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新しい動物資源生産への挑戦
～エゾシカとエミュー～／大久保倫子

東京農大「躍動する農学」シンポ

先駆的取り組みを紹介
農学部　4学科改組に合わせ

「農民芸術」と「つなぐ」
2企画展を開催中　東京農大「食と農」の博物館

東京農大農学部植物園から（53）

サイカチ／伊藤　健



　東京農業大学「食と農」の博物館の来館者が10月 3
日、200万人に達した。
　記念すべき200万人目となったのは、博物館近くに
住む橋本まり子さん、衣都さん親子。くす玉が割られ、
髙野克己学長、江口文陽館長らから記念品としてタマ
ムシの構造色を模したスプーンセットやエミューの化
粧品セットなどが贈られた。
　まり子さんと衣都さんは、初めての来館だったとい
い、「突然のことで大変驚いている。今後もぜひ訪れ
たい」と、うれしそうに語っていた。
　同博物館は2004年 4 月 6 日に開館し、以来13年にわ
たり、食や農に関する多彩な企画展示を続けてきた。
現在は、「農民芸術─編まれた民具─」と「国際食料
情報学部 4学科合同展─つなぐ─」の二つの企画展が
開かれている（ 5ページに関連記事掲載）。両展とも
来年 3月11日（日）まで（月曜と最終火曜日、年末年
始は休館）
　東京農大「食と農」の博物館（〒158─0098　東京都
世田谷区上用賀 2 ─ 4 ─28）　電話03─5477─4033

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

東京農大「食と農」の博物館
来館200万人達成

左から、髙野学長、橋本まり子さん、衣都さん、江口博物館長
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いる。学内外の講師が様々な視点で、エゾシカの生態、
有効活用の取り組み、エゾシカ牧場の運営、エゾシカ
肉の活用、ニュージーランドでの鹿活用の取組みにつ
いて講義している。また、1989年の生物産業学部開設
当時より、エゾシカの研究を開始しており、全国的に
見ても数少ないエゾシカを飼育できる研究施設を有す
るまでに発展している。長年の飼育を通じて、臆病で
神経質な性質をもつエゾシカを安全に飼育するための
飼育管理技術を蓄積してきた。
　この研究環境を活かし、道内の企業が開発した 4色
のLED光と音を使ってシカを畑から追い払う鳥獣忌
避装置の効果検証実験に協力する機会があった。人で
は色彩の持つ心理効果が研究されているが、動物では
そもそも色覚についてはっきりとわかっておらず、 4
色のLED光の効果は不明だった。飼育中のエゾシカ
を利用した新しい研究をしようと思案していた頃、網
走市のハンターと話をする機会があった。ハンターは
狩猟時には誤射を防止するため、人からよく目立つよ
うにオレンジ色のベストを着用する。ハンターはシカ
から自分たちがどのように見えているのか関心があ
り、シカはオレンジ色が見えないのではないかと考え
ていた。シカはどのように世界を見ているのだろうか
と考えたことが、色覚を研究するきっかけとなった。

エゾシカの行動学的研究
　目の網膜には、明るさを感知する桿

かん

体
たい

細胞と、色を
感知する錐

すい

体
たい

細胞の 2種類の視細胞が存在する。私た
ちヒトは、赤・青・緑の 3つのタイプの色を感じとる
錐体細胞を持つ。そのため、ヒトはフルカラーで物を
認識することができる 3色型の色覚を持っている。し

エゾシカについて
　北海道では野生のエゾシカを見かけることは珍しく
ない。エゾシカは北海道のみに生息する草食動物で、
オスの場合は最大で体長190㌢体重150㌔に達する。本
州に生息しているシカと比べ体が大きく、本州から来
た人は驚くが、エゾシカはニホンジカの亜種であり、
同一種である。明治初期の乱獲や大雪などの影響で、
野生エゾシカは一時、絶滅寸前まで激減した。しかし
その後の保護政策により、ここ30年ほどで急増し、分
布域を拡大している。2016年度には、北海道全域に生
息するエゾシカは45万頭と推定されている。ピーク時
よりは多少減ったが、シカによる農林業被害は依然と
して約40億円発生しており、野生鳥獣による被害の 8
割を占める。農作物だけでなく、山林における樹皮食
害、自動車や列車との交通事故など、人間への影響が
大きな問題となっている。そこで北海道は全国に先駆
け、シカの個体数管理と捕獲したエゾシカの有効活用
に取り組んできた。有効活用の一環として、大型の囲
いわなを用い、生きたままシカを捕獲し、捕獲したシ
カを一時的に牧場で飼育する一時養鹿事業が行われて
いる。北海道庁は野生動物であるエゾシカを安心して
食肉として流通させるために、いち早く「エゾシカ衛
生処理マニュアル」を策定した。HACCP（ハサップ）
というより安全な食品を提供するために考えられた衛
生管理システムがある。現在、このHACCPの手法を
取り入れた北海道独自の衛生管理認証制度、北海道
HACCPを導入した食肉処理施設を併設したエゾシカ
牧場により、衛生かつ安全で、品質の保証された鹿肉
が供給されている。これらの取り組みから、北海道の
大型スーパーでは、牛肉、豚肉、鶏肉、ラム肉に並ん
でエゾシカ肉のパックが販売されている。

オホーツクキャンパスでの取り組み
　東京農業大学北海道オホーツクキャンパスの生物産
業学部では、エゾシカを新たな動物資源ととらえ、エ
ゾシカの生態調査や有効活用に関する研究を進め、北
海道のエゾシカ対策事業に貢献してきた。エゾシカを
題材に特色ある講義にも力を入れており、2007年度に
採択された文部科学省の現代的教育ニーズ取組支援プ
ログラム（現代GP）の支援を受け開始した「エゾシ
カ学」は、現在も創生型科目の一講座として継続して

新しい動物資源生産への挑戦
～エゾシカとエミュー～

東京農業大学　生物産業学部　助教　大久保倫子

おおくぼ　みちこ
1982年千葉県生まれ。
麻布大学大学院獣医学研究科獣
医学専攻博士課程修了。
東京農業大学生物産業学部生物
生産学科（動物生産管理学研究
室）助教。
博士（獣医学）。
専門分野：獣医学、動物行動学
主な研究テーマ：エゾシカの学
習能力と飼育管理について
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覚的に識別できるという報告もある。まだ実験途中だ
が、色覚特性が解明されれば、シカの忌避や誘引など
の技術に応用できるかもしれない。

エミューの産業化プロジェクト
　その他の新規動物資源の開発として、学科内の複数
の研究室や学部横断的にエミューの産業化プロジェク
トも進めている。エミューはオーストラリア原産の鳥
類で、環境適応能力が高く、真冬の網走でも屋外飼育
が可能である。また雑食性で、温順な性格から飼育が
容易で、生産物の中でも脂肪から抽出されるオイルは
化粧品の原料として利用価値が高い。現在、網走市内
のエミュー牧場には1,000羽を超えるエミューが飼育
されている。
　一方で北海道は有数の農業地帯であり、作物副産物
や食品製造副産物が発生しやすい環境にある。そこで
地場産の規格外野菜を代替飼料とすることで、規格外
野菜の廃棄量や飼料コストを抑える取り組みも行って
いる。特に注目しているのがニンジンである。ニンジ
ンは水分含量が多く長期保存できないことから、ニン
ジンにフスマを混合し、サイロ内で乳酸発酵させて貯
蔵した飼料、サイレージとして調製している。さらに、
近隣のデンプン工場から排出される副産物のポテトプ
ロテインを混合することで、より高栄養価のサイレー
ジ調製を試みている。こうして調製されたサイレージ
は、乳牛は勿論のことエゾシカやエミューの飼料とし
ても活用できる。今年も1400㌔の規格外ニンジンから
ニンジンサイレージを調製した。ニンジンを細かく刻
む作業は研究室総出で行う一日仕事である。和気あい
あいとニンジンを刻む学生たちと、今年も良い飼料が
完成することを願いながら、改めて家畜の能力を最大
限に生かすための飼料の重要性を実感した。

かし哺乳類全体で見ると、 3色型色覚を持つ種はヒト
と一部のサル類だけであり、非常に稀である。エゾシ
カを含む有蹄類の仲間は、電気生理学的研究によれば、
青色と緑色の 2種類の錐体細胞しかないことが報告さ
れている。しかし色覚は感覚であることから、感覚の
受容細胞である錐体細胞の存在だけでは色覚の証明と
はならない。そこで行動学的アプローチを用いてエゾ
シカは何色を識別することができるのか調べることに
した。
　まずエゾシカが行動実験に適応できるように、なれ
させるトレーニングを行った。北海道オホーツクキャ
ンパス内のエゾシカ飼育施設の一角に実験装置を設置
し、行動実験を行った。実験装置内にトレイを 2台設
置し、トレイ上に色刺激として、直径12㌢の円形のパ
ネルを提示した。色は「色相・明度・彩度」の 3つの
属性で表される。色相だけでなく、色の明るさや鮮や
かさを表す明度や彩度を考えると、ヒトの目は数百万
色を識別できると言われており、一言に青といっても
様々な青がある。そこで色の表現方法としてマンセル
表色系を用いた。明度と彩度を統一し、色相のみを変
化させた青色、白色、黄色、緑色、青緑色、ピンク色、
青紫色の 7色を使用した。エゾシカが自ら装置内に入
り、提示してある 2色の色刺激のうち青色を選択する
ように学習させた。正解の場合、報酬として飼料を与
えた。
　北海道オホーツクキャンパスには 5頭のエゾシカが
常時飼育されており、そのうちの 3頭のエゾシカで実
験したところ、エゾシカには識別できる色とできない
色が明らかになった。青色と黄色や緑色は問題なく識
別できたが、青色とピンク色や青紫色は識別できな
かった。青緑色に関しては個体ごとに結果が異なり、
色の識別能力には個体差があることが示唆された。過
去の研究では、シカは色覚を利用し餌となる植物を視

写真 1　色刺激パネルを選択するエゾシカ 写真 2　ニンジンサイレージ調製の様子
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草栽培に手を付けてこなかった農学が果たす役割があ
る。消費者の 8割が国産漢方薬を求めているというア
ンケート調査の結果も出ており、潜在的な需要は多い。
　現在、葛根湯などの漢方薬の原料となるマオウ（麻
黄）の栽培研究に取り組んでいる。マオウは苗の生産
が難しい。種子から増やすと遺伝子が少しずつ違って
均一なものができない恐れがあり、クローン増殖とな
る挿し木が理想的だが、まだうまくいっていない。挿
し木の技術が確立するまでは種子をつくることを視野
に進めており、今年度は 3万5500粒を収穫した。マオ
ウは現在、国産されておらず中国から毎年600㌧を輸
入しているが、国産化率10％を目指して研究を続けて
いる。

「育てる」から「育てて届ける」へ
馬場正教授

　「ポストハーベスト」を
研究分野にしている。「収
穫後」の意味で、収穫し
た農作物の品質をできる
だけ維持して消費者に安
定供給する技術、ポスト
ハーベスト・テクノロジー
に取り組んでいる。
　この分野ではリンゴの

貯蔵技術が進んでおり、その技術のニーズが他の作物
にも広がっている。例えばニンジンは、日本列島が南
北に長いため、産地間リレーで年中供給できているが、
健康機能性成分を多く含む特別なニンジンは限られた
地域でしか生産できない。これを年中供給するために
半年間くらい貯蔵したいという新たなニーズが出てき
た。また、農作物の積極的な輸出策が図られ、低コス
トの船便による長距離輸送に耐えられる貯蔵技術も求
められており、イチゴとトマトで研究を進めている。
　ラズベリーは輸入品が多く、国産品はほとんど出
回っていない。傷みが早く、カビや身崩れなどを起こ
しやすいからだ。これを、鮮度を保ったまま届ける研

「農学は人類が 1万年蓄積した知財」
　横浜市のパシフィコ横浜で、11月11日に開催した。
まず髙野克己学長が「世界的な社会変革が進む中、近
年の農学に対する関心の高まりは著しいものがある。
それは、農学が 1万年の歴史がある農業が積み重ねて
きた知財であり、私たちの命と社会を支える学問だか
らだ。この催しを通じて、農学が目指すものは何なの
かを感じ取ってほしい」とあいさつ。続いて農学部の
御影雅幸教授、馬場正教授、岩田尚孝教授と、東京大
先端科学技術研究センターの櫻井健志特任講師がそれ
ぞれ現在取り組んでいる研究内容を解説した。

漢方生薬の国産化へ　薬草栽培に挑戦
御影雅幸教授

　国民医療にとって、漢
方薬の果たす役割は年々
増加している。しかし漢
方薬の原料となる生薬は
90％が中国を中心とした
輸入に頼っている。これ
では、もし中国からの輸
入がストップしたら、国
民医療が成り立たなく

なってしまう。そこで関係する研究者らが2010年、国
に対し生薬資源の安定的供給を保つためには自給率を
2025年までに50％に引き上げるべきだなどを提言。こ
れをきっかけに、生薬国産化の必要性が認知されるよ
うになった。
　これまで薬草栽培は薬学系で行われていたが、国内
栽培推進の点では機能していなかった。漢方薬に用い
られる薬用植物と一般農作物の栽培では大きな違いが
ある。まず、日本薬局方が定める医薬品として求めら
れる規格がある。また、医薬品には薬価基準で薬価が
決められている。さらに農薬を使わず自然に近い状態
での栽培が求められる。
　薬用植物に特化した栽培技術の開発に、これまで薬

先駆的取り組みを紹介
農学部　 4学科改組に合わせ

東京農大「躍動する農学」シンポ

　東京農業大学は農学の最新分野の取り組みを紹介するシンポジウム「躍動する農学～農のこころで社会をデザ
インする～」を開催した。農学部が2018年 4 月、現在の 3学科から農学科、動物科学科、生物資源開発学科、デ
ザイン農学科の 4学科に改組するのに合わせた催しで、 4人の研究者が先駆的な研究内容を分かりやすく解説し
た。会場を埋めた高校生から研究者までの幅広い来場者は熱心に聴き入っていた。
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究を進めている。まず、品種改良で輸送に強いラズベ
リーを作ろうとしている。さらに、クリスマスケーキ
などで最も需要が高い12月末に収穫できるようにする
摘芯処理の方法も開発した。夏場に「摘心」という芽
を摘む作業を行うと、開花時期が遅れるため、収穫も
遅れ、通常栽培では収穫できない12月末に収穫が可能
になる。収穫後には、輸送前に高濃度の二酸化炭素に
数時間暴露させることで、果実を硬くしてから輸送す
る技術もある。
　収穫用ハサミも業者と共同開発した。果実に触らず
に収穫できるため、傷みを最小限に抑えられ、芯がつ
いたまま収穫できるので、輸送時の傷みも少ない。
　農学というと一般に野菜や稲を育てる農産物を生産
するというイメージだろう。だが、農業の実際におい
て「育てる」と「届ける」は分かちがたい。ポストハー
ベスト学は生産者と消費者を結びつける接着剤の役割
を果たしている。

生殖医療に役立つ研究も
岩田尚孝教授

　私の専門の生殖工学は
動物の増殖を目的に発展
してきた。人工授精、胚
移植、体外受精といった
技術は、後の幹細胞や
iPS細胞の基盤技術で、
人に最初に応用した研究
者、画期的な発見をした
研究者はノーベル賞を受

賞した。生殖工学の応用領域は、動物の改良や増殖、
希少動物の保全、ヒトの生殖補助医療から再生医療に
まで広がっている。
　先進国では、最初の子どもを授かる年齢が30歳を超
えている。女性の生殖能力は一般的に35歳から40代前
半に向けて急激に低下する。このため。卵子の老化を
いかにして防ぎ、改善するかという知見は、動物の増
殖だけでなく、ヒトの生殖医療にも役立つ。今、私の
研究室では、加齢が生殖細胞の質に与える影響とその
対処法の研究に取り組んでいる。
　もちろん畜産関係の研究もしている。黒毛和種と褐
毛和種の体外受精胚を作成し、子牛を特色のある飼料
などで肥育し、「農大和牛」の名前で販売する計画も
ある。数年後には収穫祭などでお披露目できるはずだ。
　大学は研究教育機関なので、学生には、物事に興味
を持ち、新規なことや問題点を見つけ、これに対する
仮説を立て、実証し、成果を公表するという過程の訓
練をしてもらう。情報収集の対象は主に海外の論文で、
発表の場も国際学会や国際誌となる。英語の論文作成
では付きっ切りで指導することもある。この過程で学

生は高い問題解決能力と英語力を身に付ける。この能
力は社会に出てからそのまま役立つ。
　卒業生の就職先も、食品製造業や農業・畜産の分野
より、生殖医療を手がける医療機関や公務員、製薬会
社の方が多い。動物科学科で、幅広い分野を対象に、
社会で活躍できる能力を培い、時には大発見もし、有
意義な人生の糧にしてもらいたい。

匂いを探知 センサ昆虫の開発
櫻井健志東大特任講師
　匂いの情報を使ってい
ろいろなものを探そうと
いうニーズが高まってい
る。健康管理、安全危機
管理、食品衛生管理、環
境管理など、幅広い分野
だ。
　使役犬が最も身近だろ
う。警察犬や災害救助犬

の他に、麻薬、地雷、シロアリの探知犬など、さまざ
まな分野で活躍している。だが、こうした使役犬は、
適性の高いイヌに対して長期間の訓練が必要で、同様
にパートナーとなるハンドラーも育成しなければなら
ない。しかも 1頭が検査できる時間は限られている。
　イヌの嗅覚に匹敵する匂いセンサの開発が求められ
ており、安価でトレーニングの必要がなく匂いの検出
を簡便に判別可能な昆虫に着目して研究している。
　昆虫は触角の中の匂い受容細胞の嗅覚受容体と呼ば
れるタンパク質が匂いセンサの働きをして匂いを嗅
ぐ。さまざまな匂いに感度よく反応するセンサとして、
非常に優れた性質を持っている。
　カイコガの雄は普段はあまり動かないが、雌が出す
フェロモンの匂いを嗅ぐと一斉に羽ばたきを始め、
フェロモンの発生源である雌を探索し始める。雌の
フェロモンだけに探索行動を起こすが、これは雌の
フェロモンだけに反応する嗅覚受容体タンパク質が雄
の触角にあり、その働きによることが分かってきた。
　そこで遺伝子操作により、カイコガの雌のフェロモ
ン以外の匂いの嗅覚受容体たんぱく質を触角に導入
し、元々カイコガの雄が全く反応しない匂いの発生源
を探知させることに成功した。つまり、検出対象とす
る匂いと反応する嗅覚受容体をカイコガの触角に導入
することで、実際にカイコガの雄を匂い源探知センサ
として利用できることが分かってきた。
　このように昆虫の嗅覚受容体のセンサ機能とフェロ
モンの発信源を見つけ出す機能を組み合わせて昆虫自
体をセンサとして利用する技術の実用化を目指して研
究を進めている。
 （東京農業大学客員教授　鈴木敬吾）
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　東京農業大学「食と農」の博物館で、二つの企画
展が開催されている。「農民芸術─編まれた民具─」
と「国際食料情報学部 4学科合同展─つなぐ─」。
両展が相まって、農業、農学の豊かさ、強靭さを、
見る人に強く印象づける内容になっている。
　「食と農」の博物館は、「日本の博物館の父」と称
され、東京農大の前身の東京高等農学校初代校長で
ある田中芳男が1904年に設置した「標本室」を源と
する。そこでは多くの古農具や民具を収集していた
が、戦災によってすべてを焼失してしまった。戦後、
新たに全国の校友や父兄の協力で多くの農機具が寄
贈され、現在では3600点もの貴重な農具類を収蔵し
ている。
　「農民芸術」では、このうち藁

わら

や、スゲ、シュロなどを編み込ん
で作った蓑

みの

や藁グツ、編笠、お飾りなど50点の農具、民具を展覧し
ている。木製の民具と違い藁などで編まれた民具は補修されること
はあっても、いずれは燃やされるか、堆肥として田畑に戻された。
消滅を前提としつつ、祖先から伝承され、世代を重ねて新たに再生
されてきた「藁の文化」だが、その技を受け継ぐ人が希少となった
現在、編まれた民具そのものも貴重となっている。
　雨具の蓑や、雪深い場所で使った藁グツ、編笠の細部を見ると、
丹念に編み込まれた網目の繊細さ、美しさに驚嘆する。農という営
みの中に生きてきた重く力強い美しさなのだ。

◇
　「つなぐ」は、国際食料情報学部の国際農業開発学科、食料環境
経済学科、国際バイオビジネス学科、国際食農科学科の 4学科が取
り組む研究テーマから「つながる」ことの必要性を訴える展示内容
になっている。
　グローバル化で世界の均一化が進む一方で、アメリカ・トランプ
政権の動きのような反グローバリズムの動きも顕著になっている。
そんな今、求められているのは、人や地域の個性、独自性を維持し
ながら、「つながる」ことではないかとの考えからだ。「国と国との
絆をつなぐ」「農村と都市をつなぐ」「人と人との絆をつなぐ」「次世代
につなぐ」の 4つを柱として、各学科教員の研究内容、取り組みを
パネルや映像展示している。
　「人と人との絆をつなぐ」では、2011年の東日本大震災で甚大な
被害を受けた福島県相馬市で、東京農大が長期にわたって取り組ん
でいる「東日本支援プロジェクト」を紹介。津波被害を受けた水田
を除塩して、「相馬復興米」を東京農大のレストランで提供するな
どの取り組みを展示し、被災地と東京農大、被災者と教員・学生と
の絆の成果を明らかにしている。

（東京農大客員教授　鈴木敬吾）

「農民芸術」と「つなぐ」
２企画展を開催中　東京農大「食と農」の博物館

シュロミノ

編笠

蓑ぐつ

相馬復興米



東京農大農学部植物園から（53）

サイカチ
Gleditsia japonica Miq.

（マメ科）

　秋から冬にかけての落葉した本種の下を歩
くと、長さ30㌢に達するかのような曲がりく
ねった扁平の豆果が多数見られその大きさに
驚かされます。本州中南部から九州の原野の
水辺に自生する落葉広葉樹サイカチです。か
つては、この大きな豆果を水につけて手でも
むと出るぬめりと泡をせっけんの代わりに利
用していたことから、関東などで見られるも
のは人の手によって植栽したものが大多数を
占めていると思われます。樹高15㍍ほどで、
幹や枝にはするどい棘が多数見られます。葉
は互生し、 1回または 2回の偶数羽状複葉で

長さ20～30㌢、長さ 2㌢ほどの長楕円形の小
葉が 6～12対見られます。花は雌雄異花で初
夏、 5～ 6月に緑色の小花を多数総状に咲か
せます。花弁は 4枚、黄緑色で楕円形。秋に
は長さ20～30㌢で曲がりくねった特徴のある
豆果をつけ、鞘の中には数個の種子ができ、
種子の大きさは 1㌢ほど。カブトムシやクワ
ガタムシの採集というとクヌギやコナラを思
い浮かべますが、サイカチも幹や枝先などに
樹液が出ることから特にカブトムシが多く集
まることがあると知られています。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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