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・Catracha Coffee 
・コーヒーの種知識 

 
 
　月刊Coffee Originおかげさまで7刊目。 
 
　スポンサーはいないし編集者もいない刊行予定も無論あるはずがない、ないない

尽くしのコーヒー記事。あるのは文責(藤井勇也)のみという変わらぬスタイルで、

個人的な思考の整理を覗き読んで頂ければこれ幸い。 
 
　2019年も洪水のような情報を独自に選別し抽出、コーヒーという器に収めていく

所存だ。コーヒーは読み物、どうぞ宜しく。 
 
 

・Catracha Coffee 
 
　さて、今月は記念日が生まれた。2019年1月11日「カトラチャの日」である。つ

いにこの日、買い付けたカトラチャコーヒーの生豆と対面した。 
 

 
「The WAY BACK to YARASQUIN」 

　中米ホンジュラスのサンタエレナ地方にあるコーヒー生産者組織Catrachaとその女性リーダー 
である生産者Mayraの葛藤と奮闘を追ったドキュメンタリー映画。2013年 twenty twenty studio 

 



　本作の舞台産地となったコーヒーは「カトラチャ」という愛称で呼ばれている。

これは現地の生産者コミュニティの名が由来である。 
　日本語字幕版が出来上がったのが2017年11月。それから、月内の小笠原を初回に

各地で上映会を催してきたが、この度ついに「ドキュメンタリー映画＋映画のコー

ヒー実飲」というコンテンツが完成。夢のようなコーヒー体験だ。 
 
　映画監督のSarah、本編主人公であるMayra、翻訳を手助けしてくれたWash、
Catrachaのコーヒー生豆を特別に手配してくれたRoyal社のRichard、そしてこれま

で映画を観て下さった方々、Coffee Originの活動に関わって下さった皆様に感謝申

し上げたい。 
 

 
Catrachaは通常全てアメリカの焙煎業者に渡る。焙煎手法と包装デザインは様々。FBページより 

 
　コーヒー農園のステイを経験した身からすると、生産現場で知ってる人が作った

コーヒー生豆を消費地で受け取るということは感慨深いもの。と、身に沁みていた

つもりなのだが、”日本で独占買い付け”というハードルをくぐってきた代物だけ

に、もう言葉にならないものがあった。諸々の手続きをハラハラしてこなした。 
 
　実は喜びよりも恐怖に近いものがある。率直に言って値段だ。今回は130kgを44
万円で買い付けた。皆さんはこの数字をどう見るだろう。130kgの生豆があればお

よそ1万杯のコーヒーがとれる。仮に1杯500円で提供したと見積れば、500万円の売

り上げがたつが、その間に焙煎や梱包、配送、カフェであれば人件費等々、あらゆ

る経費を考慮する必要がある。 
 
　前述したのは一般的なカフェ・喫茶店経営の実情である。業界の方であれば直感

で理解して頂けると思うが、私のような一個人が44万円の生豆から500万円の売り

上げを計上するのは不可能といえる。 
 
　そもそも1kg当たり3,000円を越す生豆は中々ない。あるとすれば、品評会でトッ

プクラスの成績のものか超有名産地のものだろう。つまり、このクラスのコーヒー

が、私が今後カトラチャコーヒーを販売するにあたり販売価格帯のライバルとなる

わけだ。この2つが恐怖を感じるところだが、もちろんリスク承知で買い付けた。

「夢のコーヒーコンテンツ」実現のためだ。 



 
　正直なところ、カトラチャ生豆の値段はスペシャルティコーヒーの中で群を抜い

ている訳ではない。今回の買い付けは44万円の中で生豆代よりも輸送費が高くつい

たのだ。通常、ハイクラスのコーヒーは小口のロット(トン単位)で流通に乗る。そ

れをさらに、小規模なコーヒー焙煎業者(それを買い支える独立系コーヒーショッ

プ)が束になって買い付けることによって、初めて合理的な値が付く。 
 
　”生豆130kg”を”個人”が”空輸”で買う。今回はきっかけ作りなので構わない。赤字

でなければいい覚悟。今後、トン単位で"共同購入"できる日がくることを願う。そ

うすれば、スケールメリットで消費者により手ごろな価格で楽しんで頂ける。 
 
　価格設定等はまだ本決まりではないが、豆売り100g当たりで900円を超えるのは

必至。1杯当たりだと700円に迫るかも知れない。私が所属しているアールカフェで

の店頭販売とCoffee OriginのWEB SHOPで通販予定。乞うご期待！ 
 
　さて、記念日からずっと「カトラチャコーヒー」を焼いて飲むの毎日。嗜好品だ

から美味しく飲んで頂かないと、今回のご縁はここで途切れる。そのプレッシャー

は中々のものだ。※1kg釜仕様の焙煎機購入予定 
 

　  
発酵漕に漬けた後の豆を水洗いする際に水分のph値と温度を管理している様子。FBページより 

 
　いま、ホンジュラスではコーヒー収穫期だ。サンタエレナではカトラチャのメン

バーが日々コーヒーチェリーを収穫している。そしてその収穫物は大体、2019年後

半にカトラチャコーヒーとして消費地で飲まれる。彼らの姿を見て、心の底からや

る気が湧いてくる。 
 
 
 



 
 
　1月は焙煎とカッピングを繰り返した。2月は日本で関わって頂いた人たちへ無料

サンプルを贈り、3月に予定するパブリックカッピングのイベントの準備が控えてい

る。こちらは随時関係者にお声がけさせて頂きたいのだが、せっかくのコーヒーな

ので、生豆から存分に楽しんでもらえるような企画にしたい。 
 
　本稿を見てカトラチャコーヒーが欲しいという方がどれほどいらっしゃるか分か

らないが、4月以降は安定供給が可能になる。それまでに必要！という方は個別に連

絡頂ければ対応させて頂きたい。詳細は随時、Coffee OriginのFBページで更新して

く予定だ。 
 

 
3月に開催予定のプロアマ合同カッピング。今後アナウンスあり。 



 
・「コーヒーの種知識」 

 
　さて、レポート本編。 
　 
　さっそくだが、雑誌や本などでこんな見出しに触れたことはないだろうか。

『コーヒー豆知識！実はコーヒー豆はコーヒーチェリーの種なんです。』 
 
　では、種としてのコーヒーに焦点を当てて話が進むかと言うと、多くの場合そう

ではない。十中八九そこから「その種はどうやって美味しいコーヒー豆になるか」

という話題を提供して終稿。この見出しが近くて遠いコーヒーという存在を如実に

表しているようにみえる。だってみんなそこが知りたい。一般的にコーヒーは飲み

物だから。 
 
　そういった「seed to cup」ではなく、ひたすら「seed」のこと。ここではそう

いった内容を書き綴った。予め本レポートの主な情報ソースをあげておく。 
　 
　①書籍「世界からバナナがなくなるまえに」 
 
　②書籍「ゲノム編集からはじまる新世界」 
 
　➂web論文「High extinction risk for wild coffee species and implications for coffee 
sector sustainability」 
　https://drive.google.com/file/d/1Fm7LbVTBtWBvn7lo4CoJfdPq4bfK_y3V/view?usp=sharing 
　英国を本拠地とする王立植物園であるキュー植物園(キューガーデン)の科学者たちが今月発表した

論文。Kew Gardenは1759年に宮殿併設の庭園として始まり、今では世界で最も有名な植物園として

膨大な資料を有している。2003年にユネスコ世界遺産に登録された。 
 
　④web記事「遺伝子組み換えを巡る9つの誤解」著者 科学ジャーナリスト 松永和紀 
 BuzzFeedNews　https://www.buzzfeed.com/jp/wakimatsunaga/idenshikumikae-1 
　松永氏は遺伝子組み換え食品や健康食品、また食品表示に関する問題をどう捉えればよいかを冷

静に指南してくれる。食にまつわる様々な情報を消費者に分かりやすく精査されており、関連著書も

多数。"食の安全の番人"だ。 
 
　 
　今号は、読者の皆様にとって、そもそもの種の役割からコーヒーを捉えなおす機

会になることを願い、自分の足りない頭を絞りに絞って、多くの印象的な文章を引

用しながらまとめてみた。 
 
　大昔から近未来までレンジが広い。ただ致し方ない。種というものは各時代で区

切った場合もはや全くの”別物”なのである。今月のレポートから、種知識を一つで

も拾い取って頂ければ幸いだ。 
 



 
　”別物”という表現が大袈裟でないことをまず、トウモロコシを例に述べたい。 
 

 
画像　前述BuzzFeedNewsより 

 
トウモロコシの原生種と考えられているメキシコのテオシンテ（左）、トウモロコシ（中）、品種改良されて　

商用栽培されているタイプのトウモロコシ（右）。人類はさまざまな工夫を施し改良し、食料を作ってきた。　 
 
　現在、地球上には野生の草原よりもトウモロコシ畑の方が面積が広いと言われて

いる。食用とするトウモロコシが誕生したのは、紀元前5000~7000年前とされる。

最初の頃は写真のように一つの雌穂に果実は十数粒しかついていなかった。古代の

人々は収穫の度に、”大きい”果実を”多く”つける個体を選ぶ「人為的な選抜」を繰り

返した。その結果、トウモロコシは現在のような姿となった。 
 
　但しこの時、「忘れ去られた種」もこの世に存在すること(and消えゆくこと)を私

たちは失念しがちだ。テオシントには現在のトウモロコシの主力品種がもたない”耐
湿性”があるため、この遺伝子情報を導入した新しい栽培品種を作出する実験が試み

られている。このような原種に近い”過去の栽培新種”と現行の品種を交配させるこ

とを「戻し交配」と呼ぶが、こうした新品種に関する農業研究開発の利益回収に

は、一般的に30年以上を要すると言われている。 
 
　World Coffee Researchの年次報告書(2017)には、ズバリこう書かれている。 
「農業研究開発資金の常態的な不足が原因で、コーヒーはその世界的な経済的価値

にもかかわらず、世界で最も研究が不足し革新性に劣る作物の1つとなっている。」 
 
　ーなぜ研究が不足したか？「生産国は貧しい国が多いから。」 
　同研究所の一員であるHannaはこう答える。 
 
　コーヒー生産国内に生産者をバックアップする農業研究所があるとは聞くが、ど

うやら出来ることはかなり限られているのが現状だとうかがえる。 



 
　このテオシントを例に挙げたように、遺伝子資源として大昔の植物品種が注目を

浴びることがある。それは多くの場合、耐病性を兼ね備えるためであり、それを"生
産性の忘れ物"と私は理解している。 
 
　コーヒーは黄金の種だった。ひたすらに生産性が求められ、そうした栽培品種が

歓迎された。19世紀後半、セイロン島が紅茶の一大生産地となったきっかけがコー

ヒーの木の壊滅だということはよく本に書かれている。しかし、実は天敵・サビ病

による壊滅的被害を予見した科学者がいた。植物病理学者のハリー・マーシャル・

ウォードだ。セイロンの植民地政府に雇われていたウォードの”忘れ物なきよう”と
いう忠告に、現地の農家は耳を傾けなかった。種の多様性よりも生産性しか見えて

いなかったことにより起こった悲劇といえよう。 
 
　この歴史は何もコーヒーの黒歴史でないと思う。どのような植物でさえ、こうし

た病原体の壁に突き当たるものだ。バナナやジャガイモの話はもっと壮絶だ。 
 
 

 
画像　クーリエ・ジャパンより 

 
　バナナについては、1890年にパナマ病菌が到来したことで数々のプランテーショ

ンが破壊され、現在のキャベンディッシュに植え替えられたことが大きな転換点

だ。興味深いのは、”美味しいグロスミッチェル種”から”不自然の味がするキャベン

ディッシュ種”への移行に当時の消費者が追従したことだが、これは宣伝と価格で消

費者を納得させたようだ。 
 
　しかし近年、パナマ病を引き起こす病原体の近縁種フサリウムの新たな株が進化

した。恐ろしいことに、この株はグロスミッチェル種もキャベンディッシュ種も殺

す能力があり、徐々にアジアから東アフリカ、そして、中米にまで感染が広がりつ

つある。新種の開発研究が急がれるが、先行投資ができる余裕のある国は少ない。

コーヒーやバナナの生産国はほとんどの場合が発展途上国である。 
 



　ここで、こうした"新しい品種を開発することに多くの費用がかかる"現実がある

ことをいくつかの書籍から掘り下げてみたい。関係ない人はいない。ボーっとして

いると、私たちの食卓から消えてなくなるかも知れない問題なのだ。 
 
　まずベストセラーとなった堤未果著「日本が売られる」より以下、"タネが売られ

る"項の抜粋 
 
「種子法が廃止された今、公的制度や予算なしに農家が自力で種子開発をするのは

経済的にも物理的にも厳しくなる。安い公共種子が作られなくなると、農家は開発

費を上乗せした民間企業の高価な種子(現在、公共種子の約10倍の値段)を買うしか

なくなり、その分、これから日本人の主食である、コメの値段も上がってゆくだろ

う。 」ー『日本が売られる』p39 
 
　種子法は1952年の戦後世界で誕生した。農家への種子の開発予算、そして、新品

種の農家への供給を政府がバックアップするものだ。戦後、国家存立のための"食の

安全保障"として成立した種子法だが、私たちはこの分野に費用対効果の経済原理を

持ち込みすぎた。国が種を守ることは"割りに合わない"からと切り捨てられるよう

になってしまった。 
 
「ユナイテッド・フルーツ社を始めとするバナナ産業は、あらゆる現代産業がやっ

ていることをしていた。とにかくある一つのものごとを効率的に行なう方法を発見

することに集中していたのだ。」－『バナナのグローバルヒストリー』 小澤卓也著 
 
　バナナは、コメ、小麦、牛乳に次いで世界第四位の主要食料品だ。バナナの近代

はこれから詳しく触れるが、”種子法の廃止”は多様性の否定と生産性の迎合という

点でバナナの過去と見事に一致している。ある本の題名にあったとおり、世界はい

ま「種が危ない」のである。 
 

 
画像　Amazonより 

「世界からバナナがなくなるまえに」 
著者 ロブ・ダン　訳者 高橋洋　出版 青土社　2017年7月 



 
　さて、書籍「世界からバナナがなくなるまえに」は、消えゆく植物多様性の危機

感に対して世界の歴史軸と地理軸の両面から迫り、強く警鐘を鳴らす名著だ。昨年

読んだ書籍の中で最も印象的であり、私はコーヒー本としても推奨したい。 
 
　本書は「農作物の生産現場での病害虫との闘い」がテーマ。闘いの主人公として

何名もの科学者の名が挙げられている。モノカルチャー栽培に関する様々な歴史的

事実を踏まえ、”多様性”と”生産性”のジレンマが描かれている。 
 
「キャベンディッシュバナナは、コスタリカ、エクアドル、パナマ、ベリーズの最

大の輸出産品であり、コロンビア、グアテマラ、ホンジュラスの二番目に重要な輸

出産品である。一九五〇年以後に生まれた人は、今や世界最大の有機体たるキャベ

ンディッシュのクローン以外のバナナを買ったことはないはずだ。」 
 
　要旨は以下の通り。もしもバナナ産業が新型のフサリウムによって”二度目の敗

北”を喫すると、これらの国々が被る不利益は計り知れない。本書では、新品種開発

のための公的なバックアップが世界的に不足している現状も描かれており、科学者

へのより多大な支援が必要だと訴えている。読むほどに種子法廃止が現実離れした

政策だと頭を抱えるかも知れない。 
 
　栽培品種の研究開発費用が世界的に不足している現状を問題視する対象は、バナ

ナ以外にも、コムギ、ジャガイモ、カカオ等にも及び、各作物の歴史的経緯にふれ

21世紀的な課題を紹介する。"生産性の忘れ物"、もしくは”掘り出し物”の発見が課せ

られた科学者の手腕に今後の農作物の未来が左右されていることを知らされる。 
 
　作中登場する中で印象的な言葉が「エコロジカル・フィルター」という生態学の

用語だ。これは、「移動や繁栄を特定の種には許し、別の種には禁じる生息地の特

性や、進化の過程における特定の段階の特性を指す」と説明されている。 
 
　現代のスーパーで売られているものの由来を辿っていくと、”それ”を原産地から

現在の主産地に引っ張り出した人物(本書では主にコンキスタドール)の選好が出発

点となる。”それ”は”それら”という膨大な種の内の一つに過ぎない。(アンデスの

ジャガイモの数千品種のうち、アイルランドで順調に育ったのは三、四品種だけで

あった。)この間に、征服者の選好、船の輸送に耐える環境耐性、他様々な”エコロ

ジカル・フィルター”が働いた果ての姿が今の食料品店の陳列棚に並べられた商品だ

という。 
 
　これは、意図的か否かは別として、新大陸から到来した作物から、現在私たちが

消費している作物を選択した過程を意味する。研究者はなるほど、この過程で起き

た一つ一つの事象の意味を見出し、新たな知見を私たちに提供してくれているの

だ。全く凄い。読むほどに種への執念に心を打たれる。 
 



 
旧世界から新世界への種の移動には、どうやらキーポイントがある。 

 

 
画像 Wikipediaより 

 
　アフリカ大陸北西部のモロッコ近辺に浮かぶカナリア諸島。ここはアンデス地方

からヨーロッパに作物を移植する重要な中継地点となった。カナリア諸島の気候は

亜熱帯で地形条件も西ヨーロッパのそれに近く、導入作物の選別の地となったから

だ。バナナやサトウキビもこの地で選別されてヨーロッパへ持ち込まれた。 
 
『ジャガイモは「丸裸で」ヨーロッパに到来した。つまり、アンデス地方の農民

が、何世紀もかけて蓄積してきた、栽培、生育、貯蔵、加工に関する伝統的な知識

を置き去りにしたままヨーロッパに導入されたのだ。(中略)ジャガイモ疫病がヨー

ロッパを横断し、イングランドやアイルランドに上陸した頃には、そこで栽培され

ていたジャガイモは、生産性の高いたった一つの品種ランパーにほぼ限られるおち

う状況にあったのである。』-P50 
 
　ここで問題なのは、列強国が”結果”だけを取り入れてしまったことだ。結果に至

るまでの遺伝的多様性や、栽培技術等は、ジャガイモのオリジンであるカナリア島

からヨーロッパへ伝わる事がなかった。 
 
　カルチャーはラテン語の「cultivar＝耕す」が語源だといわれている。ここでは先

引用した文中の伝統的な知識＝文化と理解しておく。数千年単位で積み重ねた原産

地の文化を、列強国が軽視(先住民への蔑視も含む)した背景はどうやら、その後の

新しい生産世界に根深い問題を下した。 
 
　セイロン島の例にあるように、科学者の力で自然に対抗できた"別の未来"も用意

されていたはずだ。しかし、コーヒーハンター川島さんでさえも「コーヒー生産者

に新技術や新品種の指導をしようとする時に、信頼という壁を乗り越える必要があ

る」といった趣旨のことをよく語られる。今後人類が文化と科学が共に手を取り合

う未来図を描けなければ、病原体との総力戦には多くの犠牲が考えられる。まさに

今、より”生産性”が求められている現状の中で、である。 



 
 
　こうした事実、要は度々書いている「生産性と多様性のジレンマ」を本書をきっ

かけに知った時の衝撃は大きかった。世界は歪だと言わざるを得ない。種知識はど

うも不都合な現実を人間につきつけてくる。だが、それらの課題克服を一部の科学

者だけに期待するのは筋が通らない。人類の忘れ物である”文化”の話なのだ。 
 
　言わずもがな、私たちはコーヒー豆を消費するとき、同時に、コーヒーの種を消

費している。他あらゆる種も飲み食いして生きている。無責任ではいられないが、

私生活と種と関わりを深く考える機会はほとんどないかも知れない。 
 
　ふと頭をよぎったことがある。あのドキュメンタリー映画だ。 
 

 
 
　上映会でご覧になった方には分かるだろうが、あの"YARASQUIN"に込められた

メッセージはまさしく文化であると言える。土を耕して生きた民が次代の民へ継承

した明らかな文化。私たちの想像が及ばない彼らの常識、暮らしの工夫、知恵、そ

ういったものが詰まった言葉だ。 
 
　上映会の宣伝のために曲解しているようにみえるかも知れないが、決してそんな

ことはない。私は上映会を食育として告知することはあったが、この映画を"真の

コーヒー文化"として捉えてみるのも面白い。観る者に種知識を植え付けるまではい

かないだろうが、せめてコーヒーカルチャーと聞いて生産国の風景が頭をよぎるよ

うに啓蒙して参りたい。 
 
　それがCoffee Originに出来る「コーヒーが世界からなくなるまえに」できる危機

回避の手段だ。こうした新たな視点で世界を見渡せることが、コーヒーをライフ

ワークにして良かったと噛みしめる部分であり、良くも悪くもCoffee Originの活動

を通じて一人でも多くの人と共有していければいいと考えている。 
 
 
　以下、本書で印象的であった「ジャガイモ飢饉」についても記すが、コーヒー記

事的には読み飛ばして頂いても構わない。読み進めればジャガイモ飢饉はエコロジ

カル・フィルターとは全く異質な"政治的選別"が悲劇を招いたことが分かる。 



 
 

 
画像　フォートラベルより 

アイルランドの首都ダブリンにある大飢餓のモニュメント（Famine Memorial） 
 
　ジャガイモ飢饉は当時、「potato murrain」と呼ばれていた”ジャガイモ疫病”に
よって引き起こされた。最初に出現が記録されたのが1843年のニューヨーク州であ

り、3年かけて北米に感染が拡大した。1945年春にベルギーへ到達した後は週単位

で進行が拡がっていった。北ヨーロッパでは(特に貧民層は)ジャガイモに依存する

食習慣を持っていた。アイルランドにいたっては、ジャガイモ原産地のアンデス地

方の住民よりもジャガイモへの依存度が高かったという。 
 
　ジャガイモのミルク煮はあらゆる栄養素の摂取を可能にし、乳児死亡率は低下し

平均寿命は伸びたという。すると、人口は増え一人当たりの土地所有面積は減る。

狭い土地でも生活していくために農民が選ぶ作物はやはりジャガイモだった。当

時、成人の農民は平均して一日に五〇個以上のジャガイモを食べていたという。 
 
　だが、アイルランドにとってジャガイモは換金作物ではなく、自給作物だったと

いうことを踏まえればそれがいかに”悲劇”であったか想像できよう。アイルランド

のジャガイモ飢饉は国内で100万人以上の死者をもたらしたとされている。アイル

ランド国外へ脱出した多数の人々も死に直面した。下記の一説も「世界からバナナ

がなくなるまえに」から抜粋したが、恐ろしいことにジャガイモ飢饉は”終わった

話”ではない。 
 
「ジャガイモ飢饉は、過ぎ去った時代における最後の疫病なのではなく、最初の真

に現代的な疫病だったと見なせる。そのジャガイモ飢饉がアイルランドという一つ

の地域に限定された災害であったとするなら、各国の経済がはるかに緊密に結びつ

いたグローバル化した現代に生きる私たちは、まさしく世界大の危機に直面してい

ると言えよう。」 



 
　時を少し戻そう。1945年9月6日、アイルランドへジャガイモ疫病が到来したこと

を国内の2紙が報じた。10月には全ての畑が感染された。皮肉にもその感染スピー

ドは「人がスキップしながら進のとほぼ同じ速さ」だったという。 
 

 
画像　Researchgateより 

Miles Joseph Berkeley(1803–1889). 
先駆的な真菌学者および植物病理学者。ネコブセンチュウに関する論文を発表した最初の人物。 

 
　植物病理学の父と呼ばれるバークレーは、動植物の病気は微生物によって引き起

こされ得るとする”細菌論”を初めて提唱した人物とされる。ジャガイモ疫病が菌類

による仕業だとする考えに賛同する科学者と共に対抗策を講じようとする。現代で

も殺菌剤としてジャガイモ畑に撒かれる硫酸銅(と石灰の混合物)がある。実は、こ

の殺菌剤は、アイルランドにジャガイモ疫病が到達する以前の1843年に菌類仮設を

支持する科学者が使用を促していたのだ。彼らの研究結果に従っていれば、後のア

イルランドでは一〇〇万人単位の命が救われていたかも知れない。 
 
　1840年代以前にも飢饉は頻発している。アイルランドのジャガイモ飢饉が特徴的

なのは、その甚大な被害がただ一種の病原体によって、たった一つの作物に引き起

こされたことであると本書は指摘する。 
 
　ではなぜ回避が出来なかったのかというと、社会的圧力がこの科学者の動きを封

殺したからだ。私たちからすると理解に苦しむが、本書によれば“経済政策や時の権

力者”は菌類仮説を受け入れることができなかったというのだ。天候や種子の脆弱性

という理由であれば、少々生き残ったジャガイモは売れる。しかし、菌類を保持し

たジャガイモは”感染リスク”があるため、これを認めると経済が停滞する。こうし

た市場原理主義の果てにジャガイモ飢饉は起きた。 
 
　当時、ヨーロッパでは産業革命が巻き起こり人口が急激に増えたことと、”細菌の

仕業”という見えない世界への理解が乏しかったことも大きな要因だろう。 
 



　今日の国際ジャガイモセンターは、16世紀にコンキスタドールの手によってヨー

ロッパへ持ち帰られることのなかった多種多様な根菜類や塊茎類、すなわち"それら

"を救おうとしている。絶滅危惧種と聞くと、我々は動物の姿を連想しがちかも知れ

ないが、植物も同じような岐路に立たされているのだ。 
 
『彼ら(科学者)は、作物や害虫、あるいは病原体について知ることに異常な熱意を

燃やす人々で、十分な資金を与えられずに疲弊している。歴史家は「偉人」バー

ジョンの歴史を嫌う。彼らにとっては、個人や小さなグループと同じくらい、構

造、政策、社会的傾向が重要なのである。それは、ジャガイモ飢饉にも当てはま

る。飢饉がかくもおぞましい災厄と化した理由の一つは、市場がすべてを解決して

くれるという信念に基づくイギリスの政策に求められる。』P61 
 
　繰り返しの登場、”自由市場の万能説”だ。これがまかり通る以上、生産性は正義

と見なされてしまう。ここまで読んで頂いた方は、アイルランドのジャガイモ飢饉

も、バナナ産業の一度目の敗北も、セイロン島でのコーヒー産業衰退も19世紀の出

来事だと分かったはずだ。そして、21世紀になった現在は国際市場の肥大化と共に

潜在的危機も益々、予測しずらいものとなってしまっている。 
 
　そもそも、種が危ない根本的な原因は世界人口の急激な伸びや多国籍企業の取引

力強化にあるのだろうが、それに関しては紙幅が足りないので省略するが、後述す

る「ゲノム編集」という最先端科学技術はこの現状を大きく変えそうだ。 
 
 

　  
画像 Kew Gardenより 

左)マダガスカルの絶滅危惧種のコーヒー種アンボンゴ(左)とアラビカ(右)の豆。　 
右)アンボンゴ種、コーヒーチェリーの断面。 

 
　ここで、コーヒーのカルチャーを少し見ておきたい。 
 
　最新の論文で、アンボンゴ種という品種を始めて知った。すごい！コーヒーのセ

ンターカットが内部で脳みそのように複雑な形になっている。それに、写真から察

するにチェリーの大きさは相当なものだろう。サイズだけでいうとミカンとブンタ

ンくらい違うとおもわれる。 



 
　こういった品種のコーヒーチェリーは超局所的に存在していて、現地民がいわゆ

るコーヒーとしてではなく、薬としての飲用されているのだろうか(カフェインは含

まれているはずだ)。コーヒーの野生種は世界に124種あると言われているが、実際

に商業栽培されているのはわずか2種のみ。 
 
　これらのコーヒー種のうちほとんどが、アラビカの遺伝的発祥の地であるエチオ

ピア、他アフリカ諸国、およびマダガスカルの森林に由来している。Kew Gardenに
よると現在、世界のコーヒー産地の約60％が森林減少、気候変動、および気候変動

による絶滅の危機にあると分類されている。こうした報告は後を絶たない。 
 
　論文の主任研究員であるAaron Davis博士は、コーヒー業界は持続可能性の研究と

保全の取り組みにおいて、他の農業部門よりも約20〜30年遅れていると推定してお

り、さらに論文にはこうも書かれている。 
「これらの植物コレクションを維持することは本当に高価であり、誰もそれを支払

うことを望みません」ーイギリスの王立植物園でさえ、こうした見解を示すのだ。 
 
　ここで、最先端科学技術のゲノム編集に論を進めて終わりへと向かいたい。 
 
　コーヒーの種知識に加えておきたい理由が、上記の切迫したコーヒー産業を救う

鍵となる可能性があるからだ。先月のレポートで紹介した2018年の(個人的)コー

ヒー世界トップニュース「コーヒーアラビカ種の全ゲノム解析完了」をより深堀り

する狙いもある。 
 

 
画像　Amazonより 

「ゲノム編集からはじまる新世界」 
著者 小林雅一　朝日新聞出版　2018年3月 

 
　ゲノム編集については種の世界を劇的に変えてしまう技術であり、既に農水産業

の分野の一部では取り組みが始まっているようだ。 



 
　いまコーヒー産業の危機は2つある。”価格危機”と”サビ病危機”である。この2つの

リスクは生産現場にのしかかるため消費者の危機感はどうしても薄い。加えて挙げ

るなら気候変動の危機だが、そこまで話を広げるとコーヒーどころではなくなり別

の視野での考察が必要なので割愛する。価格危機も既出レポートを参照されたい 
 
　本書によるとゲノム解析が終了したということは、その生物の設計図が明らかに

なったということ。つまり、世界に流通するコーヒーの半分以上を占めるアラビカ

種の全ゲノム解析が終了したということは、今後の品種改良に大きく貢献するはず

である。これは光明ではないだろうか。 
 
　遺伝子組み換えとゲノム編集、そもそもどう違うのか？という問いに、未だ簡潔

明瞭に答えられる自信はないが、文章中の言葉を引用するとまず「高い操作制度」

が挙げられる。以下、本文を引用する。 
 
　『たとえば「収穫量の多い稲」を開発しようとした場合、そのために改変しなれ

ばならない遺伝子は科学者の間で既にいくつか知られています。しかし、これらの

遺伝子を従来の遺伝子組み換え技術で改変しようとしても、やはり間違った場所を

変えてしまうことが多いのです。この成功確率はマウスよりは多少マシですが、そ

れでも約1万回に1回と非常に低い確率です。 
　(中略) 
　これが伝統的な品種改良になると、さらに甚だしくなります。人類が約1万年前に

農業を始めてから、様々な動植物(農作物や家畜など)の品種改良が行われてきまし

たが、それらはいずれも自然発生的、偶然的に生じた動植物ゲノム(DNA)の突然変

異を何世代にもわたって選択的に交配してきた結果、生まれたものです。 
　もっとも現代に近づくほど、農作物にX線やガンマ線のような放射線を当てるな

どして、ゲノムの変異を人為的に引き起こす品種改良になっていきましたが、それ

でも偶発的な突然変異、つまり運や偶然に頼っている点は基本的に同じです。 
　これに対しクリスパーでは、科学者が(運や偶然に頼るのではなく)DNA上の狙っ

た場所をピンポイントで改変できるのです。これはDNAに対する操作精度が(品種交

配や遺伝子組み換えなど従来技術よりも)桁違いに高まったお陰です。 
　この操作精度は日進月歩で高まり、2016年には10回に9回は狙った通りに遺伝子

を操作できるようになりました。』 
 
　長々となったが、本書を読んだ後に感じたことは、”必要に迫られれば人間は何で

も受け入れる”というものだ。1万年以上の間、人類が地道に育んできた文化(この場

合、人為的な選抜育種)をなんと数時間で上書き出来てしまうのだ。”神の領域に踏

み込んだ”という表現も的を得ているように感じてしまう。 
 
　ここで再度注目したいのは戦後、”種子法制定”と同時期に放射線育種による品種

改良を国家が取り入れたことと、国民が受け入れたことだ。なるほど、攻めの放射

線育種と、守りの種子法で戦後日本の食の安全保障は成り立っていたわけだ。 



 
 
　放射線育種は、作物にガンマ線を浴びせて突然変異を促す手法だ。こうして出来

た不自然な農作物が”難なく”流通にのった理由は、やはり当時の人々は食べること

に困窮していたからであろうし、実際にその新技術は戦後の復興に役立つもので

あった。そのようにして過去に科学の力を大いに享受した私たちが、”より安全に

なった遺伝子組み換え技術”ゲノム編集を用いた品種改良をどう捉えるか。 
 

 
画像 松永和紀 WEB記事より 

 
　そもそも遺伝子組み換え作物は増えている。特に大豆とトウモロコシの伸びは著

しい。ほとんどの場合が飼料用として流通されるが、いずれにしても現代地球人の

需要を満たすためには必要不可欠だと言える。松永先生の記事をみて端的に感じた

ことは、遺伝子組み換え技術とは本来付き合っていけるはずだ、というもの。 
 
　本レポートでは、品種開発の目的を病害虫の脅威としか言及していないが、気候

変動も考慮すれば、農作物の品種改良に予断を許さないのは明らかであり、この点

でゲノム編集技術は大いに貢献すると考えられる。どうやら時間がないらしい。 
 
　「高い操作精度」に続くゲノム編集の特徴が「自然に還る技術」というもの。 
 
　『つまりゲノム編集による品種改良では、(GMOのように)敢えて細菌の力を借り

て外来遺伝子を植物DNAに組み込む必要はありません。またガイドRNAとCas9タン

パク質は、標的遺伝子の編集を終えると、細胞内の自然な循環プロセスによって分

解されて消えます』ーP132 
 



　このことから、従来の品種改良である伝統的な交配技術や放射線育種と異なるわ

けではないと理解され、米国農務省USDAではゲノム編集作物を”GMO規制の対象

外”としている。(規制の対象としている国も多数ある) 
 
　本書によると、世界のGM作物栽培面積は1億8,170万ha以上にのぼる。日本の国

土面積のおよそ5倍だ。まず私たちは、既にＧＭ作物の世界の中で生きていることを

自覚する必要があるようだ。松永先生の主張によると、遺伝子組み換え技術には未

だに多くの誤解を招く情報が飛び交っている。 
 
　ゲノム編集が今後世に広まる際には、GM作物と同じ失敗を繰り返さないよう慎重

に慎重を重ねたマーケティングが必要になるだろうと言われている。恐らくこの最

新科学技術は、飼料用としてではなく、ついに、食用と指向が切り替わる。 
 
　もちろん、倫理的もしくは環境的に受け入れられるかという議論も必要だ。 
　本書ではゲノム編集技術「クリスパー」の特許申請についても多くページが割か

れている。”誰が開発した技術なのか”というものがいまだに争点にあがっている。 
 
　私は、技術の再分配が必要におもう。種は富である。しかし、この分野ではモン

サント社等の多国籍アグリビジネス企業が”生産性”を盾に好き放題しているイメー

ジがある。この点、可能な範囲は”清算”しておかなければ、アグリビジネス市場に

新種のゲノム編集技術が入る余地が残されているかどうかは疑問だ。 
 
　科学は人のチカラだ。せめて種知識だけは一部の大企業の恩恵に授かるのでな

く、地球に生きる人々全体で享受できるようになることを願う。種は文化を結集し

た塊で広く共有すべき財産である。皆さんはどのようにお考えだろうか。 
 
　身近なところで言うと、やはり種子法は守るべき法律であったのだろう。逆に考

えると種とその世界的な役割を学ぶ機会があまりに少ないのではないのでないだろ

うか。その点、本レポートが理解の一助となることを切に願う。 
 
　最後に「世界からバナナがなくなるまえに」より、一節抜粋して本稿を閉じる。 
 
「もっとも原始的な欲求に沿った食習慣を続ければ続けるほど、生産性の高いわず

か数品種の作物に支配された世界が形成されていくだろう。そしてそれらの作物

は、その偏在性のゆえに脅威にさらされる。コーヒーですら、再び危機に直面して

いる。スリランカで何一つ学ばなかった人類は、再び大規模プランテーションで

コーヒーさび病に弱い品種を栽培している。そこへさび病は戻ってきた。今日これ

らの作物のほぼすべてが、害虫、病原体、気候変動によって危機にさらされている

のは、単なる偶然ではない。食物に対する私たちの選好に鑑みれば、そうなるのは

ほぼ必然なのだ。」 
 

終わり 



 
 

 






