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−酪農育英会だより−

人づくり通信

　酪農学園の創立者黒澤酉蔵
翁は、1885（明治18）年３月
生まれ。今年が生誕130年の
記念の年です。私は幸いなこ
とに、酉蔵翁が残した遺訓の
幾つかを「今に読む」機会に
恵まれた。

　2011年３月11日の東日本大震災に起因する、東京
電力福島第一原子力発電所の大事故による再生不能
ともいえる地球・国土の汚染は、田中正造の「叫び」
を源流とした酉蔵翁の強い警鐘である「病土は病民
を生む」を再認識させられます。
　酉蔵翁が90歳のころ、若き酪農青年の将来に期待
し「健土健民と心の健康」についてメッセージを贈
っています。その一端を紹介しましょう。

　実は私は、数十年来「健土健民」ということを主
張しているのであります。私は結局、人生の目的、
人類の目標も健土健民の実践にあると固く信じてい
るのであります。
　人間の健康という場合、最も大切な健康は、「心」
の健康だと思うのであります。心が健康でなければ、
結局物事は達成されません。例えば、幸福という問
題を取り上げてみましょう。私は、自分ほど幸せな
ものはいないと満足している者が、真の幸福者だと
思うのです。
　他人からはすこぶる不幸に見えたり、つまらなそ
うに見えても、本人がそれで満足できるのであれば、
それが一番であります。満足するかしないかは本人
次第。はっきりいうと、本人の人生観によるのであ
ります。
　日々を感謝し、満足の時を過ごせる人は幸せな人
であり、逆に不平不満ばかりを並べる人は不幸な人

といわなければなりません。そして、人生観の柱に
なるのが「心」そのものであります。見かけの身体
が、いくら健康であっても所詮長続きしません。ま
た、人生の意義も全うできません。
　そして二番目の健康が「身体」です。三番目が「経
済」の健康です。国でいえば経済、産業でいえば大
手の経営、農業でいえば農業経済が健康であるとい
うことです。個人でいえば私経済です。これがおか
しいとまた、心と身体の土台がひっくり返りますか
らよろしくありません。
　こうした意味合いで「健土健民」を理解して欲し
いのですが、そうすると「健土」とは天地の健康を
増進することだ、ということになります。この言葉
は、私の新造語であり全く新しい概念であります。
私はこの言葉の持つ意味に対して、深い確信を有し
ているのであります。

　酪農育英会に繋がって研鑽している学生諸君に
は、酉蔵翁の訓を改めて肝に銘じ、悔いのない心豊
かな「洋々」たる人生を歩んで欲しい、と願う。

＜反芻自戒‥国土の汚染＞
　国土は国民の母体であって、健全なる国土からは、
健全なる国民が生まれるし、不健全な国土からは不
健全なる国民が生まれる。国土を汚染、毒化するこ
とは、国民を知らず知らずの間に滅亡におとしいれ
る重大な罪悪といわねばならぬ。国土の清浄化、健
全運動こそがすべてに先んじてなさねばならぬ緊急
事ではあるまいか。私は数十年来、健土健民を主張
しているが、今やさらに声を大にして叫ばねばなら
ぬ。
〜心が汚染されれば、その極は恥を知らぬ人間
になる〜　（酉蔵）

「健土健民」と「心」の健康
〜若者へのメッセージ〜

公益財団法人酪農育英会理事長　仙　北　富志和
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　私は現在、酪農学園大学農食
環境学群食と健康学類の応用生化
学研究室で講師を務めております。
2013年３月に農学博士を取得し、
2013年４月から本学に着任いたしま
した。自立した研究者に求められる
能力の一つに「研究資金の獲得」
がありますが、まだまだ未熟な私は思
うように研究費を獲得することが出来
ません。そのような中で2014年度の
酪農育英会研究奨励金を頂きました
ことは、研究者としての一歩を踏み
出す大きな自信となっています。この
場を借りて厚く御礼申し上げるととも
に、研究成果を紹介させて頂きます。

研究の背景と目的
　筋肉の収縮は、アクチンとミオシン
という２種類のタンパク質が結合し
た状態（アクトミオシン）がATPを
消費して再びアクチンとミオシンに解
離するという反応の繰り返しで起こっ
ています。生きた筋肉ではATPが
常に供給されますが、我々が口にす
る食肉（死んだ筋肉）ではATPが
枯渇しているためにアクトミオシンは

解離しません。しかしアクトミオシンの
解離は、ハムやソーセージ等の食肉
加工製品の品質（歯ごたえやジュー
シーさ）を向上させる上で重要な要
因であることが知られています。食
肉加工の現場ではアクトミオシンの解
離を促進させる添加物としてポリリン
酸が使われていますが、その作用
機序は未だに不明瞭です。これまで
の研究で、ポリリン酸の効果の大小
は筋肉部位（ロース肉とヒレ肉）によっ
て異なることが報告されています。ま
た、重合度２のポリリン酸であるピロ
リン酸がアクトミオシンの解離を促進
するという報告や、重合度３のポリリ
ン酸であるトリポリリン酸（TPP、図
１）がATPと同様にミオシンに加水
分解されてリン酸とピロリン酸になると
いう報告があります。これらの報告
から私は、ポリリン酸の効果の大小
とTPP加水分解活性（TPPase活
性）には関連があると考えています。
そこで本研究では、各筋肉部位に
対するポリリン酸の効果を視覚的に
評価することを目指して、TPPase活
性を指標とする新規筋組織染色法

を開発しました。

結果と今後の取り組み
　既報の筋組織染色法である
ATPase染色を参考にTPPase染
色を検討しました。ATPase染色と
は、筋組織をATPと反応させて生
成したリン酸を発色させることで筋組
織を染色する方法です。ATPase
活性はATPを加水分解してリン酸
を生成する反応であるため、TPP
を加水分解してリン酸を生成する
TPPase活性の可視化にもATPase
染色を応用できると考えました。染
色条件を検討した結果、塩化マグネ
シウムを添加したTPP溶液に20時
間浸漬した場合に筋組織の染色が
見られました。また、筋組織の凍結
切片を冷アセトンに浸漬して固定する
ことで、より鮮明な染色像を得ること
に成功しました。ただし本法は再現
性が低く、今後更なる条件検討が
必要であると考えています。
　また、連続切片を用いてTPPase
染色像とATPase染色像を比較し
た結果、両者で染色の濃淡が反転
していることが明らかとなりました（図
２）。この結果は筋肉中でTPPase
活性を有するタンパク質がミオシン以
外にも存在することを示唆するもので
あり、今後は当該タンパク質を同定
したいと考えています。

食肉加工特性の可視化技術の開発
（研究奨励金成果報告）

酪農学園大学農食環境学群食と健康学類　　 　　　　　　　
　　　　応用生化学研究室　講師　田上　貴祥

図１．ATPとTPP
ATPはミオシンのATPase活性によって分解され
るとともに、アクトミオシンを解離させる、ATP
の部分構造であるTPPも同様に、ミオシンに分解
されることが報告されている。いずれも分解され
る位置は矢印の部分である。

図２．TPPase染色像（左）とATPase染色像（右）
同じアルファべットは同一の筋線維を表す（スケールバーは20μm）
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　私は中国内モンゴル自治区出
身。2008年に来日、新潟大学大学
院・修士課程を経て、2013年４月
に酪農学園大学大学院酪農学研究
科博士後期課程入学し、現在は博
士後期課程３年生です。主に内モ
ンゴルの放牧地の砂漠化と農業発
展に関する研究を行っています。
　1997年、内モンゴル自治区では
30年期限付きの新たな土地請負制
度が始まって、放牧地の使用権が
農牧民に家庭を単位として分配さ
れました。また、多くの柵を作っ
て、人工牧草地などの国家的生態

回復プロジェクトが行われ、禁牧
（放牧を禁止する政策）がされま
した。そのため、放牧地が縮小さ
れ、牧民生活が厳しくなり、柵内
の耕作が始まりました。これによ
り、砂漠化問題、降雨依存（天水）
型農業の不安定性と水資源問題が
問題になっています。
　また、大規模灌漑の広がりによ
り、周辺の小型灌漑農民と水資源
の争い、土壌の塩類集積、地盤沈
下などの自然環境への被害が拡大
し、内モンゴルにおける農地の大
規模化経営と水資源問題に関する

研究が一層必要だと考えています。
　今後は、博士課程を修了後に帰
国して、内モンゴルの環境研究機
関、または大学など職場で自分の
日本で学んだ学問を内モンゴルの
環境に貢献させていくのが第一希
望ですが、内モンゴルと似ている
酪農（放牧）地域である北海道で
自分の専門に近い分野で就職し、
自分の興味がある環境問題に関す
る仕事、または研究活動をする可
能性も考えています。
　2015年度の「酪農育英会奨学金」
をいただき、自分の故郷で選んだ
博士課程の研究をうまく進めるこ
とができました。心より御礼申し
上げると共に、北海道と内モンゴ
ルの農業発展に貢献できるような
研究を続けたいと思っています。

故郷・内モンゴルの農業発展について
酪農学園大学大学院酪農学研究科　　 　　　　　　　

　　　　博士課程３年生　

降雨依存型農業の不安定性
（降雨の時期が遅いため、ソルガムに変えてソバを作っている）

「オアシス農業」
（センターピボット大型灌漑により作られた牧草）

YONG HAI
（永　海）

第67回日本酪農研究会―酪農経営コンクール―
～ 酪 農 育 英 金 を 授 与 ～

　日本酪農青年研究連盟主催の酪農経
営コンクールが、全国の青年酪農家約
300名の参加の下、2015年11月18日福
岡市で開催された。開会式では、黒澤
酉蔵翁の「健土健民」思想の大切さが
確認された。
　コンクールは、全国各地から選抜さ
れた６名によって競われたが、最優秀
賞（黒澤賞）には、東根室地方連盟（上
風連研究会）の本田憲一さんの「日々
是新」が選ばれた。低コスト自給飼料
型の草地利用や牛群の健康管理など経
営改善の成果が高く評価された。優秀
賞には福岡連盟の結城欣也さんの「牛・
家族・地域とともに!!」が選出された。

　ご両人には、更なる研鑽を期
待して本育英会から酪農育英金
（20・10万円）授与された。
　TPP問題など、難題に立ち
向かう決意が確認され、盛会裏
に幕を閉じた。

最優秀受賞者　
旧北海道文理科短期大学卒業

本田憲一さん
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2014年度事業報告
1	 奨学金貸与事業：28名に対し、総額13,200,000円を貸与した。

内訳 予算 決算 差異
人数 （千円）人数 （千円）人数 （千円）

大 学 31 14,880 27 12,960 4 1,920
大 学 院 1 600 0 0 1 600
高 等学校 3 720 1 240 2 480
計 35 16,200 28 13,200 7 3,000

2	 奨学金給与事業：19名に対し、総額4,030,000円を給与した。

内訳 予算 決算 差異
人数 （千円）人数 （千円）人数 （千円）

私　費
留学生

大 学 1 480 1 480 0 0
大 学 院 4 2,400 3 1,800 1 600

高 等 学 校 15 1,800 15 1,750 0 50
邦 人 留 学 生 1 480 0 0 1 480

計 21 5,160 19 4,030 2 1,130

3	 酪農研究奨励金交付事業：
　１個人に対し300,000円を交付した。（予算300,000円）
　１団体に対し300,000円を交付した。（予算300,000円）

・酪農学園内の40歳未満の教職員1名に対し交付した。
農食環境学群　食と健康学類
　　　　　　　　　田上　貴祥　助教� 300,000円
『食肉加工特性の可視化技術の開発』

・日本酪農青年研究連盟に対し、第66回日本酪農研究会におけ
る最優秀賞（黒澤賞）などの副賞として交付した。�300,000円
　　　最優秀賞：加藤　太朗（北海道）
　　　　　　　　「大地はわがもの」
　　　優 秀 賞：岩田　秀一（北海道）
　　　　　　　　「わが道は“喜土愛酪”」

2015年度事業計画
1	 奨学金貸与事業：35名に対し、総額16,440,000円を貸与する。

内訳 予算 予算（前年） 増減
人数 （千円）人数 （千円）人数 （千円）

大 学 32 15,360 31 14,880 1 480
大 学 院 1 600 1 600 0 0
高 等学校 2 480 3 720 △1 △240
計 35 16,440 35 16,200 0 240

2	 奨学金給与事業：17名に対し、総額4,200,000円を給与する。

内訳 予算 予算（前年） 増減
人数 （千円）人数 （千円）人数 （千円）

私　費
留学生

大 学 2 960 1 480 1 480
大 学 院 3 1,800 4 2,400 △1 △600

高 等 学 校 12 1,440 15 1,800 △3 △360
邦 人 留 学 生 0 0 1 480 △1 △480

計 17 4,200 21 5,160 △4 △960

3	 酪農研究奨励金交付事業：
　１団体、１個人に対し総額600,000円を交付する。

・日本酪農青年研究連盟　第67回日本酪農研究会における最
優秀賞（黒澤賞）などの副賞（酪農育英金）として交付する。

　300,000円

・酪農学園内の40歳未満の教職員１名に対し交付する。
　300,000円

　1992年から2007年の長きに亘り、本酪農育英会の理事長を務められた黒澤力太郎先生が、2015
年３月12日天に召されました。謹んで哀悼と感謝の誠を捧げます。
　力太郎先生は、黒澤酉蔵翁のご長男として札幌市にお生まれになりました。1942年、京都帝国大
学農学部を卒業され、翌年教諭として興農義塾野幌機農学校に赴任して以来、酉蔵翁の理想とす
る農民教育の具現化のために、全身全霊を捧げられました。戦中・戦後の世情混迷のなかにあって、
全国の農業教育関係者から注目を集めた全寮制による農場教育の農場長・寮長として、酪農学園

の実学教育に貢献されました。1960年には機農高校の校長に就かれ、言語に尽くし難い多事多難な時代の学園運営の
指揮を執られました。
　育英会事業につきましても、酉蔵翁の「私財を投げ打つ」との決意に、ご親族ともども賛同され、今日に導いていただ
きました。力太郎先生の温厚なお人柄は、多くの卒業生の胸に永遠に刻まれることでしょう。心からご冥福をお祈りいたし
ます。

黒澤力太郎先生を悼む〜学園発展の基礎づくりにご尽力〜

題字の変更について
　酪農育英会が年一回発行している広報誌「酪農育英会だより」の題字
を今号から「−酪農育英会だより−人づくり通信」としました。黒澤酉
蔵翁が本会を創設の際、「今日最も必要なのは一にも二にも人づくりである」
との想いを表したものです。本育英会の趣旨を改めて想い、一層のご支援
をお願いいたします。


