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帯広畜産大学畜産学部畜産環境学科卒（平 4.3）/ 帯広畜産大学大学院畜産学研究科畜産環境
学専攻修士課程修了（平 6.3）/ 京都大学大学院理学研究科植物学専攻修士課程修了（平 8.3）
/ 京都大学大学院理学研究科生物科学専攻博士後期課程修了（平 11.3）/ 日本学術振興会特別
研究員 DC2（平 9.4 ～ 11.3）/ 日本学術振興会特別研究員 PD（平 11.4 ～ 14.3）/（株）JT 生
命誌研究館奨励研究員（平 14.4 ～ 15.1）/ 京都大学大学院理学研究科助手（平 15.2 ～ 19.3）/
京都大学大学院理学研究科助教（平 19.4 ～ 29.3）/ 富山県立大学工学部准教授（平 29.4 ～）

■経   歴

担 当 科 目 生物学 I・II / 生物学 / 生物学演習 / 生物学実験 / 教養ゼミ I・II/ 富山と日本海（分担）
専 門 分 野 植物学 / 植物系統分類学

論文・報告

モクレン科植物の分子系統学的研究と花香成分の進化（学位論文）
Molecular phylogeny of the Magnoliaceae: the biogeography of tropical and temperate disjunctions. Am. J. Bot. （2001）
Close relationship between Mexican and Chinese Magnolia （subtropical disjunct of Magnoliaceae） inferred from 
molecular and floral scent analyses. Acta Phytotax. Geobot. （2004）
Molecular phylogenetic analyses of figs and fig-pollinating wasps in the Ryukyu and Bonin （Ogasawara） islands, Japan. 
Genes Genet. Syst. （2010） 
Molecular phylogenetic analyses of Tofieldiaceae （Alismatales）: family circumscription and intergeneric relationships. J. 
Plant Res. （2011） 
Floral scent emission and new scent volatiles from Acorus （Acoraceae）. Biochem. Syst. Ecol. （2012）
対馬の照葉樹林に生育するツシマノダケ（セリ科）の過去の分布記録と現状．分類（2013）
A newly discovered decaploid species, Angelica minamitanii, in Angelica （Apiaceae）. Acta Phytotax. Geobot. （2014） 
対馬に生育する対馬固有種および国内希少植物種の過去の分布記録と現状．日本植物園協会誌（2015）

著 　 　 書 花の自然史（美しさの進化学）（北大図書刊行会 1999）（分担）/ 新しい植物分類学Ⅰ（講談社 2012）（分担）/ 日本の野
生植物 第 5 巻（平凡社 2017）（分担）

所 属 学 会 日本生態学会（平 7 ～）/ 日本植物分類学会（平 10 ～）/ 日本植物学会（平 10 ～）/ 富山県生物学会（平 29 ～）

学会委員等 日本植物分類学会庶務幹事（平 21 ～ 22）/ 日本植物分類学会 NL 担当委員（平 23 ～ 24）/ 日本植物分類学会和文誌編集
長（平 25 ～ 30）/ 立山自然保護ネットワーク理事（令 1 ～）

現在の研究課題
１．被子植物の系統分類学的研究
　　モクレン科やセリ科など様々な植物を対象に DNA 解析を中心とした系統分類学や植物地理学的研究を行っている。
２．植物の種多様性の研究
　　被子植物の多様性がどのように生じたのか，その生活史を明らかにすることで、被子植物の種多様性について研究を行っている。
３．絶滅の危機にある植物の保全
　　日本固有種や希少種の現状を把握し、絶滅回避に向けて保全対策を行っている。
共同研究の希望テーマ

被子植物 / 分子系統 / 分類学 / 植物地理 / 生物多様性 / 花の匂い / 種分化 / 絶滅危惧種 / 希少種 / 保全

東京大学理学部化学科卒（平 14.3）/ 東京大学大学院理学系研究科化学専
攻博士課程修了（平 19.3）/ 日本学術振興会特別研究員 DC1（平 16.4 ～平
19.3）/ 日本学術振興会特別研究員 PD（平 19.4 ～平 20.7）/ 筑波大学数理
物質系助教（平 20.7 ～平成 24.11）/ 筑波大学数理物質系講師（平 24.12 ～
平 29.3）/ 富山県立大学工学部准教授（平 29.4 ～）

担 当 科 目 化学 I/ 化学 II/ 化学実験 / 化学演習 / 教養ゼミ I/ 教養ゼミ II
専 門 分 野 構造有機化学 / 超分子化学 / 有機典型元素化学

論文・報告

“Coordination Driven Macrocyclization for "Locking" of Photo- and Thermal cis → trans  Isomerization of 
Azobenzene” Chem. Eur. J. （2014）.

“Phosphorus-containing Chiral Molecule for Fullerene Recognition Based on Concave/Convex Interaction” J. Am. 
Chem. Soc. （2014）.

“Synthesis of Phosphorus-centered and Chalcogen-bridged Concave Molecules: Modulation of Bowl Geometries 
and Packing Structures by Changing Bridging Atoms” Org. Lett.（2016）

著 　 　 書 “Azobenzene: Aspects, Applications and Research” （Nova science publishers, 2017）, Capter 4: Photo- and 
Thermal Isomerization of Azobenzenes Incorporated in Macrocyclic Coordination Compounds.

所 属 学 会 日本化学会（平 14 ～）/ 有機合成化学協会（平 20 ～）/ 基礎有機化学会（平 25 ～）/ 光化学協会（平 27 ～）
学会委員等 日本化学会生体機能関連化学部会　関東支部若手幹事（平 22 ～ 24）

現在の研究課題
１．新規機能性有機リン及びケイ素化合物の合成
  　有機π共役化合物は発光、電子輸送など様々な機能材料への展開が期待されている。π共役系とリン及びケイ素原子との

共役を利用することで、得意な物性をもつ分子の開発を目指す。
２．曲面有機化合物の超分子複合材料の開発
　　曲面分子であるフラーレンは多彩な機能と球形の得意な構造から興味がもたれている。フラーレンを認識できる分子をど

のように設計するか、という純粋な興味からフラーレン超分子複合体の開発に取り組んでいる。フラーレンの機能を利用し
た応用展開にも取り組んでいる。

３．キラルな有機リン化合物の合成と応用
  　リン化合物の金属錯体は触媒として有用なものが多く、複数のノーベル賞の対象となってきた。特に、キラルなリン化合

物は不斉触媒となることから、新規なキラルリン化合物の開発に取り組んでいる。
共同研究の希望テーマ

リン / ケイ素 / 超分子 / フラーレン / 蛍光色素


