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　東京農大厚木キャンパスで収穫祭（10月31日～ 11月 1 日）を飾る「だいこん 1万本アートプロジェクト」が
進行している。ダイコンの葉の色で「WELCOME」の巨大文字を描き出そうというもの。“キャンバス”（80m
×27m）となっているのは、正門南側の旧ブドウ畑。地の緑部分に青首系の品種を使い、文字を赤色系の品種を
用いて“描く”ことでくっきりと際立たせる。
　農学部農学科の高畑健助教をリーダーに 8月中旬から本格的作業に着手、大学院生、学部生、農場技術練習生、
教職員が力を合わせて整地、畝

うね

立て、種まきを行った（写真㊦㊧はマルチ張り作業の様子＝ 8月20日撮影。同㊨
は種まきの様子＝28日撮影）。この“キャンバス”は正門バス停から見下ろすことができ、文字通り収穫祭に訪
れる人たちを歓迎することになる。
　＊世田谷キャンパスの収穫祭は10月30日～ 11月 1 日。
　＊オホーツクキャンパスの収穫祭は10月11 ～ 12日。

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

厚木キャンパス収穫祭にだいこんアート
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図 2は『江戸名所図会』高田馬場である。
　名前の通り、画面左手には武士の調練用の馬場と
なっており、弓道の的も見て取れる。築山様の土居に

「花」の文化はビジネスチャンス
　江戸のまちは緑豊かな庭園都市ともいわれる。「武
都」といわれたように大名屋敷（上・中・下・抱）な
どの武家地が約50％を占めており、庶民の土地は約
15％の17km2に約50万人、実に人口密度は約 3万人/
km2と現在の世田谷区（約88万人、58km2：1.5万人/
km2）の 2倍の過密状態という特異な都市構造の上に
存在していた。
　現在、「公園」といえば、行政＝官が造ってくれる
ものと誰もが信じて疑わない。事実、江戸幕府も八代
将軍吉宗は、墨堤（墨田区）、飛鳥山（北区）、御殿山
（品川区）、小金井には「桜」を中野には「桃」を植栽
した。これはいずれも日本橋を起点として約 2里
（ 8 km）、それも江戸のまちの外縁部に計画的に配置
されている。その背景には「米将軍」と揶

や

揄
ゆ

され、一
揆や打ちこわしといった政治・経済問題に苦しんだ吉
宗が英断した庶民に対する緑による行政アピールだっ
たといえる。
　しかし、庶民にとっては抑圧された社会生活の中で
大いに花見を楽しんだことは言うまでもなく、その様
子は浮世絵などに多く登場している。
　こうした幕府がつくった官立の名所よりもむしろ多
いのが庶民や寺社が造った名所である。『江戸名所花
暦』、『江戸名所図会』といった当時の案内本は印刷技
術の発展とともに各種出版された。単に花を植えた名
所ではない。品種改良に心血を注ぎ、時には俳人など
の文化人を招き句会や月見などイベントの企画も盛ん
に行う。当然、人が集まれば「カネ」も集まる。
　「花」は正にビジネスチャンスでもあった。

江戸の多機能な緑環境～現在のまちを再考！
図 1は『江戸名所図会』の中の落合の蛍、現在でい

えば新宿区下落合二丁目あたりだろうか。まだ墨摺
ず

り
のために色彩は想像するしかないものの、田んぼの中
を蛍が飛びまわり、老いも若きも竹や団

うちわ

扇を振りかざ
し、蛍狩りを楽しんでいる。
　生産第一、品質確保のための農薬や化学肥料などの
使用がこのような情景を日本各地から消滅させたこと
は誰もが認識している。江戸の昔であれば生産の場が
時に名所にも変貌する。単一主義ではなく多機能な空
間構成が江戸のまちの特徴でもある。

江戸の造園文化×醸造文化
－「朝顔」からはじまった研究の融合－
東京農業大学　地域環境科学部　教授　服部　勉

はっとり　つとむ
1965年東京都生まれ
東京農業大学大学院農学研究科
農学専攻博士後期課程修了。東
京農業大学地域環境科学部造園
科学科（ガーデンデザイン研究
室）教授。博士（農学）。
専門分野：造園史
主な研究テーマ：庭園などの歴
史的空間の保全と利活用、日本
庭園のマネージメント
主な著書：「造園を読む」（彰国
社）、「江戸大名庭園の魅力」（東
京農業大学出版会）他

図 1　「落合蛍」（『江戸名所図会』）

図 2　「高田馬場」（『江戸名所図会』）
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　醸造の先生方のご努力の結果、効率良く清酒製造用
酵母を分離出来るようになったといっても、その確率
（取得率）は何と 7 ％程度（麹菌由来の抗菌物質を使
用しなければ数百～数千万分の 1の確率）という。「変
化朝顔」も、種をまけば変わった花が咲くという単純
なものではなく、正にその確率は清酒製造用酵母とほ
ぼ同程度の困難さを伴う。

「黄柳葉濃紫車絞覆輪撫子采咲牡丹」？
写真 2の濱田さんが手に持つ変化朝顔の名称は「黄柳

葉濃紫車絞覆輪撫子采咲牡丹」。
　まるで落語「寿

じ ゅ げ む

限無」かお経の一部である。
　これは朝顔の遺伝子情報を葉・花の形態・色・咲き
方などで示したもので、例え葉が「黄柳葉」となって
も一重の「撫子采咲」か、八重咲きの「撫子采咲牡丹」
となるかは開花しなければわからない。これ以外にも
「黄掬水爪龍葉茶風鈴獅子咲牡丹」「青斑入握爪龍葉淡
藤鼠風鈴獅子咲牡丹」「黄柳葉白撫子采咲牡丹」「黄斑入
縮緬葉赤吹掛絞台咲」「黄縮緬立田芝船葉瑠璃筒白総鳥
甲噴上車咲牡丹」の 5種類、また江戸から続く大輪咲
も渋い茶色の「団十郎」をはじめ黄蝉葉系統 9種類、
葡萄鼠色の「松の秋」など 5種類などを栽培中。
　学生が取り持つ今回の研究は、正に「花好摸」（摸＝
「さぐり求める」の意味）である。

は、松が植えられ、馬場と往来との空間分離には無粋
な柵や塀を設けずに松並木として効果的な空間演出を
醸している。
　更に右下の茶屋には軒から縁台上に藤棚が設えられ
ており、茶屋で一服するひとたちの日除けとともに往
来を行く人たちの目を楽しませる多機能な「緑環境」
にもなっている。

園芸（花・緑）は文化、美意識の証し
写真 1はいずれも我が家で咲かせた「変化朝顔」の

一例である。このような珍花奇木は朝顔以外にも花だ
けでなく、葉の僅かな変化（斑入り、葉の形が変化し
たものなど）したものが江戸時代には全盛を誇り珍重
され、『草木錦葉集』などの図譜に収められている。
　このような植物が何故好まれたのか。当時のひとた
ちの中にはこれらの植物を物珍しさから投機的対象と
して扱ったものも少なくない。
　しかし、これらの植物を愛したひとたちが多く存在
していた事実は、長時間の鑑賞や美しさに堪えうる
「美」を理解できる「審美眼と意識」が当時の多くの
日本人の根底に深く潜んでおり、園芸＝文化という図
式が認識されていた証しでもある。

造園×醸造＝農大に新たな“夢”が開くか
「花酵母」
　造園と花酵母？！と思われる方が正直な感想だろう。
短期大学部醸造学科・酒類学研究室で「花」を分離源
として用いて分離した一連の清酒製造用酵母（花酵母）
は、ほとんど自然界には存在せず、分離することは非
常に困難との話を伺った。
　特に「花酵母」を集める最初のハードルが「いかに
花を集めるか」とのこと。私が部長を務める茶道部に
酒類学研究室の數岡孝幸先生のもとで花酵母の研究を
続けている濱田成樹さん（醸造科学科 4年）がいる。
その濱田さんから「どこかで良い花を集める方法はな
いでしょうか」との相談を受けたことから始まったの
が、「江戸の伝統園芸植物『変化朝顔』を栽培し、そこ
から花酵母を分離しよう」というプロジェクトである。

写真 1　変化朝顔　左：親牡丹（種が出来ない不稔性）　中央：采咲牡丹（不稔性）　右：台咲（種が出来る）

写真 2　変化朝顔を「愛培中」の濱田成樹さん
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小菅村との連携
　東京農大は、2001年から小菅村、住民、関連企業と
連携して、森林再生事業に取り組んでいた。そして、「源
流域を訪れることによって地域が抱える問題を地域と
共に考え、農林業を中心としたさまざまな体験実習を
して、地域再生に貢献できる人材を育成しよう」と、
多摩川源流大学が2006年10月に設立された。この年、
東京農大と小菅村は包括連携協定を結んだ。現地校舎
となったのは源流の間伐材を利用してリニューアルさ
れた旧小菅小学校白沢分校＝写真㊦＝で、翌年 5月に
開校式を行っている。開校式で、大澤貫寿東京農大学
長（当時）は「東京農大には実学主義による豊かな頭
脳と蓄積がある。源流大学の体験学習は、さらに知恵
として進化させる有効な機会である。源流域との信頼
ある関係を持続させながら、豊かな自然と文化を持続
的に発展させてゆくモデルとなる可能性に期待する」
と述べている。
　山梨県東北端に位置している小菅村は秩父多摩国
立公園内にあり、東西14km、南北 7 km、総面積は
5,265ha、森林が総面積の95％を占め、約 3割にあ
たる1,630haが東京都の水源かん養林。人口は1955
年（昭和30年）の2,245人をピークに、その後、少
子高齢化が進み2005年（平成17年）に1,000人を割り、
2015年 8 月 1 日現在、341世帯732人。高齢化率は
44.81％。河川の源流域に位置する自治体が一体と
なって、国や社会に対して、政策提言や新しい暮ら
し方を提案し実現することを目的に2005年に設立さ
れた「全国源流の郷協議会」に加盟している（今年
4月 1日現在、11県21市町村）。同協議会は昨年春、
源流域の過疎化と森林荒廃のために国土が重大な危

機に直面している現状を訴える「源流白書」を発刊
した。

地域の生業をまるごと体験
　多摩川源流大学は、多様な専門分野の学生による体
験教育（農環境教育）であり学年、学部を越えて選択
できる特別講義。
■基礎コース（ 1年目。カリキュラムは今年度）
　 4月のガイダンスから始まり、 7月にかけて「小菅
村概論」「他地域の地域づくりについて」「景観づくりと
制度」「地域を紹介する発信力」「企業による森づくり」
「森林・林業の常識・非常識」「地域資源を使ったブラ
ンディングデザイン」「木を使った文化　暮らしの継承
について」──など専門家を講師に招き、13の座学を
実施した（世田谷キャンパス）。
　小菅村での実習（ 1泊 2日）は「春」（ 3回）、「夏」（ 3
回）、「秋・冬」（ 4回）の季節ごとに行われ、学生は各
季節 1回ずつの計 3回体験しなければならない。
■応用コース（ 2年目。同）
　基礎コース修了者を対象にしたレベルアップコー
ス。テーマは「小菅村の鳥獣害について学ぶ！」。 4
～ 12月にかけて月 1 ～ 2回の座学と 4回の実習を行
う。今年度は、狩猟肉を使った商品開発をめざす。
　さらに、応用コース修了後の 3年目に選択できる「エ
キスパートコース」がある。同コースは、学生自らが
テーマを設定して、実習を行う。卒論準備のために受
講するケースが多い。
　学生たちの体験学習を指導するのは東京農大や他大
学の教師陣ばかりではない。村には生活の中で培われ
た多くの技・知恵を持つ住民が講師として活躍してい
る。多摩川源流大学の体験実習の意図・目標などを説
明する「住民講師養成講座」を年に 1回開催しており、
現在約70人が登録されている。学生たちは、住民講師

存続危機にある源流域の再生
東京農大多摩川源流大学

　東京農大の人材育成教育プラグラムである多摩川源流大学は、山梨県小菅村を学びの場として体験実習を
行っている。「源流域の自然資源や文化を学生が体験する実践教育を行うとともに、大学と源流域の知恵を融
合することによって、過疎化や少子高齢化に悩む源流域を再生するというプロジェクト」（本誌44号・2007年 7
＋ 8月号「多摩川源流大学」が開校／地域環境科学部森林総合科学科・宮林茂幸教授）。元来、水の流れが文
化圏を生む。「源流域で学び、地域づくりの原点の創造」と、取り組みを始めてから間もなく10年を迎える。

多摩川源流大学受講学生数（年度別）

08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 計

基礎コース 88人 78人 54人 59人 45人 39人 73人 63人 499人

応用コース 20人 31人 26人 23人 10人 13人 19人 18人 160人
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されるようになり、村の生活に溶け込んでいる」（森林
総合科学科学術研究員・杉野卓也さん）。
　農村が自然体験などで地域づくりを進める際、農林
業、食文化などの各分野で実績のある東京農大と連携
する意義は大きい。これまでに開いたフォーラムに参
加した小菅村の関係者から「村民たちは暮らしの中で
身に着けた知恵や技術が学生の学習に役立つことを知
り、自信を得、元気を取り戻した」とか「少子高齢化
の進む村が明るくなった」「多摩川源流大学に関わるこ
とで、村の自然や伝統的な文化に関心を持つように
なった」「放置されていた農地、山林が蘇った」などの
声が聞かれた。
　多摩川源流大学に開校時から関わっている杉野さん
は「これまでの成果は小菅村の受け入れ努力があれば
こそ。地域づくりには『地域をめざす学生を増やす』
ことが大事だが、『地域を知る学生を増やす』ことも
大事。都市に住んでいても農村を支えることは可能な
わけで、地域の視点を養うことが重要だと思う。これ
までの座学、体験学習の内容を検証して将来に生かし
たい」と言う。また、「『村の素材を使った新商品や新
産業を生み出して源流の地域再生・地域活性をもたら
してほしい』という要望もあり、これからも、源流の
特性を生かした村づくりに力を注ぎたい。そして、流
域の地域、大学とのつながりを広げて源流大学コン
ソーシアムを実現したい」と、今後の構想を語った。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

から厳しい自然条件の土地にあった農機具や作業など
を学ぶ。
　「森林の適正な保全、管理、利用」「急峻で、狭いと
いう地形的条件における農業」「自然景観と文化景観の
調和」──村での生活は全てが教科書だ。都会では体
験できない地域の生業をまるごと体験することは学生
たちにとって大きな財産になる。

◆
　学生ばかりでなく、一般の人たちも多摩川源流大学
で自然体験をすることができる。
　東京農大エクステンションセンターのオープンカ
レッジには2008年から「環境体験学習・多摩川源流大
学」が講座のひとつとして開催され、その後も年間を
通し、鉄砲ぶち（猟師）と山を歩くコースなど一般の
人も参加できるさまざまプログラムを行っている。
2015年度前期講座（ 4 ～ 8月）では「春の源流沢歩き」
と「多摩川源流大学でキャンプ」が行われた。また、
後期（ 9月～来年 3月）には「秋の源流沢歩き」と「小
菅村で学ぶ食材を救う知恵と、シェフが振る舞う持ち
寄りの食材シェアパーティー」、「鉄砲ぶちと山歩き」
が企画されている。

寄せられる期待
　小菅村は「源流の村」として活性化に努めているが、
林業、農業の後継者は年々減少し、過疎高齢化してい
る典型的な農山村。厳しい環境の中にあって、多摩川
源流大学は、感受性・創造性豊かな学生たちを育むと
ともに、上下流域住民間の相互連携、源流域の活性化
にも貢献している。
　多摩川源流大学には受講した学生をはじめ、他のイ
ベントなどに参加した学生（他大学含む）の入込数が
一昨年、昨年とも延べ2,000人を超えた。「山奥の小さ
な村にこれだけの若者が訪れていることだけでも、経
済効果をもたらし、村にエネルギーを生み出している。
また、多摩川源流大学の関係者 8人をはじめ村に定住
した者もいる。山作業を手伝ったりして村民から信頼

掲 示 板

　東京農大地域環境科学部の麻生恵学部長をはじめ全
教員が著者となって作成した大学をめざす若者への
メッセージ本。同学部には「森林総合科学科」「生産環
境工学科」「造園科学科」の 3学科がある。自然と人間
が共生できる循環型社会を追究する各学科の教員たち
が「はかる」「つくる」「えがく・そだてる」のキーワー
ドを柱にして、それぞれの研究分野・方法・実績など
を紹介。「的確に環境を保護、保全、再生、創造する

ためには正確に測る・量る・
計る」▽「街・森などの空
間だけでなく、人と人、人
と自然のつながりをつく
る」▽「はかった後、つく
るために計画・設計図をえ
がく。そして環境人をそだ
て、街や風土にねざした農
村をそだてる」ことなどが
写真やイラストを使って紹
介され、地域環境科学を学ぶ楽しさを教えてくれる。
（東京農大出版会。A4判96㌻。定価本体1,500円＋税）

はかる　つくる　えがく・そだてる
みどりの地域を育む～地域環境科学がわかる本

ジャガイモの植え付け
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　鹿児島県沖永良部島では、温暖な気候をいかし無農薬で栽培する理念のもとアラゲキクラゲなどのきの
こが生産されている。今井宏毅氏が社長を務める沖永良部きのこ株式会社のアラゲキクラゲ生産には、沖
永良部島特産のサトウキビの葉やバカス（砂糖を搾り取った残

ざ ん さ

渣）が活用されている。アラゲキクラゲの
機能性と、その効果をいかした 6次産業への取り組みを視野に入れた加工食品の開発も行われている。バ
カスを培地とした菌床から発生した子実体は、木粉、稲わらなどの菌床培地よりも機能性評価によるいく
つかの数値が良好であった。離島における 6次産業への取り組みを目的とした開発商品“きくらげ佃煮”
は生の子実体とほぼ同等の機能性効果を有していることもわかった。こうしたアラゲキクラゲなどの事例
研究と同様に機能性を科学的に検証し、地域活性化を東京農業大学の技術力でサポートし日本の産業振興
に貢献したいと考える。

　キクラゲやアラゲキクラゲは、春から秋に広葉樹の倒木や枯れ枝に
発生する。主に日本、中国、韓国、フィリピン、タイ、マレーシアな
どの東南アジアや北米、南米など世界の温帯から熱帯の地域で広く観
察することができる。我が国での一般的な栽培方式は、広葉樹木粉に
栄養剤（コメ糠やフスマなど）を添加した培地で生産される。空調管
理施設を施さないハウスを活用し、夏場の比較的気温の高い時期など
に生産を行う農家も見られる。日本で流通される乾燥したキクラゲや
アラゲキクラゲは、その多くが中国産であるが、生産者の顔の見える
鮮度の高いきのこを購入したいという消費者の要望が増えていること
も事実である。

天然物を利用した食彩（ 5）

アラゲキクラゲ
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

バカスを活用した沖永良部産による6次化

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。2015 年ミラノ
万博日本館サポーター。
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　アラゲキクラゲの子実体 写真 2　 きくらげ佃煮（ 6次産業化に
よる製品開発）

写真 3　 バカス培地から発生する
　　　　アラゲキクラゲ

写真 4　培地として利用するバカス



東京農大農学部植物園から（30）

ナンキョウソウ
Alpinia Galanga Willdenow

（ショウガ科）

　日本では世界各国の料理を楽しむことがで
きますが、タイ料理も人気のある料理の一つ
です。そのタイ料理を代表するものに、世界
3大スープの一つとされるトムヤムクンがあ
ります。辛味と酸味、複雑な香りが特徴的な
スープで、「トム」は煮る、「ヤム」は混ぜる、
「クン」はエビを指します。
　そのトムヤムクンには必ず入っている植物
が 3種あります。コブミカンCitrus hystrix（ミ
カン科）、レモングラスCymbopogon citratus
（イネ科）、そしてここに紹介するナンキョウ
です。インド東部が原産といわれる草丈 2 m
ほどの多年草で、偽茎の先端部に穂状花序を

つくり、長さ 1 cm余りの花を多数つけます。
唇弁部分が多少褐色を帯びますが、花自体に
は観賞価値はありません。東南アジアを中心
に香辛料として栽培され、一部では野化もし
ているようです。
　香辛料としての利用されるのは根茎部分
で、ショウガに似ていますが、より香りが強
く、「芳香ショウガ」ともいわれ、市場など
でも大量に販売されています。日本でも根茎
を乾燥させたものが「タイ生

しょうが

姜」とかタイ語
の「カー（kha）」という呼び名で売られて
います。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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