
研究のねらい

食品の偽装表示や残留農薬など、食品産業界ではさ

まざまな問題が発生し、食品の安全性、食品の品質

には強い関心が寄せられています。当研究室では、

食品のニオイや鮮度を簡便に可視化するバイオセン

サやニオイセンサを開発しています。これまで生鮮魚

介類の鮮度を計測するバイオセンサ（図）の実用化に

成功しています。現在、食品中の各種成分を高感度

に検出するバイオセンサの開発、食品の商品開発や

賞味期限等を定量的に解析するためのニオイセンサ

および食品の新規保蔵・加工技術の開発などを行っ

ています。

受験生へのひとこと

今、求められていることは、「何を学んだか」ではなく、

「どのように問題解決できるか」という自ら判断する問

題解決能力とコミュニケーション能力です。本研究室

では、研究を行い、これをまとめて学会で発表するま

での一連の指導を通じて、自ら課題を見つけて問題を

解決していく能力や、これを論理的に説明する能力を

育成していきます。「静観自得」大好きな言葉です。物

事の奥に隠された本質を見極め、自らの力で悟ること。

研究や技術開発を通じて社会に貢献したいと考えて

いる皆さん、私達とともに自由な発想のもと、新たな技

術を創造していきませんか。

おもな研究テーマ

１） バイオセンサの高感度・多機能化に関する研究

第3世代型バイオセンサの開発を目指して、カーボン

ナノチューブやナノ粒子を修飾した酵素電極の開発

（電極表面にミセル電解法で導電性微粒子薄膜を作

製する方法：特許第5089035号「CNT薄膜の製造方法

およびこの薄膜を用いたバイオセンサ」）、同時に多く

の食品成分を分析する多機能センサの開発を行って

います。

２） 非平衡蒸気検出型ニオイセンサの開発

ニオイとは、香気成分が蒸発して嗅覚に到達すること

によって感じます。沸点の低い香気成分から順次蒸

発して行くため、時間経過と共に、ニオイの質が変化

します。本研究では、食品から揮散してくる香気を順

次計測する非平衡蒸気検出型ニオイセンサ（特願

2009-015882「ニオイ分析装置」）です。トップノート（フ

レッシュな最初に立ち上がる香気）やラストノート（残り

香）を分離して検出でき、私たちが鼻で感知する官能

的評価に準じたニオイを計測することができます。

３）その他

高電場を利用した新たな食品保蔵技術の開発、マイ

クロバブルを利用した食品加工技術の開発などを

行っています。

担当講義： 基礎化学、フードサイエンスの化学
化学実験、フードエンジニアリング、食品技術者
と倫理（学部）
食品計測工学特論 (大学院)

専門分野：食品計測工学
（食品工学/バイオセンシング）



研究のねらい

一般の品質情報学に限らず、例えば生物系や地球

科学系などを包括的に網羅する総合情報学的な研究

を行っています。具体的にはヒトの脳波に関する情報

学的研究、自然現象の振る舞いや複雑系に関する研

究、動物行動の複雑性解析なども当研究室の守備範

囲です。これらの分野は一見全く異なる研究領域のよ

うにも見えますが、実は「情報」という重要なキーワー

ドで繋がっています。つまり、様々な分野においてその

根幹をなす「情報とは何か？」という非常に本質的な

問題を研究しています。

受験生へのひとこと

若い時に色々な事を体験して下さい。上條教授は高

校時代から落語研究会活動に没頭し、大学時代には

某TV番組をレギュラーで担当した経験もあります。こ

のような学生時代の色々な経験が、現在教員として

「喋る仕事」をする上で非常に役立っています。実を言

うと、学生時代には全く先生になるつもりはなかったの

ですが、世の中何が役立つか分りませんね。

＜脳波計測中の写真＞

そして今は「人を育てる」ことの素晴らしさを実感して

いる毎日ですが、学生に迎合するような教え方はして

いません。昔の先生方の偉かったところは、生徒の質

問に対して『答え』そのものを教えないで､『辞書の引き

方』を教える教育をしてくれましたので、今はそれを見

習っています。多分皆さん方は教え与えられることに

慣れきっていると思いますが、これからは自分から積

極的に「何でも吸収してやるんだ」という意気込みが必

要ですね。とにかく何でも良いので、新しいことにチャ

レンジすることが大切ですね。その気持ちさえあれば、

成績や能力などは余り関係ないと思っています。ただ

受け身的に、先生や両親から言われたことをするだけ

で満足することなく、良い意味で与えられた「枠」をハミ

出す位の方が頼もしいですね。向上心と体力さえあれ

ば、もし失敗しても人生はいつでもリセットできます！

おもな研究テーマ

我々のごく身近にある複雑系（生体脳システム、食

物消化吸収システム、動物生態システム、地球システ

ムなど）において、突発的な事象が生起する前に、そ

の「前兆現象」としての『フラクタル次元増大の法則』

が常に成り立つかどうかを、実際のデータを用いて

種々の角度から検証しています。具体的には、急な病

状の悪化や、予知不可能とされる突発的な事故や震

災が生じる前には、必ず複雑で激しい物理量の変化

（カオス的状態）を伴うはずです。脳の異常、機械類の

金属破断、大地震、火山噴火などあらゆる分野におい

ても、この「前兆現象」を事前に捉えることができれば、

病気・事故・災害などを未然に食い止める手立ての 一

つとなり得るかも知れません。

担当講義： 食品品質管理学、情報処理基礎、情
報処理演習、地学Ⅰ・Ⅱ、生命科学英語Ⅰ（学
部）
地球情報学特論 (大学院)

専門分野：品質情報管理学



研究のねらい

植物を食品として利用する上での安全性は、これま

で経験則に基づいて評価してきました。しかし、科学技

術が発達して、食品の安全性にも科学的な根拠に基

づく評価が求められ、評価科学（regulatory science）

の概念が適用されるようになりました。生体に含まれ

る成分を網羅的に解析して評価するオミックス技術は、

評価科学に最適な技術であることから、現在オミック

ス技術で食品の安全性を評価するための基礎的な研

究を行っています。

受験生へのひとこと

タンパク質や核酸などの生体成分を扱う実験では、

直接目には見えないものを扱いますので、結果が得ら

れるまで実験がうまく進んでいるのかどうかが分かり

ません。せっかく最後まで実験を進めたのに、結果が

得られないということもよくあることです。そんな時に、

考えすぎてクヨクヨして先に進めなくなるようでは、研

究を続けることはできません。多少知識が乏しくても、

前に向かってどんどん進んで行く気持ちを持っている

ことが研究を続ける上で大切なことです。

おもな研究テーマ

１） 遺伝子組換え食品の安全性に関する研究

遺伝子組換え食品の安全性を、新しい技術を使って

評価する方法を検討しています。これまで、除草剤耐

性や害虫抵抗性の遺伝子組換え食品について、検知

方法の開発や、細胞に含まれる全てのタンパク質を網

羅的に解析することで非遺伝子組換え食品との差異

を評価する方法の開発などに携わってきました。また、

第2世代の遺伝子組換え食品とも言われる栄養改変

型遺伝子組換え植物や今後商品化されることが予想

される遺伝子組換え動物などについても、遺伝子の組

換えによる意図していなかった変化の有無を評価する

方法の開発にも取り組んでいます。

２） 野菜の健康状態を判定する技術の開発

野菜は栽培環境により、同じ品種であっても収穫物

にさまざまな違いが生じます。その結果、おいしいもの

が出来たり逆にまずいものが出来たりもします。この

違いは、野菜が育っていく過程での健康状態によるも

のではないかと考え、野菜の健康状態を判定するた

めの技術開発に取り組んでいます。現在は、細胞に含

まれる全タンパク質や代謝産物、発現している全遺伝

子を網羅的に解析し、植物の健康状態を判定するた

めの指標となるマーカーの探索を行っています。

担当講義： 基礎生物学、生命論、生物学、
食品バイオテクノロジー、生物学実験 （学部）
植物分子制御学特論 (大学院)

専門分野：植物細胞分子生物学

トランスクリプトーム プロテオーム

遺伝子組換えダイズ



研究のねらい

食品原材料、食品工場での製造・加工、流通・販売、

消費者に至る各段階において腐敗変敗を生じさせ

る細菌、カビ・酵母などの衛生微生物を研究対象に

しています。食品工場では、これらの菌の制御や衛

生管理が出来ないと会社の存亡にも大きく関わって

しまいますね。具体的には、加工食品や原材料中で

問題となり得るこれら微生物の発育挙動（増殖する

のか否か、増殖する場合どれ位の時間でどの程度

の菌数に増えるのか）、制御方法（加熱殺菌、薬剤

殺菌など）、測定方法等について実験を行っていま

す。また、新しい技術による惣菜類の日持ち延長に

ついても研究しています。

受験生へのひとこと

食品企業では微生物に起因するトラブルが後を絶

ちません。当研究室での研究成果を活かして、食品

業界で衛生管理や微生物管理の分野で大いに活

躍し、業界で中心的な役割を担ってもらう人材を育

成することが大きな役割と考えています。この分野

で、日本はまったくの人材不足です。ぜひ当研究室

で学び、研究して欲しいと考えます。

主な研究テーマ

フードチェーン全体を対象とし、また食品の製造現

場にも密着した研究を目指しており、研究テーマは

以下の４つです。

１）食品の製造現場において問題となる微生物の

食品衛生学的研究：

→食品衛生学的な様々な角度から、問題となる

菌を解析します

２）食品工場での適正な洗浄・殺菌方法に関する

研究：

→問題となる菌を確実に、効率的に排除する方

法を見つけます

３）食品微生物検査の簡便・迅速化および国際標

準化に関する研究：

→問題となる菌を簡単に、早く検査する方法を

開発します

４）消費期限延長に関する研究：

→環境問題となっている食品の廃棄ロスを低

減します

顔写真
担当講義：食品衛生学、食品安全学、ＨＡＣＣＰ
論、フードサイエンス実験（食品衛生学実験）、生
命科学英語Ⅱ（以上、学部）、微生物制御・食品
衛生学特論（大学院）

ミニコラム：

日本ではコンビニエンスストアで販売され
る弁当・惣菜類は、２日程度しか日持ちし
ませんね。これがヨーロッパですと、賞味
（消費）期限は４～１０日とグンと長持ちし
ます。この違いは何でしょうか？
ヒントは・・・温度と容器です。

専門分野：食品微生物学



担当講義：食品流通経済論、経済学入門、マー
ケテｲング入門、地域産業論、生命科学英語Ⅰ
（学部）
食品流通経済特論 (大学院)

多様化、高度化した私たちの食生活は産業の
寄与が高まり、食品産業なしには成り立たなく
なっています。健康で豊かな食生活の実現を考
える上でも、食品の市場や流通の経済を考察し、
産業の働きを理解する必要があります。

受験生へのひとこと
自然科学を学ぶ食環境科学科の専門教育の

中で、食品の流通と経済について学ぶ食品流通
経済やマーケテｲング、地域産業論などの社会
科学分野が用意されています。食環境を理解す
る上でも、食品市場や流通などの理論と実態を
知ることは重要なためです。
食品経済系科目に関心を持ち、さらに専門性を
深めたい場合は卒業研究として取り組むことが
でき、現在8～10名ほどの4年生が次のような
フードチェーンの各流通段階で捉えた研究に取
り組んでいます。
（食品の流通と消費、食品市場構造分析、食品
輸出と市場、食品ロス・廃棄の削減と課題、
66第6次産業化・農商工連携と地域経済など）

専門分野：食品流通経済学

研究のねらい
食料消費は生鮮食料品・穀類への支出が減

少する一方、加工食品・調理食品、外食への支
出が増加し、食生活の形態は家庭内食中心か
ら、家庭外で調理された中食・外食へのウェイト
を高める食の外部化が進んでいます。
仮に家庭から支出される食料費を1年間で

100万円として、その行方(2005年データ）を見
た場合、国内では農畜水産業に13.3万円、食
品製造業に21.3万円、食品流通業（卸売業、小
売業）に39.1万円、外食産業に17.9万に配分さ
れ、また海外では農畜水産業に3.5万円、食品
製造業に5.3万円に配分されています。

現在の私たちの食生活は、食品の原料生産、
加工、流通、消費に至る流れの各過程で、国内、
海外の多くの生産者をはじめ、食品産業（製造
業、卸売業、小売業、外食・中食産業など）の活
動によって支えられていることが分かります。

主な研究テーマ
１）食品産業の経済構造分析など
国内市場の成熟化などの経営環境の変化に
よって、食品産業（ 特に食品製造業）の産業組織
（市場構造、市場行動）がどう対応し変化している
か、また地域経済における食品産業の位置づけと
重要性について考察しています。

２)経済のグローバル化と食品産業の海外市場展
開について
経済のグローバル化の進展による食品産業の海
外市場展開（製品の輸出、生産・流通のグローバ
ル化対応）について考察しています。



研究のねらい

細菌は非常に小さな生物ですが、環境の変化を感

知しそれに適応するための巧妙な仕組みを持ってい

ます。それらは、高等生物の機構のプロトタイプと考え

られるものや、それに匹敵するものであることも多くあ

ります。環境応答機構を研究することで、細菌がいか

に刺激を感知し、伝達するかを理解し、それに基いて

細菌の制御技術の開発を行うとともに、卓越した生物

的機能を使った細菌の工業的な利用法の開発を試み

ています。

受験生へのひとこと

細菌についてどんなイメージをもっていますか？細

菌の中には、１００℃でも生育できるものや、放射線や

化学物質に対して際立った耐性を示すものいます。細

菌というと伝染病や食中毒をおこす悪者のイメージが

あるでしょうが、発酵食品を作る際に利用される細菌

や酵母のように人間に有益なものも多いのです。

細菌の細胞タンパク質の二次元電気泳動ゲル

主な研究テーマ

１） 細菌の環境ストレス応答機構の解析

体温が１-２℃上がると、人間であれば休息をとるか薬

を飲むことになります。細菌は、環境温度が上昇ある

いは降下した時に、酵素や調節タンパク質の発現量を

変えて代謝量や経路を制御したり、分子シャペロンを

生産して細胞内タンパク質の立体構造を維持したりし

て、新しい環境に適応しています。このような、環境適

応に関わる遺伝子の発現調節に関する機構の解析を

行っています。

２） 分子シャペロンに機能解析研究

分子シャペロンにはいくつもの種類がありますが、他

のタンパク質を助けるという点で共通しています。主な

機能としては、正しい立体構造をとるための手助け、

立体構造の維持、変性した分子の再生があります。細

菌の分子シャペロンにはまだ機能が明らかになってい

ないものが多く、それらの機能解析を始めています。

３） 有機溶媒耐性細菌の利用

有機溶媒は、細胞膜を透過し膜の流動性やタンパク

質の構造に影響を与えるため、生物にとっては極めて

有害なものです。しかし、細菌の中にはシンナーに含

まれるトルエンやキシレンといった有機溶媒に浸って

いても良好に生育できる細菌がいます。この様な細菌

に水に溶けにくい物質を変換する能力を付与すること

で、新たな物質生産技術の開発を試みています。

担当講義： 基礎生化学、分子生物学概論、
応用酵素学、生体高分子化学、生命科学英語II、
化学実験（学部）
応用微生物学特論 (大学院)

専門分野：微生物生理学



研究のねらい

生命の進化の謎を解き明かすために「糖とは何か」

について研究しています。糖は、生命が生きていくうえ

で欠かせない物質です。単に甘いだけではない糖の

ひもとけば、生命の進化の過程が見えてきます。糖は、

エネルギー源として利用されるばかりではなく、生体

内のある物質の行き先を決めていたり、細胞同士の

情報交換や、病原菌の感染などに関係していたり、

様々な場面において活躍しています。生命が何故、生

きるために糖や糖鎖を必要とするのか、必要だったの

か。その構造解析や意味を追求する事によって、糖と

生命との関わりについて研究をしています。

受験生へのひとこと

「食」というものを「外界からの物質の取り込み」と捉え、

生命の本質を知るとともに、現代における食をより深

いレベルで科学的に理解する事に興味があり、その

中で、さらに糖や糖鎖に興味を持った学生、大歓迎で

す。

また、「食と糖」、「糖進化と糖鎖」などに興味がある学

生も大歓迎です。糖鎖は特にDNA、タンパク質の高度

解析が可能となった現代において「残された最後の生

命鎖」とも呼ばれています。糖鎖の解析は現代の生命

科学における最重要課題と言っても過言ではないで

しょう。研究はとにかく忍耐強く継続的に取り組む事が

重要です。辛い時もありますすが、絶対的知的好奇心

さえあれば大丈夫です。我々と一緒に糖を通して「生

命の神秘」を垣間みてみませんか。

おもな研究テーマ

１） 穀物由来の糖鎖に関する研究

穀物の種子の中には、発芽に必要な様々な情報が含

まれています。発芽に必要な糖（糖鎖）の情報を解析

し、どのような糖が発芽に必要なのかを解明し、さらに

発芽中の時期に必要な糖鎖の種類について詳細に分

析しています。

２） アルギン酸分解酵素に関する研究

増粘性多糖類の一つであるアルギン酸は、様々な食

品に利用されています。このアルギン酸を分解する酵

素を様々な生物から取り出して、その作用機構を解明

しています。

３） レクチンに関する研究

糖を認識するタンパク質のことを「レクチン」と呼んでい

ますが、このレクチンを様々な生物から取り出して、糖

との結合のメカニズムを解明しています。また、これら

のレクチンを利用した最新の検出技術の開発にも取り

組んでいます。

担当講義： 機能食品科学、食品加工貯蔵学、有
機化学II、有機化学III、生命科学英語II、フードサ
イエンス実験II、（学部）
糖質機能科学特論 (大学院)

専門分野：糖質生命機能科学



研究のねらい

世界に類を見ない超高齢社会をむかえた日本にお

ける解決すべき最重要課題は、健康寿命を延ばし、健

全な老後を過ごすことです。そのためには、健康寿命

を縮める主な要因である、がんをはじめとする生活習

慣病の発症リスクを最小限に抑える有効な予防法の

確立、副作用の少ない新しい治療法の構築が必要に

なってきます。この目的を達成することに少しでも貢献

するために、がんを中心とした生活習慣病の病態を分

子レベルで解き明かし、その病態を制御できるシグナ

ル分子を特定します。そして、特定されたシグナル分

子を標的にした食品由来の機能性成分の生理活性に

立脚した有効な病態制御法の開発を目指します。この

研究戦略により、科学的根拠に基づいた新たな生活

習慣病予防・治療法の構築が可能になります。

受験生へのひとこと

食品由来の機能性成分の持つポテンシャルは無限

です。このポテンシャルを充分に利用した新たな生活

習慣病の予防・治療法の構築ができれば、安心して

老後をむかえることができるでしょう。健全な老後を過

ごせる可能性を秘めたこの食品由来の機能性成分の

ポテンシャルに興味を持ち、その力を科学的に解き明

かしたいと考える好奇心に満ちた学生、大歓迎です。

また、生活習慣病の予防・治療法の元になる標的分

子を特定し、食品由来の機能性成分の持つポテン

シャルを利用して、その分子を制御できる方法論を完

成するまでには、多くの困難が予想されます。しかし、

情熱と信念をもって、この難題に取り組む覚悟がある

学生を募集します。一緒に、健康寿命を延ばす新たな

有効な方法を完成し、健全な日本の超高齢社会実現

のための一翼を担ってみませんか？

おもな研究テーマ

１）新規がん治療法構築に関する研究

食品由来の機能性成分の中で、強い抗がん作用を持

つトコトリエノールに着目し、そのポテンシャルをいか

した新たながん治療法の構築を目指して研究を進め

ています。

２）生活習慣病予防に関する研究

メタ分析という疫学的手法を用いて、各生活習慣病予

防に有効な栄養素や食品由来の機能性成分を特定

する研究を進めています。

３）骨代謝改善に関する研究

高齢期における骨折は、骨量の減少以外に、骨質（骨

のしなやかさ）が損なわれることに起因しているとされ

ています。そこで、骨質の改善に必要な要因を特定し、

その要因を改善するために有効な手法の構築を目指

して研究を進めています。

担当講義： 基礎細胞生物学、基礎栄養学、予
防・臨床栄養学、プロバイオティクス、生命科学
英語Ｉ、フードサイエンス実験II、（学部）
分子病態制御学特論 (大学院)

専門分野：分子病態栄養学

健康寿命を平均寿命に極力近づける
有効な方法論の構築を目指して



研究のねらい

食物の持つ様々な機能を解明することを研究の目

的としています。手法としては様々な分析技術を

使って証明、ということを試みています。

受験生へのひとこと

人間社会が発展し、食品の安全性が高まった現

代であっても、食の持つ有用性は未だ解明されてい

ません。食というものに興味があれば、それを研究

対象として考えることにもなります。研究は身近なも

のからヒントを得て行う、という考え方でテーマを考

えています。

食は地域によって異なる発展を見せ、世界各国で

異なる食文化が形成されています。伝統食品は新

規加工食品開発のヒントにもなります。東アジアの

伝統食品に頻繁に使われている麹を利用して、食

品のタンパク質を発酵させ、ペプチドに富んだ食品

の開発も試みています。

主な研究テーマ

１） 新規発酵食品の開発とその特徴の分析

薬は飲みにくいけれど、食べ物であれば喉を通る、

というような健康に良い食品の開発とその証明を目

指した研究。

２） 食べ物とヒトの体臭の関連性

食べ物に関して言い伝えのように言われている事

が科学的に実証できるのか。

３） 冷凍食品のにおい分析による冷凍障害の予測

食べ物のにおいを測るだけで保存履歴や劣化度

がわからないかを知る研究。

４） クジラ筋肉抽出液の成分分析

クジラ筋肉には疲労回復成分とされるバレニンが

多く含まれている、というが抽出方法によって最終

効率が異なるのかを分析。

顔写真
担当講義： 生命科学英語I, フードサイエンス実
験I、食品分析化学、食品学概論、食品官能評価
概論、フードライフスタイル概論、フードデザイン
学、(学部）食物科学特論（大学院）

講義紹介：フードデザイン学や食
品官能評価概論では「２つのパン
について100人に聞いてみたらAが
よりよいとした者55人、Bがよりよ
いとした者が45人だったけれど、こ
れは明らかにAが良い、と言える

のか？といった統計処理を学んで
実際に官能検査データをとり、解
析を執り行っています。

専門分野：食品科学・分析化学



研究のねらい

“光環境”とは生物の生存にとって光の作用が不可

欠な場合、その取り巻く外界のことを言います。例えば、

生物自体が光を放出し、周りの空間に光環境を提供し

ている現象が“生物発光”として捉えられますが、当研

究室では、食物から取り込まれた栄養分が細胞内で

どのようにして光エネルギーとして放たれるのか？―

に関する研究を光生物科学の立場から主に発光キノ

コを対象に行っています。因みに、右図はホタルの明

滅光がどのような仕組みで達成されているのかを示す

模試図です。他方、発光キノコの光る仕組は、ミトコン

ドリアの呼吸鎖の入り口で電子を供給するNADHが必

須の分子であり、ミトコンドリアのエネルギー代謝反応

が、生物発光反応と共役/拮抗することでエネルギー

の流れが制御されていると考えられます。栄養をエネ

ルギーに変える細胞内器官ミトコンドリアについて、食

物のエネルギー摂取との関わり合いから、抗酸化作

用、細胞寿命、発がんなどとの関連性についても着目

して研究を進めています。

受験生へのひとこと

「食」と言うのは生き物がその栄養素を吸収して生存を

維持し続ける為の根源的な営みです。当研究室では

生き物が自ら光る生物発光現象を取り上げて、どのよ

うにして栄養素の化学エネルギーが光エネルギーに

変換されるのかを分子レベルで明らかにすることを目

標にしています。ノーベル賞学者SHIMOMURAは発光

クラゲの研究を通して、生化学、医学の分野に役に立

つGFPという蛋白質を発見しました。「食」の科学も勿

論サイエンスですから、基礎的科目(物理,化学,生物)

の知識をえり好みせずに確りと学んでおいて下さい。

自然界の現象を理解するには個別の科学ではなく、

総合的な論理思考のできる人が求められており、その

ための学習・研究の最適な場を与えることが大学の教

員に与えられる使命と考えています。好奇心を持つこ

とが学びの出発点です。生き物が光る謎を通して「食」

に興味を持つ諸君の入学を心より歓迎します。

ホタルの明滅機構のモデル

おもな研究テーマ

研究テーマのみを掲げます。より詳しい内容を知りた

い諸君は以下のURLを参照してください：

生物物理学会（http://www.biophys.jp/highschool/)

米国光生物学会（http://www.photobiology.info/)

●発光キノコの発光分子機構の解明

●キノコ菌糸のブルー化条件とその色素分子の同定

●細胞内発光部位の直接観察

●ホタルの発光機構の計算機科学による研究

担当講義： 現代物理、物理I, II、物理実験
食品物性論、生命科学英語II （学部）
エネルギー代謝制御工学特論 （大学院)

専門分野：光食環境科学



研究のねらい 

「社会に開かれた教育課程の実現」を目指し，次代

を担う子どもに資質・能力の育成する教育が求めら

れている。その実現は，子どもの学びを支える教師

の力量にかかっている。教師の力量とは，専門性，

社会性，同僚性を発揮するとともに，自ら学び続け，

新たな学びを展開できる実践的指導力である。その

ような力をつけることを目的として教材開発，理科教

育に関する研究に取り組んでいる。 

具体的には，身近な科学現象から学校教育に生か

すことができる教材を作成する。また，教材を用いて，

カリキュラムをデザインするとともに，探究の過程

（課題発見，計画立案，課題解決，検証，評価，改

善など）の実証的な研究を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験生へのひとこと 

中学校・高等学校の理科教員を目指す人に求めら

れるは，カリキュラムを自らデザインし，高度な専門

的知識・技能に基づいて教科指導できる力，さらに

マネジメントし続け，探究心を持ち続け，生涯学び続

ける力であろう。東洋大での専門学部で専門的な知

見や技能を身に付けるとともに，教師になることを選

択肢の一つとして持ち続け実現していく，夢と希望

にあふれた方の入学を待っています。 

 

主な研究テーマ 

１） 酸素センサを用いた実験教材の研究    

新たな教材を開発し，学校現場の授業で生かすこと

を目的としている。その中でも高橋式酸素センサを

用いた実験教材の開発を行っている。 

２） 教育課程の現状分析と改善に向けた研究 

理科教育における教育課程について段階的・系統

的な視点から分析，現状の課題と成果について国

際研究を含めた多角的な視点で分析を行う。また，

これからの世の中を生き抜くために必要な資質・能

力の育成に求められる理想的な教育課程について

研究する。 

３） 授業分析と評価にかかる基礎的研究 

次期学習指導要領の目的である「社会に開かれた

教育課程の実現」を実現できる授業づくり，次代を

担う子どもに資質・能力の育成する教育が求められ

ている。その実現のためには，日々の授業の質的

な改善が不可欠であり，そのための授業分析と評

価に関する基礎的研究を行っている。 

顔写真 
担当講義：理科指導法 IAB・ⅡAB、教育実習I・
Ⅱ(事前・事後指導を含む)、食環境科学輪講I(食
環)、生命科学輪講I(生命)、応用生物科学輪講
I(応用),卒業論文、教育方法研究、教職実践演
習 

専門分野：化学教育，科学教育，理科教育，教科教育 



研究のねらい 

 血液が全身をくまなく巡り、からだの各部分に酸素や

栄養素を運ぶことで、私たちは歩いたり、走ったり、跳

んだり、といった身体活動を行うことができます。心臓

から送り出された血液は、動脈血管を通って筋肉や脳、

内臓などあらゆる臓器に分配され、その後、静脈血管

を経て再び心臓に戻ってきます。このような血液の流

れは、安静にしている時と運動を行っている時では異

なります。また、同じ運動でも、暑い環境下で行うのか、

寒い環境下で行うのか、によっても違ってきます。私の

研究室では、運動を行っている時や様々な環境下に

おかれている時に血液がからだの中をどのように流れ

ているのか、また、血液を運んでいる血管がどのよう

に働いているのか、について研究を行っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験生へのひとこと 

 今、私たちはとても情報量が多い社会で生活をして

います。自分に必要な情報を取捨選択できるように、

身の回りのことに対して「なぜだろう？」「本当かな？」

と常に疑問を持ってほしいと思います。また、夢を持っ

て、自分を信じて、一生懸命に没頭できる何かを見つ

けてください。 

 私の研究室では、運動中に見られるヒトのからだの

反応について「不思議だな」と感じることをひとつずつ

明らかにしていくことで、ヒトのからだの仕組みの解明

に取り組んでいます。このような取り組みを通して、ヒ

トのからだの仕組みはもちろんのこと、物事を解決す

るためのアプローチの仕方や人との関わり方も学んで

ほしいと考えています。ヒトのからだの仕組みの解明

にあなたも携わってみませんか。 

 

おもな研究テーマ 

１） 運動時における静脈血管応答とその機序の解明 

 静脈血管は非常に柔らかく、血液をためる性質があ

り、安静にしているときには全血液量の約60%を静脈

血管内に貯留しています。一方、運動時には、静脈血

管を収縮させたり、硬さを変化させたりすることで、そ

の貯留血液を適宜心臓へ還し、運動継続に貢献して

います。その調節がどのような機序で起こるのか調べ

ています。 

２） 静脈血管機能と生活習慣の関連 

 日頃からあまり運動をしなかったり、年齢を重ねると

静脈血管の柔らかさは低下します。つまり、生活習慣

が静脈血管機能に関連していると考えられます。現在

は特に、体力レベルや日頃の食習慣が静脈コンプライ

アンス（やわらかさ）に及ぼす影響について検討を行っ

ています。 

担当講義： 運動生理学Ⅰ・Ⅱ、生理生化学Ⅰ・Ⅱ、
スポーツと健康Ⅱ、生命科学英語Ⅰ（学部） 

専門分野：運動生理学 

実験の様子： 運動中に起こる身体の応答を測定し、
その調節の仕組みを解明しています。 



研究のねらい 

  植物は進化の過程でその種独特の代謝経路を発

達させ、種々の化合物を合成しています。このような

化合物を総称して二次代謝産物と呼びます。これら

の化合物群の中には、ヒトにとって有用なものが多

く含まれており、薬や嗜好品、天然の食品添加物等

として利用されてきました。これらの化合物非常に

小さな構造の差異で異なる機能性を発揮することが

知られていますが、これらの構造と機能性について

体系的に解析された例はあまりありません。また、

これらの構造の差異が生体内のどのような代謝の

差異によって生じてくるかについてもあまり解析され

ていません。そこで、植物二次代謝産物の中でも、

解析が比較的容易である植物色素を用いて、生体

内のどのような酵素、遺伝子が関わって生合成され

るか、また、それらの化合物の機能性について研究

を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験生へのひとこと 

  我々の身の回りには不思議な事がいっぱいです。

食に関わる科学はその最たるものではないでしょう

か？普段何気なく接している食の裏側には複雑な

科学が存在しています。最近の分析技術の発展で、

それらの複雑な化学反応を解析できるようになって

きました。身近なもののなかの科学を分子レベルで

解析することでこれまで見えていなかったことが見

えてくると信じています。そのような身近なところに

潜む面白さに気付くことができるように普段から、い

ろいろな視点でものを捉え考えるようにすると、きっ

と大きな発見につながると思います。 

 

主な研究テーマ 

１） 植物色素分子の抗酸化能の評価    

  植物色素分子ごとの抗酸化能を評価するため、野

菜等から色素分子を単一の分子となるまで分離・精

製し、それらの抗酸化能を評価しています。 

２） 植物色素代謝経路の解明 

  植物色素分子が生体内でどのように合成されてい

るかを解明するために、前駆体物質を単離・精製ま

たは、酵素学的に合成することによって、代謝経路

に関わっている酵素を同定することを行っています。 

３） 植物色素合成に関わる酵素の解析 

  植物色素合成に関わる酵素の性質について解析

し、その性質を利用することによって、植物体内に

は微量しか存在しない成分を試験管内で合成する

ことで、それらの化合物の機能性の差異を評価して

います。 

担当講義： 植物バイオテクノロジー概論、生物
学実験、食品添加物概論、生物資源利用学、
ファイトセラピー論、生命科学英語II （学部） 

専門分野： 植物生化学・分子生物学 



研究のねらい

「運動」、「環境」、「生涯を通じた健康づくり」をテーマ

に様々な視点から研究を行っています。健康を考える

上で、運動は多くの効果が期待されます。環境におい

ても、良好な環境が健康な心身の育成、安全の確保

を約束します。精神保健や健康の維持・増進などをね

らいとする研究、運動・スポーツ実践を通した健康作り

とその有効な指導法等について、生理学および生化

学的手法をも用いて研究を行っています。

受験生へのひとこと

私たちは人の健康に関わる研究を乳幼児から高齢

者までを対象に幅広く行っています。多くの研究テー

マがありますが、どれも人々の生涯を通じた健康を支

えるために重要な研究テーマです。心の健康、運動と

健康、食と健康、環境と健康、健康スポーツ科学、老

化とその予防等について興味のある学生、探究心の

ある学生と共に活動していきたいと願っています。

おもな研究テーマ

１）紙飛行機を教材とした保健教育に関する研究

精神保健や健康の維持・増進などをねらいとする紙飛

行機を用いた運動を研究テーマにしています。研究で

は紙飛行機遊びや紙飛行機競技を様々な角度から検

討を行い、健康教育の一教材としての価値や利用方

法の開発などを行っています。

２） 環境保健に関する研究

大気汚染物質の測定を通して、スポーツ施設の運動

環境について、また都市市街地に隣接する河川敷運

動公園と運動施設が抱える課題について研究してい

ます。

さらに、子どもの生活空間の放射線量率の測定の重

要性を考え、公園・運動場、保育園、学校、登山道等

の放射線量率の測定っています。また、食品中の放

射性物質についての研究も行っています。

３） 生理学、生化学分野の研究

これまでに、一過性の運動が女子大学生および男子

大学生の血液流動性やNK細胞活性に与える影響、ま

た運動トレーニングが女子大学生および男子大学生

の血液流動性、NK細胞活性、および体力・筋力に与

える影響を検討してきました。さらに、健常者の口腔内

粘膜細胞のテロメア長を測定し、健康評価指標として

の有用性の検討を行ってきました。現在は老化抑制

遺伝子（サーチュイン遺伝子）の活性化について検討

しています。

担当講義： 人体の構造と機能I・ＩＩ、精神保健I・II、
スポーツ救急法演習、スポーツと健康I、スポー
ツの理論と実際ⅡＢ（バスケットボール）、生命科
学英語II、小児保健（学部）

専門分野：健康・スポーツ科学、健康教育

空間放射線量率の測定

大気中NO2濃度測定レジスタンス・エクササイズを
用いた実験風景

研究に用いた紙飛行機



研究のねらい

研究のテーマは「無機元素組成に基づく農作物の産

地判別法開発」です。お米なら「新潟魚沼産コシヒカ

リ」、牛肉なら「神戸牛」や「米沢牛」など、食品の産地

によってブランド化している物がありますし、同じネギ

でも国産のネギと海外産のネギでは一般に値段に差

があります。それぞれ産地表示が適正であれば適正

な値段での売買になりますが、時に業者が食品の産

地を偽装し、不当な値段で売買を行う例が後を絶ちま

せん。そこで、農作物の産地表示が適正かどうかを、

農作物に含まれる無機元素組成に基づいて判別する

産地判別法について研究しています。無機元素分析

にはイオン結合プラズマ−質量分析機を用いて、農作

物に含まれる約30種の元素について、1億分の1以下

の濃度まで高感度に測定し、得られたデータをクラス

ター分析などのデータ処理法で解析し、産地判別が可

能かどうか検討しています。

右の図は、ホウレンソウの4品種を宇都宮、筑波、板

倉町の東、西で栽培し、無機元素組成に基づいてクラ

スター分析をした結果です。品種の違いに関わらず、

産地ごとに一つのクラスターを形成しており、産地判

別が可能であることが示されました。

担当講義： 生物統計学、基礎微生物学、機器分
析、食品微生物利用学、生命科学英語II、物理
実験 （学部）
生物情報学特論 (大学院)

専門分野：生物情報学

おもな研究テーマ

１） 無機元素組成に基づく農作物の産地判別研

究

植物が栽培されるとき、生長した植物に含まれる

無機元素は栽培土壌から取り込まれる。栽培土壌

が違えば、無機元素組成に差が生じる。そこで、い

ろいろな栽培地の農作物の無機元素組成を調べ、

その差を統計的手法で解析することで、「国産」と

産地偽装している外国産の農作物を見分ける産地

判別法について研究しています。



研究のねらい 

 ヒトを対象に健康維持・増進と食生活との関わりにつ

いて研究しています。人間集団の中で出現する健康

関連のいろいろな事象の頻度と分布およびそれらに

影響を与える要因を明らかにして、健康関連の諸問題

に対する対策に役立てることを目的として行われる研

究を“疫学”と呼んでいます。その中でも、食生活に焦

点をあてたものを“栄養疫学”と呼んでいます。毎日の

生活の中から、食生活を切り離すことは不可能です。

健康的な生活を送るためには、どんな食事内容、ある

いは食生活のリズムがいいのでしょうか。そんな疑問

を一つ一つ検証していき、科学的なエビデンスとして

社会に発信し、より多くのヒトの健康維持・増進に貢献

できることを目標としています。 

 

受験生へのひとこと 

 ヒトを対象として食生活に関する研究成果を社会へ

還元したいという学生や、食の専門家としてステップ

アップしていきたいと考えている学生は大歓迎です。

本研究室では、科学的な視点で食生活と健康との関

わりを考え、そのエビデンスを相手に正確に伝えられ

る力、さらには相手に”何が伝わるのか”を意識して行 

 

 

 

 

 

 

 

 

動変容を促せる力が重要であると考えています。これ

らの点について探求する中で、切磋琢磨できる仲間た

ちと学生生活を有意義に過ごすとともに、お互いを尊

敬し、協力し合っていける多くの仲間を作って欲しいと

も考えています。皆さんが短期、中期および長期目標

をしっかりと定めて努力を継続し、未来の「食と健康」

の分野を牽引していくことを期待しています。 

 また、24時間型社会を迎え、生活パターンが多様化

した現代では、疾病に関わる要因も複雑化しています。

これらのことに興味がある、あるいは根気強く勉強して

みたいという学生も歓迎します。もちろん、必ずしも追

い求める結果が、うまく出てくれるとは限りませんが、

諦めることなく一緒に頑張ってみませんか。 

 

おもな研究テーマ 

１） 体内時計、社会生活時間と食生活との関連 

 夜型生活に限らず、体内時計と社会生活時間とのず

れによって健康問題を生じる可能性があります。この

ことについて、食生活が及ぼす影響を明らかにします。 

２） 交代制勤務者の健康に関する疫学調査 

 日勤と夜勤を繰り返す交代制勤務者の体内時計が

乱れていることを明らかにしました。今後は、その健康

課題に対する改善策を検討していきます。 

３） 食事パターンと心身の健康との関連性 

 うつ症状、不安障害、ストレスなどと特徴的な食事パ

ターンが関わるか否かを検討していきます。 

担当講義：応用栄養学、食育論、栄養疫学調査、
栄養疫学実習、食環境科学英語Ⅰ・Ⅱ、食環境
科学輪講Ⅰ・Ⅱ（学部）、統計解析学（大学院） 

専門分野：栄養疫学・健康科学 

平日

概日リズムの位相が
遅い時間帯に分布 早い時間帯に分布

00:00 23:59 00:00 23:59

睡眠 睡眠

睡眠 睡眠
週末

VS

脱同調状態 同調状態



研究のねらい私たちの脳は見る、話す、聞

くと様々な動作を同時に素早く行っている。脳の

仕組みを知るためには脳の活動中の様子を観

察また計測する技術が欠かせない。必要とされ

る技術は細胞から細胞集団を含む広いスケー

ルでの脳活動の画像化である。私はこれまでに、

神経内部用高分解能顕微鏡から機能観察を可

能とする内因性信号計測や光断層画像法

(OCT)を研究してきた。今は英語教育法に関す

る応用研究に加え食品や環境評価のための光

学技術開発にも関わっている。

受験生へのひとこと革新的先端技術
の新たな進歩による生体の仕組みまた
働きの解明に新たな光学技術開発や研

究に参加しましょう。

主な研究テーマ

 生体イメジーング用光学技術
開発

 食品評価等ための光学技術開
発

 脳機能イメジンーグ技術開発と
教育への応用

 最先端光学技術の環境センシ
ングと評価への応用

 Genre理論に基づく技術英語教
育法

顔写真担当講義 ： English practice & English

speech and presentation （学部）
Manage English lounge

講義の紹介：

専門分野：光工科学、生体光学、英語教育

Requirement of proficiency
in English is inevitable . In my
class, I use modern classics
and content based materials
as text book to learn and
profit from studying English
through enjoyment. Itakura
English Lounge is a great
place to relax and learn
English.

光による脳機能観測 光断層画像法による生体の
動的活動画像化

Laser diode

(635 nm)
Object

(Apple)

Polarizer

Analyzer

Aperture

果物等のレーザスペックルによる評価法




