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2020 年度業務実績報告書 

提出日 2021 年 1 月 20 日 

 

１．職名・氏名  准教授・高橋 正和   

 

２．学位 学位 農学博士、専門分野 食品工学、授与機関 京都大学、授与年 1995 年 11 月 

 

３．教育活動 

(1)講義・演習・実験・実習 

①担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 食品化学（２単位） 2 年次生  

 

②内容・ねらい 

 食品分野における基礎知識を修得するとともに、日常生活で身近な食品への理解と判断力を

高めることをねらいとする。 

具体的には、食品の嗜好性機能(二次機能)や生体調節機能(三次機能)をになう機能成分の種

類・構造・化学特性について修得するとともに、食品の加工・保存中の成分変化、生理活性成

分の機能について、チーズ加工や甘味料・コピー食品開発・植物肉開発・デンプン老化防止法・

脂質酸化防止法・腐敗防止法などに関する具体的な実例を挙げながら紹介する。基本的な食品

成分の化学構造を理解し、食品加工や品質劣化における課題と解決法、食品機能成分の活用に

関する現状など、幅広く紹介する。 

 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

2020 年度は遠隔授業に対応するため、講義資料は PowerPoint file に一本化し、図表への出

典表記を徹底した。また PowerPoint file はオンデマンド型遠隔授業にも耐えるように、見やす

く改良し、最新情報を反映させた。出席管理のため、リアルタイム授業を 15回実施し、録画授

業形式は排除した（ZOOM 画面共有の録画 file は作成したが、再生閲覧による学生負担を回避）。

なお、授業の代わりにレポート課題を与えてオンデマンド型と称する形式は一切採用せず、授

業料に見合った教育サービスを学生が享受できるように意識した。 

講義で紹介する加工法や食品成分を利用した食品について、実物写真や図表を活用しながら

解説し、授業で登場する食品成分が、市販商品の原材料名欄に表記されていることを紹介する

ことで、化学成分名や構造の単純暗記ではなく、身近な食品への理解を高める工夫とした。ま

た毎回の授業で確認テストを実施し、各学生の理解度を把握するとともに、学習意欲の刺激と

理解度向上の一助とした。自主アンケート結果は、例年以上に好評であり、毎回楽しみにして

いる、非常にわかりやすい、などのコメントを受領した。 

なお本科目は、2015 年度より地域創生士認定に必要な選択科目（地域関連科目）となってお

り、15回目の講義にて福井県産農産物に関する機能性研究やその特徴・機能成分を活かした加

工品開発など、地域貢献研究の成果を最新情報も加味して紹介した。 

 

 

①担当科目名（単位数）  主たる配当年次等  

 栄養化学（２単位） ３年次生 

 



②内容・ねらい 

食品・栄養学分野における基盤を修得することを目的に講義内容を構成した。 

食品の栄養機能（一次機能）をになう五大栄養素と食物繊維について、健康維持における役

割や消化・吸収・代謝機構を解説。さらに食欲調節機構や生活習慣病の発症機構を栄養化学の

観点から講義している。そして総摂取カロリーと栄養バランス・微量栄養素の重要性（例：Ｐ

ＦＣバランス・ω-6/ω-3 脂肪酸バランス・ミネラル類・ビタミン類）の重要性を理解し、健康

維持に必要な「良質な食事」への理解、肥満防止や血中の中性脂肪・コレステロール・食後血

糖の適正管理の意義と具体的な対応策などについて、適切な判断力を身に着けることをねらい

とした。 

 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

遠隔授業に対応するため、講義資料を PowerPoint file に一本化し、図表への出典表記を徹

底した。また PowerPoint file はオンデマンド型遠隔授業にも耐えるように、見やすく改良し、

最新情報を反映させた。出席管理のため、できるだけリアルタイム授業を実施し、録画授業形

式は土曜・祝日のみとした（ZOOM 画面共有の録画 file を公開）。なお、授業の代わりにレポ

ート課題を与えてオンデマンド型と称する形式は、一切排除し、授業料に見合った教育サービ

スを学生が享受できるように最大の配慮を行った。 

 PowerPoint file には写真や図表を多用し、重要個所を赤字で示すなど、視覚的にわかりやす

くなるように工夫した。また毎回授業の最後に確認テストを実施し、各学生の理解度を把握す

るとともに、学習意欲の刺激と理解度向上の一助とした。自主アンケートでは、初めての遠隔

授業であったにも拘わらず理解しやすかった、全般に良かった、と好評であった。 

 

 

①担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 食品機能化学（２単位）大学院博士前期課程 オムニバス 

 

②内容・ねらい 

健康維持や生活習慣病の予防を目的として、多くの機能性食品が開発されている。本講義で

は、さまざまな食品機能成分の中でも、近年研究進展の著しい「機能性脂質」（ω-3 脂肪酸、

短鎖脂肪酸、共役脂肪酸など）をとりあげ、その化学構造と種類・健康増進効果（抗アレルギ

ー、抗酸化・抗炎症、抗肥満、脂質異常症改善、脳機能発達促進、抗うつ作用、精神疾患予防

作用など）に関する先端的な学習内容を修得することを目標としている。 

 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 いつでも遠隔授業に切り替えられるように、講義資料を PowerPoint file に一本化した。対

面受講生には PowerPoint映写、遠隔受講生には ZOOM画面共有して同時リアルタイムで解説。 

昨今、「機能性脂質」の重要性に関して新たな知見が多数解明され、注目度が高まっている。

そこで「機能性脂質」にフォーカスをあて、機能性脂質の「種類」・「生活習慣病予防作用」・「抗

炎症作用の作用機構」・「微生物や酵素を用いた製造法」・「腸内細菌に機能性脂質の生産」とい

った観点について、自身の研究成果も含めながら講義。他の教員の講義では（学部・院ともに）

「機能性脂質」に特化した講義は少ないため、特徴的な内容になっている。 

 

 

①担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 食品生化学実験（１単位） 3 年次生 オムニバス 

 

②内容・ねらい 

食品に含まれる抗酸化／抗炎症性化合物の定量法やバイオアッセイなど機能食品学分野の基

礎的実習を行う。化合物の抽出・定量、動物細胞アッセイを通じて、機能食品学分野の実験技

術を学ぶ。 

 



③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 前期に半分を遠隔授業形式で実施し、後期に残り半分を対面で実施した。前期は模擬実験を

行った想定で、写真や図表を活用したファイルを配信してレポート提出させた。質問に答える

ため、ZOOM による解説もおこない、さらにレポート作成に困っている学生の質問には、メー

ルなどで個別対応した。 

 前期は身近な各種茶葉からタンニンを抽出し、ポリフェノール含量を定量させる模擬実験で

あった。後期は実験器具を実際に使いながら、動物細胞を使った培養実験を実際に体験しても

らい、機能食品学分野で必要な実験技術を身につける機会になるように工夫した。 

 

①担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 分子機能科学演習（1 単位） ３年次生 オムニバス 

 

②内容・ねらい 

「食品生化学実験」の内容とリンクさせながら実施した。機能食品学分野の実験・学習内容に

ついて理解を深めるため、関連する課題とした。後期の対面授業では、班ごとのグループ討論

を含めて演習させた。 

 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 機能食品学分野の実験・学習内容について理解を深めるため、「食品生化学実験」で得られた

実験データに関連させながら、データ解析法・実験技術の原理に関する理解度を高められる演

習とした。特に、後期の対面授業では、グループ討論会用の課題を早めに与え、グループメン

バー同士のチームワーク力を、討論会の準備～実施を通じて高められるように工夫した。 

 

 

①担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 地域生物生産実習（１単位） ２年次生 オムニバス 

 

②内容・ねらい 

 研究現場や作物生産・食品製造現場など、生物生産に関する職場を見学することによって生

物生産技術がどのように地域社会で利用されているか、理解を深めることを目的としている。

具体的には、福井県畜産試験場への見学引率を例年担当しているが、本年度はコロナ対応のた

め試験場での受入れが不可能となったため、以前に撮影した畜産試験場の写真（若狭牛、ふく

いポーク、福地鶏など）を活用しつつ、福井県ブランド畜産物である若狭牛・ふくいポーク・

福地鶏などの開発意義など、福井県畜産試験場が地域社会において果たしている大きな役割を

口述し、理解を深めることを狙いとした。 

 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

本実習は、福井県公設試験場や県内民間企業の研究・製造部門を訪問・見学させることで、

机上学習では得られない地域現場の姿を学生に伝えている。県内就職希望生にとっては就職先

候補にもなりうるため、魅力的な職場が県内にあることを知る機会にもなっている。 

本年度はコロナ対応のため現場見学が不可能となったため、以前に撮影した畜産試験場の写

真（若狭牛、ふくいポーク、福地鶏など）を活用しつつ解説した。遠隔期間中の対応になった

ため、PowerPoint File を ZOOM で画面共有して解説した。 

福井県畜産試験場では見学時にウシなどを見学できるため、食品化学の授業で登場する牛肉

のうま味や牛脂の脂肪酸組成と関連付けるなど、授業関心度を高める方策としても活用した。 

 

 

①担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 専攻演習 （２単位） ４年次生 

 



②内容・ねらい 

 卒業論文研究の推進に必要な国内外の学術論文・英語文献の読解力を習得すると共に、また、

学術論文の内容を総括して発表する能力を身につけると共に、討論能力を養成する。さらに、

卒業論文研究の推進に必要となる科学的な思考力と解析力を養成する。 

 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 遠隔授業期間中は、ZOOM で接続による指導を工夫した。 

卒業論文のテーマに関連した学術論文を選んで読解させ、卒業論文研究の理解・推進に役立

てた。また学術論文の読解力を高めるため、英語力の養成に力を入れた。 

 

 

①担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 卒業論文 （８単位） ４年次生 

②内容・ねらい 

 未解決の課題について研究し、その成果を卒業論文にまとめる。様々な実験･解析技術だけで

なく、研究の進め方や思考力の基本を修得する。また、論理的な記述力や考察力、実験報告会

や卒業論文発表会における研究発表と質疑応答によってコミュニケーション能力やプレゼンテ

ーション能力を身につける。 

 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 日々の研究活動は、研究知識や技術・思考力・観察眼を身につけながら新しい研究成果を生

み出す事が第一目標である。 また同時に、協調性をもって研究活動を継続するため、教員-学

生間ならびに学生同士のコミュニケーション能力を養う機会でもある。 さらに定期的な実験

報告会では、プレゼンテーション能力が磨かれる。こうした研究活動の積み重ねによって、独

創的な研究成果を上げる能力が磨かれる。 なお学年最後の締めくくりとして卒業論文発表会

を行っており、他の専門領域の教員や学生を含む多数の聴衆の前で自身の研究成果を発表し、

質疑応答に応じることで、度胸と自信を身につけられるように工夫した。 日常の研究指導は

もとより、卒業論文の添削、卒業論文発表会のスライドおよび原稿の添削・発表練習会にいた

るまで指導にあたった。 

 

(2)その他の教育活動 

内容 

〇非常勤講師の依頼・窓口教員： 動物資源学 

〇小動物飼育棟 実験動物管理者：実験動物飼育状況の指導・監督 

〇クラブ活動顧問（サークル名称：「農業サークル」） 

 



４．研究業績  

(1)研究業績の公表 

①著書 

*1. “Biological functions of soyasaponins: The potential use to improve zinc nutrition” 

Taiho Kambe（責任著者）, Masakazu Takahashi（責任著者） in “Nuts and Seeds in 

Health and Disease Prevention”(2nd edition)(Victor R Preedy & Ronald Ross Watson 

Eds.) 22th April 2020, (ISBN: 9780128185537), Elsevier.  

【１本】 

②学術論文（査読あり） 

 

【０本】 

③その他論文（査読なし） 

 

【０本】 

④学会発表等 

*1. 「イネ品種ライブラリーを用いた -オリザノール高含有品種の探索ならびに原因遺伝子 

の解明」、メディカルライス協会第 1 回国際学術集会（東京）、2020 年 2 月、 

高橋正和、三浦孝太郎. （研究助成金受賞講演（招待講演）） 

 

*2. 「農産物に含まれる亜鉛トランスポーターZIP4 増強化合物の評価・探索」、日本農芸化学

会、2020 年度大会（福岡）、2020 年 3 月、大川楓佳、山内遥菜、金田啓太郎、杉本雅俊、

神戸大朋、片野 肇、高橋正和．（誌上開催に変更）． 

 

*3. “Identification of ZIP4 Protein Enhancing Compounds in Agricultural Food Resources 

   and Development of Rapid Purification Method with a Solubility-Based Separation.”  

  The 33rd Annual and International Meeting of the Japanese Association for Animal Cell 

Technology (Fuchu) (JAACT2020), 2020 November, Masakazu Takahashi,  

Haruna Yamauchi, Fuka Okawa, Masatoshi Sugimoto, Yoshito Kubo, Taiho Kambe,  

Hajime Katano.  

【３件】 

⑤その他の公表実績 

 

【０本】 

 

 

(2)科研費等の競争的資金獲得実績 

【学外】 

・科学研究費補助金（基盤 C）(2020～2022 年度) 研究代表者 

（研究期間中の直接経費総額：330 万円） 

・科学研究費補助金（基盤 B）(2019～2021 年度) 研究分担者 

（直接経費分担額：2020 年度 20 万円） 

・受託事業（ソバ・大麦の血糖値上昇抑制作用評価）(80 万円)）研究代表者 

・メディカルライス協会研究助成金(2020 年度)（100 万円）研究代表者 

 

【学内】 

・戦略的課題研究推進支援事業 (2020 年度) 研究分担者 

 

(3)特許等取得 

該当なし 

 



(4)学会活動等 

学会での役職など  

・日本農芸化学会学会誌 『Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry』 投稿論文査読委員 

・日本食品科学工学会中部支部運営委員 

・抗酸化・機能研究会評議員 

 

 

 

５．地域・社会貢献活動 

①国・地方公共団体等の委員会・審議会 

 

②国・地方公共団体等の調査受託等  

・令和 2 年度受託事業「ソバ・大麦の血糖値上昇抑制作用評価」（受託代表者） 

③（公益性の強い）NPO･NGO 法人への参加  

 

④（兼業規程で業務と見なされる範囲内での）企業等での活動  

・福井県食品加工研究所との共同研究 （2020 年度） 

・県内農家・企業との福井県産農作物の加工品開発 （2020 年度） 

・県内メーカーの技術相談（2020 年） 

⑤大学間あるいは大学と他の公共性の強い団体との共催事業等 

 

⑥公開講座・オープンカレッジの開講、社会人・高校生向けの講座など 

・令和 2 年度 前期公開講座「食品の機能成分と健康効果を活かす～食品機能を健康増進にとりい

れよう～」AOSSA 6F (開講予定日 6 月 20 日、6 月 27 日、7 月 4 日) 

※注：講座参加希望者の募集途上にて、コロナ禍のため開催中止。 

⑦その他 

 

 

 

６．大学運営への参画 

(1)補職 

 

(2)委員会・チーム活動 

・動物実験委員会委員 

・毒劇物管理部会 委員 

・生物資源学部 小動物飼育棟 実験動物管理者 

・生物資源学部 JABEE 自己点検書作成（分担者） 

 

(3)学内行事への参加 

・入試説明会（2020 年 8 月 4 日、勝山高校） 

・オープンキャンパス（2020 年 8 月） 

・生物資源学科 新入生歓迎会 2020 オンライン（2020 年 9 月） 

・生物資源学科 学科セミナー担当（2020 年 10 月） 

(4)その他、自発的活動など 

・少量危険物保管庫 管理者 

 

 


