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野生鳥獣肉と畜産副生物の有効活用を目的とした肉醤の開発 －特にエゾシカ肉とブタ腎臓の利用についてー 
【研究者】 舩津 保浩 博士（水産学） 
酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 肉製品製造学研究室 
【研究概要】 本研究ではエゾシカ肉とブタ腎臓の有効活用を目的として醤油醸造技術を利用
して発酵調味料（肉醤）を製造した。その結果、発酵法の選択によって肉醤の品質制御や主
原料の素材にかかわらず異臭のない良好な風味の製品の創出が可能であることが明らかとなっ
た。 

エゾシカは天然林・牧草地･畑への食害や車･列車との衝突事故の増加等様々被害をもたら
している。特有の獣臭があること等の理由から加工用途が少なく、幅広い加工技術の開発が求
められている。一方、家畜はと畜工程を経て部分肉や精肉となるが、血液や内臓等の畜産副生
物が生じる。欧州ではこれらはソーセージやテリーヌ等の材料に利用されているが、日本では食習
慣が異なるため利用度は低い。本研究では主原料に含まれる食肉タンパク質に着眼し、醤油醸造技術
を活用して発酵調味料に変換し、再利用する試みである（図1）。エゾシカ醤油では発酵法の選択によ
りうま味が強いタイプは麹のみ添加が、うま味は弱めで酸味が強いタイプは、麹と乳酸菌添加が、うま味の
他にクセを増すタイプは麹、乳酸菌及び酵母の添加が効果的であった（図2）。また、ブタ腎臓醤油は
主原料に強く感じられるアンモニア臭が製品では感じられ
ず、まろやかな風味であった（図3）。 

 

【応用分野】 
食肉整形時の端材 
主原料や副原料の混合物 
練製品製造ロス 
卵焼き製造ロス 
水産加工残滓 

【今後の展開】 
本法は発酵方法（麹の形状や種類、乳酸菌及び酵母添加）の選択により
製造業者の意図する多様な製品を得られる特徴がある。また、ブタの腎
臓のような原料処理時に手間のかかる尿管除去も必要でなく、比較的安
価で容易に製造可能である。さらに、本技術は低利用水産資源や食品ロ
スにも幅広く応用可能であり、環境負荷の軽減にも貢献できる手法であ
る。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町５８２番地  
TEL:011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 

6-6 
微生物発酵による道産機能性小果実搾汁残さの有効利用 
－ハスカップ、アロニア果皮への貴腐、マロラクティック乳酸および酵母発酵の応用ー 

【研究者】 山口 昭弘 博士（医学） 
酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 応用微生物学研究室 
【研究概要】 道産機能性小果実ハスカップとアロニアの未利用資源である搾汁残さ
(果皮)を，大学構内の植物材料から分離した貴腐菌，乳酸菌および酵母を組合
せ，それぞれの特徴を活かすことで，美味しく健康増進作用も期待できる新規の機能
性発酵食材を開発しています。 
背景︓本道を代表する機能性小果実ハスカップとアロニアの搾汁残さ(果皮)は，機能

性成分を高濃度に含む貴重な未利用資源で有効活用が求められています。 
目的︓貴腐菌(Botrytis cinerea)，マロラクティック発酵(MLF)乳酸菌および野生酵

母を用いて，搾汁残さから美味しい新規の機能性発酵食材を開発します。 
特徴︓高ポリフェノール下においても優れた発酵能を示す，大学構内の植物材料など
から分離した独自の保有菌株を用います。 
効果︓ハスカップ果実のpHは低い(<3)ですが，貴腐発酵により4.5附近まで上昇し，独特の風味醸成に加え酵母によるアルコール発酵が

可能となります。アロニア果皮は厚くザラザラとした不快な後味が残りますが，貴腐発酵により果皮が可溶化し滑らかな食感を与えると
ともに，刺激的な酸味のリンゴ酸がMLF乳酸菌によりまろやかな酸味の乳酸へと変換されることで食味も大きく改善されます。 

【応用分野】 
貴腐ハスカップ乳酸菌飲料 
貴腐ハスカップワイン 
貴腐アロニアMLF乳酸菌飲料 
貴腐アロニアMLFワイン 

【今後の展開】 
搾汁残さなどの未利用資源を微生物発酵により，食味，食感，保存性や
機能性を向上させる研究を行っています。大学構内で分離した独自の微
生物ライブラリーが利用可能です。様々な食材をご提供いただければ，
その特徴を活かせる微生物種および発酵条件を検討します。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町５８２番地  
TEL:011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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家畜および人獣共通感染症制御のための One Health疫学研究 －より良い意思決定のためにー 

【研究者】 蒔田 浩平（獣医学） 
酪農学園大学 獣医学群 獣医学類 獣医疫学ユニット 
【研究概要】 動物集団における感染症、また動物から人に伝播する感染症について、健康・経済・社会リスクをローカルあるいはグローバル、
かつ生態系を含めた俯瞰的視座で定量的・定性的に認識・予測し、問題解決方法の議論に貢献するOne Health疫学研究。 
国内外で幅広い課題に疫学を応用しているので具体例を示す。 

①タンザニアでは、医師・獣医師が連携し、人と動物双方で多く感染しているブルセ 
ラ病の制御方法を模索（写真１）。 

②2018年に国内で発生した豚熱（CSF）では、野生イノシシで感染が拡がる様
子を解析（図１）。 

③プラスミド上の耐性遺伝子で伝播する日本の豚におけるコリスチン耐性大腸菌に   
ついて、リスク評価を実施（図２・３）し、対策を提案。 

図１                     図２                   図３ 

 

 

 

 

 

【応用分野】 
JICA草の根事業でのウガンダ国酪農開発 
わが国の豚におけるコリスチン耐性大腸菌リスク評価 
感染症数理モデルを用いた牛白血病制御の検討 
アフリカ・東南アジアにおける食品衛生リスク評価 
アフリカ・東南アジアにおけるブルセラ病制御に関する研究 
わが国に狂犬病が侵入した場合の拡散シミュレーション 

【今後の展開】 
社会実装を常に念頭に置き、かつ質の高い研究の実施に努めています。
共同研究や問題解決のご希望があれば、どうぞご相談ください。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町５８２番地  
TEL:011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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ホタテ未低利用部位の有効活用に関する研究 －新たな天然調味料「ホタテ節」の開発・実用化― 

【研究者】 阿部 茂 博士（水産科学） 
酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 食品企画開発研究室 
【研究概要】 ホタテは北海道で最も漁獲される水産物であるが、貝柱以外は大部
分が廃棄されている。本研究ではこれら未低利用部位の有効活用を目的とし、生
殖巣（卵巣・精巣）及び外套膜（ヒモ）を用いた「ホタテ節」の製造技術の開発、
および実用化を行った。 
【ホタテ節の製造方法の確立】 
 従来の節類製造では加熱工程はボイル処理、焙乾処理は 2～4 週間行うが、ホ
タテ節ではうま味成分の損失と風味にえぐ味を生じることがわかった。製造方法を検
討した結果、スチーム処理へ変更することでうま味成分の保持と風味の改善に成功
した。また、焙乾処理は一回とし、残りの乾燥処理は冷風乾燥機を用いることでマイルドな燻煙臭ととも
にホタテの風味も感じられる製品となった。 
【ホタテ節の風味特性】 
完成したホタテ節はカツオ節や鮭節の4倍程度のうま味成分が含まれ（図1）、遊離アミノ酸組成も

グリシンやグルタミン酸が多いなど（図2）、従来の魚節とは異なる濃厚な風味を呈することが明らかとな
った。また、節類の中で唯一の卵巣精巣を原料としているために後味やコクが強く、貝類や白子のお吸い
物などの特性に近いことも明らかとなった。 
【応用分野】 
後味が強くコク味を出すことができます 
調味液の「幅や深み」を強化することができます 
用途例 スープ(特にラーメンスープやソバ出汁) 
ブイヨン(クラムチャウダーや海鮮スープ) 
和風だし（おでんのつゆ） 

【今後の展開】 
ホタテ節の後味の強さやコク味は精巣卵巣の核酸やオリゴ核酸がその風味の主成分と
考えていますが、未解明の部分も多いため今後も研究を続ける予定です。また、新し
い商品であるため用途開発や汎用性の拡大が必要と考えています。資源量は豊富（数
万トン）であるため安定生産が可能で、需要が増大した場合も対応可能です。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町５８２番地  
TEL:011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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エゾシカの疾患に関する病理学的研究 －肝蛭症を利用した胆管病変のメカニズム解析－ 

【研究者】  松田 一哉（獣医学） 
酪農学園大学 獣医学群 獣医学類 獣医病理学ユニット 
【研究概要】 エゾシカがどのような疾患に罹患しているのかを明らか 
にし、さらに、その病態について病理学的に解析しています。これによ 
り、エゾシカだけでなく、人や他の動物種での類似疾患にも応用可
能な、普遍的な病態メカニズムの解明を目指しています。 
これまでに実施してきたエゾシカの内臓の病理学的調査から、エゾ

シカは肝蛭症の罹患率が非常に高く、中でも、胆管上皮に病的な
変化が起きていることを明らかにしました（Journal of Veterinary 
Medical Science, 82: 135-138. 2020）。肝蛭とは反芻動物
の肝臓に寄生する寄生虫であり、人にも同様に感染します。今後
は、こうした胆管上皮の変化が、どのようなメカニズムで起きているのかを明らかにしたいと考えております。これは、人における肝蛭症はもとより、胆
石症や胆管癌の病態メカニズム解明にもつながる重要な研究課題と考えております。また、本研究はげっ歯類などのモデル動物ではなく、食肉
利用されるエゾシカの臓器を利用するため、動物福祉の面からも望ましい研究であると考えられます。 
【応用分野】 
エゾシカの疾病罹患状況と病態の解明 
安心・安全な食資源としてのエゾシカの活用 
病態解析モデルとしてのエゾシカの有効活用 
人や他の動物種における病態解明への応用 

【今後の展開】 
当方では、これまでに多数のエゾシカの病理学的調査を実施し、肝蛭症
を始めとする様々な疾患の病態解析を実施してきた経験があります。エ
ゾシカを取り巻く様々な事象の研究において、その健康状態・疾病解析
の面からのサポートが可能です。また、他の動物種においても積極的な
病態解析を実施しています。共同研究のお誘いをお待ちしております。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町５８２番地  
TEL:011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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ＬＣ－ＭＳ/ＭＳを用いた組織中のステロイドホルモン一斉分析 －質量分析計を用いた超微量分析― 
【研究者】 前田 尚之 講師  
酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 肉製品製造学研究室 
【研究概要】 
生体の生理状態や病態を把握するうえで血液中の各種ステロイドホルモンの濃度を知ることは重要である。また、血液のみならず生体各

種臓器中の薬物やその代謝物の濃度を正確に測定できるように新規処理方法を確立した。 
ステロイドホルモンは内的要因や外的な刺激に対応して主に精巣、卵巣、副腎、性腺や抹消内分泌腺から分泌され、血液によって標的

器官に運ばれ様々な生理作用を発現している。ステロイドホルモンの合成は，様々な酵素やタンパク質が関与しており、その存在量は微量
であることから合成過程や生体内動態やその役割については、いまだ解明されていないことが多い。生体内のステロイドホルモンは微量でもそ
の効果は大きく、わずかな変化においても生体に影響を及ぼす。そのため生体反応を観察する指標として有用である。また、臓器中に多く存
在する夾雑成分を除去するために、固相カラムを使用して精製する方法を開発した。これまでは水質や尿、血清、プラズマ、胆汁での報告
はあるが、この方法を用いることで、臓器中からの微量ステロイドホルモンの定量が可能となった。さらに、簡易で迅速に生体内の様々な微量
ステロイドホルモンの変化をモニタリングすることが可能となっている。 

 

 

 

 

 

      
【応用分野】 
・薬物動態の追跡及びそれに伴う生体反応調査 
・食品中残留ステロイドホルモンの調査 
・食品中残留農薬及び動物用医薬品の調査 

【今後の展開】 
LC-MS を用いて、生体内の微量ステロイドホルモンや薬物及びその代謝物を正確
に同時に測定する方法を用いることで、夾雑成分の多い臓器中から一度で同時に
ステロイドホルモンを高感度で測定することが可能です。よって、薬物の動態追跡や
それに伴う生体反応の調査や食品中残留調査に有用です。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地  
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 

肝蛭が寄生して肥厚した肝内胆管（矢頭）  肥厚・拡張した肝内胆管と 
その中に寄生する肝蛭  
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超音波検査を用いた新しい腎機能評価法 －非侵襲的かつ高感度な腎臓病診断を目指して－ 

【研究者】 華園 究 講師  
酪農学園大学 獣医学群 獣医学類 獣医放射線生物学ユニット 

【研究概要】 
非侵襲的な超音波検査法を用いてパルスドプラ法を腎動静脈血流波形と造影超音波検査法による Time Intensity curve からイヌ

リン・クリアランス試験に相当する新しい腎機能評価法の確立を目指す。 
犬猫の慢性腎臓病は特に高齢において問題となり不可逆的な疾患であるが、早期診断することでその進行を遅らせることは可能である。

臨床で一般的に用いられる腎機能検査は腎機能障害が進行した状態でないと検出が困難であり、腎機能評価のゴールドスタンダードのイ
ヌリン・クリアランス試験は複数回のイヌリン投与と複数回の採血が必要な上に長時間患者を拘束する。本研究ではイヌリン・クリアランス試
験を行って腎機能を評価した犬を対象とし非侵襲的な超音波検査法を用いてパルスドプラ法を腎動静脈血流波形と造影超音波検査法
による Time Intensity curve を描出し腎機能との相関性のある項目を探索している。 

 
 

 

 

 

      
パルスドプラ法による腎動脈血流波形       腎臓造影音波検査（造影前）        パルスドプラ法による腎静脈血流波形     腎臓造影音波検査（造影後） 
【応用分野】 
・慢性腎臓病の早期検出 
・左右の腎臓における残存腎機能の比較 
・心腎関連疾患の解明 

【今後の展開】 
本手法が確立されれば、煩雑なイヌリン・クリアランス試験を必要としないで高精度
に腎機能を評価することが可能となり、慢性腎臓病の早期検出の他、様々な腎
疾患の診断に応用できることが期待される。 

【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地  
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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農畜産物の取引手法の改善に関する研究 ー 産地における付加価値の取り込み － 

【研究者】 相原 晴伴 教授   

 酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類 農畜産物市場論研究室  
【研究概要】 
近年、農畜産物や食料の市場が大きく変化している。農家・農協による販売ルートや食品産業による仕入ルートが多様化している。 
こうした市場の変化に対応して、有利販売を行うためには、需要創出、販路開拓、需給調整といった取引手法をどのように改善したらよいか

を研究している。 
〇産地における農畜産物の販売においては、基本的には産地
化による大量販売が重要であり、消費者・実需者のニーズに対
応するためには、どのような産地体制の整備が必要かの分析を
行っている。とくに共同販売の仕組み、用途別販売のあり方に
重点をおいている。 
〇十分に差別化された製品であれば、ブランド化によって高価
格販売を目指すことができる。６次産業化による農産加工品の
開発によって有利販売が可能となる。   
【応用分野】 
・農畜産物の有利販売の実現 
・農産加工品の開発による販路開拓 
・６次産業化による地域活性化 

【今後の展開】 
・農家、農協などが、系統共販を中心としつつも、加工品の販売など、
部分的に独自販売をめざすときの戦略の策定に利用できる。 
・食品製造業において、原料の仕入の際に、産地とどのような関係を構
築するかの戦略の策定に利用できる。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地  
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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6-14 

店舗の無人化を支援する情報システムに関する研究 ー 無人コンビニや無人スーパーを支える情報技術と問題点 － 

【研究者】 三谷 光照 准教授  
 酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 流通情報システム研究室 
【研究概要】 
１．コンビニやスーパーなどの無人化店舗に使われる情報システムの要素技術に関する研究 
２．無人化店舗の仕組みから見えてくる道徳教育的問題に関する研究 
小売店での情報システムの利用によって省力化・省脳化が進み、店舗での省人化（無人化）

は着実に実用化されつつある。中国ではすでに営業段階にある無人コンビニ“Bingobox”、アメリカ
でも“レジのない”スーパー“AmazonGo”が開業している。無人化された店舗の入店から退店まで
の流れを図1に示す。買い回り中の客が手にする商品を正確に判別することが、無人化の基本であ
る。 
これらの無人化店舗を支える情報技術は、AI画像処理やRFID技術

などである。商品判別方式や決済方法、支払方法についてまとめた表を
図2に示す。店舗の無人化を完全なものにするには、電子タグや画像分
析の技術が必要になる。また、これら無人店舗では、従来の買い回り習
慣は大きく変わってくる。 
特に、画像分析での方法では、AmazonGoのPR動画にもあるよう

に、外見的にはまるで“万引き”のように見える。もし、無人化店舗を理解
していない（または理解できない）幼児・児童を連れて買い物すると、
『万引きして商品を手に入れる』と誤解する心配もあり、工夫が必要であ
る。 

【応用分野】 
・コンビニ／スーパー－レジの無人化 
 

【今後の展開】 
技術開発の進歩は利便性を高め、人手不足の改善をもたらしている。
その過程で取り残され解決されずに表面化してしまうであろう問題にひ
かりをあて、改善する手段をつくる。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地  
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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はっ酵バターの製造工程の改良による機能性付与への検討 

【研究者】  栃原 孝志 講師   
 酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 乳製品製造学研究室 
【研究概要】 
製造されるはっ酵バターの製造工程において、①はっ酵温

度、②エージング③スターター菌によって、製品に存在する脂
肪酸組成の変化を、特に共役リノール酸、そして、トランス脂
肪酸のうちバクセン酸量変化を分析し、脂肪由来の機能性
成分の蓄積の程度を検討した。 

人間が家畜の乳を利用する文化は、紀元前6000年に
はすでにあったといいます。世界に広く幾多もある乳製品のう
ち、主要な牛乳、ヨーグルト、チーズなどについても、私どもの研
究室で研究対象にしておりますが、このシーズ集においては、
日本におい 
てあまり広がりを見せない「はっ酵バター」について、私どもの研究室の研究
成果をご紹介します。                 
はっ酵バターとは、原料クリームに対し物理的衝撃（チャーニング）を与
え、脂肪塊を生成させる前に、乳酸菌スターターによってクリームをはっ酵さ
せるなどして、甘性（非はっ酵）バターとは異なる芳醇な風味を付与させ
たバターの１形態です。ある種のビフィズス菌をスターターとして用いること
で、はっ酵温度などの製造条件によっては、共役リノール酸量が高くなる可
能性を見出しました（日本農芸化学会2016年度大会(札幌)一般発
表）。 
本研究は、諸外国においてはポピュラーにもかかわらず、日本において導入された経緯から、今なおマイナーな存在である「はっ酵バター」とい

う食材を広く紹介し、消費を拡大させるための優位な点を
示すものとなり得ると考えられます。    

【応用分野】 
・油脂における機能性成分の分析 
・はっ酵バターの機能面における優位性の検討 
・新・乳食材の紹介 
・高油脂食品の再評価 

【今後の展開】 
この研究は、ビフィズス菌をクリームはっ酵用スターターとして用いるあまり
例が無い研究であって、この研究で注目した以外の脂肪酸の組成につ
いては、まだ未解明です。従って、共同研究などにより関心ある研究機
関との連携を希望します。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地   
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 

食品・農林水産・畜産 Food/Agriculture,Forestry/Animal husbandryent 
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6-16 

グローバル化時代における環境ガバナンス 

【研究者】 遠井 朗子 教授   
酪農学園大学 農食環境学群 環境共生学類 環境法研究室 

【研究概要】 
経済のグローバル化が進展する中、環境問題についてもグ

ローバルな中長期目標及び行動計画の下で、国内法政策
の改変が求められるようになった。地方公共団体及び市民の
役割も含め、国際法と国内法政策を統合する新たな環境ガ
バナンスのあり方を検討している。 
ガバナンスとは「ものごとを管理、運営していくためのルールの

体系」であり、ある目的をもって形成された目的志向的な秩序である。地球環境保護にかかわる国際協力もガバナンスと捉えられ、国際社会
の共通課題に対処するため、組織的に行われている統治においては、地方公共団体や市民、事業者の参加も重視されている。 
環境条約の国内実施プロセスを環境ガバナンスと捉えることで、国の法・政策との関係だけではなく、国際的な動向を踏まえた地域政策の

立案及び実施、官民パートナーシップによる課題解決、民間認証や越境的なネットワークによる情報共有がどのような効果をもたらし、新たな
価値を生み出すか、という点を明らかにすることができる。一方、目標実現のプロセスに焦点を当てることで、広範な行政裁量に対する組織法
的な側面からの統制、意思決定プロセスの民主的統制、財政的統制のあり方についても検討を行うことができる。 
【応用分野】 
・生物多様性条約・カルタヘナ議定書関係 
・希少種保存、野生生物の密猟・違法取引対策 
・世界遺産条約とローカルな価値 
・持続可能な森林管理と先住民族の権利 

【今後の展開】 
グローバルな目標設定と実施のプロセスは、政策統合を通して社会経
済システムの改変をもたらすための新たな統治の枠組みであるが、多様
なアクター間の相互作用を促進するためには、情報とネットワークが鍵と
なる。以上を踏まえ、豊かな自然に恵まれた北海道が環境ガバナンス
の先進地域として発展するための諸条件を検討することが可能であ
る。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地   
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp  

    

6-17 

ニホンジカの持続的な資源管理システムに関する研究 
ー 効率的捕獲、食肉衛生、アニマルウェルフェアに配慮した個体数管理の実現にむけて － 

【研究者】  伊吾田 宏正 准教授   
酪農学園大学 農食環境学群 環境共生学類 狩猟管理学研究室 
【研究概要】 
近年個体数が過剰に増加し、農林業被害等の人間との軋轢が問題となっているエゾシカを

モデルとして、安全で効率的な捕獲を推進していくための狩猟鳥獣管理システムを研究してい
る。欧米等の先進地の事例を参考にして、日本の状況に即した制度や人材育成のあり方を検
討している。 
現在ニホンジカの個体数管理は、農林業等の被害対策を主眼においた報奨金制度に依存

している。担い手である地域の一般狩猟者に捕獲された個体の多くは利用されることなく、廃棄
されている。 
このため、捕獲と死体処理に多大なコストがかかっている。そこで、資源利用が前提である英

国や米国など欧米の管理システムの実態を明らかにし、それを参考とした次世代の地域主体管
理のあり方について検討している。 
鳥獣保護管理法に基づく猟区制度を活用したエゾシカ管理事例を評価し、効率的で持続的な捕獲手法の確立を目指しており、また、衛

生的な流通管理を実現するためのタグ管理に基づいたトレーサビリティーシステムについて開発している。さらに、個体の効率的な管理および捕
獲のために、個体のテレメトリー追跡を行って、生息地利用や移動パターンを分析している。 
【応用分野】 
・衛生的な処理を施し、資源化することにより、地域が主体となった
持続的な管理システムが実現する。 

【今後の展開】 
廃棄が前提で捕獲されている個体が衛生的に処理され、タグ管理によ
りトレーサビリティーが確保されることにより、地域資源として活用され、
経済効果が期待される。 

【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地  
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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6-19 

動物眼球ならび眼球付属器における基礎研究 － 動物眼疾患における病態理解の向上を目的として － 

【研究者】 佐野 悠人 助教   
酪農学園大学 獣医学群 獣医学類 獣医病理学ユニット 
【研究概要】 
動物における眼疾患のさらなる病態理解の向上に必

要不可欠な、各動物種が有する眼球や眼球付属器
（涙腺・瞬膜・眼瞼）の特徴を明らかにするための基礎
研究を行っています。 
ヒト同様に、動物眼球においても多岐に渡る疾患が 
報告されています。それらの病態理解には、各動物種が有する眼球や眼球付属器における特

徴を明らかにし、基礎的知見を集積することが必要不可欠です。 
しかしながら、多くの動物種において、それらの特徴について明らかになっていないことも現状で

す。今までに本研究では、馬眼球について構成組織の特徴や分布する免疫細胞について特徴
を明らかにし、現在は加齢に伴う組織学的変化を明らかにすべく研究を行っています。 
また、眼球付属器については、馬と牛の涙腺における組織学的・免疫組織化学的特徴や加齢に伴う組織学的変化、さらには産生・分泌

物質の性質、分布や局在を明らかにする基礎研究を行っています。 
これらの基礎研究により、動物における眼疾患の病態を理解するための基礎的知見の基盤を構築し、様々な動物眼疾患の病態理解に

向けた応用研究への展開を目指しています。 

【応用分野】 
・動物眼疾患における病態理解 

【今後の展開】 
本研究による動物の眼球や眼球付属器における基礎的データの蓄積
は、眼疾患の病態を考える上で有用な基盤となり、さらなる眼疾患に
おける病態理解の向上が期待されます。 

【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地   
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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陸・湖沼・川・海とつながる流域生態系観測による一次産業と自然環境の共生 
ー 実践的環境教育による地方創生や人材育成も目指して － 

【研究者】 吉田 磨 教授   
酪農学園大学 農食環境学群 環境共生学類 環境地球化学研究室 
【研究概要】 
陸-湖沼-海は川で繋がり流域生態系を成している。流域内の農業や渡り鳥の生息地のような生物多様性保

全地域から出される環境因子が海洋に達して漁業に影響を与えている場合がある。そこでフィールド観測による一
次産業間の共生や生物多様性との共生を目指し、北海道の様々な地域で教育研究を行っている。また自然環
境を観光資源にして交流人口を増やすことで地方創生し、環境教育を通して地域の人材育成も行っている。 
農業からの影響だけを観測するのではなく、陸と海を統合し、農業の持続的発展と川・海環境の保全および漁

業との共存共生をはかる。また生物多様性の観点からラムサール条約登録湿地の保全は重要であるが、水鳥に
よる湖沼や湿地の富栄養化をフィールド観測によって評価する。 
地方では人口が急減少して近い将来消滅するマチも少なくない。そのため小中学校

等と連携を図りながら環境教育を実施する。子供たちがフィールド観測の方法や結果
を学ぶことで、地域が抱える環境問題を理解する。更に地域の自然環境を観光資源
と捉え、エコツーリズムや環境学修旅行等で交流人口を増やし地方創生につなげる。これらの活動を通じて環境配
慮型一次産業の在り方を考察し、環境による観光振興を行う次世代の人材を育成するとともに、環境教育を通して
大学の知を地域に還元し地域の発展に寄与する。 
本研究では、農業と漁業を環境で結び、フィールド観測の結果も交えて地域や次世代への持続的発展につなげる

環境教育へと応用させるところが独創的である。 
【応用分野】 
・海洋も含めた流域生態系の高精度フィールド観測 
・生物多様性保全と地球環境変動・変化の観測と解析 
・流域生態系観測による一次産業間の共生 
・自然環境を観光資源とする地域振興と人材育成 
・地域における実践的自然環境教育 
・子どもや大人の環境修学旅行による地方創生 

【今後の展開】 
北海道の様々な地域でフィールド観測を行い、地域の環境問題に向
き合ってきました。データを取り論文にするだけではなく積極的に地元に
還元し、結果を用いて次世代の子どもたちへの環境教育も行っていま
す。地域の子どもたちを育て、やがてその地域のリーダーとなって帰ってい
くことも推進しています。地域の貴重な自然環境を観光資源と捉え、
交流人口を増やす試みも行っています。そのため、地方創生や人材育
成にも貢献できる可能性があります。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地   
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 

河口-沿岸域における硝酸塩およびクロロフィル濃度の鉛直断面分布図 

食品・農林水産・畜産 Food/Agriculture,Forestry/Animal husbandryent 
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動物園水族館動物や野生種、エキゾチックアニマルに関する調査研究 
 － 野生動物の病院、検査、教育研究拠点、それがWAMC － 

【研究者】 浅川 満彦 教授   

酪農学園大学 獣医学群 獣医保健看護学類 獣医寄生虫病学ユニット 
【研究概要】 

One healthの具体的な研究分野である「野生動物（医）学」を社会基盤構築にする調査・研究・
啓発を行う。具体的には、１）野生動物（救護個体含）・動物園水族館（以下、園館）動物・エキ
ゾチックペット・特用家畜（ごく希に家畜・伴侶）等の感染症診断・予防・疫学、死因の解明など ２）野
生動物の生態解明（食性等） ３）野生動物（医）学・保全医学・自然史の基盤構築などを行って
いる。 

2004年4月、酪農学園大学野生動物医学センターWAMCは、文部科学省私立大学戦略的研究
基盤形成支援事業の一環として、大学附属動物病院（現・動物医療センター）構内に設立された。
WAMCは野生種のみならず、動物園水族館（以下、園館）飼育種、アルパカやダチョウなどの特用家畜、エ
キゾチックペットなどを対象に、上記「概要」で示した事象に関する諸活動を展開してきた。学群の課題研究や
博士学位論文などの指導では、１）野生動物（救護個体含）・動物園水族館動物・エキゾチックペット・特
用家畜（ごく希に家畜・伴侶）等の感染症診断・予防・疫学、死因の解明など、２）野生動物の生態解明
（食性等）、３）野生動物（医）学・保全医学・自然史の基盤構築など、医学、獣医学および保全生態
学の垣根を取り払った視点をテーマにしてきた。 

【応用分野】 
・事件現場に残された動物試料分析（獣医法医学） 
・園館飼育動物における寄生虫病診断 
・人獣共通感染症の予防・調査 
・One Health教育の実施 
・害獣相談 

【今後の展開】 
従来型の炎症マーカーに関する研究経験と臨床経験に基づき、それ
らを細分化しうるツールを見出した点に独自性がある。比較的シンプ
ルな方法によって検出を可能としたため、発展性・応用性が高い。 

【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地   
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 
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アルペンスキーによる運動介入が健康に与える効果の研究 
－アルペンスキーをすることで健康になれるか︖－ 

【研究者】 中里 浩介 准教授 
北見工業大学 工学部基礎教育系  冬季スポーツ科学研究推進センター 

【研究概要】 
冬期の北海道においては、降雪などの影響により夏期と同等の身体活動量を確保することは困難であ

る。さらに、北海道の小・中学生の体力は、全国平均と比べて低く、運動時間も短い。定期的な運動習
慣がない状態で成人になることで、将来的に成人病などのリスクが高まることが懸念される。これまでに、
65歳以上の高齢者を対象として、1日あたり 3.5時間、週 2～3回、12週間におよぶアルペンスキーに
よるゲレンデでの滑走で、心肺機能（最大酸素摂取量）、脚筋力パワーの向上に加え、血液データの
改善が見られたことが報告されている。アルペンスキーは国内外で多くの人々が余暇に興じるスポーツであ
るが、健康効果を実証した研究は高齢者を対象としたものしか報告されていない。そこで、小・中学生や
成人などの様々な年代を対象として、日常行っているゲレンデでのアルペンスキーの運動強度を明らかにす
るともに、アルペンスキーを用いた運動介入を行い、その健康に与える効果の立証を目指している。 

【応用分野】 
・心循環機能の改善 
・生活習慣病予防 
・降雪期の身体活動量の獲得 

【今後の展開】 
長期の運動介入を行える被験者 
共同研究者の募集 

【本研究に関する知的財産】 
該当なし 

【問い合わせ先】 国立大学法人北見工業大学 研究協力課 産学連携担当 
〒090-8507 北海道北見市公園町 165番地 
TEL︓0157-26-9153  E-mail︓kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp 
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三次元画像センサーを用いた非接触代謝能力推定 
最適な運動強度によるエクササイズを実現するヒューマンセンシング技術 

【研究者】 青木 広宙 准教授 

公立千歳科学技術大学 理工学部 電子光工学科 
【研究概要】 
これまで、代謝機能指標の算定には呼気ガス分析装置が用いられてきた。この装

置は、価格が数万円以上であり、一般的に普及していない。計測においては呼気収
集用のマスクをつける煩わしさがあり、マスク着用状態では自然に呼吸を行うことが難し
い。特に女性・高齢者・児童にとっては、強い抵抗感や負担感が生じるというデメリット
があった。 
これらに対して、当研究室では、三次元画像センサーを用いることで、胸腹部の三

次元形状を取得し、その体積変化から呼吸量の変動を非接触計測するシステムを
開発した。信号処理技術の応用により、運動中の大きく速い体の動きの中から呼吸にともなう小さなゆっくりとした動きを抽出する。運動中の
非接触呼吸計測は、世界初の試みである。この非接触呼吸計測技術を応用することで、対象者の代謝能力を推定することが可能であ
る。これにより、対象者にとって最適な運動強度（負荷）を算出することが可能となる。これらの研究成果は、運動する者ひとりひとりにとって
最適なエクササイズプログラムを提供する新しいエクササイズ支援システムの実現へとつながるものと期待される。 

【応用分野】 
・エクササイズ支援機器 
効果的なエクササイズプログラムを提供する新しいエクササイズ支援機器への
応用が期待される。エクササイズ時間の短縮や安全なエクササイズが期待さ
れ、国民の運動不足、高齢者のQOL増進などに貢献する。 
・リハビリテーション支援機器 
循環器・呼吸器のリハビリテーションにおける検査機器としての応用が期待さ
れる。拘束感がなく手軽な計測が可能であることから、高齢者・女性・児童
だけでなく呼吸機能が低下している患者への適用が可能である。 

【今後の展開】 

開発・研究パートナー、ライセンス先を募集 

【本研究に関する知的財産】 

特許 2012-163670 呼吸計測方法および装置 

【問い合わせ先】 公立千歳科学技術大学教育連携・研究支援課 
〒066-8655 千歳市美々758番地 65 
TEL︓0123-27-6044 E-mail︓kenkyu@photon.chitose.ac.jp 
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エミューオイルを利用した化粧品の開発 

【研究者】 丹羽 光一 教授（博士（獣医学））、伊藤 実 教授（博士（工学）） 
東京農業大学 生物産業学部 食香粧化学科 化粧の化学研究室 

【研究概要】 

当研究室ではエミューオイルの抗炎症作用、保湿作用のメカニズムを明らかにするとともに、その
特性を活かした化粧品開発に取り組んでいる。我々はエミューオイルの抗炎症機序を解明するた
め、培養マクロファージを用いてLPS刺激による炎症性反応に対する効果を調べた。エミューオイル
はLPS刺激によるサイトカインの産生を抑制したことから、抗炎症効果はマクロファージの機能抑制
によるものであることが示唆された。我々はまた、エミューオイルが美白作用を有することをメラノサイ
トを用いて確認し報告している。 

現在エミューオイルを高濃度に配合した洗顔剤、保湿剤の処方を開発中である。 

【応用分野】 

・化粧品、医薬部外品の素材 

・抗炎症効果 

・保湿効果 

【今後の展開】 

・エミューオイルを用いた化粧品の製造・販売に協力していただける
企業を探しています。 

【本研究に関する知的財産】 

― 
【問い合わせ先】 東京農業大学生物産業学部 食香粧化学科 化粧の化学研究室   担当︓教授 丹羽光一（博士（獣医学）） 

〒099-2493 北海道網走市八坂 196   
TEL︓0152-48-3841 

健康・ヘルスケア Healthcare 

培養マクロファージの TNF-α産生に対す
るエミューオイルの効果 
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