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　東京農大（髙野克己学長）は独立行政法人国際協力機構（JICA）と、大学院の学生を青年海外協力隊隊員お
よび日系社会青年ボランティアとして派遣する事業に関する覚書を取り交わした。
　青年海外協力隊は昨年、派遣50周年を迎えたが、初代隊員26人のうち 7人が東京農大OBで、これまでに1,168
人の隊員を送り出している東京農大とJICAとは長い歴史がある。
　覚書は、東京農大の知見・人材を有効に活用することにより、開発途上国の農業分野の課題を解決するととも
に、東京農大の国際協力分野における人材育成に資することを目的としている。そのために、農林水産分野の青
年海外協力隊募集を実施するのに際し、東京農大は①意欲と能力のある学生の人選とJICAへの推薦②派遣前の
学生に対する技術・語学学習支援等③派遣
期間中の学生に対する活動支援④学生によ
る活動成果の蓄積・広報・普及──などを
行う。
　一方、JICAは、推薦対象者の一次選考
技術審査を免除する。

◇
　東京農大で 5月13日に行われた覚書締結
式にはJICAから青年海外協力隊事務局長・
小川登志夫氏、同事務局次長・山田健氏ら
5人が、東京農大からは髙野学長、夏秋啓
子副学長ら 8人が出席。小川局長、髙野学
長が覚書に署名した。髙野学長は「覚書締
結で、両者の関係はさらに強化される。世
界の農業に貢献していきたい」とあいさつ、
小川局長も「東京農大との連携を深めてい
きたい」と述べた。

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（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

JICAと覚書を締結

覚書締結書を取り交わす髙野学長（左）と小川局長
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合（IUCN）レッドリストでニホンカワウソ（L. 
nippon）はユーラシアカワウソのシノニム（異名）と
して扱われ、さらなる研究が求められると付記されて
いる。このように日本人にとって非常になじみの深い
ニホンカワウソも科学的にはその存在すら認められて
いない現状がある。

科学技術の革新がもたらした研究展開
　前述に示したようにDNAは生物の違いを推し量る
重要な指標となる。DNAを用いた系統分類学的研究
は1990年代から急速に発展し、数多くの知見を人類に
もたらした。チンパンジーがヒトに最も近縁な生物で
あること、人類はアフリカに起源を持つこと（出アフ
リカ説）などがその代表的な発見といえる。
　DNA研究の重要性が増すに連れてその解析技術も
発展を続けている。近年登場した次世代シーケンサー
はごく微量のDNA試料から塩基配列を決定すること
を可能にし、これまで技術的に難しかった絶滅生物の
遺伝子解析への道がひらけた。そこで我々の研究グ
ループはニホンカワウソの剥製標本に残された微量の
肉片組織からDNAを抽出し、次世代シーケンサーを
用いてmtDNAの全長配列（約16,500塩基対）を決定
し分子系統解析を行うことにした。この解析によって
ユーラシアカワウソとニホンカワウソの遺伝的類縁関
係が明らかとなり、ニホンカワウソの分類に重要な知
見をもたらすことが期待された。
　本研究の解析には1915年に神奈川県城ヶ島で捕獲さ
れ、その後、毛皮にされた個体（JO1）と1977年に高
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ニホンカワウソとは
　ニホンカワウソは古来より日本の河川に生息してい
たカワウソ亜科動物の一種である。本種は1920年頃ま
では本州、四国、九州、北海道に広く生息していたが、
明治・大正期の毛皮を目的とした乱獲、昭和期の経済
発展に伴う河川環境の変化などによって生息数を減ら
し、1979年に高知県で確認された個体を最後にその生
存を証明する報告はない。2012年、環境省はニホンカ
ワウソの絶滅を宣言した。
　ニホンカワウソはあくまでも日本に生息するカワウ
ソに対し用いられた呼称であり、分類学的には日本固
有種としての扱いに議論が繰り返されてきた。
　最初にニホンカワウソを科学的に分類・記載した人
物はGrayである。1867年、彼は本種を大陸に生息する
近縁種であるユーラシアカワウソ（Lutra lutra）の亜
種L. l. whiteleyiとして分類した。つまり、ニホンカワ
ウソはユーラシアカワウソとさほど目立った違いの見
られない亜種として報告されたことが始まりである。
　その後、1989年に国立科学博物館の元動物研究部長、
今泉吉典氏（元東京農大客員教授）と元動物研究部動
物第一研究室主任研究官、吉行瑞子氏（元東京農大教
授）はニホンカワウソ15個体の頭骨を用いて分類の再
検討を行った。
　その結果、本州と四国に生息したニホンカワウソに
は頭骨の形態にユーラシアカワウソと明確な差異が存
在することから独立種L. nipponとして扱うことを提
唱した。このImaizumi and Yoshiyuki （1989）による
ニホンカワウソを独立種とする提言はEndo et al. 
（2000）による標本の追加解析でも指示されている。
　さらにSuzuki et al. （1996）はニホンカワウソの剥
製からミトコンドリアDNA（mtDNA）の部分配列（224
塩基対）を決定し、ヨーロッパ産、中国産のユーラシ
アカワウソと分子系統解析を行った。その結果、ニホ
ンカワウソは大陸に生息するユーラシアカワウソとは
遺伝的に分化した日本独自の系統である可能性が示唆
された。しかしながら、このSuzuki et al. （1996）に
よる解析では解析に用いたDNA配列が少ないことが
課題としてあげられる。
　以上のように、ニホンカワウソがユーラシアカワウ
ソから遺伝的にも形態的にも分化した独立種である可
能性が述べられているにもかかわらず国際自然保護連

絶滅種ニホンカワウソの
進化史を明らかにする
東京農業大学　農学部　教授　佐々木剛
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程で独自の道を歩み始めた時代を表す。つまり、独自
の道を歩むということは遺伝的な交流が失われたこと
を意味し、やがてそれぞれの系統は異なる種へと進化
していくのである。JO1は近縁な中国の個体と約10万
年前に分岐し、日本列島に渡ってきた系統と推定され
た。
　しかし、この年代の日本への陸上哺乳類の侵入を示
唆する研究は他に見当たらない。そのためこの個体の
進化史には検証の余地が残されている。また、我々は
JO1に関して大陸からの人為的な持ち込みの可能性も
考慮している。JO1の捕獲された神奈川県城ヶ島付近
は古くから遠洋漁業の基地として栄えた地である。大
陸の港に寄港した際に積み込まれ連れてこられた個体
が日本で野生化しその後捕獲された可能性は否定でき
ない。
　一方、JO2はJO1を含むユーラシアカワウソの系統
と約127万年前に分岐したと推定された。およそ127万
年前は前期更新世で日本列島と大陸は陸橋で地続きに
なっていたことが地質学的にも示唆されている。この
時代にゾウの仲間の絶滅種トロゴンテリーゾウが日本
に渡ってきたことも化石記録から示唆されている。以
上の事実を踏まえるとJO2の系統はこの時代に陸橋を
渡り日本列島に侵入し、その後日本で独自の進化を遂
げた系統の子孫と考えられる。

ニホンカワウソ研究の今後の展望
　本研究はニホンカワウソと呼ばれる動物に 2つの異
なる系統が存在することを示した。しかしながら、そ
れぞれの系統で 1個体ずつの標本しか解析していない
ため検証の余地を残している。特に神奈川県産のJO1
は日本国内に類似した進化史をもつ陸上哺乳類も見当
たらないことから、その由来が不明である。今後、よ
り多くのニホンカワウソ試料を解析に用い、集団レベ
ルで遺伝的多様性を評価することによって本種の進化
史が明らかになると期待される。

図 2　 ミトコンドリアゲノム配列に基づき推定されたニホンカ
ワウソおよびユーラシアカワウソの系統関係と分子分岐
年代。横軸に地質年代を示す。系統解析の外群にラッコ
を用いた。

知県大月町で捕獲され、剥製にされた個体（JO2；図 1）
の合計 2個体のニホンカワウソを用いた。JO1個体で
は毛皮の手の部分にわずかに残され乾燥していた肉片
を採取し、JO2個体からは手の肉球の内側の組織を
10mg程度削りだしてDNAを抽出した。
　近年さまざまな絶滅動物の遺伝子解析が報告される
ようになったが、その成果は一部の限られた研究グ
ループによるものである。それは、この手の研究が高
度な技術を必要とする現状を物語っており、本研究の
遂行にあたっては東京農大に拠点を置く生物資源ゲノ
ム解析センターによる支援が大きく貢献した。そうし
た高度な技術支援のもとで我々はニホンカワウソ 2個
体のmtDNAゲノム全長配列を決定することに成功し
た。

ニホンカワウソの系統分類
　ニホンカワウソ 2個体とユーラシアカワウソ 6個体
のmtDNAゲノム配列データに基づき分子系統解析を
行い、系統類縁関係を評価した（図 2）。その結果、
神奈川県産JO1個体はユーラシアカワウソ 6個体とと
もに共通の祖先から進化した系統を示す単系統群を形
成し、その中でも中国の系統に近縁である可能性が示
唆された。つまりJO1は遺伝的にユーラシアカワウソ
と同種であることが示された。
　一方、高知県産JO2個体は上述のユーラシアカワウ
ソ単系統群とは異なる系統として示され、JO2だけで
独立した系統を形成した。これによりJO2はユーラシ
アカワウソとは遺伝的に異なる別亜種もしくは別種と
して分類すべき系統であることが示唆された。系統解
析から同じニホンカワウソでもJO1とJO2で進化的由
来の異なる系統であることが本研究によって明らかに
なった。
　次にJO1とJO2それぞれの系統が遺伝的に分化した
年代をDNA配列から推定した（分子分岐年代推定）。
推定された分子分岐年代はそれぞれの系統が進化の過

図 1　 高知県で1977年に捕獲されたニホンカワウソの剥製標
本。所蔵：高知県立のいち動物公園。
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品目（別図参照）にすぎない。歴史と文化によって育
まれた農林水産物や特産品は数多くあるが、大半はそ
のすばらしさや特徴が知られることなく、一部地域の
〝宝〟にとどまっているのが実情だ。

GIの価値を共有したフォーラム
　GIフォーラムは「世界の
マーケットの中で特産品の素
晴らしさを周知させ、日本農
業と地域の活性化につながる
GIを促進させよう」と開催
された。大澤貫寿・学校法人
東京農大理事長のあいさつに
続いて、基調講演が行われた。
最初に、GI登録が200を超え
るイタリアの農林政策大臣マウリジオ・マルティーナ
氏が、登録産品の多くが農業者や中小事業者の持つ伝
統的な技術で作られていることを紹介。「国際的な市
場でもGI表示をすることで、ほかの国との違いが明
確になり地域農業のパワーを生み出している」ことを
強調した。
　続いて農林水産審議官の松島浩道氏（農林水産副大
臣代理）が「GIは、ブランドを保護する制度である
と同時に、その産品を生み出した地域の魅力をアピー
ルできる。国内外で、GIは大きな可能性を秘めており、

GIの普及に努め、日本全国の特色ある産品
の登録を促したい」と国の取り組みを説明し
た。
　また、東京農大国際食料情報学部国際農業
開発学科OB（1997年卒）の参議院議員・高
野光二郎氏は「日本の農産物輸出額（加工物
を含む）は世界の57位。日本産というブラン
ドは、世界でも確立されており、日本の潜在
力はこんなものではないはずだ。農林水産物・
食品の輸出拡大にもっと意欲的に取り組むべ
きで、GI等も活用しながら、品質と生産性

高野光二郎参議院議員

日本の地理的表示保護制度
　「地理的表示保護制度」（GI）とは、地域により長年
培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生
産地の特性により、高い品質と評価を得ている特産品
の名称（地理的表示）を知的財産として保護する制度。
国際的に広く認知されており、世界100カ国以上で保
護されている。日本においても、2015年（平成27年）
6月に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」
（地理的表示法）が施行された。
　制度の目的は生産者利益（地域の知的財産）の保護 
と需要者利益（高付加価値の農林水産物等の信頼、安
心して購入できる）の保護にある。不正使用を「国が
取り締まる」ことが、登録商標と大きく異なる。地域
の生産業者の組織する団体（生産者団体）が、その生
産する産品に係る「地理的表示」について、農林水産
大臣に申請を行い、審査を経て登録される。
　制度で保護された産品は、①地域ブランド産品とし
て差別化が図られ、価格に反映される②不正使用を行
政が取り締まることにより、生産者は訴訟等の負担な
くブランドが守られる（模倣品の排除）③品質を守る
産品のみが市場に流通することで、特産品のレベル
アップと海外展開が容易になる──などの効果が期待
される。ヨーロッパでは長い実績を有しているが、現
在、日本で登録されているGI産品は、但馬牛など12

高品質農業を保証する地理的表示
　長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を得ている特産
品が日本各地にある。農業の 6次産業化の推進と同時に、これらの物産・特産品を地域ブランドに育てようとす
る動きが活発になるにつれ、関心が高まっているのが「地理的表示保護制度」（GI）。東京農大はイタリア大使館
との共催で、創立125周年記念事業「GIフォーラム～日本とイタリアの地理的表示：高品質農業の推進における
重要性と価値～」（ 4月22日、世田谷キャンパス農大アカデミアセンター横井講堂）を開催した。フォーラムでは、
GIで登録・保護されている食品生産物の数が欧州連合（EU）で最も多い国・イタリアに学び、世界のマーケッ
トで日本の農産物の高い品質が認められるよう、GIを推進することの重要性が示された。

ＧＩフォーラム
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の向上を目指し、その農産品等の加工・商品化を進め
ていけば、農業は持続的な成長産業の旗印にもなれる」
と語った。

◇
　基調講演のあとパネリストから、それぞれの取り組
みについての報告があった。
■全国農業協同組合中央会会長・奥野長衛氏
　地域特性を強みに付加価値の増大と農家の所得増
を目指すJAグループの方針・取り組みを説明。ワ
インやチーズがイタリアブランドとして世界に知れ
わたっているのに対し、日本の農産物のイメージは
弱い。グローバル経済の中で、ジャパンブランド全
体の付加価値を向上させるためにも、地域ブランド
を守ることが重要。都道府県別のPRではなく、そ
れぞれの産品別にGI登録を推進し国際的に通用す
るジャパンブランドを作る必要がある。日本の農産
物は高い品質を持っているので、GIを活用して日
本の農産物を世界に発信していきたい。
■石川県副知事・竹中博康氏
　石川県には2011年に日本で初めて世界農業遺産に
認定された「能登の里山里海」（ 4市 5町＝七尾市、
輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中
能登町、穴水町、能登町で構成）がある。世界農業
遺産には、15カ国36地域（日本国内 8地域）が認定
されている。能登には里山里海がもたらした恵みと
もいえる新鮮で豊富な四季折々の「食」がある。例
えば日本 4大杜氏の一つに数えられる「能登杜氏」
がつくる酒▽魚やイカから作る魚

ぎょしょう

醤の「いしり」▽
日本で唯一残る海水をくみ上げて塩田にまく「揚げ
浜式」と呼ばれる製塩法▽日本海側で最大の水揚げ
量を誇る「能登かき」▽干し柿の「ころ柿」▽こぶ
し以上の大きさになる原木しいたけ「のとてまり」
──などだ。もともと「能登」という言葉の響きに、
素朴かつ新鮮、さらに“日本の原風景”というイメー
ジがあったところに、「世界農業遺産」という付加
価値を得、「能登の里山里海」への関心や価値が徐々
に高まり、多くの成果が出ている。また、能登で生
産された食品に「能登の里山里海ロゴマーク」をつ

け、世界農業遺産のさらなる認知度向上とブランド
化の推進を図っている。
■出羽桜酒造㈱代表取締役社長・仲野益美氏
　国税庁長官が指定する酒類の地理的表示の制度概
要を説明。製造された酒類と、その産地とのつなが
りを明確にすることで、「地域ブランド」としての
付加価値の向上が期待でき、他の製品との差別化を
図ることができる。品質検査等により一定の品質が
確保され、消費者の信頼性向上につながる。公開さ
れた生産基準により、消費者は容易にその産地の製
品に関する情報を知ることが可能になる。
　〝国酒〟は国を理解してもらう一翼を担っている。
そのために、日本酒は、品質はもちろん、文化性も
併せ持たなければならない。
　仲野氏は東京農大OB（1984年農学部醸造学科卒）。
■㈱ワンダーファーム代表取締役・元木寛氏
　福島県いわき市で展開している地域農産物を活用
した農業関連事業を説明した。高度な環境制御技術
を取り入れた温室で、いわき市の特産「サンシャイ
ントマト」の周年栽培に取り組み、「とまとランド
いわき」では年間にトマトを900㌧、イチジク30㌧、
パプリカ20㌧を生産している。規格外品などの有効
利用した加工品製造や観光農園事業も行っている。
2月には農業体験型施設「ワンダーファーム」をオー
プンさせた。今後、海外にも発信し、作るだけでな
く地域力を高めていくような活動を目指す。
　また、イタリアのグレヴェペーサ搾油組合長のフィ
リッポ・レニアヨーリ氏が、イタリアの農産物の地理
表示、産地呼称について具体的に説明し、「GIはさら
なる発展が見込める」と語った。

◇
　GIに登録されるには生産者の高い意識の共有・地
域の合意・JAや地域の行政のバックアップが必要に
なる。そして、大学や研究機関には、生産費用を最低
限まで切り詰めながら高い生産性を確保する技術の開
発やGI商品の機能性などを科学的に検証する役割が
ある。高次元の農業の実現には産官学の連携が欠かせ
ない。 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

全国農業協同組合中央会会長
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持続可能な地域社会づくりを目指して
　世界の農業大国として知られるフランスには、「地方自然公園制度」という地域政策がある。人と自然
が共存する地域で自然資源・文化・歴史遺産の保護と活用を通じて、地域住民が定住でき、観光客を呼び
込むための仕組みや自然資源・文化・歴史遺産の保全管理を目的として持続可能な社会、経済開発を実現
するという理念に基づいた農村振興政策でもある。オホーツクでは、こうしたフランスの「地方自然公園
制度」に学びつつ、オホーツクの自然環境をいかして一次産業をはじめとしたさまざまな業種との連携に
よって、新たな地域振興策の提案や事業活動を行う団体として、2011年 8 月に一般社団法人オホーツク・
テロワールが設立された。「テロワール（terroir）」はフランス語で、土壌・風土という意味があり、オホー
ツク・テロワールでは地域が持っている自然や景観、歴史・文化・伝統をいかした質の高い商品開発と情
報発信を通じてオホーツク地域の地域振興につなげる活動が行われている。こうした活動の一つとして、
「オホーツク・マルシェ」がある。イベントでの販売活動等を通じて、消費者にオホーツク地域の食や魅
力などを伝える販売イベントであり、2013年から網走版「オホーツクまるごと市」が実施されている。

「まるごと市」の取り組み
　この「オホーツクまるごと市」を実施する運営主体として「オホーツクまるごと市」実行委員会が組織
され、オホーツク・テロワールの会員をはじめ、地域おこしに関心ある市民や東京農大の学生が有志メン
バーとして参画している。「オホーツクまるごと市」の出店者（約40団体）は、こだわりの食や加工品を
販売する農業者や加工・販売業者だけはなく、木工製品やガラス工芸品等といったクラフト製品を製造・
販売する事業者であり、実行委員会では「オホーツク地域にある価値あるものをまるごと集めて、作り手
とお客さんが交流を深める場づくり、体験を通じた相互理解と楽しみの創出」をコンセプトにしている。
学生が担ったのは、face bookを使った情報発信と当日来場者に配布するイベントパンフレットの作成の
ほか、イベント全体の企画検討などで、子連れ客でも楽しめる体験企画を検討した。実際にクラフト製品
の体験ができる「まるごとキッズクラフト体験」や「ふれあい動物園」、オホーツクの景観をゆったり楽

しめるカフェ「天空茶房」の企画なども実施した。パンフレット
作成では、イベントのコンセプトや出店者情報を盛り込み、手軽
さと見やすさを追求して来場者に出店者やイベントの魅力を伝え
るところに配慮した。イベント当日には、ステージ企画の司会進
行役のほか、カフェの運営、各種体験コーナーの運営を担った。
また、閉会のフィナーレでは、出店者と来場者で環境に優しい生
分解性の鳥の形の風船を飛ばすなど、出店者と来場者の交流を演
出しながら、イベント全体を盛り上げた。
　学生にとって、こうしたイベントへの企画・運営への係わりは、
地域の市民との交流を深め、オホーツク地域の自然資源や地域資
源が持つ魅力を多くの人に伝え、地域活性化に貢献できる貴重な
経験の場となっている。今年は、東京農大創設125周年記念を迎え
ることを契機として、10月に実施される「オホーツク収穫祭」では、
新企画として「オホーツク農大マルシェ」が実施される。ここで
も地域の市民と学生が連携し、収穫祭全体を盛り上げてくれるこ
とを期待している。

オホーツクの地域資源 Foods Who（ 6 ）

魅力を“まるごと”発信する地域イベント
－市民と学生による連携プロジェクト－

東京農業大学生物産業学部准教授　菅原　優

にぎわいを見せるイベント会場

喜びを共有するフィナーレの鳥風船飛ばし



東京農大農学部植物園から（38）

Costus spectabilis Schumann
（オオホザキアヤメ科）

　アフリカ中央部原産の多年草で、ナイジェ
リア連邦共和国の国花でもあります。オオホ
ザキアヤメ科というとショウガ科近縁の種類
で、ショウガ科では葉の柄の部分が多数集合
し、茎のように見える偽茎ですが、オオホザ
キアヤメ科の植物は、ふつう葉をらせん状に
偽茎ではなく茎につけ、大きいものでは草丈
2 m以上にも成長します。
　ただし、ここに紹介するC. spectabilisは地
下茎をもちますが、地上部へは茎は現われず、
ロゼット状の大きな葉を数枚地面に接するか
のように四方に展開し、中央部に径約 8 cm、

高さ10cm余りの大形の黄色い花を咲かせま
す。
　画像の個体は鉢が小さいがために葉が地面
から浮いています。花は 1日でしぼんでしま
いますが、中央部にできる花序には数個の花
が付き、 1週間程度は花が楽しめます。現地
では樹林下に生育していると思われます。花
後、地下茎が長く伸び、小さい鉢ですと鉢底
から根茎が出てきます。冬場の休眠期は水を
与えず温室内で春を待ちます。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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