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14:30～14:40 開会挨拶

14:40～15:00 富山県東部の伏在断層調査

富山大学理工学研究部（理学） 准教担 楠 本 成寿

15沿O～15:20 有機太陽電池の変換効率向上に向けたナノインプリント技術の応用

富山高等専門学校電気制御システム工学科助教 多田 和広

15:20～15:40 心臓チャネル遺伝子の新規突然変異と機能異常：
富山地域の遺伝子サンプルから世界の医療に貢献

富山大学理工学研究部（工学） 准教授 田端 俊英

15・：40～15:50 休 憩

15:50～16:10 事象関連電位を用いた脳波インタフェース

富山県立大学工学部情報システム工学科准教授 唐山 英明

16:10～16:3ゆ 富山県畜産技術の高度化に向けた研究
一県産豚の精子凍結技術開発一

富山大学生命科学先端研究セント助教 西国 啓文

16:30～16:50 小学校「外国語活動」の発展に向けて
一小学校教員の課題と学習ニーズに関する事例研究ー

富山国際大学子ども育成学部教綬 福島 美枝子

16:50～17:00 閉会挨拶

14:30～14:40 開会挨拶

14:40～15沿O 乾燥羊膜と絹由来コラーゲンによる
新規バイオコンジュゲートテεパイスの開発研究

富山大学医学薬学研究部（医学） 助教 阿部 繁典

15:00～15:20 建築家・大江宏の建築デザインモチーフが富山県下の
建築デザインに与えた影響に関する研究

富山国際大学現代社会学部教授 浦山 隆一

15:20～15:40 モーションセンサを用いた空中手書き文字入力インタフェースの研究

富山県立大学工学部知能デザイン工学科 綿師 中井 満

15:40～15:50 休 憩

15:50～16:10 加積りんごおよひヲスタキサンチンを用いた食品開発

宮山短期大学食物栄養学科助教 大森 聡

16:10～16:30 黒塚古墳出土三角縁神獣鏡33面の鋳造技術調査

富山大学芸術文化学部教娘 三 船 温尚

16:30～16:50 北陸地方の織維産業の餓争力に関する研究

富山高等専門学校国際ビジネス学科助教 畠山 俊宏

16:50～17:00 閉会挨拶

裏面をご覧ください。



；研究成果発表会プログラム・概要）

（云会場.－201号室）
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富山大学理工学研究部｛理学）

富山県東部の伏在断層調査
富山県東部には.カ異常急変得がある。’Eカ異常とは、地下の質量分布を袈すもので、その急変帯というのは、

准数獲 楠本 成寿
．い岩石と縫い皆右が断層を介して鰐リ合う場所に現れる。地表になくても、地下に存在すれは現れる。本研究

でl科書題の鍾カ..常急変帯をi直球物理学的観点から考察し、地下に隠れた断層（伏在断層）の規模を鰐価した。

富山高等専門学校電気制御システム工学科 有機太陽電池の変換効率向上に向 有機薄膜太陽電池は、従来のシリコン系、無機化合物系太陽電池に比べ、軽置で柔軟、大箇柵化に有利とされ、

助教 多国 和広 けたナノインプリント技術の応用
次世代の太陽電池の有力候補とされている。本研究では、発電効率向上の一手法として、安価で大貨にナノパ合一

ンを作製する微細加工技術として近年注目されているナノインプリント技術を用いた新たなプロセスを提実する。

富山大学理工学研究部（工学） 心臓チャネル遺伝子の新規突然変 遺伝子突然変異によってイオン・チャネJレと呼ばれる:$1ンパヲ貨でできた電子部品の機能に異常が生じると、

准教綬 田端 俊英
興と機能異常：富山地域の遺伝子サ 心B曜の律動が乱れ、突然苑につながることもある。本研究では富山地域の患者からいくつかの遺伝子変異を

ンプルから世界の医療に貢献 発見し、それらによるイオン・チャネルの繊能変化を解析し、不整脈疾患の原因究明に新生面を聞いた。

富山県立大学工学包情緒システム工学科 事象関連電位を用いた脳波イン＇.）！ 近年、脳i庄を用いて念じるだけでコンビューゴ討を操作する脳波インヲフェースの研究が盛んに行われている 本

准教綬 唐山 英明 フェース
研究では、脳波の中でも事縁関連電位に着目し、この脳波を利用して念じるだけで画像の選択を行うシステム

の開発を行った 本綾術を応用することにより、横々なアプリケーションが実現可能と考えられる

富山大学生命科学先鵡研究セン？－ 富山県司iii銭術の高度化に向けた研究 国産牛肉や豚肉のブランド化が進む一方で、ロE帝疲t.;どの家畜伝染街や自然災容からどのようにして保憶するか

助教 西国 啓文 一県産豚の精子濠結技術開発ー
か’大きな問題となっています和牛でIi，絹子を凍結して保存する精子凍結保存法が確立していますか、豚では銭

術的に雌しいのか現状です．そこで、本研究では新しい富山県産豚の精子凍結保存4主体iの開発を行いました1

富山国際大学子ども育成学部 小学絞「外国崎活動Jの発展に向けて 小学生が実路などの外国胞に触れる慢業が、2011年度から5～6年生の必修領織となった4これをIll.当する教員の多く

教綬 福島 美枝子
一小学4宣教員の課駆と学習ニーズ Ii、小学生の時に外国路にIiしたことも、大学で小学生のための外国信教育法を学んだこともないt 彼らIi、いかにこの

に関する事例研究ー 領i車に取り組み、どんな問題を治えているのか。県内23校での調査を基に、「外国II活動jの現状と課題を考嘆した．

( B会場・202号室）

． 発表 者 . .目 ・ .’E

富山大学医学薬学研究部（医学） 乾燥羊膜と鍋由来コラーゲンによる 富山県南砺市械錨地区の絹織物の切れ鑓抽出物を利用して、コラーゲンシート（ヒト由来較燥羊膜）の強化

助教 阿部 素典
新規バイオコンジュゲートテ’パイスの を撒し進めた コラーゲンシートの強度変化について報告する．

開発研究

富山国際大学現代社会学邸 建築＊＇大江宏の建築デザインモチー 入善町lこU、1986年に鎌工した大江安｛基本位針）と三四五遺策研究所｛実錨t主計）の憶働作品f入鶴町民会館jIfあ

教t豊 浦山 隆一
フが富山県下の建築デザインに与え る趨物には地中海II鎮の褒現が組み込まれ、アプローチ空間lこIiPC造の飼い円柱固Bil'配されている，その後、入警町

た’B’に関する研究 の公共ll!iに円柱モチーフが多用された経線があった．そのデザインモチーフが地繊の姐篠に与えた’E’の窓昧を考える

富山県立大学工学部知能テザイン工学科 モーションセンサを用いた空中手．
スマー卜7>tンやゲームコントローラのようにモーションセンサを内蔵する後筏が身近にある．これを利用したジェ

繍飾 中井 満 き文字入力インタフェースの研究
スチャーによる文字入力インヲフェースの研究を行った。具体的には空中に文字を書く動作の信号から何の文

字を奮いたかをUI置する妓術と、日常的な動作の中から文字を筆配する動作を検出する抜術を開発した。

富山短期大学食物栄養学科 加積りんごおよびアスタキサンチン
魚津市で生産されている加捕りんごIi、平成20年に特許庁より地域団体商療（j自爆ブランド）Iこ胞定され、全国でも織折りの

助教 大森 聡 を用いた食品開発
昧とI干申jである．しかしながら、大半は農家の軒先で販売されており、店頭に出回ることは極めて少ない．本研究でIi .この加l•

りんごのブランド化をII逃する目的で、抗酸化力などの優れた生理作用をもっアスヲキサンチンを添加した食品開発を検討した．

富山大学芸術文化学部 織塚古噴出土三角縁神獣鏡33面の
奈良県黒塚古1•悶蛮発見の33面の三角縁神獣銚について鋳造技術沼査を行い、特徴的な現象織肘のため

教授 三船 温尚 錦進妓術開査
に、鈎造実験を行った。実敏l阜、山東省出土鏡箔問類の箔による50函の悶箔銚と、機措置鈍からの11箇の向型

銚の合計61面。研店状態、腺鵬肌状態、ヌメリ肌状態、進箔方法を中心に、同f芭法、向型法の検討も行った。

富山高等専門学校国際ビジネス学科 北陸地方の綬維産業の銭争力に関 北陸地方は日本の合成S車線の最も.要な産地である。しかし、近年では紛入品の湖加により生産の減少が

助教 畠山 俊宏 する研究
続いている この状況に対処するため東レ合続7ラスターが段立され成果を挙げている本研究では、イン世ビュー

調査に基づいて東レ合繊クラス:$1ーを通じたイノベーション創出のメカニス’ムについて考喫した‘

富一行奨学財団研究助成セミナー研究成果発表会 l 
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参加者氏名

※記載いただいた「氏名」［住 所J「電 話番号j等の個人情報は、今回の発表会の運営のみに使用し、それ以外の目的には使 用いたしません。



所属 氏名 職名

人文学部 大西
おおにし

　宏治
こうじ

准教授
若者のまなざしからみる富山市の中心
商店街

750,000

経済学部 中村　真由美
なかむら　　　　まゆみ

准教授 出生率の地域差に関する研究 950,000

人間発達科学部 西館　有沙
にしだて　　　ありさ

准教授
障害者用駐車スペースにおける駐車許
可証制度の導入に向けたシミュレータの
開発

900,000

理工学研究部（工学） 松島　紀佐
まつしま　　　きさ

教授
流体波動に対する数値シミュレーション
の展開と流体現象制御への応用

950,000

理工学研究部（工学） 阿部　仁
あべ　　　　ひとし

教授
斑点米の発生を防ぐための薬剤研究に
関する有機化学的研究

950,000

理工学研究部（理学） 岩村　宗高
いわむら　むねたか

講師
発光性希土類錯体を円偏光発光プロー
ブ分子として用いるキラルイメージング
分光システムの開発

950,000

医学薬学研究部（医学） 吉田　淑子
よしだ　　　　としこ

准教授
肝硬変に効果を有する羊膜幹細胞を用
いて、肝硬変の早期診断マーカーを同
定する.

950,000

医学薬学研究部（医学） 田代　将人
たしろ　　　　まさと

助教
肺アスペルギルス症の試験管内モデル
新規開発

700,000

医学薬学研究部（医学） 石本　哲也
いしもと　　　てつや

助教
発光生物の蛋白質を用いた新規ドラッグ
スクリーニング法によるＣＲＥＢ活性制御
化合物の探索

950,000

医学薬学研究部（薬学） 安東　嗣修
あんどう　　つぐのぶ

准教授
抗がん薬誘発末梢神経障害に対する芍
薬成分ぺオニフロリン外用の効果に関
する研究

950,000

計 10名 9,000,000

平成25年度富山第一銀行奨学財団「研究活動に対する助成」採択者一覧

助成額
（単位：円）

研究課題
研究代表者


