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きのこの食生活における利用と可能性／宮澤紀子

東京農大 6学部23学科体制に

「農」の進化に挑み続ける

豊饒の海を現場で究める
東京農大オホーツク臨海研究センター

東京農大農学部植物園から（52）

Ipomoea tuberculata Ker Gawl.／伊藤　健



　この夏、日本で大変有名になった昆虫がいる。「ヒアリ」である。私がヒアリに注目したのは、2011年の「サ
イエンス」に発表された「集団でボールを作り、川を下ることができるヒアリ」の論文である。ひとつのコロニー
が女王を守りながら、各々の個体が口と足で連結し、ヒアリの団子を作って、川を移動するという報告である。
この戦略をヒントに水中でも形を自由に変えることの出来るロボットが作られるのではないかと思った。
　南米原産のヒアリは強い毒をもっているといわれているが、実はミツバチより毒性は低い。この夏、輸入木材、
コンテナなどから日本各地で流入が確認された。日本のメディアは「殺人アリ」
と呼び、環境省、国土交通省そしてアリの研究者らがその駆除に奔走した。
　本来ヒアリは、畑や空地等の開けた土地にアリ塚（巣）を作って生息するが、
適当な柔らかい土が無ければ、葉の下やコンクリートの割目等でも生活可能で
ある。柔らかい土中に定着した場合にはコロニーも大きくなり、数年後にはア
リ塚を作り発見しやすくなる。
　ヒアリの毒は死に到ることもあるが、報道されたような「ヒアリで年間100
人死亡」は、死因がヒアリでないケースも含まれている。
　アメリカでは、1930年頃に資材と共に南米からヒアリが侵入し、日当たりの
良い土地に定着した。不幸にも南米のような天敵も生息せず、生態的地位の同
じ種も少なかった。結局、原産国の南米より多い生息密度になってしまった。
　一方、日本でも1993年にヒアリに似たアルゼンチンアリが建築資材から侵入
し、西日本から東京にまで根絶出来ずに生息域を広げている。アカカミアリも
沖縄米軍基地周辺に侵入後、今年は広島等でも発見された。このようにアリ等
の侵入動物の根絶は難しい現状がある。
　グローバル化に伴い、世界の物流の増加、スピードアップは目覚ましいもの
がある。日本にもこうした生物が頻繁に入り込んでいることをもっと認識する
必要がある。生物とのつきあい方を再考する時代になっているのだと思う。
 （東京農業大学農学部教授　長島　孝行）

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（1895）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。

高等教育から初等教育まで
　東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、生命
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 7学部25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
に約13,000人が学んでいる。
　学校法人東京農業大学の傘下には、東京情報大学
（千葉）があり、総合情報学部、看護学部の 2学部
2学科と大学院 1研究科に約2,000人が学ぶ。また、
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。
　平成31年度には、東京農業大学稲花小学校が世田
谷に開校予定である（設置認可申請中）。

東京農業大学の沿革

猛毒アリ「ヒアリ」の日本流入

ヒアリ

ヒアリの作るアリ塚

＊写真はいずれも環境省提供



 新・実学ジャーナル　2017.11 1

の食品のように、きのこの形や成分は、品種あるいは
栽培環境による影響を受けるものである。しかし、従
来のきのこの嗜好性に関する研究では、調理した際に
起こる味や香りの変化は、詳細に検討されているもの
の、品種あるいは栽培方法が明らかでないものも散見
される。そこで、それらの条件を精査した乾シイタケ
を試料に、品種の嗜好特性を検討した結果、苦みが弱
く、色と香り、うま味の濃い品種Aあるいは弱い苦み
が特徴の品種Bなど、明らかな嗜好性の違いと品種に
特化した特徴を見出すことができた。屋外での原木栽
培は、自然環境による影響を受けることが推測された
が、数年にわたる繰り返し試験を実施した結果、特徴
となる嗜好性については再現性が高いことを確認し
た。このような成果は、大分県農林水産研究指導セン
ターとの共同研究により、一定の栽培管理の下に生産
した乾シイタケを試料に使用することができた点が大
きい。現在は、現場レベルでの実証試験や調理加工に
伴う嗜好性および機能性等の変化を合わせて解析して

はじめに
　森林生態系における物質循環のなかで菌類は、分解
者として重要な役割を果たしている。菌類の中には、
大型の子実体（胞子を形成するための構造体）を形成
するものがあり、それらを「きのこ」とよんでいる。
きのこは、森林の保全や維持に加えて、ヒトの食生活
においては健康増進に寄与する食品としての可能性を
秘めている。
　近年、糖尿病、脳卒中、肥満、高血圧症などの生活
習慣病が、健康長寿の最大の阻害要因となるだけでな
く、国民医療費にも大きな影響を与えている。特に、
健康の維持増進と生活習慣病の予防や重症化の抑止の
観点から、食生活の果たす役割は大きく、その重要性
が指摘されている。ヒトが、日常摂取する食品は、栄
養、嗜好（おいしさ）、生体調節機能からなる 3つの
機能をもつ。きのこは、全体の約 9割を水分が占める
低カロリー食品であり、生体調節に関わるビタミンや
生体の構成成分となるミネラル、豊富な食物繊維を含
む特徴がある。また、おいしさに関わる色や香り、味、
食感に富み、和食、洋食、中華など幅広い料理に利用
されている。さらに、いくつかのきのこでは、コレス
テロール低下作用や血圧降下作用、血糖上昇抑制作用
などが見出されている。著者は、森林資源であるきの
この利用において食の観点から研究を行うなかで、き
のこは、生産から消費に至るまで連続して捉えること
が必要と考える。また、きのこは生食することはほと
んどなく、加熱調理を経て食されることから、きのこ
に含まれる成分やその機能に関する研究では、きのこ
そのものに含まれている成分のみならず、調理あるい
は加工の過程において新たに生成されるものや逆に消
失するものなどを合わせて評価することも重要であ
る。本稿では、食生活におけるきのこの利用について、
研究や取り組みの一部を紹介する。

大分県産乾シイタケのおいしさを検証
　大分県は、我が国における乾シイタケ生産量の約
50％を占める有数の産地である。県内の豊かな森林で
育ったクヌギを使用した原木栽培が、古くから継承さ
れている。一方、近年、海外からの安価な乾シイタケ
の輸入などに対する競争力の強化が求められている。
このようなことから、消費者が食品全般に求める「安
全」や「安心」と共に、科学的な裏付けが担保された
高付加価値のある乾シイタケの作出が急務である。他

きのこの食生活における利用と可能性
東京農業大学　地域環境科学部　助教　宮澤紀子

みやざわ　のりこ
1976年鹿児島県生まれ。
九州大学大学院生物資源環境科
学府森林資源科学専攻修了。
東京農業大学地域環境科学部
（電子顕微鏡室）助教。
博士（農学）。
専門分野：森林微生物学
主な研究テーマ：きのこを主と
した森林資源の利用に関する研究
主な著書等：きのこの生理機能
と応用開発の展望（S＆T出版）
共著、きのこ年鑑2017年度版（プ
ランツワールド）共著、他

図 1　乾シイタケの原木栽培（大分試験地）
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いる。このような成果は、品種に特化したブランド化
商品の創出とともに、食品素材としての加工業者等へ
の提供においても有用である。

肥満予防にえのき氷
　林野庁の2015年の特用林産物の生産動向によると、
我が国におけるきのこの年間生産量は、約45万トンで
ある。品目別の生産量は、エノキタケが13万トンと最
も多く、その 6割を長野県で占めている。えのき氷は、
信州中野市産のエノキタケ300gと水400gをミキサー
にかけてペースト状にしたものを 1時間煮つめ、製氷
皿に入れて冷凍庫で冷やし凍らせたものである。ブ
ロック状で、料理に合わせて、 1つ、 2つと手軽に加
えることができるのが特徴である。JA中野市の開発
した「えのき氷」（商品名）は、既に市販されているが、
一般家庭においても同様の手順で作ることができる
（JA中野市HPに掲載）。著者は、JA中野市との共同研
究（研究代表者：東京農業大学教授江口文陽）を2011
年に開始し、ヒトを対象としたいくつかの臨床試験に
より、えのき氷の飲食による血清脂質あるいは血糖値
などの改善効果を明らかにしている。ボランティアの
男女108名を対象に行った血清脂質の改善に関する試
験では、 3ブロックのえのき氷（生のエノキタケ50g
に相当）を 3ヶ月間、毎日飲食した群は、飲食してい
ない群と比べて、血液中のコレステロールおよびLDL
コレステロールの明らかな低下と、HDLコレステロー
ルの顕著な上昇を確認した。このような脂質代謝の改
善は、肥満あるいは動脈硬化症などの発症に関わる生
活習慣病の予防に寄与することが期待できる。えのき
氷は、各家庭の料理に合わせて汁物や炒め物、煮物に
加えたり、お茶やジュースと混ぜて飲料にしたり、揚
げ物の衣にしたりと幅広い活用が可能である。さらに、
えのき氷のレシピ本の出版、えのき氷入りの味噌やせ
んべいの販売など、研究成果を活用した商品も多数誕
生している。

小学生対象の食育活動
　食生活をめぐる環境が大きく変化し、栄養の偏りや
不規則な食事、生活習慣病の増加など、様々な問題が
生じている。このような問題を解決する取り組みの例
として、長野県での食育事業を紹介する。中野市の一
般社団法人日本きのこマイスター協会ならびに飯山市
の一般社団法人みゆき野青年会議所が実施した食育事
業において、小学生とその保護者を対象に、きのこの
基礎知識を学ぶ講義ときのこ生産施設の見学、調理実
習、きのこの収穫体験、顕微鏡を用いたきのこの観察
などを担当し、実施後にはアンケートを行った。結果
は、「きのこがどう栽培されているかを知ることがで
きてよかった」、「こんなに色々なことをして作ってい

るなんてすごかった」、「きのこはおもしろいなぁと
思った」など、生産現場に対する興味・関心、知識・
理解、生産者への感謝・尊敬の念が記されていた。調
理と実食に関しては、昼食が美味しかったなどの味に
関する評価に加え、苦手なきのこを食べることができ
た（好き嫌いの改善）や家でも作ってみたい（食に関
する興味・理解の増進）が認められた。家庭の主な調
理従事者である母親への食育効果は、家庭における子
どもの食育の推進と共に、きのこの利用促進・消費拡
大にも寄与することが期待できる。また、子どもが置
かれている食の現状として、家族とのコミュニケー
ションなしに一人で食事をとるいわゆる「孤食」が見
受けられることも問題視されていることから、家族や
友人たちと一緒に楽しく食卓を囲む機会を確保したり
体験したりすることも、食育の場として重要であると
考えられる。

まとめ
　本稿では、食を通じたきのこの利用に関する研究と
取り組みを紹介した。今後も、人々の健康の維持増進
にきのこが果たす役割を探索していきたいと思う。本
稿で紹介した研究や事業は、多くの皆様の協力のもと
に実施したものである。この場を借りて心より感謝申
し上げたい。

図 3　きのこ生産者による栽培方法に関する説明の様子

図 2　きのこに関する講義
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して再スタート
する際は、農学
科、林学科、畜
産学科、農芸化
学科、農業工学
科、農業経済学科、緑地学科、協同組合学科の 8学科
を持つ農学部しかなく、学科の拡充を経て89年に生物
産業学部が新設されるまで農学部一学部体制が続いた。
その後も、学部学科の拡充が続くが、農学部が東京農
大の幹の存在であることに変わりはない。
　「農学の始まりは、食料生産を中心とした生産農学で
した。その生産技術に関する研究を踏まえた上で、よ
り豊かな社会を実現するため、農学は進化を続けまし
た。新しい農学部の 4学科は、農学の発展がそのまま
形になったとも言え、未来にわたって持続可能な豊か
さが求められている現代の課題に対応できる体制です」

学際的な生物資源開発学科、
先進的なデザイン農学科

　新たに生物資源開発学科、デザイン農学科の 2学科
が設けられる。
　まず生物資源開発学科は、「植物」「動物」「昆虫」の
3分野を 1学科で学べることが大きな特徴だ。しかも
それを理学部の「理論」ベースではなく、「実学」ベー
スの農学的視点から研究できる。希少植物の保全、野
生動物の家畜化、農業に役立つ昆虫の探索などの研究
が進められ、例えば、現在90％を海外からの輸入に頼っ
ている漢方薬の原料となる生薬を国内生産するための
栽培方法の研究なども行っていく。
　「農学」と「デザイン」との言葉の組み合わせが斬
新なデザイン農学科は、農学の知識でよりよい社会の
仕組み考えることを学ぶ。特に生物や食の持つ機能に
着目し、タマムシの発色メカニズムを応用した製品開
発や紫外線をカットするシルクの機能を生かした化粧

　「私たちは今、気候温暖化や人口爆発という地球規
模の課題と同時に、国内では少子高齢化の問題に直面
しています。さらに、地球環境など将来の世代が必要
とするものを損なうことなく、現在の世代の要求を満
たす開発が行われる持続可能社会の構築が求められて
います。若い人たちに、新しい農学であるべき未来社
会のために貢献できるスキルを身に着けてもらいた
い。そのための再編です」
　小川博・農学部長は学科再編の狙いをまずこう説明
する。
　そもそも、「農学」とはどんな学問なのだろうか。
　日本学術会議は「農学」をこう定義する。
食料や生活資材、生命、環境を対象として、「生命

資源の探索・開発・利用・保全」「農林水産分野の生産
基盤システムの高度化」「農林水産分野の多面的機能の
保全利用」を目的とする、「認識科学」と連携した「設
計科学」であり、生命科学系の「総合科学」である。
　難解な言い回しだが、「生命科学系の総合科学」な
のである。
　東京農大は、その農学を6学部体制で教育・研究し「農
学の総合大学」と呼ばれる。だが1949年に新制大学と

「農」の進化に挑み続ける

東京農大 6学部23学科体制に

　東京農業大学は2018年 4 月、厚木キャンパスの農学部と北海道オホーツクキャンパスの生物産業学部で学科再
編を行う。農学部は農学科、動物科学科、生物資源開発学科、デザイン農学科の 4学科、生物産業学部は北方圏
農学科、海洋水産学科、食香粧化学科、自然資源経営学科の 4学科となる予定で、東京農大全体では 6学部23学
科体制になる。学科再編の狙いなどについて、農学部の小川博学部長、生物産業学部の黒瀧秀久学部長に話を聞
いた。

農学部学科構成イメージ

新しい農学で未来社会へ貢献を
農学部　 3  学科から 4  学科体制に

小川農学部長
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　「東京農大が北海道オホーツクキャンパスを開き、
生物産業学部を開設してから来春で29年になります。
開設当初から、生物産業学部の大きな特色は技術系の
自然科学と経営経済系の社会科学を統合して、地域産
業の活性化、持続的発展までも視野に入れた文理融合
的な実践学を学ぶ点にあります。つまり、圧倒的な大
自然をもつオホーツクのこの地こそが学校なのです。
開設30年を目前に控え、地域からの学びをさらに深め
るために何が最善かを考え、学科再編をすることにし
ました」
　黒瀧秀久・生物産業学部長は再編の狙いを熱く語る。
　2015年の都道府県別の食料自給率（カロリーベース）
を見ると、北海道は221％で他府県を圧倒するトップ
に君臨している。日本の食料生産基地だ。中でも北海
道オホーツクキャンパスの位置する道東地域は、大麦、
小麦、馬鈴薯、ビート、玉ねぎなどの道内主要生産地
となっている。加えて世界有数の漁場であるオホーツ
ク海に面しており、ホタテ、サケなどで国内トップク
ラスの漁獲高を誇っている。
　「農業、漁業ともに素晴らしい現場があるのです。
地域が学校とは、生産者が加工から流通、宣伝、販売
のすべてに関わる 6次産業化について、地元の人たち
と一緒に積極的に取り組んでいくことです。各学科共

品開発などの研究や教育、生活の質の向上への農学の
活用などが進められている。
　伝統的な農学科、動物科学科も革新的な研究分野に
取り組んでいる。植物生産に特化した農学科では、バ
イオテクノロジーを駆使したおいしく健康に良い苗作
りから鮮度を維持した流通システム構築まで、「農」
の根本を幅広く学ぶ。動物科学科も食料生産にとどま
らず医学・薬学・理学などさまざまな学問領域と融合
した学びが特色だ。製薬やヒトの成育医療の分野に進
む卒業生も少なくない。

　小川博・農学部長は「自然豊かな厚木キャンパスに
は圃場や植物園があり、さらに伊勢原・富士農場も備
えており、幅広い農業の実物に触れることができます。
農学部の一年生全員に農作物の植え付けから収穫・加
工までを手掛ける実習などを必修としています。他大
学、東京農大の他学部にもない独自カリキュラムです。
革新的な学びに挑むためにも農学の基本のキを学んで
ほしい。農学の幅広い知識を活用する能力、農学リテ
ラシーを身につけてもらいたい」と呼びかけている。

通のテーマで、
国家認定制度の
『食の 6次産業
化プロデュー
サー』も取得可
能な体制を整え、道内の拠点づくりに挑んでいます」

野生生物資源の宝庫から学ぶ 4学科
　北方圏農学科は豊かな大自然の中で農学、畜産学、
生態学、生命科学などを幅広く学ぶ。森や牧場、畑、
湿原で生物多様性を肌で感じ、生態系を理解した上で、
現場の生の声を聞きながら生産技術の開発や生物資源
の管理保全の仕組みづくりを進めていく。
　海洋水産学科はオホーツク海や網走湖、能取湖など
の湖、河川に生息する豊かな生物資源の保全管理から
増養殖技術を学ぶ。沖合でのフィールド調査や地元漁
師との交流からは大きな気づきが得られるはずだ。
　食品、香料、化粧品などの基礎研究から開発・加工
の応用研究までカバーする日本初の学科、食香粧化学
科と、豊かな自然資源の可能性を掘り起し、 6次産業
化やエコツーリズムなどの生物産業ビジネスにおける
新市場の創出を図る自然資源経営学科も、オホーツク
の大自然に向き合い、地元住民・企業との交流を進め
ることが学びのベースになっている。
　黒瀧秀久・生物産業学部長はこう呼びかける。
　「生物産業学部 4学科の学びの領域は、東京農大の
他学部・学科と重なる部分もありますが、オホーツク
の圧倒的な大自然と向き合う学びは、ここでしかでき
ません。毎年、道外からの入学者が90％を占め、充実
した 4年間を過ごします。毎年のアンケート調査で、
卒業生の 9割が自らの変化、発見に気づいたと答えて
います。他学部を圧倒する高さです。ここでの 4年間
は人生の大きな財産になるはずです。挑戦する人を
待っています」 （東京農業大学客員教授　鈴木敬吾）生物産業学部学科構成イメージ

北の大地で挑戦を学ぶ
生物産業学部　ここでしかできない学びを

黒瀧生物産業学部長
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　東京農業大学生物産業学部がある北海道オホーツクキャンパスから北西に車で20分、オホーツク海につな
がる能取湖畔に東京農大オホーツク臨海研究センターがある。世界有数の豊かな漁場、オホーツク海に臨む
唯一の研究施設として、国の内外から研究者が訪れるほか、近隣の小中学校が実習教育に利用するなど、年
間利用者は5000人を超えている。
　臨海研究センターは2004年、水産業と水圏環境に関わる生物産業学部の教育・研究の前進基地として、網
走市水産科学センター内に開設された。その後、「陸の農大が海に進出」と話題になったアクアバイオ学科（来
春、「海洋水産学科」に名称変更予定）が新設された06年に、同センターに隣接する現在地に独自の建屋を
建設、活動を開始した。
　教育上の臨海研究センターの役割は、臨海施設でなければできない海を体験しつつ、生きた生物に触れな
がら実習を行うことだ。海は地球上の生命の源であり、生物の多様性を生み出してきた。地球と我々人間の
関係を理解するためには海洋生物に関する知識が欠かせない。だが、生物・水産系学科を設ける大学のすべ
てがこうした臨海施設をもっているわけではない。臨海研究センターには多数の大型水槽を収容する飼育室、
解剖室、100人余が同時に実習できる大きな実験室などを備えるほか、実習調査艇「かいよう 2」も保有し、
敏速な調査採集も可能だ。
　さらに、オホーツク海に口を広げた能取湖畔にある立地条件から、海洋だけでなく、
汽水湖の生物研究も行われる。オホーツク海は世界 4大漁場の一部とされ、サケ、ホ
タテガイを中心に単位面積当たりの沿岸域の漁獲高は世界トップクラスとも言われて
いる。またオホーツク海沿岸には、能取湖のほかにサロマ湖など多くの汽水湖があり、
こちらもホタテガイ栽培では国内有数の漁獲高を誇っている。ホタテガイのほかにも、
ホッカイエビ、シジミ、キチジ、ワカサギなど、増養殖の魚介類も多く、アザラシ、
トドなど海洋ほ乳類の調査研究も行われている。
　豊かで、種類も豊富なオホーツクの水圏だが、ここに臨海研
究施設を置いているのは東京農大だけだ。このため国内だけで
なく海外からも研究者が訪れる。東京農大はそうした研究者に
センターの設備を無償提供し、多くの論文が生まれている。
　もちろん、東京農大もこのセンターから、化学薬品を使わ
ないフグの養殖技術の開発や、北海道から北米沿岸の北太平
洋に広く分布する小型貝、クロマキタビの遺伝子解析によっ
て、北米のクロマキタビは約 2万年前以降に、日本周辺から
移住していったことを明らかにするなど、大きな研究成果を
上げている。
　センター長を務める千葉晋・東京農大生物産業学部アクア
バイオ学科教授は「研究センターというと堅苦しい雰囲気を
想像されがちですが、内外の研究者だけでなく、網走市や漁
協と共に水産フェスティバルを共催し、施設を開放するなど、
常に開かれた運営を続けてきたと考えています。個々の漁業
者とも近しい関係にあり、さまざまな相談が持ちかけられ、
問題解決に協力しています。漁業現場の“町医者”でありた
いと願っています。研究という殻に閉じこもるのではなく、
漁業の現場と接触することで、研究者は漁業者の知見から多
くを学びます。まさに、目からうろこです。研究センターが
果たしている役割は幅広く、そして大きいと考えています」
と語っている。 （東京農大客員教授　鈴木敬吾）

豊饒の海を現場で究める
東京農大オホーツク臨海研究センター

千葉センター長

実験室。100人規模で使用可能な実験室のある臨海
研究施設は国内でも有数だ。

施設内には多数の水槽が設置されている。



東京農大農学部植物園から（52）

Ipomoea tuberculata Ker Gawl.
（ヒルガオ科）

　初夏から咲き始め、子供の頃、夏休みの宿
題などでアサガオIpomoea. nilの栽培・観察
などした方も多いかと思います。そのアサガ
オの花色は赤、紫、青、茶色などではないで
しょうか。ここに紹介するI. tuberculataの花
の花冠中央部は赤紫色ですが、花冠の大半は
黄色みを帯びているサツマイモ属Ipomoeaの
中ではたいへん珍しい種です。アフリカ南部
原産の常緑の多年草と考えられ、花径は 5㌢
余りと小型。国内で栽培する場合、日照時間
が11時間以下にならないと開花しない性質が
あり、夏の花アサガオも終わりを告げようと

している10月上旬頃からやっと開花し、暖か
い場所では12月中旬まで開花するようです。
温度が 5度以下になる地域では、室内で越冬
させるなどの防寒をしなければなりません
が、四国、九州以南の暖地では冬でも枯れな
いようです。葉はモミジバアサガオI. cairica
の葉のように切れ込みが見られますが、本種
は切れ込みが浅くかつ径 6㌢余りと小型で
す。種子はできやすく、本属では珍しく毛で
覆われ、非常に硬いのが特徴です。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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