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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 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、同二高、同三高／
附属中学がある。

学校法人東京農業大学戦略室 

東京農業大学の沿革

■「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～　地域環境科学部造園科学科の前進である日本で初めての高等教育機関「東京高等造
園学校」創立（1924年）から約90年。多くの卒業生が日本の緑の建設、保全に貢献している。企画展では「施設
空間の緑化」「道路緑化」「屋上緑化」「森造り、緑の再生・復元」などのテーマ別に企画・設計・施工に携わった緑
化作品をパネル、模型で紹介している。 9月16日まで。
■「日本の森林復旧」展－日本の山はハゲ山だった－　国内の多くの山々は、経済発展のためのエネルギー源や
資材として乱伐されたが、戦後の緑化や植樹活動によって森林が再生された。同展では、ハゲ山当時の様子から
緑の山に回復した姿を写真でたどることができる。 7月15日まで。
　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

「食と農」の博物館で２企画展を開催中

展示されている首都高速大橋ジャンクション
「目黒天空の庭」の模型

写真でたどる森林復旧展
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1 ．農産物輸出促進の必要性とアジア市場
　今、わが国からの農産物・食料品の輸出促進が重要
な課題とされている。日本の国内食料品市場は人口減
少によって縮小傾向にあるために、日本国内の農業・
食品産業にとって海外市場を獲得することが重要に
なってきているのである。日本政府は、農林水産物・
食品の輸出額について、 1兆円水準とすることを目標
としている。
　この場合の海外市場として、アジア市場に期待が寄
せられている。アジア地域の所得は大きく向上してき
ており、この地域の富裕層を中心に、高級品志向の
嗜
し こ う

好変化が起きつつある。したがって、これまで高価
格ゆえに輸出が困難であった日本の食料品を、高品質
品として輸出できる可能性が高まっている。また、ア
ジアの国は、文化的にわが国と近いために、わが国の
食料品の需要を拡大しやすいと考えられる。
　しかしながら、日本の食料品・農産物貿易の現状を
見ると、輸出はきわめて少なく、輸入に大きく偏って
いる。2012年の日本の農林水産物の輸入額約 8兆円に
対して同輸出額は約 4 千億円で18分の 1 に過ぎない。
目標輸出額の 1兆円に対して、実績は半分以下なので
ある。果たして、日本の食料品輸出を拡大することは
可能なのだろうか。ここでは、この問題について考え
てみたい。

2 ．産業内貿易の概念と理論
　食料品の大幅な輸入超過状態にある日本が輸出を
増加させることは、言い換えれば、日本が食料品の
輸入と輸出を同時に行うようになることを意味する。
これは経済学的には食料貿易を「産業内貿易（intra-
industry trade）」にすることと捉えることができる。
産業内貿易とは、ある国が同一産業で輸出と輸入を行
うことである。例えば、日本がトヨタなどの自動車を
輸出しながら、同時に海外からベンツなどの自動車を
輸入しているような状況は、自動車産業内で輸出と輸
入が同時に行われる産業内貿易である。工業製品にお
いてはこのような産業内貿易のケースは多い。
　伝統的な貿易理論では、国同士で貿易が発生する原
因は、各国の生産性や生産要素の賦存比率の違いであ
ると説明されてきた。この場合には、どの産業の貿易
も一方向に向かうものとなり、双方向的な産業内貿易
は発生しない。また日本のような土地資源に乏しい国
の場合、生産に土地が多く必要な農業の国際競争力は

農産物・食料品の輸出と産業内貿易
東京農業大学国際食料情報学部食料環境経済学科　教授　金田憲和
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弱くなる。
　これに対して、クルーグマンやヘルプマンらの学者
は、産業内貿易の発生するメカニズムを提唱した。彼
らが用いた「バラエティー愛好モデル」では、消費者
は消費財のバラエティーが増すほどより高い満足を感
じると考えられている。このため、消費者は多くの種
類の商品を少量ずつ消費しようとする。消費者のこの
ような好みのために、同じ産業においても多数の異な
るブランドが存在するようになり、各ブランドはそれ
ぞれが異なった商品であると消費者に認識される。こ
のとき、もし国同士の貿易が行われると、消費者は国
産・海外産というより多くのブランドを手に入れられ
るようになるので、バラエティーの増加によって消費
者の満足度を高めることができる。
　このモデルは、ブランドによる製品差別化やそれに
基づく産業内貿易の説明に有効である。例えば、日本
がトヨタやホンダの自動車を輸出する一方で、ドイツ
からベンツやBMWその他の自動車を輸入するのは、
互いに自動車のバラエティーが増えるというメリット
があるからだということである。
　この理論で考えれば、消費者の所得水準の高まった
成熟した市場で、工業製品のみならず、農産物や食料
品についても消費者がより多くのバラエティーを望む
ようになるとすれば、農産物や食料品でも産業内貿易
が発生するはずである。

3 ．日本と他の先進国の比較
　では、農産物や食料品の産業内貿易は、実際どの程
度行われているのだろうか。まず、日本と他の欧米先
進国（イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、アメ
リカ）について、食料品部門における産業内貿易の程
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度を比較してみよう。産業内貿易の程度は、グルーベ
ル・ロイド指数によって測られる。この指数は、もし
もある国の貿易が完全な産業内貿易（＝輸出と輸入が
同額の完全に双方向的な貿易）であれば100となり、
逆に完全に一方向的な貿易（＝輸出のみ、または、輸
入のみ）であれば 0となる。この計算結果は、表１に
示した。表１からまず分かることは、日本の指数が、
他の先進諸国と比べて著しく低いことである。これは、
日本の場合、食料品がほとんど一方的に輸入されてい
るためだが、他の先進諸国では、はるかに輸入と輸出
のバランスが取れている。このように日本が特殊なパ
ターンを示している理由は、日本がヨーロッパ諸国や
アメリカなどと比べて際立って農地に乏しいために国
産の農産物・食料品が特に割高になってしまっている
ことである。この影響が消費者のバラエティー志向の
効果を打ち消すほど強いために、食料品を一方的に輸
入するする結果になっていると考えられる。

4 ．アジアの中での比較
　前節では、日本と他の先進国を統計によって比較し
たが、それでは特に日本からの輸出市場として期待さ
れているアジアと日本の貿易についてはどうであろう
か。アジア諸国は、農地の賦存状況が互いに似通って
いるので（＝どの国も農地に乏しいので）、この面で
の農業生産の競争力の違いは大きくないと考えられ
る。
　そこで、東アジア域内での農産物・食料品の貿易に
ついて、やはりグルーベル・ロイド指数を計算してみ
ることにしよう。日本を含む東アジア地域内（12カ国・
地域）の食料品の 2 国間貿易について、グルーベル・

ロイド指数を計算すると東アジアでは 2国間の指数の
平均は33であった。これは、同時期のヨーロッパ（15
カ国）での平均66よりもかなり低く、東アジアにおい
ては農産物・食料品の産業内貿易の程度は、ヨーロッ
パよりかなり低いことを示している。また、日本の指
数の平均は19であり、これは東アジア内でも低い数値
であった。
　これらの結果から言えることは、既に所得レベルが
高く消費市場が成熟しているヨーロッパと比べると、
東アジアの市場はまだ成熟しておらず、したがって、
今後の長期的なアジアでの所得レベルの向上と市場の
成熟化に伴って、食品の産業内貿易がより進展するポ
テンシャルがあるということである。また、現状で日
本の数値が特に低いのは、日本が特に高賃金で食料品
の競争力を欠いているためであるが、やはり今後の長
期的なアジアの所得向上（＝賃金上昇）と市場の成熟
化が進めば、日本の食料品輸出が伸びるポテンシャル
を表していると考えられる。

5 ．むすび
　以上、統計的分析からは、アジアの食品市場にはま
だまだ成熟化の余地があり、そこに日本の農産物・食
料品の輸出を伸ばすポテンシャルを見出すことができ
た。
　ただし、こうしたポテンシャルを生かして日本から
の食料品の輸出に実際に結び付けるには、ブランドづ
くりによる製品差別化や新しい需要の開拓など、地道
な努力を重ねることが必要となるであろう。アジアの
市場の成熟化という長期のトレンドを見据えて、息の
長い取り組みが求められる。

表 1　主要先進国の食料品貿易のグルーベル・ロイド指数（2011年）

HS番号 品目 日本 フランス ドイツ イタリア イギリス アメリカ
02 肉類 1 92 89 56 54 51
03 水産物 16 42 55 21 91 55
04 酪農品、卵、蜂蜜 2 67 88 73 65 66
07 食用野菜類 2 91 33 94 24 67
08 食用果実類 7 62 33 87 10 96
09 コーヒー・茶・香辛料等 6 34 72 76 47 23
10 穀物類 0 18 98 42 83 15
11 穀粉・麦芽・澱粉等 25 49 68 96 98 82
12 油糧種子・果実等 6 88 42 55 71 18
13 ガム・樹脂・樹液 22 74 95 91 81 50
15 動物性・植物性油脂類 17 87 76 72 48 84
16 肉・魚調製品 18 69 94 74 22 58
17 砂糖・砂糖菓子 10 56 91 40 48 61
18 ココア・ココア調整品 11 83 96 89 51 50
19 穀物調製品 41 91 74 51 75 81
20 野菜調製品 3 67 67 57 28 78
21 その他の食用調製品 63 89 70 76 75 76
22 飲料・酒類・酢 20 38 86 40 85 59
23 食品産業からの廃棄物 5 99 98 40 59 39

食品全体 11 87 89 92 66 92
　資料）UnitedNations“COMTRADEdatabase”より作成。
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研究装置を整備する目的と必要性
　最初に紹介する「細胞イメージング解析システム」
は＜右図＞の通り、「ライブセルイメージング解析装
置」（ツァイス社製）と「共焦点レーザ走査型倒立顕微
鏡」（オリンパス社製）の二つの研究装置で構成される。
　ヒトやマウスをはじめとする多くの動物種で全遺伝
子配列の解読が完了し、これらの遺伝子が発生過程や
体内でどのように機能しているのか、その機能解析が
進められてきている。こうした背景において、重要な
生体機能を担うたんぱく質や機能性分子の生細胞にお
ける分子動態を経時的に観察して得られる情報（ライ
ブセルイメージデータ＝多色共焦点蛍光画像）や、組
織・器官における局在[注1] が立体的に理解できる情報
（ 3 次元データ）は極めて意義深く、近年のライフサ
イエンス研究には不可欠となっている。生きたままの
細胞を使い、時空間的な変化を観察するのに適した「ラ
イブセルイメージング解析装置」と固定した細胞を
使って、立体的な変化を解析するのに適した「共焦点
レーザ走査型倒立顕微鏡」という、それぞれの手法に
特化した二つの装置（顕微鏡）を組み合わせたシステ
ムは、応用生物科学部の生物応用化学科とバイオサイ
エンス学科を中心とする先端生命科学研究を強力に推
進することになる。

「医」と「農」の連携
　それでは、具体的には、どのような研究で二つの装
置が使われるのか。生物応用化学科栄養生化学研究室
の山本祐司教授と小林謙一助教に聞いた。
　栄養生化学研究室は、食品や未利用食料資源に含ま
れる各種栄養成分（タンパク質、脂質、糖質、ビタミ
ンなど）が健康維持や増進とどのように関わっている
かを追及している。山本教授の研究テーマは「がん抑
制機構の分子メカニズムの解析」。「細胞のがん化に関
与する数多くの細胞内シグナル伝達因子[注2]が同定[注3]

されているが、細胞外シグナルによる、がん抑制因子

細胞イメージング解析システム
先端生命科学研究を強力に推進

の機能制御を解明するのが目的。がん抑制因子の細胞
内局在性の時空間的変化をライブセルイメージングに
より解析する一方で、外部からの刺激による変化につ
いて 3次元的に解析する」ために両装置が使われる。
　「生活習慣が乱れると細胞はがん化する。がん抑制
たんぱく質は車でいえばブレーキ。がん抑制たんぱく
質がどのようにしてがん化を防いでいるのかを調べて
いる。研究対象のがん抑制たんぱく質の機能は糖尿病
のキーファクターであるインスリンによって制御され
ているので、生活習慣病の先にどうしてがんがあるの
かというメカニズムが分かってくると、どうすればが
んを患わずにすむかが見えてくる。薬や食品成分でが
ん抑制たんぱく質をコントロールできれば、がんの発
症をコントロールすることができる」「動物実験と違っ
て、この装置のように、細胞を用いると一瞬を捉えて、
微細な現象を精細に、かつ立体的に見ることができ、
細胞の中で何が起きているのかを解析できる。動物実
験系では分からなかったことが、このシステムを使う

研究装置紹介シリーズ①

　東京農大は、地球上に生きる全ての動物、植物、微生物と向き合い、それらの未知なる可能性、人間との新た
な関係を追及している。農学が挑戦している研究・教育の領域は幅広く、「生命」や「生活」に欠かせないもの
ばかりだ。大学創設（1891年）以来の「実学主義」を発展させた「新・実学主義」は先端的な研究への挑戦でも
ある。研究に取り組む者の「創造力」「想像力」を手助けし、研究の発展を加速させるのが最新鋭の研究装置だ。
さまざまな分野の研究テーマに取り組んでいる研究室などに備えられた最新機器のいくつかを紹介する。
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ことで可視化できる」という。
　小林助教の研究テーマは「食品中の機能成分に関す
る研究」。「哺乳動物におけるビタミンやポリフェノー
ルの吸収機構それらの細胞内動態の解析は、栄養生化
学の分野で非常に重要である。オリーブ葉ポリフェ
ノールの細胞内吸収動態を追跡するため、ポリフェ
ノールを蛍光標識したのちに培養細胞に添加して、細
胞内動態をライブセルイメージングで解析する」こと
などに用いる。
　農学は新しい方向に進んでいる。「医・薬」と「農」
との境界がなくなってきて「医・農の連携」が言われ
るようになった。「『農』は天然物から採ってきた食品
や生理機能物質が体内でどう機能していくかを見る＝
探究している。その成果が薬や機能性食品につながっ
ていくわけで、最終的に見る＝探究すべきことは『医・
薬』も『農』も同じ」なのだ。このような研究にとっ
て二つの装置は強力なツールで、新しい技術を取り入
れることが新しい発見につながっていくに違いない。

多くの研究ニーズに応える
　「特定分子の細胞内動態とその分子を発現している
細胞の変化を時空間的に解析したり、 3次元画像を構
築し、標的分子群が細胞内のどのような微細構造にお
いて機能を発揮するのかを解析したりする」ために高
い性能を有する細胞イメージング解析システムは幅広
い多くの研究ニーズに応えていく。
■ 2つの装置を使うバイオサイエンス学科の主な研究
▼微生物分子遺伝学研究室・千葉櫻拓教授：サイクリ
ン依存性キナーゼ[注4]（CDK）の活性亢進による染色
体恒常性破綻の分子機構の解析。細胞増殖の中心制
御因子であるCDKの異常な活性亢進は、増殖促進や

分裂異常を介してがん化に寄与すると考えられている
が、その詳細な分子機構は不明である。
▼動物分子生物学研究室・喜田聡教授：脳機能[注5] に
おけるシグナル伝達機構の解析。哺乳動物の脳におけ
る記憶・学習といった高次機能には、多様な細胞内シ
グナル伝達経路が密接に関与しており、それらのシグ
ナル伝達因子群の細胞内分子動態や異なるニューロ
ン[注6] における発現・局在の解析は、脳高次機能の解
明に非常に重要である。
▼動物発生工学研究室・尾畑やよい准教授：哺乳動物
発生過程におけるDNAメチル化[注7] の制御機構の解
析。哺乳動物の発生・分化過程において、DNAメチ
ル化による遺伝子発現制御は不可欠であるが、DNA
のメチル化が特定の配列のみで生じたり消失したりす
る機構は全く不明である。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

■用語
［注1］局在＝限られた場所に存在すること。
［注2］ 細胞内シグナル伝達因子＝細胞内に存在し外部からの刺激（信

号）を受けとって別の物質に伝える役割を持つ物質。
［注3］ 同定＝単離した化学物質が何であるかを決定すること。
［注4］ サイクリン依存性キナーゼ（CDK）＝機能制御を行う部分に

サイクリンを持つたんぱく質のリン酸化酵素（キナーゼ）の
総称。サイクリンにはいろいろな種類がある。

［注5］ 脳高次機能＝単純な感覚入力や運動出力を除く意識的で統合
的な精神機能。言語とか抽象的思考のように、ヒトに特有の
機能まで含む、広い意味での精神機能。 高次機能に大きく関
与している大脳皮質は、連合野と呼ばれている領域。

［注6］ ニューロン＝神経細胞。神経系を構成する細胞で、その機能
は情報処理と情報伝達に特化しており、動物に特有。

［注7］ DNAメチル化＝ヒトのように複雑な生物の体を正確に形づく
るために必須の仕組み。

共焦点レーザ走査型倒立顕微鏡
　高分解能分光システムを備えた多波長スキャン装置と高解像
度レンズにより、細胞・組織の深部までの観察と高精度な 3次
元解析が可能である。焦点距離がばらばらになるような厚い試
料であってもボケのない像を得られる。2013年 2 月、生物応用
化学科の栄養生化学研究室に設置。オリンパス社製、3,633万円。
（左は山本教授）

ライブセルイメージング解析装置
　高感度検出器により生細胞へのレーザーダメージを最低限に
抑えることが可能であり、また安定性の高いインキュベーショ
ン装置と高精度スキャニングステージにより、複数の部位にお
ける多点タイムラプス観察を長時間安定して行うことができ
る。2013年 3 月、バイオサイエンス学科の画像解析室（12号館
3階）に設置。ツァイス社製、4,395万円。（左は尾畑准教授）
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　北海道オホーツク地域は農水産資源に恵まれ、高品質な一次産品が豊富
ですが、同時に形状や大きさなどが少し違うだけで規格外品となるものも
多いのが現状です。これらの品質は全く変わらないことから、このような
高品質な原料を用いた地域の土産品の開発に取り組みました。この地域
の土産物というと魚介類が中心で、これらは冷蔵、冷凍品が多く保冷剤が
必要なため手軽に持ち運べないのが現状です。菓子類は札幌や帯広のメー
カーのものがほとんどで、オホーツクの地域をイメージするものではあり
ません。そこでこの地域の原料を使った手軽な土産品が作れないかという
ことを考えました。
　土産品としての条件は、軽くてかばんに入れやすい包装形態、常温で持
ち運べ価格は千円以内、包装デザインはおしゃれで地域のイメージが湧く
ようなものなどと考えます。もちろんネーミングも大切です。北海道の土
産の定番として、石屋製菓の「白い恋人」がありますが、これはまさにそ
の土産品としての条件をすべて満たしている製品であると思います。
　私はこの地域の規格外野菜、ニンジン、カボチャなどを生地に練り込み、
野菜の色や風味を感じるクッキーの開発を試みました。「白い恋人」はラ
ングドシャでホワイトクリームを挟んだものですが、私は野菜クリームを
挟むことを考えました。小麦粉、野菜、牛乳、砂糖など、オホーツク地域
の良質な原料をふんだんに使った製品は、自信をもってこの地域の土産品
として定着できるものと思います。
　そこで地域のお菓子屋さんの協力を得て試作をしてきましたが、特に機
械設備もないところでそのような手をかけることはできず、クリームはや
めてクッキーとして開発することにしました。その場合、練り込む野菜の
水分を考慮しなくてはならず、原料の水分を一定に調整するなど配合割合
の検討が必要でした。その結果、オレンジ色のニンジン、黄色のカボチャ、
緑色の大麦若葉の 3種類のクッキーが完成し、それらをセットで販売する
ことにしました。これらは当然健康機能性もあり、食物繊維やカロテンな
どが含まれます。またこれと並行して、大人のクッキーとしてビールに合
うものができないかということで、サケやチーズなどを練り込んだ塩味の
クッキーも試作し、細いスティック状にした製品もできました。
　これらを株式会社東京農大バイオインダストリーで販売をしていただい
たところ好評でしたが、少量の手作りのため包装に費用をかけられず、お
しゃれな土産品というところまではいきませんでした。それに野菜を練り
込んでいるため壊れやすく、包装形態やデザインだけでなく製品そのも
のにも課題が残りました。そのようなわけでこの製品は 1年ほどで製造を
やめてしまいましたが、改めてメーカーとともに開発に取り組み、この地
域の高品質な地域の原料を使った土産物として復活させたいと思っていま
す。いつか「白い恋人」以上のヒット商品になることを目指して。

オホーツク新食品誕生記（15）

地域原料によるクッキー製品
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

野菜を用いたクッキー
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東京農大農学部植物園から（７）

ハンカチノキ
Davidia involucrata Baill.

ヌマミズキ科

　少し前までハンカチノキの花が咲くとテレ
ビなどマスコミが報道し、新宿御苑などのこ
の樹の下には花を見ようと多くの人が集まっ
たものです。本種は中国の四川省の奥深い山
地に派遣されたフランス人宣教師アルマン・
ダヴィッド Armand Davidによって発見さ
れ、属名Davidiaは発見者に由来します。現
地は標高1500～2000m付近の湿潤な山地で、
同じく彼によって発見された葉落葉性のク
リスマスローズ属のHelleborus thibetanusや
ジャイアントパンダAiluropoda melanoleuca

の生育・生息地でもあります。
　本種の花は垂れ下がって目立つ 2個の白色
の苞葉の間に見られ、日本では「ハンカチの
木」と呼ばれます。個体によっては開花まで
年数が長く、厚木キャンパス内で見られる 1
個体は植栽して長い間開花しませんでした。
ところが、数年前から開花が始まり昨年から
は多数の花を着け、開花の最盛期にはまるで、
樹幹全体にハンカチがついているかのように
も見えます。

（東京農大農学部植物園　伊藤　健）
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