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喪失する遺伝資源と 

農民たちが自ら行なう品種改良 
 

「自然はとても複雑ですね」。熟したトウモ

ロコシを調べながら、あるキューバ農民が口

ずさむ。「良い結果を見込んでも実際には悪い

こともありますし、その逆のこともあります。

でも、ある土地で良くなかったからといって、

その品種を捨ててはいけません。また別の機

会を与えてやるべきなのです」 

キューバでは、農民参加型の品種改良と呼

ばれる新たな運動が始まっている。この運動

では、試験研究の多くは現場の畑でなされ、

農民たちは研究パートナーとして研究者とと

もに働く。農民が研究をリードすることも多

く、育種家から資材を得て自ら種子交配する

こともある。農家の手にある在来品種は地元

の土地条件に適しているから、成功すること

も多い 1)。 

日本では、消費者が食の安心・安全でまず

関心を持つのは農薬や化学肥料を使っている

かどうかだ。だが、農薬等の多投をもたらし

た近代農業「緑の革命」のもう一面の深刻な

側面課題は、農業生物多様性と遺伝資源の喪

失にある。何千年にも及ぶ農民たちの実験を

通じ、人類は多様な環境条件に応じた何千種
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もの品種を育成してきたが、今、全世界で広

く栽培されているのは 150 品種ほどでしかな

い。世界の食料の 3/4 はたった 12 品種だけか

ら産み出され、うち半分は、米、小麦、トウ

モロコシ、ソルガム、ミレット、ジャガイモ、

サツマイモと数品種だけなのだ。国際食糧農

業機関（FAO）は、農業に利用可能な 25 万

もの植物品種のうち、3％未満の 7000 種だけ

しか用いられていないと指摘し、FAO's 1998 

report on the state of the world's plant genetic 

resources for food and agriculture（世界の食料

と農業のための植物遺伝資源状況報告）では

「従来の育種戦略の再考が必要だ」との危機

意識を表明している。そして、この見直しで

着目されているのが、遺伝資源の保全管理や

維持で果たす農民たち役割を再認識した「参

加型育種」（participatory plant breeding）なの

である 15)。そして、この参加型育種で注目を

集めているのがキューバなのだ。2004 年 7 月

にローマで First World Conference on Organic 

Seed（第１回世界有機種子会議）が開催され

た折には、Humberto Ríos Labrada（ウンベル

ト・リオス・ラブラダ）博士がその経験を披

露している 14)。日本では有機農業や食の安全

保障において育種が果たす役割はあまり話題

にされないが、本論では育種を中心にキュー

バの有機農業の取組みを紹介してみよう。 

 

キューバの有機農業のための農民参加型種子開発 
 

吉 田 太 郎• 
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経済危機で種子生産力が半減 
 

1980 年代には、キューバは面積当たりでは

ラテンアメリカはもちろん、世界でも最大級

の農薬使用国だった 12,14)。石油や農薬に依存

する農業が 70％以上を占めていたうえ 10)、肥

料や農薬の 95％は輸入されていた 9)。このた

め、ソ連圏の崩壊でそれらが入手できなくな

ると、農業生産は以前の 60％以下まで急落し、

生産は低迷し続ける 14)。キューバは国をあげ

て有機農業への転換を図っていくが、バイオ

農薬を活用した無化学合成農薬栽培への転換

が比較的スムーズに進んだのと比べ、育種面

での対応は時間がかかった。植民地支配が長

く続いたキューバでは、サトウキビを中心と

したプランテーション農業が発達し、1959 年

のカストロの革命以降も近代農業が推進され

たために、本来は豊富にあるはずの在来品種

がほとんど失われていたためである 3)。こと

に加え、品種改良や種苗の生産・流通体制も

中央集権的なもので、国土全域に適合する品

種育成が推進されてきた。 

その技術力は開発途上国としては高く、世

界各地から品種を手に入れ、突然変異育種、

体細胞変異、交雑等の技術を用いて品種を育

成できる力を兼ね備えていた。だが、経済危

機の中で研究は縮小を余儀なくされ、投入資

材不足で、この種子生産体制は大打撃を受け

る 11)。種子供給体制の回復と拡充は緊喫の課

題であったが、その財源にもこと欠き 98 年に

はトウモロコシやマメの種子生産力は 89 年

時の 50％に落ち込む 4,9)。加えて、従来の高収

量品種は近代農場向けのものであったため、

化学肥料や農薬がなければその威力を発揮で

きず、無用の長物と化した 4)。 

 

種子多様化に向けたプロジェクト発足 
 
政府は、食料の安全保障に向け、新たな種

子生産の方策を見出さなければならなかった。

99 年 4 月にようやくその試みが始まる。

Instituto Nacional de Ciencias Agricolas（INCA,

農業科学研究所）の育種部は、Grupo de Accion 

Cubana de Agricultura Organica（ACAO, キュ

ーバ有機農業実践グループ）と協働し、2 日

間のワークショップと種子フェアを開催する。

フェアには農民、育種家、土壌専門家、研究者、

Asociacion Nacional de Agricultores Pequenos

（ANAP, 全国小規模農業協会）の代表ら 18

名が参加したが、その目的はまず、研究機関

から農民たちに種子を提供し、各地区の状況

に適した品種選抜を奨励することにあった。

その核となったのは、UNDP の「アグロエコ

ロー灯台プロジェクト」に参加していたハバ

ナ州の 28 de septiembre（9 月 28 日）、Gilberto 

Leon（ヒルベルト・レオン）、Jorge Dimitrov

（ホルヘ・ディミトロフ）の 3 協同組合農場

だった。 

だが、ハバナ州は地形が平坦で環境も比較

的均質である。数十年来の近代農業で遺伝資

源の多様性がほとんど失われていた 9) 。化学

肥料や農薬の万能時代に農民たちはほんの一

握りの品種しか栽培しなくなっていた。だが、

生物多様性やその知識は完全に失われていた

わけではなく 4) 、東部の山岳地や西部のピナ

ル・デル・リオ州のように伝統農業が優位な

地域もあり 10) 、自給菜園でも様々な作物や薬

草が栽培されていた。近代農業が盛んな時代

には伝統的な小規模農家は過小評価され、省

みられることもなかったが 4)、その知識や能

力が経済危機の中で、重要な役割を演じたの

だった 10)。 
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例えば、フェアで供給されたのは、ピナル・

デル・リオ州由来の種子だった 9)。ワークシ

ョップに先立ち、2 人の育種家が同州でトウ

モロコシの種子を収集し、ハバナ州産のもの

も含め、66 種の在来品種が集められた。 

モノ不足の中、実験圃場では一度しか潅水

ができず、農薬も化学肥料もなかったが、そ

の条件下では高収量品種よりも在来品種の方

が好成績を示し、かつ、ピナル・デル・リオ

州産の在来種はハバナ州産のものよりも収量

が高かった 9)。 

翌 2000 年、農業科学研究所は、カナダ国際

開 発 セ ン タ ー （ Internarional Development 

Research Center）の援助を受け、参加型育種プ

ロジェクト（MPP =El mejoramiento participativo 

de plantas）に本格的に着手する 1)。その目的は、

減農薬減化学肥料栽培に適したトウモロコシ

やマメ品種を育種することにあった 9)。目的を

達成するため、農業科学研究所のプロジェク

ト・チームは次の二つの目標を設定した。 

①品種についての地元農民の知識を高め、

同時に農民自身が品種選抜をできるしく

みを創り出す。 

②農業科学研究所や大学、種子公社を含め、

現場の実践を通じて学ぶことで関係機関

の研究開発力を高める。 

この取り組みの鍵を担うのは、新たに結成

された Grupos de Investigacion Campesina 

como elemento basico del proceso（GIC's,農民

実験グループ）だった 1)。プロジェクトには、

前年の３協同組合農場に加え、ピナル・デル・

リオ州の La Palma（ラ・パルマ）の El tejar la 

Jocuma（エル・テハル・ラ・ホクマ）集落で

も着手された 5) 。農民たちはトップダウン型

の品種改良に慣れていたが、この新たな参加

型アプローチに前向きに応じた 9)。 

農民参加型の種子改良運動のはじまり 
 
この参加型品種改良プロジェクトが行われ

たのは 2000～04 年にかけてだが、そのルーツ

は経済危機が始まった 90 年代にプロジェク

トを中心となって率いた農業科学研究所の

Ríos 博士が、カボチャの品種改良のために実験

ステーションに配属されたことにまで遡る 6)。

カボチャはキューバではごく一般的な野菜で、

良く食されるだけでなく、ベータカロチンを

多く含むことから医薬品にもなり、宗教儀式

でも使われている。だが、1990 年代には化学

肥料や農薬不足に加え、潅漑給水も滞り、収

量の落ち込みによって市場から姿を消すほど

だった 7) 。配属された実験ステーションにす

ら化学肥料もなければトラクタ用のガソリン

もなかった 6)。 

「支援したいとは思います。ですが、肥料や

投入資材がないのです。トラクタの燃料やス

ペア部品もないので試験地も準備できていま

せん。実験ステーションではそう告げられま

した。つまり、環境意識からではなく、経済

状態により有機農業が必要だったわけです 12)。

農薬や化学肥料を必要とする品種では栽培が

難しいことは明確でした。科学的な育種が役

立たないことに気づき、従来の発想を転換し

なければならなかったのです 6)」。 

実験ステーションは機能せず、博士はやむ

なく農民に助力を求め現場に出て行く。それ

が後に農民参加型の品種改良という果実を産

み出すことになる 6,12)。だが、博士も始めか

ら参加型アプローチを頭に描いていたわけで

はない 6)。 

「はじめは意識することなく始めたのです。

値段が高い農薬や化学肥料を使わなくても干

ばつ、高温、病害虫、病気等に対して収量をあ
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げられる品種の模索をはじめたわけです」4,6)。 

博士らは 33 の在来のカボチャ品種と 20 ほ

どの近代品種を評価した。そして、研究は実

験ステーションではなく農民の畑で行われた。

それが農民参加型の品種改良がキューバで誕

生した瞬間で 4)、後に低投入でも近代農法に

匹敵する 6～8 t/ha の収量をあげる有望な２

品種の開発につながるのである。 

このことは二つの点で重要だった。たとえ投

入資材が少なくても品種選択で生産性を高め

られることが判明したこと。そして、低投入

条件にも見合った遺伝子は在来品種の中にあ

ったことである 7)。 

後に博士はこう語っている。 

「カボチャの収量と所得を調べてみると、有

機栽培ではヘクタール当たり 372 ペソの純益

がありますが、近代農業では 462 ペソの赤字

になることがわかったのです 14)」。 

近代農業の弱点は明白だった。低投入型農

法に適した品種改良を農民参加の下で行なう

方が、エネルギー面でもはるかに効率が良い。

そうした議論が巻き起こり、以来、研究者た

ちは農民と協働で参加型の品種改良に取り組

んでいくことになる 7)。 

また博士は、農民たちの品種選抜のやり方

を目のあたりにする中で、古典的な品種改良

とは異なる現場の実践に多くを学んだ。例え

ば、農民たちは数種類のカボチャを植えてい

たが、博士から見れば病気のような葉を持ち、

実の格好も良くない品種を好んでいた。その

理由を農民たちは「病気には少し弱いが、実

が多くなる」と説明した。博士はこのカボチ

ャが大量の花粉を付け、他のカボチャを受粉

させていることに気づく 6) 。品種は交配受粉

で増やされ、それにはミツバチが頻繁に使わ

れていた 7)。 

とはいえ、すべての品種が役立つとはとて

も思えなかった。いったいなぜ農民たちはこ

れほどまでに多くの品種を維持しようと努力

するのだろうか。博士は疑問に思い、ある農

民にその理由を問いかけてみた。すると、聞

かれた農民はこう答えたのである。 

「お前さんの考え方は間違っている。私には

家族がある。子どもの何人かは出来が良いが、

出来が悪い子もいる。だが、みんな私の子ど

もなんだ。私は彼らを養わなければならない。

それは、品種だって同じことだ」6)。 

 
 

種子交換フェアで品種が 20 倍に 
 

Ríos 博士らが、新品種や未知の品種を農民

たちに紹介するうえで独自に編み出した手法

の一つに種子フェアもある。フェアは、農業

科学研究所の実験ステーションで開催された

が、初めは農民たちはこの新たな試みに慎重

だった。だが、研究者たちは、実用品種や地

元の在来品種を含め、トウモロコシ 92 品種と

マメ 63 品種を集めた。そこには、有望な遺伝

資源もあった。好奇心から参加した農民たち

は感動した。 

「フェアは、作物がいかに多様かを農民たち

に示しました。私たちは、自分の畑で試して

みるよう農家に種を選ばせます。つまり、多

くの選択肢の中から農民は、自分で種を評価

し、選べるのです。選抜が育種家だけにある

能力ではないことが示されたのです」。 

フェアは好評で、ごく自然に多くの農民た

ちが自分たちのコミュニティでも同様のフェ

アを開くようになっていく。フェアでは、農

民、育種家、普及員が一同に介し 1) 、品種を

評価し、農民たちは各自の環境に最適の品種

を選ぶよう勧められ 6) 、自分の農場でも試し
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てみるよう種子が配付される。 

このフェアは農民と研究者との関係を深め、

農民たちの実験力を高めることにつながった

し、若者から老人まで農村住民が互いに連れ

立ち、知識や経験をわかちあう社会的、文化

的なイベントの場となった 1) 。フェアは大成

功をおさめ、その成果は博士らの期待をはる

かに超えるものとなっていく 6)。 

 

 

写真１ 

ピナル・デル・リオ州のホセ・マリア・ペレス（Jose 

Maria Perez）協同組合農場のオスカル・アルモラ

ス・モラレス（Oscal Almoras Morraers）組合長（左）

と有機農業に取組むアントニオ・ベラスコ・メランダ

（Antonio Velazco Meranda）氏(中)。「品種は大切

で、自分たちで最も出来が良いものを選んでいる」

と語る。背景は小さな育種場。2007年8月著者撮影 

 

「革命後は、高い収量をあげるにはハイテク

農業と農薬が必要だと考えられ、地元の農民

は脇に追いやられていました 13)。他の多くの

国と同じく、キューバでも農民は、上から下

ろされる知識の「受益者」でしかなく、政治

的な方針が研究内容も決めていました。『緑の

革命』の絶頂期には、どのような作物や品種

を植え付けるかの選択肢すらほとんどなく、

農民たちが手にしていたのは、研究機関、全

国科学会議、地区の指導員というヒエラルキ

ー体制を通じて開発された『承認品種』で、

それも現場から程遠い場所で育成された品種

だったのです。農民たちは、科学者たちの品

種特性への見解が狭く、汎用的な品種だけが

選ばれているとも感じていました」14)。 

実際、増産に向けた品種改良の仕事は、農

民たちが関与するまでは好転しなかった。 

「増産に向けた挑戦は、農民たちと科学者

とが手を携えて働くことで、応えられまし

た 13)。農民たちが、多様な種子を手にできる

ようなり、品種改良の真のパートナーとなっ

た時、何が起こったのでしょうか。農場の遺

伝子多様性が 5～20 倍も増えたのです 12,13)。

農民たちの知識が種子選抜に用いられ、これ

が品種を増やし、生物多様性、知識、収量増

加という連鎖反応を生み出したのです。病害

虫への抵抗力は格段に高まり、農民たちが研

究に参加することで、あらゆる環境下での育

種の助けとなり、気候不順にも対応できまし

た。また、それが信用を産み、幸せになるに

つれ、農民たちの態度も変わっていきます。

有機農業で土が肥沃になるにつれ、食料生産

のコストも下がります。誰もが恩恵を受けた

のです」13)。 

あるコミュニティには以前はたった 4 品

種しかなかったが、いまでは 100 種以上のマ

メ、100 種以上のコメ、90 種以上のトウモロ

コシが栽培されている 6) 。ピナル・デル・リ

オ州のラ・パルマでも、以前のほぼ倍の 6～

7 品種が用いられるようになったし、導入さ

れた新品種の半分が以前のものよりも優れ

ていると評価された。ハバナ州の協同組合農

場でも、以前の 2、3 から 14 種まで増え、導

入された新品種の 86％が優れているとされ

た 1)。 
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各自の好みに応じた多様な育種 
 
プロジェクト・チームは、農民たちの嗜好を

さらに深く知るため、フィールド・デーも開催

した 1)。ここでも博士は重要な事実を目にする。 

「どんな狭い地域内でも農民たちの品種へ

の好みは大きく違っていました。ですから、

各自に見合った品類を選べるよう、遺伝子の

多様性が保たれ、それを手にできることが大

事なのです」13)。 

嗜好は、男性と女性でも違っていた。男性

が、収量や病害虫への抵抗性、大きさを優先

するのに対して、女性は収量については同じ

でも、色、形などの美観や料理するうえでの

特性を重視する。そして、フィールド・デー

が開催された数週間後に「最も人気のある種

子」が農民たちに提供されることになる。 

農民たちの品種への意識や態度も変った。 

「どの品種も捨てるべきではなく広めるべき

です。その品種が最適な環境を見出せるよう

別の畑で栽培してみるべきです」とある農民

がいえば、別の農民がこう付け加える。「私に

とって役立つものが、他の農民に良い必要は

ありません。私は 3 品種を試してみますが、

それ以外は隣人にあげるつもりです」。また、

ある農民はこんなユニークな哲学を口にした。 

「品種のことを考えると、人間に似ていると

思うのです。人間と同じでどれ一つとして同

じではありません。人間でも一生懸命に働く

ことが好きなものもいれば、怠け者もいます。

ですが、怠け者からさえ、何かを学ぶことが

できるのです」。 

こうした発言こそ、まさに博士が聞きたか

ったことだった。プロジェクトは遺伝資源の

多様化の点でも品種改善のうえでも成功を治

め、食料安全保障にも貢献した 1)。  
 

高収量品種よりも優れもの 

～農民たちのトウモロコシ選抜実験 
 
参加型育種で、トウモロコシの害虫、ツマ

ジロクサヨトウ（ fallarmyworm, Spodoptera 

frugiperda）に抵抗力があるトウモロコシ 7,11)

や低投入の条件下でも高収量をあげるマメ等、

次々と新品種が産み出されていく 7)。 

とりわけ、博士が誇りにしているのは、

Gilberto Leon 協同組合農場の農民たちが作り

だし、その開発に貢献した農民のニックネー

ムにちなんで Felo（フェロ）と命名されたト

ウモロコシの新品種である 1)。 

「この新品種は、トウモロコシ品種フェアで、

協同組合農場の農民たちが選別し、農場に持

ち帰った 15 系統から育種されたのです。すで

に２度の激しい病害虫発生にも耐性を示し、

以前に使われていた高収量品種よりも平均

30％も収量が多いのです。それだけでなく、

施肥量も 30％少なくてすみ、水も半分以下し

か要しません。おまけに、味も高収量品種よ

りも甘いのです」。 

 

 

写真２ 

フェロについて説明するヒルベルト・レオン農場の

技師。2006年5月著者撮影 
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フェロは雨後の竹の子のように広まり、協

同組合農場は販売用の種子生産も始めた。こ

の成功から、それ以外の農民や種苗家、政府

職員たちの間でも、農民たちが品種改良を成

し遂げられるとの認識が高まったし、育種や

新品種の普及でも農民参加がいかに重要であ

るかも示された。博士はこう続ける。 

「農民たちは、いま作物多様性の管理を自分

たちでやりはじめました。農民参加によって、

遺伝子の多様性もかなり高まっています。プ

ロジェクトに直接参加している農民たちは、

他の農民と種子を交換しはじめているので

す」1)。 

 
 

農民たちを信頼することで 

経費もエネルギーも削減 
 
博士は、文字情報以外での知識伝達も重要

だと指摘する。 

「農民たちは無学のように見えても頭の中

には育種や選抜の知識が入っています。もし、

自分が国際誌に何か論文を発表しても、全世

界でも数年間で 150 人ほどが読むだけでしょ

う。ですが、もし、農業の音楽 CD を作れば、

たった一日で 300 人の地元住民がそれを聴く

のです」。 

だから、普及では音楽を含めた文化運動も

用いられたという。さすが、音楽大国キュー

バだけのことはある 14)。 

農民たちは、農民圃場の学校（Farmer Field 

School）を開校することも決める 12,14)。その

有機農業試験地では、開発された様々な品種

を農民たちが選べるようにしてある 14)。だが、

博士は地元の農民たちに管理をゆだねてしま

うことをまったく心配していない。 

「いま、何千人もの研究者が、自分と一緒に

働いているのです。お陰で、私の仕事はさら

に安全なのです 13)。農民たちは元気になり、

農民たちは単なる『エンドユーザ』ではなく、

品種改良の全工程に関与しています 14)。そし

て、金銭上の収益だけでなく『育種の過程が

自分たちのモノで、それに関わっている』と

自覚しています 14)。科学者たちの役割は、品

種を決めることから、ファシリテーターへと

変わりました 12,14)。農民たちが参加すること

で、キューバでは、ジャガイモの種生産が可

能となったのです 12)。 

キューバにはどんな遺伝子組換え作物もあ

りません。農民たちは自ら管理し、より安く、

より健康な有機農業の成功を経験しています
13)。例えば、研究者たちはデータを収集し、

収益性を測定・比較しましたが、4 年間でプ

ログラムに参加した農民たちの 86％に前向

きな進展がみられたのです」14)。 

以前のわずか数分の一の資金やエネルギー

で、従来の近代農業の収量や品質を担保でき

ることも見えてきた 14)。 

「農民たちには起業家の能力があります。農

場が研究室になれば、イノベーションや技術

移転の経費は下がります。キューバにおける

低投入型農業や参加型品種の経験は、経済危

機に対応したのみならず、真の開発の選択肢

でもあるのです 12)。経験は、それ以外のラテ

ンアメリカ諸国とも分かち合われ、ラテンア

メリカ全域に広がり同様の成果を生み出して

います 12,13)」。 

 
 

おわりに 
 
今、先進国を含め、多くの国の農業生産は、

大量の化学投入資材や石油に依存している。

それは、長期的には持続可能ではない。確か
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に、キューバの状況は特殊とはいえるが、ピ

ーク・オイルの時代を迎え、将来的には工業

型の近代農業の崩壊は先進国でも起こり得る

であろう。その時、キューバの経験は恐らく

参考になるに違いない。キューバの種子改良

の取り組みは、貴重な未来への一つの道を示

している 1)。FAO も農場における品種改良と

地元種子体制に資源を提供すると公約してい

る 14)。 
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