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榎本武揚と横井時敬

　創設者は、明治の英傑榎本武揚だ。明治政府で外
相、文相、農商務相などの要職を歴任した榎本は、
明治２４年（１８９１）、東京に「私立育英黌」を設立した。
その農業科が東京農学校、東京高等農学校と名を替
えつつ、拡充の歴史を歩み、今日の東京農業大学と
なる。
　東京農学校時代の明治２８年、評議員として参画し
たのが、明治農学の第一人者横井時敬だった。「人
物を畑に還す」「稲のことは稲にきけ、農業のこと
は農民にきけ」と唱えて、「実学」による教育の礎
を築き、東京農業大学の初代学長を務めた。本学の
「生みの親」は榎本、「育ての親」は横井である。

傘下に東京情報大学

　東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、地域
環境科学部、国際食料情報学部、生物産業学部、短
期大学部の ６学部２１学科からなり、大学院は ２研究
科１９専攻体制が整っている。世田谷、厚木、オホー
ツク（北海道・網走）の ３ キャンパスに学生・院生
ら約１３,０００人が学んでいる。
　学校法人東京農業大学の傘下に、東京情報大学
（千葉）がある。総合情報学部 ４ 学科、大学院 １ 研
究科で、学生・院生は約２,０００人。傘下には、他に
併設校として農大一高／中等部、同二高、同三高／
附属中学がある。

学校法人東京農業大学広報部

東京農業大学の沿革

　農山村再生フォーラムⅡ（主催：東京農大、協賛：一般財団法
人日本森林林業振興会）が１１月２９日、東京農大百周年記念講堂
で開催された。東日本大震災後、改めて大学と地域の連携によ
る地域の活性化、人材育成や調査研究の充実が必要とされてい
る。開会の挨拶で大澤貫寿学長は「東京農大は地域のためにな
る大学でありたい。地域間の交流、各市町村の発展に寄与でき
ればと思う」と述べた。（写真㊤＝パネルディスカッション、同
㊨＝学生による成果報告。本文は₃ページ＜ズームアップ＞）

大学と地域の連携による地域の活性化

農山村再生フォーラムⅡ
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　水産業における生物生産の現場では、ワクチンの接
種、トラフグの歯切り、体重測定など、種々の用途で
人と魚の安全のために麻酔剤が使用されます。現在、
オイゲノール＝FA１００が動物用医薬品として承認され
用いられていますが、覚醒時間が長い、麻酔液が濁る、
麻酔液表面に泡が発生して観察しにくい、特有のにお
いがあるといった難点があります。特に最近の養殖業
においては、ワクチン接種による病害の防除が主流と
なっていますので、より使いやすい麻酔剤の開発が養
殖業界から望まれています。

新たな麻酔剤
　魚類に対する麻酔効果が知られている物質は数多く
ありますが、それらの多くは化学物質です。食の安全
に対する消費者の関心が高まっている近年では、水産
生物に用いる麻酔剤についても食の安全に対する配慮
が当然必要になります。炭酸ガスは、大気中や生物の
体内に含まれているうえ、身近な炭酸飲料やビールな
どに含有して摂取される他、入浴剤として用いられる
など、人にとって非常に身近な物質です。生息水中の
炭酸ガス濃度が高くなると魚類に麻酔効果が認められ
ることは古くから知られています。従前は炭酸ガスボ
ンベから炭酸ガスを通気する方法や炭酸水素ナトリウ
ムと酸を規定量添加する方法が用いられてきました。
一方、魚類の生産現場は、筏

いかだ

に設置された網や、室内
に効率よく配置された水槽です。これらの炭酸ガス供
給法は、ボンベを用意する必要があることや炭酸水素
ナトリウムと酸を個別に計量・保管する必要があるな
ど、残念ながら魚類生産現場で使用できる簡便な方法
とは言えません。

簡便な炭酸ガスの供給法
　入浴剤として炭酸ガスを発泡する固形の製品が市販
されていますが、このような固形剤で魚類に麻酔をか
けることができれば簡便です。そこで、市販の入浴剤
数種類を用いて試験したところ、ブリ、マダイ、シマ
アジ、ヒラメ、トラフグといったわが国の代表的な養
殖魚に麻酔をかけることができ、死亡する個体もあり
ませんでした（表₁、写真₁）。しかし、入浴剤には香
料や色素が配合されているため、食の安全面からその
ままでは使用できません。そのため、魚類用麻酔剤に
特化し、食の安全に配慮した簡便に炭酸ガスを供給す

食品として安全な素材による
新しい魚類の麻酔法の開発
東京農業大学生物産業学部　教授　渡邉研一

わたなべ　けんいち
１９６２年長野県生まれ
北海道大学水産学部漁業学科
卒。東京農業大学生物産業学
部アクアバイオ学科（水圏生
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定生産のための安心・安全な
防疫学

る方法の開発が必要となります。

魚類麻酔用炭酸ガス発泡剤の開発
　入浴剤の成分を調査したところ、炭酸ガスを発泡さ
せるための材料として炭酸塩、有機酸、固形化剤が含
まれていました。それぞれ多種類の物質が存在します
ので、候補となる素材を組み合わせて炭酸ガス発泡剤
を試作し（写真₂）、魚類の麻酔効果を検討しました。
この時、素材には食の安全を考慮して、市販の食品添

表 １　炭酸ガス入浴剤による魚類の麻酔効果

写真 １　麻酔状態となったシマアジ稚魚
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加物を用いました。その結果、炭酸水素ナトリウム、
コハク酸、グリセリンで作製した固形発泡剤が麻酔剤
として有効であることが明らかとなりました。
　炭酸水素ナトリウムは重曹としてパン作りなどの際
に膨脹剤として用いられる他、かんすいやpH調整剤
の用途にも使用されます。コハク酸はアルコール発酵
の副産物でもあり、ワインやビールに塩味・苦味・酸
味を与える他、貝類の呈

て い

味
み

成分です。グリセリンはヤ
シの実などの「油脂」を原料として製造され、冷凍菓
子、和菓子、ゼリー、グミ、ガムなどに甘味料、軟化
剤、保湿剤として使われています。

魚類麻酔用炭酸ガス発泡剤の麻酔効果
　作製した発泡剤とFA１００の麻酔効果を比較して有効
性を検討しました。ヒラメで試験した結果を表２に示
します。種々の濃度となるように発泡剤とFA１００をろ
過海水に溶解した後にヒラメを投入し、麻酔にかかる
までの時間を個体ごとに測定したところ、発泡剤を
０.３５〜０.６g/Lの濃度に溶解すると約 ３ 〜 ６ 分、FA１００
を０.０８〜１.１２mL/Lの濃度に溶解すると約 ２ 〜４.５分で
麻酔状態となり、いずれの麻酔剤にも麻酔効果が認め
られ、濃度が濃いほど早く麻酔がかかりました。麻酔
がかかった個体を流水とした水槽に移して覚醒するま
での時間を個体ごとに測定したところ、発泡剤を用い
た方が統計的に有意（p＜０.０５）にFA１００より短かい結
果となりました。覚醒した個体を一晩飼育して生残状

況を確認したところ、いずれの麻酔剤、濃度でも全て
の個体が生残し、差は認められませんでした。同様の
試験結果が、ブリ、カンパチ、マダイ、トラフグ、メ
バル、サクラマス等で得られています。このときの麻
酔溶液 １ L当たりに要した発泡剤の費用は約０.３円（材
料費のみ）でした。
　以上のことから、発泡剤は既存の麻酔剤と同等かそ
れ以上の麻酔効果を有しているものと考えられたた
め、特許を取得しており（特許第４８３１４０９号）、今後の
実用化が望まれます。

今後の課題
　発泡剤による麻酔効果と安全性を多くの魚種で確認
しましたが、水産業における生物生産の対象種は数多
く存在するため、主要な魚種（特にコイ、ウナギ等の
淡水魚）については、さらに効果と安全性を確認する
必要があります。
　また、魚類は変温動物ですし、炭酸ガスの溶解度は
温度により異なるため水温や大きさにより麻酔効果が
異なることが予想されます。したがって、水温や大き
さを変えて同条件で飼育試験を行い、発泡剤の有効性
を把握する必要があります。
　これらの課題を解決するために、本学の平成２４年度 
大学戦略研究プロジェクト「北海道産未利用資源を用
いたオーガニック農大フグ雄の生産」により、研究を
実施中です。

表 ２　ヒラメを用いた炭酸ガス発泡剤とFA１00による麻酔比較試験結果

写真 ２　試作発泡剤
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第 １部　学生による成果報告
　東京農大と連携している地域を中心に 7地域の事例
が、各地域で実習などを行っている学生によって報告
された。
■岩手県一関市のケース　多摩川源流大学（全学共通
の特別講義）の新たな実習先として始まった。活動地
域は一関市の厳美町本寺地区。2011年 2 月にプレ実
習、12年 8 月に本実習を行った。地域の特性と伝統を
取り入れた実習で貴重な体験となった。次回は廃校に
なった小学校に残されていた農機具の調査をしたいと
いう。一関市からも「実習を受け入れてよかった」と
の言葉が送られた。
■神奈川県平塚市のケース　豊かな里山景観の残る平
塚ゆるぎ地区の保全を目的に産官民学が協力してワー
クショップを開催。林道整備、雑木林管理、農業体験
などの活動をし、地元住民の厚意で“畑を耕し隊”な
どもでき、知識、技術の習得に役立っている。「学生
によって元気づけられている。地元に提案して活性化
に寄与してほしい」との期待が寄せられた。
■石川県輪島市三井町のケース　三井町の集落には今
日の農村では失われてしまった伝統的な景観が豊富に
存在する。2006年の景観調査から始まり▼07年：魅力
発見ワークショップ▼08年：グリーンツーリズム▼09
年：魅力発見マップ作成▼10年：フット（歩く）パス�
（小径）マップ作成▼11年：農作業体験▼12年：五感マッ
プ作成──等の活動を通し住民にわが町の美しさを再
確認してもらうことができた。
■長野県長和町のケース　遊休荒廃地再生、食文化活
用、自然資源保護活用、伝統文化・歴史資源活用の ４
つとそれらを包括的に考察する地域再生プランニング
の 5実習を行っている。実習をどう活性化につなげる
のか「計画」をし「実行」に移し「評価」し、それを
いかして再び「行動」することでより深い提案を作り
出している。学生と地域住民とに共感が生まれている。
■山梨県小菅村のケース　多摩川源流大学は2006年に
小菅村をフィールドにスタートした。実習時の講師や

学生の発想・活力と住民の知恵・技の合流

学生の活動に協力する村民講師は心強い存在となって
いる。「もっと村で活動したい」と07年にできたのが
学生有志による「源流放課後の会」。35年間放棄され
ていた田んぼの再生から始まり、村の中でやりたいこ
とを発見し、村民から教わりながら自分たちを伸ばし
ている。
■福島県鮫川村のケース　2000年から里山景観保全活
動をボランティアで行っている。 ４月の里山散策、 5
月の田植え、 7月の草取り、10月の稲刈り、12月の間
伐・枝落とし、 2月の炭焼きと年 6回程度の活動を続
け、今年10月で77回の活動回数を重ねた。村と力を合
わせて整備再生をした村内の舘山公園は、村民の憩い
の場となった。
■新潟県上越市のケース　2005年に水稲、野菜、畑作
物の有機栽培実験をスタート。水稲栽培は07年に有機
ＪＡＳ認証を取得。09年に㈱じょうえつ東京農大が地
域との連携の中で生まれた。上越農場での農作業から
上越市および長岡市でのじょうえつ東京農大商品の販
売まで行う。活動を通して農産物の栽培から販売まで
を体験できる貴重な空間となっている。

第 ２部　パネルディスカッション
～地域連携の可能性を探る
[ パネリスト ]
■�一関市：いちのせきニューツーリズム
　　　　　協議会事務局 武田　勇記氏

■平塚市：㈱オオバ計画・事業部事業企画主任 谷川　　類氏
■三井町：萩野アトリエ・まるやま組主宰 萩野紀一郎氏
■長和町：山村再生プロジェクト現地指導員 黒沢　勇人氏
■小菅村：東京農大多摩川源流大学事務員 石坂　真悟氏
■鮫川村：鮫川村企画調整課課長補佐 鏑木　重正氏
■上越市：㈱じょうえつ東京農大社長・
　　　　　国際バイオビジネス学科教授 藤本　彰三氏

＊コーディネーターは地域環境科学部長　麻生　恵教授

　第 1部で報告のあった市町村で調整役を務めている
7人をパネリストに招いて行った。
　まず、コーディネーターを務めた麻生教授が「大学
と地域との連携の構図」について「大学には▼特色を
いかした社会貢献、地域貢献の場が欲しい▼研究の

農山村再生フォーラムⅡ

　東京農大は社会貢献の一環として、全国18の市町村と包括連携協定を結び（別図参照）、地域の活性化に力を
注いでいる。前回のフォーラム（2010年₇月10日開催）から 2年余を経て、大学と地域の連携の成果を報告する
とともに、今後の可能性について議論し、新たなつながりを模索することを目的に開かれた「農山村再生フォー
ラムⅡ」。成果報告、パネルディスカッションによって、学生と地域住民が刺激しあい、距離感が狭まることや、
活動・研究成果の蓄積をいかした連携を継続していくことの重要性が鮮明になった。
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蓄積、学生のマンパワーがあ
る、地域には▼担い手不足に
よる農地、林地の荒廃▼豊か
な自然、伝統文化──といっ
たニーズ（求めるもの）とシー
ズ（提供できるもの）がある。
さらに▼社会的責任（CSR活
動）の場が欲しい▼経済ベー
スに乗った専門性の提供▼情
報収集、分析力がある──と
いうニーズ、シーズを持つ企
業、行政等を加えた 3 者の連
携を考えたい」と説明した。
　これを受けてパネリストからは次のような発言（ア
ンケートの回答も含む）があった。
　「地域で当たり前なことが、学生たちにとっては貴
重であったり珍しかったりする。実習は、そうした地
域住民の気づきを促す触媒的な役割となっている」（武
田氏）
　「学生の存在が地域を活気づけているが、学生はま
ず、地元の声に耳を傾けてもらいたい。高齢者も多い
地元のこだわりを尊重、理解してほしい」（谷川氏）
　「過疎地域の山村にとっては、学生が来ること自体
が刺激になっている。ただ、現地での研究成果が受け
継がれていない」（萩野氏）
　「学生が荒廃地の復元に取り組むのを見て、住民の
間に自主的な行動が生まれた。いずれ、学生が長和町
に定住することになればうれしい」（黒沢氏）
　「学生は地域再生の起爆剤だが、過度の期待はしな
い。最近は研究成果の還元が求められているように感

じられる」（石坂氏）
　「自分たちの食物、自然に誇りを持つようになった。
学生の活動が刺激となって住民たちの意識が変わり、
里山景観をいかした地域づくりに動きだした。交流を
長続きさせるには、お互いが楽しんでやること」（鏑木
氏）
　「㈱じょうえつ東京農大では多くの留学生を受け入
れている。地域社会との交流が、集落の国際交流にも
なっている。地域社会の維持のためにも若い活力は必
要」（藤本氏）
　最後に地域から大学側へ次のような要望が出た。
　「地域での活動が（大学の）学習効果にどうつながっ
ているのか分かるように」
　「イベントへの参加といった単発的なことに終わら
ないで」
　「地域に教わるという謙虚な姿勢を忘れないように」
　「もっと数多くの学生を現地に出して」
　「卒業後も関われるシステムを構築して」
　また、地域への期待として「学生に頼りすぎずに自
発的な活動を」「学生に厳しく」「文化も風景もその地な
らではの価値がある。自分の暮らす地に誇りを持って
ほしい」の意見があった。
　麻生教授は「パネリストの皆さんの意見を聞き、連
携を継続していくことの大切さが地域、大学の相互に
理解されたと思う。さらなる地域貢献を果たすうえで、
これまでに培った成果をいかした活動をしなくてはな
らない。そのために、中長期的なプログラムが必要で、
個人のつながり、個別部署との関係でなく大学全体と
して取り組んでいきたい」と議論を総括した。
� （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

東京農大が包括連携協定を結んでいる１８市町村

コーディネーター
麻生恵教授
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　オホーツク地域において、麦、馬鈴薯、テンサイ（ビート）は畑作主要
3品といわれ、多くの生産量を誇っています。そのうちテンサイは砂糖の
原料として栽培されており、北海道内には現在 3社の製糖会社があり、テ
ンサイの生産地周辺には製糖工場が稼働しています。
　砂糖の消費量減少に対する生産量維持のための消費拡大を目的として、
網走青果の鈴木氏より「テンサイから黒糖はできないだろうか」という話
がありました。テンサイはサトウキビとは異なり、未精製の糖液はアクが
強く泥臭さなどがあるばかりでなく、不純物が多い状態では結晶化を阻む
成分があるため製品化は困難であるということを申し上げました。しかし、
網走市と沖縄県の糸満市は友好都市の関係にあり、鈴木氏は何度も沖縄に
行き、その製法を学んでこられました。そこで私もその熱意に動かされ、
その製品化に向けた協力をすることにしました。
　種々検討した結果、製法の詳細は公表できませんが、テンサイ糖液から
ある程度アク成分を除き、それを煮詰めることにより、黒糖を得ることに
成功しました。得られたテンサイからの黒糖はサトウキビの黒糖と比べて
さっぱりとした味が特徴で、原料に含まれる成分として、オリゴ糖のラフィ
ノースは免疫力を高める効果、イノシトールはビタミンB群の一種で体内
脂肪の調整やコレステロールの制御など抗脂肪肝に有効であるとされてい
ます。このようにテンサイからの黒糖は食味とともに健康機能性を有する
成分が含まれていることなども大きな特徴となっています。
　製品化にあたって市民から名称を公募し、「天才ビートくん」と命名さ
れました。現在製品は「プレーン」のほかにいろいろな味をつけた「ココ
ア」、「コーヒー」、「ミント」など全部で 7種類と、「ビート黒糖シロップ」
などが販売されています。
　この「ビート黒糖」は販売されてから、沖縄県の黒糖製造者より、「黒
糖」と称することができるのはサトウキビを原料としたものであって、テ
ンサイから作られたものは「黒糖」ではない、というクレームがありまし
た。それに対し、単に「黒糖」ということではなく、「ビート黒糖」とし
ているので、沖縄の黒糖とは違うことを主張していますが、消費者庁でも
黒糖はあくまでもサトウキビから製造するものという見解を示しており、
名称に関してはまだ解決していません。そのような問題は残りますが、こ
のテンサイの黒糖「天才ビートくん」やシロップは大変評判がよく、お土
産物としても販売数量を伸ばしています。さらにこのビート黒糖は他に菓
子類やビール、焼酎などの原料としても使えないかという検討を行ってお
り、その中でもビート黒糖を使った黒ビールはすでに製品化され、販売を
開始しました。この黒ビールも農大での研究成果をもとに網走ビール株式
会社で醸造したものです。このように「ビート黒糖」は網走の特産物とし
て定着しつつあり、今後、名称の問題の解決が望まれます。

オホーツク新食品誕生記（12）

北海道ビート黒糖
東京農業大学生物産業学部教授　永島　俊夫

ながしま　としお

東京農業大学生物産業学部
食品香粧学科教授。学校法
人東京農業大学元理事。食
品製造学、発酵食品学。
著書（共著）『生物資源と
その利用』、『食品保蔵・流
通技術ハンドブック』、『日
本の伝統食品事典』など

ビート黒糖「天才ビートくん」
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東京農大農学部植物園から（４）

カランセ・ブライアン
Calanthe ‘bryan’
ラン科

　年が明け各地で洋ラン展が開催される季節
となりました。品種改良によって作られた華
やかな花を咲かす洋ランですが、みなさんに
よく知られるカトレヤCattleyaは南アメリカ
に、シンビジュムCymbidium・デンドロビ
ウムDendrobiumは東南アジアに広く原種が
分布し、わが国にもシュンランC. goeringii・
セッコクD. moniliformeなどが見られます。
　今回紹介するアジアを中心に分布するエビ
ネ属カランセCalantheですが、温帯域に生育
する日本在来種と自然交配種などは古くから
多くの愛好家に好まれて栽培されています。
これとは別に熱帯アジアを中心に見られるエ

ビネ属の種類の多くは冬から春にかけて開花
し、開花期には葉は落葉します。
　カランセ・ブライアンC. ‘bryan’ は1894年
にC. vestitaとC. Williamsiiとの人口交配に
よって作られた交配種で、花期が 1 カ月ほど
と長く、知名度はいま一歩ですが、華やかな
洋ランとは少し異なる魅力を持ったラン植物
ではありませんか。ちなみに、ラン科植物で
最初に行われた人工交配による品種改良は、
1856年に本属のオナガエビネC. masucaとツ
ルランC. triplicataとの交配で作出されまし
た。
� （東京農大農学部植物園　伊藤　健）
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