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東日本大震災からの食と農の復興／半杭真一

特別展示「鶏－クラシックブリードの世界－」

東京農大「食と農」の博物館で開催中

オホーツクの地域資源 Foods Who（19）・最終回

「地域を学び舎」の教育研究活動
人材育成・ビジネスネットワークづくりで成果
　　　　　　　　　　　　　　　　 ／美土路知之

東京農大農学部植物園から（51）

フランクリンツバキ／伊藤　健



　東京農業大学はロシア・ウラジオストクの極東連
邦大学と学術交流協定を締結した。日ロ両国による
北方領土での共同経済活動が協議されるなど、極東
ロシアは両国にとって重要な地域となっており、両
大学の学術交流の進展が各方面から期待されてい
る。
　極東連邦大は1899年、ロシア皇帝の勅命で設立さ
れた東洋学院が前身。2010年に複数の大学が連邦大
として組織され、工学部、生物医学部、自然科学部、
法学部、人文学部、経済・経営学部など 9学部、学
生数 3万3000人を擁する極東ロシア最大の総合大学
となっている。 9月 7日、ウラジオストクで行われ
た安倍晋三首相とプーチン大統領の日ロ首脳会談の
会場も、極東連邦大だった。
　首脳会談前の 8月30日に極東連邦大であった協定
締結式には、東京農大から髙野克己学長、吉田穂積生物産業学部教授、山本祐司総合研究所長らが、極東連邦大
からはアシニモフ学長、パノーワ副学長らが出席し、国際共同研究と学生交換プログラムなどの学術交流協定を
締結した。
　アシニモフ学長は「日ロ関係がさらに重要となる中で、日本及び日本語研究の強化を図りたい。東京農大と協
定を締結することで、農学分野における土壌、資源開発、環境技術、農業工学での協力関係を強化し、両大学が
協力して世界が直面するグローバルな課題に対しての研究教育面での取り組みを展開していきたい」と今後の協
力関係への期待を語った。髙野学長も「極東連邦大は東京農大の北海道オホーツクキャンパスとほぼ同じ緯度に
ある。北方圏農学や海洋水産の分野での学術協力を期待している」と述べた。

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（1895）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。

高等教育から初等教育まで
　東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、生命
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 7学部25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
に約13,000人が学んでいる。
　学校法人東京農業大学の傘下には、東京情報大学
（千葉）があり、総合情報学部、看護学部の 2学部
2学科と大学院 1研究科に約2,000人が学ぶ。また、
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。
　平成31年度には、東京農業大学稲花小学校が世田
谷に開校予定である（設置認可申請中）。

東京農業大学の沿革

東京農業大 ロシア極東連邦大と学術交流協定
学術交流の進展に期待

髙野学長(左)とアシニモフ学長
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査であること」が回答者の産地選択にどう影響してい
るかを知ることも狙いの一つだった。震災関係の調査
では、気分が悪くなったりした場合に調査をやめても
良いこと等を提示して調査への参加を求めることに
なっている。この提示を、農産物の産地選択に関する
設問の前に行うか、後に行うかで、産地の選択行動に
与える影響を調査した。方法は以下のとおりである。
福島県の主要な農産物であるキュウリとトマトを素材
として、福島県、隣接地、遠隔地の三つの産地から選
択するものとした。産地の他には、 3水準の価格と、
栽培方法として慣行栽培と特別栽培を組み合わせて選
択肢を構成し、三つの選択肢から一つ選ぶ形で行った
（図 1）。結果として、震災関係の調査であることを前
もって提示した場合、キュウリの選択では、福島県の
選択割合は25％程度で変化はないものの、隣接の群馬
県の選択割合が34％から31％とわずかに低くなってい
たのである。産地の選択において、震災を意識させる
ことによって、隣接地も忌避する傾向が見られたこと
に注目したい。なお、トマトについては変化はなかった。
　また、情報提供についても、興味深い結果が得られ
ている。2017年に消費者庁の実施した「風評被害に関
する意識調査」では、放射性物質の検査が行われてい
ることを知らない回答者の割合は35％に上っている。
買い控えの対策として、「検査結果を伝えること」が
提案されることも多いが、果たしてそうだろうか。放
射性物質の検査結果に関する消費者の反応を調査し
た。検査結果の概要を文章で示し、より詳しい情報に
関するリンクを調査画面上に用意した。より詳しい情
報をクリックした割合を放射性物質に関する知識の有
無によって分けると、放射性物質の検査が行われてい
ることを知らない回答者のクリックする割合は少な
かった。つまり、情報を持っていない人の方が情報を

食と農の分野への東日本大震災の影響
　2011年 3 月11日に発生した東日本大震災は、東京電
力福島第一原子力発電所の事故を伴い、東日本を中心
に農業にも大きな被害をもたらした。福島県において
は原発事故の被害が注目されがちだが、地震と津波に
よって多数の人命が失われ、また、生産インフラが破
壊されたことで農業生産に甚大な影響がもたらされた
ことをはじめに強調しておきたい。
　原発事故の農業への影響は、住民の避難による営農
の中断と生産物の流通・消費段階における買い控えの
二つの側面をもつ。
　食品中の放射性物質に対しては、農産物の栽培段階
での対策、流通段階でのモニタリング検査によって対
応がなされており、健康被害をもたらす可能性のある
食品は市場に出回ることはない。
　この結果、2017年 9 月 1 日、日本学術会議は報告書
「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」を公表
した。この中で東電福島第一原発事故による胎児への
影響はないこと、チェルノブイリ原発事故よりも被ば
く量が「はるかに低い」という重要な事実が指摘され
ている。科学的なコンセンサスとして、胎児への影響
に関しては、決着がついたのである。しかし、その一
方で、消費者庁が2013年から実施している「風評被害
に関する意識調査」によれば、福島県産農産物を避け
たいと考える消費者は 2割程度存在しており、この値
は調査開始から大きく変動していない。
　福島県内では除染も進み、未だ帰還のできない区域
が残されてはいるものの、避難解除後に営農を再開し
ようとする動きもあちらこちらで見られる。営農再開
を目指す農業者にとって、自らの生産物が消費者に受
け入れられるのかが課題となっている。農業生産の現
場では、被ばくによる健康被害から農産物の買い控え
へと関心事がシフトしている、言い換えれば、課題が
理科から社会に変わっているのである。

2 種類の消費者リサーチの結果
　ここでは、 2種類の消費者リサーチの結果について
述べる。いずれも2016年の夏から秋にかけて、筆者が
福島県と、福島県産農産物が流通する首都園と関西で
実施した。一つは産地の選択行動を仮想的な選択肢を
もとに分析するものであり、もう一つは、実際の買い
物を記録する日記形式の調査である。
　前者の産地の選択行動については、「震災関係の調

東日本大震災からの食と農の復興
東京農業大学　国際食料情報学部　准教授　半杭真一

はんぐい　しんいち
1976年福島県生まれ
帯広畜産大学大学院畜産学研究
科畜産資源経済学専攻修士課程
修了。
東京農業大学国際食料情報学部
国際バイオビジネス学科（マー
ケティング研究室）准教授。
博士（国際バイオビジネス学）
専門分野：消費者行動研究
主な研究テーマ：震災復興にお
ける農産物のマーケティング
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取りに行っていないことが明らかになった（図 2）。
　この結果は示唆的である。知識がない人に知識を与
えればよいのではなく、どのように知識を伝えるかと
いう情報のあり方まで考えていくことが必要ではない
だろうか。
　後者の日記形式の調査については、実際に店頭に並
べられ購入された農産物が対象となる。仮想的な選択
行動の調査とは異なり、現実のリアルな流通に基づく
消費者の行動を対象にすることが出来た。この調査で
は、福島県と首都圏を調査地域とし、消費者が購入し
た農産物について、購入した産地とその産地の選択理
由を質問している。結果は福島県と首都圏で大きく異
なっていた。どちらの調査地域でもトマトやキュウリ
が多く購入されていた。その理由として、値段が手ご
ろだから、美味しいから、いつも買っているから、と
いった理由に加えて、首都圏の消費者において福島県
産以外のキュウリが、安全だと思うから、という理由
で買われていた。

今後の研究展開と思い
　震災後 6年を経過し、福島県が独自に実施していた

コメの全量全袋検査の在りかたを検討する、という
ニュースも飛び込んできた。消費者が農産物の選択で、
どのようにして意思決定しているのか、そのためにど
ういった情報が求められているのか。検査結果を伝え
ればよい、という単純な問題ではないことは明らかで
あり、具体的な道筋を作ることはできていないまま、
時間とともに進む風化に抗っているのが現状である。
今後の研究の方向としては、引き続き、消費者行動か
ら小売・流通段階の調査を行い、被災地産農産物の販
売拡大を模索していく予定である。それと同時に、東
京農大総合研究所「東日本支援プロジェクト」で今年
度より着手した避難区域での営農再開モデルの分析を
進めていく。住民の避難によって営農の中断を経験し
た地域では、農業生産の技術的な課題に合わせて、折
れてしまった農家のメンタルや避難区域での人手不足
といった社会的な要因も垣間見える。また、はじめに
述べたように、農業者にとっては、営農を再開したと
ころで原発被災地であることによって忌避されるので
ないか、という懸念が農業復興の大きな壁となってい
るということにも答えを出していかなくてはならな
い。
　農業分野は社会から近くて遠い分野である。農業分
野の復興については、農産物の流通実態を踏まえてい
ない販売方法の提案や、農業者の技術的な蓄積や産地
としての誇りをないがしろにしたような「食料が売れ
ないなら花をつくれば」といった声も聞かれる。震災
前の状態に戻ることはゴールではない。震災からの復
興は、被災地の住民が暮らしを取り戻すためのプロセ
スであると同時に、他の地域が少子高齢化に伴う担い
手不足により近い将来直面する課題を先取りしてい
る。震災後 6年を経てなお、研究課題としての震災復
興は終わっておらず、新たな課題が生まれているので
ある。

図 2　回答者でより詳しい情報を求めた人の割合

図 1　産地選択の画面イメージ



 新・実学ジャーナル　2017.10 3

地域の歴史・文化を育む
効率化追求で消えゆく品種も

　世界で飼育されているニワトリは200億を超すとさ
れるが、その大半は、ほんの数品種に限られるという。
養鶏業は現在、高度に集約化・システム化されており、
最も効率的に豊かな肉をつけ、卵を産む品種が選ばれ
て飼育されるためだ。本来、世界にはそれぞれの地域
の生活や歴史、文化の中から生まれた特有の品種があ
り、粗放的な飼育法で飼育されてきた。しかし、生産
性の高さのみで評価されれば、いずれその多くが飼育
されなくなり、消えてしまうことが危惧されている。
　本展ではニワトリの起源とされるセキショクヤケイ
をはじめ、4種のヤケイすべてをはく製展示している。
4種そろっての展示は「食と農」の博物館以外では珍
しく、本展でも入口最初のコーナーに展示されている。
このヤケイ 4種のうちの 1種アオエリヤケイをはじ
め、展示されているはく製の多くは家畜・家禽の標本
を研究しているJSACから貸与されたものだ。JSAC代

起源は東南アジア
はく製を系統的に展示

　ニワトリが家禽となった時期は、ヒツジやヤギ・ブ
タと同じ紀元前8000年ごろという説と、ウマと同じ同
4000年ごろという説がある。その起源は、東南アジア
に分布する 4種のヤケイ（野鶏、セキショクヤケイ・
ハイイロヤケイ・セイロンヤケイ・アオエリヤケイ）
のうち、最も広く、人の生活圏の近くに分布するセキ
ショクヤケイとする説が有力だ。しかし、その他のヤ
ケイも関わっているという説もあり、定まっていない。
家禽化の目的も、時を告げる時計の役割や、闘鶏、宗
教、占い、愛玩など諸説ある。不明な部分が多いニワ
トリのルーツだが、いずれにせよ、東南アジアから南
アジアにかけての地域で家禽化され、世界各地に広
がっていったことは間違いなく、現在では世界中に
300以上もの品種があるといわれている。
　世界に広がる過程で、各地に特有のいわば地鶏が成
立していった。原産地により分類すると、アジア種、
地中海沿岸種、ヨーロッパ種、イギリス種、アメリカ
種、日本種などに分けられる。本展では、日本種を除
いた古典的なニワトリの品種を74点のはく製で系統的
に展覧している。

東京農大「食と農」の博物館で開催中

特別展示「鶏－クラシックブリードの世界－」

　最も古い家
かきん

禽とされるニワトリの品種系統をテーマとした特別展「鶏－クラシックブリードの世界－」が東京
農業大学「食と農」の博物館で開かれている。身近な存在だけに、「ニワトリなんて」と思われがちだが、品種
改良を重ねた結果、絶滅が危惧される品種も少なくなく、まとまった展示は極めて珍しい。特に起源とされるセ
キショクヤケイをはじめ東南アジアに分布する 4種のヤケイの全種展示は見逃せない。

会場入口の展示

4種のヤケイをすべて展示している
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表理事で国立科学博物館の林良博館長は 8月31日の本
展開会式で、「ニワトリなどの家禽や家畜は、私たち
の生活に最も身近に関わっている動物だが、本展のよ
うにまとまって展示されることはほとんどなかった。
国立科学博物館の動植物の収集展示も原種・希少種が
中心で、いつかやりたいと思っていて、先を越された。
意義深い展覧だ」と語っていた。
　本展を企画した東京農大農学部バイオセラピー学科
の小川博教授も「トキは野生のものが絶滅したため、
環境省の主導で人工繁殖を進め放鳥する事業が進めら
れていることは広く知られている。その結果、野生の
トキは280羽以上に回復している。しかし、高知県原
産のニワトリで、トキと同じく特別天然記念物の“土
佐のオナガドリ”もまた絶滅が心配され、個体数は
300羽に満たないことはほとんど知られておらず、
JSACが危惧していることの一つだ。本展では現在で
はほとんど目にすることができなくなった希少性の高
いクラシックブリード（古典的なニワトリの品種）を
中心に展示している。美しいニワトリが、それぞれの
地域の育んだ文化を保存し、後世に伝えていく存在で
もあることを知ってもらいたい」と語っている。
　特別展「鶏─クラシックブリードの世界─」は10月
15日まで。月曜休館。入場無料。

（東京農業大学客員教授・鈴木敬吾）

地域に開かれた大学ミュージアム
「食と農」の博物館

　東京農大「食と農」の博物館は2004年に開設され、
来館者は既に100万人を超えている。東京農大世田
谷キャンパス正門を出て、世田谷通りを挟んで馬
事公苑につながる「けやき広場」に面している。
入館料は無料で、近隣の小中学校の学習で利用さ
れるなど、地域に開かれた新しい時代のユニバー
シティ・ミュージアムだ。建物は世界的建築家・
隈研吾氏の設計で、強い印象を与える芦野石製の
羽板を介して前面に広がるケヤキ並木と有機的に
接続する工夫がなされている。古い農具やトラク
ターなどの常設展示、カフェもあり、さらには進
化生物学研究所が収集した動植物を展示する「バ
イオリウム」にも接続しており、家族連れでも楽
しい時間を過ごすことができる。

　東京農業大学は国立研究開発法人農業・食品産業技
術総合研究機構（通称・農研機構、本部・茨城県つく
ば市）と包括的連携協定を締結した。
　農研機構は農業・食品産業分野の我が国最大の研究
開発機構で、傘下に、農業・食料・環境にかかわる課
題を研究する20のセンター・部門を持つ。例えばリン
ゴの「ふじ」、ナシの「幸水」「豊水」の開発など、研
究開発から成果の社会還元までを一体的に推進し、安
全な食料の安定供給、産業競争力の強化、環境保全な
どに貢献している。
　東京農大は農研機構とこれまでも、共同研究や人材
育成で連携してきたが、今回の協定でさらに連携・協
力し、我が国の農業・農村・食品産業の活性化に寄与
することを目指す。
　 9月 6日に行われた協定締結式には、農研機構から

井邊時雄理事長、塩谷和正理事が、東京農大からは髙
野克己学長、渡部俊弘副学長、夏秋啓子副学長らが出
席。協定書に調印し、取り交わした。
　農研機構には現在、東京農大卒業生41人が在籍して
いる。

掲 示 板

東京農大　農研機構と連携協定

協定書を取り交わす髙野学長（左）と井邊理事長
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　本シリーズでは、北海道東部のオホーツクを舞台に、陸海の素材とそれを生かした地域ビジネスを推進
する人材と、 1次生産から加工・流通ビジネスまでの展開を紹介してきた。それは、高齢化や人口減少で
苦境に立たされる地方都市の再生と活性化への挑戦であり、同時に、30年近くにわたり、「地域を学び舎」
とする教育研究活動を続けてきた東京農大北海道オホーツクキャンパス・生物産業学部の教職員と学生の
歩みでもあった。
　特別講義「地域資源によるフードマイスター育
成」では、 4学科の壁を越えた取り組みで地場産
品の商品開発を進め、既に何点かは販売に至って
いる。また、8年前に開塾した社会人向けの「オホー
ツクものづくりビジネス地域創成塾」には、北海
道内外から入塾希望者が集まり、これまでに120余
名の卒塾者を出している。こうした取り組みはい
ずれも、キャンパスを飛び出し、地域との幅広い
協働とネットワークづくりにつながった。
　例えばvol.10で紹介したオホーツク産小麦100％
の「生ひやむぎ」は、製麺所経営者が「地域創成塾」
を受講したことで生まれた。商品ブランディング
の重要性を実感した経営者が、地場産小麦100％で地域が誇れる商品開発を思い立ち、地元JAなどと連携
して事業を展開。その取り組みは「東京ビジネスサミット2013」で優秀賞を獲得、販路は首都圏にまで拡
大した。さらに、ミラノ万博2015にも北海道を代表して出展するなどの成果を生んだ。これ以外にも、オ
ホーツク産の農産物や酪製品、畜産物、水産物などを素材としたアイテム数や技術的蓄積は、この10年ほ
どで大きく進捗した。
　質量ともに豊かな地域資源と、商品開発を通じたビジネス展開で地域の協働関係を構築しながら、オホー
ツクの地域社会と経済の振興に、多少なりとも寄与してきたと自負している。その成果は東京農大の大き
な財産となっている。言い換えれば、素材、技術、ビジネス、人材育成とネットワークづくり、これらのキー
ワードが一体となった実践と教育が地域活性化の重要なフィールドとなっていることも明記しておきたい。
　19回にわたり連載してきたオホーツクの食材、地域ビジネス物語（FoodsWho）は、今回でひとまず終
了する。お付き合いいただいた読者諸賢には感謝申し上げたい。

オホーツクの地域資源 Foods Who（19）・最終回

「地域を学び舎」の教育研究活動
人材育成・ビジネスネットワークづくりで成果

東京農業大学名誉教授　美土路知之

「生ひやむぎ」はBuonoと好評だった ミラノ万博に出品されたオホーツク小麦100％の麺製品

「創成塾」第 7期生の修了式=2017年 2 月



東京農大農学部植物園から（51）

フランクリンツバキ
Franklinia alatamaha W. Bartram ex Marshall（ツバキ科）

　別名アメリカ夏椿、アメリカシャラノキ、
西洋沙羅などとも呼ばれるアメリカのジョー
ジア州原産で 1属 1種の樹高 3～ 6㍍の落葉
低木。1765年にジョージア州アラタマハ河畔
で発見されましたが、1803年には既に野生の
株は絶滅したと言われ、現存するのは栽培育
種されていたものだけです。葉は薄く濃い緑
色で艶があり最大で15㌢ほどの長い楕円形で
木の節に 1枚の葉が互い違いに生え（互

ご せ い

生）、
枝先では集まって輪

りんせいじょう

生状につきます。花期は
晩夏初秋の 8～ 9月の長期間にわたり、花径
は10㌢ほどで真っ白な花弁を 5枚つけ清らか

でツバキに似た花を咲かせます。花弁は横に
平開し花の中心には黄色い雄しべが多数みら
れます。花の後、蒴

さ く か

果ができ熟すると下部が
裂け、種子が散布されます。また、秋には赤
く美しい紅葉が楽しめます。比較的耐寒性は
強く、関東地方以南で露地栽培が可能です。
　本種の属名のFrankliniaはアメリカ合衆国
で政治家、外交官、著述家、物理学者などで
知られるフランクリンBenjamin Franklinを
記念して名づけられたもので、種小名の
alatamahaは「アラタマハ川」の意味です。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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2017　東京農大創立126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
東京農業大学第一高等学校　　　　　東京農業大学第二高等学校
東京農業大学第三高等学校　　東京農業大学第一高等学校中等部
東京農業大学第三高等学校附属中学校
東京農業大学稲花小学校（平成31年 4 月開校予定／設置認可申請中）
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