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　東京情報大学（千葉市若葉区御成台 4 ─ 1 ）の牛久保明邦現
学長の任期満了に伴う学長選挙は 6月 5日に行われ、新学長（第
6代）に学校法人東京農業大学常務理事の鈴木昌治氏（すずき
まさはる、64歳）が選出された。就任は 7月16日付で、任期は
2019（平成31）年 7月15日までの 4年間。
　学校法人東京農業大学の評議員、理事、常務理事を歴任し、
学校法人の改革・改善、管理運営に携わってきた鈴木新学長は
「総合情報学部の将来像の設計」と「地域に貢献する特色ある
看護学部看護学科の開設」を優先的に取り組む重要課題に挙げ
ている。

＜新学長の略歴＞
1975年 3 月　東京農業大学農学部醸造学科卒業
1988年 4 月　農学博士
2000年 4 月　東京農業大学応用生物科学部教授
2007年 7 月　学校法人東京農業大学評議員・理事
2008年10月　学校法人東京農業大学常務理事

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

東京情報大新学長に鈴木昌治氏

鈴木昌治氏
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土とともに暮らしてきた日本人の生き方を映す文化的
資源としての代えがたいものであり、私たちはこの豊
かな食文化の多様性を残していかなければならない。

解析基盤のゲノム情報を構築
　経済的・社会的な重要性が高いダイコンについては、
栽培法や栄養価などに関する研究は多くなされてきた
が、一方でDNAなど分子レベルでの研究は他の主要
作物と比べて進んでいないと言える。筆者の所属する
東京農大は“大根踊り”（正式名称は「青山ほとり」）
で知られるが、意外なことにこのシンボル的野菜に関
してあまり研究がされてこなかった。本学にゲノム解
析センターが設置され大規模なデータ解析が可能に
なったこともあり、2011年から 3年間、東京農大先端
研究プロジェクトとして、ダイコンのゲノム配列（全
DNA配列）解読に取り組み、今回の成果に至った。
プロジェクトはまず、主要な栽培品種である青首系ダ
イコンの純系系統を株式会社サカタのタネに提供いた
だき、ゲノムを決める“モデルダイコン”として設定
した。ゲノムの解読は本学生物資源ゲノム解析セン
ター、農業生物資源研究所、三菱スペース・ソフトウ
エア株式会社などと連携して、次世代シーケンサーと
呼ばれる新型のDNA塩基配列解読装置を用いて行っ
た。
　構築されたゲノム配列はダイコンの全ゲノムの推定
値（約 5億7000万塩基対）の約70％を復元するもので
あった。これまでの研究で、ダイコンおよび近縁な野
菜類であるハクサイやカブ、キャベツ、ブロッコリー
などの仲間（Brassica属）は、共通の祖先においてゲ

日本人とダイコン
　ダイコンはアブラナ科の 1年生草本で、学名を
Raphanus sativus L.という。私たち日本人にとって最
も親しまれてきた野菜と言ってよいだろう。中国から
伝来したダイコンは、奈良・平安時代には高級野菜と
して主に公家の食事に使われ、鎌倉時代以降に全国に
伝
でん

播
ぱ

して各地に根付いていった。栄養分の少ない痩せ
た土地でも育つため、飢饉のときの救荒作物として活
躍し、さらに健康維持や病気改善のための薬用作物と
しての役割も果たしてきた。こうして庶民の味として
地域の風土に育まれながら育種や改良が進んだ結果、
数百あるいは千を超える品種が誕生し、我が国は世界
最大のダイコンの生産・消費国となった。また米食と
の相性がとても良く、日々の食卓のなかで主要な座を
占めるほど多彩な調理法が開発されていった。漬物、
汁物、煮物、乾物、菜飯、おろし等々、今でもダイコ
ンの食習慣は私たちの生活に根付いている。
　このように、ダイコンはかつて日本で最も生産、消
費されていた野菜であった。しかし、戦後の高度成長
期にかけてジャガイモに 1位の座をゆずり、生産・消
費量は減少傾向にある。現在、野菜類（根菜類、葉茎
類、果菜類を含む）のなかで、収穫量ではダイコンは
第 2位を保っているが、平成22年に出荷量第 2位の座
をキャベツにゆずっている（農水省作況調査）。食生
活の変化に伴う米食の減少が一因として挙げられる
が、一方で、野菜類全体の生産・消費量が減少傾向で
あり、我が国の農業活動自体の活力低下が懸念される
状況である。
　ダイコンと聞いて、多くの人は首が青くて根がまっ
すぐ円柱状に太る「青首総太系」品種をイメージする
だろう。現在市場に流通するダイコンの95％以上がこ
の系統なので仕方がないことだ。農産物直売所などで
は、地産の在来品種が販売されていることもあるが、
実際に購入する人はそれほど多くないだろう。ダイコ
ンの地域在来品種には、根の直径が30cm以上にもな
る桜島大根や長さ 2 mにも達する守口大根に代表され
るように、根の形や大きさをはじめ、味や栄養価を左
右する含有成分（水分や糖、デンプン、ビタミン類、
辛味成分、アミノ酸含量など）、色などにきわめて幅
広い変異が見られる。ダイコンの在来品種は他国に類
を見ない重要な遺伝子資源である。そして、地域の風

ダイコンの多様性解明に向けた
ゲノムの解読と遺伝子データベースの構築

東京農業大学　農学部　准教授　三井裕樹

みつい　ゆうき
1981年長野県生まれ
京都大学大学院人間・環境学研
究科博士課程修了。東京農業大
学農学部バイオセラピー学科
(植物共生学研究室)准教授。博
士（人間・環境学）。
専門分野：生物の進化研究、生
物多様性科学
主な研究テーマ：資源植物の探
索、ゲノム解析、生物機能開発
主な著書：系統地理学－DNA
で解き明かす生きものの自然史
－」（2013年）種生物学会、池田啓・小泉逸郎編、文一総合
出版（分担執筆）
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探索した。すると、糖代謝関連の遺伝子群、なかでも
光合成産物であるショ糖代謝にかかわる遺伝子の機能
活性化が、肥大に主要な役割を果たしていること、そ
れらの経路は一度スイッチが入ると高い活性が持続し
て肥大を進行させていくことが明らかとなった。現在、
根が太る／太らない品種間でこれらの遺伝子の働き方
のちがいを解析している。
　ダイコンには根の形態以外にも、有用な農業形質が
数多くある。生産者の視点では、病気や害虫、暑さに
強い品種の開発が強く求められている。消費者の視点
では、健康によい機能性成分、例えばビタミン類やポ
リフェノール類、辛味成分などを多く含む品種の必要
性が高い。今回のゲノム配列は誰でも利用可能なデー
タベースとして、2015年 6 月より公開した（www.
nodai-genome-d.org）。多くの研究者にこれを利用し
てもらうことで、分子レベルでの育種開発が推進され、
そのなかで地域在来品種を遺伝子資源として見直し、
多彩な形質変異をいかして応用的な研究が展開されて
いくことを望む。

＊ 本研究についての論文は、2015年 6 月 9 日「Scientific Reports」（電
子版）に掲載された。
　 Mitsui et al. （2015） The radish genome and comprehensive gene 
expression profile of tuberous root formation and development. 
Scientific Reports 5, 10835. 2015, June 09. doi: 10.1038/srep10835.

ノムが 3倍化していて、 3つのコピーを持っているこ
とが分かっている。そのため類似した配列が多く、ゲ
ノムを全て復元することが難しいのである。
　構築されたゲノム配列を、既にゲノムが解読されて
いるアブラナ科植物のものと比較したところ、ダイコ
ンとハクサイの祖先が分岐したのは約1670万年前頃と
推定され、ゲノムの 3倍化が起こった時期と重なるこ
とが示唆された。このことから、過去に生じたゲノム
の構造の大規模な変化が、ダイコンやBrassica属とい
うアブラナ科の主要な野菜類の多様化を促した可能性
が示された（図 1）。生物はゲノムのコピーを複数持
つことで、それらのコピーの配列を少しずつ変えてい
き、新しい機能を持った遺伝子を獲得することができ
る。アブラナ科野菜類の特徴的な進化は、ゲノムの 3
倍化によって使える遺伝子の数が増えたことが大きく
関与している可能性が高い。
　これを示す例を紹介する。ダイコンの根や葉にはア
ブラナ科植物に特徴的なカラシ油配糖体が多量に含ま
れている。これが、すりおろされるなどして細胞が破
壊されると、近くの細胞に蓄えられていたミロシナー
ゼという酵素がカラシ油配糖体と出会って反応し、辛
味成分が生成される。他のアブラナ科植物で、ダイコ
ンほど辛くはない種では、酵素ミロシナーゼをつくる
遺伝子を 1～ 3つ程度持っているのに対し、ダイコン
にはこの遺伝子のコピーが10以上も存在していた。さ
らに、ダイコン同様に辛味をもつカブ、カラシナなど
を含むBrassica属野菜においても、ミロシナーゼ遺伝
子の数が増加していることが明らかになった。辛味の
強さはダイコンの在来品種間の味と香りを特徴付ける
重要な要素である。この辛味成分には脂質分解の促進、
冠動脈疾患の改善、抗がん作用があり、注目されてい
る。今後は、辛味ダイコンなど非常に辛い品種と、辛
味が少なく甘い品種間で辛味遺伝子の数や機能を比較
して、品種間でのちがいをつくりだすメカニズムに迫
りたいと考えている。

根を太らせる遺伝子に迫る
　得られたゲノムには、約 6万5000個の遺伝子が含ま
れていることが明らかになった。生物は持っている全
ての遺伝子を常に働かせているのではなく、どの遺伝
子をどこで、どのタイミングで使うかをコントロール
して、異なる体のパーツをつくったり、また外部の環
境に応答して必要な生理的な反応を行っている。ダイ
コンの根の発達は、発芽直後の実生期を経て、発芽後
2週間ほどで初期肥大が開始、約30日で急速に根が肥
大する二次肥大期へと移行することが知られている
（図 2）。そこで、青首総太ダイコンを用いて、根のさ
まざまな発達段階で働く遺伝子を網羅的に検出して、
根が太りだすタイミングで特異的に機能する遺伝子を

図 1　 ゲノム情報を用いたダイコン、ハクサイ、シロイヌナ
ズナ、パパイヤの系統関係と分岐年代

図 2　 ダイコンの発達過程と根の断面図。肥大期に入った根と、
肥大組織（形成層、木部）では、糖代謝にかかわる遺伝
子群（円グラフの青）が特に活性化している
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ンボジアに 1人、同15日にマレーシアに 2人、 2月
22日にフィリッピンに 2人が派遣されている。

◆
　この第 1次隊としてフィリッピンに派遣された農業
経済学科OBでJICA中国事務所長などを務めた新保昭
治氏は「当時、農協に勤務していたので協力隊に参加
するのは正直、逡巡した。しかし、 2年間フィリッピ
ンで現地の住民と生活し、異文化を理解することの大
切さを知った」と思い出を語った。

情熱は受け入れられる
　パネルディスカッションは「これから協力隊をめざ
す在学生へのメッセージ」をテーマに行われた。
　最初にパネリスト 3人が経歴（別項参照）を紹介。
司会・武下： 協力隊での 2年間が皆さんにどんな影響

を与えたのか。何を得たのか。
五野： （大学院時代からマラウイの農業政策と農村生

計の関係を研究テーマにしている）現地の人は
モノを持っていない。だけど、作りだす力を持っ
ている。ギターとかドラムとかの楽器でも──。
何かを創りだす発想力、エネルギー、考え方を
学んだ。公務員を辞めて、今の仕事についたの
も「再びアフリカに戻りたい」との思いが強かっ
たから。後悔はしていない。

矢島： （協力隊での経験を生かし故郷の群馬で地域の

農業による国際協力の本流
　最初にあいさつに立った髙野克己学長は「東京農大
は地域、社会、世界に貢献することをめざしているが、
さらに大学のグローバル化に努めていく。そうした中
で、青年海外協力隊で多くの卒業生が活躍してきたこ
とは誇るべきことだと思っている。現役学生たちもそ
うした先輩たちの背中を追ってほしい」と語った。ま
た、1978年農業拓殖学科を卒業しJICAに入り、2012
年からJICA理事を務めている黒柳俊之氏が「東京農
大は50年間、毎年欠かすことなく協力隊に人材を送り
込んできた。帰国後に活躍している姿にも注目してい
る。協力隊での経験は人間を大きくする」などと述べ、
若者の参加を呼び掛けた。
　次いで、東京農大国際協力センター長の志和地弘信・
国際農業開発学科教授が、協力隊との関わりや海外協
定校が31校になっているなど国際交流の現状を説明し
た。また、東京農大創立125周年記念事業として東京
農大国際センターの建設計画も披露した。世田谷キャ
ンパスに造られる東京農大国際センターは国際会議
場、交流ラウンジ、国際資料室、宿泊施設などを併設
し、協定校の教職員、内外の卒業生や関係機関が交流
できる場となる

　 　東京農大に実践教育をモットーに海外に雄飛する
人材を育てることを目的にした農業拓殖学科（国際
農業開発学科の前身：1991年に改称）が設置された
のは1956年。協力隊発足前から海外での農業開発支
援活動が行われていた。65年に協力隊が発足すると、
協力隊審議会の農業分科会委員が東京農大から選出
され、協力隊事業を支援していくことになる。同年
7月には学内に農業拓殖学科長を委員長とする応募
者選考委員会を設置した。この年に選抜された 7人
は全員隊員に採用され、12月24日に第 1次隊第 1陣
として 2人がラオスに出発した。翌年 1月 9日にカ

～東京農大と協力隊～
青年海外協力隊派遣50周年記念シンポジウム

　独立行政法人国際協力事業団（JICA）が実施する海外ボランティア派遣制度の青年海外協力隊が発足50
周年を迎えた。1965年に初代隊員26人（うち 7人が東京農大OB）をラオスなどへ派遣して以来、アジア、
アフリカ、中南米等世界88カ国で約 4万人が活動を展開してきた（派遣期間は原則 2年）。その間、東京農
大が送り出した協力隊員は1,000人を超える。日本で最も多くの隊員を輩出している大学だ。東京農大は協
力隊とともに歩んできたといっても過言ではない。その歴史を振り返り、これから協力隊員をめざす学生た
ちのための記念シンポジウム「東京農大と協力隊」（東京農大創立125周年記念事業）が 6月20日、世田谷キャ
ンパスの農大アカデミアセンター「横井講堂」で開かれた。パネルディスカッションに参加した協力隊とし
て活動経験のあるOB、OGは、いまもひたむきな姿勢と情熱を持ち続け、後輩たちに熱く語りかけた。

新保昭治氏志和地弘信教授
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ける）
　　　③開発援助にはトレンドがあることを知る
　　　④継続は力なり
　　　⑤ 東京農大の持つネットワークの活用（先輩を

頼る）──を送りたい。
矢島： ためらわずに、とりあえずトライすること。ハー

ドルが高いと感じることがあっても、気力、体
力があふれている若いうちに挑戦してほしい。

五野： 東京農大には海外協定校が多くある。いろいろ
な制度を活用して外国に出て行ってほしい。そ
の際は、必ず目的を持って行き、次のステップ
につなげてほしい。

武下： もちろん、語学力を身につけ、実践力を養うこ
とが大事になる。

 （発言内容は要旨。敬称略）

　パネリストの 3人に共通するのは、「自分がめざし
ているものに対する意識の強さ・情熱」といったもの。
そして、口をそろえて「協力隊の経験は現在の仕事に
役立っている」と言い、それぞれの立場で精力的に活
動している姿がうかがえた。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

人と協力隊との橋渡しをやっている）貧しいと
いわれる国に行って「本当の幸せって何だ」と
いうことを強く感じた。そこで生きる力を感じ、
自分の情熱が燃え上がってきた。熱く生きてい
くことの大切さを気づかせてくれた。協力隊で
の経験があったからこそ、今の自分の活動があ
る。

柿沼： （高校 3年の時から、アフリカで働きたいと思っ
ていた。現在も協力隊での活動と同じような仕
事をしている）三つある。一つは実学の重要性。
ともかく行って、見て、触ってみなければ分か
らない。実体験の強さといったもの。二つ目は
多様な価値観と視野。もうひとつが、いかに人
と信頼関係をつくることの重要さ。現在も現場
主義でプロとしての仕事をやっている。

武下： 皆さん、人間性を磨いて戻ってきたことが分か
る。日本での活動に経験が生かされている。「協
力隊から帰ってきて就職できるのか」といった
不安を抱く人もいると思うが、学生へのメッ
セージは。

柿沼：①有言実行
　　　② 守備範囲を広げる（いろいろな分野に目を向

■パネルディスカッション■（写真右から。敬称略）

司会：
武 下悌治（たけした・ていじ）＝1980年農業拓殖学科卒業。82年から協力隊の園芸作物の隊員としてパプアニューギニ
アに。85年協力隊パプアニューギニア調整員、88年在ナイジェリア日本大使館に専門調査員として勤務。90年JICAへ
入り、農業開発部、無償資金協力事業部、フィジー事務所長を歴任後、2011年から13年まで協力隊事務局事務局長。

パネリスト：
柿 沼潤（かきぬま・じゅん）＝1985年農業拓殖学科卒業。95年東京農大大学院修士課程修了。2011年ロンドン大大学院
東洋アフリカ学術院修士課程修了。1986年から協力隊野菜隊員としてエチオピアに。96年JICAジュニア専門員として
北欧アフリカ研究所（スウェーデン）に派遣される。98年から民間開発コンサルティング会社の主任研究員。
矢 島亮一（やじま・りょういち）＝1987年農学科卒業。2006年宇都宮大大学院修士課程修了。1999年から協力隊野菜隊
員として中米パナマ共和国に。帰国後の2001年から地元群馬県にNPO法人自然塾寺子屋を設立。国際協力事業や地域
活性化、青少年育成など「農村から日本と世界を元気に！」をテーマに活動
五 野日路子（ごの・ひろこ）＝2007年国際農業開発学科卒業。同年協力隊村落開発普及員としてマラウイに。帰国後、
東京農大大学院国際農業開発学専攻に進み、12年博士前期課程修了。その後、国家公務員として 3年間勤務。15年か
ら東京農大国際食料情報学部国際農業開発学科助手。
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　わさびは、特用林産物であることから林産製造学や林産物
利用学の分野で研究が実施される。私が学生の頃から林産化
学研究室では、わさびの葉、葉柄、根茎（わさび）、太根、子
株などを分別して成分分析、育種を目的とした組織培養やプ
ロトプラスト調製などを行ってきた。
　わさび研究においては多くの研究者によってあらゆる角度
から研究が実施されている。わさびの辛味の主成分は、揮発
性のアリルからし油であり、わさびをすりおろしたときに根
茎細胞内に共に存在する加水分解酵素のミロシナーゼがアリ
ルからし油に作用して、からし油、ブドウ糖および硫化水素
カリウムが生成される。わさびのおろしたての鮮やかな緑色
は食欲を増進させると共にわさびの成分が刺身やその他の食
品の生臭みを消すとともに内臓の血流を促進させ消化吸収を
高めること、血小板凝集抑制効果が高く老化現象防止、抗炎
症作用、抗アレルギー作用などがあることも確認されている。
　わさびは、刺身、鮨、蕎

そ

麦
ば

、鰻
うなぎ

の白焼き、鳥肉ささ身焼き
などの薬味として添えられていることは定番だが、西洋料理
のシェフが肉や魚の創作料理に活用し始めていることも興味
深いところだ。日本固有の特用林産物“わさび”の活用がい
ま注目され始めているのだ。

　私が幼稚園の頃だったろうか、父の友人宅に招かれた際に大きな桶
にきれいに並べられた鮨

すし

が振舞われた。奥さんが「坊ちゃんはこのあ
たりのさび抜きを召し上がれ！」と勧めてくれた。生意気な話であるが、
その鮨の味にアクセントがないと感じたことを今でも鮮明に覚えてい
る。私は幼少の頃から大人の中で育ったので、大人と同じ食材や薬味
を食していたのだ。父の教育方針は、子供にも幼児語は使わず、食べ
物も子供だから早いという論理はなしにいろいろな食経験を積ませて
くれたのだ。わさびもそのひとつである。子供の頃、わさびを好んで
食べると「わさびはどんな味！」と質問されたものだ。大人となった
今でもその表現には困ることもある。わさびは子供でも大人でも「甘
みがあって、鼻の奥にツーンとくる辛味」ではないだろうか。しかし
ながら、「甘み」、「辛味」といっても一般的な味の表現とはだいぶ違う
のだ。
　わさびは、アブラナ科の常緑、多年生、宿根性の日本原産の植物で
ある。日本の広い範囲に分布し、きれいな渓流の沢に自生している。
自生する環境が整った場所は現在少なく、野生のわさびを食す機会は
少なくなっている。現在わさびは、同一種のものが水を利用して栽培
される水（沢）わさびと日光の照射される量を調整した畑や林地で栽
培される畑わさびが流通されている。

天然物を利用した食彩（ 4）

わさび
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

辛味は物理的な細胞損傷に伴って生成される

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

写真 1　“わさび”の根茎

写真 2　 わさび田での栽培風景



東京農大農学部植物園から（29）

オオヤマレンゲ
Magnolia sieboldii K.Koch subsp. japonica K.Ueda

（モクレン科）

　今年 5月、憧れの植物オオヤマレンゲの花
が開花しました。30年ほど前、紀伊半島・大
台ケ原を訪れた際に初めてオオヤマレンゲの
花の遭遇。その後、高山植物を求めて北アル
プスに行くと登山口付近の比較的標高の低い
場所で極稀に見ることができました。そして、
その憧れの植物をいつか植物園で咲かせたい
と考えるようになりました。
　そんな憧れの植物オオヤマレンゲが、時に
ホームセンターなどで販売されることがあり
ます。それが問題です。実はオオヤマレンゲ
は本州（関東以西）～九州、朝鮮半島、中国
に分布すると考えられてきました。ところが、
1980年に朝鮮半島、中国に見られるものは雄

お

蕊
しべ

が赤色で、オオバオオヤマレンゲMagnolia 

sieboldii K.Koch subsp. Sieboldiiに、これに
対し日本に見られるものの雄蕊はわずかに紅
色を帯びた白色で、オオバオオヤマレンゲの
亜種subsp. Japonicaに区分されました。
　そして、困ったことにホームセンターなど
で販売されるものは、オオヤマレンゲの名前
をつけられいますが大半はオオバオオヤマレ
ンゲで、国内産のオオヤマレンゲの販売は極
稀です。
　白馬山麓にはこのオオヤマレンゲが群生す
る場所が 1カ所知られています。写真左の開
花株は白馬山麓で購入したもので、産地は不
明ですが白馬山麓の実生株であることを祈っ
て花を見ています。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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