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　東京農大「食と農」の博物館（江口文陽館長）で、東京農大創立125周年記念の特別展「ピーター・メンツェ
ル＆フェイス・ダルージオ　地球の記録20年の写真展　しあわせのものさし─持続可能な地球環境をもとめて─」
が開催されている。
　ピーター・メンツェルさん＝写真右＝は、科学、環境の分野で国際的に活躍している報道写真家。写真集「地
球家族（マテリアルワールド）」シリーズ（「地球家族」「続・地球家族」「地球の食卓」「地球のごはん」＝TOTO出
版刊）では、企画、監督、主要カメラマンを務めている。パートナーであるフェイス・ダルージオさん＝同左＝
は、ジャーナリスト、編集者。「地球家族」シリーズでも、主要ライターとして中心的な役割を担っている。
　写真展は、ふたりが20年にわたり世界を駆け巡り撮り続けた 2万点以上の作品から、家族・食・人々の暮らし
にフォーカスした130点余りの作品を紹介。普通の家族、暮らしを通して環境・食・人権・貧困といった世界が
抱える問題を捉えた写真は、見る者に「食と農」「幸せな生活とは何か」を問いかける。 9月25日まで。月曜日（祝
日の場合は火曜日）と毎月最終火曜日は休館。また、 8月 9 ～
18日は夏季休館。
　＜関連イベント＞
◆世界の料理／料理教室＆試食会＝ 8月20日10：00（ 1 回目）、
13：00（ 2 回目）。東京農大「食と農」の博物館 2階セミナー室
◆シンポジウム「しあわせのものさし」－持続可能な地球環境
をもとめて－＝ 9月17日13：00。東京農大アカデミアセンター横
井講堂
◆ピーター・メンツェル＆フェイス・ダルージオ　トークイベ
ント＝ 9月21日18：30。3 × 3 Lab Future（大手町：大手門タワー・
JXビル 1階）
 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

東京農大創立125周年記念
ピーター・メンツェル＆フェイス・ダルージオ
地球の記録20年の写真展　しあわせのものさし
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物連鎖を通じて高等動物の体内に吸収・蓄積される。
そこで、食物連鎖の上位に位置するカツオ魚肉のB12
化合物の特性を検討した。可食部100gあたりのB12含
量は、日本食品標準成分表2015のカツオ（春獲り、生）
と（秋獲り、生）のB12含量（8.4µgと8.6µg）とよく一
致しており、特にカツオ血合肉は、他の魚種（ブリ、
48.3µg/100g；ゴマサバ、47.2µg/100g）に比べても高
濃度に含まれていた（表 1）。また、魚肉全体のB12含
量の約74％が血合肉に含まれており、一般に血合肉は
生臭く好まれないが調理法を工夫することで良いB12
供給源になると考える。また、サケ腎臓塩辛めふんに
は、多量の遊離型B12（B12結合タンパク質と結合して

たにおか　ゆり
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主な著書：「食品加工学（2013）」
（建帛社）宮尾茂雄・髙野克己編　（分担執筆）

はじめに
　日本は、ビタミン欠乏などによる栄養失調等の問題
から飽食による生活習慣病の問題、さらに2000万人超
の70歳以上の人口を抱えた少子高齢社会へと変わり健
康寿命の延伸が重要な課題となっている。食品では、
それらに対応した機能性成分を有した種々の特定保健
用食品（トクホ）や機能性表示食品が商品化・販売さ
れている。
　現代社会では十分量の食事を摂取していればビタミ
ン欠乏症を発症することはまれである。ところが中高
齢者になると、個々人の食事内容は大きく異なると思
うが、健康志向や食嗜

し

好
こう

の変化から菜食中心の食事内
容となり動物性食品の摂取不足となりやすい。水溶性
ビタミンのひとつであるビタミンB12（B12）が多い動
物性食品の不足はB12の摂取不足を招く。なお、この
傾向は菜食主義者ならびにそれに準じたマクロビオ
ティック（穀類や菜食中心で動物性食品を積極的に摂
取しない）食事法を長期間行うことでも引き起こされ
る。B12は構造の中心にコバルトを有する非常に複雑
な構造をしている（図 1）。日本人の食事摂取基準（2015
年版）では推奨量2.4µg/日であり、平成26年国民健康
栄養調査結果によると食事から多くのB12（6.0µg）を
摂取しているが、B12は“量”だけでなく、その“質（遊
離型B12）”も重要となってくる。中高年者にみられる
“食品たんぱく質結合性ビタミンB12吸収不良症”は、
食品たんぱく質と結合しているB12が、胃酸分泌の減
少により食品たんぱく質が分解されず、遊離型B12に
変換されないために生じる。
　私たちは、我が国の食文化を考慮しB12低栄養を未
然に防ぐことを目的とし、食品・栄養学的観点から日
本人になじみ深い食品（特に魚介類と藻類）に含まれ
るB12化合物の特性を明らかにしてきた。本稿では、
魚介類と藻類のB12の特性と調理加工におけるB12の調
理損失について紹介する。

食品に含まれるB12化合物の特性
　日本人の中高年者は、魚介類（77～84％）からB12
の大半を摂取している。また、平成25年12月、和食が
ユネスコ無形文化遺産に登録され、世界的にも魚介類
や藻類を使用する日本食の注目度は高まりつつある。
　日本人にとって主要なB12供給源である魚介類のB12
に関する知見が少なかったのでB12含量やその特性を
検討した。B12は一部の微生物によって合成され、食

食品に含まれるビタミンB12の特性と調理損失
東京農業大学　応用生物科学部　助教　谷岡由梨

図 1　ビタミンB12と擬似ビタミンB12類
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状である。そこで、日本人の主要な供給源である魚肉
に含まれるB12の調理損失について検討した。
　カツオ魚肉の各種加熱調理（茹でる、蒸す、焼く、
揚げる、電子レンジ加熱）によるB12残存率を調べた
ところ、焼く・蒸す・揚げるでは94.5 ～ 97.7％と調理
損失はほとんどなく、茹でるにおいても煮汁中への溶
出は3.4％であった。ところが、電子レンジ加熱によ
るB12残存率は85.2％と最も少なかった。畜肉や牛乳の
加熱調理によるB12残存率は、条件等が異なるので単
純に比較できないが、牛肉各部位で61～88％、豚肉各
部位で76～90％と報告されている［ 1］。牛乳中のB12
は加熱調理により顕著に減少し、電子レンジ 3分加熱
および直火30分の加熱で約50％のB12が消失すること
が報告されている［ 2］。これらのことより、B12の調
理損失は加熱温度と時間に依存し、また混在する食品
成分の影響を受けると考えられた。
　今後、日本は深刻な少子高齢社会を迎え、健康寿命
の延伸においてもより正確に栄養摂取状態を把握する
ことが重要になると考えられる。そのために食品の成
分特性や調理加工による成分変化等について明らかに
し、社会に発信していきたいと考えている。

引用文献
［ 1］ 財団法人　日本食肉消費総合センター編（1992）「食肉成分表：

食肉の栄養成分と調理による変化」日本食肉消費総合センター、
東京、4-26

［ 2 ］ Watanabe F, Abe K, Fujita T, Goto M, Hiemori M, Nakano Y 
（1998） Effects of microwave heating on the loss of vitamin B12
in foods. J Agric Food Chem 46, 206-210

いない）が含まれており、胃酸分泌が低下し胃
内で食品たんぱく質を消化できなくても吸収さ
れやすいため、上述したB12結合たんぱく質型
吸収不全症に有効な食品であると考える。
　日本人になじみ深いアサリのB12化合物はB12
であったが、シジミにおいて微量の擬似B12が
検出された。大型の二枚貝と巻き貝において、
その可食部100gあたりのB12含量は、日本食品
標準成分表2015と同程度であったが、一部の貝
にB12とともに擬似B12類が検出された（図 1、
表 1）。これら擬似B12類（シュードB12等）には
生理活性がないためB12供給源にはならず、微
生物が合成した擬似B12類を貝が食すことで蓄
積されたと考えられた。一般的に食す機会の少
ない貝もあるが、地域特産品の中には内臓を使
用した発酵食品が珍味として流通しており、例
えば閉鎖型にした養殖場でエサをコントロール
出来れば、擬似B12類を減らせるかもしれない。
赤貝、ホタテ、ツブ貝は、B12のみであり、B12
の良い供給源であることを明らかにした。
　一方、植物はB12を生合成せず利用もしない
ため、一般的に植物性食品にB12は含まれない。しか
しながら、食用藻類（微細藻類や藍藻類を含む）の中
には多量のB12を含むものもあり、その生体利用性や
栄養価に関する研究は以前から行われてきたが、否定
的な報告も多数あり栄養評価は定まっていなかった。
真核藻類のアオノリやアマノリ、クロレラには多量の
B12が含有されており、生理的に有効なB12であった（表
1）。ところが、スイゼンジノリやスピルリナなどの
原核藻類（食用ラン藻）に含まれるB12化合物を単離
し同定したところ、真核藻類はすべてB12のみであっ
たのに対し、食用ラン藻はシュードB12のみが検出さ
れた（表 1）。これまで藻類の栄養評価が定まらなかっ
た理由は、ラン藻類にシュードB12が含まれており、
日本食品標準成分表で採用されている微生物定量法で
はこれらを分別定量できないことによるものであっ
た。ラン藻におけるシュードB12の生理機能を検討し
たところ、ラン藻類は外界からコバルトを取り込み、
自らシュードB12を生合成し、細胞内で酵素の補酵素
として利用していることが分かった。

加熱調理によるビタミンB12の調理損失
　ヒトは、火を使い食品を調理加工することでおいし
く、安全に食べる術を学んできた。一般的に、水溶性
ビタミンは茹

ゆ

でる調理法で、脂溶性ビタミンは油を使
う調理法で溶出しやすく、電子レンジ加熱は栄養素の
損失が少ないと言われている。なお、日本食品標準成
分表には食品自体のビタミン含量は記載されているが
調理損失についてはほとんど考慮されていないのが現

表 1　魚介類と藻類に含まれるビタミンB12化合物含量と特性

ビタミンB12化合物含量
（µg/可食部100gあたり）

備　　考

魚類
　カツオ（生） 8.4 ～ 9.8 B12
　カツオ血合肉（生） 158.5 B12
　サケ腎臓塩辛めふん 328* B12（遊離型B12）
貝類
　アサリ（生） 52.4＊ B12
　シジミ（生） 53.3 B12とわずかにシュードB12
　赤貝（生） 42.9 B12
　ホタテ（生） 1.1 B12
　アワビ（生） 0.3 B12とシュードB12
　アワビ内臓 17.7 ～ 37.1 B12とシュードB12
　ツブ貝（生） 10.5 B12
　サザエ（生） 3.0 B12とシュードB12
　タニシ（生） 21.4 B12とシュードB12と未同定B12
　エスカルゴ（生） 0.8 ～ 5.5 B12とFactorⅢmとFactor S
藻類
　アオノリ（素干し） 31.8＊ B12
　アマノリ（素干し） 77.6＊ B12
　クロレラ（錠剤） 201 ～ 286 B12
ラン藻類
　スピルリナ（錠剤） 127 ～ 244 シュードB12
　イシクラゲ（粉末） 98 シュードB12
　スイゼンジノリ（粉末） 144 シュードB12
　アファニゾメノン（粉末） 616 シュードB12
牛乳（普通牛乳） 0.3＊ 加熱分解されやすい

＊日本食品標準成分表2015より抜粋
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～ 2 m）。気性は穏やかで寒暖の差にも強く、雑食で
飼育が容易。注目すべきは畜産商品としての可能性で、
東京農大オホーツクキャンパスにあるベンチャー企
業・㈱東京農大バイオインダストリーでは「エミュー
の卵を使った生どら焼き」をはじめエミュー商品の開
発と販売を通して、エミューを地域資源とした地域活
性化事業に取り組んでいる。 6月30日～ 7月 1日には
北塩原村農林課の遠藤久彦さんが、約1,200羽を飼育
している網走市内のオホーツクエミューパスチャー
（代表：中山冨士男・㈱東京農大バイオインダストリー
代表取締役会長）を訪れた。北塩原村は導入が決まれ
ば約10羽を同牧場から譲り受ける予定で、遠藤さんは
飼育方法や、経費、輸送の手続きなどを尋ねていた。
　導入を奨励する植物はきれいな景観を生み出す＜キ
ヌア＞＜アマランサス＞と＜キクイモ＞等。
＜キヌア＞南米アンデス地方を原産とするヒユ科ア
カザ亜科、アカザ属の食物。アカザやホウレンソウ
の近縁種。栽培の歴史は古く、紀元前5000年頃の遺
跡から栽培跡が確認されている。古代インカの人々
が「母なる穀物」として主食にしていた。白米や小
麦などに比べて、たんぱく質、ミネラル、脂質、植
物繊維が豊富に含まれている。栄養価が高く、アミ
ノ酸バランスが優れた植物で、ヨーロッパ、日本で
健康食品として注目されている。1990年にはNASA
（アメリカ航空宇宙局）が、宇宙食のひとつとして
評価し「21世紀の主要食」としている。
＜アマランサス＞ヒユ科ヒユ属の総称で、60品種以
上あるとされ、多くは中米やアンデスを起源とする。
日本では、江戸時代から東北で「赤粟」として栽培

結び付きは建学の祖・榎本武揚
　東京農大は26の自治体と地域連携協定を結んでいる
が、福島県北塩原村（小椋敏一村長）とは今年 3月、「地
域の産業、環境保全ならびに人材の育成のため、産業
振興、地域づくり等の分野において相互に協力するこ
とを目的」に包括連携協定を締結した。福島県内では
鮫川村（2010年 6 月）、会津若松市（2015年 5 月）に
次ぎ三つ目。
　北塩原村と東京農大を結びつけたのは建学の祖であ
る榎本武揚だった。1868年（明治元年）の鳥羽・伏見
の戦いから、翌年の五稜郭の戦いまでの旧幕府側と新
政府側との戊辰戦争で、会津藩も戦場となった。旧幕
府軍を率いたのが榎本武揚。村のPRにと白羽の矢を
立てたのが榎本武揚の曾孫で東京農大客員教授の榎本
隆充氏だった。榎本隆充氏は2013年（平成25年）10月
から北塩原村の歴史や魅力を発信する「会津・北塩原
大使」を務めている。
　北塩原村は、福島県の北西部に位置する農業と観光
の村。気候は北日本型の積雪寒冷地帯。南東に磐梯山、
東に吾妻連峰、南に雄国山、西に高曽根山など山々に
囲まれ、面積の約80％は山林が占めている。大塩・北
山地区には、高曽根山に源を発する大塩川や三の森川
の流域に圃場が整備され、田園風景が形成され、桧原・
裏磐梯地区は、桧原湖、小野川湖、秋元湖のほか曽原
湖、五色沼などの湖沼群と磐梯山をはじめとする周囲
の山々とが美しい自然景観を創り出している。豊かな
自然環境により、1950年（昭和25年）国立公園に指定
された県内有数の観光地だ。

農業振興計画の提言
　北塩原村は、農業従事者の高齢化に伴う農業からの
離脱、後継者不足、耕作放棄地など深刻な問題を抱え
ている。また、自然環境に恵まれ観光産業には事欠か
ない環境だが、観光と村との一体感が薄い。「観光と
農業を融合させ村を活性化できないものか」──。多
くの休耕地を利用し、見せる農業、触れる農業、体験
できる農業、機能性の高い農作物の導入、独自の加工
品製造をと、東京農大の豊原秀和名誉教授、宮田正信
元講師、野口智弘教授、入江憲治教授たちは「北塩原
村農業振興計画書」を作成して村に提言した。
　東京農大ならではの提言の一つが＜エミューの導
入＞。エミューはオーストラリアの国鳥で、ダチョウ
に次ぐ世界で 2番目に背の高い鳥類（成鳥で体高約1.5

農業と観光の融合を目指す北塩原村
包括連携協定＜自治体編 2＞

オホーツクエミューパスチャーを訪れた
北塩原村職員の遠藤さん（エミュー飼育舎で）
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されている。穀実用と野菜用と観賞用があり、東南
アジアでは野菜用が多く栽培され、熱帯のホウレン
ソウともいわれている。2010年代から栄養価が豊富
な「スーパーグレイン（驚異の穀物）」として注目
されるようになり、WHО（世界保健機構）が「未
来の食物」と称している。たんぱく質が白米の約 2
倍あり、消化は白米の 3倍以上良い。ビタミンや抗
酸化物質も多く含まれ（ビタミンA、C、E、K、
B5、B6、葉酸、ナイアシン、リボフラビンなど）、
免疫力の向上やアンチエイジングの効用があるとさ
れる。同じくヘルシーフードとして注目されるキヌ
アよりも、カルシウム・マグネシウム・リン・鉄分
の含有量が多い。
＜キクイモ＞キク科の多年草。北アメリカ原産。茎
は高さ約 2㍍。夏から秋にかけ、枝頂に径 8㌢ほど
の黄色の頭状花を開く。塊茎は食用・飼料用。また、
アルコールや果糖製造の原料とする。日当たりがよ
く温暖差がある冷涼な気候を好む。日本各地で野生
化しているが景観作物として導入を勧めている。ア
メリカやヨーロッパで多くの効能と栄養素が注目さ
れている。
　そして、北塩原村の農業の持続的発展を考え、豊か
な地域社会を構想するにあたって、その担い手として
「農業振興公社」の創設を勧めている。「農業振興公社」
の役割は、農業の持続的発展では①新規作物、新しい
技術の導入②農産加工、商品開発③マーケティング④
農作業の受託⑤新規農業者の育成──等が期待され
る。また、豊かな地域社会の構築を目指す中では①地
域経済とのつながり②孤立しない暮らしの実現③自立
する福祉──等が求められる。

協定締結までの関係
　東京農大と北塩原村は2013年以降、交流が定期的に
行われてきた。

■東京農大生の「農業体験応援ツアー」■毎年度秋と
冬に13年度は44人、14年度は42人、15年度には秋に15
人、冬に22人の学生が参加している。今年 3月 2 ～
4日に実施された15年度冬のツアーは、民宿に泊まり
ながら、スノーシュートレッキング、スキー、スノー
ボードを楽しむ一方、村民との交流会、郷土料理の手
作り体験を行った。
■北塩原村の「農業実習受け入れ」■2014年度は東京
農大生 3人が、葉たばこ、きゅうり、水稲について学
んだ。翌15年度は 6人が、きゅうり、アスパラガス、
高原野菜、水稲を実習した。また、15年度には協定校
であるタイのタマサート大の学生 5人が50日間にわ
たって北塩原村に滞在して日本農業を体験した。今年
度はタマサート大から 8人の学生が 6月24日に来村。
8月 9日まで農家 8戸にファームステイし、日本農業
の現状に触れ、タイと日本の農業の違いを学んでいる。

◇
　豊原名誉教授は「東京農大を退職した先生方の持つ
知力は東京農大の財産。地方創生が叫ばれる中、東京
農大の果たすべき役割は大きい。現役の先生より制約
がない分、OBは動きやすい。退職者が機能的に活動
できる仕組みをつくりあげ、東京農大のイメージを高
めたい」と言う。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

＊ 北塩原村：1954年（昭和29年）に、北山村・大塩村・桧原村の 3
村が合併して誕生した。福島県の北西部に位置し、総面積233.94
km2（東西22.5km、南北19.3km）、約80％は山間部で、農用地はわ
ずか2.5％。「北山地区」「大塩地区」「桧原地区」「裏磐梯地区」の 4
地区に分かれており、そのほとんどが、磐梯朝日国立公園に含ま
れている。人口は1,093世帯2,936人（ 5月 1日現在）。

＊ 4 月号＜129号：自治体編 1＞で紹介した長崎県対馬市との包括連
携協定締結式は 6月 6日、世田谷キャンパスの農大アカデミアセ
ンターで行われた。

農業実習できゅうりの収穫に取り組む東京農大生（昨年 8月）農業体験応援ツアーでの五色沼スノーシュートレッキング
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有機農産物を生産・販売する営農集団
　大学から車で20分ほど走った大空町に有機農産物を生産・販売する営農集団がある。有機栽培の勉強会
や試験栽培をする農家のグループとして誕生し、1989年に減農薬減化学肥料栽培による農産物の生産・販
売を行う任意組織「大地のMEGUMI」を立ち上げ、農業機械や堆肥製造施設の共同利用をする営農集団
として発展、2009年に「株式会社　大地のMEGUMI」（代表取締役・福田英信氏）となった。現在の労働
力構成は 5人の経営主と従業員 2人を中心に、農繁期には経営主の妻や東京農大生も臨時雇用している。
　活動理念として「見える農業」、「触れる農業」、「語り合える農業」を掲げ、運営方針は①最良の品質と
安心、安全、信頼を提供すること、②自ら行動し、自己能力の向上に努めること、③夢と若さを保ち、創
造と革新を忘れないこと──としている。
　栽培品目はカボチャ（くりりん、味平、えびす、こふき、月見、雪化粧など）を中心にバレイショ（き
たあかり）やアスパラを栽培しており、2001年には構成員全員が有機JAS認証を取得している。カボチャ
を例にすると、土づくりは前年の秋に有機質肥料を80kg/10a、牛糞おがくず堆肥を 3 t/10a投入し、農地
の物理的構造を保全する「省耕起」といった土壌管理法を採用するなど、健全な栽培環境の維持・改善に
余念がない。もちろん病害虫防除は完全無農薬、雑草はロータリーカルチと呼ばれる機械での除草と手取
り除草で対応している。また、カボチャの選別は、独自の追熟処理（キュアリング）と徹底した選別基準
を設けることで取引先からの高い評価と信頼を得ている。こうなると
次第に取引先や消費者からの有機農産物や特別栽培農産物のオーダー
が増加してくるが、有機農業や特別栽培の技術講習会を実施して周辺
農家と連携し、「大地のMEGUMI」が定める栽培基準で生産した特別
栽培農産物をも出荷できる体制を構築している。近年は地域の加工業
者と連携した加工食品の開発も手掛けており、農業の六次産業化とし
ての取り組みも進めている。

食育事業と消費者交流の取り組み
　2007年から地元の女満別・東藻琴両小学校 6年生の総合学習支援活
動として、食育事業に取り組んでいる。小学生がカボチャの播種（直播栽培）・生育観察・収穫体験を通
じて、農業に対する正しい理解と有機農業による食の安全・安心についての関心を高めることを目的とし
て実施している。さらには、小学生が仮想株式会社を作って、自らが生産・収穫したカボチャを「輝農祭
（きのうさい）」というイベントで販売し、食育事業の集大成に位置付けている。このイベントでは、「大
地のMEGUMI」が生産した有機農産物の販売はもちろんのこと、地元生産者の農産物販売（軽トラ市）

や農畜産加工品の販売・試食のほか、小中学生らの音楽
ステージなどもあって、大勢の来場者でにぎわいを見せ
る。毎年、農繁期でもある10月中旬に開催されているが、
企画・運営には地元の商工関係者や建設業者など地域の
関係者が関わることでイベントが実施されている。「明日
の農業を支える子どもたちへの贈り物」というキャッチ
コピーで実施している「輝農祭」は、住んでいる地域に
対する自信と誇りを深める活動として、さらなる発展を
願っている。

オホーツクの地域資源 Foods Who（ 7 ）

無農薬カボチャの栽培から販売まで
－大地のMEGUMIが取り組む食育活動－

東京農業大学生物産業学部准教授　菅原　優

有機栽培で生産されたカボチャ
（左：こふき、右：月見）

輝農祭で小学生が活動発表



東京農大農学部植物園から（39）

Dichorisandra pendulifl ora Kunth
（ツユクサ科）

　草丈30cmほどのディコリサンドラ・ペン
デュリフローラ D. pendulifloraが花を咲か
せています。ブラジル原産で、植物園の温室
などでよく植栽される草丈 1 m以上に達する
ブルージンジャー（英名Blue Ginger）D. 
Thysiforaと同属のディコリサンドラ属Di-
chorisandraの多年性草本植物です。
　茎を叢

そう

生
せい

し、節から出た枝は長さ15cmほ
どの披針形の葉を数枚つけ枝垂れることか
ら、植物体全体の姿は小型の笹のような印象
を受けます。節から枝分かれし枝垂れた枝先
に花序が作られ、多数の蕾

つぼみ

をつけます。

　ただし、すべての花が一斉に開花するので
はなく、毎日数輪ずつ花を咲かせます。花は
径 3 cmあまりで、花の中央部分はわずかに
白色で、その大半は青紫色です。一度咲き始
めると花期は非常に長く、長い間楽しむこと
ができます。
　また、その咲く姿から‘Weeping Blue 
Ginger’とも呼ばれ、一部で‘枝垂木立紫露
草’と呼ばれるようですが、現在、園芸店等
で見かけることもなく、この名前もあまり知
られてはいません。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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