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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

　平成２４年度文部科学省科学研究費補
助金の新学術領域（領域提案型）に東
京農大応用生物科学部バイオサイエン
ス学科の喜田聡教授を領域代表とする
「マイクロエンドフェノタイプによる
精神病態学の創出（略称；マイクロ精
神病態）」が採択され、この領域の活
動がスタートしている。この新学術領
域には東京農大を中心として、理化学
研究所、東京大学、東北大学、新潟大学、
千葉大学など九つの研究グループが参
加している。 ４月には、全国規模の公
募から採択された新たな研究グループ
が加わり、国内最大規模の精神疾患の
基礎研究グループとして平成２８年度ま
で ５ 年間の研究活動を行う予定であ
る。 ５ 年間の総予算は１１億３,５００万円
（直接経費）。
� （₃ページに＜ズームアップ＞）

喜田　聡＜きだ　さとし＞
１９６５年石川県生まれ。東京大学大学院農学研究科修了、農学博士、
東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科教授、専門分野
は分子神経科学。主な研究テーマは記憶制御機構の解析、脳栄養学。

新学術領域
国内最大規模の精神疾患の基礎研究



	 新・実学ジャーナル　2013.3	 �

　Twitter、Facebookなどのソーシャルメディアは、
現代社会において極めて重要なコミュニケーション
ツールとなった。ソーシャルメディアを活用できれば、
世界の出来事を即座に知る、自分のことを世界に向け
て発信する、興味を持った誰かとつながるなどのさま
ざまなメリットが得られる。

研究の目的と情報発信の意義
　このようなソーシャルメディアの時代は、個人が活
躍する時代といわれ、パーソナルブランディングが自
分の強みをいかす上で非常に重要となる。パーソナル
ブランディングとは、自分の理想と周囲からのイメー
ジを一致させるためのすべての活動のことで、自分の
専門性を主張し自分自身の価値を高めていくことであ
る。このパーソナルブランディングには、 ２つの側面
がある。それは「なりたい自分を決め、強みを明確に
すること（内面のブランディング）」、「自分のことを発
信し、強みを知ってもらうこと（外面のブランディン
グ）」の ２点である。
　本研究では、パーソナルブランディングを実践し、
『自分で未来を設計し、人生を切り拓

ひら

く力』を持った
学生の育成を目的とする。そのためには、学生自らが
「自身の強みを理解すること」、「その強みをいかすこ
と」、「社会の中で生き残っていくこと」が重要であり、
そのためのキャリアデザイン支援が求められる。そこ
で、Twitter、Facebook、LinkedInなどのソーシャル
メディアの活用を通じ、『自分ブランド』の構築を意
識した活動を行うことで、学生のキャリアを考える力
を醸成する。本研究は、ソーシャルメディアを活用し
たパーソナルブランディングの可能性に着目し、教育
と就職の問題に対し、『学生』『大学』『社会』への貢献
につながる研究を目指して着想に至った。
　パーソナルブランディングの目的は、自分のことを
知り、自分のことを誰かに知ってもらうことである。
もちろん、ただ知ってもらうだけではなく、実際に会っ
て、話をして、その後の交流や関係維持が大切である。
相手に会いたいと思ってもらうには、自分の考え、価
値観、活動内容などの情報発信が不可欠といえる。ソー
シャルメディアを賢く活用することで、誰かに気付い
てもらうきっかけが生まれる。

河野流パーソナルブランディング実践術
　そこで本稿では、河野が実際に取り組んでいるパー
ソナルブランディング実践術を紹介する。まず全体像

ソーシャルメディア活用で切り拓く未来
東京情報大学総合情報学部情報システム学科　助教　河野義広

かわの　よしひろ
１９８１年茨城県生まれ
茨城大学大学院理工学研究科
情報・システム科学専攻博士
後期課程修了。東京情報大学
総合情報学部情報システム学
科助教。博士（工学）
専門分野：情報工学、教育工
学、社会情報学
主な研究テーマ：ソーシャル
メディアの社会的影響
ソーシャルメディア活用の普
及促進とITリテラシーのベー
スアップを目指し、勉強会、講演などで精力的に活動中。
資料はインターネット上で公開。

を捉えるために、コミュニケーションデザインを説明
する。ここでのコミュニケーションデザインとは、ソー
シャルメディアによる情報発信、他者とのコミュニ
ケーション方法を設計したものである。コミュニケー
ションデザインにおいて、各ソーシャルメディアには、
導線（自分のコンテンツに誘導する場所）、ホームグラ
ウンド（自分の最も優れたコンテンツが配置される場所）、
エンゲージメント（他者と交流する場所）の ３ つの役
割がある［１］。以下は、河野のパーソナルブランディン
グにおけるコミュニケーションデザインを図示したも
のである。
　図１において、導線はフローメディアのTwitterと
Facebookである。ここでの発言は、インターネット
に公開され多くの利用者の目に留まる可能性がある
ため、他者との接点として重要であると同時に、発言
には十分留意する必要がある。なお、Facebookはプ

図 １　�河野流パーソナルブランディングにおけるコミュニケー
ションデザイン（ITmediaブログより抜粋）
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ライベートな側面があり、エンゲージメントとして
の役割も担っている。次に、ストックメディアとし
て、ITmediaで連載中のブログ記事［２］ と個人ブログ［３］、
SlideShare、LinkedInがある。具体的な河野流パーソ
ナルブランディング実践術は、［ ２］で詳細に述べて
いるので、興味があればそちらを参照していただきた
い。このような積極的な情報発信は、他者の興味を引
き、新たな人脈を呼び込むきっかけとなり得る。

パーソナルブランディングによる 
キャリアデザイン支援プロジェクト
　現在、本研究室では『パーソナルブランディングに
よるキャリアデザイン支援プロジェクト』を実施し、
学生のキャリア支援に取り組んでいる。本プロジェク
トで目指すべき学生の成長過程は以下の ３点である。
　 １）�これからの時代を生き抜くための最低限度の情

報リテラシーを身に着けること
　 ２）�社会との接点を持つよう自律的に行動できるこ

と
　 ３）�積極的な情報発信と人脈形成によりパーソナル

ブランディングが実践できること
　これらのステップを段階的に踏むことで、『自分で
未来を設計し、人生を切り拓く力』の醸成が期待でき
ると考える。上記理念に基づき、基礎演習やゼミの授
業を通じて、学生に対しソーシャルメディア活用のた
めのリテラシーを教育した上で、さまざまなプロジェ
クト研究への参画を促す。プロジェクト研究への学生
参画により、学生は地域社会や大学との接点を持つこ
とができる。これらの活動すべてが学生にとっては自
分磨きの一環であり、学生自身のパーソナルブラン
ディングにつながると考える。
◇本研究室で推進する主要なプロジェクト研究
◦翔風祭活性化
◦地域活性化
◦情報大Facebook（FB）ページ
◦情報リテラシー
　翔風祭活性化では、本学学園祭において「来場者が
楽しめること」、「模擬店への集客増加」、「情報大の
PR」を目的としたアプリ開発、集客可視化Webサイ
トの構築を行う。
　地域活性化では、千葉県香取市、酒々井町を対象と
した地域活性化のための研究を行う。本学では、香取
市との地域連携協定を締結し、プロジェクトさわら「持
続可能な地域社会と絆作りのための地域・市民一体型
まちづくり」の題目で、地域貢献のための研究活動を
進めている。ここでは、ソーシャルメディア活用講座、
現地調査、各種支援活動への学生の積極的な参画を通
じ、学生自身の情報発信力の向上、学生のパーソナル
ブランディングも目的とする。

　情報大FBページについて、本学では平成２５年度の
学部改組により、 １学部 １学科１２コース制へと移行す
る。改組に伴い、１２コースのFBページの運用を開始
する（図₂、図₃）。これにより、各コースや所属教
員の研究、考え方、学生向けメッセージなど、情報大
の魅力を学内外に発信していく。その活動を円滑に推
進するための教員へのFBページ運用支援、サポート
の体制作りを行う。
　情報リテラシーについて、本学では平成２５年度より、
１年次必修科目として「情報リテラシーⅡ」を新設す
る。この授業では、ソーシャルメディアやクラウドサー
ビスなどの最新テーマを取り扱うため、学生の理解度
向上、教員の指導支援が重要となる。
　以上のように、本研究室では、地域や教育の問題に
対し、プロジェクト研究への学生の積極的な参画を促
すことで、学生の教育、研究、地域貢献の一石三鳥を
目指した活動を行っている。

参考文献
［ １］�大元隆志著、“ソーシャルメディア実践の書”、リックテレコム、

２０１１.
［ ２ ］�河野義広、“アカデミックが見た社会”、ITmedia�マーケター

通信、http://blog.marketing.itmedia.co.jp/yoshi_kawano/
［ ３ ］�河野義広、“「穏やかに楽しく生きる」研究者のブログ”、

http://www.yoshihirokawano.com/

図 ２　�東京情報大学�地球・自然環境コースのFacebookページ
（URL：https://www.facebook.com/tuis.env）

図₃　�東京情報大学�システムコースのFacebookページ（URL：
https://www.facebook.com/tuis.system）



	 新・実学ジャーナル　2013.3	 �

精神疾患とは
　精神疾患がどのような病気であるのかは意外に知ら
れていない。しかし、精神疾患は、２０１１年に国内五大
疾患の一つと認定されたメジャーな病気である。精神
疾患から、うつ病をイメージする人は多いであろうが、
うつ病の生涯有病率（生涯の中で発症する人の割合）は
約 １割である。また、震災や事故などの恐怖体験が原
因となって発症する心的外傷後ストレス障害（PTSD）
の生涯有病率も約 １割、かつては、精神分裂病と呼ば
れた統合失調症の生涯有病率は約 １％である。すなわ
ち、これら三つの精神疾患の生涯有病率を合計すると
約 ２割、実に国民の ５人に １人が一生に一度は精神疾
患を経験する計算となる。
　自閉症や知的障害などの発達障害も広義には精神
疾患と捉えられる場合もある。しかし、発達障害と
精神疾患ではその発症のメカニズムが大きく異なって
いる。発達障害は遺伝子変異（遺伝要因）、すなわち、
個人の遺伝子配列を原因とする疾患である。したがっ
て、ほとんどの場合、発症から逃れられる可能性は少
ない。一方、精神疾患の発症は遺伝的要因によっての
み決定されるわけではなく、環境的要因が強く影響す
る。例えば、うつ病には社会的なストレスが大きく影
響し、PTSDは偶然に遭遇する恐怖体験によって発症
する。したがって、精神疾患は、遺伝要因と環境要因
がそろうこと（複合的要因）によって発症する病気で
ある。遺伝要因は遺伝子を詳細に調べれば答えが得ら
れる生物学的な課題であるが、社会的ストレスのよう
な環境要因はわかりやすい数値で表すことができない
難題である。生活習慣病も食生活といった環境要因に
影響されるが、精神疾患の場合、言葉にすら言い表せ
ない環境要因が特に強く影響する。この点が精神疾患
の解明を困難にしている原因である。

目に見えない病気
　我々の身の回りのほとんどの疾患は、その発症メカ

マイクロエンドフェノタイプによる
精神病態学の創出　＜上＞

ニズムが不明であったり、治療方法が開発されていな
かったとしても、発症して体に起こる変化、すなわち、
病態は明らかになっている。例えば、がんでは悪性腫
瘍ができる、糖尿病では血糖値が高くなったり、イン
スリンができなくなるなどである。また、精神疾患と
同じ脳の病気であるものの、神経疾患と分類される
アルツハイマー病では脳の萎縮や老人斑が観察され、
パーキンソン病ではドーパミンを産生する神経細胞が
少なくなるなど、病態が明確になっている。そのた
め、このような病態が生じるメカニズムを解明するこ
とが病気の解明と治療法開発に必須と考えられ、多く
の基礎研究が進んでいる。一方、精神疾患では病態が

　精神疾患と言われると、一般的には、医学系の研究対象との印象を受ける。このシリーズでは、なぜ今、精神
疾患の基礎研究が推進される必要があるのか、平成２４年度文部科学省科学研究費補助金の新学術領域「マイクロ
エンドフェノタイプによる精神病態学の創出」には何が期待されており、どのような研究が行われるのか、さら
に、農学系の視点からどのように精神疾患研究に貢献できるかを紹介する。�（応用生物科学部教授　喜田　聡）

文科省科研費新学術領域
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不明である。脳機能に異常が生じていることは明らか
であるものの、うつ病、PTSD、統合失調症では、脳
内にどのような異常が存在しているのかわかっていな
い。そのため、精神疾患の病状は精神科医による面接
によって診断され、血液検査も、脳画像診断も行われ
ない。このような現状も、精神疾患を理解しにくくし
ている要因である。
　精神疾患の増加は、大学のような教育機関において
も他人事ではない問題である。引きこもりや登校でき
ないなど、精神疾患に近い若者が多くなっているもの
の、症状をわかりやすく表現することができないため、
どのように対応してよいかの答えが見えない状況が続
いている。打撲、捻挫、骨折のように、簡単に病状の
度合いがイメージできるのであれば対応は容易である
が、目に見えない病気であるが故に解決の糸口が見え
ていない。
　うつ病の症状として最も重篤であるのは自殺であ
り、国内の自殺者は年間約 ３万人である。社会で活躍
すべき人材がうつ病で失われていることは大きな社会
的損失である。このような現状から鑑みても、精神疾
患のメカニズムが解明され、その治療方法の開発が急
務となっている。

精神疾患研究の難しさ
　がんや糖尿病などの他の五大疾患に比較すると精神
疾患の解明は大きく遅れている。先に記したように、
環境要因が発症原因となっていること、また、精神疾
患の病態が目に見えないことは、解明を遅らせている
主要な原因である。これ以外にもさまざまな原因が存
在する。まず、精神疾患の生体試料の入手が困難な点
である。例えば、がん研究では、研究者は簡単な設備
があれば、がん細胞を容易に入手し、研究を行うこと
ができる。一方、精神疾患患者の脳から神経細胞を
取り出して、永続的に培養し解析することはほとんど
不可能に近い。精神疾患の唯一とも言えるヒトの試料
は死後脳である。ブレインバンク等の整備が進められ
ているものの、技術的にも扱いが難しく、解析量も制
限を受ける。次に、動物を用いたアプローチにも限界

がある点である。現在、さまざまな遺伝子操作マウス
が開発され、「うつ病モデル」や「統合失調症モデル」
と呼ばれるマウスも続々と発表されている。しかし、
言葉を発しない動物では、精神疾患をどこまで反映し
たモデルであるかの見極めが非常に難しい。その結果
として、動物を主体とする研究と、ヒトを対象とする
研究が別々に進んでいるかのような状況が続いてい
る。さらに、精神疾患研究に携わる研究者数が特に少
ない点である。現在、精神疾患研究は医学系研究機関
の一部が中心となって行われている程度である。一方、
農学系であろうと、がんや糖尿病（生活習慣病）を対
象として、精神疾患以外の五大疾患を対象とする研究
に携わる研究者は多い。これは、既に説明したように、
精神疾患が基礎研究の対象になりにくい背景を原因と
している。その結果として、我々にとって非常に身近
な病気でありながらも、アフター ５でしか基礎研究に
従事できない精神科医が中心となって基礎研究を進め
ざるを得ない惨状が続いている。

新学術領域における取り組み
　ここまでに記したような、問題を踏まえ、精神疾患
の基礎研究の裾野を広げ、国内の精神疾患研究の土台
を構築することを目標にして誕生したのがこの新学術
領域である。次回では、この取り組みに関して説明す
る。

掲 示 板

「食と農」の博物館　 ３月３０日から新企画展
　地域環境科学部造園科学科主催の「緑化作品にみる
『農大造園家』９０年の軌跡、そして明日へ」〜明治神
宮の森から首都高速大橋ジャンクション「目黒天空の
庭」まで〜（₉月１６日まで）と同学部森林総合科学科
主催の「日本の森林復旧」展─日本の山はハゲ山だっ
た─（₇月１５日まで）の ２ 企画。都市の中に人工的に

緑豊かな自然を再現して「緑化作品」とみる造園科学
科、荒廃疲弊した自然そのものを回復しようとする森
林総合科学科、それぞれに異なった視点からの展示と
なっている。
　問い合わせは東京農大「食と農」の博物館（世田谷
区上用賀２-４-２８）℡�０３-５４７７-４０３３
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　十勝管内、帯広市の郊外でいろいろなベリー類を家族で栽培している農
家さんと出会いました。2010年に帯広市岩内というところで新規就農さ
れ、「ときいろファーム」という農場でラズベリー、ハスカップ、ブルー
ベリーなどの小果実の栽培をされています。このご夫婦は本物のベリーを
求めて自転車でヨーロッパを旅しながら勉強され、その経験を生かして農
園を始めました。できるだけ自然に近い農法で栽培し、高品質な果実を提
供したいという強い思いをもって取り組んでこられました。ある程度規模
も拡大して次の展開ということを考えた場合、これらの加工をしようとい
うことになり、私に指導を求め一緒にジャムやフルーツソースなどの開発
を行いました。
　はじめにジャムの製造として、一般的なイチゴを原料に使い、理論と実
際について学ぶ機会をもちました。ジャムは糖類、酸、ペクチンの 3成分
によりゲル化する性質を利用したもので、ゲル化の程度や酸、糖のバラン
スなど、配合によりいろいろな特徴のあるものができます。工程中大切な
ことは、なるべく強火で短時間に加熱濃縮させることです。一般家庭では
「弱火でゆっくり煮詰める」というやり方をされることが多いようですが、
これは大きな間違いで、そのようにしてできたものは「ジャム」ではなく、
ただ煮詰めただけの「あめ」のようなものになっています。短時間に仕上
げることで、良好なゲルが形成されるとともに、色調や香りもよく仕上が
ります。
　そのようなことを十分に理解していただいた後、地域の食品加工施設を
利用し、自家農園のラズベリーを使って試作を重ね、問題点の解決をして
いきました。原料処理から加熱濃縮、瓶詰、殺菌などの工程をほとんど一
人で行うため、一定の品質のものができるまでには大変苦労されたようで
すが、できるだけ原料の特徴を生かした製品造りを目指し、ゲル化剤とし
てのペクチンは、原料に含まれている成分だけを利用して別に加えること
はせず、糖度もなるべく低くした製品に仕上げました。従ってゲルの程度
は弱くなりましたが、原料の風味が豊かで、色調も大変きれいなものにな
りました。
　ベリー類の成分の特徴は、ビタミンCや鉄分、カルシウム、カリウムな
どのミネラルが豊富で、アントシアニンなどのポリフェノールも多く、機
能性のあることが知られています。そのような成分を生かした製品が完成
しました。
　さらにハスカップのジャムやフルーツソースも同様に開発し、製品化さ
れました。その後もいろいろなことに挑戦されており、現在ベリー類を用
いたフルーツビールも一緒に開発中です。原料生産から加工、販売まで手
掛け、ベリー類に強い情熱を注がれているばかりでなく、現在も行ってい
る小学生などを対象とした農園研修などをさらに発展させ、多くの人たち
が体験できる農園と農家民宿の立ち上げなども計画されており、将来がま
すます楽しみな農園です。

オホーツク新食品誕生記（13）

ラズベリージャムの製品化
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

ラズベリーのフルーツソース
（左）とジャム
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地
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用
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東京農大農学部植物園から（５）

カイドウツバキ
Camellia amplexicaulis Cohen Stuart

ツバキ科

　１９６５年、中国で黄色い花を咲かせるキンカ
チャ（金花茶）C. chrysanthaが発見された以
後、中国南部からベトナムにかけて、ツバキ
の仲間が多数発見・再発見されてきています。
ここに紹介するツバキは１９１０年にフランス人
植物学者Charles-Joseph Marie Pitard-Briau

（１873-１９27）により記載・発表されました。
ベトナム戦争などで自生地の状況は分からな
いままでしたが、１９９４年に日本の調査団に
よってベトナム北部で再発見・自生が確認さ

れました。和名のカイドウツバキ（海棠椿）
は現地ベトナム語名の「海棠＝Hi Duong」
から名づけられたもので、「ハイドゥン」の
流通名でも知られています。ベトナムでは旧
正月を祝う花としてなくてはならないそうで
す。花は直径・長さともに ６ 〜 7 cmとさほ
ど大きくはありませんが、花弁が肉厚で蝋

ろ う

質
感があって、縁に白色の覆輪がみられる魅力
的な花です。
 （東京農大農学部植物園　伊藤　健）
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