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応用生物科学科研究室紹介 

● 応用動物コース  
世界人口の爆発的な増加や、特に先進国で見られる超高齢社会への移
行などに伴い、健康・医療問題がこれまで以上に大きな注目を集めてい
ます。「応用動物コース」では、動物個体や動物細胞の生理や構造など
に関する基礎知識を習得し、さらにそれらを応用するバイオテクノロジー
技術を修得することによって、創薬、再生医療、予防・健康医療など多く
のライフイノベーション分野に対応できる思考力、応用力と高い倫理観を
醸成します。  
 担当教員： 小柴 和子    教授    
   根建 拓     教授    
        萩尾 真人    助教    

● 植物資源利用コース  
食糧問題、環境破壊などの社会問題に対し、我々が持続可能な社会を
構築するためには、植物の有効活用が必要です。本コースでは、植物生
理学、植物代謝化学、植物機能利用学、植物遺伝育種学、植物バイオ
テクノロジーの５科目を配置し、植物の優れた機能に関する基礎知識を
学び、それを応用するバイオテクノロジー技術を修得します。これにより、
環境ストレス耐性植物や多収量作物の開発といった農業・園芸分野で活
躍できる人財育成を目的としています。 
 担当教員：  梅原 三貴久  教授    
               山本 浩文   教授    

● 微生物利用コース  
微生物は食品や医薬品の生産などの分野で利用され、再生可能資源、 

健康食品、環境分野などにおいても微生物の潜在的機能の利用が期待
されています。「微生物利用コース」は、微生物の特徴や利用に関する
微生物学、微生物利用学、環境微生物学、酵素工学に加え、極限環境
に生息する微生物の機能や応用に関する極限環境微生物学を学ぶこと
により、微生物に関する幅広い知識を身につけ、食品、医療、健康、資
源などの分野に活かせる人材の育成を目的としています。 
 担当教員：  道久 則之     教授    
          高品 知典   准教授    
          東端 啓貴   准教授    
          三浦 健     准教授  

● 生命環境コース  
人為改変による環境変化は，自然環境が持つ回復作用の速度を大きく
超えて、世界各地で環境問題やヒト健康問題が発生しています。「生命
環境コース」では、環境計測技術、環境生態系影響、環境浄化技術およ
びヒト健康影響を専門に学びます。また環境倫理学、生態毒性学、環境
分子生物学、生命環境科学および生態制御学という必修科目を通じて、 

地球環境およびヒト健康の維持のために必要な先端的な学問研究を追
求します。 
 担当教員： 柏田 祥策       教授  
   角野 立夫    教授  
         吉永 淳       教授  
   椎崎 一宏    准教授  
   伊藤 元裕     講師  



研究のねらい 

動物の心臓の形は様々で、魚類は一心房一心

室、私たちヒトを含む哺乳類は二心房二心室の

心臓を有しています。興味深いことに哺乳類も

発生の過程で魚類のような心臓の形態をとりま

す。私たちは、器官の形や機能の多様性がどの

ように生じるかを進化的アプローチによって、ま

た、発生工学的手法を用いた解析によって明ら

かにしていくことを目指しています。将来的には、

得られた結果をヒト心疾患の病態の解析や発症

原因の解明へと発展させ、治療法の開発につな

げていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

蛍光により心臓を可視化したマウス胚 

 

受験生へのひとこと 

生き物が好きな学生、体を構成する器官の形や

機能に興味のある学生、顕微鏡観察が大好き

な学生、ぜひ一緒に生命の謎を解き明かしま

しょう！ 

 

おもな研究テーマ 

１）心臓形態形成・進化の分子メカニズム 

脊椎動物の心臓発生過程は、心臓形態進化と

非常に似通っていることから、両生類、魚類の

心臓発生様式を二心房二心室の心臓発生様式

と比較することにより、心臓区画化・心臓形態進

化に関わる因子を見出し、その機能を個体レベ

ル、細胞レベルで明らかにしていきます。 

 

２）心臓機能維持と疾患 

心臓の発生異常は先天性の心疾患を引き起こ

します。また、哺乳類は心臓を再生することはで

きませんが、一部の魚類、両生類は心臓を再生

することができます。動物は進化の過程で心臓

の形態だけでなく機能も変化させてきたのです。

心臓の機能維持のメカニズムを発生学的、進化

学的に解析することにより、ヒト心疾患の発症原

因の解明や哺乳類での心臓再生を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

ヒト心疾患の解明へ 

動物発生システム研究室 

動物の形作りから学ぶ 
疾患と再生医療 
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研究のねらい 

現代社会に生きる私たちにとって、蔓延するストレスとどう

付き合っていくかはとても重要な問題です。ストレス過剰な

生活がつづくとさまざまな病気の原因となってしまいます。

私たちは、このようなストレスとどのように付き合っていけば

よいのでしょうか。動物細胞工学研究室では、神経細胞や

筋細胞を使って（1）ストレスが原因となっておこる病気のしく

みを理解し、予防や治療に結びつく技術を開発する、（2）細

胞のストレス適応のしくみを学び、私たち人間がストレスと

向き合うためのヒントを得る、を目標とした研究を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

実験材料となる培養細胞（左：高度発達型C2C12筋細胞、

右：神経モデルPC12細胞） 

 

受験生へのひとこと 

大学入学後、積極的かつエネルギッシュな生活を送ること

ができれば、本当に充実した４年間を過ごす事ができます。

まずは自分がやりたいことをしっかりと探してみましょう。そ

の中に、動物・ストレス・ホルモン・運動・栄養などがキー

ワードとしてあがってきたら、是非一緒に研究しましょう！ 

 

 

おもな研究テーマ 

１）神経細胞を使ったストレス研究 

「ストレス」は一般的にネガティブな意味で用いられ、事実、

細胞に悪い影響を持っていることが少なくありません。しか

し、細胞には恒常性を維持するための精巧な仕組みがあり、

このような「ストレス」を受けてもある程度までは柔軟に応答

することができます。近年では、逆に「ストレス」となりうる刺

激ではあっても、その刺激の頻度・強度によっては、細胞に

良い影響を与えることも多いことがわかってきました。私た

ちは、脳を構成する神経の細胞が、ストレスに対してどのよ

うな適応機構を持っているのか、また、細胞に良い影響を与

える「適度なストレス」とは何かを明らかにする研究を進め

ています。 

 

２） 培養細胞を使ったアンチエイジング研究 

現在の日本社会では、高齢になっても健康を維持できる方

法、すなわちアンチエイジング方法の開発が強く求められて

います。私たちは、骨格筋細胞や神経細胞の老化がどのよ

うにして起こるのか、また栄養や運動を通して老化を遅らせ

る方法はないかについても研究を行っています。 

 

 

 

 

 

 

実験風景（左：培養細胞の観察、右：マウスの飼育） 
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動物細胞工学研究室 

神経・骨格筋細胞の 
ストレス適応に学ぶ 



研究のねらい 

 近年普及してきた人間ドックと呼ばれる精密検査

を受けることで、私たちは自分の体の異常をいち早

く察知することができます。しかし検査に要する時間

や必要な機器は検査部位ごとに異なり、また体への

負担も少なからずあります。そこでヒトの体を極力傷

つけずにヒトの体内情報を得るための分析法の確

立を目指しています。主に血液や排泄物中に含ま

れる微量物質の構造、量を正確に測定することに

よって、様々な疾病を特定することができれば予防

や治療の両観点からも非常に有用となることが期待

できます。 

 

受験生へのひとこと 

 分析機器は私たち人類の英知の結晶だと思いま

す。その仕組みには人類が読み解いた基本的な化

学原理が必ず用いられています。様々な分析機器

の特徴を学び、それらを用いて「はかる」楽しさを感

じてもらえたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもな研究テーマ 

 当研究室では、主にラットやマウスの血液、糞便と

いった生体試料から様々な物質を効率的に選択抽

出するための抽出法の確立を目指すと共に、

LC/MS（液体クロマトグラフィー/質量分析計）を始

めとする精密分析機器を駆使して微量物質の定量

法の確立を目指しています。 

 例えば、肝臓で合成される胆汁酸は脂質の吸収

に必要不可欠ですが、大腸に存在する腸内細菌に

よって一部細胞傷害性の強い構造に変換されます。

そのような胆汁酸の大部分は糞便とともに排出され

ますが、一部は体内に吸収され血液に乗って全身

を巡ります。糞便、血液から汎用的な抽出法で胆汁

酸を取り出し、様々な胆汁酸量を測定すれば、大腸

内環境を始めとして体の胆汁酸関連代謝の状況を

把握することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラットの糞中に含まれる各種胆汁酸のLC/MSによる

一斉分析結果。ピークの大きさの違いは糞中におけ

る様々な胆汁酸の含有量の違いを示している。 

ワンポイント： 
質量分析計（mass spectrometry）という分析

機器は、物質の質量電荷比を測定する装
置で、物質量をはじめ物質の化学構造の情
報も得ることができます。さらに様々なクロ
マトグラフィー装置と組み合わせて使用する
ことで、試料中の物質を選り分けると同時に、
個別の物質情報を得ることもできます。近
年では、このような装置の組み合わせを用
いて網羅的解析を行うオミクス研究が盛ん
になってきています。 

(Hagio M et al. 2009) 
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生体試料分析化学研究室 

バイオマーカーの探索 



研究のねらい 

私の研究室では、植物のかたちをコントロールす植

物ホルモンの生理作用に関する基礎研究からバイ

オテクノロジー技術を応用して有用な植物を作り出

す応用研究まで幅広く展開しています。現在、2008

年に新しく発見したストリゴラクトンというカロテノイド

に由来する植物ホルモンの生理作用や生合成につ

いて調べています。 

 

受験生へのひとこと 

植物の栽培が好き、宝探しが好き、社会貢献につな

がる研究がしたいといった学生は是非いっしょに験

して議論しましょう。植物を研究材料にして、教科書

にのるような大発見をしよう、という強い意気込みを

持った学生を歓迎します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもな研究テーマ 

イネの葉の老化調節機構    

ストリゴラクトンという植物ホルモンが足りなくなると、

植物の枝分かれが増え、葉の老化が遅延すること

を明らかにしました。このとき、イネの種子収量にど

のような影響が現れるのか調べています。 

ストリゴラクトンの代謝調節機構 

植物ホルモンの量は、作られる量だけでなく、分解

される量も影響します。ストリゴラクトンの代謝に関

わる酵素の遺伝子はまだ見つかっていないので、最

初のひとつ目の遺伝子の同定を試みています。 

トマトの枝分かれ過剰突然変異体の特性評価 

ストリゴラクトンが欠損したトマトの変異体を世界で

始めて発見しました。今、果実の発達におけるストリ

ゴラクトンの役割について調べています。 

 

詳しい研究内容はホームページで

http://www2.toyo.ac.jp/~umehara/plant_biotechnolo

gy/Top.html） 

 

顔写真 

ストリゴラクトンの生合成経路 

ワンポイント：ストリゴラクトンって何？ 

高校の教科書にはまだ載っていませ
んが、現在ストリゴラクトンは植物ホル
モンのひとつとして認識されつつあり
ます。実は、この物質は根寄生植物の
種子発芽や共生菌の菌糸分岐など土
壌中ではたらく物質としても知られて
います。 
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植物生長制御研究室 

植物のかたちから学ぶ 
植物ホルモンの生理作用 

http://www2.toyo.ac.jp/~umehara/plant_biotechnology/Top.html
http://www2.toyo.ac.jp/~umehara/plant_biotechnology/Top.html


ミニコラム： 
「紫色」って？ 

 古来，神秘的・高貴
な色とされ、皇族しか
使えなかった紫色。こ
れは群がって咲く「ム
ラサキ（紫草）」を原料
としたことから名付け
られました。万葉集に
も、大海人皇子と額
田王の相聞歌をはじ
め、10首に紫草が登
場します。 

研究のねらい 
 独立栄養生物の植物は、生きていくために二次代
謝産物と呼ばれる、さまざまな有機化合物を作ってい
ます。人は、これらの植物種特異的な化合物を、医薬
品・化粧品・色素・香辛料などとして利用してきました。
さらには、さらには、これらの有用物質の生産性を向
上させることを目的として、紀元前より数多くの植物を
品種改良し、また、新たな植物資源の探索を行ってき
ました。しかしながら、近年の地球規模の生態系の悪
化により、植物の生育環境の破壊による資源枯渇が
問題となっています。 

 当研究室では、これらの貴重な植物資源を維持し、
その有用成分の効率的生産系を確立することによっ
て、ヒトの健康維持に貢献することを目的として、植物
バイオテクノロジーを取り入れた植物由来有用物質
生産制御について、天然物化学や植物生化学的観点
から研究を行っています。 

 
おもな研究テーマ 
1)  ムラサキ培養細胞における 
   赤色色素シコニンの生合成研究 
絶滅危惧植物に指定されているムラサ 
キは地下部に赤色色素シコニンを蓄積 
します。全世界ではじめて、植物バイオ 
テクノロジーによる有用物質の工業生産 
に成功したこの培養系を用いて、シコニ 
ン生合成過程やその調節・蓄積機構に 
ついて検討しています。 
 
2) アシタバにおけるプレニル 
  ポリフェノールの生産 

セリ科の健康食品であるアシタバには、生理活性物
質として黄色のプレニルカルコンを生産します。この
化合物は、脱分化した培養細胞系では生産できませ
ん。なぜ、植物組織を再分化しないと生産しないのか、
その仕組みについて調査しています。また、やはりア
シタバに含まれる生理活性プレニルクマリンについて
も、その生合成機構について検討しています。 
 
 
 
 

 

3) アブラナ科植物におけるストレス応答としての 
  ポリフェノール生産機構 

 アブラナ科植物は野菜として日々の食卓を飾ってい
ますが、虫害や病害など、さまざまなストレスに対して
二次代謝産物を生産します。それらのうち、苦味に深く
関係するとされるポリフェノールに着目し、「おいしい野
菜を食べるためにはどうすればいい？」をモットーに、
その生産とストレスとの関係について調べています。 

 
受験生へのひとこと 
 植物が毒薬として使われてきたことを知ってびっくり、
実はこれらの植物は医薬品として重要であると知って
二度びっくり。植物がなぜこれらの“薬”を作るのか知り
たくてこの道に入り、「動けない」「受動的な」生き物だと
思っていた植物という“生き物”が実はしたたかな生物
だった、ということを知ってまたまたびっくり。植物という
玉手箱、まだまだ“びっくり”のネタを隠しています。 

 「ホモ・ルーデンス（遊ぶヒト）」という表現は、オランダ
のホイジンガが提唱した言葉ですが、「遊ぶ」ことの本
質は「好奇心」です。「人類の持続的発展に貢献する」
ためにも、まずはヒトの本質を忘れるわけにはいきませ
ん。「なぜ、どうして」という知的好奇心を胸に、従属栄
養生物の代表として、植物という独立栄養生物の中の
宝探しを始めてみませんか？ 
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植物代謝工学研究室 

植物の機能性成分が 
生まれるしくみを知る 



研究のねらい 

地球上には、多くの生物が生きていくのに適さない

環境（高温の温泉、高濃度の塩水湖、アルカリ湖、

毒性物質が多量に存在する場所など）があり、極限

環境と呼ばれています。しかし、このような過酷な環

境で生育できる微生物が存在しており、極限環境微

生物と呼ばれています。私は、有機溶媒が多量に

存在する環境でも生育できる有機溶媒耐性微生物

に興味をもっています。また、産業に役立つ微生物

の酵素にも興味をもっています。 

 

受験生へのひとこと 

地球上には変わった微生物がたくさんいますが、 

この様な生物を社会に役立てたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血液中のコレステロール値の測定に使用できる酵

素（コレステロールオキシダーゼ）を生産する微生物 

 

 

おもな研究テーマ 

１）微生物の有機溶媒耐性のメカニズム 

大腸菌の有機溶媒耐性機構の解析を行っています。

大腸菌の有機溶媒耐性には、有機溶媒を細胞外に

排出するタンパク質が重要であることが知られてい

ます。当研究室では、新しい有機溶媒耐性メカニズ

ムを見出し、研究を進めています。 

 

２）有用酵素の探索と応用 

当研究室で発見したChromobacterium 属細菌DS-1

株由来のコレステロールオキシダーゼは、これまで

知られているコレステロールオキシダーゼの中で最

も耐熱性が高く、有機溶媒や界面活性剤に対しても

高い耐性を示すことが分かり、研究を進めています。 

 

 

顔写真 

実験に関係する写真 

ワンポイント：有機溶媒耐性菌の
いそうな環境 
有機溶媒耐性菌が生息していそうな自然界
はあまりないように思われるかもしれません
が, 例えば, カリフォルニア ロスアンゼル
スのRancho La Breaには, 約4万年前から粘

性の高い原油が地表に漏れ出している場所
があります。この原油は粘性の高いアスファ
ルトで、驚いたことに、そのアスファルトの中
にオイルフライ（Helaeomyia petrolei）と呼ば

れるハエの幼虫が生息しています。この幼
虫は、アスファルトに落ちてきた動物や昆虫
を捕食して生育しています。この幼虫の腸
内細菌から, トルエン耐性菌が分離されて
います。 
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応用生体触媒研究室 

医療や物質生産に役立つ 
極限環境耐性のバイオ 



研究のねらい（応用極限微生物学研究室） 

 極限環境の1つである高塩濃度環境で良好に成

育する微生物として、好塩性微生物および耐塩性

微生物の2種類の微生物が知られています。応用極

限微生物学研究室では、これらの高塩濃度環境に

適応した微生物を新たに探索し、広く産業活動に利

用することを目指しています。 

 基礎的な研究としては、新規微生物の分離および

「三角形平板状」という特異な形態を持つ高度好塩

性古細菌の形態形成機構の解明を目指しています。

また応用的な研究としては、好塩性・耐塩性微生物

を利用した高塩濃度条件下での産業廃棄物や廃

水・環境汚染物質の処理法の確立を目標として研

究を進めています。 

 

受験生へのひとこと 

 研究室は、不思議！なぜ？どのようにして？とい

う好奇心を共有する空間、いわば「知を求める者の

共同体」です。大学の研究では、学生も教員（研究

者）も共に「未知に挑み、学ぶ」探究者です。「生命

現象の不思議を解き明かしたい」、「おもしろさを共

に学びたい」という人にぜひ来てほしいと思っていま

す。 

 

 

 

  

 

 

 

おもな研究テーマ 

（1）新規極限微生物の分離および系統分類学的解

析 

（2）地下地層内の有用好塩性・耐塩性微生物の探

索 

（3）醤油もろみ粕の減量・再利用に関与する好塩菌、

耐塩菌に関する研究 

（4）工場廃水の微生物による浄化に関する研究 

（5）環境汚染物質を分解する微生物に関する研究 

（6）三角形平板状の形態を持つ高度好塩性古細菌 

Haloarcula japonica の形態形成に関する研究 

 

 

顔写真 

ワンポイント： 

 製薬企業の研究所で10年以上にわたり、
微生物・天然物由来の医薬品を探し続けて
きました。この間、常に驚かされてきたこと
は「微生物は計り知れない未知の力を秘め
ている」ということです。 
 高温・低温、アルカリ性pH・酸性pH、高塩
濃度、高圧力、有機溶媒、放射線などの過
酷な環境因子を示す極限環境に生息する
『極限微生物』も、そういった微生物の１つ
です。 
 その中には ’おむすび’のような三角形で
平べったい形で、飽和食塩水の中で生育
可能な菌もいます。このような極限微生物
が極限環境に適応した進化の過程やメカ
ニズムは、まだまだわからないことが一杯
です。 

 これから一緒に研究
し、新しい可能性を持
つ微生物を探してみま
せんか。新しい能力を
持つ微生物を創ってみ
ませんか。 
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応用極限微生物学研究室 

極限微生物で 
エコリサイクルシステムを 
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極限生命材料工学研究室 

耐熱酵素で産業分野に貢献 

研究のねらい 
 生物は、真核生物、細菌、アーキアの3つのグ
ループに大きく分類することができる。核がない
アーキアは、細菌と同じく原核生物に分類されるが、
DNA複製・転写・翻訳など極めて重要な過程に働く
酵素・遺伝子の多くは、真核生物に似た性質をもつ
不思議な存在である。アーキアには、高温、高塩濃
度や高い酸性度を示すような極限環境に生育する
ものが多くみられる。ぐらぐらと煮えたぎっている温
泉から特殊な微生物が単離されており、これらを超
好熱菌と呼ぶ。高温環境下では、普通の生物のタ
ンパク質は、ゆで卵のように茹であがって（変性し
て）しまうが、この微生物のタンパク質はそのような
環境ですばらしい機能を発揮する。超好熱菌はどう
して「超好熱性」なのか？この理由を酵素・遺伝子
のレベルで解析することによって、産業利用や医薬
品の開発といった可能性へとつなげていきたいと考
えている。また、原始の地球は、アーキアが存在す
る極限環境に近かったと考えられており、アーキア
を詳しく調べることは、生命誕生の源流にさかのぼ
り、生物進化の謎をひもとくことにもつながる。 
 

おもな研究テーマ 

1) 超好熱性アーキア由来DNAポリメラーゼBの機

能解析（高温での染色体の修復・維持） 

2) アーキア特異的修飾塩基アーキオシン生合成

酵素・遺伝子の解析（高温でのtRNAの構造維

持？） 

3) 超好熱性アーキア由来リバースジャイレース変

異株の表現型（高温での染色体の維持） 

                                        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
           T.kodakarensis由来リバースジャイレースの立体構造（予測） 

 
 
 

受験生へのひとこと 
 教科書には載っていない「未知」を明らかにする
ために研究しています。計画通りに進まないのは当
たり前です。すぐに結果がでるような研究はありま
せん。研究には失敗はつきものです。「未知」を「既
知」にするには根気が要りますが、やりがいを持っ
て打ち込むことができると思います。超好熱菌は
「生物進化の解明」と共に「耐熱性酵素の産業応
用」という二つの側面から注目されている微生物で
す。一緒に“HOT”な研究をしませんか？失敗を恐
れずに積極的な姿勢でチャレンジする方をお待ちし
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究室HP：http://www2.toyo.ac.jp/~higashibata/ 
 
 



研究のねらい 

我々の研究室のモットーは、「微生物を大好きにな

る！」「微生物をヒーローにする！」です。そんな微

生物は、地球のどこにでも存在しています。また、微

生物は、我々の生活でも、食品、飲料、エネルギー、

医療品など様々な場面で利用されています。そんな

微生物の新たなパワーを発揮することを手伝ってい

ます。 

 

受験生へのひとこと 

皆さんが「微生物は、私たちの生活でどのように利

用されていますか？」と質問された時、どの様に答

えますか？そんな時、「私は、○○な微生物を探し

て、将来、△△したいです！」という大きな夢を持っ

ている学生諸君、一緒に研究しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
極限環境微生物：高温、低温、高圧、高塩濃度、酸

性やアルカリ性のpH、そして高濃度の栄養素、極め

て低濃度の栄養素、有機溶媒、重金属などが存在

する環境下で生育する微生物 

おもな研究テーマ 

①「100％スクリーニング！」 

 現在、地球上に存在する微生物の９９％が未発見

であり、多くの生物資源が眠っています。そこで、彼

らを新アイデアで発見することに挑戦しています。 

②「宝物さがし！」 

 地球上には、深海や地殻内など未開拓な場所が

沢山あります。そのような場所から、我々の生活に

役立つ微生物（極限環境微生物）を発見することに

挑戦しています。 

③「実用化へ向けて！」 

（ⅰ）新発見からエコを目指して！  

 新エネルギーとして、バイオエタノールを生産する

ために、「糖化工程」における非食品系バイオマス

分解酵素産生微生物、「アルコール発酵工程」にお

ける高濃度アルコール耐性微生物の発見すること

に挑戦しています。 

（ⅱ）新発見から健康を目指して！ 

 我々が健康に生きていくために、様々なところで微

生物に助けられています。現在、新たな食品保存料

や医療への応用に向けて、新規バクテリオシンを産

生する乳酸菌を発見することに挑戦しています。 

 

 

ワンポイント： 
 極限環境微生物の産物するアルカリ酵素が洗剤 
酵素、消臭剤＆食品に包接剤としてシクロデキス 
トリンが用いられています。 
 実は、皆さんの生活に極限環境微生物が大いに 
関与しています。 
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極限環境生物資源利用学研究室 

未発見な微生物たちが 
活躍することを目指して 



研究のねらい 

 人為由来の化学物質が環境および生態系を汚染

し続けています。地球環境における化学環境の変

化は数万年単位で進んでいくものですが、人間活動

はその変化速度を数年単位にまで短縮しようとして

います。私は，おもにメダカを用いた化学物質の生

態リスク評価研究を始めとして、環境生態系および

生物進化への影響評価研究を行っています。 

受験生へのひとこと 

 環境科学研究は、私たちが環境との共生を図りつ

つ持続可能な開発と文明生活を営むために非常に

大切な学問分野です。とくに日本は美しい水環境を

維持している素晴らしい国柄です。地球の環境生態

系を維持するために一緒に研究しませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メダカを用いた分子毒性学研究および渡良瀬川流

域の生態系調査研究を行っています。 

おもな研究テーマ 

１） ナノマテリアルの生態リスク評価 

 成長するナノマテリアル国際市場で重要な銀ナノ

コロイドおよびカーボンナノチューブの生態毒性研

究を国際的に展開しています。 

２） 足尾銅山鉱毒事件が生態系進化与える影響 

 足尾鉱毒事件は，単なる重金属汚染問題ではなく、

流域に100年以上の化学環境圧を与えています。こ

れによって環境生物の個体群の遺伝的多様性が変

化を受けて生態系進化にも影響を与えた可能性が

あります。 

３） 地球温暖化が生態毒性応答に与える影響 

 地球温暖化による水温上昇が、化学物質の生物

応答に深刻な影響を与えることがわかっています。 

 

 

顔写真 

実験に関係する写真 

 
 
 
 
 
 

ワンポイント：柏田研での学生の生活 
 
AM08:30 教授室で昨日までの研究成果 
       についてディスカッション 
AM09:30 メダカの世話（とても大切） 
PM12:00 学食で昼食 
PM13:00 遺伝子発現影響実験のための 
       RNA抽出 
PM15:00 定量PCR装置にRNAをセットして 
       遺伝子発現解析を開始 
       （その間，環境調査から戻って 
       きた後輩たちとお茶） 
PM17:30 遺伝子発現解析終了 
       （データをPCに保管） 
PM18:00 英語研究ゼミに参加 
PM20:00 明日の実験準備をして帰宅 

渡良瀬川流域における環境生物調査 

渡良瀬川流域ウグイ調査 メダカ卵 

メダカ奇形研究 
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環境健康科学研究室 

化学汚染から 
地球の環境健康を守る 



研究のねらい 

 下水や産業廃水に含有する窒素やリン成分

は湖沼や海域の富栄養化の原因となります。

窒素やリンを生物学的に除去する技術、有用

菌を保持するための技術を研究しています。 

受験生へのひとこと 

 地球温暖化や環境汚染など地球環境の変化

が急激に生じています。将来に残す地球環境を

どう保全すべきか議論されている時代です。こ

の変化の時代を切り開いていく中心を担うのは

学生である君たちひとりひとりです。水環境保

全技術など「環境修復学」「水処理工学」などを

学ぶことにより、地球環境の生態系のあり方に

ついて考えてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒論生の実験装置(廃水の生物学的処理実験） 

リアクターに廃水を連続供給し処理する。水質を分析し、

速度論を解析する。成果をフィールドに適用する。 

 

おもな研究テーマ 

低温耐性を有する窒素処理技術 

 5℃でアンモニア性窒素を酸化処理（硝化処

理）する極限低水温耐性菌（硝化細菌）培養方

法を開発し、特許を出願しています。得られた

成果を浄水処理に活用し、東京都水道局から

受託研究を受け、浄水場での実用化を検討し

ています。 

省エネルギー型窒素処理技術の開発 

 下水処理場では生物学的に有機物や窒素を

処理しており、好気反応での多大な酸素供給エ

ネルギー（空気供給）を使用しています。今回、

窒素成分を省エネで分解除去するアナモックス

菌群の培養に成功し、処理システムを研究して

います。 

下水からのリン除去回収技術(下水道事業団共

同研究） 

 リンは今後枯渇する資源であり、下水や産業

廃水から回収再利用する技術開発が急務です。

リン蓄積菌を用いた生物学的リン回収技術を研

究しています。将来、本技術を用い、下水処理

場がリン回収などの有価物生産工場になること

が期待されています。 

顔写真 

環境工学研究室 

廃水 

リアクター 

制御装置 

学会発表・講演 
 平成26年度 17件 
 平成27年度 16件（学生の受賞1件）  
 平成２8年度 15件（学生の受賞2件） 
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生態系を利用した 
省エネ型水処理技術  



環境保健情報学研究室 

研究のねらい 
 食べ物や生活習慣、そして空気や水などの環境は、
われわれの健康や疾病と深い関係があることがわかっ
てきました。しかもこれらはお互いに複雑に絡み合って
われわれに影響を及ぼしているようです。 
 こうした複雑さを解きほぐし、何がどの程度影響を及
ぼしているかを明らかにすることで、疾病の成り立ちや
われわれの健康をかたち作る仕組みを解明して、健康
増進に役立てることを目標にしています。 
 

受験生へひとこと 
 身近なできごとについて「どうしてだろう」と好奇心を
持つことは科学への入り口ですが、科学とは直接関係
のない世界でも「どうしてだろう」と気づき、考え、解決
する力はとても大事です。「どうしてだろう」の気づき方、
その解き方を学んでもらえたらよいと思います。 
 

おもな研究テーマ 
１）ヒト、食物、環境の分析 

 ヒト血液・尿、食物、大気・水・土壌などに含まれる汚
染物質や栄養成分など化学物質の計測をします。濃度
の計測結果から、ヒトがどのくらいの量の化学物質を
摂取しているかを知り、それとヒト健康との関係を調べ
ます。 

 また、同位体分析という手法を使用して、体の中の化
学物質がどこから来たか、を調べるような先端的な生
体・環境分析を行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共同研究機関で使用している同位体比測定質量分析装置 

 

２）健康調査 

 人々の健康にかかわるさまざまな調査をします。質問
票を使用して健康状態や具合の悪いところを質問する
方法や、体の一部の長さや重さを計測する方法、血液
や尿をもらって、そこに含まれるホルモンや遺伝子レベ
ルの変化を計測することもあります。調べたい健康・疾
病に応じて、適切な方法を選択します。医師との共同研
究が不可欠です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 人間生物学の観点から、いまもっとも関心をもってい
るのは、ヒトの生殖にかかわることです。ヒトの精液の質
に影響を与える生活習慣、食、環境要因は何か、女性
の月経周期に影響をあたえるのは何か、などを調べて
います。 
 
３）リスク分析 

 研究や調査から健康や疾患に影響を与える要因が分
かったとしても、それがどの程度の影響を与えるのか、
心配する必要があるのかどうか、ということを、リスクと
いう概念を使って数量化して考えます。何が本当に問題
か、何に対策を講じる必要があるのか、を見極めること
を目的にします。 

新生児の肛門性器間距離（AGD）の測定：AGDは成人
後の生殖能力に関係がある？（水本ら, 2013より） 

AGDは男性ホルモン

の働きで長くなりま
す（男児の方が女児
より長い）。お母さん
が妊娠中に摂取し
た、男性ホルモンを
阻害するような化学
物質によって男児の
AGDが短くなること
がわかりました。 

生活・環境と健康を考える 
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顔写真 

私の興味 

 文明の発展に伴い人類は何度も公害問題に悩ま

されてきました。健康被害が出る前に化学物質の毒

性や汚染の程度を知ることはできないのでしょうか。

我々の研究室では、生体に対する化学物質の毒性

メカニズムを解明し、それを利用した検査方法を開

発することで、化学物質の危険性をより早く知ること

を目指しています。 

 

ひとこと 

 研究はパズルを解くような面白さがあり、世界中で

誰も知らないことを真っ先に知った時には大きな達

成感があります。そんな研究を東洋大で一緒にやっ

てみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光るダイオキシンの受容体を使った観察。ダイオキ

シンを細胞に暴露すると、受容体は核に集合する。 

 

現在の研究テーマ 

１) 酵母アッセイ系による環境科学物質の測定 

 操作が簡単な酵母を使い、野外で採取した環境サ

ンプルに含まれる化学物質の測定を行っています。 

 

２） ダイオキシン受容体の生理的作用の解明 

 ダイオキシンの受け手タンパク（受容体）はあらか

じめ人体に存在しており、何かの生理作用をしてい

ます。その本来の役割が何か、探索しています。 

 

３） 第三世代シークエンサーによるDNA付加体解析 

 化学物質の中で恐ろしいものの一つは、DNAを傷

つけ、がんを引き起こす物質です。最新の機器を

使って、DNAの傷を読み取る技術を開発中です。 

 
ミニコラム： 
 ダイオキシンは人が作り出した最強の毒物
だと言われています。ダイオキシンの受容体
には、タバコの煙に含まれるベンゾ[a]ピレン

という発がん物質も結合します。それでは、こ
の受容体にくっつく物質が全て毒性物質かと
いうと、そうでもない。たとえばジーンズの染
料であるインディゴもこの受容体に結合しま
すが、ジーパンをはいてる人はがんになりや
すい、という話は聞いたことがありません。実
は、ベンゾ[a]ピレンは体の中で解毒（代謝）

する途中で発がん物質に変わりますが、イン
ディゴは代謝されても安全な物質なのです。 
 それじゃあ、ダイオキシンは？というと・・・ 

ダイオキシンはヒトの体では代謝することが
できないので、ずっと体の中に残り続ける物
質であることが分かっています。 

処理前 

ダイオキシン処理後 
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細胞分子毒性研究室 

未知の毒性物質から 
人を守る 



元裕 

研究のねらい 
 地球上に生息するすべての生物は長い進化の歴
史の中で環境に巧みに適応してきました。そんな動
物たちは、一度環境変動が起こると、素早く生態や
行動を変化させて応答を見せます。そのため、動物
を細かく観察し、その生態を調べ上げていくことで、
今地球上で起こっている環境変動を迅速に察知し、
それが生態系に及ぼす影響を明らかにすることが
可能となります。 
 野生動物調査を通して、動物たちの魅力溢れる巧
みな生き様を目の当たりにするとともに、そこから得
られた結果を、環境問題の影響の将来予測や環境
保全活動に役立てていくことを目指しています。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様々な野外動物を研究対象にしています 
 

受験生へひとこと 
 道端を歩いていてふと気になる野生動物への小さ
な疑問は大きな科学的問いへの入り口です。身近
な、フィールドに出て、動物を調べることで動物の生
態や環境とのかかわり詳しく知ることが出来ます。 

 好奇心と野心と双眼鏡や釣り竿をもって、まずは
一緒に大自然に出かけましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おもな研究テーマ 

 当研究室では、陸地から海洋まで幅広い自然環境を
フィールドにして、野生動物の生態を調べます。私自身
の専門は主に海鳥を対象とした、動物行動学、海洋生
態学ですが、所属学生は自らの興味に従って、魚類・哺
乳類・鳥類など対象種を問わずテーマを主体的に決め
ています。 

 フィールド主義をモットーに、とにかくまず野外に出て
動物を観察することで、巧みな動物の生き様を見つけ
出すことを大切にしています。古典的な繁殖モニタリン
グや胃内容物分析の他、安定同位体分析や超小型動
物装着型ロガーを用いたバイオロギング調査、ホルモ
ン・汚染物質分析、系統地理学的解析など多岐にわた
る手法を積極的に取り入れた研究テーマに取り組んで
います。  
 
1）海洋環境変動等に対して海鳥の繁殖がどのような影

響を受けるのか？また、どのように行動的な応答を行う
のか？環境変動が将来的に生態系にどのような影響を
与えるか？ 
 
2）海鳥が3次元的に広がる広大な海でどのような戦略
をもって採餌行動を行っているか？ 
 
3）海鳥をサンプラーとして海洋生態系構造やサケや
ホッケなどの幼魚期の生態を解明する。 
 
5）利根川水系を中心とした外来魚食性魚類や鳥類の
生態解明と漁業被害の実態を評価する。 
 
6）都市に生きる小型哺乳類の生態を解明する。  
 
 東洋大学の周りに広がる群馬県の身近 
な自然の他、北海道・東北地方をはじめと 
した北日本の島嶼地域、また英国、米国、 
カナダの研究者と共同して、アラスカ、南 
極、スコットランドも研究フィールドとして 
精力的に野生動物研究を行っています。 
 
 

顔写真 
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野生動物の目から 
自然環境を見る 


