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　東京農大「食と農」の博物館で「学術情報課程─その教材と研究資料─」
と「応用生物科学部 5学科合同展─伝統技術から最先端のバイオテクノロ
ジーまで─」の「ふたつの教育研究の世界」展が、 8月 3日まで開催され
ている。
　東京農大の学術情報課程には、わが国の「博物館の父」と称されている
田中芳男（1838─1916）の精神が今も脈々と息づいている。田中は東京農
大の前身である東京高等農学校の初代校長で、在任中に設置した私立学校
では最初の「標本室」が「食と農」の博物館の源流となっている。学術情
報課程は、農業を科学するまさに人類や環境に普遍的な学問をバックボー
ンとして、地域における文化・学術資源の調査・研究・管理・教育普及な
どに貢献し得る人材の養成を目的としている。今回の展示では教育資源と
しての貴重な教材・研究資料を取り上げ、学術情報課程の「教育研究の世
界」を紹介している。
　応用生物科学部は、バイオサイエンス学科、生物応用化学科、醸造科学科、
食品安全健康学科、栄養科学科の 5学科で構成されている。合同展では▽
バイオサイエンス学科：遺伝子の働き▽生物応用化学科：これまでの農業
で未利用だった資源の有効活用化▽醸造科学科：醸造に関連する微生物▽
栄養科学科：食塩摂取量と脳血管障害との関わり──について展示。昨年
4 月に開設された食品安全健康学科は、「食品安全科学分野」と「健康機
能科学分野」の 2分野 6研究室の研究内容を紹介している。
 東京農大「食と農」の博物館（世田谷区上用賀 2 ─ 4 ─28） ℡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年（1891）、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、同二高、同三高／
附属中学がある。

学校法人東京農業大学戦略室 

東京農業大学の沿革
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た。 5 ─ALAによる温熱増強作用機構について以下に
紹介したい。

5 ‒アミノレブリン酸（5‒ALA）とは
　5─ALAは、全ての生物に存在する天然アミノ酸で、
エネルギー反応に重要なヘム、チトクロム、クロロフィ
ル、ビタミンB12等のテトラピロール化合物の生合成
経路の共通出発基質である。即ち、5─ALAは多様な
生体反応に関わる「生命の根源物質」であり、その生
理機能の解明とさまざまな分野への応用が大きな注目
を集めている。まず、5─ALAは外的投与により動植
物の呼吸・光合成活性を高めることより、栄養学的･
農学的観点から重要視されており、栄養サプリメント・
肥料として既に実用化されている。また、生物種や疾
患によるテトラピロール代謝の違いを利用した薬理的
応用も急速に進んでいる。特にがんにおいては、以下
に記すように、5─ALA投与によってがん特異的にヘ
ム前駆体が蓄積することを利用してさまざまな診断･
治療への応用が開発されてきている。
　動物細胞において、5─ALAは細胞質での代謝経路
を経てミトコンドリアに移行し、さらに数段階の酵素
反応によってプロトポルフィリンⅨ（PpⅨ）へと代
謝される（図 1）。正常な細胞ではこのPpⅨに 2 価鉄
が配位されてヘムに変換されるが、がん細胞において
はこの反応が低下しており、5─ALAを大量投与する
とがん組織特異的にPpⅨが蓄積することが知られて
いる。PpⅨは特定波長の励起光により蛍光を発する
ので、5─ALA投与により、がん組織部位を容易に識
別･診断することが可能である。また、PpⅨは光励起
によって活性酸素種（ROS）を発生するため、PpIX

はじめに
　がん（悪性腫瘍）は日本における最大の死因で、日
本国民の 2人に 1人が罹患すると言われており、他の
先進国においても死因の上位にランクされている。そ
のため、がんの有効な治療法の開発は、日本のみなら
ず世界の人々にとっても悲願である。しかし、がんは
患者自身の細胞が変じたものであるため、副作用を伴
わずに、がん細胞のみを効果的に治療し得る有効な治
療剤や治療方法の開発は容易ではなく、患者にとって
負荷が少なく、クオリティ・オブ・ライフ（QOL）
を担保できるようながん治療の実現には未だ至ってい
ない。現在行われているがんの治療方法は、主として
外科的治療、化学療法、放射線治療であるが、近年で
は温熱療法（ハイパーサーミア）なども広がりを見せ
ており、患者ごとに個別化した多様で柔軟な治療体系
の構築が望まれている。
　温熱療法は、がん細胞が正常細胞に比べて熱に弱い
特性を有していることを利用して、がん細胞の増殖を
特異的に抑制する治療法である。一般にがん細胞は41
～42℃の温熱処理により細胞死が誘導されるが、正常
細胞ではその条件下でほとんど生存に影響を受けな
い。温熱療法は日本とアメリカが先駆けて実用化し、
日本においては既に昭和59年に国から認可され、健康
保険の適用を受けている。現在国内で温熱療法は約
100の医療機関で年間延べ10万人以上に実施されてお
り、特に放射線や化学療法との併用に対する相性が良
く、侵襲や副作用が極めて少ないという点で優れた療
法として注目されつつある。ただし、治療対象とする
がんの部位が広い場合や身体表面から深い位置にある
場合、加温による患者の負担が増すなどの問題点があ
る。さらに単独での効果は比較的穏やかなために、放
射線療法や化学療法の補助療法にとどまっており、非
侵襲的で副作用の少ない治療法であるという利点が相
殺されてしまっている。これらの事から温熱療法の有
効性を飛躍的に増すために、腫瘍の温熱感受性を高め
る増強剤や機器の大幅な改良を含めた抜本的な技術改
善の必要性が叫ばれているが、有効な方法はこれまで
に得られていない。
　我々は、温熱療法の効率を上げる増強剤として 5 ─
アミノレブリン酸（5─ALA）に注目し、実際に5─ALA
が温熱条件下でがんの細胞死を増強することを見出し
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を蓄積させたがん組織に励起光を照射することでがん
細胞を死滅させる治療法（光力学的療法）が開発され
ている。5─ALAは天然アミノ酸であり副作用はほと
んどないことから、光力学的療法については多くの実
施例が報告されている。しかし当然ながら、光線を照
射しにくい部位のがんに対して適用できないこと、さ
らに励起光として可視光を用いるために腫瘍深部まで
光線が到達せず、適用が限定的であることがデメリッ
トとして挙げられる。

5‒ALAによる温熱下での
がん細胞死増強作用
　我々は、5─ALA投与によりがん組織特異的に蓄積
するPpⅨが、温熱に対しても増感作用を持つのでは
ないかと考え、各種ヒトがん細胞株において検証した。
その結果、HEK293（腎臓由来トランスフォーム細胞）、
HepG2（肝細胞がん由来）、Caco─2（大腸がん由来）、
KATOⅢ（胃がん由来）の 4種の細胞株において、
培養液への5─ALAの添加により、温熱条件下での細
胞死が顕著（5─ALA無添加時の1.5～ 3 倍）に増強さ
れた（ALA温熱効果）。一方、U2─OS（骨肉腫由来）、
HT1080（線維芽腫由来）、MCF7（乳がん由来）、
A431（上皮がん由来）等のがん細胞株や正常細胞株
（WI─38等）では、ALA温熱効果は認められなかった。
また、ALA温熱効果を示す上記 4種のがん細胞株に
おいては、5─ALA添加により細胞内PpⅨの蓄積およ
びROS産生の増大が示されたが、ALA温熱効果を示
さないがん細胞株U2─OSや正常細胞株WI─38では、
PpⅨの蓄積・ROS産生の増大ともに示さなかった。
即ち、5─ALA投与によるPpⅨ蓄積とROS産生の増大
が温熱下での細胞死の増強に関与することが示唆され
た。
　そこで、5─ALAではなくPpⅨを直接培養液に添加
したところ、ALA温熱効果を示す上記 4種のがん細
胞株では、5─ALA添加時と同様に細胞内PpⅨの蓄積
と温熱下での細胞死増強を示したが、ALA温熱効果

を示さない細胞株であるU2─OSやWI─38では、PpⅨ
の蓄積・細胞死の増強ともに示さなかった。現時点で
PpⅨ蓄積の原因としては、PpⅨ排出トランスポーター
の発現低下もしくは遺伝子変異による機能不全が示唆
されている。次に、5─ALAとともにROSの消去剤（還
元剤）を添加したところ、ALA温熱効果を示す 4種
のがん細胞株では、温熱条件下での細胞死が抑制され
た。以上のことより、ALA温熱効果は細胞内のPpⅨ
蓄積とROS産生の増大により引き起こされることが明
らかとなった。5─ALAの投与によってがん細胞に
PpⅨが比較的多く蓄積した状態で温熱処理を行うと、
光を照射しなくても、がん細胞中に生じる活性酸素量
が上昇し、抗がん作用が増強されると考えられる。こ
のような知見は未知であり、PpⅨと温熱によるROS
産生のメカニズムについて今後より詳細に解析する予
定である。

まとめと展望
　5─ALAの添加により、数種のがん細胞株において、
温熱下での細胞死が増強されること（ALA温熱効果）
が示され、これらのがん細胞では、PpⅨ排出系の欠
陥により蓄積したPpⅨが温熱下でROS産生を増加さ
せることにより、ALA温熱効果が現れることが示唆
された（図 2）。我々が新規に見出したALA温熱効果
は、適用範囲が限られる光線力学的療法と効果の穏や
かな温熱療法の双方の問題点を同時に解決する可能性
があり、臨床応用上非常に有用と考えられる。このこ
とから、東京農大と共同研究先企業との共同出願によ
り、昨年特許を取得した（特許第5522421号）。今後は、
がんの種類によるALA温熱効果の違いの原因を究明
するとともに、個体レベルでのALA温熱効果の検証
が急務である。
　現在、ALA温熱効果の示されたがん細胞株につい
て、順次ヌードマウスへ移植後、5─ALAの経口投与
およびがん移植部位への温熱処理により効果を検証中
であるが、ある種のがん細胞株において有意なALA
温熱効果が示されており、臨床応用に向けて大いに期
待しているところである。

図 1　 5 ‒アミノレブリン酸（5‒ALA）とヘム合成経路
　5‒ALAは細胞質で代謝された後、ミトコンドリア内でプロト
ポルフィリンⅨ（PpⅨ）に変換される。正常な細胞ではこれ
に 2価鉄が配位されてヘムが合成されるが、がん細胞ではこの
反応が低下しており、代謝がPpⅨまでで停滞する。

図 2　5‒ALAによるがん温熱細胞死の増強作用
　正常細胞では、5‒ALAはミトコンドリアにおいてヘムへと代
謝されるが、がん細胞ではミトコンドリアの異常（ヘム合成
反応の低下およびPpⅨトランスポーターの機能不全）により、
PpⅨが蓄積する。その状態で温熱処理を施すと、がん細胞内
の活性酸素種が増大し、細胞死が増強される。
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いる岡山県真庭市で地域再生モデルの構築を行ってい
る。初年度は森林整備から薪

まき

の製造、ボイラー燃料と
しての利用を図るシステム構築を行い、バイオマスボ
イラーを導入した。今年度は地域会社の設立と事業構
築のための支援を通して、小さな地域内経済循環モデ
ルを作り上げる計画。
■川場村のグリーンバリュープログラム（2011年度～）
　連携協定している群馬県川場村の依頼を受けて森林
総合利用計画を策定。この計画実現のため、清水建設
とともに森林資源の有効利用の共同研究に取り組み、
今年 4月に株式会社ウッドビレジ川場を設立した。
■ 釜石地方森林組合J‒VERを活用した震災復旧支援
（2011年度～）
　オフセット・クレジット（J─VER）制度（現J─クレ
ジット制度）は森林整備を進めることで、森林のもつ
二酸化炭素（CO2）吸収量を企業に売却できる制度。
東日本大震災で被災した岩手県の釜石地方森林組合の
J─VER3,873tを 9 社に仲介し、全量売却できた。

2014年度までに終了した事業・成果
■ 林野庁：森林資源総合利用指針策定事業
（2013 ～ 14年度）
　 2年間の現地調査などを経て、今年 3月に、木質バ
イオマス発電や熱利用、太陽光、風力、水力、地熱発
電などの再生可能エネルギーを活用して、山村振興（地
域活性化）につなげていくための基本的な知識を整理
し、計画策定や事業に向けた考え方をまとめた「再生
可能エネルギーを活用した地域活性化の手引き～森林
資源と山村地域のつながりの再生をめざして～」を作
成した。この手引き書はPDFファイルを公開してい
る（http://nousanson.jp/data/tebiki_ene2015.pdfよ り
ダウンロードできる）。
　また、山村振興セミナー「木質バイオマスを活用し
た地域活性化を改めて考える～発電、熱利用の課題と
可能性～」を開催（ 3月 3日、農大アカデミアセンター
横井講堂）。北海道下川町「エネルギー自立と地域創

実学に根ざした調査・研究に高い評価
　農山村支援センターは、低炭素・循環型社会実現に
向けて森林・自然資源をはじめとする農山村の資源や
生業、生活文化などをいかし、みどり豊かな、美しく、
活気のある農山村を支援するための拠点となることを
目指し2011年に設立された。東京農大と株式会社森里
川海生業研究所*1、株式会社ユニバーサルデザイン総
合研究所*2で構成されている産学協働運営組織。代表
は宮林茂幸・東京農大地域環境科学部森林総合科学科
教授で、東京農大OBで森里川海生業研究所代表取締
役社長の渋澤寿一氏とユニバーサルデザイン総合研究
所代表所長の赤池学氏が副代表を務めている。
　東京農大の持つ農学の実績に加え、森里川海生業研
究所とは自然環境分野（港湾、河川、里地里山、森林）
における生物多様性保全、バイオマスエネルギー活用、
設備設計などの専門家のネットワーク集団と連携する
ことになり、国への提言、委託事業が可能となる。ま
た、ユニバーサルデザイン総合研究所とは特許、意匠、
工業デザインの専門集団との連携につながり、商品開
発、CSR（Corporate Social Responsibility＝企業の社
会的責任）、CSV（Creating Share Value＝共通価値
の創造）戦略の効果的推進が図れることになる。

2015年度実施の事業
■農水省：山村活性化事業と集落活性化事業（2014年度～）
　東京農大が初めて県と連携協定を結んだ（2014年 7
月）茨城県が進める県北部の農村活性化・県北地域ビ
ジネス創出を支える事業として、常陸太田市、常陸大
宮市、大子町を対象地に実施。現地調査、ワークショッ
プなどを行い、 4年後を目途にアグリビジネスの創出
をめざす。連携協定の成果を高めるために、東京農大
OBOG茨城県北部振興研究会を設立する予定。
■総務省：地域再生事業（2014年度～）
　「小さな里山資本主義*3」を掲げ、木質バイオマス
の活用による新たな生業創出で地区の振興をめざして

資源や生業、生活文化をいかす
東京農大 農山村支援センター

　多雨で変化に富んだ気候風土において、仕事や暮らしを通じて、山を守り、水を育み、川や海の豊か
さを生み出してきた農山村は、少子高齢化、過疎化、農林業の経済的悪化など厳しい状況に置かれ、そ
の機能が失われつつある。 その一方で、温暖化対策への対応、低炭素化、石油をはじめとする輸入資
源依存から国内の持続可能な資源活用への転換や、人と人とのつながりのある暮らしを求める社会から、
農山村の自然環境や文化、かつての循環型の暮らし方、木材のバイオマス活用などが注目を集めている。
東京農大に本部を置く「農山村支援センター」は、農山村が抱える課題の解決をさまざまな視点からサ
ポートし、新しいライフスタイルと社会づくりに取り組んでいる。
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を行った。
◇

　このほか、「国土交通省：国土交通分野における生
物多様性保全の取り組み普及関連業務『生き物にぎわ
いづくり』」（2011 ～ 13年度）、「環境省：野生生物の利
用による地域づくり試行調査」（2011 ～ 12年度）、「林
野庁：森林総合利用推進事業」（2010 ～ 12年度）──
などに取り組んだ。これら農山村支援センターの実学
に根ざした方法論を用いた調査・研究は高い評価を得
ており、環境・生物多様性、農山村・地域活性化、森
林・木質バイオマスなど各分野での新たな政策の創出
に寄与している。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

＊ 1）  株式会社森里川海生業研究所：2009年設立。主要な業務は①
森林及び山村における自然再生計画の立案とコンサルティン
グ及び事業化②里地里山及び農村における自然再生計画の立
案とコンサルティング及び事業化③河川及び湿地地域におけ
る自然再生計画の立案とコンサルティング及び事業化④海浜
及び漁村の自然再生計画の立案とコンサルティング及び事業
化⑤市民、企業、行政、研究機関等と連携した自然再生計画
の立案及びコンサルティングなど。

＊ 2）  株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所：1996年設立。事
業内容は①企業のCSR戦略、CSR調達戦略、戦術プランニン
グ②コミュニケーション・デザインのプランニングとプロデ
ユース業務③施設開発、緑化計画、ランドスケープのコンセ
プト、デザイン業務④セミナー、講演の講師及び企画、ファ
シリテート業務、執筆業務など。

＊ 3）  里山資本主義：里山に自然環境や人間関係など「金銭換算で
きない価値」と多様な資源の活用をはじめとする「金銭換算
可能な価値」を見いだし、資本主義に足りないものを補うこ
とをめざしている。

＊ 4）  オガールタウン：紫波町が行っているJR紫波中央駅前エリア
の地域熱供給事業。オガールはフランス語の駅「ガール」と
方言で成長を意味する「おがる」を合わせ、持続的に成長す
る願いが込められている。

造～森林を造り、未来を創る～」▽岩手県紫波町「オ
ガールタウン*4での地域熱供給事業と森林再生」▽徳
島県三好市「高効率薪ボイラーによる小規模熱利用の
一斉転換による効果」▽岡山県真庭市「発電、熱利用、
小さな里山資本主義～バイオマス産業杜市をめざして
～」の事例報告があり、宮林教授、渋澤氏らを交え、
取り組みに際しての課題と解決方法、木質バイオマス
利用を地域づくりにつなげるポイントなどについて意
見交換が行われた＝写真（左端が宮林教授、左から 3人
目が渋澤氏）。
■ 環境省：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業
（2012 ～ 14年度）
　地球温暖化対策推進のため、里山保全活動から生じ
た草木質バイオマスを利用した竹筒燃料とその成形機
を開発（特許）した。竹筒燃料は竹筒内に竹の枝葉や
草、もみ殻などを詰め込んだもの。燃料としては不適
であった竹を薪に代わる燃料として利用することで、
放置竹林の整備にも有効。
　二次燃焼型薪ボイラーを使うことで、廃棄物量を減
らし、排煙の中の不純物を燃やし環境汚染を最小限に
抑えることになる。前出の岡山県真庭市の温泉宿泊施
設をはじめ、各地での導入が始まっているという。
■ 環境省：里地里山保全活動支援委託業務＝里なび研
修会（2009 ～ 13年度）
　里地里山の保全活動は、生物多様性のうえで重要な
位置を占める。従来、農家による里山活用が生物多様
性を支えていた。ところが、農法の変化、高齢化、人
口減少により里地里山は放置されるようになってし
まった。
　ボランティアや学校、企業、市民による保全活動を
促進するため、人と自然との関わり、自然共生社会の
実現に向けた方策の検討を行い、全国60カ所で研修会
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　私たち日本人は、自然と共生する多様な農林水産業
を礎に、米を主食とし、うま味や発酵技術を活用しつ
つ、魚介類や野菜などさまざまな「食」を享受してきた。
また、自然の英知を謙虚に取り入れながら、高度な伝
統工芸技術・職人技を食器や調理器具、食空間にまで
反映させ、豊かな「食文化」を築き上げてきた。その
情報や食のすばらしさが日本館で開催される展示、各
種イベント、館内出展レストランなどから世界に発信・
提供されるのだ。世界の方々ばかりではなく、多くの
日本人、農林水産物や食を愛する人々にイタリア・ミ
ラノに足を運んで五感で感じてもらいたい。農林水産
業や食をとりまく多様な取り組み、日本食・日本食文
化に詰め込まれた多様な知恵と技、日本が培ってきた
「多様性」は、食料問題など地球規模の課題に貢献する
大きな可能性を秘めていることをこの万博において再
認識いただく実学のチャンスとなるはずだ。私の職命
として特用林産物の食彩を写真で紹介する。

 ミラノ万博日本館の詳細はhttp://www.expo2015.jp/

　イタリアのミラノと聞くと誰もが世界的なファッションの発信地
であり、1976年から開催されているミラノ・コレクション、アルマー
ニやヴェルサーチなどのデザイナーの活躍を思い浮かべるだろう。
ミラノはファッションやイタリア経済の中心都市として名を馳

は

せる
ばかりではなく、サッカーなどのスポーツにおいても多大な情報を
発信する世界都市だ。
　このミラノにおいてFeeding the Planet, Energy for Life（地球に食
料を、生命にエネルギーを）をテーマに2015年 5 月 1 日から10月31
日の184日間を会期として2015年ミラノ国際博覧会（EXPO Milano 
2015）が開幕した。
　会場面積は110ha、入場者数は約2,000万人と想定され、148カ国・
地域・国際機関が参加して情報発信が行われる。
　ミラノ万博には日本館も出展されており、「Harmonious Diversity 
─共存する多様性─」を出展テーマに日本の農林水産業や食を取り
巻くさまざまな取り組み、「日本食」や「日本食文化」に詰め込まれ
た多くの知恵や技が、人類共通の課題解決に貢献、多様で持続可能
な未来の共生社会を切り拓

ひら

くといったメッセージが発信される。
　私もミラノ万博のテーマ、日本館のコンセプトなどに関わる一人
として「ミラノ万博日本館サポーター」に農林水産大臣および経済
産業大臣より任命され、農林水産物の中でも特用林産物（きのこ・
わさび・山菜・竹の子・木の芽・炭など）の魅力や機能性を発信してきた。

天然物を利用した食彩（ 2）

2015年ミラノ国際博覧会
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

（2015年ミラノ万博日本館サポーター）

ミラノ発“特用林産物”のすばらしさ 日本においても活用を

えぐち　ふみお
東京農業大学地域環境科学部森林
総合科学科教授。2015 年ミラノ
万博日本館サポーター。
専門分野：林産化学、きのこ学、
木材劣化生物学。
主な研究テーマ：特用林産物の高
付加価値化への科学的解析と製品
開発。
主な著書：きのこを利用する（単
著）地人書館、科学が証明！エノ
キダイエット（単著）メディアファ
クトリー

1．しいたけ(乾燥物)　 2 ．わさび　 3．たけのこ
4．こごみ　 5．わらび　 6．木の芽(さんしょう)
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東京農大農学部植物園から（27）

チユウキンレン
Musella lasiocarpa C. Y. Wu ex H. W. Li

（バショウ科）

　皆さんよく知っているバナナはバショウ科
の植物ですが、バショウ科には、バナナが含
まれるMusa属、開花後枯死するEnsete属、
そして、ここに紹介するMusella属の 3 属が
知られます。本種M. lasiocarpaは、中国南部
雲南省を中心にインドシナ半島北部に分布す
る本属唯一の種です。草丈 1 mほどの茎（正
確には偽茎）の先端部に上向きに花序をつけ
黄色の苞葉の内側に花を咲かせ、「地面から
湧いてきた金色の蓮」という意味からか地湧
金連（中国名）と呼ばれます。1999年に開催
された昆明世界園芸博で、注目された植物の
一つとしても良く知られます。
　この植物との出会いは20年ほど前の植物園
協会主催の植物展示会。本園はバナナを中心
とした展示を担当し、その際何とか本種の開
花株を見せたいと願っていましたが、その頃、

本種は日本で導入株は少なく大変希少価値が
ある植物でした。幸い開花株を所有していた
校友から「展示したい」との話があり、本園
の展示エリアで東京圏で初の開花株の公開と
なりました。原産地では、豚などの飼料とさ
れていると聞きましたが、 5年ほど前に雲南
省を訪れた際は花を楽しむのか、さまざまな
場所に植栽されていました。さらに食事した
際には本種の葉柄部分を素揚げにしたものが
出され、現在では食材として利用しているよ
うです。近年、耐寒性がかなり強く、凍らな
ければ関東以西でも野外で越冬し生育可能で
あることがわかり、植物園などでよく見かけ
るようになりました。本園でも展示会以降、
栽培し開花していますし、世田谷キャンパス・
「食と農」の博物館脇でも開花しています。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）

8150501

新・実学ジャーナル
2015年 5 月号　No.120
2015年 5 月 1 日発行
編集・発行　学校法人東京農業大学戦略室
〒156‒8502　東京都世田谷区桜丘 1 ‒ 1 ‒ 1
TEL．03‒5477‒2300　FAX．03‒5477‒2707
http://www.nodai.ac.jp/hojin/

定期購読ご希望の方は上記までご連絡ください。

2015　東京農大創立124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


