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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22 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

「食と農」の博物館10周年記念企画展

農と祈り　－田の馬、神の馬－
　東京農大「食と農」の博物館が開館10周年を迎え、記念企画展「農と祈り─田の馬、神の馬─」が開かれている。
　馬と人とのつながりは古く、馬は人間に労力を提供し、生活を支えてきた。また、神と人との媒介の役目も担
い祈りを司ってきた。現代の農業の生活からは、古代から近世までの自然と農について考えを巡らすことは、か
なり難しいかもしれない。しかし、祭祀や伝承あるいは年中行事の中に、数百年前まで、神々の名で呼ばれてい
た自然と農の濃密な関係を見ることができる。同展では、農と信仰の関係を、馬を仲立ちとした構図で捉え、人
と農との関係、共生と祈りという根源的な問題に対する手掛かりを探っている。
　同展は 9月15日まで。 3月28日には、開館10周年記念式典と企画展のオープニングセレモニーが催された。

（ズームアップに関連記事）
★関連講演会（各回とも14：00から、博物館 2階セミナー室）
4月19日　「馬の宗教的機能」

　　　　　　小島瓔禮氏（琉球大学名誉教授）
5月10日　「馬と人 の恋─『遠野物語』と

オシラ神をめぐって」
　　　　　　前川さおり氏（遠野文化研究センター学芸員）
6月14日　「日本の馬とその周辺」

　　　　　　木村李花子氏（東京農大教授）
7月12日　「厩猿」

　　　　　　川田啓介氏（奥州市牛の博物館上席主任学芸員）

　東京農大「食と農」の博物館（世田谷区上用賀2─4─28） 
　　℡03─5477─4033

開館10周年記念式典で挨拶する小泉幸道館長
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研究成果の社会還元
　新たな微生物農薬の開発に向けて、農学科植物病理
学研究室の先生方、大学院生、学部生、さらに本学総
合研究所や厚木キャンパス総務課の皆さんなど多くの
方々の協力をいただきながら、研究に取り組んできた。
これまでの成果を基に、文部科学省が実施する大学発
新産業創出拠点プロジェクトに応募したところ、平成
25年度から 2年または 3年間の実施課題として我々の
研究が採択された。プロジェクトの名称は、「病原体
の種類を問わず植物病害を防除できる新型微生物農薬
及びその種子処理技術の開発」。本プロジェクトでは、
コストと労力の低減も図った生産者と消費者のニーズ
に応える、これまでにない植物病害防除技術を開発し
て、その事業化を目指すものである。
　具体的には、各種植物病害に対して効果が高く、か
つ幅広い汎用性を備えた有用微生物を探索するととも
に、既知、新規を問わずそれら有用微生物を種子にコー
ト処理する技術の開発を目指す。また、大学発新産業
創出拠点プロジェクトとは、事業化ノウハウを持った
人材（「事業プロモーター」）ユニットを活用し、大学
等発ベンチャーの起業前段階から、研究開発・事業育
成のための政府資金と民間の事業化ノウハウ等を組み
合わせたもの。
　そうすることで、リスクは高いがポテンシャルの高
い技術シーズに関して、事業戦略・知財戦略を構築し
つつ、市場や出口を目指して事業化することを目的と
する。これは、大学・独立行政法人等の研究成果の社
会還元を実現しつつ、持続的な仕組みとしての日本型
イノベーションモデルの構築を目指した新たな試みで
ある。

作物の安定生産のために
　農業において、化学合成農薬は病害虫による被害を
食い止め、作物の安定生産とその作業の効率化に多大
な貢献を果たしている。一方、化学合成農薬の多投に
より、一部の化学合成農薬に対す病害虫の薬剤耐性が
顕在化し、病害虫の防除効果が低下して作物生産に問
題が生じている。化学合成農薬は病害虫に対する防除
効果はもちろんのこと、農林水産省が人畜に対する安
全性や環境に対する影響について厳しい基準を設けて
いる。

新たな微生物農薬の開発に向けて
～大学発新産業創出拠点プロジェクト～
東京農業大学農学部　准教授　篠原弘亮

しのはら　ひろすけ
1971年東京都生まれ
東京農業大学農学部農学科卒
東京農業大学農学部農学科
（植物病理学研究室）　准教授
専門分野：植物病理学
主な研究テーマ：作物に生息
している微生物とそれらを用
いた生物防除に関する研究、
植物病原細菌の検出、同定お
よび薬剤感受性に関する研究

　そして、この基準を基に厳しい審査を受けて合格し
たものが「農薬」として登録され、厳格に定められた
使用方法に従って使用されている。それにもかかわら
ず、直接農薬を使用する農家だけでなく消費者への健
康被害、環境汚染などを懸念する声が後を絶たない。
無農薬栽培や有機栽培された作物はイメージが良いの
はそのためだ。化学合成農薬は、作物の安定生産や作
業の効率化への貢献だけでなく、無農薬栽培や有機栽
培された作物のイメージアップにも貢献しているのか
もしれない。
　化学合成農薬を使用しなくても、病害虫の発生がな
く、我が国が必要としている作物の生産量が確保され、
そのための作業量も少なければ、それは理想的な農業
である。化学合成農薬を使わなければ、病害虫の薬剤
耐性の問題もなくなるだけでなく、作物生産のコスト
削減にもつながる可能性もある。しかし、現段階では
理想の実現は難しく、作物の安定生産には「農薬」の
力も必要である。
　「農薬」には、化学合成農薬以外に微生物農薬など
もある。微生物農薬も先に述べたように、人畜に対す
る安全性や環境に対する影響について厳しい基準があ
り、審査に合格したものが「農薬」として登録されて
いる。微生物農薬も「農薬」なのである。微生物農薬は、
化学合成農薬に比べてイメージが良いだけでなく、実
際に有機栽培にも使用が認められている。さらに、微
生物農薬は、先に述べた薬剤耐性の病害虫も発生しな
い。
　このように微生物農薬は理想的な「農薬」のようだ
が、問題点も残念ながらある。一般的に病害虫に対す
る防除効果が高い化学合成農薬に比べて、微生物農薬
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は環境に影響を受けやすく、本来の力を発揮できず病
害虫に対する防除効果が不安定な場合があると言われ
ている。さらに、微生物農薬には効果を示す病害虫や
使える作物が限られること、価格が高いなどの問題が
ある。

防除効果向上と低価格化
　そこで、病害の防除効果がより高く、多くの作物病
害に適用できて、さらに低価格な微生物農薬の開発に
向けて研究に取り組んだ。
　微生物農薬に適した微生物の条件として、散布回数
やコストの削減の観点から、対象作物に定着し増殖で
きるものが理想的である。実用段階において防除効果
の低下を招く要因の一つとして、その作物に生息して
いる微生物との競合（Weller, 1988）による影響が挙
げられる。さらに、Andrews（1992）は微生物農薬
となる微生物を選抜する際には、その
作物への定着能が優れている微生物が
より有効であると報告している。
　しかしながら、微生物農薬の開発の
ために、候補となる微生物を効率的に
選抜する方法はなく、時間と労力、費
用を必要とするため容易ではない。そ
れでも、我々の研究を推進できたのは、
学内の先端研究プロジェクト「植物と
微生物の応答解明による環境保全型農
業への貢献」（平成22～24年度実施）の
お陰である。このプロジェクトの成果
としては、作物病害の防除に利用でき
る可能性を秘めた微生物を見出したこ
とである。
　イネ（品種：コシヒカリ）から分

離したHerbaspirillum sp. 022S4─11株
は、イネ育苗期に問題となる細菌病で
あるイネもみ枯病（苗腐敗症）、イネ
苗立枯細菌病およびイネ褐条病に対し
て、既存の化学合成農薬と同等かそ
れ以上の高い防除効果を示すことを
明らかにした。さらに、H.frisngense
およびH.puteiにもHerbaspirillum sp. 
022S4─11株と同様に高い防除効果が
あることを確認した。これらの成果を
微生物農薬として活用していくために
特許を出願（特開2012─92093）した。
　更には、これらの成果を多くの方々、
特に多くの農大生に解説することで教
育効果も狙ったシンポジウムも開催し
た。学内外の先生方、農学科植物病理
学研究室の大学院生、学部生、さらに

本学総合研究所の皆さんのお陰で先端研究プロジェク
トが無事に終了できた。次の段階として、得られた成
果を多くの作物病害に適用させて、さらに低価格な微
生物農薬の開発につなげることが課題となった。
　そして、これらの成果を基に、新たな微生物農薬の
開発を実現するために平成25年度から始動したプロ
ジェクトが、冒頭に述べた大学発新産業創出拠点プロ
ジェクトである。本プロジェクトを実施しておよそ 1
年が経過した。詳細は述べられませんが、初年度の成
果としては、本プロジェクトの中核となる有用微生物
を種子にコートする技術を特許出願したことである。
これを弾みに、平成26年度も関係者と一丸となって研
究の推進に努めるのみである。本プロジェクトに興味
を持っていただき、新規微生物農薬の開発とその事業
化に協力、支援していただける企業や団体の皆さんか
ら、声を掛けていただけるとありがたい。

先端研究プロジェクトシンポジウム

イネ苗立枯細菌病に対する防除効果
左：無防除　中央：Herbaspirillum sp. 022S4-11株処理
右：化学合成農薬処理
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洗練された「知の空間」
　「食と農」の博物館は、世田谷キャンパスにあった
「農業資料室」と「醸造博物館」を統合、東京農大創
立100周年事業の一環として、2004年 4 月 6 日にオー
プンした。キャンパスと世田谷通りを挟んだ馬事公苑
前のケヤキ並木に面し、那須高原の芦野石とガラスを
調和させた外観が美しく洗練された建物は、緑あふれ
る憩いと癒やしの空間に溶け込んでいる。
　「食と農に触れ合ってもらうため、学術的価値を保
ちつつ、見て・感じて・記憶に残る展示を心がけてい
る」（小泉館長）。ロケーションの良さもあって、「入場
無料で農について学べるお得な日帰りスポット」と人
気があり、一日平均500～600人が訪れる。年度別の来
館者数は別表の通りで、開館 6年目の2010年秋に100
万人に達した。「知の空間」にはリピーターも多いが、
学芸員養成課程履修生にとっては博物館実習の場でも
ある。
　エントランスを入ると目につくのが、 2階からつり
下がる「敬弔　足尾銅山鉱毒被害民之大恩人　横井時
敬先生の霊」と書かれた大きなのぼり。これは、足尾
鉱毒事件に積極的に関わった東京農大育ての親の横井
時敬・初代学長が1927年（昭和 2年）に亡くなった際
に足尾の農民たちが掲げたもののレプリカ。 1階奥に
は榎本武揚、横井時敬の二人の学祖に関する資料を展
示し、東京農大の歴史を紹介している。また、世界で
初めて鈴木梅太郎博士が発見したビタミンB1の試薬や
屋久杉などの材鑑標本も展示されている。

記念企画展
　開館から2013年度までに、「食」と「農」に関わる
66の企画展示を行い、いろいろな話題を提供してきた。
2004年 4 月のオープニング記念展が「食と健康展」。
実行委員長を務めたのが現学長の髙野克己教授。東京
農大の「農」を基盤とした「食」と「健康」への取り
組みとともに、食品企業の協力を得て、食と健康に関

研究・教育実績を発信して10周年

する現代科学の最前線を紹介した。
　馬を仲立ちとして農と信仰の関係を捉えた開館10
周年記念企画展第 1 弾「農と祈り─田の馬、神の馬
─」は開催中＝写真。第 2弾として今秋に計画されて
いるのが「バイオミメティクスを超えて─昆虫などの

東京農大「食と農」の博物館

　東京農大「食と農」の博物館が開館10周年を迎えた。東京農大が100年を超す長い歴史の中で培ってきた研究
と教育の実績・知と実践の蓄積を広く社会に伝える役割を担っている。また、時々の「食」と「農」に関わる情
報を提供してきた。小泉幸道館長は「ここは地域に開かれた博物館。これからもさまざまな展示・催しなどを通
して東京農大の姿を見てもらい、さらには循環型社会への農と環境を科学する博物館としていきたい」と言う。
4月からは新館長に上原万里子・食品安全健康学科教授が就任した。

「食と農」の博物館　鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造り4階
建て。延べ面積約3,482m2。1、2階に展示室。設計は隈研吾氏

歴
代
館
長

初代（04年4月～06年3月）宮林　茂幸 森林総合科学科教授
2代（06年4月～10年3月）夏秋　啓子 国際農業開発学科教授
3代（10年4月～14年3月）小泉　幸道 醸造科学科教授
4代（14年4月～　　　 ）上原万里子 食品安全健康学科教授

「
食
と
農
」の
博
物
館

年
度
別
入
館
者

2004年度  84,454人 2010年度  164,291人
2005年度 138,165人 2011年度  152,330人
2006年度 149,851人 2012年度  165,786人
2007年度 181,331人 2013年度  166,315人
2008年度 169,088人 （2014年 3 月22日まで）
2009年度 182,183人 　合計　 1,553,794人



4 新・実学ジャーナル　2014.4

生き物や自然に学ぶものづくり─」展（10月 1 日～来
年 3月15日の予定）だ。バイオミメティクスは生物の
生態や生物が形作るものの構造を採り入れた科学技術
のこと。そのひとつが、ミツバチの作る巣の構造が軽
く、強いことに着想して考えられた正六角形または
正六角柱を隙間なく並べたハニカム（蜂の巣）構造
（honeycomb structure）。バイオミメティクスは最先
端の科学技術で、大いなる可能性と期待を集めている。
同展では、昆虫を中心とした「ものづくりの技術」を
紹介することになっている。

常設展示
　「食と農」の博物館 2階は常設展示空間。「村の古民
家」「鶏の学術標本」「酒器コレクション」「銘酒紹介コー
ナー」などで構成される。また、「食と農」の博物館は、
産業考古学学会から「日本の産業遺産300選」に選定
されている約3,000点の古農具を所蔵、スペースの関
係から「踏み車」「唐箕」「足踏み脱穀機」「糸車」の 4点
が展示されている。

＊村の古民家
　10周年にあたり、
新たに作られた。昭
和の頃までは、関東
周辺でも普通に見る
ことができた古民家
の一部を再現した。
日本の美しい四季
折々に営まれてきた
古来の生活風習が感じられる。

＊鶏の学術標本
　ニワトリの先祖
とされる野鶏 4品
種、天然記念物の指
定を受けている16品
種（うち 1品種・尾
長鶏は特別天然記念
物）を含む日本鶏26
品種、外国鶏11品種、
合わせて121体の標本が展示されている。

＊酒器コレクション
　醸造学科の創設者
である住江金之博
士のコレクション。
時々の酒の文化や地
域ごとに特徴ある
200点あまりの酒器
が並ぶ。

＊銘酒紹介コーナー
　壁一面のガラス
ケースの中に、東京
農大卒業生が蔵元の
日本酒280本がズラ
リと並ぶ。現在、日
本酒の蔵元は全国で
1,500社あるが、そ
のうち東京農大卒業
生の蔵元が 7割を占めている。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

　東京農大は東日本大震災後、「農業の復興は我々の
使命」と支援プロジェクトを立ち上げ、多くの成果を
上げてきている。本書は、被災地における農業・地域
復興に取り組んだ福島県相馬市と東京農大の 2年半の
活動の記録である。
　「第Ⅰ部・津波放射能汚染からの復興の 2年半の歩
み」「第Ⅱ部・東京農業大学東日本支援プロジェクトの
取り組みと成果」「第Ⅲ部・東京農大における震災復興
関連研究トピックス」で構成されている。第Ⅰ部から
は、未曽有の大震災に遭遇した行政の苦悩と復興に
立ち上がる決意が読み取れる。第Ⅱ部は、「東京農大

方式による津波被災農地の復
興」「放射性物質モニタリング
システムの開発と実証」「森林
除染戦略」など、プロジェク
トチームが成し遂げてきた成
果が、門間敏幸教授、後藤逸
男教授、林隆久教授ら多くの
教員によって書かれている。
また、第Ⅲ部では、「福島第
1原発事故による帰還困難区
域に放置されたダチョウの放射性物質汚染状況」「森林
生態系における放射性物質の動態」「震災により創出さ
れた干潟利用の模索」など 7つのトピックスが紹介さ
れている。
　本書は東京農大の研究支援活動を集大成したものだ
が、これからも続く支援活動に向けての熱い思いも込
められている。 （ぎょうせい、定価＝本体3,500円＋税）

東日本大震災からの真の
農業復興への挑戦

－東京農業大学と相馬市の連携－
東京農業大学・相馬市 編

掲 示 板
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　麦味噌にヤマブシタケを添加して共に発酵熟成させた結果、味噌自
体にヤマブシタケ同様の血小板凝集抑制効果が付与され、またグルタ
ミン酸が増加することで味噌の旨

うま

味
み

が著しく増進されていました。
　これはヤマブシタケを味噌製造原材料と共に熟成させることで熟成
中にヤマブシタケから効果的にグルタミン酸や血小板凝集抑制に作用
する有効成分がにじみ出て、従来の麦味噌由来のグルタミン酸に加え、
ヤマブシタケ由来のグルタミン酸も豊富に含んだ旨味と機能性の高い
味噌になったためと考えています。
　この味噌の名前は、駄

だ

洒
じゃ

落
れ

的な要素も込めて私の名前が“えぐちふ
みお”であることから『江口文味噌』としました。現在、大手百貨店
の髙島屋の催事において取引が行われているほか、常時販売していた
だいている店舗として株式会社メルカード東京農大、高崎髙島屋味百
選のコーナーなどがあります。
　この味噌は、味噌の仕込み段階よりヤマブシタケを添加することに
よりアミノ酸などの旨味をアップさせるとともに健康増進などへの効
果も実験的に検証した製品です。また、原材料の全てについて研究室
で厳選した国内生産物を用いて宮崎県霧島の加工グループに製造を委
託している産学民による連携成果物なのです。なお、多くの消費者の
ご意見なども反映し最終段階で酒精を加えて発酵を停止することなど
は一切していない無添加の味噌です。味噌などの発酵食品は健康増進
に興味をお持ちの方ばかりでなく日本人の食文化にも深く関与するも
のであり、今後の普及に期待が寄せられています。

　ヤマブシタケ（Hericium erinaceum）は近年、認知症の改善に作用す
るヘリセノンやエリナシンなどの神経成長因子合成誘導促進物質を含有す
ることが見いだされ、注目を集めているきのこです。
　さらに、抗糖尿病効果や血小板凝集抑制効果、免疫賦活成分によるNK
細胞の増多や抗腫瘍効果なども報告されており、高齢社会に伴う認知症な
どの加齢性疾患や生活習慣病などの予防と治療に役立つ食品素材としてそ
の利用価値が高まっています。
　しかしヤマブシタケは高い機能性を有するものの、有効量のヤマブシタ
ケを調理品から日常的に摂取し続けることは難しいものと考えます。また、
機能性食品として錠剤等を摂取し続けるとしても安価ではありません。そ
こで本開発製品は、日本人の日常の食生活に多く利用される「味噌」にヤ
マブシタケの特徴ある成分を添加することを目的として、 1日 2～ 3杯の
味噌汁を食していただければ有効的な量になるような加工を行いました。
　すなわちヤマブシタケ（子実体＝スーパーなどで売られている可食部）
を味噌原材料とともに発酵熟成し、ヤマブシタケの有効成分が溶け込んだ
味噌を製造したのです。
　麹歩合が高いため短期間で熟成が可能な麦味噌を仕込み、ヤマブシタケ
と味噌を共に発酵させることで得られる成分変化や機能性を検証しました。
　成分分析はホルモール窒素やアミノ酸組成など窒素成分を中心に行い、旨味の強さにおける官能評価試
験も行いました。機能性分析では日本において癌

がん

と並び三大死因と言われている心疾患、脳血管疾患の危
険因子となる血小板凝集に対する効果に着目して検討しました。

森林からの天然物を利用した製品の開発（ 1）

ヤマブシタケ入り味噌
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

機能性が高く、旨味も十分

えぐち　ふみお
東京農業大学地域環境科学部森林
総合科学科教授。日本きのこ学会
会長。2015 年ミラノ万博日本政
府館サポーター。
専門分野：林産化学、きのこ学、
木材劣化生物学。
主な研究テーマ：特用林産物の高
付加価値化への科学的解析と製品
開発。
主な著書：きのこを利用する（単
著）地人書館、科学が証明！エノ
キダイエット（単著）メディアファ
クトリー

ヤマブシタケ子実体

江口文味噌（ヤマブシタケ入り麦味噌）



東京農大農学部植物園から（16）

Begonia silletensis C.B.Clarke
シュウカイドウ科

　B. silletensisは、1997年日本植物園協会海
外事情調査で中国雲南省に行った際に現地で
採集・導入したものです。確か調査最終日に
大型のベゴニヤを 5 種ほど本園に導入するた
めに採集した記憶があります。ただし、本属
は熱帯・亜熱帯地域を中心に約2000種見られ、
中国には約180種分布し、採集・導入した種
類の同定は難しいものと考えていました。 2
年後の1999年に導入株が初開花し同定しよう
とした矢先のことでした。同年発行の書籍、
Wild Flower of Yunnan in Chinaを入手した
ところ、なんと本種の写真が表紙に使われお
り、本種を同定することができました。

　本種は根茎ベゴニヤに区分され草丈40〜
110cmと大きく、中国名の「厚壁秋海棠」か
ら分かるように葉が厚く緑色で、大きさは長
さ50cm、幅35cmに達し、花が見られない時
でも十分観賞価値があります。花期は 4 〜
5 月で根茎から出た10cmほどの花茎上部に
径 1 cm余りのピンクの花を多数咲かせます。
雲南省の標高500〜1000m付近のやや湿った
森林帯に生育し、インドまで分布するという。
国内でも一部の植物園で見ることができます
がいずれも雄株とみられ、今後、雌株の導入
が待たれます。

（東京農大農学部植物園　伊藤　健）
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