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昨年（2014年）6月に法政大学生命科学部に法政大学
植物医科学センター（以下，「センター」）が設置され，
9月 4日に市ヶ谷キャンパスにおいて設立記念シンポジ
ウムを開催したところである。このシンポジウムには造
園・公園管理業，農薬企業，大学，農林水産省等中央省
庁，独立行政法人・公設農業研究機関，病害虫防除所，
植物防疫関係団体等の幅広い分野から約 150名の皆様に
ご参加をいただいた。なかでも，造園企業および公設農
業研究機関，病害虫防除所から，全参加者の 1/3以上に
のぼる多数の参加をいただいたのが印象的であった。シ
ンポジウム終了後の質疑応答では，今後のセンターの運
営に関する質問が相次ぎ，関心の高さとともに，まだま
だこれから検討を要する課題が多く残されていることを
痛感させられた。
ここでは，センター設立の背景となる，植物医科学教
育の現状を紹介するとともに，予定しているセンターの
活動内容を説明して，日本の食料供給や環境保全を支え
てきた植物防疫組織・機関の一員として，センターが果
たすべき役割は何かを考えてみたい。また，植物防疫関
係者・読者の皆様からのご批判・ご助言を頂戴する材料
を提供する機会となればと思う。

I　センター設立までの経緯

 1 植物医科学教育の開始
植物病理学は古くからその基礎科学的性格と応用科学
的性格に関して論争が続いている。古くは 1925年（大
正 14年）4月の日本植物病理学会総会において堀　正
太郎博士が植物病理学という名称は不穏当で実用面を重
視した植物医学と改称すべきことを力説したとされてい
る。また，元千葉大学河村貞之助教授はその著書
（1964年）の中で，植物病理学を植物病学と解釈し，い
わば植物医学に等しいものとして，研究室に植物病学研

究室という看板を掛けていると述べている。
一方，近年の分子生物学やゲノム科学の発展は目覚ま

しく，植物病理学会においても病原体の遺伝情報などに
関する優れた研究成果が多数報告される時代を迎えた。
しかし，一方では 1993（平成 5年）の大冷害の年に若
い防除所職員の中にいもち病を診断できない者が少なか
らずいるとの情報にもとづき，急遽，いもち病の症状を
解説したパンフレットを日本植物防疫協会が印刷・配布
するという騒ぎが起きた。このような，農業生産の現場
で植物病の診断ができない植物病理学専攻の学生を社会
に送り出している現状を憂慮した東京大学難波成任教授
は 2006年に大学院農学生命科学研究科に植物医科学研
究室を開設した。こうした動きは日本だけではなく，米
国では 1999年にフロリダ大学において大学院教育とし
て Plant Medicine Programが開始されている。
このような状況の中，2008年に法政大学生命科学部

に植物医科学専修が開設された。ただ，この専修は単独
の学科ではなく生命機能学科に併設される形をとった。
この時点で，大学当局は植物医科学教育が日本社会に広
く受け入れられて，一定数の受験者を集め，さらに 4年
後に卒業生が就職先を確保できるかどうかに関して十分
な自信を持っていなかったことを物語る。しかし，その
後，受験者数，就職状況が順調に推移し，2014年 4月
に晴れて応用植物科学科として独立した。このことは，
植物病の診断をキーワードにした総合科学としての本学
の植物医科学教育が，現代社会に必要な人材を育成する
ことができる証であると考えている。

 2 植物防疫関係組織の変化
これまで，農業生産現場で植物防疫活動を支えてきた

主な組織の職員数が，農家数の減少あるいは国および地
方自治体の行財政改革などの影響を受け減少が続いてい
る。例えば，全国の普及職員数は，1964年（昭和 39年）
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の 13,748名をピークに減少を続けて，2012年には 7,457

名になった。普及指導センターも 1960年に 1,632箇所
あったものが，2012年には統廃合が進み 366箇所とな
っている。防除所職員数も同様に 1952年（昭和 27年）
の 540名から，1990年には 484名となり，2012年では
338名（本務）である。防除所は 1県 1所を目途に統廃
合が進められて，1980年に全国に 226箇所あったが，
現在は 49箇所となっている。また，JA営農指導員のう
ち病害虫防除指導と関係すると思われる耕種，野菜，果
樹担当職員数は推計で，1993年度に約 11,000名であっ
たが，2012年度には約 9,000名となった。
これらの組織では，道路網の整備，IT化による業務

の効率化等により，サービスの質を落とさない努力と活
動が続けられているが，多忙な日々が続いているとの話
を聞く。また，職員数の減少は，様々な分野の専門家を
揃えて配置することが困難な状況を生じさせているもの
と想像される。

II　センターの役割

 1 病虫害等診断
センターの主要な役割は，病虫害等診断業務である。
主な診断依頼者は，造園業・緑化産業（企業），種苗業，
一般家庭等で，都道府県の病害虫防除所などの農業関係
の公的機関が対象とする農家は主な対象とは想定してい
ない。ただ，この1，2年に当専修所属の研究室に診断・
同定依頼のあった実績は，図―1の通りで，相当数の公
的機関からの診断・同定依頼がある。これらは防除所な

どに，菌類，ウイルス，微小害虫等特定分野に精通した
職員がいない場合や，PCRなどの機器類の整備が十分
でない場合などに，本専修の教員に依頼があったものが
多いと推定している。このようなケースは今後も十分に
想定され，このような依頼への対応はセンターの重要業
務であると考えている。センターの診断・同定業務は有
料を基本とするが，公的機関は他機関への病虫害診断・
同定依頼に関する経費予算を持つところは少ないものと
考えられる。このような場合には，送付されてきた病害
虫を，院生・学生の研究材料とすることを前提とした，
簡易な研究協定を結び対応するような方式を検討している。
診断・同定業務の主体は各専門分野の教員である。診

断・同定には多くの手間と労力が必要となるため，各教
員の指導下にある各研究室所属の院生・学生の参加が不
可欠である。これら院生・学生の技量に関しては，当専
修の 1年生から専門実験を開始するなどの実践的教育の
結果，4年生の秋以降に学会報告を経験する者もおり，
相当数の院生・学生が教員の指導のもとに診断・病害虫
同定作業の一端を担い得るものと考えている。

 2 研修
研修は診断業務とともに重要なセンターの役割である

と考えている。研修は当専修が，1～ 3年生を対象とし
て実施している実験用の施設と備品類を利用して，夏ま
たは春休み期間を中心に実施しようとするものである。
実習室は約 40名収容可能な室が 2室あり，計約 80名の
収容人員に見合う生物顕微鏡，実体顕微鏡が備えられて
いるほか，クリーンベンチ，電気泳動装置，PCR関係
装置等も，5～ 6名を一つの班（最大 14班）に編成し
て使用できる数を備えている。また，実習の事前準備と
事後作業を指導する専任の職員（特任教育技術員）と
TA（実験補助者）としての大学院生約 10名が，担当教
員とともに年間を通じて毎週 7コマの実習を支える体制
をとっており，この体制を外部研修に向けることが可能
である。
以上のような体制のもとに，これまでに中高校教員研

修を 3回（1回は有料）およびスーパーサイエンスハイ
スクール（SSH）事業活動の一環としての高校生研修
（図―2）を 1回，いずれも 40人規模の研修を経験してい
る。また，ELISAやウイルス接種技術（汁液，アブラム
シ）等の個別技術や菌類や微小害虫の同定実習等につい
て，民間企業や都道府県の技術員・研究員に対する研修
も行ってきた。これらは，各教員が個別に要望を受けて
引き受けたケースが大部分であるが，今後はセンターの
業務として，植物病原微生物や微小害虫の取扱いの基礎
技術や専門的個別技術に関する研修メニューを提示して
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図－1　 診断依頼実績（2013年上期から 2014年上期までの
約 1年間）
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実施する予定である。
現在，各団体・機関のご努力により，様々な形で植物
防疫関係者や農薬取扱者に対する研修が行われている
が，多くは座学中心とのことである。技術実習を取り入
れたいと考えても，人数に見合う必要機器類を持つ施設
や実習を支えるマンパワーの確保が難しく，見送らざる
を得ないとの声も聞く。このような場合にも共催という
形でこの施設を利用していただけるのではないかと思う。

 3 出版
植物医科学センターのもう一つの役割は出版である。
これは，植物医科学教育の中で得られた成果や情報を広
く社会に発信しようとするものである。もちろん自力で
図書などを発刊する体制にはないため，一般財団法人農
林産業研究所の出版助成を得て，教科書的な刊行物を，
「植物医科学叢書」として年に 1冊程度，順次出版して
いく予定である。叢書第 1号はすでに本年春に，「植物
病原菌類の見分け方」（上・下巻）堀江博道　編著として
発刊し好評を博している。現在，第 2号以降の出版に向
けて準備作業を進めている。

III　組　　　織

センターの組織は，総合診療科と人材養成科の二つの
科から成り，総合診療科は診断業務を，人材育成科は研
修・出版を担当する。総合診断科は所員の専門性を考慮
して，菌類病，細菌・ファイトプラズマ病，ウイルス病，
害虫，生理病，法令・植物防疫等相談の六つの診察室よ
りなる。現在，所員は総勢 11名で，生命科学部応用植
物科学科との兼任担当所員が 8名，客員所員（非常勤）
が 3名である。客員所員は順次増員する予定である。

近い将来には，以上の組織に加えて，診断技術開発な
どを担当する研究開発部門をセンター内または独立組織
として設置することを検討している。さらに，他大学，
独立行政法人研究機関，公設試験場，都道府県病害虫防
除所や普及センター等との広域連携業務を担当する機能
を強化する必要があると考えている。

IV　運　　　営

米国の大学に設置されている同様の施設（プラントク
リニックなど）や，国内では東京大学植物病院と同様に，
当センターの提供する診断や研修は原則として有料である。
植物病虫害の診断については，個人からの依頼は 1件

について 1,000円，企業等法人からの依頼は 4,000円を
基本料金としており，研修は半日集合研修で一人 3,000

～ 4,000円を基本料金としている。診断と研修に関して
は，様々なニーズが考えられる，これらのご要望に応え
るため，できる限りメニュー化して公開して行く予定で
ある。なお，センターが行う診断や研修は収益事業とし
て行うものではなく，本学科の教職員と学生の持つ技術
や保有する設備と機器類を単に大学での教育と研究にの
み向けるのではなく広く社会に還元すること，若い学生
たちが実社会の問題解決に直に参加する機会を作ること
などを目的としており，料金は実費負担を原則に設定し
ている。
いずれにしても，当センターの運営にとっての重要な

鍵の一つは，優れた技能を持つ多くの院生・学生が存在
することにあるため，センターの診断・同定業務と研究
を峻別することなく一体的にとらえた教育と研究を進め
ることが大切であると考えている。

お　わ　り　に

今後，センターが発展成長できるかどうかは植物防疫
関係者や社会からの信頼を獲得できるかどうかにかかっ
ている。そのために何をなすべきかは明らかである。診
断依頼に対する誠意ある対応，真剣な研修指導に心がけ
ることは当然であるが，加えて，高い技術力，研究開発
力，優れたマンパワー（特に意欲ある学生）と充実した
インフラ（施設と機器類整備）が不可欠である。心して
運営に当たりたい。
お知らせ：法政大学植物医科学センターのホームペー

ジ http://depcps2.ws.hosei.ac.jp/wp/を開設しました。
一度ご覧いただき，ご助言等頂戴できれば幸いです。

図－2　高校生研修風景




