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　東京農大総合研究所研究会に新たに「植物工場研究部会」が発足した。
　植物工場は、施設内の温度、光、炭酸ガス、養液などの環境条件を自動制御装置で最適な状態に保ち、作物の
播種、移植、収穫、出荷調整まで、周年計画的に一貫して行う生産システム。天候に左右されることなく作物を
周期的に安定供給でき、病害虫の被害を受けずにすむなどの利点があり注目されている。東京農大の植物工場研
究は、2010年（平成22年） 7月、大成建設と「植物工場・アグリビジネスに関する提携」についての基本合意書
締結をきっかけに始まった。同年に学内のエコテクグリーンハウスに太陽光利用型と完全人工光型の植物工場が
設置され、研究の環境が整備された。
　同部会は、「植物工場の産業化に寄与する」ことを目的としており、機能性野菜や 6次産業化、ITなどの先進
技術を活用して生産管理や品質・生産効率などの向上を実現する新たな農業であるスマートアグリなど、植物工
場のハード・ソフト・事業運営などの研究を中心に、時代・社会のニーズにあった産学連携に取り組んでいく。
　同部会発足を記念したセミナーが 2月17日、世田谷キャンパスの農大アカデミアセンター横井講堂で開催され
た。セミナーでは、経済産業省、大成建設、東京農大それぞれの取り組みについての講演があった。
講演 1  【行政の取り組みと最新動向】経済産業省地域経済産業 政策課　川村朋哉氏
講演 2  【植物工場の取り組み、最新式LED 植物工場、植物工場と 6次産業化】大成建設ENG本部アグリビジネ

ス担当　山中宏夫氏、安藤真佑佳氏
講演 3【 機能性野菜のトピックスと東京農大の取り組み】東京農大応用生物科学部食品安全健康学科准教授　田

村倫子氏

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（1891）年、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（東京）、同二高（群
馬）、同三高／附属中学（埼玉）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

「植物工場研究部会」発足
産学連携で研究・開発から産業化へ

総研事業部長　濱野周泰教授 経済産業省　川村氏 大成建設　山中氏 東京農大　田村准教授
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なかえ　だい
1957年大阪府生まれ
奈良県立医科大学医学部卒業。
東京農業大学応用生物科学部食
品安全健康学科（食品安全評価
学研究室）教授。博士（医学）。
医師。
専門分野：毒性（病理）学。化
学物質安全性評価学。
主な研究テーマ：生活習慣病の
分子標的制御。化学物質のリス
ク評価・管理・広報
主な著書：主な著書
「東京都健康安全研究センター研究年報第58‒63号（（編集
委員長、執筆分担）（東京都健康安全研究センター）、「伊東
毒性病理学」（編集委員、執筆分担）（丸善出版株式会社）、「改
訂 図で見る公衆衛生学 第 1版」（共著）（ブックウェイ）、
「改訂 図で見る公衆衛生学 第 2版」（共著）（学術研究出版/
ブックウェイ）、「新毒性病理組織学」（編集副委員長、執筆
分担）（西村書店）2016年発刊予定。

生活習慣病は、食品（成分）や食習慣の
改善によってコントロールできるはず！
　生活習慣病とは、ざっくり言えば、「よろしくない
生活習慣によって発生する病気」のことで、がん・脳
血管疾患・心臓病のほか、糖尿病・高脂血症・高血圧・
高尿酸血症などが含まれる。また、肥満と、それに関
連して起こる諸変化は、メタボリックシンドロームと
呼ばれ、生活習慣病そのものであるか、少なくともそ
れを促進すると考えられている。
　なお、生活習慣病については、次のふたつのことを
覚えておく必要がある。
　ひとつは、ほとんど同じ疾患群を指す成人病との違
いについてである。一般的には、かつて成人後に発症
することが多いことから「成人病」と呼ばれたものが、
必ずしもそうでなく、年齢よりも生活習慣の方が深く
関係している可能性が指摘されたことから、「生活習
慣病」と呼ばれるようになったと考えられている。こ
の考えが必ずしも誤っているわけではないが、厳密に
言うと正しくなく、正しくは「まったく異なるふたつ
の発想と根拠でくくった疾患群が、たまたまほぼ一致
していた」ということなのである。
　もうひとつは、生活習慣病といっても、100％後天
的な「よろしくない生活習慣」に起因するのでなく、
遺伝的素因を含む先天的な要因も一定程度関与してい
るということである。
　「よろしくない生活習慣」には食習慣や運動習慣の
質的・量的な不良、休養の不足、喫煙、過度の飲酒な
どが含まれていて、もちろん喫煙の寄与がもっとも大
きいが、「よろしくない」食習慣の寄与もかなり大きい。
　私たちは、そこに目を付け、生活習慣病を食品（成
分）や食習慣の改善によってコントロールできるはず
だと考え、その実現に向けた研究を行っている。
　私たちが目指しているのは、最新の食品科学・毒性
（病理）学・分子生物学的な知識と技術を駆使して、
生活習慣病の背景分子メカニズムを解明し、鍵となる
因子（群）を見出し、それ（ら）を標的として生活習
慣病をコントロールすることである。
　私は、これを「分子標的制御」と呼んでいる。私は
もともとがん研究を専門としてきたので、がんをター
ゲットにした昨今の「分子標的治療」という概念に親
しく、その概念を食品（成分）や食習慣の改善による

生活習慣病のコントロールに応用しようと考えたので
ある。

生活習慣病を動物で再現する！
　私たちの研究方法は、生活習慣病を再現する動物モ
デルを開発してヒトでできない細かなメカニズムの解
析を行い、鍵となると思われる因子（群）を見つけ、
それらの因子（群）に作用して疾患の発生や進展を阻
止できる可能性のある食品（成分）や食習慣改善の効
果を確かめるというものである。科学的な根拠をもっ
て有望であると判明したものについては、将来的に、
もちろんヒトでの検証に進むのである。
　私は、1980年代から生活習慣病のひとつである非ア
ルコール性脂肪性肝炎（NASH）に注目し、ラットを
使ったその動物モデルを開発した。NASHは、過度の
飲酒と関係なく発生する脂肪肝に始まり、肝炎を経て
肝硬変に進展し、さらに肝がんを合併する疾患で、肝
炎ウイルスがコントロールされつつある現在、重大視
されている肝臓病である。
　私が開発した動物モデルは、たとえば発がん物質や
ウイルスや放射線のような、なんらかの刺激を動物に
与えるのでなく、ビタミンの一種であるコリンをなく
し、蛋白質を同じ組成のアミノ酸に置き換えた上で、
アミノ酸の一種であるメチオニンの量を減らした餌を

食品（成分）や食習慣の改善による
生活習慣病のコントロールを目指して

東京農業大学　応用生物科学部　教授　中江　大
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いろいろと「いじれる」からである。
　私たちは、生活習慣病の克服による人類の健康増進
に貢献すべく、もっともっとさまざまな方向に研究を
展開していくので、読者諸兄姉におかれて、私たちの
研究に興味を持っていただき、ご協力いただければ幸
いである。

動物に与えるものである。これは、つま
り、正に動物に「よろしくない食習慣」
を取らせるものなのである。この餌を与
え続けられたラットの肝臓では、わずか
2日間で脂肪肝が完成し、肝細胞の死と
再生（一種の「炎症」と言ってよい）お
よび線維増生を経て、最終的に肝硬変が
起こる（図 1）ことに加え、これらを背
景として、肝がんが発生するのである（図
2）。
　このモデルは、前述の餌を与えるだけ
で、 1 ─ 2 年間以内に、ほぼ100％肝がん
を発生させることができる上に、時間経
過によるNASH類似病変の進行を分子レ
ヴェルで解析したり、モデル自体に化学
物質を与えていないので、その影響を無
視して、NASHをコントロールできるか
もしれないものの効果を解析したりでき
る利点があり、内外の様々な研究機関で
改良を加えられつつ、長きにわたって
NASHの研究に用いられている。

食品（成分）や食習慣の改善に
よって生活習慣病をコントロー
ルする！
　前項で述べたように、このNASH動物
モデルは、食品（成分）や食習慣の改善
によるNASHの「分子標的制御」を目指
す上で、きわめて役に立つツールである。
　実際既に、私は、ショウガ科植物や柑

かん

橘
きつ

類の成分が、このモデルのNASH類似
病変の進展に影響を及ぼすことを見出した。
　私たちは、こうした研究成果を基に、さらに広い範
囲の食品（成分）や食習慣の改善を対象として、研究
を進めていく予定である。また、私たちは、現在、前
項で述べたNASH動物モデルをマウスに移植させつつ
ある。それは、分子生物学的に、マウスの方が、より

掲 示 板

　東京農大は、日本食研ホールディングス株式会社（愛
媛県今治市富田新港 1 - 3 、大沢一彦・代表取締役会長）
と包括的連携協定を締結した。
　本協定は、①農業及び関連産業の活性化②農業開発
への支援を通じた国際協力活動③人材育成──などの
連携を柱としている。
　両者は、こうした活動を展開することにより、地球

的規模での食料・環境問
題の解決に貢献すること
をめざしている。
　協定締結式は 1月28日
に、日本食研ホールディ
ングス株式会社愛媛本社
で行われ、髙野克己学長
らと大沢会長らが出席し
て協定書を取り交わした。
　大沢会長は、東京農大OB。1963年に農学部畜産学
科を卒業し、日本食研を創設した。

日本食研Hと包括連携協定

協定書を取り交わす髙野学長（右）
と大沢代表取締役会長
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耕作放棄地を再開発
　東京農大は2005年（平成17年）に新潟県上越市と協
力協定を結び、学術フロンティア共同研究として同市
西部の谷浜、桑取地区で有機栽培による水稲、野菜、
畑作物の栽培実験を行ってきた。谷浜・桑取地区は尾
根で囲まれ清浄な雪解け水が日本海に注ぐ典型的な中
山間地。貴重な生態系は、環境と健康に優しい農産物
を生産する最適地だが、後継者不足のため農業者の高
齢化が進み、耕作放棄地が増え続け限界集落も出現し
てきた。
　東京農大が、この地区で栽培実験など研究活動を進
めるにつれて、「地域農業・農村の活性化のために一
層の協力を」との声が大きくなっていった。そうした
ことから、東京農大の有機農業の試験研究成果を踏ま
えて「環境と健康に優しく、かつ付加価値の高い中山
間地農業を確立する」ために、2008年 4 月に「㈱じょ
うえつ東京農大」が設立された（資本金5,000万円）。
上越市は、設立時から 3年前まで代表取締役社長を務
めた藤本彰三さん（故人・元東京農大国際食料情報学
部国際バイオビジネス学科教授）の故郷でもあった。
　設立の翌年には特定法人貸付事業で10haの耕作放
棄地を借り入れ、農業参入を果たした。そして、中山
間地の耕作放棄地を「上越農場」として復元した努力
が認められ、2011年には「全国農業会議所会長賞」を
受賞した。耕作放棄された土地を農地へ再生するのは
容易な仕事ではないが、その後も耕作放棄地の活用に
よって地域農業の振興を図ろうと、「上越農場」の圃
場は2013年に15haとなり、現在は17haに広がった。
除草から収穫まで農作業は、佐伯裕一農場長と有志学
生や近隣の農家、上越市のシルバー人材センターなど
が協力して行っている。

有機JAS認証
　「㈱じょうえつ東京農大」の上越農場の最大の特徴
は、有機JAS（日本農林規格）認証を受けていること。

　有機JAS認証制度は、「安全な農作物づくり推進」
を目的に2001年に制度化された。有機食品のJAS規格
に適合した生産が行われているかについて農林水産大
臣に登録された認定機関が、書類審査と実地検査を行
う。検査の結果、認定された事業者のみが商品に有機
JASマークを貼ることができる。
　認証を受けるには
　▽ 種まき又は植え付けする 2年以上前から圃場（田
畑）の土に禁止された農薬や化学肥料を使用して
いないこと

　▽ 栽培中も禁止された農薬や化学肥料を使用してい
ないこと

　▽ 使用する肥料や農薬は天然物質又は化学的処理を
行っていない天然物質に由来するものであること

　▽ 圃場や施設、用具などに農薬や化学肥料の飛散・
混入がないこと

　▽遺伝子組換えの種を使わないこと
　▽病害虫を防除するのに農薬に頼らないこと
　──などの条件を満たす必要がある。
　農林水産省の資料（2013年12月現在）によると、有
機JAS認証を受けた圃場は国内の総耕地面積の約
0.22％にすぎない。また、有機JAS格付け農作物は国
内総生産量の0.24％にとどまる。
　「㈱じょうえつ東京農大」では、2009年以後毎年、
申請取得している。今年度は上越農場の全圃場17ha
で有機栽培を行っている（有機JAS格付け農作物は全
圃場のうち約11haで栽培）。
　上越農場で栽培される基幹作物は、コメ、ソバ、カ
ボチャ、ズッキーニ、ダイコン。（今年度の作付け面
積と収量、作業スケジュールは別表参照）
　主力のコメは、清浄な雪解け水の恩恵を受け、農薬
や化学肥料を一切使用しないで栽培されたコシヒカ
リ。「美しい艶

つや

と適度な粘り、口の中いっぱいに広が
る甘さがある」と評判で、安心、安全を求める消費者
が多くなるにつれ、販路も拡大している。インターネッ
トショップばかりでなく、数年前から首都圏のスー

㈱じょうえつ東京農大

ベンチャー企業Ⅳ
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パーなどでも取り扱われるようになった。そして、贈
答用に人気が高いのは、昔ながらの稲

は

架
さ

掛けで、日本
海の風を利用して乾燥させた「有機栽培こしひかり【天
日乾燥米】」。
　ソバは2009年から栽培し、翌年からソバとカボチャ
の二毛作を行っている。ズッキーニとダイコンは2008
年から栽培し続けている。

主なヒット商品
　「有機栽培こしひかり」（写真①）のほかに上越農場
の作物から生まれた主なヒット商品を紹介すると──
農大そば（写真②）：農薬、化学肥料を一切使用し
ないで栽培した玄そば「トヨムスメ」を使い、地元
の製麺会社と共同開発した乾麺。つるっとした食感
と甘皮部分も練りこんだ存在感ある食べ応えが特
徴。そば粉もある。
ふわふわぱんぷきん：新潟県内老舗菓子店との共同
開発。有機栽培かぼちゃのペーストがたっぷりと餡

あん

に練り込まれたふわふわの洋風まんじゅう。
　■大根踊りシリーズ■
雪下踊り（写真③）：雪に覆われ甘味を増した有機
栽培のダイコンを細く切って、一気に乾燥させた切
り干し。野菜不足や野菜価格が高い時など、少量で
使えてゴミも出ない“エコ食材”と人気の乾燥野菜
には「乾燥ズッキーニ（千切り）」「乾燥かぼちゃ（ス
ライス）」もある。
紫の踊り：日本海の寒風で干した有機栽培ダイコン

のしょうゆ漬け。昆布の旨みとしょうゆの香ばしさ
が個性的なおしゃれな味。
酢漬け踊り（写真④）：減塩で、昔ながらの懐かし
い味わい。酢漬け踊りを食べ易いひとくちサイズに
切って袋詰めした「ひとくち踊り」もある。
大根おろし入りポン酢（写真⑤）：有機栽培ダイコ
ンのおろしがたっぷり入った、やや甘口のポン酢。
プロの料理人にも人気。このポン酢をベースにした
調味料には「梅ポン酢」「しそポン酢」もある。

将来像と課題
　東京農大は、北海道網走市、神奈川県厚木市、静岡
県富士宮市、沖縄県宮古島などに大学農場をもち、教
育研究のための栽培実験や学生実習を実施している
が、「㈱じょうえつ東京農大」上越農場も実践農場と
しての役割を担っている。今年度も東京農大生の実習
のほか、海外協定校のタイ・カセサート大学、台湾・
国立中興大学、中国農業大学などからの実習・研修を
受け入れた。
　「㈱じょうえつ東京農大」は設立以来、耕作放棄地
を農地に戻す作業から初めて、生産基盤を整えて基幹
作物の選定、栽培技術の確立に努めてきた。創設期か
ら発展期へと移り、有機JAS認定を毎年取り続け「有
機の郷」をいっそう発展させるには、生産量と販売額
を増やして経営を持続的に成長させなければならな
い。
　そうした課題を前に、「㈱じょうえつ東京農大」常
務取締役の橋元真実さんは「日本の農業は停滞し不振
と言われているが、有機作物を求めている人は多い。
それだけ、私たちの活動に対する期待も感じている。
安心、安全な作物を届けられるように収量を上げ、安
定的に供給できるよう責任を果たしていきたい」と話
す。
　そうした橋元さんの言葉からは、「有機農場・有機
の郷」にかける信念と情熱がうかがえた。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

＊ ㈱じょうえつ東京農大：〒156─8502 東京都世田谷区桜丘 1 ─ 1 ─ 1
（世田谷キャンパス）。℡/Fax 03─5477─2721
＊ 上越農場：〒945─1705 新潟県上越市大字吉浦字梨子平1821─ 1 。
℡ 025-531-5450　Fax 025-531-5455　http://www.jnodai.co.jp

① ② ③ ④ ⑤

コシヒカリの稲架掛け作業（H27年10月）
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　北海道の 2大ホタテ産地は、噴火湾（太平洋側）とオホーツクである。オホーツクのホタテ漁の特徴は、
稚貝生産から食用（おもに貝柱）生産までの「一貫」生産となっていることだろう。稚貝生産はサロマ湖、
能取湖ふたつの汽水湖で行われ、東北や北海道内のホタテ養殖業向けに供給されている。こうした一連の
養殖技術はおもに、昭和30年代から40年代にかけて開発されてきた。
　オホーツク海域でのホタテ養殖は、前浜を「A～D」までの 4ブロックに分けて、毎年 1区ずつに稚
貝が放流される。「輪栽式」生産のローテーション手法が採られ、 3 ～ 4年が養殖のサイクルとなる。ホ
タテ貝は砂地の海底で豊かな栄養を摂って生育する。これがオホーツクならではの優れた品質と特性をも
たらしている。
　あまり知られていないことかもしれないが、ホタテ貝はヒトデなどの天敵が接近すると 2枚の貝を開閉
させたジェット噴射で 1 ～ 2㍍を勢いよく移動することがある。この開閉に使われるのが筋肉に相当す
る貝柱部分で、カゴの中でジッと育てられて運動量の少ない貝に比較すると、だいぶ違うようである。す
なわち、冷たく豊かな栄養分を含んだ海で、運動量も豊富となることから、旨

うま

味
み

成分が多く貝柱も太く肉
質組織のキメも細かく食感の滑らかさにもつながっているというのが、地域の生産者たちの自慢となって
いる。こうしたことから他の産地とは異なるメリットを多く持っている。
　一般に、ホタテ貝の「旬」は秋口とされているが、オホーツク海のホタテは 6月から夏場にかけて品質
が高くなる。というのは、ホタテ貝が越冬する際には体内に蓄積したグリーコーゲンを栄養分として自家
消費して暮らすが、春先からは海中のプランクトンなどを補食して栄養摂取が著しく進む。ただし、動物
性プランクトンを多く摂取すると貝毒発生の要因となるとも言われるが、ここでの発生頻度は高くない。
　貝柱に含まれる旨味成分のタンパク質は 2割以上と、アワビより多く、サザエと同じくらい。これを煮
て乾燥させると 6割以上にもなることから、乾燥ホタテの貝柱はかめばかむほど旨味の出る食材として幅
広く利用されている。外

がい

套
と う

膜
ま く

（いわゆるミミまたはヒモ）にも旨味が乗っており、塩でもむなどしてヌル
メを除去してから電子レンジなどで10分ほど加熱脱水してやるとパリパリの煎餅状になって磯の香ばしさ
とともに、その旨味は貝柱をもしのぐものがある（筆者の常食珍味でもある）。
　生物産業学部の学生たちは、「ホタテバイト」と称して、稚貝撒

ま

きの作業や水揚げしたホタテ貝の選別、
網の掃除などに従事する者も多い。帰り際には、撒ききれなかった稚貝をスーパーのレジ袋に 2杯も 3杯
も持ち帰り、みそ汁や炊き込みメシの具にして楽むなど、オホーツクならではのキャンパスライフを満喫
している。特に、 7月後半の定期試験を終えた打ち上げを兼ねたバーベキューパーティーなどには殻付き
ホタテを網で焼き上げ豪快に平らげるさまは他では味わうことのできない「ホンモノ」を知る機会ともなっ
ている。

オホーツクの地域資源 Foods Who（ 3 ）

オホーツクのホタテはなぜウマイ
～稚貝養殖の確立と地撒きの輪栽式が決め手～

東京農業大学生物産業学部教授　美土路知之

ホタテの水揚げ ホタテの稚貝



東京農大農学部植物園から（35）

オカメザクラ
Cerasus × incamp ‘Okame’

（バラ科）

　春を迎えると日本人の多くは桜の咲く時を
今か今かと待ち焦がれています。早咲きのカ
ワヅザクラC. lannesiana ‘Kawazu-zakura’
が開花するとこのサクラ目当てに 1カ月で
100万人の方が伊豆・河津町を訪れるといい
ます。
　今回紹介するサクラの名前「オカメザクラ」
を最初に聞いた時には「もっといい名前を付
ければ」と思いましたが、ここにドラマがあ
ります。素晴らしい花を咲かすサクラですが、
実はオカメザクラは日本人ではなくイギリス
の桜研究家イングラムIngramがカンヒザク
ラC. campanulataとマメザクラC. incisaを交

配して作り出したものです。和名のオカメザ
クラは、本人が日本美人の代名詞として名づ
けたのではと考えられます。花期はカワヅザ
クラほどの早咲きではありませんが、早咲き
で 2月下旬から 3月上旬頃。
　花はカンヒザクラの形質がある関係からか
色が濃く、特に萼

がく

が濃い紅色で目立ち、控え
めに下向きに垂れ下がって咲き風情がありま
す。また、樹高も 3 mほどと小型であまり大
きくならず、枝も横に広がらないので、一般
の家庭でも植栽し楽しむことのできる魅力あ
るサクラでもあります。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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