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アグロエコロジーと、
　　　　　　1000分の 4土壌イニシアチブ
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Hedychium villosum Wall.／伊藤　健



　来月開設する東京情報大看護学部（千葉市若葉区御成
台 4 ─ 1 ）の看護実習棟（ 9号館）が完成、 2月22日に
落成式が行われた。落成式には大澤貫寿・学校法人東京
農業大学理事長、髙野克己・同常務理事（東京農大学長）、
鈴木昌治・同理事（東京情報大学長）ら約60人が参列し
た。
　超高齢社会で地域医療を支える看護実践能力の高い人
材の育成が量的にも強く求められている。2025年時点で、
千葉県内の75歳以上の高齢者は108万2,000人となり、10
年間で 9割増えると推計されている。必要と見込まれる
看護職員数に対し 1万4,000～ 1 万5,000人不足するとい
う。こうしたことから、学校法人東京農業大学は同学部
の設置を決め、昨年 2月から看護実習棟建設が進められ
てきた。
　完成した看護実習棟（鉄筋コンクリート造り 3階建て、
延べ床面積約3,200m2）＝写真上＝はアクティブ・ラー
ニングを実現する最新設備を備える。 1階はデモンスト
レーション室と住まいや公民館仕様の実習室。 2階は病
室仕様の実習室＝写真下、モニタールーム。 3階は多目
的実習室と演習室を配置。全実習室に状況設定課題撮影
用カメラとモニターを配置し、独自の自己学習システム
を採用した。
　看護学部の入学定員は100人。一般入試のⅠ期試験は
すでに終え、第 1期生の入学式は 4月 5日に行われる。

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

東京情報大看護学部 実習棟が完成
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競技場と芝草
　スポーツ競技場、練習場、屋内外のグラウンドのイ
ンフィールドなどでは芝草が造成・育成され各種競技
のフィールドとして利活用されることが多くなった。
科学的根拠のもとで維持・管理・運営されている競技
場フィールドの芝草や芝生（地）を総称してスポーツ
ターフ（sports turf）と呼び、牧草地や自然草地を構
成するイネ科草本植物（lawn・grass）の中からスポー
ツターフ用に選択・育種された植物（芝草）をターフ
（turf）と呼びlawnやgrassと区別している。
　スポーツターフには各競技のルールや各競技の公式
戦に対応して、ボールの転がり、ボールの跳ね返り、
ターフを含めた土壌表面の硬さ、ターフの緑色度合い
など一定のクオリティーが要求され、その維持や管理
に多くの技術と労力と時間が費やされる。
　国際的な公認試合が開催できる競技場の条件には、
6 ～ 7万人以上の観客席の設置など多くの要件があ
り、施設の大規模化が免れない状況である。建設され
た競技場の事例では観客席を覆う広い屋根が大切な競
技フィールドに日陰をつくり、多くの日照時間を必要
とするスポーツターフの育成や維持・管理が困難に

なっている。
　また、テレビ中継されるゴルフ、サッカー、ラグビー
等の競技でも緑色ターフクオリティーが鮮明に認識で
き、勝敗への影響も同時に中継される場面がある。こ
のようなスポーツはルールによって生きている芝生の
上での競技が必須となっているため、 1年中のどの季
節でも緑一面の均一なクオリティーが要求され、その
ようなフィールドを提供できる競技場であることの期
待が大きい。

スポーツターフとして利活用される芝草
　スポーツターフは暖地型と寒地型芝草に大別され
る。
　例えば、テレビで放映されるサッカーJリーグ戦や
ラグビー戦の競技場では、一般的に暖地型と寒地型芝
草が混植されている。映像からはその種類識別は困難
であるが、春季から夏季には暖地型の緑色芝草が、気

たかはし　しんぺい
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スポーツと芝
東京農業大学　地域環境科学部　教授　髙橋新平

大規模スタジアムでは観客席を覆う屋根でターフフィールドに
影が発生し芝草の育成・維持管理が困難になる（写真 1）

損傷を受けた芝草や日陰によって生育不良の芝草を部分的に育
成管理する装置（SEE GROWを英国より導入）（写真 2）

高濃度のCO2や波長が調整された人工照明、気温や湿度が設定
された内部環境によって生育が回復する芝草（写真 3）

＊写真 1～ 3：味の素スタジアム提供
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調査研究の必要性
　生育している植物の葉部や茎部の上部を利用して、
激しい動きのスポーツ競技が展開される。イネ科草本
植物である暖地型芝草のZoysia属やCynodon属、寒地
型芝草であるLolium属の芝草類が主体となって競技
フィールドが支えられている。近年に取り組んできた
調査研究の一例を列挙して、「実学主義」を基にした
いくつかの検証事例と内容について以下に示した。
・ スタジアムの日照時間の相違がターフクオリティー
に与える影響
・ 競技場におけるイベントが芝草生育に与える影響
・ 芝草葉身の成分分析と芝生管理の関連性について
・ 競技場芝生フィールドの芝草生育に与えるスポーツ
ドリンクの影響
・ 踏圧下におけるZoysia芝草のエチレンと糖分変化
・ グラウンドの相違がサッカー選手の身体損傷に与え
る影響について、など

管理技術者を目指す学生たち
　将来の仕事としてレクリエーション・体育施設の造
成や管理、スポーツターフ管理技術者を目指す学生た
ちが緩やかであるが確実に増加している。専門領域分
野がそのまま職業に連動することは極めて重要であ
る。全国のゴルフ場や各種競技場の芝生フィールド管
理者には多くの卒業生が従事する。2019年ラグビー
ワールドカップ、2020年の東京オリンピック会場を多
くの技術によって支える管理技術者を応援したい。

温が低下する秋季から早春季には寒地型芝草の緑が
フィールドを被覆している。緑一色の絨

じゅうたん

毯のように見
えるフィールドには、ターフクオリティーを維持管理
するための科学的な芝草の種類選択、ターフ表面が安
定しやすい土壌（砂）基盤、茎や根の伸長を促す特別
な砂による給水と排水など長年にわたる調査研究の成
果が応用・展開されている。

芝草の適応と支える管理技術
　国土面積が狭いとされる日本であるが、スポーツ
ターフや芝生地が造成・管理される競技場やグラウン
ド、公園や緑地、ゴルフ場、あるいは文部科学省や各
自治体が支援する小中学校グラウンドの芝生地までを
対象に、芝草や芝生地が存在する立地環境とその地域
に目を広げると、積雪寒冷の北海道や亜熱帯環境の沖
縄に至る気象環境が顕著に異なる地域、台風や海の影
響を顕著に受ける沿岸地域や季節の寒暖差が大きい標
高の高い地域などさまざまな立地環境が認識できる。
土地表面やさまざまなフィールドの表面を被覆する緑
の芝草や芝生地はこのような環境に適応して生育し人
為的環境下で維持している種類が多い。
　また一方、人口が集中する温暖帯地域の関東関西地
域などでは生活の利便性もあり各種競技場、屋内外の
グラウンド、都市公園緑地、ゴルフ場、学校の校庭な
どが多く立地する生活環境となり、このような空間環
境における芝草や芝生地の利活用は極めて顕著であ
る。
　例えば都市や近郊のスタジアムを会場とした大規模
なコンサートやイベントでは、スタジアムの芝生
フィールドの上面にプラスチック製の床板を設置して
観客者の利用を可能にしている。その間、芝生フィー
ルドには太陽光が照射されない暗黒の時間帯が存在す
る。従ってスタジアム管理者や芝生フィールド管理者
間の協議によって利用時間に制限が課せられている。
生きた芝生を維持するための極めて大切な管理運営マ
ネージメントの一例である。
　また、各種の競技やイベントなど過剰な利用による
人間の踏圧で葉部、茎部、根部に損傷を受ける。スポー
ツ競技では特に選手のスパイクシューズによる物理的
損傷も大きい。
　損傷したこのような芝生地の一部を剥ぎ取り補修す
る技術、フィールドに種子を播き発芽育成回復する技
術、人工的生育環境の提供による生育回復技術、芝草
葉身分析による栄養健康診断に関わる分析技術など芝
草や芝生地を支える多くの技術が開発され、現在もな
お技術発展している。また芝生フィールドを保護し永
続的に利用する点からインフィールド内でのスポーツ
ドリンク飲用を制限し管理運営することが重要である
とする考えも存在する。

卒業生の指導によるゴルフコースでの
視察研修をうける学生たち（写真 4）

グラススキー場における芝草管理実態に
ついて研修を受ける学生たち（写真 5）
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地球温暖化と農業の役割
　2015年12月の気候変動枠組条約第21回締約国会議
（COP21）では、2020年以降の温室効果ガス排出削減
等のための新たな国際枠組み「パリ協定」が採択され、
昨年11月に発効した。
　パリ協定は、地球の平均気温の上昇を1.5℃に抑え
る努力を追求することなどを目的とし、今世紀後半に
温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指す。
IPCC（気候変動に関する政府間パネル） 5次評価報
告書によると、地球温暖化をもたらしている世界全体
の温室効果ガス排出量のうち、農業活動や森林減少な
ど農林業・土地利用に由来するものが約 4分の 1を占
める。農業や土地から排出されるガスの寄与は決して
小さくなく、農業分野においても削減に向けた取り組
みが重要となっている。
　COP21でホスト国のフランスが表明したのが「1000
分の 4イニシアチブ」。これは、世界中の土壌炭素の
総量を毎年0.4％（人類が毎年排出している化石燃料
消費による二酸化炭素排出に相当）増やすことによっ
て、温暖化緩和と持続的農業生産の両方を達成するこ
とを目指している。
　来賓の駐日フランス大使代理のピエール・ムルル
ヴァ氏は、農地等における炭素貯留機能の重要性を強
調、各国の科学的知見や経験の共有を図ることを促し
た。また、西郷正道・農水省大臣官房技術総括審議官、
森下哲・環境省大臣官房審議官は「省エネルギー効果
の高い施設の普及による温室効果ガスの排出削減対策
や森林による吸収源対策、さらに、農地土壌への炭素
貯留の促進など、さまざまな対策を進めている」「パリ
協定等を踏まえて、昨年 5月に地球温暖化対策計画を
閣議決定し、2050年までに80％の排出削減を目指すと
ともに、2030年度に2013年度比26％削減の達成に向け
た道筋を明らかにしている」──などと、日本の取り
組みを説明した。

土壌の炭素貯留を高める
　フランス国際開発農業研究センター顧問のエティエ
ヌ・エンズラン氏、フランス農業経済・獣医・森林研
究所所長のマリオン・ギユ氏と農研機構農業環境変動
研究センター気候変動対応研究領域土壌炭素窒素モデ
リングユニット長の白戸康人氏が講演。1000分の 4イ
ニシアチブ科学技術委員でもある白戸氏は「気候変動
の緩和と持続的な食料生産のための土壌管理」をテー
マに堆肥や緑肥などの有機物の施用といった土づくり
が、土壌への炭素貯留を高めることにつながることを
強調した。「炭素は「大気CO2」「植物体」「土壌」の 3
つのプール（貯蔵庫）を、形を変えながら循環してい
る。土壌には植生の 3 ─ 4 倍、大気CO2の 2 ─ 3 倍の炭
素がプールされている。わずかな土壌炭素含量の変化
でも、地球全体では大きな量になって、地球の炭素循
環に影響を及ぼすことになる。土地利用変化により失
われた土壌炭素は、放っておけばこのまま減り続ける。
堆肥の投入や緑肥作物を土にすき込むことは、土壌の
炭素貯留に有効で、不耕起栽培は、耕す際に有機物が
分解されることを防ぎ、土壌炭素の減少を抑えること
ができる。一般的には、土壌炭素が多い土壌は肥沃度
が高い。つまり、土壌炭素を高く保つことは、緩和策
だけでなく、持続的な農業生産にもプラスで、土壌へ
の炭素貯留は、温暖化緩和と持続的食糧生産の両方を
かなえることになる」

アマゾンのカカオ生産
　アグロエコロジーは、有機農業で追求されている理
念と共通するものは多いが、アグロエコロジーが扱う
範囲は農薬を使わない農法などにとどまらない。生態
系を守る農業のあり方や社会のあり方を求める科学や
運動、実践すべてを含む。化石燃料に依存する工業化
された農業に代わる食料生産と環境の未来を保障する
ものとして、取り組みが世界各地で始まっている。

アグロエコロジーと、
1000分の4土壌イニシアチブ

東京農大125周年記念事業フォーラム

　地球温暖化対策は世界各国の大きな課題となっているが、農業の視点から気候変動を考えるフォーラム「アグ
ロエコロジーと、1000分の 4土壌イニシアチブ」が 1月27日、東京農大世田谷キャンパスの横井講堂で開催され
た。東京農大創立125周年記念事業の一つとして、フランス大使館と共催。フォーラムでは、温暖化の問題意識
を共有し、課題解決における農業の役割を再認識した。世界水準の先端研究と「いのち」を大切にする「農のこ
ころ」を育む実学教育を推進し、「農」の進化に挑み続けている東京農大で、この「地球の未来」について考え
るフォーラムが開かれたことは象徴的で、意義ある議論が展開された。
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なくなっている。土壌改善の余地はある」「『アグロエ
コロジー』『1000分の 4』の背景に豊かな生態系、生物
多様性がある。20年、30年後の農業にとって必要なこ
とだ」「アグロエコロジーの定義は複数ある。過去の農
業に戻ることではない。我々は21世紀にいるのであっ
て、現在の環境、知見のうえに現在のツールを使って
つくるもの」「土壌の中には我々の知らない生物多様性
がある。少しずつ発見されているところで、そこに研
究の役割がある」──などの考えが示された。志和地
教授からは「日本人はエコが好き。しかし、車や家電
製品には敏感だが食品にはそれほどではない。環境に
優しい栽培方法によって作られる食べ物をPRし、共
感を得る努力が必要」との発言も。

持続的農業の実現へ
　フォーラムの全体総括者はマ
リオン・ギユ氏と国立研究開発
法人国際農林水産業研究セン
ター理事長の岩永勝氏。ギユ氏
は「このフォーラムで多くのこ
とを学ぶことができた。アグロ
エコロジーを実践することで農業が変わる。おもしろ
くなる。若者が農業に魅力を感じるようになる。社会
の中でもイメージが向上する。簡単ではないが、アグ
ロエコロジーの実践は環境、農家の幸せ・経済の満足
をもたらす」と述べた。岩永氏は「レベルの高い議論
がなされた。地球規模の課題解決のために日・仏が力
を合わせることは、国際的協調を作り出すうえで重要
だ。農業は気候変動の被害者であり加害者でもあり、
負の連鎖となっている。炭素貯留を高めることはそれ
を断ち切ることになる。そして、持続的農業ができる
未来が開けていくのではないか」「農業のエコロジカル
な価値を社会が正当に評価することによって農業がや
りがいのある仕事になる」──と締め括った。
　世界は脱炭素による持続可能な社会の実現に向けて
動いている。フォーラムにより、気候変動問題や土壌
の炭素貯留を促進させる科学に関する理解が深まっ
た。今後どのような対策を進めていくべきかの議論が
喚起されることが期待される。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

岩永　勝氏

　ケーススタディとして、東京農大国際食料情報学部
の志和地弘信教授は「ブラジル、アマゾンのアグロフォ
レストリーシステムによるスマートな消費者のための
カカオ生産」を紹介した。ブラジルアマゾンの森林地
帯に位置するトメアスー産のカカオ豆を使用したチョ
コレートを例に説明。アグロフォレストリーは、「森
をつくる農業」といわれ、森林伐採後の荒廃した土地
に自然の生態系に倣った幾つかの農林産物を共生させ
ながら栽培する農法。「病害によるダメージを減らす
ことができ、小規模農家にとっても持続性ある農業に
有効」という。「消費者が、どのような農業体系で生
産されているのかを知ることが大切。そうした理解が、
アグロエコロジー、アグロフォレストリーを持続させ、
広げていくことになる」と呼びかけた。
　また、フランス国農業省農業専門官・国際連合食糧
農業機関（FAO）アグロエコロジー専門官のレミ・
クルゼ氏がFAОとアグロエコロジーとの関わりなど
を説明。東京農大国際食料情報学部の中西康博教授は、
沖縄県宮古島と鹿児島県奄美諸島の喜界島で行った研
究から「化学肥料の影響による炭酸塩の溶解促進と二
酸化炭素の排出」について報告。森林地帯より農業地
帯の方が二酸化炭素の排出量が多い実体を示した。

日仏農業経営者との討論
　パネルディスカッションは講演者と事例紹介の各 3
人にピエール・ピュジョス氏、佐藤裕一氏、大嶋康司
氏の日仏農業経営者 3人が加わり、東京農大応用生物
科学部の加藤拓准教授の司会で行われた。
　日本の農業経営者からは「『土壌に炭素を取り込む』
といったことを考えたことはなかった。これからは、
農業を継続していくために、やっていかなければなら
ないと思う」「持続可能な農業確立のためには炭素循環
を考えていかなければいけない」などの発言があり、
「1000分の 4」に新鮮な共感を覚えた様子だった。ピュ
ジョス氏は「20年前から地球温暖化への関心を持って
いた。（都会ではできないが）農家は炭素を貯留でき
ることが、私のやる気になっている」と信念を披露。
　研究者の立場からは「アグロエコロジーは（生産性
第一といった農業）の考え方の転換。生態系を良くす
ることであって、どこの土地にも使える処方はない」
「世界的に見れば、土壌中に含まれる有機物の量は少

加藤准教授、大嶋氏、佐藤氏、ピュジョス氏（左から） エンズラン氏、ギユ氏、白戸氏、クルゼ氏、
中西教授、志和地教授（左から）　　　　

▲
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未利用資源を活用した金印わさび
　本わさびは、現在でも購入するとなれば 1本2000円前後するため、
庶民にとっては高嶺の花である。しかし現在では、安価なチューブわ
さびが出回るようになり、誰もが口にできる商品として大衆化した。
そして、このようなチューブわさびを製造するためには、西洋わさび
が必要となる。西洋わさびを原材料とする「わさび市場の創造」に尽
力した企業が金印わさび株式会社（以下、金印）である。金印は、名
古屋に本社があり、「わさび市場の創造」に貢献したのはもちろんこと、
オホーツク地域の活性化にも重要な役割を果たしていることから興味
深い企業と言える。
　西洋わさびは、本わさびに比べると安価なため、金印はまず西洋わ
さびを用いた「粉わさび」の製造を行った。西洋わさびは、明治初期
にアメリカから日本へと持ち込まれたものである。そして日本に伝来
した後、北海道で栽培が行われるようになったと言われている。この
西洋わさびは生命力が強いため増殖していったこともあり、農家から
は雑草と同じく厄介者として扱われていた。西洋わさびの価値が認知
されるまで、オホーツクでの利用法としては、「山ワサビ」と称し醤油
漬けにして食べるほかなかったのである。
　この未利用資源として扱われていたオホーツクの西洋わさびに着目
するだけでなく、地元農家に西洋わさびを初めて栽培させるまで漕ぎ
着けたのが金印である。1965年に西洋わさびの契約栽培主産地を長野
から北海道に移転し、その後もオホーツクの地に乾燥工場を建設（1968
年）している。

新たな雇用の創出
　オホーツクは11月中旬以降になると雪が降り始めるため、農作業を
行うことが難しい。そこで金印は、オホーツクに乾燥工場を設立した後、
次年度の収穫期までに必要な西洋わさびをオホーツク工場にストック
している。当時、収穫後の西洋わさびの管理は非常に難しく、寒冷地
であるオホーツクであっても、単に山積みするだけでは腐敗してしま
う危険性があった。そこで、常に空気が通るよう西洋わさびを積み、
雪を利用して腐敗することのないよう、西洋わさびの品質を保持しな
ければならない。こうした作業が網走において必要になったことによ
り、新雇用がオホーツクの地に生み出されたのである。当時は冬にな
ると、多くの農家が出稼ぎのために離網しなければならなかった。し
かしながら、わずかではあるものの金印は、新雇用を創出したのである。
　金印は、オホーツクの地で厄介者として扱われていた西洋わさびを有効に利用するだけでなく、雇用を
も生み出したことで、オホーツク地域に多大な貢献をもたらした企業といえる。そして現在でもオホーツ
ク地域では西洋わさびの栽培が盛んに行われ、オホーツクの地から、日本食に欠かすことのできない「加
工わさび」が製造されているのである。

オホーツクの地域資源 Foods Who（13）

西洋わさびの高付加価値化に取り組む
東京農業大学生物産業学部准教授　上田智久

うえだ　ともひさ
東京農業大学生物産業学部地域産
業経営学科（地域企業経営研究室）
准教授
専門分野：経営学

本わさび（上）と西洋わさび（下）
＝金印株式会社ホームページより

加工わさびの礎となった粉わさび＝同



東京農大農学部植物園から（45）

Hedychium villosum Wall.
（ショウガ科）

　ショウガ科植物というと思い浮かべるのは
料理などに使われるショウガZingiber offici-
naleがほとんどですが、主たる生育地である
熱帯地域では庭園などで植栽されたり、花を
楽しむための種類も数多く知られています。
　ハナシュクシャ属Hedychiumの植物はヒ
マラヤからニューギニアにかけ、約40種ほど
が知られ、一部の種では熱帯よりもやや冷涼
な温帯地域まで分布を広げています。イン
ド～マレーシア原産のハナシュクシャH. 
coronariumは日本の関東地方以西の露地で
越冬し栽培ができます。また、本属はショウ
ガ科植物の中では珍しく花を観賞するために

多数の園芸品種が作られています。
　ここに紹介するH. villosumは1998年中国
雲南省西部地域から導入したもので、現地で
は地生や道路脇の法面などに生育するもの、
高木などに樹幹に着生するかのように生育す
るものなどがみられます。草丈は本属の多く
が 2 m以上になる大型の種類である中で、
1 m余りとやや小型です。花期も大半の種類
が秋咲きなのに対し、温室内ではありますが
1 ─ 3 月で、偽茎の先端部の長さ20cmほどの
花序を伸ばし純白で、清楚な花を多数咲かせ
ます。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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