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　東京農大厚木キャンパスに課外活動の拠点、学生会館「農舞台NOU─BUTAI」が完成した。
　この学生会館は、鉄骨造り地上 4階、地下 1階建てで、延べ床面積は約4,440m2。アースカラーの外壁とキャ
ンパスのけやき並木の葉をモチーフした白のルーバー、開放的なガラス面で構成されている。内部は“農業のス
テージ”“学びのステージ”“活動のステージ”を基本的な概念に据えた構造。 1階は周囲にデッキをめぐらした舞
台をイメージした空間「アグリラウンジ」で、学生たちが収穫した食材を調理する「アグリキッチン」も設けら
れた。 2 ～ 4階は部室、ミーティングルームなど。 4階には海外協定校からの短期留学生の受け入れが可能な
宿泊室も。中廊下式の 2、 3階には各部屋から直接行き来できるウッドデッキの中庭「アグリ広場」がつくられ
た。地下 1階は音楽練習室、シャワー室などとなっている。昨年夏に着工し、今秋の完成を目指して建設が進め
られてきた。
10月15日、大澤貫寿・学校法人東京農大理
事長、髙野克己・東京農大学長らが出席して
落成式が行われた。1998年の農学部改組、キャ
ンパス移転から17年。「キャンパスライフが
一層充実する」──新たな学生会館は、学生
たちのかねてからの念願だった。

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

厚木に学生会館「農舞台」が完成

明るく開放的な学生会館アグリキッチン



 新・実学ジャーナル　2015.11 1

る・割れる・狂う・変色する・燃えるなどの欠点を補
うため防腐防虫や寸度安定などのために薬剤が加圧注
入法などを用いて処理されるが、万博の期間は短いこ
となどから木材保存処理は行われていないようであっ
た。日本館の外観に施工されたカラマツの材は、太陽
の光や風雨にもさらされ自然の木目の風合が日本らし
さを演出していた。
　日本館の外観に木材を活用したことは、再生するこ
との可能な資源活用を意図し、森林の整備保全と水源
涵養、水は大地、海洋、大気へと還元されることによ
り、人類に多様な食材をもたらすことを世界に発信し
たものである。森林の育成や保全は、源流の河川水の
みならず深層水や海洋水と密接に結びつき、持続的な
循環型社会を育むための源なのだ。

食は人々のこころの絆を育むもの
　日本の急

きゅう

峻
しゅん

な山々に積もった雪解け水は、森林土壌
に留まり、長い年月を経て大地に注がれる。すなわち
豊かに生態系が貯えた良質なミネラルを含む水資源
は、自然と共生する農林水産業の営みを可能なものと
する。良い環境で生育した山海の食資源を「一汁三菜」、
「発酵・天日干し」、「出汁・うま味」、「口内調味」といっ
た知識や技法によって食事として摂食することが健康
なからだづくりに役立つのだ。
　日本の食は、日本の伝統のみを重んずるばかりでは
なく、世界のさまざまな食材や食文化を尊重しつつ、

人気パビリオン日本館が伝えたもの
　イタリア経済と世界的なファッションの中心都市で
もあるミラノで国際博覧会（EXPO Milano 2015）が
開催された。Feeding the Planet, Energy for Life（地
球に食料を、生命にエネルギーを）がメインテーマで
あり、2015年 5 月 1 日から10月31日の184日の期間中
に約2000万人（日本館来館者数は200万人突破）が訪
れた。
　日本館は万博会場内で最も人気のあるパビリオンの
一つ、開催国のイタリア館と並び行列の絶えないパビ
リオンであった。私が訪問した際にも日本館入館のた
めの待ち時間は 2 ～ 3時間であったが、行列をつく
る各国の来場者は、日本館に展示されている日本の食
材や文化・伝統に触れることに期待を寄せる言葉を交
わしていた。日本館の見学を終えて日本館レストラン
で食事をしている数カ国の方々に日本館の感想を尋ね
ると綿密に構成されたシステムと日本の技術、日本ら
しい心や所作、食材のみならず器や料理の盛り方など
への気配りに感銘したとの声を聴くことができた。
　ミラノ万博日本館は、「Harmonious Diversity ─共
存する多様性─」を出展テーマに日本の農林水産業や
食を取り巻くさまざまな取り組み、「日本食」や「日
本食文化」に詰め込まれたさまざまな知恵や技と心が、
人類共通の課題解決に貢献するとともに多様で持続可
能な未来の共生社会を切りひらくといったメッセージ
の発信を目指した。

持続的な循環型社会の構築を提案した
立体木格子
　日本館の立体木格子の技術は、木材関連の学問や技
術を学ぶ者のみならず多くの方々に必見の構造とデザ
インであった。立体木格子は、法隆寺などの伝統的な
日本建築物に用いられる技術だ。継手・仕口の木材ど
うしの組み合わせで、めり込み作用がつくられ、金属
の鎹
かすがい

や釘などを使わなくても構造的に強い造作が施さ
れる。
　日本国内で生育したカラマツを集成材に加工して使
用された。一般的な木材造作物は木材の特徴である腐

ミラノ万博日本館
「Harmonious Diversity－共存する多様性－」
・・・・日本の農林水産資源や食の持続的な国際情報発信を見据えて・・・・

東京農業大学　地域環境科学部　教授　　　　　

2015年ミラノ万博日本館サポーター　江口文陽

酒樽の前で開催115日のカードを持つ筆者
（左奥が日本館の外装を飾る立体木格子）
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アをはじめとして欧州や各国からの来館者に日本の食
や食文化のすばらしさを体感してもらい日本への興味
を持ってもらう入り口としての重要な役割を果たした
ものと考える。

食の情報発信基地・・
　それは東京農業大学なり
　万博の開催地となったミラノは、ドゥオーモ、ガレ
リア・ヴテットリオ・エマヌエール 2世、スカラ座、
スフォルツェスコ城、サンタ・マリア・デッレ・グラ
ツィエ教会などの歴史が凝集された都市でもある。歴
史的建築物やレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩
餐」を鑑賞した時間は、次世代への食を追及するため
の基本として「温故知新」を心に抱くことの重要性を
再認識させられた。特に絵画「最後の晩餐」は、技法
のみならず物事に対する観察力、人間を解剖学的に捉
えた科学性を感じることができた。
　レオナルド・ダ・ヴィンチは、人や食材を生物とし
てしっかり捉えて絵画へと表現している。我々が食と
していただくものはそのすべてが生物であり、その生
物をどのようにいかすかが料理の神髄であると考え
る。食の素材と料理を身体（五感）から感じることこ
そが我が日本の伝承する食文化ではなかろうか・・・。
　食をテーマとしたミラノ万博は、われら東京農業大
学とも深いかかわりあいのある博覧会であったと思
う。ミラノ万博で発進した日本の食、農林水産技術・
生命産業技術を引き続き「日本から・・」「この東京農
業大学から・・・」発信することを心に強く抱き読者
の皆様とその心を共有しペンを置くことにする。

新たな食文化の創生を提案していくことを来場者に伝
えようとしていた。
　また、日本の食文化には、季節の食材や伝統料理が
あることの意味を伝え、その食材を彩る器とともに、
料理を盛り付ける技法と色合いなどを五感で伝える芸
術的な価値観により構成されていることの素晴らしさ
を情報発信していた。
　展示による締めくくりとして、先端的な映像や音響
なども効果的に組み込んで食料を生み出す自然の恵み
とともに、生産、流通、調理などの食に関わる全ての
人々および食べることのできる自分自身への感謝をこ
めて「いただきます」や「ごちそうさま」といった言
葉を発することの大切さを伝えていた。食を核とした
コミュニケーションこそが家族や友達の心を豊かに
し、深い絆で人々が結ばれることを可能にする原点で
あることを説いていたと思う。

日本の食は日本への興味の入り口
　日本館レストランは「Feel the Japan Passion　理
解を共感に変える、日本の食の体験」がテーマとなっ
ており、本格的な日本食レストランとフードコートが
設置されていた。美濃吉、CoCo壱番屋、サガミ、柿安、
モスバーガー、人形町今半、京樽が参加して来場者に
日本の食を提供していた。日本館レストランプロ
デューサーは、「レストランが日本館への興味の入口
となること、日本自慢の食を体験し理解を進め、『共感』
ひいては『感動』にまで深める場となること」と語っ
ている。日本館レストランには、日本の食文化や“お
もてなしのこころ”が凝集されており、開催国イタリ

日
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すきやき（しいたけも食材に） 牛丼・味噌汁と割り箸 すしの折詰しょうゆとわさびとともに
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研究会「全国土の会」事務局
　「東京農大発㈱全国土の会」（代表取締役＝後藤逸男・
東京農大名誉教授）は、農家のための土と肥料の研究
会である「全国土の会」の事務局でもある。事務局長
は「東京農大発㈱全国土の会」社員で東京農大学術研
究員の稲垣開生さん。
　「全国土の会」は、1989年に誕生した。
　東京農大の基本理念である「実学主義」に基づき、
農業生産現場に密着した土壌学を目指して教育・研究
に励んでいた後藤さんたちは、全国各地で土壌診断調
査を行っていた。そこで目にしたのは、土壌学では当
たり前の基礎知識が農業生産現場に生かされていない
ことだった。また、生産者の多くが「完熟堆肥を入れ
れば、入れるほど土がよくなる」「裸地にすることが畑

を休ませるこ
とだ」といっ
た「土づくり
迷信」をかた
くなに信じて
いることにも
驚かせられ
た。「土壌学
の研究成果が
なにも役立っ
ていない。こ
れでは何のた
めの土壌学
か」と思った
という。実学
主義を標

ひょうぼう

榜す
る東京農大の
研究者にとっ
て、看過でき
ない事実に出
合ったことか
ら結成された

のが「全国土の会」だった。
　1989年11月に静岡県榛原町で第 1回全国大会を開
催。2013年の25周年記念大会は、東京農大が大震災か
らの農業復興を支援している福島県で開かれた。今年
は11月 7 日に「第27回全国土の会埼玉大会」が、さい
たま市で開かれる。「全国土の会」の会長も務めてい
る後藤さんは、「国際土壌年にこそ始めよう！　健康
な土づくり」と題して講演する。
　当初、生産者中心であった会員も、農業改良普及員
や農協職員、農業関連企業や農産物流通業界関係者な
どにまで広がった。現在の会員は約600人。全国に19
支部がある（別表参照）。

研究の成果・経験を生かした業務
　東京農大の持つ独自技術を基にしたベンチャー企業
である「東京農大発㈱全国土の会」の業務は「全国土
の会」「土壌診断分析研究会」の事務局であるとともに、
▽土壌・肥料・水など環境物質の分析▽農学・環境科
学関連分野に関する研究受託▽講演会・研修会・出前
講義などの講師派遣▽「土づくり」に関するコンサル
ティング──など。いずれも、後藤さんたちが培って
きた研究の成果と技術・経験に裏付けられたものだ。
　そして、「東京農大発㈱全国土の会」が取り扱う“主
力製品”が、後藤さんが主力となってこれまでに開発
した三つの「みどりくん」（東京農大のスクールカラー
にちなんで名づけられた）。

■生ごみ肥料みどりくん■
　東京農大リサイクル研究センターのプラントでつ
くられる生ごみ100％使用の「搾油生ごみ肥料」。
2002年に開発したが、肥料取締法のいずれの肥料
にも該当しなかったために当初は肥料と認められな
かった。開発から 8年後の2010年に「仮登録」され、
ようやく今年度中には新しい肥料公定規格が設けら
れて、新規普通肥料として登録される見込みだとい
う。
　すでに、東京農大世田谷キャンパス周辺の農家に

東京農大発（株）全国土の会
　東京農大には四つのベンチャー企業がある。2004年に「㈱メルカード東京農大」と「㈱東京農大バイ
オインダストリー」が誕生し、2008年に「㈱じょうえつ東京農大」が起業した。そして、国連が定めた
国際土壌年

＊

である今年の 4月に、新たに「東京農大発㈱全国土の会」が加わった。いずれも、東京農大
の「実学」による研究の成果から派生したもので、優れた技術や高度な知識を軸に、創造的・革新的な
経営を展開している。四つの東京農大のベンチャー企業をシリーズで紹介する。

ベンチャー企業Ⅰ

「全国土の会」支部一覧

名称 所在地
ふらの土の会 北海道富良野市
青森土の会 青森市
やまがた土の会 山形県米沢市
鹿沼G-Better土の会 栃木県鹿沼市
茨城土の会 茨城県水戸市
安房土の会 千葉県館山市
埼玉土の会 埼玉県深谷市
全国体験農園土の会 東京都練馬区
さがみ土の会 神奈川県藤沢市
八ヶ岳土の会 長野県川上村
遠州土の会 静岡県磐田市
浜松セルリー土の会 静岡県浜松市
新潟曽野木土の会 新潟市
北陸土の会 石川県金沢市
ひだ土の会 岐阜県高山市
西日本土の会 大阪市東成区
高知日高村土の会 高知県日高村
大分土の会 大分県豊後大野市
熊本土の会 熊本市
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は提供され、栽培された
収穫物は農家の庭先など
で販売されている。限ら
れた地域ではあるが、環
境ネットワークが形成さ
れているが、後藤さんは
「正式に肥料として認め
られれば、これまで以上
の人たちに仲間になって
もらい、『みどりくん』
を核とした地域循環型社
会・生ごみリサイクルの
輪を広げていきたい」と
話している。

■簡易土壌診断キットみどりくん■
　農家の人たちが、土壌養分を手軽に診断するため
の試験紙を用いた東京農大式簡易土壌診断キット。
　専用の土壌採取機で採取した一定量の土壌試料に
精製水を加えた懸濁液に試験紙を浸し、表れた色を
比較するだけ。迅速で簡便なのが特長。

■Webみどりくん■
　土壌診断分析結果をインターネット上で管理し、
「全国土の会」会員がIDとパスワードを使って、圃
場やハウスの登録、土壌診断の申し込みができ、分
析結果を閲覧できるシステム。データが蓄積される
ことで過去からの分析結果の変化を知ることができ
る。このインターネットを利用した土づくり支援シ
ステムは12年前に立ち上げられたが、今年 4月から
「東京農大発㈱全国土の会」がシステム管理してい
る。

　生産者が、土壌学や肥料学をしっかり学び、自らの
手で土壌診断を行う。そして、その結果に基づいて必
要な土壌改良や施肥設計をする。無駄な肥料や土壌改
良資材を削減することによって、生産経費が減らせる
ことができ、健康な土をつくることができる。さらに、
貴重な資源のリサイクルや節減にもつながり、環境保
全に結びついていく。
　後藤さんたちは、「東京農大発㈱全国土の会」発足
の今年 4月以降でも、東京をはじめ福島、茨城、埼玉、
神奈川、静岡、愛知、大阪、岡山、大分、熊本、鹿児
島──と各地を飛び回るように「土づくり」について
講演を行っている。

健康な土づくりを支援
　後藤さんは「土と人、土の健康と人の健康は相通じ
る点が多い。土の中に、植物の生育に不可欠の要素が

どれくらい含まれているかを調べるのが土壌診断分析
だが、土壌診断は人間の健康診断と同じ。作物の生育
に最も大きく影響する土壌化学性項目のひとつである
土の酸性・中性・アルカリ性を調べるpHは“体温測定”。
土の塩類濃度を測定する電気伝導率は“血圧測定”。
土の陽イオン交換容量（容量が大きいほど養分の保持
力が大きく、肥持ちのよい土壌ということになる）は
“胃袋”だ」という。
　問題なのは「過剰施肥による土壌の“メタボ化”が
進んでいる。それを起因とする土壌病害が発生してい
る」こと。土壌の健康を取り戻すには、まず土の健康
診断からとなる。「環境にやさしい農業が営まれるよ
う農家に力を貸したい。今年は国際土壌年。その目的
は『大切な資源である土壌を守るために全ての人が土
壌のことをしっかり考えよう』ということ。『土は皆
のもの』ということからも、園芸愛好家にも土と肥料
についてもっと知ってもらえるような働きかけをした
い」と、言葉に力がこもる。そして、農家や農業に携
わる人ばかりでなく、家庭園芸やガーデニングに興味
ある人たちといった「土」に関わる全ての人たちに「健
康な暮らしは、健康な土から」と呼び掛ける。
　企業としての展望を尋ねると──「技術と経験をい
かして社会・地域に貢献するベンチャー企業にしたい。
5年後には、社名から『東京農大発』がとれても成り
立つようになれればと思っている」。このときは研究
者から“経営者”の顔になった。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

［入会に関する問い合わせ］
電話：03─3426─1771
メール：soil@nodai.ac.jp　URL：http://tsutinokai.co.jp/soil/
＊ 国際土壌年：2013年12月の第68回国連総会で、2015年を「国際土
壌年」とすることの決議が採択された。「人間の生活において土壌
が担う重要な役割について、社会的な認識の向上をはかる」「食料
安全保障、気候変動への適応と緩和、生態系サービス、貧困撲滅
および持続的な発展に土壌が寄与していることを啓発する」「土壌
資源の持続的管理および保護のための効果的な政策や行動を促進
する」等を目的にしている。

土壌自動分析装置の前に立つ後藤・
東京農大発㈱全国土の会代表取締役

生ごみ肥料化プラントで製造
された「みどりくん」を手にす
る稲垣・全国土の会事務局長
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　成人対象の講演会で163人（平均年齢48歳）にアンケートを実施した。「“クリ”といって思い浮かぶ食
品は？」との質問に対して約半数が「天津甘栗」、次いで「マロングラッセ」と答えた。クリは世界的に
みると主に 4種類が栽培されているが、日本人のイメージした「天津甘栗」は含水率が低く焼きグリに適
した中国グリ、「マロングラッセ」は西洋グリを使うことが多い。それは、クリの種類によって大きさ、
含水率、渋皮のむけやすさなどが異なるからだ。日本グリは、大きく、渋皮はむきにくいが含水率と炭水
化物が豊富なため調理や菓子の原材料に向いているのだ。また、渋皮のむきにくさはタンニン量が関与し
ている。タンニンは、ポリフェノールの一種でもあり抗酸化活性物質として機能を発揮する。日本グリは、
他のクリと比較しても機能性も高いことから我が国の資源として誇れる天然物の一つでもある。日本グリ
の食品素材としての需要拡大を図り、クリの植林や森づくりも推進し里山再生を目指したいものである。

　日本人にとっての季節を感じる食材の一つに“クリ”がある。クリ
の堅果は、縄文時代から食されていたことが遺跡の発掘調査から確認
された。日本グリの堅果の成分は、水分が55％以上と多く、炭水化物
が35％を超える組成であり、他の木の実と比べると脂質が少ないこと
から煮蒸グリや焼きグリとして食すばかりでなく、渋皮煮、甘露煮な
どに調理したり、ペースト状にして和菓子や洋菓子などにも加工利用
される。
　ブナ科の木本植物に分類される日本グリの原生種はシバグリである。
シバグリは、北海道から九州まで日本の広い地域に自生している。日
本グリには多くの品種があったが、第二次世界大戦後クリの新芽に虫
こぶを作る害虫のクリタマバチ被害が全国に蔓

まん え ん

延したことでクリタマ
バチ抵抗性品種が栽培されるようになった。クリは堅果の利用ばかり
でなく、材の耐久性が高いことから住宅の土台材、鉄道の枕木材とし
て活用されてきた。戦後、製材利用の拡大と共にクリタマバチ被害に
より巨木になる品種の多くが淘

と う た

汰されたこともあり、現在では土台材
や枕木材として利用することは少なくなっている。しかしながら、環
孔材特有の木目が美しいことや日本グリを好む木製品愛好者は多いこ
となどから、家具や木彫品、玩具などに利用されている。

天然物を利用した食彩（ 7）／最終回

ク　リ
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

『日本グリ』を食して里山再生を・・・

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

殻斗の鋭い針 殻斗に内包された果
（通常は 3果）

クリおこわ 秋を演出した日本料理
＜神楽坂　くろす＞

クリの和菓子



東京農大農学部植物園から（32）

ツバキ‘ロビラキ’
Camellia　×‘Robiraki’

（ツバキ科）

　ツバキ‘ロビラキ’はツバキ愛好家により
新潟県栃尾市内の民家で発見されました。植
栽されていた原木はその大きさから樹齢100
年を超えているものと思われます。見つかっ
たのが雪国に適応した種類のユキツバキC. 
japonica var. rusticanaやその栽培品種が多
数みられる場所だったことから当初は、ユキ
ツバキとチャノキC. sinensisの自然交雑種と
考えられていました。しかし、その後の
DNAマーカーを用いた解析の結果、‘ロビラ
キ’の種子親はヤブツバキC. japonica、花粉
親はチャノキであることが確認されました。
ただし、この調査・研究ではユキツバキをヤ
ブツバキの変種として扱い、Camellia 

japonicaに含めているため、論文中で用いら
れる「ヤブツバキ」はユキツバキを含む総称
で、ユキツバキではないと言っているわけで
はありません。和名'ロビラキ'は、茶道で炉
を開く行事「炉開き」の頃に満開になること
から命名されました。花は直径 4 cm程度で
5 ～ 6弁の一重平開咲き、花弁は淡ピンク
～ピンク色で、若干ではありますがチャの花
に似た香りがあります。花期は片親である
チャノキと同時期の 9月下旬から翌年の 2月
までで、長い期間にわたって楽しむことがで
きます。葉はやや小型でチャノキの葉のよう
に多少ですが凹凸が見られます。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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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
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