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　東京農大「食と農」の博物館で、東京農大地域環境科学部森林総合科学科創設70周年を記念した企画展示「日
本の森林─人と森林との関わり─」が、 5月25日まで開催されている。
　東京農大森林総合科学科（林学科）は、1947年（昭和22年） 4月に旧制大学令による専門部林業科として、千
葉県茂原市の地に産声をあげた。終戦間もない混乱期、荒廃した国土に一刻も早く豊かな緑を復元するため、ま
た社会復興に必要な木材資源の安定供給のための教育・研究がスタートした。その後、造林資源の成熟化に対抗
した安価な海外林産物の輸入拡大など、現在に至るまでの
70年間に日本の森林を取り巻く環境は何度も激変し、我々
の生活に対しても大きな影響を及ぼしてきた。
　国土の 7割を森林が占める“森林大国”日本。現在のよ
うな森林の姿に至るまでには、どのような変遷があったの
か。我々はどのように森林と関わってきたのか。さまざま
な分野から多角的に振り返る。
　企画展示会場には、クスノキのさわやかな芳香が漂って
いる。展示されているクスノキ材は以前、世田谷キャンパ
ス野球場裏の駐輪場に生えていた木を製材したもの。この
木はキャンパス整備のため伐採され、樹高は未計測だが、
直径は丸太の状態で80㎝だったという。運び込まれたクス
ノキ材は長さ2.6m、幅90cm、厚さ12cm、重さ250㎏の 5
枚など全部で11枚。

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（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（東京）、同二高（群
馬）、同三高／附属中学（埼玉）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

東京農大「食と農」の博物館企画展示
日本の森林 －人と森林との関わり－

（写真提供）橘　隆一、桃井尊央
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たむら　ともこ
1979年栃木県生まれ。
東京大学大学院農学生命科学研
究科博士課程修了。
東京農業大学応用生物科学部食
品安全健康学科（食品利用安全
学研究室）准教授。
博士（農学）。
専門分野：食品学、遺伝子工学。
主な研究テーマ：食品成分の加
工による変動とその分子メカニ
ズム。
主な著書：「食べ物と健康―食
品学（2013）」（光生館）大石祐一・服部一夫編（分担執筆）

食べることは受け入れること
　温度、湿度、明るさ、匂い、酸素の濃度、ウイルス
など私たちが生活する上で対応しなければならない外
的因子は多数存在する。「食べること」も体外から成
分を取り入れるということであれば、対応しなければ
ならない外的因子の一つといえる。思い起こせば、子
どものころに読んだ「不思議の国のアリス」も、ボト
ルの液体を飲むことで穴の向こうの世界の環境に体を
適応させていたのかもしれないし、アニメに出てくる
ヒーローが変身したときも、飴

あめ

玉を口にしてパワー
100倍になっていたように思う。
　ところで外的因子のうち、温度や明暗、空気中の成
分は地球の回転や地域に強く依存するため拒否するの
が難しい一方で、「食べる」ことは、人それぞれの判
断で取捨選択が可能な因子である。と同時に、その食
品に含まれているすべての化合物の構造・機能・安全
性を承知できなくても、摂取しなければならないとも
いえる。よって「食べる」ことは、生命活動のエネル
ギーを得る一方で、飲み込んだ食品中の成分に応答す
ることなのかもしれない。

食べ物に求めるものは時代とともに変化
　現代の日本において白米を摂取することは当たり前
のようになっているが、玄米を精米して糠

ぬか

を除き、白
米にする技術は明治時代に飛躍的に広まった。当時は
少量の副食でたくさんの白米を摂取するのが普通で
あったため、栄養が偏り、脚

かっ

気
け

と呼ばれる病気が蔓
まん

延
えん

した。脚気の原因は米ぬかに含まれる成分が体内で不
足したためであるが、後にこの成分は生命の維持に不
可欠な栄養素であるビタミンB1と判明した。当時は食
品を正しく摂取し、栄養失調を防ぐことが「食べる」
行為に求められた。
　しかしこれが満たされ、豊かな時代が到来すると、
食べることに楽しみを求めるとともに、食感や嚥

えん

下
げ

し
やすさはどうか、色や香りは適正か──といった“栄
養素の充足”を越えた要因が求められるようになった。
優れた保蔵技術や加工方法は新鮮で安全な食品を長期
にそして遠くまで届けることを可能にした。グルメな
食事が我々の生活に変化を与え、飢餓や栄養失調の代
わりに、偏った食事や乱れた食事などに起因するメタ
ボリックシンドロームといった病状を深刻化させた。
　1990年代ごろ、生活習慣病が顕著になると、これを
未然に防ぐための「成分」と、そのからだに対する「働

き（機能）」が食品に求められた。食品は口から取り
込まれたあと消化管に移行し、あるものは吸収されて
各器官で機能し、あるものは消化管にとどまり機能す
る。今なお、食品中の機能性成分と、それが体内のど
こでいつどのように機能するかのメカニズムの研究が
盛んに行われている。この一方で、作物の有する機能
性をどうすれば引き出すことができ、どうすれば高め
られるかの研究も、注目を集めている。

作物の機能性を高める方法
　収穫前の育種時に機能性を高める方法として植物工
場を利用した育種法が挙げられる。 2月17日の植物工
場研究部会の発足記念講演において、大成建設から、
そのいくつかが紹介された。酸素濃度・寒冷暴露・水
耕栽培・LEDを用いた光波長の変化により野菜の代
謝すなわち機能性成分を変動させることができる。
　この一方で、収穫後の作物においても、機能性成分
を変動させることは可能である。例えば温度や湿度の
管理、酸素濃度の制御などである。我々の研究室では、
どの家庭にもある水に、大豆や小麦を一定時間浸すだ
けで種実内の代謝がドラスチックに変化し、機能性成
分が高まった種実を得る研究をしてきた。発芽スプラ
ウトではなく、発芽前の短時間吸水で機能性成分の変
動が予測された。このことは食品加工をするうえで加
工特性を失わず機能性は高まった製品を開発する基盤
になると考えられる。

吸水による遺伝子群の発現変動
　大豆を加工する際、伝統的に数時間の浸漬がほどこ
されている。吸水における栄養素の量的変動に関する
研究はよくみられるが、食品の機能性に着目したオミ

食べ物の機能性成分の変動を制御する
東京農業大学　応用生物科学部　准教授　田村倫子
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ビターが含まれている。この理由は、プロテアーゼイ
ンヒビターが病原菌や害虫の持つプロテアーゼを阻害
して自らを防御するためである。この防御システムは
人間に対しても有効である。BBIは抗がん作用遺伝子
を刺激することで抗がん作用を、KTIはがん転移を促
す遺伝子を抑制することでがん転移抑制作用を持つこ
とが明らかになっている。
　そこで、KTIとBBIがそれぞれ大豆中のどの組織に
局在し機能するか調べた。BBIは病原菌や害虫からの
攻撃に対する防御の役割を持つことが知られているた
めダイズの外側に存在すると予想した。結果は図 2の
ように、BBIは表皮および外側から二層には存在せず、
子葉細胞に局在し、KTIはいずれの組織にも存在する
ことがわかった。BBIが今回染色された層に存在する
理由は、BBIはシステインという含硫アミノ酸を多く
有するタンパク質であるため、システインの貯蔵と供
給のために吸水時は機能していると示唆した。一方、
KTIはBBIが存在していない外側の層にも存在してい
たため、吸水時には外敵からの防御として機能してい
るのかもしれない。このように場所を特定することで、
機能性成分を特定の組織から効率よく抽出できること
はもちろん、植物体内における働きを予測でき、「ど
のような処理により目的成分を増加させることができ
るか」に、近道で迫ることができる。
　植物工場は機能性強化作物の作出に最も適した施設
と考えられる。現象をとらえ、網羅的手法でスクリー
ニングし、現象の原因となる因子をいくつか選出し、
その実態をしらべ、目的の作物を作出するための条件
を明らかにできる。さらにその条件で育種した作物を
生産することができる。
　また、機能性成分の増加に誘引される形で他のどの
ような成分が増減しているかに着目すれば、これから
の食に求められる「安全」と「健康」に応える一助と
なるのではないかと考えている。

クス解析は少なく、さらに短時間吸水における網羅的
な遺伝子発現変動については報告例がない。しかし、
生体に有益な成分に関わる遺伝子の発現変動と、その
周辺の代謝変動を網羅的に解析することは、食品の二
次・三次機能に関わる物質が増減するしくみを理解し、
より機能性の高い食品を効率的に得るために重要であ
る。
　大豆に含まれるビタミンCは、吸水前は1.6mg/100g
種子であり、吸水 8時間後に 2倍に増加しその後も増
加し続けた。γ─アミノ酪酸（GABA）は乾燥種実に
23.6mg/100g種子であり、吸水後32─40時間で35.8から
98.3mg/100g種子に増加した。そこで、吸水 0、 8、
16時間における大豆のDNAマイクロアレイ解析を行
うと（図 1）、炭水化物の代謝に関わる遺伝子群は吸
水 8 ─16時間に発現増加するクラスターに配属された
一方、いずれの時間も発現増加した遺伝子は炭素固定
や鉄代謝に関わる酵素をコードする遺伝子群であっ
た。吸水 8 ─16時間に発現が低下した遺伝子の多くは、
水・温度・光・障害に応答するタンパク質をコードす
る遺伝子群であった。次に、タンパク質、脂質代謝に
関わる酵素をコードする遺伝子や、二次代謝産物に関
わる酵素の遺伝子に着目すると、プロテアーゼ、プロ
テアーゼインヒビターにおいては各種類によって異な
る発現パターンを示した。

機能性成分の存在組織を知る
　吸水によりどのような成分が変動するか予測するこ
とで、ある成分に着目し、その動態を明らかにするこ
とに発展させることができる。今回は大豆が主要な植
物性タンパク質源であることに注目し、タンパク質分
解に関わるプロテアーゼやインヒビターに着目した。
大豆には、Kunitz trypsin inhibitor （KTI）並びに
Bowman─Birk inhibitor （BBI）という、膵

すい
大豆には、Kunitz trypsin inhibitor （KTI）並びに

すい
大豆には、Kunitz trypsin inhibitor （KTI）並びに

液
えき

大豆には、Kunitz trypsin inhibitor （KTI）並びに
えき

大豆には、Kunitz trypsin inhibitor （KTI）並びに
に含まれ

るタンパク質分解酵素を阻害するプロテアーゼインヒ

図 1　 網羅的な解析の一例　－ヒートマップのクラスタリング－
　縦方向で、サンプル間の違いを比較する。例えば、吸水 0時間と吸水 8時間の遺伝子発
現パターンが似ている、と解釈する。横方向で、遺伝子間での発現の違いを比較する。例
えば遺伝子Aに興味があれば、Aの上下にある遺伝子はAと同じ発現パターンをしている。
色は発現量を表していて、例えば遺伝子Aは、吸水 8時間までは発現はしているがその量
は一定で（黄色）、吸水16時間で発現量が増えた（赤）、とわかる。この図から、吸水後に
どんな成分に関わる遺伝子が、どう発現変動したのか、あるいは、どの代謝とどの代謝に
関わる遺伝子群の発現パターンが同じか、などを読み解くことができる。

図 2　BBIとKTIのダイズにおけ
る発現部位
　In situ ハイブリダイゼーショ
ンという手法をもちいて、BBI
とKTIの 2 重染色を行った。
上の 2層はKTI遺伝子のみが局
在していた。上の 2層以外の組
織にBBIとKTIの遺伝子が存在し
ていた。
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対馬学フォーラム
　対馬には、希少性の高い農林産物・加工食品、ソバ
や米など対馬を玄関口として日本にもたらされた大陸
系農産物が複数存在し、日本の農業の基層を理解する
上で重要な地域のひとつ。対馬市は、「域学連携」（地
域と大学との連携）による地域づくりに取り組み、そ
の一環として、対馬の新たな価値創造と地域づくりの
ために、学術研究の振興を図っている。対馬に関する
研究、実践活動を行っている研究者に参加してもらい、
市民とともに、対馬の素晴らしさを知り、魅力を再発
見することで、対馬の将来について考える「対馬学
フォーラム」を立ち上げ、昨年12月13日に初の「対馬
学フォーラム」を市の交流センターで開催した。
　そのフォーラムで、東京農大応用生物科学部教授（今
年 3月末退職）の岡田早苗さんが「伝統発酵食〝せん〟
の世界」と題する特別報告をした。
　「せん」とはサツマイモのこと。サツマイモが対馬
に伝わったのは江戸時代中期。大半が山地で水田に適
さない対馬では日常食だった。そして、くず芋

いも

のでん
ぷんを発酵させて作るのが対馬固有の保存食「せんだ
んご」。食糧が貧しかった対馬の歴史の中で、サツマ
イモは食生活に大きく貢献してきた。サツマイモが「孝
行芋」と言われるゆえんである。「せんだんご」を水
で戻して生地とした麺

めん

を魚類のだし汁とともに食され
るのが「ろくべえ汁」。「せんちまき」「せんぜんざい」
といった食品もある。

発酵食品・せんだんご
　岡田さんが、「せんだんご」と出合ったのは2004年
ごろ。先輩から対馬に「変わった発酵食品がある」と
の連絡をもらい、出向いた。「『せんだんご』がサツマ
イモであることに興味を抱いた。そして、『ろくべえ汁』
を食べた時の驚きは今も覚えている」「見たことも、聞
いたこともない、もちろん食べたこともなかった。コ
ンニャクのようなコリコリとした食感で、すごく独特
だった」
　「ろくべえ麺の食感は発酵中に生息する微生物の作
用に起因しているに違いない。探ってみよう」──研
究者の本能をくすぐられた岡田さんの現地調査・研究
が始動した。
　それ以来、「せんだんご」の製造時期（11、12月か
ら翌 3月頃）に毎年のように対馬を訪れ調査を重ねた。
特に、「せんだんご」製造に欠かせない発酵工程（芋
を腐らせたり、寒ざらしの工程）を実際に見て観察し、
試料採取を行った。数年にわたる島内調査の結果、「微
生物が関与する工程は共通するが、製造方法の流れは
地域によって異なる」ことを確認した。そして、「ろ
くべえ麺」の独特な食感を生み出す微生物の一つは「青
黴
かび

」であることが分かった。一口に「青黴」といって

日本農業の基層を成す対馬市

包括連携協定＜自治体編 1＞

　東京農大は「実学主義」のもと、長年にわたって培われた研究成果を社会に役立てようと、地域の特
色をいかした活性化をめざし、全国各地の自治体と包括連携協定を結んでいる。近く締結する長崎県対
馬市を加えると26となる。現地をフィールドとすることで、研究・教育はどのような成果を得、そして、
その地に何をもたらすのか。シリーズで随時、紹介する。

＜東京農大地域連携協定＞（26自治体）
連携自治体等 協定締結日 連携自治体等 協定締結日

静岡県富士宮市 04/12/16 福島県鮫川村 10/ 6 /30

世田谷区教育委員会 05/ 2 /22 宮城県角田市 10/ 7 / 9

長野県白馬村 05/ 3 /29 岩手県久慈市 10/ 7 /10

新潟県上越市 05/ 4 /18 群馬県川場村 12/ 1 /20

新潟県妙高市 05/ 6 / 8 沖縄県宮古島市・東京
急行電鉄㈱・宮古観光
開発㈱

13/ 2 /15沖縄県平良市＝現宮古
島市

05/ 9 /15

鹿児島県瀬戸内町 06/ 6 /27 鹿児島県屋久島町 13/ 5 /13

山梨県小菅村 06/10/20 茨城県 14/ 7 /17

北海道網走市 07/ 4 / 1 長野県木島平村 14/ 7 /28

愛媛県西条市 08/ 3 /14 群馬県富岡市 14/12/22

厚木市及び市内 5大学 08/ 6 /30 福島県会津若松市とイ
オンリテール

15/ 5 /29
長野県長和町 08/11/25

長野県木曽町 08/11/28 福島県北塩原村 16/ 3 /22

新潟県佐渡市 09/ 5 /28 長崎県対馬市 16/月日未定

対馬学フォーラムで特別報告をする岡田さん



4 新・実学ジャーナル　2016.4

も、「そこで数百年も培われた青黴だからこその作用」
なのだ。岡田さんは「青黴以外にどれだけの微生物が
関与しているのか分からない。私たちにとって未知の
微生物だってありうる。青黴の関与を確認するまで10
年以上を要した。全容を知るにはそれ以上の年月が必
要かもしれない」と言う。
　微生物の多様性はその土地の植生と深く関わってい
る。多彩な気候風土の日本は世界有数の“菌大国”。
だが、伝統食の発酵文化は次第に廃れつつある。対馬
でも例外ではない。「せんだんご」も数十年前は対馬
全土で行われていたが、高齢化・人口減もあって、減
少し続けている。「せんだんご」に関しても、岡田さ
んたちが着目するまで、研究対象とは位置付けられて
いなかった。
　岡田さんは言う。
　「発酵食品は日本の貴重な伝統文化。地域それぞれ
に伝わる食材にどんな微生物が作用しているのかを調
査・研究し、貴重なものは保護しなければならない。
そうしなければ、菌大国・日本の財産・微生物資源が
消えてしまう」
　長年、東京農大では対馬の伝統発酵食品「せん」の
研究に取り組み、その希少価値を解明するなど顕著な
成果を得ている。

かばしこ米とハチドウ
　対馬の特色ある農産物のひとつに「かばしこ（香子）
米」がある。
　対馬には赤米の神

しん

饌
せん

米
まい

があることで有名であるが、
赤米で香り米の一種かばしこ米が近年、島民によって
飯米に供され、米のブレンドも兼ねた混植で栽培生産
されている。農学部教授（ 3月末退職）の山口裕文さ
んが2014年 9 月に対馬を訪れ実態調査を行ったとこ

ろ、対馬の 8カ所で栽培を確認した。混植栽培を行っ
てブレンド米を生産する今日珍しい栽培法である。そ
の利点として、倒伏防止などが挙げられているが、実
際に、「かばしこ米」に使用されている品種の特性に
ついて不明な点が多い。そこで、ブレンド栽培が可能
である要因をかばしこ米品種の特性、特に耐倒伏性と
分げつ性（イネ科作物の根に近い茎の関節から側枝が
発生すること）の視点からその生育型を明らかにする
ことで、ブレンド栽培の永続性と地域振興の潜在性に
寄与することを目的に研究が続けられている。
　また、対馬はニホンミツバチの伝統的養蜂が営まれ
ていることでも有名。ハチドウと呼ばれる巣箱・飼養
箱が並ぶのは対馬の原風景だ。山口さんは20年ほど前
から対馬でハチドウの調査を行ってきた。ハチドウ自
体をご神体としてまつるハチドウガミがあるが、養蜂
が信仰に結びついていることは、いかに養蜂が対馬の
人々の生活と一体となって存続してきたかを示してい
る。

協定締結の意義
　岡田さんとともに「せんだんご」研究を続けてきた
内野昌孝・応用生物科学部教授は、対馬市との協定に
向け東京農大側の窓口役を務めた。
　内野教授は「対馬には食をはじめ独特な文化がある。
他の分野の研究者にとっても協定は意義あるものだろ
う。対馬市も地元の文化の価値を見いだすことになる。
協定は双方にとってプラスになることは間違いない」
と言う。岡田さんも「対馬では農業への注目度は低い。
協定によって、農業への関心を高め、加工食品の開発
などができれば」と今後の活動に期待する。
　また、対馬市からも「日本の農業基層を解明しつつ、
農産物・加工食品の保存に対する客観的な評価や助言
など東京農大の果たす役割は大きい」「東京農大との連
携で、対馬に専門的知見や助言が与えられ、農林産物・
加工食品の保存や産業振興の取り組みが活性化され
る」との期待の声が届いている。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

＊ 対馬市：九州と朝鮮半島の間（韓国釜山から約50km、福岡市から
約147km）に飛び石的に位置し、100以上の小島と 6つの有人島か
ら成る。日本の中で朝鮮半島に最も近いという地理的条件から、
石器・青銅器文化、稲作、仏教、漢字などの大陸文化を伝える日
本のフロンティアとして、また、朝鮮通信使に代表されるよう日
韓交流の拠点として重要な役割を果たしてきた。歴史文化だけで
なく、ツシマヤマネコをはじめとする大陸系・日本系・共通系・
対馬固有の動植物が混在するユニークな島として知られる。面積
は708km2で、90％が山地。人口は32,409人、15,226世帯（ 2月末現
在）。

発酵状況の確認/せんだんご（右上）
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　オホーツク海を見渡す天都山から秀峰・斜里岳方面に目をやると、町並みはずれの牧草畑に隣接して赤
い小さな屋根の建物が見える。その建屋が日産千本足らずの「オホーツクあばしり牛乳」のマイクロプラ
ントである。
　切り盛りするのはオホーツクディリーファーマーズの楠目社長で、楠目牧場の経営主でもある。1990年
のプラント設立以来、 4半世紀にわたって「こだわる」のは、地域をおいしく健康にするビジネスの展開
にある。
　その第一は、工場と道を隔てた目の前の牧場で搾った新鮮な生乳を使っていること。しかも泌乳量の多
いホルスタイン種と乳脂率の高いジャージ種を混合で飼い、味もコクも豊かな牛乳にしている。
　第二は、生乳の質を高めるために飼養頭数を抑えていること。北海道平均を下回る経営規模で、滋味溢
れる土と栄養価の高い牧草、その草が生み出す生乳、すなわち、土･草･牛の好循環と適正規模があげられ
る。
　第三は、生乳の処理は65℃の低温で30分間殺菌されること（多くのメーカー牛乳の130℃ 2 ～ 3 秒殺菌）
で、タンパク質や脂肪分の熱変成を抑えつつ、新鮮でサラッとした味、牛乳独特のコクや風味に溢れてい
る。
　第四は、封入する 1㍑パック容器の紙質と封印のための糊に工夫が凝らされている（大阪の紙工業者か
らの取り寄せ）こと。
　大量生産の逆をいく発想で、高い品質の牛乳を限られた数量だけ出荷しているところにマイクロプラン
トの強みが発揮されている。
　出荷先は近隣地域に限定され、安定したクライアント獲得につながっている。マチのスーパー店頭では、
メーカー牛乳の値札は178 ～ 198円に対し、あばしり牛乳は228 ～ 238円（税抜き）で、それでもワケ知り
の人々は毎日買っていく信頼関係が構築されている。
　また、乳酸菌などの善玉菌がいきる低温殺菌は、子どもやお年寄りの健康管理にも寄与している。以前、
老人施設向けに出荷していたビン牛乳が、予算節減からキャンセルされた時期があった。しかし、便秘に
なる入居者が相次ぎ、中には病院のお世話になるお年寄りも出てきて、医療費や介護職員の人件費のほう
が高くついてしまい、この牛乳復活となったことがある。
　笑い話のようだが、質の高さと日々の健康管理に寄与していることの証左でもあろう。また、牛乳だけ
ではなく、アイスクリームやスィーツ類の原材料にも使われ、オホーツクのオンリーワン素材のひとつに
もなっている。

オホーツクの地域資源 Foods Who（ 4 ）

酪農家が始めたマイクロミルクプラント
地域の味と健康を守るオホーツクあばしり牛乳

東京農業大学生物産業学部教授　美土路知之

オホーツクディリーファーマーズ あばしり牛乳 牛乳パック充填機



東京農大農学部植物園から（36）

ヒマラヤナシ
Pyrus pashia Buch.－Ham. ex D. Don.

（バラ科）

　中国・雲南省から種子で導入したヒマラヤ
ナシが発芽10年程をへて 3月中旬から下旬に
かけここ毎年開花しています。樹高 3 mほど
の小高木で、ヒマラヤ、インド、アフガニス
タン、中国南西部など南アジアに広く分布し
ます。茎には多数の長い棘

とげ

が多数見られ、長
いものでは 5 cm以上あります。花は径 2～
3 cm程で白く花弁はやや厚め、ガク・花柄
には綿毛が多数見られます。赤みを帯びた果
実は、多くの人が認識し最も流通し食用して
いるニホンナシP. pyrifolia var. cultaの果実

よりはるかに小さく 2～ 3 cm程です。一部
の資料では果実を食するとありますが、果実
には石細胞が発達し、食することは無理だろ
うと思われます。中国では果実を“山里紅”
（shan li hong、さんりこう）と言い、肉を食
べて胃がもたれるときの消化促進、消化不良
に、便通を良くする、痛み止め、高血圧を治
すなどの効果があると言われ、果実の乾燥し
たものを煎じて服用します。中国の現地では、
農村地域で街路樹として植栽されていました。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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