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　東京農業大学学長の任期満了（平成29年 7 月 4 日）に伴う
学長選挙が 5月29日・30日に行われ、現職の髙野克己学長が
再任された。任期は、平成29年 7 月 5 日から平成33年 3 月31
日まで。

　髙野学長は、昭和52年東京農業大学農学部農芸化学科を卒
業。同大学院修士課程修了後、本学助手に採用。昭和60年農
学博士。

　平成10年に同応用生物科学部生物応用化学科教授。平成20
年同応用生物科学部長。平成21年同大学・同短期大学部副学
長。平成25年同大学・同短期大学部学長（現在に至る）。専
門分野は、農芸化学、食品化学。

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

東京農大学長選
髙野克己　現学長が2期目へ
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ど行われていなかった。

自動撮影カメラによる
塩場利用種のモニタリング
　私は、1997年からマレーシア・サバ州の熱帯雨林で
様々な野生動物の生態研究に携わってきた。その内の
一つ、デラマコット商業林における自動撮影カメラに
よる塩場の哺乳類調査は2003年から継続している。自
動撮影カメラとは、赤外線センサーによって動物を感
知すると自動でシャッターを切ってくれる優れもの
で、目視観察に比べて動物に与える影響が少なく、24
時間の記録が可能である。

はじめに：熱帯アジアの森林と日本
　熱帯雨林は地球上で最も生物多様性の高い地域であ
る。しかし近年、生息地の乱開発や乱獲によって、熱
帯雨林に生息する哺乳類の42％は絶滅の危機にあると
報告されている。さらに、保護林の割合が非常に低く、
大部分は商業利用のために伐採できる商業林であり、
私の調査地があるマレーシア・サバ州（図 1）の商業
林は森林面積の71％を占めている。
　熱帯アジアの森林減少・消失問題は、遠い国の話の
ようだが、実は身近な問題だ。熱帯アジア由来の木材
「南洋材」は合板やパルプに姿を変えて日本に入って
くる。とくに輸入合板の50％はボルネオ島のマレーシ
ア・サラワク州産といわれており、建築材やコンクリー
トの型枠として多く利用されている。また、パーム油
は、世界消費量トップの植物油脂であり、日本では植
物油消費量の24％を占めている。その高い需要がアブ
ラヤシ・プランテーションの開発を加速させ、森林が
大規模に皆伐される。そしてパーム油主要生産国とし
て、広大な候補地があり、台風被害のないインドネシ
アとマレーシアの 2国が世界シェアの85％を占めてい
る。

野生動物を考慮した熱帯商業林管理：
塩場と野生動物
　熱帯雨林の野生動物保全と木材資源利用の両立を図
るには、どうしたら良いのだろうか。その鍵になるの
が、野生動物を考慮した熱帯商業林管理である。特に、
商業林の中で絶滅危惧種をはじめとする複数種がよく
利用する環境を優先的に保全していく事が必要であろ
う。しかし、絶滅危惧種は生息数が少ないうえ警戒心
も高く、植物が生い茂る見通しの悪い環境での調査は
困難である。そこで着目したのが、森林内に散在する
天然のミネラル源「塩

しおば

場」であった。
　ナトリウム（塩）は、動物にとっては細胞内外の浸
透圧維持や神経伝達、筋収縮、体の弱アルカリ性保持、
小腸でのブトウ糖やアミノ酸といった栄養素の吸収補
助など必要不可欠だが、植物にとっては必須栄養素で
はないため植物体にあまり含まれていない。そのため、
植食性の野生動物はナトリウムを食物以外から積極的
に摂取する必要があり、塩場はナトリウム摂取の場所
として重要な環境の一つと考えられる。しかし、東南
アジアにおける塩場と野生動物に関する研究はほとん

熱帯アジアにおける野生動物の生息地保全
～ボルネオ熱帯雨林の野生動物による塩

し お ば

場利用に着目して～
東京農業大学 農学部 教授　松林尚志

まつばやし　ひさし
1972年宮城県生まれ
東京工業大学大学院生命理工学
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（野生動物学研究室）
教授。
博士（理学）
専門分野：野生動物学、動物生
態学
主な研究テーマ：湧水域（塩場
＆ヌタ場）生態系の理解と保全
主な著書：消えゆく熱帯雨林の
野生動物 （化学同人）単著、熱帯アジア動物記（東海大学
出版部）単著、熱帯雨林の自然史（東海大学出版部）共著　
他

図 1　ボルネオ島とマレーシア・サバ州の位置
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動撮影カメラの結果を反映していたものの、塩場環境
DNA分析結果を定量化するには、自動撮影カメラと
塩場でのサンプリングをリアルタイムで行い比較検討
する必要がある。また、塩場にはトップ利用者である
大型のシカ・サンバーのDNAが大量に含まれて飽和
状態にあったと考えられ、それが原因で検出できな
かった種もあった可能性もある。そのため、検出割合
が極端に高い生物種の増幅を抑え、検出種数をあげる
ことを目的としたブロッキングプライマーによってサ
ンバーのDNA増幅を抑えて他種の検出効率をあげる
という工夫も必要であろう。そして何より、熱帯アジ
ア地域に生息する哺乳類、とくに絶滅危惧種のような
注目種以外のDNA情報が乏しいという問題も大きい。
したがって、熱帯アジア地域のDNAデータベースの
構築を早急に進めることが求められる。

おわりに：熱帯アジアの自然環境保全と
人材育成
　自動撮影カメラに加えて、新たに、コップ 1杯の塩
場の水から「どんな絶滅危惧種が、どの塩場をよく利
用しているのか」を把握することが可能となった。環
境DNAは、メタバーコーディング解析の専門家と野
生動物生態の専門家、両者の協力によりはじめて活か
される研究領域である。本研究をモデルケースとして、
今後、他の熱帯商業林、とくに遠隔地の塩場や早急に
調査を進める必要がある地域において、野生動物の生
息状況を把握する有力なツールになることが期待され
る。
　現在、「塩場と野生動物」プロジェクトのマレーシ
ア他地域やインドネシアへの拡大を進めている。本プ
ロジェクトを進めるうえで現地大学の学生を巻き込ん
での研究・教育活動、熱帯アジアの森林と野生動物保
全を担う人材育成は欠かせない。東京農業大学は多く
の海外協定校を有しており、熱帯アジアの自然環境保
全と人材育成分野においても貢献することができるだ
ろう。

　これまでの調査から、塩場が多くの野生動物にとっ
て重要な環境であることが分かった。とくに樹上性か
つ単独性のオランウータンが塩場をよく利用している
ことが新たに明らかとなり、塩場がミネラル摂取の場
だけでなくメスを待つ出会いの場という社会的な意義
を有することも示唆された。これらの結果を受けて、
サバ州森林局では、塩場周辺は伐採せず重点保護区に
することを森林管理政策として採用するようになっ
た。
　その一方で、種によって利用する塩場に大きな偏り
があり、それを把握するには長期間の調査が必要で
あった。また自動撮影カメラも撮影範囲の制限や解像
度、高温多湿による故障、コストなどの問題があった。
そこで短時間で塩場利用種を把握する手段として、塩
場の環境DNAを調べることで利用種を効率良く把握
出来るのではないかと考えた。

環境DNA解析による塩場利用種の検出
　近年、魚類を含む水生生物の粘液や糞などの排泄物
から放出されるDNAが水中を漂っていることが明ら
かになり、「環境DNA」と呼ばれて大きな注目を集め
ている。DNAの塩基配列には生物の種類が分かる情
報が含まれており、それを次世代シーケンサーと呼ば
れる最新機器で決定すれば、海や川に生息する魚種が
短時間で把握できる。この技術は「環境DNAメタバー
コーディング」と呼ばれ、環境中に存在する複数の生
物由来DNAを同時に検出する方法である。魚類では
千葉県立中央博物館の宮正樹部長らの研究グループが
開発（MiFishプライマー）、「バケツ 1杯の水で海や
川に棲んでいる魚がわかる技術」として大きな話題を
呼んでいる。さらに、宮部長らは本技術を世界に先駆
けて陸生哺乳類に適用した（MiMammalプライマー
の開発）。そこで我々は、昨年2016年、本技術を熱帯
雨林の哺乳類調査に応用することを試みた。
　まず、 4カ所の塩場から コップ 1杯ほど（100～
150㍉㍑）の水を採取しDNAを抽出、次いで、目的領
域をMiMammalプライマーにより増幅して次世代
シーケンサーで解読した。そして、得られた100万本
以上のDNA配列が何に由来するのかをコンピュータ
解析したところ、世界で初めて熱帯雨林の塩場の水か
らオランウータン（図 2）や野生ウシのバンテン、セ
ンザンコウを含む 6種の絶滅危惧種の検出に成功し
た。また、検出された種は、これまでの自動撮影カメ
ラの結果と同様、各種のおおよその利用特性を反映し
ていた。これらの結果から、高温多湿でDNAが分解
されやすい熱帯雨林においても本技術により効率的に
哺乳類調査を行えることが示された。
　MiMammalを用いた塩場環境DNA分析には課題も
ある。確かに得られた種ごとの検出数はこれまでの自

図 2　塩場の水を飲みにきたオランウータン
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輸出は救世主か
穂坂　国内出荷が低迷する中、日本酒の輸出は、世
界的な和食ブームを背景に増加が続いています。2016
年の輸出は 1万9,737㌔㍑、155億8,100万円で、 5年前
に比べ数量で140.8％、金額で177.5％と急伸していま
す（図 4参照）。輸出は日本酒業界の救世主となるで
しょうか。
越智　最近は、私ども石鎚酒造のような愛媛県の小

規模な蔵元にも、海外のバイ
ヤーなどから多くの問い合わ
せ、オファーがあり、著名なフ
ランス人シェフが訪ねて来ま
す。関心の高さには驚かされま
す。愛媛県は中村時広知事が先
頭に立って、県産品の輸出拡大
を図るトップセールスを熱心
に続けています。 4月にシンガ

ポールで愛媛フェアイベントがあり、私も参加しまし
た。現地の熱心な業者がショッピングモール内に
「ISHIZUCHI SAKE BAR」を新規設営、開店してくれ、
自社製品だけでなく、県内蔵元の製品を現地の人に味
わってもらいました。反応は上々ですごい熱気でした。
しかし関税もあり、現地では日本価格の 3～ 5倍とか
なりの高価格になってしまいます。石鎚酒造の 4合瓶
で5,000円の大吟醸が 2万5,000円となり、超高級酒で
す。さらに関心は高くても、日本酒をどう扱い、どう
飲むかの知識はほとんどないのが実態です。この日本
酒BARは、継続的に販売、営業をしており、現地スタッ
フやお客様に、分かりやすい情報提供やサービスのア
フターケアが大切であると考えています。数多くのオ
ファーが海外から舞い込む中、安易にオファーに応じ
るのは危険だと考えています。やはり国内の酒販店と
同様で、信頼できる現地のバイヤーやディストリ

ビューターと、いいパートナー
シップを組めるかどうかがカギ
だろうと思います。
岡本　政府は農林水産物・食
品の海外輸出を2020年までに 1
兆円とする戦略を立て、このう
ち日本酒を含めたコメ・コメ加
工品の輸出目標を600億円とし
ています。中央会としても輸出

愛媛県酒造組合理事長・
越智　浩　氏

増を活路の一つにしたいと考えています。しかし、個
別の蔵元の取り組みには温度差が大きく、限度があり
ます。越智さんのように各地の自治体や酒造組合の取
り組みに積極的に参加してもらいたいと思います。中
央会としても、 6月にフランス・ボルドーで開催され
た世界最大のワイン見本市、ヴィネクスポに日本酒、
焼酎の専用ブースを出し、約30蔵元が参加して、世界
に向けた情報発信を図りました。また、成田、羽田、
中部、関西の四つの国際空港の出国エリアに試飲・販
売コーナーを設け、帰国する海外客にお土産品として
勧めています。国内にある海外への窓口ですね。
越智　石鎚酒造もANA全日空の国際線ファースト・
ビジネスクラスで使ってもらえたことがあり、品質の
評価が口コミで広がったことがオファーにつながった
のではないでしょうか。航空機内で提供される日本酒
に選定されることは、蔵にとっても名誉なことですし、
国内外のお客様からの商品に対する信頼や人気度に大
きな好影響を与えてくれます。
穂坂　来年はラグビー・ワー

ルドカップが開催され、2020年
には東京五輪です。日本が世界
の注目を集める今は、日本酒を
海外に売り込む大きなビジネス
チャンスです。
岡本　ただし、急増している

と言っても、全出荷量に占める
輸出の割合は約 3％で、まだ極
わずかで、「救世主」とは、言えません。日本酒に関
する専門知識の普及・啓発を図るのと同時に、売り込
む有効な方法として、地理的表示保護制度（GI）が
あると思います。「神戸ビーフ」や「夕張メロン」の
ように、気候や風土、それらと結びついた伝統的製法

穂坂　賢・東京農大教授

日本酒の現状と今後の展望、展開　下
特別鼎談

日本酒造組合中央会副
会長・岡本　佳郎　氏

図 4  清酒の輸出数量・金額の推移　出典：財務省貿易統計
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適米の使用量が増加しています。中でも、山田錦、
五百万石の需要が多く、この 2銘柄だけで酒造好適米
生産量の 6割を占めます。さらに山田錦は兵庫、
五百万石は新潟の生産量が圧倒的に多く、蔵元によっ
ては酒米の大半を県外から調達するというケースもあ
る。もちろん酒造りは米だけでなく、水や風土によっ
て醸されるわけですが、蔵元ごとの個性はどう打ち出
していくべきでしょうか。
越智　個性は蔵元ではなくお客さんがつくるものだ
と考えています。「石鎚」は料理の邪魔をしない酒、
料理をおいしくしてくれる酒、食中酒として好まれて
います。ですが初めから、こうした評価を狙って酒造
りをしたわけではありません。お客さんからのそうし
た声が届いたことから、「ならば」と、次の酒造りに
生かしていった結果、その評価が定着し、個性になっ
ていきました。酒造好適米の中では、やはり山田錦の
存在が圧倒的です。各県で「山田錦に負けない酒米を」
と開発を進めています。愛媛県も「しずく媛（ひめ）」
という酒米を開発しました。旨味の中になめらかさの
ある愛媛らしい酒造りに役立てたいと考え、地元農家
に契約栽培をお願いしています。農家も高齢化と後継
者難の問題に直面しています。「しずく媛」の品評会
を開いて、優秀な農家を表彰し、購入価格にも反映さ
せます。「酒づくりは米づくり」と言います。それに
加えて、「地酒とは地域に貢献する酒」でありたい。
地域と共に進める酒造りをしたいですね。
岡本　中小の蔵元は全国から、さらに海外からも注
目されるような存在を目指していると思いますが、や
はり地元から愛されるお酒であることが根本です。「地
酒とは地元に育まれる酒」であってほしいですね。

東京農大に期待すること
穂坂　東京農大醸造科学科は1950年の開設以来67年
の歴史があり、多くの人材を輩出してきました。酒造
りに関わる立場から、東京農大に何を期待しますか。
越智　卒業後、酒造業界に進む人は極わずかでしょ
うが、やはり、東京農大の醸造科学科で学んだからに
は、酒の味が分かるようになってほしい。利き酒、テ
イスティングができるようになってほしいと思いま
す。私の時代、研究室で毎晩、酒を飲んでいましたが、
傍らにはいつも先生がいたと思います。人間味のある
先生から教育を受けたことを、今でも感謝しています。
岡本　東京農大醸造科学科は醸造学に関する日本を
代表する高等教育機関です。日本酒は長い日本の歴史、
文化に育まれてきました。ですから醸造学の前提とし
て、日本の歴史、文化をしっかりと学んでほしい。そ
して、日本のスピリッツを身に付け、人間力を磨いて
ほしいと希望します。

（構成＝東京農大客員教授　鈴木敬吾）

によって、高い品質が認められてきた地域ブランドを
国際的に保護する制度です。日本酒では石川県の「白
山」と「山形」の 2か所しか指定されていません。実
は日本酒は、大手が早くからアメリカで現地生産をし
ているだけでなく、最近の和食ブームに乗って、世界
各地で生産されるようになっています。日本の産地も
それぞれの特徴を強調し、フランスワインの「ボル
ドー」や「ブルゴーニュ」のように、「Sake」や「Japanese 
Rice Wine」ではなく、その産地で呼ばれるようにな
るのが理想です。

造り手の変化
穂坂　かつて酒造りの実際を担ってきたのは、丹波
杜氏、越後杜氏、南部杜氏など、各地の伝統的な酒造
技術を身に付けた職人集団でした。しかし、杜氏その
ものが減少しているのに加え、冬季に限定されていた
醸造期間が拡大し、機械化が進むと、杜氏ではない社
員が実務を担うようになってきている。酒造りの現場
は大きな変革期にあると言えるのでしょうね。
岡本　日本酒造杜氏組合連合会に登録されている杜
氏は、1965年3,700人いましたが、2015年は700人しか
いません。杜氏の下で働く蔵人も 2万8,000人から2,200
人に激減しています。農閑期の出稼ぎという労働形態
そのものが減ったという面もあります。
越智　愛媛にも伊方杜氏、越智杜氏の二つの杜氏集
団がありましたが、高齢化と後継者不足で残念ながら
解散しました。かつては、蔵元は酒造りの権限を杜氏
に委譲し、蔵元は口を挟まないのが一般的でした。石
鎚酒造は20年前から杜氏の力を借りない酒造りを始め
ました。当初、「杜氏を雇えなくなった」とか「潰れ
るぞ」などとうわさされました。当時はそれくらい珍
しいことだったのです。しかし、私に加え、妻、弟も
東京農大醸造科学科出身だったから踏み切ったわけで
す。今は、経営や製造方針の転換を迫られた蔵元が県
酒造組合に相談に来ると、私は「自分で造りなさい」
と勧めます。全国の小さな蔵元が生き残りをかけて、
個性を競い合っています。これからは酒造りの品質設
計を自分で果たさなければなりません。もちろん、こ
れまで杜氏に頼ってきた蔵にとっては大変なことで
す。ですが、今は県組合や中央会もさまざまな講習会
を開き、酒造りの実務指導をしてくれます。私は自分
で酒造りを始めた蔵元には「全国新酒鑑評会で金賞を
取ろう」とはっぱをかけています。金賞を取った酒が
沢山売れるというわけではありませんが、まずは金賞
受賞という目標を持ち、金賞を取るために磨いた技術
が、その蔵の数多くの酒造りに役立つからです。

個性をどう打ち出すか
穂坂　特定名称酒の生産が増えているため、酒造好
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の西側の中腹にあるこのレストラン
は、その雰囲気から故郷の生家か、昔通った
学校の木造校舎のように思う人が多いだろう。
オーナーが設えた花にあふれたエントランス
を通り、レトロな玄関に足を踏み入れた瞬間
から、土間にとめられたオールドバイクや小
学校の下駄箱風な靴脱ぎと重厚な一枚板の上
がり框

かまち

など、懐かしい空間にタイムスリップ
する。客室や浴場から見る網走湖と、その背
景に拡がるオホーツクの借景は一大パノラマで、特に大空を赤く染め上げた落日には地の果てまで引きこ
まれてしまいそうである。
　それらがここのオーナーの狙いとするところなのであろう。贅

ぜい

を尽くしたリゾートホテルでもなく、素
朴な農家レストランでもなし、ちょっと不思議な世界である。もちろん宿泊付きとはいえ、営業的にはレ
ストランがメーンで、オホーツクの味を心ゆくまで楽しめるディナーと朝食は、このシリーズで取り上げ
てきた食材のオンパレードである。
　オーナーは、網走近隣の北見市で橋梁建設を営む長谷川秀雄氏（64）。橋脚建築の特殊技術で日本国内
はもとより海外でもビジネスを展開している。この地域の農家出身で、12年前にホテルとレストラン経営
に乗り出した。子どもの頃からチョウなどの昆虫が好き、それらが集まる樹木や草花や花を愛で、仕事で
赴いた先々で求めた銘木などのコレクションを活用してこの施設を作ってしまった。樹齢150年の古木が
エントランスの柱に据えられ、ロビーや食堂、客室、浴場はじめ貴重な無垢材がふんだんに使われている。
なかでも、分厚なブビンガの一枚板が贅沢に使われたメーンテーブルは圧巻だ（下中央写真）。館内には
薪ストーブの煙臭が軽やかに鼻をくすぐり、木の香と混ざり合う。「北の暖

だん

暖
だ ん

」は「北の団らん」でもあ
るし、実家に帰ってきた安らぎと郷愁に身を委ね、ゆっくりと過ごしていって欲しいとの思いにある。
　むろん、重点はレストランにあるから、食材やレシピにはオホーツクならではのものだけが使われたメ
ニューが供される。オーナーがとくに重視しているのは「水」である。なぜかというと、農産物も海産物
もそれらを育くむのは水であるし、下ごしらえ・調理にも水は必須。長谷川氏は北海道内でも 3本の指に
数えても良いオホーツクの水こそが美味しい料理の基本であると主張されるからである。
　見えるところでの「実家の懐かしさ」と同時に、水を基点とするオホーツクの食ストーリーの優位さがこ
のレストランの味を醸し出しているといっても過言ではない。来館者にはそうしたコンセプトに共感したリ
ピーターが多く、日本を代表する有名企業の経営者やミュージシャンほかの「お忍びの宿」となっている。
　ややともすると、豪奢な「食」の演出に目を奪われがちな業態が顕著な中、訪れる人びとの個人史や現
在の境遇までも受け止めて、不即不離のもてなしをしてくれる。もちろん、供されるフルコースディナー
やイクラ丼が食べ放題の朝食も優れているのだが、それ以上に、心から解放される人間的復興とゆとりの
「あずましさ」が何よりの魅力訴求なのである。
※あずましい：北海道ことばで、居心地がいい、落ち着くといった意。
※オーベルジュ：フランス発祥の宿泊付きレストラン

オホーツクの地域資源 Foods Who（17）

あずましい和製オーベルジュ ～北の暖暖～
東京農業大学名誉教授　美土路知之

北の暖暖　正面入口 オーナー　長谷川氏



東京農大農学部植物園から（49）

Magnolia macrophylla subsp. Ashei Spongberg
（モクレン科）

　アメリカホオノキの名前で売られていた樹
高 1㍍にも満たない株を購入し、長い間鉢植
えで栽培管理し地植えにしたところ、一昨年
樹高 3㍍ほどに生長し花を咲かせてくれまし
た。しかし、残念ながら昨年は花を着けませ
んでした。ところが、今春株はさらに大きく
樹高 4㍍ほどに生長し、花径40㌢に達する巨
大な花が10輪近く開花しました。M. macro-
phylla subsp. Asheiの花です。北アメリカ・
フロリダ州北西部などに分布する落葉広葉樹
で、樹高 4㍍ほどの個体で花を咲かせるよう
です。日本産の同属で大きな葉と花を咲かせ

ることでよく知られるホオノキM. obovataが
ありますが、葉は大きいもので長さ50㌢、花
径20㌢ほどです。本種M. macrophylla sub-
sp. Asheiの葉は大きいもので長さ60㌢、葉幅
25㌢ほどと大きく、長さ15㌢ほどの葉柄が目
立ちます。花は白色の花弁を持ち、中心部に
は赤紫色のブロッチ（模様）が入り花弁は長
さが20㌢程、花が開くと花径は40㌢を超えま
す。花の寿命は 2～ 3日と短命で、花はその
大きな葉に隠れて見えないような傾向が見ら
れますが、その巨大な花には圧倒されます。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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