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　東京農大創立125周年記念イベントの一つ、シンポジウム「食と農」の将来─「しあわせのものさし」持続可
能な地球環境をもとめて─が 9月17日、東京農大アカデミアセンター横井講堂で開かれた。同シンポジウムには、
東京農大「食と農」の博物館（江口文陽館長）で 9月25日まで開催されていた、特別展「地球の記録20年の写真
展」の報道写真家、ピーター・メンツェルさんとジャーナリストのフェイス・ダルージオさん夫妻がゲストとし
て参加した＝写真左。
　パネルディスカッションでは、東京農大の髙野克己学長（生物応用化学科教授）、志和地弘信・国際農業開発
学科教授 、吉野馨子・食料環境経済学科教授 、鈴野弘子・栄養科学科教授 、高橋信之・食品安全健康学科准教
授のパネリスト 5人が、それぞれの専門の立場から意見を述べた（司会は山本祐司・生物応用化学科教授）＝写
真右。特に「飢餓は、食物の不足によってもたらされるのではない。輸送システムが機能していないことが一番
の要因だ」「飢餓は社会不安によってもたらされる」「真の民主主義のあるところには飢餓は存在しない」「飢餓は政
治と分配の問題」と世界規模で課題解決に取り組む必要性が訴えられた。また、肥満の問題など、食と農の将来
について多角的な観点から議論が交わされた。
　ゲストのメンツェルさんとダルージオさんは講演も行い、貴重な体験を披露した。

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

東京農大創立125周年記念シンポジウム
「食と農」の将来

－「しあわせのものさし」持続可能な地球環境をもとめて－
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の維持管理が社会的に注目されている。これらの道路
施設は、産業・経済・文化の発展の基盤であり、地域
の再生・発展を図る上で欠かすことのできない重要な
施設であるため、限られた予算・人員の制約条件下で、
利用者の安全性、快適性を確保しつつ効率的に維持管
理していくことが求められる。舗装に関しては1970年
代から米国を中心に研究が進められ、舗装マネジメン
トシステム（Pavement Management System, PMS）
として体系づけられている。
　PMSは、ネットワークレベルとプロジェクトレベ
ルに分けて実施される。ネットワークレベルでは、行
政区内の全ての舗装を対象とし、プロジェクトレベル
では個々の区間の舗装を対象とする。具体的には、ネッ
トワークレベルの舗装マネジメントではプロジェクト
に優先順位を付けて選定することを目的とし、プロ
ジェクトレベルでは経済性を考慮した補修設計を行う
ことが目的となる。
　ネットワークレベルで優先順位を決定するにあたっ
ては、路面や舗装構造の損傷状態から総合的に健全度
を評価する必要がある。路面の損傷状態は、ひび割れ
やわだち掘れ等の進行具合から目視レベルでも判断で
きるが、舗装構造の損傷状態は目視レベルではわから
ないことが多々ある。人間にたとえるならば、疲労骨
折のようなものであろう。スポーツ選手ならば、早期
に発見し治療することで早期復帰が可能になる（舗装：
軽微な補修で済む）が、重篤化した場合では日常生活
に支障を生じることもある（舗装：舗装全体の打ち換
え）と聞いている。
　現在、舗装構造の損傷状態を把握するためにFWD
（Falling Weight Deflectometer）と呼ばれる試験機が
広く活用されている。FWDは、図 2に示すように重
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舗装のマネジメントシステムと問題点
　我々が普段利用している道路は、人や自動車等が通
行しやすくするために「舗装」と呼ばれる土木構造物
に覆われている。舗装は、路床と呼ばれる地盤上に構
築され、日本の道路舗装の94～95％を占めるアスファ
ルト舗装を例にとると、図 1に示すように路盤、表・
基層より構成される多層構造物となっている。なお、
交通量が多い道路（例えば世田谷キャンパス前の世田
谷通りなど）では、路盤は上層路盤と下層路盤の 2層
構成にする場合が多い。また、表・基層は、路面に作
用する交通荷重を分散し路盤に伝達する役割を、路盤
は表・基層からの荷重を分散し路床に伝達する役割を
担っており、路面に近いほど供用時の環境は過酷にな
るため、耐久性の高い材料が使用されている。

　2015年に農水省が公表した農道の総延長距離は、平
成25年時点で約17万km、そのうち舗装済み延長距離
は約 6万kmで、舗装率は36.1％となっている。一方、
国土交通省による道路統計年報（2015）によると、日
本の道路実延長は約121万kmにおよび、そのうち約98
万kmが舗装道路（舗装率で約81％）となっている。
前者は土地改良法、後者は道路法にしたがって整備さ
れた道路であるが、この他に港湾法や森林法等の法律
により整備された舗装道路もあり、国内における舗装
道路の総延長は100万kmを優に超える。このように、
所管官庁は異なるものの、舗装道路は戦後復興期から
経済成長期を経て安定成長期に至る間に整備され続
け、物流インフラとして日本の経済発展を支え続ける
とともに、災害時には避難経路や緊急搬送路としての
役割を果たしてきた。
　一方、中央高速自動車道・笹子トンネルでの天井板
崩落事故以来、道路や橋梁、トンネルなどの道路施設

図 1　アスファルト舗装の標準的な断面

舗装道路の健康診断ツールの開発
東京農業大学　地域環境科学部　教授　竹内　康
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行ってきた。さまざまな試行錯誤の末、我々は図 3に
示す移動式たわみ計測装置を開発し、これをMoving 
Wheel Deflectometer（MWD）と呼ぶこととした。
図 4は、土木研究所敷地内の外周路において実施し
たMWDとFWDによるたわみ計測結果である。FWD
は 1～ 2日かけて 5～10mおきに計測したのに対し、
MWDでの所要時間は 1回あたり 5分程度と極めて短
時間で計測可能であり、計測結果は走行位置の変化等
によって変動するものの、FWDと同程度であること
がわかる。また、ネットワークレベル（100～300m間
隔）でFWDを実施した場合に見落とす可能性がある
局所的な不健全箇所（図 4、500m付近）を検出でき
ていることがわかる。このことよりMWDは、FWD
試験を優先的に実施する箇所を選定し効率的に舗装マ
ネジメントを行っていくためのスクリーニング試験機
として利用可能であると考えられるため、現在、実用
化に向けて一般道でのデータを収集しているところで
ある。
　地域振興を図る上で、我々の生活を支える舗装道路
の維持管理は欠かすことができない。しかし、国土交
通省の推計によると、人口減少社会の到来によって、
今後の維持管理に係る国民一人当たりの費用負担は大
きくなり、農山村のような人口の少ない地域ほどその
度合いは高くなると言われている。そのため、一刻も
早くMWDを実用化し、広域における効率的かつ経済
的な健全度評価が可能となれば、舗装道路の維持管理
費の低減に貢献することができるものと考えられる。
これが、我々の研究チームが目標とするところである。

［ 1］ R.ハース、W.R.ハドソン（1989）「舗装マネジメントシステム」、
北海道土木技術会舗装研究委員会．

［ 2］ 竹内康、川名太ら（2015）「舗装路面の動的たわみ計測装置の開
発と健全度評価に関する研究」、道路政策の質の向上に資する
技術研究開発平成26年度報告書．

錘を落下させたときの衝撃荷重と路面のたわみを同時
に計測する非破壊試験機で、構造的損傷を受けた舗装
では荷重分散効果が低くなり、同一荷重でのたわみは
大きく現れるという特徴を活かして、健全度評価を行
う。医療行為で言うならば、触診に相当するだろう。
　しかし、FWDは定点載荷式の試験機で、ネットワー
クレベルでは100～300m間隔で計測を行うため、測定
点間に損傷箇所がある場合にはそれらを把握できない
だけでなく、測定中は静止しているため、交通規制が
必要となり測定路線によっては計測できない可能性が
ある。したがって、ネットワークレベルでFWDによ
る舗装の健全度評価を行うには自ずと限界があるた
め、停止せずに移動しながら連続的に舗装の健全度評
価が行える新たなツールの開発が求められている。

新移動式たわみ計測装置MWD
　連続的な舗装の健全度評価に対する取り組みは、欧
米において盛んに行われており、牽引式トレーラを用
いた非破壊試験機が幾つか開発されている。その代表
例として米国のRWD（Rolling Weight Deflectome-
ter）がある。しかし、RWDは極めて高価であるだけ
でなく、車両寸法が車両制限令に抵触してしまうため、
日本に輸入して使用することはできない。また、健全
度評価にあたっては、100～200mのたわみの移動平均
を用いているため、地盤条件の悪い日本でよく観察さ
れる局所的な舗装の変状を見落とす可能性がある。そ
のため、日本に移動式のたわみ測定装置を導入するた
めには、道路関連法令に適合するスペックの車両を用
い、かつ健全度評価区間を短くなるよう計測精度を向
上させる必要がある。そこで、東京農大と（国研）土
木研究所を中心とした研究チームでは、平成22年度か
ら平成26年度にかけて種々の補助金を受けて、ドップ
ラー振動計を用いた移動式たわみ計測装置の開発を

図 2　FWD試験機 図 4　MWD・FWD試験機での計測たわみの比較

図 3　MWD試験機（左：～2014年、右：2015年～）
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事業、地域マネジメント手法、環境教育といった教育
研究体制を構築するとともに、「ひと・もの・ことに
よる持続可能な地域づくり」への貢献を目指す。
　森林総合科学科、生産環境工学科、造園科学科に次
ぐ第 4の学科となる地域創成科学科の定員は80人。
　■研究室：自然再生分野
＜保全生態学研究室＞地域の自然を適切に保全・
再生することを目的として、生物群集と生態系の
構造と機能、生物の進化と集団の維持メカニズム、
景観資源としての樹木の保護管理に関して生態学
的な観点から教育研究を行う。エコロジストの視
点で地域を理解し、再生する。
＜地域環境保全学研究室＞地球環境の保全と持続
可能な生産基盤や生存環境の創出を目指して、人
為的な開発行為が自然環境や生態系に与えるイン
パクトを評価するとともに、環境再生技術の開発
について教育研究を行う。ナチュラリストの視点
で地域を捉え、保全する。

　■研究室：地域マネジメント分野
＜地域環境工学研究室＞持続可能な循環型社会の
創出をめざし、頻発する自然災害や社会資本ス
トックの維持管理費の増大といった現在の地域社
会が抱える課題を解決すべく、地域防災力の強化、

　森・里・川・海の自然環境の恵みをいかし、人と自
然が共生する豊かな暮らしと持続可能な地域環境の創
成──を掲げる。
　我が国の里山等の農山村地域は、水資源や食料生産、
環境保全の重要な役割を担ってきた。しかし、少子高
齢化や都市域への人口集中に伴う過疎化の進行によっ
て、農山村地域の担い手不足が顕在化するとともに、
地域社会の存続自体が危ぶまれている。また、食料自
給率の向上が重要な課題とされている今日、食料を生
産する場としての農山村地域の持続的発展が求められ
ている。
　地域を活性化するためには、地域が担ってきた生物
や文化の多様性等を維持していく必要があり、後継者
の育成や六次産業化など、農業を中心とした産業振興
を進めていくことが基本となる。また、里山等の農山
村地域の自然環境は、農作業等を通じて人間が継続的
に係わり合うことによって維持されてきた二次的自然
環境であり、これを維持していくことは、連綿と育ま
れてきた自然環境の多様性や、それらに根ざした伝統
芸能や歴史的資産等、観光資源としての価値を有する
生活文化の多様性も維持されることを意味している。
一方で、全国的に土砂災害や洪水などの災害リスクが
高まっていることから、地域経済の活性化を図ってい
くためには、農業を中心とした産業振興だけでなく、
適切な社会資本ストックの維持管理を行い、安心安全
な生活基盤を提供することが重要となる。
　地域創成科学科では、「ひとづくり（教育論）」、「も
のづくり（技術論）」、「ことづくり（計画・政策論）」
の視点をもって、地域の生物多様性や生態系に配慮し
た土地利用方法、農業基盤に関連する防災を含む保全・
管理技術、環境アセスメント手法やそれらを連携する

地域創成科学科と国際食農科学科を新設
学部改組㊦

　来年 4月、世田谷キャンパスに生命科学部 3学科のほかに、地域環境科学部に地域創成科学科、国際食料情報
学部に国際食農科学科が新たに設置される（両学部とも 4学科に）。これにより、厚木キャンパスの農学部（ 3
学科）、世田谷キャンパスの応用生物科学部（ 4学科）、オホーツクキャンパスの生物産業学部（同）と合わせ、
3キャンパス 6学部22学科で多様な農学分野を探求することになり、新たな実学がスタートする。

「自然と人の共生」を考える
■地域環境科学部地域創成科学科
学科長　竹内　康（たけうち・やすし）教授

源流域から中山間地を経て平野部に至る「農域」をフィールドとして、持続可能
な地域創成を志向した自然再生や地域マネジメントに関する教育研究を行い、地
域づくりに貢献できる人材の育成を目指します。
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適切な物質循環の構築、都市と農村の適切な土地
利用の在り方などの研究を行う。エンジニアの視
点で地域を守り、創造する。
＜地域デザイン学研究室＞地域社会が抱える課題
を解決すべく、地域防災力の強化、バイオマス利

用を中心とした適切な物質循環の構築、ストック
マネジメントによる施設の長寿命化・ライフサイ
クルコストの低減、都市と農村の適切な土地利用
の在り方などの研究を行う。デザイナーの視点で
地域を発見し、計画する。

　グローバル社会において、世界規模での農産物流通
の実態や、食に関わる格差の問題が注目される一方で、
食と農に関わる地域性、多様性、個別性への関心も高
まり、その継承の重要性が認識されるようになってき
ている。日本においても、「和食」のユネスコ世界無
形文化遺産登録、「能登の里山里海」などの世界農業
遺産登録を通じて、伝統的な食農文化に対する国民的
な関心が増大しつつある。また、昨年開催されたミラ
ノ国際博覧会での日本館の評価にも見られるように、
世界の人々からの日本の食や農業農村への関心も高
まっている。
　そして、食農文化の継承や世界へ向けての発信を促
進していくにあたり、食農教育の重要性に対する認識
が深まるとともに、担い手育成が急務の課題となって
いる。
　今、社会が求めているのは、食農分野の担い手とな
る人材の輩出や、食と農についての技術・社会・文化
の視点からの総合的な理解を前提に、地域、人、文化
を総合的にマネジメントし、広く国内外へ発信できる
能力を持つ人材の育成を行う「食農教育」だ。食と農
に関わるあらゆる科
学、すなわち生産か
ら加工・流通さらに
消費に至るまでを包
括的に学習し、文化
や社会の側面につい
ても幅広く知識を得
ることができ、さら
に実践的な要素の高
い教育課程が今後ま
すます必要になると
の考えから「国際食
農科学科」を設置す
ることになった。

日本の「食と農」を世界に発信
■国際食料情報学部国際食農科学科
学科長　原　珠里（はら・じゅり）教授

伝統的な食農文化の継承と新しい食農文化の創造発信を目標に、農産物の生産、加工、
流通、消費に至るまでのプロセスとその背景となる歴史や社会、教育、施策につい
て幅広い専門分野の教員が連携して教育研究し、実践力の高い人材を養成します。

　国際食農科学科の特色は、専門化・細分化の進む農
学分野において、自然科学から社会科学、人文科学ま
でを幅広く修得し、その上で一つの分野の知識を深め
る事を通じて、実践性の高い知識を獲得できるという
機能をもつこと。
　国際農業開発学科、食料環境経済学科、国際バイオ
ビジネス学科の 3学科に加えて誕生する国際食農科学
科の定員は100人。
　■ 研究室：食農技術分野
＜植物生産学研究室＞地域に結びついた作物・伝
統野菜・特産果樹を中心に、その基本的な生理・
生態に関する研究とともに、栽培環境が生育や品
質に及ぼす影響等を解明することによって日本の
農産物を世界に展開していく、という観点から教
育研究を行う。
＜食環境科学研究室＞現代社会の多様な食生活に
対応した食料資源の有効活用法を提言することを
目的とし、食品中の栄養素や加工時に生成した成
分の機能性解析を複合的な手法を用いて取り組む
とともに、食文化なども含めた食環境を多角的か
つ科学的な観点から教育研究を行う。

　■研究室：食農社会分野
＜食農文化・政策研究室＞社会学、歴史学、経済
学等の視点から、日本及び世界の食農文化や農村
社会等について研究教育を行うとともに、食農政
策、食農法制を中心に、食品流通や食品マーケティ
ング等も含めた食農経済全般について研究教育を
行う。
＜食農教育研究室＞食農マネジメントを実践する
ため、広義の食農教育（食育・農業教育）ほか、
食生活に関わる諸問題、都市農村交流の在り方、
生産者と消費者の連携強化、食農教育のプログラ
ム作り等について、幅広く研究教育を行う。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）
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北海道のじゃがいも生産と多岐にわたる用途
　全国におけるじゃがいも（ばれいしょ）の生産量は約250万トン。このうち北海道で生産されるじゃが
いもが約75％を占めている。北海道でじゃがいも栽培が本格的に開始されたのは、明治期の北海道開拓使
による作付け奨励であり、冷涼な気候でも比較的安定的な収穫量を確保できたことから、北海道内各地に
栽培が広がっていった。北海道東部の畑作農業地帯では、麦類・てん菜と共にじゃがいもは輪作を構成す
るうえで重要な品目になっている。
　じゃがいもの用途は、主に澱粉原料用のほか、加工用（ポテトチップス、コロッケ、サラダ）、生食用
に分かれる。北海道では開拓期当初から商品作物として澱粉原料用のじゃがいも生産が奨励され、現在で
も澱粉原料用の生産シェアは 5割を超えている。このばれいしょ澱粉は片栗粉として販売されているほか、
菓子用、麺類、水産練り製品、インスタント食品、冷凍食品、糖化用（異性化糖、水あめ、ぶどう糖）な
どの食品類、医薬品や製紙・段ボールなど、多岐にわたって使用されている。
　北海道のじゃがいも生産は、歴史的にも商品生産を目的としたものであったが、農家では澱粉の余剰分
を用いた「でんぷん団子」が家庭料理・郷土料理として定着している。

郷土食・でんぷん団子の普及
　網走市に隣接する小清水町は、畑作農業が基幹産業であり、2014（平成
26）年のじゃがいもの作付面積は2,210ha、出荷量は98,000㌧となっており、
オホーツク地域でも有数の地場産食材を使った特産品開発を手掛けるなか
で、2011年から「じゃがいもスイートポテト」を販売した。開発を手掛け
たのは町役場職員で農大の「オホーツクものづくり・ビジネス地域創成塾」
第 1期修了生でもある秋田憲人さんである。2009年から開発を手掛け、使
用するパイ生地に「キタアカリ」と「メークイン」を使用するなどじゃが
いもの品種を吟味し、生地に地元の鶏卵やオホーツク産のてん菜糖を使用
するなど、地場産素材にこだわっている。2015年からはカスタードクリー
ムの代わりに地元でルバーブを生産する農家グループが作ったルバーブ
ジャムを使ったものや甘みが強い品種の「インカのめざめ」を使った新バー
ジョンが登場している。販売期間は 6月から11月までの土・日の限定販売で、
手作りで生産するため 1日240個の数量限定となっているが、発売以来、女

性客を中心に根強い人気を誇っており、小清水町の定番商品になっている。
　秋田さんは、地域の若手メンバーと「これぞ小清水！実行委員会」を組織し、郷土食の「でんぷん団子」
の普及を進めるイベントや独自のゆるキャラづくりに関わるなど、地域を活性化する活動に熱心に取り組
んでいる。2011年には縦2.55m×横1.25m、重さ115kgの巨大な「でんぷん団子」を作ってギネス認定を受
けた。この巨大な「でんぷん団子」のギネス認定のニュースは、思わぬ展開を呼び起こした。九州・福岡
県で明太子・煎餅菓子を製造・販売する㈱山口油屋福太郎が、小清水町のじゃがいも澱粉を主原料にした
煎餅菓子「ほがじゃ」を製造する工場を進出させたのである。工場では約30人の地元雇用を創出するなど
の効果を生み出している。
　じゃがいもは、北海道のさまざまな地域で生産されているが、小清水町では地域の若手メンバーが中心
になり、地域の重要品目であるじゃがいもや郷土食の「でんぷん団子」にプライドを持ちながら活動して
いる。次世代に続く地域おこし活動として注目したい。

オホーツクの地域資源 Foods Who（ 9 ）

地場産じゃがいもを使った
スイーツ開発と地域おこし

東京農業大学生物産業学部准教授　菅原　優

開発者の秋田憲人さん
（小清水町役場）



東京農大農学部植物園から（41）

キバナノヒメユリ
Lilium callosum Siebold et Zucc. 

var. fl avifl orum Makino
（ユリ科）

　山草愛好家の卒業生から寄贈されたキバナ
ノヒメユリが開花しました。本種は四国・九
州・琉球、さらに中国浙江省から東北部、内
モンゴル、沿海州、朝鮮半島に分布し、花被
片は赤橙色のノヒメユリ別名）スゲユリL. 
callosumの黄花変種です。長崎県、沖縄本島、
久米島、渡名喜島での分布が確認され、環境
省のレッドデータブックで野生での絶滅の危
険性が極めて高い「絶滅危惧IA類」に指定

されています。草丈60-100cmほどの多年草
で、葉が線形。花被片は長さ 3 - 4 cm、黄色
～橙黄色で花は下向きに咲き、多くのユリに
見られる花被片内側の斑点は普通ありませ
ん。花の大きさは日本産ユリ属の中で最も小
さく、可愛く感じられます。生育地は日当た
りや風当たりが強い低地の原野や草地で、木
が育たないような厳しい環境に生育するよう
です。 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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