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　東京農大生物産業学部（オホーツクキャンパス）が、研究ノウハウを生かして北海道網走市などとともに再生
をめざしてきた能

の と ろ こ

取湖のアッケシソウ（サンゴ草）群生地が 4年ぶりに復活した。
　アッケシソウは塩水が入る湿地に生育するアカザ科の一年草。釧路管内厚岸町で発見されたことで、その名が
ある。また、秋になると茎や枝が深紅に色づき、茎から枝分かれした姿がサンゴに似ているためサンゴ草とも呼
ばれる。
　オホーツク海沿いの汽水湖である能取湖の群生
地は約 4㌶で、国内最大規模といわれ、多くの観
光客が訪れていた。ところが、2010 ～ 11年に行っ
た園地整備が群生地の乾燥化と土壌の酸性化を招
き、群生地の面積が約10分の 1にまで減少、壊滅
状態になった。このため、網走市や観光協会、東
京農大生物産業学部などで再生協議会をつくり、
原因究明と分析調査や土壌整備等を行ってきた。
また、地元住民の協力で種子の採取と播種を続け
た結果、徐々に回復し、今年は出芽の段階から生
育状況も非常に良く、 8月31日の「復活宣言」と
なった。 9月中旬に見ごろを迎え、群生地は深紅
色に染まった。
（東京農大の取り組みについては、本誌89号・
2012年 1 ＋ 2 月号「アッケシソウ群落の再生を～
能取湖で民産官学の保護活動」生物産業学部・吉
田穂積教授）

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

能取湖アッケシソウ群生地が復活

今年 9月23日撮影
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しい分野であるが、積極的に挑戦してもらいたいと
思っている。

はじめに
　計算機関連分野は非常に進歩の速い分野である。そ
して、計算機の進歩は従来は理論上のものでしかな
かったものも、現在において実現可能としているもの
も多い。また、今日の一般社会においてもパソコンや
アプリケーションソフトを使用する機会は多く、特に
パソコンは身近な存在となっている。
　筆者の主な研究分野は、画像処理、コンピュータグ
ラフィックス（CG）、教育工学である。教育に関して
も、おおむねこれらの分野から学生の希望や適性を考
慮してテーマを設定している。また、これらの分野は
相互に関連するものも多く、分野横断的な研究・教育
も行っている。
　本稿では、筆者の最近の研究成果や取り組みを、学
生に対する教育との関連も含めて紹介する。

画像処理
　画像処理に関する研究は基礎研究から応用研究まで
広範囲に行っている。
　基礎研究は成果を出すまでに相当な時間がかかる
が、汎用性の高い画像処理アルゴリズムの開発は広範
囲への貢献ができるため、ライフワーク的に取り組む
価値のある分野でもある。
　基礎研究では動的輪郭モデルによる物体抽出を行っ
ている。動的輪郭モデルは、抽出対象物体近傍に配置
した複数の制御点から成る輪郭を収束させていき、物
体を抽出する方法である（図 1ａ）。動的輪郭モデル
は滑らかな形状の物体は抽出しやすいが、複雑な形状、
特に物体の角部分の抽出が難しい（図 1ｂ）。
　筆者はこの問題に対し、物体の角付近において適応
的に輪郭を構成する制御点を分裂させ、この部分の制
御点の粒度を上げることにより、画素レベルでの精密
な物体抽出方法を開発した（図 1ｃ）［ 1］。
　応用研究では、教育用に適用できる衛星画像の構成
に関する研究を行っている。これは東京情報大学で受
信している衛星データから、植生分布などを視覚的に
理解できるような教育用画像を構成する研究である
［ 2］。本研究は画像処理の基礎やプログラミングの実
践的技術を学ぶ題材としても適している。
　画像処理の分野は、数学力に加えて比較的高いプロ
グラミング技術を必要とするため、学生にとっては難

計算機分野における複合的研究
～基礎から応用まで～

東京情報大学　総合情報学部　准教授　松下孝太郎

まつした　こうたろう
1969年横浜市生まれ
横浜国立大学大学院工学研究科
人工環境システム学専攻博士後
期課程修了。博士（工学）。
東京情報大学総合情報学部総合
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コース）准教授。
専門分野：画像処理、コンピュー
タグラフィックス、教育工学。
主な研究テーマ：画像処理アル
ゴリズムの開発、CGによる学
習コンテンツの開発、学習支援
システムの開発。
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図 1　動的輪郭モデルによる物体抽出

（a） 動的輪郭モデルによる物体抽出の例

（b）従来の基本的方法による抽出結果 

（c） 開発方法による抽出結果
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良いシステムへと改良を続けている。
　学習システムにおいては、サーバとやりとりするシ
ステム基幹部分の構築に労力を要する。筆者の研究室
においては、院生や情報システム系への就職希望の学
生がこのテーマを選択する傾向がある。

おわりに
　本稿では、筆者の最近の研究を学生に対する教育と
の関連も含めて紹介した。また、本稿では紙面の関係
で紹介できなかった研究・教育に関しては機会のある
ときに紹介したい。
　筆者はこれまで、20年以上にわたり計算機分野に携
わってきた。今後は新しい分野の創成などにも挑戦し
ていきたいと考えている。

参考文献
［ 1］ 松下孝太郎：“応力のかかる部分で制御点が分裂する動的輪郭

モデル”，日本画像学会誌，vol.54, no.3, pp.190─198, （2015.6）
［ 2］ K. Matsushita, S. Koshikawa, T. Endoh, et al.：“Satellite Data 

Visualization System for Education”, Journal of Artificial Life 
and Robotics, vol.19, no.3, pp.258─261, （2014.11）

［ 3］ K. Matsushita, T. Fukuda, K.J. Mackin, et al. ：“Development 
of Teaching Materials Using 3D Computer Graphics in 
Mathematics Classes”, Proceedings of the 15th World 
Conference on E-Learning in Corporate, Government, 
Healthcare, and Higher Education, pp.2649-2653, （2010.10）

［ 4］ K. Matsushita, T. Sakiyama, T. Kurumagawa, et al.：
“Development of a User Adaptive Learning System Using 
Computer Graphics”, Journal of International Information 
Institute, vol.17, no.9（B）, pp.4353-4360, （2014.9）

研究室ホームページ
http://www.rsch.tuis.ac.jp/̃matusita/
※YahooやGoogle等で「松下孝太郎」で検索できます。

図 3　学習支援システム（小学校算数版）

コンピュータグラフィックス
　コンピュータグラフィックス（CG）は 3次元空間
やその動画を扱うためデータ量が大きく、従来は高価
なワークステーションでないと実現できない処理が多
く存在した。しかし、今世紀初頭頃から処理量の多い
ものでもパソコンで行うことが可能となり、一般にお
いても身近な分野となってきた。
　CG分野においては、視覚的効果のある学習コンテ
ンツの開発を行っている。具体的には、CGを使い小
学校から高等学校までの学習教材の開発を行っている
（図 2）［ 3］。CGを利用した学習教材は、CGの視覚的
効果により学習内容の理解や学習に対する興味の喚起
に有効である。
　また、CGの分野は学生には常に人気のある分野で
ある。これは、CGによる成果物は視覚的に美しく、
すぐに開発成果を目で見て確認できること、さらに画
像処理のように高度な数学を使用せずに、汎用CG言
語でCGの開発が可能であるからと推察される。

教育工学
　教育工学は、工学的な理論や技術を教育のために適
用する分野である。
　教育工学の分野においては、個人適応型の学習シス
テムの開発を行っている（図 3）［ 4］。これは、学習
者が学習したいコンテンツを選択すると、選択したコ
ンテンツで構成される個人用電子問題集が自動的に生
成される形式である。一般的な電子問題集と比較して、
効率的に学習することが可能である。また、学習者が
学習内容を理解しやすいよう、必要に応じてコンテン
ツ等にはCGを使用している。
　これまでに開発したシステムは、本学近隣の小学校
の他、大学における留学生教育などに導入し、さらに

図 2　CGによる小学生用の学習コンテンツの例
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東京農大の国際化
　東京農大は、平成元年（1989年）に国際交流センター
（平成17年に国際協力センターに改組）を設置し、国
際教育研究活動を一元化し推進してきた。現在、26カ
国・地域の33大学の協定校と教育研究面での協働活動
を展開している。
　平成13年（2001年）には創立110周年を記念して、
東京農大と協定校の学生の国際会議「新世紀の食と農
と環境を考える世界学生サミット」を開催した。第 2
回世界学生サミットからは「グループ教育プログラム」
として学生が自主的に世界の食・農・環境問題を協定
校間で学習する場とした。
　世界学生サミットは第12回の2012年に米国のミシガ
ン州立大学で、昨年 9月にはタイ国カセサート大学で
開催され、世界の農学系大学29校が一堂に会する世界
でも例を見ない国際農学教育プログラムに成長した。
第15回となる今年は、10月 1 、 2 の両日、東京農大で
の開催。また、世界学生サミットに参加した学生たち
によって東京農大とブラジルの協定校・サンパウロ大
学には世界学生フォーラムが結成されて相互に学生た
ちが自主的に活動している。
　この間、国際的な食、農業および環境の問題に触発
された学生に対して一層の国際教育機会を与えるた
め、ミシガン州立大学に限定されていた長期留学派遣
制度を全協定校に拡大するとともに、受け入れとして
の交換留学生制度を創設し、さらに全授業を英語で実
施する全学的な「英語による専門教育プログラム：
Special Program conducted in English；Agriculture, 
Food and Environment in Asia」を実施している。
　また、今年 5月時点で29カ国・地域から221人の留
学生が在籍している。半年から 1年未満本学に留学す
る交換留学生（Visiting Students）は毎年10人程度在
籍し、主に「英語による専門教育プログラム」を受講

している。
　東京農大の海外展開は、協定校だけでなく、今後は、
海外事務所の設置や現在10カ国・地域におよぶ海外校
友会（OB会）支部との連携を進めることにしている。

採択事業の概要
　「中南米地域における食・農・環境分野の実践的な
専門家育成事業」 は、東京農業大学と海外協定校のう
ち中南米の農学系大学との連携を強化しながら、既に
実施している交換留学プログラムに加えて、農学系イ
ンターンシップを行い総合的実学教育プログラムを実
施する取り組み。中南米地域で活躍できる開拓（開発）
型グローバル人材を育成し、持続的な食料生産をめざ
す日系企業並びに農林水産業による起業家の実業を支
援する。

■交流プログラムの相手校■
サ ンパウロ大学（ブラジル）　2001年 2 月に学術交
流協定を締結。東京農大からは、2004年度から海
外協定校長期派遣プログラムの対象大学として派
遣を開始した。実績人数は 2人。「新世紀の食と
農と環境を考える世界学生サミット」に第 2回
（2002年）から参加している。

ア マゾニア農業大学（ブラジル）　2013年 3 月に学
術交流協定を締結。2014年度から短期留学プログ
ラムの対象大学として派遣を開始した。実績人数
は 9人。同世界学生サミットに第14回から参加し
ている。

チ ャピンゴ自治大学（メキシコ）　2001年 7 月に学
術交流協定を締結。2003年度から正規学生（ 4年
間）の受け入れを開始し、現在までに 7人を受け
入れた。2007年度から短期留学プログラムの対象

文科省「大学の世界展開力強化事業」に採択

東京農大の「中南米地域における
食・農・環境分野の実践的な専門家育成事業」

　グローバル人材の育成に努めている東京農大が、学術交流協定を結んでいる中南米 3カ国の 4大学と
の間で展開する「中南米地域における食・農・環境分野の実践的な専門家育成事業」（平成27年度～ 31
年度）が、文部科学省の「大学の世界展開力強化事業～中南米等との大学間交流形成支援～」に採択さ
れた。「大学の世界展開力強化事業」は、国際的に活躍できるグローバル人材の育成と大学教育のグロー
バル展開力、さらには海外とのネットワークを強化するため、日本人学生の海外留学と外国人学生の受
け入れを行う国際教育連携の取り組みを国が支援するもの。平成27年度は、新たに中南米およびトルコ
の大学との間で交流プログラムを実施する事業を対象にした。交流先を中南米とした支援事業に選ばれ
たのは国立、私立合わせて 8大学だが、私大の単独申請では東京農大が唯一採択された。
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大学として派遣が開始した。実績人数は82人。ま
た、長期留学プログラムも行っており、実績人数
は 3人。世界学生サミットに第 2回から参加。

ラ ・モリーナ国立農業大学（ペルー）　1996年 8 月
に学術交流協定を締結。1999年度から正規学生（ 4
年間）の受け入れを開始し、現在までに26人を受
け入れた。2001年度から海外協定校長期派遣プロ
グラムの対象大学として派遣を開始した。実績人
数は 1人。世界学生サミットには第 2回から参加。

　文科省の採択決定が 9月だったことから、今年度は、
派遣先協定校 4大学への短期派遣（ 2・ 3月に 2 ～
3週間）と協定校 4大学から短期受け入れ（同）を実
施する。
　来年度の派遣プログラムは、①協定校 4大学への長
期派遣（ 8・ 9月から 6カ月～ 1年）②同 4大学へ
の短期派遣（ 8・ 9月に 2 ～ 3週間）③農学系 2団
体への長期（ 6カ月以上）及び短期（ 1カ月未満）派
遣＝農学系インターンシップ。一方、受け入れプログ
ラムは、①同 4大学からの長期（ 6カ月～ 1年）②
同 4大学からの短期（ 2週間）世界学生サミットへの
参加③農学系インターンシップ／長期（ 6カ月以上）、
短期（ 1カ月未満）。長期、短期留学生とも世界学生
サミットに参加する。

■農学系インターンシップ■
　これまでの「英語による専門教育プログラム」「農業
実習」「ワークショップ」に加えて計画されている受け
入れ留学生の農学系インターンシップでは、日本の食

計画している交流学生数＝派遣人数／受け入れ人数

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

10人/ 5 人 20人/ 5 人 25人/15人 25人/15人 25人/15人

の安全、高品質な農産物の生産技術から流通までを学
ぶことを目指す。農業研修は、これまで有機農業の「㈱
じょうえつ東京農大」が中心だったが、食品加工の「㈱
東京農大バイオインダストリー」、商品開発と販売の
「㈱メルカード東京農大」の東京農大が設立した他の
ベンチャー企業にも就労体験を広げていく。農林水産
業分野では留学生がインターンシップの機会を得るこ
とが難しいが、ベンチャー企業での商品開発、販売流
通などの就労は留学生にとって貴重なものとなる。
　一方、東京農大から相手校へ派遣される留学生は、
ブラジルの「トメアスー総合農業協同組合」およびペ
ルーの「カムカム協会」でインターンシップを行う。
既に実施しているチャピンゴ自治大学でのメキシコ農
業研修はそのまま継続される。
　トメアスー総合農業協同組合は東京農大の卒業生を
はじめとするトメアスー地域の日本人移民の家族に
よって1949年に設立された。
　カムカム協会は、カムカムの天然採集、栽培、加工、
輸出する事業を支援することにより、農民の生活向上
を図ることを主な目的として設立されたNGOで、東
京農大の卒業生が代表を務めている。カムカムビジネ
スは一種のフェアトレード（公平貿易＝発展途上国の
原料や製品を適正な価格で継続的に輸入・消費する取
り組み。継続的に購入することを通じ、途上国の貧困
解消や経済的自立を促す）であり、ここでのインター
ンシップは貴重な経験となる。
　世界的な食糧問題は人類が取り組むべき課題であ
り、中南米地域は食料供給基地として今後重要な役割
を果たすことになる。東京農大は農学・生命系総合大
学として中南米の協定校と共に、短期・長期交換留学
と農学系インターンシップを結び付けたプログラムを
行うことにより、食・農・環境分野の実践的な専門家
の育成をめざす。
　（本文は東京農大国際協力センター作成の計画書な
どからの抜粋）

メキシコ　チャピンゴ自治大学への短期留学（2015年 8 月17日～30日）
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　富士山の噴火によって堆積した砂
さ れ き

礫上には、長い年月をかけて植物が入り込み、荒原から草原を経て森
林へと植物群落が移り変わる「遷移」が繰り広げられてきた。きのこの種が好む樹種を熟知していればマ
ツタケを探すのも容易である。標高1000mから1500mのブナ、ミズナラ、カエデなどの落葉広葉樹の森を
8月頃に散策するとバカマツタケをよく見かける。マツタケに比べ、小ぶりでやや繊維が柔らかいが、香
りはマツタケよりも強くおいしいきのこだ。また、アカマツ林にマツタケよりもやや遅い時期に発生する
マツタケに似たマツタケモドキがある。富士山のマツタケは、アカマツ、ツガ、コメツガの林から発生す

る。マツタケのシーズンともなれば早朝からマツタケ狩
りの車を見かける。マツタケはアカマツの根元近くの肥
沃な土壌の上からに発生すると思われがちだが、岩場や
アカマツとは離れた思わぬ場所からその姿をのぞかせて
いる。マツタケと出会うには林床のわずかな盛り上がり
や林内に漂うマツタケの香気成分を研ぎ澄ませた五感で
感じ取ることが肝心だ。
　神秘的な富士山から自然の恵みとしてマツタケが享受
される。自ら掌握したマツタケを見ると顔は必ず綻ぶの
だ。その一瞬の感動に魅せられてマツタケを求めて30年、
私は富士山の虜

とりこ
だ。その一瞬の感動に魅せられてマツタケを求めて30年、

とりこ
だ。その一瞬の感動に魅せられてマツタケを求めて30年、

になっている。
　マツタケの子実体の形成は、現代の科学でも解明され
ていないことが多い。自然環境の中から産するマツタケ
に感謝し、その味、香り、歯ごたえを感じながらきのこ
の王様『マツタケ』を食す今日この頃である。自然の恵
みが享受される環境維持と保全活動が現代人のとるべき
行動ではないだろうか…。

　「匂いマツタケ味シメジ」という言葉はよく耳にすると思う。「味シ
メジ」と称されるきのこはホンシメジだ。マツタケやホンシメジの人
工栽培法の確立は多くの人々の夢でもある。きのこの栽培技術や生理
生態学的研究の進歩により、ホンシメジの人工栽培は確立されたもの
のマツタケの人工栽培は現在も成功していない。
　マツタケは、林地での増殖法として発生環境が備わった林地を整備
して発生しやすい森林環境に養生すること、整備した林地に胞子や菌
糸体を充

じゅうてん
して発生しやすい森林環境に養生すること、整備した林地に胞子や菌

じゅうてん
して発生しやすい森林環境に養生すること、整備した林地に胞子や菌

填したカプセルを散布・埋設することなどでアカマツ林にマ
ツタケ菌糸の塊である“シロ”を増殖させる試みを林産化学研究室で
は実施してきた。その陣頭指揮をとられたのは恩師である檜垣宮都名
誉教授だ。檜垣先生のご指導と私の発想などを組み合わせてゼラチン
カプセル、HPMC（ヒドロキシプロピル メチルセルロース）カプセル、
プルランカプセルなどのハードタイプやソフトタイプを用いて実験し
た。広島県、岩手県、長野県、群馬県などの以前はマツタケが発生し
ていたアカマツ林で試験を行ってきた。岩場の急斜面を整備してマツ
タケの菌糸成長に効果的であろうと考えられる天然物やアミノ酸およ
びミネラルなどを散布した。斜面での作業は多くの困難もあったが、
水のポリタンクを担いで急斜面を何度も上り下りした時の辛さは今で
も思いだす。また、マツタケの菌糸をマツの根に感染させた苗を林地
で栽培する方法なども試みた。林地土壌内でのマツタケ菌糸体の成長
や“シロ”の面積の拡大などは観察されたがマツタケの発生には至っ
ていない。

天然物を利用した食彩（ 6）

マツタケ
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

富士山のマツタケを追いかけて30年

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。2015 年ミラノ
万博日本館サポーター。
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

写真 1　富士山麓から発
生したマツタケ（中央）

写真 3　マツタケの観察
途中でシカと遭遇

写真 2　著者が収穫した
マツタケの子実体

写真 4　マツタケの炊き
込みご飯



東京農大農学部植物園から（31）

オオヤマショウガ
Zingiber spectabile Griff .

（ショウガ科）

　温室内で地面から高さ60cmほどの花茎が
数本立ち上がっています。花茎の先端部は径
10cm、長さ20cmほどの巨大な球果を思わせ
るような円筒状の花序がみられます。オオヤ
マショウガはインドシナ半島からスマトラ島
に分布する偽茎の高さが1.8～2.4mに達する
大型の多年草植物です。
　ショウガZ. officinale、ミョウガZ. mioga
と同属植物で、熱帯 地域では観賞用によく
栽培されています。
　花序は赤色、時にはじめ黄色く次第に赤色
に変化し、よく見ると鱗

うろこ

状の花苞と呼ばれる
ものが幾重にも見られ、花は花苞の間から咲

いてきます。花は長さ 3 cm余りで、外側の
外花被は黄色で、唇弁などの内花被の内側に
は暗紫色の斑が多数みられますが、午後から
開花した花は翌日には閉じてしまいます。
　文献などによると根茎部分をスパイスとし
て利用するとありますが、実際には現在では
あまり利用されていません。一般的には花が
咲いていなくても円筒状の花序全体があれ
ば、十分観賞価値があり、地植えで庭に植栽
されたり、ホテルなどの大型施設のフロント
などで大きな生け花を飾る際の花材として用
いられています。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）

8151001

新・実学ジャーナル
2015年10月号　No.124
2015年10月 1 日発行
編集・発行　学校法人東京農業大学戦略室
〒156‒8502　東京都世田谷区桜丘 1 ‒ 1 ‒ 1
TEL．03‒5477‒2300　FAX．03‒5477‒2707
http://www.nodai.ac.jp/hojin/

定期購読ご希望の方は上記までご連絡ください。

2015　東京農大創立124年

学校法人
東京農業大学　　　東京情報大学　　　東京農業大学短期大学部
東京農業大学第一高等学校　　　　　東京農業大学第二高等学校
東京農業大学第三高等学校　　東京農業大学第一高等学校中等部
東京農業大学第三高等学校附属中学校


