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上加 裕子（農学部）
2003年
2003年
2008年
2008年
2008年

三重大学生物資源学部生物資源学科 卒業
九州大学大学院生物資源環境科学府 入学
同上 修了、博士（農学）取得
九州大学大学院農学研究院 学術特定研究者
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・
生物系特定産業技術研究支援センター 特別研究員
2009年 愛媛大学農学部 助教
2011年に長男出産、夫と共に松山市に在住、現在に至る

電気トラクタ試作機

稲や麦などの収穫機械であるコンバインの風選別部では、風の力
を利用して籾や藁屑等を分離しています。選別精度を上げるため、
適切な選別風速の制御技術が重要です（大学院時代から継続）。
この研究を通じて学んだ流体工学を利用して、耐風害対策の研
究、近年注目されている植物工場内の気流制御に関する研究
を行っています。

耐風害播種床形状の検討

北海道のてん菜畑の風害の様子

風洞での模型実験

低炭素社会実現に向けた世界的な流れの中で、農業生産現場にお
いても環境負荷低減が求められているため、農業機械のクリーン
エネルギー化が重要です。そこで、電気自動車やハイブリッド自動車のように、電動農業機械の
開発に向けた研究も始めました。

農業現場への農業機械導入に伴い、労働時間の大幅短縮や収量増加が
実現しました。
農業機械という分野は、応用研究。多くの外乱要因（対象作物・圃場
条件など）を含むので、なかなか理論どおりには行かないが、その原
因を探るのも魅力のひとつ。
理論（シミュレーション結果）と実験結果が一致したときは、最高！

愛媛大学農学部知的植物工場基盤技術研究センター

実験用風洞型チャンバ

風洞型チャンバ内の様子

植物工場の循環扇

小学生のころから算数や理科の実験が大好きでした。
中学の理科の授業で見たビデオ（遺伝子組換えのような内容だった）
を見て、農学部へ進みたいと思った。でも、今の専門は農業機械です
が･･･高校では、数学大好き！国語・社会苦手。何の迷いもなく理系
進学でした。
大学に入って遺伝子関係の分野に進みたいと思っていたが、生物をほ
とんど勉強しておらず授業がチンプンカンプン･･･自分で勉強してみ
ようと試みるがまったく頭に入らず･･･自分の好きな科目は数学・物
理と再認識。これを生かせる農業機械分野へ進む。
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垣原 登志子（教育・学生支援機構）
19○○年11月23日 誕生
大学卒業後、研究員、私大助手、
シュガーレディ株式会社（食品検査，商品開発）
第一製薬株式会社（試験研究）を得て、愛媛大学へ
2006年 愛媛大学農学部 助手
2007年 愛媛大学農学部 講師
2011年 愛媛大学教育・学生支援機構

①自然環境
最後の清流である四万十
川上流の広見川流域の濁水
問題、環境教育に取り組んで
います。
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食の安全を左右する「食環境」の要因（自然環境、食文化、
食のライフスタイル）を解明することを目的に研究を行って
います。
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Observation Period
濁度の経時変化
地元の小学生と合同で水質調査

②食教育
現在、食の乱れが問題になっています。大
学生の食に関する実態を把握すると共に、食
生活の改善を目指しています。
愛 媛 大 学（松山市）

③食用海藻の実用化
日本古来の食の保存技術
や技法を明らかにし、新しい
食用海藻の利活用について
研究を行っています。

団体の概要
■愛媛大学は、法文学部・教育学部・理
学部・医学部・工学部・農学部の６学部
と大学院７研究科からなる学生約１万人
を要する四国最大の総合大学です。

海藻（イギス属イギス）

愛媛大学は、自ら学び，考え，実践する能力
と次代を担う誇りをもつ人間性豊かな人材を社
会に輩出することを目標とし，地域の大学として，
地域に役立つ人材，地域の発展を牽引する人
材の養成に努めています 。

食育活動の内容
愛媛大学では、｢食育」を重要な教育課題と位置づけ、平成21年度より「食
育実践プログラム」を学部横断型で実施しています。
全新入生が必修科目「こころと健康」の中で食事バランスなどを学ぶ『正
しい食への誘いプログラム』と、食育の実践者を養成する『愛媛大学食育士
プログラム』を設置しています。
■『正しい食への誘いプログラム』
1年次は、必修科目「こころと健康」で食育の授業を行います。
2年次以降は、定期健康診断を含む年２回Ｗｅｂ上で健康状態と食事を
チェックし、食生活に問題のある学生に対しては、アドバイスを行います。
■『愛媛大学食育士プログラム』
｢愛媛大学食育士」は、愛媛大学
が独自に認定する資格です。
栄養学、生産・流通経済、循環
型社会、地域の食文化等に関する
幅広い知識に基づいて、食を総合
的に理解し、自らが作り、その大
切さを伝える(“知るｰ作るｰ伝え
る”)ことのできる人材を養成する
こととしています。

イギスの乾燥品

活動に間する問い合わせ先

企業と共同開発

イギス豆腐

住所：愛媛県松山市道後樋又10-13
電話：089-927-8293
ホームページアドレス：ehime-u.ac.jp/research/gp/education/shokuiku.htm

中国四国農政局

父が自家製の孵卵器を作製し、家で麹菌をつかって納豆や
味噌を作っていました。
子どもの頃、納豆や味噌ができる過程をみて、微生物に興
味を持ちました。

「何故？」「どうして？」と思っていることが少しずつ判って
きたとき、また自分自身でアイデアが浮かんだとき、楽しい
なと感じます。
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柿原 文香（農学部）
1974年
1974年～1988年
1988年～2007年
2007年～

愛媛大学大学院農学研究科修了
愛媛大学農学部文部技官(教務員)
愛媛大学農学部 助手
愛媛大学農学部准教授

ペラルゴニウム属植物の育種 特に、花色について
ペラルゴニウムは南アフリカ原産で、野生種は約３００種が知られ
ています。主にヨーロッパで育種が行われ、香料用(香りやハー
ブ)・観賞用(花・斑入り葉・変わり葉)として楽しまれています。栽
培品種の花色は、赤紫・赤・橙・桃・白などアントシアニン色素系
が主流で、黄色系の品種はそれほど作出されていません。野生
種には、薄い黄色の花を持つ種があります。その黄色色素は何
か？黄色色素を花弁に蓄積できないか？などを明らかにして、
黄色のきれいな品種が作れたらいいなと思っています。

ペラルゴニウム野生種の原生地（南アフリカ、ケープ地方）

交雑した種子から植物が成長して行くのを観察するのは感動です。
黄色花野生種

×

P. vinaceum

P.caroli-henrici

Ｆ１
栽培品種の花色の色々

黄色花野生種の種間雑種

黄色花弁をもつ野生種の間で交雑をしました。Ｆ１には変異が見られます。

黄色花野生種の花
黄色花野生種の花：同じ黄色でも微妙に違いが見られます

田舎育ちで、家がみかん農家だったせいか、子供の頃から植物採集をしたり、花を植え
たりして遊んでいた。

研究材料の蒐集や研究の発表などのために、外国に出かけるチャンスに恵まれたこと。
世界には色んな生活パターンがあり、色んな考え方がある。
常識とは何かな？と思うときがある。「世界中の人と仲良くしたい」の思いが強くなった。

胚珠培養を用いた種間雑種の作出

P×R

R×P

L×R

R×L

雑種になった胚(雑種胚)が成長の途中で死んでしまうとき、雑種胚を含んだ
胚珠を子房から取り出して人工的に育てます。
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河田 美幸(総合科学研究支援センター)
大分県出身
1993年
1997年
2003年
2003～2007年
2007～2010年
研究室配属の学生さんと。
日々熱心に卒業研究に取組んでいます

2010年9月 ～

大分県立大分雄城台高校卒業
千葉大学薬学部卒業
千葉大学大学院薬学研究院博士後期課程修了
博士号取得（臨床薬学）
国立感染症研究所細胞化学部 協力研究員
同志社女子大学薬学部
微生物薬品化学研究室 助教
総合科学研究センター樽味ステーション 特任講師

発酵食品やお酒の製造に使われる「酵母」や、私達ヒトを含む哺乳
動物由来の「培養細胞」を研究対象として、生命の維持に重要な
栄養源（アミノ酸・脂質など）を細胞内外に輸送する「トランスポー
タータンパク質」の機能に関する研究を行っています。

出芽酵母の顕微鏡像（明視野）

肝臓由来培養細胞のリソソーム（赤色部分）。
共焦点蛍光顕微鏡像

酵母細胞膜に存在するアミノ酸トランスポーターに緑色蛍
光蛋白質（GFP）を融合させ、発現させた。蛍光顕微鏡像

教科書に全ての答えが書いてあるわけではありません。
今はまだ世の中に知られていないこと・分かっていないことを解明していく作業に、ほんの一部でも自分
が関わることが研究の魅力だと思います。研究は上手くいかないことの連続ですが、思いがけない実験
結果や、結論が得られた時の「おっ！？」という喜びは何度味わっても良いものです。

地理が苦手だったからという消極的選択でしたが、高校化学の先生の授業が大変面白く、
化学が好きになりました。当時、「落ちない口紅」が発売され大ヒットしていたのもきっかけと
なり、化粧品開発も面白そうだ・・・という漠然とした思いで薬学部へ。化学・物理2科目選
択で薬学部を受験しました。しかし、大学で初めて接した生化学の分野に興味を持ち、こ
れが現在の専門分野につながっています。

アミノ酸分析計（細胞内のアミノ酸濃度を測定します）

液体クロマトグラフ質量分析装置（タンパク質の同定を行います）

遺伝子組み換え実験公開講座：
毎年夏休みに、高校生を対象とした実験公開講座を開催しています。
昨年度は34名の高校1～3年生に参加していただきました。詳細は
各高校生物担当の先生にお尋ねください（H24年度は8/2～3に開
催しました）。

中学・高校と吹奏楽部に所属し、1年約360日は練習。部活を引退後、ようやく勉強の大切さに気が付き慌てていました。
考える力の基礎となる知識はとても大切です。もっと早く気が付きなさいよ、と昔の私に言ってあげたい・・・

