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　地方創生──それは国のあるべき姿を模索する中で、大きなテーマの一つとなっているが、日本経済新聞社主
催の地方創生フォーラム「大学編」～地方創生に果たす大学の役割～（11月19日東京都千代田区、日経ホール）で、
東京農大の髙野克己学長が「地方と都市をつなぐ東京農業大学の役割」と題して特別講演した。
　地方創生が叫ばれる背景には、超高齢化、急速な人口減少といった問題がある。とりわけ深刻な地方都市では、
直面する喫緊の課題の解決に向け、産学官が協力し、地域産業の活性化と競争力強化による、安定した雇用の創
出への取り組みが行われている。そうした状況の中で、教育・研究機関としての大学が地方創生に果たす役割と
は何かを考える同フォーラムでは髙野学長のほか 4私立大学の学長らが特別講演した。また、「産学官連携によ
る地方創生の実現」をテーマにパネルディスカッションも行われ、パネリストとして東京農大から黒瀧秀久生物
産業学部長が参加。地方企業や自治体などと連携した研究開発や実用化による雇用の創出、地方活性化において
活躍できるリーダー人材の育成、地方にある大学への進学・地元への就職による地方移住、定住の実現などにつ
いて議論した。
　東京農大は社会貢献の一環として、全国21の市町村
と包括連携協定を結び（2015年11月現在）、それぞれ
の地域の特性に応じた支援を行い、地域の活性化に力
を注いでいる。

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

フォーラム～地方創生に果たす大学の役割～
髙野学長が特別講演

黒瀧秀久生物産業学部長 髙野克己学長
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マオウ属植物と漢方生薬「麻黄」
　裸子植物のマオウ科マ
オウ属植物Ephedra spp. 
は漢方生薬「麻黄（マオ
ウ）」＝写真＝の原植物
で、感冒初期の治療薬として著名な葛根湯や花粉症の
治療薬とされる小青龍湯などに配合される重要な医薬
品である。また、喘息治療薬とされるアルカロイドの
エフェドリンを含有し、西洋医学でも重要な薬用植物
である。『第16改正日本薬局方』（以下、日局）には「麻
黄」の原植物としてE. sinica Stapf、 E. intermedia 
Schrenk & C.A.Meyer、E. equisetina Bungeの 3種が
収載されている。薬用部は地上部の細くて緑色をした
茎である。本属植物は日本に分布せず、現在は年間必
要量の約500トンを中国から輸入している。一方、中
国政府は砂漠化防止と資源保護を理由に、1999年 1 月
から輸出規制に踏み切るなど将来的な資源不足が懸念
されており、国産化の必要性が高まっている。筆者は
1983年以来、マオウ属植物について学際的に研究を行
い、近年は生薬「麻黄」の国内生産を目指している。
その一端を紹介する。

フィールド調査と植物学的知見
　マオウに関してはこれまでに、中国各地、モンゴル、
ロシア、ネパール、ブータン、パキスタン、トルコ、
イタリア、スイス、エジプトおよびフランスで自生地
を調査してきた。その結果、マオウ属植物は海岸低地
からヒマラヤの高山帯、さらに草原から乾燥地帯と
いったさまざまな環境に適応して生育していることが
明らかになった。また、同一種であっても生育環境に
より大きく姿を変えることが、分類を混乱させている
要因であることも分かった。
　マオウ属植物は被子植物との競争に弱く、肥

ひ

沃
よく

な草
原や山地など他の植物が大きく育つ場所ではそれらの
日陰になって容易に枯死する。乾燥地帯に多く生える
のは被子植物との競争を避けるためであり、水分環境
を好むことは他の植物と同様である。
　また、DNA解析研究により、E. sinica Stapfはモン
ゴルやブリアチアなどに分布するE. dahurica Turcz. 
のシノニム（異名）とすべきであること、ネパールヒ
マラヤ産でこれまでE. pachyclada Boiss. と同定され
てきた分類群は、E. intermediaとE. gerardianaの雑
種起源であること、トルコやフランス産のE. major 

subsp. proceraは日局収載のE. equisetinaと同種であ
ることなどを明らかにした。

野生資源に関する調査
　フィールド調査の結果、資源減少の最も大きな理由
は農地の開墾で、次いで乱獲であることが明らかに
なった。マオウ属植物は地下部に貯蔵でんぷんを含有
せず、開墾されると容易に枯死する。薬用 3種の中で
E. sinicaが地下茎で繁殖する性質が最も強く、また土
質を選ばないが、E. equisetinaはがれ場や岩場にしか
生えず、薬用3種の中ではもっとも絶滅が危惧される種
である。E. intermediaも乱獲のため、現在では人が容
易に近づけない崖などにしか残っていない地域が多い。
　また、家畜による食害も深刻だ。マオウ属植物は他
の植物との競合を避けるため、早春他の植物に先駆け
て芽生え開花する。よって、この時期にはヒツジやヤ
ギの格好の餌となる。ヒツジによる被害を検証するた
め、開花期の 5月初旬にE. sinicaの雌株群落でヒツジ
の食べ方を模して地上部をはさみでカットした後、定
期的に観察した。その結果、切断した株からは新たに
萌芽することはなく、その年は開花結実しなかった。
1年後の同時期に調査したところ、実験区の株は隣接
する場所に比して顕著に毬

きゅうか

花の数が少なく、ヒツジに
よる食害が甚大であることが明らかになった。

化学的品質に関する研究
　麻黄は日局で総アルカロイド（エフェドリンとプソ
イドエフェドリンの和）を0.7％以上含むものと規定
されている。その含有量に関しては従来、種、雌雄、

麻黄に関する学際的調査研究
東京農業大学　農学部　教授　御影雅幸

みかげ　まさゆき
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富山大学大学院薬学研究科（修
士課程）修了。
東京農業大学農学部バイオセラ
ピー学科（植物共生学研究室）
教授。薬学博士。
富山大学和漢薬研究所、金沢大
学薬学部教授を経て現職。
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価に関する研究。
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（南江堂）、「中国医学」（南江堂）。「ヒマラヤホットスポッ
ト－東京大学ヒマラヤ植物調査50周年。（分担）学際的研
究が解くヒマラヤ植物の多様性－マオウ属植物を例にして
－」（東京大学総合研究博物館）他

漢方生薬「麻黄」
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管することで、優れた発根率が得られた。さらに東京
農大での研究でミスト繁殖が有効であることが明らか
になり、クローン苗の大量生産に目安がついた。
種苗の定植：発芽苗をロングポットで 2～ 3年育成
した苗を定植したところ、翌年には 3分の 1が欠株し
た。そこで、発芽間もないペーパーポット苗を定植し
たところ、 1年後の欠株は 1割になった。
アルカロイド含量：中国の栽培地訪問調査の際、尿
素を与えるとアルカロイド含量が高まるのではないか
と考え2014年に圃場実験した。その結果、発芽 3年生
株でアルカロイド含量が平均1.12％となって日局の規
格を満たし、麻黄の国内生産が可能であることが示唆
された。中国では収穫までに通常 5～ 6年を要してい
るので、栽培期間も短縮できた。この結果を踏まえ、今
年10月からは伊勢原市にも圃場を借りて栽培を始めた。
今後の取り組み：日局で含量規定している 2種のア
ルカロイドはそれぞれ薬効が異なる。任意のアルカロ
イド含有率や組成が得られる栽培品種（系統）を作出
することを目指し、手持ち株からの選抜とともに、異
種間をも含めた交配実験も始めた。全国規模で栽培適
地を探索することも重要である。さらに、種子生産や
挿し木法の改善をめざし、水耕栽培をも視野に入れて
研究を継続している。

草質茎の部位、採集時期による違いなどが発表されて
きた。ヒマラヤ産の植物を材料に検討したところ、原
植物による違い以上に生育環境の影響を受けているこ
とが明らかになった。すなわち、水分環境が悪くてよ
りアルカリ性の土壌に生育する株ほどアルカロイド含
量が高いという結果を得た。さらに精査した結果、エ
フェドリンやプソイドエフェドリンといった個々のア
ルカロイドの構成成分比は遺伝的要因に支配されてい
ることが明らかになった。
　また、パキスタンにおける調査で、マオウ属植物は
塩性地にも生育し、かつアルカロイド含量が高いこと
が分かった。そこで、発芽時における耐塩性について
調査した結果、E. sinicaの耐塩性はホウレンソウやハ
ツカダイコンなどと同程度で、E. sinicaを越える耐塩
性を示したのはアッケシソウのみであった。このこと
から、栽培地として一般植物が育たないような海岸の
砂地でも栽培が可能であろうと考えている。さらに栽
培実験で、16倍に希釈した人工海水を灌水することで、
有意にアルカロイド含量が高くなった。

国内生産に向けた研究
　近年の筆者らは最終目標を医薬品「麻黄」の国内生
産においている。そのためには、収穫物の総アルカロ
イド含量が日本薬局方に規定された0.7％を超える必
要がある。
　2013年度から、厚生労働省の科学研究費を受けて、
能登半島の栽培放棄地を利用して試験栽培を開始し
た。マオウ属植物の栽培はそれほど困難ではない。種
子は休眠することなく、採り蒔きすると通常10日前後
で発芽する。栽培研究は金沢大学をはじめとする各地
の研究機関と共同で行っている。
種苗生産：日本ではこれまで圃場での種子生産が困
難であったが、開花株を温室内など乾燥した環境に保
管することや人工受粉により結実し、種子が得られる
ことが分かった。また、挿し木法による増殖を検討し
た結果、草質茎を節の部分で切り、人工気象器内に保

Ephedra sinica自生地（内蒙古自治区。東京農大と北京大学と
の共同調査。2014年）

麻黄栽培地（内蒙古自治区。2015年）

Ephedra sinica日本栽培品のアルカロイド含量
左：ブランク、右：尿素施肥群。横棒は0.7％を示す。
PE：プソイドエフェドリン、E：エフェドリン
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オホーツクの地域資源を生かす
　㈱東京農大バイオインダス
トリー（代表取締役社長：長
澤眞史・生物産業学部地域産
業経営学科教授＝写真）は
2004年 4 月、東京農大生物産
業学部（オホーツクキャンパ
ス＝北海道網走市八坂196）
に誕生した。目的は、生物産
業学部が目指す生産から加
工・流通へのシステム連携を、学生が学び体感する実
学と、地元オホーツク地域の食材を生かした商品開発
することにより、農業の発展・振興を支援すること。
資本金は 1千万 1円（経済産業省の特例承認を受けて
1円で設立され、2008年に 1千万円増資）。
　設立から 3年間は、学生が社長、取締役、監査役に
就いていたが、売り上げの増加に伴い、商法上の取締
役責任等の面から役員から外れ、現在、学生たちは催
事対応とエミューの飼育、産業化に向けた課題の調査
などに携わっている。2012年 6 月に就任した長澤社長
は 5代目。エミューの飼育研究、エミューオイルの抽
出・成分分析、エミュー商品の開発と販売──などエ
ミューを地域資源とした地域活性化事業に取り組んで
いる。

エミューの可能性に着目
　エミューはオーストラリアの国鳥で、アフリカ原産
のダチョウに次ぐ世界で 2番目に背の高い鳥類（成鳥
で体高約1.5 ～ 2 m）。気性は穏やかで寒暖の差にも
強く、雑食で飼育が容易。会社設立当初のエミューの
飼育数は70 ～ 80羽だったが、現在は網走市内のオホー
ツクエミューパスチャー（代表：中山冨士男・㈱東京
農大バイオインダストリー代表取締役会長）と畑作農
家 3戸で約1,000羽を飼育している。繁殖期にメスは
3 ～ 4日に 1度卵を産み、毎年 3月から 6月に300
～ 400羽を孵

ふ

化
か

している。
　注目すべきは、エミューの畜産商品としての可能性。
まず、皮下脂肪の有用性、鉄分が多く低脂肪で高たん
ぱくなヘルシーな食肉であること。さらに、卵は卵白
に弾力特性が有り、深い緑色の特徴ある色合いの殻も
エッグアートに活用されるなど、日本では産業化され
ていない多様な資源といえる。

　他の家畜と特に異なる点は、エミューの脂肪から取
れるオイルの特性。動物性なのに植物性脂肪を構成す
る不飽和脂肪酸を多く含み、その中でも天然の潤い成
分であるオレイン酸が保湿効果を、リノール酸が清潔
感を保つ。こうした優れた機能性から、エミューオイ
ルはスキンケア商品や医薬部外品の原材料として大き
な期待がある。㈱東京農大バイオインダストリーでは、
200羽から約1.6㌧の脂肪をとることができるといい、
企業に委託してオイルを精製している。

オリジナル商品
　㈱東京農大バイオインダストリーの主なオリジナル
商品を紹介すると──
【エミュー加工品】
■笑友（エミュー）生どら焼き■〈写真①〉
　会社設立に際してエミューを知ってもらうために
菓子作りを検討し、子供から年配者まで好まれる菓
子として、「生どら焼き」に着目。当時の進士
五十八学長のアドバイスを得て「笑友生どら焼き」
の商品名になったという。生地にエミュー卵を使用
することで「ふわーとした」食感の特色ある菓子が
生まれた。小豆、小麦粉、砂糖も北海道産のものを
使用した逸品。全国各地の大学が開発した食品を集
めた「第 1回大学は美

お

味
い

しい!!フェア」（2008年に都
内の百貨店で開催）で、会期中に 1万個を売り上げ
た実績を誇る。
■スキンケア・エミューモイスチャー■
オイル：動物性でありながら植物性脂肪を構成する
不飽和脂肪酸がたっぷりで、浸透性、保湿性に優れ
ている。〈写真②〉
クリーム：エミューオイルの保湿力に潤い成分スク

㈱東京農大バイオインダストリー

ベンチャー企業Ⅱ

オホーツクキャンパスで飼育されている研究用のエミュー
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ワランをプラス。べたつきが少なく、肌になじみや
すい。〈写真③〉
ソープ：香料、防腐剤無添加。敏感肌の人にも。〈写
真④〉
ソーププレミアム：植物性の石けん素地にエミュー
油をたっぷり配合。
洗顔フォーム：エミューオイルを 3％配合。きめ細
やかな泡立ち。洗顔後は潤いのある肌を実感。
リップクリーム：エミューオイルのほかにオリーブ
オイル、ミツロウなどの保湿成分を配合。香料は使
用していない。
■その他のエミュー商品■
モンベール・エミューカプセル：エミューオイル、
グレープシードオイル配合のサプリメント。体内で
はつくり出せない必須脂肪酸がたっぷり。
愛犬への健康栄養食（エミュー・ジャーキー）：エ
ミュー肉のみでつくられているペットフード。他の
畜肉と比べてたんぱく質と鉄分を豊富に含み、脂肪
分・コレステロールが少ない。
エミュー肉：高たんぱく、低カロリー、豚肉の約 4
倍の鉄分を含む。
【エミュー関連商品以外】
東京農大クッキー：北見産天然薄荷の結晶を溶かし
クッキー生地に練りこんで、ホワイトチョコレート
をサンド。もちろん北海道産小麦使用。〈写真⑤〉
東京農大いちごジャム：網走産のイチゴを使用。
祝ビール：100％網走産のビール「祝（いわい）」。
5年前に生物産業学部とサッポロビールが共同開
発・商品化したもので、東京農大網走寒冷地農場で

栽培したホップと網走産二条大麦（麦芽）を使用し
ている。「祝」の名から、「門出の場での乾杯にふさ
わしい」と人気がある。限定500箱（ 1箱330ml瓶
6 本）の予約販売（毎年12月上旬）。

　こうしたオリジナル商品と生物産業学部が研究開発
した技術を基に地元企業が生み出した商品や網走地域
の特産品を販売しているのが「アンテナショップ笑友」
（2007年オープン。売り場面積60m2）。ちなみに、人
気商品上位は▽笑友生どら焼き▽エミューモイス
チャーオイル▽エミューモイスチャーソープ▽農大
クッキー▽エミューモイスチャークリーム（順不同）
だという。
　㈱東京農大バイオインダストリーは、二つのイン
ターネットショッピングサイトを運営している。
　「東京農大たくみ屋」（2008年オープン。http://takumiya.
ocnk.net/）は「アンテナショップ笑友」で取り扱う
全商品を販売。もうひとつのサイト「オホーツク・網
走産直みのり屋」（2009年オープン。http://minoriya.
ocnk.net/）では網走地域の特産品を購入できる。

新商品の開発
　㈱東京農大バイオインダストリーは、オホーツク地
域産業の発展に貢献することが期待されるが、「エ
ミューの脂肪を精製したオイルは機能性に優れ、医薬
部外品原材料としても販路拡大が目指せる。今後も、
精製技術や機能性を追求し、一層の産業化への取り組
みを拡大していく。すでに、医薬部外品の開発は進行
中で、 1、 2年後には製品化を実現したい」という。
また、「エミュー肉の有効利用や販路拡大のためエ
ミュー肉のレトルトカレーを考案中」。㈱東京農大バ
イオインダストリーは、孵化から 2年後に成鳥となっ
たエミューを飼育農家から買い取っているが、新たな
商品の誕生は飼育畑作農家にさらなる副収入を生み出
すことにもつながる。
　さらに、「『東京農大たくみ屋』と『オホーツク・網
走産直みのり屋』のサイトを使い、オホーツク地域の
特産品を全国に発信し地域の一次産業を応援し続けた
い」と地域の中で、地域と連携して地域の活性化を目
指す。 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）
　＊ ㈱東京農大バイオインダストリーが取り扱う商品に関する問い
合わせはアンテナショップ笑友（〒093─0006　北海道網走市南
六条東 3 ─ 3 。℡・Fax　0152─43─7233）。

④

アンテナショップ笑友の外観

① ② ③ ⑤⑤
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　生物産業学部の立地するオホーツク地域を舞台にした地域活性化への
取り組みを「食材」と「地域ビジネス」の視点からシリーズで紹介する。

流氷がもたらす自然と資源
　北海道を囲む三つの海のうち唯一「凍る」のがオホーツク海。冬場の
漁の妨げとなる流氷は、漁業者たちにとって厄介な存在とされてきた。
流氷が接岸する海域は、オホーツク沿岸が最南端で、大変に稀な地域と
され、北半球の大気や海洋、生物資源研究の価値は高い。食物連鎖の最
底辺の広がりは類例をみないほどに大きく豊かで、そこを起点に海洋ほ
乳類であるクジラやイルカ、陸地のヒグマ（もちろん人間も）、そして
大空を舞うオオワシなど頂点に至るまでの「連鎖」系列は広く、深い。
　その流氷がオホーツク海に「豊かさ」をもたらす。ロシアを流れる大
河アムール川から植物やミネラル類を含んだ栄養分が海に流れ出し、そ
れを採食した植物プランクトンが流氷に閉じ込められてわれわれのオ
ホーツク地域まで運搬されてくる。加えて、海面と海中とで生ずる氷と
水との温度差で対流が促され、海底からも栄養分が供給される。その恵みが解明されて以来、流氷を厄介者
扱いする漁業者、農業生産者はいなくなった。むしろ、近年の海水温の上昇傾向と地球温暖化による気候激
変などを懸念し、流氷の量的減少や接岸期間の短縮傾向に危機感をもつ向きも増えている。 また、農業や
畜産酪農にとって欠くことのできない「水」もオホーツク海域からの水分が、降水や降雪となって大地を循
環していることを考えれば、「すべての一次産品の起点はオホーツク海にあり」も納得してもらえるだろう。

年間を通して楽しめる「海の幸」と旬
　オホーツク地域の豊かな資源の成り立ち、それらのもつ特別で質の高い食材は多くの人をうならせている。
サケ、マスはいうに及ばず、カニ、エビ、ホタテをはじめ、オホーツクの海産物は絶品である。30年近くに
わたるオホーツク暮らしで実感した海産物の「旬」カレンダーを示すと、別図のようになる。
　このカレンダー図を見ると、流氷が視界から立ち去る「海明け」の 4月から、切れ目なく美食の素材がテー
ブルをにぎわすことが分かる。すでに示唆したとおり、流氷によって供給された栄養をたっぷりと取り込ん
だ海明けのカニは、ニシンとともに春を告げる幸せの逸品である。また、海底の栄養を取り込んだ昆布をエ
サに生息するウニも春から初夏にかけてもっとも食味が優れる。
　出荷できないハネ品のカニを、漁
師小屋のストーブで焼いた「焼きガ
ニ」は今でこそ居酒屋の定番メ
ニューとなりつつあるが、知る人の
みが知る「賄い飯」に過ぎなかった。
ウニも同様で、鮮度は抜群だが型崩
れしたようなものは昆布出汁たっぷ
りの鍋に放り込み、溶き卵とニラで
食するウニ鍋はまだあまり知られて
いない（もっとも、それほど獲れな
くなったこともあるのだが）。クジ
ラ、マス、キンキ、シラウオ、ワカ
サギ、スケトウダラ、シジミは地元
で「活き活き七珍」といわれ、観光
客誘致の宣伝が活発だ。旬の時季に
鮮度と品質の高い魚介類を、ここな
らではの食べ方で楽しむのが一番。
地産「来消」──ぜひ、現地に来て
体験してもらいたい。

オホーツクの地域資源 Foods Who（ 1 ）

豊かな海の恵み
東京農業大学生物産業学部教授　美土路知之

みどろ　ともゆき
東京農業大学生物産業学部地域産
業経営学科（地域産業戦略研究室）
教授。
専門分野：農業市場学・フードビ
ジネス論



東京農大農学部植物園から（33）

スイゼンジナ
Gynura bicolor DC.

（キク科）

　本種は日本国内ではさまざまな名前で呼ば
れています。スイゼンジナ（水前寺菜）は熊
本で、ハンダマは沖縄で、キンジソウまたキ
ントキソウ（金時草）は金沢で、シキブソウ
（式部草）は愛知で呼ばれ、ローカル・伝統
野菜として扱われています。熱帯アジアでは
広く栽培し、一部では野化もしていますが、
原産地はインドネシア北東部にあるモルッカ
諸島ではないかと考えられています。
　草丈50cmほどの多年草で、葉は互生し、
葉は長さ10cm余りで長楕円形で切れ込みが
あり、多少光沢があります。表面は深緑色で

すが、裏側は鮮やかな赤紫色で、つぶすと赤
色の汁が出てきます。花は夏から秋に咲き、
黄色またはオレンジ色の径 1 cm・長さ 2 cm
程の頭状花をつけます。ただし、国外は不明
ですが、国内に見られるものは種子ができま
せん。このため、挿し芽などによって殖やし
ています。
　日本国内へは18世紀に中国から伝わったよ
うです。栄養価としてはビタミンB2、ビタ
ミンA、鉄分、マグネシウムなどを多く含み、
夏野菜として幅広い利用が考えられます。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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