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　東京情報大（鈴木昌治学長）に2017年 4 月設置される「看護学部」のキックオフ・シ
ンポジウム「住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けるために～未来を切り拓く、た
くましい看護職を育てる～」が10月29日、千葉市文化センターで開催された。最初に筑
波大学医学医療系教授（保健医療学域長）、一般社団法人日本看護研究学会理事長の川
口孝泰氏が「在宅医療における看護師の新たな挑戦～次世代の医療を支える遠隔看護と
は～」と題して基調講演。川口氏は来春から、東京情報大看護学部で遠隔看護実践研究
センターの設置に取り組むことになっている。続いて読売新聞東京本社取締役調査研究
本部長、南砂氏の特別講演「超高齢・情報社会を支える看護職への期待」があった。
　「地域を支え、未来を切り拓く、たくましい看護職を育てる」をテーマにしたパネルディ
スカッション＝写真＝では、加納佳代子・看護学部設置責任者が座長を務め、看護学部
設置準備室の林美佐、小島善和、西村あをい、吉岡洋治、松下博宣、吉武幸恵の各室員
（看護学部教員となる予定）がパネリストとして参加。東京情報大看護学部の育成する
人材像や地域医療を担う看護職の重要
性などについてそれぞれの立場から意
見を述べた。
　東京情報大看護学部看護学科の定員
は100人。千葉市若葉区御成台 4の 1
のキャンパスに看護実習棟が来年 2月
に完成する。
看護学部設置準備室　℡．043─236─4714

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

東京情報大看護学部　キックオフ・シンポジウム
住み慣れた地域で　　　　　　　
その人らしく暮らし続けるために
～未来を切り拓く、たくましい看護職を育てる～

川口孝泰氏

南　砂氏
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と管理を実現するための生態情報を蓄積することであ
る。本誌は実学雑誌であるので、今回はその後者につ
いて紹介したい。
　実学としての研究の大きなテーマは、食物資源の年
変動に対して、どのようにクマが生理や行動で応答し、
そのことがどのように人里への出没に結びついている
かを調べることである。その機序が明らかになれば、
出没を予測することが可能になり、さらには生息環境
を適切に整備することにより、出没の抑制も出来るか
もしれない。
　そこで、国内外のいくつもの研究機関と協働するプ
ロジェクトを立ち上げ、外部資金を継続的に確保しな
がら研究を進めている。研究内容は、クマの学術捕獲
（生け捕り後にその場で再放逐する）による各種デー
タの取得と、クマの生息環境の解析の二つに大別でき
る。前者では、捕獲したクマの外部計測、インピーダ
ンス計を用いた体脂肪量推定に加え、血縁などの遺伝
子分析、繁殖生理把握のための性ホルモン分析、窒素・
炭素安定同位体比による過去の食性分析などのための
血液や体毛などを採取している。歯牙による年齢査定
も行う。
　また、皮下や体腔内への心拍や深部体温を計測する
ための各種ロガーの挿入を行い、適当な体格のクマに
は人工衛星経由で位置情報や活動量などをセミリアル
タイムでダウンロード可能な活動量センサーを内蔵し
た衛星テレメトリー首輪も装着する。試しに数えてみ
たところ、これまでに私自身が学術目的で捕獲したク
マは延べ304頭に及んでいる。生息環境解析では、衛
星画像などの複数のソースを用いて調査地の10m精度
のクマの食物分布の観点からの植生図を作成すると共

やまざき　こうじ
1961年東京都生まれ
東京農業大学農学部林学科卒業
東京農業大学地域環境科学部森
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とヒグマの行動生態研究、外来
哺乳類の抑制に関する研究
主な著書：日本のクマ－ヒグ
マとツキノワグマの生物学（東京大学出版会）編著、The 
Wild Mammals of Japan（Shoukadoh）分担執筆、他

人との軋轢
　2000年代以降、人里へのクマの出没が常態化してい
る。最近は、隔年周期で繰り返され、農畜産物に深刻
な被害を与えることに加え、そのような年には100人
を超える人々がクマと遭

そう

遇
ぐう

して負傷をしている。クマ
の側も、2,000～4,000頭以上が捕殺される結果となり、
看過できない社会問題として捉えられる。今年は、秋
田県鹿角市の人里で、短期間に 4人もの方がクマに襲
われ死亡する未曾有の事件までが起きてしまった。こ
うした大量出没頻発の背景には、この数十年の間に、
里山と呼ばれる部分の森林利用率が低くなり、クマの
住める広葉樹林二次林が増加してきたことがある。そ
のためクマの分布域が広がり、人の生活空間と近接あ
るいは重複を起こしている。
　ここまで単にクマと書いてきたが、実は日本には 2
種類のクマ類が生息している。北海道にヒグマ、本州
と四国にはツキノワグマがそれぞれ生息する。冒頭で
述べた、大量出没を繰り返しているのはツキノワグマ
である。
　日本に分布するツキノワグマは、西はイランから東
は極東までアジアに帯状に分布するアジアクロクマの
一亜種である。アジア全体で見れば、生息環境の減少
と断片化、さらには胆

たん

嚢
のう

や熊
ゆうしょう

掌目当ての密猟などによ
り、個体数を激減させている。IUCNのレッドリスト
には希少種として掲載されている。日本にはまだ数万
頭が残るが、これはアジアの中では奇跡的であり、お
そらく面積あたりの密度では世界一である。世界有数
の大都市を抱える国として、世界に誇れる部分ではあ
る。

生態を調べる
　私自身は、野生のシカやライオンの研究に関わった
後、1991年から本格的にツキノワグマの研究に取り組
んでいる。フィールドは奥多摩山地と日光足尾山地で、
今回は触れないが、最近はロシア沿海州でもツキノワ
グマとヒグマの種間競争についての研究に着手した。
また、クマ関係のNPOに立ち上げから参加して、い
くつかの外部資金を得て、アジアや日本全体でのクマ
類の現況に関する調査研究も進めてきた。
　国内での研究の目的は大きくは二つあり、ひとつは
ツキノワグマ（以下、クマ）の生き様を知りたいとい
う純粋な部分であり、いまひとつはクマの適切な保護

ツキノワグマはなぜ人里に出てきてしまうのか？
その出没メカニズムに迫る
東京農業大学　地域環境科学部　教授　山﨑晃司
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程度と短いことが分かった。
　また、社会性昆虫（アリ類）の利用は顕著であるも
のの、摂取エネルギー的には基礎代謝量にも足りない
可能性が示唆された。さらに、心拍計、体温計、活動
量センサーの値は、ほとんどのクマが晩夏期に活動量
を極端に低下させることを示した。従来の理解とは異
なり、春から夏期はクマにとってもっとも厳しい時期
であり、”夏眠”のような状態で動かずに乗り切りた
い季節である可能性が見えてきた。ただし、前年の秋
に十分な脂肪蓄積が出来ていないクマにとっては、基
礎代謝もまかなえない状態になり、生存の確保のため
に動かざるを得ないことも想像された。これらの新し
い知見からは、夏にはじまる大量出没の機序解明のヒ
ントが見えてきたところである。
　主要食物の不作年には、前述したような自然の代替
え食物の他に、人間由来の食物（残飯、農作物、養魚
場など）に依存する事例も記録された。人間由来の食
物の多くはエネルギー量が高く、一度味を覚えたクマ
は多少の障害があろうとも強い執着を示すようにな
る。調査地で堅果不作年に通常の行動圏から利用標高
を下げて移動したオス成獣は、養魚場に執着するよう
になった。当該養魚場周囲の狭い範囲に 1カ月間にわ
たり居座り、活動時間帯を本来の昼間から夜間にス
イッチして死魚や養殖魚用ペレットをむさぼり、体重
を急激に増加させた。おそらく、人の存在がクマの心
理に働き、活動時間帯を人の影響が少なく、また暗さ
を有利に利用できる夜間に行動を変化させたのだろ
う。

　以上の研究成果は、国内外の学術誌に掲載（農大ぐ
るぐる研究室参照）されていると共に、必要なタイミ
ングで行政にも還元されている。今後も研究成果を、
クマの適切な管理や保全のための基盤情報として行政
などに提供を続けていきたいと考えている。そのため
の拠点として、またクマにとどまらず野生生物管理や
保全に貢献できる人材の育成の場として、農大の役割
が期待される。

養魚場に執着したオスグマの昼間の休憩場所（養魚場か
らの距離）：養魚場から200～400mの位置に 1ヶ月近く滞
在したことが示された

に、実際にクマの利用地点に突入して、食痕や糞を回
収して利用食物や環境の解析を行っている。同時に、
クマの主要な食物の結実量を簡便に計測する方法を開
発して、年ごとの食物の量と分布の変動（カロリーマッ
プという）の把握も試みている。

研究から見えてきたこと
　このようなさまざまな手法を複合的に用いることに
よって、調査地のひとつである日光足尾山地では、同
地の秋期のクマの主要食物であるミズナラの凶作に連
動して、クマが 8月頃から行動圏を大きく広げて低標
高地に長距離移動する行動が確かめられた。また、凶
作年には、普段は保守的であるメスでさえも、オスと
同等に大胆な移動を行うことも示された。当然、低標
高地への下降は、人間生活空間への接近を意味するこ
とになる。移動先で選択した代替え食物はクリやコナ
ラであったが、それら樹種の林分パッチは小さく、環
境省などで公表しているスケールの植生図では把握で
きないサイズであることも明らかになった。ここまで
の研究結果は、主要食物の多寡が、クマの大量出没の
直接的な引き金になることを示している。
　ただし、実際の行動圏の拡大は、堅果結実期以前で
ある 8月に起こっている点が悩ましい。そこで、春か
ら夏期のクマの行動や生理の解明が次の課題にとなっ
ている。具体的には、冬眠明けのクマは春から夏にか
けて、新葉、花、果実、社会性昆虫などを順次利用す
ることが知られるが、それらをクマがどのように利用
し、栄養状態にどのように貢献しているかは不明な点
が多い。そこで、クマの直接観察や利用食物の栄養分
析などを行ってみた。すると、クマは春先の新葉を、
繊維質が低く、タンパク質が高いタイミングでうまく
利用するものの、その利用可能期間はせいぜい 2週間

麻酔不動化したメスのツキノワグマを捕獲罠から引
き出す（撮影：二神慎之介）
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効果が期待される。
ドリンク編：桑の実を機能性色素と見立て、富岡オ
リジナルのドリンクを地域限定で販売する。桑の実
の機能特性は、鉄分、カルシウム、ビタミンCが豊
富であることがあげられる。味にインパクトがない
ため、合成着色料の代わりに桑の実の色素を利用す
る。日本の文化を取り込んだ新しい日本版ビタミン
Cイメージドリンクの開発である。
石鹸編：大量生産のもの、ストーリー性のないもの、
本物でないものには目の肥えた消費者は満足しな
い。そこで注目できるのが、桐生市内の会社「アー
ト」が作っている熟成「手作りシルク石鹸」。屑繭
やくず糸を丹念に溶解し、機能性の高いシルク溶液
と天然オイルだけを用いた石鹸（長島教授監修）。
特注でネームや図などを石鹸に入れ込むことが可能
で、式典や結婚式などのオリジナリティある「引き
出物」にも最適である。富岡市と協力して生産し、
富岡限定商品として売り出すことができる。
ファブリック編：シルク繊維を普段着にも使用して
もらう試みが必要。ヒントになるのが、シキボウ株
式会社のハイブリッドシルク。エリナチュレと呼ば
れる繊維で、長島教授とシキボウで開発したもので、
今年「グッドデザイン賞」を受賞した。消臭効果、
紫外線遮蔽、軽量性等に優れ、天然機能性繊維のT
シャツ、タオルなどが作られ注目されている。富岡
市の場合は富岡シルクを利用して、機能性ファブ
リックの特産品の開発が可能だ。

　「世界に通ずる『真のブランドとは保証』であり、
富岡市内で販売される特産品は、市が推奨・保証した
ものに限り、富岡ブランドを確固たるものにしなけれ

農の風景の復活を
　富岡製糸場が世界遺産登録されたのは2014年 6 月。
12月に東京農大と群馬県富岡市は連携協定を結んだ。
　世界遺産登録で富岡製糸場は注目され、年間30万人
前後だった入場者は、2014年度は一挙に133万7,000人
を超え、昨年も114万4000人を記録した。そして、富
岡市が管理するようになった2005年10月以降の入場者
が、今年11月12日に500万人を突破した。約 2年 7月
間で300万人余りが訪れたことになる。確かに、富岡
製糸場は国内のみならず海外からも多くの観光客を呼
び寄せた。
　しかし、富岡市民に経済効果をもたらしているのだ
ろうか。市民にとって、実のあるレガシーとなってい
るのだろうか。長年、富岡市を研究フィールドとし、
連携協定締結の橋渡し役ともなった農学部農学科の長
島孝行教授は言う。「富岡製糸場は、最後の農の世界
遺産と言われている。ところが、周辺に農の風景がな
い（乏しい）。訪れた人たちに農文化の風景やイメー
ジを感じさせる必要がある。それに、地域資源を十分
に生かし切れていない側面もある」
　また、「富岡で生産される繭がなくなってしまった
ら、真の世界遺産とは言えない。富岡製糸場の産業遺
産としての価値は、蚕糸業のシステムが生き続けてい
ることにある。養蚕農家が誇りをもって蚕の生育に励
み、桑園が広がっていることが不可欠だろう。景観を
含めた一体の絹産業システムを継続させることが、そ
こに生きる人間の責務ではないか」という声もある。

東京農大からの提案
　「絹文化を中核としつつも、そこにバリエーション
を持たせた地域づくりが重要」と考えた長島教授は今
年 6月に「富岡市創生リポート」を富岡市の岩井賢太
郎市長に提出した。リポートは「今後の富岡市での養
蚕関連の提案」をしている。
　■地域の特産品作り
食編：地域の桑園（富岡市民桑園）で作った桑葉（パ
ウダー化）を入れたアイスクリーム、パスタ、ケー
キなどの開発。東京農大では、桑葉入り、桑の実入
りの製品を開発中（全て国産、無農薬栽培）で、開
発製品を富岡市と共同で販売することも可能であ
る。富岡産桑を軸に商品にバリエーションを持たせ
ることで消費者の購入意欲をかき立てる。また海外
からの観光客にも日本の良さをアピールするという

絹文化を核にした地域づくり：富岡市
包括連携協定＜自治体編 3＞

世界遺産・富岡製糸場　累計来場者500万人の記念式典
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ばならない」（長島教授）
◇

　■シルク教室、農大マルシェの開催
　長島ゼミ学生による、繭の機能性教室、シルク美
容液作り、シルク石鹸作り、桑の和紙作り等の教室
を開催する。地元の物産展、農大物産展などを東京
農大と富岡市合同で行うのも一案。桑の和紙を包装
に用いれば特産品のイメージにアップになる。
　■地域ぐるみの「おもてなし」
　今後さらにインバウンドが増えることが予想さ
れ、着物の着付けサービスを行うことも一案。また、
地元の商店では店員が絹の着物を着て「もてなす」。
これは富岡風の最大のおもてなしかもしれない。
　■完全人工飼料・無菌養蚕施設の設置
　新潟県十日町市の着物加工「きものブレイン」が
東京農大などと連携して、蚕の完全人工飼料無菌培
養に成功した。無菌培養で飼育された蚕は病気に強
く、繭糸は黄変することがなく、白色で高品質とい
う大きな利点がある。富岡市にもこのような施設を
設置し、繭の安定量産を図れば新たな展開が期待で
きる。
　■福祉を取り込んだ「訪問カイコ」プロジェクト
　このプロジェクトは昨年 9月に商標登録（訪問か
いこ、かいこで介護）したもので、介護される側が
自身の状況に合った養蚕を行い、施設などがそれを
補助し、出来た繭を化粧品会社に販売し、収入を得
るという仕組み。昨年、山口市で実施しており、今
年は世田谷区でも始めた。富岡市で行う場合は、切
り繭にせず富岡産生糸を販売するのがよいだろう。

絹文化センター富岡
　東京農大の知見提供を期待する富岡市は、来年度の
事業化へ向け提案内容の検討を進めている。
　11月 2 日には富岡市から経済建設部産業振興課の新
井良一課長と世界遺産部観光おもてなし課の黛好幸課

長が厚木キャンパスを訪れ、長島教授と話し合った。
長島教授はリポート内容を改めて説明、富岡市が進め
ている事業の方向が適切かどうかを確認した。また、
富岡市側は現状の取り組みについて報告。その中で、
「市の出資で『株式会社まちづくり富岡』を設置した
こと」「シルクを使った商品の開発」「こんにゃくを用い
た商品開発」「桑の富岡ブランドの確立への取り組み」
──などを本年度予算で実施したことが伝えられた。
また、「今後も、専門的・技術的な面でのアドバイスを」
と長島教授に協力を要請した
　長島教授はニューシルクロードプロジェクトの代表
も務めている。同プロジェクトは桑・シルクの可能性
を追求し、新たな機能性を生かした産業を日本から世
界に発信していくことを目指している。現在、「養蚕
工場」「ファブリック」「化粧品」「サプリメント」のシル
ク関連企業約10社が連携し、協議会をつくり活動して
いる。
　そうした長島教授が描く構想のひとつが「日本の絹
文化センター」としての富岡市。「日本各地の絹関連
情報、さらに世界の絹関連情報を集約したものにした
い」。そして、「富岡市とは研究を通じて長い付き合い
がある。これからも、いろいろなデザイン、アイデア
を提供していきたいと思っている」と言う。

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

　 ＊富岡市：群馬県南西部に位置する。1872年（明治 5年）に日本
で最初の官営の製糸工場、「富岡製糸場」が創業して以降、製糸産
業で栄えた。1954年（昭和29年） 4月 1日、市制施行。日本の繭
生産量は、1930年（昭和 5年）の40万㌧をピークに減少し、2014
年（平成26年）には約147㌧まで落ち込んだ。富岡市においても
1968年（昭和43年）に3010戸の養蚕農家で1,441㌧あった繭生産量
が2014年（平成26年）には12戸の養蚕農家で約4.2㌧と激減してい
る。しかし、昨年は、新規養蚕従事者として 3団体が加わり、繭
生産量が32年ぶりに増加し5,055kgとなった。市内には、世界遺産・
富岡製糸場はじめ歴史的建造物が点在する。また、榛名山・赤城
山とともに上毛三山の妙義山は、大分県の耶馬渓、香川県の寒霞
渓と並び日本三奇勝の一つ。人口は19,774世帯49,926人（11月 1 日
現在）。絹製品を前にさまざまなシルクの利用法を話す長島教授（手前）

と富岡市担当者の新井課長（中央）と黛課長（右）

富岡市内の養蚕風景
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女性・事業家＋農業者としての挑戦
　北海道オホーツク地域の特産物といえば、誰もが思い描くのはカニやホタテ、サケといった海産物だろ
う。流氷がもたらす海の恵みに支えられているオホーツクにおいて、独自の戦略で 6次産業化にチャレン
ジしているのが、丸喜北日本物流株式会社の雅

う

楽
た

川
が わ

沙
さ

知
ち

氏だ。同社は、漁業を営んでいた雅楽川氏の父が
サロマ湖・オホーツク海の海産物を多くの人に知ってもらいたいという思いで始めた水産物の販売会社。
漁師として、また社長としての父の背中を見ながら成
長してきた雅楽川氏にとって、父は誇りであり、父の
オホーツクの海産物に対する思いも自ずと継承されて
いった。
　2006年に父親が他界、雅楽川氏が会社を事業継承す
る。当時、20代で、もちろん会社経営になど携わった
ことのない雅楽川氏にとって、この決断は大きなチャ
レンジだった。不安を抱えながらも、家族に支えられ
会社経営に奮闘していた雅楽川氏に大きな転機が生じ
る。それが、訓子府町でタマネギを生産する現在の夫
との出会いだった。2010年に結婚した雅楽川氏は家業
である農業に従事する一方、海産物販売会社の社長の
仕事も続けた。

こだわりのグラタン
　全国でも“農業女子”といわれる女性の農業参入と事業化・起業化が注目されているが、農業をしなが
ら、水産物を販売している女性は雅楽川氏だけだろう。そして、この農業と水産業の双方に携わっている
という強みを生かして開発したのが、大地と海の恵みのマリアージュをコンセプトとしたグラタン。
　もともとホタテなどの海産物の販売がメインである丸喜北日本物流株式会社であるが、生鮮品の販売に
おいては、流通における壁・リスク（鮮度の保持、送料、天候・道路状況などによる商品ロスなど）があ
るため、安定した収益を得るためには加工品の開発が必要だった。そして、オホーツクの魅力を届けたい
という思いから開発したのが、グラタンだった。このグラタンはホタテのコクを生かし、生クリームをあ
えて使わないことで、あっさりしているのに味に深みがあるホワイトソースが特徴。もちろん、使う野菜
は夫と一緒に栽培した自家製タマネギだ。
　かねてからグラタンを開発したいという思いはあったものの、食品製造に携わったことがなく、専門的
な知識、技術が乏しかったことからチャレンジしきれなかった。そのような中で雅楽川氏は「オホーツク
ものづくり・ビジネス地域創成塾（生物産業学MBAコース）」の第 5期生として入塾し、商品開発、製造、

マーケティングの知識の習得と販路拡大に向けてテスト販売などに
チャレンジした。その結果、2014年には三越本店のギフト商材として
グラタンが選定されるなど、販路は首都圏にまで拡大している。
　地域の特産品開発においては、女性の目線がとても大切である。今
ではグラタンの種類も「牡

か

蠣
き

グラタン」「鮭とじゃがいものグラタン」、
そして、スイーツのような彩りの「豆と野菜もちのグラタン」など、
ラインナップも豊富になった。農業女子としての強みと水産物の販売
者というノウハウを最大限に発揮し、オホーツク地域の 6次産業化を
リードする女性事業家として更なる飛躍を期待したい。

オホーツクの地域資源 Foods Who（11）

大地と海の恵みのマリアージュを目指して
東京農業大学生物産業学部助教　小川繁幸

訓子府町でタマネギ生産に勤しむ雅楽川夫妻

ごろっとしたホタテが入ったグラタン



東京農大農学部植物園から（43）

ホウガンノキ
Couroupita guianensis Aubl.

（サガリバナ科）

　タイ国バンコクに三島由紀夫の小説「暁の
寺」の舞台で知られるワット・アルンがあり
ます。観光でワット・アルンを訪れた方は多
いかと思いますが、チャオプラヤ川沿いに立
つ仏塔の上から川を挟んでワット・ポーそし
て王宮が望まれます。そのワット・アルンで
毎回楽しみにしているのが境内に植栽されて
いるホウガンノキの花です。南アメリカ・ギ
ニア原産で樹高30mにも育つ高木で、熱帯ア
ジアでは寺院・公園・街路樹としてよく見か
けます。太い幹から直接出ている細い枝のよ
うな花序は古いものも落下せずに絡まり合い、
果実は球状で大きく径15～20cmにも及び、形
状から英名Cannon─ball Tree、和名の「ホウ

ガンノキ」と呼ばれます。
　しかし、本種の魅力は何といっても花の形
態にあります。花は径15cmほどと大きく、
内側に濃いサーモンピンク色の花弁が 6枚、
花の中央の雌

め

蕊
しべ

をドーナッツ状に取り巻く短
い雄蕊と、そこからU字型に前方に付き出し
昆虫を引き寄せるおとりの役割をしているピ
ンクの長い雄蕊が見られます。
　現在、植物園で樹高 2 m程の株を栽培管理
しています。比較的樹高が低くても花を咲か
すことから、早い時期に花を咲かせたい植物
の一種です。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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