
⽇本⼤学 ⽣物資源科学部
高機能性食品創出をめざす高機能性食品創出をめざす

NN..フードイノベーション拠点フードイノベーション拠点

NN. . フードイノベーションフードイノベーション 拠点拠点

・ 研究分野 ： 農畜水産資源の生産・加工・評価・流通

・ 特に連携したい分野 ： 機能性食品の評価・開発・商品化

日本大学生物資源科学部は、培った先進的な食品の加工、機能性・安全性評価の技術を
基盤として、地域農水産物や学内開発生物資源を原料とする新規食品の創製と食品イノ
ベーション人材の育成を目指しています。

食品イ ベ シ 貢献する私達 資源食品イ ベ シ 貢献する私達 資源

富士自然
教育センター

ＮＵＢＳ●

食品バリューチェインを食品バリューチェインを
考える多彩な考える多彩な研究者研究者

原料生産原料生産--加工加工--流通流通--消費消費

食品に関する食品に関する
多様な多様な教育体系教育体系

食品企業で食品企業で
活躍する活躍する卒業生卒業生

就職者の就職者の1/31/3以上が食品関連以上が食品関連

食品産業の担い手の卵食品産業の担い手の卵
在校生在校生75007500名名

食品イノベーションに貢献する私達の資源食品イノベーションに貢献する私達の資源

N. N. FOODFOOD
Innovation Innovation 拠点拠点

●
下田臨海
実験所

● ＮＵＢＳ●

食品研究を支える食品研究を支える研究開発インフラ研究開発インフラ

総合研究所総合研究所食品加工実習所食品加工実習所

先端食機能研究センター先端食機能研究センター
・動物実験施設・動物実験施設 （無菌マウス等を飼育）

・遺伝子組換え実験施設・遺伝子組換え実験施設 （P１～P2実験室）

・ 先端解析装置・ 先端解析装置
マクロアレイシステムマクロアレイシステム
ジェネティックアナライザジェネティックアナライザ などなど特徴ある食品技術（加工･試作･評価）と

研究開発機能（研究所 セ タ 等）

特徴ある保有技術特徴ある保有技術

機能性成分分析機能性成分分析

総合研究所総合研究所

高度な解析装置により幅広高度な解析装置により幅広
い研究が可能い研究が可能
・におい識別装置・におい識別装置
・・LCMS,/MS LCMS,/MS OrbitrapOrbitrap FTMSFTMS
・・DNADNAシーケンサシーケンサ
・ﾚｰｻﾞｰﾏｲｸﾛﾀﾞｲｾｸｼｮﾝ・ﾚｰｻﾞｰﾏｲｸﾛﾀﾞｲｾｸｼｮﾝ, , 
共焦点ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡共焦点ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡 などなど

食品加工実習所食品加工実習所

大学では唯一の大学では唯一のJASJAS
（日本農林規格）（日本農林規格）認定工場認定工場
昭和昭和1010年開設・昭和年開設・昭和3737年年
からのからの製造製造販売実績販売実績

新製造技術ノウハウと新製造技術ノウハウと
試作機能試作機能

研究開発機能（研究所･センター等）の
活用による食品イノベーションの推進。
地域連携の実践を通した人材育成の取り組み。
（本学部７学科２６名以上の研究者が参画）

機能性成分分析機能性成分分析

神奈川生まれ（2003年）
県西部で栽培
さわやかな酸味

カロテノイド 少
（βクリプトキサンチン）
ポリフェノール 多
（ナリルチン・ヘスペリジン）
神奈川県農業技術センターHPより

抗酸化成分を解析して機能性食品素材としての可能性を示す

湘南ゴールドとは・・・

湘南ゴールドの機能成分解析湘南ゴールドの機能成分解析

農 技
ナリルチン R1：H, R2: H
ヘスペリジン R1:CH3, R2: OH

中果皮にポリフェノールが も含まれる

ソーセージなど

高機能性食品へ
機能成分分析
生理機能性解析

湘南ゴールドの主要機能性成分の確認とその簡易分析法の確立を行った。
他の柑橘類と比べ、フラボノイド配糖体を豊富に含むことから、
抗アレルギー作用や抗炎症作用を持つ食品としての利用が期待される。

湘南ゴールドの主要機能性成分の確認とその簡易分析法の確立を行った。
他の柑橘類と比べ、フラボノイド配糖体を豊富に含むことから、
抗アレルギー作用や抗炎症作用を持つ食品としての利用が期待される。

ソ セ ジなど
多様な食品へ利用

本学部の食品加工実習所にて製造した「湘南ゴールド
ソーセージ」を学部祭にて販売し好評を得た。



・ 無菌動物・ノトバイオートを利用した研究無菌動物・ノトバイオートを利用した研究

生理機能解析生理機能解析

特定の腸内細菌を定着特定の腸内細菌を定着させたさせたノトバイオートマウスをノトバイオートマウスを
利用した抗感染・抗炎症モデルにおける利用した抗感染・抗炎症モデルにおける

食品成分の機能性評価食品成分の機能性評価

腸共生系の成立・維持機構の解明と腸共生系の成立・維持機構の解明と
免疫調節作用をもつ食品の評価免疫調節作用をもつ食品の評価
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・抗感染をめざした食品・抗感染をめざした食品

免疫系の

攻撃をかわす

・ 細胞培養系を活用した研究細胞培養系を活用した研究

(Bacteroides acidifaciens type A43) おける抗炎症作
用メカニズムの
解明

腸内共生菌 ・抗炎症をめざした食品・抗炎症をめざした食品（アレルギー炎症・炎症性腸疾患など）（アレルギー炎症・炎症性腸疾患など）

・消化・吸収を介した代謝制御と生活習慣病の予防・消化・吸収を介した代謝制御と生活習慣病の予防 などなど

機能維持または低下した機能修復

胃癌・腸炎を惹起する細菌感染による炎症を抑える胃癌・腸炎を惹起する細菌感染による炎症を抑える
タンパク質の発現系の開発タンパク質の発現系の開発

免疫応答調節細胞

有用タンパク質
の大量生産・
細胞機能調節

新たなタンパク質新たなタンパク質
療法の開発療法の開発

ガン・アレルギー性
疾患（アトピー、喘息
など）、炎症、膠原病、
過成長などの病態を
改善！

Foxp3 転写活性を有した細胞膜透過性
Foxp3の発現系確立に成功した！

His Foxp3

His Foxp3

MTM

MTMStabilon

HFM

HSFM

膜透過性
大腸菌発現系構築

アトピーや喘息に
役立てる予定！

タン ク質の発現系の開発タン ク質の発現系の開発

TIPE2
LPSシグナル伝達抑制能を保持した
細胞膜透過性TIPE2の発現系確立に
成功した！

炎症、癌、ピロリ菌
感染による胃癌、
骨吸収予防に
役立てる予定！

２種類の抗炎症タンパク質に細胞膜透過性を付与することに成功

天然資源中から有用

タンパク質発現・安定化
にかかわる成分の探索

Transcription factor DP‐1
isoform (Stabilon)

Pharicin B

タンパク質機能解明と
再生医療への応用

精製図

転写活性化能

分解耐性 LPS‐TLR4シグナル伝達の抑制

・ 新規特殊オリゴ糖新規特殊オリゴ糖 水産バイオマス資源・キチンを活用した特殊オリゴ糖の製造と

機能性オリゴ糖としての開発

・ ソバアルブミンソバアルブミン ソバアルブミンの血糖値上昇抑制作用の特性解明と利用検討

新規素材・食品開発技術新規素材・食品開発技術
サラミソーセージの色調に及ぼす

乳酸菌の影響

２種類の抗炎症タンパク質に細胞膜透過性を付与することに成功

・ シナモンシナモン シナモンのインスリン代替効果の発見。機能性食品としての

利用や抗糖尿病薬開発への応用を期待

・・ 乳酸菌を用いた食肉加工品乳酸菌を用いた食肉加工品 亜硝酸ナトリウムなどの発色剤の代わりに、乳酸菌を用いて製造した

色調・風味の良いソーセージを開発

・・ ニジマス魚醤ニジマス魚醤 静岡県富士宮産ニジマスを原料とする魚醤の開発を通じて地域貢献を目指す

・・ GCGC--MSMSとにおい識別装置によるにおい特性解析とにおい識別装置によるにおい特性解析

亜硝酸塩
添加

無添加 Lb. rhamunosus

GG

・・ 高分解能精密質量高分解能精密質量LCLC--MS/MSMS/MSによるオミクス解析と生物資源利用技術の高効率化によるオミクス解析と生物資源利用技術の高効率化

日本大学日本大学 生物資源科学部生物資源科学部 先端食先端食機能研究機能研究センターセンター
〒252‐0880 神奈川県藤沢市亀井野1866 
TEL/FAX：0466‐84‐3858 E‐mail:brs.sentan@nihon‐u.ac.jp
http://hp.brs.nihon‐u.ac.jp/~ffront ※ 共同研究を歓迎します


