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研究の活性化と成果の社会還元をめざす
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　東京農業大学は北海道と農林水産業分野で共同プロジェクトを進めるための包括連携協定を締結した。産業の
担い手となる人材育成や食関連ビジネスの拡大に取り組む。
　東京農大は1989年、北海道網走市にオホーツクキャンパスを開設、生物産業学部の約1600人が学ぶ。開設以来、
地域に根差した教育・研究をテーマとしており、産学官金労言の幅広い連携を進めてきた。その中で、網走市な
ど道内 4市 6町との連携協定を結び、さらには道の出先機関、オホーツク総合振興局とも2015年に連携協定を締
結するなど、実績を重ねてきたことで、今回、道との締結に結びついた。
　協定では①攻めの農林水産業の確立②地域を担う人づくり③交流人口の拡大や地域の発展──を大きな柱に掲
げ、連携して取り組む。具体的には東京農大
の世田谷・厚木キャンパスの学生が北海道内
で学ぶ農林水産インターンシップ、世田谷
キャンパス・「食と農」の博物館での「大北
海道オホーツク展」の開催、 6次産業化や農
商工連携におけるビジネスモデルの普及拡大
などを実施する。
　調印式は 3月30日、北海道庁で行われた。
髙野克己・東京農大学長は「オホーツクキャ
ンパス在籍の 9割が道外出身者で、北海道の
魅力を感じて入学している。北海道の発展に
役立つ人材を育てていきたい」と抱負を語り、
高橋はるみ・北海道知事は「東京農大はこれ
までも多くの人材を輩出し、北海道の発展に
大きく貢献されている。今回の協定を機に、
地域に根差した農大ならではの技術や知見
を、北海道活性化に生かしてほしい」と期待
を述べた。

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（1895）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。

高等教育から初等教育まで
　東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、生命
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 7学部25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
に約13,000人が学んでいる。
　学校法人東京農業大学の傘下には、東京情報大学
（千葉）があり、総合情報学部、看護学部の 2学部
2学科と大学院 1研究科に約2,000人が学ぶ。また、
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。
　平成31年度には、東京農業大学稲花小学校が世田
谷に開校予定である（設置認可申請中）。

東京農業大学の沿革

北海道と包括連携協定締結

協定書を取り交わし、握手をする高橋知事（左）と髙野学長
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化学と生物学の融合
　有機合成化学や生命科学研究技術、そして分析機器
の技術革新により、本当の意味でのケミストリー（化
学）とバイオロジー（生物学）の融合が可能となり、
近年、ケミカルバイオロジーと呼ばれる分野が動き出
した。ケミカルバイオロジーは、原子・分子のスケー
ルで生命現象を理解する目的のため、化学の論理や研
究戦略を積極的に応用する。特に小分子有機化合物〔リ
ガンド（任意のタンパク質に特異的に作用する物質）
または広義の薬物〕を分子ツールとして用いることで、
リガンドと標的タンパク質との三次元相互作用が定義
でき、そして薬物結合表面の立体構造情報から医薬・
農薬・動物薬となる化合物分子を設計するドラッグデ
ザイン（創薬）が可能となる。一方、未同定の薬物ター
ゲットを釣り上げるために、薬物の化学構造を基盤と
した分子プローブを用いることで薬物による生体影響
発現メカニズムの解明にも貢献することができる。
　本稿では、筆者の研究グループで実施した二つの話
題、すなわち、「新薬候補化合物としての新奇ファル
マコフォア（薬理活性発現に重要な役割を果たす原子
団）を有するニコチン性作用薬のデザイン」と「有機
リン酸エステル殺虫剤による雄性生殖毒性ターゲット
の同定」について紹介する。

薬物標的部位相互作用の定義と
ドラッグデザイン
　一般的に薬物のターゲットへの結合メカニズムにア
プローチする場合、ターゲット部位を構成するアミノ
酸の一つまたは複数を変異させ、それによる薬効変化
を比較する方法が最も容易である。しかし薬物結合ポ
ケットは複雑な立体構造を形成するために、その薬効
変化が上述の変異に直接帰属可能か、または薬物結合
表面の間接的構造変化によるものなのか判別が難し
い。そこで我々は、以下の 3つのアプローチから得ら
れるデータを総合することにより精緻な解析が可能に
なると考え、各種ニコチン性作用薬の結合部位相互作
用を定義することに取り組んだ。
　第一は、高解像度で結果が得られる薬物とニコチン
受容体との共結晶構造の解析である（ただし結晶化後
の状態を観ているため生理的条件下での相互作用を反

映しない場合もある）。その結果、上述の薬物相互作
用で鍵となるアミノ酸のジオメトリー（立体配座の幾
何）や薬物結合によるタンパク質のコンフォメーショ
ン変化、水分子の会合を捉えることができた。第二は、
ニコチン受容体に作用する分子プローブによる光親和
性標識法である。この化学的方法は、水溶液中での実
験が可能であり、薬物の標識位置を質量分析法等で同
定できる。そして標識位置の同定を通じてニコチン性
リガンドの結合部位相互作用の三次元イメージのマッ
ピングに成功した。本光親和性標識法は薬物分子を結
合部位内に直接固定化する方法であるが、欠点として、
アミノ酸とプローブとの標識化反応の反応性の高低が
関係する場合がある。そこで第三として、同定した標
識位置近傍にあるすべてのアミノ酸をひとつずつ反応
性の高いアミノ酸に変異（スキャニング）させて、プ
ローブによる標識位置がシフトするか否かをチェック
した。その結果、反応性の高いアミノ酸がどの位置に
あっても標識されるわけではなく、特異的な位置・方
向でプローブの標識化が起こっている、すなわち、薬
物の特異的な相互作用を反映していることを確かめ
た。
　上述の情報を基盤にして樹立されたニコチン受容体
のリガンド結合ポケットの立体構造をイメージする
と、ある方向にニッチ（くぼみ）が存在することがわ
かり（次ページ図 1左）、さらにその空間の終点には
塩基性のアミノ酸が存在する。そこで、このギャップ

創薬・薬物作用解析のための
ケミカルバイオロジー

東京農業大学　応用生物科学部　教授　　　　　
平成30年 4 月　生命科学部　着任予定　冨澤元博

　　　　冨澤元博　　　　

とみざわ　もとひろ
1965年神奈川県生まれ。
東京農業大学大学院農学研究科
博士後期課程農芸化学専攻修
了。
東京農業大学応用生物科学部食
品安全健康学科（食品安全解析
学研究室）教授。※平成30年 4
月生命科学部分子生命化学科
（天然物化学研究室）教授着任
予定。
農学博士。
専門分野：ケミカルバイオロ
ジー、創薬化学
主な研究テーマ：神経作用薬の分子設計と標的部位相互作
用の定義
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ローブを反応させて、電気泳動後、OPプローブによ
る標識パターンを観察する。供試したOPは既に特定
のターゲットと反応していることからOPプローブは、
そのターゲットを標識できない。従って、OPプロー
ブによる標識が消失した部分こそがOPターゲットと
なる。この原理に基づき殺虫剤フェニトロチオンをマ
ウスに10日間経口投与した後、OPプローブによる精
巣プロテオーム標識化を行ったところ、脂肪酸アミド
加水分解酵素（FAAH）だけが消失することを見出
した（図 2）。FAAHは内因性のカンナビノイド受容
体（マリファナのターゲット）アゴニスト（受容体を
活性化する物質）の一つであるアナンダミド（AEA）
を加水分解する酵素である。次にOP曝露による精子
毒性がFAAH阻害と関連するか検討した。ラットに
9週間（精子の成熟に必要な時間）にわたってフェニ
トロチオンを経口投与した。その後、精子数、運動性、
正常数、未成熟数、奇形数などのパラメーターを調べ、
併せて精巣プロテオームのOPプローブ標識パターン
観察、FAAH活性測定、FAAHが加水分解すべき内
因性基質であるAEAを定量した。その結果、精子毒
性パラメーターとFAAH阻害活性との間に有意な相
関性を認めた。さらにAEA濃度は投与したフェニト
ロチオン用量に依存して増加する傾向を示した。OP
プローブによる標識では、FAAH部分の標識が消失
しているが、FAAH発現量は対照群と比べ変化がな
かった。従って、OPが雄性生殖器官内および精子細
胞上のFAAHを阻害し、内因性基質であるAEAレベ
ルを上昇させ、そしてカンナビノイド受容体シグナル
が過亢進することにより精子毒性に繋がるとの斬新な
仮説を提唱した。

おわりに
　本稿ではケミカルバイオロジー研究法による薬物
ターゲット同定や薬物作用表面での結合メカニズム定
義とドラッグデザインへの応用について紹介した。今
後もますます化学の考え方を基盤とする生命科学研究
が発展していくと思われる。

を埋めることができて、さらに水素結合可能な窒素原
子をもったファルマコフォアとしてピラジノイル基を
導入したリガンドを合成したところ、ねらい通りに高
い結合親和性を示した（図 1中）。さらに、前出のニッ
チを形成するアミノ酸群と多角的に水素結合や疎水性
結合を形成させるため、トリフルオロアセチル基をも
つ化合物をデザインした（図 1右）。我々の見出した
トリフルオロアセチル型リガンドは、その後、製薬企
業による新薬発明の為のリード化合物として貢献し、
そこから僅かに構造改変された化合物は、現在農薬・
動物薬として開発段階にある。

未知の薬物ターゲットの同定
　有機リン酸エステル（OP）殺虫剤による急性神経
毒性についての理解は十分であるが、致死・急性の中
毒を引き起こす用量より低いレベルで持続的に曝露さ
れた場合に起こる健康影響については不明である。
　OPは、急性神経毒性標的であるアセチルコリンエ
ステラーゼだけでなく、多様なセリン加水分解酵素に
も作用し得ることから、未知のOPターゲット探索を
行うことは重要である。加水分解酵素にはリパーゼの
ように脂質代謝に関与するものが多く、OPは脂質代
謝系を攪乱する可能性が高い。また、OPはヒト雄性
生殖系に作用しうると考えられており、多くの疫学研
究により生活・職業を通じたOP曝露と精子毒性との
関連が示唆されていた。さらに殺虫剤散布作業者に精
子運動性の低下が見られることや動物実験でもOPに
よる精子運動性低下や奇形率上昇が報告されている。
そこで我々は、フォワードケミカルアプローチにより
雄性生殖器官中のOPターゲット探索に取り組んだ。
　アルキルフルオロフォスフォリデート化合物はリン
酸化能力が高いことから、そのアルキル部分にスペー
サーを介して蛍光発色基を導入したプローブを用いる
ことにより、対象とする器官や組織中のOP化合物が
リン酸化しうるセリン加水分解酵素のほとんどを網羅
的に検出することができる。そこで先ずマウス精巣プ
ロテオームとOPを反応させ、OPに特定のターゲット
とのリン酸化反応を起こさせる。次いで上述のOPプ

図 2図 1
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研究の活性化
　総合研究所には①研究の活性化
②研究力向上③研究成果の社会へ
の還元──の三つの大きなミッ
ションがある。山本祐司所長（応
用生物科学部教授）は「東京農大
の特色を生かした農大らしい研究
を推進したい」と語る。
　具体例としてまず挙げるのが
「東日本支援プロジェクト」だ。
東日本大震災で大きな被害を受け
た福島県相馬地方を主な対象と
し、発生 2か月後の2011年 5 月に
スタートさせた。農学系総合大学
である東京農大の強みを生かし、
これまで農学、畜産学、農業工学、
土壌学、放射線科学、地域計画、集落計画、農業経済・
農業経営学、栄養学、水産学、バイオセラピー学など、
多様な研究分野の英知を結集し、2016年秋までに営農
再開予定農地のほぼ全てで水稲・大豆などの営農再開
を果たすなど、大きな成果を上げている。
　「農大ブランド確立プロジェクト」も意欲的な取り
組みだ。東京農大には農業にかかわる自然科学と社会
科学の幅広い分野の研究者がいる。品種改良などの研
究を具体的な商品開発に結びつけ、消費者の手に「農
大ブランド」の商品として届けようとするプロジェク

トだ。山本所長は「異
なる分野の研究者の
マッチングをしまし
た。まだ発表段階で
はありませんが、面
白い研究が進められ
ています。クロマグ
ロの完全養殖に成功
し、商品化した近畿
大学の『近大マグロ』
をイメージしていた
だければ、分かりや
すいでしょう」と語

る。
久保田紀久枝・総合研究所教授が中心となって進め
ている「ハラルプロジェクト」では、最近、マレーシ
アプトラ大学と共同で、イスラム教で食べることを許
される食品や調理を指す「ハラル」を解説するととも
に、具体的に「ハラル認証」を得るために必要な事項
までをまとめたテキスト（英語版）を作成し、現在日
本語翻訳本を制作中である。
　このほか、肉の鉄分がブタの 4倍で、その油がスキ
ンケアや医薬品への活用が期待されている大型の鳥、
エミューの家畜化・高能力化を進めるプロジェクトな
ど、他にはない意欲的な研究が進められている。
　今年度からスタートした「学部長主導型研究プロ
ジェクト」も、「農大らしさ」を求める試みだ。 7学
部が各学部で研究テーマを募り、学部長のリーダー
シップでそれぞれの特色・強みを生かすプロジェクト
1件を選定。総合研究所の審査委員会が 7件のプロ
ジェクトの中から、社会貢献につながり最も農大らし
いものを 1件選び、初年度1200万円、 3年で総額3100
万円の研究費を与える。 7学部を競わせることで、各
学部の強みを引き出し、研究レベルのさらなる向上を
図るのが狙いだ。
　また、遺伝子組換え実験や、人を対象とした実験・

研究の活性化と成果の社会還元をめざす
東京農業大学総合研究所

　東京農業大学は私立農学系として最も歴史のある大学で、大学院 2研究科19専攻、短期大学部を含む 7学部25
学科を擁する農学系総合大学である。世田谷、厚木、オホーツクの 3キャンパスで日々続けられる教育・研究の
うち、研究による社会貢献を推進する役割を担っているのが世田谷キャンパスにある総合研究所だ。

東日本支援プロジェクト報告会で挨拶をする山本所長（今年 2月、相馬市）

ハラルプロジェクト代表の久保田教
授。手に持つテキストは、同プロジェ
クト成果物の一つ
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る企業・団体も25社になる。三井物産、野村證券、三
井住友銀行といった日本を代表する企業のほか、外食
大手のロイヤルホールディングス、調味料の日本食研
ホールディングス、線香の日本香堂、花巻農業協同組
合（JA）など、多種多様、幅が広いのが特色だろう。

研究成果の社会還元
　研究成果を社会に向けて積極的に発信することが
今、大学に求められている。だが、個々の教員レベル
では、その意識にバラつきが多い。すべての大学に共
通する課題だろう。この点について山本祐司所長は「研
究者はまず学会誌に論文を発表することを求められま
す。ですが、それだけで済んだのは昔の話。大学の運
営にも、個々の研究にも税金が投じられている以上、
その成果を社会に向けて分かりやすい言葉で発信し、
理解を求め、納得してもらわなくてはなりません。大
きな義務です。確かに意識にはバラつきがあり、一律
的に改革するのは難しいでしょうが、積極的に発信す
ることが結局は本人の利益にもつながるという成功例
を提示することで、全体のレベルアップは図れると考
えています」と語る。
　総合研究所は、企業や個人を会員として募り、農業
に関する幅広い研究成果をレクチャーし、研究情報の
交流を進める「総合研究所研究会」を運営している。
1981年に設立された研究会には「稲・コメ・ごはん」
から「きのこ」「醸造食品」「森林文化」「バイオビジネス」
など28の部会があり、法人 3万円、個人 1万円の年会
費で、すべての部会に参加できる。会員は現在531法人・
個人。会員にとっては最先端の研究成果に触れる場で
あり、研究者にとっても情報発信の一つの拠点となっ
ている。
　このほかにも、各種の講演会、セミナーなどを主催
しており、今年 1月には国際協力センターと連携しフ
ランス大使館との共催による、「1000分の 4土壌イニ
シアチブ」に関するフォーラムを開催。地球環境の保
全と食料安定供給に果たす農業の役割について、東京
農大の教員、日本の農業者、フランスの研究者、農業
者が研究・体験を発表し、討論した。
　また、首都圏で農学系を有する玉川大学、東海大学、
日本大学、明治大学および東京農業大学は、産官学連
携によるアグリビジネス創出をめざして、2005年度か
らフォーラムを共催し、近年は、農林水産省主催アグ
リビジネス創出フェアに合同で出展してきた。これも
総合研究所が主管課として推進する活動であり、2016
年度は科学技術振興機構（JST）が運営する新技術説
明会を合同開催し、強い手応えを得た。今年度も五大
学で連携し、研究成果の技術移転に向けて研究シーズ
を発表する。

（東京農業大学客員教授　鈴木　敬吾）

調査、動物実験などに関する各種倫理委員会を運営し、
研究上の保安体制を維持管理するのも、総合研究所の
重要な役割だ。

研究力向上
　国の科学研究費補助金など、外部研究費獲得のため
の申請手続きや、研究費の適正な予算執行管理や、産
学官の連携を進めることも、総合研究所には求められ
ている。新井一弘事務部長は「外部研究費の申請書の
書き方にはやはり独特のノウハウがあります。書式の
事前チェックだけでなく、採択経験豊かな先生から個
人指導をしてもらうこともあります」と語る。若手の
研究者には、ありがたいケアだろう。若手研究者支援
では、大学院生が海外で研究発表をする際、旅費など
を援助する制度などきめ細かな支援策を設けている。
　こうした結果、科学研究費の採択状況は、2014年度
86件、 2億9848万円▽15年度96件、 3億1213万円▽16
年度94件、 3億446万円──を維持している。これは
私立大学全体で27位、24位、28位という位置づけだ。
医学部を含むマンモス総合大学などと競った順位であ
り、かなりの高レベルといえるだろう。
　総合研究所は、企業などとの共同研究、受託研究の
窓口にもなっている。2016年度の受託・共同研究は
129件、 1億6713万円に上る。連携協定を締結してい

＜東京農大企業・団体連携協定＞（26団体）
連携企業・団体 協定締結日

ロイヤルホールディングス株式会社 2008/9/27
群馬県利根郡川場村・清水建設株式会社 2012/2/24
沖縄県宮古島市・東京急行電鉄株式会社・宮古
観光開発株式会社 2013/2/15

福島県会津若松市・イオンリテール株式会社 2015/5/29
三井物産株式会社 2015/7/1
株式会社サカタのタネ 2015/7/29
三菱地所株式会社、一般社団法人大丸有環境共
生型まちづくり推進協会 2015/8/3

木徳神糧株式会社 2015/10/16
株式会社ウェザーニューズ 2015/12/11
株式会社日本香堂 2015/12/21
日本食研ホールディングス株式会社 2016/1/28
株式会社日比谷アメニス 2016/3/2
エバラ食品工業株式会社 2016/4/6
野村證券株式会社 2016/4/13
株式会社ミツハシ 2016/4/25
世田谷目黒農業協同組合 2016/5/11
日立キャピタル株式会社 2016/6/29
ケンコーマヨネーズ株式会社 2016/8/31
株式会社ブルックスホールディングス 2016/9/9
松谷化学工業株式会社 2016/10/17
株式会社フリーデン 2016/11/21
東洋ライス株式会社 2016/12/7
ヤマザキビスケット株式会社 2017/1/30
花巻農業協同組合 2017/1/30
株式会社三井住友銀行 2017/3/27
信州うえだ農業協同組合 2017/4/19
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元市職員が経営
　「作物統計」によれば、2015年の全国のソバ生産量は
34,800㌧で、このうち北海道で生産されたソバは16,000
㌧、約46％を占めている。北海道では生産量全国一を
誇る幌

ほろ か な い ち ょ う

加内町の「幌加内そば」が有名だが、オホーツ
ク地域でも冷涼な気候を活かしたソバ栽培が行われて
おり、地場産のソバを用いたそば店も各地で見られる。
　網走市でそば店「そば切り 温（おん）」を経営する
中村九二五（くにお）さん（67才）は、元市職員の経
歴を持ち、2006年12月に農大オホーツクキャンパスに
ほど近い天都山の中腹に開業した。中村さんは開業す
る以前の30代から仲間と趣味でそば打ちを楽しみ、イ
ベント等でもそばを提供するなど、確かな腕前を磨き、一念発起してこだわりのそば店を開業した。営業
日は土日を含む週 5日で、客席は28席。お昼前後の時間帯にはお客さんの足が絶え間なく、駐車場の車内
で待つお客さんもいるほどの評判のそば店である。

手作りと地場産素材の活用
　そのこだわりの一つは、近隣の 2軒のソバ生産農家から玄ソバを仕入
れ、石臼を使って自家製粉を行い、水まわしには網走の水道水（藻琴山
湧水）を浄水器に通して使い、そば本来の風味を活かした手打ちの“十
割そば”を提供しているところにある。そばつゆにもこだわって、かつ
お節を自ら削り「かえし」には網走市内の醸造会社 2社のしょうゆを用
いることによって「網走の味」を作り上げている。わさびも網走市に工
場を持つ金印わさび社で製造された「山わさび」を用いる。メニューも
多彩で、食材にはできるだけ地元産を使うことを心掛けており、網走湖で獲れたスジエビをかき揚げにし
たメニューは、期間限定ということもあって人気メニューとなっている。他にもゴボウやホタテ、カキな
どを用いた天ぷらや、手作りのお菓子や抹茶を提供するなど、サイドメニューにもこだわりが感じられる。
　こだわりの二つ目は、店舗の外観・内装である。店舗の周辺は自然に囲まれ、ときおりエゾリスが現れ
るなど、カラマツ林に囲まれている。そば打ちで使う木鉢も自作のものを愛用しているという中村さんは、
ものづくりが好きで、開業の 2年前からそば仲間とほぼ手作りで店舗を組み立て、柱や梁には地場のカラ
マツ材を用いて、土壁を塗り、昭和30年代の家屋を再現した。内装には、昔ながらのランプを灯し、落ち
着きがあって趣のある演出にこだわっている。また、床板にも、道産のカツラ、タモ、セン、ナラなど多
様な樹種を使い、趣向を凝らしている。

海外客も注目
　お客さんは年配者から若い家族連れまで幅広く、リピーターとなっている地元客の他に、近年では外国
人観光客も訪れるようになってきたという。
　中村さんは、「そばは昔から日本人に馴染みのある食べ物で、ルチンを多く含んでいることから健康食
としても注目されている。そばを通して網走の味わいを感じてもらい、おいしいそばをこれからも提供し
ていきたい」と意気込みを語ってくれた。

オホーツクの地域資源 Foods Who（15）

網走にこだわり　評判のそば店
東京農業大学生物産業学部准教授　菅原　優

もりそば（十割の細打ちそば）

そば店を経営する中村さんご夫妻



東京農大農学部植物園から（47）

セッコウベニバナユチャ
Camellia chekiangoleosa H.H.Hu

（ツバキ科）

　中国浙江、福建、江西、湖南省原産のツバ
キの原種で、現地では標高500～1300㍍の落
葉広葉樹林に生育し樹高10㍍にも達する常緑
中高木。中国名は浙江紅花油茶、浙江紅山茶。
葉は楕円～長楕円形。長さ 8～12㌢、幅 3～
5㌢、緑色で光沢が鈍く、葉脈は不鮮明で縁
には鋸

きょ

歯
し

が見られます。開花期は 2～ 3月、
つぼみの時はがく片が茶色で厚く、一見枯れ
たように見えます。花は 6～ 7個の花弁を持
ち、花径 6～ 8㌢と大きく、雄しべは梅芯、
子房表面が無毛であることから、中国産の種

の中ではわが国に見られるヤブツバキ（C. 
japanica）に最も近縁と推測される種類で、
花色はヤブツバキよりは明るい鮮紅色である
ことから、育種材料として注目されます。ま
た、ツバキの 3倍体の園芸品種クマガイ（熊
谷、C. japonica ‘Kumagai’）が同じような
独特の花色、梅芯を持つことからセッコウベ
ニバナユチャの血を引くという説がありま
す。中国東南部の山間地帯で、採油用として
栽培されています。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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2017　東京農大創立126年

学校法人
東京農業大学　　　東京情報大学　　　東京農業大学短期大学部
東京農業大学第一高等学校　　　　　東京農業大学第二高等学校
東京農業大学第三高等学校　　東京農業大学第一高等学校中等部
東京農業大学第三高等学校附属中学校
東京農業大学稲花小学校（平成31年 4 月開校予定／設置認可申請中）
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