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榎本武揚と横井時敬

　創設者は、明治の英傑榎本武揚だ。明治政府で外
相、文相、農商務相などの要職を歴任した榎本は、
明治２４年（１８９１）、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２１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 ４ 学科、大学院 １ 研
究科で、学生・院生は約２,０００人。傘下には、他に
併設校として農大一高／中等部、同二高、同三高／
附属中学がある。

学校法人東京農業大学広報部

東京農業大学の沿革

収穫祭で“相馬復興シンボル米”を販売

　東京農大東日本支援プロジェクトによって復興した福島県相馬市岩子地区の水田で収穫された「ひとめぼれ」
が、収穫祭（１１月₂〜₄日、世田谷キャンパス）で販売された。この水田（１.７ha）からは約１０tが収穫され、県の
全袋放射能検査はもちろん、東京農大の厳密な検査にも合格した。収穫祭では、「そうま復興米」と銘打って １
kg詰め８００袋、「そうま合格米」として同２００袋を １袋５００円で販売。「『頑張れ、相馬』の気持ちを込めて買いまし
た」という人たちも多く、 ３日間で完売となった。

収穫祭では生産者に代わり農大生たちが
販売を請け負った。学生たちの笑顔も売
れ行きに貢献、用意した１,０００袋を完売し
た
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はじめに
　明治の初め、わが国にはリンゴ、サクランボ、セイ
ヨウナシなど多くの新しい果樹が入ってきた。キイチ
ゴ類も実はこの時期にわが国に導入されたが定着には
至らなかった。しかし、キイチゴ類には特有の香りが
あり、抗酸化能も高いことから、近年消費が伸びてい
る。残念ながら現在消費されているキイチゴ果実はそ
のほとんどが輸入されている。私たちは国産キイチゴ
の定着を目指して試験に取り組んでいる。

樹木か草か、風変わりな生育特性
　カジイチゴ、モミジイチゴなどキイチゴの仲間はわ
が国にもたくさんあり、各地に自生している。現在輸
入されているのは、その近縁でヨーロッパ、アメリカ
で改良が進んだセイヨウキイチゴ、ラズベリー（Rubus 
idaeus L.）である。
　ラズベリーをはじめとするキイチゴ類は、果樹に分
類されているものの非常に変わった生育特性を持って
いる。モモやリンゴなどの果樹は春になると新しい枝
を伸ばすが、その枝は前年の枝の葉芽が発育したもの
である。ところが、ラズベリーの芽は根で分化し、地
上部に現れる。これが春から夏にかけて伸び、その先
端部に花芽が分化し、開花し、果実をつける。この果
実を秋果といい、秋果をつける性質は「 ２ 季成り性」
と呼ばれる。
　収穫が終わると先端部は枯れ、残った茎の部分は
休眠に入り、冬の低温を経て春に枝を数10cm伸ばし、
その先端付近にまた花をつけ、結実する。これが「夏
果」であり、夏果だけをつける品種は「 1 季成り」と
呼ばれる。夏果の収穫後、越冬した茎は夏ごろに地際
まで枯れる。だから、キイチゴの茎の寿命は 1 年半に
満たない計算になる。春には根から伸びた茎が新しい
植物体を作る。
　このように毎年、根から伸びた茎が果実をつけ、翌
年には枯れるのである。樹木と呼んでいいのか、ため
らいを覚えるような、草と樹木の中間の性質を持つ果
樹である。
　こうした特異な生育特性を持つため、ラズベリーは
普通の果樹と違って年々大きくなるということがな
い。管理作業にも脚立がいらず、年配の生産者でも楽
に収穫ができる利点を持つ。一方で地下で伸びた根の
どこからでも芽が伸びてくるので、植えて数年もする
と、あたりはラズベリーだらけになってしまう、油断

国産キイチゴの定着を目指して
東京農業大学農学部　教授　山口正己

やまぐち　まさみ
１９５２年静岡県生まれ
東北大学農学部農学科卒。東
京農業大学農学部農学科（ポ
ストハーベスト学研究室）教
授。伊勢原農場長。博士（農学）
専門分野：青果物の鮮度保持
技術、果樹の育種
主な研究テーマ：園芸作物の
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女子栄養大学出版部、最新農
業技術事典（共著）農山漁村
文化協会

写真 １　�ラズベリーの花。中央が雌しべ、外側が雄しべで、花
弁は小さい

のならない果樹でもある。

果実は小さな果実（小核果）の寄せ集め
　ラズベリーの花は、外側にがく片があり、その内側
に小さな花弁がある。中央には数十本の雌しべがあり、
その周りを雄しべが囲んでいる（写真₁）。がく片は
開花前には閉じており、それが開くと開花となる。イ
チゴと異なり、果実はその内側に硬い核を持つ核果で
ある。この小核果が数十集まって、見掛け上一つの果
実を形成する（写真₂）。果実が熟すと小核果の塊は、
果托から離れる。このため、ラズベリーの果実は、内
側が空洞の釣り鐘のような形をしている。果托と小核
果が離れる部分からドリップが発生しやすく、ラズベ
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リーの収穫後の日持ちは極めて不良で、数日で商品性
を失う。

果托付き収穫、高濃度二酸化炭素処理に
よる日持ち性の改善
　前述した日持ち性の悪さは、生果として流通させる
上で重大な欠点である。実際に生産者は収穫した果実
の多くを冷凍して貯蔵している。日持ち性を改善する
ため、筆者が所属するポストハーベスト学研究室では、
収穫方法、収穫後の果実処理方法について検討を行っ
た。
　収穫方法としては、通常の果托無しと、果

か

梗
こ う

をハサ
ミで切り取る果托付きとの比較を行い、果托付き収穫
により、ドリップの発生が 1 週間以上抑制されること
を明らかにした。ただし、この方法によってもがく片
の黄化が進み、外観を悪くするため、エチレン吸着剤
を処理すると、がく片の黄化が抑制された。さらに、
業者と共同で片手でも収穫できるよう収穫用のハサミ
の改良を行った。
　以上の方法は、ラズベリー果実の日持性の改善に有
効であるが流通の改善には不十分であると考えられる
ため、さらに長い期間果実を持たせるために、二酸化
炭素処理の効果を検討した。これは、アイスボックス
に一定量のドライアイスを置き、その中にラズべリー
果実を入れることで、果実を50％以上の高二酸化炭素
条件に置き、日持ち性の改善を図ろうとするものであ
る。処理 6 時間で、狙い通り果実の硬度が増し、その
後の果肉軟化やドリップの発生が一定期間抑制され
た。また、より長時間の処理では高二酸化炭素の障害
が発生し、より短時間では効果が不十分であった。
　これらの結果を受け、現在はより簡便なボンベを用
いて処理した果実を、改良した包装容器に詰めて実際

に輸送を行い、日持ち性の改善効果を確認しようとし
ているところである。

品種の選抜と育種
　ラズベリーはヨーロッパやアメリカなどで品種改良
の長い歴史があり、現在も育種試験が続けられている。
わが国にもその一部が導入されているが、現在利用可
能な品種は２0ないし30品種にとどまると推定される。
そのうち、赤肉では‘インディアン・サマー’と‘サ
マーフェスティバル’、黄肉では‘ファールゴールド’
が先行して栽培に移されている。これらの品種は、 ２
季成り性で栽培性も比較的良好ではあるが、果実の日
持ち性は良好とはいえず、夏に高温障害が発生するこ
と、品質も中程度であることなど、改善すべき点も多
い。
　このため、当研究室では平成２２年から、苗木業者や
農林水産省のジーンバンクからラズベリー品種を入手
し、品種の比較試験を開始した（写真₃）。現在まで
のところ、果実の大きさや糖度、酸味、日持ち性など
に品種による大きな差異があることが確認できた。ま
た、抗酸化能はリンゴやモモなどに比べて全般的に高
いが、品種による差異も認められている。今後さらに
特性を調査して行く予定である。これまでの調査では、
いずれの品種も日持ち性に関しては良好と判定される
ものは見当たらなかったため、より日持ち性が良好で、
日本人の嗜

し

好
こ う

に合う新品種の育成を目指して、実生の
養成と選抜を開始したところである。
　ラズベリーは前述したように、播種当年に果実をつ
けるため、育種年限は他の樹種に比べて短いと期待さ
れる。遠くない将来、日本でも農大発の国産ラズベリー
を消費者が楽しめることを思い描いているところであ
る。

写真 2　�ラズベリーの果実。小さい粒々が小核果で、中に核に
包まれた種子が一つ入っている。熟すと果実は果托か
ら抜ける

写真 ３　�選抜個体の果実調査。糖度、滴定酸度、果実の大きさ
などを測定し、優良個体を選抜する
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農業復興の担い手像
　農地復旧後、どのように農業経営を展開していくか。
津波により農業機械を流失した農家にとって、農業を
再開するにも個人では解決できない課題が多い。農業
復興の担い手像と営農システムを探っていく中で、「こ
れまでのように個人で農業に携わるのではなく、新し
い形の農業展開を進める必要がある」という方向で １
つの選択肢として考えられたのが農業法人による地域
農業の持続だった。
　東京農大と共同で今後の土地利用も含めた農業の
復旧方法を検討する相馬市は、農業法人の設立の促
進と支援に当たった。そして、飯豊、岩子、南飯淵の
3つの地区に「合同会社飯豊ファーム」「合同会社岩子
ファーム」「合同会社アグリフード飯淵」の農業法人が
生まれ、農業再生・復興のため新たな農業経営に取り
組むことになった。
　農業再開にまず必要とされたのが高性能農業機械。
相馬市は、農業機械を購入して農業法人へ貸与するこ
とを考え、公益財団法人ヤマト福祉財団に「農地復旧
復興プロジェクト事業」への助成を申請した。同財団
から農業機械の購入費 3億円の助成が受けられること
になり、購入したトラクター １8台などを農業法人に貸
与した。高性能農業機械が導入されたことで、圃場の
中に埋もれていたがれきの取り除きも進んだ。これら
の地区では稲や野菜を生産していた田畑で大豆を栽培
する計画。東京農大東日本支援プロジェクトリーダー
の門間敏幸教授（国際食料情報学部）らと飯豊ファー
ムの役員 4人は 9月 4、 ５日に、宮城県角田市の大豆
加工工場と大河原市の味

み そ

噌・醤
しょうゆ

油企業を視察した。

　＊�公益財団法人ヤマト福祉財団（有富慶二理事長）は、
昨年 7月に東日本大震災で被災された地域の生活
基盤の復興や水産業・農業の再生を支援すること
を目的に「東日本大震災生活・産業基盤復興再生
募金」を設け、協力を呼びかけた（今年₆月末で
終了）。募金総額はヤマト運輸の寄付金（宅急便₁
個につき１0円）と一般からの寄付を合わせ約１42億
7426万円に上り、3１件の復興再生事業に助成して
いる。

　　�　相馬市では今年 6月 １日に農業機械交付式を開
催。１8台のトラクターを前に立谷秀清市長は「こ
の機械を使い相馬市の農業をみんなで再生してい

コミュニティーの創造

きましょう」と挨拶した。「すでに放射能は、自
然放射能の数値まで下がっていますが、万全を期
して 2年間は収穫した大豆をバイオ燃料の原料に
するつもりです」と合同会社飯豊ファームの島光
春代表。「将来は豆腐や豆乳、味噌、醤油などを
製造し、販売できるようにしていきたい」と抱負
を語る。＜同財団ホームページから抜粋＞

シンボル農業の創造
　東日本支援プロジェクト農業経営チーム（渋谷往男
准教授）は、飯豊地区の農家を対象にアンケートを実
施している（₇月１8日〜₈月₈日）。調査の目的は「農
業法人が、地区内農家の意向を踏まえた的確かつ円滑
な経営を実現できるようにすること」「相馬市の農業が
これからの時代にマッチした形で発展し続けるように
すること」など。アンケートでは「（農業法人に）所有
農地の委託の意向／農業法人への参加可能性」「農業法
人運営についての希望」も聞いている。
　集計・分析を行った渋谷准教授の調査結果報告書に
よると、「回答者の半数以上は、法人に農地を預けて
もよいとしており、多くの農家に肯定的に受け入れら
れている。また、法人への参加に前向きな意向も伺え
た」。そして、「法人の経営に関心が高いとともに、地
域の農地の受け皿としての期待も高い。この受け皿と
しての機能をうまく発揮させるには、規模の大きさや
集団性を生かして、高収益のビジネスをつくることが
必要となる」と総括している。
　合同会社飯豊ファームらによる「大豆から広がる 6
次産業化」も新たな再生の一つの道となるに違いない。

東日本支援プロジェクト㊦

㈱加工連角田納豆センターで説明を受ける飯豊ファームの役員
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また、若い世代が相馬市の農業を継承できる体制を整
えるためにも、風力、太陽光発電など再生可能エネル
ギーを利用したエネルギー自給農業、施設園芸、観光
農業などさまざまな可能性を追求していくことになる。

3 年後を目標に
　相馬市の復興計画には、「被災者の農業のあり方や
市内全般にわたる耕作放棄地対策及び次世代の農業経
営について、東京農業大学の研究成果を活用し、国・
県等と協議し、新たな農業の実現を図る」とある。そ
して、農業の復興については20１５年度までに完了する
ことを目標としている。復興に力を注ぐ全ての人たち
がコミュニティーの創造者たちだが、各施策を効果的
に進めていくためには、復興の理念や目標を共有し、
連携することが重要だ。
　東京農大の東日本支援プロジェクトの活動は高く評
価され、大きな期待が寄せられている。その期待に応
えるべく相馬農業の完全復興まで支援は続けられる。

さらに将来にわたって、さまざまな団体の研究・活動
が相乗効果を生み出せるよう、復興に関するアドバイ
ザーやコーディネーターの養成も東京農大に求められ
ている。� （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

玉松味噌醤油㈱工場長から説明を受ける飯豊ファームの役員

◇東京農大東日本支援プロジェクトの活動を報じた主な掲載紙等◇
20１１年 ５ 月 2 日　NHK総合� 東日本大震災・東京農業大学・福島県相馬市の再生支援へ
　　　 ５月 2日　建設通信新聞� 東京農大「学生力」生かし相馬市を支援
　　　 ５月１4日　日本テレビ� 東日本大震災・被災農地再生への秘策
　　　 ５月１6日　建設通信新聞� 東日本復興・相馬市復興支援プロジェクト「知と実を生かす」（ １）
　　　 ５月28日　毎日新聞朝刊� 希望新聞：東日本大震　Q&A　もうすぐ夏。避難所の食事で注意することは？
　　　 ５月24日　常陽新聞� 震災からの復興へ提案　東京農業大の門間敏幸教授　コメ対策を重視
　　　 6月 １日　大學新聞� 東北の農業復興に向けて　特別対談　大澤貫寿　学長×門間敏幸　教授
　　　 6月１５日　農業協同組合� 東京農大が相馬市で復旧支援プロジェクト　推進計画を策定中
　　　 6月１8日　日本農業新聞� 農業再生目指し　プロジェクト　東日本大震災復興支援で東京農大
　　　 6月20日　福島民報� 課題探り意見交わす　市復興顧問会議が初会合　相馬
　　　 6月2１日　建設通信新聞� 相馬市、外部識者集め顧問会議／被災自治体復興へ一点突破全面展開
　　　 7月１0日　日本農業新聞� 「集団営農」で再建　東農大　被災農家の意向調査
　　　 7月１５日　日本農業新聞� 除塩で新方法提案　東京農業大学の後藤逸男教授　へどろ、土壌分析し　すき込み　ホウ素にも注意　転炉スラグ有効
　　　 7月27日　日本テレビ� 「NEWS�ZERO」東日本大震災・福島第 2原発事故・腐葉土から放射性セシウム検出
　　　 8月29日　鉄鋼新聞� 東農大教授発表被災地の土壌回復に有効
　　　 9月 7日　日本農業新聞� 東京農大が福島で試験　根伸び、縦浸透改善
　　　 9月2５日　日本農業新聞� セシウム吸着にゼオライト　東京農大研究グループ　作物への移行抑制確認　農地除染活用探る
　　　 9月22日　化学工業日報� 東京農大・後藤教授、被災地のヘドロ、土壌にすき込み栄養分利用
　　　１0月 9 日　読売新聞朝刊� 芝生　地表 １センチで 9割除染　枯れ葉など堆積層まで除去＝福島
　　　１0月１4日　河北新報� 土壌セシウム　放出低減　ゼオライト効果実証　東京農大
　　　１１月 4 日　読売新聞朝刊� 震災後の「食」考える　東農大でシンポ
　　　１１月 6 日　福島民報� 本県農業再生探る　信頼の絆テーマに討論　福島でシンポ
　　　１１月１3日　日本農業新聞� 除塩、除染の成果報告　全国土の会大会
　　　１１月29日　日本農業新聞� 農地除塩に独自支援　石灰を無償で配布へ／福島・JAそうま
　　　１１月30日　毎日新聞� 東日本大震災：農林業の復活目指す　相馬地方で復興支援、東京農大が活動報告／福島
　　　１2月１3日　日本農業新聞� 被災地復興農業が重要　東京農大などシンポ
　　　１2月１6日　食品新聞� 東農大かシンポジウム　食料安保と農業考える　震災後の農村復興に課題
20１2年 2 月 １ 日　時事通信� 森林の木、内部に放射性物質＝福島・南相馬で高濃度─東京農大
　　　 2月 2日　産経新聞朝刊� セシウム樹木に浸透　東農大調査　数千ベクレル、「基準値必要」
　　　 2月 2日　北海道新聞朝刊� 樹木内部からセシウム　東京農大　福島 3市町の森林調査
　　　 2月１0日　毎日新聞� 質問なるほドリ　農地の除染ってどうするの？
　　　 2月20日　日本食糧新聞� 東京農業大学、第 6回「食・農・環境」教育フォーラム開催　震災経験の意味を問う
　　　 4月23日　建設通信新聞� 東日本復興・東京農業大学・東日本支援プロジェクトの １年
　　　 ５月28日　朝日新聞朝刊� 相馬・玉野の全農地測定へ　東農大チームコメ作り見合わせ　土壌・空間放射線
　　　 ５月28日　福島民友� 玉野の農地で詳細調査開始　相馬　東農大が情報収集
　　　 6月2１日　河北新報� 相馬・玉野の農地を線量調査　東京農大グループ
　　　 6月22日　中国新聞夕刊� 製鋼の副産物　農地除塩に力　酸性化も防止「一石三鳥」
　　　 6月24日　日本経済新聞� 「塩害で荒れた農地は沃野に変わる」豊かな土　再起促す　共助の現場　相馬市発
　　　 6月2５日　信濃毎日新聞朝刊� 津波の塩害に「製鋼副産物」　農地への散布、東京農大教授が推奨　短期間で効果、酸性化対策にも
　　　 6月29日　東奥日報夕刊� 科学スコープ／震災の津波で海水かぶった農地／除塩に製鋼副産物有効／東農大教授推奨／酸性化も防止
　　　 7月 9日　北海道新聞夕刊� （科学）津波被害農地の土壌改善＊転炉スラグ“一石三鳥”＊東農大グループ＊除塩と酸性化防止＊効果長く、微量元素も
　　　 7月１１日　熊本日日新聞朝刊� 製鉄副産物　震災のうちに有効　東農大研究グループ推奨　主成分はケイ酸カルシウム　除塩、土壌酸性化防止に効果
　　　 7月１9日　上毛新聞� 津波被害の水田救え　独自技術で除塩検証／高崎
　　　 7月2１日　読売新聞朝刊� ［復興掲示板］畑の除染方法を助言・水産物加工の技術開発　大学支援に奔走中　被災地「専門知識、ありがたい」
　　　１0月１0日　テレビ朝日� 「報道ステーション」〈被災地再生の歩み〉東日本大震災震災地・黄金色に揺れる稲穂
　　　１0月１１日　NHKラジオ第一放送� 震災から １年 7か月〜被災地の農業の復旧は
　　　１１月 2 日　毎日新聞朝刊� ［雑記帳］そうま復興米
　　　１１月 3 日　日本農業新聞� 津波被害圃場の除塩完了　イチゴ再開…ただ感謝　東京農大が技術支援
　　　１１月 4 日　日本農業新聞� 復興願い米販売　除塩を協力　ひとめぼれ　安全性アピール
　　　１１月１4日　読売新聞朝刊� 復興掲示板　あんぽ柿　来年こそ　福島　出荷再開へ調査
　　　１１月１4日　福島民報� 樹木サンプル採取開始　セシウム分布を調査へ　あんぽ柿加工自粛要請でJA　伊達
　　　１１月１8日　日本農業新聞� ［論説］津波被災地の除塩／効率的手法で復旧急げ
　　　１１月１9日　日本農業新聞� 微細藻類　除塩に抜群　東京農大資材試験　水稲施肥効果も／東京農大資材試験
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　北海道の中でもオホーツク地域は豊富で高品質な農水畜産物の生産地と
して知られており、日本の食糧供給基地としての役割を果たしていますが、
十勝地域と比べるときわめて加工度が低く、単に原料を供給するだけにと
どまっているのが現状です。そのような状況を改善するため、オホーツク
海の新鮮で豊富なカラフトマスを利用した製品として、産業クラスターの
グループにより「ます鮨

すし

」の開発を行いました。
　これは2002年から2004年にかけて黒瀧秀久教授（地域産業経営学科、オ
ホーツク実学センター長）が中心となって進めたプロジェクトで、マスだ
けでなく、米や笹の葉、容器として用いる経木など、オホーツク産の原材
料にこだわった製品作りを目指したものです。すなわち、地域資源の地域
内循環、地産地消、地域内の産業間連携ということを基本コンセプトとし、
この地域資源の高度活用ということを目的に行われました。そこで、漁協
（マス）、米販売店（米）、木材加工業（容器：経木）、食品加工業（加工技術）、
小売店など、農林水産業や加工、流通業などとのクラスター連携と新たな
加工技術の開発による地域商品として「オホーツクます鮨」の製造販売を
行ったものです。
　「ます鮨」といえば富山県が有名ですが、必ずしも地域の食材、包材な
どにこだわったものではありません。そこで「オホーツクます鮨」はこの
製品に合う米の種類の検討から始まり、マスの切り身の大きさや厚さ、モッ
ツァレラチーズとの組み合わせを試みるなど、種々の検討を重ねるととも
に、容器は富山でも使われているオホーツク産天然エゾマツ材の経木を使
いました。さらに、内容量、容器の形状、包装デザイン、価格などを決め
るため試食会や市場調査などを行い、試行錯誤の末、商品の完成に至りま
した。
　さらにこれに添付している醤

しょうゆ

油は本学の食品加工技術センターで技術開
発したオホーツク産サケの魚醤油で、これも製品との相性がよく、高評価
が得られました。
　当時、全国の空港では「空弁」としていろいろな弁当が開発されはじめ
た時期で、この「オホーツクます鮨」は日本航空の空港店舗や通販などを
行っている“株式会社Jalux”がとりあげ、新千歳空港、女満別空港の“BLUE 
SKY”という売店で買い取り販売をしていただき大変好評を得て、売上
ランキングでは当初 8位でしたが、 1位にまで上り詰めました。現在は残
念ながら製造者の都合により製造は行っていませんが、いずれまた復活で
きる時が来るものと思っています。
　このように、この「オホーツクます鮨」の開発は、はじめにも述べたよ
うに、この地域の原料供給型の産業構造を脱却し、自ら加工することによ
る付加価値向上という点で大変意義のある取り組みでした。このような例
を参考に、今後さらに地域食材を利用した多くの加工品が開発され、この
地域の製品が販売されていくことを期待したいと思います。

オホーツク新食品誕生記（11）

「オホーツクます鮨」の開発
東京農業大学生物産業学部教授　永島　俊夫

ながしま　としお

東京農業大学生物産業学部
食品香粧学科教授。学校法
人東京農業大学元理事。食
品製造学、発酵食品学。
著書（共著）『生物資源と
その利用』、『食品保蔵・流
通技術ハンドブック』、『日
本の伝統食品事典』など

オホーツクます鮨

高
品
質
な
地
域
資
源
の
活
用
③

地
域
資
源
で
作
る
空
弁



東京農大農学部植物園から（３）

キンカチャ
Camellia chrysantha
ツバキ科

　幻の「黄色の花のツバキ」が中国に存在す
ると報道されツバキマニアを熱狂させてきま
したが、黄色の花を咲かすキンカチャ（中国
名：金花茶）は1965年に中国南部のベトナム
との国境に近い広西省で発見され、日本には
1979年に導入されました。従来のツバキにな
い鮮やかな黄色の花を咲かすことから話題に
なりましたが、その花色から育種素材として
も注目され、導入後、日本国内でキンカチャ
とツバキC. japonicaとの交雑が盛んに行わ
れ、新しい花色の新品種が多数作られました。

　最初に作られた交配種は1989年に‘初黄’
と名付けられ発表されました。花色はキンカ
チャほど濃い黄色の花はなく、淡い黄色です。
その後、生育地での調査が進み、中国南部～
ベトナム北部にかけて50種ほどの黄色の花を
咲かす原種が次々と発見されました。今後こ
れらの種との交配が進み、従来見られなかっ
た新しいタイプのツバキが生まれてくること
でしょう。
� （東京農大農学部植物園　伊藤　健）
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２０１２　東京農大創立１２１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


