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東京農大・東日本支援プロジェクト３年間の経験を伝える

東京農大図書館　＜下＞

森林からの天然物を利用した製品の開発（ 4）

東京農大農学部植物園から（19）



榎本武揚と横井時敬

創設者は、明治の英傑榎本武揚だ。明治政府で逓
信相、農商務相、文相、外相、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22 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 1 学科、大学院 1 研
究科で、学生・院生は約1,900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戦略室 

東京農業大学の沿革

希少本・農業書34点を電子化し公開
　東京農大図書館は大学史資料室・貴重書室に収蔵している農業書34点を電子化し、図書館ホームページで公開
している。「農業全書」（宮崎安貞著／ 1697年刊）、「本朝食鑑」（野必大著／ 1697年刊）、「築山庭造伝」（北村援琴著
／ 1735年刊）、「豆腐百珍」（醒狂道人著／ 1783年刊）、「有用植物図説」（田中芳男、小野職愨著／ 1891年刊）など
江戸期から明治期にかけて書かれた希少本だ。（ズームアップに公開34点一覧と関連記事）
　問い合わせは東京農大図書館 ☎ 03-5477-2525。

農業全書は 1 部10巻
の大著で、農事総論を
はじめとし、五穀、菜
草、草木生類等の各条
項に分類して詳細に種
芸の法を論述したも
の。初版は元禄10年に
貝原益軒の序文を付し
て出版した。

本朝食鑑は板本12冊
で、日常食品の穀、菜、
鳥獣、魚、介の名称を
つまびらかにし、合せ
て各種類の異同を明ら
かにし、また、それら
の製造、性味、主能等
が明快に述べてある。

豆腐百珍は板本 1 冊
本で豆腐の尋常品、通
品、佳品、奇品、妙品、
絶品に類別し、豆腐の
調理法約100種が載せ
られている。

築山庭造伝は庭園を
造る場合の工案方式を
示したもので築山、池
の規格、山水真景の模
写、庭面の陰陽、樹石
の配置、苔

たい

蘚
せん

の生植、
金魚の育養などが書か
れている。
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　前号その 2 では、“復興支援活動を展開する時の留
意点”と題して、東日本大震災発生を受けて復興支援
活動を展開するための留意点について総括した。
　第 3回は最終回となるため、これまでに実践してき
た復興支援活動を総括するとともに、被災地の復興か
ら再生へと展開するための基本的な考え方を、これま
での経験に基づいて総括する。

1 ．これまでの取り組みの総括と復興・再生の課題
　東京農大が2011年の3.11東日本大震災の発生以降、
取り組んできたのは津波被害、放射能被害からの迅速
な復旧である。すなわち、津波被害を受けた水田土壌
の復元と稲作・大豆作の再開、放射性物質が堆積した
森林における放射性物質の動態と除染方法の開発、放
射能汚染地域における土壌の放射性物質の濃度、作
物への放射性物質の吸収抑制技術の開発、農地 1筆を
単位とした放射性物質モニタリングシステムの開発に
よる迅速な農業生産の再開など、いずれも東日本大震
災以前の農業を取り戻すための闘いであった。この取
り組みに対しては、現場の問題を迅速に解決するとい
う東京農大伝統の実学精神が大きな威力を発揮したと
我々関係者一同、若干の自負をもっている。
　東日本支援プロジェクトに参加した研究者は、いず
れも災害研究、放射線研究の専門家ではないが、土壌
診断技術、生産資材有効活用技術、各種の化学的な分
析技術、経営調査技術、経営診断技術に関しては、多
くの経験と実績を積み上げてきているので、震災で発
生したさまざまな問題解決のために活用できるツール
をもっていた。これらのツールが、震災復興研究の実
施にあたってきわめて有効に作用した。

東京農大・東日本支援プロジェクト３年間の経験を伝える

その３　復旧から復興・再生へ
東京農業大学国際食料情報学部　教授 門間敏幸

もんま　としゆき
1949年埼玉県生まれ
東京農業大学農学部農業拓殖
学科卒。東京農業大学国際食
料情報学部国際バイオビジネ
ス学科（バイオビジネス経営
学研究室）教授。農学博士。
専門分野：バイオビジネス経
営学、企業経営者能力論、参
加型地域計画論、ネットワー
ク型農業経営組織論、農商工
連携論
主な研究テーマ：バイオビジ
ネスの経営者能力の解明、ネットワーク型農業経営組織
のビジネスモデルの解明、暗黙知的篤農技術の評価方法
の解明、震災復興・風評被害克服に関する研究
主な著書：TN法－住民参加の地域づくり（単著）家の
光協会、日本の新しい農業経営の展望－ネットワーク型
農業経営組織の評価（編著）農林統計出版、知識創造型
農業経営組織のナレッジマネジメント（編著）農林統計
出版、東日本大震災からの真の農業復興への挑戦（共著）
ぎょうせい

しかし、震災後 3年間の研究支援活動は、本格的な
震災復興の入り口の問題を解決したに過ぎず、被災地
の本格的な復興・再生のためには次のような乗り越え
るべき課題がある。
1） 津波被害地域における新たな営農システムの開
発

2） 放射能汚染地域における持続的な営農システム
の開発

3） 甚大な津波被害を受けた農地の復元と新営農シ
ステムの開発

4） 放射能に汚染された森林の除染技術の開発と安

写真 1　見事な稲穂がたなびく津波被害水田 写真 2　難しいといわれた大豆もできた津波被害水田



2 新・実学ジャーナル　2014.7+8

全確保方策の解明
　 5） 風評被害克服対策の解明
　以下、津波被害地域と放射能汚染地域の 2つに被災
地を分けて、今後の支援研究活動の展開方向について
整理する。

2 ．津波被害地域の新たな農業の創造
　津波被害地域における新たな農業の創造は、技術的
な視点と経営的・地域営農的な視点から考えることが
できる。
（ 1）新たな農業創造の技術的対応
　まず第 1の技術的な視点は、津波の激甚被害を被っ
た水田の復元とそこでの営農の展開である。特に地盤
沈下した水田、津波土砂が厚く堆積した水田では、土
壌の抜本的な改良がなされない限り水稲生産を復活す
る事は困難である。
　こうした激甚被害地域では、現在、メガソーラー用
地としての利用、厚く堆積した砂を利用した稲以外の
作物の生産（水田から畑地への転換）、施設園芸等、
さまざまな活用が検討されている。いずれの方法も一
長一短があり、担い手の確保可能性、農家の営農再開
意欲やこれまでの農業生産の経験、集落のまとまりの
状況などを総合的に判断してケースバイケースで対応
しているのが実態である。
　こうした状況に対する東京農大のスタンスは、農家
の支援ニーズに対応して技術的・経営的な課題を克服
するというものである。特に激甚被害農地の土壌分析
は重要で、新たな営農創造の基本となるものであり、
土壌肥料チームを中心に支援を継続している。施設園
芸、畑作・野菜作などの新たな農業への挑戦を試みる
担い手が出現した場合にも、それぞれの分野の専門家
を組織して迅速に対応していく予定である。
　技術的な支援の重点としては、農大方式による津波
被害水田の復元面積の拡大（2012年度1.7ha、2013年
度50ha、2014年度200ha）をさらに進めるとともに、
土壌・用水から水稲・大豆などの作物への放射性物質
の吸収抑制技術を確立し、「そうま復興米」のブラン

ド構築を支援することに置いている（写真 1、 2）。
（ 2）新たな農業創造の経営的対応
津波被害農家を対象にした我々の調査では、農業機
械を喪失した多くの農家は農地が復元しても農業から
離脱し、残った少数の担い手に農地が急激に集積する
ことが想定された。しかも、現実は我々の想定した方
向に動いており、50～100ha規模の大規模な農業法人
や個別経営が成立し、津波被災地の農業は大きく変化
している。しかし、こうした急激な変化に担い手が的
確に対応することは難しく、現場では次のようなさま
ざまな問題が発生している。①大規模経営の経営管理
の方法がわからない、②雇用労働を導入したが、冬場
の仕事がない、③複合経営を実践したいが組み合わせ
る作物がわからない、④ 6次産業化に取り組みたいが
販路が確保できない、⑤新たな技術革新に挑戦したい
が、技術の指導者がいないし新たな投資資金がない、
といった問題が指摘されている。
また、集落営農による農地の保全を検討している地
域も存在するが、どのような仕組みの集落営農を考え
たらいいかわからないといった問題も存在する。
東京農大では、農家、農業法人関係者、市町村、普
及センター、農協と緊密な連携を取りながら、農家意
向調査の実施・解析、集落座談会への参加、関係者に
対するヒアリングを繰り返しながら、農家の合意形成
を促進し、新たな農業創造のための支援活動を展開す
る予定である（写真 3）。

3 ．放射能汚染地域の新たな農林業の創造
現在、復興が最も遅れるとともに、復興の方向性が
見えないのが放射能汚染地域の農林業である。その最
大の原因は、居住地、農地、山林に堆積した放射性物
質の影響にあることは言うまでもないが、居住制限、
作付け制限、風評被害が及ぼす影響は計り知れない。
この問題を解決するためには、居住制限、作付け制限
の場合は仕方がないが、作付けが可能な地域では「測っ
て作る」「作って測る」を繰り返し、消費者の信頼を獲
得するという方法以外に有効な対策はない。すなわち、

写真 4　放射能汚染地区でも安全な米の収穫に成功写真 3　新たな営農の方向を集落の農家の方々と話し合う
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放射能を測定し、作物への吸収を抑制し、安全な作物
を出荷しつづけることが重要である。
　そのために、我々は土壌肥料チームを中心とした放
射性物質の吸収抑制技術の開発、生産資材の有効利用、
土づくり等の技術の開発と普及を行っている。また、
放射性物質に汚染された森林の復興はかなり困難であ
り、政府、関係機関もその抜本的な対策に苦慮し、対
策の展開が遅れている。東京農大では、震災直後から
森林と林木が放射性物質に汚染されていることを確認
し、その除染対策技術の開発を試行錯誤してきた。す
なわち、森林自体の除染方法の開発、放射性物質が蓄
積した林木の除染、そして、あんぽ柿の除染である。
こうした取り組みは、被災地の森林組合、林家の方々
の大きな信頼を得ており、今後も支援活動を展開する
計画である。
　さらに、放射能汚染地域の営農の再開を支援するた
め、農業経営チームが中心となって土壌肥料チームの
応援を得ながら開発したのが、「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」である。この
システムの開発によって、農地 1筆ごとの除染、土壌
管理の仕方が明確になり、農家は安心して作物生産を
再開することができた（写真 4、 5、 6）。

我々の放射能汚染地域の営農再開支援に対する挑戦
は、まだまだ緒に就いたばかりであり、さらなる支援
活動の強化が必要である。技術面では、より確実な土
壌から作物への吸収抑制技術の確立、森林除染技術と
放射性物質に汚染された林木やあんぽ柿の除染技術の
開発が待望されている。
なお、営農の視点から見た場合、放射能汚染が深刻
な地域はいずれも中山間の条件不利地域が多く、高齢
化、耕作放棄地の急増、サルやイノシシなどの獣害が
深刻な地域である。そのため、膨大な資金を投入して
農地、牧草地、森林の除染を行っても、農林業の担い
手の喪失により、農地荒廃が急激に進むことが予想さ
れる。そのため、放射能汚染地域における東日本支援
プロジェクトの展開に当たっては、担い手が夢を持て
る農林業の創造が不可欠である。そのための一つの方
向が、除染と基盤整備の一体的推進、水耕栽培など土
地に依存しない農業の実現、耕畜連携など畜産を含め
た生産・加工・販売等による高付加価値農業の実現に
向けて支援活動を展開する予定である。
なお、紙数の制約から風評被害対策について言及す
ることができなかったが、これについては別の機会に
報告したい。

　東京情報大（千葉市若葉区）の平成26年度第 1回公
開講座「パソコン組み立て実習」が 6月 7日、同大 7
号館で行われた。10～70代の男女13人が参加。受講生
は、平野正則教授らと講師役の学生たちからマンツー
マンで、手順や各部品の役割など具体的な指導を受け
ながら、パソコンの分解と組み立てに挑戦した＝写真。
受講生たちは精密に設計されたボードやコード類に戸
惑いながらも、分解・組み立ての結果、全員のパソコ

ンが無事に起動した。
今年度の公開講座は全12回開催され、それぞれの講

座で東京情報大12コースの特色ある学びを体験できる。
問い合わせは東京情報大総務課☎043─236─4603。

東京情報大で
「パソコン組み立て実習」講座

掲 示 板

写真 5　放射能に汚染された牧草地の除染（表土はぎとり） 写真 6　表土がはぎとられた牧草地に立つ
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国内きっての一大コレクション
　温湿管理された大学史資料室・貴重書室に保存され
ている貴重書の多くは第 4代図書館長を務めた大野史
朗（在職期間1918─1964。1978年没）が長い年月をか
けて収集したもの。近世を代表する農学者である宮崎
安貞（1623─1697）、大蔵永常（1768─1860）、佐藤信淵
（1769─1850）らの農業書をはじめとする所蔵貴重書は
東京農大が誇る国内きっての一大コレクション。
　これらの貴重書が今日、東京農大に存在しているの
は大野館長、職員らの「図書館員魂」があった。
　「農大お宝100選」（東京農大出版会：2003年刊）には
次のように記されている。
　「──第二次世界大戦における大学全焼という大火
の中、大野館長はじめ職員が書庫の扉に土を塗って中
の資料を守り抜いた──」。また、東京農大百年史に「昭
和20年 5 月24日の東京大空襲で、常盤松（渋谷）の図
書館施設は書庫を残してすべて焼失」とある。
　図書館では、公開とオリジナル資料の保存を目的と
して農業書34点の電子化を終え、ホームページで公開
している＝別表参照。

農業開発への情熱が伝わる卒業論文
　所蔵する卒業論文は、農学、農業教育、農業史、教
育史的観点から貴重なオリジナル資料である。また、
郷土に学んだことを還元した卒業生も多く、「人物を
畑に還す」という東京農大建学の精神を如実に物語る

“宝”が詰まった大学史資料室・貴重書室

資料ともいえる。卒業論文のテーマは、農業開発の重
要性から、教育、農家の収入向上のための農村工芸や
農業の近代化に対応した作物の導入並びに農産加工、
海外発展等と多岐にわたる。それらは、現代より研究
環境が劣る時代に書かれたにもかかわらず、その内容
は秀逸。特に明治期の卒業論文は、和紙に毛筆書きの
和装丁のものが多く、彩色図版などは100年以上前の
ものとは思えないほどの色彩を今も残している。
卒業論文の電子化は21年計画で進めている。13年目
の現在、明治、大正期の卒業論文約2,000点の作業を
終えた。また、大正、昭和期の卒業アルバム約50点も
電子化された（10年計画の 6年目）。
このほか、学祖・榎本武揚の関連資料約90点と初代
学長・横井時敬の関連資料約460点も実物保存されて
いる。 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

東京農大図書館　＜下＞

　農大アカデミアセンター 7階に図書館の「大学史資料室・貴重書室」がある。江戸期から明治期にかけて書
かれた農業、農学、本草、食に関する資料400冊余、1901（明治34）年から1943（昭和18）年に東京農大を卒業
した学生の卒業論文約2,500点などが収められ、まさに“宝庫”だ。

所蔵されている卒業論文を見る矢口行雄館長

電子化されている貴重書（書名／著者／出版年）
理学提要/広瀬元恭訳/1856 草木六部耕種法/佐藤信淵/1831
救餓録/健齊主人/1830‒1843 綿甫要務　上、下/大蔵永常/1833
舎密開宗　1‒18　 6 冊/宇田川榕庵/1837 播かぬ種は生え奴/竹中卓郎/1889
植学啓源/宇田川榕庵/1833 橘品/弄花亭主人/1797
有毒草木図説　前、後編/清原重巨 輯/1827 桜品/松岡玄達/1758
草木性譜　天、地、人/清原重巨 撰/1823 築山庭造伝　 6冊/北村援琴/1735
有用植物図説　目録索引　　 /田中芳男、小野職愨/1891 都林泉名勝図絵　 5巻 6冊/秋里籬島/1799
　　　〃　　　解説1‒3　 3 冊/　　　　〃　　　　/ 〃 石組園生八重垣伝　上、下/秋里籬島/1827
　　　〃　　　図画1‒3　 3 冊/　　　　〃　　　　/ 〃 牛馬放生仁徳誠/森泉治郎右エ門晴吉/1624
除蝗録/大蔵永常/1826 山繭養法必伝抄/岩崎常正/1827
農業全書　10巻11冊/宮崎安貞/1697 酒の古名区志考（一名酒古名考）/荒木田大人/1800
農業餘話　上、下/小西藤右ヱ門（篤好）/1827 豆腐百珍/醒狂道人（何必醇）/1783
成形図説　1‒30/會槃、白尾国柱/1804 本朝食鑑　12巻 7 冊/野必大/1697
農家慣行/蓑笠之助（豊昌）/1736 農具便利論　上、中、下/大蔵永常/1821
農人往来/山野山/1811 閲甫　食物本草　上、下/名古屋玄医/1671
勧農固本録　上、下/萬尾時春/1725 新撰　胡椒考/浅尾種雄/1854
農稼業事/児島如水/1814 田制沂源考/日吉偉三/1838
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の天然物を食することは東洋医学の教えでは重要な要素を持つと指摘されています。確かに、科学的な試
験研究において微細藻類のみ、きのこのみの場合よりも複合の物質の
方が相乗・相加的に良好な結果が得られることもわかっています。
クロスタニン一生健康の製品開発を実施するにあたり、原材料の評
価、処方評価、栄養成分評価および機能性評価（培養細胞試験・動物
試験・ヒト飲用試験・飲用に基づく各種疾患への作用メカニズムの解
明）を実施しました。クロスタニン一生健康は、血小板凝集抑制、炎
症抑制（ケモカイン遺伝子発現抑制試験）、脂質異常・肥満症改善（リ
パーゼ阻害活性試験）、高血圧症改善（ACE阻害活性試験）などの評
価系とヒト試験による解析から良好な結果を得ました。一般的に西洋
医学の研究分野においては、疾患の治療で薬剤投与する場合、その活
性本体と作用メカニズムが特定されていることが原則です。しかしな
がら、天然物を用いる生薬や漢方療法は、複合的な物質の作用が疾患
改善に功を奏する場合があることも知られています。すなわち天然物
を用いた機能性食品などの実用化には、“クロスタニン一生健康”で
実施したような科学的根拠に基づく評価を基礎と応用研究によって実
施することが大切です。
森林などの自然環境から採集される資源からは、私たちの「生活の
質」の向上に貢献する物質が単離されるとともに、原形で利用可能な
ものもあるでしょう。私たち森林資源利用学分野で研究を実施する研
究者は幅広い観点から天然物を科学的に評価し、創薬や創食の資源を
見出すことに努力したいと考えます。

前号においてカワラタケを主原料としたクロスタニン健康100歳の開発
経緯などについて紹介しました。その製品を共同開発した株式会社日健総
本社と東京農業大学との製品開発は一品にとどまらず天然物複合食品（微
細藻類多糖体・精製オイルおよび担子菌類多糖体複合食品）である“クロ
スタニン一生健康”も創製させています。
株式会社日健総本社は微細藻類の専門メーカーであり、多くの微細藻類
の分離と大量培養に成功しています。微細藻類と言ってもピンとこない方
もおられるかと思います。藻類は、光合成によって酸素を発生する葉緑体
を持つ生物です。藻類には、昆布やワカメなどの大型のものと単細胞で顕
微鏡下でないと見ることのできない微細なものとに分けられます。微細藻
類は、35億年前地球の海洋に出現した最初の生物のひとつで、多くの生物
が進化する中にあっても進化や絶滅することなく生命を維持してきた強健
な生命体です。すなわち微細藻類は、太陽・水・空気があれば過酷な環境
でも光合成によって生存し得るのです。クロスタニン一生健康の原材料は、
塩分濃度が30％以上の死海から発見されたドナリエラ（フィトエン抽出
物）、極寒の北極圏から発見されたコッコミクサ（原粉末や抽出物）やオー
ランチオキトリウム（精製オイル）という微細藻類からの分離したものと
マンネンタケやカワラタケのきのこから抽出したものを混合した製品です。藻類は、光合成する生物であ
るため「陽」、きのこは光合成ができない生物であるため「陰」に区別されます。食生活の中で「陽と陰」

森林からの天然物を利用した製品の開発（ 4）

クロスタニン一生健康
東京農業大学地域環境科学部教授 江口　文陽

陽と陰との融合による機能性食品の創製

えぐち　ふみお
東京農業大学地域環境科学部森林
総合科学科教授。日本きのこ学会
会長。2015 年ミラノ万博日本政
府館サポーター。
専門分野：林産化学、きのこ学、
木材劣化生物学。
主な研究テーマ：特用林産物の高
付加価値化への科学的解析と製品
開発。
主な著書：きのこを利用する（単
著）地人書館、科学が証明！エノ
キダイエット（単著）メディアファ
クトリー

ドナリエラが発見されたイスラ
エルの死海で浮遊する筆者

クロスタニン一生健康



東京農大農学部植物園から（19）

シロマツ（白松）
Pinus bungeana Zucc. ex Endl.

マツ科

中国中部から北西部原産の樹高25ｍに達す
るマツ属の常緑高木。別名ハクショウ、サン
コノマツ。このマツで驚かされるのは幹肌
にあります。我々の知っているアカマツP.
densiflora、クロマツP. thunbergiiなどの幹
の表面は多少凸凹しています。これに対し本
種の幹の表面は平滑で不規則なまだら模様に
薄く剥げ、その跡が暗緑色や黄白色、青緑色
のモザイク状に彩られます。そして、これが
名前の由来ともなっています。中国では長寿

の象徴とか神聖な木とされ王宮や墳墓、寺院
などに植栽されています。耐寒性や耐陰性に
やや劣りますが、耐暑性があり、土壌の乾燥
にも耐えます。近年、日本では松くい虫の被
害で多くのマツが枯死していますが、松くい
虫の被害はなく、幼木時は成長が遅いという
短所もありますが、植物園などに、まれに植
栽されています。現地では庭園木、街路樹な
どとしても利用されるという。

（東京農大農学部植物園　伊藤　健）
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