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田中芳男と東京農大
　－博物学から近代農学へ－
　東京農大の前身、大日本農会附属私立東京高等農学
校の初代校長を務めた田中芳男（1838～1916）の没後
100年記念企画展。明治時代、各種博覧会の開催や博
物館・動物園等の創設に携わり、殖産興業に尽力した
田中芳男は「博物館の父」ともいわれる。校長を務め
たのは田中芳男が65歳だった明治35年（1903年）から
40年までの 5年間。学祖・榎本武揚、初代学長の横井
時敬と比べ、田中芳男に関する資料は少なく業績はあ
まり知られていない。記念展では、偉業を紹介すると
ともに、知られざる田中芳男と東京農業大学の関わり
について探
り、近代農
学の発展に
果たした役
割をパネル
や写真など
で紹介して
いる。

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「食と農」の博物館 二つの企画展

　日本の農学は新しく生まれ変わりつつある。もし世
界中の人々が日本と同じ生活をするなら、地球は2.5 
個必要になると言われている。我々は早急に「豊かさ
の尺度」を変えなければならない。自然からの知恵を
持続可能な社会づくりのために生かしていかなければ
ならない。即物的な豊かさから、生物や自然に学び、
自然と持続的に共生できる豊かさへ…。関連分野の学
術研究の展開やそれを支える方法論の発達も積極的に
取り入れ、持続的社会を構築し、人類の幸福の実現に
大きく貢献する。それが「農学2.0」。企画展示とワー

クショップ
では、「農
学2.0」 の
幅広さや奥
深さ、さら
に発展の可
能性を伝え
ている。

両企画展は 3月12日まで（月曜日＝祝日の場合は火曜日＝と毎月最終火曜日は休館）。
東京農大「食と農」の博物館（世田谷区上用賀 2 ─ 4 ─28）　℡03─5477─4033

農学2.0－農のこころで
社会をデザインする－
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ルツ）という単位を用いて電源周波数とよぶ。この電
源周波数は東日本であれば50Hzを中心にわずか（±0.1 
Hz程度）に、かつ連続的に変動している。その変動
の時間的変化を記録したものを、ENF（Electrical 
Network Frequency）とよぶ。
　ENFは、同じ電源網（例えば北海道を除く東日本
地域）内であれば、どこで観測してもほぼ同じ変動を
示す。図 1には、東京都小金井市と千葉市若葉区で測
定した10分間のENFを示している。このENFを音響
信号の属性同定に利用する仕組みを次に示す。
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図 1　 東京都小金井市と千葉市若葉区で同時に測定した10分間
の電源周波数の変動。若葉区のデータを見やすくするた
め、0.1Hzだけ上にずらしている。 2カ所で観測した電
源周波数の変動は、ほとんど同じであることが分かる。

　録音された音響信号には、ブーンといういわゆるハ
ム雑音（録音機器が使用する電源から漏れた信号）が
僅かに含まれることが多く、これはENFと同じ周波
数変動を伴う。ENFを365日24時間記録したデータ
ベースを作成しておけば、録音信号から検出した
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音響法科学とは
　音響法科学は法科学の一分野である。残されている
音響資料（録音テープやファイル）を元に、その属性
（録音日時や誰の声か、など）や音響処理の履歴（編
集による部分的削除や入れ替え、圧縮など）を明らか
にする学術分野である。これによって、科学捜査や法
廷での証拠資料として活用できる情報を収集すること
ができる。
　音響法科学研究の話題は、話者解析、音声強調、音
響信号の属性推定、の三つに大きく分けられる。日本
で盛んなのは、話者の属性を明らかにする話者解析の
研究である。つまり、録音されている声が被疑者の声
なのか否か、日本語を母語とする者なのか、外国語を
母語とし日本語を話している者なのか、などを判別す
る研究である。
　また、収録された音から音声を聞き取りやすくする
音声強調の研究も重要である。そのために背景の雑音
を低減する処理に代表される技術の開発は、用途が音
響法科学に限定されず、電話などの音響通信全般に有
用なので、日本でも研究例が多い。一方、録音資料か
らその属性（録音日時や場所、編集履歴など）を推定
する研究は、日本ではほとんど行われていない。

音響信号の属性推定
　例えば、被疑者が被害者を脅迫した音声録音が捜査
資料として挙がったとしよう。しかし、その音声はディ
ジタル編集によって、どちらか一方に不利益な会話が
故意に削除されていたり、挿入されていたりする可能
性を否定できない。さらに、録音日時や場所は、本当
に申告されたとおりなのか、も疑う必要があるだろう。
　また、証拠資料として提出された取り調べの音声資
料に、捜査機関による上述のような編集操作が加えら
れていないという保証も必要である。よって、音響資
料を捜査や法廷での証拠として取り上げる際には、そ
の属性の科学的検証が必須である。

ENFによる音響信号の属性同定
　音響信号の属性を調べる技術として、近年欧米で注
目されているのが、電源周波数の時間変動の分析であ
る。
　家庭のコンセントには 1秒間に50回あるいは60回、
プラスとマイナスが入れ替わる交流電源が供給されて
いる。この 1秒間あたりの入れ替わりの回数をHz（ヘ

音響法科学研究の現状と今後の展望
東京情報大学　総合情報学部　教授　西村　明
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いえない。図 2には、10分間毎のENFから位置推定し
た地図座標値を示した。
　現在のENFの類似度に基づく位置推定アルゴリズ
ムでは、東京湾上にも推定地点が現れるので、今後は
地理的な推定制限条件を加えるなどによって、より推
定精度を高める必要がある。また、東日本各地の大学・
研究機関に観測協力していただくことで、より広い地
域内での位置推定を試みること、実際の録音信号から
高精度にENFを検出する手法を改善すること、など
が研究課題である。

音響法科学の今後の展望
　法科学の分析手法を逆手にとって、証拠資料を偽装
する者が現れることを想定する必要もある。例えば、
ENF分析を行うことができる技術者は、ENFの偽装
も可能である。よって、今後はENF偽装の痕跡を発
見する技術の開発も、求められている。また、近年は
非常に自然な音声合成が可能になり、特定の個人の発
話に似せた合成音声を作る技術も飛躍的に向上してき
ている。今後は、そういった技術を悪用する犯罪も想
定し、自然音声と合成音声とを識別する研究も重要に
なってくると考えている。
　東京情報大学の教育理念である「現代実学主義」に
おいては、情報技術を活用した社会に役立つ技術を、
単に研究・開発・教育することが求められているので
はない。そこには、新しい情報技術が、生活や社会の
なかでどのように使われるのか、問題点や悪用される
恐れはないのかを常に検討し、倫理的見地から技術を
発展させる姿勢が大切である。

ENFをデータベースと照合することで、
録音時刻が分かる。
　また、削除や挿入などの編集を行うと、
ENFが不連続になるため、録音信号の
ENFを分析することで、それらの痕跡を
見つけることができる。

ENFを用いた録音位置同定
　さきにENFは同じ電源網ではほぼ同じ、
と述べたが、実際には電源周波数の僅かな
揺らぎが、地点によって異なることが分
かっている。
　電源周波数は、電力消費量が多くなると
きに下がり、電力供給量が多くなるときに
上がる性質を持つ。そして電源網の地点ご
とに電源周波数変化の伝搬に時間差が生じ
るため、電源網上で近い地点同士は、
ENFの類似度が高く、遠い地点同士では
類似度が低くなる性質をもつ。
　同じ電源網内の多地点でENFを常時測定しておけ
ば、任意の録音信号からENFを検出した際に、どこ
の地点で測定したENFに似ているかを調べることで、
録音された場所を推定することができる。このような
研究は、米国東海岸で観測されたENFに対して、
2012年に行われている。

首都圏におけるENF観測地点の推定
　ENFの観測や研究は、日本では全く行われていな
い。また、ENFを用いた録音位置同定には、ENFを
どの程度の時間間隔や周波数精度で記録しておくか、
ENFのどのような特徴の類似度に着目するのかなど、
まだ明らかになっていないことが多い。
　そこで、著者は首都圏内の最大60kmほど離れた 7
カ所で商業電源周波数を録音し、24時間 3カ月にわ
たって連続した測定と分析を行った。
　そして、任意の録音信号からENFを検出する代わ
りに、 7カ所のうち 1カ所の位置を未知とみなして、
そこで得られたENFと残り 6カ所で得られたENFと
の類似度をさまざまな変動周波数において調べること
で、どの程度の精度で未知のENF録音位置の推定が
可能であるかを検討した。
　その結果、 1秒間あたり 2回電源周波数の値を観測
することが必要なこと、特定の変動だけを抽出するこ
とで位置推定の精度が高まることが明らかになった。
また、従来法より位置推定精度が高い手法も開発でき
た。
　しかし、10分間のENFから位置推定した誤差は平
均20kmほどであり、まだまだ十分な精度であるとは

図 2　 10分間のENFの類似度から得られた、ENF測定地点の推定結果。
大きい点が実際の測定地点であり、小さい点がそれらの推定地点
である。中央下部分は東京湾であり、その中にも本来ありえない
推定地点が分布していることが分かる。（作図にはCraft-
Map http://www.craftmap.box-i.net/ を使用した）
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稲の花のように
　昨年、創立125周年を迎えた学校法人東京農業大学
は、高等教育を中心に歴史を刻んできた。そして、農
大一高、農大二高、農大三高を設置、中等教育に広げ、
さらに農大一高中等部、農大三高附属中学校を開校し
た（別表参照）。東京農大を中心に傘下の学校が連結
する法人学園化構想の中で、「将来の人材育成は初等
教育が大事ではないか」「初等教育の充実が東京農大の
ブランド力＝イメージを上げていくことになる」「培っ
てきたものを生かすことがこれからの我々の社会貢
献、役割」との考えから小学校設置計画が具体化した。
　校名の「稲花」は、東京農大の花である「稲の花」
をモチーフとしている。稲の花は、「コメ」に比べる
とひっそりと慎ましい存在だが、やがて人類の生命を
支える食料に成長していく。小さな存在である子ども
たちが、さまざまなかかわりを通して大きく成長し、
自らの夢や希望に向かって結実していくという意味と
願いが込められている。
　「付属小」としないのには訳が
ある。「東京農大は、総合大学で
はないため、併設する高校卒業後、
志望する分野（医学系や文系等）
によっては、他大学に進学する生
徒もいる。そのような目的意識を
持った生徒も大切にすべきだと考
えているため、小・中・高・大学

までの一貫教育を基本に据えた他の学園とは異なる。
東京農大の小学校設立は、東京農大の基盤ともいうべ
き『人と環境との共生』『生物を対象とした自然科学』
『食育および食の安全』に関する教育を早い段階から
実施して、東京農大流の人格教育のもとで社会全体の
中核を担う人材育成を目指したい。さまざまな素養を
いかすためにも、枠にはめ込まないほうがいい。小学
校で学んだこと体験したことは大人になっても、意識
の根底に残っている。その上に専門知識が育ってくる
ものだろう」（大澤理事長）。

　学校法人東京農業大学（大澤貫寿理事長）は、中等教育機関として高等学校 3校、中学校 2校を併設
しているが、新たに「東京農業大学稲

とう

花
か

小学校」の設置計画を進めている。第 2期中期計画（2015～18年）
における「法人学園化構想」の一環で、開校予定は2019年（平成31年） 4月。東京農大が125年の歴史
を刻む中で培ってきた教育研究資源を初等教育にもいかすことは、「地域の教育環境に対するニーズに
応え、一層の社会貢献につながり、東京農大のブランド力が高まる」（大澤理事長）との信念に基づいて
いる。小学校設置により小・中・高・大学の備わる学園体制が構築されることになる。

東京農業大学稲花小学校 再来年春開校めざす

法人学園化構想

学校法人東京農業大学 併設中学・高校開校年

1950年 東京農業大学附属第一高等学校（全日制普通科）
※1962年、東京農業大学第一高等学校と改称

1962年 東京農業大学第二高等学校（全日制普通科）

1985年 東京農業大学第三高等学校（全日制普通科）

2005年 東京農業大学第一高等学校中等部

2009年 東京農業大学第三高等学校附属中学校

東京農業大学稲花小学校＝所在地：東京都世田谷区桜 3の33の 1 （東京農業大学第一
高等学校・中等部北側）、校地総面積8,907.67m2。校舎：鉄筋コンクリート造り地下 1
階地上 4階建て延べ床面積7,374.73m2。写真は完成予想図。稲の花
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東京農大の教育研究資源をいかす
　東京農大は、実学主義を教育理念とし、人格育成を
「質実剛健・独立不

ふ

羈
き

・自
じきょうやまず

彊不息」で表し、主体性を
有する人材の育成に取り組み続けている。そして、「人
と環境との共生」「生物を対象とした自然科学」に関す
る教育研究で日本を牽引してきている。
　また、食品加工技術センター、「食と農」の博物館
などの東京農大がもつ施設設備を用いた教育は、学外
向け教育プログラムである「子どもチャレンジ教室」
（東京農大エクステンションセンター）をはじめさま
ざまな形で結実している。
　東京農大が、これまで取り組んできた教育実践の成
果および経験、教育研究資源、教育プログラムを活用
することによって、「ほんもの」の教育資源を提供で
きる強みをいかした初等教育が実現する。
東京農業大学稲花小学校の教育理念は、東京農大創
立者の榎本武揚が残した「冒険は最良の師である」の
メッセージをモチーフに、「冒険心の育成」としている。
この言葉には、未知なる新しい世界に対して、そこに
挑む気骨と主体性をもち、本気になって取り組み、実
践的に学ぶ人間を育てる、という意図を込めている。

「 3つの心」と「 2つの力」
　児童が「冒険心を培う」ために、より具体的な「 3
つの心」と、「 2つの力」を教育方針とする。
①心を拓いて、豊かな「感性」を育む。
　 知的好奇心を喚起し、学びへのモチベーションや
未知なるものへの興味・関心を高め、自分なりの
物事の見方や考え方を養う。

②心を動かして、深く考える「探究心」を育む。
　 課題や事象等を鋭く観察する力や物事を広い目で
見て、深く考える力、鋭い洞察力、失敗を含めた
自分の取り組みに対峙する省察力を育成する。

③心を高めて、継続する「向上心」を育む。
　 自ら目標を設定し、解決していこうとする能力や、
常に自分を高めていこうとする意識、粘り強く取
り組む態度と確かな実行力を養う。

④ 力を合わせて、広く柔軟な「コミュニケーション
力」を育む。

　 自己意識と他者意識を向上させ、深くて広い思考
力、表現力を身に付けるために必要な言語力、柔
軟な対応力と豊かな人間性を養う。

⑤ 力を込めて、運動や生活をし、困難を乗り越えて
いく「体力」を育む。

　 自ら進んで運動するための体力や、健康に生活す
るための体力を養い、様々な活動に積極的に取り

組む意欲や困難を乗り越える力を育成する。
　この「 3つの心と 2つの力」を育成するためのカリ
キュラムとして、体験活動を充実させることにしてい
る。東京農大の教育研究資源を多面的かつ最大限に活
用して子どもの可能性の萌芽を後押しする。「東京農
大の教育研究資源を生かすことこそ、東京農業大学稲
花小学校の最大の特徴」と言えるだろう。

進む校舎建設
　現在、世田谷区には七つの私立小学校があるが、東
京農業大学稲花小学校が誕生すると、23区内での私立
小学校設置は59年ぶりで、世田谷区内では63年ぶりと
なる。
　昨年11月、東京都から学校設置計画承認通知を受理
し12月 1 日に校舎建設着工。12月 8 日には建設予定地
で地鎮祭が行われた。地鎮祭には、大澤理事長、髙野
克己常務理事（東京農大学長）らが出席し工事の安全
を祈願した。
　関係者を前に大澤理事長は「学校法人東京農業大学
では、これまで、高等教育において“専門”を、中等
教育において“知識”を育んできた。これからは、専
門・知識を育む“土台”を確立することが重要と捉え、
初等教育の事業に踏み切った。学校法人東京農業大学
のもつあらゆる教育研究資源を小学校に投入し、人材
教育の基盤を作ることを目指す」などとあいさつした。
　校舎は来年（2018年） 4月末完成予定で、 9月下旬
に東京都私立学校審議会本答申を受け、学校設置認可
を受ける計画となる。11月初旬に入学試験を行い、翌
年（2019年） 4月の開校を迎える予定。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

＊小学校設置に関する問い合わせ
　東京農業大学稲花小学校設置準備室
　　℡：03─5477─2237　E─mail：touka@nodai.ac.jp

地鎮祭で鍬入の儀を執り行う大澤理事長



 新・実学ジャーナル　2017.1+2 5

新規就農へのチャレンジ
　北海道オホーツク地域の農業といえば、広大な大地で加工原料となる畑作三品（麦、ジャガイモ、ビー
ト）の生産が中心だが、網走市平和には小規模ながら“自然と生き物と共にある暮らし”にこだわった養
鶏家がいる。
　杉村農園の杉村繁治氏、金恵氏のご夫婦は、もともと中学校の教員をされていたものの、“自然と生き
物と共にある暮らし”を目指し、平成22年に新規就農した。飼料は自然の恵みであるオホーツク産小麦や
道産の米、トウモロコシなどを与え、金網張りの開放鶏舎の土間で平飼いすることで十分な運動をさせ、
薬剤不要の健康な母鶏から生まれた卵を生産する。オホーツクの厳しい冬も、鶏舎にはビニールシートで

囲うだけで無暖房。また、鶏にはストレスがあまりかからないように、
飼育密度は 1坪10羽以内で雌雄一緒。このように、“できるかぎり、
自然な環境で。できるかぎり、そのままで”をコンセプトに自然養
鶏によって生産された杉村夫妻の赤玉有精卵「あばしりピースたま
ご」は、食通もうならせる絶品卵だ。
　北海道においては新規就農が厳しいと言われている中で、杉村夫
妻は地域集落・地元農家のネットワークを大切にしながら、オホー
ツク産の飼料の確保と安定生産に尽力してきた。また、宅配を中心
に地道にマーケット開拓し、新規就農を成功させた。

命の一滴まで大切にする商品開発
　愛情をかけて育てた鶏の命を最後の一滴まで大切したいとの思いから取り
組んでいるのが、規格外卵や卵を産み終えた親鶏という未利用資源を活用し
た商品開発だ。杉村夫妻は共に「オホーツクものづくり・ビジネス地域創成塾」
に入塾し、商品開発と販路拡大にチャレンジし、卵の風味を最大限にいかし
たノンオイルシフォンケーキや卵を産み終えた親鶏の肉を活用したスモーク
チキン、卵かけご飯用の鶏醤「命の一滴」を開発している。これらの商品は
宅配卵のユーザーを中心に販売されるとともに、地域イベント等においても
積極的に販売・普及活動に努めている。
　また、杉村夫妻は、就農にあたって地域集落・地元農家のネットワークに
支えられているという地元関係者への感謝の気持ちを伝えるために、飼料等
を提供してくれた農家の生産物を紹介する宅配卵利用者向けのニュースレ
ター“お節介便”や関係者との連携による地域産品の販売イベント“お節介
マルシェ”を実施するなど、地域おこしの活動にまでおよぶ。
　“よそもの”だからこそ気づく地域の魅力、地元関係者の温かさとネットワー
クの強みを最大限にいかして 6次産業化を体現されているのが杉村農園だと
いえよう。今ではオホーツク地域でこだわりの商品開発をする上では欠かす
ことのできない杉村農園の“あばしりピースたまご”は、卵のピクルスや生パスタなど地域の有志とのコ
ラボ商品によってそのレパートリーは多様だ。
　地域活性化においてはよく“よそもの”の目、熱意を持った“ばかもの”、行動力がある“わかもの”
が必要と言われるが、徹底して自然養鶏にこだわるという“ばかもの”としての熱意と、地域の魅力を最
大限にいかすために“よそもの”の目をいかして、これからもオホーツク地域の 6次産業化をリードする
農家・起業家として更なる飛躍を期待したい。

オホーツクの地域資源 Foods Who（12）

自然の恵みを追求した“自然養鶏”
東京農業大学生物産業学部助教　小川繁幸

網走市平和で自然養鶏に勤しむ杉村夫妻

地場産小麦にもこだわった
ノンオイルシフォンケーキ

無加水で卵の水分のみで
打った生パスタ



東京農大農学部植物園から（44）

ヒマラヤザクラ
Cerasus cerasoides Sokolov

（バラ科）

　寒い冬から解放された春を代表する花木・
サクラですが、近年ジュウガツザクラC. 
subhirtella ‘Autumnalis’などの秋咲きのサ
クラが所々で植栽され、見る機会が増えてき
ています。しかし、春の咲くサクラとは異な
りサクラの華やかさには今一歩足りないよう
な気がします。
　ここに紹介するヒマラヤザクラは、その華
やかさを兼ね備え秋にお花見を楽しめるサク
ラと言えましょう。ヒマラヤから中国南西部、
ビルマ・タイ北部などの海抜1200mから
2400mの森に生える樹高10mに達する落葉高
木です。11月下旬から12月下旬に開花し、葉
も開花とともに展開します。花径 3 cmと大
きく、花の雄

お

蕊
しべ

は長く目立ち、花弁は白色か
らピンク色で、がく片が反転します。日本へ

は昭和42年 8 月、東京大学に留学中だったネ
パールのビレンドラ皇太子（その後国王）が
伊東市を訪問された際、熱海の植物愛好会が
郷土のサクラの種子を献上し、昭和43年 5 月
その返礼としてこのヒマラヤザクラの種子が
送られてきました。この種子を同年 7月に播
種、育成した結果、約300本が発芽し、その
うちの 1株が県立熱海高等学校門前下の法面
で樹高10m余りに生長して、毎年花を咲かせ
ています。
　近年、地球温暖化の原因である二酸化炭素
と大気汚染原因のひとつである二酸化窒素の
吸収能力が極めて高く、環境浄化木としても
注目を集め、現在少しずつですが栽培・普及
してきている珍しい秋咲きのサクラです。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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