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榎本武揚と横井時敬

　創設者は、明治の英傑榎本武揚だ。明治政府で外
相、文相、農商務相などの要職を歴任した榎本は、
明治２４年（１８９１）、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２１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 ４ 学科、大学院 １ 研
究科で、学生・院生は約２,０００人。傘下には、他に
併設校として農大一高／中等部、同二高、同三高／
附属中学がある。

学校法人東京農業大学広報部

東京農業大学の沿革

シンポジウム：東日本大震災からの復興と農山漁村の向かう道

　実践総合農学会主催のシンポジウム「東日
本大震災からの復興と農山漁村の向かう道」
が 7月２８日、東京農大世田谷キャンパス １
号館２３１教室で開かれた。まず、合瀬宏毅・
NHK解説主幹が「報道から見た被災地の復
旧、復興課題」と題して基調講演。シンポジ
ウムは東京農大の門間敏幸教授が座長を務
め、両角和夫教授、林隆久教授と岩手県の大
船渡農業改良普及センターの古川勉所長、福
島県農業総合センターの薄真昭経営・農作業
科長の ４人がパネリストとして参加。今後の
復興に向けた産学官連携の在り方を論じた。（写真上）シンポジウムのパネリストたち。（写真下）会場の様子。
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　わが国における国民一人当たりの鶏卵の年間消費量
は、ここ数年330個前後と非常に安定している。この
数は加工品も含めての数であるが、全国民がほぼ毎日
1 個の鶏卵を消費していることになる。この卵を生産
してくれるのがニワトリである事は周知の通りであ
る。しかし、現在のニワトリは大量の卵を生産する為
に改良され、本来保持していた母性行動の一つである
就
しゅうそうせい

巣性を消失している事を皆さんご存じであろうか。

就巣性とは
　もともと野生のニワトリは、自分の腹の下で温めら
れるくらいの数の卵を産むと、巣の中で卵を温める 
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程度の大きさになるまで子育て（育
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）行動（写真１）
を継続する。抱卵期間中は、母鶏の餌と水の摂取量は
産卵期と比較すると著しく減少するとともに体重も減
少し、産卵を停止する。また、雛の孵化後は体重の減
少傾向は止まるが、その後も子育て期間中は、なかな
か産卵期の体重までには回復しない。従って、卵を温
め始めてから雛が独り立ちするまで、本来なら産卵を
停止する。しかし、ニワトリが産卵を継続する場合が
ある。それは、外敵によって卵が盗まれたり、巣が荒
らされたりした時である。これは、ニワトリに備わっ
た子孫を残すための予備能力が発揮された場合であ
る。このように、就巣性も予備能力もいずれもニワト
リが子孫を残す為の大切な母性行動であるが、就巣性
は卵を欲しい人間にとっては不利益な性質であり、就
巣性を排除し産卵の予備能力が高いニワトリを選抜し
品種改良を進めた結果、全く抱卵行動や育雛行動を発
現せずに、年間300個以上の卵を産むような現在の卵
用鶏種がつくり出された。
　しかし、産卵能力に優れた卵用鶏種がつくり出され
たものの、未改良のニワトリとの産卵生理機構の違い
や就巣性がいかにして消失したかについては未だ不明
な点が多い。そこで、私たちは就巣性を保持する未改
良のニワトリを用いて、それらを明らかにしようとし
てきた。幸いなことに私たちの研究対象である岐阜地
鶏（写真２）は、天然記念物に指定され採卵用として
は改良されてこなかったため就巣性を保持している。

地鶏とは
　さて、研究の詳細を説明する前に、簡単に地鶏につ
いて説明したいと思う。地鶏には次のような二つの解

岐阜地鶏に魅せられて
東京農業大学農学部　教授　桑山岳人

釈がある。
　一つ目は、最も一般的な地鶏の解釈で、広辞苑には
地鶏は古くから各地で飼われているニワトリの在来種
と書かれている。また、1984年製作された『日本の鶏』
というビデオテープの中では、地鶏の地は地酒や地野
菜の地と同じで、『土地の』あるいは『土着の』といっ
た意味であると説明されている。
　二つ目は、天然記念物に指定されている地鶏である。

くわやま　たけひと
1961年新潟県生まれ
東京農業大学大学院農学研究
科農学専攻博士前期課程修
了。東京農業大学農学部畜産
学科（家畜繁殖学研究室）教
授。博士（畜産学）
専門分野：生殖内分泌学，家
禽学
主な研究テーマ：生殖行動に
関する内分泌学的研究
主な著書：トリの生殖学〜家
禽を中心として〜（共著）東
京農大出版会、家禽（かきん）（共著）創文

写真 1　育雛中の母鶏

写真 2　岐阜地鶏
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地鶏は『文化財保護法』（1950年制定）に基づき、文部
科学大臣によって昭和16年（1941年）に天然記念物に
指定された。ニワトリでは、17品種が天然記念物に指
定されており、その中でも尾

お

長
な が

鶏
ど り

は特別天然記念物に
指定されている。私たちが研究対象にしているのは、
こちらの地鶏である。
　さらに食用として流通している地鶏の肉には一つの
規格がある。地鶏の肉の規格は、日本農林規格（特定
JAS規格）によって定められている。特定JASの地鶏
肉とは、特別な生産や製造方法についてのこの規格を
満たす鶏肉のことを指している。従って、これはあく
までも地鶏の肉の規格であり、地鶏自体の規格ではな
いが、あたかも地鶏自体の規格であるかのように最近
取り扱われている場合もあるので、誤解のないように
する必要がある。

予備能力の限界
　予備能力を発揮させる事ができれば、母鶏の産卵性
を高める事ができる。そこで、私たちはニワトリの予
備能力を発揮させる事により、産卵性をどの程度まで
向上させる事ができるのかを検討した。その結果、抱
卵行動や育雛行動を人為的に中断する事により、ニワ
トリの次期産卵開始時期を早める事に成功し、それを
産卵に関わる視床下部-脳下垂体-卵巣軸の内分泌制御
機構から証明した。
　しかし、それらの方法では次期産卵開始時期を早め
る事ができても、ニワトリの子孫を残す為の一定枠
を超えて産卵数を増やすまでにはいたらない。この
事からも、現在の卵用鶏種作出の過程において、産卵
の予備能力の高い個体を選抜するだけでなく、休産を
伴う就巣性の発現頻度の低い個体を選抜する事が重要
であった事がよくわかる。しかし、予備能力の高い個
体が必ずしも就巣性の発現頻度が低い個体とは限らな
かった事が品種改良を手こずらせた。では、就巣性は
いかにして発現するのか。

就巣行動に関与するホルモン
　ニワトリの雛のように孵化直後から活発に活動でき
る性質を早成性といい、それらの鳥類の多くは孵化の
時点で全身綿羽に覆われている。一方、ハトなどのよ
うに孵化した時点は裸あるいはほとんど裸状態である
性質を晩成性と言う。
　ニワトリのような早成性の鳥類の場合、抱卵行動の
発現に先立ち、脳下垂体前葉からプロラクチンという
ホルモンの分泌が増加する事、抱卵行動の停止に伴っ
てプロラクチンの分泌が低下する事、外因性のプロラ
クチンの投与により抱卵行動を発現させる事ができる
などの研究から抱卵行動の発現と継続にはプロラクチ
ンが重要である事が明らかにされている。

　一方、ハトなどの晩成性の鳥類では、親鳥は雛の孵
化後、自身のそ嚢

の う

で生産したクロップミルクを雛に与
えながら育雛行動を発現するが、そのクロップミルク
の生産にはプロラクチンが関与している事が明らかに
されている。
　同じ鳥類であるにもかかわらず、プロラクチンは早
成性の鳥類では抱卵行動の発現と継続に重要であり、
晩成性の鳥類では抱卵行動の発現よりはむしろ育雛行
動への関与が大きい。このような違いがなぜ生じたか
は現在のところ明らかになっていない。また、就巣性
の発現する個体と発現しない個体とではプロラクチン
の分泌調節機構にどのような違いがあるのかも明らか
にされていない。

就巣行動発現制御遺伝子
　就巣性は、長年にわたる選抜育種により一部の卵用
鶏種から完全に排除された。ただ就巣性の排除は，そ
の発現制御遺伝子を特定することによるものでなく、
産卵成績と就巣行動の発現記録に基づいた選抜育種に
よりなし得た成果である。従って、採卵を目的として
改良されてこなかった肉用鶏種やシチメンチョウなど
では未だ就巣性は完全には排除されていない。しかし、
それらの家禽においても生産性を上げる為には、産卵
能力の向上は不可欠である。そこで私たちは、就巣性
が完全に排除された卵用鶏種、就巣性の排除が不完全
な卵肉兼用種、就巣性を保持している地鶏などのニワ
トリの全ゲノムの塩基配列を次世代シーケンサー（写
真３）で解析する事により、就巣行動発現制御遺伝子
を特定すべく現在研究を進めている。それが特定され
れば、就巣性が完全には排除されていない家禽の品種
改良にも貢献できるものと考えている。
　さらに、カッコウなどの野鳥の托

た く ら ん

卵行動やツカツク
リの塚

つ か

造
つくり

行動も、抱卵行動と同様に雛を孵化させる
ことが目的の本能的母性行動であるが、それらの行動
と就巣行動の発現制御機構との関連についても非常に
興味深いところであり、今後の展開が期待される。

写真₃　次世代シーケンサー
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グローカルな取り組み
　大津波の発生、福島第 １原発事故など未曽有の被害
をもたらした東日本大震災（２０１１年₃月１１日。マグニ
チュード₉）。津波による水田の塩害、放射能被害な
ど農業分野への被害も甚大だった。間もなく、東京農
大はこれまでに蓄積してきた農業技術や食料の安全確
認、環境保全などの研究・技術を被災地復旧、復興に
役立てようと「東日本支援プロジェクト」を立ち上げ
た。農業の復興を総合的に支援するため、「農業経営」
「風評被害対策」「農地復元」「土壌肥料」「作物・栽培法」
「森林復元」「栄養改善・セラピー」「コミュニティ再建」�
の ８ チームを組織した（別図・組織図）。東京農大が持
つ資源を効果的に生かすために主な対象地区を福島
県相馬市とした。「地震・津波・放射能・風評の ４ 重
苦からの困難な問題解決が必要。ローカルな問題の
解決がグローバルな問題の解決につながる」との考え
からで、まさに「現場で発生している問題解決を目指
すのが実学主義の基本であり、特定の被災地域を研究
フィールドにして、全ての労力・研究成果を現場で実
証」する「グローカルな研究と活動」がスタートした。
　「大きなダメージを受けた農民は果たして農業を再
開してくれるのだろうか」「復興とは決して前の状態に
戻すことではなく、地域住民が希望を持って活動でき
る新たな基盤を創造すること」──昨年 ５月 １日から
４日にかけて行った第 １回現地調査で、門間教授は痛
感したという。以降、相馬地方の農林業の復興を目指
して、各チームは精力的に研究・調査を進め、昨年１１
月には現地報告会を開いた。

２０１１年度の研究成果
　プロジェクトスタートから １年足らずの間でも、各
チームは「今こそ、東京農大の『実学』を発揮すべき
時なのだ」とばかりに「農地・水利施設の復元方法」

農業の復興は東京農大の使命

「農地の除塩・除染方法の開発と普及」「森林被害の実
態把握と除染方法の解明」「農家の被害実態と営農再開
条件」「風評被害の実態と克服課題」などに取り組み、
重要な研究成果を現地にフィードバックしてきた。
　農業経営チームはまず、被災農家の営農再開意向調
査を行った。多くの農家が営農を継続するための条件
として重視しているのは①放射能物質がないことの確
認②放射能物質が検出され農産物が販売できない場合
の買い取り補償③農地・水利施設などの迅速な復旧④
集落・地域での協力体制の構築による復旧・復興の実
践──であることが分かった。風評被害（原発事故に
よる放射能汚染）実態調査からは、①正しい情報をタ
イムリーに流し続ける②県内農産物に対する徹底的な
モニタリング体制を整備し、市販される農産物はND
（検出されない）を基準とする③放射性物質の人体への
影響に関する正しい情報を分かり易く消費者に伝える
──ことが被害克服に重要とされた。
　土壌肥料チームは、津波で浸水した農地の土壌診断
を行い、除塩方法の開発と提案、さらに現地実証を行っ
た（本誌９２号に「土壌肥料グループこの₁年」後藤逸男
教授）。結果、次の対策を提言した。
①�津波土砂を除去する必要はない＝土砂には良質な粘

被災地を視察する東京農大スタッフ

東日本支援プロジェクト㊤

　 ７月２８日、東京農大世田谷キャンパス １号館２３１教室で開かれたシンポジウム「東日本大震災からの復興と農
山漁村の向かう道」（実践総合農学会主催）。挨拶に立った大澤貫寿学長はこう述べた。「福島県相馬市を中心とし
た支援プロジェクトを進めてきているが、大学として積極的に支援に取り組み、地域のために貢献していきたい」。
また、座長を務めた東京農大東日本支援プロジェクトリーダーの門間敏幸教授が「現地の農家をどのように支援
し、未来の農業をどうつくり上げていくのか考えなければならない。問題解決のためにあらゆる力を結集するこ
とが実用的な成果につながる」とシンポジウムで交わされた議論を総括。農業技術者、研究者が復興に向けて総
力を注がねばならないことを改めて確認した。
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土と農作物の成長に欠かせないカリウムやマグネシ
ウムが多量に含まれており、土砂中にカドミウムな
どの有害物質が含まれていなければ、作土（元の土
壌）と混和させる。
②�転炉スラグの使用＝雨水だけでは完璧な除塩は達成
できない。除塩促進と土壌酸性化を防ぐため、石灰
資材として転炉スラグの施用を推奨。転炉スラグは
製鉄過程で生まれる副産物。年間約 １千万トンのう
ち農業利用率は １ ％未満という未利用資源（安価）
であり、鉄鋼業界からの支援が期待できる。
　相馬市では水田の３６％にあたる約１,１５０haが津波の
被害を受け、そのうち除塩が行われたのは２００haにも
満たない。この除塩方法への期待は高く、現地の農家、
行政からも高く評価された。
　また、農地復元チームは水田の作土が津波により流
亡し、耕盤が露出している圃場の復興案の一つとして
「海砂をそのまま残し、畑地化して利用する」ことを
提案する。「地下水位が高い湿田では塩分濃度（EC）
の高い地下水が毛管上昇して地表面に塩分集積が生じ
ることが多いが、同じ地下水条件でも砂質上では毛管
が連続せず塩分集積がない。畑地だと塩分溶脱が考え
られ、雨水浸透によるEC低下が可能」。砂地農地では、
一般的にイモ類やネギ類、スイカ、メロンなどが適し
ている。
　森林復元チームは、相馬地方森林組合が管轄する林
野からサンプルを採取して樹木における放射性セシウ
ムの吸収実態の解明を試みた。樹木サンプルを測定し
た結果、「針葉樹、広葉樹ともセシウムは細胞間・細
胞内を移動し、若い樹木や成長の活発な器官・組織に
多く局在している」「木口切片のオートラジオグラフィ
から２０１１年 ７ 月時点では放射能は樹皮に付着し、１１月

では辺材にまで浸透移行し、今年 ２月になると心材に
移行した」ことが認められた。このことは、木材の
出荷時においても暫定基準値の設定が必要ということ
を示している。研究を進め、辺材から心材に移行する
仕組みや樹木のセシウム吸収を防ぐためカリウム溶液
を葉面に散布することが効果的であることを突き止め
た。この葉面散布は、南相馬市の林地で実験が始まっ
ている（本誌９３号に「林業復興の研究」林隆久教授）。

◇　　◇　　◇
　東京情報大学も、米国NASAの地球観測衛星Terra
とAquaに搭載されたMODISデータの解析を通して復
興支援に協力している。昨年 ６月には被災地の仙台市
でフォーラム「仙台湾／海岸エコトーン（海と陸が交
錯する推移帯）の復興を考える」を開催（東北学院大な
どと共催）し、震災の地域生態系に与える影響などを
明らかにした。

被災学生への特別措置
　東京農大は、保護者が被災地に居住する被災学生に
対して授業料などの減免措置をとった。「家屋全壊の
者または避難生活者であり、失職等により収入見込み
のない者」「家屋全壊の者、避難生活者、失職等により
収入見込みのない者のいずれかに該当する者」「家屋の
多大な損壊、震災による収入減または震災による経済
困窮者」といった保護者の被災状況に応じて適用基準
を設けた。２０１１年度は新入生８３人、在校生１４５人、１２
年度は新入生９４人、在校生１２４人に適用され、延べ４４６
人の学生が入学金・授業料などを減免された。この特
別措置総額は約 ２億５００万円。
� （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）
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　これまではビール、発泡酒の開発について述べてきましたが、今回から
はオホーツク地域の豊富で高品質な資源を活用した製品開発について紹介
します。
　オホーツク地域は水産資源が豊富で、サケ、マスの漁獲については全国
有数の産地です。また、網走は冷凍すり身発祥の地でもあります。1960
年に網走水産試験場で開発されて以降、洋上すり身の生産がはじまり、
蒲
かまぼこ

鉾や竹輪などの水産練り製品の加工が飛躍的に伸びました。すり身は
“SURIMI”という世界共通語にもなっています。そのような歴史的な背
景もあり、これらの高品質な原料を使った加工品の開発に取り組みました。
　水産加工についてはこれまでも市の水産課の委託を受け、本学でいろい
ろな製品開発に取り組んできました。しかし、報告書を提出するだけで終
わってしまい、なかなか実際の製品とならないことが多かったため、開発
企画の段階から製造会社と共同で進めることにしました。地域の水産加工
会社数社に説明したところ、横山蒲鉾店が一緒に開発することに同意して
くれ、双方で検討を重ねた結果、地域の特産物であるマスを使ったお土産
品ということで、「マスせんべい」の開発に取り組みました。これは原料
のマスをすり身状にして、副原料の小麦粉やデンプンなどと合わせて作っ
たものですが、原料の配合割合はマスを50％以上使用しており、原料の風
味豊かな製品に仕上がりました。現在地域のお土産物店や空港売店などで
販売されています。
　また、すり身を利用した製品としては、蒲鉾や竹輪、さつま揚げなど、
すでに数多くの水産練り製品がありますが、これを多くの人たちに好まれ
るようなお菓子にすることを試み、すり身を使ったドーナツを開発しまし
た。これも地域の水産加工会社、大谷蒲鉾店と共同で取り組んだもので、
小麦粉生地にすり潰したすり身を加えて生地を造り、味付けしたものです。
これは従来のドーナツよりもタンパク質が豊富で、お菓子としてだけでな
く、軽食にもなるような栄養的に優れた製品となりました。味はメイプル、
プリン、キャラメルの 3種類とし、「おさかなクン」という名称で、「マス
せんべい」と同様、地域の土産物店や空港売店などで販売しています。
　これらの開発は現代の若者の嗜好を考慮して、いずれも取り組んでくれ
た学生たちの意見を重視して進め製品化したものですが、この二つの製品
は基本的な食品加工における両極端な例であるということができます。す
なわち、「マスせんべい」は原料素材の良さをできるだけ生かした加工品
であるのに対し、「おさかなクン」は逆に原料の品質は良いものであっても、
製品にしたときには原料の特徴を全く感じない状態にして利用したもので
す。一般的な加工は前者がほとんどですが、場合によっては後者のような
やり方もあり、これらはどちらも食品加工における大変重要な技術である
ということができます。

オホーツク新食品誕生記（９）

「マスせんべい」と「すり身ドーナツ」
東京農業大学生物産業学部教授　永島　俊夫

ながしま　としお

東京農業大学生物産業学部
食品香粧学科教授。学校法
人東京農業大学元理事。食
品製造学、発酵食品学。
著書（共著）『生物資源と
その利用』、『食品保蔵・流
通技術ハンドブック』、『日
本の伝統食品事典』など
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東京農大農学部植物園から（１）

ショウガ
Zingiber officinale
ショウガ科

　日本人なら誰でも知っている植物で、食生
活中でも欠くことのできない植物ですが、そ
のショウガの花を見た人は少ないのではない
でしょうか。
　ショウガは古くから栽培されていますが、
原産地は不明で、熱帯のインド〜東南アジア
付近と考えられ、約２０００年前の中国最古の書
物「神農本草経」の中で医薬品としての記載

があります。中国から伝来し、天平時代の古
事記には「波志加美：ハジカミ」とも呼ばれ
ていたショウガの記述があります。
　花は日本ではショウガ栽培が盛んな高知な
どの暖かい地方や温室などで極稀に見られま
す。根茎から松ぼくりに似た花序を出し、 ２
cm弱の花を咲かせます。
� （東京農大農学部植物園　伊藤　健）
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２０１２　東京農大創立１２１年

学校法人
東京農業大学　　　東京情報大学　　　東京農業大学短期大学部
東京農業大学第一高等学校　　　　　東京農業大学第二高等学校
東京農業大学第三高等学校　　東京農業大学第一高等学校中等部
東京農業大学第三高等学校附属中学校




