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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

今知られていること、伝えること「タロイモは語る」
「古農具展」―その技と美―

　東京農大「食と農」の博物館で「今
知られていること、伝えること『タ
ロイモ』は語る」展（主催：㈶進化生
物学研究所）と「『古農具展』～その
技と美～」（主催：東農大学術情報課程）
が開かれている。同博物館の２０１２年度
下半期の企画展で、１３年 ３ 月２４日（日）
まで開催。（₄ページに関連記事）

（写真上）タロイモの解説をする小西達夫進化生物学研究所研究員（元東
京農大教授）
（写真右）古農具の歴史的価値を解説する黒澤弥悦教授

東京農大「食と農」の博物館
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　ピコプランクトンとは０.２～ ２ ㎛の大きさのプラン
クトンを指す。光合成を行うものはピコ植物プランク
トンと呼ばれ、核の中に染色体がある真核生物と染色
体が核膜に囲まれていない原核生物（ピコシアノバク
テリア）に属するものが存在する（写真１）。ピコ植物
プランクトンは食物連鎖の起点となるため湖沼生態系
において重要な役割を果たすが、細胞数が高まるとそ
の湖沼や貯水池から取水する浄水場において障害を引
き起こす。

細胞数が高まると濁度が上昇
　近年、湖沼、ダム貯水池を水源とする浄水場におい
てピコ植物プランクトンによる濁度障害が発生し問題
となっている。水道水を供給するために浄水場では、
一般的に凝集沈殿、砂ろ過、塩素消毒といった処理工
程を行っているが、耐塩素性の病原生物による感染を
防ぐため、砂ろ過後の濁度を０.１度以下にすることが
厚生労働省の指針に定められている。しかしながら、
浄水場が貯水池や河川から取水する原水のピコ植物プ
ランクトンの細胞数が高まると０.１度以下に維持する
ことが困難になる。そのため、浄水場ではピコ植物プ
ランクトンの細胞数が高まった時、凝集剤の注入量を
増やすことにより対応している。このため浄水処理に
かかわる薬品使用量の増加が起こる。
　ピコ植物プランクトンはこれまで落射蛍光顕微鏡に
よる観察における蛍光の色調により、クロロフィルを
主要な光合成色素とする真核ピコ植物プランクトン

（CH-type）、フィコシアニンを主要な光合成色素とす
るピコシアノバクテリア（PC-type）、フィコエリトリ
ンを主要な光合成色素とするピコシアノバクテリア

（PE-type）の ３ グループに分けて細胞数の調査が行わ
れている（写真２）。
　しかしながら、細胞が小さく顕微鏡で観察した時の
特徴に乏しいため生物相やその季節変化に関する知見
が不足している。さらには濁度障害の原因種、すなわ
ち砂ろ過を通過しやすい微生物はどんな種類なのか明
らかとなっていない。

３ 年ほど前から生物相を調査
　そこで ３ 年ほど前から、国立保健医療科学院、独立
行政法人水資源機構、国土交通省関東地方整備局、地
方自治体の水道局と共同して、ダム貯水池や浄水場の
工程水に存在するピコ植物プランクトンの遺伝子の塩

ピコプランクトンによる浄水処理障害
東京農業大学応用生物科学部　教授　藤本尚志

ふじもと　なおし
１９６８年青森県生まれ
東北大学大学院工学研究科土
木工学専攻博士後期課程修
了。東京農業大学応用生物科
学部醸造科学科（醸造環境科
学研究室）教授。博士（工学）
専門分野：環境微生物学
主な研究テーマ：分子生物学
的手法によるピコプランクト
ン群集構造解析
主な著書：最新環境浄化のた
めの微生物学（共著）講談社
サイエンティフィク

写真 １　�培養したピコ植物プランクトン。左がピコシアノバ
クテリアのPE-type、右が真核ピコ植物プランクトン
（CH-type）

写真 ２　�草木湖で発生したピコ植物プランクトンの落射蛍光
顕微鏡写真。黄色の微生物がピコシアノバクテリア
のPE-type、赤い微生物が真核ピコ植物プランクトン
（CH-type）、白いバーは１０㎛
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基配列を調べることにより、生物相の調査を行ってい
る。
　草木湖（群馬県の利根川水系渡良瀬川上流のダム湖）
のピコ植物プランクトン群集は顕微鏡観察によって、
真核ピコ植物プランクトン（CH-type）とピコシアノ
バクテリアのPE-typeから構成されることが分かった

（写真２）。
　月に １ 度採水し、落射蛍光顕微鏡を用いて細胞数の
測定を行った結果、真核ピコ植物プランクトンは ５ 月
および ６ 月に１０４cells/ml以上と増加し、夏期と冬期に
減少する傾向が見られた。湖水中の塩基配列を調べた
ところ、クリプト植物門のGoniomonas属、緑藻植物
門Mychonastes属に近縁な微生物が存在することが明
らかとなった。草木湖で検出されたGoniomonas属に
近縁な微生物は、塩基配列の相同性が８９％と極めて低
く、分離・培養されていない新規性の高い微生物と考
えられる。
　草木湖の水を処理して水道水を供給している浄水
場の工程水について遺伝子の塩基配列を調査した
ところ、砂ろ過を行ったろ過水から、緑藻植物門
Mychonastes属に近縁な微生物が検出され、草木湖に
存在するMychonastes属に近縁な微生物が濁度障害の
原因となっていることが示唆された。
　草木湖においてピコシアノバクテリアのPE-typeの
細胞数は ５ ～ ７ 月、１０月に高まる傾向が見られ、最大
で ２ ×１０５cells/ml程度にまで高まった。細胞数が多い
時期はいずれも水温が１６℃を超えており、ピコシアノ
バクテリア細胞数の増減に関わる因子の一つとして水
温が示唆された。年によって細胞数の変動パターンは
やや異なるが、真夏および、冬季には減少する傾向が
みられた。塩基配列を調べたところ、オーストリアの
モンド湖から分離されたSynechococcus sp. MH３０５に
近縁なピコシアノバクテリアが主要であることが明ら
かとなった。

中栄養湖の草木湖と貧栄養湖の宮ヶ瀬湖
　宮ヶ瀬湖（神奈川県の東丹沢にある相模川水系中津川
上流のダム湖）の放流水は水道に用いられているが、
取水する浄水場までの距離が離れており、流下過程に
おいて希釈されるため、濁度障害は起こっていないも
のと考えられる。草木湖が中栄養湖であるのに対して
宮ヶ瀬湖は窒素、リン濃度の低い貧栄養湖である。こ
れまでの研究で、貧栄養湖のほうが、中栄養湖や富栄
養湖に比べて植物プランクトンに占めるピコ植物プラ
ンクトンの割合が大きいことが報告されているため、
ピコプランクトンの生態を研究する上で極めて重要な
調査対象である。
　宮ヶ瀬湖では真核ピコ植物プランクトン（CH-type）
は観察されず、PE-typeが主要であることが明らかと
なった。これは、草木湖が中栄養湖であるのに対し、
宮ヶ瀬湖はさらに窒素、リン濃度の低い貧栄養湖であ
るためと考えられる。PE-typeの細胞数は、２０１０年は
１０月に最大（２.６×１０５cells/ml）、２０１１年は１１月に最大（７.８
×１０４cells/ml）となり、秋期に細胞数が高まることが
明らかとなった。
　さらに １ ㎛に満たない細胞が集合するような特徴の
PE-typeが観察された（写真３）。湖水中に存在する遺
伝子の塩基配列を調べたところ、オーストリアのモン
ド湖から分離されたSynechococcus sp. MW６B４やスイ
スのチューリッヒ湖から分離されたS. rubescens SAG
３.８１といった分離・培養されているピコシアノバクテ
リアや、これまで分離・培養されていないピコシアノ
バクテリアに近縁な微生物が検出された。草木湖とは
異なるピコシアノバクテリアが存在することが明らか
となった。

新規性の高いものの存在も
　草木湖、宮ヶ瀬湖、浄水場等の遺伝子解析に基づく
調査から、真核ピコ植物プランクトン、ピコシアノバ
クテリアともに多様な種類が存在すること、水域ごと
に生物相が異なること、新規性の高いピコ植物プラン
クトンが存在することが示唆され、顕微鏡では知るこ
との出来ないピコ植物プランクトンの世界が見えてき
た。継続して生物相の長期的な推移や濁度障害の原因
生物を調査すると同時に、これらを分離・培養し、増
殖特性や処理実験を行うことはダム貯水池や浄水場に
おけるピコ植物プランクトン対策を構築する上で重要
である。
　また、水道分野では障害生物ととらえられるが、バ
イオテクノロジー分野においては遺伝子資源として有
用である可能性があり、今後の研究のさらなる発展が
期待される。

写真 ３　�宮ヶ瀬湖で発生したピコシアノバクテリア（PE-type）
の落射蛍光顕微鏡写真。白いバーは１０㎛
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“東京農大方式”の結実
　福島県相馬市は、震災による津波で市内農用地の約
40％が浸水した。田畑が塩水につかったことで、除塩
等の処理をしなければ、農業を再開することができな
かった。東京農大は市などとの共同で支援に取り組み、
農地内にがれきの撤去や塩分除去作業等の農地復旧を
図った。
　岩子地区で水稲栽培──東日本支援プロジェクト土
壌肥料チームの後藤逸男教授（応用生物科学部）の提
言により、津波土砂と作土を混和させ、転炉スラグを
施用して除塩が進んだ約1.7haの圃場で今年 5月、田
植えが行われた。津波被災からの復興へ大きな一歩だ。
稲（ひとめぼれ）は順調に育ち、 ９ 月26日には後藤教
授はじめ大学院生、学生ら 6人も現地に出向き 2年ぶ
りの稲刈りが行われた。粒張りが良く、10ａ収量は平
年を上回る630kgにも。「水田所有者の佐藤紀男さん
も予想を超える実りに大変喜んでいた」（後藤教授）と
いう。
　収穫された米を東京農大で検査したところ、放射性
セシウムは検出されなかった。「相馬復興のシンボル
米」の収穫は“東京農大方式”の結実とも言える。収
穫米は全袋検査を経て販売されることになるが、東京
農大も関係施設やイベント会場で販売する予定だ。

玉野地区への対応
　一方、玉野地区。2011年産米から国が定めた基準値
（₁kg当たり100ベクレル）を超える最大1９0ベクレルの
放射性セシウムが検出されたため、国による12年産の
稲の作付け制限区域に設定され、作付けを諦めざるを
得なかった。このため、13年産稲の作付けを目指して
農地の除染に向けた作業が進められている。
　今年 5月下旬から 8月にかけて、東日本支援プロ
ジェクトのリーダーを務める門間敏幸教授（国際食料
情報学部）らのグループが、玉野地区で全農地の放射
線量測定を行った。除染策を講じるためのデータ収集
が目的で、水田、畑地、牧草地の全ての農地（約600
圃場）で 1 筆ごとに土壌の放射線量や地上 1 mと地表
面の空間放射線量を調べた。成分を分析するため地表
から15cmの土壌も採取した。線量測定や分析用の土
壌サンプル採取に東京農大の大学院生、学生延べ300
人が携わった。
　収集・分析データは、市の除染計画に役立てられ、

完全復興へ確かな歩み

作成した汚染マップは各農家にも渡される。
　「除染には表土のはぎ取りや盛り土、深耕やカリウ
ムの施肥など一筆ごとの対策が必要になるかもしれな
いが、玉野地区でも来年は必ず作付けをするという気
持ちに揺るぎはない。作付けを諦めることなど決して
考えない。そのための対策立案の手助けをすることが
我々の務め。除染実施後にはその効果を検証する」（門
間教授）

安全・安心確保のために
　作物への放射性セシウムの吸収抑制に効果が期待さ
れているゼオライトは①セシウムイオンを迅速に捕捉
する②捕捉したセシウムイオンを放出しにい──こと
は実証されているが、汚染農地への活用効果は十分に
解明されていないのが実情。農家にとって救世主とな
るような“特効薬”は見つかっていない。
　放射能汚染は、多くのホットスポットを生み出し、
「自分の田んぼ、畑は安全か」「自分が作った農産物か
ら基準値を超える放射性セシウムが検出されるのでは
ないか」「農産物を作っても売れるのか」という農業者
の不安は強い。こうした問題解決には汚染農産物を絶
対に出さないためのモニタリングシステムの開発が必
要不可欠だ。圃場汚染状況のマップづくり（ホットス
ポットの探索）は、その一環なのだ。
　「土壌の放射性物質の蓄積実態をモニタリングしな
ければ、安全な土地での作付けができない。生産者、
消費者双方にとって安全・安心情報を確保する必要が
ある」「消費者は国の基準値以下というだけでは納得し
てくれないだろう。福島産農産物はND（検出されない）

東日本支援プロジェクト㊥

津波から復興した被災水田で ２年ぶりの稲刈りをする農大生
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だということを徹底させたい」──と門間教授は強調
する。

汚染された樹木の活用
　津波で大きな被害を受けた農地の復元と除染ととも
に、汚染された森林への対策も急務だ。
　森林復元チームの林隆久教授（応用生物科学部）は「放
射能に汚染された樹木をバイオマスエネルギーとして
活用していったらどうか。ひとつの産業モデルにもな
る」と言う（₇月28日、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」での発言）。
　「国土の約 7割を森林が占める日本にあって太陽光
や風力発電と木質バイオマスの活用を組み合わせ、荒
廃した森林の再生、地域経済の活性化につなげる」「30
〜50年で伐採と植林を繰り返せば除染を兼ねた森林の
再生になる」といった考えがある。
　市の面積3９8.5km2のうち山林が約43％を占める南相
馬市。同市が策定を目指している「再生可能エネル
ギー推進ビジョン（案）」に、「復興のために実施する
先駆的な事業への取り組み」として▼森林の除染等で
発生する可燃廃棄物を活用したバイオマス発電事業▼
森林・林業資源再生のため、計画的に間伐・伐採を行
うとともに、搬出材などを活用したバイオマス発電事
業──の実施の検討を掲げている。森林の間伐を促進
し、除染にもつなげようというものだ。
　木質チップを燃料にした場合、放射能飛散を防ぐ技
術的対策の確立が欠かせない。だが、エネルギー自給

農業やエネルギーの地産地消を目指す中で、放射能に
汚染された木質バイオマスの減容処理としてバイオマ
ス発電の可能性があるのではないだろうか。
� （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

掲 示 板

東京農大「食と農」の博物館で二つの企画展
今知られていること、伝えること
『タロイモ』は語る
　タロイモは狩猟採集時代からヒトにとって重要な食
用資源で、人類の飢えを支えてきた。今日の地球規模
で起きている異常気象や増え続ける人口の食糧不足を
補う上からもタロイモの研究は重要だ。同展を主催す
る㈶進化生物学研究所は、資源植物研究の一環として
タロイモの遺伝資源の調査、保全研究を続け、これま
でに35カ国でフィールドワークを行い、約2,000地点
でタロイモを収集した。今回は現場からのリポートを
紹介するとともに、多くの生きたタロイモを展示して
タロイモの世界を知ってもらう。

古農具展〜その技と美〜
　古農具は長い間、人力、畜力によって使われてきた

民具。今は、農業生産の現場から姿を消してしまった
が、我が国の農業の発展に大きく貢献してきた。また、
合理的な機能ばかりでなく、木、藁

わら

などの自然素材で
作られたものの美しさがある。同展では、それらの古
農具の用法いわゆる“技”と“造形美”の視点から紹
介する。
　主催の学術情報課程は学芸員と司書を養成してい
る。東京農大は長い年月をかけて古農具の収集を進め、
現在、約4,000点を収蔵している。それらの古農具は
産業考古学会で「日本の産業遺産300選」に指定され
ている。

◇
　両企画展は2013年 3 月24日まで。問い合わせは東京
農大「食と農」博物館（世田谷区上用賀2−4−28）℡03−
5477−4033

土壌からの放射線量を測定＝玉野地区で。左から
２人目が門間教授
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　北海道の高品質な食材を生かした製品開発ということはいろいろなとこ
ろで検討されています。知床半島の入り口に位置する斜里町もその 1つで、
地元の商工会が中心となって新製品開発の検討を進めました。地域の農協、
漁協関係や婦人部の皆さんが集まり、地域の食材を使ってどのようなもの
を作ったらよいかということから検討を始めました。いろいろな意見があ
りましたが、海のもの、畑のもの、酪農品など、この地域で誇れるものを
できるだけ多く使った製品作りを目指し、子供から大人まで幅広い年齢層
に受け入れられるものということで、コロッケの開発を行うことになりま
した。
　コロッケはだれにでも手軽に食べてもらえるし、子供たちの給食に使っ
てもらえるならば、地域の食材を理解する食育にもつながるだろうという
ことや、知床観光の中心である斜里町宇登呂には温泉旅館が多く、そこで
観光客にも食べてもらい、町をアピールできる機会になるということなど、
製品開発に向けた考えは大きく膨らんできました。
　早速試作にとりかかり、特に婦人部の皆さんの熱の入れようは大変なも
ので、毎回いろいろなアイデアのコロッケが紹介されました。鮭

サケ

の切り身
で具を巻いた鮭ロールコロッケなど、一般に売られていないような特徴の
ある製品作りを検討してきましたが、実際の製造ということを考慮すると、
あまり手の込んだことは不可能であるため、それを納得していただくのが
大変でした。コンセプトは斜里産の高品質の材料を使うとともに、栄養機
能性に優れ幅広い年齢層に受け入れてもらえるものということでした。そ
こで最終的に「鮭中骨入りコロッケ」、「鮭クリームコロッケ」、「人

ニンジン

参コロッ
ケ」の 3種類に絞り込みました。
　鮭中骨入りコロッケは高圧処理により軟らかくした鮭の中骨と鮭肉を入
れたポテトコロッケとしました。これは当然カルシウム分が多いのが特徴
です。鮭クリームコロッケは、良質な牛乳とクリームをベースに鮭肉を加
えたもので、これも牛乳の風味が生かされた高タンパク質で栄養価の高い
製品になりました。人参コロッケは人参をベースとしたカレー味にして、
人参の嫌いな子供たちでも食べやすくしたものです。これは人参由来の
β-カロテンを豊富に含みます。このように、それぞれ特徴のあるこの 3
種類のコロッケを斜里の名物にしていこうということになりました。
　この検討委員会での結論を受けて、町内の食品会社や農業者などが出資
して「シャリーズキッチン」という会社が設立されました。そこでこの 3
種類の製品を製造し、当初の予定通り学校給食や温泉旅館などで利用して
いただくことになりましたが、問題は価格で、特に冷凍品となるとどうし
ても流通コストがかかり割高になってしまいます。原料の調達を工夫した
り、形を小さくして 1個あたりの価格を抑えたりして何とか斜里産の加工
食品ということで維持してきました。現在この会社は身障者支援の団体が
引き継ぎ、運営を行っています。

オホーツク新食品誕生記（10）

コロッケの開発
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

鮭クリームコロッケ

高
品
質
な
地
域
資
源
の
活
用
②

地
域
の
食
材
を
提
供



東京農大農学部植物園から（２）

チクリンカ
Alpinia nigra
ショウガ科

　本種を市販されている少し古い書籍など
で調べると小笠原固有種で、学名Alpinia 
bilamellataとなっており絶滅危惧種に指定さ
れています。ただし近年、調査研究から中国
雲南省南部からインド・スリランカにかけて
連続分布しているAlpinia nigraであることが
判明しました。果実・種子の形態から小笠原
へは人の手によって持ち込まれた植物という
ことになります。小笠原諸島開発の歴史を顧
みれば、1830年に欧米人とハワイ人が現在の

父島へ入植し、この後も各国の船舶は、水や
食料を確保したり病人を下船させるなど、さ
まざまな目的で頻繁に小笠原諸島に寄港して
います。ショウガ科植物は香辛料、薬用植物
など多くの有用植物が含まれるグループで
す。では、移入種チクリンカはなぜ小笠原に
持ち込まれたのか。多くのショウガ科植物の
ように有用性があったのか、現在のところそ
の点は不明です。
� （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


