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南米原産「ペピーノ」
アンデスの恵みを農大ブランド化へ／髙畑　健

東京情報大・遠隔看護実践研究センター

看護学・情報学の融合で新たな地域医療を創出

オホーツクの地域資源 Foods Who（18）

地域連携と付加価値化ビジネスが織りなす
　　　　　　　　オホーツクストーリー／美土路知之

東京農大農学部植物園から（50）

ウォレミマツ／伊藤　健



　東京情報大学と株式会社日立システムズは 7月12日、サ
イバーセキュリティに関する包括連携協定を締結した。
　近年、政府機関に対するサイバー攻撃による情報漏えい
など、セキュリティ事故が社会問題になっているが、攻撃
を受けた際に適切に対応する情報セキュリティ人材が不足
しており、その人材育成が急務となっている。これを受け、
東京情報大学は2012年からセキュリティ教育サービスなど
も手がける日立システムズと連携し、セキュリティに関す
る単位制講座や公開セミナーの開催などを通じた人材育成
やサイバーセキュリティに関わる研究に取り組んできた。
　今春、東京情報大学は看護学部を新設し、同時に情報通
信機器を活用して地域ケア・医療を推進する研究開発を行
う「遠隔看護実践研究センター」を開設し、「看護と情報」

を融合した研究を推進していくことになった。人々の健康を守る看護職には、これまで以上に情報活用・発信力
が求められ、患者のプライバシー保護や医療データの適切な情報管理、さまざまな医療機器に対するサイバー攻
撃への対応やリテラシーの向上も必要となっている。
　これを受けて、東京情報大学と日立システムズは、サイバーセキュリティに関する共同研究や人材育成に向け
て新たに包括連携協定を締結することになった。
　協定により、これまで取り組んできたシステム運用上の脅威の兆候解析やサイバー攻撃の検出手法の研究、情
報セキュリティ人材の育成に加え、看護学部学生に対する情報セキュリティのリテラシー教育を行うほか、医療
分野におけるサイバー攻撃の潜在的な問題抽出や防衛策の研究に関する連携強化を図る。

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

東京情報大、サイバーセキュリティーで
日立システムズと包括連携協定

東京情報大の鈴木昌治学長（左）と日立システムズの高野
雅弘専務執行役員
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聞」によれば、市場で求められていた果実の糖度は
10％以上であった。しかし、出荷された国産ペピーノ
は糖度が 6～ 8％と低かったため、市場で取り扱われ
なくなっていき、日本でのペピーノ栽培は次第に廃れ
ていった。現在、国内でペピーノは市場に出回ってお
らず、インターネット上でもペピーノ果実の販売はほ
とんど見られない。また、全国の農業（園芸）試験場
や大学においてもペピーノに関する研究報告を聞かな
いため、ペピーノに関する研究はされていないと思わ

ペピーノとは
　ペピーノ（Solanum muricatum Ait. 写真 1）はト
マト、ナス、ピーマンなどと同じナス科の野菜（果菜
類）で、原産地は南米のペルーやエクアドルとされて
いる。日本には、1983年に果物としてニュージーラン
ドから導入され、その翌年頃から栽培されるように
なった。しかしその後、日本でのペピーノ栽培は定着
せず、下火になっていった。現在では、原産地よりも
ニュージーランドやスペインでの栽培の方が盛んであ
るようだ。
　ペピーノはメロンのような味と香り（洋ナシのよう
な香りも？）がして、とてもみずみずしい。食べ方と
しては皮をむき、サラダに添えられているトマトのよ
うにカットして、そのまま食べるのが一般的である。
果実の形は丸～楕円型、丸みのある円錐形やハート型
と様々である。また、果実の大きさはテニスボールく
らいから大きめのリンゴくらいまであり、大玉トマト
くらいが平均的だと思われる。

ペピーノプロジェクトについて
　日本でペピーノが栽培され始めた頃の「日本農業新

南米原産「ペピーノ」
アンデスの恵みを農大ブランド化へ

東京農業大学　農学部　准教授　髙畑　健

たかはた　けん
1978年静岡県生まれ
東京農業大学大学院農学研究科
農学専攻博士課程修了。
東京農業大学農学部農学科（野
菜園芸学研究室）准教授。
博士（農学）
専門分野：野菜園芸学
主な研究テーマ：高糖度トマト
栽培のための新しい技術開発、
高品質ペピーノ果実生産方法、
出芽特性を向上させる実用的価
値の高いプライミングの開発

ゴールドQ
（生食、デザート）

ロイヤルカスタード
（生食、デザート）

ゴールドNo.1
（生食、デザート）

ロイヤル
（生食、ジャム）

ゴールドボーイ
（生食、デザート）

モンローダンス
（炒め物、漬物）

アップリンミミー
（生食、観賞）

フィリー
（観賞）

写真 1　東京農大が現在栽培している 8品種のペピーノ果実の外観　（　）は利用方法
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植物体が低水分状態になって果実に水分が届きにくく
なり、果汁が濃縮したものと考えられる。この方法は
非常に簡易なため、生産現場での普及が期待される。
なお、この“リング処理”は、「根量減少植物栽培方法」
として特許を取得した。
②新たなペピーノの活用方法
　病害に関する実験において、ペピーノはトマトがか
かりやすい青枯病や萎

いちょうびょう

凋病に強い抵抗性を持つことが
確認された。また、ペピーノとトマトは接ぎ木親和性
が高いことも認められた。そのため、ペピーノはトマ
トの耐病性台木としての利用が出来るのではないかと
考えた。
　その結果、青枯病菌や萎凋病菌に汚染させた培養土
でペピーノを台木にしたトマト／ペピーノ（写真 3）
を栽培したところ、ほとんどが枯れずに生長した。ま
た、トマト／ペピーノからは美味しいトマトが収穫で
きることも実証された。トマト農家でのペピーノ台木
の普及が大いに期待される。

今後の展望
　現在は、美味しいペピーノの新品種育成、美味しい
加工食品の開発、機能性成分の探索などの研究を進め
ている。
　最終的な目標は、農大オリジナルの栽培技術や品種
の開発で、甘くて美味しい農大ペピーノ果実を作り出
し、皆さんの食卓にお届けすることである。そして将
来、「農大ペピーノ」のフレーズが浸透することを願っ
ている。

れる。そのため、美味しいペピーノが簡易に安定生産
されれば、再びペピーノは注目されると考えた。そこ
で、美味しいペピーノ果実で農大ブランドを作り出し、
近い将来に「ペピーノと言えば東京農大」と全国に認
識されることを目標に、平成28～30年度の大学戦略プ
ロジェクトの一つとしてペピーノプロジェクトを進め
ていくこととなった。
　プロジェクトの研究内容は、果実を美味しくするた
めの栽培方法の開発、美味しい果実の新品種育成、病
害虫防除、美味しい加工食品の開発、果実の鮮度保持
や機能性成分の探索についてなどである。つまり、生
産から加工、流通に至るまで幅広い課題を解決すると
ともに、ペピーノのさらなるポテンシャルを追求して
いく。
　プロジェクトのメンバーは、農学科・畜産学科・バ
イオセラピー学科の教員、伊勢原農場技術職員、事務
職員ら農学部の学科や教職員を横断するオール農学部
体制で取り組んでいる。

これまでに得られた研究成果
①美味しいペピーノ果実生産を目指して
　ペピーノの高糖度果実生産のための“リング処理”
技術（写真 2）を開発することができた。この方法は、
ワッシャーの穴にペピーノの挿し穂を通して挿し芽を
して栽培するだけである。挿し芽後、そのまま生長さ
せることで、茎の一部の肥大が抑制されて光合成産物
の根への転流を阻害し、その結果、根の生長が抑制さ
れて根量が減少する。果実が甘くなるメカニズムとし
ては、根量が減少するため根からの吸水が抑えられ、

挿し穂

ワッシャー 挿し芽の様子 生長した様子
写真 2　ペピーノへの“リング処理”の様子

写真 3　ペピーノに接ぎ木したトマト苗
（トマト／ペピーノ）
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　川口教授は「退院
した患者を受け入れ
る地域の医療システ
ムが整っていないか
らです。患者の家族
にのみ負担が押し付
けられ、悲鳴を上げ
る状態が続いている」
と解説する。
2015年、総人口に占
める65歳以上の高齢
者人口は26.8％、75歳
以上は13.0％だったが、25年にはそれぞれ30.3％、
18.1％に増え、さらに55年には39.4％、26.1％にまで
増大する。 4人に 1人が75歳以上という時代になる。
　「厚労省はこれに備え、団塊の世代が75歳以上とな
る2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み
慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け
ることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生
活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの
構築を目指しています。介護のためのシステムとみら
れがちですが、医療や予防を含む『包括ケア』なので
す」
　そうした流れの中で注目されているのが遠隔看護
（telenursing）システムだ。遠隔看護とは「遠距離通
信の技術を利用した看護実践で、この技術を利用して、
患者の健康状態を把握し、治療的介入や処置、双方向
のコミュニケーションのやり取りを通した患者教育や
情報提供・共有を行う営み」と定義されている。
　医療費の 8割が病気の治療に費やされており、病気
にならずに命を全うできる健康寿命をいかに延ばして
いくかが今後の医療の課題になっている。発症後の諸
症状から病気を分類して治療する医療から、個人の
様々なデータの変化から病気の予兆を読み取り、発症
前に対応する個別医療が求められている。
　「当センターはそのための新たな訪問看護ステー

なぜいま「看護学＋情報学」なのか
少子高齢化　医の環境が大きく変化

　川口教授は千葉大学教育学部の看護教員養成課程を
卒業後、同大大学院で建築計画を学び修士号、さらに
立命館大大学院博士後期課程では人間工学を学んだと
いう珍しい経歴を持つ。看護師免許を持つ博士（工学）
は異色の存在だろう。
　「森喜朗内閣の2000年、『e─Japan戦略』の構想が打
ち出されました。IT基本法が成立し、超高速インター
ネットなど高度情報通信ネットワークのインフラが急
速に整備されました。また当時、学会の勉強会で、旭
川医大と米国ワシントン大医学部をインターネット回
線で結び、旭川にいる医師がワシントン大学の手術支
援ロボットを操作し、白内障手術をするというプレゼ
ンテーションを見て、すごい時代になったと驚きまし
た。この『IT革命』の波はいずれ看護の分野にも押
し寄せるだろうし、活用しなければならないと考えま
した」
　2000年は介護保険法も施行され、「少子高齢化」の
言葉の持つ意味を国民が広く実感し始める年でもあっ
た。前後して厚生労働省は介護保険とは別に増大を続
ける医療費抑制のため診療報酬の点数設定で入院患者
の早期退院を促す施策を始めた。具体的には看護職員
の配置が手厚いほど、入院料が高く、逆に患者は早く
病院から追い立てられ、看護職員の配置が手薄なほど、
入院料は安く、比較的長く入院できる仕組みだ。急性
期向けか長期療養型か、病院ごとに機能を分ける狙い
もある。だがその結果、現場では、患者・家族が「う
ちの病院に入院できるのは原則として 3週間まで」と
か「もうすぐ 2か月がたつから他の行き先を探してく
れ」などと、病院スタッフから通告されるケースが相
次いだ。たとえ病気やけがが治っていなくても自宅や
介護施設などに退院するか、他の病院に転院するよう
求められる。行き場に困る人は少なくなく、患者・家
族にとって深刻な問題になっている。

看護学・情報学の融合で新たな地域医療を創出

東京情報大・ 遠隔看護実践研究センター

　急速に進む少子高齢化に伴い、医療を取り巻く環境は大きく変わろうとしている。政府は、膨張する社会保障
費抑制のため、これまでの「病院中心型」の治す医療から地域全体で支える「地域中心型」への移行を図ってい
る。そうした動きの中で重要な役割を果たすのが、最新の情報通信技術を用いた情報技術の活用と、患者の最も
身近な立場にいる看護師の存在だ。2017年春に看護学部を新設した東京情報大は地域医療を支える新たなシステ
ム構築を目指し遠隔看護実践研究センター（略称T─ReC）を開設した。センター長を務める川口孝泰・看護学
部教授にセンター開設の狙いや、今後求められる看護師像などについて語ってもらった。

川口孝泰教授
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保健、介護を含むトータルで地域の健康維持に貢献す
る存在です。もちろん医行為は医師の専権事項ですが、
その前段で主体的に判断し行動することが求められ
る」
　東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教室な
どの研究によると、男女合わせた日本人の平均寿命は
1990年の79.0歳から2015年の83.2歳まで、25年間で4.2
歳伸びた。ところが、都道府県別では1990年に最も平
均寿命の長い長野県（80.2歳）と短い青森県（77.7歳）
の差は2.5歳だったが、2015年には最も長い滋賀県（84.7
歳）と最も短い青森県（81.6歳）の差は3.1歳で、25年
間で差は0.6歳広がっていた。
　健康で過ごす期間を示す健康寿命も1990年に最も長
い長野県（71.5歳）と最も短い高知県（69.2歳）の差
は2.3歳だったが、2015年には最も長い滋賀県（75.3歳）
と最も短い青森県（72.6歳）の差は2.7歳で、0.4歳拡
大した。
　こうした健康格差拡大の原因は解明できていない
が、 1人当たり医療費や人口当たりの医師数などのほ
か、生活習慣などのリスク要因との関係が考えられて
いる。
　「だからこそ、最も身近な存在である看護師の役割
がさらに重要になってくるのです。高齢者医療だけで
なく、地域の健康力アップには食生活や運動指導など、
日常的な指導が欠かせません。看護師は、看護技術だ
けでなく、幅広い人を対象とした情報活用・情報発信
の基礎力を身につけ、さらに主体的判断を下すための
幅広い知見も求められます。一般教養の学びも重要で
す。ですから、学生諸君は毎日朝から夕まで、びっし
りと授業が詰まっています。貪欲な知的体力が必要で
すね」 （東京農業大学客員教授　鈴木敬吾）
遠隔看護実践研究センターHP
http://www.t─rec.tuis.ac.jp/

ションを構築するための基礎研究をする目的で設置さ
れました。例えば、体温・呼吸・脈拍・血圧などバイ
タルサインを常時観察・記録するセンシング技術や、
ベッドの寝返りの打ち方のデータを集めることで医療
事故の予兆を読み取るシステム開発も進めています。
そのためには看護学だけでなく、人間工学、情報学な
ど学融合的視点からの取り組みが必要です。近い将来、
必ず実現するこうした新しいシステムでなくても、糖
尿病患者を対象にした遠隔看護の実証実験では、バイ
タルサインの記録やテレビ電話、電子メールによる連
絡・相談などによって、患者の自己管理行動が促進さ
れ、生化学データの改善がみられました」
　「こうした成果が実践されれば、①早期発見・早期
治療による健康寿命の延長が可能となり、②正確で効
率的・効果的な技術の提供ができる③データ共有によ
る他職間のスムーズな連携が可能となる④いつでもど
こでも、対象の安全・安心が確保できる──などの具
体的な効果が期待できます」

求められる貪欲さ
身近な看護師　大きな役割

　看護師国家試験の受験資格は、大学看護学部以外に、
3年制専門学校でも得られる。だが、川口教授は「こ
れからは大学卒が主流になっていく」と断言する。「医
療の高度化に対応するためには学ばなければいけない
ことが多すぎるからです。4年でも足りないくらいで、
6年制にという意見もある。専門性や経験などに応じ
て看護師資格の階層化も進むでしょう。専門学校の教
育は、看護の基礎技術の習得に集中しており、病院勤
務の看護師を想定した教育です。医師の補助者として
の存在です。しかし、これからの医療で求められるの
は、病院勤務よりむしろ地域包括ケアシステムなどで
地域医療の中核を担う看護師です。医療だけでなく、

開発中のバイタルサイン
計測装置

遠隔看護システム
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　これまで17回にわたり、オホーツクの地域食材とその取扱いに携わる取り組みについて紹介してきた。
今回から 2回に分けて、個々の事例のもつ位置づけを再整理し全体を概括する。

素材をこえる製品なし　オンリーワンの生乳生産
　オホーツクの海と大地に立脚した生物資源は、豊かさと質でオンリー・ワンであることは論をまたない。
清浄で滋味あふれる水と空気は、健康な生命をはぐくみ、繰り返される食物連鎖は、多様な恵みをもたら
してくれる。
　言いかえれば、加工開発や調理により「製品」として完成させるプロセスは重要だが、原材料の「素材」
としての質に大きく規定されている。むろん、加工調理の技術力によって付加価値は高められるが、素の
一次生産物（農畜水産物）の良し悪しはより根源的ですらある。「製品」により「素材」の質の高さが協調
される関係とも言える。そして、その根源を支えている水や資源循環にも格別な意義が見出せるのである。
　一例を示そう。第 4回で紹介したオホーツクディリーファーマーズは、酪農家のマイクロミルクプラン
トとして地域限定の飲用乳ほか、アイスクリームスタンド、スイーツ、地場食材レストランなどで幅広く
利用されている。どの商品も「新鮮なミルクの香りやコク」が、他では味わえないと評判になっている。
　その素となっている良質な生乳は、他の生乳もって替えることができない、まさにオンリー・ワン素材
といっていい。それは①今では全酪農家の約10％しかない放牧酪農で伸び伸び育った健康な乳牛②新鮮で
オーガニックな草をタップリ食べ、牧場主から手厚い健康管理を受け、ストレスなく飼育された乳牛③そ
れがオホーツクの自然環境と相乗している──点が特質を形成している。このシリーズでは紹介しきれな
かったが、こうした事例は他にも多く、良質な酪農畜産製品は北海道内外に多くのファンを獲得している。
しかも、一次加工製品から酪農家レストランまでの 1～ 6次化までの付加価値化ビジネスをカバーしてい
る。その基点にあるのがまさに優良な生乳生産なのである。
　そうした意味において、北海道を舞台に多くの製品開発やビジネス展開が存在するが、それは氷山の頂
上部分にしか過ぎない。その底辺に拡がる原料や「素材」こそが注目されるべきだろう。
　次回（最終回）では、ストーリーの担い手と地域協働、大学の役割について述べる。

オホーツクの地域資源 Foods Who（18）

地域連携と付加価値化ビジネスが織りなす
オホーツクストーリー

東京農業大学名誉教授　美土路知之



東京農大農学部植物園から（50）

ウォレミマツ
Wollemia nobilis W.G.Jones , K.D.Hill & J.M.Allen

（ナンヨウスギ科）

　恐竜が活躍した中生代ジュラ紀（ 2億年前
～ 1億4600万年前）の化石には本種の近縁種
が知られていますが、1994年にオーストラリ
アの南東部・ウォレマイ国立公園（シドニー
の北西約200㌔）の峡谷の谷底でデビッド・
ノーブル氏により本種が発見され、ナンヨウ
スギ科の新属の新種として記載されました。
2億年前の太古時代から生存していると推測
される生きている化石で、発見された地名か
らウォレマイ・パインWollemi Pine、また日
本国内でも評判となった恐竜映画からジュラ
シック・ツリーJurassic Treeの愛称で呼ば

れてもいます。現地生育地は狭い範囲に成木
で39株のみで貴重な植物と言えます。日本へ
は、2004年開催された浜名湖花博において、
発見国オーストラリア以外で初めて展示・紹
介され注目を浴びました。
　樹高35～40㍍の雌雄同株の常緑針葉樹で、
現存する木の樹齢500～1000年ともいわれ、
胸高直径 1～1.2㍍。葉が二列に並んで垂れ
下がり、冬場には主幹や側枝の先端が蝋

ろう

に包
まれ、春になると蝋がなくなり伸長します。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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