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　東京農大創立125周年記念シンポジウム「創設者　榎本武揚を再評価する」が10月 2 日
東京都千代田区大手町の日経ホールで開かれた。大澤貫寿理事長は「榎本が唱えた『冒険
は最良の師である』を建学精神とし125周年を迎えた今、榎本の功績を振り返ってみたい」
と挨拶。基調講演は作家・佐々木譲氏「私の榎本武揚」と多摩大学大学院教授・田坂広志
氏「武揚精神を受け継ぎ、日本の未来を切り拓く人材を」。また、講演「子孫が語る榎本
武揚」では曾孫の榎本隆充氏（東京農大客員教授）が武揚の生きざまを紹介した。また、「榎
本武揚の実業精神と『国利民福』」をテーマにしたパネルディスカッションが行われた。
パネリストは歴史研究家・中山昇一氏、フリージャーナリスト・山本厚子氏と黒瀧秀久東
京農大教授。司会は仙台大学教授・高成田享氏。
　シンポジウムでは、各氏がそれぞれの切り口で、いままであまり知られていなかった武

揚像を提示し、武揚の近代日本
に対する貢献がいかに大きいも
のであったかを認識させた。さ
らに、現代社会の抱える諸問題
を解決する人材として「理論と
実践の両輪を回すことのできる
人材」の重要性を指摘、東京農
大が掲げてきた建学の精神の重
要性が改めて確認された。最後
に髙野克己学長が「東京農大に
生きる榎本精神」と題して講演
した。

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（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

東京農大創立125周年記念シンポジウム
創設者 榎本武揚を再評価する

佐々木譲氏

榎本隆充氏

田坂広志氏

髙野学長議論を交わす、司会（左）とパネリスト三氏



 新・実学ジャーナル　2016.11 1

ることで、女性の生活の質向上や職業上の能力発揮に
資することができると考えたからである。
　北海道の事例では、婚姻後の農家生活への適応過程
において集落の同年代の女性たちの基本組織が受け皿
として重要であること、農家出身者では婚姻以前から
の親族等のネットワークを多く活用しているのに対
し、非農家出身者では夫や友人から受けるサポートの
比重が高いことを示した。このことは、非農家出身の
女性農業者が増加している現在、世代間のつながりよ
りも夫婦間のつながりを重視する核家族的なサポート
関係がより重要になっていることを示唆する。
　また、農家生活への適応後のパーソナルネットワー
クについては、茨城県、静岡県の事例研究等により、「親
族や近隣の比率が高い、皆が皆と知り合いであること
を示す密度が高い、同じ組織メンバーであり親戚でも
あるなど関係の重複度が高い」等、先行研究による仮
説がある程度妥当であるが、パーソナルネットワーク
には個人差が大きく、居住地の利便性、地域組織のあ
り方などの社会的要因、またライフステージや家族状
況などの個人的要因によって、その地理的範囲や多重
送信性が規定されていることを指摘した。特に、女性
起業等の活動、農産物直売所や農家レストランなどの
活動する「場」がある女性は、それを通じて広域で多
様なネットワークを構築している。
高齢期において縮小するとされるネットワークだ

が、中山間地での事例研究では、同性友人間や親族内
の相互扶助が健在であり、近隣に住むこどもからのサ
ポートも多く、また高齢でも地域の活動を通じてネッ
トワークを維持していることが示された。
　農業への新規参入者を対象とした調査では、価値観
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女性農業者の現状
　現在、女性の活躍推進が施策として掲げられ、農業
の世界でも女性の能力をいかすことが社会的な課題と
なっている。産業振興に役立てようとする目的の外、
農業分野における男女平等や女性の地位向上という課
題が重要であることは論をまたない。
　農業就業人口に占める比率が50％をこえる女性を農
業者として位置づけようという行政の姿勢が示された
のは平成 4年の「農山漁村女性の中長期ビジョン」が
初めてであった。普及機関等を通じて、農村女性の社
会参画推進、家族経営協定の締結促進、農村女性起業
の支援等の方策がとられ、女性の経営内の位置づけの
明確化や独自のビジネス創出という点で成果をおさめ
てきた。しかし先進的女性農業者の活躍の半面、農業
経営が男性中心であることは原則変わっていない。
　その理由として、家族農業経営の場合世帯主が経営
主であり、女性の多くは家族従事者として意思決定に
従う構造がある。また、男子後継者中心の相続がいま
だに多いことから、女性は農地や農業施設などの資産
を所有する機会が少ない。そして農村社会においては
農地の所有がメンバーシップの要件として重要な意味
をもつために、社会参画上もハンディキャップを抱え
る。また、婚姻を契機として農業に関わることが多い
女性は、就農を想定した農業教育を受けることが少な
く知識や情報を獲得する機会は不十分である。

パーソナルネットワークの解明
　農業に関わる地域組織が男性中心であること等か
ら、男性と比較して地域社会におけるネットワーク形
成が弱いことも重視すべきだと考え、農村における女
性のパーソナルネットワークにかかわる調査研究を
行ってきた。パーソナルネットワークは個人を取り巻
く関係の網の目であり、個人を社会とつなぎ、さまざ
まな資源やサポートへのアクセスを可能とし、規範の
よりどころともなる。農村の女性の場合、地縁・血縁
など、イエとムラの構造を前提としたいわば「与えら
れる」関係が中心であり、自分自身で「選択・形成す
る」関係は少ないといわれ、農村女性の社会関係自体
が研究対象とされることはまれであった。そこで、私
たちは農村女性のパーソナルネットワークの実態と規
定要因の解明をめざした。女性農業者を対象に、彼女
たちがどのような関係の中に生き、また関係を形成し
ているのかを聞き取り調査や質問紙調査により解明す

女性農業者の活躍とパーソナルネットワーク
東京農業大学　国際食料情報学部　教授　原　珠里
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ワークより抽象的な概念で、他者への信頼やネット
ワーク、規範、社会参加を資本として捉えようとする
ものである。米国の政治学者ロバート・パットナムの
『孤独なボウリング』（1995）で指摘された米国のソー
シャル･キャピタル減退は、他国の研究や行政に影響
を及ぼし、我が国の行政においても内閣府や農林水産
省の調査研究で、ソーシャル・キャピタルと市民活動
の活性化の関連性や、ソーシャル・キャピタルが相対
的に大都市部で低く地方部で高いことの分析等が行わ
れている。地域の住みやすさや生活満足度に結びつく
このソーシャル・キャピタルについても男女間の比較
が重要であると考え、現在、新潟大学と共同で質問紙
調査の分析を進めている。
　人と人とのつながりであるパーソナルネットワーク
は、社会構造の基礎的把握を可能にする概念であり、
現代日本において実際に人々はどのような関係を構築
して生活しているのか、今後も女性研究の視点を大切
に発信していきたい。

の違い等により地域社会におけるネット
ワーク形成が難しい実態を示すと共に、特
に女性の場合は、地域の農業組織を通じて
のネットワーク形成が男性と比較して少な
く、農業とは無関係の広域ネットワークを
より多く活用していることが明らかになっ
た。これは、男性中心の地域社会組織の問
題点として指摘できる。
　このように、女性農業者は地域社会や家
族の制約の中で、起業活動等への参加を通
じて自分にとってより有意義な関係を形成
している。その努力が社会的に顕在化した事例として、
農村女性の初のネットワーク組織を対象に、農村の女
性が、個人として、家族や地域社会の枠組みにとらわ
れない自由な方法で独自に社会とつながることの重要
性を示した。

ライフコースの多様化
　女性の生き方は多様化しており、農業従事者のライ
フコースも例外ではない。婚姻を契機とした就農以外
に、実家の農業経営への就農や継承、新規参入による
就農、農業法人への就職などが増加している。国勢調
査によれば、農業に従事している女性の「従業上の地
位」は「家族従業者」が最も多い（図 1）が、20年前
と比較するとその比率は減少しており、「雇用者」は
大きく増加している。そして、実数は少ないが「役員」
や「雇人のある業主」の比率が高まってきている。
　このような現状を受けて、少しずつ増加している実
質的な女性農業経営主の事例調査を実施し、彼女らが
直面した課題と解決方策を整理した。その中で、後継
者として男性と同様の組織加入や役職を経験し女性と
のネットワークを構築していない事例がある一方、新
規参入による女性経営主には独自のネットワーク形成
により経営の新展開に結びつけた事例がみられる。多
品目生産による宅配やスーパーへの直売など独自の販
路開拓もある。女性経営主は当初は地域社会から懐疑
的にみられ社会組織に受け入れられないこともある
が、伝統に拘束されない自由なネットワーク形成に
よって、経営の安定を図り、それが地域社会からの是
認や評価につながっている。
　農林水産省が実施した女性農業者への意識調査で
は、「農業･農村で女性が活躍するために何が必要だと
考えるか」の質問に対して「女性同士のネットワーク」
（20.8％）という回答が 4番目に選択された（図 2）。特
に20歳代では29.1％であり、実数が少ない若い女性農
業者のネットワーク形成はいまだ重要な課題だ。

農村におけるソーシャル・キャピタル
　ソーシャル・キャピタルとは、ソーシャル・ネット

図 1　農業従事者の就業上の地位 出所）国勢調査
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図 2　 農業・農村で女性が活躍するためにに必要なこと（M.A.）
出所）農林水産省委託事業女性農業者の活躍促進に関する調査事業報告書、2013
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単離してその構造や機能を解析する 2分野がある。
新しい学科では、化学を農学や生命の領域まで広げ
る試みをしていく。
内野学科長：人気のある氷菓に微生物藻類を使った
天然着色料が使われている。微生物にはこのほかに
もいろいろな働きが期待されている。例えばヨーグ
ルトの発酵をスピードアップするなどの応用があ
る。そして資源エネルギーとしてはメタン発酵や水
素ガスの生成。バイオチップなど生物情報を調べる
ための利用もある。最近では、人の体内の微生物が
精神的な健康に関わっているという研究がある。

　川田氏から「今後の生命科学のビジョンを」と投げ
かけられ、「生命科学が進歩すると、常識が変わって
いく」（喜田学科長）、「どこの国にも、生命とは最高の
概念だという風潮があり、他の分野を目指していても
結局はライフサイエンスに身を投じていたということ
になるのでは」（額田学科長）、「地球全体に貢献できる
のが生命科学だと思う」（内野学科長）と発言。矢嶋学
部長は「生物の不思議を解明するためにやることはと
ても多い。将来の課題解決につながる学問をやってい
きたい」と、研究・教育にかける思いを述べた。
　最後に、竹内氏が「今、時代が大きく変わりつつあ
る。生命科学は第 4次産業革命の一つであり、また生
命の始まりという人類の大いなる謎にも迫っていくの
を感じる」と、東京農大生命科学部に期待を寄せた。

東京農大が担う生命科学

■パネルディスカッション
パネリスト
サイエンス作家・竹内　薫氏
矢嶋俊介・生命科学部長
喜田　聡・バイオサイエンス学科長
額田恭郎・分子生命化学科長
内野昌孝・分子微生物学科長
（司会：フリーアナウンサー・川田裕美氏）
　まず、竹内氏が「生命科学が注目されている。今“熱
い”学問ではないでしょうか」と切り出した。矢嶋学
部長は「今までわからなかったことも調べられるよう
になったことで、生命科学の分野への関心が高まって
いる」と見解を述べた。次に 3人の学科長が各学科の
特徴を解説した。
喜田学科長：マウスの脳の神経細胞の動きを画像で
映し出す実験で、複雑な構造の神経細胞が働いたり
休んだりしている様子がリアルタイムに見られる。
また、マウスの脳に光に反応する遺伝子を仕掛け、
光の指令で細胞が活性化して行動を起こすという脳
をリモート操作する実験もやっている。
額田学科長：オングストロームテクノロジー（ナノ
テクノロジーよりさらに微細なレベルの加工技術）
とは、生命科学領域における化学。物質と物質を組
み合わせて新しい物質を作る合成と、特定の物質を

未来をつくる生命科学の可能性を探る
生命科学部キックオフシンポジウム

　来年 4月の生命科学部誕生に向け10月16日、千代田区内幸町のイイノホールでキックオフシンポジウム「未来
をつくる生命科学の可能性を探る」が開催された。髙野克己学長は「地球上の全ての生き物は食物連鎖の中で生
きている。生命科学の学びとは、生物を研究対象にする東京農大の本質を追究することにほかならない。今後も
私たちは農の心と生き物の命を大切に、周囲の人や環境との調和・共生をはかりながら、『生きる』を支える大
学として歩んでいきたい」と挨拶し、生命科学部新設の意義を強調した。

パネルディスカッション「東京農大が担う生命科学」＝左から川田氏、竹内氏、矢嶋教授、喜田教授、額田教授、内野教授
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生命科学の新展開
■講演①：探す・選ぶ・作る／植物分子育種の可能性
　 農研機構次世代作物開発研究センター
　基盤研究領域長　松本 隆氏
■講演②：有機化学で生物のことばを翻訳する
　東京農大応用生物科学部准教授　矢島新
■講演③：情報科学で微生物にせまる
　 製品評価技術基盤機構
　バイオテクノロジーセンター技監　藤田信之氏
　パネルディスカッションに先立ち、「生命科学の新
展開」をメインテーマに 3氏が講演した。
　松本氏は「人類は品種改良を繰り
返して、人類全体のあるいは多様な
ユーザーの役に立つ品種を次々と創
り出してきた。近年分子生物学の発
展によりDNAに関する知識・技術
を利用した分子育種が進展し、作物
の品種改良をより早く、効果的にで
きるようになった。今後はさらにDNAをピンポイン
トで改良することによって人類が望むような品種改良
の実現により近づく」と話し、分子
育種の研究は今最も発展している学
問分野の一つであることから、若者
に研究への挑戦を促した。
　矢島准教授は「有機化学と生命の
関係は①不思議な生命現象を観察す
る②その現象に関与する有機化合物

を見いだす③その有機化合物の構造を明らかにする④
その構造をもつ化合物を化学合成する⑤その合成化合
物の応用について考える⑥その用途で工業化できない
か考える──ことだ。微生物は信号物質（フェロモン）
のやりとりによって会話をしている。微生物の“言葉”
を特定して会話の邪魔をすれば、病原性を発現させな
いようにすることができる可能性がある。今後、さま
ざまな生物の言葉の“辞書”をつくることにより、生
物を殺すことなく制御することができるようになる」
と生命現象を観察することの大切さを語りかけた。
　また、藤田氏は「シーケンサー
（DNA上の塩基配列を読み取る装
置）の解析能力の飛躍的な向上で、
微生物のゲノム解読数は、今年中に
10万を超える。マイクロバイオーム
（微生物の集合体）研究への期待は
高い。人（動物）に関しては、疾患
の予防、治療（生菌移植）、体質改善、食品の機能性
評価、農業分野では、生産性の向上、病害の防除、農
耕地の健全性の評価、さらに新規微生物、新規遺伝子
の発見にもつながる。データベースや情報解析ツール
を使いこなし、ゲノムやマイクロバイオームなどの膨
大なデータの中から生物学的な意味を見いだす能力＝
情報リテラシー、ゲノムリテラシーを身につけた人材
が、微生物が関係するあらゆる研究領域、産業領域で
求められている」と、生命情報学は生命科学の多様な
分野を支える「教養」だと語った。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

生命は「0」と「1」の間に存在する
■基調講演：東京大学名誉教授　養老孟司氏

大学で学ぶということ、生命科学を探求すること
　 　養老氏は時折、ユーモアを交えながら「科学の興味深さ、不思議さ」を語り、
聴衆を独特の「養老ワールド」に引き込んだ。

「我々が頭で考えて、論理的に考えることはコンピューターにやらせたほうがい
い。ご存知のとおり、コンピューターはものすごく進歩している。私たちはデ
ジタルの世界に漬かっている。コンピューターは 2進法のデジタル。デジタル
は 0（ゼロ）と 1の組み合わせで情報を記述する。家庭のテレビは今、すべて
デジタルになった。 0と 1だけで世界をつくってしまう。こうしてつくられた
世界が、皆さんが毎日使っているスマートフォン、インターネット、デジタルカメラです。
　皆さんの人生を 0、1で考えると、1は生きていること、0は死。しかし、ここで言うライフサイエンスとは違う。
生き物は 0と 1の間です。そこは無限です。（デジタルの利点は） 0と 1のパターンを記録・保存しておけば、オリ
ジナルと完全に同じコピーを残せることです。現代の情報は全てがデジタルコピー。デジタル情報と人間との一番
の違いは再生可能であるか再生不能かです。昨日と同じみなさんはどこにもいません。しかし、一切変化しない世
界はまともではない。 0と 1の間にこそ人生が詰まっている。生きているとは、変化し続けることです。 0と 1で
もない、その間に存在するのが生命であり、生き物の世界です。そのことを、考えるのではなく感じてください。
　さらに、生物の本質といえるのが共生です。我々の細胞のなかにあるミトコンドリアは、もともと別の原核生物
です。つまり私たちの存在の根幹には、他の生物との共生があります。ヒトの腸のなかには100兆もの細菌がいるに
もかかわらず、抗菌・除菌製品がなぜ、もてはやされているのでしょうか。それは、実際の生物、生命を見ずに、
概念だけで世界を捉えているからです。我々は時々、そのことを反省しなければいけない。そして生物、生命その
ものを見る敏感さを持ってほしい。」
　 　養老氏の講演を聞き終えると、「知力を育むことの面白さと大切さ」が湧き上がってくる気がした。

矢島新准教授

藤田信之氏

松本隆氏
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伝統的な製麺のノウハウをいかす
　現在、北海道各地では、昨今の農林水産業の 6次産業化推進の社会
的風潮もあって、地域の特産品を活用した商品開発に力が入れられて
いる。特に北海道では小麦の産地ということもあり、麺製品の開発が
積極的に行われているが、北海道内外から着目されているのが㈱ツム
ラ（写真 1）である。㈱ツムラは道産小麦での商品開発にこだわり、
製麺業者としての強みと㈱ツムラのルーツである讃岐うどんのコシを
いかした開発に取り組んできた。その代表的な商品が、地場産小麦
100％・無添加の「生ひやむぎ」である。生パスタのような触感と生麺
だから生まれる“つるっとした”のどごしは、地元のみならず、道内
外のスーパー、デパートからも着目され、昨年は北海道の代表的な食
としてミラノ博の出展アイテムにも選定された（写真 2）。
　このような㈱ツムラの飛躍の背景には、津村千恵氏（㈱ツムラ・部長）の東京農大生物産業学部が開講
する「オホーツクものづくり・ビジネス地域創成塾（生物産業学MBAコース）」の受講がある。津村氏は
受講にあたって①首都圏へ販路開拓や販路拡大の経験②より質の高い商品開発のための情報収集③地域に
根ざしたアンテナショップ経営の下地づくり④ネットワークから生まれる地域資源の活用を目標に掲げ
た。特に①に注力し、2013年 9 月に出展した「東京ビジネスサミット2013」の食部門において、見事「生
ひやむぎ」が優秀賞を受賞。知名度が徐々に向上し、販路は首都圏にまで拡大している。

加工業者だからできる取り組み
　創成塾への受講を通じて、商品ブンランディングの重要性を実感した津村氏は、素材へのこだわりを徹
底するために、地場小麦100％を使った地域が誇りを持てる商品開発に努めている。その一つが地元のJA
と飲食店と連携して、地場産ラーメン麺用小麦「つるきち」を核とする 6次産業化の推進だ。
　また、㈱ツムラは創成塾での学び（事業計画・企画書の作成など）をいかし、補助事業の獲得に積極的
にチャレンジするなかで、乾麺の製造機の導入に踏み切り、新たな顧客層の開拓のために乾麺という新た
な事業部門を設けることになる。結果、地元のJA、農業生産者も自らの小麦を活用した首都圏向けの商
品を委託製造することになり、今では㈱ツムラはオホーツク地域の 6次産業化を推進する上で欠かすこと
のできないキーパーソンとなっている。現在、㈱ツムラでは地元JAとの連携の更なる展開として、学校
給食のメニュー共同開発や商品化などにもチャレンジしている。そして、地域の生産者等との連携ネットー
ワークが広がり、生産者と企業のビジネスマッチングのサポートも担っている。

オホーツクの地域資源 Foods Who（10）

麺を通じた6次産業化推進コーディネーター
東京農業大学生物産業学部助教　小川繁幸

写真 1　㈱ツムラの皆さん（前列中央男性：社長の津村健太氏、
前列中央女性：部長の津村千恵氏）

写真2　オホーツク産小麦100％
の「生ひやむぎ」と日本唯一の
アゴ本枯節のつゆとのセット商
品「無敵の切麦」　※商品名は本
学の小泉武夫名誉教授が命名

おがわ　しげゆき
東京農業大学生物産業学部地域産
業経営学科（環境ビジネス研究室）
助教
専門分野：経済学、地域経済学



東京農大農学部植物園から（42）

カワラノギク
Aster kantoensis Kitam.

（キク科）

　本種は1927年に立川市内を流れる多摩川の
河原で発見され、京都大学名誉教授の北村四
郎博士により学名がつけられた 2年生草本。
学名の種小名kantoensisは、関東地方の河川
の中流域に生育することによりつけられまし
た。多摩川をはじめ、相模川、那珂川、鬼怒
川など限られた河川の河原にのみ自生してい
ます。草丈50cm余で茎は叢

そう

生
せい

し、葉は線状
披針形、無柄でほぼ無毛、長さ 6～ 7 cm。
花期は10～11月、茎の上部に散房状または円
錐状に花を咲かせます。舌状花は白色～淡紫
色と変化に富み、筒状花は黄色。頭状花は、
この時期野外で見られる野生種ノコンギク
A. microcephalus var. ovatus、シロヨメナA. 

ageratoides var. ageratoidesなどに比べ、径
3～ 4 cmとはるかに大きく、観賞価値が高
いものと思われます。
　カワラノギクの生育地域は中流域の増水時
に時々冠水するような氾濫原の砂礫地です。
ところが、現在多くの河川では水利施設（ダ
ムなど）の発達で洪水発生区域が限定される
ようになり、ススキ、ヨシだけでなく潅木ま
で生い茂り、本来カワラノギクが生育する環
境とは異なってしまいました。このため、絶
滅の危機にあり、東京都では絶滅（EX）、神
奈川県では絶滅危惧IA類（CR）に指定され
ています。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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