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　東京農大総合研究所研究会に新たに「稲・コメ・ごはん部会」が発足した。
　TPP（環太平洋パートナーシップ）をはじめとする貿易協定により、米穀業界でもグローバル化が避けられな
いが、生産から流通、販売までの各関係者が参加し、「日本米の世界展開力を強化し、稲作を未来につなげる活動」
の具体化を目指す。
　同部会発足を記念したセミナーが昨年12月12日、東京農大世田
谷キャンパスで開催された。部会長を務める同研究所の佐々木卓
治教授の挨拶、髙野克己学長の祝辞の後、 3氏が講演した。
　まず、三井物産食糧本部参与の松本裕之氏が「世界の主食穀物
需給に今、一体なにが起きているのか～グローバルな視点から、
TPP合意10年後を見据えて～」をテーマに講演。穀物の世界的な
需給の変化を説明し、TPPに代表される世界的な自由貿易の加速
にあって、日本はどのように対応していくべきかについて考察し
た。
　次いで、東京農大食料資源理化学研究室の辻井良政准教授が「炊
飯過程中の米胚乳酵素作用による米飯食味形成メカニズム」につ
いて解説した（ 1 、 2 ㌻に関連記事）。
　また、「産地を蘇らせるために～ブランド米の必要性～」と題
して講演した米穀店の株式会社スズノブ代表取締役・西島豊造氏
は「米は地域性によって特徴に違いが出る農産物であることから、
優れた米を作るには、地域ならではの独自栽培方法から学ばなけ
ればならない」「高齢化している中で、TPPによる影響を最小限に
抑え、担い手に地域農業の魅力を伝え、やりがいがある収益を得
られるようにするためはブランド化計画が必要不可欠」──など
と話し、各産地での特色のある米作り“一産地一銘柄”を勧めた。

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

「稲・コメ・ごはん部会」発足
日本米の世界展開力強化を目指す

髙野克己学長

佐々木卓治教授
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世界で認められた和食
　「和食；日本人の伝統的な食文化」が平成25年12月、
ユネスコ無形文化遺産に登録された。「和食」の特徴
として、（ 1）多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重 
（ 2 ）健康的な食生活を支える栄養バランス （ 3 ）自
然の美しさや季節の移ろいの表現（ 4）正月などの年
中行事との密接な関わりが挙げられる。「ご飯」を主
食に主菜・副菜で構成される「一汁三菜」が和食の基
本型であることから、日本人にとって「ご飯」にこだ
わりを持つことは、ごく自然であり、当たり前のこと
である。生産者にはじまり、卸業者、加工業者、販売
者、家電メーカー、消費者および研究者に至るご飯に
関連する方々がそれぞれのこだわりを持って関わって
いる。その共通点の一つは「おいしさ」である。誰も
が「おいしいご飯」のために取り組んでいる。

おいしいご飯とは？
　私は、「おいしいご飯はどういうご飯ですか？」と
聞かれることが多い。そのたびに言い訳を加えた説明
をして期待を裏切っていることを反省している。例え
ば、人によって好みが違う、年代によって、あるいは
地域によってなど一言添えてから説明することが多
い。一般的に日本人の米飯の食味評価では粘りと硬さ
の影響が 7割を占め、現状では「軟らかく、粘りが強
い」ご飯が好まれる方が多い。米飯の食味評価および
テクスチャーと精白米の理化学的成分分析との関係に
ついて多くの研究がなされ、アミロースおよびタンパ
ク質含量の少ない米が、良食味な米と判断されてきた。
しかし近年、良食味の銘柄米に対する嗜

し

好
こう

が高まりコ
シヒカリおよび近縁種が米の生産の 8割以上を占める
状況となり、精白米の理化学的性状が均質化したため
食味判定の精度が低下している。米飯の食味に影響す
る精白米の理化学的性状には、品種、気候、生産地お
よび栽培条件が大きく関与すること、さらに米飯の食
味は米の貯蔵条件、期間および炊飯プログラムなどに
よって左右されることが知られている。
　このように米飯の食味に対し多くの要因が関わって
いることが、米飯の食味評価をより複雑化させている。
また、米飯の食味評価の大きな要因である粘りや硬さ
などテクスチャーが炊飯によって形成されるにもかか
わらず、従来の米飯食味に関する研究は、精白米の主
成分である澱粉の組成や粘度および糊化特性との関連
性から食味評価を論ずることに主眼が置かれていた。

このため米飯の食味評価の基盤となる食味が形成され
る機序については十分な検証が行われていなかった。

米の生理活性物質の酵素力に着目！！
　「米の鮮度は大切です」やっと、最近話題となって
きた。一般的に生鮮食品とは、新鮮であることが求め
られる食品のことをさすことが多い。具体的には青果
（野菜・果物）、鮮魚、精肉などで、鮮度が悪くなると
食味が落ちる食材を示している。穀類ではそのような
概念が薄かった。長期保存したコメは食味が落ちる。
すなわち、鮮度が落ちていることを表している。
　当研究室では、その鮮度に関係性が深い米胚乳酵素
活性量に着目して研究を進めている。炊飯過程中での
澱粉や細胞壁多糖の熱による物理化学的な変化を解析
すると共にこれらが酵素作用によって分解されている
ことを見出した（表 1）。炊飯中に溶出した澱粉が胚
乳アミラーゼの作用を受けてその構造が変化し、独特
の粘りが形成されること、炊飯中の細胞壁多糖分解酵
素作用により細胞壁多糖が分解して米飯が軟らかくな

ご飯のおいしさ解明へのチャレンジ
東京農業大学　応用生物科学部　准教授　辻井良政

つじいよしまさ
1974年兵庫県生まれ。
島根大学大学院農学研究科農芸
化学専攻（博士前期課程）修了。
東京農業大学応用生物科学部生
物応用化学科（食料資源理化学
研究室）准教授。博士（農芸化
学）。
専門分野：食品化学
主な研究テーマ：新規加工米飯
の開発および食品のおいしさの
原理原則の研究

表 1　 アミラーゼ活性量と米飯の粘りおよび溶出マルトオリゴ
糖生成量の相関について
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それを化学的に解明できれば、調理や製造過程でおい
しさを付与でき、設計できると考えられる。その為に
は、おいしさの原理原則を解明することが重要であり、
チャレンジしている。

「稲・コメ・ごはん部会」の設立
　日本を代表する農作物は「米」である。「米」に携
わる最も重要なのは、生産者である。そして、集荷業
者、卸売業者、販売者、加工業者を経て消費者に届く
流れがある。さらに報道機関、家電メーカー、公務員、
研究者など「米」を活動の中心として活躍している方々
は多岐にわたる。そこで我々東京農大は、各業界関係
者を網羅し、「米」でつながる活動を効率よく循環で
きる「稲・コメ・ごはん部会」を立ち上げた（表紙裏
面参照）。この部会を通して、これまで交流できなかっ
た各業界の一線で活躍する方々が協力することで、あ
らたな価値観を発見し、日本米の世界展開を目指し、
未来につなげていく活動の流れを作り出すことを目的
に進めて行く。

り、炊飯中でのペクチンの分解量と米飯の硬さの間に
負の相関を明らかにした。さらに、ペクチンの分解に
関与するポリガラクチュロナーゼを初めて穀物の胚乳
より分離精製し、その作用が米飯の硬さの形成にとっ
て大きな要因の一つであることを明らかにした。
　胚乳中の酵素活性量は、品種、産地、気候、栽培お
よび貯蔵条件などの差異により変動する。また、その
多様性と変動について酵素活性量を変数としたケモメ
トリックス解析を行い、品種、産地、気候、栽培およ
び貯蔵条件などの特性でコメをグループ化ならびに判
別することができた（図 1）。さらに育種や生育状態
評価のマーカーや食味評価の指標にも、「米胚乳酵素
活性量の解析」が応用できるように進めている。

おいしいご飯に必要な化合物を探す！！
　ご飯の食味は、テスクチャーが重要であることに間
違いはない。しかし、先にも述べたように良食味米が
多くなった現状では、テクスチャー中心に評価するこ
とに限界にきていると考えられる。昔から「おいしい
ご飯は甘い」と表現されるが、果物のように甘いわけ
ではない。それでは、ご飯の甘味とは何だろうか？と
いう疑問が出た。当研究室ではそれを探している。炊
飯中に熱的および酵素作用によるさまざまな化合物が
生成、消失する、それらの変動のプロファイルと米飯
の食味形成と食味評価の関係を、低分子量化合物を網
羅的解析手法で解析している（図 2）。米飯の食味評
価において硬さと粘りなどの物理的な味が大きく関与
し、化学的な味の役割は明確にされていない。米飯の
低分量化合物の動態を把握することにより、食味およ
び評価の全体像を明確に捉えることができるものと考
えている。
　食品に求められる一つの要因は、「おいしさ」である。
研究目標の一つは、「おいしさの解明」と考えられる。

図 2　 精白米、米飯粒および米飯外液から抽出した化合物の
GC/MS　クロマトグラム

図 1　異なる品種の米胚乳酵素活性量を用いた様相の解析
図 1　 米胚乳酵素活性量を解析することにより品

種の特徴を分析することができる。
　　　 コシヒカリ、ひとめぼれやあきたこまちな

ど、良食味米を酵素活性量の解析により分
類することができ、産地、品質および鮮度
なども推察する方法を開発し、検討を行っ
ている。

図 2　 米飯の食味に関わる化合物を見つけ出すた
めの分析方法。

　　　  図のピークは、有機酸、アミノ酸、糖の化
合物の種類と量を示している。これらを解
析し、米飯の食味との関連性をみいだし、
おいしさの解明を検討している。
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学生社員が活躍
　㈱メルカード東京農大（代表取締役社長＝豊原秀和・
東京農大名誉教授。資本金1,805万 1 円）は、「生産者
→農大→消費者」という新しい流通チャンネルの開拓
を目指し2004年 4 月に設立された。メルカードとは、
スペイン語で「市場」の意味。インターネット通販サ
イト「農大市場」を通じて、地域活性化に貢献する東
京農大の技術提供商品や卒業生が開発した農産物や加
工品を販売している。
　年間売り上げの推移をみると、豊原社長就任の設立
4年目以降、順調な伸びを示している。設立10年目
（2013年）には過去最高の売り上げとなるなど黒字経
営を続けているが、豊原社長の目標は「年間売り上げ
5,000万円」だ。
　世田谷キャンパス11号館 1階にあるオフィスに出勤
して日常業務を担っているのが学生社員（11月現在：
1年生 4人、 2年生 4人、 3年生 3人、 4年生 5人の
計16人＝男子学生 9人、女子学生 7人）。採用活動は
毎年入学時のオリエンテーションを利用して企業PR。
先輩学生社員の“ 1次面接”、役員による“ 2次面接”
を経て採用を決める。採用された学生は、 1カ月のイ
ンターンシップ（就業体験）の後、シフトを組んで授
業の合間や放課後に電話対応、梱包作業、出荷作業な
ど各々が受け持つ業務を行う。「学生」としての面と、
「一企業の社員」としての面を併せ持つことで「社会
人としての人格づくり」（豊原社長）にもなっている。

主力商品カムカム
　㈱メルカード東京農大と切っても切れないのがカム
カム。
　カムカムは、南米ペルーのアマゾン川上流域に自生
している喬木で、成長すると 4～ 6 mになり、直径10
～30mmの球形で赤紫色の果実がなる。その果実には
ビタミンCが2,800mg/100g含まれており、天然ビタミ
ンC含有量はどの作物より多いといわれる。さらに、
他の有用な成分が含まれていることが分かり、いろい
ろな加工食品が開発されている。
　ペルーの抱える貧困、麻薬問題対策にとカムカム栽
培に挑んだのがOBの鈴木孝幸さん（1983年卒）。特に、
アマゾン地域の貧しい農民の現金収入源「麻薬コカイ
ンの原料コカ」の代替作物として普及に力を注ぎ、ペ
ルーにNGO「カムカム協会」を設立した。今ではカ

ムカム栽培面積が約5,000haにもなり、半面、コカの
栽培面積は 3分の 1に減ったという。
　㈱メルカード東京農大も「カムカム協会」の活動に
共感し、加工品を販売している。
カムカムドリンク（写真①）：アマゾン川流域原産
のカムカムを使った果汁12％のジュース。 1缶
190g。ビタミンCが豊富で人気。
100％カムカム果汁：レモン果汁のように、紅茶に
たらしてカムカムティーに、菓子づくりやドレッシ
ングにも。
飲むカムカム酢：醸造酢にカムカム果汁と豊原社長
の出身地である奄美諸島・喜界島産の分蜜糖を加え
た飲用酢。
カムカムコンク：東京農大食品加工センター製造の
カムカム果汁、砂糖、蜂蜜だけで仕上げたシロップ。
きょうにんあめ：東京農大の技術提携で作られたカ
ムカムの飴

あめ

。

㈱メルカード東京農大

ベンチャー企業Ⅲ

赤紫色の実をつけたカムカム

11号館 1階のオフィスで学生社員の仕事を見守る豊原社長
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発酵カムカム：カムカム果汁にオリゴ糖を加え、天
然酵母で発酵させた飲料。
カムカムマンゴー（写真②）：カムカムとマンゴー
果汁を合わせたぜいたくなドリンク。昨年 9月から
販売の新商品。

◇
　カムカム加工品以外の主な商品を紹介すると──
ヤムイモ焼酎 天恵のしずく（写真③）：豊原社長の
研究の成果から生まれた。OBの醸造元が東京農大
宮古亜熱帯農場産のヤムイモから作った。
江口文味噌：きのこ研究の第一人者である江口文
陽・東京農大地域環境科学部教授が開発した国産原
材料とヤマブシタケを仕込み段階から一緒に発酵さ
せた極上味

み

噌
そ

。
吟醸地酒 常盤乃松風（写真④）：OBが東京農大リ
サイクル研究センターのプラントでつくられる生ご
み100％使用の「搾油生ごみ肥料・みどりくん」を使っ
て育てた米「彩のきずな」をOBの蔵元が醸した。
名前は東京農大の前身・大日本農会附属私立東京農
学校の常磐松校舎（東京都渋谷区）にちなんだ。ま
た、東京農大学歌の一節でもある。
サチャインチオイル（写真⑤）：サチャインチはペ
ルーアマゾン高地が産地の、トウダイグサ科に属す
る樹高 2 mほどの蔓

つる

性の多年生植物で、別名「イン

カナッツ」とも呼ばれる。播種から 6カ月くらいで
花が咲き、約 8カ月後には直径 3 ～ 5 cmの星のよ
うな独特の形のさやをつけ、熟すと緑から茶褐色に
なり収穫期を迎える。「植物性の必須脂肪酸オメガ
3が豊富なオイル」がとれる植物として注目されて
いる。台湾在住のOBと協力してサチャインチを粉
末にした商品も近く販売の見込みという。

マルシェ活動
　㈱メルカード東京農大は、全国各地で活躍するOB
の生産者を応援する。OB生産者と消費者との橋渡し
を目的に行っているのが「農大マルシェ」。毎月開催
しており、昨年12月には、世田谷キャンパスと渋谷の
東急百貨店本店の正面口前広場で開いた。今年 1月は
17日に同広場で、 2月は20日に世田谷キャンパス、21
日に同広場で開催予定。「農大マルシェ」の店頭には
OBが作った“安心・安全・本物”の農作物などが並ぶ。
そこでは、学生社員たちが、生産者と訪れた人たちと
のやり取りを見て、対面販売のスキルを磨いている。
　また、「農大マルシェ」のほか各地のイベントに参
加して営業販売活動を行い、㈱メルカード東京農大の
PRとともに東京農大の魅力を伝え、大学の広報活動
にも貢献している。昨年は▽世田谷子ども劇場▽せた
がやふるさと区民まつり▽世田谷産業フェスタ▽農大
通り商店街便乗セール──といった地元から▽夢の島
熱帯植物園▽ジャパンハーベスト（東京・丸の内）▽
日比谷ガーデニングフェア▽昭島産業まつり──など
の学外イベントに参加した。
　豊原社長は「売り上げ増を図るのは当然だが、地方
のOBたちは、いいものをたくさん作っている。そう
したOBたちと協力してメルカード商品を充実させた
い。そしてマルシェを、都道府県校友会支部と連携し、
開催するなどして全国ネットに育てていきたい」と、
㈱メルカード東京農大の将来を見据えている。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）
＊ ㈱メルカード東京農大：〒156-8502　東京都世田谷区桜丘
1 - 1 - 1 （世田谷キャンパス）。℡03-5477-2250　Fax03-5477-
2251
＊農大市場　http://www.ichiba-n.co.jp/

① ② ③ ④ ⑤

昨年12月、東急百貨店本店で開いた農大マルシェ
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　サケは悠久の昔から北方民の重要食材であるとともに、アイヌにとっては神の使いとして崇
あが

められてき
た。産業のうえでも、オホーツクの海産物の稼ぎ頭となっているのがサケとホタテである。知られている
ように、サケはオホーツク海から北太平洋にかけて 3年ほど回遊したのち、秋口には生まれ故郷の河川に
戻ってくる。それを、前浜から沖に向かって設えられた定置網で大量に捕獲するが、オホーツクは北海道
でも一、二の水揚げを誇る産地となっている。
　サケは捨てるところがないくらいに一尾まるまる味わうのが地元風。秋のサケはグルタミン酸とイノシ
ン酸の相乗効果によって旨

うま

味
み

が増すといわれる。しかし多くのばあい「お目当て」とされるのは、魚卵の
イクラであろう。イクラが目的ならメスを求めるが、身を食べるのなら、イクラに栄養分を取られて味が
落ちつるメスよりもオスの方が優る。漁師はもとより、寿司職人、鮮魚店などの関係者はクチを揃

そろ

えて言
うには、本当にウマいサケは千尾単位に一尾ほどの確率だそうだ。
　昔から貯蔵や加工も盛んで、塩漬けの新巻や山漬けや乾燥させたトバのほか、頭部の軟骨を酢漬けにし
た氷頭ナマスがよく知られている。しかし、珍品は内臓を塩辛風に仕込んだメフン（腎臓）やチュー（胃
袋）などは「左」党の人には垂

すい

涎
ぜ ん

の的となる。そのほかにも麹で漬け込んだ飯寿司や野菜の漬物、サケ節
のほかにも魚

ぎょ

醤
しょう

などがあるし、昆布巻きやフレークなど数百種以上の加工製品も次々と登場している。
　ところで、オホーツク暮らしが長くなると知り合いもふえて、最盛期ともなると地元のサケ漁師が隔週
くらいの頻度で、雌雄一対が到来する。 9月～ 11月にかけては毎週違ったサケを楽しむことになる。と
くにイクラはほぐして、大根下ろしか、醤油と日本酒につけ込んで食べるが、季節の深まりとともに異な
る味や食感に心震えるときがある。
　イクラはシーズンによって味わいが異なることを知る人は少ないかもしれない。 9月のイクラは熟度が
浅く、口に含むだけで溶け出すような軟らかさと甘みが優れる。それが10月になると、クセのない味に一
粒ごとに大きめで弾力感が加わった絶妙な味わいとなり、この時期が見た目も味も楽しめる。さらに11月
には、弾力がさらに増して口中に含んだあとに、プチンとはじける歯ざわりと広がる旨味がまた絶品であ
る。どの時季が良いのかと尋ねられることもあるが、「それは好みによるので実際に味わって判断下さい」
というほかない。軍艦巻きの寿司ネタにするならば、後半（10月）以降のイクラが間違いない。

オホーツクの地域資源 Foods Who（ 2 ）

北国のソウルフード食材を楽しむ
～秋サケとイクラ～

東京農業大学生物産業学部教授　美土路知之

サケの水揚げ

ほぐしイクラ



東京農大農学部植物園から（34）

オキナグサ
Pulsatilla cernua Berchtold et J.Presl

（キンポウゲ科）

　植物園の大きな役割のひとつに絶滅危惧種
の保全活動があります。
　ここに紹介するオキナグサは、本州、四国、
九州さらに朝鮮、中国まで分布し、かつては
日当たりのよい草原や河川の堤防などに普通
に見られる植物でした。しかし、自生してい
た草地の草刈りなどの維持管理がなされなく
なり荒廃したこと、開発が進んだこと、それ
に山野草としての栽培を目的とした採取によ
り各地で激減しているのが現状です。神奈川
県を例にとると、丹沢、箱根などに数カ所生
育しているのみで、県内の総個体数は50株未

満と推定され、「神奈川県RDB」で絶滅危惧
種IA類に指定されています。
　厚木キャンパスから比較的近い場所に本種
が生育することを知り、ここ数年現地を探索
してきました。最初は 1株も見つけることが
できませんでした。 3年前に10株ほどの自生
地を見つけ種子のみを採取し、実生による増
殖栽培を行い、現在100株ほどを栽培してい
ます。ここの画像は実生 2年目の株で、本来
は今春に咲くものが早くも昨年11月下旬に開
花したものです。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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