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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

　東京農大東日本支援プロジェクト（チームリーダー・
門間敏幸教授）の2012年度第 2 回成果報告会が 2 月
23、24の両日、福島県相馬市で開催された。支援活動
が多岐にわたることから、津波被害地域と放射能汚染
地域の 2 カ所で開かれ、津波被害地域では被災農家、
関係者約150人、放射能汚染地域でも約70人が集まり
熱心な報告と討議が行われた。
　津波被害地域の会場では、「農大方式（相馬方式）
として認知されている実践的な除塩技術の方法」（後藤
逸男教授）、「森林における放射性物質の動態と除染
方法」（林隆久教授）、「相馬市で新たに結成された農業
法人を核とした復興の課題と方法」（渋谷往男准教授）、
「農産物・食品の風評被害を克服するための方法」（門
間教授）を報告。
　放射能汚染地域の会場では、「土壌診断結果に基づ
く土壌特性に対応した除染の大切さ」（後藤教授）、「森
林・果樹の除染方法」（林教授）、「玉野地区で開発が試
みられている農地 1筆を単位とした放射性物質のモニ
タリングシステム」（門間教授）についての報告があっ
た。

津波被害地域報告会（ 2 月23日）　左から
門間教授、渋谷准教授、林教授、後藤教授

東日本支援プロジェクト
2012年度第 2回報告会を相馬市で開催

放射能汚染地域報告会（ 2 月24日）　林教授の
報告を熱心に聞き入る相馬市玉野地区の皆さん
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里山
　立春を過ぎると、植物が休眠から目覚め、活動を始
める最も騒がしい季節となる。その騒がしさを実感で
きる場として都市に近い里山がある。20年前であれば、
里山は静かな場所、遊園地やディズニーランドは騒が
しい場所と表現していた。しかし里山に入ってつぶさ
に生きものをみると、特に春の里山は騒がしい。遠く
からでは一色にしかみえない「みどり」は、無数の生
きものが支えあって生きている（写真1）。

春植物としてのカタクリ
　春の里山をにぎわす植物として、春植物のカタクリ
（Erythronium japonicum）があげられる（写真2）。
春植物とは英訳すればspring ephemeral（春の短命な
植物）であり、クヌギ、コナラ等の二次林の林床で、
新春の一時だけ花を咲かせる。カタクリはかつてはお
浸しや片栗粉などの食用としても利用されていたこと
はよく知られている。そのため、地域によっては、特
に珍しいわけではなく、雑草のようにどこにでもみる
ことができたという。

生活史研究
　カタクリは、種子の発芽から開花まで、草本であり
ながら 8年から10年を要するとのこと、私は先人の研
究によるこのデータに魅了された。また自分の育った
地域で起きた盗掘という衝撃がトラウマになり、この
カタクリの生活史に興味をもった。特にカタクリ種子
は、結実後、アリによって散布されるという特殊な生
態をもつなど、調べるほどその魅惑な世界にのみ込ま
れていった。

リターの働き
─カタクリの種子発芽とリターの関係
　ところで、「落ち葉」は、都市の街路樹などでひど
く嫌われている。専門的には「落ち枝」も含まれるの
で「落葉落枝」として「リター」と呼んでいる。これ
までは微生物に分解され、それをまた植物が栄養分と
して利用するという教科書的な視点でしかリターをみ
ていなかった。しかし、少し変わった視点で見ると、
このリターには計り知れない役割があることを発見し
た。
　里山の雑木林内のリター（落葉落枝）の下、つまり
土壌の地表面とリターの間に温度計を設置し、 1年間

里山 … 落ち葉 … 都市
東京農業大学地域環境科学部造園科学科　教授　鈴木貢次郎
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写真 1　冬の雑木林

写真2　新春、里山をにぎわすカタクリの花

測定してみると、夏季は、気温が30℃になった時でも
リター下は20～25℃を維持すること、冬季は、気温が
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零下の時もリター下は 0℃内外を維持していることが
わかった。またリター下は多くの水分を保持している
こと、さらに落ち葉は太陽光を透過しないこと、す
なわちリター下には光が照射されないことをみた（表
1）。
　一方、カタクリの種子は、夏季のほどよい暖温（約
20℃）を経てから発芽するが、この時25℃を超えるよ
うな温度に長期間晒されると発芽力を失ってしまうこ
と、冬季は、 5℃内外で発芽するが、零下では発芽力
を失うこと、乾燥によって発芽力を失うこと、光が遮
断された状態（暗状態）でもよく発芽することなどを
みた（表1）。
　つまりカタクリ種子はアリによってリター下に運ば
れ、リターに発芽環境をつくってもらって発芽してい
る。リターとその下には、人には見えない複雑なドラ
マが隠されていた。

これからの課題─みどりの教育─
　今、私は、造園学を学んでいるが、その造園学の魅
力やおもしろさ、社会的重要性は日増しに高まってき
ている。きっとどんな学問よりもおもしろいと自負し
ている。造園学：人と自然を結び共生すること、私は
カタクリをはじめとした植物の生活史研究を通して、
人の生活に絡む諸問題も学んできた。
　例えばリター（落葉落枝）、都市では邪魔扱いされ
るが、植物にとってはなくてはならいもの、特に人々
の目を楽しませ、心を癒す働きのある春植物のカタク
リの生育のために必要不可欠なものである。このリ
ターがあってカタクリの育つ環境とは、いわゆる「里
山」である。里山にはカタクリだけでなく他にも豊富
な植物資源がある。これらの日本の里山の植物の豊か
さは、欧米や中国等の他国からみれば羨ましい。
　里山は新たな食料資源、観光資源としての多くの可
能性をもっている。地域（地方）にとっては重要な資
源であり、活性化にも一役買うことができる。事実、
カタクリなどをつかった観光産業などが、秋田県の角
館や福島県三春町等、全国各地で行われている。
　ところが、現在、里山が経済的な理由で年々減少し
ているのは周知の通りである。それをいかに乗り越え、
人の生活と里山との共生を図るかが、私たちの大きな

課題となる。約20年前であれば都市と里山とは距離が
あった。交通の発達によってその距離感は縮まった。
一頃の「里山を守ろう」というスローガンは転換期を
迎えている。これまでは、みどり（里山）と街（町）を、
どのように共生させるのかという発想であったが、こ
れからは都市の中で里山をどう利用し、守るのかと考
えた方が得策のように思う。
　その一環として里山を環境教育のフィールドとして
活用することを提案したい。一方、都市内ではリター
の分解場所を随所につくることを提案したい。子供た
ちをはじめとして、多くの都市生活者に自然の力（例
えば微生物による落葉落枝の分解等）を啓発して頂き
たい（写真3）。
　自然遺産の観光のために自然を壊してつくる高速道
路、稀少（貴重）植物を守るためにつくられる大がか
りな人工施設や鉄格子、各地里山などで、活動するモ
ンスターペアレンツならぬ「モンスターボランティ
ア」、子供たちに一切の植物・昆虫採取を禁じてしま
う里山、震災対策を理由に次々とアスファルト舗装で
土を無くし、さらに人工的構造物をつくる公園等、残
念ながら大人の行為と世情は、ますます自然と人とを
乖
かい

離
り

させているとしか思えない。
　いうまでもなく、これらの人と里山の共生を図るた
めの「研究と教育」は、今後の大きな課題となる。現
在その里山を活用した調査・研究と教育、保全活動を、
自治体、教育機関、民間等と協力して実践している。

写真3　都心にある堆肥分解の展示（Washington, Ｄ.C., USA）

表１　雑木林のリター下の環境とカタクリの種子発芽との関係

リター下の状態 カタクリの種子発芽

温度 夏季は気温が30℃を超えてもリター下は20～25℃
を維持している。冬季は気温が零下になっても
0℃内外を維持する。

夏季、約20℃の暖温を経験してから 5℃内外の温
度で発芽する。夏季に25℃を超える高温に晒され
たり、冬季、零下に晒されると発芽力を失う。

水分 高い含水率を維持する。 乾燥によって発芽力を失う。

光 リターは遮光し、リター下は暗状態である。 暗条件下で発芽する。
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新学術領域の取り組み
　脳は神経細胞（ニューロン）を中心に構成されてお
り、ニューロン同士はシナプスで結ばれており、シナ
プスを介して情報を伝達する。ニューロンは、このシ
ナプスを介して、多くのニューロンから情報を受け取
り、逆に他の多くのニューロンに情報を伝達している。
その結果、ニューロンによって構成される千差万別の
ルートが存在する回路（神経回路）が作られており、
この神経回路の働きにより、我々は日々の精神活動を
営んでいる。
　前回に記したように、現在、精神疾患における一番
重要な問題点は、病態が目に見えていないことであ
る。古くから、多くの試みが行われてきたものの、精
神疾患にはアルツハイマー病の脳における老人斑のよ
うな、容易に観察できる特徴は見つかっていない。ま
た、環境要因が影響することから、遺伝子の配列を調
べるだけで、病態を予測することは困難である。しか
し、精神疾患では脳に異常が起こっていることは明ら
かである。以上の点から、消去法により、精神疾患の
病態は容易に目で観察できないレベルに潜んでいるこ
とが予測される。そこで、この新学術領域では、精神
疾患の謎を解き明かす病態は、目に見えないレベルの
神経細胞の変質、シナプス伝達の不具合、あるいは、
細胞内の分子動態の異常などにあると考え、神経回路・
神経細胞・分子動態レベルの目に見えない精神疾患の
病態のことを「精神疾患のマイクロエンドフェノタイ
プ」と名付けた。この学術領域では、このようなマイ
クロエンドフェノタイプを見つけ出すことを共通目標
としている。
　顕微鏡でただ単に組織を眺めても見つからないレベ
ルの小さな病態を発見するには、見えないものを見え
るようにする細工が必要である。そのためには、基礎
研究の叡智を結集してこの難題に挑戦する必要があ
る。そこで、さまざまな基礎研究者の集合体を結成す
るために、この新学術領域が立ち上がった。この新学
術領域には、筆者以外では、吉川武男先生（理化学研
究所）、廣瀬謙造先生（東京大学）、林（高木）朗子先
生（東京大学）、加藤忠史先生（理化学研究所）、橋本
謙二先生（千葉大学）、富田博秋先生（東北大学）、那
波宏之先生（新潟大学）、岩本和也先生（東京大学）

マイクロエンドフェノタイプによる
精神病態学の創出　＜下＞

が計画研究代表者として参加している。この中には、
医師免許を持った研究者も含まれるが、全員が基礎研
究に従事する研究者である。すなわち、この領域は、
精神疾患に対する造詣が深いものの、基礎研究を中心
に活動している研究者の集合体である。
　この新学術領域では、マイクロエンドフェノタイプ
を同定し、これを調べるために、最新技術を開発しな
がら、研究を進める予定である。まず、第一に、精神
疾患の生体試料の制限を補うために、昨年、山中伸弥
先生のノーベル賞受賞で話題となったiPS細胞を利用
する。具体的には、精神疾患患者の体細胞からiPS細
胞を作製し、この細胞を駆使して研究を展開する。細
胞培養する施設さえあれば、このiPS細胞を利用して
どこでも精神疾患研究を行うことが可能となる。さら
に、この領域では、iPS細胞をうまく利用することで、
次世代型の精神疾患モデルマウスを作製することも計
画されている。
　また、光を使って神経細胞をコントロールする技術、
生きた細胞の中の小さな分子群の構造を検出する超分
子イメージングの技術なども開発される予定である。
以上のような最新かつ最先端技術を活用して、マイク
ロエンドフェノタイプの謎に迫る予定である。このよ
うな技術の開発は、精神疾患研究のみならず、多くの
基礎研究に応用され、国内の研究に大きな影響を及ぼ
すことが期待されている。
　この新学術領域では、ヒト対象の研究と動物対象の
研究がミックスされており、ヒト対象の研究の制限と、
動物対象の研究の限界とを、補い合いながら研究を発
展させる体制となっている。例えば、PTSD（心的外
傷後ストレス障害）に関しては、マウスを利用する動
物研究は東京農大で行われ、一方、ヒトPTSD患者を
対象とした基礎研究は東北大学において、東日本大震
災の被災者も交えて展開される。このように、ヒトと
動物を対象とする研究が連携しつつ、PTSDの解決策
が模索される予定である。
　さらに、基礎研究者の層を厚くするために、昨秋募
集した公募研究の申請を通して、これまで精神疾患研
究に従事してこなかった基礎研究者のリクルートが行
われた。メディアや、公開説明会などを通して、領域
の目的が説明され、いろいろな分野の基礎研究者に広
く申請が求められた。このように、基礎研究者をリク

文科省科研費新学術領域
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ルートする上で、医師免許を持たず、しかも、農学系
に所属する研究者が精神疾患研究の代表となったこと
の効果は大きかったようである。本領域の立ち上げが
きっかけとなって、生活習慣病やガン研究のように、
医学系から農学系に至る幅広い研究領域が一丸となっ
て、多様な視点からの研究が展開されることが期待さ
れる。

農学系からのアプローチ
　では、精神疾患研究に対して、農学系の特色を生
かすのであれば、どのように貢献できるであろうか。
1990年代に、先進国を中心にして魚の消費量とうつ病
の患者数の関係性が調査された。その結果、魚の消費
が多い国ほど、うつ病の患者が少ないという統計結果
が得られた。その後の疫学的調査から、不飽和脂肪酸
の摂取が重要であったことが示唆されている。すなわ
ち、不飽和脂肪酸をよく摂取するとうつ病にかかりに
くくなるということになる。さらに、筆者が参加した
科学技術振興事業団のPTSD研究プロジェクトにおい
て、国立病院機構災害医療センターの松岡豊先生らに
より、交通事故にあった後に不飽和脂肪酸のカプセル
を投与されると、重傷者では、PTSD発症の割合が少
なくなることも明らかになりつつある。
　以上の知見は、食生活の改善により、精神疾患の発
症率も抑制できること、さらに、食品・栄養の研究業
界においても精神疾患を研究対象とするビジネスチャ
ンスが眠っていることを意味している。しかし、現在、
農学系においては、この手の研究は皆無といってよい
程なされていない。今後は、食品や栄養素と脳機能の
関係を明らかにする「脳栄養学・精神栄養学」という
新しい学問領域の発展が必要不可欠となってこよう。
さらには、精神疾患に特化するまでもなく、食と脳の
関係性を明らかにすることで、さまざまな脳機能疾患
に将来的に貢献できるものと考えられる。

精神疾患が抱える社会的問題
　精神疾患のメカニズムが不明であることも大きく影
響していると考えられるが、社会的にも「精神疾患=
脳に異常が起こった病気」との理解はまだまだ浸透し
ていない。最近、元巨人軍投手の桑田真澄さんが「水
を飲むとばてるといわれ、部活動中は水を飲むことが
禁止されており、こっそり便器の水を飲んだことがあ
る」とコメントしていた。スポーツ医学が浸透してい
なかった数十年前には、今では全く考えられないこと
も普通に行われていた。この状況は、現在の精神疾患
にも当てはまる。痛みや苦しみが見えにくいため、脳
の中に異常が起こっている病気であるにもかかわら
ず、「説得すれば何とかなる」、「こころの持ち方次第
でどうとでもなる」と考え、精神疾患患者に安易に接

するケースも多く、教育の現場でもこの手の誤解が多
い。理性では理解していても、心と体が言うことを聞
かない病気であるが故に、社会問題となっているわけ
である。正しい認識が必要である。
　以上のような精神疾患に対する社会的な理解不足を
解消することも、この新学術領域の使命となっており、
そのためにさまざまなアウトリーチ活動も企画されて
いる。この領域が採択された時のヒアリングでは、大
勢の審査員に向かって、「精神疾患は気合で治ると誤
解している人が多いのが現実であり、この社会的現状
を変えなければならない」と訴えた。研究活動を通し
て、次世代の研究者を育成し、さらに、精神疾患に対
する社会的理解を浸透させて、10年後、20年後には、
現在を振り返り、「あの頃は何も知らなかった」と懐
かしむような社会の変革を行うことがこの新学術領域
の真のねらいである。
（ 領域ホームページ；
http://microend.umin.ne.jp/index.html）

応用生物科学部教授　喜田　聡

アウトリーチ活動の一環として、都立高校で実施した出張講義

昨年 9月19日に名古屋国際会議場で
行われたキックオフシンポジウム



 新・実学ジャーナル　2013.4 5

　前回に引き続きジャム製品について紹介します。これまでオホーツク
キャンパスの収穫祭では、私の研究室で製造したジャムの販売を行ってい
るほか、同好会「おいしいパン研究会」でも活動の一環としてイチゴジャ
ムとブルーベリージャムを製造し、学内の売店で常時販売をしています。
売店での販売は平成15年から継続しており、教職員の出張や学生の帰省の
お土産などに利用していただき、大学の広報にも一役買っています。これ
らの原料は常時入手が容易な輸入原料を用いていますが、株式会社東京農
大バイオインダストリーのお客様から、地域で生産されている原料を使え
ないかという要望が多かったこともあり、網走でイチゴを栽培されている
農家とその検討を進めました。
　同社からの依頼を受け、原料の数量が限られていることや地域で製造し
てくれる工場もないことから、製造は私の研究室の学生に手伝ってもらい、
本学の食品加工技術センターで行うことにしました。原料イチゴは生食用
のため、決して加工に向いているものではありませんが、原料の状態を見
ながら丁寧に製造しています。ラベルのデザインも学生が考えてくれまし
た。製品はすべて株式会社東京農大バイオインダストリーが買い取り販売
しており、同社を通して農大生協にもお願いしています。種々のイベント
などにも使っていただき、高い評価をいただいています。
　私どもが作っているジャムはプレザーブスタイルといい、果実の形を残
したものです。このような製品を作るには原料がよくなければできません。
一般にジャムは形を残さなくてもよいので、その原料は二等品を使うこと
が多いのですが、地域の高品質な原料が使えるため、高級な製品に仕上げ
ています。このような果実の形状を残す作り方は、ゲル化の条件であるペ
クチン、酸、糖の 3成分のバランスを考慮しないとゲルの状態が劣ってし
まいます。また、果実を柔らかく仕上げるためには急激な糖度変化は避け
なくてはならず、加熱の仕方にも工夫が必要です。この製品は一部原料を
潰して混ぜることにより、ジャムの食感をバランスよく仕上げることがで
きました。このような製品作りのもう一つ難しい点は瓶への充

じゅうてん

填です。一
つずつ手で詰めていますが、イチゴの粒は上に浮いているため、全体を混
ぜながら入れないと粒の量が一定になりません。一般に販売する製品です
ので、衛生面はもちろん、このような細かいことにも注意を払って作業を
しなくてはなりません。手伝ってくれている学生は通常の実習とは違う緊
張感をもって作業しており、実際の製造現場を体験できる教育効果もあり
ます。製造の最後はキャップ部分にフィルムをシュリンク包装し、ラベル
を貼って完成となります。出荷前には瓶やラベルの汚れなどを確認するこ
とも行っています。これまで特に大きなクレームもなく、順調に売り上げ
を伸ばしており、製品の評価が徐々に上がってきています。大学は製造工
場ではないので、常時このようなことはできませんが、研究室の学生の教
育も兼ねて、年間の数量限定で時間の空いたときに製造しています。

オホーツク新食品誕生記（14）

網走産原料によるイチゴジャム
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

網走産イチゴを使ったジャム
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東京農大農学部植物園から（６）

ムサ・パラコクシネア
Musa paracoccinea A. Z. Liu & D. Z. Li

バショウ科

　1998年に日本植物園協会主催の海外事情調
査が中国雲南省で実施され、私もそのメン
バーの 1人として参加していました。ベトナ
ム国境に近い雲南省南部の河口に向かい標高
を下げ始めたところ、初めて見る鮮やかな赤
い苞を持つ美しいバナナの野生種が多数生育
していました。しかも花序は普通のバナナと
異なり下垂せず上向きに付きます。同行の中
国昆明植物園のメンバーに聞いても、彼らも
初めて見るバナナで種名は分からないとのこ
と。何とか種子だけでも日本に持ち帰りたい
と試みましたが、開花したばかりなのか成熟

した種子を持ちかえることはできません。そ
して、このバナナが2002年には中国雲南省南
部からベトナム北部に見られる新種として記
載されました。私たちが見た段階ではまだ名
前のついていない未記載・新種のバナナだっ
たわけです。日本には、熱川バナナ園が種子
を導入し、その株を分譲していただき今回の
開花に至った次第です。野生種ですから果実
には種子が見られ食することは好まれません
か、鑑賞用のバナナとしてはすばらしい種類
だと思われます。

（東京農大農学部植物園　伊藤　健）
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