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　東京農大（髙野克己学長）は、大学共同利用機関法人 情報・シ
ステム研究機構国立遺伝学研究所（桂勲所長・静岡県三島市谷田）
と包括連携協定を結んだ。
　同研究所は1949年の設置以来、生命科学分野における中核研究機
関として、国際水準の先端的研究に取り組んでいる。また、大学共
同利用機関法人として、全国の研究者に共同利用の機会を提供する
とともに、総合研究大学院大学生命科学研究科の遺伝学専攻を担当
し、大学院生の教育を行っている。東京農大は生物資源ゲノム解析
センターを中心に農学分野におけるゲノム解析研究を推進、また、
同センターは2013年度から生物資源ゲノム解析拠点に認定され、国
内の研究者との共同研究も進め
ている。今後、両者は、「先端
的な研究活動、教育活動の推進」
「研究者、教員の人的交流」
──などに関し連携、協力して
いくことになる。
　協定締結式は 8月 4日、世田
谷キャンパスの農大アカデミア
センターで行われた。遺伝学研
究所から桂所長、藤山秋佐夫特
任教授らが、東京農大からは髙
野学長、夏秋啓子副学長、山本
祐司・総合研究所長、矢嶋俊介・
生物資源ゲノム解析センター長
らが出席した。

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（1891）年、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（東京）、同二高（群
馬）、同三高／附属中学（埼玉）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

国立遺伝学研究所と包括連携協定

協定書を取り交わす髙野学長（左）と桂所長

創立125周年記念シンポを開催
テーマ：「創設者　榎本武揚を再評価する」
　　　　 榎本武揚の足跡をたどり、その生き様から、現代社会の抱える

問題解決と未来の日本の発展につながるキーワードを探る。
日　時：10月 2 日（日）　13：00～18：00
会　場：日経ホール　東京都千代田区大手町 1 - 3 - 7 　日経ビル 3階
　プログラムは作家・佐々木譲氏、榎本武揚曾孫・榎本隆充氏、多摩大
学大学院教授・田坂広志氏の 3氏による講演の後、「榎本武揚の実業精神
と『国利民福』」をテーマとするパネルディスカッションが実施される。
最後に髙野学長が「東京農大に生きる榎本精神」と題して講演を行う。
事前申し込み制・参加費無料　受け付け期間： 8 月30日～ 9月23日
（申し込みURL　http://adnet.nikkei.co.jp/e/125th/）
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ところまでは見えない。生物を動かす仕組みを知るに
は、原子のレベルで形を知りたいのである。そこで、
X線結晶構造解析という手法が用いられる。塩の結晶
や水晶の結晶は見たことがあるに違いない。タンパク
質も特殊な操作をすることで結晶にすることができ
る。違いは、小さく、とても軟らかいことである。さ
らに乾燥に弱い。まさに生物（なまもの）である。こ
の結晶にX線を照射することで、タンパク質の形を調
べることができる。もちろん、実際に形を見るに至る
までには、いくつもの山を超えなければならないのだ
が。
　東京農大が掲げるキーワードに、生命、食料、環境、
健康、エネルギー、地域創成がある。今まで学生と共
に明らかにしてきたタンパク質の形を、このキーワー
ドの中からお話ししたい。

食料
　生物は生きていくために、エネルギーが必要である
が、普段我々は糖（グルコース）として食物からそれ
を得ている。グルコースの構造には 2種類あり、それ
は右手と左手のような関係で形が非常に似ているが重
ね合わせることはできない（鏡像関係）。生物はこの
うち、決まった片方しか利用することができないこと

が知られている。ところが、筑波大
学との共同研究で、生物が利用でき
ないもう一方の形のグルコースを別
の物質に変換するタンパク質（酵素）
の形を明らかにした。その酵素の形
を調べると、さらにいろいろな種類
の糖の形を変えることができそうだ
ということが分かってきた。また、
遺伝子組み換え技術により、酵素の

やじま　しゅんすけ
1963年長野県生まれ。
東京大学大学院農学系研究科応
用生命工学専攻博士課程修了。
東京農業大学応用生物科学部バ
イオサイエンス学科（機能性分
子解析学研究室）教授。
博士（農学）。
専門分野：構造生命科学
主な研究テーマ：タンパク質の
立体構造から見る細胞機能とそ
の調節

遺伝子は何の設計図か
　すべての生物はゲノム（遺伝子）を持っており、そ
れが生物の設計図だとよく言われる。では、それはど
のような設計図であろうか。ある建物の図面を渡され
れば、だれもがそれに忠実に従い、同じものが出来上
がるはずである。ところが、設計図である遺伝子は、
頭のてっぺんから足のつま先にある細胞にいたるまで
同じ図面が格納されているにもかかわらず、できあが
る姿や働きはまったく異なっているのである。この不
思議が、生物を遺伝子レベルで解析する醍

だい

醐
ご

味
み

であろ
う。この解析には、いろいろなアプローチがあり、世
界中で多くの研究者が日々研究を重ねている。その中
で、私はタンパク質に注目している。なぜタンパク質
か。先ほどの設計図である遺伝子、この遺伝子に書か
れている情報がまさに、タンパク質のことなのである。
たとえば、人間は体重の 7割が水であり、ほかに脂肪、
タンパク質、ビタミン、骨を作る無機物などさまざま
な成分でできているが、設計図には基本的にタンパク
質のことしか書かれていない。すなわち、タンパク質
が生物を作り上げ、動かす仕事をしているのである。
まさにダイナミックな役割を担っている。ヒトはおよ
そ22,000種類の遺伝子を持つと言われているが、これ
はとりもなおさず22,000種類のタンパク質ができあが
ることを意味しており、実際には複雑な仕組みにより、
もっと多くの種類のタンパク質ができあがる。タンパ
ク質は生物の形をつくるブロックでもあり、動かす機
械でもある。そこで、どのような形のブロックなのか、
どのように動かしているのかを調べることにした。こ
れをタンパク質の形から探っている。

どのようにタンパク質の形を調べるか
　タンパク質は非常に小さい。最高性能の電子顕微鏡
を用いても、全体のおよその形（丸いのか、四角いの
か、どの辺がくぼんでいるのか）は分かるが、細かい

タンパク質の形から生物の働きを探る
東京農業大学　応用生物科学部　教授　矢嶋俊介

タンパク質の立体構造を調べるためのステップ
1．結晶 2．回折データ 3．電子密度 4．モデリング
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物質を分解し、栄養源として増えることができる細菌
の仕組みを調べている。もともと存在しない物質に対
して適応できるこの能力が、どのようなタンパク質が
働いてもたらされているのか。これを調べることで、
仕組みを知るだけでなく、さらに、人間が望む物質の
分解や変換ができるのではないだろうかと期待を寄せ
ている。
　そこで、ヒドラジドを分解する酵素の立体構造を明
らかにした。その仕組みから、実はヒドラジドだけで
はなく、構造が似ている別の化合物も分解できること
が予想されたため、どのような物質に対応が可能か、
調べている。また、この分解を担う酵素をつくる遺伝
子は、他の栄養源がある時には寝ている状態にある。
そこで、この遺伝子を起こす仕組みを調べるため、遺
伝子を働かせるタンパク質の立体構造も明らかにし
た。その結果、目的の化合物がこのタンパク質に結合
することにより、タンパク質の形が変わり、DNAへ
の結合能力が変わることが予想された。生物の細胞の
中では、タンパク質の形は必ずしも一義的ではなく、
状況に応じて柔軟に働いているということを示した例
となった。
　環境についてもう一つ。植物では各種ホルモンが、
発芽、成長、病害虫などへの応答のために重要な役割
を果たしている。静岡大学との共同研究で、アブシシ
ン酸という環境ストレス（乾燥など）に応答する植物
ホルモンの働きを制御する化合物の仕組みを明らかに
した。これは、本来アブシシン酸が結合するタンパク
質において、その形を模倣してタンパク質をだまし、
人工的に合成した物質が結合している様子を明らかに
することができた。
　以上のように、タンパク質の構造を明らかにするこ
とで、ミクロの視点で仕組みを明らかにし、生物の働
きを知り、それを制御することが可能になる。
　最後に、私は現在、本学の生物資源ゲノム解析セン
ター長も兼務している。本センターでは、次世代シー
ケンサーという新技術を備え、さまざまな生物の設計
図と呼ばれるゲノム情報の解析を行っている。これに
より、生物の作るタンパク質の設計図が次々と明らか
になることで、さらにはその構造解析にもつながって
いくことが期待される。

形を少しだけ変えることで、こちらが作って欲しい糖
を作ることができないだろうか──といった研究も進
めている。糖は食品のみならず医薬品の原料としても
重要な化合物であり、応用が期待される。

健康
　タンパク質の構造を応用面で一番利用しているの
は、医薬品、農薬品の創出研究である。どのように薬
や農薬は効くのか、ほとんどの場合は、それらの物質
が体や病原体のもつタンパク質にくっつき（結合し）、
そのタンパク質の働きを変える（通常は止めたり抑え
たりする）ことによっている。先に人間には22,000種
類以上のタンパク質があると書いたが、それぞれの薬
は、数あるタンパク質のうちある特定の（一種類の）
タンパク質にのみ結合することが期待される。それは、
薬の形とそれを受けるタンパク質の部分の形が、鍵と
鍵穴のようにぴったり合うことによるのである。そこ
で、タンパク質側の鍵穴の形を調べることで、どのよ
うな形であれば薬となる可能性があるのかを考えるこ
とが可能になる。この研究では、イソペンテニル 2リ
ン酸という人にも病原菌にも必須の共通の物質に対
し、その合成経路が人と病原菌で異なっていることか
ら、人には無く、病原菌が持っているタンパク質につ
いて構造を明らかにした。東京大学やイリノイ大学と
共同研究を行い、このタンパク質の働きを止める物質
がどのように結合しているかを明らかにした。この結
果から、新たな物質のデザインが可能となった。また、
研究室の学生と、このタンパク質の働きを止める化合
物を微生物から単離し、その構造を調べ、どのように
このタンパク質と結合するのか、今まで知られていな
い新規の化合物を見つけようとする試みも行ってい
る。近年、抗生物質が効かないスーパーバグと呼ばれ
る細菌の登場が聞かれるようになった。このような菌
を抑えるような物質を見つけ出したい。

環境
　人間は豊かで便利な生活を手に入れるため、さまざ
まな工夫をしてきた。そのような過程では、自然界に
存在しない物質も多数作り出している。私たちは、筑
波大学との共同研究で、ヒドラジドと呼ばれる非天然

グルコースを変換する酵素 アブシシン酸を模した化合物が
結合した受容体タンパク質

ヒドラジドを分解する酵素
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　これにより、それぞれの生物において遺伝子機能を
解析し、あるいは遺伝子と生物機能を結びつける研究
が可能となった。今までの生産科学を中心とする農学
分野は、将来に向け、より広範な領域に展開すること
でさらなる発展と社会への貢献が可能である。そのな
かで生命科学は重要な役割を担っている。
　来年 4月に誕生する生命科学部の学部長に就任する
矢嶋俊介教授は「農業といえば生物。また、生命科学
も人間に限らず生物を対象にした学問。農学系大学に
生命科学部があることは必然ではないか。生命科学＝
医学系・理工学系といった従来のジャンルにとらわれ
ず、また、農学分野の壁を越えて、“生きる”の本質
と意義を追究していきたい」と言う。
　生命科学部は「バイオサイエンス学科」「分子生命化
学科」「分子微生物学科」の東京農大ならではの特徴あ
る 3学科で構成される。

学部を支える 3学科
■バイオサイエンス学科
　学科長・喜田聡教授＝写真。
定員は140人。
　人を含めた生物の設計図は
遺伝子だが、その働きの多く
は未解明。遺伝子の働きを
担っているのは、遺伝子から
転写、翻訳されて生
まれるタンパク質分
子だ。遺伝子の実体
であるタンパク質分
子が、生体のなかで、
どのように生命をコ
ントロールしている
かを研究。そして、
遺伝子の未知なるパ
ワーを操って、健康、食料、医学、環境などの分野に
貢献することをめざす。
＜ 3分野 6研究室＞
植 物分野＝植物分子育種学研究室▽植物遺伝子工学
研究室

東京農大ならではの特徴
　生命科学は、自然科学の方法を使って生命現象を探
求する学問。「生命科学部」が国内の大学に初めて設
置されたのは1994年の東京薬科大。生命科学を学ぶ学
部はいろいろあるが、「生命科学部」の名称の学部を
もつ大学は 5私立大学だけ（2016年 4 月時点）。
　東京農大は社会の変化、ニーズに対応するため、
1998年に組織の大改変を行い、農学部、応用生物科学
部、地域環境科学部、国際食料情報学部及び生物産業
学部と合わせ 5学部の体制を整えた（短期大学部を除
く）。この改革では、応用生物科学部にバイオサイエ
ンス学科を設置し、農学分野の学問領域の広がり、遺
伝子研究の導入といった新分野の登場にいち早く対応
する教育体制を整えた。
　その後、約20年が経過し、技術革新のスピードや農
業技術の変化など、農学分野を取り巻く環境は、また
新たな段階を迎えている。それは、植物や動物、微生
物といった農学分野で扱う生物において、非モデル生
物と呼ばれる生物種の解析が可能になってきたことで
ある。

来春 生命科学部が誕生
学部改組㊤

　東京農大は、生命・食料・環境・健康・エネルギー・地域創成など、人類の生存にかかわる幅広い農
学領域を対象に、国内外のさまざまな課題解決に取り組んでいる。そして、世界の生命農学の拠点大学
として研究・教育の充実を目指しているが、2017年 4 月に新たに「生命科学部」を誕生させる。

学部長に就任する矢嶋俊介教授
　長野市生まれ、53歳。中学、高校時代は松本市で青春を
謳歌。無趣味というが、大学時代は山々に囲まれた地元で
山登りを楽しんだ。また、アメリカ留学中にはテニスに興
じたという。好きな言葉は英語のresilience（レジリエン
ス）。「弾力」「回復力」「抵抗力」「復元力」「耐久力」などといっ
た意味で、厳しい環境にあってもへこたれず、しなやかに
適応し、立ち上がって成果を出せる力を持つ人間でありた
いという。
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動 物分野＝動物分子生物学研究室▽動物発生工学研
究室

細 胞分子機能分野＝細胞ゲノム生物学研究室▽機能
性分子解析学研究室

■分子生命化学科
　学科長・額田恭郎教授＝写
真。定員は115人。
　生物圏のあらゆる生命現象
は、原子・分子が関わってい
る。この原子・分子の働きを
化学的な視点で解明していく
ことで、これからの
農学の可能性をより
広げていくことをめ
ざす。精密有機合成
化学、天然物化学を
中心に、高分子化学、
分析化学を基盤とす
る教育・研究を行う。
＜ 2分野 5研究室＞
有 機化学分野＝分子設計学研究室▽有機合成化学研
究室

分 子機能解析学分野＝天然物化学研究室▽分析化学
研究室▽生命高分子化学研究室

■分子微生物学科
　学科長・内野昌孝教授＝写
真。定員は115人。
　細菌学の野口英世、発酵学
のパスツール、抗生物質のフ
レミング、そして、ノーベル
生理学・医学賞の大村智博
士──微生物学は偉大な科学
者を生み出してい
る。そうした輝かし
い歴史に学び、未来
の微生物学に秘めら
れた無限のパワーと
可能性を先端科学の
力で追究すること
で、さまざまな分野
で、未解明な研究テーマに挑戦する独創性に富む人材
の育成をめざす。
＜ 2分野 5研究室＞
微 生物機能分野＝資源生物工学研究室▽バイオイン
フォマティクス研究室

生 物間相互作用分野＝複合微生物学研究室▽植物共
生微生物学研究室▽動物共生微生物学研究室

3 キャンパス 6学部22学科に
　来年 4月には生命科学部 3学科のほかに、地域環境
科学部に地域創成科学科（定員80人）、国際食料情報
学部に国際食農科学科（定員100人）が新たに設置さ
れる。これにより、厚木キャンパスの農学部、世田谷
キャンパスの応用生物科学部、オホーツクキャンパス
の生物産業学部と合わせ、 3キャンパス 6学部22学科
で多様な学問分野を探求することになる。
　日本私立学校振興・共済事業団の調査によると、昨
年度の農学系大学への志願者数は、 5年前に比べ約
22.7％も増えている。加えて、農学系志願者の多くは、
東京農大を志願先としていることを考えると、新たな
教育・研究分野の広がりは大きな魅力となるに違いな
い。
　生命科学部の学部長となる矢嶋教授は「東京農大は、
日本の中にあって今でも特徴のある大学だと思うが、
東京農大の生命科学部は『素晴らしい』と言ってもら
えるような存在にしていきたい。研究で世界初を目指
したいというような、破天荒であっても目的を持って
エネルギッシュで、頑張れるような人材を期待してい
る」と、学部誕生を待ちわびている。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

キックオフシンポを開催
日　時：10月16日（日）13：00～17：00
場　所：イイノホール
　　　　霞が関駅直結　千代田区内幸町 2 - 1 - 1  

基調講演：養老孟司氏（東京大学名誉教授）
　「大学で学ぶということ、
　　　　生命科学を探究すること」（仮題）
一般講演：生命科学の新展開
　①農研機構　基盤研究領域長・松本隆氏
　　 「探す・選ぶ・作る：植物分子育種の可能性」
　②東京農大応用生物科学部　矢島新准教授
　　 「有機化学で生物のことばを翻訳する」
　③ 製品評価技術基盤機構　バイオテクノロジー
センター技監・藤田信之氏

　　 「情報科学で微生物にせまる」
パネルディスカッション：農大が担う生命科学
　 学部長、学科長、およびサイエンス作家・竹内
薫氏を招いたパネルディスカッションを実施。

事前申し込み制・参加費無料
受け付け期間： 8 月 6 日～10月 3 日
（申し込みURL　http://t.asahi.com/tounoudai）
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複合経営から農産加工・販売への取り組み
　網走市から知床方面に国道244号線を45分ほど走ると標高
1,547mの斜里岳が迫ってくる。その斜里岳の麓に広がる清
里町で、畑作農業と和牛生産の複合経営を展開しているの
が有限会社澤田農場である。経営規模は畑地79haと牧草地
5 haを合わせた84haで、清里町の農家の平均規模約41haを
大きく上回る大規模経営である。畑作部門では小麦・澱粉
原料用馬鈴薯・てん菜といった畑作三品に加え、大豆12ha
（品種名；ユキホマレ）の栽培を行い、和牛部門では黒毛和
牛の素牛生産（繁殖牛約100頭）を行っている。
　経営の中心を担うのは、1998年に東京農業大学オホーツ
クキャンパスの産業経営学科（現在の地域産業経営学科）
を卒業した澤田篤史氏で、未来のオホーツク農業の発展を求めてフラ
ンス研修に参加したり、北海道農業士になるなど、地域農業を牽引す
る若手農業者の一人である。本誌 6月号で紹介した「一般社団法人オ
ホーツク・テロワール」の活動にも積極的に参画している。
　農業経営に常時雇用を導入し、2005年に法人化するが、2007年頃か
ら牛肉の小売販売を徐々に開始し、和牛の低価格部位や大豆の規格外
品を有効活用した農産加工に取り組んできた。そして地域の様々なイ
ベント等で積極的に販売を行いながら、開発製品の磨きあげを行って
きた。さらには2011年には清里町の助成を受けて農産加工施設を整備
し、農林水産省の総合化事業計画の認定を受けて、 6次産業化に向け
た取り組みを本格的に開始している。

大豆と和牛を中心とした開発商品
　澤田農場の商品レパートリーは実に多彩である。大豆から作られた
「手造り味噌」は道産米の糀を使用し、自然発酵で 3年の歳月をかけて
いる。さらにこの「手造り味噌」をもとにして、総菜「おかず味噌」
3種（ふきのとう、にんにく、青なんばん）を開発し、さらに自社の
経産和牛肉と自家製味噌と金時豆の豆板醤で仕込んだ「和牛肉味噌」
を商品化した。
　また、オホーツクの粗製海水にがりを使用した「てづくり豆腐ゆきむすめ」の製造・販売を開始した。
さらには豆腐づくりの過程で生産される副産物「おから」を使用した「おから煎餅」を開発した。原料と
なる大豆を余すことなく、とことん利用して商品開発につなげている。
　販売方法は、地域イベントでの販売の他、地域の小売店での委託販売を徐々に広げている。地元の道の
駅「パパスランドさっつる」やコープさっぽろ美幌店内の「オホーツク・テロワールの店」等でこれらの
商品を購入することができる。
　かつて農山村地域では、農家それぞれが家庭の味を大切にし、小規模な農産加工業者がいて地域の食文
化を支えていた。澤田農場の商品レパートリーの数々は、元々、地域が持っていた食文化を再建している
ようにも見える。また、一つ一つの商品に農村地域の生活の豊かさが込められている。 6次産業化のビジ
ネスモデルの一つとして、今後の更なる活躍に期待したい。

オホーツクの地域資源 Foods Who（ 8 ）

大規模畑作と和牛生産で6次産業化に挑戦
東京農業大学生物産業学部准教授　菅原　優

澤田農場のスタッフ（左が澤田篤史氏）

大豆関連商品の数々
（おから煎餅と和牛肉味噌）



東京農大農学部植物園から（40）

タシロイモ
Tacca leontopetaloides Kuntze

（タシロイモ科）

　当初はヤマノイモ科タシロイモ属の一種で
あるとして植物学者の田代安定にちなみ命名
されましたが、現在ではタシロイモ科に分類
されています。ジャガイモの塊茎（芋）を思
わせるような球状の塊茎からコンニャクを思
い浮かべるような 3裂して深く切れ込む葉を
1枚伸ばします。それと共に同じく根茎から
葉よりやや長い高さ 1 mほどの花茎を伸ば
し、タシロイモ科特有の花を咲かせます。花
は 2～12枚の淡い緑色の総苞片に包まれ、長
く伸びた糸状の器官である苞葉が目立ちま
す。アフリカ西部から東南アジアを経てオー

ストラリア北部までの範囲に見られる多年草
です。本種を別名ポリネシアン・アロールー
ト（Polynesian arrowroot）または東インド・
アロールート（East indian arrowroot）とい
い、人類の初期の移住によって太平洋諸島に
意図的に持ち込まれました。塊茎は大量のデ
ンプンを含みますが、苦みがあってそのまま
では食用になりません。すりつぶして何回も
水洗し、精製したものを食用とします。太平
洋諸島の特に低地や環礁に住む人々の貴重な
栄養源になっています。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）

8160901

新・実学ジャーナル
2016年 9 月号　No.133
2016年 9 月 1 日発行
編集・発行　学校法人東京農業大学戦略室
〒156‒8502　東京都世田谷区桜丘 1 ‒ 1 ‒ 1
TEL．03‒5477‒2300　FAX．03‒5477‒2707
http://www.nodai.ac.jp/hojin/

定期購読ご希望の方は上記までご連絡ください。

2016　東京農大創立125年

学校法人
東京農業大学　　　東京情報大学　　　東京農業大学短期大学部
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