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　東京農大生による第40回東日本大震災復興支援ボランティア（教育後援会主催）
が 3月13 ～ 16日に行われた。今回は学生ら47人が参加し、岩手県大槌町、釜石
市と宮城県東松島市を訪れた。13日夜に世田谷キャンパスをバスで出発、14日朝
に大槌町吉里吉里に到着し、「復活の薪

まき

作り」で地域の復興を目指しているNPO
「吉里吉里国」で活動した。午後は釜石市箱崎町の仮設住宅に移動して、住民た
ちと苔

こけ

玉づくりなどをして交流、石垣栽培のイチゴの防鳥網取り付けもした。翌
15日は東松島市矢本の仮設住宅「ひまわりコミュニティー」を訪れ、コミュニ
ティーガーデンにジャガイモを植え付けた。同夜は「ひまわりコミュニティー」
の集会所に宿泊した学生たちは、16日午前も苔玉づくりなどをして住民たちとの
楽しいひと時を過ごし、互いに心を通わせた。
　この復興支援ボランティアは大震災後の2011年10月から継続して行われ、延べ
1252人が参加している。（ズームアップに関連記事）

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、同二高、同三高／
附属中学がある。

学校法人東京農業大学戦略室 

東京農業大学の沿革

40回目の復興支援ボランティア

ジャガイモ植え付け＝東松島市
矢本の仮設住宅で

薪作り＝大槌町吉里吉里で苔玉づくり＝釜石市箱崎の仮設住宅で
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はじめに
　20世紀、私たちは多くのエネルギーを使って、便利
で快適な生活を実現したが、それに伴って石油枯渇が
促進され地球温暖化問題が発生した。これを解決して
持続的な社会を作るには、エネルギーを減らし、化石
エネルギー依存率を下げる必要がある。前者はライフ
スタイルの見直しや省エネ、後者は再生可能エネル
ギーの利用で実現が可能である。
　再生可能エネルギーはコストが問題であるが、再生
可能エネルギー固定価格買取制度が追い風になってい
る。多くの再生可能エネルギー（太陽光・風力・地熱
など）は電気に変換するが、バイオマスは液体燃料の
バイオエタノールに変えて、ガソリンに混ぜて車を動
かすことができる。石油枯渇対策や地球温暖化対策と
して期待される理由も、ここにある。

バイオエタノールの原料作物
　バイオエタノールの原料作物は、糖質系・デンプン
系・セルロース系の 3つに分類される。糖質系原料に
はサトウキビやテンサイがあり、いずれも搾ると糖液
が得られ、すぐに微生物でエタノール発酵させるため、
効率が非常に高い。
　デンプン系原料にはトウモロコシや米などの穀類
や、キャッサバなどのイモ類がある。日本酒や焼酎を
作ることと基本的に同じで、技術開発が進んでいる。
ただし、エタノール発酵する微生物はデンプンを原料
にできないため、ブドウ糖に分解する糖化という過程
が必要となる。
　セルロース系原料は、草や木である。草や木は、細
胞壁に多くのセルロースとヘミセルロースを含み、バ
イオエタノールの原料となる。デンプンの場合と同様、
糖化する。また糖化の前に、全体を軟らかくするため、
粉砕や熱・薬品による前処理が必要である。

エネルギーと食料の競合？
　糖質系、デンプン系、セルロース系の順に時間と手
間や、使用エネルギーが増え、変換効率は悪くなる。
しかし、2008年に穀物国際価格が急騰したことをきっ
かけに、食料とエネルギーの競合という観点から、糖
質系・デンプン系バイオエタノールに対する批判が高
まった。バイオエタノールだけが穀物価格急騰の理由

バイオエタノールの原料を作る
－「もう 1つの栽培学」への挑戦－
東京農業大学　農学部　教授　森田茂紀

もりた　しげのり
1954年横浜市生まれ
東京大学大学院農学系研究科博
士課程修了。
東京農業大学農学部農学科教授。
農学博士。
専門分野：栽培学・根の生態学。
主な研究テーマ：バイオマス作
物の栽培システム開発、根のデ
ザイン、東日本大震災復興支援。
主な著書・翻訳：根の発育学（単
著、東京大学出版会）、根のデ
ザイン（編著、養賢堂）、根の
事典（編著、朝倉書店）、根の生態学（監訳、シュプリンガー・
ジャパン）。

とは考え難いが、食料生産とエネルギー製造の競合を
避ける目的で、食料とならないセルロース系原料作物
を利用する技術開発が進んでいる。
　しかし、食料とエネルギーの競合は、セルロース系
原料作物を使えばよい、という単純なものではない。
原料作物の選択だけでなく、それをどこで、どのよう
に栽培するかが重要である。すなわち、土地、水、肥
料、エネルギーなどの限られた資源を、食料生産に利
用するかエネルギー生産に利用するかという問題であ
る。したがって、バイオエタノール原料作物の栽培で
は、①何を、②どこで、③どのように栽培するか、と
いう 3点が重要な課題となる。

何を、栽培するか？
　セルロース系バイオエタノールの原料作物として、
何を栽培するか。年間のバイオマス収量が高いことが
必須条件となるが、産出/投入エネルギー比が高いこ
とや、CO2排出量が少ないことも必要である。また、
生物的ストレス（病虫害）だけでなく、非生物的スト
レスとして気象ストレス（光、温度、乾湿）や土壌ス
トレス（塩類濃度・pH・土壌肥沃度）に対しても強
い耐性を持つことや、低投入持続的栽培に向いている
ことも条件となる。文献レビューをもとにして候補作
物を絞り込んだところ、多年生のイネ科C4作物（や
や高温・乾燥条件下でイネやコムギなどのC3作物よ
り高い光合成能力を発揮するグループ）が有力候補と
なった。実際に栽培試験も行ったうえで、セルロース
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系バイオエタノールの原料作物として、ネピアグラス
とエリアンサス（図 1）を選定した。

どこで、栽培するか？
　食用作物なら農地で栽培するが、バイオエタノール
原料作物の場合は、食料とエネルギーの競合を避ける
ために、農地は利用できない。また、地球温暖化対策
としては、農地を作るために森林を伐採してCO2を放
出するわけにもいかない。
　そこで、GIS（地理情報システム）や衛星データを
利用して農地、森林、都市を除外し、草地および植生
がほとんどない地域を対象とした。また、原料作物の
生育に必要な気温と降水量から候補地を絞り込んだ。
さらに、土壌浸食や降雨の利用効率から平地と緩傾斜
地を選択し、以上の条件をすべて満たす地域を検討し
た結果、インドネシア・スマトラ島の南端、タイ東北
部、インド東部・西南部が、抽出できた。そこで現地
調査を行い、スマトラ島南端を最終候補地とした。
　最終的に非農地で原料作物を栽培することを想定
し、スマトラ島南端の鉱山跡地でネピアグラスを、ま
た、千葉県富津市の採砂跡地でエリアンサスの試験栽
培を行った。その結果、いずれも、植え付け後 3年目
にバイオマス生産が急激に増加した。
　実際に事業化を進める場合、最初から非農地で原料
作物の大規模栽培するのはギャンブルである。最初は
地力の低い農地、耕作放棄地や休耕地、あるいは林床
や条間を利用して、近い将来、非農地での大規模栽培
に移行すればよい。非農地の土壌条件が改善すれば、
食料生産のための農地が拡大することになり、食料安
全保障にも貢献できる。

どのように、栽培するか？
　栽培試験では、①低投入多収栽培、②周年供給、③
持続的なシステムの 3点を達成目標とした。非農地で
のエリアンサスの栽培試験で、耕起と施肥の影響につ
いて検討した結果、施肥より耕起の効果の方が大き
かった。ある程度耕起すれば、施肥は抑えても時間経
過とともにバイオマス収量が増加することは、収益が

低いエネルギー作物の栽培には有用な知見である。
　エリアンサスは初期生育が抑制され、最高収量に達
するのに 3年ほどかかることから、最初は高密度で植
え付け、 2年目以降に間引いて、バイオマス収量を増
やす選択もある。従来の 1年生食用作物の栽培ではな
かった考え方といえる。いずれにせよ、要素技術を組
み合わせて、栽培システム全体の最適化を図る必要が
ある。
　インドネシアでは気温が高く、ネピアグラスを年 3
回栽培できるので、畑によって刈り取り時期をずらせ
ば周年供給が可能となる。多回刈りで全面刈り取りで
なく、何条かずつ刈り取ると群落周辺部分では受光態
勢の向上とCO2交換の促進によって生育がよくなる可
能性が高い。
　エリアンサスは一度苗を植え付けると追肥を行わな
くても 2、 3年は収量が増加し、その後もほとんど減
少しない。持続的な栽培システムを構築するには、窒
素収支がポイントとなる。エリアンサスが持続的に高
い収量をあげる理由の 1つとして、根系が関係してい
ると考えた。
　そこで、国内とインドネシアで、エリアンサスとネ
ピアグラスの根系調査を行った結果（図 2）、少なく
とも土壌表面から 2 mの深さまで根がかなり分布して
いた（図 3）。この深い根系が広い範囲から窒素と水
を吸収している可能性が高い。
　なお、非農地でエリアンサスやネピアグラスを栽培
すると、根から有機物が分泌されるし、根は腐ると土
壌中で分解される。すなわち、根は 2つの意味で土壌
中に炭素を蓄積するため土壌肥沃度を高め、地球温暖
化対策にもなる。

おわりに
　セルロース系バイオエタノール原料作物の栽培研究
を通して、 1 年生食用作物栽培学とは異なる、「もう
1つの栽培学」に挑戦している。その成果は、東日本
大震災復興支援にも利用し、福島県浪江町の被災水田
でバイオマス作物の栽培試験を進めているが、いい結
果が得られつつある。

図 1　エリアンサスの地上部
（植え付け約 1年後）

図 2　エリアンサスの根系調査 図 3　エリアンサスの根系分布
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惨状を知ることから
　東京農大復興支援ボランティア
の訪問先は、岩手県釜石市、上閉
伊郡大槌町、陸前高田市と宮城県
東松島市。岩手県は津波により甚
大な被害を受けたが、釜石市では
約1,050人、大槌町では、1,300人
弱が犠牲となった。陸前高田市は
市街地全域が壊滅的被害を受け、
1,800人弱の犠牲者を出した。震源地に最も近かった
宮城県の犠牲者は阪神・淡路大震災を上回り、東松島
市でも約1,100人が犠牲となった。震災前の2011年 3
月 1 日と今年 2月 1日の推計人口を比較すると、釜石
市39,399人→35,640人（増減率－9.54％）▽大槌町15,222
人→11,637人（同－23.55％）▽陸前高田市23,221人
→19,267人（同－17.03％）▽東松島市42,840人→39,782
人（同－7.14％）──で、こうしたことからも状況の
深刻さがうかがえる。
　第 1回の東京農大復興支援ボランティアは2011年10
月。岩手県沿岸部の被災者の方々を支援するために結
成された「遠野まごころネット」の協力もあって、岩
手県釜石市箱崎と上閉伊郡大槌町小鎚で活動が始まっ
た。震災から半年余が経過していたが、被害の惨状は
学生たちに衝撃を与えた。多くの学生が言葉を失い、
ぼうぜんとなった。学生の一人は「未曽有の震災がも
たらした現状を自分の目で見たいと思い参加したが、
現地の状況は想像を絶するものだった。仮設住宅で高
齢者や子どもたちは、笑い声も出ていたが、これから
の不安も伝わってきた。『お兄ちゃんの家は津波で流
されなかったの』と子どもに聞かれた時は、どう答え
てよいか分からずに胸が痛くなった」という。
　その後、「支援は同じ所で継続する方が良い」との
考えから、主な活動地は釜石市箱崎の仮設住宅、大槌
町吉里吉里のNPO法人「吉里吉里国」、東松島市矢本
の仮設住宅「ひまわりコミュニティー」になる。
NPO法人「吉里吉里国」は、高さ約20mの大津波に襲
われ町の約 3分の 2が瓦

が

礫
れき

と化した地区の住民と一体

寄り添うことの大切さ
東京農大東日本大震災復興支援ボランティア

　3.11東日本大震災＊1後の2011年10月から被災地で続けられてきた東京農大復興支援ボランティア（教
育後援会＊2主催）は40回行われた。「被災者の手助けをしたいが、何ができるのだろう」といった思い
がつながり、形となった活動。復興への道のりは険しく長い。しかも、被災住民の内発的な復興の思い
が欠かせない。そのためにも、「復興に向かって立ち上がり、歩み続けるひとたちに寄り添うことが大切」
ということを心にとめ、活動は続けられた。そして、復興には被災者（地）と被災を免れた者（地）と
の“距離感”を縮めることが必要であることを教えてくれた。

復興支援ボランティア活動（参加人数合計：延べ1,252人）

実施日 行　先
参加
人数

実施日 行　先
参加
人数

1回：2011
10/14～17

釜石市箱崎
大槌町小鎚

44
21回
4/19～21

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里

34

2 回
11/11～14

釜石市箱崎
大槌町小鎚

40
22回
5/17～19

東松島市矢本
34

3 回
12/9～12

釜石市箱崎
大槌町小鎚

57
23回
6/21～23

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里

32

4 回：2012
1/20～23

釜石市箱崎
大槌町小鎚

29
24回
7/6～8

東松島市矢本
26

5 回
2/10～12

東松島市矢本
33
25回
8/3～6

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里
東松島市矢本

19

6 回
3/16～19

釜石市箱崎
大槌町小鎚

39
26回
9/23～25

東松島市矢本
37

7 回
4/13～16

東松島市矢本
41
27回
10/25～27

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里

27

8 回
4/27～30

釜石市箱崎
大槌町小鎚

40
28回
11/29～12/1

釜石市門脇
東松島市矢本

33

9 回
5/25～27

東松島市矢本
39
29回
12/20～22

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里

17

10回
6/8～11

釜石市箱崎
大槌町小鎚

32
30回：2014
1/10～12

釜石市門脇
東松島市矢本

23

11回
7/6～8

東松島市矢本
42
31回
2/14～16

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里

大雪
中止

12回
7/28～29

東松島市矢本
20
32回
3/14～16

釜石市門脇
東松島市矢本

36

13回
8/6～9

釜石市箱崎
陸前高田市
大槌町吉里吉里

16
33回
4/25～27

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里 34

14回
9/21～23

東松島市矢本
40
34回
5/23～25

釜石市門脇
東松島市矢本

27

15回
10/20～22

釜石市箱崎
陸前高田市
大槌町吉里吉里

22
35回
6/13～15

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里 29

16回
11/23～25

東松島市矢本
37
36回
7/18～20

釜石市門脇
東松島市矢本

19

17回
12/14～17

釜石市箱崎
陸前高田市
大槌町吉里吉里

17
37回
8/8～11

東松島市矢本
大槌町吉里吉里 32

18回：2013
1/11～13

東松島市矢本
33
38回
11/21～23

釜石市門脇
東松島市矢本

31

19回
2/15～17

釜石市箱崎
陸前高田市
大槌町吉里吉里

33
39回
12/12～14

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里 24

20回
3/22～24

東松島市矢本
37
40回：2015
3/13～16

釜石市箱崎
大槌町吉里吉里
東松島市矢本

47

 釜石市、陸前高田市、大槌町は岩手県。東松島市は宮城県

宮田正信助教
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　訪れた地区で、老人会の管理する花壇にたまった瓦
礫を取り除く活動をしたことがあった。そして約 1年
半後に、その花壇で植え替えを行った。その時、シャ
ベルで土を掘り返しながら涙を流している一人の女子
学生が居た。一緒に作業していた宮田助教が「どうし
た？」と尋ねると、こう言ったという。「 1年半前に
は土の中に、生き物なんてなにもいなかった。命のか
けらも感じられなかったのに、今はこんなにミミズ
が──」
　宮田助教は「きっと、生命の輝きを見て、こみ上げ
るものがあったのだろう」と振り返る。
　また、厳しい状況の中に置かれているのに、住民た
ちは学生たちを思いやり寛容でさえあった。「（あなた
たちの活動は）明日を生きる力になる」──といった
被災住民の言葉は学生たちの励ましとなり確かな学び
と生きる指針にさえなっている。
　40回目の活動（ 3月13 ～ 16日）に参加した学生た
ちは、宿泊先と帰りのバス車内で「復興支援ボランティ
ア総括ミーティング」を行った。その中で、「私たち
の方が、元気をもらった」「現地の方と触れ合うことで、
理解が深まった」「参加者同士の意見交換で、新たな発
見があった」などとキャンパスでは得られない体験が
述べられたという。
　第 1回から現地での指導に当たってきた宮田助教は
「活動が学生たちの意識を変えさせている。自分を高
め、自己の確立につながっているのではないか」と学
生たちの成長に目を細める。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

＊ 1）  東日本大震災：2011年 3 月11日14時46分18秒、宮城県牡鹿半
島の東南東沖130km、仙台市の東方沖70kmの太平洋の海底を
震源とする東北地方太平洋沖地震が発生。地震の規模はマグ
ニチュード9.0で、最大震度 7 を観測。波高10m以上、最大遡
上高40.1mにも上る巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方
の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。この地震によっ
て福島第一原子力発電所事故が起こった。震災による死者・
行方不明者は18,475人（2015年 3 月10日時点）。

＊ 2）  東京農大教育後援会：1951年に会則を定め正式発足。1991年、
「父兄会」から「教育後援会」に名称変更。東京農大および短
期大学部に在籍する学生の保証人・父母によって構成され、現
在の会員は 1万3,000人余。機関誌「農大学報」を発行している。

となって地域再生に取り組んでいる。そのひとつが瓦
礫から薪

まき

をつくり販売する「復活の薪」プロジェクト。
東京農大復興支援ボランティアは「被災者を励ますだ
けでなく、生活を支える活動にも参加しよう」と、
2012年 8 月の第13回からNPO法人「吉里吉里国」の
活動に参加。学生たちは、訪れる度に薪割り（枯損木
処理）に汗を流した。

giveではなくwith
　現地で学生たちを指導するのは農学部バイオセラ
ピー学科の宮田正信助教。園芸植物を含む癒やし植物
の生活活用を考える人間植物関係学研究室で「園芸ボ
ランティアによる自己表現と社会貢献」をテーマに研
究してきた。「花を楽しむことも癒やしにはなるだろ
うが、一時の楽しみだけでは終わらずに、学生と住民、
さらには住民同士の交流が生まれれば、少しずつ元気
が取り戻せるのでは」という期待もあって、釜石市箱
崎、東松島市矢本の仮設住宅での活動は、コミュニ
ティーガーデンづくりが中心。第 1回の釜石市箱崎地
区の仮設住宅で作ったコミュニティーガーデンは「花
があるおかげで元気が出る」と喜ばれた。住民同士の
輪ができ「花っこクラブ」と名付けられた。また、訪
問地ではコミュニティーガーデン活動ばかりでなく、
フラワーアレンジメント、イチゴのジャム、ジュース
作り、門松作りなどいろいろなアイデアで被災住民と
触れ合ってきた。第40回では、落語研究会の現、元メ
ンバーが得意の噺

はなし

を披露し笑いを誘った。
　宮田助教は「交流の深化が重要で、私たちのボラン
ティアは“give”（与える）でなく、“with”（共に）の
姿勢でありたい」と考えてきた。「思い」「思いやる」
心が通い、被災住民からは「寄り添ってくれてありが
とう」「また来てね」「あなたたちのおかげで生きていけ
る」「ずっと心に残っている」「訪問されて、辛さが和ら
いだ」の声が届けられた。

学生たちが得たもの
　40回にわたり継続して活動したことで、学生たちも
多くの貴重な体験をしている。

総括ミーティング＝ 3月15日ひまわりコミュニティー

学生が落語を披露＝同
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　 1．  シイタケは軸を 1㎝残して切る。切り取った軸はみじん
切りにする。

　 2．  ひき肉と軸をボウルに入れ、材料を順に入れよくかき混
ぜる。

　 3．  シイタケの傘の裏側に片栗粉を薄く振りかけ、肉だねを
丸めて軸を包むようにのせる。クコの実を上にのせて蒸
気が上がった蒸し器に並べて、弱火て10 ～ 15分蒸す。

　［材料 2人分］
　　　  　シイタケ 8個、肉だねの材料（豚ひき肉150g、塩小さ

じ1/4、こしょう少々、しょうが汁小さじ 1、しょうゆ小
さじ 1、酒大さじ 1、ごま油小さじ 1、ねぎみじん切り
1/2本、片栗粉大さじ 1、クコの実16粒）

　ポイント
　　　 　肉だねのジューシーな旨みをシイタケがキャッチして

くれる。シイタケの軸を少し残しておくと、蒸した後も
肉だねがシイタケから離れにくくなる。

　森を散策するとたくさんの可愛いきのこたちとの出会いがある。
わたしはそんな時間が大好きだ。「このきのこどうやって料理しよ
う？」「そのきのこはどんな食材とあうだろう？」わたしの頭の中は、
食卓を彩るいろいろな料理で満ちあふれるのだ。シイタケ、マイタケ、
エノキタケ、ナメコなどの誰もが知っているきのこもあれば、トキ
イロヒラタケ、ヤマブシタケ、ヤナギマツタケ、タモギタケなどの
あまり知られていないきのこもある。
　では、きのこはどんな食べ方がおいしいのだろうか。そもそも、
きのこという天然物には、グアニル酸という旨（うま）み成分が含
まれるのでおいしい食べ物といってもよいだろう。しかし、きのこ
の食べ方は、焼く・炒める・煮るといった方法が定番だ。きのこを
おいしく食べるには、きのこの旨みを利用して形を残したい。
　そんな料理を基本とするきのこ料理の達人との出会いがあった。
料理研究家・フードコーディネーターとして活躍している木田マリ
さんである。木田さんは日本テレビの「 3分クッキング」や「ヒル
ナンデス!」などのテレビ番組の料理制作に多く携わり、柔軟な発想
と精細な料理技術で作る家庭料理に定評がある。素材の機能性をい
かしつつ、シンプルにおいしくつくる調理法に精通しているのだ。
　木田さんの料理を紹介しよう。こんな料理でお酒やごはんととも
に食卓を囲んでみてはどうだろう･･･。

天然物を利用した食彩（ 1）

食卓を彩るきのこ
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

まるごとシイタケのシュウマイ

えぐち　ふみお
東京農業大学地域環境科学部森林
総合科学科教授。2015 年ミラノ
万博日本館サポーター。
専門分野：林産化学、きのこ学、
木材劣化生物学。
主な研究テーマ：特用林産物の高
付加価値化への科学的解析と製品
開発。
主な著書：きのこを利用する（単
著）地人書館、科学が証明！エノ
キダイエット（単著）メディアファ
クトリー

木田マリ

 （写真：吉本博明）



東京農大農学部植物園から（26）

Tupistra squalida Ker Gawl.
（キジカクシ科）

　タイ・バンコクのチャクチャクマーケット
は毎週土曜・日曜日はさまざまなものが販売
されるサンデーマーケットとして広く知られ
た場所ですが、実は毎週水曜・木曜日はマー
ケットすべてが植物で埋め尽くされる植物市
場に変わります。タイ国内はもとより、近隣
の国や世界各国の熱帯植物などが集まってき
ます。そんなわけで、ここ何年かこの曜日に
合わせて訪れた際に見つけました。タイ国内
の山から採集してきたと思われる植物を店も
構えずに路上に広げて販売していた中にあっ
たものです。購入した際は花もなく、オモト
に近縁の種かと思っていましたが、数年前か
ら春先に温室内で花を咲かせるようになりま
した。

　専門家に尋ねたところ、Tupistra squalida
であることが判明しましたが、「本種の原産
地はベトナムAmbon島（Amboina）と記載
されていますが、これは間違いの可能性が大
変高く本当の産地が不明」との連絡を受けま
した。一昨年、バンコクに行った際に訪れた
タイの植物標本が多数集められているタイ王
立森林局の標本館にも、本種の標本は見当た
りませんでした。その後、知人の経営するチェ
ンマイ近郊のナーセリー（植物栽培園）を訪
ねると本種が栽培されていました。聞いてみ
ると近郊の自然林内に見られるとか。これに
より、不明であった本種の原産地が明らかに
なった次第です。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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