
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

産学・地域交流のための 

研究シーズ集 
令和３年度（202１年度） 

石川県立大学は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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ご希望の研究シーズを見つけていただくために 

 

 トップページから探す 

各学科，各附属機関の冒頭にトップページがあります。1

ページ目は各組織の研究概要が記述されています。2 ページ

目に各教員の研究テーマと掲載ページが示されていますの

で，ご活用ください。 

 

 4 種類の索引から探す 

 SDGs 索引 

企業，行政などの組織の皆様が目指す「持続可能な開

発目標 SDGs＊」にマッチする教員を見つけることがで

きます。 
＊「SDGs」とは，2015 年 9 月の国連サミットで採択された 2030

年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

 キーワード索引 

 本研究シーズ集に掲載されている内容の無断引用は

ご遠慮ください。 



 

 
 

 

 

 

石川県立大学は、農学の新しい展開として、生物資源環境学という学問分野を掲げ、農業生

産、自然環境と農業環境、食と健康、さらにはバイオサイエンスとバイオテクノロジーの各学問分

野で教育と研究を実践してまいりました。建学の基本理念は「バイオ・環境・食をキーワードに持

続可能な社会の創造を目指す」にあります。分かりやすく申しますと、自然に親しみ、生物に

親しみ、自然と生物に学び、自然と調和した形で生物をヒトの役に立てていく。この分野

は大変広い範囲にわたる学問で、そこには多くのフロンティアが存在しています。また、国連が定

めた ２０３０年までの持続可能な開発目標、SDGs の達成はもとより、はるかにその先を見据えた

ものと言えます。 

 

石川県立大学は、創設以来、いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）の誘致、農水省

農研機構の生物系特定産業技術研究支援センターからプロジェクト「エイコサノイド生産

スーパーゼニゴケ植物工場システムの開発」の導入、文部科学省の地域イノベーション戦

略支援プログラム都市エリア型、「地域伝統発酵食品に学ぶ先進的発酵システム構築と新規

高機能食品開発」の導入、「アクトリー・エコビレッジ創成学講座」と名付けた、企業から

の寄附講座の開設、武田薬品工業（株）を母体とする（公財）発酵研究所からの公募資金に

よる、「腸内細菌共生機構学講座」と名付けられた寄附講座の開設、科学研究費特定領域研

究「植物の養分吸収と循環系」の受け入れ、農研機構、新技術・新分野創出のための基礎研

究推進事業「食の安全を目指した作物のカドミウム低減の分子機構解明」の受け入れ、農

林水産省委託プロジェクト・新農業展開ゲノムプロジェクト「環境耐性修復作物の開発」

の受け入れ、科学技術振興機構、戦略的創造研究推進事業・先端的低炭素化技術開発「不

良土壌におけるバイオマス生産拡大を目指す分子育種」、国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発」、キリン（株）「植

物ウイルスの自己増殖能力を活用した植物細胞による有用タンパク質の生産に関する共同

研究」、石川県農業総合支援機構「ヒートパイプで地中の冷熱を利用できる装置の開発によ

る、トマトの根の適温維持」等、多くの大型プロジェクトを受け入れ研究開発を行ってき

ています。これ以外にも、多くの連携事業が、県立大学の先生方を中心に進められました。

食品科学科と県農林総合研究センターの協働で能登のナカジマ菜の健康機能を顕在化し、

その増産と商品化が行われました。また、生産科学科でのヒツジ飼育の研究成果が農家や

民間企業との連携により商品化へと展開されつつあります。さらに環境科学科と環境庁や

石川県立大学 学長 
西澤 直子 

ごあいさつ 
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生産科学科 1 

 植物基礎系  

  教授 関根 政実 植物分子生理学 3 

  准教授 髙原 浩之 植物病理学 4 

  准教授 弘中満太郎 応用昆虫学 5 

  准教授 高木 宏樹 植物育種学 6 

 植物生産系  

  教授 村上 賢治 蔬菜園芸学 7 

  講師 今村 智弘 花井園芸学 8 

  准教授 坂本 知昭 作物生理学 9 

  准教授 塚口 直史 作物学 10 

 動物生産系  

  教授 平山 琢二 動物管理学 11 

  教授 橋谷田 豊 動物繁殖学 12 

  助教 浅野 桂吾 動物栄養学 13 

 生物資源管理系  

  教授 金  成㙾 農業経済経営学 14 

  准教授 大角 雅晴 生産システム学 15 

  准教授 住本 雅洋 生物資源経済学 16 

    

環境科学科 17 

 田園資源活用系  

  教授 瀧本 裕士 環境利水学 19 

  准教授 皆巳 幸也 大気環境学 20 

  准教授 百瀬 年彦 農地環境学 21 

  講師 勝見 尚也 土壌環境学 22 

生物環境保全系 

 

  教授 大井  徹 動物生態学 23 

  准教授 北村 俊平 植物生態学 24 

  准教授 田中 栄爾 微生物生態学 25 

 水環境管理系  

  教授 一恩 英二 地域水工学 26 

  教授 森  丈久 地域施設学 27 

  准教授 藤原 洋一 地域水環境学 28 

  講師 長野 峻介 水利システム学 29 

 里山里海創生系  

  教授 柳井 清治 流域環境学 30 

  准教授 山下 良平 地域計画学 31 

  准教授 上野 裕介 緑地環境学 32 

    

食品科学科 33 

 食品基礎系  

  教授 小椋 賢治 生体分子機能学 35 

  教授 小林 茂典 食品ビジネス学 36 

  准教授 本多 裕司 食品素材科学 37 

 食品製造系  

  教授 長野 隆男 食品製造開発学 38 

  准教授 島  元啓 食品製造工学 39 

  准教授 小栁  喬 食品微生物学 40 

  講師 藤田 萩乃 食品加工学 41 

 食品栄養化学系 

  教授 榎本 俊樹 食品化学 42 

  准教授 吉城由美子 食品栄養学 43 

  准教授 東村 泰希 食品生化学 44 

 食品健康安全系 

 

  教授 松本 健司 食品機能科学 45 

  准教授 中口 義次 食品管理学 46 

  准教授 西本 壮吾 食品衛生学 47 

  講師 関口 光広 食品分析学 48 

    

    

    

白山市との連携で、白山の崖崩壊による手取川の濁水問題の調査、問題解決への研究、解

決策の実行なども行われています。また、学生サークル援農隊アグリの能登地域での田植

えや収穫の援助等学生主体の地域貢献も見られます。 

これらの教育研究・地域貢献を連携して進めていく上での仕組みとして、他大学や自治

体などとの包括連携協定がありますが、本学は、これまでに金沢大学、金沢学院大学、石

川県産業創出支援機構、野々市市、白山市と協定を結び共同事業を展開してきました。 

これらさまざまな教育研究・地域貢献の上で、本学の中心的な重要な役割を果たしてい

るのが、産学官連携学術交流センターであります。 

大型研究に伴う、研究資金の大学への導入は、雇用を生み、設備、備品や消耗品の購入

を促進します。このこと自体が大学の直接的な地域貢献であることは言うまでもありませ

ん。しかし、新技術や新商品を生み出すことが、研究開発プロジェクトの目標であり、実

用化まで持っていくには、多くの高いハードルがあり、プロジェクト終了後のさらなる産

学官の連携が必要であることが多いのであります。そのための体制づくりも、産学官連携、

地域貢献の大きな課題であると思っています。 

ここに、新年度の本学「研究シーズ集」をお届けいたします。それぞれの研究内容の SDGs 

との関連を明確にしております。産学官連携の新しい糸口となる種をこの中から見つけ出

していただけたら幸いであります。本学産学官連携学術交流センターは、地域に開かれた

組織であります。どうぞお気軽にお尋ねください。 

 

令和３年５月 
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SDGs から探す 
下表をご利用いただくことで，企業，行政などの各組織の皆様が目指す「持続可能な開発目標 SDGs＊」にマッチする教員を見つけることができます。 

ロゴ 目標 掲載ページ 

 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

12，14，32，73 

 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実

現し、持続可能な農業を促進する 
3，4，6，7，9，10，11，12，13，14，16，32，
36，37，38，46，64，65，77，78 

 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確

保し、福祉を促進する 
32，37，38，39，40，42，43，44，46，47，54，
61，63，67，69 

 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確

保し、生涯学習の機会を促進する 32，31，51，52，54，55，56，57，58，66 

 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児

の能力強化を行う 53，57 

 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能

な管理を確保する 19，20，28，29，32，46，82 

 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な

近代的エネルギーへのアクセスを確保する 19，20，32，41，64，68，70，71，72，73 

 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々

の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らし

い雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

16，32，45，48，58 

 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ

持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進

を図る 

3，4，5，6，7，8，9，11，13，15，19，21，
25，27，32，35，37，39，40，41，42，44，45，
48，54，55，56，61，62，63，67，68，69，70 

 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

12，31，32，51，53 

 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能

な都市及び人間居住を実現する 23，29，31，32，41，68，69 

 

持続可能な生産消費形態を確保する 

22，32，71，73 

 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策

を講じる 
9，20，21，24，26，28，29，30，52，63，64，
65，70，73，82 

 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、

持続可能な形で利用する 22，26，30，32，47，48，71 

 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、

持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土

地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止

する 

3，4，5，6，11， 13，22，23，24，25，26，28，
30，32，47，61，65，67，77，78，82 

 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促

進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あ

らゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂

的な制度を構築する 

12，32，43，51，53 

 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロ

ーバル・パートナーシップを活性化する 32，51，58，78 

＊「SDGs」とは，2015 年 9 月の国連サミットで採択された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

教養教育センター 49 

 英語 

 

  講師 服部 良子 フィールド言語学 51 

  准教授 NORRIS Glen 英語教育 52 

  講師 田村 恵理 アメリカ文学 53 

 体育学 

 

  教授 宮口 和義 体育学 54 

 情報処理 

 

  教授 桶   敏 情報処理 55 

  准教授 稲葉 宏和 計算物理、教育工学 56 

 教育学 

 

  准教授 石倉 瑞恵 チェコの高等教育 

ジェンダー 

57 

教育心理学 

 

  教授 澤田 忠幸 教育心理学 58 

    

附属生物資源工学研究所 59 

 遺伝子機能学研究室 

 

  教授 三沢 典彦 代謝工学、合成生物学 61 

  准教授 森  正之 遺伝子機能学 62 

  准教授 竹村 美保 遺伝子機能学 63 

 植物細胞工学研究室 
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SDGs から探す 
下表をご利用いただくことで，企業，行政などの各組織の皆様が目指す「持続可能な開発目標 SDGs＊」にマッチする教員を見つけることができます。 

ロゴ 目標 掲載ページ 

 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

12，14，32，73 

 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実

現し、持続可能な農業を促進する 
3，4，6，7，9，10，11，12，13，14，16，32，
36，37，38，46，64，65，77，78 

 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確

保し、福祉を促進する 
32，37，38，39，40，42，43，44，46，47，54，
61，63，67，69 

 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確

保し、生涯学習の機会を促進する 32，31，51，52，54，55，56，57，58，66 

 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児

の能力強化を行う 32，53，57 

 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能

な管理を確保する 19，20，28，29，32，46 

 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な

近代的エネルギーへのアクセスを確保する 19，20，32，41，64，68，70，71，72，73 
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を図る 

3，4，5，6，7，8，9，11，13，15，19，21，
25，27，32，35，37，39，40，41，42，44，45，
48，54，55，56，61，62，63，67，68，69，70 
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＊「SDGs」とは，2015 年 9 月の国連サミットで採択された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 
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明日の農畜産物生産を担う技術開発明日 農畜産物生産を担う技術開発
気候変動、人口爆発、資源エネルギー枯渇などの問題に対応した自然と共生した発、資源エネルギ 枯渇などの問題に対応し

革新的な農業生産技術を生み出します。

生物資源管理系動物生産系

優良家畜と高品質畜産物の
効率的生産技術の開発

農村社会を活かす
農業生産を支える

繁殖学、栄養学、管理学を体系とし
て実験室での基礎から生産現場で活
かせる実用技術の開発まで、自然環
境との融合、資源の有効利用や動物
福祉に根ざした研究を幅広く行い、動
物性食料の安定供給に繋げます。

生物資源生産のシステム化、生物
資源が持つ機能の経済的解明と評
価、食生活の現状を踏まえた食料・
農業政策のあり方など、生物資源管
理に関わる研究を行います。

植物基礎系 植物生産系

生物資源の有効利用と環境
保全型農業の展開

これからの時代に適した
生産技術の開発

植物が多様な環境資源を利用して
物質生産するプロセスを植物生理生
態学的側面より解明し、得られた知
見を食料や生活資材の持続的生産
に資する生産技術の開発、生産体系
の構築に結びつけます。

植物の生理現象を分子レベルで理
解し、バイオインフォマティクスやゲノ
ム育種の利用により有用な新品種野
菜を創出します。また、植物病害の
原因微生物の挙動や害虫の行動に
関する研究を通して、環境に配慮し
た新たな病害虫防除法を開発します。
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イネの出穂期（開花）を制御する研究 

イネの出穂期（開花）は,品種の地域特性を決める重要な農

業形質ですが，収量や品質などを決定する要因でもあります。 

イネの出穂期を自在に制御できれば，それぞれの用途に適した

時期にコメの収穫ができるようになります。例えば,石川県が

開発した「ひゃくまん穀」は「コシヒカリ」より１週間以上出

穂期が遅い品種です。「ひゃくまん穀」は生育期間が長いため,

農家には多くの労力が必要になります。 そこで, 「ひゃくま

ん穀」と「石川酒 68号」を交配させたところ,子孫に「ひゃく

まん穀」よりも出穂期が早い系統が現れ,交配を繰り返すこと

で,出穂期だけが早く,美味さなどの品質は「ひゃくまん穀」と

同じ新品種を作出することに成功しています。 

 出穂期を制御する遺伝子も数種類特定できていますので,他

のイネ品種でも同様に出穂期を制御することが可能です。 

 

 

 イネの出穂期などの重要な農業形質に関連する遺伝子を特定する技術 

 コシヒカリなど多種類のイネに遺伝子を導入する技術 

 分子マーカーを利用してイネの新品種を分子育種する技術 

 

 

 

 イネ出穂期を制御する遺伝子の解析を基盤として，実用品種の開発を求める業者の皆様との共同

研究を希望します。 

 

 

 

 

植物分子生理学 

教授 関根 政実（セキネ マサミ） 

キーワード：植物分子生理、分子育種 

 
研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

東京理科大学大学院理工学部応用生物科学科卒 

東京大学教養学部基礎科学科博士課程修了 

理学博士 

 

教員からのメッセージ 

分子レベルの理解を実用的な新品種の開発

に繋げていくことを目指しています。 

SDGs ロゴ 

    

ひゃくまん穀 コシヒカリ 

植物基礎系

植物生産系

生物資源管理系

生産システム学 大角 雅晴 准教授 (p15)

• 農作業の自動化
• 農産物の計測
• 農作業の計測

作物生産学 塚口 直史 准教授 (p10)

作物の実り

• 温暖化対応水稲栽培技術
• 高温登熟性水稲品種開発
• 実りの科学

作物生理学 坂本 知昭 准教授 (p9)
• 植物ホルモン機能の分子

制御（イネ）
• サツマイモの高品質安定

多収化 石川県育成の高カロテンサ
ツマイモ品種「兼六」

花卉園芸学 今村 智弘 講師 (p8)

• 園芸花卉の開花制御
• 休眠制御
• ベタレイン色素生合成

植物病理学 髙原 浩之 准教授 (p4)
• 植物寄生菌
• 植物の免疫応答
• 病原性因子
• 環境負荷の低減

植物病の原因となる病原菌

蔬菜園芸学 村上 賢治 教授 (p7)

低シュウ酸ホウレンソウ

• シュウ酸含量の低いホウ
レンソウ育成

• 野菜の形質改良と評価

植物分子生理学 関根 政実 教授 (p3)

• 植物の細胞分裂制御
• ストレス応答
• 花成の制御機構

植物のサイズをコントロールする

植物育種学 高木 宏樹 准教授 (p6)
• 次世代シークエンサー
• 塩害耐性イネ

• MutMap-Gap法
• 分子育種

塩害に強いイネ新品種

動物生産系

応用昆虫学 弘中 満太郎 准教授 (p5)
• 昆虫の行動機構の解明
• 光を利用した害虫防除

• 高性能な光捕虫器や色彩粘
着板の開発

害虫を強く引き寄せるトラップ

生物資源経済学 住本 雅洋 准教授 (p16)
• 地域農業の維持・振興
• 消費者の食料消費行動
• 農業政策の実効性

生物資源経営学 金 成㙾 教授 (p14)

• 地域農業の現状と課題
• 農業経営体の経営分析

• 経営の発展・成長のシナリ
オ立案

動物繁殖学 橋谷田 豊 教授 (p12)
• 繁殖の制御機構
• 人工授精、胚移植

• 生殖補助技術（胚生産、
保存）

家畜の体外受精（左）、発生胚（右）

動物管理学 平山 琢二 教授 (p11)
• 家畜の最適管理
• 応用動物の最適管理
• 未低利用地域資源の活用

動物栄養学 浅野 桂吾 助教 (p13)
• 未利用資源の飼料化
• 機能性飼料の開発
• 耕作放棄地での放牧技術

石川県主要花卉フリージア
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 出穂期を制御する遺伝子も数種類特定できていますので,他

のイネ品種でも同様に出穂期を制御することが可能です。 

 

 

 イネの出穂期などの重要な農業形質に関連する遺伝子を特定する技術 

 コシヒカリなど多種類のイネに遺伝子を導入する技術 

 分子マーカーを利用してイネの新品種を分子育種する技術 

 

 

 

 イネ出穂期を制御する遺伝子の解析を基盤として，実用品種の開発を求める業者の皆様との共同

研究を希望します。 

 

 

 

 

植物分子生理学 

教授 関根 政実（セキネ マサミ） 

キーワード：植物分子生理、分子育種 

 
研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

東京理科大学大学院理工学部応用生物科学科卒 

東京大学教養学部基礎科学科博士課程修了 

理学博士 

 

教員からのメッセージ 

分子レベルの理解を実用的な新品種の開発

に繋げていくことを目指しています。 

SDGs ロゴ 

    

ひゃくまん穀 コシヒカリ 
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昆虫の光反応を利用した行動制御 

 皆さん，昆虫が急速に減少したことに気づいておられるでしょ

うか。世界各地の研究で，ここ 30年ほどの間に，大量の昆虫がい

なくなったことがわかってきました。この昆虫の急減は，生態系

に致命的な影響を与えるものとして，“昆虫の黙示録”“生態学的

アルマゲドン”などと呼ばれています。一方で，農業害虫は減少

することなく，衛生害虫や不快害虫も新しい種類が次々と出てき

ています。私たちは，昆虫を守りながらも，害虫を防除しなけれ

ばならない，という難しい時代に生きています。 

 昆虫の減少の要因の 1 つと推察されているのが，夜間の人工光

です。昆虫の多くの種は，人工光に強く引き寄せられる性質や，

光で行動が抑制される性質をもっています。そうした光反応を行

動解析と物理環境測定によって理解し，上手く利用することで，

これまでにない昆虫の行動制御の技術や製品を作り出します。 

 

 

 農業，製造業，小売業，日常生活における害虫の防除のアドバイス 

 防虫・殺虫・保護目的の技術および製品の効果検証 

 防虫を目的とした光による高誘虫及び低誘虫技術の開発 

 防除を目的とした害虫や害獣の捕獲及び忌避技術の開発 

 

 

 各社との共同研究による，エッジ式 LED光捕虫器，エッジ式色彩粘着板，混色誘虫光源の製品化 

 合成樹脂メーカー，日用品メーカー，衛生管理サービス会社，農業資材メーカー，照明メーカー，

各県の農業試験場との共同研究および特許出願 

 H26〜H30 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「次世代農林水産業創造技術」，昆虫走光

性に影響を及ぼす視覚的属性を利用した新規誘導技術の開発 

 

 

 

 

応用昆虫学 

准教授 弘中満太郎（ヒロナカ マンタロウ） 

キーワード：害虫制御，昆虫保護，光害，

光捕虫器，反射資材 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程修了 

博士（農学） 

浜松医科大学医学部特任助教 

 

 

 

教員からのメッセージ 

 面白い現象，面白い提案は大歓迎です。

競争力のある技術・製品の開発を常に意識

してご協力します。 

SDGs ロゴ 

  

  

 

 

 

 

 

 

植物と微生物の相互作用研究と病害防除への応用 

病害による農作物の損失は，世界中で年間十数億人分ともいわれていま

す．植物病理学研究室では、植物と微生物の相互関係を理解することで，

農作物の安定生産，減農薬など，持続可能な農業のための有効な病害防除

戦略の実現，さらに，病害に強い農作物の創出などを目指した研究を行っ

ています． 

 

＜研究テーマ＞ 

 病原菌の宿主感染戦略の解明 

 植物の病害抵抗性の分子メカニズムの解明 

 病害の早期検出，予測，診断技術の開発 

 農薬の代替技術の開発 

 

 

 

 植物病理，植物保護分野からのアドバイス 

 顕微鏡を利用した細胞レベルの観察技術 

 遺伝子やタンパク質など分子レベルの実験技術 

 植物や微生物の遺伝子組み換えや形質転換技術 

 探究活動，課題解決に向けた研究デザインの指導 

 

 

 

 石川県農林総合研究センターとの共同研究，特許出願 

 他大学，研究機関，企業等との共同研究，特許出願 

 高校訪問，外部講師，研究発表会の講評，出前講義・実験等 

 他大学大学院の非常勤講師 

植物病理学 

准教授 髙原 浩之（タカハラ ヒロユキ） 

キーワード：植物病原微生物、病害抵抗性 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

岡山大学大学院自然科学研究科修了 博士（農学） 

ドイツマックスプランク研究所 博士研究員 

教員からのメッセージ 

研究を通じた教育，社会貢献を目指したい

と思います． 

SDGs ロゴ 
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 各社との共同研究による，エッジ式 LED光捕虫器，エッジ式色彩粘着板，混色誘虫光源の製品化 

 合成樹脂メーカー，日用品メーカー，衛生管理サービス会社，農業資材メーカー，照明メーカー，

各県の農業試験場との共同研究および特許出願 

 H26〜H30 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「次世代農林水産業創造技術」，昆虫走光

性に影響を及ぼす視覚的属性を利用した新規誘導技術の開発 

 

 

 

 

応用昆虫学 

准教授 弘中満太郎（ヒロナカ マンタロウ） 

キーワード：害虫制御，昆虫保護，光害，

光捕虫器，反射資材 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程修了 

博士（農学） 

浜松医科大学医学部特任助教 

 

 

 

教員からのメッセージ 

 面白い現象，面白い提案は大歓迎です。

競争力のある技術・製品の開発を常に意識

してご協力します。 

SDGs ロゴ 

  

  

 

 

 

 

 

 

植物と微生物の相互作用研究と病害防除への応用 

病害による農作物の損失は，世界中で年間十数億人分ともいわれていま

す．植物病理学研究室では、植物と微生物の相互関係を理解することで，

農作物の安定生産，減農薬など，持続可能な農業のための有効な病害防除

戦略の実現，さらに，病害に強い農作物の創出などを目指した研究を行っ

ています． 

 

＜研究テーマ＞ 

 病原菌の宿主感染戦略の解明 

 植物の病害抵抗性の分子メカニズムの解明 

 病害の早期検出，予測，診断技術の開発 

 農薬の代替技術の開発 

 

 

 

 植物病理，植物保護分野からのアドバイス 

 顕微鏡を利用した細胞レベルの観察技術 

 遺伝子やタンパク質など分子レベルの実験技術 

 植物や微生物の遺伝子組み換えや形質転換技術 

 探究活動，課題解決に向けた研究デザインの指導 

 

 

 

 石川県農林総合研究センターとの共同研究，特許出願 

 他大学，研究機関，企業等との共同研究，特許出願 

 高校訪問，外部講師，研究発表会の講評，出前講義・実験等 

 他大学大学院の非常勤講師 

植物病理学 

准教授 髙原 浩之（タカハラ ヒロユキ） 

キーワード：植物病原微生物、病害抵抗性 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

岡山大学大学院自然科学研究科修了 博士（農学） 

ドイツマックスプランク研究所 博士研究員 

教員からのメッセージ 

研究を通じた教育，社会貢献を目指したい

と思います． 

SDGs ロゴ 
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野菜の形質改良と特性評価 

植物体に含まれるシュウ酸は，「アク」の成分であり人体内での結石の原因となりま

す。これまでに育成したシュウ酸含量の少ないホウレンソウ系統について，水耕栽培（自

然光，人工光）での生育や品質を評価しています。 

シシトウは不時的に辛い果実が発生することが知られていますが，その要因について

は十分に明らかになっていません。そこで，これまでに選抜育成した辛味果が発生しに

くい系統と，通常の系統を用い，栽培条件に対する反応を比較することなどにより，不

時辛味果発生機構とその抑制方法を探っています。 

 

 

 

 野菜の特性評価 

 野菜の品質向上のための水耕栽培の培養液組成の検討 

 野菜栽培への各種産業廃棄物の有効利用 

 

 

 

 能登在来アブラナ科野菜のベビーリーフに適した系統の選抜と生育調査（2018 年） 

 鶏糞灰中和肥料による野菜栽培の実証研究（2015-2016年） 

 新規赤外線遮断資材のメロン栽培における実証試験（2013-2014年） 

 石川県普及事業企画推進会議委員（2017 年-） 

 金沢市農林業振興協議会 委員（2016年-） 

 

 

 

 

 

 

蔬菜園芸学 

教授 村上 賢治（ムラカミ ケンジ） 

キーワード：野菜，水耕栽培 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
2000 京都大学博士（農学）学位 取得 
2012年度まで 岡山大学農学部において 

2013 年度より  石川県立大学において 

野菜園芸学の教育研究を行っています。 

教員からのメッセージ 

石川県立大学では，コース制の発足に伴い，

新しい栽培施設が整備されました。これを

有効利用していきたいと考えています。 

SDGs ロゴ 

   

 

 

水耕栽培での低シュウ酸

含量ホウレンソウの栽培 

 
 
 
 

 

 

 

アブラナ科野菜としてアブラナ属 (Brassica rapa) およびダイコン属 (Raphanus sutivas) に属する植

物種の育種を試みる。これまでに，多様な B. rapa および R. sutivas の系統を入手し，育種上有用な形

質に関する遺伝子単離に取り組んでいる。また，B. rapa および R. sutivas のゲノム情報は，一般に公開

されているため，それらのゲノム情報を活用した育種「ゲノム育種」を交配育種に取り入れて，効率的な育

種を進める研究も行っている。 

 

 

 植物の育種に関するアドバイス 

 次世代シーケンサーの解析に関するアドバイス 

 

 

産学・地域貢献に関する経験・実例 

 特になし 

連携したい企業業種 

 植物の育種に興味がある企業 

 

 

 

 

 

植物育種学 

准教授 高木 宏樹（タカギ ヒロキ） 

キーワード：次世代シーケンサー 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
新潟大学大学院自然科学研究科修士課程修了 
岩手大学大学院連合農学研究科博士課程修了 
博士（農学） 
（公財）岩手生物工学研究センター主任研究員 

教員からのメッセージ 

現場のニーズを掘り起こして教育・研究活

動につなげたいと考えています。 

 

SDGs ロゴ 

   
 

― 6 ―



  
 
 
 
 
 
 

野菜の形質改良と特性評価 

植物体に含まれるシュウ酸は，「アク」の成分であり人体内での結石の原因となりま

す。これまでに育成したシュウ酸含量の少ないホウレンソウ系統について，水耕栽培（自

然光，人工光）での生育や品質を評価しています。 

シシトウは不時的に辛い果実が発生することが知られていますが，その要因について

は十分に明らかになっていません。そこで，これまでに選抜育成した辛味果が発生しに

くい系統と，通常の系統を用い，栽培条件に対する反応を比較することなどにより，不

時辛味果発生機構とその抑制方法を探っています。 

 

 

 

 野菜の特性評価 

 野菜の品質向上のための水耕栽培の培養液組成の検討 

 野菜栽培への各種産業廃棄物の有効利用 

 

 

 

 能登在来アブラナ科野菜のベビーリーフに適した系統の選抜と生育調査（2018 年） 

 鶏糞灰中和肥料による野菜栽培の実証研究（2015-2016年） 

 新規赤外線遮断資材のメロン栽培における実証試験（2013-2014年） 

 石川県普及事業企画推進会議委員（2017 年-） 

 金沢市農林業振興協議会 委員（2016年-） 

 

 

 

 

 

 

蔬菜園芸学 

教授 村上 賢治（ムラカミ ケンジ） 

キーワード：野菜，水耕栽培 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
2000 京都大学博士（農学）学位 取得 
2012年度まで 岡山大学農学部において 

2013 年度より  石川県立大学において 

野菜園芸学の教育研究を行っています。 

教員からのメッセージ 

石川県立大学では，コース制の発足に伴い，

新しい栽培施設が整備されました。これを

有効利用していきたいと考えています。 

SDGs ロゴ 

   

 

 

水耕栽培での低シュウ酸

含量ホウレンソウの栽培 

 
 
 
 

 

 

 

アブラナ科野菜としてアブラナ属 (Brassica rapa) およびダイコン属 (Raphanus sutivas) に属する植

物種の育種を試みる。これまでに，多様な B. rapa および R. sutivas の系統を入手し，育種上有用な形

質に関する遺伝子単離に取り組んでいる。また，B. rapa および R. sutivas のゲノム情報は，一般に公開

されているため，それらのゲノム情報を活用した育種「ゲノム育種」を交配育種に取り入れて，効率的な育

種を進める研究も行っている。 

 

 

 植物の育種に関するアドバイス 

 次世代シーケンサーの解析に関するアドバイス 

 

 

産学・地域貢献に関する経験・実例 

 特になし 

連携したい企業業種 

 植物の育種に興味がある企業 

 

 

 

 

 

植物育種学 

准教授 高木 宏樹（タカギ ヒロキ） 

キーワード：次世代シーケンサー 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
新潟大学大学院自然科学研究科修士課程修了 
岩手大学大学院連合農学研究科博士課程修了 
博士（農学） 
（公財）岩手生物工学研究センター主任研究員 

教員からのメッセージ 

現場のニーズを掘り起こして教育・研究活

動につなげたいと考えています。 

 

SDGs ロゴ 
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作物の農業的重要形質の発現調節機構に関する研究 

 これまでは植物ホルモンの代謝と情報伝達の時間的，空間的

制御から，農業的重要形質の発現に至るまでの過程を，イネを

材料に分子遺伝学，分子生物学，生理学および生化学的手法を

用いて解析し，得られた知見を新たな育種素材の育成や栽培技

術の開発にフィードバックさせる研究を進めてきました。 

 この経験を活かし，現在はサツマイモの糖集積や着色など，

品質に影響する諸形質を調節する分子機構を解明し，効果的な

技術開発や品種育成に結びつけることを目指しています。 

 また戦前の石川県で育成された品種「兼六」が，現在もブー

ムが続く「安納芋」のルーツであることを突き止めました。石

川の新たな特産とすべく，「兼六」の栽培と加工および利用法

の開発を県内の生産者や企業と進めています。 

 

 

 植物ホルモン関連遺伝子およびその利用 (P3783777・P4015911) 

 植物の特異的プロモーターおよびその利用 (P3867140・P3890410) 

 サツマイモ「兼六」の安定多収栽培技術と一次加工およびその利用法 

 

 

 一般および学校向けの公開講座，体験実習の企画運営 

 いしかわシティカレッジ講師 

 サツマイモ「兼六」の栽培に関する技術指導および相談 

 サツマイモ「兼六」の利用法に関する技術開発およびその普及 

 環境制御下での効率的な作物栽培を目指した技術開発 

 

 

 

 

 

作物生理学 

准教授 坂本 知昭（サカモト トモアキ） 

キーワード：作物学，植物生理学， 

      分子生物学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

日本学術振興会特別研究員 (DC2・PD) 

東京大学大学院農学生命科学研究科 助手 

名古屋大学高等研究院 特任講師 

教員からのメッセージ 

石川生まれのサツマイモ「兼六」は色よ

し，味よし，体によし，の３拍子揃った

緑黄色野菜です。「兼六」の特産化で地

域振興を！ 

SDGs ロゴ 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

園芸花卉の開花・休眠に関する研究 

多年生および越年生花卉の人為的な開花調節技術の確立を

目指し、開花・休眠の生理生態を詳細に観察するとともに、そ

れらに関係する遺伝子要因も明らかにする。 

 

植物色素合成に関わる遺伝子の探索 

 主にナデシコ目植物が生産・蓄積する植物色素であるベタレ

イン色素について、色素の合成や修飾に関わる遺伝子の探索、

およびその生理学的意義を解明する。 

 

 

 

 

 園芸花卉の開花休眠などの特性を遺伝子レベルで解析し、人為的な開花調節に必要な情報や技術

を提供する。 

 

 

 

これまでの経験・実例 

 岩手県の主要花卉であるリンドウの開花・休眠調節に関わる研究を実施 

 

今後連携したい企業・業種など 

 花卉生産などに関わる企業や研究機関 

 

  

 

 

 

 

 

 

石川県の主要花卉フリージア 

花卉園芸学 

講師 今村 智弘（イマムラ トモヒロ） 

キーワード：開花調節、花色 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴  

東京理科大学大学院 基礎工学研究科修了 

                        博士（工学） 

(公財)岩手生物工学研究センター 

石川県立大学生物資源工学研究所 

 

 

教員からのメッセージ 

 

園芸花卉の開花調節に関わる開花や休眠を

中心に研究しております。 

SDGs ロゴ 
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作物の農業的重要形質の発現調節機構に関する研究 

 これまでは植物ホルモンの代謝と情報伝達の時間的，空間的

制御から，農業的重要形質の発現に至るまでの過程を，イネを

材料に分子遺伝学，分子生物学，生理学および生化学的手法を

用いて解析し，得られた知見を新たな育種素材の育成や栽培技

術の開発にフィードバックさせる研究を進めてきました。 

 この経験を活かし，現在はサツマイモの糖集積や着色など，

品質に影響する諸形質を調節する分子機構を解明し，効果的な

技術開発や品種育成に結びつけることを目指しています。 

 また戦前の石川県で育成された品種「兼六」が，現在もブー

ムが続く「安納芋」のルーツであることを突き止めました。石

川の新たな特産とすべく，「兼六」の栽培と加工および利用法

の開発を県内の生産者や企業と進めています。 

 

 

 植物ホルモン関連遺伝子およびその利用 (P3783777・P4015911) 

 植物の特異的プロモーターおよびその利用 (P3867140・P3890410) 

 サツマイモ「兼六」の安定多収栽培技術と一次加工およびその利用法 

 

 

 一般および学校向けの公開講座，体験実習の企画運営 

 いしかわシティカレッジ講師 

 サツマイモ「兼六」の栽培に関する技術指導および相談 

 サツマイモ「兼六」の利用法に関する技術開発およびその普及 

 環境制御下での効率的な作物栽培を目指した技術開発 

 

 

 

 

 

作物生理学 

准教授 坂本 知昭（サカモト トモアキ） 

キーワード：作物学，植物生理学， 

      分子生物学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

日本学術振興会特別研究員 (DC2・PD) 

東京大学大学院農学生命科学研究科 助手 

名古屋大学高等研究院 特任講師 

教員からのメッセージ 

石川生まれのサツマイモ「兼六」は色よ

し，味よし，体によし，の３拍子揃った

緑黄色野菜です。「兼六」の特産化で地

域振興を！ 

SDGs ロゴ 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

園芸花卉の開花・休眠に関する研究 

多年生および越年生花卉の人為的な開花調節技術の確立を

目指し、開花・休眠の生理生態を詳細に観察するとともに、そ

れらに関係する遺伝子要因も明らかにする。 

 

植物色素合成に関わる遺伝子の探索 

 主にナデシコ目植物が生産・蓄積する植物色素であるベタレ

イン色素について、色素の合成や修飾に関わる遺伝子の探索、

およびその生理学的意義を解明する。 

 

 

 

 

 園芸花卉の開花休眠などの特性を遺伝子レベルで解析し、人為的な開花調節に必要な情報や技術

を提供する。 

 

 

 

これまでの経験・実例 

 岩手県の主要花卉であるリンドウの開花・休眠調節に関わる研究を実施 

 

今後連携したい企業・業種など 

 花卉生産などに関わる企業や研究機関 

 

  

 

 

 

 

 

 

石川県の主要花卉フリージア 

花卉園芸学（研究分野） 

講師 今村 智弘 

キーワード：開花調節、花色 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴  

東京理科大学大学院 基礎工学研究科修了 

                        博士（工学） 

(公財)岩手生物工学研究センター 

石川県立大学生物資源工学研究所 

 

 

教員からのメッセージ 

 

園芸花卉の開花調節に関わる開花や休眠を

中心に研究しております。 

SDGs ロゴ 
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地域特性を活かした動物の最適な飼育管理に関する研究 

動物の飼育環境の改善に関連する研究について行動生

理学的な側面からアプローチしています。特に家畜では

ウシ、産業動物であるウマ、展示動物のより良い飼育環

境の構築を目指した研究を行っています。また、動物生

産に関連した害獣の効率的な管理に関する研究にも取り

組んでいます。 

 

＜研究テーマ＞ 

 動物由来の環境負荷の低減に関する研究 

 地域資源を活かした動物の飼養管理に関する研究 

 動物生産に関連した害獣管理 

 人と動物の関係に関する研究 

 

 

 動物の適切な飼養管理技術 

 地域資源の動物生産への応用技術 

 動物の行動生理的ストレス評価技術 

 獣害防除および被害評価技術 

 探究活動，課題解決に向けた研究デザインのアドバイスなど 

 

 

 他大学や民間企業との共同研究 

 農林水産省農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー 

 家畜飼育に関する技術アドバイス 

 他大学の非常勤講師 

 

動物管理学 

教授 平山 琢二（ヒラヤマ タクジ） 

キーワード：動物行動生理、動物飼養管理 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

学位：博士（農学：東北大学） 

琉球大学（1995〜2015） 

滋賀県立大学（2015〜2017） 

教員からのメッセージ 

研究を通じた教育，社会貢献を目指したい

と思います． 

SDGs ロゴ 

   
  

 
 

作物の高品質・多収生産に関する研究 

イネなど作物の高品質・多収は食糧供給の観点から，また農

家の経営の観点から重要な課題です。一方で生産持続性の観点

から，環境への負荷を最小限にすることも同時に求められます。

また近年の温暖化傾向により高品質・多収実現のハードルは高

まっています。温暖化に負けない環境に低負荷で持続的な作物

の高品質・多収の実現を目指して，下記のテーマで研究を行っ

ています。 

高温登熟性に優れたイネの開発 

窒素利用効率に優れたイネの開発 

イネの高品質・多収生産技術の開発 

作物の生育・栄養評価法の開発 

 

 

 

 イネの生育・栄養評価 

 イネの高温登熟耐性評価 

 

 

 

 

 過去の共同研究実績 

 石川県農業総合研究センター農業試験場 

 福井県農業試験場 

 富山県農業試験場 

 福岡県農業試験場 

 

 

 

 

 

作物学 

准教授 塚口 直史（ツカグチ タダシ） 

キーワード：作物学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科修了 

博士（農学） 

 

 

教員からのメッセージ 

地域の持続的な作物生産向上に貢献したい

と考えています 

SDGs ロゴ 

 

水田内のイネ地上部窒素吸収量．  

1 m メッシュで表示．緑が濃いほど窒素

吸収量大． 
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 他大学や民間企業との共同研究 

 農林水産省農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー 
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水田内のイネ地上部窒素吸収量．  

1 m メッシュで表示．緑が濃いほど窒素

吸収量大． 
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未利用資源の飼料化・耕作放棄地草資源の畜産的利用に関する研究 

これからの畜産は，食料自給率の向上や生産基盤の安定を目

指し，輸入飼料への依存から脱却することが求められます。食

品残渣や野草資源の飼料利用（エコフィード）はその方策のひ

とつといえます。これまでの研究では野草ヨシ・ススキ，モヤ

シ製造残渣，野菜残渣についてサイレージ化による貯蔵法の解

明，家畜への給与試験による飼料価値の評価に取り組んできま

した。 

また，近年は高齢・過疎化や耕作放棄地の増加などで衰退す

る地域産業を活性化することも重要な課題となっています。そ

こで，耕作放棄地でのヒツジの放牧生産について，野草資源を

有効活用した低コスト・省力・持続可能な生産技術の開発を行

っています。家畜の栄養やストレス，免疫機能などの評価から

肉質といった生産物品質まで多角的な評価を実施しています。 

 

 

 飼料価値の評価と有用資源の飼料化技術 

 家畜の健全性（栄養・ストレス・免疫）評価 

 理化学分析による肉質の評価 

 

 

 

 モヤシ製造残渣の飼料化（（有）三吉商店との共同研究） 

 白山麓での耕作放棄地放牧の技術開発（合同会社「山立会」との共同研究） 

 未利用資源の飼料活用や地域の畜産業振興を求める企業・生産者との共同研究を望みます。 

 AI・loTを活用したスマート畜産を推進する企業・生産者との共同研究を望みます。 

 

 

 

 

 

動物栄養学 

助教 浅野 桂吾（アサノ ケイゴ） 

キーワード：動物栄養学，飼料学，草地学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

石川県立大学大学院生物資源環境学研究科修了 

博士（生物資源環境学） 

農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 

 

教員からのメッセージ 

地域の畜産を守りたい，そのためには時代

のニーズを予測し，常に新しいチャレンジ

が必要と考えて研究に取り組んできます。 

SDGs ロゴ 

 

ヨシサイレージの調製 

白山麓でのヒツジ放牧 

 

  
 
 
 
 

 
 

家畜の育種改良の効率化，付加価値の高い生産に繁殖の研究，新技術開発は不

可欠です。例えば，胚移植技術は乳牛から和牛生産といった酪肉連携を可能とし，

双方の経営を安定にします。さらに，優秀な肉質形質をもつ胚の移植は，ブラン

ド和牛の生産を加速させ，国内外の和牛肉需要を牽引します。しかし，移植可能

胚の生産率は 40%を下回っており，胚の生産を高め，現場ニーズに応える移植胚

を安定確保する目的から，体外受精技術の安定化に向けた研究を行っています。 

近年，ヒツジやヤギは，六次産業化の広がりや健康食材として注目される一方

で，希少家畜ゆえに需要への供給が不十

分です。その背景には，季節繁殖性があ

ります。年中，ウシやブタのように繁殖

可能であれば、子畜生産も季節制限がな

く、良質な生産物が周年供給可能になります。そこで、日長調節、ホ

ルモン制御などの方法により、効率的かつ安定的な周年繁殖技術を開

発しています。 

 

 

 胚の体外生産技術 

 胚移植技術全般（受胎率向上） 

 季節外繁殖技術 

 

 

 農林水産省「令和 2 年スマート農業技術の開発・実証プロジェクト-IoT データ活用を通じた持続

可能な養豚繁殖モデルの実証,代表 2020- 」石川県農林総合研究センター畜産試験場等と共同実施 

 農林水産省「超低温保存胚の子宮体部非外科的移植を利用した生産農家への低リスク低コスト高

能力種豚導入実証, 代表: 2016-2018」他プロジェクト研究，分担 10件 

 国際協力機構（JICA）短期派遣専門家・調査団（1995 年-現在,７カ国） 

 石川県畜産技術協会理事，能登牛銘柄推進協議会委員，北信越畜産学会評議員，日本繁殖生物学

会評議員，日本胚移植技術研究会理事 

 

 

 

動物繁殖学 

教授（学科長）橋谷田 豊（ハシヤダ ユタカ） 

キーワード：人工授精,胚移植,季節外繁殖 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 博士（農学）京都大学 

元農林水産省，現（独）家畜改良センター 

（独）農研機構，畜産草地研究所 

 

 

教員からのメッセージ 

生産現場の視点に立った繁殖学をもとに

地域，国，世界の SDGs に貢献したい。 

 

 

SDGs ロゴ 

    

ヒツジの超音波妊娠診断 

 

ウシの体外受精 

（卵子と精子） 

 

発生したウシ胚 
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動物繁殖学 

教授（学科長）橋谷田 豊（ハシヤダ ユタカ） 

キーワード：人工授精,胚移植,季節外繁殖 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 博士（農学）京都大学 

元農林水産省，現（独）家畜改良センター 

（独）農研機構，畜産草地研究所 

 

 

教員からのメッセージ 

生産現場の視点に立った繁殖学をもとに

地域，国，世界の SDGs に貢献したい。 

 

 

SDGs ロゴ 

    

ヒツジの超音波妊娠診断 

 

ウシの体外受精 

（卵子と精子） 

 

発生したウシ胚 
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収穫した農産物の付加価値を高めるための加工や調整を，人

の代わりに行う自動化機械の研究を進めています。農産物は個

体ごとに形状などの物性にばらつきがあり，これが自動化を困

難にしています。その問題を解決するため，画像計測や各種のセ

ンサーを応用して人に代わって判断や作業ができるように研究

を行っています。研究例は下記のとおりです。 

 

・切削加工を利用したギンナンの剥き実採取機の開発 

ギンナンの外周を溝加工し，その後圧縮して殻を二分割する

ことで剥き身を採取する自動機械を開発する。 

 

・金沢箔製造のためのニゴ採取装置の開発 

金箔製造に使用される澄打紙の主原料である稲わらの「ニゴ」

と呼ばれる部分を能率良く採取する機械を開発する。 

 

 

 農産物を対象とした画像計測，マシンビジョン 

 植物・農産物の物性計測 

 農産物を対象とした自動化機械の開発 

 

 

 

 受託研究「金沢箔における澄打紙製造に関する研究－ニゴ抜き取り工程の自動機開発－」 

 共同研究「ギンナンの形状及び物理的特性に関する研究」 

 いしかわシティカレッジ講師 

 金沢箔技術振興研究所アドバイザー 

 

 

 

 

生産システム学 

准教授 大角 雅晴（オオカド マサハル） 

キーワード：農業機械，画像計測， 

物性計測 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

金沢大学大学院工学研究科修士課程修了 

株式会社不二越 ロボット部 

京都大学博士（農学）取得 

 

教員からのメッセージ 

地域の農業や産業を支援できるよう研究

を進めたいと思っています。解決したい事

案があればご相談ください。 

SDGs ロゴ 

 

ギンナンの圧縮試験

 

ニゴ採取装置の試作機 

  
 
 
 
 

 
 

 

〇農業経営体の経営分析と地域農業の振興に関する研究 

家族経営，企業的経営，集団経営などの農業経営体にする経営分析と，生産組織や集落の集合的

意思決定構造の解析とを通して，農業経営体が安定的に展開できる経営計画の策定に取り組む。な

お契約農業のあり方など検討を通じて競争力強化のための生産体制づくり，さらに北陸農業の方向

性と振興策を提案する。 

〇農業・食糧貿易政策の国際競争と協調に関する研究 

農業・食糧貿易政策の国際競争と相互補完・協調に関する分析を通して，自由貿易化時代におけ

る各国の農業・農業政策の今後のあり方を模索する。 

〇東北アジアの農業連携を視野にいれた政策研究 

東北アジア共通農業政策の策定など東北アジア農業の連携をも視野にいれた研究を遂行する。米

国をはじめとする農業輸出国の動向に注意を払いつつ，食糧の海外依存を高めている日本，韓国（北

朝鮮を含む），中国など東北アジアの農業と農政のあり方を検証・提言する。さらには，グローバル

な環境変化がもたらす国内農業政策の対応が地域農業をどのように変えていくのかを検証する。 

 

 農業経営体の経営分析 

 農産物ブランド化とマーケティング支援 

 地域農産物の輸出戦略に関する提言 

 地域農業の方向性と振興策の提案 

 

 

 

 庄内地方卸売市場 運営協議委員会委員長 

 山形県卸売市場審議会委員 

 農業に関する国際交流のコーディネーター 

 

 

 

 

農業経済経営学 

教授 金 成㙾 （キム ソンガク） 

キーワード：農業経営学，食料経済学， 

国際農業経済学 

研究の概要 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

・韓国・農協中央会 

・農学博士（京都大学大学院農学研究科卒） 

・山形大学農学部教授 

 

 

教員からのメッセージ 

社会・経済の様々な現象を批判的にとら

え，改善の方向性を自分の頭で考えてみよ

う。 

 

SDGs ロゴ 
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消費者の食料消費行動に関する研究 

日本人の食生活は，家庭の中で調理して食べる内食の摂取

機会が減少し，外食や中食（弁当・総菜等）の消費が増えて

きました。また，二人以上の世帯とは食料消費のパターンが

異なる単身世帯が増加しています。 

地域農業の維持・振興のためには，こうした食生活の外部

化の進展等の消費者サイドの変化に対応することが必要で

あると考えられます。 

そこで，どのような

特徴をもつ消費者が，

どのように食料を消

費しているか，また，

食料の消費について

どのような意識をも

っているか等を，経済

学的な視点から明ら

かにするための研究

に取り組んでいます。 

 

 

 消費者の食料消費に関する意識や行動の分析 

 アンケート調査結果の分析 

 地域農業の維持・振興についての助言 

 

 

 農業構造改善事業（経営構造対策）の成果に関する調査（兵庫県農業会議から委嘱（H13,14,15）） 

 

生物資源経済学 

准教授 住本 雅洋（スミモト マサヒロ） 

キーワード：農業経済学，食料消費 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学大学院自然科学研究科単位修得退学 

博士（学術） 

教員からのメッセージ 

まず食料消費の実態への理解を深めること

が重要であると考えて教育・研究活動を行

っています。 

SDGs ロゴ 
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SDGs ロゴ 
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手取川流域の水循環に関する研究 

流域水循環の解明、水源確保に向けた方策の提案を目的として、石川県手取川流

域を対象に、水源となりうる山地からの水循環特性や扇状地の地下水涵養特性につ

いて研究を行っています。 

マイクロ水力発電に関する研究 

 産学官連携の取り組みの中で、水力

を効率よく電力に変換できるマイクロ

水力発電機を新しく開発し、石川県白

山市上野地区に導入しました。得られ

た電力は、イチゴハウス栽培の室温や

土壌環境形成のエネルギー源としてだ

けでなく、IoT 技術を組み入れた次世

代型営農システムにも役立っています。 

 

 

 流域水循環の素過程に関する解析 

 水力を主とした再生可能エネルギーの活用技術 

 水力ポテンシャル、エネルギー需給バランスの調査 

 

 

 

 国営土地改良事業地区専門技術者（農林水産省北陸農政局） 

 リバーカウンセラー、流域委員会、ダム排砂評価委員会（国土交通省北陸地方整備局） 

 マイクロ水力発電システムの構築（北菱電興株式会社、株式会社別川製作所との共同研究） 

 小水力発電装置の共同開発（①高効率水車発電機：株式会社北陸精機、②自家消費用水車発電機：

協同アルミ株式会社、③メンテナンスフリー水車発電機：富山県土地改良事業団体連合会、富山

県立大学、株式会社エステック） 

 

 

 

環境利水学 

教授 瀧本 裕士（タキモト ヒロシ） 

キーワード：水循環、再生可能エネルギー 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院 農学研究科修了 博士（農学） 

富山県立大学で勤務 

教員からのメッセージ 

地域資源×適正技術で持続可能な地域づく

りを目指します。 

SDGs ロゴ 

   

手取川扇状地 

水環境管理理系

田園資源活用用系

大気環境学 皆巳 幸也 准教授 (p20)

環境利水学 瀧本 裕士 教授 (p19)

自然と農地の関わり

健全な水循環

自然エネルギーの活用

農地の洪水調整機能
マイクロ水力発電実証試験地

（野々市町富樫用水）

地球温暖化・酸性雨

大気汚染物質の測定

気象条件の変化と生物

降水の化学分析
宝達山の山麓から山頂付近で採取した

降水中の非海塩硫酸イオン濃度

地域水環境学 藤原 洋一 准教授 (p28)

豪雪地帯を源流とし，温暖化の
影響が大きいと考えられる手取川

持続可能な水資源利用

気候変動・人間活動と水資源

節水型高温障害抑制水管理

大陸スケールの水資源解析

一恩 英二 教授 (p26)地域水工学

トミヨ魚道の水理模型実験

環境に配慮した水利施設

希少生物の生息場評価

水路魚道の開発

環境配慮施設のモニタリング

地域施設学 森 丈久 教授 (p27)

農業水利施設の機能保全と長寿命化

農業水利施設の機能診断技術の開発

農業水利施設の変状発生メカニズムの解明

農業水利施設の補修・補強工法の開発
レーザー式表面粗さ計測装置

による水路の摩耗計測

生物環境境保全全系

田中 栄爾 准教授(p25)微生物生態学

環境に適応した微生物の作用

植物組織中の真菌と相互作用

微生物資源の活用

環境変化と微生物動態
イネ葉組織内に伸展するイネいもち病菌

植物生態学 北村 俊平 准教授 (p24)

植物と動物の相互作用

熱帯林における動物の生態系機能

動物による種子散布

開花・結実フェノロジー

熱帯林に種子を散布するオオサイチョウ

動物生態学 大井 徹 教授(p23)

野生動物との共存

野生動物の社会構造と生態

野生動物の保全

野生動物による被害の防除

行動調査のためクマに発振器を装着する

土壌環境学

食糧生産と物質循環の要としての土壌

土壌環境制御による機能性野菜の生産

大気圏ー土壌圏ー水圏間の物質循環

土壌有機物の蓄積機構の解明

勝見 尚也 講師 (p22)

大量の有機物を蓄積している黒ボク土

百瀬 年彦 准教授 (p21)農地環境学

持続可能な農業のあり方

地中熱の農業利用

ヒートパイプ技術の開発

土の物理環境計測

大量農地環境計測システム

里山里海創生生系

流域環境学 柳井 清治 教授 (p30)

地域環境の保全・再生計画

GISとリモートセンシング

希少生物のハビタット解析

流域環境の歴史的変化

地域計画学 山下 良平 准教授 (p31)

快適な地域空間の創造

地域特性の分析

中山間地域の活性化

地域環境整備計画
地域住民との意見交換

緑地環境学 上野 裕介 准教授 (p32)

自然を活用した持続可能な社会づくり

緑地の多機能性の評価と活用

生態系を活用した防災・減災・地域活性化

環境アセスメントの技術開発

トキをシンボルとした自然再生と地域のブランド化

能登半島に生息する希少魚種カワヤツメ

水利システム学 長野 峻介 講師 (p29)

健全な水循環の管理・保全

水利システムの機能評価

灌漑排水計画

水需要の配分・管理
手取川扇状地を潤す七ヶ用水
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手取川流域の水循環に関する研究 

流域水循環の解明、水源確保に向けた方策の提案を目的として、石川県手取川流

域を対象に、水源となりうる山地からの水循環特性や扇状地の地下水涵養特性につ

いて研究を行っています。 

マイクロ水力発電に関する研究 

 産学官連携の取り組みの中で、水力

を効率よく電力に変換できるマイクロ

水力発電機を新しく開発し、石川県白

山市上野地区に導入しました。得られ

た電力は、イチゴハウス栽培の室温や

土壌環境形成のエネルギー源としてだ

けでなく、IoT 技術を組み入れた次世

代型営農システムにも役立っています。 

 

 

 流域水循環の素過程に関する解析 

 水力を主とした再生可能エネルギーの活用技術 

 水力ポテンシャル、エネルギー需給バランスの調査 

 

 

 

 国営土地改良事業地区専門技術者（農林水産省北陸農政局） 

 リバーカウンセラー、流域委員会、ダム排砂評価委員会（国土交通省北陸地方整備局） 

 マイクロ水力発電システムの構築（北菱電興株式会社、株式会社別川製作所との共同研究） 

 小水力発電装置の共同開発（①高効率水車発電機：株式会社北陸精機、②自家消費用水車発電機：

協同アルミ株式会社、③メンテナンスフリー水車発電機：富山県土地改良事業団体連合会、富山

県立大学、株式会社エステック） 

 

 

 

環境利水学 

教授 瀧本 裕士（タキモト ヒロシ） 

キーワード：水循環、再生可能エネルギー 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院 農学研究科修了 博士（農学） 

富山県立大学で勤務 

教員からのメッセージ 

地域資源×適正技術で持続可能な地域づく

りを目指します。 

SDGs ロゴ 

   

手取川扇状地 
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地表－地中間の熱交換用ヒートパイプの開発 

適度な水分条件と減圧条件で、土の熱伝導率は劇的に増大し

ます。この大きな熱伝導率が得られる土の中では、個々の間隙

がヒートパイプとして機能し、土全体がひとつながりのヒート

パイプとして機能しています。土のヒートパイプは、次のよう

な特徴を持っています。 

（１）個々の間隙がヒートパイプとして機能するため、熱輸送

の方向や距離に制限を受けない。 

（２）温度差を駆動力として熱輸送を行うため、電力なしで熱

交換を行える。 

 土と水の混合物をパイプに充填して減圧密閉し、これを鉛直

埋設することにより、地表－地中間の熱交換を行います。 

 

 

 

 土の物理性に関する測定 

 土の物理的・化学的環境に関する計測 

 土の熱移動解析 

 

 

 

 ヒートパイプと地中熱を利用したオリーブ栽培、トマト栽培 

 農業用ため池における水質観測装置の開発とモニタリング 

 

 

 

 

 

 

 

農地環境学 

准教授 百瀬 年彦（モモセ トシヒコ）  

キーワード：ヒートパイプ、地中熱利用 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

岩手大学大学院連合農学研究科 博士（農学） 

（株）東京理工, Saint Mary’s 大学 研究員 

バイエルン州環境局 研究員 

 

 

教員からのメッセージ 

農業分野への地中熱利用を推進していま

す。 

SDGs ロゴ 

  

土のヒートパイプの模式図 

実証試験のイメージ 

  

 
 
日本海沿岸域における酸性雨に関する研究 

  東アジアの越境大気汚染による影響を把握するため、大気汚染物質や黄砂が降

水に取り込まれるメカニズムを宝達山（写真上）や学内で調べている。 

農業生産に関わる気象・気候資源の評価 

  北陸地方の気候やその変化に関する情報を抽出するため、本学実験農場におけ

る気象観測の結果をデータベース化し、詳細な解析を行っている。 

富士山における大気化学観測 

  自然的・人為的発生源による東アジア域での越境大気汚染が日本列島に及ぼす

影響を把握するため、富士山の山頂（写真下）や山麓で大気化学観測を行っている。 

 

 

 大気質・水質に関わる環境調査での現場観測や化学分析・データ解析の技術指導 

 

 

 環境の保全と緑化に関わる資材・技術研究会 事務局 

 小学校科学実験サポート事業｢雨はどうして降るの？｣ほか特別授業・出前実験 

 文部科学省委託 全国科学系博物館等における地域子ども教室推進事業 ｢子ども雪博士教室『シャ

ボン玉の中の雲』｣（中谷宇吉郎雪の科学館）講師 

 スーパーサイエンスハイスクールＡＩプロジェクト「微生物の有用性」での研究・技術指導 

 いしかわシティカレッジでの講義｢地球温暖化がもたらすもの｣「北陸地域に降る雪」 

 白山手取川ジオパーク水の旅学（連続講座）「地球温暖化がもたらす白山市への影響」「降水の局

地性と大雨・大雪の経年変化」 

 ののいち市民大学校コミュニティ・カレッジでの講義「石川県の空気はきれいか？ －大気汚染と

黄砂を中心に－」「雪を知り雪に親しもう」 

 金沢市環境審議会委員、白山手取川ジオパーク推進協議会学術会議委員 

 

大気環境学 

准教授 皆巳 幸也（ミナミ ユキヤ） 

キーワード：酸性雨、越境大気汚染、

黄砂、温暖化、気象観測、化学分析、

大気エアロゾル 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

気象大学校卒 

名古屋大学大学院理学研究科 満期退学 

博士（理学） 

 

 

教員からのメッセージ 

  自然を見る目を持つこと・養うことは、

大人にも子どもにも大切です。そのお手伝

いをします。 

SDGs ロゴ 
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地表－地中間の熱交換用ヒートパイプの開発 

適度な水分条件と減圧条件で、土の熱伝導率は劇的に増大し

ます。この大きな熱伝導率が得られる土の中では、個々の間隙

がヒートパイプとして機能し、土全体がひとつながりのヒート

パイプとして機能しています。土のヒートパイプは、次のよう

な特徴を持っています。 

（１）個々の間隙がヒートパイプとして機能するため、熱輸送

の方向や距離に制限を受けない。 

（２）温度差を駆動力として熱輸送を行うため、電力なしで熱

交換を行える。 

 土と水の混合物をパイプに充填して減圧密閉し、これを鉛直

埋設することにより、地表－地中間の熱交換を行います。 

 

 

 

 土の物理性に関する測定 

 土の物理的・化学的環境に関する計測 

 土の熱移動解析 

 

 

 

 ヒートパイプと地中熱を利用したオリーブ栽培、トマト栽培 

 農業用ため池における水質観測装置の開発とモニタリング 

 

 

 

 

 

 

 

農地環境学 

准教授 百瀬 年彦（モモセ トシヒコ）  

キーワード：ヒートパイプ、地中熱利用 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

岩手大学大学院連合農学研究科 博士（農学） 

（株）東京理工, Saint Mary’s 大学 研究員 

バイエルン州環境局 研究員 

 

 

教員からのメッセージ 

農業分野への地中熱利用を推進していま

す。 

SDGs ロゴ 

  

土のヒートパイプの模式図 

実証試験のイメージ 

  

 
 
日本海沿岸域における酸性雨に関する研究 

  東アジアの越境大気汚染による影響を把握するため、大気汚染物質や黄砂が降

水に取り込まれるメカニズムを宝達山（写真上）や学内で調べている。 

農業生産に関わる気象・気候資源の評価 

  北陸地方の気候やその変化に関する情報を抽出するため、本学実験農場におけ

る気象観測の結果をデータベース化し、詳細な解析を行っている。 

富士山における大気化学観測 

  自然的・人為的発生源による東アジア域での越境大気汚染が日本列島に及ぼす

影響を把握するため、富士山の山頂（写真下）や山麓で大気化学観測を行っている。 

 

 

 大気質・水質に関わる環境調査での現場観測や化学分析・データ解析の技術指導 

 

 

 環境の保全と緑化に関わる資材・技術研究会 事務局 

 小学校科学実験サポート事業｢雨はどうして降るの？｣ほか特別授業・出前実験 

 文部科学省委託 全国科学系博物館等における地域子ども教室推進事業 ｢子ども雪博士教室『シャ

ボン玉の中の雲』｣（中谷宇吉郎雪の科学館）講師 

 スーパーサイエンスハイスクールＡＩプロジェクト「微生物の有用性」での研究・技術指導 

 いしかわシティカレッジでの講義｢地球温暖化がもたらすもの｣「北陸地域に降る雪」 

 白山手取川ジオパーク水の旅学（連続講座）「地球温暖化がもたらす白山市への影響」「降水の局

地性と大雨・大雪の経年変化」 

 ののいち市民大学校コミュニティ・カレッジでの講義「石川県の空気はきれいか？ －大気汚染と

黄砂を中心に－」「雪を知り雪に親しもう」 

 金沢市環境審議会委員、白山手取川ジオパーク推進協議会学術会議委員 

 

大気環境学 

准教授 皆巳 幸也（ミナミ ユキヤ） 

キーワード：酸性雨、越境大気汚染、

黄砂、温暖化、気象観測、化学分析、

大気エアロゾル 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

気象大学校卒 

名古屋大学大学院理学研究科 満期退学 

博士（理学） 

 

 

教員からのメッセージ 

  自然を見る目を持つこと・養うことは、

大人にも子どもにも大切です。そのお手伝

いをします。 

SDGs ロゴ 
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野生動物の行動特性に基づいた被害対策に関する研究 

（目的）野生動物の生態、社会構造と被害発生の関係を明ら

かにし、適切な被害防除法を提案する。 

（概要）ニホンザル、ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシ

シなど野生動物の分布状況、生息地利用など行動、個体数

増減、生息地環境と被害実態の関係を明らかにし、適切な個

体群管理、生息地管理、被害管理法を提案する。これまで、

ニホンザルの追い上げ方法、ツキノワグマの出没予測方法、

シカの生息数推定法などを検討、提案した。 

 

 

 

 野生動物保護管理計画の策定 

 野生動物調査 

 野生動物による被害防除法の検討 

 

 

 H21～環境省鳥獣保護管理プランナー 

 H18～農林水産省農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー 

 H21～富山県野生動物保護管理検討委員会委員 

 H27～石川県特定鳥獣保護管理計画検討委員会委員 

 H21～福井県特定鳥獣保護管理計画（ツキノワグマ）検討委員会委員 

 H16〜西中国山地ツキノワグマ保護管理対策協議会委員（山口県、島根県、広島県） 

 H22～環境省・国指定剣山山系鳥獣保護区ツキノグマ等監視調査有識者会議委員 

 その他 

 

 

 

 

動物生態学 

教授 大井 徹（オオイ トオル） 

キーワード：野生動物管理、生物多様性 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院理学研究科卒（理学博士） 

（独）森林総合研究所野生動物研究領域長 

 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 

 

教員からのメッセージ 

野生動物による被害軽減、人との共存にお

いて、科学と現場の連携が重要だと考えて

います。 

 

SDGs ロゴ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

農耕地におけるマイクロプラスチックの動態に関する研究 

農耕地ではプラスチックを大量に使用しており、それらが海洋マイク

ロプラスチックの起源の一つとなっていることが指摘されています。当

研究室では農耕地におけるマイクロプラスチックの動態（発生・微細

化・流出プロセス）に着目し、計測技術の開発からモニタリングまで幅

広く研究を行っています。 

土壌有機物の蓄積機構の解明 

土壌は大気の約 2倍、陸域バイオマスの約 3倍もの膨大な量の炭素を

有機物として蓄積しています。当研究室では有機炭素を大量に蓄積する

火山灰土壌に着目し、有機炭素の蓄積機構を明らかすることで、土壌に

炭素を安定的に蓄積させる技術を構築し、炭素隔離や持続的な作物生産

への応用を目指します。 

 

 

 環境中のマイクロプラスチックの計測 

 肥料効果確認試験 

 機器分析（ICP-OES、AAS、TOC、XRD、CE、HPLC、FT-IR、UV-vis、蛍光分光など） 

 炭素・窒素安定同位体比分析（EA-IRMS） 

 

 

 

 稲わらと下水汚泥の高濃度混合高温消化と炭化を核とした地域内循環システムに関する調査事業

（国土交通省下水道革新的技術実証事業） 

 大野盆地における健全な水循環の育成に資する科学情報獲得に関する業務（福井県大野市） 

 脱リンスラグの農業利用に関する研究（JFEマテリアル＆大洋化学工業） 

 

 

 

 

 

土壌環境学 

講師 勝見 尚也（カツミ ナオヤ） 

キーワード：マイクロプラスチック、土壌肥料 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴  

石川県立大学大学院生物資源環境学研究科修了 
博士（生物資源環境学） 
早稲田大学創造理工学部環境資源工学科助教 
東京農工大生物システム応用科学府非常勤講師 

教員からのメッセージ 

地球規模の環境問題から地域に根差した土

壌肥料まで幅広く研究しております。どう

ぞよろしくお願いします。 

SDGs ロゴ 
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ぞよろしくお願いします。 

SDGs ロゴ 
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日本産植物寄生性バッカクキン科菌類の活用 

薬理作用など生物資源として期待されるバッカクキン科

菌類について、日本各地から採集し、産業的にも利用できる

ように菌株を確立する。 

 

黒穂菌類に属する担子菌酵母の機能解析 

物質生産能やプラスチック分解能が期待される担子菌酵

母の多くが、イネ科植物などを宿主とする黒穂菌類の無性

世代であることに着目し、黒穂菌類から新たな機能を持つ

担子菌酵母の菌株を得る。 

 

植物寄生菌の植物組織への侵入、定着機構の解明 

作物に被害をおよぼす植物寄生菌が植物表皮から宿主組

織内に侵入する機構や宿主組織内で定着する機構の解明を

目指し、新たな防除方法の開発に貢献する。 

 

 

 

 植物寄生菌の同定・分類 

 イネ科植物寄生菌の探索 

 植物と微生物の相互作用に関わる組織学的な解析 

 

 

 石川県農林総合研究センターと「稲こうじ病」について共同研究 

 農研機構の飼料作物病害図鑑への情報提供 

 

 

 

 

 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

微生物生態学 

准教授 田中 栄爾（タナカ エイジ） 

キーワード：真菌、植物寄生菌 

研究の概要 

略歴 

京都大学大学院 農学研究科卒 

博士（農学） 

日本学術振興会特別研究員（PD） 

 

教員からのメッセージ 

生物資源としての菌類の価値はまだまだ開

発途中です。身近な環境に生育する菌類に

も色々な未知の能力が秘められています。 

SDGs ロゴ 

  

タケ類てんぐ巣病
菌の分生子。その

他、アルカロイド
等を生産する多数
の植物寄生性バッ

カクキン科菌類の
菌株を確立。 

カゼクサの黒穂病
菌：無性世代では

エリスリトールを
生産する。その他、
生分解性プラスチ

ック分解能を持つ
黒穂病菌株などを
研究中。 

ギョウジャニンニ
クさび病菌が宿主

葉内を進展する様
子。その他、うどん
こ病菌の初期感染

過程を人工培地上
で再現する方法な
どを研究中。 

 
 
 

東南アジアの熱帯林において動物と植物相互作用、特に大型の果実食鳥類であ

るサイチョウ類による種子散布とその生息環境の保護に関連した研究を継続して

います。これまでに植物の開花・結実フェノロジー、林床で種子食害・二次散布

を行うげっ歯類、実生の食害を行う有蹄類やアジアゾウの種子散布の調査を行っ

てきました。 

動物による種子散布の研究には、どの動物種がどの果実種を利用しているのか

といった基礎情報が必要不可欠です。国内では、赤外線センサー付き自動撮影カ

メラやデジタルカメラのインターバル撮影機能を活用して、石川県内の里山にお

いて、林床の果実を利用する動物やそれらの種子散布者としての生態系機能を調

査しています。 

また、石川県農林総合研究センター林業試験場に年間を通して自動撮影カメラ

を設置し、ニホンジカやツキノワグマなどのモニタリングを行っています。 

 

 

 自動撮影カメラを利用した植物と動物の相互作用のモニタリング 

 森林生態系の保全に関する理論 

 野生動物を利用した森林再生 

 

 

 

 自動撮影カメラを利用した哺乳類や鳥類による農作物被害などの記録手法 

 自動撮影カメラの画像データを深層学習などで自動処理する技術開発 

 タイ国サイチョウプロジェクトによるユニークな保全プログラム「サイチョウ里親制度」の紹介

と普及活動 

 

 

 

 

 

植物生態学 

准教授 北村 俊平（キタムラ シュンペイ） 

キーワード：種子散布、種子食害、熱帯林、

サイチョウ、自動撮影カメラ 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院理学研究科卒 博士（理学） 

兵庫県立 人と自然の博物館 研究員 

立教大学理学部 日本学術振興会特別研究員 

教員からのメッセージ 

身近な生き物たちに隠された不思議を解き

明かすことが、限られた資源の持続可能な

利用につながる近道だと考えています。 

SDGs ロゴ 
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日本産植物寄生性バッカクキン科菌類の活用 

薬理作用など生物資源として期待されるバッカクキン科

菌類について、日本各地から採集し、産業的にも利用できる

ように菌株を確立する。 

 

黒穂菌類に属する担子菌酵母の機能解析 

物質生産能やプラスチック分解能が期待される担子菌酵
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農業水利施設の補修・補強工法に関する研究 

農業を行うためには水のコントロールが欠かせません。農業に必要

な水を貯め、水を農地まで運んだり、余分な水を農地から排出したり

する役割を担っているのが農業水利施設です。我が国には総延長約 40

万 km に達する農業用用排水路など膨大な数の農業水利施設が存在し

ます。しかし、これらの農業水利施設の大部分は、建設から数十年が

経ち、老朽化が進行しています。このような状況に対応するため、農

業水利施設の状態を診断し、不具合個所があれば補修や補強により施

設を長持ちさせる「長寿命化対策」が必要とされています。そこで、

私の研究室では、主にコンクリート水路を対象にした補修・補強工法

に関する研究を実施しています。 

これまでに、低温硬化性に優れ、複合劣化条件下でも優れた耐久性

を発揮する水路用弾性シーリング材の開発や、モルタル系水路補修材

料の耐摩耗性評価を行ってきました。 

 

 

 農業水利施設の補修材料の耐久性評価 

 耐摩耗性に優れたセメント系補修材料の開発 

 水路用目地補修材料の開発 

 

 

 

 農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル【開水路補修編】（案）作成 

 農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル【鋼矢板水路腐食対策（補修）編】（案）作成 

 農業集落排水施設におけるストックマネジメントの手引き（案）作成 

 農業水利施設の長寿命化に貢献したいという企業との共同研究を望みます。 

 

 

 

 

 

地域施設学 

教授 森 丈久（モリ タケヒサ） 

キーワード：農業水利施設、補修・補強工法 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

九州大学農学部農業工学科卒 

農林水産省、（独）農研機構農村工学研究所 

博士（農学） 

 

 

 

教員からのメッセージ 

農業水利施設の補修工事の現場で困ったこ

とがありましたら、気軽に何でも相談して

ください。 

SDGs ロゴ 

 

シーリング材の耐水圧試験 

転がり摩耗促進試験機 
 

  
 
 
 
 

 
 

水田周辺の魚類のための魚道の開発と機能評価 

農村地域の農業水利施設に生息する魚類を対象とした魚道の開発や魚道

機能のモニタリングを行っている。魚道の開発は、室内の実験水路や水槽

に魚道模型を製作し、魚類の遡上実験を行い、魚類の遡上の有無により魚

道の性能評価を行っている。また、野外に設置した実際の魚道において、

定置網や PIT タグを用いて魚類の移動調査を実施するとともに、水理環境

をモニタリングし、魚道の機能評価を行っている。 

農業水利施設における魚類の生息環境評価 

手取川扇状地（能美市・白山市）と於古川流域（羽咋郡志賀町）におい

て、石川県絶滅危惧 I 類のトミヨの生息環境評価を行っている。生息場所

において、トミヨの個体密度、水理環境を調査して、環境要因ごとの SI（適

正指数）モデルより HSI（ハビタット適性指数）モデルを作成し、生息場所

の生息場適性指数（HSI）および生息場全体の環境価値（HU）を算定し、生

息環境の評価を行う。 

 

 

 魚道の開発・機能評価 

 農業水利施設における魚類の生息環境の評価とモニタリング 

 

 

 H19～石川県石川農林総合事務所・農業農村整備事業環境配慮情報協議会・委員長 

 H27～石川県県央農林総合事務所・農業農村整備事業環境配慮情報協議会・委員 

 H24～応用生態工学会金沢地域研究会・幹事 

 R03～野々市市都市計画審議会・委員 

 H29～石川県生活環境部環境政策課・石川県公害審査会・委員 

 H30～石川県生活環境部自然環境課・石川県希少種保全推進員（トミヨ） 

 H31～日本雨水資源化システム学会・副会長 

 

 

地域水工学 

教授（学科長）一恩 英二（イチオンエイジ） 

キーワード：農業農村工学、応用生態工学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学農学部農業工学科卒、日本工営株式

会社、石川県農業短期大学 

京都大学博士（農学） 

教員からのメッセージ 

教育・研究活動においても、Plan、Do、Check、

Action の PDCAサイクルを回しながら、進め

ることが大切だと考えています。 

雑草ヨシの収穫 

SDGs ロゴ 

   

PIT タグアンテナによる魚類移動

調査（白山市上小川町） 

トミヨの生息環境調査（志賀町） 
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農業水利施設の補修・補強工法に関する研究 

農業を行うためには水のコントロールが欠かせません。農業に必要

な水を貯め、水を農地まで運んだり、余分な水を農地から排出したり

する役割を担っているのが農業水利施設です。我が国には総延長約 40

万 km に達する農業用用排水路など膨大な数の農業水利施設が存在し

ます。しかし、これらの農業水利施設の大部分は、建設から数十年が

経ち、老朽化が進行しています。このような状況に対応するため、農

業水利施設の状態を診断し、不具合個所があれば補修や補強により施

設を長持ちさせる「長寿命化対策」が必要とされています。そこで、

私の研究室では、主にコンクリート水路を対象にした補修・補強工法

に関する研究を実施しています。 

これまでに、低温硬化性に優れ、複合劣化条件下でも優れた耐久性

を発揮する水路用弾性シーリング材の開発や、モルタル系水路補修材

料の耐摩耗性評価を行ってきました。 

 

 

 農業水利施設の補修材料の耐久性評価 

 耐摩耗性に優れたセメント系補修材料の開発 

 水路用目地補修材料の開発 

 

 

 

 農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル【開水路補修編】（案）作成 

 農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル【鋼矢板水路腐食対策（補修）編】（案）作成 

 農業集落排水施設におけるストックマネジメントの手引き（案）作成 

 農業水利施設の長寿命化に貢献したいという企業との共同研究を望みます。 

 

 

 

 

 

地域施設学 

教授 森 丈久（モリ タケヒサ） 

キーワード：農業水利施設、補修・補強工法 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

九州大学農学部農業工学科卒 

農林水産省、（独）農研機構農村工学研究所 

博士（農学） 

 

 

 

教員からのメッセージ 

農業水利施設の補修工事の現場で困ったこ

とがありましたら、気軽に何でも相談して

ください。 

SDGs ロゴ 

 

シーリング材の耐水圧試験 

転がり摩耗促進試験機 
 

  
 
 
 
 

 
 

水田周辺の魚類のための魚道の開発と機能評価 

農村地域の農業水利施設に生息する魚類を対象とした魚道の開発や魚道

機能のモニタリングを行っている。魚道の開発は、室内の実験水路や水槽

に魚道模型を製作し、魚類の遡上実験を行い、魚類の遡上の有無により魚

道の性能評価を行っている。また、野外に設置した実際の魚道において、

定置網や PIT タグを用いて魚類の移動調査を実施するとともに、水理環境

をモニタリングし、魚道の機能評価を行っている。 

農業水利施設における魚類の生息環境評価 

手取川扇状地（能美市・白山市）と於古川流域（羽咋郡志賀町）におい

て、石川県絶滅危惧 I 類のトミヨの生息環境評価を行っている。生息場所

において、トミヨの個体密度、水理環境を調査して、環境要因ごとの SI（適

正指数）モデルより HSI（ハビタット適性指数）モデルを作成し、生息場所

の生息場適性指数（HSI）および生息場全体の環境価値（HU）を算定し、生

息環境の評価を行う。 

 

 

 魚道の開発・機能評価 

 農業水利施設における魚類の生息環境の評価とモニタリング 

 

 

 H19～石川県石川農林総合事務所・農業農村整備事業環境配慮情報協議会・委員長 

 H27～石川県県央農林総合事務所・農業農村整備事業環境配慮情報協議会・委員 

 H24～応用生態工学会金沢地域研究会・幹事 

 R03～野々市市都市計画審議会・委員 

 H29～石川県生活環境部環境政策課・石川県公害審査会・委員 

 H30～石川県生活環境部自然環境課・石川県希少種保全推進員（トミヨ） 

 H31～日本雨水資源化システム学会・副会長 

 

 

地域水工学 

教授 一恩 英二（イチオン エイジ） 

キーワード：農業農村工学、応用生態工学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学農学部農業工学科卒、日本工営株式

会社、石川県農業短期大学 

京都大学博士（農学） 

教員からのメッセージ 

教育・研究活動においても、Plan、Do、Check、

Action の PDCAサイクルを回しながら、進め

ることが大切だと考えています。 

雑草ヨシの収穫 

SDGs ロゴ 

   

PIT タグアンテナによる魚類移動

調査（白山市上小川町） 

トミヨの生息環境調査（志賀町） 
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農業水利システムの新たな合理的管理方法 

地域における耕作放棄地の増加や土地利用の変化、地球温暖

化による気候変動、多発する集中豪雨や土砂災害などの自然災

害への懸念を踏まえて、モデルシミュレーションや機械学習、

数理計画手法などを用いて、水利システム（水路など）の新た

な合理的管理の研究を行っています。 

農業地域における水利システムを組み込んだ地表水・地下水

の流れを再現する流出解析モデルにより、都市化の伴う流出率

の増大、気候変動による地下水涵養量の低下、地下水位の変化、

増水時の排水管理などについて解析を行っています。 

さらに近年、AI に利用される機械学習手法の発展は目覚ま

しく、広い分野でのデータ解析への応用が検討されています。

これらの技術手法を灌漑排水管理や地下水管理へ適用し、さら

に様々な対象やフィールドでのデータ解析への応用を研究し

ています。 

 

 

 農業水利システムに関する調査、解析 

 降雨流出モデルシミュレーション 

 数理計画法による最適管理モデルの開発 

 機械学習手法を用いたデータ解析 

 

 

 農木場潟浮島プロジェクト ワーキング部会委員 

 能登はんみょう海岸を守り愛する プロジェクト・アイ 

 能登キャンパス構想「能登・祭りの環」インターンシップ事業 

 水を介して地域環境の防災や持続可能な利活用を目指した共同研究を望みます。 

 

水利システム学 

講師 長野 峻介（チョウノ シュンスケ） 

キーワード：流出解析、機械学習、農業農村工学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科卒 博士（農学） 

日本学術振興会特別研究員 

 

教員からのメッセージ 

水は人と自然環境に潤いをもたらしてくれ

る一方で、災害を引き起こす要因です。水

とのつきあい方を考えていきます。 

SDGs ロゴ 

   

 

  

 
 

自然災害のリスク、地球温暖化が水・食料に及ぼす影響などを現地

観測、衛星データ、シミュレーションなどを利用して評価し、それら

の影響を軽減できる対応策を検討して、安心・安全・持続可能な水循

環社会の構築に資することを目指しています。 

たとえば、放棄竹林が拡大することによって、森林が持っている洪

水緩和機能、渇水緩和機能、土砂災害防止機能にどの様な影響が現れ

るのかを調べています。森林内において積雪・融雪の観測を行い、融

雪をできるだけ遅らせて、融雪水をゆっくりと流出させて水資源を増

やすにはどうしたらよいのかを研究しています。 

また、ドローン（UAV）によって、砂浜海岸の地形変化、土壌水分、

打ち上げ海藻、水深などを観測できる方法を開発しています。緑、赤、

近赤外を観測できるスペクトルカメラ、サーモグラフィーをドローン

に取り付け、稲の草丈、LAI、窒素吸収量などを観測し、スマート農業

に資する技術の開発を行っています。 

 

 

 流域水循環モデルの構築、適用。気候変動による水資源、水環境への影響評価 

 流域における水文、水環境、気象観測 

 リモートセンシング（衛星解析）、UAV（ドローン）による環境、農作物モニタリング 

 

 

 

 柴山潟地区、今江潟地区の水質調査業務。地下水モニタリング（白山市、NTTドコモ） 

 千蛇ヶ池雪渓のモニタリング、UAVによる雪渓観測（白山自然保護センター） 

 ドローン、スペクトルカメラ、サーモグラフィーを用いた水稲生育モニタリング 

 音響を利用して雨と雪を判別しながら降水量を計測できる装置の開発 

 

 

 

 

 

地域水環境学 

准教授 藤原 洋一（フジハラ ヨウイチ） 

キーワード：水資源、地下水、ドローン 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学大学院自然科学研究科卒 博士（農学） 

京都大学防災研究所、総合地球環境学研究所、 

国際農林水産業研究センターなど 

 

 

教員からのメッセージ 

カンボジア、スーダンなどを対象として、

衛星画像で洪水、作物生育などを分析して

現状分析する、といったこともしています。 

SDGs ロゴ 
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農業水利システムの新たな合理的管理方法 

地域における耕作放棄地の増加や土地利用の変化、地球温暖

化による気候変動、多発する集中豪雨や土砂災害などの自然災

害への懸念を踏まえて、モデルシミュレーションや機械学習、

数理計画手法などを用いて、水利システム（水路など）の新た

な合理的管理の研究を行っています。 

農業地域における水利システムを組み込んだ地表水・地下水

の流れを再現する流出解析モデルにより、都市化の伴う流出率

の増大、気候変動による地下水涵養量の低下、地下水位の変化、

増水時の排水管理などについて解析を行っています。 

さらに近年、AI に利用される機械学習手法の発展は目覚ま

しく、広い分野でのデータ解析への応用が検討されています。

これらの技術手法を灌漑排水管理や地下水管理へ適用し、さら

に様々な対象やフィールドでのデータ解析への応用を研究し

ています。 

 

 

 農業水利システムに関する調査、解析 

 降雨流出モデルシミュレーション 

 数理計画法による最適管理モデルの開発 

 機械学習手法を用いたデータ解析 

 

 

 農木場潟浮島プロジェクト ワーキング部会委員 

 能登はんみょう海岸を守り愛する プロジェクト・アイ 

 能登キャンパス構想「能登・祭りの環」インターンシップ事業 

 水を介して地域環境の防災や持続可能な利活用を目指した共同研究を望みます。 

 

水利システム学 

講師 長野 峻介（チョウノ シュンスケ） 

キーワード：流出解析、機械学習、農業農村工学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科卒 博士（農学） 

日本学術振興会特別研究員 

 

教員からのメッセージ 

水は人と自然環境に潤いをもたらしてくれ

る一方で、災害を引き起こす要因です。水

とのつきあい方を考えていきます。 

SDGs ロゴ 

   

 

  

 
 

自然災害のリスク、地球温暖化が水・食料に及ぼす影響などを現地

観測、衛星データ、シミュレーションなどを利用して評価し、それら

の影響を軽減できる対応策を検討して、安心・安全・持続可能な水循

環社会の構築に資することを目指しています。 

たとえば、放棄竹林が拡大することによって、森林が持っている洪

水緩和機能、渇水緩和機能、土砂災害防止機能にどの様な影響が現れ

るのかを調べています。森林内において積雪・融雪の観測を行い、融

雪をできるだけ遅らせて、融雪水をゆっくりと流出させて水資源を増

やすにはどうしたらよいのかを研究しています。 

また、ドローン（UAV）によって、砂浜海岸の地形変化、土壌水分、

打ち上げ海藻、水深などを観測できる方法を開発しています。緑、赤、

近赤外を観測できるスペクトルカメラ、サーモグラフィーをドローン

に取り付け、稲の草丈、LAI、窒素吸収量などを観測し、スマート農業

に資する技術の開発を行っています。 

 

 

 流域水循環モデルの構築、適用。気候変動による水資源、水環境への影響評価 

 流域における水文、水環境、気象観測 

 リモートセンシング（衛星解析）、UAV（ドローン）による環境、農作物モニタリング 

 

 

 

 柴山潟地区、今江潟地区の水質調査業務。地下水モニタリング（白山市、NTTドコモ） 

 千蛇ヶ池雪渓のモニタリング、UAVによる雪渓観測（白山自然保護センター） 

 ドローン、スペクトルカメラ、サーモグラフィーを用いた水稲生育モニタリング 

 音響を利用して雨と雪を判別しながら降水量を計測できる装置の開発 

 

 

 

 

 

地域水環境学 

准教授 藤原 洋一（フジハラ ヨウイチ） 

キーワード：水資源、地下水、ドローン 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学大学院自然科学研究科卒 博士（農学） 

京都大学防災研究所、総合地球環境学研究所、 

国際農林水産業研究センターなど 

 

 

教員からのメッセージ 

カンボジア、スーダンなどを対象として、

衛星画像で洪水、作物生育などを分析して

現状分析する、といったこともしています。 

SDGs ロゴ 
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21 世紀，石川県をはじめとする日本の農山漁村地域が豊かであり続けるための実践的社会科学研究 

東日本大震災，新型コロナウィルスの感染拡大など，一極集中型の日本のあり方の脆さが儚くも露呈されて

います。そのなかで，地方の豊かさを見える化し，地域活性化を促進し，地域住民や地域とともに新たな価値

創造を目指す企業の戦略のあり方について，主に環境学，社会学，経済学，心理学などを踏まえた実践的社会

科学を展開している。CSV（共通価値の創造）が地域を豊かに，そして持続可能なものにする可能性は高く，

具体的な戦略策定に関する基礎研究，事例研究を進めています。 

これまでの主な研究実績は以下の通り。 

 農山村地域資源の経済価値の評価（マーケティングへの貢献） 

 水産資源や海浜地域の資源保全に関する住民意識調査（地域づくりへの貢献） 

 防災意識と防災行動の大規模社会調査（レジリエントな国家形成への貢献） 

 全国を対象とした地域愛着や地域活力と地域経済の関係評価（地域経済政策への貢献） 

 地域農林漁業の持続可能性の評価と課題発掘，及び処方箋の提示（第一次産業の活性化への貢献） 

 

 

 Webアンケート調査（広い範囲で大規模サンプルを収集し，ソリューションを探索） 

 対面式インタビュー調査（主に高齢者対象や，深く細かい心理・考えについて調べる方法） 

 郵送式アンケート調査（上記 2つの中間的な特徴） 

 統計分析や資料などのテキストデータ分析 

 ワークショップなどの合意形成手法 

 

 

 石川県農林業関係各種委員会委員を経験 

 県内市町農林業関係各種委員会委員を経験 

 県内市町観光物産協会顧問などを経験 

 小中高など，学教教育における講演など多数経験 

 自然資源の保全を自社・自自治体の価値向上と連動させたいと考える主体との共同研究 

 

地域計画学 

准教授 山下 良平（ヤマシタ リョウヘイ） 

キーワード：地方創生、環境計画、活性化 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学大学院自然科学研究科博士課程 修了 

東京理科大学理工学部 助教 

博士（農学） 

 

教員からのメッセージ 

生物多様性保全など，環境価値の向上が企

業価値・自治体価値と連動する時代です。

常に有意義な成果導出を心がけます。 

SDGs ロゴ 

   

  
 
 
 
 

 
 

斜面崩壊の発生予測と土砂災害対策 

全国的に気候変動などに伴い土砂災害が多発しており、地すべり・崩壊

の予測と災害予防、そして崩壊地の対策が重要な研究課題となっている。

筆者は北海道胆振東部地震をはじめとし、本州、中国地方などにおける土

砂災害を研究し、近年急速に開発が進められた航空機レーザーにより取得

された地形データや航空写真などを用いて、源流域での地形変化から崩壊

発生予測を行い、土砂災害の予知と防災対策を解明する研究を行っている。 

同時に国立公園特別保護地区にあって、荒廃した裸地における植生導入

の方法について、石川森林管理署と共同でヤナギ類の枝や在来種の種子を

採集し、ヘリコプターで崩壊地に散布し、自然再生を図るなど

など新しい工法の開発を行っている。 

 

 

 崩壊地の地形解析と緑化指導 

 希少生物の保全・生態系調査法と応用生態工学的な提案 

 LiDARや GIS を使った地形・植生情報の収集と解析、環境・防災教育への支援 

 環境と調和した河川・防災工法の開発 治山・砂防堰堤のスリット化 

 

 

 

 これまで砂防・治山分野の研究に携わり、希少生物の保全など生態系分野の知識も豊富である。

また様々な公的機関(国、県そして市)の各種委員も歴任している。そうした経験を生かして、防

災と環境分野の様々なアドバイスを行っている 

 H27～林野庁近畿中国森林管理局手取川上流崩壊対策検討委員会座長 

 H27～国土交通省金沢河川国道事務所白山火山噴火緊急減災砂防対策検討委員会委員 

 H24～石川県景観審議会委員 

 R1～金沢市総合治水推進会議座長 

 

 

 

 

 

流域環境学 

教授 柳井 清治（ヤナイ セイジ） 

キーワード：里山里海、流域、防災 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

北海道大学大学院農学研究科卒 農学博士 

北海道立林業試験場科長 

北海道工業大学工学部教授 

 

教員からのメッセージ 

これまで北海道・石川県で多くのフィール

ド調査を行ってきました。環境と防災に関

することでしたら是非お聞きください。 

SDGs ロゴ 

   

2015 年春に大規模な地滑りを起こし、濁水が
問題となった手取川上流の崩壊地。自然植生

による崩壊地の植生回復が進められる。 
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21 世紀，石川県をはじめとする日本の農山漁村地域が豊かであり続けるための実践的社会科学研究 

東日本大震災，新型コロナウィルスの感染拡大など，一極集中型の日本のあり方の脆さが儚くも露呈されて

います。そのなかで，地方の豊かさを見える化し，地域活性化を促進し，地域住民や地域とともに新たな価値

創造を目指す企業の戦略のあり方について，主に環境学，社会学，経済学，心理学などを踏まえた実践的社会

科学を展開している。CSV（共通価値の創造）が地域を豊かに，そして持続可能なものにする可能性は高く，

具体的な戦略策定に関する基礎研究，事例研究を進めています。 

これまでの主な研究実績は以下の通り。 

 農山村地域資源の経済価値の評価（マーケティングへの貢献） 

 水産資源や海浜地域の資源保全に関する住民意識調査（地域づくりへの貢献） 

 防災意識と防災行動の大規模社会調査（レジリエントな国家形成への貢献） 

 全国を対象とした地域愛着や地域活力と地域経済の関係評価（地域経済政策への貢献） 

 地域農林漁業の持続可能性の評価と課題発掘，及び処方箋の提示（第一次産業の活性化への貢献） 

 

 

 Webアンケート調査（広い範囲で大規模サンプルを収集し，ソリューションを探索） 

 対面式インタビュー調査（主に高齢者対象や，深く細かい心理・考えについて調べる方法） 

 郵送式アンケート調査（上記 2つの中間的な特徴） 

 統計分析や資料などのテキストデータ分析 

 ワークショップなどの合意形成手法 

 

 

 石川県農林業関係各種委員会委員を経験 

 県内市町農林業関係各種委員会委員を経験 

 県内市町観光物産協会顧問などを経験 

 小中高など，学教教育における講演など多数経験 

 自然資源の保全を自社・自自治体の価値向上と連動させたいと考える主体との共同研究 

 

地域計画学 

准教授 山下 良平（ヤマシタ リョウヘイ） 

キーワード：地方創生、環境計画、活性化 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学大学院自然科学研究科博士課程 修了 

東京理科大学理工学部 助教 

博士（農学） 

 

教員からのメッセージ 

生物多様性保全など，環境価値の向上が企

業価値・自治体価値と連動する時代です。

常に有意義な成果導出を心がけます。 

SDGs ロゴ 

   

  
 
 
 
 

 
 

斜面崩壊の発生予測と土砂災害対策 

全国的に気候変動などに伴い土砂災害が多発しており、地すべり・崩壊

の予測と災害予防、そして崩壊地の対策が重要な研究課題となっている。

筆者は北海道胆振東部地震をはじめとし、本州、中国地方などにおける土

砂災害を研究し、近年急速に開発が進められた航空機レーザーにより取得

された地形データや航空写真などを用いて、源流域での地形変化から崩壊

発生予測を行い、土砂災害の予知と防災対策を解明する研究を行っている。 

同時に国立公園特別保護地区にあって、荒廃した裸地における植生導入

の方法について、石川森林管理署と共同でヤナギ類の枝や在来種の種子を

採集し、ヘリコプターで崩壊地に散布し、自然再生を図るなど

など新しい工法の開発を行っている。 

 

 

 崩壊地の地形解析と緑化指導 

 希少生物の保全・生態系調査法と応用生態工学的な提案 

 LiDARや GISを使った地形・植生情報の収集と解析、環境・防災教育への支援 

 環境と調和した河川・防災工法の開発 治山・砂防堰堤のスリット化 

 

 

 

 これまで砂防・治山分野の研究に携わり、希少生物の保全など生態系分野の知識も豊富である。

また様々な公的機関(国、県そして市)の各種委員も歴任している。そうした経験を生かして、防

災と環境分野の様々なアドバイスを行っている 

 H27～林野庁近畿中国森林管理局手取川上流崩壊対策検討委員会座長 

 H27～国土交通省金沢河川国道事務所白山火山噴火緊急減災砂防対策検討委員会委員 

 H24～石川県景観審議会委員 

 R1～金沢市総合治水推進会議座長 

 

 

 

 

 

流域環境学 

教授 柳井 清治（ヤナイ セイジ） 

キーワード：里山里海、流域、防災 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

北海道大学大学院農学研究科卒 農学博士 

北海道立林業試験場科長 

北海道工業大学工学部教授 

 

教員からのメッセージ 

これまで北海道・石川県で多くのフィール

ド調査を行ってきました。環境と防災に関

することでしたら是非お聞きください。 

SDGs ロゴ 

   

2015 年春に大規模な地滑りを起こし、濁水が
問題となった手取川上流の崩壊地。自然植生

による崩壊地の植生回復が進められる。 
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グリーンインフラを活用した SDGs の取り組みと持続可能な地域づくり 

グリーンインフラ（Green Infrastructure）とは、生態系を重要な社会基盤とみなし、社会経済に寄与

し、災害に備え、暮らしに潤いを与えるための技術であり概念です。緑や自然が持つ多様な機能を引き出

し、自然と調和した安心・安全で持続可能な地域づくりを目指すグリーンインフラは、SDGs とも関連が

深く、珠洲市の能登 SDGsラボや金沢市の SDGs プ

ロジェクトで、その実践に取り組んでいます。  

環境保全技術の評価と開発、里山里海の保全と地域ブランド化 

公共事業等に伴う自然環境や猛禽類などの希少動植物の生息への人為的な悪

影響を最小限にするために、環境保全技術の開発・評価を行っています。また

佐渡島でトキの野生復帰に携わった経験も活かし、能登での里山環境の再生や

農地の耕作放棄リスク分析、地域ブランドの発掘や発信にも取り組んでいます。 

 緑地環境の多機能性の評価と町づくりにおける活用策（社会・環境・経済・防災の統合的理解） 

 環境アセスメント等における環境保全技術の評価と開発、希少種保全と自然再生 

 グリーンインフラを活用した SDGsの取り組みや持続可能な地域づくりの提案 

 国土交通省グリーンインフラ官民連携プラットフォーム 技術部会 幹事 

 能登 SDGsラボ 運営委員、金沢 SDGs プロジェクト「IMAGINE KANAZAWA 2030」 検討メンバー 

 環境省主催「環境影響評価研修」講師（テーマ：グリーンインフラと SDGs など） 

 新潟大学「朱鷺の島 環境再生リーダー人材養成事業」での教育支援 

 東邦大学「産学官民連携 自然環境保全と持続可能な社会づくりセミナー」全 4回の企画・運営 

 グリーンインフラを活用した防災減災・地方創生に関する研究（(株)福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄと共同研究） 

 グリーンインフラを核とした持続可能で魅力ある地域づくり事業の創出（いであ(株)と共同研究） 

 ハイブリッドインフラの導入ポテンシャル評価（三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)からの受託研究） 

 

 

 

 

 

緑地環境学 

准教授 上野 裕介（ウエノ ユウスケ） 

キーワード：グリーンインフラ、SDGs、 

生物多様性、健康まちづくり 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 博士（水産科学）、技術士（建設部門） 

北海道大学大学院 水産科学研究科修了 

新潟大学 朱鷺・自然再生学研究センター 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 研究官 

 

教員からのメッセージ 

研究の意義は、今よりも安心で豊かな社会

を作ることだと考えています。自然と調和

した社会づくりに向け、活動しています。 

SDGs ロゴ 
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食品科学科 

食品素材の機能活用
とビジネス展開 

食品品科科科科科学科科科科科科食品品品品科科科科科学科科科科科科
先端技術を活用し、食品の加工・貯蔵・流通技術の開
発に取り組んでおり、食品の安全性や機能性を解明
し、安全で豊かな食品の供給システムや食を通じた健

康の維持増進に関する教育研究を進めています。 

食品基礎系 

 食品素材を科学的に解析し、その特性

を明らかにします。また，生体分子の立

体構造と相互作用を物理化学的手法で解

析し、生体内での分子基盤を解明しま
す。さらに、得られた知見を六次産業化

やブランド化などのビジネスに活かす方

策についても取り組みます。 

食品の安全と 
健康維持・増進 

 安全・安心な食品を製造・流通させる
ために必要な食品安全マネジメントシス
テムの確立や食品衛生に関わる微生物・

化学物質の迅速分析技術に取り組みま
す。また、食品が有する保健効果と機能

性成分を研究し、健康維持・増進に役立

つ機能性食品の開発を行います。 

食品の開発・製造・
加工技術 

食品製造系 

 食品素材の物性の解明による新規食品

の開発，マイクロ波加熱等の台所家電に
対応する新食品加工や調理器具の開発，
食品製造のための新たな微生物や酵素の
開発と利用，食品の製造で使用する機

械・装置や物性測定機器の原理理解によ
る新機械・装置などの開発を行います。 

食品成分の化学と栄
養機能 

 食品成分を化学的に評価し、食品のお
いしさや品質向上からヒトの健康維持や
疾病の予防・改善に至るまでを総合的に
科学する取り組みを行います。また、栄

養機能および生体調節機能を持つ成分を
探索し、その作用機構を試験管レベル、
動物実験レベ ルで解明します。  

食品栄養化学系 

食品の安全と食品の安全と

食品安全健康系 

  
 
 

グリーンインフラを活用した SDGsの取り組みと持続可能な地域づくり 

グリーンインフラ（Green Infrastructure）とは、生態系を重要な社会基盤とみなし、社会経済に寄与

し、災害に備え、暮らしに潤いを与えるための技術であり概念です。緑や自然が持つ多様な機能を引き出

し、自然と調和した安心・安全で持続可能な地域づくりを目指すグリーンインフラは、SDGs とも関連が

深く、珠洲市の能登 SDGsラボや金沢市の SDGs プ

ロジェクトで、その実践に取り組んでいます。  

環境保全技術の評価と開発、里山里海の保全と地域ブランド化 

公共事業等に伴う自然環境や猛禽類などの希少動植物の生息への人為的な悪

影響を最小限にするために、環境保全技術の開発・評価を行っています。また

佐渡島でトキの野生復帰に携わった経験も活かし、能登での里山環境の再生や

農地の耕作放棄リスク分析、地域ブランドの発掘や発信にも取り組んでいます。 

 緑地環境の多機能性の評価と町づくりにおける活用策（社会・環境・経済・防災の統合的理解） 

 環境アセスメント等における環境保全技術の評価と開発、希少種保全と自然再生 

 グリーンインフラを活用した SDGsの取り組みや持続可能な地域づくりの提案 

 国土交通省グリーンインフラ官民連携プラットフォーム 技術部会 幹事 

 能登 SDGsラボ 運営委員、金沢 SDGs プロジェクト「IMAGINE KANAZAWA 2030」 検討メンバー 

 環境省主催「環境影響評価研修」講師（テーマ：グリーンインフラと SDGs など） 

 新潟大学「朱鷺の島 環境再生リーダー人材養成事業」での教育支援 

 東邦大学「産学官民連携 自然環境保全と持続可能な社会づくりセミナー」全 4回の企画・運営 

 グリーンインフラを活用した防災減災・地方創生に関する研究（(株)福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄと共同研究） 

 グリーンインフラを核とした持続可能で魅力ある地域づくり事業の創出（いであ(株)と共同研究） 

 ハイブリッドインフラの導入ポテンシャル評価（三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)からの受託研究） 

 

 

 

 

 

緑地環境学 

准教授 上野 裕介（ウエノ ユウスケ） 

キーワード：グリーンインフラ、SDGs、 

生物多様性、健康まちづくり 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 博士（水産科学）、技術士（建設部門） 

北海道大学大学院 水産科学研究科修了 

新潟大学 朱鷺・自然再生学研究センター 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 研究官 

 

教員からのメッセージ 

研究の意義は、今よりも安心で豊かな社会

を作ることだと考えています。自然と調和

した社会づくりに向け、活動しています。 

SDGs ロゴ 
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1．NMR による食品のブランド保護技術の開発 

NMR（核磁気共鳴）は原子の磁気共鳴スペクトルを測定することに

より，分子の化学構造や運動性に関する情報を得る装置です。これ

までに，魚醤（いしる，ナンプラーなど）の製品に含まれる有機化

合物の同定と定量分析，および，統計処理により製品のグループ化

をおこないました。今後は市販されている食品について，NMR スペ

クトルの網羅的測定による真正評価のための技術開発に取り

組みます。 

2．MRI による食品の内部構造検査 

 MRI（磁気共鳴イメージング）は臨床医療の画像診断で有名ですが，

食品内部の観察にも利用されています。これまでに，牡蠣の殻を開

けずに身の大きさを計測する技術を開発しました。今後はこの技術

を農業・漁業生産物の出荷前検査に応用できるよう，測定の迅速化

と自動化に取り組みます。 

 

 

 NMRによる食品の成分分析 

 MRIによる食品の非破壊的内部構造の検査 

 

 

 

 

 食品製造業 

 農業 

 漁業 

 

 

 

 

 

 

生体分子機能学 

教授 小椋 賢治（オグラ ケンジ） 

キーワード：NMR，MRI 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

北海道大学大学院理学研究科卒 博士（理学） 

東京都臨床医学総合研究所 

北海道大学大学院先端生命科学研究院 

 

 

 

 

 

 

教員からのメッセージ 

石川県の農業・漁業・食品産業のお役にた

てるような技術開発を目指しています。 

SDGs ロゴ 

 

食品安全全健康系

食品衛生学 西本 壮吾 准教授(p47)

食品管理学 中口 義次 准教授 (p46)

関口 光広 准教授(p48)食品分析学

・免疫促進作用を示す食品の探索

と作用機序解析

・抗アレルギー作用を示す食品の

探索と作用機序解明

・骨代謝に関わる食品の探索と作

用機序解明

・食品の食中毒菌汚染の実態解明

・生食習慣により重要となる腸管

感染症の研究

・伝統食品（塩蔵食品）の食中毒

リスクの原因究明

・地元特産物の成分分析による

新規特異的機能の探索

・未利用部位の有効活用検討

・核内受容体に作用する機能性

成分探索

生体分子機能学 小椋 賢治 教授 (p35)

・タンパク質立体構造と分子間相

互作用の解析

・食品メタボロミクス

NMR（核磁気共鳴）

イチゴのランナーから
のほうじ茶の製造

コレラ菌の分離

食品製造系

長野 隆男 教授 (p38)食品製造開発学
・食品の構造と物性との関係

・微粒子化技術による食品開発

・メタボローム解析による肥満抑制

効果の解明

ナノファイバー化装置

粒子径の異なるO/W型
エマルション

能登のなれずし

食品製造工学

食品微生物学

・エマルション調製における界面エ

ネルギー獲得過程の検討

・乳化分散系を用いた食品機能性の

向上

・油脂の酸化過程の速度論的解析

・伝統発酵食品中の微生物存在バ

ランスの解明と有用微生物の利用

開発

・発酵食品中の微生物由来分子の

機能解析

小栁 喬 准教授 (p40)

島 元啓 准教授 (p39)

本多 裕司 准教授(p37)

・グルテンフリー米粉パンの食感

改良

・澱粉などの多糖類の分析と応用

・オリゴ糖などの糖質に関連する

酵素の機能解析

食品素材科学

食品ビジネス学
・野菜の形態別成分分析と新たな

商品化

・六次産業化の効果的な推進に向

けたビジネスモデル

・食品の文理融合型の付加価値形

成とマーケティング手法

小林 茂典 教授 (p36)

食品加工学

・炭火焼きができる使い切りナベの

開発と食品加熱の電磁界及び伝熱の

連成解析

・各種レーザによる食品殺菌の研究

・ソーラークッカーによる新しい調

理容器の開発
ソーラークッカー

藤田 萩乃 講師 (p41)

世界の魚醬

食品栄養化学系

食品化学 榎本 俊樹 教授 (p42)

・発酵食品の成分特性と機能性

・伝統食品の成分特性と機能性

・伝統野菜、雑穀及び海藻の成分

特性と機能性

・蜂蜜及び蜂産品の成分特性

と機能性

松本 健司 教授 (p45)

主要野菜の加工・業務
用需要の動向

能登大納言小豆の澱粉
（偏光顕微鏡写真）

食品機能科学

食品基礎系

・生活習慣病の予防に役立つ食品

の開発

・難消化性糖質の機能性研究

マウスを用いた実験
大腸炎モデル

東村 泰希 准教授 (p4４)

食品栄養学 吉城 由美子 准教授 (p43)

・生体シグナル伝達制御機構の解明

・低利用水林産資源の機能性解析

・生体内金属の機能と毒性発現

・大腸炎と酸化ストレスに関する

研究

・炎症抑制作用を持つ食品因子の

探索と応用

・線虫を用いた食品機能性の評価

食品生化学

未成熟の柿果実に血中コレステロー
ル低減効果

開発中のツバキ葉
のお茶

正常大腸 大腸炎
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1．NMR による食品のブランド保護技術の開発 

NMR（核磁気共鳴）は原子の磁気共鳴スペクトルを測定することに

より，分子の化学構造や運動性に関する情報を得る装置です。これ

までに，魚醤（いしる，ナンプラーなど）の製品に含まれる有機化

合物の同定と定量分析，および，統計処理により製品のグループ化

をおこないました。今後は市販されている食品について，NMR スペ

クトルの網羅的測定による真正評価のための技術開発に取り

組みます。 

2．MRI による食品の内部構造検査 

 MRI（磁気共鳴イメージング）は臨床医療の画像診断で有名ですが，

食品内部の観察にも利用されています。これまでに，牡蠣の殻を開

けずに身の大きさを計測する技術を開発しました。今後はこの技術

を農業・漁業生産物の出荷前検査に応用できるよう，測定の迅速化

と自動化に取り組みます。 

 

 

 NMRによる食品の成分分析 

 MRIによる食品の非破壊的内部構造の検査 

 

 

 

 

 食品製造業 

 農業 

 漁業 

 

 

 

 

 

 

生体分子機能学 

教授 小椋 賢治（オグラ ケンジ） 

キーワード：NMR，MRI 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

北海道大学大学院理学研究科卒 博士（理学） 

東京都臨床医学総合研究所 

北海道大学大学院先端生命科学研究院 

 

 

 

 

 

 

教員からのメッセージ 

石川県の農業・漁業・食品産業のお役にた

てるような技術開発を目指しています。 

SDGs ロゴ 
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グルテンフリー米粉パンの食感改良 

グルテン無しでも，おいしい米粉パンを作る事を目指してい

ます。これまでに，タンパク質分解酵素を作用させると，米粉

パンがふっくらと膨らむ事を報告しました。なぜグルテンフリ

ー米粉パンがふくらむのか？そのメカニズムについて調べてい

ます。 
 

澱粉などの多糖類の分析 

石川県産の農産物から得られた澱粉の組成と性質について，

様々な分析手法を用いて調べています。これまでに，加賀レン

コンや能登大納言小豆に含まれる澱粉について調べてきました。 
 

糖質関連酵素の機能改変 

新しい糖質関連酵素を改良して，糖鎖合成酵素に改良する研

究をしています。改良した糖鎖合成酵素と化学的に合成した糖

質供与体を使って，稀少なヒト母乳オリゴ糖(2’-フコシルラク

トース)を合成するに成功しました。 
 

 

 

 食品中に含まれる糖質の分析（組成，物性など） 

 糖質関連酵素の機能解析と機能改変 
 

 

 加賀野菜加工品認証審査委員会委員（金沢市農産物ブランド協会）2018～ 

 石川県農林水産研究評価委員会委員（石川県農林水産部）2018～ 

 日本応用糖質科学会. 和文誌編集 副委員長 2019～ 

 日本応用糖質科学会 中部支部 理事 2010～ 
 

 

 

 

食品素材科学 

准教授 本多 裕司（ホンダ ユウジ） 

キーワード：米粉パン，糖質関連酵素， 

澱粉，応用糖質科学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

大阪府立大学大学院生命科学研究科 修了  

博士（農学） 

（独）食品総合研究所（現 農研機構 食品研

究部門）科学技術特別研究員 

教員からのメッセージ 

食品のいろんな事に興味があります。主に

食品の酵素と糖質を研究しています。学術

的に面白いことであれば，対応します。 

SDGs ロゴ 
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右は酵素を作用させた 
グルテンフリー米粉パン 

能登大納言小豆の澱粉 
（偏光顕微鏡写真） 

ヒト母乳オリゴ糖 
(2’-フコシルラクトース) 

  
 
 

訴求力のある付加価値（顧客価値）の形成に関する研究 

 食の外部化の進行に伴い，簡便化志向が強まって 

おり，野菜消費においても，サラダ等の惣菜やカッ 

ト野菜等の「即食性」食品のほか，冷凍野菜，冷凍 

調理食品等の「時短」食材の利用が増加しています。 

 こうした傾向は，図１にみられるように，加工・ 

業務用需要の増加と表裏の関係にあります。 

 留意すべきは，カット野菜，冷凍野菜等の利便性 

食材は，製造工程における，洗浄・殺菌・ブランチ 

ング・脱水等による栄養素の変化・流出等の可能性 

があることです。 

このため，カット野菜，冷凍野菜をはじめ，加工過程を 

経て食卓にのぼる，食の段階における野菜の形態別成分分 

析を行い，これを踏まえた上で，利便性という付加価値を 

活かしながら必要な栄養素を供給できる，新たな商品の開 

発や食べ方提案について研究しています。 

 

 

 訴求力のある付加価値（顧客価値）を含む，食と農を効果的に結びつける仕組みづくりに関する

分析，助言，政策提言 

 ６次産業化，地域ブランド化の推進方策に関する分析，助言，政策提言 

 

 

 野菜流通カット協議会「加工・業務用野菜の生産・流通の手引き」作成 

 野菜流通カット協議会「園芸作物生産転換促進事業・流通合理化検討委員会」委員長 

 農畜産業振興機構「野菜需給協議会」座長代理 

 

 

 

食品ビジネス学 

教授（学科長）小林 茂典（コバヤシ シゲノリ） 
キーワード：訴求力のある付加価値（顧客価
値），食の外部化，高付加価値型農業，６次
産業化 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程 
博士（農学） 
農林水産省農林水産政策研究所 

 

 

SDGs ロゴ 

 

 

図１ 主要野菜の加工・業務用需要の動向 

教員からのメッセージ 
食と農を効果的に結びつける仕組みづく

りについて，関係者と連携し実践的な研究に

取り組みます。 

図２ 食品の顧客価値 

食味、栄養素、機能性成分 等 ＋ 物語性、歴史、文化、ブランド 等

〈機能的価値〉 〈意味的（感性的）価値〉

便益の束  

（％）

  
 
 

訴求力のある付加価値（顧客価値）の形成に関する研究 

 食の外部化の進行に伴い，簡便化志向が強まって 

おり，野菜消費においても，サラダ等の惣菜やカッ 

ト野菜等の「即食性」食品のほか，冷凍野菜，冷凍 

調理食品等の「時短」食材の利用が増加しています。 

 こうした傾向は，図１にみられるように，加工・ 

業務用需要の増加と表裏の関係にあります。 

 留意すべきは，カット野菜，冷凍野菜等の利便性 

食材は，製造工程における，洗浄・殺菌・ブランチ 

ング・脱水等による栄養素の変化・流出等の可能性 

があることです。 

このため，カット野菜，冷凍野菜をはじめ，加工過程を 

経て食卓にのぼる，食の段階における野菜の形態別成分分 

析を行い，これを踏まえた上で，利便性という付加価値を 

活かしながら必要な栄養素を供給できる，新たな商品の開 

発や食べ方提案について研究しています。 

 

 

 訴求力のある付加価値（顧客価値）を含む，食と農を効果的に結びつける仕組みづくりに関する

分析，助言，政策提言 

 ６次産業化，地域ブランド化の推進方策に関する分析，助言，政策提言 

 

 

 野菜流通カット協議会「加工・業務用野菜の生産・流通の手引き」作成 

 野菜流通カット協議会「園芸作物生産転換促進事業・流通合理化検討委員会」委員長 

 農畜産業振興機構「野菜需給協議会」座長代理 

 

 

 

食品ビジネス学 

教授 小林 茂典（コバヤシ シゲノリ） 
キーワード：訴求力のある付加価値（顧
客価値），食の外部化，高付加価値型農
業，６次産業化 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程 
博士（農学） 
農林水産省農林水産政策研究所 

 

 

SDGs ロゴ 

 

 

図１ 主要野菜の加工・業務用需要の動向 

教員からのメッセージ 
食と農を効果的に結びつける仕組みづく

りについて，関係者と連携し実践的な研究に

取り組みます。 

図２ 食品の顧客価値 

食味、栄養素、機能性成分 等 ＋ 物語性、歴史、文化、ブランド 等

〈機能的価値〉 〈意味的（感性的）価値〉
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グルテンフリー米粉パンの食感改良 

グルテン無しでも，おいしい米粉パンを作る事を目指してい

ます。これまでに，タンパク質分解酵素を作用させると，米粉

パンがふっくらと膨らむ事を報告しました。なぜグルテンフリ

ー米粉パンがふくらむのか？そのメカニズムについて調べてい

ます。 
 

澱粉などの多糖類の分析 

石川県産の農産物から得られた澱粉の組成と性質について，

様々な分析手法を用いて調べています。これまでに，加賀レン

コンや能登大納言小豆に含まれる澱粉について調べてきました。 
 

糖質関連酵素の機能改変 

新しい糖質関連酵素を改良して，糖鎖合成酵素に改良する研

究をしています。改良した糖鎖合成酵素と化学的に合成した糖

質供与体を使って，稀少なヒト母乳オリゴ糖(2’-フコシルラク

トース)を合成するに成功しました。 
 

 

 

 食品中に含まれる糖質の分析（組成，物性など） 

 糖質関連酵素の機能解析と機能改変 
 

 

 加賀野菜加工品認証審査委員会委員（金沢市農産物ブランド協会）2018～ 

 石川県農林水産研究評価委員会委員（石川県農林水産部）2018～ 

 日本応用糖質科学会. 和文誌編集 副委員長 2019～ 

 日本応用糖質科学会 中部支部 理事 2010～ 
 

 

 

 

食品素材科学 

准教授 本多 裕司（ホンダ ユウジ） 

キーワード：米粉パン，糖質関連酵素， 

澱粉，応用糖質科学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

大阪府立大学大学院生命科学研究科 修了  

博士（農学） 

（独）食品総合研究所（現 農研機構 食品研

究部門）科学技術特別研究員 

教員からのメッセージ 

食品のいろんな事に興味があります。主に

食品の酵素と糖質を研究しています。学術

的に面白いことであれば，対応します。 

SDGs ロゴ 
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訴求力のある付加価値（顧客価値）の形成に関する研究 

 食の外部化の進行に伴い，簡便化志向が強まって 

おり，野菜消費においても，サラダ等の惣菜やカッ 

ト野菜等の「即食性」食品のほか，冷凍野菜，冷凍 

調理食品等の「時短」食材の利用が増加しています。 

 こうした傾向は，図１にみられるように，加工・ 

業務用需要の増加と表裏の関係にあります。 

 留意すべきは，カット野菜，冷凍野菜等の利便性 

食材は，製造工程における，洗浄・殺菌・ブランチ 

ング・脱水等による栄養素の変化・流出等の可能性 

があることです。 

このため，カット野菜，冷凍野菜をはじめ，加工過程を 

経て食卓にのぼる，食の段階における野菜の形態別成分分 

析を行い，これを踏まえた上で，利便性という付加価値を 

活かしながら必要な栄養素を供給できる，新たな商品の開 

発や食べ方提案について研究しています。 

 

 

 訴求力のある付加価値（顧客価値）を含む，食と農を効果的に結びつける仕組みづくりに関する

分析，助言，政策提言 

 ６次産業化，地域ブランド化の推進方策に関する分析，助言，政策提言 

 

 

 野菜流通カット協議会「加工・業務用野菜の生産・流通の手引き」作成 

 野菜流通カット協議会「園芸作物生産転換促進事業・流通合理化検討委員会」委員長 

 農畜産業振興機構「野菜需給協議会」座長代理 

 

 

 

食品ビジネス学 

教授 小林 茂典（コバヤシ シゲノリ） 
キーワード：訴求力のある付加価値（顧
客価値），食の外部化，高付加価値型農
業，６次産業化 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程 
博士（農学） 
農林水産省農林水産政策研究所 

 

 

SDGs ロゴ 

 

 

図１ 主要野菜の加工・業務用需要の動向 

教員からのメッセージ 
食と農を効果的に結びつける仕組みづく

りについて，関係者と連携し実践的な研究に

取り組みます。 

図２ 食品の顧客価値 

食味、栄養素、機能性成分 等 ＋ 物語性、歴史、文化、ブランド 等

〈機能的価値〉 〈意味的（感性的）価値〉

便益の束  

― 37 ―



  
 
 
 
 
 
 

油脂の酸化過程の検討 

油脂は食品の主要な成分の一つであり，多く

の食品中に存在する。油脂は大気中の酸素との

接触により酸化するため，その酸化抑制は食品

の品質劣化を防ぐ上で重要な要素である。本研

究では，食品における油脂の品質の保持につい

て，油脂の酸化過程のモデル系を用いて速度論

的に検討する。 

 

エマルション調製における界面エネルギー獲得

過程の検討 

エマルションの生成は界面エネルギーの獲得過程であり，

単位面積あたりの界面エネルギーに相当する界面張力は

様々な要因により決定される。食品成分の界面張力等の測

定を通じて，エマルション調製における界面エネルギーの

獲得過程や食品の物理化学的特性を明らかにする。 

また，乳化条件を変化させると調製されるエマルション

の粒子径等の特徴が変化するが，その関係を簡潔に説明す

ることは難しい。そこで，調製されたエマルションの油滴

径や粒子径分布に及ぼす乳化条件の影響を検討する。 

 

 

 表面張力の測定 

 エマルションの調製及び評価 

 

 

 生理活性物質送達能を有するエマルションに関する共同研究 

 食品等の製造過程の諸課題において，理論的な解析に基づく改善を指向する共同研究を希望する。 
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食品製造工学 

准教授 島 元啓（シマ モトヒロ） 

キーワード：食品製造工学，界面科学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科 卒 

京都大学大学院農学研究科 助教 

学位：博士（農学） 

教員からのメッセージ 

多様な基準で評価される食品の性質を理論的

に解析し，制御することを目指して，教育・

研究活動を行っています。 

SDGs ロゴ 

  

顔写真 
3 か月以内の

ものが望ま

しい。 

油脂の酸化過程の

温度依存性 

粒子径の異なる O/W 型エマルション 

  
 
 
 
 
 
 

ナノファイバー化技術を利用した食品開発 

高齢化によって国民医療費は年々増加しており，平成 30

年は 42.6兆円であった。健康保険連合組合では，国民医療費

は 2025 年には 57.8兆円と大幅に増加すると推計している。

従って，生活習慣病予防を目的とした肥満予防効果のある食

品開発の研究は、この膨大な医療費の増加抑制への貢献が期

待できる。これまでに，私たちは，セルロースナノファイバ

ー（CNF）の製造に代表されるナノファイバー（NF）化技術を

利用して食品開発の研究を行ってきた。その結果，セルロースを主体とした不溶性食物繊維を多く

含む脱脂おからを NF 化すると，分散性と粘性が高くなる特徴を見出した。さらに，高粘性になる

ことから肥満抑制効果があると考えた。そこで，高脂肪食肥満モデル動物実験系を用いて CNF摂取

の効果を調べた。その結果，CNF 摂取群はコントロール群と比較して，体重の増加と脂肪の蓄積が

抑制されること，腸内フローラにおける乳酸菌の比率を増加させるプレバイオティクスとしての効

果があることが示された。 

 

 

 食品素材のナノファイバー化 

 肥満抑制効果の検証 

 腸内フローラの解析 

 

 

 

 石川ブランド製品認定審査会委員（H31） 

 

 

 

 

 

 

食品製造開発学 

教授 長野 隆男（ナガノ タカオ） 

キーワード： ナノファイバー，腸内フローラ 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

名古屋大学大学院農学研究科 博士（農学） 

不二製油（株）研究所 

川崎医療福祉大学臨床栄養学科教授 

 

教員からのメッセージ 

近年，ナノファイバー化技術の発展は素晴ら

しいものがあります。この技術による食品開

発を中心として教育研究を行っています。 

SDGs ロゴ 
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油脂の酸化過程の検討 

油脂は食品の主要な成分の一つであり，多く

の食品中に存在する。油脂は大気中の酸素との

接触により酸化するため，その酸化抑制は食品

の品質劣化を防ぐ上で重要な要素である。本研

究では，食品における油脂の品質の保持につい

て，油脂の酸化過程のモデル系を用いて速度論

的に検討する。 

 

エマルション調製における界面エネルギー獲得

過程の検討 

エマルションの生成は界面エネルギーの獲得過程であり，

単位面積あたりの界面エネルギーに相当する界面張力は

様々な要因により決定される。食品成分の界面張力等の測

定を通じて，エマルション調製における界面エネルギーの

獲得過程や食品の物理化学的特性を明らかにする。 

また，乳化条件を変化させると調製されるエマルション

の粒子径等の特徴が変化するが，その関係を簡潔に説明す

ることは難しい。そこで，調製されたエマルションの油滴

径や粒子径分布に及ぼす乳化条件の影響を検討する。 

 

 

 表面張力の測定 

 エマルションの調製及び評価 

 

 

 生理活性物質送達能を有するエマルションに関する共同研究 

 食品等の製造過程の諸課題において，理論的な解析に基づく改善を指向する共同研究を希望する。 
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食品製造工学 

准教授 島 元啓（シマ モトヒロ） 

キーワード：食品製造工学，界面科学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科 卒 

京都大学大学院農学研究科 助教 

学位：博士（農学） 

教員からのメッセージ 

多様な基準で評価される食品の性質を理論的

に解析し，制御することを目指して，教育・

研究活動を行っています。 

SDGs ロゴ 

  

顔写真 
3 か月以内の

ものが望ま

しい。 

油脂の酸化過程の

温度依存性 

粒子径の異なる O/W 型エマルション 

  
 
 
 
 
 
 

ナノファイバー化技術を利用した食品開発 

高齢化によって国民医療費は年々増加しており，平成 30

年は 42.6兆円であった。健康保険連合組合では，国民医療費

は 2025 年には 57.8兆円と大幅に増加すると推計している。

従って，生活習慣病予防を目的とした肥満予防効果のある食

品開発の研究は、この膨大な医療費の増加抑制への貢献が期

待できる。これまでに，私たちは，セルロースナノファイバ

ー（CNF）の製造に代表されるナノファイバー（NF）化技術を

利用して食品開発の研究を行ってきた。その結果，セルロースを主体とした不溶性食物繊維を多く

含む脱脂おからを NF 化すると，分散性と粘性が高くなる特徴を見出した。さらに，高粘性になる

ことから肥満抑制効果があると考えた。そこで，高脂肪食肥満モデル動物実験系を用いて CNF摂取

の効果を調べた。その結果，CNF 摂取群はコントロール群と比較して，体重の増加と脂肪の蓄積が

抑制されること，腸内フローラにおける乳酸菌の比率を増加させるプレバイオティクスとしての効

果があることが示された。 

 

 

 食品素材のナノファイバー化 

 肥満抑制効果の検証 

 腸内フローラの解析 

 

 

 

 石川ブランド製品認定審査会委員（H31） 

 

 

 

 

 

 

食品製造開発学 

教授 長野 隆男（ナガノ タカオ） 

キーワード： ナノファイバー，腸内フローラ 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

名古屋大学大学院農学研究科 博士（農学） 

不二製油（株）研究所 

川崎医療福祉大学臨床栄養学科教授 

 

教員からのメッセージ 

近年，ナノファイバー化技術の発展は素晴ら

しいものがあります。この技術による食品開

発を中心として教育研究を行っています。 

SDGs ロゴ 
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食品と電磁気の融合分野の研究 

CO2 レーザ，YAG レーザ，赤外線，マイクロ波，誘導加熱を食品分野に適用する研究をしています。遠赤外

線を放射する使い切りナベの開発では赤外線や誘導加熱を，食品の新しい殺菌手法の開発ではレーザを，電子

レンジ用調理容器の開発ではマイクロ波を扱います。 

本年度は前述のナベのフィージビリティスタディを実施し，美味しく調理できる時に食品にかかる熱履歴を

電磁界及び熱伝の連成解析により明らかにしていきます。さらに，レーザによる生食用二枚貝の新しい殺菌の

方法や，使い切りソーラークッカーと専用レトルト容器による無電源調理の方法を提案していきます。 

   

                 

 

 調理中の食材の電磁界及び熱伝の連成解析 

 各種レーザによるアプリケーションの提案 

 熱音響エンジンによる無電源の冷却技術 

 使い切りソーラークッカー＆専用レトルト調理容器の開発 

 

 

 炭火焼きができる使い切りナベの開発（ワイ・エイ・シイ・ガーター株式会社との共同研究） 

 生食できる牡蠣の殺菌技術の開発（七尾市浜焼き能登風土の協力） 

⇒試作装置を共同で製作できる企業との連携を希望します。 

 太陽光を入力とした熱音響エンジンによる農業ハウスの冷却機構の開発 

⇒可動部を持たないためパイプを配管するだけの無電源メンテナンスフリーシステムです。本年度は

室温より 20℃冷却するシステムの構築を目指します。SDGsに貢献する企業との連携を希望します。 

 

 

食品加工学 

講師 藤田 萩乃（フジタ ハギノ） 

キーワード：電磁気学，電気電子工学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
武蔵工業大学大学院工学研究科修了 

東海大学大学院総合理工学研究科修了 

博士（工学） 

東洋製罐ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社(2018年まで) 

教員からのメッセージ 

一緒に新たな市場を作り出しましょう！！ 

SDGs ロゴ 

 

 

熱音響エンジン 

ソーラークッカー 

CO2レーザによる殺菌 

  
 
 

＜伝統発酵食品中の微生物存在バランスの解明と有用微生物の利用開発＞ 

発酵食品に含まれる微生物の存在バランスを網羅的に解析する最新の遺伝子解析手法を駆使し，発

酵食品の菌叢と化学成分などの相関を探りつつ，発酵プロセスの詳細を把握する。また，乳酸菌や酵

母をはじめとする有用微生物を分離し，高い機能性を有する「ISPU 乳酸菌」のストックライブラリを

拡充していく。 

特許 5968655 石川県の伝統発酵食品から分離した乳酸菌及びその培養物の機能性とその利用 

特許 5940780  石川県の伝統発酵食品から分離した乳酸菌，その培養物及びその利用 

特許 6343817  石川県の伝統水産発酵食品に由来する乳酸菌を含有するヨーグルト 

＜発酵食品中の微生物由来分子の機能解析＞ 

発酵食品中の多様な環境に存在する微生物群が保持する生体分子について分子レベルで注目し，特

定の機能を発揮する機序の解明や詳細な分子機構の把握などを行う。また，それらの機能が摂取する

宿主の健康と関連する詳細についても解明を目指す。これらの知見を軸として，産業への応用も可能

な技術発展に結びつけられる研究成果を追究する。 

 

 

 
 発酵食品からの有用微生物の単離・利用法の開発 

 発酵食品の菌叢（微生物存在バランス）の解析 

 食品微生物のもつ分子レベルでの有用形質の発見・開発 

 

 

 
 乳酸菌の研究・産業利用のための分譲，共同研究推進 

 地元発酵食品製造会社との連携による乳酸菌探索およびその食品開発への利用 

 地元ベンチャー企業に対する遺伝子を用いた微生物菌種同定技術の提供 

 

 

 

 

 

 

食品微生物学 

准教授 小栁 喬（コヤナギ タカシ） 

キーワード：伝統発酵食品，乳酸菌， 

食品微生物 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院生命科学研究科卒 

博士（生命科学）2007 

2009～石川県立大学・助教，2013～同准教授 

 

教員からのメッセージ 

産学官連携による伝統発酵食品由来乳酸菌

の利用開発を積極的に推進したいと思って

おります。 

SDGs ロゴ 
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食品と電磁気の融合分野の研究 

CO2 レーザ，YAG レーザ，赤外線，マイクロ波，誘導加熱を食品分野に適用する研究をしています。遠赤外

線を放射する使い切りナベの開発では赤外線や誘導加熱を，食品の新しい殺菌手法の開発ではレーザを，電子

レンジ用調理容器の開発ではマイクロ波を扱います。 

本年度は前述のナベのフィージビリティスタディを実施し，美味しく調理できる時に食品にかかる熱履歴を

電磁界及び熱伝の連成解析により明らかにしていきます。さらに，レーザによる生食用二枚貝の新しい殺菌の

方法や，使い切りソーラークッカーと専用レトルト容器による無電源調理の方法を提案していきます。 

   

                 

 

 調理中の食材の電磁界及び熱伝の連成解析 

 各種レーザによるアプリケーションの提案 

 熱音響エンジンによる無電源の冷却技術 

 使い切りソーラークッカー＆専用レトルト調理容器の開発 

 

 

 炭火焼きができる使い切りナベの開発（ワイ・エイ・シイ・ガーター株式会社との共同研究） 

 生食できる牡蠣の殺菌技術の開発（七尾市浜焼き能登風土の協力） 

⇒試作装置を共同で製作できる企業との連携を希望します。 

 太陽光を入力とした熱音響エンジンによる農業ハウスの冷却機構の開発 

⇒可動部を持たないためパイプを配管するだけの無電源メンテナンスフリーシステムです。本年度は

室温より 20℃冷却するシステムの構築を目指します。SDGsに貢献する企業との連携を希望します。 

 

 

食品加工学 

講師 藤田 萩乃（フジタ ハギノ） 

キーワード：電磁気学，電気電子工学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
武蔵工業大学大学院工学研究科修了 

東海大学大学院総合理工学研究科修了 

博士（工学） 

東洋製罐ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社(2018年まで) 

教員からのメッセージ 

一緒に新たな市場を作り出しましょう！！ 

SDGs ロゴ 

 

 

熱音響エンジン 

ソーラークッカー 

CO2レーザによる殺菌 

  
 
 

＜伝統発酵食品中の微生物存在バランスの解明と有用微生物の利用開発＞ 

発酵食品に含まれる微生物の存在バランスを網羅的に解析する最新の遺伝子解析手法を駆使し，発

酵食品の菌叢と化学成分などの相関を探りつつ，発酵プロセスの詳細を把握する。また，乳酸菌や酵

母をはじめとする有用微生物を分離し，高い機能性を有する「ISPU 乳酸菌」のストックライブラリを

拡充していく。 

特許 5968655 石川県の伝統発酵食品から分離した乳酸菌及びその培養物の機能性とその利用 

特許 5940780  石川県の伝統発酵食品から分離した乳酸菌，その培養物及びその利用 

特許 6343817  石川県の伝統水産発酵食品に由来する乳酸菌を含有するヨーグルト 

＜発酵食品中の微生物由来分子の機能解析＞ 

発酵食品中の多様な環境に存在する微生物群が保持する生体分子について分子レベルで注目し，特

定の機能を発揮する機序の解明や詳細な分子機構の把握などを行う。また，それらの機能が摂取する

宿主の健康と関連する詳細についても解明を目指す。これらの知見を軸として，産業への応用も可能

な技術発展に結びつけられる研究成果を追究する。 

 

 

 
 発酵食品からの有用微生物の単離・利用法の開発 

 発酵食品の菌叢（微生物存在バランス）の解析 

 食品微生物のもつ分子レベルでの有用形質の発見・開発 

 

 

 
 乳酸菌の研究・産業利用のための分譲，共同研究推進 

 地元発酵食品製造会社との連携による乳酸菌探索およびその食品開発への利用 

 地元ベンチャー企業に対する遺伝子を用いた微生物菌種同定技術の提供 

 

 

 

 

 

 

食品微生物学 

准教授 小栁 喬（コヤナギ タカシ） 

キーワード：伝統発酵食品，乳酸菌， 

食品微生物 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院生命科学研究科卒 

博士（生命科学）2007 

2009～石川県立大学・助教，2013～同准教授 

 

教員からのメッセージ 

産学官連携による伝統発酵食品由来乳酸菌

の利用開発を積極的に推進したいと思って

おります。 

SDGs ロゴ 
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糖尿病を改善する食品成分の検索と制御機構の解明 

糖尿病。。。私たちにとって，身近に感じられる病名の一つではないで

しょうか。それもそのはず，糖尿病の発見は紀元前にまで遡るほど古い

のですから。。。現在，世界の糖尿病人口は４億人を超え，2040年には６

億人になることが予想されています。もし，食べ物で地球の 1/20 に相

当する人々の健康と命を守れるとしたら。。。本当に素晴らしいことです。

そして，食べ物にはその可能性のある成分が今か，今かと発掘されるこ

とを待ち望んでいるのです。 

 当研究室では，糖尿病とその病態に関連の深い肥満に着目し，糖尿病

を改善する食品成分の検索と制御機構の解明を行っています。これまで，

黒米，胚芽米，大豆，金時草，ショウガの有用成分の検索を行い，糖尿

病や肥満の改善効果を明らかにしました。 

 

 

 植物性の食品成分を中心とした機能性成分の分析 

 細胞実験，動物実験による食品の機能性の分析 

 糖尿病，肥満改善のための食事アドバイス 

 

 

 能登カキの栄養と機能性評価 

 食品素材としての胚芽米の機能性評価 

 大豆タンパク質の成分分析と機能性評価 

 食育，食事療法のアドバイス 

 

 

 

 

 

食品栄養学 

准教授 吉城由美子（ヨシキ ユミコ） 

キーワード：栄養学，臨床栄養学， 

      栄養生化学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

宮城学院女子大学（管理栄養士取得） 

東北大学農学部（農学博士取得） 

東北大学大学院農学研究科 

 

 

 

教員からのメッセージ 

糖尿病改善のための栄養学的研究から，有

用食材を取り入れた食事療法までの一貫し

た教育と研究活動を行っています。 

SDGs ロゴ 

  

  
 
 
 
 

 
 

伝統発酵食品の化学特性と機能性 

石川県には，カブラ寿司・ダイコン寿司，魚醤油（イシル・イシリ），

ナレ寿司など様々なタイプの発酵食品が存在します。これらの発酵食品

の化学特性や発酵に関与する微生物について研究を行い，基礎的知見を

明らかにするとともに，単離した有用微生物の利用についても産学官共

同で取り組んでいます。 

農林水畜産物の機能性 

 農林水畜産物の持つ血糖値上昇抑制作用，血圧上昇抑制作用，抗ウ

イルス作用などの生体調節作用について検討を行っています。これま

でに，金時草や中島菜の血圧上昇抑制作用，アカモクの血糖値上昇抑

制作用，ハトムギやハチミツの抗インフルエンザウイルス作用などを

明らかにしています。また，これら機能性に関与する成分の単離・同

定にも取り組んでおり，食や機能性成分を活用した健康の維持・増進

への応用を目指しています。 

 

 

 成分分析（一般成分，糖，アミノ酸，有機酸，ミネラル，ビタミン，香気成分など） 

 機能性評価（抗酸化，血糖値上昇抑制，血圧上昇抑制，抗インフルエンザウイルス作用など） 

 小動物を用いた実証評価（機能性評価，安全性試験など） 

 

 

 加賀市農林水産進行協議会会長 

 こまつもんブランド認定審査委員 

 北陸 HACCP研究会副理事長 

 多数の県内企業との共同研究の実績あり 

 

 

 

 

 

食品化学 

教授 榎本 俊樹（エノモト トシキ） 

キーワード：食品化学，食品機能学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
大阪府立大学大学院農学研究科博士後期課程修
了 農学博士 
上越教育大学学校教育学部助手，石川県農業短期
大学教授，石川県立大学教授（現在に至る） 

教員からのメッセージ 

研究で得られたシーズを産官と連携し，新

事業の創出を目指します。 

SDGs ロゴ 
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糖尿病を改善する食品成分の検索と制御機構の解明 

糖尿病。。。私たちにとって，身近に感じられる病名の一つではないで

しょうか。それもそのはず，糖尿病の発見は紀元前にまで遡るほど古い

のですから。。。現在，世界の糖尿病人口は４億人を超え，2040年には６

億人になることが予想されています。もし，食べ物で地球の 1/20 に相

当する人々の健康と命を守れるとしたら。。。本当に素晴らしいことです。

そして，食べ物にはその可能性のある成分が今か，今かと発掘されるこ

とを待ち望んでいるのです。 

 当研究室では，糖尿病とその病態に関連の深い肥満に着目し，糖尿病

を改善する食品成分の検索と制御機構の解明を行っています。これまで，

黒米，胚芽米，大豆，金時草，ショウガの有用成分の検索を行い，糖尿

病や肥満の改善効果を明らかにしました。 

 

 

 植物性の食品成分を中心とした機能性成分の分析 

 細胞実験，動物実験による食品の機能性の分析 

 糖尿病，肥満改善のための食事アドバイス 

 

 

 能登カキの栄養と機能性評価 

 食品素材としての胚芽米の機能性評価 

 大豆タンパク質の成分分析と機能性評価 

 食育，食事療法のアドバイス 

 

 

 

 

 

食品栄養学 

准教授 吉城由美子（ヨシキ ユミコ） 

キーワード：栄養学，臨床栄養学， 

      栄養生化学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

宮城学院女子大学（管理栄養士取得） 

東北大学農学部（農学博士取得） 

東北大学大学院農学研究科 

 

 

 

教員からのメッセージ 

糖尿病改善のための栄養学的研究から，有

用食材を取り入れた食事療法までの一貫し

た教育と研究活動を行っています。 

SDGs ロゴ 

  

  
 
 
 
 

 
 

伝統発酵食品の化学特性と機能性 

石川県には，カブラ寿司・ダイコン寿司，魚醤油（イシル・イシリ），

ナレ寿司など様々なタイプの発酵食品が存在します。これらの発酵食品

の化学特性や発酵に関与する微生物について研究を行い，基礎的知見を

明らかにするとともに，単離した有用微生物の利用についても産学官共

同で取り組んでいます。 

農林水畜産物の機能性 

 農林水畜産物の持つ血糖値上昇抑制作用，血圧上昇抑制作用，抗ウ

イルス作用などの生体調節作用について検討を行っています。これま

でに，金時草や中島菜の血圧上昇抑制作用，アカモクの血糖値上昇抑

制作用，ハトムギやハチミツの抗インフルエンザウイルス作用などを

明らかにしています。また，これら機能性に関与する成分の単離・同

定にも取り組んでおり，食や機能性成分を活用した健康の維持・増進

への応用を目指しています。 

 

 

 成分分析（一般成分，糖，アミノ酸，有機酸，ミネラル，ビタミン，香気成分など） 

 機能性評価（抗酸化，血糖値上昇抑制，血圧上昇抑制，抗インフルエンザウイルス作用など） 

 小動物を用いた実証評価（機能性評価，安全性試験など） 

 

 

 加賀市農林水産進行協議会会長 

 こまつもんブランド認定審査委員 

 北陸 HACCP研究会副理事長 

 多数の県内企業との共同研究の実績あり 

 

 

 

 

 

食品化学 

教授 榎本 俊樹（エノモト トシキ） 

キーワード：食品化学，食品機能学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
大阪府立大学大学院農学研究科博士後期課程修
了 農学博士 
上越教育大学学校教育学部助手，石川県農業短期
大学教授，石川県立大学教授（現在に至る） 

教員からのメッセージ 

研究で得られたシーズを産官と連携し，新

事業の創出を目指します。 

SDGs ロゴ 
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生活習慣病や粘膜免疫増強に関する研究 

 ２型糖尿病や高コレステロール血症など生活習慣病の予

防を中心に、健康維持・増進に役立つ食品素材の研究に取

り組んでいます。研究は主にマウスを用いた動物実験によ

って行っており，効果とその作用メカニズムについて調べ

ています。これまで，未成熟の柿についての研究では，動

物による機能性評価に加え(1)，ヒト介入試験を行い，未成

熟柿果実に含まれるタンニンが血中コレステロール低減効

果を有することを明らかにしました(2)。また，冷凍うどん

に難消化性デンプンを添加することで，一般のうどんよりも血糖値が上がりにくいうどんを食品企業と開

発しました(3)。その他にも企業から依頼を受けた食品素材について研究を行っています。 

(1) Journal of the Science of Food and Agriculture, 101, 2117-2124, 2021. 

(2) Annals of Nutrition and Metabolism, 62, 1-6, 2013. 

(3) Starch, 71, 1900042, 2019. 

 

 

 動物を用いた機能性評価 

（糖尿病、脂質異常症、肥満、腸管バリア機能に対する機能性） 

 

 

 未成熟柿果実を利用した血中コレステロール低減効果を有する機能性食品の開発（2005年～） 

 難消化性デンプンを含む食品の研究開発（2015年～） 

 難消化性糖質の生活習慣病・粘膜免疫に関する機能性研究（2008年～） 

 粘膜免疫増強効果を有する食品素材の研究（2018年～） 

 機能性による食品の高付加価値化を目指す企業との共同研究を希望します 

 

 

 

 

 

食品機能科学 

教授 松本 健司（マツモト ケンジ） 

キーワード：食品の機能性 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
京都府立大学大学院農学研究科博士課程修了 

博士（農学） 

大阪医科大学第一解剖学教室助手 

岐阜県生物工学研究所主任研究員 

教員からのメッセージ 

機能性により食品の高付加価値化を目指し

たい方，お気軽にご相談ください。 

SDGs ロゴ 

  

 
未成熟柿果実に血中コレステロール低減効果 

を見出し，商品化した． 

  

 
 

食品を用いた大腸炎・大腸がん予防に関する研究 

 大腸における炎症を主な症状とする疾患に炎症性腸疾患があ

ります。特に欧米諸国の先進国を中心に多くの罹患者がいますが，

近年は本邦での罹患者数も急激に上昇しており，非常に大きな社

会問題となっています。また，大腸における炎症状態は大腸発が

ん要因の一つでもあります。 

 炎症性腸疾患の発症要因については不明な点が多いのですが，

①腸免疫応答の異常活性化，②腸バリア機能の低下，③腸内環境

の異常，が関わっていると考えられています。私たちの研究室で

は，これら炎症性腸疾患の発症に関わる要因がどうして生じるの

か，またどのような食品が予防に効果的であるのか，について実

験動物（マウスや線虫）や培養細胞を用いて研究しています。 

 

 

 

 実験大腸炎モデルに対する食品機能性の評価 

 腸管粘液分泌に対する食品機能性の評価 

 免疫賦活作用や抗炎症作用の評価 

 線虫を用いた食品機能性の評価 

 

 

 

 日本栄養・食糧学会中部支部 参与 

 日本酸化ストレス学会 代議員 

 ののいちコミュニティカレッジ 講師 

 ヤーコンの機能性に関する研究（野々市市，JA ののいちとの共同研究） 

 

 

 

 

 

食品生化学 

准教授 東村 泰希（ヒガシムラ ヤスキ） 

キーワード：免疫，大腸炎，線虫，抗酸化 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 修了 
博士（応用生命科学） 
京都府立医科大学大学院医学研究科 助教 
石川県立大学生物資源環境学部 助教 

教員からのメッセージ 

食品科学を通じて，産学や地域の活性化に

貢献したいと考えています。 

SDGs ロゴ 

  

研究に用いる線虫の写真 

マウスを用いた実験大腸炎モデル 
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生活習慣病や粘膜免疫増強に関する研究 

 ２型糖尿病や高コレステロール血症など生活習慣病の予

防を中心に、健康維持・増進に役立つ食品素材の研究に取

り組んでいます。研究は主にマウスを用いた動物実験によ

って行っており，効果とその作用メカニズムについて調べ

ています。これまで，未成熟の柿についての研究では，動

物による機能性評価に加え(1)，ヒト介入試験を行い，未成

熟柿果実に含まれるタンニンが血中コレステロール低減効

果を有することを明らかにしました(2)。また，冷凍うどん

に難消化性デンプンを添加することで，一般のうどんよりも血糖値が上がりにくいうどんを食品企業と開

発しました(3)。その他にも企業から依頼を受けた食品素材について研究を行っています。 

(1) Journal of the Science of Food and Agriculture, 101, 2117-2124, 2021. 

(2) Annals of Nutrition and Metabolism, 62, 1-6, 2013. 

(3) Starch, 71, 1900042, 2019. 

 

 

 動物を用いた機能性評価 

（糖尿病、脂質異常症、肥満、腸管バリア機能に対する機能性） 

 

 

 未成熟柿果実を利用した血中コレステロール低減効果を有する機能性食品の開発（2005年～） 

 難消化性デンプンを含む食品の研究開発（2015年～） 

 難消化性糖質の生活習慣病・粘膜免疫に関する機能性研究（2008年～） 

 粘膜免疫増強効果を有する食品素材の研究（2018年～） 

 機能性による食品の高付加価値化を目指す企業との共同研究を希望します 

 

 

 

 

 

食品機能科学 

教授 松本 健司（マツモト ケンジ） 

キーワード：食品の機能性 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
京都府立大学大学院農学研究科博士課程修了 

博士（農学） 

大阪医科大学第一解剖学教室助手 

岐阜県生物工学研究所主任研究員 

教員からのメッセージ 

機能性により食品の高付加価値化を目指し

たい方，お気軽にご相談ください。 

SDGs ロゴ 

  

 
未成熟柿果実に血中コレステロール低減効果 

を見出し，商品化した． 

  

 
 

食品を用いた大腸炎・大腸がん予防に関する研究 

 大腸における炎症を主な症状とする疾患に炎症性腸疾患があ

ります。特に欧米諸国の先進国を中心に多くの罹患者がいますが，

近年は本邦での罹患者数も急激に上昇しており，非常に大きな社

会問題となっています。また，大腸における炎症状態は大腸発が

ん要因の一つでもあります。 

 炎症性腸疾患の発症要因については不明な点が多いのですが，

①腸免疫応答の異常活性化，②腸バリア機能の低下，③腸内環境

の異常，が関わっていると考えられています。私たちの研究室で

は，これら炎症性腸疾患の発症に関わる要因がどうして生じるの

か，またどのような食品が予防に効果的であるのか，について実

験動物（マウスや線虫）や培養細胞を用いて研究しています。 

 

 

 

 実験大腸炎モデルに対する食品機能性の評価 

 腸管粘液分泌に対する食品機能性の評価 

 免疫賦活作用や抗炎症作用の評価 

 線虫を用いた食品機能性の評価 

 

 

 

 日本栄養・食糧学会中部支部 参与 

 日本酸化ストレス学会 代議員 

 ののいちコミュニティカレッジ 講師 

 ヤーコンの機能性に関する研究（野々市市，JA ののいちとの共同研究） 

 

 

 

 

 

食品生化学 

准教授 東村 泰希（ヒガシムラ ヤスキ） 

キーワード：免疫，大腸炎，線虫，抗酸化 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 修了 
博士（応用生命科学） 
京都府立医科大学大学院医学研究科 助教 
石川県立大学生物資源環境学部 助教 

教員からのメッセージ 

食品科学を通じて，産学や地域の活性化に

貢献したいと考えています。 

SDGs ロゴ 

  

研究に用いる線虫の写真 

マウスを用いた実験大腸炎モデル 
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（１）免疫賦活作用及び抗アレルギー作用の機序解明……免疫賦活効果及び抗アレルギー効果を示す食品

成分を明らかにすることを目的とする。生体防御に関わる抗体はリンパ球が産生・分泌している。

リンパ球が分泌する抗体量を定量することにより，食品成分の免疫賦活効果の有無を検討する。ま

た，アレルギー反応に関わる IgE抗体産生量及び肥満細胞からの放出顆粒評価により，抗アレルギ

ー効果の有無を検討する。アレルギー発症マウスを用い，生体内のアレルギー抑制効果を検討する。 

（３）骨代謝機能に関する研究……骨代謝改善に関わる食品及び成分を明らかにすることを目的とする。

骨代謝は骨形成を担う骨芽細胞と骨破壊を担う破骨細胞のバランスにより維持されるが，女性ホル

モン分泌量の急激な減少によってバランスが崩壊し骨粗鬆症が誘導される。植物や海藻の抽出物を

対象とし，骨芽細胞増殖及び破骨細胞分化抑制に対する評価を行い，骨代謝機能の効果を検討する。 

（４）皮膚科学に関する研究……皮膚や育毛に関わる食品成分を明らかにすることを目的とする。皮膚細

胞を用いて皮膚防御機構を解析する。また，剃毛後のマウスに食品成分を投与することにより，育

毛サイクルの活性化能を評価する。 

（５）安全性に関する研究……食品に用いられる化学物質や環境化学物質の生体影響評価を行い，リスク

評価に繋げることを目的とする。農薬や環境化学物質について，単回投与による安全性評価だけで

なく慢性的な体内摂取による毒性評価の実施によって，生体リスク評価に繋げる。 

 

 

 抗体産生能評価・抗アレルギー能評価 

 動物細胞培養 

 疾患モデル動物の作製 

 

 

 

 H26〜日本機能性食品医用学会 評議員 

 ツバキ葉による骨粗鬆症予防（野々市市） 

 ハトムギ葉茎による肌保湿効果（JA能美） 

 

 

 

 

食品衛生学 

准教授 西本 壮吾（ニシモト ソウゴ） 

キーワード：免疫，アレルギー， 

 骨代謝，皮膚科学，生体リスク評価 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

大阪大学大学院 医学系研究科卒 

理化学研究所免疫・アレルギー総合研究センター 

他 

教員からのメッセージ 

普段気に留めない事象や常識には，興味深

い真実が隠れているかもしれません。科学

的な評価を加えたいと考えています。 

SDGs ロゴ 

 

 
 
 
 
 

 
 

✔ 食中毒病原体の迅速簡便検査法の開発 

食品を汚染する有害微生物（各種の食中毒菌やノロウイルス）を迅速・簡便・高感度で検出することは難し

く，食品検査の現場ではより良い方法の開発が求められている。そこで，各種の遺伝子検査法（リアルタイム

PCR法，LAMP法や TRC 法等）を食品の微生物汚染の検査現場で適用するためのシステムを構築する。 

✔ 抗微生物素材の開発研究 

 各種の微生物（ウイルスや細菌）に対して抗微生物効果を持つ素材の開発研究を実施し，各種の病原体を用

いてその効果を検証し，有効性を評価する。 

✔ 精油（エッセンシャルオイル）の抗菌活性の探索と食品分野での利用 

消費者の天然志向の高まりから，天然素材の精油の抗菌活性が着目されている。そこで，新規の殺菌料（殺

菌剤）の開発を目指して，精油及びその成分の抗菌活性を探索し，食品の製造・流通・管理での利用法を検討

する。 

✔ グローバル時代における「食の安全安心」に関する研究 

身近な食品の多くは、海外から輸入されているが、その安全性は必ずしも担保できるものではない。そこで，

海外からの食品の生産・製造・流通・消費についての現地調査及び輸入食品（特に，魚介類）の食中毒菌によ

る汚染調査を通して，世界規模での「食の安全安心」の確立を目指している。 

 

 

 病原体（ウイルス及び細菌）の迅速簡易遺伝子検査法による検出法の開発 

 病原体（ウイルス及び細菌）の不活性化及び殺菌に関する評価 

 精油及びその成分の抗菌活性の探索と食品分野への利用 

 

 

 食中毒病原体を標的とした新規遺伝子検査技術の開発（石川県内の試薬メーカーとの共同研究） 

 微生物（ウイルス及び細菌）に対する抗微生物素材の開発（北陸地域の素材メーカーと共同開発） 

 精油を利用した食品に対する新規の殺菌料（殺菌剤）の開発研究 

 食品企業における「食の安全安心」に関する人材育成（石川県内の衛生管理機関との共同研究） 

 発展途上国にて食品衛生を含む公衆衛生環境の基盤整備（国際機関と共同で実施） 

 

 

食品管理学 

准教授 中口 義次（ナカグチ ヨシツグ） 

キーワード：食中毒，食品管理，HACCP 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

島根大学農学部卒業 

京都大学大学院医学研究科修了・博士（医学） 

京都大学東南アジア研究所・助教，特任准教授 

教員からのメッセージ 

食品を含む私達の周りの衛生について、

病原体を知り、正しく備えるための研究を

通して貢献したいと考えています。 

SDGs ロゴ 
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（１）免疫賦活作用及び抗アレルギー作用の機序解明……免疫賦活効果及び抗アレルギー効果を示す食品

成分を明らかにすることを目的とする。生体防御に関わる抗体はリンパ球が産生・分泌している。

リンパ球が分泌する抗体量を定量することにより，食品成分の免疫賦活効果の有無を検討する。ま

た，アレルギー反応に関わる IgE抗体産生量及び肥満細胞からの放出顆粒評価により，抗アレルギ

ー効果の有無を検討する。アレルギー発症マウスを用い，生体内のアレルギー抑制効果を検討する。 

（３）骨代謝機能に関する研究……骨代謝改善に関わる食品及び成分を明らかにすることを目的とする。

骨代謝は骨形成を担う骨芽細胞と骨破壊を担う破骨細胞のバランスにより維持されるが，女性ホル

モン分泌量の急激な減少によってバランスが崩壊し骨粗鬆症が誘導される。植物や海藻の抽出物を

対象とし，骨芽細胞増殖及び破骨細胞分化抑制に対する評価を行い，骨代謝機能の効果を検討する。 

（４）皮膚科学に関する研究……皮膚や育毛に関わる食品成分を明らかにすることを目的とする。皮膚細

胞を用いて皮膚防御機構を解析する。また，剃毛後のマウスに食品成分を投与することにより，育

毛サイクルの活性化能を評価する。 

（５）安全性に関する研究……食品に用いられる化学物質や環境化学物質の生体影響評価を行い，リスク

評価に繋げることを目的とする。農薬や環境化学物質について，単回投与による安全性評価だけで

なく慢性的な体内摂取による毒性評価の実施によって，生体リスク評価に繋げる。 

 

 

 抗体産生能評価・抗アレルギー能評価 

 動物細胞培養 

 疾患モデル動物の作製 

 

 

 

 H26〜日本機能性食品医用学会 評議員 

 ツバキ葉による骨粗鬆症予防（野々市市） 

 ハトムギ葉茎による肌保湿効果（JA能美） 

 

 

 

 

食品衛生学 

准教授 西本 壮吾（ニシモト ソウゴ） 

キーワード：免疫，アレルギー， 

 骨代謝，皮膚科学，生体リスク評価 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

大阪大学大学院 医学系研究科卒 

理化学研究所免疫・アレルギー総合研究センター 

他 

教員からのメッセージ 

普段気に留めない事象や常識には，興味深

い真実が隠れているかもしれません。科学

的な評価を加えたいと考えています。 

SDGs ロゴ 

 

 
 
 
 
 

 
 

✔ 食中毒病原体の迅速簡便検査法の開発 

食品を汚染する有害微生物（各種の食中毒菌やノロウイルス）を迅速・簡便・高感度で検出することは難し

く，食品検査の現場ではより良い方法の開発が求められている。そこで，各種の遺伝子検査法（リアルタイム

PCR法，LAMP法や TRC 法等）を食品の微生物汚染の検査現場で適用するためのシステムを構築する。 

✔ 抗微生物素材の開発研究 

 各種の微生物（ウイルスや細菌）に対して抗微生物効果を持つ素材の開発研究を実施し，各種の病原体を用

いてその効果を検証し，有効性を評価する。 

✔ 精油（エッセンシャルオイル）の抗菌活性の探索と食品分野での利用 

消費者の天然志向の高まりから，天然素材の精油の抗菌活性が着目されている。そこで，新規の殺菌料（殺

菌剤）の開発を目指して，精油の抗菌活性を探索し，食品の製造・流通・管理での利用法を検討する。 

✔ グローバル時代における「食の安全安心」に関する研究 

身近な食品の多くは、海外から輸入されているが、その安全性は必ずしも担保できるものではない。そこで，

海外からの食品の生産・製造・流通・消費についての現地調査及び輸入食品（特に，魚介類）の食中毒菌によ

る汚染調査を通して，世界規模での「食の安全安心」の確立を目指している。 

 

 

 病原体（ウイルス及び細菌）の迅速簡易遺伝子検査法による検出と評価 

 病原体（ウイルス及び細菌）の不活性化及び殺菌に関する評価 

 精油及びその成分の抗菌活性の探索と食品分野への利用 

 

 

 食中毒病原体を標的とした新規遺伝子検査技術の開発（石川県内の試薬メーカーとの共同研究） 

 微生物（ウイルス及び細菌）に対する抗微生物素材の開発（北陸地域の素材メーカーと共同開発） 

 精油を利用した食品に対する新規の殺菌料（殺菌剤）の開発研究 

 食品企業における「食の安全安心」に関する人材育成（石川県内の衛生管理機関との共同研究） 

 発展途上国にて食品衛生を含む公衆衛生環境の基盤整備（国際機関と共同で実施） 

 

 

食品管理学 

准教授 中口 義次（ナカグチ ヨシツグ） 

キーワード：食中毒，食品管理，HACCP 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

島根大学農学部卒業 

京都大学大学院医学研究科修了・博士（医学） 

京都大学東南アジア研究所・助教，特任准教授 

教員からのメッセージ 

食品を含む私達の周りの衛生について、

病原体を知り、正しく備えるための研究を

通して貢献したいと考えています。 

SDGs ロゴ 
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＜分析を主軸とした天然資源の有効性・機能性・安全性評価＞・・・・・ 

１：食品成分の安全性評価：代謝酵素との相互作用解析 

 体内に取り込まれた食品や医薬品などに含まれる物質は代謝の過程で影響しあうことがあります．そこで，

その影響を明らかにするために，代謝酵素に着目し，各食品の代謝酵素への影響を分子レベルで解析を行って

います．その解明によって，医薬品や機能性食品の効率的な摂取の提案へとつなげていきたいと考えています． 

 

２：海洋天然物の新規有用性研究 

石川県は三方を海に囲まれ，様々な海洋資源に恵まれています．現在は能登地域に自生している海藻に着目

し，その成分と機能性について検討し，新たな有効活用法を検討しています． 

 

３：未利用成分の有効活用化研究 

未利用の農業資源の有効活用法を見出し，新たな製品

の創出を検討しています．近年では栽培の過程で大量に

廃棄されているイチゴのランナー（匍匐茎）に着目し，

その芳醇な香りを利用したほうじ茶の開発を検討しまし

た．その研究の成果を活用し，現在製品化の検討を開始

しています． 

 

 

 農産物，未利用資源，医薬品等の成分分析 

 農産物等の機能性評価 

 

 

 イチゴのランナーの有効活用法（特願 2020-055672）：（株）茶のみ仲間と石川県工業試験の連携 

 能登産海藻の有効活用法の開発：すぎ省水産株式会社と連携 

 分析（機能性成分，有害成分含む）に関する研究は welcomeです 

 

 

 

食品分析学 

准教授 関口 光広（セギグチ ミツヒロ） 
キーワード：天然物化学，蛋白質科学， 

機器分析 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

北海道大学大学院薬学研究科卒 

生物工学博士（筑波大学） 

 

教員からのメッセージ 

薬学と農学の知識を融合し，新たな可能性に

「Open and Dive in」で取り組みます！ 

SDGs ロゴ 
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教養教育センター

英語

情報処理体育学

教育学

国際化・情報化された現代社会の中で活躍できる人間、現
代特有の複雑な課題に的確に取り組み、充実した生き方の

出来るバランスのとれた人間を育てることを目指す

教育心理学

英語を使える言葉として教える教育方法、またe-Learningを使って異文化間コ
ミュニケーション能力を養う学習の導き方を研究している。マイクロ・ブログ
の実用事例とその学習効果に関する研究。

身体の健康を保持し身体の発育の原理を講
究する学科で、生理学、解剖学、心理学、
教育学等に基づき、身体運動による身体の
健全な育成に関わる学問である。

ICTの農業生産への適用しによる省エネル
ギー省コストで持続可能な農業生産
計算物理の手法を用いた、量子力学的効果
のコンピューター・シミュレーション
教育工学の手法を用いた、e-Learningシス
テムの構築と教育コンテンツの開発

学校教育に関する教育科学としての教育心
理学、子どもと大人の成長発達に関わる発
達心理学、関連領域として家族心理学、産
業組織心理学を教育・研究範囲にしてい
る。個人研究としては、感情の制御と表出
についての生涯発達、職業や子育てを通じ
た成人期の人格的発達、教育評価、大学初
年次教育に関する研究を行っている。

チェコ高等教育とジェンダーに関する比較
研究がテーマ。チェコ大学史における社会
主義改革の意義、1989年市民革命以来チェ
コで展開している大学民主化改革、欧州化
改革の意義に関する研究、および、社会主
義期の女性解放思想の理念と実際、市民革
命後の大学・研究職をめぐるジェンダーの
問題に関する日本との比較研究。

  
 
 
 
 
 
 

＜分析を主軸とした天然資源の有効性・機能性・安全性評価＞・・・・・ 

１：食品成分の安全性評価：代謝酵素との相互作用解析 

 体内に取り込まれた食品や医薬品などに含まれる物質は代謝の過程で影響しあうことがあります．そこで，

その影響を明らかにするために，代謝酵素に着目し，各食品の代謝酵素への影響を分子レベルで解析を行って

います．その解明によって，医薬品や機能性食品の効率的な摂取の提案へとつなげていきたいと考えています． 

 

２：海洋天然物の新規有用性研究 

石川県は三方を海に囲まれ，様々な海洋資源に恵まれています．現在は能登地域に自生している海藻に着目

し，その成分と機能性について検討し，新たな有効活用法を検討しています． 

 

３：未利用成分の有効活用化研究 

未利用の農業資源の有効活用法を見出し，新たな製品

の創出を検討しています．近年では栽培の過程で大量に

廃棄されているイチゴのランナー（匍匐茎）に着目し，

その芳醇な香りを利用したほうじ茶の開発を検討しまし

た．その研究の成果を活用し，現在製品化の検討を開始

しています． 

 

 

 農産物，未利用資源，医薬品等の成分分析 

 農産物等の機能性評価 

 

 

 イチゴのランナーの有効活用法（特願 2020-055672）：（株）茶のみ仲間と石川県工業試験の連携 

 能登産海藻の有効活用法の開発：すぎ省水産株式会社と連携 

 分析（機能性成分，有害成分含む）に関する研究は welcomeです 

 

 

 

食品分析学 

准教授 関口 光広（セギグチ ミツヒロ） 
キーワード：天然物化学，蛋白質科学， 

機器分析 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

北海道大学大学院薬学研究科卒 

生物工学博士（筑波大学） 

 

教員からのメッセージ 

薬学と農学の知識を融合し，新たな可能性に

「Open and Dive in」で取り組みます！ 

SDGs ロゴ 
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ピンゲラップ語の調査・研究 

ミクロネシア連邦ピンゲラップ環礁の島民および同環礁から移

住した人々が話すピンゲラップ語を、調査・記録・分析していま

す。近縁言語も比較調査し、祖先にあたる言語はどのようなもの

であったか、どのような言語変化を経て現在のピンゲラップ語の

あり方に至ったかという言語の歴史的変化・発達も扱います。学

術的研究と平行し、辞書や教材を作成し、コミュニティに還元し

ています。 

 

作成した資料の例 

 辞書・絵辞典 

 絵本・読本 

 お話 CD 

 アニメ 

 

 

 言語記述およびその訓練   

 マイノリティ言語の教材開発 

 

 

 

 ピンゲラップ語話者たちと協力し、辞書、絵辞典、絵本、お話 CD、アニメ等を作成 

 ハワイ大学言語学科 言語記述訓練センターにて、母語話者を言語記述者に育成する指導を担当 

 ミクロネシア連邦ポンペイ州幼児養育プログラムと協力し、「現地文化を反映する読み物」を作成 

 Island Research & Education Initiativeと協力し、「ピンゲラップ語フラッシュカード」を作成 

 マイノリティ言語話者の支援にかかわるコラボレーションを望みます。 

 

フィールド言語学 

講師 服部 良子（ハットリ リョウコ） 

キーワード：言語記述、言語の危機と保全 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

ハワイ大学大学院言語学科卒 博士（言語学） 

ハワイ大学言語学科 Adjunct Asst. Professor 

 

 

教員からのメッセージ 

話者の存在・協力があってこその研究を行

っています。成果を話者コミュニティへ還

元する責任を常に感じています。 

ピンゲラップ語絵辞典 

SDGs ロゴ 

     

 

言語データの収集 

体育学

宮口 和義 教授
(p ５４)

情報処理

稲葉 宏和 准教授
（計算物理，教育工学）

(p ５６)

桶 敏 准教授
（情報処理）

(p ５５)

英 語

服部良子 講師
（言語学）
(p ５１）

田村 恵理 講師
（アメリカ文学）

(p ５３)
• 言語記述

• 危機言語の保全

• 子どもの運動への関心・意欲

を高める教材の開発

• 幼少年期に有効な運動遊びの

検証

• 鼻緒式草履サンダルを用いた

健康・体力づくり

• フィールドサーバによる環境計測

• 精密農業におけるマップの最適化

• ミニLED植物工場の開発

• International Scientific 

Presentations

ノリス グレン Norris, Glen准教授
(p ５２)

• Ernest Hemingwayの言語意識

• 言語と権力との関係性に関する研究

プレゼンテーション練習

研究テーマに関連し
た写真

ビブリオバトル風景
など

• 量子トンネリング系のシミュレー

ション

• e-Learningによる個人学習支援

の可能性の探求

教育学

石倉 瑞恵 教授
(p ５７)

教育心理学

澤田 忠幸 教授
(p ５８)

• 感情の制御と表出に関する生涯発達

• 職業や子育てを通じた成人期の人格

発達

• 教育評価と大学初年次教育

マイノリティ言語の教材作成

研究テーマに関連し
た写真

ビブリオバトル風景
など

量子トンネリング系の
シミュレーションの例

タブレット端末による
動画作成の授業

鼻緒式草履サンダル

Webアプリによる出席
システム

The historical view on the learning chances for women at the secondary schools and the universities 
Japan Czech Republic

1870 first secondary school (catholic) 1865 first women’s middle school
1899 women’s middle school law 1890 Minerva gymnasium

1890 women’s college law 1897 first women’s enrollment at the 
philosophical faculty

1947 the democratization of education, co-
education began in junior high school 1900 first women’s enrollment at the medical 

faculty

1948 co-education began in high school, 
university 1917 first women’s enrollment at the law 

faculty

1957 the female ratio at the univ.: 12.6％
(total), 11.8％ (natural), 0.8％ (technical) 1957 the female ratio at the univ.: 29.3％

(total), 28.7％ (natural), 11.0 (technical)

• チェコ高等教育における社会主義改

革と民主化改革の意義

• 社会主義女性解放思想の理念と実際

• 大学・研究職のジェンダーに関する

チェコと日本の比較

比較研究／チェコと日本の女子
中等・高等教育成立史から見えるもの
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ピンゲラップ語の調査・研究 

ミクロネシア連邦ピンゲラップ環礁の島民および同環礁から移

住した人々が話すピンゲラップ語を、調査・記録・分析していま

す。近縁言語も比較調査し、祖先にあたる言語はどのようなもの

であったか、どのような言語変化を経て現在のピンゲラップ語の

あり方に至ったかという言語の歴史的変化・発達も扱います。学

術的研究と平行し、辞書や教材を作成し、コミュニティに還元し

ています。 

 

作成した資料の例 

 辞書・絵辞典 

 絵本・読本 

 お話 CD 

 アニメ 

 

 

 言語記述およびその訓練   

 マイノリティ言語の教材開発 

 

 

 

 ピンゲラップ語話者たちと協力し、辞書、絵辞典、絵本、お話 CD、アニメ等を作成 

 ハワイ大学言語学科 言語記述訓練センターにて、母語話者を言語記述者に育成する指導を担当 

 ミクロネシア連邦ポンペイ州幼児養育プログラムと協力し、「現地文化を反映する読み物」を作成 

 Island Research & Education Initiativeと協力し、「ピンゲラップ語フラッシュカード」を作成 

 マイノリティ言語話者の支援にかかわるコラボレーションを望みます。 

 

フィールド言語学 

講師 服部 良子（ハットリ リョウコ） 

キーワード：言語記述、言語の危機と保全 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

ハワイ大学大学院言語学科卒 博士（言語学） 

ハワイ大学言語学科 Adjunct Asst. Professor 

 

 

教員からのメッセージ 

話者の存在・協力があってこその研究を行

っています。成果を話者コミュニティへ還

元する責任を常に感じています。 

ピンゲラップ語絵辞典 

SDGs ロゴ 

     

 

言語データの収集 
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アメリカ文学研究 

 主に 20 世紀に活躍したアメリカ人作家 Ernest 

Hemingwayの作品研究を行っています。この作家の作品の

読まれ方を人種、ジェンダーなどの観点から考察してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現代アメリカ文学に関する講義、ジェンダー、フェミニズムに関する活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ文学 

講師 田村 恵理（タムラ エリ） 

キーワード：アメリカ文学、Ernest 

Hemingway、ジェンダー 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

略歴 

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士

前期課程修了・博士後期課程単位取得満期退学 

修士（人文科学） 

教員からのメッセージ 

本学の教育においては、教養教育科目とし

ての英語を教えています。 

SDGs ロゴ 

   
  

 

 

At Ishikawa Prefectural University, students learn how to 
conduct scientific research that is valuable to both the local 
and global communities and environments. Therefore, 
students must possess the necessary English skills to share 
scientific findings, opinions, and ideas on an international 
stage. As an English instructor, it is my goal to enable 
students to be confident communicators of English. 
Therefore, International Scientific Presentations ISP 
was established to provide students to prepare students for 
international presentations. During this seminar, students 
create  
mini-documentaries showcasing their research. The video platform enables students to discuss and 
present their research up close on camera. Creating short documentary videos in English is an effective 
way for students to prepare for international scientific presentations in that it helps improve 
presentation skills, build confidence, and sparks motivation. This medium provides real-life situations 
that encourage students to use English to relate to their prospective field of study. 
 

 

 Video and photo editing  
 Create English podcasts for distance learners  

 

 

 

 Judge for Miyamura English Award, Kanazawa city 
 Judge for English Festival, Kanazawa city 

 

 

英語教育 

准教授 NORRIS Glen（ノリス グレン） 

キーワード：presentation 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

Saint Michael’s College, Colchester, Vermont, 
Master of Arts in Teaching English as a 
Second Language 
 

教員からのメッセージ 

Students are the at the heart of the class 
and instruction. 

SDGs ロゴ 
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アメリカ文学研究 

 主に 20 世紀に活躍したアメリカ人作家 Ernest 

Hemingwayの作品研究を行っています。この作家の作品の

読まれ方を人種、ジェンダーなどの観点から考察してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現代アメリカ文学に関する講義、ジェンダー、フェミニズムに関する活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ文学 

講師 田村 恵理（タムラ エリ） 

キーワード：アメリカ文学、Ernest 

Hemingway、ジェンダー 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

略歴 

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士

前期課程修了・博士後期課程単位取得満期退学 

修士（人文科学） 

教員からのメッセージ 

本学の教育においては、教養教育科目とし

ての英語を教えています。 

SDGs ロゴ 

   
  

 

 

At Ishikawa Prefectural University, students learn how to 
conduct scientific research that is valuable to both the local 
and global communities and environments. Therefore, 
students must possess the necessary English skills to share 
scientific findings, opinions, and ideas on an international 
stage. As an English instructor, it is my goal to enable 
students to be confident communicators of English. 
Therefore, International Scientific Presentations ISP 
was established to provide students to prepare students for 
international presentations. During this seminar, students 
create  
mini-documentaries showcasing their research. The video platform enables students to discuss and 
present their research up close on camera. Creating short documentary videos in English is an effective 
way for students to prepare for international scientific presentations in that it helps improve 
presentation skills, build confidence, and sparks motivation. This medium provides real-life situations 
that encourage students to use English to relate to their prospective field of study. 
 

 

 Video and photo editing  
 Create English podcasts for distance learners  

 

 

 

 Judge for Miyamura English Award, Kanazawa city 
 Judge for English Festival, Kanazawa city 

 

 

英語教育 

准教授 NORRIS Glen（ノリス グレン） 

キーワード：presentation 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

Saint Michael’s College, Colchester, Vermont, 
Master of Arts in Teaching English as a 
Second Language 
 

教員からのメッセージ 

Students are the at the heart of the class 
and instruction. 

SDGs ロゴ 
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Web アプリによる出席システムの開発 

大学の講義・演習・実習において出席をとり管理するには学生だけでな

く教員に多大な負担をかけることになり双方に負担をかけずに出席管理

が可能なシステムの開発が望まれている。学生証のバーコードやスマー

トフォンなど複数のデバイスを用いて出席データをデータベースに入力

するシステム、出席データを管理するシステムを開発することで容易に

出席が管理できるようになる。学生証のバーコードやスマートフォンで

出席データをデータベースに入力するには、カードリーダや教室に

WiFi(無線 LAN)の設備が必要になるがそういった設備が設置していない

講義室・実験室では利用できないため、教員の手元にある出席データを手

動でデータベースに入力できるシステムがあればより多くの教員が利用

できるシステムとなる。 

 スマートフォンを利用した、小テスト・アンケートを実施するシステムを開発しており、容易に講義

中に小テスト実施しアクティブラーニングにも利用できる。 

 

 

 

 機械学習(画像処理)を利用した、植物のしおれを検出し灌水するシステムの開発 

 出席システムに関すること 

 温室などの環境計測制御 

 

 

 

 小中高校など出席管理が必要な学校 

 植物工場・温室などの環境計測制御に興味がある企業 

 

 

 

 

情報処理（研究分野） 

教授 桶  敏 

キーワード： Web アプリ開発、農業情

報、環境計測 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学農学部農業工学科卒業 

神戸大学大学院農学研究科修士課程農業工学専

攻修了 

農学博士 

 

教員からのメッセージ 

最後まであきらめないこと 

SDGs ロゴ 

   
  

 
 

体育教材ＤＶＤ「小学校で使えるラダー運動」の作成 

2019 笹川スポーツ研究助成により，縄梯子状の用具（ラ

ダー）を使った体育教材用ＤＶＤを作成。ラダー運動の実

施方法や有効性を解説しており，体育を専門としない先生

方にもわかりやすい内容となっています。石川県内の全小

学校，特別支援学校に配布しました。 

「Youtube」のリンク https://youtu.be/ewmINRYBAqY 

Foot活プロジェクト（けいじゅヘルスケアシステム）への研究協力 

履くだけで正しい姿勢に導くFoot活サンダルの

開発，この草履を活用した Foot 活体操を考案し，

介護施設に導入し，足から利用者の健康をサポー

トしています。介護と体育の知見を合わせ，単な

る筋力増強だけではなく，姿勢をよくすることで，

意欲や食欲の改善も図ります。 

 

 

 幼少年期に有効な運動遊びの指導 

 子どもの運動への関心・意欲を高める教材の開発 

 子どもおよび高齢者の体力を高める用具の開発 

 健康関連グッズの開発 

 

 

 幼児用運動器具「チビラダー（ダンノスポーツ：大阪）」の開発 

 地産材によるアスレチック遊具「木竹揺らぎ平均台（北野林業）」の考案 

 運動遊び推進紙芝居「参上！つちふまず忍者（県立大出版会）」の発刊 

 幼児用草履サンダル「はなおくん・はなおちゃん（山善）」の商品化 

 フレイル予防，「Foot 活体操および Foot 活サンダル」の考案・開発 

 

体育学 

教授 宮口 和義（ミヤグチ カズヨシ） 

キーワード：健康づくり，足育，運動遊び 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
金沢大学大学院自然科学研究科博士課程修了 
博士（学術） 
いしかわ科学トレーニング専門グループ委員 
小立野ジュニアアスレチッククラブ監督 

 

教員からのメッセージ 

いしかわっ子の体力・運動能力の改善に向

け，また介護予防のために現場と積極的に

関わりながら研究に取り組んでいます。 

SDGs ロゴ 
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Web アプリによる出席システムの開発 

大学の講義・演習・実習において出席をとり管理するには学生だけでな

く教員に多大な負担をかけることになり双方に負担をかけずに出席管理

が可能なシステムの開発が望まれている。学生証のバーコードやスマー

トフォンなど複数のデバイスを用いて出席データをデータベースに入力

するシステム、出席データを管理するシステムを開発することで容易に

出席が管理できるようになる。学生証のバーコードやスマートフォンで

出席データをデータベースに入力するには、カードリーダや教室に

WiFi(無線 LAN)の設備が必要になるがそういった設備が設置していない

講義室・実験室では利用できないため、教員の手元にある出席データを手

動でデータベースに入力できるシステムがあればより多くの教員が利用

できるシステムとなる。 

 スマートフォンを利用した、小テスト・アンケートを実施するシステムを開発しており、容易に講義

中に小テスト実施しアクティブラーニングにも利用できる。 

 

 

 

 機械学習(画像処理)を利用した、植物のしおれを検出し灌水するシステムの開発 

 出席システムに関すること 

 温室などの環境計測制御 

 

 

 

 小中高校など出席管理が必要な学校 

 植物工場・温室などの環境計測制御に興味がある企業 

 

 

 

 

情報処理 

教授 桶  敏（オケ サトシ） 

キーワード： Web アプリ開発、農業情

報、環境計測 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学農学部農業工学科卒業 

神戸大学大学院農学研究科修士課程農業工学専

攻修了 

農学博士 

 

教員からのメッセージ 

最後まであきらめないこと 

SDGs ロゴ 

   
  

 
 

体育教材ＤＶＤ「小学校で使えるラダー運動」の作成 

2019 笹川スポーツ研究助成により，縄梯子状の用具（ラ

ダー）を使った体育教材用ＤＶＤを作成。ラダー運動の実

施方法や有効性を解説しており，体育を専門としない先生

方にもわかりやすい内容となっています。石川県内の全小

学校，特別支援学校に配布しました。 

「Youtube」のリンク https://youtu.be/ewmINRYBAqY 

Foot活プロジェクト（けいじゅヘルスケアシステム）への研究協力 

履くだけで正しい姿勢に導くFoot活サンダルの

開発，この草履を活用した Foot 活体操を考案し，

介護施設に導入し，足から利用者の健康をサポー

トしています。介護と体育の知見を合わせ，単な

る筋力増強だけではなく，姿勢をよくすることで，

意欲や食欲の改善も図ります。 

 

 

 幼少年期に有効な運動遊びの指導 

 子どもの運動への関心・意欲を高める教材の開発 

 子どもおよび高齢者の体力を高める用具の開発 

 健康関連グッズの開発 

 

 

 幼児用運動器具「チビラダー（ダンノスポーツ：大阪）」の開発 

 地産材によるアスレチック遊具「木竹揺らぎ平均台（北野林業）」の考案 

 運動遊び推進紙芝居「参上！つちふまず忍者（県立大出版会）」の発刊 

 幼児用草履サンダル「はなおくん・はなおちゃん（山善）」の商品化 

 フレイル予防，「Foot 活体操および Foot 活サンダル」の考案・開発 

 

体育学 

教授 宮口 和義（ミヤグチ カズヨシ） 

キーワード：健康づくり，足育，運動遊び 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
金沢大学大学院自然科学研究科博士課程修了 
博士（学術） 
いしかわ科学トレーニング専門グループ委員 
小立野ジュニアアスレチッククラブ監督 

 

教員からのメッセージ 

いしかわっ子の体力・運動能力の改善に向

け，また介護予防のために現場と積極的に

関わりながら研究に取り組んでいます。 

SDGs ロゴ 
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ドイツ文化とスラブ文化の融合、ハプスブルク帝国の華やかな文化遺産とその支配下で生き残った素朴なチェ

コ文化、繊細でメランコリックな気質と情熱的な革命精神、様々なアンビバレントな価値観に心を奪われてチ

ェコを研究のフィールドと定めてから、かれこれ数 10 年になります。 

 チェコの高等教育：社会主義改革と民主化改革 

わたくしは、チェコの高等教育をビッグ・テーマとしております。社会主義期の高等教育、イデオロギー教

育を主題とした研究は、1999 年～2001 年、まだ社会主義の名残が見られるチェコ留学中に着手しました。社

会主義を経験した大学教員へのインタビューを通して、文献からは明らかにすることができない社会主義の実

態を知ることができました。教育が人をコントロールする脅威となることも知りえました。 

その後、1989 年市民革命後の大学改革、私立大学の資本主義社会における意義と大学の伝統における限界な

どを調査、研究してまいりました。数々の大国の支配下に置かれ、チェコ語すら消滅してしまうかもしれない

危機から何度も立ち上がり、民族と文化を守り続けたチェコは、その地力を見せて東欧きっての資本主義改革

推進国になりました。 

 研究職とジェンダー／ジェンダー形成プロセスのチェコと日本の比較 

現在はチェコの大学におけるジェンダーの問題を研究しています。社会主義は女性の社会的労働を推進した

ので、チェコではジェンダー・フリーがかなり進んでいると思われることでしょう。真逆です。社会主義は国

家繁栄のための人口増を政策としておりましたから、女性には労働者であると同時に母としての使命を果たす

ことが推奨されたのです。日本の高度経済成長期に推奨された「専業主婦」思想にも通じています。ジェンダ

ーをとり巻く状況、女性のジェンダー認識はチェコと日本と似通っているという発見がありました。チェコに

おける大学の女性教員、女子学生はライフ・コースについてどのように考えているのか・・・お話の続きは、

機会がありましたら。 

 

 

 チェコ文化（大学文化、児童文化、音楽、芸術・・・）、東欧文化に関する知見 

 女性のライフ・コースに関する話題提供、ジェンダー・フリーへのビジョン 
 

 

 チェコ・東欧文化関連の起業、あるいはイベント 

 女性啓蒙活動を検討している企業、あるいはイベント 

 

 

チェコの高等教育、ジェンダー 

准教授 石倉 瑞恵（イシクラ ミズエ） 

キーワード：チェコ、高等教育、 

ジェンダー、比較研究 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
名古屋大学 教育学部 卒業 

名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 博士前期課程修了 

修士（教育学），博士後期課程単位取得満期退学 

カレル大学 哲学部 留学 

教員からのメッセージ 
真の学問は現実社会で役立つか否かで測ら
れるものにあらず。時を経て真価を発揮す
るものが「学問」です。わたくしは「学問」
の担い手であり続けたいと考えます。 

SDGs ロゴ 

   
   

 
 

 

量子トンネリング系のシミュレーション 

複雑な形状をもつ量子トンネリング系での新しい計算法の開発を目指します。 

量子トンネリング系は，近年新機能デバイスとして応用や量子計算機の基本デバイスとしての活用が期

待されています。実際のデバイスの実現に向け，理想的なモデルではなく，実際の素子構造のような複雑

な形状をもつデバイス形状に対する有効な解析方法（シミュレーション手法）の開発を目指しています。 

 

eLearning による個人学習支援の可能性の探求 

学生の個人学習を eLearning により支援する可能性を探っています。 

学生の授業外での個人学習を eLearning によって支援する方法やその可能性を探っています。本学学生

の実態を把握し，その状況を前提とした eLearning による授業外での個人学習支援の可能性をハード面，

ソフト面双方から検討しています。 

 具体的には，授業内容に沿った教材などのコンテンツ（解説・小テストなど）を作成し，eLearning の

実践を行い，その学生への学習支援の効果についての検討を行っています。 

 

 

 

 量子効果(特に，トンネル効果)のシミュレーション 

 教育工学の手法を用いた eLearning の活用法 

 eLearning のコンテンツの作成法 

 

 

 

 相変化光ディスクに関する研究で民間企業と共同研究 

 

 

 

 

 

 

計算物理、教育工学 

准教授 稲葉 宏和（イナバ ヒロカズ） 

キーワード：計算機シミュレーション，

eLearning 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

大阪府立大学大学院工学研究科卒 

大阪府立大学工学部 

博士(工学) 

教員からのメッセージ 

コンピューターを活用したシミュレーショ

ンや教育工学の手法を使った eLearning の

活用をしています。それらの実践による成

果を踏まえて教育・研究活動を推進してい

ます。 

SDGs ロゴ 

  

  
 
 

 

量子トンネリング系のシミュレーション 

複雑な形状をもつ量子トンネリング系での新しい計算法の開発を目指します。 

量子トンネリング系は，近年新機能デバイスとして応用や量子計算機の基本デバイスとしての活用が期

待されています。実際のデバイスの実現に向け，理想的なモデルではなく，実際の素子構造のような複雑

な形状をもつデバイス形状に対する有効な解析方法（シミュレーション手法）の開発を目指しています。 

 

eLearning による個人学習支援の可能性の探求 

学生の個人学習を eLearning により支援する可能性を探っています。 

学生の授業外での個人学習を eLearning によって支援する方法やその可能性を探っています。本学学生

の実態を把握し，その状況を前提とした eLearning による授業外での個人学習支援の可能性をハード面，

ソフト面双方から検討しています。 

 具体的には，授業内容に沿った教材などのコンテンツ（解説・小テストなど）を作成し，eLearning の

実践を行い，その学生への学習支援の効果についての検討を行っています。 

 

 

 

 量子効果(特に，トンネル効果)のシミュレーション 

 教育工学の手法を用いた eLearning の活用法 

 eLearning のコンテンツの作成法 

 

 

 

 相変化光ディスクに関する研究で民間企業と共同研究 

 

 

 

 

 

 

計算物理、教育工学 

准教授 稲葉 宏和（イナバ ヒロカズ） 

キーワード：計算機シミュレーション，

eLearning 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

大阪府立大学大学院工学研究科卒 

大阪府立大学工学部 

博士(工学) 

教員からのメッセージ 

コンピューターを活用したシミュレーショ

ンや教育工学の手法を使った eLearning の

活用をしています。それらの実践による成

果を踏まえて教育・研究活動を推進してい

ます。 

SDGs ロゴ 
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ドイツ文化とスラブ文化の融合、ハプスブルク帝国の華やかな文化遺産とその支配下で生き残った素朴なチェ

コ文化、繊細でメランコリックな気質と情熱的な革命精神、様々なアンビバレントな価値観に心を奪われてチ

ェコを研究のフィールドと定めてから、かれこれ数 10 年になります。 

 チェコの高等教育：社会主義改革と民主化改革 

わたくしは、チェコの高等教育をビッグ・テーマとしております。社会主義期の高等教育、イデオロギー教

育を主題とした研究は、1999 年～2001 年、まだ社会主義の名残が見られるチェコ留学中に着手しました。社

会主義を経験した大学教員へのインタビューを通して、文献からは明らかにすることができない社会主義の実

態を知ることができました。教育が人をコントロールする脅威となることも知りえました。 

その後、1989 年市民革命後の大学改革、私立大学の資本主義社会における意義と大学の伝統における限界な

どを調査、研究してまいりました。数々の大国の支配下に置かれ、チェコ語すら消滅してしまうかもしれない

危機から何度も立ち上がり、民族と文化を守り続けたチェコは、その地力を見せて東欧きっての資本主義改革

推進国になりました。 

 研究職とジェンダー／ジェンダー形成プロセスのチェコと日本の比較 

現在はチェコの大学におけるジェンダーの問題を研究しています。社会主義は女性の社会的労働を推進した

ので、チェコではジェンダー・フリーがかなり進んでいると思われることでしょう。真逆です。社会主義は国

家繁栄のための人口増を政策としておりましたから、女性には労働者であると同時に母としての使命を果たす

ことが推奨されたのです。日本の高度経済成長期に推奨された「専業主婦」思想にも通じています。ジェンダ

ーをとり巻く状況、女性のジェンダー認識はチェコと日本と似通っているという発見がありました。チェコに

おける大学の女性教員、女子学生はライフ・コースについてどのように考えているのか・・・お話の続きは、

機会がありましたら。 

 

 

 チェコ文化（大学文化、児童文化、音楽、芸術・・・）、東欧文化に関する知見 

 女性のライフ・コースに関する話題提供、ジェンダー・フリーへのビジョン 
 

 

 チェコ・東欧文化関連の起業、あるいはイベント 

 女性啓蒙活動を検討している企業、あるいはイベント 

 

 

チェコの高等教育、ジェンダー 

准教授 石倉 瑞恵（イシクラ ミズエ） 

キーワード：チェコ、高等教育、 

ジェンダー、比較研究 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
名古屋大学 教育学部 卒業 

名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 博士前期課程修了 

修士（教育学），博士後期課程単位取得満期退学 

カレル大学 哲学部 留学 

教員からのメッセージ 
真の学問は現実社会で役立つか否かで測ら
れるものにあらず。時を経て真価を発揮す
るものが「学問」です。わたくしは「学問」
の担い手であり続けたいと考えます。 

SDGs ロゴ 

   
   

 
 

 

量子トンネリング系のシミュレーション 

複雑な形状をもつ量子トンネリング系での新しい計算法の開発を目指します。 

量子トンネリング系は，近年新機能デバイスとして応用や量子計算機の基本デバイスとしての活用が期

待されています。実際のデバイスの実現に向け，理想的なモデルではなく，実際の素子構造のような複雑

な形状をもつデバイス形状に対する有効な解析方法（シミュレーション手法）の開発を目指しています。 

 

eLearning による個人学習支援の可能性の探求 

学生の個人学習を eLearning により支援する可能性を探っています。 

学生の授業外での個人学習を eLearning によって支援する方法やその可能性を探っています。本学学生

の実態を把握し，その状況を前提とした eLearning による授業外での個人学習支援の可能性をハード面，

ソフト面双方から検討しています。 

 具体的には，授業内容に沿った教材などのコンテンツ（解説・小テストなど）を作成し，eLearning の

実践を行い，その学生への学習支援の効果についての検討を行っています。 

 

 

 

 量子効果(特に，トンネル効果)のシミュレーション 

 教育工学の手法を用いた eLearning の活用法 

 eLearning のコンテンツの作成法 

 

 

 

 相変化光ディスクに関する研究で民間企業と共同研究 

 

 

 

 

 

 

計算物理、教育工学 

准教授 稲葉 宏和（イナバ ヒロカズ） 

キーワード：計算機シミュレーション，

eLearning 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

大阪府立大学大学院工学研究科卒 

大阪府立大学工学部 

博士(工学) 

教員からのメッセージ 

コンピューターを活用したシミュレーショ

ンや教育工学の手法を使った eLearning の

活用をしています。それらの実践による成

果を踏まえて教育・研究活動を推進してい

ます。 

SDGs ロゴ 
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教育評価と大学初年次教育，高等教育研究 

大学生を対象として，いかにして学生の省察(reflection）を促し，

主体的学習態度を育成することができるかについて実践研究を行っ

ている。なかでも，入学時の学習背景や個人の心理特性の影響を考慮

した上で，入学後の学修経験の効果と限界を，直接指標と間接指標を

組み合わせて学修成果の測定を行うことにより検討している。 

感情の制御と表出に関する生涯発達 

幼児期から成人期にかけての「他者の感情を理解する力」および「感情の制御と表

出」の発達を検討している。特に近年は，「泣くこと（weeping）」に着目して，大人が

感情を制御すること，あるいは表出することが，他

者とのコミュニケーションや自身の心理的側面に

及ぼす影響について研究している。 

 

職業や子育てを通じた成人期の人格発達 

看護師や教師，保育士などの専門職者を対象に，well-being（精神的健康

や幸福感）をキーワードに，「仕事」や「子育て」を通じた成人期における男

女の人格発達について研究している。 

 

 

 高校生向け大学基礎講座：大学での学び方 

 子ども(とくに乳幼児･児童期)の日常的発達や育児･教育的情報の提供 

 医療職者を含む専門職者のキャリア発達と学生指導に関する情報提供 

 

 

 小中学校，幼稚園，保育園，医療関係，公官庁，企業一般 

（保育サポート講習会講師，看護系臨地実習指導者講習会講師，教員免許更新講習会講師など） 

 

 

 

 

 

教育心理学 

教授（センター長） 澤田 忠幸 
（サワダ タダユキ） 

キーワード：・教授学習, 教育評価 
生涯発達の心理学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴  
奈良教育大学大学院教育学研究科 修了 
教育学修士 
京都大学大学院文学研究科（心理学）満期退学 
修士（文学） 

 

教員からのメッセージ 

個人が自己の資質・能力を高めること，展

望をもって自律的に行動できることは，社

会にとっての人材育成にもつながります。 

SDGs ロゴ 

    

他者からの
慰めや援助

他者からの
否定的評価

解放・安堵 意欲の高まり
消極的態度の

形成
否定的現実

の受容
他者との絆の

実感

周囲の巻き込み    .156    .453 ***    .295 ***     .364 ***    .517 ***    .306 ***    .212 *

   .195 *     .285 ***    .056    .149    .407 ***
 ( .152 *)   ( .183 **)  (-.013 )  ( .053 )  ( .364 ***)
   .110     .187 *    .394 ***    .260 **    .030
 ( .005 )   (-.048 )  ( .242 ***)  ( .152 *)  (-.068 )

自己の心理的変化

表１　人前で泣いたことによる他者への影響と自己の心理的変化との関係（n=140）

  ***　p<.001,  ** p<.01,  * p<.05，
括弧内は「周囲の巻き込み」の影響を制御した際の偏相関係数（両要因関連の程度）を示す  出典：澤田・松尾・橋本（2012）

　他者からの慰めや援助   -.262 **

他者からの否定的評価

泣くことの他者への影響

― 58 ―



附属生物資源工学研究所

生物の無限の可能性を追究する地域に根ざした先端 (モダン) 
バイオテクノロジー研究拠点

本学の大きな特徴の一つが「生物資源工学研究所」の存在です。本研究所は
下記の通り、４研究室・１センターで構成されており、植物、微生物、環境
を対象に、世界で一流レベルの先端 (モダン) バイオテクノロジー研究を展
開しております。本研究所は「生産科学科」「環境科学科」「食品科学科」
の３学科とも連携しながら、県内外の研究機関や企業と協働・協力し、生物
資源を活用した先端バイオテクノロジー研究により、社会に役立つ技術や製
品の開発、さらには新産業の創出を目指しております。

植物細胞工学研究室遺伝子機能学研究室

生物の多様な構造遺伝子の機能解析や利用
を通して、貴重な天然化合物やタンパク質
の植物または微生物での効率的生産研究に
関すること。

植物バイオテクノロジー技術である組織
培養や遺伝子組換え技術を駆使して、有
用な植物開発のための研究に関するこ
と。

応用微生物学研究室 環境生物工学研究室

私たちの身近な存在である微生物を活用し
て、食品分野をはじめ、多岐にわたる分野
で役立つ素材やシステムづくりに関するこ
と。

循環型社会の確立とバイオ環境工学に取り
組み、この大きな目的を達成するために、
環境保全、環境浄化、環境利用など、さま
ざまなテーマでの研究に関すること。

ゲノム情報利用技術教育センター

最新の実験・検査機器をそろえており、生
物のゲノム解析技術、遺伝子情報の分析技
術を習得したDNA分析技術者やバイオ技術
者の養成に関すること。

  
 
 

教育評価と大学初年次教育，高等教育研究 

大学生を対象として，いかにして学生の省察(reflection）を促し，

主体的学習態度を育成することができるかについて実践研究を行っ

ている。なかでも，入学時の学習背景や個人の心理特性の影響を考慮

した上で，入学後の学修経験の効果と限界を，直接指標と間接指標を

組み合わせて学修成果の測定を行うことにより検討している。 

感情の制御と表出に関する生涯発達 

幼児期から成人期にかけての「他者の感情を理解する力」および「感情の制御と表

出」の発達を検討している。特に近年は，「泣くこと（weeping）」に着目して，大人が

感情を制御すること，あるいは表出することが，他

者とのコミュニケーションや自身の心理的側面に

及ぼす影響について研究している。 

 

職業や子育てを通じた成人期の人格発達 

看護師や教師，保育士などの専門職者を対象に，well-being（精神的健康

や幸福感）をキーワードに，「仕事」や「子育て」を通じた成人期における男

女の人格発達について研究している。 

 

 

 高校生向け大学基礎講座：大学での学び方 

 子ども(とくに乳幼児･児童期)の日常的発達や育児･教育的情報の提供 

 医療職者を含む専門職者のキャリア発達と学生指導に関する情報提供 

 

 

 小中学校，幼稚園，保育園，医療関係，公官庁，企業一般 

（保育サポート講習会講師，看護系臨地実習指導者講習会講師，教員免許更新講習会講師など） 

 

 

 

 

 

教育心理学（研究分野） 

教授（センター長） 澤田 忠幸 
（サワダ タダユキ） 

キーワード：・教授学習, 教育評価 
生涯発達の心理学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴  
奈良教育大学大学院教育学研究科 修了 
教育学修士 
京都大学大学院文学研究科（心理学）満期退学 
修士（文学） 

 

教員からのメッセージ 

個人が自己の資質・能力を高めること，展

望をもって自律的に行動できることは，社

会にとっての人材育成にもつながります。 

SDGs ロゴ 

    

他者からの
慰めや援助

他者からの
否定的評価

解放・安堵 意欲の高まり
消極的態度の

形成
否定的現実

の受容
他者との絆の

実感

周囲の巻き込み    .156    .453 ***    .295 ***     .364 ***    .517 ***    .306 ***    .212 *

   .195 *     .285 ***    .056    .149    .407 ***
 ( .152 *)   ( .183 **)  (-.013 )  ( .053 )  ( .364 ***)
   .110     .187 *    .394 ***    .260 **    .030
 ( .005 )   (-.048 )  ( .242 ***)  ( .152 *)  (-.068 )

自己の心理的変化

表１　人前で泣いたことによる他者への影響と自己の心理的変化との関係（n=140）

  ***　p<.001,  ** p<.01,  * p<.05，
括弧内は「周囲の巻き込み」の影響を制御した際の偏相関係数（両要因関連の程度）を示す  出典：澤田・松尾・橋本（2012）

　他者からの慰めや援助   -.262 **

他者からの否定的評価

泣くことの他者への影響
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カロテノイドの大腸菌や実用植物での効率的生産 

（目的）健康に良い種々のカロテノイドの組換え大腸菌や 

実用植物での効率的生産 

（概要）海洋細菌や陸上植物より種々のカロテノイド色素（アスタキサン

チン等）の生合成遺伝子を単離し，構造と機能解析を実施し，カタログ化

してきた。これらの遺伝子を利用し，種々の有用カロテノイドを高生産す

る組換え大腸菌を構築した。また，有用カロテノイドを高生産する実用植

物を探索または構築した。最新の話題として，黄花フリージア（エアリー

イエロー；右写真）が，サフランやクチナシ色素と同種の色素（クロセチ

ン配糖体）を高生産することを見出した。 

 

 

 

 有用カロテノイド・セスキテルペンのバイオ技術による大腸菌での生産 

 アスタキサンチン等有用カロテノイドのバイオ技術による農作物（レタス，イネ等）での生産 

 油糧作物であるアマやナタネ（キャノーラ）を宿主とする代謝工学 

 

 

 

 セスキテルペン生合成遺伝子のカタログ化と研究・産業用材料としての提供 

 カロテノイド生合成遺伝子のカタログ化と研究・産業用材料としての提供 

（例：Golden Riceの作製に必要な crtI 遺伝子の提供） 

 組換え大腸菌を用いたバイオコンバージョンによる低分子化合物の多様化技術 

（神戸天然物化学(株)に技術移管） 

 (株)カロテノイド生産技術研究所という大学発ベンチャー企業を運営しています。 

 

 

 

 

 

代謝工学，合成生物学 

教授 三沢 典彦（ミサワ ノリヒコ） 

キーワード：カロテノイド，遺伝子機能 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院 農学研究科卒（農学博士） 

キリンビール（株） 

（株）海洋バイオテクノロジー研究所 

 

教員からのメッセージ 

日本の大学の地盤沈下が言われております

が，産業界との連携の重要性は増していく

と思います。 

SDGs ロゴ 

   

遺伝子機能学研究室

遺伝子機能学 森 正之 准教授 (p62)

遺伝子機能学 竹村 美保 准教授(p63)

代謝工学 三沢 典彦 教授 (p61)

植物細胞工学研究室

植物細胞工学 大谷 基泰 准教授(p65 )

植物細胞工学 小林 高範 教授(p64）

濵田 達朗 准教授(p66)植物生理学

• カロテノイド・セスキテルペン生

産のための代謝工学

• イソプレノイド生合成遺伝子の機

能解析

• レタス、ナタネ、アマを宿主とす

る代謝工学

• 植物や微生物を用いた有用

物質の生産

• ウイルスベクターを用いた植

物細胞におけるタンパク質大

量生産

• 植物の鉄欠乏応答メカニズム

の解明

• 不良土壌耐性作物の創出

• ミネラル栄養価の高い作物の

創出

• 植物における外分泌型プロテ

アーゼの生理的役割の解明

• 食虫植物の消化システムの解明

• ブドウ品種「ルビーロマン」の

品種識別法の確立

ゲノム情報利用技術教育センター

植物遺伝学工学 中谷内 修 助教(p73)

• 植物のデンプン合成および代謝に関わる遺伝子の研究

• 希少野生動植物の保護に関する研究

応用微生物学研究室

中川 明 講師(p68)

松崎 千秋 講師(p69)

応用微生物学 南 博道 准教授(p67)

環境生物工学研究室

環境システム学 楠部 孝誠 講師(p71)

環境微生物工学 河井 重幸 教授 (p70)

馬場 保徳 講師(p72)環境微生物学

• 微生物による有用物質生産

• 微生物における植物アルカロイド

生合成工学

• プロバイオティクス乳酸菌

• 機能性乳酸菌の探索と食品

への応用

• 大腸菌における転写制御工学

• 大腸菌における有用物質生産を

目指した転写制御工学的研究

• 今後の廃棄物処理のあり

方

• バイオマス資源の循環シ

ステムと環境影響評価

• バイオマス資源の循環シ

ステムと環境影響評価

• 海洋バイオマス（海藻、

特に褐藻）の微生物によ

る有効利用

• 未利用バイオマスからの

エネルギー生産

• 次世代シーケンサーによ

る菌叢解析

カロテノイド
を作る大腸菌

植物培養細胞

研究テーマに
関連した写真

カロテノイドを自
ら作るアブラムシ

研究テーマに
関連した写真

鉄欠乏耐性イネ

• バイオテクノロジーを用いた

① 有用なサツマイモの育成

② 有用な花卉品種の育成

③ 野生植物の保護・増殖

④ 有用な園芸植物の増殖・育成 サツマイモの遺伝子組換え
（緑色）

ウツボカズラの捕虫器

粗精製アルカロイド粉末

応用微生物学

応用微生物学

プロバイオティクス乳酸菌

褐藻

発酵生産したメタン

DNA分析

光る大腸菌
漂着ごみ
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カロテノイドの大腸菌や実用植物での効率的生産 

（目的）健康に良い種々のカロテノイドの組換え大腸菌や 

実用植物での効率的生産 

（概要）海洋細菌や陸上植物より種々のカロテノイド色素（アスタキサン

チン等）の生合成遺伝子を単離し，構造と機能解析を実施し，カタログ化

してきた。これらの遺伝子を利用し，種々の有用カロテノイドを高生産す

る組換え大腸菌を構築した。また，有用カロテノイドを高生産する実用植

物を探索または構築した。最新の話題として，黄花フリージア（エアリー

イエロー；右写真）が，サフランやクチナシ色素と同種の色素（クロセチ

ン配糖体）を高生産することを見出した。 

 

 

 

 有用カロテノイド・セスキテルペンのバイオ技術による大腸菌での生産 

 アスタキサンチン等有用カロテノイドのバイオ技術による農作物（レタス，イネ等）での生産 

 油糧作物であるアマやナタネ（キャノーラ）を宿主とする代謝工学 

 

 

 

 セスキテルペン生合成遺伝子のカタログ化と研究・産業用材料としての提供 

 カロテノイド生合成遺伝子のカタログ化と研究・産業用材料としての提供 

（例：Golden Riceの作製に必要な crtI 遺伝子の提供） 

 組換え大腸菌を用いたバイオコンバージョンによる低分子化合物の多様化技術 

（神戸天然物化学(株)に技術移管） 

 (株)カロテノイド生産技術研究所という大学発ベンチャー企業を運営しています。 

 

 

 

 

 

代謝工学，合成生物学 

教授 三沢 典彦（ミサワ ノリヒコ） 

キーワード：カロテノイド，遺伝子機能 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院 農学研究科卒（農学博士） 

キリンビール（株） 

（株）海洋バイオテクノロジー研究所 

 

教員からのメッセージ 

日本の大学の地盤沈下が言われております

が，産業界との連携の重要性は増していく

と思います。 

SDGs ロゴ 
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植物や微生物を用いた有用物質の生産 

植物や微生物は様々な二次代謝産物を生合成しており，遺伝子資源として非常に有用です。私たちは，

様々な植物や微生物から有用な遺伝子を探索するとともに有用遺伝子を微生物に導入することによっ

て，医薬品原料や機能性成分となる有用物質を微生物に大量に生産さ

せるシステムを開発してます。例えば，大腸菌で医薬品となるプロス

タグランジンを作らせることに成功しています（下記特許）。さらに，

遺伝子組換え植物によって有用物質を生産させるシステムの開発も行

っています。 

植物を用いて有用物質を生産させることは，これまでの化学合成法

とは異なり，資源の節約となり，環境にも優しい技術であるため，こ

れからの社会にとって不可欠なテクノロジーになると考えています。 

特許第 5641232 号 名称「オゴノリ由来のシクロオキシゲナーゼの遺伝子及び該遺伝子を利用するプ

ロスタグランジン類生産方法」 

 

 

 植物の DNA鑑定 

 新規遺伝子資源の探索 

 遺伝子組換え微生物や遺伝子組換え植物による有用物質の生産 

 

 

 

 いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金事業（農作物のブランド化）に参加 

 石川県農業総合研究センター 農業試験場 とともに小豆の系統解析を実施 

 生研センターの生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業に北陸の企業とともに参加 

 大学コンソーシアム石川が主催するシティカレッジにおいて講義の実施 

 本学・寄付講座「アクトリー・エコビレッジ創成学講座」に参加 

 

 

 

 

 

遺伝子機能学 

准教授 竹村 美保（タケムラ ミホ） 

キーワード：遺伝子工学，大腸菌，植物 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科修了 博士（農学） 

奈良先端科学技術大学院大学 助手 

石川県立大学 准教授 

 

教員からのメッセージ 

遺伝子工学の技術を使って，世の中の役に

立つ微生物や植物を作りたいと思っていま

す。 

SDGs ロゴ 

    

図 カロテノイドを作る大腸菌 

  
 
 
 
 

 
 

ウイルスベクターを用いた植物培養細胞におけるタンパク質大量生産 

 
目的： 

植物細胞で有用蛋白質を高効率に生産させること。 

 

概要： 

植物培養細胞は大規模化が可能，培養コストが安い，ヒト・動物に対する病原

菌の混入がないなどの，動物細胞にはない特徴を持つ。さらに，翻訳後修飾を

もつ複雑なタンパク質の生産が可能である。開発したタンパク発現系を用いて，

インターフェロンγ，トロンビン等の医薬品の生産を行っている。 

 

 

 

 植物細胞における種々のタンパク質を生産する生産，特に大腸菌等の従来発現系で生産が困難な

タンパク質を生産する技術 

 

 
 

 

 

 植物細胞を用いた血液製剤等の生産に関する共同研究 

 感染菌を高感度に検出できる医療用真核 Taqポリメラーゼの共同開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺伝子機能学 

准教授 森 正之（モリ マサシ） 

キーワード：有用物質生産 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科修了 博士（農学） 

石川県立大学 准教授 

 

SDGs ロゴ 
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植物や微生物を用いた有用物質の生産 

植物や微生物は様々な二次代謝産物を生合成しており，遺伝子資源として非常に有用です。私たちは，

様々な植物や微生物から有用な遺伝子を探索するとともに有用遺伝子を微生物に導入することによっ

て，医薬品原料や機能性成分となる有用物質を微生物に大量に生産さ

せるシステムを開発してます。例えば，大腸菌で医薬品となるプロス

タグランジンを作らせることに成功しています（下記特許）。さらに，

遺伝子組換え植物によって有用物質を生産させるシステムの開発も行

っています。 

植物を用いて有用物質を生産させることは，これまでの化学合成法

とは異なり，資源の節約となり，環境にも優しい技術であるため，こ

れからの社会にとって不可欠なテクノロジーになると考えています。 

特許第 5641232 号 名称「オゴノリ由来のシクロオキシゲナーゼの遺伝子及び該遺伝子を利用するプ

ロスタグランジン類生産方法」 

 

 

 植物の DNA鑑定 

 新規遺伝子資源の探索 

 遺伝子組換え微生物や遺伝子組換え植物による有用物質の生産 

 

 

 

 いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金事業（農作物のブランド化）に参加 

 石川県農業総合研究センター 農業試験場 とともに小豆の系統解析を実施 

 生研センターの生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業に北陸の企業とともに参加 

 大学コンソーシアム石川が主催するシティカレッジにおいて講義の実施 

 本学・寄付講座「アクトリー・エコビレッジ創成学講座」に参加 

 

 

 

 

 

遺伝子機能学 

准教授 竹村 美保（タケムラ ミホ） 

キーワード：遺伝子工学，大腸菌，植物 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科修了 博士（農学） 

奈良先端科学技術大学院大学 助手 

石川県立大学 准教授 

 

教員からのメッセージ 

遺伝子工学の技術を使って，世の中の役に

立つ微生物や植物を作りたいと思っていま

す。 

SDGs ロゴ 

    

図 カロテノイドを作る大腸菌 

  
 
 
 
 

 
 

ウイルスベクターを用いた植物培養細胞におけるタンパク質大量生産 

 
目的： 

植物細胞で有用蛋白質を高効率に生産させること。 

 

概要： 

植物培養細胞は大規模化が可能，培養コストが安い，ヒト・動物に対する病原

菌の混入がないなどの，動物細胞にはない特徴を持つ。さらに，翻訳後修飾を

もつ複雑なタンパク質の生産が可能である。開発したタンパク発現系を用いて，

インターフェロンγ，トロンビン等の医薬品の生産を行っている。 

 

 

 

 植物細胞における種々のタンパク質を生産する生産，特に大腸菌等の従来発現系で生産が困難な

タンパク質を生産する技術 

 

 
 

 

 

 植物細胞を用いた血液製剤等の生産に関する共同研究 

 感染菌を高感度に検出できる医療用真核 Taqポリメラーゼの共同開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺伝子機能学 

准教授 森 正之（モリ マサシ） 

キーワード：有用物質生産 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科修了 博士（農学） 

石川県立大学 准教授 

 

SDGs ロゴ 
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バイオテクノロジーによる有用サツマイモ品種の育成 

（目的）組織培養や遺伝子組換えによって産業上有用なサツマイモ新品種の育成を目指します。 

（概要）サツマイモのプロトプラスト培養やサツマイモの効率的な形質転換系を開発し，それらを利用

して有用なサツマイモ品種の育成を目指しています。 

これまでに，除草剤耐性遺伝子，デンプン合成関連遺伝群，環境ストレス耐性遺伝子など様々な遺伝子

を導入した形質転換サツマイモの育成に成功しました。現在も，学内の研究者との共同研究だけではなく，

他大学，九州沖縄農業研究センターなど学外の研究機関との共同研究を進めています。 

 

サツマイモの胚性カルス       サツマイモの遺伝子組換え 

 

 

 サツマイモとソライロアサガオの遺伝子組換え技術（支援できる技術分野） 

 サツマイモとソライロアサガオの培養細胞（シーズ） 

 植物のウイルスフリー苗作出技術（支援できる技術分野） 

 

 

 H19～県内花卉栽培農家，洋ランの民間育種家，県内高校教諭，県内山野草業者と植物工場職員の

実習生としての受け入れ 

 H30～宮崎大学とサツマイモの新品種育成についての共同研究 

 H31～地元 NPO法人とササユリの大量増殖についての共同研究 

 

 

植物細胞工学 

准教授 大谷 基泰（オオタニ モトヤス） 

キーワード：サツマイモ，組織培養 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

千葉大学大学院自然科学研究科 農学博士 

教員からのメッセージ 

日本におけるサツマイモの重要性を高めるた

めに研究・教育活動を推進しています。 

SDGs ロゴ 

   

 
  
 
 

植物の鉄欠乏応答メカニズムの解明 

鉄は全ての生物にとって必要な栄養素（必須元素）です。植物は鉄不足になると，土壌中から鉄を溶かして

吸収・利用するためにさまざまな遺伝子の発現を誘導します。しかし，植物が鉄の過不足を感知するセンサー

分子と鉄シグナルの実体は不明です。そこで私たちは，イネの細胞内鉄センサーの候補分子であるユビキチン

リガーゼ HRZの機能を明らかにすることにより，植物の鉄欠乏応答メカニズムの全容解明を目指しています。 

不良土壌耐性作物，ミネラル栄養価の高い作物の創出 

 世界の耕地土壌の 30％以上を占める石灰質土壌では，土壌 pH の高さのため鉄の溶解度がきわめて低く，植

物の多くが鉄欠乏になります。また，鉄は

人間にとっても必須であり，世界で 30 億

人が鉄欠乏性貧血症といわれています。私

たちは，鉄の吸収，輸送を強化した植物を

バイオテクノロジーによって作出するこ

とにより，鉄を吸収しにくい不良土壌でも

よく育ち，コメなどの可食部に鉄や亜鉛な

どのミネラル栄養を多く含む作物の創製

を行っています。 

 

 

 鉄欠乏耐性イネ，鉄・亜鉛富化イネの提供 

 植物の鉄欠乏耐性の検定，植物の金属含有量分析 

 植物バイオテクノロジー分野の技術 

 

 

 

 H27アグリビジネス創出フェアに出展 「少ない鉄でもよく育ち，鉄を効率的に貯めるイネ」 

 H29～ 愛知製鋼株式会社からの受託研究 （新規鉄肥料の野外圃場検定） 

 

 

 

 

 

植物細胞工学 

教授 小林 高範（コバヤシ タカノリ） 

キーワード：植物栄養学，植物バイテク 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
 東京大学大学院 農学生命科学研究科 

 博士（農学） 
東京大学大学院 研究員，特任助教， 
（独）科学技術振興機構 さきがけ研究者 等 

 

 

教員からのメッセージ 

鉄は私たち人間にとっても植物にとっても

必須な元素です。この分野の研究は，基礎と

応用が密接につながっていると感じます。 

SDGs ロゴ 
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バイオテクノロジーによる有用サツマイモ品種の育成 

（目的）組織培養や遺伝子組換えによって産業上有用なサツマイモ新品種の育成を目指します。 

（概要）サツマイモのプロトプラスト培養やサツマイモの効率的な形質転換系を開発し，それらを利用

して有用なサツマイモ品種の育成を目指しています。 

これまでに，除草剤耐性遺伝子，デンプン合成関連遺伝群，環境ストレス耐性遺伝子など様々な遺伝子

を導入した形質転換サツマイモの育成に成功しました。現在も，学内の研究者との共同研究だけではなく，

他大学，九州沖縄農業研究センターなど学外の研究機関との共同研究を進めています。 

 

サツマイモの胚性カルス       サツマイモの遺伝子組換え 

 

 

 サツマイモとソライロアサガオの遺伝子組換え技術（支援できる技術分野） 

 サツマイモとソライロアサガオの培養細胞（シーズ） 

 植物のウイルスフリー苗作出技術（支援できる技術分野） 

 

 

 H19～県内花卉栽培農家，洋ランの民間育種家，県内高校教諭，県内山野草業者と植物工場職員の

実習生としての受け入れ 

 H30～宮崎大学とサツマイモの新品種育成についての共同研究 

 H31～地元 NPO法人とササユリの大量増殖についての共同研究 

 

 

植物細胞工学 

准教授 大谷 基泰（オオタニ モトヤス） 

キーワード：サツマイモ，組織培養 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

千葉大学大学院自然科学研究科 農学博士 

教員からのメッセージ 

日本におけるサツマイモの重要性を高めるた

めに研究・教育活動を推進しています。 

SDGs ロゴ 

   

 
  
 
 

植物の鉄欠乏応答メカニズムの解明 

鉄は全ての生物にとって必要な栄養素（必須元素）です。植物は鉄不足になると，土壌中から鉄を溶かして

吸収・利用するためにさまざまな遺伝子の発現を誘導します。しかし，植物が鉄の過不足を感知するセンサー

分子と鉄シグナルの実体は不明です。そこで私たちは，イネの細胞内鉄センサーの候補分子であるユビキチン

リガーゼ HRZの機能を明らかにすることにより，植物の鉄欠乏応答メカニズムの全容解明を目指しています。 

不良土壌耐性作物，ミネラル栄養価の高い作物の創出 

 世界の耕地土壌の 30％以上を占める石灰質土壌では，土壌 pH の高さのため鉄の溶解度がきわめて低く，植

物の多くが鉄欠乏になります。また，鉄は

人間にとっても必須であり，世界で 30 億

人が鉄欠乏性貧血症といわれています。私

たちは，鉄の吸収，輸送を強化した植物を

バイオテクノロジーによって作出するこ

とにより，鉄を吸収しにくい不良土壌でも

よく育ち，コメなどの可食部に鉄や亜鉛な

どのミネラル栄養を多く含む作物の創製

を行っています。 

 

 

 鉄欠乏耐性イネ，鉄・亜鉛富化イネの提供 

 植物の鉄欠乏耐性の検定，植物の金属含有量分析 

 植物バイオテクノロジー分野の技術 

 

 

 

 H27アグリビジネス創出フェアに出展 「少ない鉄でもよく育ち，鉄を効率的に貯めるイネ」 

 H29～H30 愛知製鋼株式会社からの受託研究 （新規鉄肥料の野外圃場検定） 

 

 

 

 

 

植物細胞工学 

教授 小林 高範（コバヤシ タカノリ） 

キーワード：植物栄養学，植物バイテク 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 
 東京大学大学院 農学生命科学研究科 

 博士（農学） 
東京大学大学院 研究員，特任助教， 
（独）科学技術振興機構 さきがけ研究者 等 

 

 

教員からのメッセージ 

鉄は私たち人間にとっても植物にとっても

必須な元素です。この分野の研究は，基礎と

応用が密接につながっていると感じます。 

SDGs ロゴ 
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微生物で生薬の希少成分を生産 

植物の産生する多様な二次代謝産物のなかでも，アルカロイドは

少量で顕著な生理活性を示すため，市販されている医薬品原料とし

て非常に高い需要があります。しかし，植物体に乾燥重量の数パー

セント程度しか含まれていないものも多く，植物体の生育には数ヶ

月～数年を要するため非常に高価です。 

これまでに，植物のアルカロイド生合成酵素と微生物由来の酵素を組

み合わせて大腸菌に導入することで，アルカロイド発酵生産システムの

確立に成功しています。確立した生産システムに種々の生合成酵素を導

入することで，植物体に微量にしか存在しないアルカロイド等の生薬有

効成分の効率的な生産が可能です。今後，より実用化に向けた生産シス

テムが確立されることで，需要の高まる医薬品への安定した供給方法に

なるだけでなく，創薬をはじめとした様々な分野に大きく貢献すること

が可能であり，微生物発酵における新たな展開が期待できます。 

 

 

 

 

 合成生物学による微生物での有用物質生産 

 LC-MS/MSを用いた食品成分や残留農薬といった微量成分の測定および分析技術の指導 

 

 

 

 バイオ産業や創薬関連の企業との共同研究を希望しています。 

 

 

 

 

 

 

応用微生物学 

准教授 南 博道（ミナミ ヒロミチ） 

キーワード：生合成工学，アルカロイド，

微生物発酵生産 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科修了 博士（農学） 

日本学術振興会特別研究員（PD） 

石川県立大学 生物資源工学研究所 

教員からのメッセージ 

学んだ知識や技術をもとに，自ら考えて物

事に対処できるように，教育・研究活動を

行っています。 

SDGs ロゴ 

   

  
 
 
 
 

 
 

食虫植物おける消化システムの解明 

 食虫植物のウツボカズラやハエトリソウにおける獲物の分解に係わる酵素類やタンパク質の探索，およ

びその生理学的，進化的意義の解明および産業利用を目指す。 

 

植物における外分泌型プロテアーゼの生理的役割の解明 

 アラビドプシスやイネの変異体や形質転換体を用いて，植物の根圏分泌型プロテアーゼの生理的役割を

明らかにする。 

 

 

 

 遺伝子組み換え植物の作出 

 植物からの遺伝子単離 

 植物の組織培養 

 SSR 法による品種識別法の確立 

 脂質，脂肪酸分析 

 

 

 

 石川県農林総合研究センター農業試験場からの研修生の受け入れおよび指導（H21～R1） 

（フリージア形質転換体の作製，SSR 法によるブドウ‘ルビーロマン’の品種識別法の開発） 

 公開講座「いしかわ学」「石川の野生植物と農作物について」（H23） 

 野々市市夏休み子どもサイエンスセミナー「虫を食べる植物って，どんな植物」（H24） 

 石川県農林総合研究センター林業試験場からの客員研究員の受け入れ（H25～H29）。 

 

 

 

 

 

 

植物生理学 

准教授 濵田 達朗（ハマダ タツロウ） 

キーワード：植物生理学，植物細胞工学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

九州大学大学大学院理学研究科修了博士（理学） 

石川県農業短期大学農業資源研究所助手 

石川県立大学生物資源工学研究所助教 

 

教員からのメッセージ 

詳しくはホームページ

（http://ribb.ishikawa-pu.ac.jp/pct/members.ht

ml）をご覧ください。 

SDGs ロゴ 

 

― 66 ―



 
 
 

微生物で生薬の希少成分を生産 

植物の産生する多様な二次代謝産物のなかでも，アルカロイドは

少量で顕著な生理活性を示すため，市販されている医薬品原料とし

て非常に高い需要があります。しかし，植物体に乾燥重量の数パー

セント程度しか含まれていないものも多く，植物体の生育には数ヶ

月～数年を要するため非常に高価です。 

これまでに，植物のアルカロイド生合成酵素と微生物由来の酵素を組

み合わせて大腸菌に導入することで，アルカロイド発酵生産システムの

確立に成功しています。確立した生産システムに種々の生合成酵素を導

入することで，植物体に微量にしか存在しないアルカロイド等の生薬有

効成分の効率的な生産が可能です。今後，より実用化に向けた生産シス

テムが確立されることで，需要の高まる医薬品への安定した供給方法に

なるだけでなく，創薬をはじめとした様々な分野に大きく貢献すること

が可能であり，微生物発酵における新たな展開が期待できます。 

 

 

 

 

 合成生物学による微生物での有用物質生産 

 LC-MS/MSを用いた食品成分や残留農薬といった微量成分の測定および分析技術の指導 

 

 

 

 バイオ産業や創薬関連の企業との共同研究を希望しています。 

 

 

 

 

 

 

応用微生物学 

准教授 南 博道（ミナミ ヒロミチ） 

キーワード：生合成工学，アルカロイド，

微生物発酵生産 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科修了 博士（農学） 

日本学術振興会特別研究員（PD） 

石川県立大学 生物資源工学研究所 

教員からのメッセージ 

学んだ知識や技術をもとに，自ら考えて物

事に対処できるように，教育・研究活動を

行っています。 

SDGs ロゴ 

   

  
 
 
 
 

 
 

食虫植物おける消化システムの解明 

 食虫植物のウツボカズラやハエトリソウにおける獲物の分解に係わる酵素類やタンパク質の探索，およ

びその生理学的，進化的意義の解明および産業利用を目指す。 

 

植物における外分泌型プロテアーゼの生理的役割の解明 

 アラビドプシスやイネの変異体や形質転換体を用いて，植物の根圏分泌型プロテアーゼの生理的役割を

明らかにする。 

 

 

 

 遺伝子組み換え植物の作出 

 植物からの遺伝子単離 

 植物の組織培養 

 SSR 法による品種識別法の確立 

 脂質，脂肪酸分析 

 

 

 

 石川県農林総合研究センター農業試験場からの研修生の受け入れおよび指導（H21～R1） 

（フリージア形質転換体の作製，SSR 法によるブドウ‘ルビーロマン’の品種識別法の開発） 

 公開講座「いしかわ学」「石川の野生植物と農作物について」（H23） 

 野々市市夏休み子どもサイエンスセミナー「虫を食べる植物って，どんな植物」（H24） 

 石川県農林総合研究センター林業試験場からの客員研究員の受け入れ（H25～H29）。 

 

 

 

 

 

 

植物生理学 

准教授 濵田 達朗（ハマダ タツロウ） 

キーワード：植物生理学，植物細胞工学 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

九州大学大学大学院理学研究科修了博士（理学） 

石川県農業短期大学農業資源研究所助手 

石川県立大学生物資源工学研究所助教 

 

教員からのメッセージ 

詳しくはホームページ

（http://ribb.ishikawa-pu.ac.jp/pct/members.ht

ml）をご覧ください。 

SDGs ロゴ 

 

ジャーファーメンターによるアルカロイド生産
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プロバイオティクス乳酸菌の探索とその応用研究 

近年，乳酸菌の有する，免疫力の増強効果，抗アレルギー効果，

抗腫瘍効果などの機能性が次々と明らかになっており，機能性食品

素材としてのニーズが急速に高まっています。しかし菌種菌株の多

様性により，有用な機能性を有する乳酸菌の選抜は非常に困難とな

っております。 

そこで私たちの研究室ではマウスのパイエル板細胞や脾臓細胞

を用いたスクリーニング系や評価系を確立することによって，有用

な乳酸菌の探索を容易にし，生体内における生理活性の評価を可能

にし，新しいプロバイオティクス乳酸菌を見出してきました。 

これまでに本研究室で見出されたプロバイオティクス乳酸菌は，以下の通りです。 

 Leuconostoc mesenteroides NTM048 
 Matsuzaki, C. et al. 2013. Journal of Applied Microbiology, 116:980-989, 2013. 

 Lactobacillus kosoi 
Chiou, T. Y. et al. 2018. Antonie van Leeuwenhoek, 111(7):1149-1156, 2018. 

 Enterococcus faecium HS-08 
Fujita, S. et al. 2020. Canadian Journal of Microbiology in press 

 

 

 乳酸菌の同定および機能解析 

 微生物酵素を利用したモノづくり 

 免疫増強活性成分の解析 

 

 

 新しいプロバイオティクス乳酸菌の発見と製品開発（（株）日東薬品工業様との共同研究ほか） 

 新種の乳酸菌の命名と機能性解析（（株）AOB慧央グループ様との共同研究） 

 プロバイオティクス乳酸菌の機能解明と商品開発（（株）ホクコン様との共同研究） 

 

 

 

 

応用微生物学 

講師 松﨑 千秋（マツザキ チアキ） 

キーワード：プロバイオティクス 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学大学院自然科学研究科博士前期課程修了 

石川県立大学大学院生物資源環境学研究科博士後

期課程修了（生物資源環境学 博士） 

 

教員からのメッセージ 

目に見えない小さな微生物の有用性を明ら

かにし，人の健康に役立てるような，教育・

研究活動を行っています。 

SDGs ロゴ 

 

プロバイオティクス乳酸菌 

 
 
 

タンパク質高発現耐性大腸菌の開発 

タンパク質を微生物に発現させることは，多くの生命科学研究の現場

で，広く用いられており，様々な生命現象を解き明かしてきた．更に，

化成品生産において，昨今，酵素タンパク質を利用することが必須に

なりつつあるが，それもまた，大腸菌を始めとする微生物に発現させ

る事が多い．通常は対処療法的な問題の解決を試みるが，現在までに，

タンパク質が上手く発現しない普遍的原因メカニズムは殆ど研究され

ていないと言っても過言ではない． 

 大腸菌はタンパク質過剰発現を行う際，第一選択肢として広く使わ

れている宿主である．私は，大腸菌を用いてタンパク質を過剰発現し

た場合，タンパク質の種類によらず，概ね菌は死んでしまうという現

象を確認した．つまり，タンパク質を過剰に発現することそのものが

菌を殺してしまうのである．更に，トランスポゾン変異法により，このタンパク質過剰発現に対して耐性を示

す大腸菌株を単離することに成功している．このタンパク質過剰発現耐性菌の耐性機構の解明を目指すととも

に，それを利用したタンパク質高発現耐性菌を創製することを目的に研究を遂行している．タンパク質高発現

耐性菌を用いることにより，最大で 30 倍以上の生産能向上を観察した例もある． 

 

 

 タンパク質過剰発現系を用いる技術全般に役立つ 

 基礎生物学的研究にも利用できる 

 

 

 

 神戸天然化学株式会社と共同で化成品生産系構築を行っている 

 タンパク質過剰発現系を用いる必要がある企業，業種であれば連携したい 

 

応用微生物学 

講師 中川 明（ナカガワ アキラ） 

キーワード：発現制御工学，大腸菌 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス

研究科卒(2006)，博士(バイオサイエンス) 

協和発酵キリン株式会社(2006-2008) 

 

 

教員からのメッセージ 

県内で大腸菌に関することであれば，第一

選択として私を指名していただければ，お

役に立てると思います． 

SDGs ロゴ 
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プロバイオティクス乳酸菌の探索とその応用研究 

近年，乳酸菌の有する，免疫力の増強効果，抗アレルギー効果，

抗腫瘍効果などの機能性が次々と明らかになっており，機能性食品

素材としてのニーズが急速に高まっています。しかし菌種菌株の多

様性により，有用な機能性を有する乳酸菌の選抜は非常に困難とな

っております。 

そこで私たちの研究室ではマウスのパイエル板細胞や脾臓細胞

を用いたスクリーニング系や評価系を確立することによって，有用

な乳酸菌の探索を容易にし，生体内における生理活性の評価を可能

にし，新しいプロバイオティクス乳酸菌を見出してきました。 

これまでに本研究室で見出されたプロバイオティクス乳酸菌は，以下の通りです。 

 Leuconostoc mesenteroides NTM048 
 Matsuzaki, C. et al. 2013. Journal of Applied Microbiology, 116:980-989, 2013. 

 Lactobacillus kosoi 
Chiou, T. Y. et al. 2018. Antonie van Leeuwenhoek, 111(7):1149-1156, 2018. 

 Enterococcus faecium HS-08 
Fujita, S. et al. 2020. Canadian Journal of Microbiology 66:576-585. 

 

 

 乳酸菌の同定および機能解析 

 微生物酵素を利用したモノづくり 

 免疫増強活性成分の解析 

 

 

 新しいプロバイオティクス乳酸菌の発見と製品開発（（株）日東薬品工業様との共同研究ほか） 

 新種の乳酸菌の命名と機能性解析（（株）アルソア慧央グループ様との共同研究） 

 プロバイオティクス乳酸菌の機能解明と商品開発（（株）ホクコン様との共同研究） 

 

 

 

 

応用微生物学 

講師 松﨑 千秋（マツザキ チアキ） 

キーワード：プロバイオティクス 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

神戸大学大学院自然科学研究科博士前期課程修了 

石川県立大学大学院生物資源環境学研究科博士後

期課程修了（生物資源環境学 博士） 

 

教員からのメッセージ 

目に見えない小さな微生物の有用性を明ら

かにし，人の健康に役立てるような，教育・

研究活動を行っています。 

SDGs ロゴ 

 

プロバイオティクス乳酸菌 

 
 
 

タンパク質高発現耐性大腸菌の開発 

タンパク質を微生物に発現させることは，多くの生命科学研究の現場

で，広く用いられており，様々な生命現象を解き明かしてきた．更に，

化成品生産において，昨今，酵素タンパク質を利用することが必須に

なりつつあるが，それもまた，大腸菌を始めとする微生物に発現させ

る事が多い．通常は対処療法的な問題の解決を試みるが，現在までに，

タンパク質が上手く発現しない普遍的原因メカニズムは殆ど研究され

ていないと言っても過言ではない． 

 大腸菌はタンパク質過剰発現を行う際，第一選択肢として広く使わ

れている宿主である．私は，大腸菌を用いてタンパク質を過剰発現し

た場合，タンパク質の種類によらず，概ね菌は死んでしまうという現

象を確認した．つまり，タンパク質を過剰に発現することそのものが

菌を殺してしまうのである．更に，トランスポゾン変異法により，このタンパク質過剰発現に対して耐性を示

す大腸菌株を単離することに成功している．このタンパク質過剰発現耐性菌の耐性機構の解明を目指すととも

に，それを利用したタンパク質高発現耐性菌を創製することを目的に研究を遂行している．タンパク質高発現

耐性菌を用いることにより，最大で 30 倍以上の生産能向上を観察した例もある． 

 

 

 タンパク質過剰発現系を用いる技術全般に役立つ 

 基礎生物学的研究にも利用できる 

 

 

 

 神戸天然化学株式会社と共同で化成品生産系構築を行っている 

 タンパク質過剰発現系を用いる必要がある企業，業種であれば連携したい 

 

応用微生物学 

講師 中川 明（ナカガワ アキラ） 

キーワード：発現制御工学，大腸菌 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス

研究科卒(2006)，博士(バイオサイエンス) 

協和発酵キリン株式会社(2006-2008) 

 

 

教員からのメッセージ 

県内で大腸菌に関することであれば，第一

選択として私を指名していただければ，お

役に立てると思います． 

SDGs ロゴ 
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人口減少下での廃棄物処理のあり方の研究 

2008年をピークに人口減少期に入ると同時に高齢化が進み，今後様々な分野に影響が現れることが予想さ

れます。ごみ処理もその一つであり，直接的・間接的なごみの質・量の変化への対応が求められています。

長期的な視点で可燃ごみに関係するごみ処理施設の運用を考え，循環型社会におけるごみ処理体制の構築が

求められています。 

食品の有効活用と食品廃棄物の資源化についての研究 

家庭から発生するごみの 30～40％は食品廃棄物ですが，この中にはまだ食べられるのに捨てられている食

品が少なくありません。それらを有効に活用する一つの方法としてフードドライブ・バンク活動があります。

これをどのように活用していくかが大きな課題となっています。また，食品廃棄物は水分を多く含むため，

焼却処理に適していません。堆肥化やメタン発酵など焼却以外の技術が提案されていますが，どのように処

理するのが，その地域や住民にとって適しているのか，十分な検討が必要です。 

プラスチックごみ問題に関する研究 

昨今，海洋プラスチック問題が世界的な課題として取り上げられ，プラスチックに対する規制や対応が厳

しくなっていますが，一方でプラスチックは人間社会に様々な効用をもたらしています。今後，プラスチッ

ク問題にどのように対応するのか，多様な視点からの分析が必要になっています。 

 

 

 ごみ処理に関する知見の提供 

 食品廃棄物対策への助言 

 

 

 

 近隣自治体での環境関連の審議会委員 

 フードバンク活動の普及 

 家庭用の生ごみ処理機の共同開発を望みます。 

 

 

 

 

 

環境システム学 

講師 楠部 孝誠（クスベ タカセイ） 

キーワード：廃棄物，資源循環 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院工学研究科卒（工学博士） 

（国立研究開発法人）科学技術振興機構研究員 

 

 

教員からのメッセージ 

ごみ処理は単にごみを処理するだけでな

く，産業政策・教育・福祉といった様々な

分野との連携が必要です。 

SDGs ロゴ 

 

  
 
 
 
 

 
 

微生物バイオによる海藻（褐藻）の革新的有効利用 

海藻はブルーカーボンとも呼ばれ，広大な海域におけ

る二酸化炭素吸収源（炭素源）として注目されています

が，殆どが未利用です。その有効利用（エネルギーへの

変換）は二酸化炭素排出の削減，エネルギー問題への貢

献，新しい産業基盤の創出につながります。私は海藻の

中で，褐藻（昆布，ワカメ，アカモクなど）及びその主

要炭素源（アルギン酸）に着目し，以下の２つのアプロ

ーチで褐藻の有効利用を目指しています。（1）代謝を改

変した微生物（油脂蓄積酵母）を用いてアルギン酸から

油脂（バイオディーゼル燃料，ジェット燃料，食用油）

を生産する。この系を高付加価値生理活性成分（テルペ

ノイド）生産にも応用する。（２）砂浜にいるハマトビム

シの見事な褐藻の食べっぷり（強力な褐藻分解能力）の

仕組みを明らかにし，褐藻有効利用に応用する。 

 

 

 アルギン酸関連（代謝酵素，低分子化，生理活性，分析），海藻全般 

 酵母，グラム陰性細菌の遺伝子工学，酵母のゲノム編集，蛍光顕微鏡観察 

 酵素精製，各種アッセイ，タンパク質工学 
 

 

 

 国内民間企業 3社との共同研究と特許取得（6件） 

 国内民間企業 1社との技術面談（1件） 

 公立研究機関（農林水産技術センター海洋センター）との連携研究 

 アウトリーチ活動（5件） 

 
 

 

 

 

環境微生物工学 

教授（所長）河井 重幸（カワイ シゲユキ） 

キーワード：海藻利用，微生物バイオ 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴   

京都大学大学院 農学研究科博士課程中途退学

京都大学大学院 農学研究科 助教 

博士（農学） 

 

教員からのメッセージ 

お気軽にお声がけ下さい。 

SDGs ロゴ 
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人口減少下での廃棄物処理のあり方の研究 

2008年をピークに人口減少期に入ると同時に高齢化が進み，今後様々な分野に影響が現れることが予想さ

れます。ごみ処理もその一つであり，直接的・間接的なごみの質・量の変化への対応が求められています。

長期的な視点で可燃ごみに関係するごみ処理施設の運用を考え，循環型社会におけるごみ処理体制の構築が

求められています。 

食品の有効活用と食品廃棄物の資源化についての研究 

家庭から発生するごみの 30～40％は食品廃棄物ですが，この中にはまだ食べられるのに捨てられている食

品が少なくありません。それらを有効に活用する一つの方法としてフードドライブ・バンク活動があります。

これをどのように活用していくかが大きな課題となっています。また，食品廃棄物は水分を多く含むため，

焼却処理に適していません。堆肥化やメタン発酵など焼却以外の技術が提案されていますが，どのように処

理するのが，その地域や住民にとって適しているのか，十分な検討が必要です。 

プラスチックごみ問題に関する研究 

昨今，海洋プラスチック問題が世界的な課題として取り上げられ，プラスチックに対する規制や対応が厳

しくなっていますが，一方でプラスチックは人間社会に様々な効用をもたらしています。今後，プラスチッ

ク問題にどのように対応するのか，多様な視点からの分析が必要になっています。 

 

 

 ごみ処理に関する知見の提供 

 食品廃棄物対策への助言 

 

 

 

 近隣自治体での環境関連の審議会委員 

 フードバンク活動の普及 

 家庭用の生ごみ処理機の共同開発を望みます。 

 

 

 

 

 

環境システム学 

講師 楠部 孝誠（クスベ タカセイ） 

キーワード：廃棄物，資源循環 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院工学研究科卒（工学博士） 

（国立研究開発法人）科学技術振興機構研究員 

 

 

教員からのメッセージ 

ごみ処理は単にごみを処理するだけでな

く，産業政策・教育・福祉といった様々な

分野との連携が必要です。 

SDGs ロゴ 

 

  
 
 
 
 

 
 

微生物バイオによる海藻（褐藻）の革新的有効利用 

海藻はブルーカーボンとも呼ばれ，広大な海域におけ

る二酸化炭素吸収源（炭素源）として注目されています

が，殆どが未利用です。その有効利用（エネルギーへの

変換）は二酸化炭素排出の削減，エネルギー問題への貢

献，新しい産業基盤の創出につながります。私は海藻の

中で，褐藻（昆布，ワカメ，アカモクなど）及びその主

要炭素源（アルギン酸）に着目し，以下の２つのアプロ

ーチで褐藻の有効利用を目指しています。（1）代謝を改

変した微生物（油脂蓄積酵母）を用いてアルギン酸から

油脂（バイオディーゼル燃料，ジェット燃料，食用油）

を生産する。この系を高付加価値生理活性成分（テルペ

ノイド）生産にも応用する。（２）砂浜にいるハマトビム

シの見事な褐藻の食べっぷり（強力な褐藻分解能力）の

仕組みを明らかにし，褐藻有効利用に応用する。 

 

 

 アルギン酸関連（代謝酵素，低分子化，生理活性，分析），海藻全般 

 酵母，グラム陰性細菌の遺伝子工学，酵母のゲノム編集，蛍光顕微鏡観察 

 酵素精製，各種アッセイ，タンパク質工学 
 

 

 

 国内民間企業 3社との共同研究と特許取得（6件） 

 国内民間企業 1社との技術面談（1件） 

 公立研究機関（農林水産技術センター海洋センター）との連携研究 

 アウトリーチ活動（5件） 

 
 

 

 

 

環境微生物工学 

教授（所長）河井 重幸（カワイ シゲユキ） 

キーワード：海藻利用，微生物バイオ 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴   

京都大学大学院 農学研究科博士課程中途退学

京都大学大学院 農学研究科 助教 

博士（農学） 

 

教員からのメッセージ 

お気軽にお声がけ下さい。 

SDGs ロゴ 
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①デンプン・単糖・二糖類の組成を人為的にコントロ一ルした植物体の

開発 

ゲノム編集，遺伝子組換え技術を用い，デンプン合成や代謝に関わる遺

伝子の発現をコントロ一ルして，デンプンの組成が変化した植物体や単

糖類・二糖類を蓄積する植物体を開発している。現在は，サツマイモで

取り組んでいる。 

 

②希少野生動植物保護のための生態調査 

環境 DNA 分析など，遺伝子型の分析技術を用いて様々な野生動植物の生

態を明らかにし，保護計画策定等に役立てるための研究を行っている。

これまで，分析を行った生物は以下の通り。 

動物：ライチョウ，トミヨ，ツキノワグマ，イノシシなど 

植物：ハクサンコザクラ，オキナグサ，オニバス，カキなど 

 

 

 DNA 分析による個体・品種の識別，由来の同定，遺伝的多様性の解明 

 ゲノム編集植物の作出 

 遺伝子組換え植物の作出 

 遺伝子クロ一ニング 

 遺伝子発現解析 

 

 

 

 ツキノワグマ，イノシシ，ライチョウ，サクラマス，トミヨ，オキナグサなどの DNA 分析による

生態調査 

 カキの品種鑑定 

 

 

 

 

 

植物遺伝子工学 

助教 中谷内 修（ナカヤチ オサム） 

キーワード：ゲノム編集，環境 DNA 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科中退 

石川県農業短期大学 

石川県立大学 

教員からのメッセージ 

県民のお役に立つ事が県立大学教員の使命

だと思っております。小さな事からお気軽

にご相談ください。 

SDGs ロゴ 

    

   

 
 

 これまで捨てられていた紙，農作物残さ，

雑草などから，メタンガスを生産します。 

 メタン≒都市ガスですので，調理用のガ

スおよび，発電に用いることが可能です。 

 メタン発酵液は，液体肥料として農作物

の栽培に使用できます。 

 以上の技術を用いて，右図のような仕組

みを作ります。 

 

 

 未利用資源（有機性廃棄物等）からのバイオガス（メタン）生産 

 排水，消化管内容物，土壌などの菌叢解析 

 農作物病原菌の生育抑制 

 

 

これまでの経験・実例 

 H22 宮城県大崎市 事業仕分け評価委員（環境・教育分野） 

 H27 宮城県大崎市バイオマス産業都市構想のための農水省へのヒアリング同行 

 H30 石川県志賀町におけるメタン発酵事業検討会委員 

今後連携したい企業業種 

 安価なメタン発電機を開発してくださる企業 

 今後の災害に向け，炊き出しに使用可能な小規模メタン発酵装置の設置を検討している自治体 

 メタン発酵液で生産した野菜の生産もしくは販売に興味のある方 

 

 

 

 

 

環境微生物学 

講師 馬場 保徳（ババ ヤスノリ） 

キーワード：メタン発酵，菌叢解析， 

防災拠点の構築 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

キユーピー株式会社研究所 研究員 

東北大学大学院 農学研究科修了 博士（農学） 

日本学術振興会特別研究員（DC2） 

日本学術振興会特別研究員（PD） 

教員からのメッセージ 

2011年の震災時に経験した「食べ物が無か

ったひもじさ」と「集まる場所がなかった

孤独さ」を，今後経験する方が減ることを

目標に，メタン発酵を活用した防災拠点を

築きたい。 

SDGs ロゴ 
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①デンプン・単糖・二糖類の組成を人為的にコントロ一ルした植物体の

開発 

ゲノム編集，遺伝子組換え技術を用い，デンプン合成や代謝に関わる遺

伝子の発現をコントロ一ルして，デンプンの組成が変化した植物体や単

糖類・二糖類を蓄積する植物体を開発している。現在は，サツマイモで

取り組んでいる。 

 

②希少野生動植物保護のための生態調査 

環境 DNA 分析など，遺伝子型の分析技術を用いて様々な野生動植物の生

態を明らかにし，保護計画策定等に役立てるための研究を行っている。

これまで，分析を行った生物は以下の通り。 

動物：ライチョウ，トミヨ，ツキノワグマ，イノシシなど 

植物：ハクサンコザクラ，オキナグサ，オニバス，カキなど 

 

 

 DNA 分析による個体・品種の識別，由来の同定，遺伝的多様性の解明 

 ゲノム編集植物の作出 

 遺伝子組換え植物の作出 

 遺伝子クロ一ニング 

 遺伝子発現解析 

 

 

 

 ツキノワグマ，イノシシ，ライチョウ，サクラマス，トミヨ，オキナグサなどの DNA 分析による

生態調査 

 カキの品種鑑定 

 

 

 

 

 

植物遺伝子工学 

助教 中谷内 修（ナカヤチ オサム） 

キーワード：ゲノム編集，環境 DNA 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科中退 

石川県農業短期大学 

石川県立大学 

教員からのメッセージ 

県民のお役に立つ事が県立大学教員の使命

だと思っております。小さな事からお気軽

にご相談ください。 

SDGs ロゴ 

    

   

 
 

 これまで捨てられていた紙，農作物残さ，

雑草などから，メタンガスを生産します。 

 メタン≒都市ガスですので，調理用のガ

スおよび，発電に用いることが可能です。 

 メタン発酵液は，液体肥料として農作物

の栽培に使用できます。 

 以上の技術を用いて，右図のような仕組

みを作ります。 

 

 

 未利用資源（有機性廃棄物等）からのバイオガス（メタン）生産 

 排水，消化管内容物，土壌などの菌叢解析 

 農作物病原菌の生育抑制 

 

 

これまでの経験・実例 

 H22 宮城県大崎市 事業仕分け評価委員（環境・教育分野） 

 H27 宮城県大崎市バイオマス産業都市構想のための農水省へのヒアリング同行 

 H30 石川県志賀町におけるメタン発酵事業検討会委員 

今後連携したい企業業種 

 安価なメタン発電機を開発してくださる企業 

 今後の災害に向け，炊き出しに使用可能な小規模メタン発酵装置の設置を検討している自治体 

 メタン発酵液で生産した野菜の生産もしくは販売に興味のある方 

 

 

 

 

 

環境微生物学 

講師 馬場 保徳（ババ ヤスノリ） 

キーワード：メタン発酵，菌叢解析， 

防災拠点の構築 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

キユーピー株式会社研究所 研究員 

東北大学大学院 農学研究科修了 博士（農学） 

日本学術振興会特別研究員（DC2） 

日本学術振興会特別研究員（PD） 

教員からのメッセージ 

2011年の震災時に経験した「食べ物が無か

ったひもじさ」と「集まる場所がなかった

孤独さ」を，今後経験する方が減ることを

目標に，メタン発酵を活用した防災拠点を

築きたい。 

SDGs ロゴ 
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附属農場

「先端技術の礎と展開はフィールドにあり！」
～実践的な農業教育と研究～

農業の現在と未来を見つめる体験型の学びのフィールド
キャンパスに隣接した体験型の学びのフィールドです。約3ha（水田1ha、

畑1ha、果樹園1ha）の耕地と9棟の温室施設や畜舎があり、学生たちは、水稲
、野菜や花卉、果樹などさまざまな植物の栽培や収穫を、また、家畜の飼育
を体験します。実際に生産にかかわる中で、学生たちが最新の農業技術や生
長のメカニズムなどを幅広く修得することを目指しています。また、学内の
多くの教員も農場のフィールドを使った研究に取り組んでいます。

地元農家の抱える問題の解決に向けた研究

石川県では金沢市の山間部でキンジソウやホウレン
ソウが、打木・安原の砂丘地帯ではメロンが、また小松
市の平坦部でトマトが栽培されています。しかし、近年
の高温によってキンジソウでは着色不良葉の発生が、ホ
ウレンソウでは生育不良株や立枯れ病の発生が、メロン
では糖度不足の果実の発生が増加し、生産者はその対策
に苦慮しています。大学農場では、この課題を解決する
ため、企業と連携して新規の赤外線遮断資材の開発に取
組んでいます。

新規赤外線遮断資材の利用実験

新規赤外線遮断資材の利用実験の様子

‘ルビーロマン’は石川県で育成した国内最大級の大粒
赤色ブドウです。平成20年初市場デビュー以来、「石川
の宝」として世界に羽ばたくブランド品種に成長しつつ
あります。しかし、出荷基準が厳しく定められるため、
出荷率は5割前後の状況が続いています。着色問題は出
荷率の低迷を招く最大の原因です。本学附属農場では、
県研究機関と地元企業と協力して、‘ルビーロマン’の
着色問題に関する研究に取り組んできました。現在、
‘ルビーロマン’を含む赤色系ブドウを中心として果実
の成熟と着色のメカニズムの解明にチャレンジしていま
す。

ルビーロマン’着色問題に関する研究

‘ルビーロマン’ブドウ

（右下：左から‘ルビーロマン’、‘巨峰’、

‘デラウエア’）
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根菜類の貯蔵根内部に発生する褐変現象に関する生理学的研究 

サツマイモ，ダイコン，ジャガイモなどの肥大根内部にみら

れる褐変障害の発生原因の解明に関する研究に取り組んでい

ます。研究の内容としては，糖代謝や褐変誘導に関係する様々

な代謝産物の定量分析や遺伝子の発現解析，酸化ストレスやメ

イラード反応に関係する代謝産物の免疫組織化学的観察など

を，易発生品種と難発生品種を用いて比較したり，異なる栽培

環境下で比較したりしています。 

酸化ストレスの免疫組織化学的評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 抗原抗体反応による免疫組織化学的観察 

 活性酸素消去関連酵素測定技術 

 蔬菜類の栽培技術 

 

 

 地元企業と連携した新規赤外線遮断資材の開発 

 スイカの振り分け栽培(省力化栽培技術) 導入面積：県下 100ha 

 「長根系源助ダイコン」種苗登録 

 野々市市市民大学講座 など 

 

蔬菜園芸学 

教授 福岡 信之（フクオカ ノブユキ） 

キーワード：野菜，生理障害 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

明治大学農学部農芸化学科卒 

博士（農学 東北大学） 

石川県砂丘地農業試験場 

 

 

教員からのメッセージ 

生産現場のニーズから生まれる課題を研究

のターゲットとし，この研究成果を教育活

動に活かすように心がけています。 

研究に関連する最近の発表論文 
・J. Hort. Sci. Biotech.(2019) 
・Plant Physiol.Biochem.(2018) 
・Plant Sci. (2018) 
 
 

SDGs ロゴ 

   

抵抗性品種 罹病性品種 

職業体験

毎年、大学近隣の幼稚園や保育所の園児らによ
る「果樹園見学」や中学生を対象とした「職場体
験」などを実施し、農場が持つ魅力の積極的な発
信にも取り組んでいます。

果樹園見学

大学近隣の幼稚園や保育所の園児らを対象とし
て、ナシ、リンゴ、ブドウなどの実の成り方を観
察し、実際に収穫体験する取り組みです。幼少期
から実際の農作物の姿を観察することで、食料生
産の大変さや面白さついて学んでもらうことが目
的で、食農教育の推進に一役を担うイベントとし
て期待されています。

「のとキリシマツツジの郷」支援

能登地方は樹齢100年を超える300株以上の江戸
キリシマの古木が残る日本一の群生地です。NPO法
人「のとキリシマツツジの郷」は「のとキリシマ
ツツジ」を核とした能登への誘客促進の試みに取
組んでおり、毎年3月上旬に都市圏で「のとキリシ
マツツジ」の古木盆栽の展示会を開催していま
す。大学農場ではこの取組みを支援するため、加
温施設を用いて「品種間で異なる高温遭遇期間と
花蕾発育速度との関係の検討」を行っています。

のとキリシマ
ツツジの開花
促進の様子

TOMITOOチームによる富奥地域活性化

「TOMITOチームによる富奥地域活性化」のポ
ケットゼミを開講し、地元の他大学･専門学校、市
役所、地域住民団体等と協力して、収穫祭イベン
トの開催や、地域農作業のボランティアなどの活
動に参加することにより地域の活性化を図る活動
に取り組んでいます。

収穫祭イベントの
様子

農場教員による研究

蔬菜園芸学 福岡 信之 教授 (p 77)

• 夏期のキンジソウの着色向上に関する研究
• 新規赤外線遮断資材の農業利用に関する研究
• サツマイモの内部褐変症に関する研究

果樹園芸学 高居 恵愛 准教授 (p 78)
• 果樹の組織培養および形質転換技術の開発
• 果実成熟・着色制御機構の解明
• 果樹の休眠機構･開花機構における植物ホル

モンの制御

根菜類の貯蔵根内部に発生する褐
変現象に関連した酸化ストレスの

免疫組織化学的評価

― 76 ―



  
 
 
 
 

 
 

根菜類の貯蔵根内部に発生する褐変現象に関する生理学的研究 

サツマイモ，ダイコン，ジャガイモなどの肥大根内部にみら

れる褐変障害の発生原因の解明に関する研究に取り組んでい

ます。研究の内容としては，糖代謝や褐変誘導に関係する様々

な代謝産物の定量分析や遺伝子の発現解析，酸化ストレスやメ

イラード反応に関係する代謝産物の免疫組織化学的観察など

を，易発生品種と難発生品種を用いて比較したり，異なる栽培

環境下で比較したりしています。 

酸化ストレスの免疫組織化学的評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 抗原抗体反応による免疫組織化学的観察 

 活性酸素消去関連酵素測定技術 

 蔬菜類の栽培技術 

 

 

 地元企業と連携した新規赤外線遮断資材の開発 

 スイカの振り分け栽培(省力化栽培技術) 導入面積：県下 100ha 

 「長根系源助ダイコン」種苗登録 

 野々市市市民大学講座 など 

 

蔬菜園芸学 

教授 福岡 信之（フクオカ ノブユキ） 

キーワード：野菜，生理障害 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

明治大学農学部農芸化学科卒 

博士（農学 東北大学） 

石川県砂丘地農業試験場 

 

 

教員からのメッセージ 

生産現場のニーズから生まれる課題を研究

のターゲットとし，この研究成果を教育活

動に活かすように心がけています。 

研究に関連する最近の発表論文 
・J. Hort. Sci. Biotech.(2019) 
・Plant Physiol.Biochem.(2018) 
・Plant Sci. (2018) 
 
 

SDGs ロゴ 

   

抵抗性品種 罹病性品種 
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ブドウ果実の成熟・着色制御機構の解明 

赤色系ブドウを用いて，環境・栽培方法を変えることにより，ブドウ果実成熟

過程における植物ホルモンの動態変化と成熟関連遺伝子の発現パターンを探

索し，ブドウを代表とするノンクライマクテリック型果実の成熟制御機構を解

明する。 

 

果樹の休眠および開花機構における植物

ホルモンの制御 

温帯果樹の休眠制御，熱帯果樹の開花制

御における植物ホルモンの変化，熱帯果

樹のマンゴー，ライチの花芽分化と植物

ホルモンとの関係を調査する。 

 

 

 

 

 

 果樹の組織培養技術及び遺伝子組み換え技術 

 植物器官における内生ホルモンの定量分析 

 ブドウ，マンゴーのポット栽培技術 

 

 

 県研究機関と連携し、石川県オリジナル特産ブドウ品種‘ルビーロマン’の着色向上に関する研究 

 株式会社アクトリーと連携し、ブドウの着色、マンゴーの開花制御に関する共同研究 

 日本振興株式会社と連携し、果樹生育における微電流刺激の影響に関する共同研究 

 大学所在地区富奥地区の活性化を目指す学生と市民の交流ポケットゼミ開催 

 地域小学生･幼児を対象とした果樹園見学会受け入れの取組み 年に数回 

 

 

 

 

  

果樹園芸学 

准教授 高居 恵愛（タカイ メイ） 

キーワード：果実成熟，開花，植物ホルモン 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科 農学博士 

ＪＳＴ地域結集型共同研究事業 プロジェクト

研究員 

 

 

教員からのメッセージ 

教室で学んだ学問をフィールドで実際に役

に立つことは大事です。 

 

低温
処理

花
成

休眠期

結実花穂

GA
処理

生殖
成長

栄養
成長

マンゴーの開花制御に関する研究：

SDGs ロゴ 

   

出願番号 出願日 発明の名称 登録日 特許番号

特願2008-106532 平成20年4月16日 魚醤油中の重金属除去方法 平成23年1月28日 特許第4671203号

2007-001の優先権
特願2009-026736

平成21年2月6日 スイカの栽培方法及び栽培装置 平成25年1月11日 特許第5171677号

特願2010-184585 平成22年8月20日 魚醤油中の重金属除去方法 平成25年10月18日 特許第5386694号

USA13/761,718 平成25年2月7日
チロシナーゼとペプチドとを用いた呈色反応
Color reaction using tyrosinase and peptide

平成26年5月13日 US-8,722,377-B2

特願2010-202157 平成22年9月9日 果実の生産方法および果実の結実する植物体の栽培装置 平成26年5月23日 特許第5544572号

2010-007 の優先権
特願2011-40304

平成23年2月25日
オゴノリ由来のシクロオキシゲナーゼの遺伝子及び該遺伝子を利用
するプロスタグランジン類生産方法

平成26年11月7日 特許第5641232号

特願2012-281265 平成24年12月25日 クロスフロー水車の羽根車、クロスフロー水車並びに発電設備 平成27年7月31日 特許第5785930号

特願2012-535056 平成23年9月21日 植物ベンジルイソキノリンアルカロイドの生産方法 平成27年8月12日 特許第5761723号

特願2011-39048 平成23年2月14日 タンパク質重合用組成物 平成28年4月1日 特許第5906512号

特願201１-006の優先
権特願2012-186804

平成24年8月27日
セスキテルペン合成酵素遺伝子及びそれを利用したセスキテルペ
ンの製造方法

平成28年4月15日 特許第5916564号

特願2011-10287 平成23年1月20日 超音波照射による食用微生物の増殖促進方法 平成28年4月22日 特許第5919458号

特願2011-269462 平成23年12月8日
通電処理による発酵温度の制御並びに食品微生物の増殖・代謝の
促進方法

平成28年4月22日 特許第5920767号

特願2011-188552 平成23年8月31日
石川県の伝統発酵食品から分離した乳酸菌、その培養物及びその
利用

平成28年5月27日 特許第5940780号

2010-001の優先権
特願2011-158381

平成23年7月19日
電気的処理によるアンジオテンシンⅠ変換酵素阻害活性を高めた
アブラナ科野菜及びその製品

平成28年7月1日 特許第5957674号

特願2014-20849 平成26年2月5日 α-カロテン骨格を持ったカロテノイドの生産方法 平成28年7月8日 特許第5965932号

特願2012-063788 平成24年3月21日
石川県の伝統発酵食品から分離した乳酸菌及びその培養物の機
能性とその利用

平成28年7月15日 特許第5968655号

特願2012-080116
上記の優先権出願

平成24年3月30日
ウイルス感染予防乳酸菌組成物及びウイルス感染予防乳酸発酵食
品

平成28年10月28日 特許第6028962号

特願2012-080120
上記の優先権出願

平成24年3月30日 免疫活性化乳酸菌組成物及び免疫活性化乳酸発酵食品 平成28年12月9日 特許第6052485号

特願2012-176690 平成24年8月9日
米粉パン用添加剤、米粉パン用米粉組成物、米粉パン用パン生地
及び米粉パンの製造方法

平成29年2月3日 特許第6083730号

特願2012-288137 平成24年12月28日 センチュウの防除方法 平成29年3月10日 特許第6101912号

特願2012-148988 平成24年7月3日 界面前進凍結濃縮装置及び界面前進凍結濃縮法 平成29年4月7日 特許第6121661号

特願2016-059630 平成30年3月24日 トリテルペンの生産方法 平成30年6月8日 特許第6348530号

特願2014-036148 平成26年2月27日
石川県の伝統水産発酵食品に由来する乳酸菌を含有するヨーグル
ト

平成30年6月1日 特許第6343817号

特願2014-164345 平成26年8月12日 アカテガニ消化管由来バイオマス分解細菌群 平成30年11月2日 特許第6426397号

特願2015-160255 平成27年8月17日 ヒートパイプ及び該パイプを含む熱輸送装置 令和1年10月11日 特許第6598357号

特願2017-015844 平成29年1月31日 IH調理器用発熱シート 令和3年2月17日 特許第6839551号

保有特許一覧 令和3年3月31日現在
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ブドウ果実の成熟・着色制御機構の解明 

赤色系ブドウを用いて，環境・栽培方法を変えることにより，ブドウ果実成熟

過程における植物ホルモンの動態変化と成熟関連遺伝子の発現パターンを探

索し，ブドウを代表とするノンクライマクテリック型果実の成熟制御機構を解

明する。 

 

果樹の休眠および開花機構における植物

ホルモンの制御 

温帯果樹の休眠制御，熱帯果樹の開花制

御における植物ホルモンの変化，熱帯果

樹のマンゴー，ライチの花芽分化と植物

ホルモンとの関係を調査する。 

 

 

 

 

 

 果樹の組織培養技術及び遺伝子組み換え技術 

 植物器官における内生ホルモンの定量分析 

 ブドウ，マンゴーのポット栽培技術 

 

 

 県研究機関と連携し、石川県オリジナル特産ブドウ品種‘ルビーロマン’の着色向上に関する研究 

 株式会社アクトリーと連携し、ブドウの着色、マンゴーの開花制御に関する共同研究 

 日本振興株式会社と連携し、果樹生育における微電流刺激の影響に関する共同研究 

 大学所在地区富奥地区の活性化を目指す学生と市民の交流ポケットゼミ開催 

 地域小学生･幼児を対象とした果樹園見学会受け入れの取組み 年に数回 

 

 

 

 

果樹園芸学 

准教授 高居 恵愛（タカイ メイ） 

キーワード：果実成熟，開花，植物ホルモン 

研究の概要 

提供できるシーズあるいは支援できる技術分野 

産学・地域貢献に関する経験・実例および連携したい企業業種など 

略歴 

京都大学大学院農学研究科 農学博士 

ＪＳＴ地域結集型共同研究事業 プロジェクト

研究員 

 

 

教員からのメッセージ 

教室で学んだ学問をフィールドで実際に役

に立つことは大事です。 

 

低温
処理

花
成

休眠期

結実花穂

GA
処理

生殖
成長

栄養
成長

マンゴーの開花制御に関する研究：

SDGs ロゴ 

   

出願番号 出願日 発明の名称 登録日 特許番号

特願2008-106532 平成20年4月16日 魚醤油中の重金属除去方法 平成23年1月28日 特許第4671203号

2007-001の優先権
特願2009-026736

平成21年2月6日 スイカの栽培方法及び栽培装置 平成25年1月11日 特許第5171677号

特願2010-184585 平成22年8月20日 魚醤油中の重金属除去方法 平成25年10月18日 特許第5386694号

USA13/761,718 平成25年2月7日
チロシナーゼとペプチドとを用いた呈色反応
Color reaction using tyrosinase and peptide

平成26年5月13日 US-8,722,377-B2

特願2010-202157 平成22年9月9日 果実の生産方法および果実の結実する植物体の栽培装置 平成26年5月23日 特許第5544572号

2010-007 の優先権
特願2011-40304

平成23年2月25日
オゴノリ由来のシクロオキシゲナーゼの遺伝子及び該遺伝子を利用
するプロスタグランジン類生産方法

平成26年11月7日 特許第5641232号

特願2012-281265 平成24年12月25日 クロスフロー水車の羽根車、クロスフロー水車並びに発電設備 平成27年7月31日 特許第5785930号

特願2012-535056 平成23年9月21日 植物ベンジルイソキノリンアルカロイドの生産方法 平成27年8月12日 特許第5761723号

特願2011-39048 平成23年2月14日 タンパク質重合用組成物 平成28年4月1日 特許第5906512号

特願201１-006の優先
権特願2012-186804

平成24年8月27日
セスキテルペン合成酵素遺伝子及びそれを利用したセスキテルペ
ンの製造方法

平成28年4月15日 特許第5916564号

特願2011-10287 平成23年1月20日 超音波照射による食用微生物の増殖促進方法 平成28年4月22日 特許第5919458号

特願2011-269462 平成23年12月8日
通電処理による発酵温度の制御並びに食品微生物の増殖・代謝の
促進方法

平成28年4月22日 特許第5920767号

特願2011-188552 平成23年8月31日
石川県の伝統発酵食品から分離した乳酸菌、その培養物及びその
利用

平成28年5月27日 特許第5940780号

2010-001の優先権
特願2011-158381

平成23年7月19日
電気的処理によるアンジオテンシンⅠ変換酵素阻害活性を高めた
アブラナ科野菜及びその製品

平成28年7月1日 特許第5957674号

特願2014-20849 平成26年2月5日 α-カロテン骨格を持ったカロテノイドの生産方法 平成28年7月8日 特許第5965932号

特願2012-063788 平成24年3月21日
石川県の伝統発酵食品から分離した乳酸菌及びその培養物の機
能性とその利用

平成28年7月15日 特許第5968655号

特願2012-080116
上記の優先権出願

平成24年3月30日
ウイルス感染予防乳酸菌組成物及びウイルス感染予防乳酸発酵食
品

平成28年10月28日 特許第6028962号

特願2012-080120
上記の優先権出願

平成24年3月30日 免疫活性化乳酸菌組成物及び免疫活性化乳酸発酵食品 平成28年12月9日 特許第6052485号

特願2012-176690 平成24年8月9日
米粉パン用添加剤、米粉パン用米粉組成物、米粉パン用パン生地
及び米粉パンの製造方法

平成29年2月3日 特許第6083730号

特願2012-288137 平成24年12月28日 センチュウの防除方法 平成29年3月10日 特許第6101912号

特願2012-148988 平成24年7月3日 界面前進凍結濃縮装置及び界面前進凍結濃縮法 平成29年4月7日 特許第6121661号

特願2016-059630 平成30年3月24日 トリテルペンの生産方法 平成30年6月8日 特許第6348530号

特願2014-036148 平成26年2月27日
石川県の伝統水産発酵食品に由来する乳酸菌を含有するヨーグル
ト

平成30年6月1日 特許第6343817号

特願2014-164345 平成26年8月12日 アカテガニ消化管由来バイオマス分解細菌群 平成30年11月2日 特許第6426397号

特願2015-160255 平成27年8月17日 ヒートパイプ及び該パイプを含む熱輸送装置 令和1年10月11日 特許第6598357号

特願2017-015844 平成29年1月31日 IH調理器用発熱シート 令和3年2月17日 特許第6839551号

保有特許一覧 令和3年3月31日現在
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石川県立大学産学官連携学術交流センターは、地域や企業等からのご相談やご依頼の窓口

として、その内容を的確に把握し、課題等を解決するために最適な本学の研究者をコーディ

ネートし、場合によっては、公設試験場の研究者や他大学の研究者をご紹介します。また、

自治体等を交えた連携が必要と考えられる場合には、そのコーディネートも行います。 

隣接するいしかわ大学連携インキュベータ(i-BIRD)とも連携を図っています。 

 

■ 主な業務内容 

・ 地域社会との緊密な連携の推進と、地域社会の発展・向上のための支援 

・ 共同研究、受託研究、奨学寄附金ならびに技術相談の受付と契約 

・ 契約された研究等のフォローアップ 

・ 創出された研究成果の技術移転（特許権の譲渡・実施）とそのフォローアップ 

・ 公開講座、研究成果発表会の開催 

・ 研究室の公開や研究施設等の紹介 

【共同研究とは】 

  外部機関（企業等）の研究者と大学の教員が共通の課題について、対等な立場で共同し

て取り組む研究です。 

【受託研究とは】 

  外部機関（企業等）からの依頼を受けた課題について、大学の教員が職務として実施し、

その成果を報告する研究です。 

【奨学寄附金とは】  

  学術・教育研究の充実や奨励のため、外部機関（企業等）から大学が受け入れる寄附金

です。 

 

■ スタッフの紹介 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

主事 

堀田 杏奈 

センター長 

榎本 俊樹教授 

コーディネータ 

澤村 奏絵 

コーディネータ 

石田 元彦 

産学官連携学術交流センター 

コーディネータ 

南川 俊治 

輪島

能登空港

金沢市
野々市市

小松空港

白山

日
本
海

石川県立大学

●JR・シャトルバスでのアクセス
JR野々市駅（金沢駅より7分程度）下車、「シャトルバスのんキー」（1日8便）に乗車し「県立大学」下車、徒歩すぐ

●バスでのアクセス
JR金沢駅または香林坊バス停より、北陸鉄道バス「南部車庫」、「山島台四丁目」、
または「緑が丘十丁目」のいずれかに乗車し「加賀産上林」下車、徒歩約15分

●電車でのアクセス
北陸鉄道石川線で「乙丸駅」下車、徒歩約30分

●車でのアクセス
JR金沢駅より約30分、 JR松任駅より約10分
北陸自動車道白山I.C.より約15分

●東京からJR金沢駅
飛行機（約2時間10分）
JR東京駅－羽田空港－小松空港－シャトルバス－JR金沢駅
電車（約2時間30分）
JR東京駅－北陸新幹線「かがやき」－JR金沢駅

●大阪からJR金沢駅
電車（約2時間40分）　JR大阪駅－「サンダーバード」－JR金沢駅

●名古屋からJR金沢駅
電車（約3時間）　JR名古屋駅－「しらさぎ」－JR金沢駅  ※乗換なし

電車（約2時間30分） JR名古屋駅－東海道新幹線「ひかり」－米原（乗換）－「しらさぎ」－JR金沢駅　※乗換あり

金沢から

各都市から金沢まで

Access

金沢西I.C.

白山 I.C.

北陸自動車道

海側環状道路

JR北陸本線

IRいしかわ鉄道

北陸新幹線

●

●
石川県庁 北陸鉄道

浅野川線

北
陸
鉄
道
石
川
線

●金沢城公園

●兼六園

野々市明倫高校

野々市市役所

●
●

北鉄金沢

野町

新西金沢

乙丸

四十万

武蔵

乾東

三日市
野々市小学校前

西金沢

東
金

沢

野々市

松　任

157

159

157

8

加賀産業道路

山側環状道路

加賀産
上林バス停

県立大学バス停
粟田西

石川県立大学
鶴
来
バ
イ
パ
ス

●
翠星高校●

白山警察署

●
白山野々市広域

消防本部

松任石川中央病院

金　沢
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石川県立大学産学官連携学術交流センターは、地域や企業等からのご相談やご依頼の窓口

として、その内容を的確に把握し、課題等を解決するために最適な本学の研究者をコーディ

ネートし、場合によっては、公設試験場の研究者や他大学の研究者をご紹介します。また、

自治体等を交えた連携が必要と考えられる場合には、そのコーディネートも行います。 

隣接するいしかわ大学連携インキュベータ(i-BIRD)とも連携を図っています。 

 

■ 主な業務内容 

・ 地域社会との緊密な連携の推進と、地域社会の発展・向上のための支援 

・ 共同研究、受託研究、奨学寄附金ならびに技術相談の受付と契約 

・ 契約された研究等のフォローアップ 

・ 創出された研究成果の技術移転（特許権の譲渡・実施）とそのフォローアップ 

・ 公開講座、研究成果発表会の開催 

・ 研究室の公開や研究施設等の紹介 

【共同研究とは】 

  外部機関（企業等）の研究者と大学の教員が共通の課題について、対等な立場で共同し

て取り組む研究です。 

【受託研究とは】 

  外部機関（企業等）からの依頼を受けた課題について、大学の教員が職務として実施し、

その成果を報告する研究です。 

【奨学寄附金とは】  

  学術・教育研究の充実や奨励のため、外部機関（企業等）から大学が受け入れる寄附金

です。 

 

■ スタッフの紹介 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

主事 

堀田 杏奈 

センター長 

榎本 俊樹教授 

コーディネータ 

澤村 奏絵 

コーディネータ 

石田 元彦 

産学官連携学術交流センター 

コーディネータ 

南川 俊治 

輪島

能登空港

金沢市
野々市市

小松空港

白山

日
本
海

石川県立大学

●JR・シャトルバスでのアクセス
JR野々市駅（金沢駅より7分程度）下車、「シャトルバスのんキー」（1日8便）に乗車し「県立大学」下車、徒歩すぐ

●バスでのアクセス
JR金沢駅または香林坊バス停より、北陸鉄道バス「南部車庫」、「山島台四丁目」、
または「緑が丘十丁目」のいずれかに乗車し「加賀産上林」下車、徒歩約15分

●電車でのアクセス
北陸鉄道石川線で「乙丸駅」下車、徒歩約30分

●車でのアクセス
JR金沢駅より約30分、 JR松任駅より約10分
北陸自動車道白山I.C.より約15分

●東京からJR金沢駅
飛行機（約2時間10分）
JR東京駅－羽田空港－小松空港－シャトルバス－JR金沢駅
電車（約2時間30分）
JR東京駅－北陸新幹線「かがやき」－JR金沢駅

●大阪からJR金沢駅
電車（約2時間40分）　JR大阪駅－「サンダーバード」－JR金沢駅

●名古屋からJR金沢駅
電車（約3時間）　JR名古屋駅－「しらさぎ」－JR金沢駅  ※乗換なし

電車（約2時間30分） JR名古屋駅－東海道新幹線「ひかり」－米原（乗換）－「しらさぎ」－JR金沢駅　※乗換あり

金沢から

各都市から金沢まで

Access

金沢西I.C.

白山 I.C.

北陸自動車道

海側環状道路

JR北陸本線

IRいしかわ鉄道

北陸新幹線

●

●
石川県庁 北陸鉄道

浅野川線
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野々市市役所
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北鉄金沢

野町

新西金沢

乙丸

四十万

武蔵

乾東

三日市
野々市小学校前
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加賀産業道路

山側環状道路
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上林バス停

県立大学バス停
粟田西

石川県立大学
鶴
来
バ
イ
パ
ス

●
翠星高校●

白山警察署

●
白山野々市広域

消防本部

松任石川中央病院

金　沢





シンボルマークのデザインコンセプト
●

大学の中で研究する若くて新しい人材の育成

をシンプルで大胆にシンボル化しました。

Universityの｢U」に囲まれた大空に向かって

手を伸ばし未来を見つめるバイオ研究者たち

の躍動感を表現しました。学旗やエンブレム

や封筒など色々な物に入れた時の認識度や

インパクトを第一に考慮したマークです。




