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　現在アフリカでは，モロコシはほとんどが自給自
足のために栽培されている。モロコシは農民や家族
を養うものであり，余剰分を販売することはめった
にない。しかし，アフリカ以外の地域ではモロコシ
の生産が増加している。これは主に，他の人々が食
べられるように穀物を販売する農家によるものであ
る。アメリカ，メキシコ，ホンジュラス，アルゼン
チンなどが，モロコシの恵まれた環境下での高い生
産性を利用している。実際，アフリカではメキシコ
のトウモロコシがアフリカのモロコシに取って代わ
ろうとしているのに，メキシコ自身では逆のことが
起こっているのは皮肉なことである。
　商業的なアプローチは，最終的にはアフリカも
支援することになる。商業的な小麦やトウモロコ
シの栽培方法でモロコシを栽培すれば，1ha あたり
700kg ではなく 3t の収穫を得ることができる。実際，
モロコシが広大な未開発の商業的可能性を持ってい
るという事実は，世界の多くの地域の将来にとって
重要である。中央アジア，中国北部および中部，南
米，オーストラリアの広大な地域には，世界のトッ
プ 3 穀物である小麦，米，トウモロコシの大規模か
つハイテクな競合相手として，モロコシの生産を拡
大する可能性がある。
　アフリカでの問題の一つは，これまでモロコシが
都市部での主要な食糧として開発されてこなかった
ことである。市場がないため，モロコシは小規模な
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耕作者の作物であり，生産された土地で消費される
ことがほとんどである。しかし，モロコシの生産が
これだけでよいのではなく，むしろこれだけであっ
てはならない。他の作物と同様，モロコシは，備蓄，
余剰品の購入，価格支持，研究，政策支援など，政
府が基本的な食料品に与えるのと同じ注意を払うべ
きものである。
　アフリカでは農民でない人々や，毎日何時間も
かけて生の穀物から粉を作ることができない人々
が利用する粉，ミール，パンなどのモロコシの加
工食品のないことが特別な制約になっている。モ
ロコシによる食品加工産業の発
展は，アフリカの輸入米や小麦
需要へのシフトを相殺するのに
大いに役立つだろう。
　それが実現するかもしれない
と考えるには，十分な理由があ
る。しかも，すぐに。例えば，
最近の研究では，モロコシの穀
物は，米と同じようにパーボイ
ルドにすることで，早く調理で
きる便利な食品になることが分
かっている。また，モロコシの
粉を生産して店頭に並べようと
いうプロジェクトもいろいろと
進行中である。ナイジェリアで
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も，輸入穀物の代わりに地元産のモロコシの加工を
先駆的に行っている。
　概して，商業的農業を強化するために必要な行動
は，自給自足農業に必要な行動と大きく異なる。自
給自足農家は（従来の貧困，環境，未知への恐れと
いった理由で）地元の品種に縛られているかもしれ
ないが，商業農家はそうではない。彼らは，交配種
や研究施設の最良の結果を含む，新しく作られたモ
ロコシの品種を使うことができる。彼らの穀物は，
おそらく他の何千もの農家の生産物が集積された市
場で販売されることになる。この場合，大衆市場が
求める標準品種が優先され，それを売って得た現金
で，自給自足の生産者には到底無理な肥料やその他
の投入資材を購入することができる。
　小麦，トウモロコシ，米の場合と同様に，モロコ
シは近代技術に劇的に反応することが，説得力のあ
る証拠である。たとえば，自給用モロコシの収量は
1ha あたり 700kg かそれ以下の水準に留まっている
が，商業用モロコシの収量はアジアの緑の革命作物
と同じように急増している。たとえば 1970 年代に

図 2 アメリカにおけるモロコシ
　前世紀の中頃にアメリカに導入されたモロコシは，まず大西洋岸で栽培された。1900 年までには，西のカリフォ
ルニアまで広がった。現在では，テキサス州，カンザス州，ネブラスカ州，ミズーリ州が主要産地となっている。現
在では，年間平均約 11 億ドルの収穫がある。その多くは輸出されている。1990 年，米国は生産量のほぼ半分にあた
る 723 万 9 千トンのグレインモロコシを出荷した。日本が最大の買い手であり，メキシコがそれに続いている。米
国では，グレインモロコシは家畜の飼料として最もよく利用されている。牛（肉牛と乳牛の両方），鶏，豚，子羊，馬，
ナマズ，エビなどの飼料として利用されている。また，工業用にも多く利用されている。鋳型の砂，練炭，油井掘削
の泥などに使用される。また，モロコシの粉は，合板や石膏の製造，ポタッシュ（カリウム）やアルミニウムの精製
に使われている。アメリカの車の燃料に使われるエタノールの一部は，グレインモロコシから作られている。モロコ
シは，カロライナ州からカリフォルニア州にかけて分布しているが，主にアメリカ中央部のグレートプレーンズで栽
培されている。（1 点は 2,000 ヘクタールに相当する。）

図 3　テキサスの High Plains に於けるモロコシ生産



モロコシ，Sorghum：商用タイプ

New Food Industry (New Food Indust.) 2023  Vol.65  No.4  3   

は，インドの天水栽培モロコシの収量が 50%（1ha

あたり 484kg から 734kg），アルゼンチンでは 55%

増加した。灌漑による収量はかなり高く，インドで
は 1ha あたり約 1.8t が一般的である。交配種モロコ
シはさらに高い収量を達成することができる。交配
種モロコシではさらに高い収量が可能で，米国，ヨー
ロッパ，中国，ジンバブエの商業農場では，1ha あ
たり 4.5 ～ 6.5t の収量が珍しくない。米国の平均穀
物収量は，交配種小麦の導入前は 1ha あたり約 1.2t

だったが，現在は 1ha あたり 4.2t である。モロコシ
の収量の上限が瞬く間にに高くなった例もある。例
えば，メキシコでは特殊な条件下で 1ha あたり 13t

の収量が報告されている。アルゼンチンや米国では
1ha あたり 12t が測定されている。中国の農家はあ
る地域ではha当たり平均10tであると言われている。
　このような進歩を考えると，モロコシの世界総生
産量はいずれトウモロコシのそれに匹敵するように
なるかもしれない。さらに重要なことは，その生産
量の多くが，トウモロコシがほとんど生存できない
ような場所で生産されることである。そうなれば，
世界で手に入る食料は大幅に増えることになる。
　本章の残りの部分では，自給自足農業の枠や制約
の外でモロコシが究極のパフォーマンスを発揮する
のに役立つ，ある種の形態に焦点を当てる。

オールシーズンタイプ
　モロコシの究極の可能性は，おそらくテキサスと
プエルトリコの研究プログラムに最もよく垣間見る
ことができる。モロコシ転換プロジェクトは，モロ
コシの現在の改良の多くを促進した集中的な研究活
動である。このプロジェクトは，熱帯地方でのみよ
く育つ背の高い，晩生の，あるいは花を咲かせない
品種を，温帯地方を含む世界の多くの地域で使用で
きる背の低い，早生品種に変えるものである。その
素材は，すでにモロコシの生産に新たな地平を切り
拓いている。実際，アメリカ，メキシコ，中米，南
米の一部などでモロコシの生産が大きく伸びている
のは，この素材のおかげなのである。このプロジェ
クトの成果は，この時代の食糧生産における最も重
要な進歩のひとつとなり得るだろう。
　要するに，この転換プログラムによって，モロコ
シの育種家が利用できる原料が大幅に拡充されたの
である。生産性と適応性に優れているだけでなく，

昆虫や病気に対する遺伝的抵抗力を持ち，望ましい
食用品質を備えた何百種類もの種子が提供されるの
である。このプログラムに含まれる 1,300 の系統の
うち，1991 年時点で 400 以上が「転換」されている。
これらの選抜系統は，育種家がそれぞれの地域の
ニーズや環境に最も適した遺伝子型を引き出すため
の遺伝子プールを開発するために利用されている。

交配種
　1930 年代，アメリカのトウモロコシの収量は横
ばいだった。しかし，交配種の出現により，わずか
20 年の間に収量は倍増と増加した。トウモロコシ
は単なる食料ではなく，飼料，甘味料，デンプン，油，
そして無数の工業原料を生産する「生きた工場」に
なったのである。現在では，トウモロコシなしでは
アメリカ経済が成り立たないほど，トウモロコシの
重要性は高まっている。
　モロコシの交配種は，その短い歴史が示すよう
に，同じような固有の可能性を持っている。1957

年に初めて作られたが，その効果は絶大であった。
4 年以内にアメリカのモロコシのほとんどの生産
者が品種改良を行い，全米の平均収量は 1.28t/ha

から 2.75t/ha へ 2 倍以上に増加した。その後，交
配種の改良により 10 年以内に収量は 3 倍以上に増
え，1ha あたり 3.81t に達した。そして，20 年余り
で 4 倍近い 4.19t/ha になった。穀物でこれほど収
量が急増した例はない。
　この交配種は，アフリカ南部のモロコシ（いわゆ
るカフィールタイプ）と中央アフリカのモロコシ

（コーダータムタイプ）を交配して開発されたもの
である。交配種の利点は雑種強勢（ある生物の大き
く異なる系統を交配したときに生じる）と，植物の
可能性と利益の増大が農民に肥料や農薬の使用を促
したことの両方から利点が生まれる。
　インドや中南米でも交配種は生産量を飛躍的に伸
ばしたが，アフリカではスーダン，ジンバブエ，南
アフリカを除き，今のところ交配種は一般的でない。
例えば，東アフリカの大部分では，交配種やその他
の改良品種は作物の 5 ～ 10% しかなく，西アフリ
カではその割合はさらに低くなっている。このこと
は予想外ではない。NK300 のような米国の交配種
は，アフリカのさまざまな条件下で生産性を証明す
ることもあるが，ほとんどはそうではない。また，
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ほとんどの米国産交配種は飼料用に開発されたもの
で，その穀粒は質の悪い食品となる。さらに，米国
のモロコシ栽培地ではほとんど知られていない寄生
植物ストライガに対する耐性もない。
　しかし，最近では，食用に適した粒を作る交配種
も出てきている。しかも，適応性の低さとストライ
ガ耐性の問題は克服されそうだ。そう考えると，自
給用ではなく，販売用の交配種モロコシが，これか
らのアフリカ農業に大きな役割を果たすはずである。
　もちろん，交配種に欠点がないわけではない。交
配種は，生産条件が良く，品質管理が行き届いてい
る場合に，最も優れた性能を発揮する。また，種子
やその他の資材が容易に入手できる場所にのみ適し
ている。（さらに，ナイジェリアでは，雨季になる
と交配種種子の原料である雄性不稔植物がエルゴッ
ト（麦角菌）に感染しやすくなることが分かってい
る（この真菌症は空芯菜（小筒花）に感染する。乾
季に灌漑下で種子を生産することで克服できるが，
少なくとも西アフリカでは，これが実用化される地
域は限定的である）。
　このような問題から，交配種モロコシはアフリカ
のごく一部にしか適さないという意見もある。しか
し，以下の章で示すように，大規模で効率的，生産
的，かつ非常に収益性の高いモロコシ生産は，実際
にアフリカの農業ミックスの主要部分になり得ると
考える理由がある。

ホンジュラスの交配種
　モロコシの交配種が最終的にアフリカや他の地域
にも利益をもたらすという事実は，中米の最近の経
験からも示唆されている。
　ホンジュラスの農民はここ数十年で 6 万 ha 以上
のモロコシ畑を作ったが，収穫量は 1ha 当たり 1t

未満で，これは中米で最も低い収量である。90%

以上が限界集落の土地で栽培され，品種は何の変哲
もない土地品種（地元ではマイシロス・クリオージョ
と呼ばれる）であることを考えれば，これは驚くべ
きことではないだろう。
　これらの祖先不明の「混血」品種は，収量が少な
く，背丈が巨大で（3 ～ 5m），晩熟である。額面通
りなら植え替えるべきだろう。しかし，農民は抵抗
する。どこの農民もそうだが，収量は最優先事項で
はないのだ。多様な " 雑種 " が好まれるのは，信頼
性が高いからだ。また，トウモロコシよりも成熟が
遅いので，2 つの作物を一緒に栽培している農家に
とっては，両方を収穫する時間ができて都合がいい
のである。
　しかし，今，大きな変化が起こりつつある。今や ,

研究者達は，maicilloscriollos を海外のエリート遺伝
品種と交雑した。エリート品種はテキサス A&M 大
学と ICRISAT のもので，主にモロコシ転換プロジェ
クトで開発された品種から構成されている。マイシ
ロス・クリオージョは，ホンジュラス，グアテマ
ラ，エルサルバドルの各地で採取されたものである。

図 4　テキサス州の交配種モロコシの畑
アメリカのグレインモロコシ生産は，1950 年代初頭から 1960 年代後半にかけて 4 倍以上に増加した。（A.B. Maunder, De 
Kalb Plant Genetics 提供）。
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マイシロス・クリオージョと海外の優良品種を交
配し，マイシロス・メホラドス（改良土着品種），
マイシロス・エナーノス（矮性土着品種）という，
伝統品種をパワーアップさせた新しい品種が生ま
れた。基本的には昔ながらの便利な品種だが，新
しい遺伝子によって，背丈が低くなり，病気への
耐性が向上し，収量が増えた。農家が大切にする
品質を保ちながら，少し改修された素朴な遺物は，
長年にわたってモロコシ生産を圧迫してきた収量
の停滞を打破してきた。改良型マイシロ（この言
葉は「小さなトウモロコシ」を意味し，モロコシ
とトウモロコシがそれほど遠くない関係にあるこ
とを反映している）は，肥料をほとんどあるいは
全く与えない場合でも，先祖代々のものより 24 ～
58% 収量が増加する。
　現在，第二段階が始まっている。それは，2 つの
地方原種を交配して作られた雑種である。交配種モ
ロコシは 40 年前から知られていたが，これまでは
エリートの親だけを交配して作られていた。ホン
ジュラスは，地元の「雑種」を親として使っている
のが特徴である。農家への販売に必要な交配種種子
を生産するために，ホンジュラスの研究者はコンバ
インで機械的に収穫できる矮性系統を作った。ホン
ジュラスの各地で行われた試験で，このマイシロス・
交配種は伝統的な土地品種を 100% 上回る収穫量を
記録した。中には，乾燥地の条件下で 1ha あたり 6t

の収穫を記録したものもある。その植物は矮性の親
よりも背が高く（高さ遺伝子が相補的であるため），
従来のトウモロコシとモロコシの間作システムで使
用することができる。
　富裕層や先進的な農家に最も恩恵をもたらす傾向
にある他の新技術とは異なり，交配種マイシロは貧
困層や冒険心の乏しい人々を対象としている。これ
は広く信じられていることではあるが，主に初期段
階において当てはまるようである。新しい技術が確
立されると，すべての農民（最貧困層であっても）
が最終的に利益を得る。実際，多くの反論のレトリッ
クにもかかわらず，アジアの貧しい農民は富裕層よ
りも緑の革命の恩恵を受けた。予測されていた飢饉
が起こらなかったため，生命そのものを手に入れた。
交配種マイシロは，中米全域の 235,000ha の収量を
増加させる可能性のある代替技術を提供する。農家
への負担は ? 研究者によれば，コストはごくわずか

だという。1ha の作付けに必要な種は，鶏 1，2 羽分，
肥料 1 袋の 3 分の 1 程度である。

バイブリッド（交配種作物）
　貧しい農民のために提案された交配種作物に対
して最もよく向けられる批判は，その種子が植え
替えに無価値であるということである。農家が毎
年新しい種子を購入しなければならないという事
実は，しばしば悲惨な経済的負担とみなされる。
批判の多くは過度に強調されている。たとえば，
雑種は，その性能の向上と農家の収入増が種子を
購入するコストと手間をはるかに上回らない限り，
市場で生き残ることはできない。また，インドや
アフリカでの経験から，農民は，交配種の性能に
よってコストが正当化される限り，十分に支払う
用意があることが分かっている。さらに，1ha を植
えるのに必要なモロコシの種はごくわずかである。
トウモロコシと比較すると，コストはかなり低く
なるはずである。しかし，多くの開発途上国では，
物流の渋滞や供給のボトルネックにより，交配種
種子を生産し，それを時間どおりかつ良好な状態
で農家に届けることが困難である。このことも，
しばしば強調されすぎている。交配種・トウモロ
コシは，例えばケニアやガーナでは成功している。
しかし，良い種子を適切な場所に時間通りに届け
ることは，少なくとも当面は，ほとんどのアフリ
カ諸国で現実的な制約として残る可能性が高い。
　しかし，モロコシでは，植え付け可能な種子を生
産する雑種を育てるという，両方の世界における最
良のものを手に入れる可能性がある。このようない
わゆる「生存可能な雑種」または「バイブリッド」
はまだ利用できないが，少数のモロコシの研究者が
その道を究めようとしている。
　バイブリッドは，ある種の希少なモロコシがアポ
ミクティック（雄と雌の配偶子が融合せずに子孫を
残す = 無融合生殖）であることから可能になった。
つまり，受精していない核から種子が発生し，その
ため各植物は自分自身と遺伝的に同一の子孫を残す
のである。この特殊なクローン増殖は，雑種性能の
利点を維持しながら，毎年種子を生産し流通させる
高度な産業を必要としない。
　作物において生存可能な雑種を生産する理論
的可能性は，1930 年代にはすでに議論されてい
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た。それから約 60 年後，さまざまなものを作出
する試みは，一定の成果を上げている。アフリカ
原産でモロコシの遠縁にあたるバッフェルグラス

（Cenchrus ciliaris）は，熱帯地方で飼料として利用
されている植物であり，その繁殖は注目に値する。
また，Dichanthium（Bothriochloa）属の飼料用牧草
の育種も行われている。モロコシのアポミクシス
研究は，現在，研究施設においてアポミクシス（無
融合生殖）とその交配による雑種が形成される段
階にまで至っている。研究者たちは，このバイブ

リッドが農場で使えるようになることを確信して
いる。
　バイブリッドがもたらす利益は，農家だけではな
い。モロコシの育種家にとって，バイブリッド種は
エキサイティングな可能性を秘めている。有性型は，
優れた特性を持つ雑種を開発するために通常の方法
で使用することができ，その後，新しい品質を何世
代にもわたって保持するアポミクティック型に誘導
することができるのである。

モロコシビール
　世界の多くの地域と同様，アフリカでも醸造には大量の穀物が使用される。しかし，アフリカでは大麦や米，
小麦ではなく，モロコシ，トウモロコシ，ナタマメ，シコクビエなどが原料になる。また，基本的な製法も独特
である。アフリカの醸造では，サワーと呼ばれる乳酸発酵が行われる。その結果，発酵粥のような，麦芽を使っ
たミルクのような飲み物ができあがる。
　「モロコシ・ビール」「オペーク・ビール」と呼ばれるこの飲み物は，すでに多くの地域で食卓のかなりの部分
を占めており，今後ますます重要な商品となっていくだろう。多くの人が都市に移り住むようになった今，モロ
コシは家族経営のものから工業化されたものへと変わりつつある。例えば，南アフリカでは，モロコシの醸造は
すでに高度な専門産業となっている。年間生産量は約 10 億リットル。
　モロコシのビール醸造は，まず麦芽を作るところから始まる。穀物を浸し，発芽させる。するとアミラーゼな
どの酵素が活性化し，穀物のデンプンやタンパク質が加水分解されて糖とアミノ酸になる。数日後，発芽が完了
すると，発芽した穀物を乾燥させ，粗く粉砕して冷水と混ぜ，あらかじめ熱湯に浸しておいた穀物の粉砕品に加
える。このための穀物は通常モロコシやトウモロコシだが，他の穀物やバナナも広く使われている。沸騰したお
湯でデンプンを糊化し，麦芽のアミラーゼ酵素で容易に加水分解できるようにする。酵素の働きにより，デンプ
ンが糖に変わり，さらに細菌が糖の一部に作用して乳酸が生成され，酸味が生まれる。こうしてできたのが「甘酒」
と呼ばれる薄いお粥で，1 日も経たないうちに飲めるようになる。アルコール分はほとんどないが，ビタミン B
群が含まれており，子供にもよく飲まれる。そのまま醸造を続けると，さまざまな酵母が増殖し，1 日ほどで発
酵が始まる。これによって，アルコール，ビタミン B 群，新しいタンパク質，さらに乳酸が生成される。出来上がっ
た酒は，通常 4，5 日後に飲まれる。デンプン，酵母，穀物，モルトの浮遊粒子が，特徴的な乳白色のボディを与
える。乳酸による高い酸度は，病原性微生物の繁殖を防ぐ。pH は 3 〜 4 で，一般的な病原微生物が繁殖しない酸
性度なので，水よりも安全に飲める。しかし，モロコシのビールも腐敗しないわけではなく，ワインと同じよう
に酢酸を生成するバクテリアによって，すぐに酢になってしまう。
　醸造はモロコシの栄養価を向上させる。ビタミンを加え，タンニンの大部分を中和し，デンプンをより消化し
やすい形に加水分解し，ミネラルとビタミンの利用率を高める。南アフリカの研究によると，モロコシビールは
ゆでたモロコシのお粥に比べ鉄分が 12 倍，リボフラビンが約 2 倍，チアミンが約 3 倍利用しやすく，ナイアシ
ンの利用率は変化しないとのことである。原理的には，2 リットルのモロコシのビールは，チアミンとリボフラ
ビンの 1 日の必要量と，ナイアシンの必要量の 40％を供給することができる。しかし，これらのビタミン B 群の
多くは，酵母の細胞の中に閉じ込められており，ビールを煮沸しなければ消化されない。残念ながら，これはめっ
たにできないことである。
モロコシは，醸造用として特別な品種が維持されている。多くの地域では，ダークブラウンの粒が珍重されている。
その最大の特徴はアミラーゼ活性が高いことである。大麦の代替品として，ラガー系（ヨーロッパ系）ビールの
醸造にも大きな可能性を持っている。ナイジェリアでは，少なくとも半商業的な規模で，すでにこの植物が使わ
れている。
　南アフリカでは最近，科学産業研究評議会（CSIR）が保存可能な 3 種類の醸造用モロコシ製品を開発した。低
温殺菌の瓶詰めビール，無菌包装のスチルビール ( 発砲しないビール )，希釈して発酵させビールにする濃縮麦汁
である。これらは輸送の安全性が高く，遠隔地での流通や輸出も可能である。
南アフリカでは，モロコシビールが巨大企業の基盤となっている。以前は政府の独占企業であったが，現在はア
フリカの企業家に分離され，驚くべき成功を収めている。
　このビールは単なる飲み物ではない。ある作家が述べているように。「すべての祝祭に欠かせないものであり，
労働の動機づけであり，もてなしの第一義であり，臣民が首長に捧げるお気に入りの貢物であり，ほとんど唯一
の精霊への奉納物である。ビールは，提供されたサービスに対する交換または支払いの一般的な手段であり，豊
かな時代には自由に消費されるだけでなく，多くの人が何日も主食または唯一の食糧とすることが多い。また，
異なる集団や個人を結びつけ，物事がうまくいかないときに和解させるための儀式や儀礼の場でもよく見られる。
ほとんどの部族では，収穫感謝祭はビールという形で行われ，その前に首長の祖先にビールを捧げる。」



モロコシ，Sorghum：商用タイプ

New Food Industry (New Food Indust.) 2023  Vol.65  No.4  7   

ストリガ耐性型
　アフリカが直面している悲劇の一つは，寄生植物
が，海外の多くの国々で開発された，あるいは開発
されつつあるモロコシの富をアフリカから切り離し
てしまうことである。ストライガは，アフリカで外
国産モロコシの生産を阻む最大の要因である。しか
し最近，モロコシの中にストライガに耐性を持つ遺
伝子が発見された。これは大きなブレークスルーに
なるかもしれない。アフリカにとっては，例えばア
メリカや中国で開発された真に驚くべきタイプへの
扉を開く一助となることであろう。
　このトピックスは他で述べる。ある種のモロコシ

（あるいは他の種）がストライガに耐性があるかど
うかを数日以内に判定できる新しいテストが開発さ
れたため，この話題は俄然，重要性を増している。
実験室や温室でのテストは，非常に有望である。こ
の結果が畑でも実用化されれば，食用植物に寄生す
るストライガに打ち勝つ道が開けるかもしれない。
作物は初めて自らを守ることができるようになるの
だ。

ドワーフ
　過去 40 年間で，小麦，米，トウモロコシ，その
他の穀物の収量は劇的に増加した。これは，植物全
体の成長を促進したのではなく，植物の構造を変え
て背を低くしたことによる。茎に使うエネルギーが
減れば，その分穀物を育てるためのエネルギーが増
える。
　以下はその例である。
　専門用語では，これを “ ハーベストインデック
ス ” を上げるという。したがって，50 年前の小麦
の収穫指数は 32% だったが，今では品種によって
は 48% にもなる。つまり，植物（地上部）の重量
のほぼ半分が穀物になっているのだ。さらに，背丈
を低くすることで，夏の嵐で株がトップヘビーにな
り，吹き飛ばされることも少なくなる。さらに，背
が低くて丈夫な植物は，肥料が効きやすく，そうで
なければひょろひょろとした頭でっかちになってし
まうのだ。ドワーフ化（矮小体）は収穫量を増やす
だけではない。機械収穫を行う場合，背が低いとコ
ンバインで効率よく穂先を刈り取ることができるた
め，より広い面積に植えることができるのだ。
　今のところ，このような改良を施したモロコシは

数種類に限られている。しかし，成熟期の高さが均
一で，コンバインで収穫できる短稈モロコシが増え
てきている。その多くは北米で生まれたものである。
実際，アメリカの商業用穀物品種はすべて矮性（小
型）である。
　当初，アメリカのモロコシは背が高く，収穫指数
は 21 ～ 22% でした（現在西アフリカで栽培されて
いるひょろ長い自給自足タイプとほぼ同じ）。しか
し，慎重な選抜とそれに続く徹底した育種により，
節間長は短くなった。現在，米国，メキシコ，アル
ゼンチンで使われている多くの改良型の収穫指数は
48 ～ 52% で，小麦と同程度の高さである。
　ザンビアの研究施設では，矮性モロコシも作出さ
れている。こうした地元の矮性モロコシや海外から
の矮性モロコシは，やがて大陸に新しい時代をもた
らすかもしれない。西アフリカでは矮性種も導入さ
れているが，少なくともこれまでのところ，成績は

図 5　ニジェールでのストライガ耐性品種 SRN-39（左）
と現地品種の実験圃場を調査するモロコシ研究者の
Gebisa Ejeta 氏
　ストライガに感受性のある現地品種（右）のみに悪性寄
生虫が発生する。インドや東アフリカではストライガ耐性
が知られていたが，西アフリカのストライガ種に耐えるモ
ロコシは SRN-39 が初めての例である。（D. Rosenow）
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芳しくない。

コンビニエンスフーズ
　これまで述べてきたように，アフリカにおける商
業用モロコシの大きな問題は，粉や食品の市場が未
発達であることである。これを克服すれば，その国
のモロコシ農家と都市の間で大規模かつ健全な取

引が行われ，すべての人に利益をもたらすことがで
きる。しかし，現在，都市部では小麦粉を使ったパ
ンや白米を食べる人が増えており，その経済効果は
遠く離れた農家や商人の手に渡っている。しかし，
都市生活者，特に新参者の多くは，モロコシの食品
に慣れ親しんでおり，できることなら買い続けたい
と考えている。

モロコシの奇跡的な変身
　一見すると，モロコシはほとんど不可能なほど多様性に富んでいるように見える。種子バンクには 25,000 以上
のサンプルがあり，それらはすべて異なるものであり，稔性のある交雑種を生み出すことが可能である。この無
数の組み合わせの中から，いかにして世界で最も有用なものを選び出すか，それは途方もない問題であり，理性
の領域を超えていると思われるかもしれない。しかし，本書に登場する多くの穀物が将来どのように進化してい
くかを示すあるプロジェクトのおかげで，すでに目覚しい進展が見られている。
　1950 年代，米国農務省の科学者ジョセフ・スティーブンスは，世界のモロコシ作物の遺伝的基盤を体系的に強
化するための「青写真」を作成した。米国とインドの数人の同僚とともに，彼はモロコシのサンプルのベースコ
レクションの収集，評価，特徴づけ，分類を開始した。この共同作業はインドで行われ，1960 年代初頭まで続いた。
インド政府をはじめ，アフリカやアジアの数十カ国が生殖質を提供し，支援を行った。最終的には，約 11,000 種
類のモロコシが手元に揃った。
　膨大なモロコシの中から有用な遺伝子を選別するための第一歩として，「シャトルブリーディング」というユニー
クな方法が考案された。日照時間の短い熱帯地方（主にプエルトリコのマヤグェス）で，第一世代のランダム交
配種を生産・育成した。そして，その中から最も好ましいと思われる子孫から種子を採取し，生育期の日照時間
が長い温帯（テキサス州）に持ち込んだ。そこで種子を育て，最も有望な標本から再び新しい世代の種子を採取した。
この二重緯度スクリーニングにより，得られた種子（およびその次の世代）は，熱帯と温帯の両方の条件下で成長し，
穀物を生産できることが確認された。
　次のステップは，これらの遺伝的に多様な集団を部分的に改良することであった。ここでもまた，さまざまな
品種が栽培され，最も望ましい品種が選ばれた。今回は低身長と早生が重視された。最終的には，様々な日長に
幅広く適応し，身長が低く，早熟な，様々なモロコシが誕生したのである。熱帯地方の小規模農場にしか適さない，
背が高く，成長が遅く，繊細な無数の種類の中から，世界中どこでも，どんな規模でも使える普遍的な有用品種
が生まれた。それらは意図的に多様に保たれていた。

　そして今，その多種多様な遺伝子を，地域ごとのニーズに合わせて微調整している。現在，「カスタムデザイン」
されている具体的な特性は以下の通り。

・病害への耐性（べと病，ストライガ，炭疽病，スマットなど）
・害虫への耐性（アブラムシ，コバエ，ミミズ，シュートフライ ( クキハナバエ )，その他）
・ストレス条件への耐性（乾燥，暑さ，土壌の酸性度，塩分など）
・丈夫な茎（湿った土壌で植物が折れたり倒れたりするのを防ぐため）
・非白化（ストレス下でも緑色で機能的な植物を維持すること）
・双子稔性（穀物を作る小花の両方が稔ること）
・脱穀のしやすさ
・葉が立っている（日光を遮る量が多い）
・収量が多い（1 つの子房に入る粒の大きさが大きい）
・根の発達が良い ( ストレスに耐えることができる )
・より速い穀物充填（干ばつや害虫からの危険を減らすため）
・風化に強い ( 種子が柔らかくならない )
・明るい色 ( 最も広く受け入れられる食品を作るため )
・タンパク質含有量の増加（10％以上）
・優れたアミノ酸バランス（特にリジンを多く含む）
・風味の向上
・消化性の向上
・食品の多様性の拡大（特にコンビニエンスフーズ向けの特殊なタイプ）
　モロコシ変換プログラムからの材料は，以前は無名で軽蔑されがちだったこの穀物を，世界の食糧供給に大き
く貢献するものへと変えるために，すでに役立っている。実際，モロコシの種子は，現在世界中で増加している
モロコシの生産の基礎となっている。
　全体として，モロコシ転換プログラムは，これまでで最も成功した植物育種プログラムのひとつとなり，世界
中の作物科学者にとって，あらゆる作物で達成すべき模範となったのである。このプログラムは，単一の高度な
近交系品種ではなく，遺伝子の貯蔵庫となる集団を提供するものである。
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　アフリカではモロコシの粉やモロコシベースの加
工食品を大量に生産し，都市部で販売することも不
可能ではない。その結果，多くのイノベーションの
機会が生まれる可能性がある。
　例えば 30 年以上前，南アフリカの研究者が調理
済みモロコシ製品を開発した。彼らは生のモロコシ
の粉を水でスラリー化し，それを熱ローラーに通し
て調理と乾燥の両方を行った。この製品は非常にお
いしく，少なくとも 3 ヶ月は劣化することなく保存
できることがわかった。水の代わりに全乳やスキム
ミルクを使うと，タンパク質やカルシウム，リンが
豊富なおいしい粉になる。加工費も少なくてすむと
いう。
　これは，都市化した人々のためにモロコシを生

産するための多くのアプロー
チの一つに過ぎない。製粉し
たモロコシのグリットや粉を
使った多くのレシピがすでに
いくつかの大学で開発され，
テストされている（ナイロビ
大学家政学部，テキサス A&M

大学土壌作物科学部など）。ま
た，モロコシのパーボイルド
製品の最近の開発により，ア
フリカの数百万の農家の利益
となる市場がさらに開かれる
かもしれない。
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