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１年次 ２年次 ３年次 ４年次

　グリーンバイオ・アグリイノベーションに関わる課題を発見する力、課題を解決するための知識・技術
を身につけるために、体系的なカリキュラムが構成されています。1・2年次に細胞分子生物学、ゲノム生
物学、生化学、遺伝学などの講義によって生物科学の基礎知識を学修します。分子生物学、分析化学など
の研究手法を身につける実験に加え、生物機能の活用方法を学ぶフィールド実習も始まります。3年次に
は、植物育種学、食品機能成分学、栽培管理学、食料安全科学などの講義科目によって、専門分野の知識
を深めます。3年後期からは応用生物科学科の研究室に所属し、4年次には教員によるマンツーマン指導の
もとで卒業研究に取り組み、大学院での研究や、実社会で活躍するための基礎を養います。
　植物を中心とした多様な生物の潜在能力を理解し、食料、生物資源の生産、都市型農業の振興、環境保
全などに活用できる能力を養うことで、食品や化学、医薬品、環境、農業、IT分野の企業や研究機関、官公
庁で活躍できる人材を育成します。
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就職・資格
Career / Qualification

応用生物科学科で学べること

取得可能な教職員免許状 
・中学校教諭一種免許状(理科)　・高等学校教諭一種免許状(理科･農業)

卒業生が取得できる免許資格 
・食品衛生管理者　・食品衛生監視員

卒業生が受験できる主な資格(受験年限短縮)
・甲種危険物取扱者
この他、下記の資格を得るための基礎知識を学ぶことかできます。

【国家資格】
・技術士(生物工学部門･農業部門)　・植物医師　等 
【民間資格】
・土壌医　・HACCP管理者　等

分析化学
　試料に含まれる物質の定性と定量をおこなう分析技術に必要な基礎的な知識と技術を
身につけるための2年次の講義科目です。測定値と分析値、化学平衡、溶解と濃度、酸
と塩基、酸化・還元、定性分析と重量分析、分子吸光と原子吸光分析、各種クロマトグ
ラフィー、質量分析と核磁気共鳴、試料調製や分析手順の設計を学びます。

バイオインフォマティクス演習
　大規模な情報処理に必要なバイオインフォマティクスの能力を身につけることを目標とする2年次の演習
科目です。公共データバンクの遺伝子情報・遺伝子発現情報・代謝パスウェイ情報の検索および活用方法
や、現在の応用生物科学で活発に用いられるようになった次世代シーケンサーのデータの解析を実践しま
す。さらに、分子系統樹の作成について複数の手法を比較して演習します。

細胞分子生物学A・B
細胞分子生物学A：生命の設計図である遺伝子(DNA)や、その産物であるタンパク質の
働きと制御機構を理解するための2年次の講義科目です。DNAの構造や複製の仕組み、
DNAから情報が転写されてタンパク質に翻訳される仕組み、そして、タンパク質が高次
構造を形成し、細胞内で輸送され、役目を終えた後に分解される仕組みを学びます。
細胞分子生物学B：細胞の起源、構造と働きを理解し、生命の仕組みを理解する上での
基盤を作ることを目標とする2年次の講義科目です。細胞の進化、各細胞小器官の構造
と機能、細胞外の構造(細胞壁、細胞間連絡)と機能について学びます。また、細胞生物
学を推進する上で必要不可欠な実験技術の原理を習得します。

植物病理学
　植物の病気の発生と防除の科学である植物病理学の基礎知識を身につけるための2年次の講義科目です。
植物の病気と病原体、感染と発病、発生と流行、病気の診断と管理、宿主寄生者間相互作用における特異
性、病原体の感染戦略、宿主植物の防御戦略などについて学びます。

バイオエコノミー論
　バイオエコノミーとはどのような概念かを理解する2年次の講義科目です。バイオエコノミーとは、化石
資源に依存した経済システムから脱却し、持続可能な循環型社会への構造転換を進める基本概念です。循環
型社会構築のための課題、解決方法、バイオエコノミーの波及効果などに関する知識と、社会へ発信する能
力を修得します。

フィールド実習A
　農学研究の基礎となる実験植物資源の育成、維持、増殖、評価を実践できるようになることを目標とする
2年次の演習科目です。附属の教育研究フィールドを使い、様々な農作物の栽培管理法(圃場管理、播種、移
植、農薬管理、病害虫雑草の管理など)と収量や品質(機能、食味、外観品質)の評価方法について実践的な
実習を行います。
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食生産科学副専攻
　応用生物科学科と獣医学部との共同プログラムです。食料の生産から消費に至る一連のフードシステムとリスク管理
を理解することを目的としています。海外生産地(オーストラリアやタイ)や、食品加工工場の視察などを含めた講義・
実習により、食の安全・安心を担うスペシャリストを育成します。

植物工場科学副専攻
　応用生物科学科と緑地環境科学科、工学部機械工学科との共同プログラムです。中百舌鳥キャンパス内にある植物工
場を活用し、農学的 知識と工学的知識を兼ね備えた技術者を育成します。中百舌鳥キャンパス内にある植物工場、そし
て国内の他の植物工場拠点における実習と講義を組み合わせて、実践的な教育を行います。
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応用生物科学科カリキュラムマップ(専門科目）

生物科学に関する基盤能力

●農学概論
●基礎生命科学

●応用生物科学概論
●応用生物科学英語

●基礎微生物学　●植物生理学
●遺伝学　　　　●分析化学
●バイオインフォマティクス演習
●生物統計学演習

●食品機能成分学
●食料安全科学
●HACCPシステム論
●応用生物科学インターシップ

●バイオビジネス論
●バイオインダストリー論

●バイオエコノミー論
●食品衛生科学
●食料流通論
●基礎動物生理学

●応用生物科学基礎実験C
●応用生物科学課題研究

●応用生物科学卒業研究
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●フィールド実習A・B
●応用生物科学基礎実験A・B

●機能ゲノム科学●細胞分子生物学A・B
●生化学
●ゲノム生物学
●代謝有機化学

大阪公立大学 農学部

応用生物科学科
Department of Agricultural Biology

食品・バイオ産業に関わる技術者としての能力

実験と実習

生物科学を分子レベルで捉える能力

食糧生産や環境保全に関する素養と能力

2017年度～2020年度 卒業生（156名）

進学
（博士前期課程）

63％

進学（博士後期課程）
13％

2017年度～2020年度 修了生（80名）

大学卒業生進路 博士前期課程修了生進路

その他
13％

その他 4％公務員
5％

農業関連企業
1％

公務員
14％

情報通信・
ソフトウェア 9％

農業関連企業
15％

化学・医療
化粧品 6％

化学・医療・化粧品
29％

食品
12％

食品
18％

用生物科学科では、生物の能力を遺伝子やタンパク質、代謝産物の働きに基づいて明らかにし、
社会に役立てることを目的としたグリーンバイオ・アグリイノベーションに関する研究・教育を行

います。生体分子から細胞そして個体レベルに至る生物機能を解明する最先端生物学、ゲノム編集や代謝
制御により未来の有用生物を創る分子農学・生物工学、中百舌鳥キャンパス内の植物工場・研究農場を活
用した食生産科学・革新的アグリサイエンス、そしてデータ科学を融合した研究・教育を行います。

応

免許・資格

https://www.omu.ac.jp/agri/undergraduate/agribio/https://www.omu.ac.jp/agri/undergraduate/agribio/ https://www.omu.ac.jp/

あなたが応用生物科学を学ぶことは
私たちの未来につながっています

講師　小川 拓水

准教授　尾形 善之

准教授　岡澤 敦司

准教授　岩田 雄二教授　小泉 望

教授　東條 元昭

教授　太田 大策

准教授　大江 真道

大阪公立大学 農学部

応用生物科学科
Department of Agricultural Biology

　就 職
(国)農業・食品産業技術総合研究機構，農林水産省，国土交通省，近畿地方整備局，大阪府庁，京都府庁，奈良県庁，大阪市役
所，大阪市教育委員会，(一財)化学物質評価研究機構，(一財)日本食品分析センター，奈良県立青翔中学・高等学校，(株)サカ
タのタネ，雪印種苗(株)，UCC上島珈琲(株)，キユーピー(株)，山崎製パン(株)，敷島製パン(株)，ヒガシマル醤油(株)，(株)
不二家，雪印メグミルク(株)，日本ハム(株)，万協製薬(株)，塩野義製薬(株)，小林製薬(株)，アース製薬(株)，新田ゼラチン
(株)，アドバンテック(株)，東レ・メディカル(株)，(株)ミリオナ化粧品，京阪ホールディングス(株)，阪急阪神ホールディン
グス(株)，住友商事マシネックス(株)，パナソニックインフォメーションシステムズ(株)，サンスター(株)，興和(株)，UHA味
覚糖(株)，味の素(株)，ハウス食品(株)，日本放送協会(NHK)　等 

※進路は大阪府立大学 生命環境科学域 応用生命科学類植物バイオサイエンス課程および博士前期課程の実績を示しています。

　進 学
大阪府立大学大学院(大阪公立大学大学院)，京都大学大学院，大阪大学大学院，名古屋大学大学院，奈良先端科学技術大学院大学

●土壌・植物栄養学
●植物育種学　　●作物学
●植物保護学　　●栽培管理学
●植物発生学　　●園芸生産学

●植物生態学
●環境植物昆虫学

●植物工場科学
●植物病理学
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応用生物科学科で学べること

分析化学
　試料に含まれる物質の定性と定量をおこなう分析技術に必要な基礎的な知識と技術を
身につけるための2年次の講義科目です。測定値と分析値、化学平衡、溶解と濃度、酸
と塩基、酸化・還元、定性分析と重量分析、分子吸光と原子吸光分析、各種クロマトグ
ラフィー、質量分析と核磁気共鳴、試料調製や分析手順の設計を学びます。

バイオインフォマティクス演習
　大規模な情報処理に必要なバイオインフォマティクスの能力を身につけることを目標とする2年次の演習
科目です。公共データバンクの遺伝子情報・遺伝子発現情報・代謝パスウェイ情報の検索および活用方法
や、現在の応用生物科学で活発に用いられるようになった次世代シーケンサーのデータの解析を実践しま
す。さらに、分子系統樹の作成について複数の手法を比較して演習します。

細胞分子生物学A・B
細胞分子生物学A：生命の設計図である遺伝子 DNA や、その産物であるタンパク質の
働きと制御機構を理解するための2年次の講義科目です。DNAの構造や複製の仕組み、
DNAから情報が転写されてタンパク質に翻訳される仕組み、そして、タンパク質が高次
構造を形成し、細胞内で輸送され、役目を終えた後に分解される仕組みを学びます。
細胞分子生物学B：細胞の起源、構造と働きを理解し、生命の仕組みを理解する上での
基盤を作ることを目標とする2年次の講義科目です。細胞の進化、各細胞小器官の構造
と機能、細胞外の構造 細胞壁、細胞間連絡 と機能について学びます。また、細胞生物
学を推進する上で必要不可欠な実験技術の原理を習得します。
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応用生物科学科カリキュラムマップ 専門科目）

生物科学に関する基盤能力

農学概論
基礎生命科学

応用生物科学概論
応用生物科学英語

基礎微生物学　 植物生理学
遺伝学　　　　 分析化学
バイオインフォマティクス演習
生物統計学演習
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機能ゲノム科学細胞分子生物学A・B
生化学
ゲノム生物学
代謝有機化学

生物科学を分子レベルで捉える能力

用生物科学科では、生物の能力を遺伝子やタンパク質、代謝産物の働きに基づいて明らかにし、
社会に役立てることを目的としたグリーンバイオ・アグリイノベーションに関する研究・教育を行

います。生体分子から細胞そして個体レベルに至る生物機能を解明する最先端生物学、ゲノム編集や代謝
制御により未来の有用生物を創る分子農学・生物工学、中百舌鳥キャンパス内の植物工場・研究農場を活
用した食生産科学・革新的アグリサイエンス、そしてデータ科学を融合した研究・教育を行います。
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植物病理学
　植物の病気の発生と防除の科学である植物病理学の基礎知識を身につけるための2年次の講義科目です。
植物の病気と病原体、感染と発病、発生と流行、病気の診断と管理、宿主寄生者間相互作用における特異
性、病原体の感染戦略、宿主植物の防御戦略などについて学びます。

バイオエコノミー論
　バイオエコノミーとはどのような概念かを理解する2年次の講義科目です。バイオエコノミーとは、化石
資源に依存した経済システムから脱却し、持続可能な循環型社会への構造転換を進める基本概念です。循環
型社会構築のための課題、解決方法、バイオエコノミーの波及効果などに関する知識と、社会へ発信する能
力を修得します。

フィールド実習A
　農学研究の基礎となる実験植物資源の育成、維持、増殖、評価を実践できるようになることを目標とする
2年次の演習科目です。附属の教育研究フィールドを使い、様々な農作物の栽培管理法 圃場管理、播種、移
植、農薬管理、病害虫雑草の管理など と収量や品質 機能、食味、外観品質 の評価方法について実践的な
実習を行います。
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食生産科学副専攻
　応用生物科学科と獣医学部との共同プログラムです。食料の生産から消費に至る一連のフードシステムとリスク管理
を理解することを目的としています。海外生産地 オーストラリアやタイ や、食品加工工場の視察などを含めた講義・
実習により、食の安全・安心を担うスペシャリストを育成します。

植物工場科学副専攻
　応用生物科学科と緑地環境科学科、工学部機械工学科との共同プログラムです。中百舌鳥キャンパス内にある植物工
場を活用し、農学的 知識と工学的知識を兼ね備えた技術者を育成します。中百舌鳥キャンパス内にある植物工場、そし
て国内の他の植物工場拠点における実習と講義を組み合わせて、実践的な教育を行います。

副
専
攻
紹
介

食品機能成分学
食料安全科学
HACCPシステム論
応用生物科学インターシップ

バイオビジネス論
バイオインダストリー論

バイオエコノミー論
食品衛生科学
食料流通論
基礎動物生理学

応用生物科学基礎実験C
応用生物科学課題研究

応用生物科学卒業研究

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
フィールド実習A・B
応用生物科学基礎実験A・B

食品・バイオ産業に関わる技術者としての能力

実験と実習

食糧生産や環境保全に関する素養と能力

あなたが応用生物科学を学ぶことは
私たちの未来につながっています

教授　東條 元昭

教授　太田 大策

准教授　大江 真道

土壌・植物栄養学
植物育種学　　 作物学
植物保護学　　 栽培管理学
植物発生学　　 園芸生産学

植物生態学
環境植物昆虫学

植物工場科学
植物病理学



Research

在学生インタビュー

　土に触れ、植物の声に耳を傾ける中で日々新たな発見
があることが、作物栽培の一番の魅力だと思います。私
は幼い頃から家庭菜園に親しんでおり、農業に興味があ
ったためこの学科に進みました。さらに3年生前期に自
宅で試行錯誤しながら夏野菜を栽培したことがきっかけ
で作物栽培の奥深さに惹かれ、栽培分野の研究を選びま
した。現在は土にすき込んで肥料とする「緑肥作物」に
着目し、化学肥料に依存しない栽培形態の確立を目標と
する研究を行っています。圃場での栽培は天気や気温な
どの自然条件も含めたさまざまな要因が複雑に関係して

応用生物科学科の研究研究 Pick Up

卒業生インタビュー

用生物科学科では、遺伝子組換え・ゲノム編集といった分子農学技術や、メタボロミクス(代謝物一斉分
析)・バイオイメージング・バイオインフォマティクスなどの最先端の研究手法を駆使した先端的生物科

学研究を展開します。また、完全人工光型植物工場や研究農場を活用し、革新的な生産技術の開発などグリーン
バイオ・アグリイノベーションに関わる研究を進めます。生物の能力を解明し活用することにより、食料の生産、
医薬原料・工業原料などの有用物質の発見と利用、都市型農業の振興、環境保全、食の安全・安心など、持続的
な社会の礎を築きます。

応

最先端の生物科学から植物工場・研究圃場における
革新的な生産技術まで幅広い研究を行っています

　 遺伝育種学研究グループ
　生物を遺伝的に改良して新しい品種を作るこ
とを育種と言います。世界中の植物種(多様性
の高い野生種・栽培種)をもとに、持続可能な 
農業と社会の役に立つ植物の育成を目指してい
ます。例えば、植物がDNA配列を変化させず
に環境の変化を次の世代に伝える「記憶」の仕
組み、「開花」の仕組み、交雑を妨げる「生殖
隔離」の仕組みなど、育種に関する様々な現象
について、バイオエンジニアリングや分子遺伝
学的な手法を使って研究しています。

　 植物栄養学研究グループ
　植物は土壌からミネラル(無機栄養素)を吸
い上げて育ちます。植物栄養学研究グループ
では、植物とそれをとりまく土壌微生物の持
つ巧妙なミネラル獲得・利用能力を、遺伝
子・トランスポーターなどタンパク質・細
胞・個体・フィールドにわたる幅広いレベル
で探求します。そしてミネラル獲得・利用能
力の高い作物の育種や新たな生産技術へ応用
し、持続可能な未来の農業・環境に貢献しま
す。

　 細胞分子生物学研究グループ
　細胞は生物の基本単位ですが、細胞が機能
する仕組み、生物を成り立たせる仕組みに
は、まだまだわかっていないことが多くあり
ます。細胞分子生物学グループでは、「細胞
から世界を読み解く」をキーフレーズとし、
動物・植物両方の細胞を研究対象として、細
胞の新しい機能を明らかにする研究を行いま
す。さらにその知見をもとに、植物・動物の
病気の発症の仕組みや、植物の生長の仕組み
を明らかにします。

　 園芸生産学研究グループ
　野菜や果樹など園芸作物は私たちの生活に欠くことのできない重要な作
物です。園芸作物は、圃場以外にもハウスや植物工場などの施設でも栽培
されます。栽培や加工方法を工夫することにより園芸作物の利用価値を高
めることができます。高品質・高付加価値な野菜や果物を安定して生産する
ための栽培技術や環境制御技術、園芸作物の貯蔵技術や加工利用技術な
どの開発を目指して研究します。

　 植物分子育種学研究グループ
　分子育種とは遺伝子組換えやゲノム編集な
どの遺伝子改変技術により新しい植物を開発
することです。しかし、分子育種により成長
を早めたりストレス耐性を付与したりして植
物の潜在能力を最大限に引き出すには、遺伝
子の働きについて分からないことがまだまだ
沢山あります。私たちは分子育種に役立てる
ことを念頭に、遺伝子の発現調節メカニズム
について分子生物学的手法を駆使してモデル
植物を用いた研究をおこなっています。

・有用遺伝子探索 ・バイオイメージング
・ゲノミクス・メタボロミクス ・バイオインフォマティクス

・遺伝子組換え ・ゲノム編集
・代謝制御 ・細胞ファクトリー

創る - 分子農学･生物工学 -

・循環型生産 ・資源の利活用
・スマート農業 ・植物工場

育む - 食生産科学 -

生物の力で未来を拓く

・バイオエコノミー
・バイオ産業の創出
・食資源の高付加価値化
・都市農業の振興
・食の安全安心
・食料安全保障

グリーンバイオ
アグリイノベーション

探る･究める - 先端的生物学 -

温度は生物にとって最も重要な物理量で
あり、細胞の働きも、環境温度の変化に
よって大きな影響を受けます。また、吸
熱や発熱を伴うさまざまな化学反応は、
細胞内の温度を局所的に変化させる可能
性があります。私たちは、細胞内の温度
を見る独自の技術により、温度という新
しい観点からさまざまな細胞の機能を理
解する研究を行っています。

蛍光温度プローブ（左）と、温度検出の仕組み。温度感受性ポリマー
（緑）は、低温で伸展し高温で自己凝集します。温度依存的なポリマーの
構造変化を、周囲の水分子の有無で蛍光強度が変化する蛍光性ユニット
（星印）の蛍光強度で読み取ります。

細胞内には1℃近くの温度差が存在する

私達が発見したホウ酸輸送体には吸収型
と排出型があります。これらが根の細胞
を囲む膜上で反対側に偏って局在するた
め、ホウ酸を根の内方向へ効率よく輸送
できます。偏るしくみなど、輸送体には
まだ謎がたくさんあります。

ミネラルが少なくても育つ作物を作る

植物の根にはミネラルを効率よく取り込むしくみがある

ウイルス感染は葉緑体異常を引き起こす

北極域に生息する
菌類から新奇なウイ
ルスを発見！

動物培養細胞の一部を拡大し、蛍光
温度プローブで細胞内温度を可視化
しました。細胞核およびミトコンド
リアと中心体付近では、細胞質の他
の部分と比較して高温を示しまし
た。細胞核と細胞質との温度差は平
均0.96℃、中心体付近と細胞質との
温度差は平均0.75℃であることがわ
かりました。

ホウ酸輸送体（トランスポーター）を
増やした遺伝子組換えシロイヌナズナ
は、ホウ素が少なくても実ります。現
在はアブラナ科作物への応用を進めて
います。
資源の枯渇が近づくリン肥料の投入を
減らすため、低リンに強いダイズの作
出も目指しています。

ウイルスに感染して発病した植物組
織を電子顕微鏡で観察したり、植物
の遺伝子発現を網羅的に調べること
で、ウイルス感染により葉緑体に異
常が起こって発病することが分かり
ます。

植物の根に与える培養液の組成を変化させたり、野菜の水耕と魚の養殖を
組み合わせるアクアポニックスを利用したりして、硝酸含量が低く、糖や
アミノ酸含量が高いレタスの生産を可能にしました。

次世代シーケンサーを用いたウイルスの網羅的検出
北極域に生息する菌類からRNAを抽出して、次世代シーケンサーで全ての
RNA塩基配列を決定することで、これまで見つかっていなかった菌類に感染
しているRNAウイルスを見つけることができます。菌類から見つかったウイ
ルスが宿主菌の環境適応にどのような影響を及ぼすのかも研究しています。

日本で生産されている多くのイチゴ品種は低温短日条件でしか花を咲かせ
ないため、夏季高温下での生産が困難です。人工光型植物工場で栽培環境
を高度に制御することで、高品質イチゴの周年生産を可能にしました。

中尾 和佳奈さん

いるため、何事も一筋縄ではいきませんが、その中で臨
機応変な対応や考える力が身につき、非常にやりがいが
あると感じています。

高校生へのメッセージ
　大学生活を有意義なものにするためには、勉強に限ら
ず興味のあることはとりあえずやってみるという前向き
な姿勢が大切だと思います。どんな経験も必ず何らかの
形で゙将来の自分に＋になると思うので、一歩踏み込ん
でさまざまなことにチャレンジしてみてください。

　現代の社会はエネルギーの大量消費によって支えられ
ており、エネルギー源である化石燃料の消費に伴う二酸
化炭素排出量の増加が、環境問題の最重要課題とされて
います。その問題に対して、二酸化炭素を利用して光合
成をする植物のゲノム情報を利用し、物質生産能力を最
大限引き出すことと、そのメカニズムを解明することを
目的とした研究を行っています。植物と言えば、食料や 
園芸目的での利用が一般的ですが、化石燃料に代わるエ
ネルギー源や化学製品の原料となる可能性を秘めていま
す。このように、1つの物事に対して複数の視点から見

磯部 一樹さん

ることで、今まで見えていなかった部分が次々と見えて
きます。このことが研究の一番面白い部分だと思いま
す。

高校生へのメッセージ
　勉強や研究に限らず、部活・サークル・アルバイト・
遊びなど、様々な方向にアンテナを張り巡らせ、関心を
持つことが充実した大学生活を送る上で重要なことだと
思います。

臨機応変な対応や考える力を身につける

ゲノム情報を利用し生物の能力を引き出す

　私は、2015年に農学部の前身の生命環境科学部を卒
業しました。卒業後は、奈良県庁に農学職員として入庁
し、2年間本庁で勤務した後、今は、県農業研究開発セ
ンターで勤務しています。担当は、イチゴやミョウガと
いった野菜類の試験研究です。学生時代は、実習や卒業
研究を通じて多くの時間を大学の研究農場で過ごしまし
た。現在の業務も、研究農場で過ごす時間が長く、学生
時代に養った知識と経験が大いに役立っています。

厚見 治之さん

高校生へのメッセージ
　本学科は先生と学生の距離が近いのが特徴です。共に
講義を受け、研究を進める中で、一生の友人もできま
す。素晴らしい環境で、農業の持つ魅力を感じて下さ
い。

　私は味の素ヘルシーサプライ株式会社で化粧品開発や
原料のデータの取得などを行っています。「味の素=食
品」のイメージかと思いますが、アミノ酸誘導体を化粧
品原料として販売しており、その原料特性を生かした製
品の開発や効果を日々研究しています。無限にある原料
から求められる
　使用感を再現し、安定性や防腐性などの課題をクリア
する処方の検討や生産方法の確立など、製品が完成する
までの苦労は少なくはないですが実際に店頭に並んでい
るのを見ると非常に嬉しいです。

吉川 凌香さん

高校生へのメッセージ
　バイオテクノロジーから栽培まで幅広い研究を行って
いることが非常に大きな魅力だと思います。将来の就職を
考えて専攻や研究室を選択することもよいですが、本当
に興味を持った研究内容で選択するのもよいと思います。
私も就職活動の際、専攻と関係のない化粧品業界への就
職は難しいのではと心配しましたがそのようなことはあり
ません。研究の仕方が身についていれが自分が目指す業
界・職種への就職は可能です。大変な事こともあるかと思
いますが、学生生活や研究を楽しんでください。

学生時代に養った知識と経験で地域を支える

研究の仕方を身につけて自分の目指す業界へ (味の素ヘルシーサプライ株式会社)
(2017年 博士前期課程修了）

(奈良県農業研究開発センター 育種科主任主事)
(2015年 学部卒業）

准教授　塩崎 修志 講師　古川 一 講師　和田 光生

　 代謝機能学研究グループ
　人類社会は、生物が代謝機能によって作り出した様々な物質を、エ
ネルギー資源や食資源として利用することで発展してきました。本研
究グループでは、メタボロミクスなどの高度な分析技術を用いて、多
様な遺伝子や酵素が担う未知の代謝機能の潜在能力を解明し、21世紀
の持続可能な社会の構築に貢献する研究と人材育成を目指します。

教授　太田 大策 准教授　岡澤 敦司 講師　小川 拓水

教授　稲田 のりこ 講師　深田 尚 教授　小泉 望 准教授　岩田 雄二

教授　横井 修司 講師　手塚 孝弘 教授　髙野 順平 講師　松村 篤

　 植物病理学研究グループ
　世界で毎年10億人分の食料損失をもたらす
植物の病気の防除が最終目標です。防除が難し
い土壌伝染性糸状菌と植物ウイルスによる病害
について基礎から応用まで体系的に研究してい
ます。病原体の同定・分類と生態解明、発病抑
止生物資材の開発、さらには発病メカニズムの
解明や病原微生物の有効利用法の開発など、最
新技術を駆使した研究を通して未来の植物医師
を育成します。

教授　東條 元昭 准教授　望月 知史

加熱

冷却

35℃

31℃

人工光型植物
工場でイチゴを
1年中安定して
生産する環境
制御技術を開
発する

培養液管理技
術を高度化し、
高品質なレタス
を生産する栽培
技術を開発する

ミネラル輸送のしくみ
教授　髙野 順平

植物ウイルスおよび菌類ウイルスの基礎研究
准教授　望月 知史

完全人工光型植物工場での野菜生産
講師　和田 光生

細胞内温度のイメージング
教授　稲田 のりこ

世界の耕作地の大部分は栄養素（ミネラ
ル）の欠乏や有害元素蓄積の問題を抱え
ています。肥料原料の枯渇の問題もあり
ます。そこで私たちは、植物がミネラル
を取り込むしくみを研究しています。私
たちは特に、ミネラル輸送体が細胞内で
適材適所に配置されるメカニズムの研究
で世界をリードしています。基礎研究の
成果を活かし、肥料を減らしても育つ作
物の育種にも取り組んでいます。

植物ウイルスが引き起こす農作物の病気
を「制御」することが私たちの研究の目
標です。そのために、ウイルスが感染し
た植物が病気になるメカニズムやウイル
スゲノムを人為的にデザインして病原性
をコントロールする研究を行っていま
す。また、菌類に感染するウイルスの探
索と菌類病防除への利用や植物ウイルス
を使って人の病原体の抗原タンパク質を
生産する研究にも取り組んでいます。

完全人工光型植物工場は、天候に左右さ
れない安定した野菜生産が可能なシステ
ムとして期待されています。しかし、生産
コストの低減、栽培品目の拡大、高品質化
や高機能化などまだまだ解決すべき課題
が多いのが現状です。日産1万株（レタス
換算）の大規模実証施設を有する植物工
場研究センターを活用し、企業との共同研
究を行い、新たな栽培技術，高度環境制御
技術の開発に取り組んでいます。

　 栽培管理学研究グループ
　作物を安定的に生産するためには利用する
作物の特性を十分に知ることが重要となりま
すが、加えて作物生産に利用する土地の環境
の違いを把握して、環境に適した作物の選択
や環境に応じた栽培管理が必要となります。
本グループでは降水、日射、温度、土壌、雑
草、共生生物などの種々の環境要因に対する
作物の応答反応を明らかにして、作物が最大
限のパフォーマンスを発揮できるような栽培
管理法や生育制御技術を研究します。

准教授　大江 真道 助教　簗瀬 雅則

　 機能ゲノム科学研究グループ
　ゲノムの理解に基づく研究は、生物の仕組みや成り立ちを解明し、
生物の改良を何倍にも加速できるため、現代科学の基盤となっていま
す。機能ゲノム科学研究グループでは、共生寄生による生物複合体
や、動植物の表面や内部に形成されている大規模な微生物集団の機能
に注目し、多様な生物集団に創発する新たな機能のゲノム科学的研究
を推進します。論理的思考とバイオインフォマティクスの習熟によ
り、様々な業界で活躍できる能力を養います。

教授　青木 考 准教授　尾形 善之 助教　津島 綾子

　 食料安全科学研究グループ
　遺伝子組換え作物に加えて、ゲノム編集技術
を含む新しい植物育種技術を利用した作物の実
用化が進んでいます。これらの新技術が社会に
受け入れられるためには、安全性に関わるデー
タの提供と消費者・生産者・事業者とのリスク
コミュニケーションが不可欠です。私たちは、
新技術を適用することで生じる植物の変化を主
に遺伝子や代謝産物の網羅的解析技術を用いて
評価するとともに、科学的根拠に基づいた安全
性の議論に役立てることを目指します。

教授　佐々木 伸大 准教授　山口 夕



Research

在学生インタビュー

　土に触れ、植物の声に耳を傾ける中で日々新たな発見
があることが、作物栽培の一番の魅力だと思います。私
は幼い頃から家庭菜園に親しんでおり、農業に興味があ
ったためこの学科に進みました。さらに3年生前期に自
宅で試行錯誤しながら夏野菜を栽培したことがきっかけ
で作物栽培の奥深さに惹かれ、栽培分野の研究を選びま
した。現在は土にすき込んで肥料とする「緑肥作物」に
着目し、化学肥料に依存しない栽培形態の確立を目標と
する研究を行っています。圃場での栽培は天気や気温な
どの自然条件も含めたさまざまな要因が複雑に関係して

応用生物科学科の研究研究 Pick Up

卒業生インタビュー

用生物科学科では、遺伝子組換え・ゲノム編集といった分子農学技術や、メタボロミクス(代謝物一斉分
析)・バイオイメージング・バイオインフォマティクスなどの最先端の研究手法を駆使した先端的生物科

学研究を展開します。また、完全人工光型植物工場や研究農場を活用し、革新的な生産技術の開発などグリーン
バイオ・アグリイノベーションに関わる研究を進めます。生物の能力を解明し活用することにより、食料の生産、
医薬原料・工業原料などの有用物質の発見と利用、都市型農業の振興、環境保全、食の安全・安心など、持続的
な社会の礎を築きます。

応

最先端の生物科学から植物工場・研究圃場における
革新的な生産技術まで幅広い研究を行っています

　 遺伝育種学研究グループ
　生物を遺伝的に改良して新しい品種を作るこ
とを育種と言います。世界中の植物種(多様性
の高い野生種・栽培種)をもとに、持続可能な 
農業と社会の役に立つ植物の育成を目指してい
ます。例えば、植物がDNA配列を変化させず
に環境の変化を次の世代に伝える「記憶」の仕
組み、「開花」の仕組み、交雑を妨げる「生殖
隔離」の仕組みなど、育種に関する様々な現象
について、バイオエンジニアリングや分子遺伝
学的な手法を使って研究しています。

　 植物栄養学研究グループ
　植物は土壌からミネラル(無機栄養素)を吸
い上げて育ちます。植物栄養学研究グループ
では、植物とそれをとりまく土壌微生物の持
つ巧妙なミネラル獲得・利用能力を、遺伝
子・トランスポーターなどタンパク質・細
胞・個体・フィールドにわたる幅広いレベル
で探求します。そしてミネラル獲得・利用能
力の高い作物の育種や新たな生産技術へ応用
し、持続可能な未来の農業・環境に貢献しま
す。

　 細胞分子生物学研究グループ
　細胞は生物の基本単位ですが、細胞が機能
する仕組み、生物を成り立たせる仕組みに
は、まだまだわかっていないことが多くあり
ます。細胞分子生物学グループでは、「細胞
から世界を読み解く」をキーフレーズとし、
動物・植物両方の細胞を研究対象として、細
胞の新しい機能を明らかにする研究を行いま
す。さらにその知見をもとに、植物・動物の
病気の発症の仕組みや、植物の生長の仕組み
を明らかにします。

　 園芸生産学研究グループ
　野菜や果樹など園芸作物は私たちの生活に欠くことのできない重要な作
物です。園芸作物は、圃場以外にもハウスや植物工場などの施設でも栽培
されます。栽培や加工方法を工夫することにより園芸作物の利用価値を高
めることができます。高品質・高付加価値な野菜や果物を安定して生産する
ための栽培技術や環境制御技術、園芸作物の貯蔵技術や加工利用技術な
どの開発を目指して研究します。

　 植物分子育種学研究グループ
　分子育種とは遺伝子組換えやゲノム編集な
どの遺伝子改変技術により新しい植物を開発
することです。しかし、分子育種により成長
を早めたりストレス耐性を付与したりして植
物の潜在能力を最大限に引き出すには、遺伝
子の働きについて分からないことがまだまだ
沢山あります。私たちは分子育種に役立てる
ことを念頭に、遺伝子の発現調節メカニズム
について分子生物学的手法を駆使してモデル
植物を用いた研究をおこなっています。

・有用遺伝子探索 ・バイオイメージング
・ゲノミクス・メタボロミクス ・バイオインフォマティクス

・遺伝子組換え ・ゲノム編集
・代謝制御 ・細胞ファクトリー

創る - 分子農学･生物工学 -

・循環型生産 ・資源の利活用
・スマート農業 ・植物工場

育む - 食生産科学 -

生物の力で未来を拓く

・バイオエコノミー
・バイオ産業の創出
・食資源の高付加価値化
・都市農業の振興
・食の安全安心
・食料安全保障

グリーンバイオ
アグリイノベーション

探る･究める - 先端的生物学 -

温度は生物にとって最も重要な物理量で
あり、細胞の働きも、環境温度の変化に
よって大きな影響を受けます。また、吸
熱や発熱を伴うさまざまな化学反応は、
細胞内の温度を局所的に変化させる可能
性があります。私たちは、細胞内の温度
を見る独自の技術により、温度という新
しい観点からさまざまな細胞の機能を理
解する研究を行っています。

蛍光温度プローブ（左）と、温度検出の仕組み。温度感受性ポリマー
（緑）は、低温で伸展し高温で自己凝集します。温度依存的なポリマーの
構造変化を、周囲の水分子の有無で蛍光強度が変化する蛍光性ユニット
（星印）の蛍光強度で読み取ります。

細胞内には1℃近くの温度差が存在する

私達が発見したホウ酸輸送体には吸収型
と排出型があります。これらが根の細胞
を囲む膜上で反対側に偏って局在するた
め、ホウ酸を根の内方向へ効率よく輸送
できます。偏るしくみなど、輸送体には
まだ謎がたくさんあります。

ミネラルが少なくても育つ作物を作る

植物の根にはミネラルを効率よく取り込むしくみがある

ウイルス感染は葉緑体異常を引き起こす

北極域に生息する
菌類から新奇なウイ
ルスを発見！

動物培養細胞の一部を拡大し、蛍光
温度プローブで細胞内温度を可視化
しました。細胞核およびミトコンド
リアと中心体付近では、細胞質の他
の部分と比較して高温を示しまし
た。細胞核と細胞質との温度差は平
均0.96℃、中心体付近と細胞質との
温度差は平均0.75℃であることがわ
かりました。

ホウ酸輸送体（トランスポーター）を
増やした遺伝子組換えシロイヌナズナ
は、ホウ素が少なくても実ります。現
在はアブラナ科作物への応用を進めて
います。
資源の枯渇が近づくリン肥料の投入を
減らすため、低リンに強いダイズの作
出も目指しています。

ウイルスに感染して発病した植物組
織を電子顕微鏡で観察したり、植物
の遺伝子発現を網羅的に調べること
で、ウイルス感染により葉緑体に異
常が起こって発病することが分かり
ます。

植物の根に与える培養液の組成を変化させたり、野菜の水耕と魚の養殖を
組み合わせるアクアポニックスを利用したりして、硝酸含量が低く、糖や
アミノ酸含量が高いレタスの生産を可能にしました。

次世代シーケンサーを用いたウイルスの網羅的検出
北極域に生息する菌類からRNAを抽出して、次世代シーケンサーで全ての
RNA塩基配列を決定することで、これまで見つかっていなかった菌類に感染
しているRNAウイルスを見つけることができます。菌類から見つかったウイ
ルスが宿主菌の環境適応にどのような影響を及ぼすのかも研究しています。

日本で生産されている多くのイチゴ品種は低温短日条件でしか花を咲かせ
ないため、夏季高温下での生産が困難です。人工光型植物工場で栽培環境
を高度に制御することで、高品質イチゴの周年生産を可能にしました。

中尾 和佳奈さん

いるため、何事も一筋縄ではいきませんが、その中で臨
機応変な対応や考える力が身につき、非常にやりがいが
あると感じています。

高校生へのメッセージ
　大学生活を有意義なものにするためには、勉強に限ら
ず興味のあることはとりあえずやってみるという前向き
な姿勢が大切だと思います。どんな経験も必ず何らかの
形で゙将来の自分に＋になると思うので、一歩踏み込ん
でさまざまなことにチャレンジしてみてください。

　現代の社会はエネルギーの大量消費によって支えられ
ており、エネルギー源である化石燃料の消費に伴う二酸
化炭素排出量の増加が、環境問題の最重要課題とされて
います。その問題に対して、二酸化炭素を利用して光合
成をする植物のゲノム情報を利用し、物質生産能力を最
大限引き出すことと、そのメカニズムを解明することを
目的とした研究を行っています。植物と言えば、食料や 
園芸目的での利用が一般的ですが、化石燃料に代わるエ
ネルギー源や化学製品の原料となる可能性を秘めていま
す。このように、1つの物事に対して複数の視点から見

磯部 一樹さん

ることで、今まで見えていなかった部分が次々と見えて
きます。このことが研究の一番面白い部分だと思いま
す。

高校生へのメッセージ
　勉強や研究に限らず、部活・サークル・アルバイト・
遊びなど、様々な方向にアンテナを張り巡らせ、関心を
持つことが充実した大学生活を送る上で重要なことだと
思います。

臨機応変な対応や考える力を身につける

ゲノム情報を利用し生物の能力を引き出す

　私は、2015年に農学部の前身の生命環境科学部を卒
業しました。卒業後は、奈良県庁に農学職員として入庁
し、2年間本庁で勤務した後、今は、県農業研究開発セ
ンターで勤務しています。担当は、イチゴやミョウガと
いった野菜類の試験研究です。学生時代は、実習や卒業
研究を通じて多くの時間を大学の研究農場で過ごしまし
た。現在の業務も、研究農場で過ごす時間が長く、学生
時代に養った知識と経験が大いに役立っています。

厚見 治之さん

高校生へのメッセージ
　本学科は先生と学生の距離が近いのが特徴です。共に
講義を受け、研究を進める中で、一生の友人もできま
す。素晴らしい環境で、農業の持つ魅力を感じて下さ
い。

　私は味の素ヘルシーサプライ株式会社で化粧品開発や
原料のデータの取得などを行っています。「味の素=食
品」のイメージかと思いますが、アミノ酸誘導体を化粧
品原料として販売しており、その原料特性を生かした製
品の開発や効果を日々研究しています。無限にある原料
から求められる
　使用感を再現し、安定性や防腐性などの課題をクリア
する処方の検討や生産方法の確立など、製品が完成する
までの苦労は少なくはないですが実際に店頭に並んでい
るのを見ると非常に嬉しいです。

吉川 凌香さん

高校生へのメッセージ
　バイオテクノロジーから栽培まで幅広い研究を行って
いることが非常に大きな魅力だと思います。将来の就職を
考えて専攻や研究室を選択することもよいですが、本当
に興味を持った研究内容で選択するのもよいと思います。
私も就職活動の際、専攻と関係のない化粧品業界への就
職は難しいのではと心配しましたがそのようなことはあり
ません。研究の仕方が身についていれが自分が目指す業
界・職種への就職は可能です。大変な事こともあるかと思
いますが、学生生活や研究を楽しんでください。

学生時代に養った知識と経験で地域を支える

研究の仕方を身につけて自分の目指す業界へ (味の素ヘルシーサプライ株式会社)
(2017年 博士前期課程修了）

(奈良県農業研究開発センター 育種科主任主事)
(2015年 学部卒業）

准教授　塩崎 修志 講師　古川 一 講師　和田 光生

　 代謝機能学研究グループ
　人類社会は、生物が代謝機能によって作り出した様々な物質を、エ
ネルギー資源や食資源として利用することで発展してきました。本研
究グループでは、メタボロミクスなどの高度な分析技術を用いて、多
様な遺伝子や酵素が担う未知の代謝機能の潜在能力を解明し、21世紀
の持続可能な社会の構築に貢献する研究と人材育成を目指します。

教授　太田 大策 准教授　岡澤 敦司 講師　小川 拓水

教授　稲田 のりこ 講師　深田 尚 教授　小泉 望 准教授　岩田 雄二

教授　横井 修司 講師　手塚 孝弘 教授　髙野 順平 講師　松村 篤

　 植物病理学研究グループ
　世界で毎年10億人分の食料損失をもたらす
植物の病気の防除が最終目標です。防除が難し
い土壌伝染性糸状菌と植物ウイルスによる病害
について基礎から応用まで体系的に研究してい
ます。病原体の同定・分類と生態解明、発病抑
止生物資材の開発、さらには発病メカニズムの
解明や病原微生物の有効利用法の開発など、最
新技術を駆使した研究を通して未来の植物医師
を育成します。

教授　東條 元昭 准教授　望月 知史

加熱

冷却

35℃

31℃

人工光型植物
工場でイチゴを
1年中安定して
生産する環境
制御技術を開
発する

培養液管理技
術を高度化し、
高品質なレタス
を生産する栽培
技術を開発する

ミネラル輸送のしくみ
教授　髙野 順平

植物ウイルスおよび菌類ウイルスの基礎研究
准教授　望月 知史

完全人工光型植物工場での野菜生産
講師　和田 光生

細胞内温度のイメージング
教授　稲田 のりこ

世界の耕作地の大部分は栄養素（ミネラ
ル）の欠乏や有害元素蓄積の問題を抱え
ています。肥料原料の枯渇の問題もあり
ます。そこで私たちは、植物がミネラル
を取り込むしくみを研究しています。私
たちは特に、ミネラル輸送体が細胞内で
適材適所に配置されるメカニズムの研究
で世界をリードしています。基礎研究の
成果を活かし、肥料を減らしても育つ作
物の育種にも取り組んでいます。

植物ウイルスが引き起こす農作物の病気
を「制御」することが私たちの研究の目
標です。そのために、ウイルスが感染し
た植物が病気になるメカニズムやウイル
スゲノムを人為的にデザインして病原性
をコントロールする研究を行っていま
す。また、菌類に感染するウイルスの探
索と菌類病防除への利用や植物ウイルス
を使って人の病原体の抗原タンパク質を
生産する研究にも取り組んでいます。

完全人工光型植物工場は、天候に左右さ
れない安定した野菜生産が可能なシステ
ムとして期待されています。しかし、生産
コストの低減、栽培品目の拡大、高品質化
や高機能化などまだまだ解決すべき課題
が多いのが現状です。日産1万株（レタス
換算）の大規模実証施設を有する植物工
場研究センターを活用し、企業との共同研
究を行い、新たな栽培技術，高度環境制御
技術の開発に取り組んでいます。

　 栽培管理学研究グループ
　作物を安定的に生産するためには利用する
作物の特性を十分に知ることが重要となりま
すが、加えて作物生産に利用する土地の環境
の違いを把握して、環境に適した作物の選択
や環境に応じた栽培管理が必要となります。
本グループでは降水、日射、温度、土壌、雑
草、共生生物などの種々の環境要因に対する
作物の応答反応を明らかにして、作物が最大
限のパフォーマンスを発揮できるような栽培
管理法や生育制御技術を研究します。

准教授　大江 真道 助教　簗瀬 雅則

　 機能ゲノム科学研究グループ
　ゲノムの理解に基づく研究は、生物の仕組みや成り立ちを解明し、
生物の改良を何倍にも加速できるため、現代科学の基盤となっていま
す。機能ゲノム科学研究グループでは、共生寄生による生物複合体
や、動植物の表面や内部に形成されている大規模な微生物集団の機能
に注目し、多様な生物集団に創発する新たな機能のゲノム科学的研究
を推進します。論理的思考とバイオインフォマティクスの習熟によ
り、様々な業界で活躍できる能力を養います。

教授　青木 考 准教授　尾形 善之 助教　津島 綾子

　 食料安全科学研究グループ
　遺伝子組換え作物に加えて、ゲノム編集技術
を含む新しい植物育種技術を利用した作物の実
用化が進んでいます。これらの新技術が社会に
受け入れられるためには、安全性に関わるデー
タの提供と消費者・生産者・事業者とのリスク
コミュニケーションが不可欠です。私たちは、
新技術を適用することで生じる植物の変化を主
に遺伝子や代謝産物の網羅的解析技術を用いて
評価するとともに、科学的根拠に基づいた安全
性の議論に役立てることを目指します。

教授　佐々木 伸大 准教授　山口 夕



Research

在学生インタビュー

　土に触れ、植物の声に耳を傾ける中で日々新たな発見
があることが、作物栽培の一番の魅力だと思います。私
は幼い頃から家庭菜園に親しんでおり、農業に興味があ
ったためこの学科に進みました。さらに3年生前期に自
宅で試行錯誤しながら夏野菜を栽培したことがきっかけ
で作物栽培の奥深さに惹かれ、栽培分野の研究を選びま
した。現在は土にすき込んで肥料とする「緑肥作物」に
着目し、化学肥料に依存しない栽培形態の確立を目標と
する研究を行っています。圃場での栽培は天気や気温な
どの自然条件も含めたさまざまな要因が複雑に関係して

応用生物科学科の研究研究 Pick Up

卒業生インタビュー

用生物科学科では、遺伝子組換え・ゲノム編集といった分子農学技術や、メタボロミクス(代謝物一斉分
析)・バイオイメージング・バイオインフォマティクスなどの最先端の研究手法を駆使した先端的生物科

学研究を展開します。また、完全人工光型植物工場や研究農場を活用し、革新的な生産技術の開発などグリーン
バイオ・アグリイノベーションに関わる研究を進めます。生物の能力を解明し活用することにより、食料の生産、
医薬原料・工業原料などの有用物質の発見と利用、都市型農業の振興、環境保全、食の安全・安心など、持続的
な社会の礎を築きます。

応

最先端の生物科学から植物工場・研究圃場における
革新的な生産技術まで幅広い研究を行っています

　 遺伝育種学研究グループ
　生物を遺伝的に改良して新しい品種を作るこ
とを育種と言います。世界中の植物種(多様性
の高い野生種・栽培種)をもとに、持続可能な 
農業と社会の役に立つ植物の育成を目指してい
ます。例えば、植物がDNA配列を変化させず
に環境の変化を次の世代に伝える「記憶」の仕
組み、「開花」の仕組み、交雑を妨げる「生殖
隔離」の仕組みなど、育種に関する様々な現象
について、バイオエンジニアリングや分子遺伝
学的な手法を使って研究しています。

　 植物栄養学研究グループ
　植物は土壌からミネラル(無機栄養素)を吸
い上げて育ちます。植物栄養学研究グループ
では、植物とそれをとりまく土壌微生物の持
つ巧妙なミネラル獲得・利用能力を、遺伝
子・トランスポーターなどタンパク質・細
胞・個体・フィールドにわたる幅広いレベル
で探求します。そしてミネラル獲得・利用能
力の高い作物の育種や新たな生産技術へ応用
し、持続可能な未来の農業・環境に貢献しま
す。

　 細胞分子生物学研究グループ
　細胞は生物の基本単位ですが、細胞が機能
する仕組み、生物を成り立たせる仕組みに
は、まだまだわかっていないことが多くあり
ます。細胞分子生物学グループでは、「細胞
から世界を読み解く」をキーフレーズとし、
動物・植物両方の細胞を研究対象として、細
胞の新しい機能を明らかにする研究を行いま
す。さらにその知見をもとに、植物・動物の
病気の発症の仕組みや、植物の生長の仕組み
を明らかにします。

　 園芸生産学研究グループ
　野菜や果樹など園芸作物は私たちの生活に欠くことのできない重要な作
物です。園芸作物は、圃場以外にもハウスや植物工場などの施設でも栽培
されます。栽培や加工方法を工夫することにより園芸作物の利用価値を高
めることができます。高品質・高付加価値な野菜や果物を安定して生産する
ための栽培技術や環境制御技術、園芸作物の貯蔵技術や加工利用技術な
どの開発を目指して研究します。

　 植物分子育種学研究グループ
　分子育種とは遺伝子組換えやゲノム編集な
どの遺伝子改変技術により新しい植物を開発
することです。しかし、分子育種により成長
を早めたりストレス耐性を付与したりして植
物の潜在能力を最大限に引き出すには、遺伝
子の働きについて分からないことがまだまだ
沢山あります。私たちは分子育種に役立てる
ことを念頭に、遺伝子の発現調節メカニズム
について分子生物学的手法を駆使してモデル
植物を用いた研究をおこなっています。

・有用遺伝子探索 ・バイオイメージング
・ゲノミクス・メタボロミクス ・バイオインフォマティクス

・遺伝子組換え ・ゲノム編集
・代謝制御 ・細胞ファクトリー

創る - 分子農学･生物工学 -

・循環型生産 ・資源の利活用
・スマート農業 ・植物工場

育む - 食生産科学 -

生物の力で未来を拓く

・バイオエコノミー
・バイオ産業の創出
・食資源の高付加価値化
・都市農業の振興
・食の安全安心
・食料安全保障

グリーンバイオ
アグリイノベーション

探る･究める - 先端的生物学 -

温度は生物にとって最も重要な物理量で
あり、細胞の働きも、環境温度の変化に
よって大きな影響を受けます。また、吸
熱や発熱を伴うさまざまな化学反応は、
細胞内の温度を局所的に変化させる可能
性があります。私たちは、細胞内の温度
を見る独自の技術により、温度という新
しい観点からさまざまな細胞の機能を理
解する研究を行っています。

蛍光温度プローブ（左）と、温度検出の仕組み。温度感受性ポリマー
（緑）は、低温で伸展し高温で自己凝集します。温度依存的なポリマーの
構造変化を、周囲の水分子の有無で蛍光強度が変化する蛍光性ユニット
（星印）の蛍光強度で読み取ります。

細胞内には1℃近くの温度差が存在する

私達が発見したホウ酸輸送体には吸収型
と排出型があります。これらが根の細胞
を囲む膜上で反対側に偏って局在するた
め、ホウ酸を根の内方向へ効率よく輸送
できます。偏るしくみなど、輸送体には
まだ謎がたくさんあります。

ミネラルが少なくても育つ作物を作る

植物の根にはミネラルを効率よく取り込むしくみがある

ウイルス感染は葉緑体異常を引き起こす

北極域に生息する
菌類から新奇なウイ
ルスを発見！

動物培養細胞の一部を拡大し、蛍光
温度プローブで細胞内温度を可視化
しました。細胞核およびミトコンド
リアと中心体付近では、細胞質の他
の部分と比較して高温を示しまし
た。細胞核と細胞質との温度差は平
均0.96℃、中心体付近と細胞質との
温度差は平均0.75℃であることがわ
かりました。

ホウ酸輸送体（トランスポーター）を
増やした遺伝子組換えシロイヌナズナ
は、ホウ素が少なくても実ります。現
在はアブラナ科作物への応用を進めて
います。
資源の枯渇が近づくリン肥料の投入を
減らすため、低リンに強いダイズの作
出も目指しています。

ウイルスに感染して発病した植物組
織を電子顕微鏡で観察したり、植物
の遺伝子発現を網羅的に調べること
で、ウイルス感染により葉緑体に異
常が起こって発病することが分かり
ます。

植物の根に与える培養液の組成を変化させたり、野菜の水耕と魚の養殖を
組み合わせるアクアポニックスを利用したりして、硝酸含量が低く、糖や
アミノ酸含量が高いレタスの生産を可能にしました。

次世代シーケンサーを用いたウイルスの網羅的検出
北極域に生息する菌類からRNAを抽出して、次世代シーケンサーで全ての
RNA塩基配列を決定することで、これまで見つかっていなかった菌類に感染
しているRNAウイルスを見つけることができます。菌類から見つかったウイ
ルスが宿主菌の環境適応にどのような影響を及ぼすのかも研究しています。

日本で生産されている多くのイチゴ品種は低温短日条件でしか花を咲かせ
ないため、夏季高温下での生産が困難です。人工光型植物工場で栽培環境
を高度に制御することで、高品質イチゴの周年生産を可能にしました。

中尾 和佳奈さん

いるため、何事も一筋縄ではいきませんが、その中で臨
機応変な対応や考える力が身につき、非常にやりがいが
あると感じています。

高校生へのメッセージ
　大学生活を有意義なものにするためには、勉強に限ら
ず興味のあることはとりあえずやってみるという前向き
な姿勢が大切だと思います。どんな経験も必ず何らかの
形で゙将来の自分に＋になると思うので、一歩踏み込ん
でさまざまなことにチャレンジしてみてください。

　現代の社会はエネルギーの大量消費によって支えられ
ており、エネルギー源である化石燃料の消費に伴う二酸
化炭素排出量の増加が、環境問題の最重要課題とされて
います。その問題に対して、二酸化炭素を利用して光合
成をする植物のゲノム情報を利用し、物質生産能力を最
大限引き出すことと、そのメカニズムを解明することを
目的とした研究を行っています。植物と言えば、食料や 
園芸目的での利用が一般的ですが、化石燃料に代わるエ
ネルギー源や化学製品の原料となる可能性を秘めていま
す。このように、1つの物事に対して複数の視点から見

磯部 一樹さん

ることで、今まで見えていなかった部分が次々と見えて
きます。このことが研究の一番面白い部分だと思いま
す。

高校生へのメッセージ
　勉強や研究に限らず、部活・サークル・アルバイト・
遊びなど、様々な方向にアンテナを張り巡らせ、関心を
持つことが充実した大学生活を送る上で重要なことだと
思います。

臨機応変な対応や考える力を身につける

ゲノム情報を利用し生物の能力を引き出す

　私は、2015年に農学部の前身の生命環境科学部を卒
業しました。卒業後は、奈良県庁に農学職員として入庁
し、2年間本庁で勤務した後、今は、県農業研究開発セ
ンターで勤務しています。担当は、イチゴやミョウガと
いった野菜類の試験研究です。学生時代は、実習や卒業
研究を通じて多くの時間を大学の研究農場で過ごしまし
た。現在の業務も、研究農場で過ごす時間が長く、学生
時代に養った知識と経験が大いに役立っています。

厚見 治之さん

高校生へのメッセージ
　本学科は先生と学生の距離が近いのが特徴です。共に
講義を受け、研究を進める中で、一生の友人もできま
す。素晴らしい環境で、農業の持つ魅力を感じて下さ
い。

　私は味の素ヘルシーサプライ株式会社で化粧品開発や
原料のデータの取得などを行っています。「味の素=食
品」のイメージかと思いますが、アミノ酸誘導体を化粧
品原料として販売しており、その原料特性を生かした製
品の開発や効果を日々研究しています。無限にある原料
から求められる
　使用感を再現し、安定性や防腐性などの課題をクリア
する処方の検討や生産方法の確立など、製品が完成する
までの苦労は少なくはないですが実際に店頭に並んでい
るのを見ると非常に嬉しいです。

吉川 凌香さん

高校生へのメッセージ
　バイオテクノロジーから栽培まで幅広い研究を行って
いることが非常に大きな魅力だと思います。将来の就職を
考えて専攻や研究室を選択することもよいですが、本当
に興味を持った研究内容で選択するのもよいと思います。
私も就職活動の際、専攻と関係のない化粧品業界への就
職は難しいのではと心配しましたがそのようなことはあり
ません。研究の仕方が身についていれが自分が目指す業
界・職種への就職は可能です。大変な事こともあるかと思
いますが、学生生活や研究を楽しんでください。

学生時代に養った知識と経験で地域を支える

研究の仕方を身につけて自分の目指す業界へ (味の素ヘルシーサプライ株式会社)
(2017年 博士前期課程修了）

(奈良県農業研究開発センター 育種科主任主事)
(2015年 学部卒業）

准教授　塩崎 修志 講師　古川 一 講師　和田 光生

　 代謝機能学研究グループ
　人類社会は、生物が代謝機能によって作り出した様々な物質を、エ
ネルギー資源や食資源として利用することで発展してきました。本研
究グループでは、メタボロミクスなどの高度な分析技術を用いて、多
様な遺伝子や酵素が担う未知の代謝機能の潜在能力を解明し、21世紀
の持続可能な社会の構築に貢献する研究と人材育成を目指します。

教授　太田 大策 准教授　岡澤 敦司 講師　小川 拓水

教授　稲田 のりこ 講師　深田 尚 教授　小泉 望 准教授　岩田 雄二

教授　横井 修司 講師　手塚 孝弘 教授　髙野 順平 講師　松村 篤

　 植物病理学研究グループ
　世界で毎年10億人分の食料損失をもたらす
植物の病気の防除が最終目標です。防除が難し
い土壌伝染性糸状菌と植物ウイルスによる病害
について基礎から応用まで体系的に研究してい
ます。病原体の同定・分類と生態解明、発病抑
止生物資材の開発、さらには発病メカニズムの
解明や病原微生物の有効利用法の開発など、最
新技術を駆使した研究を通して未来の植物医師
を育成します。

教授　東條 元昭 准教授　望月 知史

加熱

冷却

35℃

31℃

人工光型植物
工場でイチゴを
1年中安定して
生産する環境
制御技術を開
発する

培養液管理技
術を高度化し、
高品質なレタス
を生産する栽培
技術を開発する

ミネラル輸送のしくみ
教授　髙野 順平

植物ウイルスおよび菌類ウイルスの基礎研究
准教授　望月 知史

完全人工光型植物工場での野菜生産
講師　和田 光生

細胞内温度のイメージング
教授　稲田 のりこ

世界の耕作地の大部分は栄養素（ミネラ
ル）の欠乏や有害元素蓄積の問題を抱え
ています。肥料原料の枯渇の問題もあり
ます。そこで私たちは、植物がミネラル
を取り込むしくみを研究しています。私
たちは特に、ミネラル輸送体が細胞内で
適材適所に配置されるメカニズムの研究
で世界をリードしています。基礎研究の
成果を活かし、肥料を減らしても育つ作
物の育種にも取り組んでいます。

植物ウイルスが引き起こす農作物の病気
を「制御」することが私たちの研究の目
標です。そのために、ウイルスが感染し
た植物が病気になるメカニズムやウイル
スゲノムを人為的にデザインして病原性
をコントロールする研究を行っていま
す。また、菌類に感染するウイルスの探
索と菌類病防除への利用や植物ウイルス
を使って人の病原体の抗原タンパク質を
生産する研究にも取り組んでいます。

完全人工光型植物工場は、天候に左右さ
れない安定した野菜生産が可能なシステ
ムとして期待されています。しかし、生産
コストの低減、栽培品目の拡大、高品質化
や高機能化などまだまだ解決すべき課題
が多いのが現状です。日産1万株（レタス
換算）の大規模実証施設を有する植物工
場研究センターを活用し、企業との共同研
究を行い、新たな栽培技術，高度環境制御
技術の開発に取り組んでいます。

　 栽培管理学研究グループ
　作物を安定的に生産するためには利用する
作物の特性を十分に知ることが重要となりま
すが、加えて作物生産に利用する土地の環境
の違いを把握して、環境に適した作物の選択
や環境に応じた栽培管理が必要となります。
本グループでは降水、日射、温度、土壌、雑
草、共生生物などの種々の環境要因に対する
作物の応答反応を明らかにして、作物が最大
限のパフォーマンスを発揮できるような栽培
管理法や生育制御技術を研究します。

准教授　大江 真道 助教　簗瀬 雅則

　 機能ゲノム科学研究グループ
　ゲノムの理解に基づく研究は、生物の仕組みや成り立ちを解明し、
生物の改良を何倍にも加速できるため、現代科学の基盤となっていま
す。機能ゲノム科学研究グループでは、共生寄生による生物複合体
や、動植物の表面や内部に形成されている大規模な微生物集団の機能
に注目し、多様な生物集団に創発する新たな機能のゲノム科学的研究
を推進します。論理的思考とバイオインフォマティクスの習熟によ
り、様々な業界で活躍できる能力を養います。

教授　青木 考 准教授　尾形 善之 助教　津島 綾子

　 食料安全科学研究グループ
　遺伝子組換え作物に加えて、ゲノム編集技術
を含む新しい植物育種技術を利用した作物の実
用化が進んでいます。これらの新技術が社会に
受け入れられるためには、安全性に関わるデー
タの提供と消費者・生産者・事業者とのリスク
コミュニケーションが不可欠です。私たちは、
新技術を適用することで生じる植物の変化を主
に遺伝子や代謝産物の網羅的解析技術を用いて
評価するとともに、科学的根拠に基づいた安全
性の議論に役立てることを目指します。

教授　佐々木 伸大 准教授　山口 夕



１年次 ２年次 ３年次 ４年次

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

　グリーンバイオ・アグリイノベーションに関わる課題を発見する力、課題を解決するための知識・技術
を身につけるために、体系的なカリキュラムが構成されています。1・2年次に細胞分子生物学、ゲノム生
物学、生化学、遺伝学などの講義によって生物科学の基礎知識を学修します。分子生物学、分析化学など
の研究手法を身につける実験に加え、生物機能の活用方法を学ぶフィールド実習も始まります。3年次に
は、植物育種学、食品機能成分学、栽培管理学、食料安全科学などの講義科目によって、専門分野の知識
を深めます。3年後期からは応用生物科学科の研究室に所属し、4年次には教員によるマンツーマン指導の
もとで卒業研究に取り組み、大学院での研究や、実社会で活躍するための基礎を養います。
　植物を中心とした多様な生物の潜在能力を理解し、食料、生物資源の生産、都市型農業の振興、環境保
全などに活用できる能力を養うことで、食品や化学、医薬品、環境、農業、IT分野の企業や研究機関、官公
庁で活躍できる人材を育成します。
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就職・資格
Career / Qualification

応用生物科学科で学べること

取得可能な教職員免許状 
・中学校教諭一種免許状(理科)　・高等学校教諭一種免許状(理科･農業)

卒業生が取得できる免許資格 
・食品衛生管理者　・食品衛生監視員

卒業生が受験できる主な資格(受験年限短縮)
・甲種危険物取扱者
この他、下記の資格を得るための基礎知識を学ぶことかできます。

【国家資格】
・技術士(生物工学部門･農業部門)　・植物医師　等 
【民間資格】
・土壌医　・HACCP管理者　等

分析化学
　試料に含まれる物質の定性と定量をおこなう分析技術に必要な基礎的な知識と技術を
身につけるための2年次の講義科目です。測定値と分析値、化学平衡、溶解と濃度、酸
と塩基、酸化・還元、定性分析と重量分析、分子吸光と原子吸光分析、各種クロマトグ
ラフィー、質量分析と核磁気共鳴、試料調製や分析手順の設計を学びます。

バイオインフォマティクス演習
　大規模な情報処理に必要なバイオインフォマティクスの能力を身につけることを目標とする2年次の演習
科目です。公共データバンクの遺伝子情報・遺伝子発現情報・代謝パスウェイ情報の検索および活用方法
や、現在の応用生物科学で活発に用いられるようになった次世代シーケンサーのデータの解析を実践しま
す。さらに、分子系統樹の作成について複数の手法を比較して演習します。

細胞分子生物学A・B
細胞分子生物学A：生命の設計図である遺伝子(DNA)や、その産物であるタンパク質の
働きと制御機構を理解するための2年次の講義科目です。DNAの構造や複製の仕組み、
DNAから情報が転写されてタンパク質に翻訳される仕組み、そして、タンパク質が高次
構造を形成し、細胞内で輸送され、役目を終えた後に分解される仕組みを学びます。
細胞分子生物学B：細胞の起源、構造と働きを理解し、生命の仕組みを理解する上での
基盤を作ることを目標とする2年次の講義科目です。細胞の進化、各細胞小器官の構造
と機能、細胞外の構造(細胞壁、細胞間連絡)と機能について学びます。また、細胞生物
学を推進する上で必要不可欠な実験技術の原理を習得します。

植物病理学
　植物の病気の発生と防除の科学である植物病理学の基礎知識を身につけるための2年次の講義科目です。
植物の病気と病原体、感染と発病、発生と流行、病気の診断と管理、宿主寄生者間相互作用における特異
性、病原体の感染戦略、宿主植物の防御戦略などについて学びます。

バイオエコノミー論
　バイオエコノミーとはどのような概念かを理解する2年次の講義科目です。バイオエコノミーとは、化石
資源に依存した経済システムから脱却し、持続可能な循環型社会への構造転換を進める基本概念です。循環
型社会構築のための課題、解決方法、バイオエコノミーの波及効果などに関する知識と、社会へ発信する能
力を修得します。

フィールド実習A
　農学研究の基礎となる実験植物資源の育成、維持、増殖、評価を実践できるようになることを目標とする
2年次の演習科目です。附属の教育研究フィールドを使い、様々な農作物の栽培管理法(圃場管理、播種、移
植、農薬管理、病害虫雑草の管理など)と収量や品質(機能、食味、外観品質)の評価方法について実践的な
実習を行います。
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食生産科学副専攻
　応用生物科学科と獣医学部との共同プログラムです。食料の生産から消費に至る一連のフードシステムとリスク管理
を理解することを目的としています。海外生産地(オーストラリアやタイ)や、食品加工工場の視察などを含めた講義・
実習により、食の安全・安心を担うスペシャリストを育成します。

植物工場科学副専攻
　応用生物科学科と緑地環境科学科、工学部機械工学科との共同プログラムです。中百舌鳥キャンパス内にある植物工
場を活用し、農学的 知識と工学的知識を兼ね備えた技術者を育成します。中百舌鳥キャンパス内にある植物工場、そし
て国内の他の植物工場拠点における実習と講義を組み合わせて、実践的な教育を行います。
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応用生物科学科カリキュラムマップ(専門科目）

生物科学に関する基盤能力

●農学概論
●基礎生命科学

●応用生物科学概論
●応用生物科学英語

●基礎微生物学　●植物生理学
●遺伝学　　　　●分析化学
●バイオインフォマティクス演習
●生物統計学演習

●食品機能成分学
●食料安全科学
●HACCPシステム論
●応用生物科学インターシップ

●バイオビジネス論
●バイオインダストリー論

●バイオエコノミー論
●食品衛生科学
●食料流通論
●基礎動物生理学

●応用生物科学基礎実験C
●応用生物科学課題研究

●応用生物科学卒業研究

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

●フィールド実習A・B
●応用生物科学基礎実験A・B

●機能ゲノム科学●細胞分子生物学A・B
●生化学
●ゲノム生物学
●代謝有機化学

大阪公立大学 農学部

応用生物科学科
Department of Agricultural Biology

食品・バイオ産業に関わる技術者としての能力

実験と実習

生物科学を分子レベルで捉える能力

食糧生産や環境保全に関する素養と能力

2017年度～2020年度 卒業生（156名）

進学
（博士前期課程）

63％

進学（博士後期課程）
13％

2017年度～2020年度 修了生（80名）

大学卒業生進路 博士前期課程修了生進路

その他
13％

その他 4％公務員
5％

農業関連企業
1％

公務員
14％

情報通信・
ソフトウェア 9％

農業関連企業
15％

化学・医療
化粧品 6％

化学・医療・化粧品
29％

食品
12％

食品
18％

用生物科学科では、生物の能力を遺伝子やタンパク質、代謝産物の働きに基づいて明らかにし、
社会に役立てることを目的としたグリーンバイオ・アグリイノベーションに関する研究・教育を行

います。生体分子から細胞そして個体レベルに至る生物機能を解明する最先端生物学、ゲノム編集や代謝
制御により未来の有用生物を創る分子農学・生物工学、中百舌鳥キャンパス内の植物工場・研究農場を活
用した食生産科学・革新的アグリサイエンス、そしてデータ科学を融合した研究・教育を行います。

応

免許・資格

https://www.omu.ac.jp/agri/undergraduate/agribio/https://www.omu.ac.jp/agri/undergraduate/agribio/ https://www.omu.ac.jp/

あなたが応用生物科学を学ぶことは
私たちの未来につながっています

講師　小川 拓水

准教授　尾形 善之

准教授　岡澤 敦司

准教授　岩田 雄二教授　小泉 望

教授　東條 元昭

教授　太田 大策

准教授　大江 真道

大阪公立大学 農学部

応用生物科学科
Department of Agricultural Biology

　就 職
(国)農業・食品産業技術総合研究機構，農林水産省，国土交通省，近畿地方整備局，大阪府庁，京都府庁，奈良県庁，大阪市役
所，大阪市教育委員会，(一財)化学物質評価研究機構，(一財)日本食品分析センター，奈良県立青翔中学・高等学校，(株)サカ
タのタネ，雪印種苗(株)，UCC上島珈琲(株)，キユーピー(株)，山崎製パン(株)，敷島製パン(株)，ヒガシマル醤油(株)，(株)
不二家，雪印メグミルク(株)，日本ハム(株)，万協製薬(株)，塩野義製薬(株)，小林製薬(株)，アース製薬(株)，新田ゼラチン
(株)，アドバンテック(株)，東レ・メディカル(株)，(株)ミリオナ化粧品，京阪ホールディングス(株)，阪急阪神ホールディン
グス(株)，住友商事マシネックス(株)，パナソニックインフォメーションシステムズ(株)，サンスター(株)，興和(株)，UHA味
覚糖(株)，味の素(株)，ハウス食品(株)，日本放送協会(NHK)　等 

※進路は大阪府立大学 生命環境科学域 応用生命科学類植物バイオサイエンス課程および博士前期課程の実績を示しています。

　進 学
大阪府立大学大学院(大阪公立大学大学院)，京都大学大学院，大阪大学大学院，名古屋大学大学院，奈良先端科学技術大学院大学

●土壌・植物栄養学
●植物育種学　　●作物学
●植物保護学　　●栽培管理学
●植物発生学　　●園芸生産学

●植物生態学
●環境植物昆虫学

●植物工場科学
●植物病理学


