐原一郎, 
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■研究発表 

1. 水生から陸生への適応を可能にした体液調節システム〜肺魚研究から紐解く～, 
今野紀文, 
第64回 日本腎臓学会学術集会 

2. エチレン非感受変異体ein3-1のムギ類赤かび病菌感染葉の表皮におけるプロテオーム解析, 
玉置大介, 池田大志, 唐原一郎, 西内 巧, 
日本プロテオーム学会 2021年大会 

3. ソマトラクチン(SL)遺伝子欠損ゼブラフィッシュの作出とその表現型(外部形態)の観察, 
大原倫仁, 南 和希, 今野紀文, 中町智哉, 松田恒平, 
第35回 日本下垂体研究会学術集会 

4. シロアリで獲得された性決定遺伝子doublesexの雄特異的な転写制御, 
宮崎智史, 藤原克斗, 前川清人, 
第23回 日本進化学会 

5. 実験動物としての肺魚の魅力～脊椎動物の上陸作戦を紐解くKey fish～, 
今野紀文, 
2021年度 日本動物学会関東支部 公開講演会 

6. 神経ペプチドPACAPによる外分泌制御機構, 
中町智哉, 
第四回 和光－精神神経懇話会 

7. 水生植物ウキクサ類の成長に及ぼす過重力の影響, 
佐々木智哉, 唐原一郎, 半場祐子, 小野田雄介, 久米 篤, 藤田知道, 蒲池浩之, 
日本植物学会 第85回大会 

8. X線マイクロCTを用いたミヤコグサ種子吸水過程の観察:タイムラプスイメージングによる解析, 
山内大輔, 中井朋則, 玉置大介, 上杉健太朗, 星野真人, 唐原一郎, 峰雪芳宣, 
日本植物学会 第85回大会 

9. 10 Gの過重力環境がマメ科薬用植物エビスグサの形態および茎の力学的性質に与える影響, 
小出みなみ, 玉置大介, 蒲池浩之, 高尾泰昌, 田浦太志, 唐原一郎, 
日本植物学会 第85回大会 

10. ヒメツリガネゴケ仮根系のX線µCTによる可視化の試み, 
山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 星野真人, 上杉健太朗, 矢野幸子, 嶋津 徹, 笠原

春夫, 鎌田源司, 鈴木智美, 小野田雄介, 久米 篤, 半場祐子, 藤田知道, 唐原一郎, 
日本植物学会 第85回大会 

11. ヒメツリガネゴケ仮根系のX線マイクロCTによる可視化の試み, 
山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 星野真人, 上杉健太朗, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌田

源司, 鈴木智美, 久米 篤, 半場祐子, 藤田知道, 唐原一郎, 
日本宇宙生物科学会 第35回大会 

12. 3 Gの過重力環境がシロイヌナズナのシュートの形態および種子形成に与える影響 , 
喜納南生, 玉置大介, 唐原一郎, 
日本宇宙生物科学会 第35回大会 

13. 10 Gの過重力環境が薬用植物エビスグサの形態及び力学的性質に与える影響, 
小出みなみ, 玉置大介, 蒲池浩之, 高尾泰昌, 田浦太志, 唐原一郎, 

 

 

日本宇宙生物科学会 第35回大会 

14. キンギョの接触走性に及ぼすα-黒色素胞刺激ホルモンの投与の影響, 
渡邉桂佑, 今野紀文, 中町智哉, 松田恒平, 
日本動物学会 第92回大会 

15. ミネラルコルチコイド受容体ノックアウトメダカにおける異常な視覚依存性行動の解明に関する研究 
Tang Jiashen, 今野紀文, 中町智哉, 坂本浩隆, 坂本竜也, 松田恒平, 
日本動物学会 第92回大会 

16. ソマトラクチン(SL)遺伝子の欠損ゼブラフィッシュの作出とその表現型の観察,  
大原倫仁, 南 和希, 今野紀文, 中町智哉, 松田恒平, 
日本動物学会 第92回大会 

17. 昆虫の暮らしをささえる“共生”関係 −虫と植物と微生物の知られざる世界, 
土`田 努, 
石川県立自然史資料館 自然史講演会 

18. ヤマトシロアリの兵隊とワーカーの触角における網羅的遺伝子発現解析, 
花田拓巳, 鈴木諒平, 北條 賢, 林 良信, 前川清人, 
日本動物学会 第92回大会 

19. ヤマトシロアリにおける性決定経路の下流遺伝子の探索, 
藤原克斗, 宮崎智史, 前川清人,  
日本動物学会 第92回大会 

20. 神経ペプチドPACAP による涙液分泌促進作用と角膜上皮治癒作用, 
中町智哉, 
日本動物学会 第92回大会 

21. 宇宙環境が植物の細胞分裂に与える影響, 
玉置大介, 
第41回 日本植物病理学会 関西部会若手の会 

22. 分裂準備帯成熟過程における微小管及びアクチン繊維の動態, 
飯塚駿作, 玉置大介, 中井朋則, 唐原一郎, 峰雪芳宣, 
日本植物形態学会 第33回大会 

23. スイートバジルの成長と精油生産に対する重力の影響, 
曽我康一, 渡部 優, 若林和幸, 玉置大介, 藤井伸治, 稲富裕光, 野口有里紗, 片山直美, 鎌田源司, 谷垣

文章 , 
スペース・モス関連集会2021 

24. 分裂準備帯形成過程における微小管とアクチン繊維の動態解析, 
飯塚駿作, 玉置大介, 唐原一郎, 峰雪芳宣, 
日本植物学会 第85回大会 

25. 宇宙環境が植物の細胞分裂に与える影響の解明 -フィジビリティスタディの進捗状況の報告-, 
玉置大介, 
スペース・モス関連集会2021 

26. 宇宙環境が植物の細胞分裂に与える影響の解明, 
玉置大介, 
日本宇宙生物科学会 第35回大会 
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27. 重力環境がタバコ培養細胞の細胞分裂に与える影響, 
田口直哉, 西内 巧, 唐原一郎, 玉置大介, 
日本宇宙生物科学会 第35回大会 

28. 下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド(PACAP)の外分泌促進作用とその作用機序, 
中町智哉, 塩田清二, 
第47回 日本神経内分泌学会 学術集会 

29. キク科キクニガナ亜科数種の染色体研究, 
今泉那月, 佐藤杏子, 
北陸植物学会2021年度大会 

30. イタドリ(タデ科)の細胞分類学的研究, 
大橋 礼, 岩坪美兼, 佐藤杏子, 
北陸植物学会2021年度大会 

31. ミネラルコルチコイド受容体ノックアウト(MR-KO)メダカにおける異常な視覚依存行動の観察, 
唐 嘉榮, 今野紀文, 中町智哉, 坂本浩隆, 坂本竜哉, 松田恒平, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

32. キンギョにおいてαー黒色素胞刺激ホルモンの投与は接触走性を増強する, 
渡邉佳祐, 今野紀文, 中町智哉, 松田恒平, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

33. ソマトラクチン(SL)－αまたはーβ遺伝子欠損ゼブラフィッシュの作出と表現型の観察, 
大原倫仁, 南 和希, 今野紀文, 中町智哉, 松田恒平, 
第45 回日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

34. Behavioral and neuronal activity rhythms in African grass rat (Arvicanthis niloticus), 
Kasuga, Y., Ikeda, S., Nakagawa, S., Nakagomi, H., Morioka, E., Mochizuki, T., and Ikeda, M., 
第28回 日本時間生物学会 学術大会 

35. Cloning and characterization of clock genes in African grass rat (Arvicanthis niloticus), 
Morii, J., Koizumi, H., Igarashi, M., Tamogami, S., Konno, N., Morioka, E., Mochizuki, T., Ikeda, M., 
第28回 日本時間生物学会 学術大会 

36. 線虫Caenorhabditis elegansへのオーキシン生産能の付与, 
吉田 響, 土`田 努, 鈴木義人, 
第56回 植物化学調節学会 大会 

37. Endosymbiotic microbiota and plant virus transmission of the invasive whitely MED Q2 in Japan, 
Fujiwara, A., Hagiwara, H., Tsuchimoto, M., and Tsuchida, T., 
Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB) Congress 2021 

38. ヌタウナギの下垂体後葉ホルモン受容体の同定と解析, 
山口陽子, 高木 亙, 海谷啓之, 今野紀文, 吉田真明, 工樂樹洋, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

39. メダカにおけるモチリン受容体発現細胞の同定, 
東 森生, 今野紀文, 砂田紗也加, 海谷啓之,  
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

40. メダカへの高浸透圧処理によるカルシウム活性化クロライドチャネルAnoctamin 1の発現と局在, 
今野紀文, 富樫彩音, 宮西 弘, 中町智哉 松田恒平, 
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29. キク科キクニガナ亜科数種の染色体研究, 
今泉那月, 佐藤杏子, 
北陸植物学会2021年度大会 
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大橋 礼, 岩坪美兼, 佐藤杏子, 
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31. ミネラルコルチコイド受容体ノックアウト(MR-KO)メダカにおける異常な視覚依存行動の観察, 
唐 嘉榮, 今野紀文, 中町智哉, 坂本浩隆, 坂本竜哉, 松田恒平, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

32. キンギョにおいてαー黒色素胞刺激ホルモンの投与は接触走性を増強する, 
渡邉佳祐, 今野紀文, 中町智哉, 松田恒平, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

33. ソマトラクチン(SL)－αまたはーβ遺伝子欠損ゼブラフィッシュの作出と表現型の観察, 
大原倫仁, 南 和希, 今野紀文, 中町智哉, 松田恒平, 
第45 回日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

34. Behavioral and neuronal activity rhythms in African grass rat (Arvicanthis niloticus), 
Kasuga, Y., Ikeda, S., Nakagawa, S., Nakagomi, H., Morioka, E., Mochizuki, T., and Ikeda, M., 
第28回 日本時間生物学会 学術大会 

35. Cloning and characterization of clock genes in African grass rat (Arvicanthis niloticus), 
Morii, J., Koizumi, H., Igarashi, M., Tamogami, S., Konno, N., Morioka, E., Mochizuki, T., Ikeda, M., 
第28回 日本時間生物学会 学術大会 

36. 線虫Caenorhabditis elegansへのオーキシン生産能の付与, 
吉田 響, 土`田 努, 鈴木義人, 
第56回 植物化学調節学会 大会 

37. Endosymbiotic microbiota and plant virus transmission of the invasive whitely MED Q2 in Japan, 
Fujiwara, A., Hagiwara, H., Tsuchimoto, M., and Tsuchida, T., 
Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB) Congress 2021 

38. ヌタウナギの下垂体後葉ホルモン受容体の同定と解析, 
山口陽子, 高木 亙, 海谷啓之, 今野紀文, 吉田真明, 工樂樹洋, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

39. メダカにおけるモチリン受容体発現細胞の同定, 
東 森生, 今野紀文, 砂田紗也加, 海谷啓之,  
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

40. メダカへの高浸透圧処理によるカルシウム活性化クロライドチャネルAnoctamin 1の発現と局在, 
今野紀文, 富樫彩音, 宮西 弘, 中町智哉 松田恒平, 

 

 

第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

41. ゼブラフィッシュにおいてPACAP1 はストレス応答に関与する, 
中町智哉, 松本 諒, 西部太喜, 今野紀文, 松田恒平, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

42. ゼブラフィッシュにおいてPACAP-PAC1R システムは社会性行動の制御に関与する, 
若林洸太, 今野紀文, 松田恒平, 中町智哉, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

43. ゼブラフィッシュの卵成熟におけるPACAP1 の役割の解明, 
前田龍之介, 今野紀文, 松田恒平, 中町智哉, 
第45回 日本比較内分泌学会 大会及びシンポジウム 

44. ゼブラフィッシュにおいてPACAP-PAC1RシステムはAVTを介して社会性行動を制御する, 
若林洸太, 中町智哉, 
第12回 ペプチド・ホルモン研究会 

45. ゼブラフィッシュにおける脳虚血によって発現量が増加する遺伝子の探索および病態進行過程の推察,
嶋田翔弥, 今野紀文, 松田恒平, 中町智哉, 
第12回 ペプチド・ホルモン研究会 

46. Disrupted temperature compensation by mitochondrialLETM1 knockdown in Drosophila pacemaker 
neurons. 
森岡絵里, 池田真行, 
第28回 日本時間生物学会 学術大会 

47. 立山黒部アルペンルート沿いのセイヨウタンポポの倍数性, 
佐藤杏子, 
令和3年度富山県生物学会研究発表会 

48. 形状の異なる水槽におけるキンギョの選好性行動の観察と比較, 
清水京杏, 渡邉桂佑, 今野紀文 中町智哉, 松田恒平, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 

49. トラフグの脳地図作成とキンギョの脳地図との比較, 
長嶺 諒, 今野紀文, 中町智哉, 松原 創, 松田恒平, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 

50. 新規モデル昆虫マダラケシツブゾウムシSmicronyx madaranusを用いた虫瘤形成機構解析の試み, 
杉本凌真, 村上涼生, 鵜嶋 涼, 別所-上原 奏子, 若杉達也, 鈴木義人, 土`田 努, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 

51. マダラケシツブゾウムシの超入れ子型共生系における共生細菌 Sodalisの感染実態と生物機能, 
鵜嶋 涼, 村上涼生, 杉本凌真, 若杉達也, 土`田 努, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 

52. 共生細菌をターゲットにした微小害虫防除技術確立に向けた研究について, 
土`田 努, 
統合型農作物病虫害防除システム研究開発プラットフォーム主催セミナー 

53. ネバダオオシロアリにおける兵隊型生殖虫の分化過程の観察と遺伝子発現解析, 
岡 昂輝, 増岡裕大, 縫部京吾, 前川清人, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 
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54. 単離したメダカ鰓の組織培養における高浸透圧およびCaCl2 処理によるAnoctamin 1の発現変化, 
富樫彩音, 中町智哉, 松田恒平, 今野紀文, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 

55. ゼブラフィッシュの脳梗塞モデルに対するヒトの脳梗塞治療薬の有効性の検証, 
善端大貴, 今野紀文, 松田恒平, 中町智哉, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 

56. 宇宙における植物の生活環 ‑根系の三次元形態の評価を通じた低重力植物栽培条件の最適化を目指し

て‑(2021年度報告), 
唐原一郎, 山浦遼平, 小出みなみ, 田中 蓮, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 玉置大介, 星野真人, 上杉

健太朗, 中井勇介, 中野明正, 西内 巧, 高尾泰昌, 田浦太志, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌田源司, 鈴木智美, 
小野田雄介, 日渡祐二, 半場祐子, 久米 篤 , 藤田知道, 
第36回 宇宙環境利用シンポジウム 

57. スペース・モス」の活動報告：ISSにおける宇宙微小重力実験から地上過重力実験まで, 
藤田知道, 久米 篤, 蒲池浩之, 半場祐子, 日渡祐二, 唐原一郎, 小野田雄介, 横井真希, ヴィアチェスラ

ヴォヴァアリサ, 山下祐輝, バイヤーマルセル, 安田柚里, 中澤 誠, 新濱梨奈, 浅野加杜己, 森 耀久, 
佐々木智哉, 逵かおる, 平山桃菜, 笠原春夫, 鈴木智美, 嶋津 徹, 山崎千秋, 鎌田源司 , 矢野幸子, 
第36回 宇宙環境利用シンポジウム 

58. 昼行性ラットのヒスタミン神経系と睡眠覚醒行動, 
望月貴年, 池田翔也, 田母神さくら, 小泉隼人, 森岡絵里, 池田真行, 
第23回 日本ヒスタミン学会 

59. 植物細胞の分裂前期に微小管帯の拡散を防ぐアクチンウォールは存在するか?, 
飯塚駿作, 玉置大介, 大塚礼己, 中井朋則, 山内大輔, 唐原一郎 , 峰雪芳宣, 
生体運動研究合同班会議2022 

60. 作物の重力応答, 
曽我康一, 渡部優, 東山優花, 宮崎友規, 佐伯悠人, 中村元哉, 有馬大晴, 若林和幸, 玉置大介, 藤井伸治, 
稲富裕光, 
第36回 宇宙環境利用シンポジウム  

61. ゴール非形成性動物へのオーキシン生産能の付与, 
吉田 響, 鈴木義人, 土`田 努,  
日本農芸化学会 2022年度大会 

62. 日本におけるタバココナジラミ新規侵入系統MED Q2の内部共生系およびTYLCV媒介能, 
萩原大樹, 土本舞子, 土`田 努, 藤原亜希子, 
第66回 日本応用動物昆虫学会大会 

63. オス殺しボルバキアにより変動する宿主遺伝子の解析からわかってきたこと, 
杉本貴史, エランベンジャミン, 渡邊和代, 土`田 努, 松尾隆嗣, 石川幸男, 粥川琢巳,陰山大輔, 
第66回 日本応用動物昆虫学会大会 

64. シロアリにおける繁殖分業の進化に伴うビテロジェニン遺伝子の機能分化 
小集会「第2回 社会性昆虫研究会：ミクロな視点から紐解く社会的行動・分業の進化」の依頼講演, 
矢口 甫, 前川清人, 
第66回日本応用動物昆虫学会 

65. ヤマトシロアリの触角における化学受容に関わる遺伝子の同定と発現解析, 
花田拓巳, 鈴木諒平, 北條 賢, 林 良信, 前川清人, 
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54. 単離したメダカ鰓の組織培養における高浸透圧およびCaCl2 処理によるAnoctamin 1の発現変化, 
富樫彩音, 中町智哉, 松田恒平, 今野紀文, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 

55. ゼブラフィッシュの脳梗塞モデルに対するヒトの脳梗塞治療薬の有効性の検証, 
善端大貴, 今野紀文, 松田恒平, 中町智哉, 
令和3年度 日本動物学会中部支部大会 

56. 宇宙における植物の生活環 ‑根系の三次元形態の評価を通じた低重力植物栽培条件の最適化を目指し

て‑(2021年度報告), 
唐原一郎, 山浦遼平, 小出みなみ, 田中 蓮, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 玉置大介, 星野真人, 上杉

健太朗, 中井勇介, 中野明正, 西内 巧, 高尾泰昌, 田浦太志, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌田源司, 鈴木智美, 
小野田雄介, 日渡祐二, 半場祐子, 久米 篤 , 藤田知道, 
第36回 宇宙環境利用シンポジウム 

57. スペース・モス」の活動報告：ISSにおける宇宙微小重力実験から地上過重力実験まで, 
藤田知道, 久米 篤, 蒲池浩之, 半場祐子, 日渡祐二, 唐原一郎, 小野田雄介, 横井真希, ヴィアチェスラ

ヴォヴァアリサ, 山下祐輝, バイヤーマルセル, 安田柚里, 中澤 誠, 新濱梨奈, 浅野加杜己, 森 耀久, 
佐々木智哉, 逵かおる, 平山桃菜, 笠原春夫, 鈴木智美, 嶋津 徹, 山崎千秋, 鎌田源司 , 矢野幸子, 
第36回 宇宙環境利用シンポジウム 

58. 昼行性ラットのヒスタミン神経系と睡眠覚醒行動, 
望月貴年, 池田翔也, 田母神さくら, 小泉隼人, 森岡絵里, 池田真行, 
第23回 日本ヒスタミン学会 

59. 植物細胞の分裂前期に微小管帯の拡散を防ぐアクチンウォールは存在するか?, 
飯塚駿作, 玉置大介, 大塚礼己, 中井朋則, 山内大輔, 唐原一郎 , 峰雪芳宣, 
生体運動研究合同班会議2022 

60. 作物の重力応答, 
曽我康一, 渡部優, 東山優花, 宮崎友規, 佐伯悠人, 中村元哉, 有馬大晴, 若林和幸, 玉置大介, 藤井伸治, 
稲富裕光, 
第36回 宇宙環境利用シンポジウム  

61. ゴール非形成性動物へのオーキシン生産能の付与, 
吉田 響, 鈴木義人, 土`田 努,  
日本農芸化学会 2022年度大会 

62. 日本におけるタバココナジラミ新規侵入系統MED Q2の内部共生系およびTYLCV媒介能, 
萩原大樹, 土本舞子, 土`田 努, 藤原亜希子, 
第66回 日本応用動物昆虫学会大会 

63. オス殺しボルバキアにより変動する宿主遺伝子の解析からわかってきたこと, 
杉本貴史, エランベンジャミン, 渡邊和代, 土`田 努, 松尾隆嗣, 石川幸男, 粥川琢巳,陰山大輔, 
第66回 日本応用動物昆虫学会大会 

64. シロアリにおける繁殖分業の進化に伴うビテロジェニン遺伝子の機能分化 
小集会「第2回 社会性昆虫研究会：ミクロな視点から紐解く社会的行動・分業の進化」の依頼講演, 
矢口 甫, 前川清人, 
第66回日本応用動物昆虫学会 

65. ヤマトシロアリの触角における化学受容に関わる遺伝子の同定と発現解析, 
花田拓巳, 鈴木諒平, 北條 賢, 林 良信, 前川清人, 

 

 

第66回日本応用動物昆虫学会 

66. ヤマトシロアリのリポカリン遺伝子の重複と機能分化, 
小林あんじ, 矢口 甫, 鈴木翔吾, 前川清人,  
第66回日本応用動物昆虫学会 

67. 立山連峰弥陀ヶ原におけるチョウ類の群集構造, 
清水大輔, 山崎裕治, 
第69回日本生態学会 

68. 日本列島におけるアカギツネ(Vulpes vulpes)の分布形成機構および集団動態史, 
渡辺拓実, 山崎裕治, 
第69回日本生態学会 

69. 富山県氷見地方におけるバラタナゴ類の交雑状況, 
飯塚優実, 山崎裕治, 
第69回日本生態学会 

70. 景観遺伝学的解析に基づくニホンイノシシの分散パタン, 
山崎裕治, 清水大輔, 渡辺拓実, 
第69回日本生態学会 

71. アフリカ原産ナイルグラスラット(Arvicanthis niloticus)の睡眠覚醒行動と脳内 c-Fos発現の解析, 
池田翔也, 中込華加, 田母神さくら, 桶屋美帆, 小泉隼人, 森岡絵里, 望月貴年, 池田真行, 
第99回日本生理学会大会 

72. ミトコンドリア・カチオンアンチポーターLetm1を介した体内時計ペースメーカーの振動制御, 
池田真行, 森岡絵里, 
第99回日本生理学会大会 

73. 日本産カラマツソウ属２種の染色体研究, 
大橋 礼, 佐藤杏子, 
日本植物分類学会第21回大会 

■科研費及び科研費相当研究費 

1. 2018-2021, 挑戦的研究(開拓),  
ペプチドによるドライアイの予防・治療薬の開発と臨床応用,  
(代表者) 塩田清二 (星薬科大学), (分担者) 中町智哉, 竹ノ谷文子(星薬科大学), 坪田一男(慶應義塾大学), 
岩田 想(京都大学) 

2. 2019-2021, 基盤研究(B),  
兵隊保有型の真社会性グループにおける不妊カースト分化機構の解明,  
(代表者) 前川清人, (分担者) 矢口 甫(関西学院大学), 増岡裕大(国立研究開発法人農業・食品産業技術総

合研究機構), 沓掛磨也子(国立研究開発法人産業技術総合研究所) 

3. 2019-2021, 若手研究,  
ショウジョウバエ体内時計ニューロンの電気生理・Ca2+/H+イメージング複合解析,  
(代表者) 森岡絵里 

4. 2019-2021, 基盤研究(C),  
細胞分裂面挿入予定域形成の核シグナルで進行する素過程の制御機構,  
(代表者) 峰雪芳宣 (兵庫県立大学), (分担者) 玉置大介, 中井朋則 (兵庫県立大学) 
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5. 2020-2021, 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究センター,  
イノベーション創出強化研究推進事業, 
害虫内部の必須共生機能を標的とした低環境負荷型防除資材の開発,  
(代表者) 土`田 努, (分担者) 藤原亜希子 (群馬大学), 小川健司 (理研 創薬・日大 生物資源), 八代田陽子 
(理研 ケミカルゲノミクス), 森光太郎, 桐山和久, 可児達也 (石原産業) 

6. 2020-2022, 基盤研究(C),  
淡水魚がなぜ海で生きられるのか？浸透圧ストレス転写因子から探る広塩性獲得の仕組み 
(代表者) 今野紀文 

7. 2021-2023, 挑戦的研究(萌芽),  
シロアリの性決定因子を用いた長命化にかかわる遺伝子ネットワークの解明, 
(代表者) 前川清人 

8. 2021-2023, 基盤研究(B),  
生得的行動と体色を紡ぐ脳ペプチドの制御機構の神経基盤の解明, 
(代表者) 松田恒平, (分担者) 中町智哉 

9. 2021-2023, 基盤研究(C),  
ゴマリグナン含量決定機構の解明, 
(代表者) 山本将之 

10. 2021-2023, 基盤研究(C),  
遺伝子編集技術によるPACAPの機能解析から脊椎動物に共通する行動制御機構を探る, 
(代表者) 中町智哉, (分担者) 松田恒平 

11. 2021-2023, 基盤研究(C),  
発光イメージングによる昼行性行動の脳内決定部位の可視化, 
(代表者) 池田真行, (分担者) 仲村朋子, 今野紀文, 森岡絵里 

12. 2021-2023, 基盤研究(C),  
染色体突然変異がもたらす外来種タンポポの多様性の解析, 
(代表者) 佐藤杏子 

13. 2021-2024, 基盤研究(B),  
マダラケシツブゾウムシ超入れ子型共生系を用いた虫瘤形成機構の包括的解析, 
(代表者) 土`田 努, (分担者) 鈴木義人 (茨城大学), 別所奏子 (東北大学) 

14. 2021-2024, 基盤研究(B),  
ゴール形成昆虫が植物ホルモンを生産する意義の究明, 
(代表者) 鈴木義人 (茨城大学),  (分担者) 土`田 努 

15. ローカル5Gを活用したイチゴ栽培の知能化・リモート化実証, 
国立研究開発法人農業・食品技術総合研究機構, 
(代表者) 大脇良成 (農研機構・中日本農研), (分担者) 土`田 努 他, 15機関 

■外部資金 

1. ゴマリグナン生合成機構の解明,  
公益財団法人サントリー生命科学財団,  
(代表者) 山本将之 

2. 人・生物・環境をつなぐ水利用が水田生態系の絶滅危惧種イタセンパラに与える影響評価,  
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5. 2020-2021, 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究センター,  
イノベーション創出強化研究推進事業, 
害虫内部の必須共生機能を標的とした低環境負荷型防除資材の開発,  
(代表者) 土`田 努, (分担者) 藤原亜希子 (群馬大学), 小川健司 (理研 創薬・日大 生物資源), 八代田陽子 
(理研 ケミカルゲノミクス), 森光太郎, 桐山和久, 可児達也 (石原産業) 

6. 2020-2022, 基盤研究(C),  
淡水魚がなぜ海で生きられるのか？浸透圧ストレス転写因子から探る広塩性獲得の仕組み 
(代表者) 今野紀文 

7. 2021-2023, 挑戦的研究(萌芽),  
シロアリの性決定因子を用いた長命化にかかわる遺伝子ネットワークの解明, 
(代表者) 前川清人 

8. 2021-2023, 基盤研究(B),  
生得的行動と体色を紡ぐ脳ペプチドの制御機構の神経基盤の解明, 
(代表者) 松田恒平, (分担者) 中町智哉 

9. 2021-2023, 基盤研究(C),  
ゴマリグナン含量決定機構の解明, 
(代表者) 山本将之 

10. 2021-2023, 基盤研究(C),  
遺伝子編集技術によるPACAPの機能解析から脊椎動物に共通する行動制御機構を探る, 
(代表者) 中町智哉, (分担者) 松田恒平 

11. 2021-2023, 基盤研究(C),  
発光イメージングによる昼行性行動の脳内決定部位の可視化, 
(代表者) 池田真行, (分担者) 仲村朋子, 今野紀文, 森岡絵里 

12. 2021-2023, 基盤研究(C),  
染色体突然変異がもたらす外来種タンポポの多様性の解析, 
(代表者) 佐藤杏子 

13. 2021-2024, 基盤研究(B),  
マダラケシツブゾウムシ超入れ子型共生系を用いた虫瘤形成機構の包括的解析, 
(代表者) 土`田 努, (分担者) 鈴木義人 (茨城大学), 別所奏子 (東北大学) 

14. 2021-2024, 基盤研究(B),  
ゴール形成昆虫が植物ホルモンを生産する意義の究明, 
(代表者) 鈴木義人 (茨城大学),  (分担者) 土`田 努 

15. ローカル5Gを活用したイチゴ栽培の知能化・リモート化実証, 
国立研究開発法人農業・食品技術総合研究機構, 
(代表者) 大脇良成 (農研機構・中日本農研), (分担者) 土`田 努 他, 15機関 

■外部資金 

1. ゴマリグナン生合成機構の解明,  
公益財団法人サントリー生命科学財団,  
(代表者) 山本将之 

2. 人・生物・環境をつなぐ水利用が水田生態系の絶滅危惧種イタセンパラに与える影響評価,  

 

 

公益財団法人 旭硝子財団,  
(代表者) 山崎裕治, (分担者) 太田民久, 佐澤和人 

3. ゼブラフィッシュを用いた虚血性脳障害に対するPACAPの神経保護作用の解明,  
日本科学協会(笹川科学研究助成),  
(代表者) 善端大貴, (分担者) 中町智哉 

4. ゴマ遺伝子の栽培上有用な遺伝子に関する研究,  
株式会社真誠ほか,  
(代表者) 山本将之 

5. 北陸未来共創フォーラム北陸次世代水産業開発,  
北陸未来共創フォーラム,  
(代表者) 松田恒平 

6. シロアリとアブラムシにおける不妊カーストの分化機構の解析,  
基礎生物学研究所・個別共同利用研究,  
(代表者) 前川清人, (分担者) 重信秀治 (基礎生物学研究所), 沓掛磨也子 (国立研究開発法人産業技術総

合研究所), 矢口 甫 (関西学院大学), 増岡裕大 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構) 

7. トウモロコシ品種のアブラムシ抵抗性の検定, 
みかど協和株式会社, 
(代表者) 土`田 努 

8. 農作物病害虫の共生細菌系を標的とした光照射による防除技術の開発, 
東日本電信電話株式会社, 
(代表者) 土`田 努 

9. 根系の三次元形態の評価を通じた低重力植物栽培条件の最適化, 
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構, 
(代表者) 唐原一郎 

10. 季節性感情障害(冬期うつ病)の新規動物モデルの作成, 
公益財団法人富山第一銀行奨学財団 研究助成金, 
(代表者) 望月貴年 

■学外活動・社会貢献 

 池田真行, 公益財団法人とやま国際センター 理事 
 池田真行, 富山県高校生徒海外派遣事業推進協議会 委員 
 岩坪美兼, 富山東高校学校 評議員 
 岩坪美兼, 富山中部高校SSH 運営指導委員 
 岩坪美兼, JST 令和３年度スーパーサイエンスハイスクール(SSH) 生徒研究発表会 一次審査委員 
 唐原一郎, 富山大学生活協同組合 役員 
 唐原一郎, 富山大学生活協同組合 副理事長 
 唐原一郎, 富山県教育委員会「とやま科学オリンピック」作問アドバイザー 
 唐原一郎, International Council for Science, COMMITTEE ON SPACE RESEARCH Vice-Chair of Sub-

Commission F1 (Gravitational and Space Biology)国際科学会議 国際宇宙空間研究委員会 重力生物

学分科委員会 副委員長 
 唐原一郎, 北陸植物学会 会計幹事 
 唐原一郎, 公益社団法人日本顕微鏡学会, Microscopy誌, Editor 
 唐原一郎, 一般社団法人日本植物生理学会 代議員第17期 
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 唐原一郎, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 監事 第17期 
 唐原一郎, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 代議員第17期 
 唐原一郎, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 代議員第18期 
 唐原一郎, The 8th International Symposium on Structure and Function of Roots, Scientific 

Committee member 

 唐原一郎, Frontiers in Plant Science, Plant Physiology, Plant Abiotic Stress, Review Editor 
 唐原一郎, 公益社団法人日本植物学会 第五期代議員 
 唐原一郎, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 第35回大会 実行委員 
 唐原一郎, 富大祭2021公開授業「宇宙植物学入門」 
 唐原一郎, 富山県立富山中部高校 課題研究講師 
 唐原一郎, 韓国延世大学, 学部生へのセミナー 「Botany in space」 
 佐藤杏子, 一般財団法人染色体学会 評議員 
 佐藤杏子, 富山県立大学 非常勤講師 
 玉置大介, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 代議員 
 玉置大介, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 第35回大会 実行委員 
 玉置大介, 課題研究指導,指導助言 
 玉置大介, 金沢大学学際科学実験センター 協力研究員 
 土`田 努, 石川県立自然史資料館 自然史講演会 講師 
 土`田 努, 富山県立富山高等学校の「課題研究」における指導助言者(講師) 
 土`田 努, 「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 統合型農作物病虫害防除システム研究開発プラッ

トフォーム 幹事 
 中町智哉, 日本比較内分泌学会 学術誌編集委員会 委員 
 中町智哉, 第45 回日本比較内分泌学会及びシンポジウム 大会実行委員 
 中町智哉, 日本動物学会 令和3 年度中部支部大会 実行委員 
 中町智哉, 昭和大学医学部顕微解剖学講座 兼任講師 
 前川清人, 国際社会性昆虫学会 日本支部会幹事 
 前川清人,  European Journal of Entomology, Editorial Board 
 前川清人, 日本動物学会 IT委員会委員 
 松田恒平, 新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所 共同利用運営委員会 
 松田恒平, 日本比較内分泌学会 幹事 
 松田恒平, 日本比較内分泌学会 学術誌編集委員 
 松田恒平, 富山県高岡看護専門学校 非常勤講師 
 松田恒平, 公益社団法人日本動物学会 中部支部富山県地区 委員 
 松田恒平, 公益社団法人令和3年度日本動物学会 中部支部 大会実行委員長 
 松田恒平, 公益社団法人日本動物学会 図書・出版委員 
 松田恒平, 日本下垂体研究会 幹事 
 松田恒平,  Asia and Oceania Society of Comparative Endocrinology 幹事(会計） 
 望月貴年, 日本ヒスタミン学会 幹事 
 山崎裕治, 魚津市環境審議会 委員 
 山崎裕治, 富山県野生鳥獣保護管理検討委員会 委員 
 山崎裕治, 富山市教育委員会 富山市科学博物館協議会 委員 
 山崎裕治, 氷見市イタセンパラ保護活用指導委員会 委員 
 山崎裕治, 魚津市博物館協議会 委員 
 山崎裕治, 木曽川水系イタセンパラ保護協議会 委員 
 山崎裕治, 普通科文理探究コースの「探究」にかかわる招聘講座 講師 
 山本将之, 日本ゴマ科学会 庶務幹事 
 若杉達也, 北陸原子力懇談会 参与 
 若杉達也, 富山県衛生研究所 組換えDNA実験安全委員会 委員 
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 唐原一郎, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 監事 第17期 
 唐原一郎, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 代議員第17期 
 唐原一郎, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 代議員第18期 
 唐原一郎, The 8th International Symposium on Structure and Function of Roots, Scientific 

Committee member 

 唐原一郎, Frontiers in Plant Science, Plant Physiology, Plant Abiotic Stress, Review Editor 
 唐原一郎, 公益社団法人日本植物学会 第五期代議員 
 唐原一郎, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 第35回大会 実行委員 
 唐原一郎, 富大祭2021公開授業「宇宙植物学入門」 
 唐原一郎, 富山県立富山中部高校 課題研究講師 
 唐原一郎, 韓国延世大学, 学部生へのセミナー 「Botany in space」 
 佐藤杏子, 一般財団法人染色体学会 評議員 
 佐藤杏子, 富山県立大学 非常勤講師 
 玉置大介, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 代議員 
 玉置大介, 一般社団法人日本宇宙生物科学会 第35回大会 実行委員 
 玉置大介, 課題研究指導,指導助言 
 玉置大介, 金沢大学学際科学実験センター 協力研究員 
 土`田 努, 石川県立自然史資料館 自然史講演会 講師 
 土`田 努, 富山県立富山高等学校の「課題研究」における指導助言者(講師) 
 土`田 努, 「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 統合型農作物病虫害防除システム研究開発プラッ

トフォーム 幹事 
 中町智哉, 日本比較内分泌学会 学術誌編集委員会 委員 
 中町智哉, 第45 回日本比較内分泌学会及びシンポジウム 大会実行委員 
 中町智哉, 日本動物学会 令和3 年度中部支部大会 実行委員 
 中町智哉, 昭和大学医学部顕微解剖学講座 兼任講師 
 前川清人, 国際社会性昆虫学会 日本支部会幹事 
 前川清人,  European Journal of Entomology, Editorial Board 
 前川清人, 日本動物学会 IT委員会委員 
 松田恒平, 新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所 共同利用運営委員会 
 松田恒平, 日本比較内分泌学会 幹事 
 松田恒平, 日本比較内分泌学会 学術誌編集委員 
 松田恒平, 富山県高岡看護専門学校 非常勤講師 
 松田恒平, 公益社団法人日本動物学会 中部支部富山県地区 委員 
 松田恒平, 公益社団法人令和3年度日本動物学会 中部支部 大会実行委員長 
 松田恒平, 公益社団法人日本動物学会 図書・出版委員 
 松田恒平, 日本下垂体研究会 幹事 
 松田恒平,  Asia and Oceania Society of Comparative Endocrinology 幹事(会計） 
 望月貴年, 日本ヒスタミン学会 幹事 
 山崎裕治, 魚津市環境審議会 委員 
 山崎裕治, 富山県野生鳥獣保護管理検討委員会 委員 
 山崎裕治, 富山市教育委員会 富山市科学博物館協議会 委員 
 山崎裕治, 氷見市イタセンパラ保護活用指導委員会 委員 
 山崎裕治, 魚津市博物館協議会 委員 
 山崎裕治, 木曽川水系イタセンパラ保護協議会 委員 
 山崎裕治, 普通科文理探究コースの「探究」にかかわる招聘講座 講師 
 山本将之, 日本ゴマ科学会 庶務幹事 
 若杉達也, 北陸原子力懇談会 参与 
 若杉達也, 富山県衛生研究所 組換えDNA実験安全委員会 委員 

 

 

 若杉達也, 金沢大学グローバルサイエンスキャンパス 外部評価委員会 委員 

■学内運営・学内活動 

 池田真行, 理事・副学長(国際 教員評価担当) 
 池田真行, 教育研究評議会 
 池田真行, 国際機構運営委員会(機構長) 
 唐原一郎, 生物学科長 
 唐原一郎, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 唐原一郎, 理学部 将来計画ＷＧ 委員 
 唐原一郎, 理学部 安全管理委員会 委員 
 唐原一郎, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 唐原一郎, 理工学教育部修士課程 理学領域部会 教育委員会 委員 
 今野紀文, 理学部 教務委員会 教育実施部会 委員 
 今野紀文, 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会(１号委員) 
 今野紀文, 教育・学生支援機構 教育推進センター学芸員養成科目専門会議 委員 
 佐藤杏子, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 委員 
 佐藤杏子, ハラスメント相談員(女性) 
 佐藤杏子, ダイバーシティ推進センター 副センター長 
 佐藤杏子, 教育研究評議会 オブザーバー(若手教員) 
 佐藤杏子, 公開講座 教養講座「十人十色の色彩学」講師 
 玉置大介, 理学部 排水安全専門委員会 委員 
 土`田 努, 病原体等安全管理委員会 委員 
 土`田 努, 「理学系大学院生のための実践的プログラミング」内での講師 
 中町智哉, 理学部 学生生活委員会 委員 
 中町智哉, 理学部活動報告2021編集ＷＧ 委員 
 中町智哉, 薬理学・遺伝子工学特論(工学部・大学院講義) 講師 
 前川清人, 理学部 就職指導委員会 委員 
 前川清人, 富山大学人間を対象とし医療を目的としない研究倫理審査委員会 委員 
 松田恒平, 生物学科副学科長 
 松田恒平, 理学部 入試委員会 委員長 
 松田恒平, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 松田恒平, 理工学教育部修士課程専攻主任 
 松田恒平, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット会議 委員 
 松田恒平, 入学試験委員会 委員 
 松田恒平, 入学試験委員会電算処理専門委員会 委員 
 松田恒平, 理事室員(研究担当) 
 望月貴年, 理学部 教務委員会 教育改善部会 委員 
 望月貴年, 理工学教育部博士課程 地球生命環境科学専攻 副専攻長 
 望月貴年, 教育・学生支援機構 教職支援センター教員免許更新専門会議 委員 
 森岡絵里, 富山大学教養講座「体内時計と睡眠」講師 
 山崎裕治, 理学部 広報委員会 高大連携部会 委員 
 山崎裕治, ダイバーシティ推進センターの業務に従事する教員 
 山本将之, 国際交流委員会 委員 
 山本将之, 国際機構運営会議 学生海外留学支援専門委員会 委員 
 山本将之, 自然観察実習センター運営委員会 委員 
 若杉達也, 理学部長 
 若杉達也, 理学部 自己点検評価委員会 委員長 
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 若杉達也, 理学部 安全管理委員会 委員長 
 若杉達也, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員長 
 若杉達也, 教育研究評議会 委員 
 若杉達也, 部局長等懇談会 委員 
 若杉達也, 経営協議会 ※オブザーバー 
 若杉達也, 施設マネジメント委員会 委員 
 若杉達也, 入学試験委員会 委員 
 若杉達也, 研究推進機構研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 放射性同位元素実験施

設長 
 若杉達也, 理工学教育部長 
 若杉達也, ダイバーシティ推進委員会 委員 

■学士・修士論文指導 
 学士 36名 
 修士 14名 
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 若杉達也, 理学部 安全管理委員会 委員長 
 若杉達也, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員長 
 若杉達也, 教育研究評議会 委員 
 若杉達也, 部局長等懇談会 委員 
 若杉達也, 経営協議会 ※オブザーバー 
 若杉達也, 施設マネジメント委員会 委員 
 若杉達也, 入学試験委員会 委員 
 若杉達也, 研究推進機構研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 放射性同位元素実験施

設長 
 若杉達也, 理工学教育部長 
 若杉達也, ダイバーシティ推進委員会 委員 

■学士・修士論文指導 
 学士 36名 
 修士 14名 
 

 

 

2.2.5 生物圏環境科学科 

■教員・研究分野 
教 授  青木 一真 Kazuma Aoki     大気物理学, 地球環境科学 
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 
教 授  倉光 英樹 Hideki Kuramitz      水環境化学, 分析化学, 電気化学,  
         腐植化学  
教 授  田中 大祐 Daisuke Tanaka    環境生物学, 環境微生物学 
教 授  張  勁  Jing Zhang    化学海洋学, 環境地球化学 
教 授  横畑 泰志 Yasushi Yokohata  哺乳類学, 寄生蠕虫学, 保全生物学 
准教授  柏木 健司 Kenji Kashiwagi  古生物学, 洞窟地質学 
准教授  蒲池 浩之 Hiroyuki Kamachi  環境植物生理学 
准教授  島田 亙  Wataru Shimada  雪氷学, 結晶成長学, 表面物理学 
准教授  堀川 恵司 Keiji Horikawa    同位体地球化学, 古気候学 
講 師  酒德 昭宏 Akihiro Sakatoku  環境生物学, 環境微生物学  
助 教  太田 民久 Tamihisa Ohta  同位体生態学, 森林環境学 
助 教  佐澤 和人 Kazuto Sazawa  土壌環境学, 環境化学 
特命助教  鹿児島 渉悟 Kagoshima Takanori 同位体地球化学 
客員教授  中村 省吾 Shogo Nakamura  環境微生物学 
客員准教授 波多 宣子 Noriko Hata    環境分析化学 

協力研究室：研究推進機構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 

■研究員・研究分野 
 研究員 上田 晃  Akira Ueda  地熱 
 研究員 日下部 実  Minoru Kusakabe  地球化学 

■研究概要 

大気物理学, 地球環境科学(青木) 
雲や大気中に浮遊する微粒子(エアロゾル)が地球の気候に与える影響について, 極域から熱帯, 海洋から山

岳域まで, 世界中で太陽放射観測などを行い, 地球温暖化などの気候問題の解明に取り組んでいます．富山

大学立山施設(浄土山)の管理人のひとり． 

送粉生態学, 繁殖生態学, 群集生態学, 行動生態学(石井) 
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． 

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(倉光) 
環境汚染物質などの化学物質の濃度や毒性を定量するための新しい分析法やセンサー, バイオアッセイを開

発し, それらを利用した水環境汚染などの評価に取り組んでいる．例えば, 電極や光ファイバーを用いたケミカ

ル・バイオセンサー, 目視判定に基づく簡易分析手法, 細胞の酵素活性や生長, アポトーシスを光学, 電気化学

計測によって判定するアッセイである．さらに, 新規分析法を開発する過程で得られた知見を積極的に利用し, 
有害物質を水環境から除去するための新技術の開発にも挑戦している． 

環境微生物学, 環境生物学(田中) 
大気や水環境中の微生物の動態と影響について, 分子生物学的手法や培養法を用いて研究している．特に, 大

気中微生物(バイオエアロゾル)の時空間的動態に関する研究に取り組み, 季節, 標高, エアロゾルの粒径, 気象

条件, 大気汚染状況による細菌や真菌の群集構造の差異について把握を目指している．現在, 国内外のいくつか

のサイトでバイオエアロゾルのモニタリングを実施している．また, バイオレメディエーションに活用できる

微生物の探索とキャラクタリゼーションも進めている． 
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化学海洋学, 環境地球化学(張) 
地球温暖化等に起因する環境変化, 縁辺海洋の物質循環と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)沿岸域海底湧水とその海洋環境への影響評価；  
(２)陸起源物質(栄養塩等)の縁辺海・北太平洋への輸送と生態系への影響； 
(３)極東アジア域における越境大気汚染物質(窒素, 硫黄, 鉛等)とその海洋環境影響評価； 
(４)化学合成群集域(バクテリアマット等)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； 
(５)炭素窒素安定同位体比を用いた食物網及び環境解析等 
を研究している． 

哺乳類学, 寄生蠕虫学, 保全生物学(横畑) 
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：近年はモグラ類の採餌行動と頭骨形態の関連, 
飼育下での人工坑道利用の種間差などに関する生態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, 哺乳類の寄生蠕虫類の研究を行っており, 
外来リス類の寄生蠕虫感染状況の分析に力を入れている． 
(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

問題や福島県産モグラに対する放射性物質の影響に関する活動, 新潟県産希少モグラ類の分布状況の把握に力

を入れている． 

古生物学, 洞窟地質学(柏木) 
(１)数億年前から数千万年前, そして最近の数十万年前から数千年前の時間スケールを対象に, 古生物の記録

である化石を用いて, 生命の進化史や古生態, 古環境などを総合的に解析する研究を進めている．海洋プラ

ンクトンの放散虫から, 数億年前の海洋古環境や海洋古生物地理を, 群集構成や進化史に基づき解明を進め

ている． 
(２)洞窟の探索から測量図の作成に始まり, 石筍を用いた最近数万年間の古気候解析, 哺乳類化石を用いた古

生態の研究を進めている．とくに, ニホンザルの洞窟利用について, 現生個体の自動撮影カメラを活用した

観察も併用することで, 化石記録と現生個体の生態を総合した研究を進めている． 

環境植物生理学(蒲池) 
植物がどのように環境の変化を認識して自身の成長をコントロールしながら成長しているのか, 植物の環境

応答やストレス耐性に関する研究を行っている．具体的には, 重金属超集積性植物ヘビノネゴザの重金属耐性

機構や貧栄養土壌における生存戦略, また植物が1gとは異なる重力環境でどのように成長するのか, 植物の重

力応答についても研究を行なっている． 

雪氷学, 結晶成長学, 表面物理学(島田) 
雪や氷などの結晶成長に関する実験的研究を行っており, 特に過冷却水から成長する氷結晶の形態形成機

構, 地球大気中での氷晶の初期形状や光散乱特性, 人工雪結晶の三次元的形態形成機構, クラスレートハイド

レート結晶の核生成・成長・解離過程の研究を行っている．また, 積雪層内での雪質の変化や, 融解水の浸

透特性についても研究を行っている．また, 富山大学立山施設(浄土山)の管理も行っている． 
 

同位体地球化学, 古気候学(堀川) 

(１)地球環境の自然変動を理解するために, 海底堆積物などを使い過去の環境変動を復元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． 

環境生物学, 環境微生物学(酒德) 

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．また, 国内の重要な水産資源 (アコヤ真珠やトラフグ) の保全も行っている. 
具体的には,  
(１) ムラサキイガイ, ムラサキインコガイ, ウニを用いた沿岸域海水系のバイオアッセイの開発,  
(２) 重油分解菌やセルロース分解菌, 海藻分解菌の探索とキャラクタリゼーション,  
(３) 真珠形成母貝アコヤガイの細菌感染症に関する研究,  
(４) 微生物が産生する遊離アミノ酸がトラフグの産卵回遊を促すのか,  
(５) 雪上藻の単離とキャラクタリゼーション,  
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化学海洋学, 環境地球化学(張) 
地球温暖化等に起因する環境変化, 縁辺海洋の物質循環と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)沿岸域海底湧水とその海洋環境への影響評価；  
(２)陸起源物質(栄養塩等)の縁辺海・北太平洋への輸送と生態系への影響； 
(３)極東アジア域における越境大気汚染物質(窒素, 硫黄, 鉛等)とその海洋環境影響評価； 
(４)化学合成群集域(バクテリアマット等)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； 
(５)炭素窒素安定同位体比を用いた食物網及び環境解析等 
を研究している． 

哺乳類学, 寄生蠕虫学, 保全生物学(横畑) 
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：近年はモグラ類の採餌行動と頭骨形態の関連, 
飼育下での人工坑道利用の種間差などに関する生態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, 哺乳類の寄生蠕虫類の研究を行っており, 
外来リス類の寄生蠕虫感染状況の分析に力を入れている． 
(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

問題や福島県産モグラに対する放射性物質の影響に関する活動, 新潟県産希少モグラ類の分布状況の把握に力

を入れている． 

古生物学, 洞窟地質学(柏木) 
(１)数億年前から数千万年前, そして最近の数十万年前から数千年前の時間スケールを対象に, 古生物の記録

である化石を用いて, 生命の進化史や古生態, 古環境などを総合的に解析する研究を進めている．海洋プラ

ンクトンの放散虫から, 数億年前の海洋古環境や海洋古生物地理を, 群集構成や進化史に基づき解明を進め

ている． 
(２)洞窟の探索から測量図の作成に始まり, 石筍を用いた最近数万年間の古気候解析, 哺乳類化石を用いた古

生態の研究を進めている．とくに, ニホンザルの洞窟利用について, 現生個体の自動撮影カメラを活用した

観察も併用することで, 化石記録と現生個体の生態を総合した研究を進めている． 

環境植物生理学(蒲池) 
植物がどのように環境の変化を認識して自身の成長をコントロールしながら成長しているのか, 植物の環境

応答やストレス耐性に関する研究を行っている．具体的には, 重金属超集積性植物ヘビノネゴザの重金属耐性

機構や貧栄養土壌における生存戦略, また植物が1gとは異なる重力環境でどのように成長するのか, 植物の重

力応答についても研究を行なっている． 

雪氷学, 結晶成長学, 表面物理学(島田) 
雪や氷などの結晶成長に関する実験的研究を行っており, 特に過冷却水から成長する氷結晶の形態形成機

構, 地球大気中での氷晶の初期形状や光散乱特性, 人工雪結晶の三次元的形態形成機構, クラスレートハイド

レート結晶の核生成・成長・解離過程の研究を行っている．また, 積雪層内での雪質の変化や, 融解水の浸

透特性についても研究を行っている．また, 富山大学立山施設(浄土山)の管理も行っている． 
 

同位体地球化学, 古気候学(堀川) 

(１)地球環境の自然変動を理解するために, 海底堆積物などを使い過去の環境変動を復元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． 

環境生物学, 環境微生物学(酒德) 

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．また, 国内の重要な水産資源 (アコヤ真珠やトラフグ) の保全も行っている. 
具体的には,  
(１) ムラサキイガイ, ムラサキインコガイ, ウニを用いた沿岸域海水系のバイオアッセイの開発,  
(２) 重油分解菌やセルロース分解菌, 海藻分解菌の探索とキャラクタリゼーション,  
(３) 真珠形成母貝アコヤガイの細菌感染症に関する研究,  
(４) 微生物が産生する遊離アミノ酸がトラフグの産卵回遊を促すのか,  
(５) 雪上藻の単離とキャラクタリゼーション,  
  

 

 

同位体生態学, 森林環境学(太田) 

森林植生が生態系内の物質循環および河川や土壌の無脊椎動物に与える影響について研究している．また同

時に, 安定同位体比を用いて生物の移動履歴を推定する研究も行なっている． 

土壌環境化学(佐澤) 
土壌・水環境中に存在する有機成分(主に生物の遺骸由来とする高分子有機化合物「腐植物質」)を定性・定

量することで環境を評価している．また, 森林火災が土壌環境に及ぼす影響評価として, 有機成分の不完全燃焼

によって生成する多環芳香族炭化水素の濃度・組成を分析し, その動態を調査している．さらに, 環境試料の色

彩を利用した, 簡便な分析法の開発を行っている． 

同位体地球化学(鹿児島) 
 陸上・海底の火山・断層から放出されるガス・水・岩石などに含まれる揮発性成分を分析して得られた同位

体データを用いて, 物質循環や火山噴火・地震発生メカニズムの解明に取り組んでいる． 

植物生態学, 極地高山生態学(和田) 
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． 

環境化学計測(田口) 
化学物質の水相 / 固相間の分配現象に基づく環境水中の微量有害成分の新しい現場分析法の開発とその原理

に関する基礎研究を行っている． 

環境微生物学(中村) 
神通川河口から単離した単細胞緑藻イカダモを利用して, バイオ燃料の生産や二酸化炭素の削減に向けた研

究をしている．その一方で, イカダモが持つ機能性成分を探り, それを用いた栄養機能食品や養殖用餌料等を製

造するための大量培養方法の開発も目指している． 

環境分析化学(波多) 

環境負荷の小さい新たな分離・濃縮・定量法の開発を目指しています。 
試料水に有機陽イオンと有機陰イオンを添加し, 水相から有機イオン会合体を生成させます。このままでは

懸濁した状態なので遠心分離する必要がありましたが,  近年, 遠心分離することなく自発的に水相と有機イオ

ン会合体相に分離する条件を見いだし,これを利用して目的成分の濃縮・定量法を開発しています。これにより

採水現場で, あるいは遠心分離機を有しない研究室での濃縮定量が期待できます。 
これまでは環境水中の, 様々な化学成分（カドミウム, ニッケル, 鉛, リチウムなどの金属やフタル酸ジ(2-エ

チルヘキシル), ビスフェノールA, アンモニア, 亜硝酸など）を濃縮・分離, あるいはより簡便に定量する方法

を開発しました。 また公定法や開発した方法を利用して,水環境―富山湾沿岸や県内河川―における汚染調査, 
例えば, 有機汚濁の指標である化学的酸素要求量（COD）, リンや窒素, 重金属などの調査をしました。 

地熱(上田)  
地中熱利用研究,地球化学的水理解析,地熱運転時のスケール問題の研究,CO2の地熱地域への炭酸塩鉱物固定

化研究 

地球化学(日下部) 
岩石-水相互作用の軽元素安定同位体地球化学 および火口湖災害の地球化学的研究 
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■論文 

1. Desert and anthropogenic mixing dust deposition influences microbial communities in surface 
waters of the western Pacific Ocean(査読付), 
Maki, T., Kevin, C. Lee, Stephen B. Pointing, Watanabe, K., Aoki, K., Stephen D. J. Archer, 
Donnabella C. Lacap-Bugler, and Ishikawa, A., 
Science of the Total Environment, (2021) 

2. Rapid, accurate computation of narrow-band sky radiance in the 940 nm gas absorption region 
using the correlated k-distribution method for sun-photometer observations(査読付), 
Momoi, M., Irie, H., Sekiguchi, M., Nakajima, T., Takenaka, H., Miura, K., and Aoki, K., 
Prog Earth Planet Sci, (2022) 

3. Alternative flowers affect model and mimic flower discrimination performance of bumble bees(査
読付), 
Tsujimoto, SG.,and Ishii, H., 
Functional Ecology, (2021) 

4. 脊椎骨のネオジム同位体比を用いた魚類の回遊履歴推定の可能性 
太田民久, 細川真梨子, 齋藤 有, 川上遼介, 西尾正輝, 
月間海洋, 53,(12),642-646, (2021) 

5. Mantle-derived helium released through the Japan trench bend-faults.(査読付), 
Park, OJ., Takahata, N., Jamali Hondori E, Yamaguchi, A., Kagoshima, T., Tsur,u T., Fujie, G., Sun, 
Y., Ashi, J., Yamano, M., and Sano, Y., 
Scientific reports, 11,(1),12026, (2021) 

6. Seismic Reflection Images of Possible Mantle-Fluid Conduits and Basal Erosion in the 2011 
Tohoku Earthquake Rupture Area(査読付), 
Park, OJ., Tsuru, T., Fujie, G., Hondori, E. J., Kagoshima, T., Takahata, N., Zhao, D. P., and Sano, 
Y., 
Frontiers in Earth Science, (2021) 

7. Influence of normal tide and the Great Tsunami as recorded through hourly-resolution micro-
analysis of a mussel shell(査読付), 
Sano, Y., Okumura, T., Murakami-Sugihara, N., Tanaka, K., Kagoshima, T., Ishid,a A., Hori, M., 
Snyder, GT., Takahata, N., and Shirai, K.,  
Scientific Reports, 11,(1),19874, (2021) 

8. Monitoring the magmatic activity and volatile fluxes of an actively degassing submarine caldera 
in southern Japan(査読付), 
Nakajima, M. T. E., Takahata, N., Shirai, K., Kagoshima, T., Tanaka, K., Obata, H., and Sano, Y., 
Geochimica et Cosmochimica Acta, (2022) 

9. 黒部峡谷（富山県東部）の1900 年代前半（1900～1945 年）の哺乳類相を山行記録からひも解く(査
読付), 
柏木健司 
哺乳類科学, 61, (2), 221-238, (2021) 

10. 富山県東部の黒部峡谷鉄道沿いの冬期歩道内に確認されたニホンカモシカの糞塊 (査読付),  
柏木健司, 山崎裕治, 髙田隼人, 
哺乳類科学, 61, (2), 249-260, (2021)  
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Science of the Total Environment, (2021) 

2. Rapid, accurate computation of narrow-band sky radiance in the 940 nm gas absorption region 
using the correlated k-distribution method for sun-photometer observations(査読付), 
Momoi, M., Irie, H., Sekiguchi, M., Nakajima, T., Takenaka, H., Miura, K., and Aoki, K., 
Prog Earth Planet Sci, (2022) 

3. Alternative flowers affect model and mimic flower discrimination performance of bumble bees(査
読付), 
Tsujimoto, SG.,and Ishii, H., 
Functional Ecology, (2021) 

4. 脊椎骨のネオジム同位体比を用いた魚類の回遊履歴推定の可能性 
太田民久, 細川真梨子, 齋藤 有, 川上遼介, 西尾正輝, 
月間海洋, 53,(12),642-646, (2021) 

5. Mantle-derived helium released through the Japan trench bend-faults.(査読付), 
Park, OJ., Takahata, N., Jamali Hondori E, Yamaguchi, A., Kagoshima, T., Tsur,u T., Fujie, G., Sun, 
Y., Ashi, J., Yamano, M., and Sano, Y., 
Scientific reports, 11,(1),12026, (2021) 

6. Seismic Reflection Images of Possible Mantle-Fluid Conduits and Basal Erosion in the 2011 
Tohoku Earthquake Rupture Area(査読付), 
Park, OJ., Tsuru, T., Fujie, G., Hondori, E. J., Kagoshima, T., Takahata, N., Zhao, D. P., and Sano, 
Y., 
Frontiers in Earth Science, (2021) 

7. Influence of normal tide and the Great Tsunami as recorded through hourly-resolution micro-
analysis of a mussel shell(査読付), 
Sano, Y., Okumura, T., Murakami-Sugihara, N., Tanaka, K., Kagoshima, T., Ishid,a A., Hori, M., 
Snyder, GT., Takahata, N., and Shirai, K.,  
Scientific Reports, 11,(1),19874, (2021) 

8. Monitoring the magmatic activity and volatile fluxes of an actively degassing submarine caldera 
in southern Japan(査読付), 
Nakajima, M. T. E., Takahata, N., Shirai, K., Kagoshima, T., Tanaka, K., Obata, H., and Sano, Y., 
Geochimica et Cosmochimica Acta, (2022) 

9. 黒部峡谷（富山県東部）の1900 年代前半（1900～1945 年）の哺乳類相を山行記録からひも解く(査
読付), 
柏木健司 
哺乳類科学, 61, (2), 221-238, (2021) 

10. 富山県東部の黒部峡谷鉄道沿いの冬期歩道内に確認されたニホンカモシカの糞塊 (査読付),  
柏木健司, 山崎裕治, 髙田隼人, 
哺乳類科学, 61, (2), 249-260, (2021)  

 

 

11. Pennsylvanian paleoclimatic record in rhythmites developed on an oceanic island of low-latitude 
Panthalassa (査読付), 
Kakizaki, Y., Kano, A., Ota, Y., Nakada, R., Nagaishi, K., and Kashiwagi, K., 
Sedimantary Geology, 424, (2021) 

12. Early Cretacreous small- sized gastropods from the shallow marine deposits of the Kimigahama  
Formation, Choshi Group, Japan (査読付),  
Isaji, S., Haga, T., and Kashiwagi, K., 
Paleontological Research, 26, (1), 31-54, (2022) 

13. 標高110mの海食崖頂部におけるイソカニムシの記録 (査読付), 
柏木健司, 佐藤英文, 
人と自然, 32, 109-114, (2022) 

14. Lead and cadmium tolerance and accumulation of proanthocyanidin-deficient mutants of the fern 
Athyrium yokoscense (査読付),）  
Kamachi, H., Morishita, K., Hatta, M., Okamoto, A., Fujii, K., Imai, N., Sakatoku, A., Ohta, T., 
Aoki, M., and Hiyama, S., 
International Journal of Plant Biology, (2022) 

15. Scale sensor: Rapid monitoring of scale deposition and inhibition using fiber optics in a geothermal 
system and comparison with other monitoring devices (査読付), 
Okazaki, T., Kuramitz, H., Watanabe, T., and Ueda, A., 
Geothermics, 93, 102069, (2021) 

16. Potential-scanning sensing for refractive index using an indium tin oxide (ITO)-coated long-period 
fiber grating (LPFG) (査読付), 
Okazaki, T., Orii, T., Tan, S-Y.,Watanabe, T., Taguchi, A., Faidz A. Rahman, and Kuramitz, H., 
Analytical Letters, (2021) 

17. Voltammetric sensing of soybean agglutinin using an electrode modified with electron-transfer, 
carbohydrate-mimetic/cross-linker-peptide-collagen film (査読付), 
Sugawara, K., Kuramitz, H., and Kadoya, T., 
Electroanalysis, 34, 464-473, (2021) 

18. Organic ion-associate phase microextraction/ back-microextraction for preconcentration: 
Determination of Nickel in environmental water using 2-thenoyltrifluoroacetone via GF-AAS (査
読付), 
Kosugi, M., Mizuna, K., Sazawa, K., Okazaki, T., Kuramitz, H., Taguchi, S., and Hata, N., 
AppliedChem, 1, (2), 130-141, (2021) 

19. Isolation and characterization of a Vibrio sp. strain MA3 associated with mass mortalities of the 
pearl oyster Pinctada fucata. (査読付), 
Sakatoku, A., Hatano, K., Tanaka, S., and Isshiki, T., 
Archives of Microbiology, 203, (8), 5267-5273, (2021) 

20. Insights in the Degradation of Medium-Chain Length Dicarboxylic Acids in Cupriavidus necator 
H16 reveal Differences in β-Oxidation between Dicarboxylic Acids and Fatty Acids. (査読付), 
Strittmatter, CS., Eggers, J., Biesgen, V., Hengsbach, JN., Sakatoku, A., Albrecht, D., Riedel, K., 
Steinbüchel, A., 
Applied and Environmental Microbiology, 88, (2): e0187321, (2022) 

21. 北海道で観察された鴎状結晶(査読付), 
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島田 亙, 伊東慎司, 大島 基, 
雪氷, 84,(1), 3-11, (2022) 

22. Nucleation probability of Type-A tetra-n-butyl ammonium bromide semi-clathrate hydrate via the 
memory effect "jointly worked" (査読付), 
Shimada, W., Oshima, M., Masaki, T., Tsutsui, H., Momma, K., and Takai, K., 
Journal of Crystal Growth, 583, 126560-1-126560-5, (2022) 

23. Impact of Hinoki Cypress Wood on Diversity of Microflora: A Case Study from Owase City Hall (査
読付), 
Tanaka, D., Uei, D., Matsui, J., Matsunaga, M., Morimoto, M., and Maruyama, F., 
Diversity, 13, (10), 473, (2021) 

24. A quarter-century of nutrient load reduction leads to halving river nutrient fluxes and increasing 
nutrient limitation in coastal waters of central Japan. (査読付), 
Katazakai, S.,and Zhang, J., 
Environmental Monitoring and Assessment, 193, (573), (2021) 

25. Distribution and influencing factors of dissolved manganese in the Yellow Sea and the East China 
Sea (査読付),  
Zhang, Y., Li, L., Ren, J., He, H., Zhang, R., Zhao, L., Zhang, J., and Zhao, M., 
Marine Chemistry, 234, (104002), (2021) 

26. The hydrological connection between fresh submarine groundwater discharge and coastal 
groundwater: an isotopic and a decadal hydrochemistry approach in an alluvial fan, central Japan. 
(査読付), 
Zhang, B., and Zhang, J., 
Environmental Earth Sciences, 80, (618), (2021) 

27. A Shift from Snow to Rain in Midlatitude Japan Increases Fresh Submarine Groundwater 
Discharge and Doubled Inorganic Carbon Flux over 20 Years (査読付),  
Katazakai, S., and Zhang, J., 
Environmental Science and Technology, 55, 14667-14675, (2021) 

28. Significance of Fukushima-derived radiocaesium flux via river-estuary-ocean system (査読付), 
Kambayashi, S., Zhang, J., and Narita, H., 
Science of the Total Environment, 793, (148456), (2021) 

29. Significance of nutrients in oxygen-depleted bottom waters via various origins on the mid-outer 
shelf of the East China Sea during summer (査読付), 
Liu, Q., Zhang, J., He, H., Ma, L., Li, H., Zhu, S., and Matsuno, T., 
Science of the Total Environment, 826,(154083), (2022) 

30. Evidence for a Highly Dynamic West Antarctic Ice Sheet During the Pliocene (査読付), 
Gohl, K., Uenzelmann-Neben, G., Gille-Petzoldt, J.,  Hillenbrand, C.-D.,  Klages, J. P., Bohaty, S. 
M., et al IODP Expedition 379 Scientists. 
Geophysical Research Letters, 48, (14), (2021) 

31. Neodymium Isotope Records From the Northwestern Pacific: Implication for Deepwater 
Ventilation at Heinrich Stadial 1 (査読付),  
Horikawa, K., Kozaka, Y., Okazaki, Y., Sagawa, T., Onodera, J., Asahi, H., Shin, K-C., Asahara, Y., 
and Takahashi, K., 
Paleoceanography and Paleoclimatology, 36,(10), (2021) 
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23. Impact of Hinoki Cypress Wood on Diversity of Microflora: A Case Study from Owase City Hall (査
読付), 
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Marine Chemistry, 234, (104002), (2021) 

26. The hydrological connection between fresh submarine groundwater discharge and coastal 
groundwater: an isotopic and a decadal hydrochemistry approach in an alluvial fan, central Japan. 
(査読付), 
Zhang, B., and Zhang, J., 
Environmental Earth Sciences, 80, (618), (2021) 

27. A Shift from Snow to Rain in Midlatitude Japan Increases Fresh Submarine Groundwater 
Discharge and Doubled Inorganic Carbon Flux over 20 Years (査読付),  
Katazakai, S., and Zhang, J., 
Environmental Science and Technology, 55, 14667-14675, (2021) 

28. Significance of Fukushima-derived radiocaesium flux via river-estuary-ocean system (査読付), 
Kambayashi, S., Zhang, J., and Narita, H., 
Science of the Total Environment, 793, (148456), (2021) 

29. Significance of nutrients in oxygen-depleted bottom waters via various origins on the mid-outer 
shelf of the East China Sea during summer (査読付), 
Liu, Q., Zhang, J., He, H., Ma, L., Li, H., Zhu, S., and Matsuno, T., 
Science of the Total Environment, 826,(154083), (2022) 

30. Evidence for a Highly Dynamic West Antarctic Ice Sheet During the Pliocene (査読付), 
Gohl, K., Uenzelmann-Neben, G., Gille-Petzoldt, J.,  Hillenbrand, C.-D.,  Klages, J. P., Bohaty, S. 
M., et al IODP Expedition 379 Scientists. 
Geophysical Research Letters, 48, (14), (2021) 

31. Neodymium Isotope Records From the Northwestern Pacific: Implication for Deepwater 
Ventilation at Heinrich Stadial 1 (査読付),  
Horikawa, K., Kozaka, Y., Okazaki, Y., Sagawa, T., Onodera, J., Asahi, H., Shin, K-C., Asahara, Y., 
and Takahashi, K., 
Paleoceanography and Paleoclimatology, 36,(10), (2021) 

 

 

32. Investigation of Adequate Calibration Methods for X-ray Fluorescence Core Scanning Element 
Count Data: A Case Study of a Marine Sediment Piston Core from the Gulf of Alaska (査読付), 
Mondal, Md, N., Horikawa, K., Seki, O., Nejigaki, K., Minami, H., Murayama, M., and Okazaki, 
Y., 
MDPI Journal of Marine Science and Engineering ,9,(5), 540, (2021) 

■総説, 解説 

1. 立山室堂平積雪調査, 
青木一真, 島田 亙, 
富山大学ニュースレター, (2021) 

2. A preliminary report of the land snail fauna in Tomi area, Niigata Prefecture, central Japan, 
柏木健司, 
Bulletin of the Toyama Science Museum, 45, 81-84, (2021) 

3. 黒部峡谷へと通じる昔と今の路, 
柏木健司, 
自然と社会, 87, 1-10, (2021) 

4. 石川県白山地域産ヒメヒミズの歯の計測値, 
橘 悠生, 八神徳彦, 横畑泰志, 柏木健司, 
石川県白山自然保護センター研究報告, 48, 59-67, (2022) 

5. How plants grow under gravity conditions besides 1 g: Perspectives from hypergravity and space 
experiments that employ bryophytes as a model organism (査読付),  
Kume, A., Kamachi, H., Onoda, Y., Yuko T. Hanba, Hiwatashi, Y., Karahara, I., and Fujita, T., 
Plant Molecular Biology, (2021) 

6. 宇宙における植物の生活環 －根系の三次元形態の評価を通じた低重力植物栽培条件の最適化を目指

して－(査読付),  
唐原一郎, 山浦遼平, 黒金智文, 山内大輔, 峰雪芳宣, 蒲池浩之, 橋本博文, 星野真人, 上杉健太朗, 
中井勇介, 中野明正, 谷畑昂士郎, 玉置大介, 西内 巧, 高尾泰昌, 田浦太志, 矢野幸子, 谷垣文章, 
嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌田源司, 鈴木智美, 小野田雄介, 久米 篤, 半場祐子, 藤田知道, 神阪盛一郎, 
Space Utilization Research, 35, (2021) 

7. 国際宇宙ステーション (ISS) で生育したヒメツリガネゴケ茎葉体の光合成・成長特性(査読付), 
半場祐子, 安田柚里, 中澤 誠, 蒲池浩之, 小野田雄介, 唐原一郎, 久米 篤, 笠原春夫, 鎌田源司,   
嶋津 徹, 鈴木智美, 矢野幸子, 藤田知道, 
Space Utilization Research, 35, (2021) 

8. 国際宇宙ステーションで生育したヒメツリガネゴケ茎葉体の機械的特性(査読付), 
蒲池浩之, 小野田 雄介, 新濱梨奈, 浅野加杜己, 森 耀久, 佐々木智哉, 唐原一郎, 久米 篤, 半場祐子, 
笠原春夫, 鎌田源司, 嶋津 徹, 鈴木智美, 矢野幸子, 藤田知道, 
Space Utilization Research, 35, (2021) 

9. 大気バイオエアロゾルの粒径別特性と健康影響の可能性, 
田中大祐, 
大気環境学会誌, 57, (1), (2022) 
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■研究発表 

1. 分散微粒子抽出法（5）―過マンガン酸イオンの微粒子への吸着を利用するオンサイト COD 測定法

の開発―, 
川畑美佳, 小濵 望, 岡崎琢也, 佐澤和人, 波多宣子, 倉光英樹, 田口 茂,  
日本分析化学会第81回分析化学討論会 

2. 核酸/ペプチドダブルアプタマーによるボルタメトリー的サイトセンシング, 
竹林健太, 小平景人, 石崎 空, 倉光英樹, 門屋利彦, 菅原一晴, 
日本分析化学会第81回分析化学討論会 

3. 富山県氷見市の農業集水域小河川における用排水管理の違いが水質の時期的変動に及ぼす影響評価, 
佐澤和人, 土田貴史, 田口 陸, 中島史晃, 太田民久, 倉光英樹, 
日本分析化学会第81回分析化学討論会 

4. 分散微粒子抽出法（6）―ジフェニルカルバジド呈色法とイオン対固相抽出を利用する Cr(ⅤⅠ)の高

感度な簡易比色分析法の開発―, 
小濵 望, 岡崎琢也, 佐澤和人, 波多宣子, 倉光英樹, 田口 茂, 
日本分析化学会第81回分析化学討論会 

5. 青海石灰岩の上部石炭系カシモビアンにおけるマイクロコディウム化とその意義, 
柿崎喜宏, 太田泰弘, 柏木健司, 狩野彰宏, 
日本地球惑星科学連合2021年大会 

6. 魚骨鉛同位体比分析による魚類の生育場・回遊履歴の解析, 
堀川恵司, 西村日向子, Shin Ki-Cheol, 
JPGU2021 

7. 立山における大気エアロゾル・雲・雪の観測的研究, 
青木一真, 
JpGU Meeting 2021 

8. 海洋大気エアロゾルの光学的特性の観測的研究, 
青木一真, 
MR21-06航海シンポジウム 

9. ヒメツリガネゴケ宇宙実験（Space Moss）試料の仮根系のX線μCTによる可視化の試み, 
唐原一郎, 山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 橋本博文, 星野真人, 上杉健太朗, 
矢野幸子, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌田源司, 鈴木智美, 小野田雄介 , 
日本顕微鏡学会 第77回学術講演会 

10. 海藻分解菌を活用した廃棄海藻の減容化と有効利用, 
酒徳昭宏, 
第69回日本応用糖質科学会中部支部総会 

11. 高水温期に発生するアコヤガイ大量死の原因は細菌感染によるものか？  
酒徳昭宏, 一色 正, 
アコヤガイのへい死に係る情報交換会 

12. High 3He/4He ratios in pore fluids at the outer slope of the Japan Trench, 
Kagoshima, T., Park, J. O., Yamano, M., Sano, Y., 
Goldschmidt Conference 2021 

13. 豪雪地域のニホンザルによる冬季のトンネル利用, 
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■研究発表 

1. 分散微粒子抽出法（5）―過マンガン酸イオンの微粒子への吸着を利用するオンサイト COD 測定法

の開発―, 
川畑美佳, 小濵 望, 岡崎琢也, 佐澤和人, 波多宣子, 倉光英樹, 田口 茂,  
日本分析化学会第81回分析化学討論会 

2. 核酸/ペプチドダブルアプタマーによるボルタメトリー的サイトセンシング, 
竹林健太, 小平景人, 石崎 空, 倉光英樹, 門屋利彦, 菅原一晴, 
日本分析化学会第81回分析化学討論会 

3. 富山県氷見市の農業集水域小河川における用排水管理の違いが水質の時期的変動に及ぼす影響評価, 
佐澤和人, 土田貴史, 田口 陸, 中島史晃, 太田民久, 倉光英樹, 
日本分析化学会第81回分析化学討論会 

4. 分散微粒子抽出法（6）―ジフェニルカルバジド呈色法とイオン対固相抽出を利用する Cr(ⅤⅠ)の高

感度な簡易比色分析法の開発―, 
小濵 望, 岡崎琢也, 佐澤和人, 波多宣子, 倉光英樹, 田口 茂, 
日本分析化学会第81回分析化学討論会 

5. 青海石灰岩の上部石炭系カシモビアンにおけるマイクロコディウム化とその意義, 
柿崎喜宏, 太田泰弘, 柏木健司, 狩野彰宏, 
日本地球惑星科学連合2021年大会 

6. 魚骨鉛同位体比分析による魚類の生育場・回遊履歴の解析, 
堀川恵司, 西村日向子, Shin Ki-Cheol, 
JPGU2021 

7. 立山における大気エアロゾル・雲・雪の観測的研究, 
青木一真, 
JpGU Meeting 2021 

8. 海洋大気エアロゾルの光学的特性の観測的研究, 
青木一真, 
MR21-06航海シンポジウム 

9. ヒメツリガネゴケ宇宙実験（Space Moss）試料の仮根系のX線μCTによる可視化の試み, 
唐原一郎, 山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 橋本博文, 星野真人, 上杉健太朗, 
矢野幸子, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌田源司, 鈴木智美, 小野田雄介 , 
日本顕微鏡学会 第77回学術講演会 

10. 海藻分解菌を活用した廃棄海藻の減容化と有効利用, 
酒徳昭宏, 
第69回日本応用糖質科学会中部支部総会 

11. 高水温期に発生するアコヤガイ大量死の原因は細菌感染によるものか？  
酒徳昭宏, 一色 正, 
アコヤガイのへい死に係る情報交換会 

12. High 3He/4He ratios in pore fluids at the outer slope of the Japan Trench, 
Kagoshima, T., Park, J. O., Yamano, M., Sano, Y., 
Goldschmidt Conference 2021 

13. 豪雪地域のニホンザルによる冬季のトンネル利用, 

 

 

柏木健司, 辻 大和, 高井正成, 
日本哺乳類学会2020年度大会 

14. 分散微粒子抽出法（7）―オンサイト分析のためのモバイル型撮影ボックスの開発と画像測色法によ

るシアンの高感度分析―, 
小濵 望, 川畑美佳, 岡崎琢也, 佐澤和人, 波多宣子, 倉光英樹, 田口 茂, 
日本分析化学会第70年会 

15. 化学浴析出法にて直接成長させたZnOの損失モード共鳴に基づく光ファイバーセンサーの開発, 
吉岡昌紀, 岡崎琢也, 我田 元, 倉光英樹, 渡辺友亮, 
日本分析化学会第70年会 

16. 電気化学－局在表面プラズモン共鳴を利用したニードル型光ファイバーセンサーの開発, 
松浦匠真, 花森慎之介, 岡崎琢也, 佐澤和人, 田口 明, 菅原一晴, 倉光英樹, 
日本分析化学会第70年会 

17. 急性単球性白血病由来細胞検出のためのペプチド-スクリーンプリント電極の構築, 
小平景人, 門屋利彦, 倉光英樹, 菅原一晴, 
日本分析化学会第70年会 

18. 分散微粒子抽出法（8）―海水に適応可能なオンサイトCOD画像測色法の開発―, 
川畑美佳, 小濵 望, 岡崎琢也, 佐澤和人, 波多宣子, 倉光英樹, 田口 茂, 
日本分析化学会第70年会 

19. 安全・安心を提供する空飛ぶバイオエアロゾル検出評価技術, 
田中大祐, 
JST新技術説明会 

20. 大気バイオエアロゾルの粒径別特性と健康影響の可能性, 
田中大祐, 
第62回大気環境学会年会 特別集会 

21. 神奈川県中央部, 鮮新－更新統中津層群の後背地, 
河尻清和, 柏木健司, 
日本地質学会第128年学術大会 

22. 水生植物ウキクサ類の成長に及ぼす過重力の影響, 
佐々木智哉, 唐原一郎, 半場祐子, 小野田雄介, 久米 篤, 藤田知道, 蒲池浩之, 
日本植物学会第85回大会 

23. ヒメツリガネゴケ茎葉体の機械的特性における重力の影響, 
蒲池浩之, 小野田雄介, 
日本植物学会85回大会関連集会 

24. 10Gの過重力環境がマメ科薬用植物エビスグサの形態および茎の力学的性質に与える影響, 
小出みなみ, 玉置大介, 蒲池浩之, 高尾泰昌, 田浦太志, 唐原一郎, 
日本植物学会第85回大会 

25. ヒメツリガネゴケ仮根系のX線μCTによる可視化の試み, 
山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 星野真人, 上杉健太朗, 矢野幸子, 嶋津 徹, 笠
原春夫, 鎌田源司, 鈴木智美, 小野田雄介, 久米 篤, 半場祐子, 藤田知道, 唐原一郎, 
日本植物学会第85回大会 

26. 10Gの過重力環境がマメ科薬用植物エビスグサの形態および葉柄の力学的性質に与える影響, 
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小出みなみ, 玉置大介, 蒲池浩之, 高尾泰昌, 田浦太志, 唐原一郎, 
日本宇宙生物科学会第35回大会 

27. ヒメツリガネゴケ仮根系のX線マイクロCTによる可視化の試み, 
山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 星野真人, 上杉健太朗, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌
田源司, 鈴木智美, 久米 篤, 半場祐子, 藤田知道, 唐原一郎, 
日本宇宙生物科学会第35回大会 

28. 模擬積雪を用いた氷河氷形成過程のその場観察 −氷河氷形成過程で圧力が結晶成長に与える影響と

結晶軸方向−, 
南 銀河, 島田 亙, 
2021年度日本雪氷学会全国大会 

29. 雲箱を用いた鉱物粒子の氷晶核化能力の測定 −その雲粒サイズ・鉱物サイズ・温度依存性−, 
島田 亙, 強力麻唯, 関原清流, 大岩敬典, 大木雅生, 
2021年度日本雪氷学会全国大会 

30. 雪えくぼのその場観察実験で発生した２種類の窪み, 
鈴木歩空, 島田 亙, 小杉健二, 荒川逸人, 
2021年度日本雪氷学会全国大会 

31. Development of fiber optic sensor based on electrochemical-surface plasmon resonance (EC-SPR) 
using Au plated collodial gold modified-optical fiber, 
Kawai, T., Matsuura, T., Kitai, R., Sazawa, K., Okazaki, T., Taguchi, A., Sugawara, K., and 
Kuramitz, H., 
RSC Tokyo International Conference 2021 

32. Development of a portable scale sensor using fiber optic for real-time monitoring of scale generation 
in geothermal water, 
Matsuura, T., Okazaki, T., Sazawa, K., Ueda, A., and Kuramitz, H., 
RSC Tokyo International Conference 2021   

33. Development of fluorescence electrochemical analysis based on hydrodynamic voltammetry in a 
micro-droplet using rotating disk electrode, 
Kitai, R., Kawai, T., Sazawa, K., Sugawara, K., and Kuramitz, H., 
RSC Tokyo International Conference 2021  

34. カーボンリサイクルCO2地熱発電技術（３）地熱貯留層内でのCO2流体挙動把握技術, 
上田 晃, 倉光英樹, 張 勁, 日下部 実, 山本 肇, 増岡健太郎, 徂徠正夫, 大里和己,  
日本地熱学会講演会 

35. 熱帯泥炭土壌を起源とする森林火災煙に含まれる多環芳香族炭化水素の濃度および組成に加熱雰囲

気が与える影響評価, 
原 聖樹, 廣多啓輔, 佐澤和人, 倉光英樹, 
第52回 中部化学関係学協会支部連合秋季大会 

36. Episodes of West Antarctic Ice Sheet retreat during Pliocene warmth revealed by a sedimentary 
record from the Amundsen Sea, 
Horikawa, K., Noda, M., Fujimoto, M., Asahara, Y., Shin, Ki-C., wai, M.,Wu, L., Cowan, E., 
Siddoway, C., Claus-Dieter Hillenbr and, IODP Expedition 379 Scientists, 
The 12th Symposium on Polar Science 
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小出みなみ, 玉置大介, 蒲池浩之, 高尾泰昌, 田浦太志, 唐原一郎, 
日本宇宙生物科学会第35回大会 

27. ヒメツリガネゴケ仮根系のX線マイクロCTによる可視化の試み, 
山浦遼平, 玉置大介, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 星野真人, 上杉健太朗, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌
田源司, 鈴木智美, 久米 篤, 半場祐子, 藤田知道, 唐原一郎, 
日本宇宙生物科学会第35回大会 

28. 模擬積雪を用いた氷河氷形成過程のその場観察 −氷河氷形成過程で圧力が結晶成長に与える影響と

結晶軸方向−, 
南 銀河, 島田 亙, 
2021年度日本雪氷学会全国大会 

29. 雲箱を用いた鉱物粒子の氷晶核化能力の測定 −その雲粒サイズ・鉱物サイズ・温度依存性−, 
島田 亙, 強力麻唯, 関原清流, 大岩敬典, 大木雅生, 
2021年度日本雪氷学会全国大会 

30. 雪えくぼのその場観察実験で発生した２種類の窪み, 
鈴木歩空, 島田 亙, 小杉健二, 荒川逸人, 
2021年度日本雪氷学会全国大会 

31. Development of fiber optic sensor based on electrochemical-surface plasmon resonance (EC-SPR) 
using Au plated collodial gold modified-optical fiber, 
Kawai, T., Matsuura, T., Kitai, R., Sazawa, K., Okazaki, T., Taguchi, A., Sugawara, K., and 
Kuramitz, H., 
RSC Tokyo International Conference 2021 

32. Development of a portable scale sensor using fiber optic for real-time monitoring of scale generation 
in geothermal water, 
Matsuura, T., Okazaki, T., Sazawa, K., Ueda, A., and Kuramitz, H., 
RSC Tokyo International Conference 2021   

33. Development of fluorescence electrochemical analysis based on hydrodynamic voltammetry in a 
micro-droplet using rotating disk electrode, 
Kitai, R., Kawai, T., Sazawa, K., Sugawara, K., and Kuramitz, H., 
RSC Tokyo International Conference 2021  

34. カーボンリサイクルCO2地熱発電技術（３）地熱貯留層内でのCO2流体挙動把握技術, 
上田 晃, 倉光英樹, 張 勁, 日下部 実, 山本 肇, 増岡健太郎, 徂徠正夫, 大里和己,  
日本地熱学会講演会 

35. 熱帯泥炭土壌を起源とする森林火災煙に含まれる多環芳香族炭化水素の濃度および組成に加熱雰囲

気が与える影響評価, 
原 聖樹, 廣多啓輔, 佐澤和人, 倉光英樹, 
第52回 中部化学関係学協会支部連合秋季大会 

36. Episodes of West Antarctic Ice Sheet retreat during Pliocene warmth revealed by a sedimentary 
record from the Amundsen Sea, 
Horikawa, K., Noda, M., Fujimoto, M., Asahara, Y., Shin, Ki-C., wai, M.,Wu, L., Cowan, E., 
Siddoway, C., Claus-Dieter Hillenbr and, IODP Expedition 379 Scientists, 
The 12th Symposium on Polar Science 

  

 

 

37. 希釈流路を導入したペーパーマイクロ流体デバイス（μPAD)の開発, 
前田一統, Chanika, C., 佐澤和人, 倉光英樹, 
2021年度日本化学会近畿支部北陸地区講演会と研究発表会 

38. 好気的および嫌気的条件下の加熱により熱帯泥炭中に生成する多環芳香族炭化水素の濃度・組成に関

する研究, 
阿部隼也, 倉光英樹, 佐澤和人, 
2021年度日本化学会近畿支部北陸地区講演会と研究発表会 

39. 富山県氷見市の小河川からみた水田排水の流入が河川水質に与える影響評価, 
小宮山朋花, 倉光英樹, 佐澤和人, 
2021年度日本化学会近畿支部北陸地区講演会と研究発表会 

40. プラスチック光ファイバーを用いた地熱水中のスケールセンサーの開発, 
杉浦暉冬, 松浦匠真, 佐澤和人, 上田 晃, 倉光英樹, 
2021年度日本化学会近畿支部北陸地区講演会と研究発表会 

41. 蛍光消光法による多環芳香族炭化水素誘導体の腐植物質への分配と溶解度変化の評価, 
息野 彩, 佐澤和人, 倉光英樹, 
2021年度日本化学会近畿支部北陸地区講演会と研究発表会 

42. 腐植物質の化学的特性評価を目的とした電荷移動型蛍光色素の探索, 
小山華慧, 倉光英樹, 佐澤和人, 
2021年度日本化学会近畿支部北陸地区講演会と研究発表会 

43. 登山家が記した山行記録を用いた動物相の調査と検討事例, 
柏木健司, 
令和３年度 富山県生物学会研究発表会 

44. 大分県高島における外来齧歯類2種の胃内容分析（予報）, 
水健次郎, 池永芽衣, 横畑泰志, 安田雅俊, 
「野生生物と社会」学会2021年度大会 

45. 立山での大気・雪氷観測の現状と今後, 
青木一真, 島田 亙, 
第16回立山研究会 

46. MR16-08からMR21-04航海の海洋大気のエアロゾルの光学的特性, 
青木一真, 
海と地球のシンポジウム2021 

47. 富山県と石川県の河川水からの局所麻酔薬リドカイン耐性細菌の単離とキャラクタリゼーション, 
石丸明日翔, 品川音唯, 西川 淳, 田中仁志, 西尾正輝, 佐澤和人, 酒徳昭宏, 倉光英樹, 中村省吾,  
田中大祐, 
令和3年度日本水環境学会中部支部研究発表会 

48. 立山施設における気象観測の現状と今後の計画, 
島田 亙, 青木一真, 
第16回 立山研究会 

49. 人工積雪を用いた雪えくぼの再現実験, 
鈴木歩空, 島田 亙, 
第16回 立山研究会 
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50. 模擬積雪を用いた氷河氷形成過程その場観察−結晶主軸方向と粒子の成長−, 
南 銀河, 島田 亙, 
第16回 立山研究会 

51. Study of influence of spatial and temporal validation of aerosol optical properties on in-situ 
validation and  climate change, 
Aoki, K., 
Joint PI Workshop of Global Environment Observation Mission 2021 

52. 「スペース・モス」の活動報告：ISSにおける宇宙微小重力実験から地上過重力実験まで, 
藤田知道, 久米 篤, 蒲池浩之, 半場祐子, 日渡祐二, 唐原一郎, 小野田雄介, 横井真希, ヴィアチェス

ラヴォヴァ アリサ, 山下祐輝, バイヤー マルセル, 安田柚里, 中澤 誠, 新濱梨奈, 佐々木智哉, 逵か

おる, 平山桃菜 笠原春夫, 鈴木智美, 嶋津 徹, 鎌田源司, 矢野幸子, 
第36回宇宙環境利用シンポジウム 

53. 宇宙における植物の生活環 －根系の三次元形態の評価を通じた低重力植物栽培条件の最適化を目指

して－（2021年度報告）, 
唐原一郎, 山浦遼平, 小出みなみ, 田中 蓮, 蒲池浩之, 山内大輔, 峰雪芳宣, 玉置大介, 星野真人, 上
杉健太朗, 中井勇介, 中野明正, 西内 巧, 高尾泰昌, 田浦太志, 嶋津 徹, 笠原春夫, 鎌田源司, 鈴木

智美, 小野田雄介, 日渡祐二, 半場祐子, 久米 篤, 藤田知道, 
第36回宇宙環境利用シンポジウム 

54. 北海道で観察された鴎状結晶, 
島田 亙, 伊東慎司, 大島 基, 
国立極地研究所研究集会 

55. 最近の航海における 海洋大気エアロゾルの光学的特性, 
青木一真, 
MR21-01 データ検討会 

56. プラスチック光ファイバーを利用した地熱水スケールセンサーの開発－シリカコア光ファイバーと

の比較－, 
杉浦暉冬, 松浦匠真, 佐澤和人, 倉光英樹, 
第56回日本水環境学会年会 

57. 富山県と石川県の河川水からの局所麻酔薬リドカイン耐性細菌の単離とキャラクタリゼーション, 
石丸明日翔, 品川音唯, 西川 淳, 田中仁志, 西尾正輝, 佐澤和人, 酒徳昭宏, 倉光英樹, 中村省吾,  
田中大祐, 
第56回日本水環境学会年会 

58. 過マンガン酸イオンの微粒子への吸着を利用する COD のオンサイト画像測色法 －淡水, 汽水,   
海水への応用－, 
川畑美佳, 小濵 望, 岡崎琢也, 佐澤和人, 波多宣子, 倉光英樹, 田口 茂, 
第56回日本水環境学会年会 

59. インドネシア共和国中部カリマンタン州における油ヤシ栽培が熱帯泥炭土の化学的特性に与える  
影響評価, 
佐澤和人, 日備野正伸, 原 聖樹, 廣多啓輔, Yustiawati, Y., 倉光英樹, 
第56回日本水環境学会年会 

60. 熱帯泥炭土壌の加熱により生じる水溶性有機成分の化学的特性の変化と毒性評価, 
大木俊平, 佐澤和人, 藏崎正明, 倉光英樹, 
第56回日本水環境学会年会 
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55. 最近の航海における 海洋大気エアロゾルの光学的特性, 
青木一真, 
MR21-01 データ検討会 
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61. ヒメツリガネゴケにおける微小重力と過重力に対する応答とその遺伝子発現変動, 
山下祐輝, 横井真希, 神野智世, Beier Marcel Pascal, 篠澤章久, 坂田洋一, 蒲池浩之, 半場祐子,   
唐原一郎, 日渡祐二, 久米 篤, 藤田知道, 
第63回日本植物生理学会年会 

62. Linkage of calcium dynamics and forest invertebrates  -application of strontium isotope analysis- , 
Ohta, T., Hiura, T., and Saeki, I., 
The 69th Annual Meeting of the ESJ 

63. 石川県中北部におけるモグラ二種の分布状況, 
吉村和倫, 横畑泰志, 
第69回日本生態学会大会 

■科研費及び科研費相当研究費 

1. 2018-2021, 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)), 
熱帯泥炭火災に由来する多環芳香族炭化水素と誘導体の土壌残存性とそのリスクの解明, 
(代表者) 倉光英樹, (分担者) 佐澤和人, 佐々木隆浩(北海道医療大学), 斎藤 健(北海道大学), 藏崎正明

(北海道大学) 

2. 2018-2022, 新学術領域研究(研究領域提案型), 
古代西アジアをめぐる水と土と都市の相生・相克と都市鉱山の起源, 
(代表者) 安間 了(徳島大学), (分担者) 堀川恵司, 荒川洋二(筑波大学), 横尾頼子(同志社大学), 淺原良

浩(名古屋大学), 下岡順直(立正大学), 中野孝教(徳島大学), 佐野貴司(独立行政法人国立科学博物館),  
若狭幸(弘前大学), 黒澤正紀(筑波大学), 八木勇治(筑波大学), 申 基チョル(総合地球環境学研究所),池
端 慶(筑波大学), 丸岡照幸(筑波大学), 昆 慶明(国立研究開発法人産業技術総合研究所), 鎌田祥仁  
(筑波大学) 

3. 2019-2021, 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)), 
南米チリにおける大気汚染とバイオエアロゾルの統合解析による健康影響評価基盤の構築, 
(代表者) 田中大祐, (分担者) 酒徳昭宏, 藤吉 奏(京都大学), 丸山史人(広島大学), 能田 淳(酪農学園大

学) 

4. 2019-2021, 基盤研究(C), 
自発的相分離による有機イオン会合体相抽出／環境計測法の開発とオンサイト分析, 
(代表者) 波多宣子, (分担者) 佐澤和人 

5. 2019-2021, 基盤研究(C),  
ニホンザルは洞窟を使って豪雪の厳冬期をいかに克服するか, 
(代表者) 柏木健司, (分担者) 辻 大和(京都大学), 高井正成(京都大学) 

6. 2019-2021, 若手研究, 
トカラ列島を中心とする火山活動の地球化学的解析と全球物質循環・環境への影響の評価, 
(代表者) 鹿児島渉悟  

7. 2019-2022, 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)), 
炭酸塩試料を用いた長期間かつ高解像度の古環境復元, 
(代表者) 佐野有司(高知大学), (分担者) 白井厚太朗(東京大学), 鹿児島渉悟(富山大学), 高畑直人(東京

大学) 

8. 2019-2022, 基盤研究(B), 
複雑な花形態が適応的になる生態学的条件の解明: 種間比較・群集間比較を通じた検討, 
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(代表者) 丑丸敦史(神戸大学), (分担者) 石井 博, 岡本朋子(岐阜大学) 

9. 2019-2022, 基盤研究(C), 
 重金属同位体を利用した森林生態系における大気沈着負荷量の推定と物質循環変動の解明, 
(代表者) 浦川梨恵子(一般財団法人日本環境衛生センターアジア大気汚染研究センター),  
(分担者) 太田民久, 申 基チョル(総合地球環境学研究), 佐瀬裕之(一般財団法人日本環境衛生センタ

ーアジア大気汚染研究センター) 

10. 2020-2021, 挑戦的研究(萌芽), 
太陽系最古の生命の痕跡を探す, 
(代表者) 佐野有司 (高知大学), (分担者) 伊規須素子 (国立研究開発法人海洋研究開発機構), 鹿児島 
渉悟(富山大学), 高畑直人(東京大学) 

11. 2020-2022, 基盤研究(C), 
森林の伐採が林冠の動植物群集に与える影響 ～屋久島のヤクスギ林を例として～, 
(代表者) 佐伯いく代 (筑波大学), (分担者) 石井弘明(神戸大学), 東 若菜(神戸大学), 長田典之(名城大

学), 太田民久 

12. 2020-2022, 基盤研究(C), 
2019年夏季に発生したアコヤガイ大量死は滑走細菌症か？-原因究明と診断法開発-, 
(代表者) 酒德昭宏, (分担者) 一色 正(三重大学) 

13. 2020-2022, 基盤研究(C), 
七尾湾におけるトラフグの嗅覚による産卵場の選択に関する研究, 
(代表者) 上田 宏(金沢大学), (分担者) 酒徳昭宏, 糸井史朗(日本大学), 松原 創(金沢大学), 安東宏徳

(新潟大学), 鈴木信雄(金沢大学), 山本雄三(公益財団法人海洋生物環境研究所) 

14. 2020-2023, 基盤研究(A), 
石筍とトゥファのレアアイソトープで復元する温暖期日本列島の高解像度気候記録, 
(代表者) 狩野彰宏, (分担者) 柏木健司, 堀 真子(大阪教育大学), 仙田量子(九州大学), 坂井三郎(国立

研究開発法人海洋研究開発機構), 奥村知世(高知大学), 齊藤諒介(山口大学) 

15. 2020-2023, 基盤研究(B), 
ウロコの同位体比を利用した, 魚類の生活史推定手法の開発とその応用, 
(代表者) 太田民久, (分担者) 佐藤拓哉(神戸大学), 末吉正尚(国立研究開発法人土木研究所), 飯塚 毅
(東京大学) 

16. 2020-2024, 基盤研究(C), 
MRI(核磁気共鳴画像法）を用いた水に浸った雪粒子の急速成長過程の研究, 
(代表者) 竹内由香里(国立研究開発法人森林研究・整備機構), (分担者) 島田 亙, 荒川逸人(国立研究開

発法人防災科学技術研究所) 

17. 2021-2023, 基盤研究(B), 
炭素分配戦略の視点から明らかにする天然スギ機能形質の地理変異, 
(代表者) 日浦 勉, (分担者) 太田民久, 津村義彦(筑波大学), 東 若菜(神戸大学), 斉藤拓也(国立研究開

発法人国立環境研究所) 

18. 2021-2023, 挑戦的研究(萌芽), 
植物の重力応答に関わる未知の分子基盤の解明と成長制御技術の開発, 
(代表者) 久米 篤(九州大学), (分担者) 蒲池浩之 

19. 2021-2023, 基盤研究(B), 
大気バイオエアロゾルの粒径別特性と健康影響評価に向けた基盤研究, 
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(分担者) 太田民久, 申 基チョル(総合地球環境学研究), 佐瀬裕之(一般財団法人日本環境衛生センタ

ーアジア大気汚染研究センター) 

10. 2020-2021, 挑戦的研究(萌芽), 
太陽系最古の生命の痕跡を探す, 
(代表者) 佐野有司 (高知大学), (分担者) 伊規須素子 (国立研究開発法人海洋研究開発機構), 鹿児島 
渉悟(富山大学), 高畑直人(東京大学) 

11. 2020-2022, 基盤研究(C), 
森林の伐採が林冠の動植物群集に与える影響 ～屋久島のヤクスギ林を例として～, 
(代表者) 佐伯いく代 (筑波大学), (分担者) 石井弘明(神戸大学), 東 若菜(神戸大学), 長田典之(名城大

学), 太田民久 

12. 2020-2022, 基盤研究(C), 
2019年夏季に発生したアコヤガイ大量死は滑走細菌症か？-原因究明と診断法開発-, 
(代表者) 酒德昭宏, (分担者) 一色 正(三重大学) 

13. 2020-2022, 基盤研究(C), 
七尾湾におけるトラフグの嗅覚による産卵場の選択に関する研究, 
(代表者) 上田 宏(金沢大学), (分担者) 酒徳昭宏, 糸井史朗(日本大学), 松原 創(金沢大学), 安東宏徳

(新潟大学), 鈴木信雄(金沢大学), 山本雄三(公益財団法人海洋生物環境研究所) 

14. 2020-2023, 基盤研究(A), 
石筍とトゥファのレアアイソトープで復元する温暖期日本列島の高解像度気候記録, 
(代表者) 狩野彰宏, (分担者) 柏木健司, 堀 真子(大阪教育大学), 仙田量子(九州大学), 坂井三郎(国立

研究開発法人海洋研究開発機構), 奥村知世(高知大学), 齊藤諒介(山口大学) 

15. 2020-2023, 基盤研究(B), 
ウロコの同位体比を利用した, 魚類の生活史推定手法の開発とその応用, 
(代表者) 太田民久, (分担者) 佐藤拓哉(神戸大学), 末吉正尚(国立研究開発法人土木研究所), 飯塚 毅
(東京大学) 

16. 2020-2024, 基盤研究(C), 
MRI(核磁気共鳴画像法）を用いた水に浸った雪粒子の急速成長過程の研究, 
(代表者) 竹内由香里(国立研究開発法人森林研究・整備機構), (分担者) 島田 亙, 荒川逸人(国立研究開

発法人防災科学技術研究所) 

17. 2021-2023, 基盤研究(B), 
炭素分配戦略の視点から明らかにする天然スギ機能形質の地理変異, 
(代表者) 日浦 勉, (分担者) 太田民久, 津村義彦(筑波大学), 東 若菜(神戸大学), 斉藤拓也(国立研究開

発法人国立環境研究所) 

18. 2021-2023, 挑戦的研究(萌芽), 
植物の重力応答に関わる未知の分子基盤の解明と成長制御技術の開発, 
(代表者) 久米 篤(九州大学), (分担者) 蒲池浩之 

19. 2021-2023, 基盤研究(B), 
大気バイオエアロゾルの粒径別特性と健康影響評価に向けた基盤研究, 

 

 

(代表者) 田中大祐, (分担者) 藤吉 奏(広島大学), 丸山史人(広島大学), 加賀谷重浩(富山大学), 金谷潤

一(富山県衛生研究所), 木全恵子(富山県衛生研究所) 

20. 2021-2023, 基盤研究(C), 
大規模森林火災跡地に生成する多環芳香族炭化水素類の挙動と毒性発現機構の解明, 
(代表者) 佐澤和人  

21. 2021-2024, 基盤研究(B), 
氷床融解最前線における鮮新世温暖期南極氷床崩壊イベント検証と地域性解明, 
(代表者) 岩井雅夫(高知大学), (分担者) 堀川恵司 

22. 2021-2024, 基盤研究(A), 
過去の温暖期における南極氷床の大規模融解の実態解明：鉛同位体に着目した新たな解析, 
(代表者) 堀川恵司, (分担者) 淺原良浩(名古屋大学), 板木拓也(国立研究開発法人産業技術総合研究所), 
岩井雅夫(高知大学),  

23. 2021-2025, 基盤研究(B), 
中部山岳域における気候変動影響評価の分野横断的定量データの構築, 
(代表者) 青木一真, (分担者) 島田 亙, 久米 篤(九州大学), 野間直彦(滋賀県立大学), 竹内 望(千葉大

学), 石田 仁(岐阜大学), 中島春樹(富山県農林水産総合技術センター), 小熊宏之(国立研究開発法人国

立環境研究所), 

24. 2020-2022, 基盤研究(B), 
温暖化～成層強化による東シナ海外部陸棚域の低栄養化・貧酸素化と生態系への影響評価, 
(代表者) 張  勁, (分担者) 郭 新宇(愛媛大学), 遠藤貴洋(九州大学) 

■外部資金 

1. エアロゾルの光学的特性の時空間変動の地上検証と気候影響についての研究, 
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構, 
(代表者) 青木一真  

2. 九州大学応用力学研究所共同研究：代表「西之島火山によるエアロゾルの光学的特性」, 
九州大学応用力学研究所, 
(代表者) 青木一真  

3. 金沢大学環日本海域環境研究センター共同研究：代表「富山湾を挟むエアロゾルの光学的特性の変動」, 
金沢大学環日本海域環境研究センター, 
(代表者) 青木一真  

4. 水産資源調査・評価推進事業のうち, 「(1)資源量推定等高精度化推進事業並びに(2)国際水産資源動態

等調査解析事業」, 
国立研究開発法人水産研究・教育機構, 
(代表者) 太田民久  

5. 下仁田町内の石灰岩体と鍾乳洞の基礎的研究, 
ジオパーク下仁田協議会, 
(代表者) 柏木健司, (分担者) Pioneer Caving Club 

6. 根系の三次元形態の評価を通じた低重力植物栽培条件の最適化 宇宙航空研究開発機構（JAXA）, 
(代表者) 唐原一郎, (分担者) 蒲池浩之 

7. 地球物理・化学的探査による海底火山および海底熱水活動の調査, 
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東京大学地震研究所, 
(代表者) 小畑 元(東京大学), (分担者) 鹿児島渉悟, 高畑直人(東京大学) 

8. 北海道摩周周辺における火山活動の時間変化に関する地球化学的調査, 
東京大学地震研究所, 
(代表者) 鹿児島渉悟  

9. 地球化学的観測による活火山の活動調査, 
東京大学大気海洋研究所, 
(代表者) 鹿児島渉悟  

10. 金属多孔体を用いた水処理に関する研究, 
住友電気工業株式会社, 
(代表者) 倉光英樹  

11. 令和 3 年度 地熱発電技術に関する委託研究「地熱貯留層・管理技術」のうち分解性トレーサ試験に

おけるトレーサの熱特性の調査, 
地熱技術開発株式会社, 
(代表者) 倉光英樹  

12. CO2 鉱物固定化の検討および鉱物固定化評価技術の開発, 
大成建設株式会社, 
(代表者) 倉光英樹  

13. 有用微細藻を利用した商品化への検討と藻類の安定生産の構築, 
株式会社大林組, 
(代表者) 酒德昭宏  

14. 新種の Vibrio 属細菌の感染が引き起こすアコヤガイ大量死の全容解明-世界に誇る日本の真珠産業の

持続と発展のために-, 
公益財団法人クリタ水・環境科学振興財団, 
(代表者) 酒德昭宏  

15. 七尾湾に特異的な底質環境の解析：海底堆積物中の溶存遊離アミノ酸の変動と微生物群集との関係, 
2021年度金沢大学環日本海域環境研究センター, 
(代表者) 酒德昭宏, (分担者) 上田 宏(金沢大学), 松原 創(金沢大学), 鈴木信雄(金沢大学), 沖野龍文

(北海道大学) 

16. 積雪内における融雪水の非一様流下過程に関する研究, 
国立研究開発法人森林研究・整備機構, 
(代表者) 島田 亙  

17. 雪えくぼの発生条件とその形状に関する研究（その３）, 
国立研究開発法人防災科学技術研究所, 
(代表者) 島田 亙  

18. 次世代施設園芸における微生物叢の解析と病原微生物の検出に関する研究開発, 
株式会社ニッポンジーン, 
(代表者) 田中大祐, (分担者) 酒徳昭宏 

19. 気候変動による富山県の水・栄養塩循環への影響評価と適応策の検討, 
独立行政法人環境再生保全機構, 
(代表者) 張  勁  
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東京大学地震研究所, 
(代表者) 小畑 元(東京大学), (分担者) 鹿児島渉悟, 高畑直人(東京大学) 

8. 北海道摩周周辺における火山活動の時間変化に関する地球化学的調査, 
東京大学地震研究所, 
(代表者) 鹿児島渉悟  

9. 地球化学的観測による活火山の活動調査, 
東京大学大気海洋研究所, 
(代表者) 鹿児島渉悟  

10. 金属多孔体を用いた水処理に関する研究, 
住友電気工業株式会社, 
(代表者) 倉光英樹  

11. 令和 3 年度 地熱発電技術に関する委託研究「地熱貯留層・管理技術」のうち分解性トレーサ試験に

おけるトレーサの熱特性の調査, 
地熱技術開発株式会社, 
(代表者) 倉光英樹  

12. CO2 鉱物固定化の検討および鉱物固定化評価技術の開発, 
大成建設株式会社, 
(代表者) 倉光英樹  

13. 有用微細藻を利用した商品化への検討と藻類の安定生産の構築, 
株式会社大林組, 
(代表者) 酒德昭宏  

14. 新種の Vibrio 属細菌の感染が引き起こすアコヤガイ大量死の全容解明-世界に誇る日本の真珠産業の

持続と発展のために-, 
公益財団法人クリタ水・環境科学振興財団, 
(代表者) 酒德昭宏  

15. 七尾湾に特異的な底質環境の解析：海底堆積物中の溶存遊離アミノ酸の変動と微生物群集との関係, 
2021年度金沢大学環日本海域環境研究センター, 
(代表者) 酒德昭宏, (分担者) 上田 宏(金沢大学), 松原 創(金沢大学), 鈴木信雄(金沢大学), 沖野龍文

(北海道大学) 

16. 積雪内における融雪水の非一様流下過程に関する研究, 
国立研究開発法人森林研究・整備機構, 
(代表者) 島田 亙  

17. 雪えくぼの発生条件とその形状に関する研究（その３）, 
国立研究開発法人防災科学技術研究所, 
(代表者) 島田 亙  

18. 次世代施設園芸における微生物叢の解析と病原微生物の検出に関する研究開発, 
株式会社ニッポンジーン, 
(代表者) 田中大祐, (分担者) 酒徳昭宏 

19. 気候変動による富山県の水・栄養塩循環への影響評価と適応策の検討, 
独立行政法人環境再生保全機構, 
(代表者) 張  勁  

 

 

20. 脊椎骨の鉛同位体比に基づく魚の産地判別手法の開発, 
公益財団法人富山第一銀行奨学財団, 
(代表者) 堀川恵司, (分担者) 中島一歩（富山県水産研究所） 

■学外活動, 社会貢献 

 青木一真, 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 「地球観測に関する科学アドバイザリ委員会」 
分科会メンバー 

 青木一真, 富山県 富山県環境審議会 専門部会 専門員 
 青木一真, 富山県 富山県環境影響評価技術審査会 委員 
 青木一真, 金沢大学環日本海域環境研究センター 共同研究員 
 青木一真, 富山県山岳遭難対策協議会 理事 
 青木一真, 富山市教育委員会 富山市科学博物館協議会 委員 
 青木一真, 富山県富山東高等学校 自然科学コース発表会 審査委員 
 青木一真, 第９回北信越地区自然科学部研究発表会 審査委員 
 青木一真, 富山県高等学校自然科学部研究発表会 審査委員長 
 青木一真, 立山自然保護センター講演会 講師 
 柏木健司, 特定非営利活動法人地学オリンピック日本委員会 地区コーディネーター 
 柏木健司, 富山地学会 副会長 
 柏木健司, 富山県古生物研究会 副会長 
 柏木健司, くろべ水の少年団 第2回活動の講師 
 柏木健司, くろべ水の少年団 第3回活動の講師 
 柏木健司, くろべ水の少年団 第5回活動の講師 
 柏木健司, 宇奈月の歴史と文化を楽しむ会 研修講師 
 蒲池浩之, 富山市民大学 講師 
 倉光英樹, 富山市産業廃棄物処理施設審査会 委員 
 倉光英樹, 富山県 富山県環境審議会 専門部会 専門員 
 酒德昭宏, 高岡高校課題研究 講師 
 島田 亙 , 富山県 富山県総合雪対策推進会議 委員 
 島田 亙 , 日本雪氷学会北信越支部 理事 
 島田 亙 , 公益社団法人 日本雪氷学会 雪氷編集委員会 論文担当委員    
 島田 亙 , 公益社団法人 日本雪氷学会 雪氷物性分科会 監事 
 島田 亙 , 富山県生活環境文化部自然保護課 立山地区雪崩安全対策研究会 委員 
 島田 亙 , 第24回北陸地方雪崩事故を防ぐための講習会 
 田中大祐, 公益社団法人日本水環境学会中部支部 役員(理事) 
 田中大祐, 金沢大学環日本海域環境研究センター運営委員会 委員 
 田中大祐, 富山県衛生研究所 安全監視委員 
 田中大祐, 公益財団法人 日本水環境学会 委員 
 田中大祐, 富山県農林水産部 「消費・安全対策交付金」第三評価委員 
 田中大祐, 第56回日本水環境学会年会 幹事長 
 田中大祐, 第24回日本水環境学会シンポジウム 監視担当 
 田中大祐,  Microorganisms誌, Guest Editor 
 張 勁, 公益財団法人環日本海環境協力センター 理事 
 張 勁, 一般社団法人日本地球化学会 理事 
 張 勁, 日本海洋学会 沿岸海洋研究会委員会 委員 
 張 勁, 富山県 とやま21世紀水ビジョン推進会議 委員 
 張 勁, 富山県 富山県河川整備計画検討委員会 委員 
 張 勁, 日本学術会議 連携会員 
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 張 勁, 公益財団法人とやま国際センター日本海学推進機構 運営委員 
 張 勁, 公益財団法人環日本海環境協力センター 理事 
 張 勁, 砺波市地下水・水質保全等検討委員 
 張 勁, 公益財団法人国際エメックスセンター 科学・政策委員会 委員 
 張 勁, 「安全・安心でおいしい地下水サミット」基調講演 講師 
 張 勁,  Ocean University of China 客員教授, 
 張 勁, SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) 副議長 
 張 勁, IOC協力推進委員会 WESTPAC国内専門部会 委員 
 張 勁, IOC/WESTPAC 縁辺海プログラム 共同議長 
 中村省吾, 富山市民大学 講師 
 中村省吾, 富山歯科総合学院 講師 
 中村省吾, 富山県環境影響評価技術審査会 委員 
 波多宣子, 北陸地方整備局富山ブロック総合評価審査委員会 委員 
 波多宣子, 日本分析化学会中部支部 参与 
 堀川恵司, 日本学術会議 委員 
 堀川恵司, 富山湾の魅力体験親子教室 講師 
 横畑泰志, 環境省絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会哺乳類分科会 委員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 理事 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 「哺乳類科学」編集委員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 哺乳類保護管理専門委員会 委員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 分類群名・標本検討委員会 委員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 哺乳類保護管理委員会レッドリスト検討作業部会部 会員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 哺乳類保護管理委員会外来動物検討作業部会部 会員 
 横畑泰志, 日本野生動物医学会 評議員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本生態学会 自然保護専門委員会 委員(寄生生物担当） 
 横畑泰志, 一般社団法人日本生態学会 自然保護専門委員会魚釣島問題アフターケア委員会 委員長 
 横畑泰志, 一般社団法人日本生態学会 自然保護専門委員会外来種問題検討作業部会部 会員 
 横畑泰志, 一般社団法人富山大学出版会 理事 
 横畑泰志, 富山大学生活協同組合 理事長 
 横畑泰志, アースデイとやま2021-2022実行委員会 実行委員長 
 横畑泰志, 特定非営利活動法人立山自然保護ネットワーク 理事長 
 横畑泰志, 日本科学者会議富山支部 幹事 
 横畑泰志, 全国大学生協連合会 全国教職員委員会 委員 
 横畑泰志, 関西・北陸ブロック教職員アドバイザー 
 横畑泰志, 一般社団法人環境市民プラットフォームとやま 理事 
 横畑泰志, 一般社団法人富山大学出版会 理事 
 横畑泰志, 国立研究開発法人国立環境研究所 アドバイザリーボード委員 

■学内運営, 学内活動 

 青木一真, 生物圏環境科 学科長 
 青木一真, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 青木一真, 理学部 広報委員会 委員長 
 青木一真, 理学部 高大連携部会 部会長 
 青木一真, 理学部 安全管理委員会 委員 
 青木一真, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 青木一真, 地域連携推進機構 生涯学習部門 公開講座専門委員会 委員 
 青木一真, 大学戦略支援室 室員 
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 張 勁, 公益財団法人とやま国際センター日本海学推進機構 運営委員 
 張 勁, 公益財団法人環日本海環境協力センター 理事 
 張 勁, 砺波市地下水・水質保全等検討委員 
 張 勁, 公益財団法人国際エメックスセンター 科学・政策委員会 委員 
 張 勁, 「安全・安心でおいしい地下水サミット」基調講演 講師 
 張 勁,  Ocean University of China 客員教授, 
 張 勁, SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) 副議長 
 張 勁, IOC協力推進委員会 WESTPAC国内専門部会 委員 
 張 勁, IOC/WESTPAC 縁辺海プログラム 共同議長 
 中村省吾, 富山市民大学 講師 
 中村省吾, 富山歯科総合学院 講師 
 中村省吾, 富山県環境影響評価技術審査会 委員 
 波多宣子, 北陸地方整備局富山ブロック総合評価審査委員会 委員 
 波多宣子, 日本分析化学会中部支部 参与 
 堀川恵司, 日本学術会議 委員 
 堀川恵司, 富山湾の魅力体験親子教室 講師 
 横畑泰志, 環境省絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会哺乳類分科会 委員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 理事 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 「哺乳類科学」編集委員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 哺乳類保護管理専門委員会 委員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 分類群名・標本検討委員会 委員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 哺乳類保護管理委員会レッドリスト検討作業部会部 会員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本哺乳類学会 哺乳類保護管理委員会外来動物検討作業部会部 会員 
 横畑泰志, 日本野生動物医学会 評議員 
 横畑泰志, 一般社団法人日本生態学会 自然保護専門委員会 委員(寄生生物担当） 
 横畑泰志, 一般社団法人日本生態学会 自然保護専門委員会魚釣島問題アフターケア委員会 委員長 
 横畑泰志, 一般社団法人日本生態学会 自然保護専門委員会外来種問題検討作業部会部 会員 
 横畑泰志, 一般社団法人富山大学出版会 理事 
 横畑泰志, 富山大学生活協同組合 理事長 
 横畑泰志, アースデイとやま2021-2022実行委員会 実行委員長 
 横畑泰志, 特定非営利活動法人立山自然保護ネットワーク 理事長 
 横畑泰志, 日本科学者会議富山支部 幹事 
 横畑泰志, 全国大学生協連合会 全国教職員委員会 委員 
 横畑泰志, 関西・北陸ブロック教職員アドバイザー 
 横畑泰志, 一般社団法人環境市民プラットフォームとやま 理事 
 横畑泰志, 一般社団法人富山大学出版会 理事 
 横畑泰志, 国立研究開発法人国立環境研究所 アドバイザリーボード委員 

■学内運営, 学内活動 

 青木一真, 生物圏環境科 学科長 
 青木一真, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 青木一真, 理学部 広報委員会 委員長 
 青木一真, 理学部 高大連携部会 部会長 
 青木一真, 理学部 安全管理委員会 委員 
 青木一真, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 青木一真, 地域連携推進機構 生涯学習部門 公開講座専門委員会 委員 
 青木一真, 大学戦略支援室 室員 

 

 

 青木一真, 富山大学・立山施設 管理運営 
 石井 博 , 理学部 学生生活委員会 委員長 
 石井 博 , 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 石井 博 , 自殺防止対策協議会 
 石井 博 , 教育・学生支援機構 学生支援センター会議 
 太田民久, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 委員 
 太田民久, 理学部 活動報告2021編集ＷＧ 委員 
 鹿児島渉悟, 持続可能社会創成学環グローバルSDGsプログラム広報担当 
 柏木健司, 排水安全専門委員会 委員 
 蒲池浩之, 五福キャンパス放射線管理委員会（第２条第１号委員） 
 蒲池浩之, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 放射性同位元素実

験施設会議（６号委員） 
 倉光英樹, 生物圏環境科学科長 副学科長 
 倉光英樹, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 倉光英樹, 理学部 国際交流委員会 委員長 
 倉光英樹, 理工学教育部修士課程専攻主任 
 倉光英樹, 環境安全衛生マネジメント委員会 環境マネジメント部会 委員 
 倉光英樹, 環境安全衛生マネジメント委員会 化学物質管理部会五福キャンパス部会 委員 
 倉光英樹, 国際機構運営会議 
 酒德昭宏, 理工学教育部 修士課程理学領域部会教育委員会 委員 
 酒德昭宏, ハラスメント相談員（男性） 
 島田 亙 , 理学部 将来計画ＷＧ 委員 
 島田 亙 , 自然観察実習センター運営委員会 委員 
 島田 亙 , 立山施設 維持整備 
 田中大祐, 理学部 就職指導委員会 委員長 
 田中大祐, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 田中大祐, 理学部 遺伝子組換え生物等使用実験安全主任者 
 田中大祐, 教育・学生支援機構 就職・キャリア支援センター会議 
 田中大祐, 教育・学生支援機構 就職・キャリア支援センター会議（就職支援専門会議） 
 田中大祐, ファーマ・メディカルエンジニア養成プログラム実施委員会 委員 
 田中大祐, 理工学研究科設置準備委員会 委員 
 張  勁 , 理学部 教務委員会 教育改善部会 委員 
 張  勁 , 理工学教育部博士課程 地球生命環境科学専攻 専攻長 
 張  勁 , 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット会議 
 堀川恵司, 理学部 入試委員会 委員 
 堀川恵司, 理学部 排水安全専門委員会 委員長 
 横畑泰志, 理学部 教務委員会 教育実施部会 
 横畑泰志, 安全衛生委員会 委員 
 横畑泰志, 動物実験委員会 委員 
 横畑泰志, 教育・学生支援機構 教職支援センター協力教員 

■学士・修士・博士論文指導 
 学士  31名 
 修士   9名 
 博士  2名 
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■博士論文 
 富山県の陸水動態解析による沿岸海洋への栄養塩・炭素フラックスの長期変動の解明, 

片境紗希 
 Paleoceanographic reconstruction and Cordilleran Ice Sheet dynamics during the last deglaciation 

inferred from multiproxy geochemical records of the Gulf of Alaska sediment core (アラスカ湾堆積物コ

アの地球化学データによる融氷期の古海洋復元とコルディエラ氷床の動態), 
Md. Nurunnabi Mondal 
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