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　東京情報大（千葉市若葉区）は、千葉県佐倉市と豊かな自然と文化をもつ地域の保全と、人々のつながりによ
る地域の活性化を推進する包括連携協定を結んだ。
　東京情報大は、地域連携を教育研究の柱とし、総合的な視野から、社会の即戦力となる人材の育成に力を入れ、
情報分野におけるエキスパートを養成している。これまでに生涯学習プログラム「佐倉市民カレッジ」の講師を
派遣、総合情報学部長の原慶太郎教授が里山保全に関する審議委員会の委員を務めるなど佐倉市ともつながりが
あった。こうした協働の取り組み実績をさらに継続、発展させるため、中・長期的に連携協力を行うことを確認
することになった。
　協定は（ 1）情報の活用（ 2）環境保全（ 3）生涯
学習、人材育成（ 4）地域活性化──を柱とするもの。
今後は相互のもつ資源やネットワークなどを活用し、
連携することにより、地域社会の発展及び人材の育成
に寄与することになる。
　協定調印式は 1月26日、佐倉市役所で行われた。佐
倉市から蕨和雄市長、浦田啓充副市長が、東京情報大
からは牛久保明邦学長、原慶太郎総合情報学部長らが
出席して協定書を取り交わした。
　東京情報大は、2012年11月に千葉県香取市と「地域
連携協定」を結び、翌年 7月には千葉市との間で「地
域経済活性化に関する連携協定書」を締結している。

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

東京情報大 佐倉市と地域活性化などで連携

協定書を取り交わす牛久保学長（右）と蕨市長
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清酒消費量の減少
　日本で古くから造られている清酒は、現在では冠婚
葬祭などに欠かせないほど生活に密着している。しか
し、その消費量は1975年頃のピークを境に現在に至る
まで減少し続けている（図 1）。その要因として、消
費者が選択することできる酒類の増加、若者の酒離れ、
主な清酒消費者の高齢化、さらには景気の低迷、娯楽
の多様化にともなう酒類購入に充てられる費用の減少
などさまざまな要因が考えられるが、消費者の嗜

し

好
こう

の
多様化もその一因であると考えられる。

清酒製造と清酒酵母
　米、米麹、水を原料として発酵させて造る清酒の醪

もろみ

では、並行複発酵、高濃度仕込み、低温発酵、乳酸に
よる酸性条件など、他の酒類とは異なる清酒製造特有
の発酵環境が形成されている。清酒酵母は、そのよう
な環境下で発酵力が強く、良質の清酒を造る適性を持
つ一群の酵母である。
　かつて日本には現存する数を大きく上回る清酒製造
蔵が存在し、それぞれの立地条件（環境要因）や製造
法、使用する麹菌や蔵付き酵母の性質で特色ある清酒
が製造されてきたが、同時に造られる清酒の品質の不
安定さを招いていた。近代的な清酒製造では野生酵母
に汚染されずに良質な製品を安定して生産することを
目的に、酒母製造工程において純粋培養した優良清酒
酵母が多量に添加される。清酒の酒質は原料や製造工
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程におけるさまざまな要因によって変化するが、使用
する清酒酵母の種類も重要な要素の一つである。
　1911年以降、全国新酒鑑評会などで高い評価を得る
などして優れた性質を有すると認められた酵母が日本
醸造協会によって集められ、純粋培養されて｢きょう
かい酵母｣として頒布されている。現在では、日本で
製造される多くの清酒の製造に｢きょうかい酵母｣が使
用されているが、清酒製造用酵母の多様性という観点
では、約100年間にわたって少数の優れた酵母が多く
の蔵に使用されることで、多様な蔵付き酵母が駆逐さ
れてしまったとも言える。
　一方で、近年の消費者の嗜好の多様化に伴い清酒の
酒質の多様化が求められ、「きょうかい酵母」を基に
した薬剤耐性株取得による育種や清酒醪からの変異株
の分離が試みられている。また既存の酵母からの育種
ではなく、新たな清酒酵母を自然界から分離すること
も試みられている。しかし、自然界では酵母の中でも
特定のビタミンを要求しないものが支配的であるた
め、新たな清酒酵母の取得には分離方法の工夫が必要
である。

個性豊かな酵母取得の試み
　我々は約15年間にわたり清酒醪で十分なアルコール
発酵能を有し、個性的な清酒を製造できる清酒製造用
酵母の探索を続けている。酵母の分離源として、消費
者の身近に存在し、日本各地でその地域を象徴する場
合があり、さらに商品とした際にイメージが良く、そ

図 1　清酒の課税出荷量推移



2 新・実学ジャーナル　2015.3

れらに加えて酵母が存在する可能性が高い糖源（蜜）
を有する花に着目し、得られた酵母を世に送り出して
きた。現在では我々と同じ着眼点から、県の技術セン
ターによる地域産業の活性化や地域ブランド創出の試
みの一環として、また実験の試み易さから高校生の生
物部などの活動の一環として酵母の分離が広く試みら
れているが、それら試みの分離効率は大抵低い。また、
取得された酵母の中には、清酒製造においてアルコー
ル度数が十分に上昇しないため、低アルコール清酒の
製造などにその用途が限られてしまうものも存在す
る。
　その一方、我々は現在まで分離法の改良を試み続け、
清酒醪で「きょうかい酵母」と同等のアルコール発酵
能を有する酵母の分離を容易に成し遂げられるように
なっている。現在では、数多く取得される酵母それぞ
れの個性（醸造特性や醸す清酒の風味）を把握し、優
れた酒質の清酒を醸す可能性を有する酵母を選抜後
（図 2）、新規の清酒製造用酵母として実用化を試みて
いる。

分離酵母とその個性
　花から分離した清酒製造用酵母を用いた小仕込み試
験による製成酒の分析結果をもとに、カプロン酸エチ
ル、酢酸イソアミル、リンゴ酸の 3つの成分に着目し
て紹介する。カプロン酸エチルと酢酸イソアミルはと
もに清酒の吟醸香と呼ばれる香りの成分で、カプロン
酸エチルはリンゴや洋ナシの香りに、酢酸イソアミル
はバナナの香りに例えられ、リンゴ酸はさわやかな酸
味を清酒に付与する。これら 3つの成分は清酒を飲む
際に直感的に感じられやすい清酒の基本的な風味を形
成しているが、 3つの成分が同じ傾向を示す清酒を醸
す酵母でも、実際にはその他の成分によって異なる味
わいの清酒となる。
　例えば、アベリアの花から分離されたAB 2 株で醸

される清酒は、酢酸イソアミルの含有量が少ないが、
カプロン酸エチルとリンゴ酸の含有量が多くなる。そ
のため、華やかなリンゴや洋ナシのような吟醸香があ
り、甘みの中に爽やかな酸味が感じられるキレのある
酒質になる傾向がある（図 3）。

分離酵母の実用化
　分離酵母がどのような酒質の清酒を醸すことができ
るのかの傾向は、研究室で行う小仕込み試験で知るこ
とができる。しかし実際に製品となりうるかは実際に
蔵での仕込みを行う必要がある。清酒製造蔵における
清酒製造では研究室で行う試験の百倍以上の原料で仕
込み、作業も熟練した蔵人によってなされるため、製
成酒の酒質はより洗練されたものとなる。また、それ
ぞれの蔵の製造方法や原料によって、同じ酵母を用い
ても味わいの異なる清酒となる。そこで、当研究室の
分離酵母を世に広めることを目的に結成された花酵母
研究会（http://www.hanakoubo.jp/）の会員蔵に依頼
し、仕込みを行っていただいている。造られた清酒は、
花酵母研究会の勉強会にて研究会会員による利き酒で
評価され、興味をもった会員蔵によって酵母が使用さ
れ製品化されることになる。

分離酵母の今後
　我々が分離した酵母は、既存の清酒酵母が醸すこと
ができない特徴ある風味の清酒を醸す。さらに分離酵
母の中には、焼酎・泡盛・ビールの醪環境に適応する
ものも存在するため、種々の酒類製造への応用、さら
には酵母を用いる発酵食品製造への応用が期待され
る。同時に清酒酵母に関するさまざまな学術的研究に
とってもこれらの酵母は有用であり、清酒酵母の特性
や醸される清酒のある特定の風味と遺伝子の相関関係
の解明などに今度取り組みたい。

産膜形成試験 ビタミン要求性試験
TTC還元性試験 小規模発酵試験
形態・増殖形式観察 小仕込み試験
炭素源発酵性試験 26S rDNA D1/D2領域
炭素源資化性試験 DNA配列解析
窒素源資化性試験 ITS領域DNA配列解析

25℃
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集積培地
麹汁培地（Brix18°）
乳酸（pH 3－3.5）
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図 2　新規清酒製造用酵母の分離

図 3　新規清酒製造用酵母が醸す清酒の傾向
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そうま復興米
　これまでの東日本支援プロジェクトの大きな成果の
ひとつが「そうま復興米」。
　東日本支援プロジェクト土壌肥料チームの後藤逸
男・応用生物科学部教授による「東京農大方式＝そう
ま方式」（津波被災水田の土壌調査を経た後、「カリウ
ムを豊富に含む津波土砂を取り除かずに元の土壌と混
ぜて、雨による除塩をする」「転炉スラグを土壌改良資
材として用いる」）で水田を復元。大震災翌年の2012
年には相馬市岩子地区の1.7haで稲作が再開された。
2013年には50haに広がり、2014年は200ha増え（前年
分と合わせると250ha）、昨年秋に約1,000㌧の玄米を
収穫した。収量も震災前に比べて劣ることなく、土壌
が回復したことを示している。2015年も新たに200ha
で作付けされる見込み。これで、津波被災水田のほぼ
半分に当たる約500haが復活することになり、やむな
く復旧を断念した水田や、防風林やメガソーラー（太
陽光発電）用地など他の用途への転換を余儀なくされ
た水田を除けば、津波被災水田の復旧はほぼ終了する
ことになる。
　「東京農大方式」による復旧水田で収穫された米は
「そうま復興米」と名付けられ、2012年から 3年間、
東京農大の収穫祭で販売された。また、地産地消の推
進・消費拡大を目指し「そうま復興米をみんなで食べ
よう」と、東京農大が昨年収穫された新米10㌧をＪＡ
そうまから買い上げ、相馬市内の全市立小、中学校の
保護者と教職員らに贈った。「そうま復興米」は福島
県による全量全袋検査、東京農大の精密な放射能検査
をすべてパスしている安全な米。昨年11月25日に相馬
市役所で行われた贈呈式には立谷秀清市長とともに門
間教授と後藤教授らが出席した。
　また、「広報そうま」の昨年10月号には「東京農大
と農家、ＪＡそうま、相馬市の連携による被災水田の
復興」が特集された。その中で、門間教授は「『そう
ま復興米』には相馬の田んぼでとれた米を相馬市民に
もう一度食べてもらいたい。先祖から受け継いだ相馬
の肥沃な大地を子孫に残したいという思いがこもって

真の復興に向けた第２ステージ

いる」と記し、後藤教授は「安全安心な『そうま復興
米』をみんなで食べよう！　そして相馬の農業の完全
復興を！」とのメッセージを寄せている。

真の復興への緊急課題
　相馬市の農業復興は着実に進展しているが、長期的
に取り組まなければならない課題も多い。
　プロジェクトリーダーの門間教授は、本格的復興で
ある第 2ステージ移行にあたり、緊急の課題として①
農業法人の経営確立のための支援、②相馬農業の将来
の担い手の育成、③放射能汚染地域の農業の再構築／
放射能風評被害対策──を挙げている。
■農業法人の経営確立のための支援
　農業経営をどう展開していくかを探る中、相馬市に
は、大豆の集団転作を目的にした 3農業法人とイチゴ
栽培の復興を目指した 1農業法人、そのほかに 1つの
農業法人が存在する。ただ、農業法人はそれぞれの課
題を抱えている。「予想以上に農地が集まり、規模が
大きくなりすぎて対応が不十分」「大豆栽培にこだわら
ずに、米も作ってほしい」──などの声に対して門間
教授は「将来的には法人が稲作を含めた地域農業をサ
ポートしていくことを目指している」と答えている。
また、過渡的対応として「農業法人が十分に力をつけ
て地域農業の担い手となるまでの間は、地域の人たち
で稲作を続ける組織を作って、『集落営農』をしても

東京農大東日本支援プロジェクト in 相馬

　 3・11東日本大震災後の2011年 4 月に、「農業の復興は東京農大の使命」と福島県相馬市を拠点に東京農大東
日本支援プロジェクト（プロジェクトリーダー＝門間敏幸・国際食料情報学部教授）が立ち上げられて間もなく
4年が過ぎようとしている。大地震、大津波、放射能という未曽有の被害に立ち向かう現地の人々とともに復旧
に努め、東京農大の持つノウハウが生かされ多くの成果を上げている。そして今、相馬市での復興プロジェクト
は、復旧段階から本格的復興である第 2ステージへと移り、相馬の新たな農業の創造に向けての支援活動が始ま
ろうとしている。

「そうま復興米」の贈呈式で＝右から後藤教授、立谷市長、門間教授
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業者の不安除去につながっ
た。門間教授の行った調査で
は「農産物の風評による被害
は 3 割。『福島産というだけ
で買わない』『他県産と同じ価
格だったら買わない』『安けれ
ば買う』がそれぞれ 1割」だ
という。風評被害を克服する
には「作って→測って→出た
ら出さない（汚染収穫物は絶
対市場に回さない）をやり続

けるしかない」と言い切る。風評は忘れられることで
被害もうせていくが、原発の汚染水問題がひとたび報
じられると、薄められていた風評がよみがえってしま
うのが厄介だ。技術では克服できないもどかしさが常
につきまとう。機会あるごとに正しい情報を伝えるこ
とに尽きるのかもしれない。

相馬農業の未来
　東日本支援プロジェクトは相馬市、地元の農家など
から大きな期待と信頼が寄せられてきた。それは、「震
災からの復興に向けて農業技術者、研究者が総力を注
ぎこまなければならない」中で、東京農大がその先駆
けとなって果たしてきた役割が評価されているからに
違いない。市長から感謝のビデオメッセージが届けら
れたりもした。また、「東日本支援プロジェクトは、
研究成果の普及・実践を目的に、毎年現地で報告会を
開いているが、多くの農家の人たちが足を運んでくる
ことからも、我々に対する思いが伝わってくる。『農
業のことは東京農大に聞け』が合言葉になっている」
という。
　門間、後藤の両教授は 3月末に定年退職となる。門
間教授は「これから第 2ステージ。新しい農業を創っ
ていくのに東京農大はどう貢献できるか。農業法人経
営の在り方を示し、新しい相馬の農業の形を提案し、
新しい相馬の農業を支える人材を育てていくことにも
力を尽くさなければならない。一方、技術の面では、
土に依存しない農業とか、米以外にどのような作物を
導入していくか、 6次産業化による付加価値の高い農
業をつくることが課せられてくる。さらに森林の復興
にと、これからが本番。各学部が持つ能力を集めての
支援が必要になる」と話している。農地、森林の再生
と地域再興には多くの時間を要する。東日本支援プロ
ジェクトの挑戦はこれからも続く。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）
注：  東京農大東日本支援プロジェクトの活動に関しては、「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・相馬市編、
ぎょうせい）が2014年 3 月に出版されている。また、新実学ジャー
ナルの昨年 5、 6、 7 + 8 月号（110～112号）で、門間教授に
よる「東日本支援プロジェクト 3 年間の経験を伝える」を連載
している。

らいたい」という。当然、地域の合意がなければなら
ないが、「農業法人がいくつか成立し、その周りに10
～ 20haの専業農家が存在する。その両者が連携する」
といったものが、相馬の農業の未来像として描かれる。
「大規模農家は稲作を専業とし、転作対応は農業法人
が行うといった仕掛けづくりを考えている」といい、
東京農大としては、福島県、相馬市、農協と連携して、
さまざまな話し合いの場で地元農家へのアドバイスを
続けていく。
■相馬農業の将来の担い手の育成
　最初に設立された農業法人のひとつ「飯豊ファーム」
は既に 2人の若い農業者を雇用している。そうした将
来の相馬の農業を支える若者のトレーニングや、年間
を通した就農を実現することが必要となってくる。相
馬市からは「若い人を対象にした能力開発のための講
座を開いてくれないか」といった要請もある。ただ、
高齢化に伴う後継農業者不足、新規就農者確保の難し
さといったプロジェクトでは解決できない問題も横た
わっている。
■放射能汚染地域の農業の再構築／風評被害対策
　東京農大としては放射能対策として三つの取り組み
を行っている。
　一つが土壌管理の視点から「放射能をいかに作物に
吸収させないか」の後藤教授のグループ。これはカリ
ウムとゼオライトを組み合わせて施用することで、吸
収を抑制する方法がほぼ確立されている。今後は地域
の要望を受け、米以外の、いろいろな作物で試みるこ
とになる。昨年11月 1 日、農大アカデミアセンター横
井講堂で開かれた「東日本大震災復興支援シンポジウ
ム─放射能汚染に悩む福島の現状と将来を考える─」
で、後藤教授は「農作物の放射能汚染対策は土づくり
から」と題した報告を行った。
　二つ目が林隆久・応用生物科学部教授の森林復元グ
ループ。樹木が吸収した放射性セシウムが徐々に木の
内部に移行することから樹木からの排出、除染技術の
開発を進めている。現地の要請のひとつに、特産品で
ある干し柿の一種「あんぽ柿」の除染がある。あんぽ
柿は乾燥させるため放射能が濃縮されてしまう。実の
成る前に柿の木からいかに除染するかといった難題に
チャレンジしている。また、森林の除染はほとんどや
られていないのが実情。しかし、50年、100年と放置
されてよい訳はなく、除染方法の確立が急がれる。林
隆久教授は同シンポジウムで「農作物・樹木中でのセ
シウムの動きと除染方法」の報告を行っている。
　三つ目が同シンポジウムで「放射能風評問題の現状
と今後の動き─いかに対応するか─」を報告した門間
教授らの取り組み。玉野地区全域で行ってきた農地 1
筆ごとの放射能モニタリングシステムは完成し、デー
タベース化され、「作っても売れるのか」といった農

林教授（昨年11月のシン
ポジウムで）
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　また、東日本大震災に伴う大津波により東北地方と関東地方の太平洋
沿岸部の農地は塩害被害を受けました。2011年秋に仙台市の塩分 1％を
超える塩害水田に紙残

ざん

渣
さ

及び微細藻類を用いた開発資材を投入し、 4週
間の実証試験を行って土壌塩分濃度
が作付け可能な0.1％以下に改善さ
せることに成功しました。すなわち、
紙の製造工程で発生するミネラル緩
衝作用を有する紙残渣と塩分吸収能
の高い藍藻類であるフォルミジウム
を用いた開発資材が除塩に効果的であることが見いだされました。
　塩害の改善のみならず農作物の収量を増やし、味や機能性などの品
質向上を目的として、きのこの廃菌床堆肥や微細藻類を応用した土壌
改良剤の研究開発を行っています。開発資材は、熊本、福岡、宮城、
群馬、茨城、千葉、埼玉、新潟の各地で生産される米、小麦、ニンジン、
ナス、イチゴ、ジャガイモ、タマネギなどの農産物と観賞用のランや
林木肥培で効果が確認されました。その効果は、中国の塩害・アルカ
リ性土壌の改良試験にも使用され、多くの成果が得られています。
　きのこの廃菌床や微細藻類の応用研究では、有機物を活用した作物
栽培の新規高付加価値生産技術の確立を目指しています。これらの研
究は日本の農林水産業の更なる振興とともに日本の経済波及効果や生
産者の栽培意欲向上のための一助になればと考え、今後も精力的に実
施していきたいと思います。

　林産製造学の基礎を駆使して「森林からの天然物を利用した製品開発」
を目的とした実学・応用研究を続ける中で、貝化石やカキ殻粉末を培地
に添加することで、カルシウムや鉄が多く含まれるきのこの栽培が可能
となりました。
　2011年 3 月11日に発生した東日本大震災に伴って東京電力福島第一原
子力発電所からの放射性物質が漏れ拡散しました。きのこ生産資材も大
きな被害を受けています。培地資材からきのこへの汚染の移行を軽減さ
せるための栽培技術開発も実施しています。そして、貝化石などの天然
物を菌床培地に 5 ～ 10％程度添加すると培地からきのこへの放射性セ
シウムの移行を大幅に軽減させることが可能になることも明らかにしま
した。
　林産製造に関する応用技術は、きのこなどの栽培にとどまらず、ワサ
ビや山菜、木炭、竹の子、木材の材質改良、紙やパルプの製造にも関連
しています。また、きのこの抽出成分や樹木の材部、根部などから抽出
した成分を利用した入浴剤の新規開発の可能性などについても研究を
行っています。

森林からの天然物を利用した製品の開発（10）

林産製造学を復興に生かす
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

きのこの廃菌床堆肥や微細藻類を応用した土壌改良剤の開発

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

写真 1　 培地栄養源を変えて栽培
されるマンネンタケ

写真 2　フォルミジウム紙残渣



東京農大農学部植物園から（25）

ツバキカンザクラ
Cerasus × introrsa ‘Tsubaki‒kan’

バラ科

　毎年のことですが、サクラの開花が近づい
てくると日本各地で「いつ咲くか」、「もう咲
いた」とかとサクラ開花情報が飛び交います。
近年、早咲きの桜として有名となったカワヅ
ザクラC. lannesiana ‘Kawazu─zakura’ を見
るために、伊豆河津町には 1カ月ほどの開花
期に100万の人が訪れるとか。それほどに日
本人は本格的な春の訪れを告げるサクラの開
花を待っています。厚木キャンパスにもカワ
ヅザクラは植栽されていて、 3月の中旬に開
花しますが、それとほぼ同時期に咲くサクラ
がもう 1種あります。ツバキカンザクラです。
四国松山の伊予豆比古命（いよずひこのみこ
と）神社（別名：椿宮）に原木があることか

らツバキカンザクラと呼ばれ、シナミザクラ
（支那実桜）C. pseudocerasusとカンヒザクラ
（寒緋桜）C. campanulataの交雑種と考えら
れています。愛媛県などでは比較的多く植栽
されていると聞きますが、東京周辺では比較
的珍しい早咲きのサクラです。つぼみは紅色
で、開花すると花径は 3 cmほどの中輪で、
紅色が強く、密に花をつけるので満開時は華
麗で、初美人（ハツビジン）とも呼ばれます。
雄しべが長く、花弁は内側に曲がるのが特徴
とされています。満開時にはヒヨドリなどが
飛んで来て盛んに蜜を花の横からついばみ、
樹の下に落下した多数の花が見られます。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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