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研究者  (6) 環境・社会基盤工学科

担 当 科 目 大気環境管理、環境水質実験、環境国際技術協力論、大気環境学
専 門 分 野 環境科学、環境分析

論文・報告

「高山湖沼としての乗鞍岳湖沼群における酸性物質の供給と中和ならびに消費機構に関する研究」（学位論文）
Remiving Fluoride from a Hot Spring Using an Electrolysis System （International Journal of GEOMATE, 2017）
電解法による井戸水からのフッ素除去 （沙漠研究 , 2017）
Potential risk of drinking water to human health in Sri Lanka （Environmental Forensics, 2017）
Arsenic, Cadmium, Lead, and Chromium in Well Water, Rice, and Human Urine in Sri Lanka relation to Chronic 
Contamination by neonicotinoid insecticides and their metabolites in Sri Lankan black tea leaves and Japanese 
green tea leaves, （Toxicology Reports,  2018）
De-fluoridation of drinking water by co-precipitation with magnesium hydroxide in electrolysis（Cogent 
Engineering, , 2018）
電解法を用いた温泉排水からのフッ素除去とそのメカニズム（土木学会論文集 G（環境）, 2019）

著 書
森林の窒素飽和と流域管理、技報堂出版、2012
土木環境系コアテキストシリーズ　大気環境工学、コロナ社、2012
Groundwater Quality Atlas of Sri Lanka, Sanduni Offset printers（Pvt.） Ltd., 2014

所 属 学 会 大気環境学会、土木学会、日本水環境学会、環境科学会、NPO エコテクノロジー研究会
学会委員等 日本水環境学会中部支部理事

学 外 活 動 Journal of Ecotechnology Research 編集委員長 / 富山県都市計画審議会委員（平 20 ～） / 富山県公害審査会
委員（平 26 ～）/ 射水市廃棄物減量等推進審議会会長（平 29 ～）

受 賞 歴 Samuel H Jenkins Memorial Award（1986）/ 大気環境保全功労賞（2012）/Cogent Engineering Best Paper Award
（2017-2018）

現在の研究課題・概要
飲料水からのフッ素の除去に関する研究 / 排水からのフッ素とヒ素の除去に関する研究 / 小規模金精錬に伴う水銀の大気拡

散について
共同研究キーワード

フッ素除去 / ヒ素除去 / 水銀

環境工学講座

教　授
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（1959 生）
工学博士

（東京大学・平 8）

東京大学工学部都市工学科卒（昭 57.3）/ 東京大学大学院工学系研究科修
士課程修了（昭 59.3）/ 東洋エンジニアリング㈱（昭 59.4 ～平 4.3）/ 富山
県立大学短期大学部講師（平 4.4 ～平 10.3）/ 同助教授（平 10.4 ～ 1.3）/
同教授（平 18.4 ～）/ 富山県立大学工学部教授（平 21.4 ～）

■経   歴

担 当 科 目 環境水質学 1/ 環境計量学 / 環境水質実験（Ⅰ、Ⅱ）/ 環境論Ⅰ / 専門ゼミ / プレゼンテーション演習 / 大
気物理化学（大学院）

専 門 分 野 大気物理化学 / 雪氷化学

論文・報告

「対流圏における過酸化水素の変化特性に関する研究」（学位論文） 
“Measurements of atmospheric hydroperoxides at a rural site in central Japan”, Journal of Atmospheric 
Chemistry, 2018

“Atmospheric hydroperoxides measured over a rural site in central Japan during spring: Helicopter-borne 
measurements”, Journal of Atmospheric Chemistry, 2018

“Long-range-transported bioaerosols captured in snow cover on Mount Tateyama, Japan: impacts of Asian-
dust events on airborne bacterial dynamics relating to ice-nucleation activities”, Atmospheric Chemistry 
and Physics, 2018                                                                                                

「ヘリコプターを利用した晩秋季の富山県上空における大気中の過酸化水素濃度の測定：山岳域における雪
氷化学との比較」 雪氷 , 2018

所 属 学 会 日本気象学会 / 日本雪氷学会 / 大気環境学会 / 日本エアロゾル学会 / 日本地球化学会 / 日本大気化学会
学会委員等 日本雪氷学会北信越支部理事
受 賞 歴 日本雪氷学会北信越支部雪氷奨励賞（2010）

現在の研究課題
１．大陸起源物質の挙動と自然環境に与える影響に関する研究

富山県内や能登半島において大気・水質の観測的研究や測定データの解析などを行い、大陸起源物質による北陸地
方の自然環境への影響評価を行っている。

２．山岳大気科学の観測的研究
立山などの山岳域や小矢部市の中山間地域において大気や雪氷などの観測的研究を行っている。

３．回転翼航空機による上空大気観測
小型ヘリコプターを利用して北陸上空の大気環境の観測を行っている。

共同研究キーワード
大気・水環境 / 環境計測 / バイオエアロゾル
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（1967生）
博士（理学）

（名古屋大学・平８）

筑波大学第一学群自然学類卒（平 2.3）/ 筑波大学大学院修士課程環境科学研究科環
境科学専攻修了（平 4.3）/ 名古屋大学大学院理学研究科博士課程後期課程大気水圏
科学専攻修了（平 8.5）/ 名古屋大学大気水圏科学研究所研究員（平 9.4 ～ 11.3）/ 東
京農工大学農学部付属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター研究員（平
13.1 ～ 13.3）/ 国立環境研究所地球環境研究センター研究員（平 13.4 ～ 14.3）/ 富山
県立大学短期大学部講師（平 14.4 ～ 16.3）/ 同助教授（平 16.4 ～ 19.3）/ 同准教授（平
19.4 ～ 21.3 学校教育法改正による職名変更）/ 富山県立大学工学部准教授（平 21.4
～ 25.3）/ 同教授（平 25.4 ～）

■経   歴


