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Abstract:

Organic agriculture, which seeks for healthy food, revalues local knowledge
and fosters solidarity, can be a promising alternative for peasants in Latin
America, if they are incorporated into social networks backing small-scale,
environment-friendly farmers. Participatory Guarantee Systems (PGS)
are open, interactive spaces for organic certification and sales which are
increasingly employed by such networks. To know and understand how PGS
and other related activities are working in reality, we conducted a case study
of rural community located in the State of Tlaxcala, Mexico. There, a non-poor
farmer family and their relatives began to produce, process and sell maguey
and other crops in an ecological and integrated manner, through getting deeply
involved in the development of organic agriculture supporting networks in
the state since its formative stage. Their history and little diffusion of organic
practice among other families show a kind of positive feedback mechanism
that favors insiders thus restricting entry, a comprehensible phenomenon
given still little demand for organic products in the domestic market. Our
research also suggests the necessity of different approaches to outsiders ,
i.e., those peasants who have too few resources (ex. land, skills, education and
social capital) and/or missed the timing.

I

はじめに

ラテンアメリカにおける小農と参加型有機認証

農業は近年のラテンアメリカ経済を牽引する部門の 1 つである。先端技術を
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積極的に取り入れ、加工や流通も含め規模の経済を達成しつつ、国際的な競争力
を持つに至った農業部門は、中国や米国など海外からの旺盛な需要を満たしてき
た。だが、これら近代的な大規模農業は、労働生産性や外貨獲得において優れる
反面、農地利用の集積 1、産み出す雇用の少なさ、多国籍企業への依存、環境破
壊の懸念など負の顔も併せ持つ。
従事者の数においてより重要で、かつ今日でも国内向け食料の大きな割合を生
産しているのは、比較的小さな農地で自給および市場向けの生産を行う農家であ
る。それは、本稿で扱うメキシコを含め、メソアメリカないしアンデス文明の
栄えた地域に特に当てはまる。
「小農（peasants, campesinos）
」2 と呼ばれるこ
との多いこれら小規模農家を取り巻く環境は厳しいものがある。ラテンアメリ
カで新自由主義的な政策体系が導入されるようになって以降、それを非効率や
遅れの象徴とみなす派が主導権を握り、政府の保護を受けなくなる。こうした
変容に対し、小農を逆に支えていくべきものと捉え、運動を展開しているのは、
各国の農民組織やそれを支援する NGO や大学等の非政府組織である。La Vía

Campesina をはじめとするラディカルな国際農民運動は、農地へのアクセスを
含む小農の権利擁護と食料主権を訴え、国境を越えた農民団体間、および農民団
体と他の批判勢力の間の連携を推進している [Edelman and Borras Jr. 2016]。
有機農業は、各農家が有する土壌や気候、作物に関する実践知、家族労働力の
投入、特定の人びと取り結ぶ豊かな社会資本等、小農が優位を持つ資源を生かす
ことができるという意味において、小農にとって有力な選択肢となり得る。とこ
ろが、小農の有機農業への参入には多くの障壁が立ちはだかる。どの地域でも一
〜二世代前には化学投入財を使わない在来農業が行われていたといえ、堆肥作り
や複合経営等、限られた土地で高い生産性を達成しようとすれば、有機農法に習
熟する必要がある。また、良い物を作っても、努力に見合った評価をする消費者
に出会えないかもしれない。
売り手でも買い手でもない専門機関が「品質を保証する」第三者認証制度は、
顔の見える範囲を超えて有機産品の市場が拡大することに貢献した。だが、先進
国では一般化しつつある認証制度は、それを取得し更新するための費用が途上国
の小農には過大なものとなる。さらに、認証制度は、大量生産と流通戦略に長け
た大規模生産者や商社がむしろ有利に活用することができる。
こうした中、注目されるようになったのが、参加型認証制度（Participatory

Guarantee Systems：PGS）を用いた小農支援のネットワークの形成である。
信頼関係で結ばれた生産者と消費者の小さなグループが専門家の協力を得ながら
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認証に参加するという同制度は、認証費用を顕著に削減するだけでなく、参加
生産者の市場の確保、さらには生産者と消費者の交流を促し、新たな共同行動
を生み出す可能性も秘めている 3 [Nelson et al. 2010: 228-230; Bouagnimbeck

2014]。PGS は、 有 機 農 業 関 係 者 の 国 際 団 体 で あ る IFOAM（International
Federation of Organic Agriculture Movements：国際有機農業運動連盟）も、
有力な制度的工夫として普及を促進している [IFOAM 2013]。IFOAM によれば、

2015 年時点で、109,317 人の生産者と加工業者が PGS に参加しており、うち
46,945 人の生産者が PGS の認証を取得していた。ペルー、ボリビア、ブラジル
をはじめ、ラテンアメリカは PGS の「先進」地域といえる 4。
参加型認証に限らず、技術支援、融資、種子交換、販路開拓など、今日では多
様な形で小農に有機農業を促す組織が増えてきた。一定の生産基盤と経験を有す
る農家が、これらの組織とつながり、そこから便益を享受することができれば、
有機農業は小農の間にも広がっていく。逆に、支援ネットワークに参加し、そこ
から利益を得るだけの資源と機会を持たない農家に対しては、別の工夫が求めら
れるだろう。
小農や有機農業に関する先行研究では、こうしたネットワークの役割が規範的
に論じられる傾向にあり、実際に農業関係者の間にどのように広がっていったの
か、広がりを妨げる要因は何なのか、が明らかにされてこなかった。それを補う
ため、筆者は 2011 年よりメキシコで調査を行っている。本稿では、トラスカラ
州のアルバロ・オブレゴン（Álvaro Obregón）集落において、マゲイをはじめ
とする有機作物とその加工品生産、それらの販売に従事する農家の事例に焦点を
当てる。土地へのアクセスや人的資本といった点において、小農の中で比較的豊
かな層に属するこの農家は、親族間で協力しつつ、有機農業の普及ネットワーク
に緊密に組み込まれる。それを通じて、元々持っていた資源の市場価値を高め、
さらに自らが有機農業の普及活動や環境運動に参加するようになった。その一方
で、このネットワークが地域全体に与えるインパクトは限定的なものにとどまっ
ている。
事例が 1 つに限られることは、2 つの点から正当化できる。第 1 に、特定の農
家と彼らを支援するネットワークの詳細な情報を収集し 5、それらを分析、解釈
することにより、計量的な研究を補う知見を得ることができる。第 2 に、工学
的な接近の容易な近代的農業とは異なり、小農の実践する有機農業は複合性や弾
力性、地域性により特徴付けられ、数量分析になじみにくいところがある。

II 節では、メキシコ農業の多様性と変容とを論じた後、同国の有機農業を概
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観する。III 節は、
「有機市」と「農民間の技術改善運動」という、ともに小農へ
の有機農業の普及を目指す主体の歴史を論じる。IV 節では、マゲイ農家がこれ
らの支援をいかに活用しどのような変容を遂げてきたのか、彼らの周辺を含めい
かなる課題が見出せるのか、を明らかにする。V 節で結論を述べる。

II

メキシコの農業：その多様性と有機農業

II-1

6

メキシコ農業の多様性と変容

日本の 5 倍の国土に 1 億 2 千万人の人びとが住むメキシコの農業は、顕著な
多様性により特徴付けられる。果実や蔬菜の栽培、畜産を大規模に営み輸出する
ような商業的農場のある一方で、主食のトウモロコシと豆科等の他の作物生産を
組み合わせる（milpa）家族経営の小農が多数存在する。大半の小農はいまも種
子の自家採種を続けている 7。こうした多様性は、高度や水へのアクセスにおい
て多彩な自然環境の表れである。だが同時に、メソアメリカ文明の繁栄、16 世
紀に植民地化されて以降の先住民コミュニティの再編と存続、大農園への農地の
集中、20 世紀前半のメキシコ革命（1910 〜 40 年）後における小農の保護政策、

1980 年代以降の効率重視の農業政策への転換など、メキシコの辿った歴史の産
物でもある。
革命以降のメキシコ国家は、農地改革と受益農民の組織化、価格保証、農業イ
ンフラ投資とある程度の農地集中の黙認といった政策を組み合わせることで、小
農の保護と同時に農業生産を増やすことも追及してきた。生産規模や志向におい
て異なる農業主体の許容は、政治的には、穏健な権威主義と官製組織を通じての
便宜供与によって 1929 〜 2000 年まで一党支配を続けてきた、PRI（制度革命党）
による農村支配の帰結であった。社会の側にも、CIMMYT（国際トウモロコ
シ・コムギ改良センター）など農業部門の近代化に携わる主体もあれば、UACh
（Universidad Autónoma Chapingo：チャピンゴ自治大）をはじめとする小農
擁護の伝統で知られる主体も数多く存在してきた。
こうした戦後日本の農政を彷彿とさせる状況は、対外債務危機を経た 1980
年代後半以降、劇的な変化を被ることとなった。憲法が改正され、それまで禁
じられていた農地改革対象地（エヒード）の売買と譲渡が自由化された。1994
年の北米自由貿易協定（NAFTA）発効に伴い、とうもろこしの関税も段階的
に削減された。それに合わせて、農地面積に支給額が比例する直接所得補償策
（PROCAMPO）が導入、拡充されていった。政府は、生産余力に限界のある農
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家に対しては、条件付き現金移転プログラムの実施や社会・教育インフラの整備
等、非農業支援に力点をおくようになっている。
こうした効率重視の政策により、農地面積や資本へのアクセスにおいて優位の
ある生産主体は利益を得た。蔬菜や果実など比較優位のある規格化された作物を
米国や日本に輸出する農場がその代表であり、シナロア州など米国に近い北部に
集中している。これに対し、
中南部において農業従事者の大部分を占める小農は、
都市部への移住や出稼ぎ、送金や公的扶助からなる移転所得など、農外収入への
依存度を高めている 8。
しかし、新しい政策枠組は見かけほど合理的とはいえない。
いわゆるインフォー
マル部門の比重の大きさや麻薬カルテルの浸透が示唆するように、生産的な農外
雇用機会は不足している。主要な送金元である米国は、非正規移民への締付けを
強化している。また、NAFTA 発効日と同日に南東のチアパス州で、農民運動の
指導者で革命の英雄であるサパタの名を冠し、先住民がゲリラ兵として多数参加
した EZLN（サパティスタ民族解放戦線）が武装蜂起し、現在まで彼らの主張
を支持する勢力がいることに端的に示されるように、小農の側からの異議申し立
てもみられる。
その一方で、小農を支持する側は、在来型の農業を発展させることは作る側に
も買う側にも魅力ある選択肢であることを示さねばならない。都市の消費者およ
び小農を支援する政府・非政府の関係者とネットワークを築く、多様な在来作物
の栽培を環境保全型農業として再構築する、加工品を開発する、質の高さと安全
性を評価する販路を開拓するといった取り組みが求められている。

II-2

メキシコの有機農業

メキシコの有機農業は近年、急成長を遂げてきた（表 1 参照）
。FiBL-IFOAM
の推計によれば、2013 年において農地に占める有機農地の比率は 2.3% で、ラ
テンアメリカの中では仏領ギニア（11.9%）
、ドミニカ共和国（9.3%）
、ウルグ
アイ（6.3%）に次いで第 4 位である [FiBL and IFOAM 2015: 41]。だが、農民
の多数派を占める小農への有機農業の普及は限定的である。
「化学肥料や農薬を
買うお金がない」零細経営の農家が存在するといえ、有機農業に切り替えるない
しそれに新しく着手する誘因は乏しいのが実状である。
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表1
年
面積 (ha)
農民数
雇用の創出
所得
(US$ 1,000)

メキシコにおける有機農業の推移 1996 ～ 2008 年
1996

1998

2000

2004/05

年平均
成長率 %

2007/08

21,265
13,176
13,785

54,457
27,914
32,270

102,802
33,587
60,918

307,692
83,174
150,914

378,693
128,862
172,293

32.4
25.6
28.7

34,293

72,000

139,404

270,503

394,149

27.7

出所：Gómez Cruz et al. 2010.

メキシコの有機農業は、欧米諸国や日本の（輸入）需要の拡大に支えられてき
た。メキシコシティ等の大都市では、有機コーヒーを出すカフェや健康を謳う有
機レストランが増えている。また、今日では大都市のスーパーで、高級な有機ブ
ランドとしての地位を確立した Aires del Campo 社の商品等、国産の有機作物
や加工品が陳列されている。とはいえ、国内市場は依然として小さく、国内需要
の開拓は急務となっている。
需要のあり様とも関連するが、作物はコーヒーやアボカド、蜂蜜など少数の作
物に偏っており、栽培地も偏在傾向にある。北部では、ときに米国の業者や専門
家の協力を得つつ、米国市場向けに有機野菜や果実を生産する農家が増えてき
た [Marsh and Runsten 2000]。また南部の高地帯では、自然条件が高品質の
コーヒー栽培に適していることも手伝い、有機コーヒーの生産が急速に拡大し、

2008 年の時点で 17 万 6 千 ha と（畜産を除く）有機作物の栽培総面積の半分近
くを占めていた 9。UACh の研究者の推計によると、<2007̶08 年の有機栽培
面積 > ／ <2007 年の慣行栽培面積 > の比率は、
コーヒーにおいて 22.43% に達し、
アボカド 30.21%、アマランサス 19.17%、カカオ 18.97% など、ほかにも有機
栽培の比重の高い作物がある。その一方で、主要作物であるトウモロコシの比率
は 0.06%、フリホール豆は 0.05% に過ぎない。野菜はそれよりも高く 5.71% を
占めるが、その殆どが輸出用であることを差し引く必要がある

10

[Gómez Cruz

et al. 2010: Cuadro 3; Gómez Tovar et al. 2012; Schwentesius Rindermann
et al. 2013]。
さらに、認証団体から有機認証を取得・維持する費用が、小農には参入障壁と
なっている。比較的規模が大きく輸出志向の「北」とそうではない「南」を比べ
て、有機農業にも他の産業の場合同様に、国内の南北問題が存在すると指摘する
論者もいる [Gómez Tovar et al. 2005]。
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慣行農法の場合と比べ、
有機農業への政府支援は遅れている。2006 年には「有
機作物法（Ley de Productos Orgánicos）
」が国会で可決されたものの、欧米諸
国とは異なり、メキシコ政府が制度整備や資金融通を通じて有機農家を積極的に
支援することはなかった。有機農業支援者のネットワークは、法案を具体的な政
策として実現するよう、政府に働きかけてきた。
本稿では、環境保全に自覚的に有機作物を生産、加工する小農の事例を扱う。
それらは市場も未成熟で先行研究も比較的少ない一方、その社会的な意義は大き
いと考えられる。

III 小農への有機農業の支援組織
国家でも営利企業でもない主体が小農支援に果たす役割が高まっている。本節
では、その中で 2 つの有機農家支援ネットワークに注目する。
ゆうきいち

III-1 有機市
メキシコにおける参加型認証（PGS）の試みとして、有機市の創設とその全国
ネットワーク化（Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos：REDAC）
が 挙 げ ら れ る [Nelson et al. 2010; Gómez Tovar et al. 2012; Schwentesius

Rindermann et al. 2013]。1999 年にグアダラハラで最初の市が開かれたの
を皮切りに、2004 年に 4 つの市場の間でネットワーク化されている。その後
参加型認証制度が導入され、ネットワーク（REDAC）は 2008 年に市民団体
（Asociación Civil）として法人格を取得している。2013 年 1 月時点で、有機市
は全国に 28、建設中の市場が 9 つあった

11

。28 の市場の加盟者は計 1,030 人

（1 つの売場に 2 人以上登録される場合もある）だった。成員の属性をみると、

76% が農地 3ha 未満であるものの、70% が女性、平均年齢が 45 歳、さらに
45% が高等教育を受けており、メキシコ小農の平均的な姿とは異なっている

12

[Schwentesius Rindermann et al. 2013: 25, 28]。REDAC は、小規模な有機
農家の支援と国内有機市の振興を目的としているが、公共政策に影響力を行使
するというアドボカシーも活動の中に含まれている。REDAC が 2009 年に定め
た基準は農業省などの政府機関の承認は得ていないものの、2011 年に国際団体

IFOAM により PGS として認められている [Schwentesius Rindermann et al.
2013:30-31]。
各地にある有機市に参加するにあたり、申請者は質問票に記入し、それを当該
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市場の生産者と消費者から構成される委員会が審査する。審査を通った者は委員
による農場訪問を受け、最終的な判断は委員会の合議で決定する。種子、施肥、
病虫害管理、周囲の慣行農家からの緩衝帯の確保等のすべての基準を満たす場合、
認証が付与される。限定的な不備の場合、それを正すという条件付きで参加が認
められる。REDAC 加盟者の 60% が参加型認証を取得しており、残りは取得過
程にあるかもしくは民芸品か生物分解性洗剤を販売している。第三者認証を取得
済みの生産者には、申請書のみで自動的に認証が与えられる。
委員による同様の訪問を通じて、
認証は毎年更新される。査察の中立性を保ち、
かつ関係者の連帯を醸成するため、消費者や他の市場の生産者の参加が推進され
ている。また、各市場には、ワークショップの実施等を通じて、加盟者の技能を
高め消費者の一層の信頼を得ることが求められる。
こうした有機市の発展には、ドイツ人のリンデルマン教授（Rita Schwentesius

Rindermann）をはじめとする UACh（チャピンゴ自治大）13 の教員と学生が、
中心的な役割を果たしてきた。彼らは、REDAC の運営、参加型認証システム
の設計と専門家の派遣等、様々な面において有機市の発展を支えてきた。2005
年には、各市場の参加者向けに、参加型認証の最初のワークシップが UACh の
アグロエコロジー学部で開催されている。UACh 関係者の作成した質問票は、
メキシコを代表する認証団体である CRTIMEX（Certiﬁcadora Mexicana de

Productos y Procesos Ecológicos）の用いる質問票を簡略化したものである
[Schwentesius Rindermann et al. 2013]。
UACh の 敷 地 近 く の 住 宅 街 に は、 チ ャ ピ ン ゴ 有 機 市（Tianguis Orgánico
Chapingo）が金曜日に開かれ、外国人を含む近辺住民の顧客で賑わっている。
その人気は、周囲の路上に認証をとっていない地元生産者が露店を出しており、
さらにその数が増えてきたことからも分かる。2003 年に創設された同市場は、
青空市ではなく、大学の提供した建物の屋内に、UACh の産物も含む 20 以上の
販売スペースが設けられている。国内には慣行作物を含む直売所として出発した
市場もあるのに対し、最初から有機産品のみを扱っていた。市民団体として法人
格も取得しており、拡大を続ける有機市を牽引する象徴的な存在である。
有機市のネットワークは、
小農に販売の場を提供するだけでなく、
人的資本（技
能の伝達）と社会資本（専門家や顧客、他の有機農家との結び付き）の形成を促
している。だが、これらの利点は課題と表裏の関係にある。第 1 に、海外市場
と国家への接点が限られている。REDAC 成員の 18% が認証団体から「正規の」
認証を取得しているものの [Schwentesius Rindermann et al. 2013: 25]、参加
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型認証では海外に有機産品として輸出できないという制約がある。所得増大とい
う観点からは、
海外でもその品質を評価する仕組みのあることが望ましい。また、
先述のように、ブラジル等とは違って、メキシコの国家は小規模な有機農家を支
援の対象としていない [Bouagnimbeck 2014]。
第 2 に、メキシコの参加型認証の仕組みは無償労働に依存しているため、財
政 面 で 脆 弱 で あ る。REDAC は 2004 〜 11 年 に カ ナ ダ の NGO で あ る Falls

Brook Center、10 〜 11 年には農業省からの資金援助を受けてきたものの、深
刻な資金難に直面している。市場の中には成員から会費を徴収しているところも
あるが、初期にはネットワークが資金を援助する側だったこともあり、制度維
持のための自己負担は一般化できていない [Schwentesius Rindermann et al.

2013: 31-32]。第 3 に、無償労働への依存とも関連するが、農場訪問など定めら
れた活動への参加が不定期である成員のいるほか、種子交換等の期待される派生
的活動が行われていない有機市もみられる。この問題は、異分野も含む有機農業
についての広い知識の不足（自信のなさ）も一因をなす [Bouagnimbeck 2014]。
第 4 に、生産者の技能の偏りや生産者間の調整不足のため、有機市に足を運ぶ
消費者の望むものを必ずしも提供できていないという需給のミスマッチも指摘さ
れている [Schwentesius Rindermann et al. 2013: 32]。第 5 に、利潤動機や垂
直的な指令よりも、信頼と互恵的な協調に依存するというインフォーマルな仕組
みを通じて、安全で質の高い作物を産するための規律を保てるのかという課題も
ある。仲間内での欠陥の隠蔽あるいは反目が、組織の運営に支障を来すこともあ
る [Nelson et al. 2010: 234]。
リンデルマン氏は、筆者とのインタビュー（2012 年 8 月 15 日付）の中で、
「海
外からの金銭的支援がなくなり、市場の運営は経済的に難しくなっている」
、
「運
営をめぐって、関係者の間に十分な信頼と協調がみられない」
、
「1ha あたり 1t
というトウモロコシの収量の低さや家畜の糞尿の安易な使用による土壌汚染等、
少なからぬ参加農家には技術面で改善の余地がある」など、多くの問題点を強調
していた。チャピンゴ有機市の抱える課題については、次節で取り上げる参加農
家の口からも発せられることになる。

III-2

農民間の技術改善運動

有 機 市 と は 異 な る 形 で 小 農 に 有 機 農 業 の 普 及 を 図 っ て き た 運 動 と し て、

MCAC（Movimiento Campesino a Campesino：農民間の技術改善運動）があ
る。それは、先住民農民の民衆知と水平的な支援を目指す外部主体との交流の産
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物であった [Holt Giménez 2008]。運動が生まれた舞台は、解放の神学派の神
父による農村コミュニティの組織化、さらには 1976 年の地震後に海外からの援
助とその受入組織の発展のみられた 1970 年代のグアテマラだった。メキシコと
隣接する同国において、World Neighbors や OXFAM といった国際 NGO の支
援を受けて、カクチケル（Kaqchikel）先住民農民の間で、環境保全型農業を学
んだ農民が普及員（promotor）として農民に技法を伝えるという試みが成功を
収め、国内に徐々に浸透していく。ところが、80 年代に入ると、内戦の激化に
伴い、農民の普及員は軍事政権により「共産主義者」とみなされ迫害を受けるよ
うになり、運動は一時的に衰退を余儀なくされる。国際 NGO は彼ら普及員に対
し、国外避難の斡旋も含む支援を続けた。
内戦終結に伴い、1990 年代に入ると運動は再生する。しかし、それ以前に、
グアテマラに農民が学びに訪れるないしグアテマラから避難してきた普及員を
通じて、メキシコを始めとする近隣諸国に運動は広がっていた。ニカラグアに
は、80 年代のサンディニスタ革命期に、後述するビセンテ・ゲレーロ（Vicente

Guerrero：VG）村などメキシコに出来つつあった拠点を通して、農民間の交流
意義のある農民間の交流がみられた。
が図られた。90 年代のキューバにおいても、
同国では、ソ連・東欧の市場経済化により、農作物の輸入や化学肥料・農薬の使
用が不可能になり、深刻な食糧危機に陥った国家は小規模有機農業を積極的に推
進した [ 吉田 2002]。
講師を受け入れる等の直接の接触の有無を問わず、MCAC は有機農業の普及
にかかわる人びとには知られた存在である。本稿の事例でもそれは、有機農業の
普及過程で重要な役割を果たしている。
有機市の場合と比べると、MCAC は伝達される知識が標準化、体系化されて
おらず、販売の場も確保されていない。だが、地域の個性を重視するという点で、
小農によりアクセスしやすく、多様な支援を可能にしているともいえる。
以上、メキシコの有機農業は成長を遂げているといえ、外需に依存しており、
慣行農業と比べ政府の支援も少ない。だが、UACh（チャピンゴ自治大）のよう
な高等教育機関、国内外の NGO など、様々な工夫を施して小農に有機農業の普
及をはかる主体がある。次節では、トラスカラのマゲイ農家の事例を検討するこ
とを通じて、そうした普及活動を受け入れる農民側の条件を探ることにする。
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IV トラスカラ州のマゲイ農家の事例
本稿で扱う事例は、マゲイ関連品をはじめ多様な有機作物の生産と加工に従
事する家族である。UACh とトラスカラの 2 つの有機市に参加し、かつ地域の

MCAC の主要なメンバーでもある。有機市の参加者には新規就農家や副業農家
あるいは UACh 関係者もいるものの、この家族は代々農家であった。UACh の
市では、屋内で有機商品を売ると同時に、入り口にテーブルを出して食事も出し
ている。出店者の中でその品目の多さは目立っている。

IV-1

村の概要

コミュニティは、メキシコ中部、最小の州であるトラスカラの乾燥地帯に位置
する。同州エスパニィータ（Españita）郡にある 13 の集落の 1 つアルバロ・オ
ブレゴン（以下 AO）であり、標高 2,700m の乾燥高地帯に属する。公共交通の
便はよくないが、車なら UACh のあるテスココまで 1 時間強で行くことができ
る。
古くはナウアトル語の話されていたこの集落は 1929 年、農地改革後の入植を
経て行政村として設立された。面積は 7.5km2 で、1990 年代半ばの時点ではう
ち 3 km2 が私有地、4.5 km2 がエヒードだった [Comité del rescate histórico

de Álvaro Obregón 1997]。2000 年時の戸数は 61 戸、住民数は 257 人、2010
年 時 は そ れ ぞ れ 75 戸、262 人 で あ り、 人 口 は 漸 増 し て い る [INEGI 2001;

2011]。
全戸に水道は敷かれているものの、農業は天水に頼っている。この村は、先植
民地期からメキシコ中央高原で重宝されてきた植物マゲイの産地であった。成長
したマゲイの中央部をくり抜き、そこに溜まった樹液を発酵させることで地酒の
プルケーが造れる。また、その分厚い葉や葉の内側の薄皮は、自身は食用ではな
いものの、料理に独特の風味を与えることができる。高価な肴として知られる
芋虫や茸も採集できる。加えて、保水機能があるほか、動物の隠れ家にもなる。
短いもので 1 ヶ月、長いもので半年ほど樹液を採取した後に枯死したマゲイは、
天然の肥料や燃料となる。このように豊富な用途があり、
環境保全機能も有する。
だが、保存が利かないプルケーの消費がビール等のアルコール飲料に押され減少
したこと、さらには薄皮を盗難する者がいることなどにより、地域の景観を象徴
するマゲイの密度は減ってきている。
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IV-2 Grupo Vicente Guerrero：有機農業の普及ネットワークの形成
事例の村で何が生じたのかをみる前に、それを取り巻く有機農業の普及組織の
動向に触れておきたい。村で有機農業を実践する一族は、それら組織の支援を受
けてきたと同時に、組織の成員としてその発展にも貢献してきた（図 1 参照）14。
アルバロ・オブレゴン（AO）集落が属するエスパニィータ郡には、前節で
紹介した、メキシコにおける MCAC（農民同士による技術改善運動）の拠点
の 1 つをなしたビセンテ・ゲレーロ（VG）集落がある。同村では 1977 年、カ
リスマ性のある社会事業家でサンクトルム（Sanctórum）郡の郡長を務めたこ
ともあるコバ（Rogelio Cova Juárez）氏をリーダーに、CSAM（Comité de

Servicio de Amigos de México）による環境保全プロジェクトが始まった。翌
78 年には CSAM の助成を受けて、集落の 5 名の農民がグアテマラを訪問し、
土壌と水質保全の講習に参加した。彼らは帰国後、試験圃場やワークショップを
通じて地元に有機農業の普及を図った。
図1

トラスカラの有機農業普及主体とホエル家
CSAM = Comité de Servicio de Amigos de México
SEDEPAC = Servicio de Desarrollo y Paz
MCAC = Movimiento Campesino a Campesino
CEDUAM = Centro de Educación Ambiental
y Acción Ecológica
GVG = Grupo Vicente Guerrero
CCDS = Centro Campesino para
el Desarrollo Sustentable
UACh = Universidad Autónoma Chapingo

CSAM

交流
発展
MCAC,
GUATEMALA

交流

SEDE
PAC

ホエル夫妻は知り合
い、以後親戚に広め
ると同時に、派生す
る諸組織の活動に
積極的に関与。

交流

派生

派生
CED
UAM

GVG

派生
支援

UACh

支援

支援
MERCADO
ALTERNATIVO DE
TLAXCALA

支援

CCDS

出所：筆者作成

80 年代初頭になると、CSAM の支援でカクチケルの農民が村に滞在するよう
になり、運動は勢いを増していく。コバ氏は、
仲間と新たに SEDEPAC（Servicio
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de Desarrollo y Paz）を結成し、MCAC の普及を支えた。やがて運動を担う
者の中から地方開発を目的とする GVG（Grupo Vicente Guerrero）が結成さ
れ、88 年には SEDEPAC から独立した組織となった。GVG は、93 年から財
団（Pan para el Mundo）の助成を受けて、様々なプロジェクトを実施するよ
うになる。GVG の関係者の中には、ニカラグアやキューバに赴き、現地の農民
と交流した経験のある者もいる。初期の MCAC を牽引してきたコバ氏は、89
年に CEDUAM（Centro de Educación Ambiental y Acción Ecológica）とい
う団体を新たに結成したが、93 年に病気で亡くなっている。さらに CEDUAM
からは、ウェヨトリパン郡（Hueyotlipan）に拠点をおく団体 CCDS（Centro

Campesino para Desarrollo Sustentable）が派生している。
知名度が増し、国内外の財団さらには政府機関からも助成を受ける団体となっ
た GVG は、環境保全型の開発を目指す NGO としての性格を強めていく。2013
年 8 月時点で、10 郡、34 村でプロジェクトを行っていたという。プロジェクトは、
アグロエコロジーに限らず、栄養やジェンダーをテーマとするものもある。種子
交換会を毎年開催しているが、2013 年の会には 120 人の出品者、1,500 人以上
の訪問客が来たのではないかという。また、自家の種子を渡して他地域の種子を
受け取るという種子ファンドも運営している。さらに、本事例の家族が参加する
トラスカラ市の有機市（Mercado Alternativo de Tlaxcala）についても、リン
デルマン氏ら UACh の教員および他の市民団体とともに創設（2005 年〜）に携
わり、関係農家が出店するなど、今でも関与を続けている（図 1）15。トラスカ
ラでは 2011 年に遺伝子組み換え（GM）トウモロコシを規制する州法が可決さ
れているが、GVG は他の市民団体や研究者らとともに、GM 作物の導入を阻止
しトウモロコシの多様性を守るよう州議会議員らに要請してきた。
このように GVG は VG 集落内に事務所を構え、活動範囲を拡げている。だが、
プロジェクトの対象集落の中から普及を担うリーダー農民を選出してもらうとい
う手法をとっていることは、MCAC の精神を受け継いでいる。

IV-3

有機農業の実践主体

本事例の主役は、プルケーの低迷に直面したマゲイ農家（世帯主はホエル、

1954 年生まれ（以下、村の関係者はすべて仮名））である。ホエル家では、
1980 年代には 15 人の採集人（tlachiqueros）からマゲイの樹液を集めてプルケー
を作っていた。それは、周辺の村や町でのプルケー需要に支えられていたが、以
降その売上は落ちていく。現在、ホエルに樹液を持ってくる採集人は 2 名に過

― 45 ―

小農と有機農業の普及ネットワーク ―メキシコにおける参加型認証の事例―

ぎず、2014 年夏時点における週あたりの樹液の平均収穫量は 400 リットル強程
度に過ぎなかった。
ホエルの父は、化学肥料や農薬の使用に否定的な篤農だった。プルケーの限界
がみえてくると、
ホエル家は有機農業の推進主体の支援と親族の協力を得ながら、
「本業として」積極的に有機農業にかかわるようになる。家族の事業として、堆
肥を作り、加工品製作に着手し、複数の有機市に参加している。
家族構成をみてみたい。AO 出身のホエルは、周りに小中学校がない時代に中
学校を修了し、さらに専門学校で 2 年間学んでいる。1993 〜 95 年まで郡長を
務めた経験もある。妻のアナ（1958 年生まれ）は首都の連邦区出身で小学校を
修了している。彼女の父はトラスカラ州カルプラルパン出身で、80 歳を超えた
現在も同地で衣服を売るほか、トウモロコシ栽培など農業を続けている。ホエル
の亡父同様、化学投入財を用いることは好まない。アナは 5 人兄弟の長女であ
るが、家族の事業との関係では、州内に住む妹ロレーナとの付き合いが深い。
ホエル夫妻には 2 人の息子がいる。両親と同居する長男のアルバロ（1981 年
生まれ）は、イダルゴ州立工科大学で工学を学んだ後、PEMEX（メキシコ石油
公社）の関連会社に勤めたが、海洋の採油施設での仕事が好きになれず辞めた。
その後は、幼い頃から慣れ親しんできた農業と農産物加工に両親と取り組んでい
る。また、NGO の友人や短期講習を通じてエコ技術を学び、自転車を改造した
発電機や脱穀機・ミキサー、エココンロなどを自ら製造し、インターネット上で
販売するほか、地方政府から注文を受けることもある。父の農地の一角に、ネッ
トで得た情報を下に、ドーム型のエコハウスを自ら設計し建築している。
次男のアントニオ（1983 年生まれ）は UACh で生物科学を学び、メキシコ州
政府の農業プロジェクトに雇われている。
彼の妻ベロニカはプエブラ州の出身で、

UACh の付属高校を卒業した後、デザインの専門学校で学んでいる。自ら天然
素材の化粧品や香水を製作するほか、UACh やメキシコ市の有機市での販売を
手伝っている。
ホエルは 9 人兄弟の次男である。AO には、母オフェリア、5 人の兄弟のほか、
多数の叔父と従兄が住んでおり、ホエルによれば「村の住民の大半は家族だ」と
いう。AO に住む 6 人兄弟のうち、有機のみの農業を行っているのが 3 人、慣行
農業との併用が 1 人、慣行のみが 1 人である。若い頃に菓子工場で働いた経験
のある兄のサウルには、9 人の子どもがおり、うち 3 人が一緒に住んで農作業を
手伝っている。彼自身の学歴は、当時の基準では決して低いとはいえない小学校
未修了であるが、子どもたちは高等学校以上の学歴を持つ。ホエル同様に農業に
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従事する弟のペドロは、4 人の子どもがいるが、3 人と一緒に住む。母オフェリ
アは、末娘デルマの隣に住み、農地は息子に貸している 16。
ホエルの 2 人の弟は移住して村外に住む。メキシコ市（メキシコ州ネサルコ
ヨトル市）に住むイバンの息子ロベルトは、地元の工科大学に在学しているが、
ホエル家に長期滞在し彼らの仕事を一通り覚えたことがあるなど、父とともに村
をよく訪れる。トラスカラ州アトトニルコに住むラウルは、羊の蒸し焼き造りを
生業としているが、材料の羊はペドロら親族から買うことも多い。このように、
ホエルの直近の親族は、皆が有機農業を実践しているわけではないものの、メキ
シコ農村で移住や非農雇用が一般化する中、有機農業を軸に緊密な関係を保って
いる。
ホエル家の特徴として、教育水準の高さ、親族との協力のほかに、非親族とも
豊かな社会資本を築いていることが挙げられる。プルケーの生産者として近隣村
でも古くから知られていたホエルの家では、妻が都市部の出身であり、さらには
様々な有機農業支援者と知り合うことを通じて、人脈を広げていく。特にホエル
が郡長を務めたことは重要であり、カトリック等の儀礼や祝い事の出費を代父と
して一部負担したことのある代子の数は 350 人近くにのぼり、うち 100 人くら
いはどこに住んでいるか分かるという。

IV-4

有機農業の普及の経緯

メキシコの小農の間で化学投入財が普及し始める 30 〜 40 年前、ホエルの亡
4

父もアナの父も、その効果に懐疑的だった。だが、ホエルとアナが有機農業に自
4

4

4

覚的に取り組むようになるには州内の支援組織と知り合うことが必要だった。実
際、参加を通じてホエルの家族はそれら組織の発展に寄与したのであり、彼らの
歩みは、トラスカラ州という有機農業にはむしろ不向きで普及の遅れた土地にお
ける有機農業の歴史といっても言い過ぎではない（図 1 参照）
。

1985 年に、ホエルとアナは SEDEPAC のコバ氏らと知り合う。有機農業や
エコロジーに関する講習を受けて、自分の土地の一部で試してみるなど徐々に
有機農業への関心を深めていき、そこから分岐した組織の活動にも参加するよ
うになる。家族内でも、ホエルから弟のペドロ、母のオフェリア、兄のサウル、
妹のセシリアとその夫アンヘル、妹のデルマの順に、有機農法が伝わっていく。

GVG については、講習を受けるにとどまらず、ペドロ、セリシア夫妻およびホ
エルの姪のオリビアが、GVG の普及員を務めた経験がある

17

。特にペドロは、

トラスカラ周辺の村々にとどまらず、チアパス州やグアテマラ、ニカラグアを訪
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れた経験もある。アナは、CEDUAM の理事を長く務めるなど、コバ氏と彼の
姉妹の運営する組織に関与してきた。アナによれば、トラスカラと UACh の有
機市に参加するようになったのは、CEDUAM の紹介を通じてであった。
ホエルや長男のアルバロにもいえるが、アナは、現在残っている組織の中で最
大規模となった GVG に関して、「（農業を実践し続ける自分たちとは異なり）農
業から離れた専門家集団になってきた。
」と批判的な目を向ける。UACh とは、
義弟のアンヘルは 1992 年頃から、ホエルは 2000 年からそれぞれ、養蜂、堆肥
の作り方や土壌分析、参加型認証など様々な技術支援を受けてきたという。

IV-5

複合農業と加工品生産：有機農業の実際

ホエル家の農地は、3 区画で計 10ha になる（表 2 参照）
。曽祖父の頃から栽
培しており、彼も 40 年の間かかわってきたマゲイの生産には愛着がある。5 種
類以上、苗畑のものを含めると計 5,000 本程度になるというマゲイは、不要な
葉を取り除き、下草を刈り、十分に成長したと判断すれば、樹液を特殊な容器を
使って吸い上げる。
集めた樹液にプルケーを加えて発酵を促せば、
「有機プルケー」
が出来上がる。愛飲者にはそのままで売れるし、町の消費者には香料や果汁を入
れたものが喜ばれる。プルケーは家族と有機市で売るほか、30 年来の知り合い
の卸売商にも販売する。
だが、プルケー販売の顕著な減少に伴い、
次第に活動の多様化を図るようになっ
た。妻のアナは、プルケーの高い栄養価と文化的な意義を認めつつも、それが大
量飲酒につながることへの葛藤も感じていた。約 20 年前からプルケーを煮詰め
たシロップの生産を始め、その後はシロップを入れた飴やビスケット、ジャムな
ども作るようになった。長男のアルバロは、
プルケーを蒸留させた自家製
「テキー
ラ」も有機市で販売している（表 3）。
マゲイが周囲を取り囲むように植えられている畑の中では、トウモロコシ（青
と白の 2 種類）、小麦、ライ麦、蕎麦、フリホール豆、そら豆、かぼちゃ、ヒマ
ワリなど多様な作物が栽培されている

18

。冬は土が硬直化するため、耕作は晩春

から秋に限られる。一期作なので特に休耕はしないものの、
トウモロコシと豆類、
かぼちゃなどの混作、および麦類の輪作を心がけている。複合農業の一環として
飼育する兎や家禽、馬の糞や腐葉土を原料とする堆肥には、肉を調理する際に隠
し味として使用するが如く、プルケーを入れて発酵を促している。年間、10 ト
ンの堆肥に、自家製の液肥（foliar）を 200 リットルほど散布している 19。
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表2
世帯主の特徴

サウル
1950年生まれ
小学校2年まで通学
子どもは9人

ホエル
1954年生まれ
中学校卒業後
専門学校に
2年間通学
子どもは2人

Álvaro Obregón 集落における主な有機農家世帯（2012 年）
農地合計

24.7ha。
畑作
11haが本人の所有
地、12.5haが小作で親
族から借りた土地、
1.7haが共有地
果樹等
畜産
その他

10ha。
7haが本人の所有地、
3haが小作で親族や知
人から借りた土地

畑作

果樹等
畜産
その他

ペドロ
1970年生まれ
中学校卒
子どもは4人
アンヘル
（ホエルらの妹
セシリアの夫）
1971年生まれ
中学校卒
子どもは2人

畑作
11ha。
5haが本人の所有地、
8haが小作で親族や知
果樹等
人から借りた土地
畜産
その他
畑作
3.5ha。
すべて本人の所有地 果樹等
畜産
その他

農地の利用
小麦（慣行）：7ha。収穫量は10.5t。
大麦（慣行）：3ha。収穫量は4.5t。
トウモロコシとフリホール豆、そら豆の混作（有機）：トウモロコシは5ha、収穫量は10t。フリホール豆は0.25ha、収穫量
は0.7t。そら豆は0.25ha、収穫量は0.5t。
小麦（有機）：4.5ha。収穫量は12t。
大麦（有機）：3ha。収穫量は5t。
マゲイ100～120本。果物少量（アボガド、チャヨーテ、リンゴ、プラム、梨、テホコーテ）。
牛8頭（成牛4、子牛4）。馬1頭。ロバ1頭。豚1頭。羊6頭。家禽36羽。兎130匹。蜜蜂5箱。
1.7haの森林、牧草地。
トウモロコシとフリホール豆、そら豆、かぼちゃの混作（有機）：4ha。収穫量はトウモロコシ5t、フリホール豆2t、そら豆2
～2.5t、かぼちゃの種0.5t。
小麦（有機）：3ha。収穫量は6t。
ライ麦（有機）：2ha。収穫量は2t。
ヒマワリ、蕎麦、チア、燕麦、エボ（飼料作物）の混作（有機）：1ha。収穫量はヒマワリの種が0.3t、蕎麦が0.05t、チアが
0.01t。
マゲイ5,000本（うち苗が1,800本）。梨（収穫量1t）。テホコーテ（1t）。林檎（0.5t）。プラム（0.5t）。桃（0.25t）。マルメロ
（0.05t）。杏（0.02t）。
馬1頭。家禽17羽。兎200匹前後。蜜蜂10箱。
若干の森林所有地。
小麦とグリンピースの混作（有機）：2ha。収穫量は小麦が2t、グリンピースが0.5～1t。
ライ麦（有機）：2ha。収穫量は2t。
燕麦（有機）：2ha。収穫量は2t。
燕麦とエボ（飼料作物）、そら豆の混作（有機）：2.5ha。
マゲイ200本。ウチワサボテンと果物（林檎、梨、桃、プラム、テホコーテ）が少量。
馬4頭。羊20頭。山羊53頭。家禽6羽。
2haの森林。1.5haの休耕地。
トウモロコシとフリホール豆、そら豆、かぼちゃの混作（有機）：2ha。収穫量はトウモロコシが3t、フリホール豆が0.25～
0.3t、そら豆が0.3t、かぼちゃの種が0.1t。
小麦（有機）：1ha。収穫量は2.5～3t。
マゲイ1本。梨（収穫量0.5t）。桃（0.05t）。プラム（0.05～0.06t）。杏（0.01t）。
ロバ2頭。豚1頭。家禽30羽。兎20匹。蜜蜂5箱。
0.5haの森林。

出所：2012 年 8 月に行ったアンケート調査の結果に基づく。

畑の際では、林檎、梨、プラム、マルメロ、テホコーテといった果樹も植えら
れている。果樹は、鳥の餌や朽ちて肥料となることがなければ、自ら消費するか
ジャムの材料となる。また 10 箱ほど蜂を飼い、年に一度蜜を採取している。蜂
蜜はリットル 100 ペソで売ることができる。新しい試みとして、畑の一部や中
庭で、健康食品として注目を集めるチア（chía）を栽培するようになり、有機市
でレモネードに混ぜて販売している。
家畜として、馬 1 頭のほかに、家の中庭で兎を常時 100 匹前後、
「有機農法」
「有機」
により飼育している 20。兎は配合飼料を与えれば 2 ヶ月程度で成長するが、
の場合は 4 〜 5 ヶ月を要する。村内で兎を飼っている農家は多いものの、配合
飼料を使わない農家は自分たちくらいではないかとホエルは語る。しかし、同様
に「有機で」飼育した近郊農家から兎を購入することもある。兎は毎週 10 匹程
度ホエル自らが捌いて、2 種類の味付けを施した肉をマゲイの葉の薄皮で包んで
蒸したものを有機市で販売している（兎半分で 70 ペソ）
。稀にだが、自治体等
から大量の発注が来ることもある。兎の利点は、他の家畜と比べ飼育に手間がか
からないことという。
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表3

ホエル家の有機加工品一覧（2012 年 8 月時点）

品名
マゲイシロップ（MIEL DE MAGUEY）
プルケーの蒸留酒（PULQUE DISTILADO）
マゲイシロップ入り小麦のトスターダ（TOSTADA）
マゲイの飴（DULCE DE AGUAMIEL）
小麦（SEMILLA DE TRIGO, 500G）
ライ麦（SEMILLA DE CENTENO, 500G）
トウモロコシ粉（HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO, 500G）
小麦粉（HARINA DE TRIGO, 500G）
ライ麦粉（HARINA DE CENTENO, 500G）
そら豆粉（HARINA DE HABA, 500G）
トウモロコシ粉の飲料（PINOLE）
トウモロコシのビスケット（GALLETA DE MAIZ）
煎りトウモロコシ（BURRITO DE MAIZ）
各種ジャム（MERMELADA：CIRUELA, CIRUELA ROJA,
TEJOCOTE, CHABACANO）
煎りバッタ（CHAPLIN HORNEADO, CON CHILE, CON AJO）
煎りバッタ入り塩（SAL DE CHAPLIN）
静脈瘤に効くクリーム（CREMA PARA VARICES）
薬草シャンプー（SHAMPOO DE HIERBAS）

値段（メキシコペソ）
大100、小55
大150、小20
15
15
17
18
22
19
20
16
10
10
10
35
10
40
150
35

出所：筆者作成

兎以外では、数は少ないものの中庭で七面鳥や鶏を放し飼いにしており、捌い
た肉や卵をトラスカラの有機市で販売している。国内で卵の値が上昇傾向にある
ため、大型の卵は 1 個 3 〜 4 ペソで売れる。羊と山羊は現在殆ど飼っていない
が、それらを蒸し焼きにするかまどを持っており、知人等から注文があれば自ら
締めて調理する。兄弟の家畜を使うこともある。蒸し焼きに用いる薪も、自分た
ちの畑や森から集める。羊の蒸し焼きは半日を要する重労働だが、そのままだと

1,000 ペソの羊が調理により 2,000 ペソで売れるようになる。兄のサウルも同様
にかまどを有しており、しばしば家畜を蒸し焼きにしている。
ホエル家では、土地から得たものに価値を付加し、保存も利く加工品の生産に
意欲的に取り組んできた。マゲイ、穀物、果物、薬草、昆虫などを材料に、支援
機関やインターネットから情報を得つつ、試行錯誤で様々な品物を作り、販売す
るに至っている
（表 3）。2 台の製粉機、
冷蔵庫と大型ガスコンロを備えた専用室等、
そのためのインフラも所持している。

AO においてホエル家以外に本格的に有機農業に従事しているのは、兄サウル、
弟ペドロ、義理の弟アンヘルの家である。妹のデルマと母オフェリアは、それぞ
れ小規模ながら、自給用の有機の家庭菜園とトウモロコシ畑を持っている。農業
機械として、サウルがトラクターを 1 台所有するほか、兄弟の間でもう 1 台を
共有している。非家族労働者の雇用については、多種多様な作物を生産している
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ことに加え、農作業を手伝う息子が長男のアルバロ 1 人であり、さらに加工と
販売にも積極的に取り組んでいることから、ホエル家は非家族労働への依存度が
高い。サウルが「農繁期に親族を雇うことがある」
、ペドロが「基本的に家族の
みで済ます」、
アンヘルが「トラクターを運転手付きで雇う」と回答したのに対し、
ホエル家では冬を除いて非親族の 2 人の農業労働者を、さらには常時調理や加
工品製作を担う 2 人の女性（半日× 5 日、半日× 2 日）を雇っている。

IV-6

有機農業の普及の限界

ホエルの家族は団結して有機農業とその関連活動に取り組んできた事例といえ
るが、叔父や従兄も含めるならば、有機農業に取り組まない親族世帯が村内で
多数派となる。有機農業に従事する兄サウルの場合も、兄弟の中で一番大きい

23ha の農地の約半分を慣行に割り当てている興味深い例である。サウルも彼の
息子も「有機は手間がかかるため、全部有機にすることは適わない」という。特
に、有機トウモロコシ畑（milpa）については、そら豆やフリホール豆などとの
混作により除草や収穫に要する手間が増えることから、もっぱら自給用に当てて
いるという。
姉のアラセリ家の場合、夫のガブリエルと都市に住んだ期間の長かったこと、
夫の体調が優れないこともあって小さな雑貨店を営んでいることなどから、所有
する 2.5ha 弱の土地のうち、0.75ha でトウモロコシとフリホール豆を慣行栽培
し、残りはガブリエルの叔父の 1 人に小作に出している 21。ただし、彼らの娘オ
リビアは、有機農業への関心が高く、気の合う従兄のアルバロと連絡を取りつつ、
家庭菜園でセロリやトマト、ニンニク等を栽培している。GVG の普及員として、
村外に住む叔父ラウルの妻マリセラと協力しつつ、近隣村に出かけて女性に家庭
菜園の作り方を教えた経験もある。
ホエルの親戚でマゲイの樹液の採取人であるフィレモン（1955 年生まれ）の
場合、ホエルと常にプルケーを飲み交わす仲であるものの、3ha 近い農地ではト
ウモロコシ、そら豆、小麦を慣行で栽培している。ホエルに誘われたことはある
というものの、
有機に切り替えない理由を尋ねると、
「手間がかかるだろう」こと、
「化学肥料に土地が慣れている」ことなどを挙げている。
また、村内に住むアナの友人の寡婦エリカ（1961 年生まれ）は、同じ郡の

VG 集落に住む男性に 5ha の農地を貸出している。そこでは、かぼちゃが慣行
で栽培されているほか、彼女も 20 頭ほどの山羊を同居する娘と飼育し、自家消
費と販売にあてている。有機農業に特に勧誘されたことはなく、されても時間が
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ないだろうという。
これらの事例から、村の大部分の住民にとって、環境保全や食の安全性の考え
方には共鳴でき、家庭菜園など限定的な形でそれを実践することがあるにして
も、有機農業と関連活動への本格的な従事は時間と資源が許さないだろうことが
示唆される。AO 村の周辺でも、ホエルらのように深く有機農業に関与する農家
はごく少数派である。たとえば、トラスカラの有機市にはエスパニィータ郡から

4 つの出店がみられるが、1 つはホエル家、1 つは妹のセシリアとアンヘル夫妻、
残り 2 つは GVG の幹部家族の店である。
有機農業の普及がなかなか進まない理由について、アナらは、
「村の慣行農家
は早く成果をあげたいと思っている」、
「GVG や SEDEPAC などのプロジェク
トに誘っても、初めから関心がなかったり、参加しても途中でやめてしまう」と
答える。一部でも有機農業を実践している農家は、有機農業の利点について、ほ
ぼ一様に「健康によい」
、
「環境に優しい」と答え、
「食味のよさ」に言及する場
合もある。その一方で、有機農業の不利な点としては、
「耕起や堆肥作り、加工
品生産など手間がかかる」という回答が最も多く、それに「虫にやられることが
ある」、「収量の少ないことがある」などが続く。有機市を含む支援へのアクセス
に乏しい小規模生産者には、こうした不利は大きなものと映ってしまう。
次節では、ホエルらが顧客ともネットワークを築いていることをみてみる。小
規模ではあっても、
現代メキシコにおいて農業で安定した生活を営もうと思えば、
人的資源や一定の広さの農地はもちろん、社会的な資源も要求される。

IV-7

有機産品の市場と資源としての社会ネットワーク

前節で触れたように、有機市という仕組みの重要さは、大規模生産でなくても
農家に採算のとれるだけの値段で売れる場を提供したことにある

22

。ホエル家の

場合、1992 年から州の民芸品振興組織の催しに出店しており、手作りの品を評
価してくれる顧客がいたが、不定期であった。これに対し、毎週開かれるチャピ
ンゴとトラスカラの有機市での出店は主な収入源となっている

23

。収入面で重要

なのは前者の市だが、先に参加したのは後者である。トラスカラの有機市には

2005 年（2 年後に参加型認証を取得）から、チャピンゴのそれには 07 年から出
店している。兄サウルや弟ペドロの作った穀物や豆、兎が売られることもある、
トラスカラの市には妹セシリアもケサディージャや麦のスープなど自家製の食べ
物を売る店を出している、さらにアナの妹ロレーナと大学生の息子が両市に手伝
いに来るなど、有機市への出店は、ホエルの世帯以外の親族にも恩恵をもたらし
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ている。
トラスカラの市場は、トラスカラ市のセントロ近く、外国人もしばしば訪れる
場所で、毎週土曜日に開かれる。ホエル家は先述の加工品のほかに、調理済みの
兎や山羊の煮込み、炒った芋虫、プルケー、アトーレといった飲食品を売ってい
る。チャピンゴ有機市にも当てはまるが、同市場では、閉場前に出店者の間で集
会がもたれる。有機農法についてのワークショップも実施され、欠席した出店者
には罰が与えられることもある。
土曜日に開かれるチャピンゴ有機市では、ホエル家は加工品用、飲食用の 2
つの販売スペースを持っている。同市場への出店は、売上がいいことに加え、そ
の知名度ゆえに、他の場で売る際に信頼を得やすくなるという。有機市では客層
が中産階級以上であるため、顧客を引き付けるには販売品を説明する能力も問わ
れるが、その点においてもホエル家はむしろ有利な立場にある。
有機市に共通する利点として、プルケーがコップ 1 杯 8 ペソ（香り付きが 15
ペソ）など、高い値段を設定できることがある。また、トラスカラの支援組織や

UACh の専門家等との交流が有機市への参加を促す一方で、有機市自体もネッ
トワークを拡げる機会を提供する。仲間の出店者とは商品や情報を交換する。知
り合ったドイツ系のパン屋が数年にわたり小麦粉やライ麦粉を購入したことがあ
るなど、有機市を通じて有力な顧客を見出すこともできる。Facebook 上で家族
事業の紹介を始めたものの、
信頼を得るには直に会って話すに越したことはない。
さらに、市の組織する講習への参加を通じて技能を高めることもできる。
その一方、有機市への参加には費用を伴う。ともに都市部にあるため、移動に
自家用車で 1 時間以上を要するほか、参加型認証の点検ミッションに毎年備え、
自分たちも他農家へのミッションに同行せねばならない。何より、調理など前日
からの準備も含め、週末は休むための時間ではなくなっている。加えて、有機市
の現実のガバナンスが透明性と調和により特徴付けられるわけでもない。自己主
張の強い出店者は、規則を自らに有利なように解釈するだけでなく、リーダー
シップをめぐって対立を持ち込む。アナらによれば、2015 年 8 月時点で、チャ
ピンゴ有機市のメンバー 25 人は 17 人のグループと 8 人のグループとに分裂状
態にあった。UACh の関係者が重要な役割を果たす有機市の全国ネットワーク
（REDAC）の運営にも、不透明さや反目がついてまわるという。
メキシコには、地産池消や環境保全を謳っているものの必ずしも有機ではな
い、すなわち第三者認証や参加型認証をとっていない生産者が出店する青空市も
ある。そうした市の 1 つに、
メキシコ市の由緒ある中産階級居住区にある公園で、
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隔週日曜日に開かれる市がある。アントニオの妻ベロニカは、ホエルから購入し
た品と自ら作ったシャンプーなどを売ってきた。UACh の有機市の参加者のう
ち、彼女とセシリア夫妻を含む 4 組ほどがここにも出店していた。だが、市場
の代表に毎回 100 ペソ以上を徴収されること、トラスカラから商品を運ぶ手間、
さらには商品を保管していた空き部屋を借りられなくなったことから、2013 年
の夏時点でベロニカは出店をやめていた。
ホエル家が築いてきた社会ネットワークは、有機市への出店のほかにも、

GVG や CEDUAM といった支援組織への関与、有機農家との種子交換など、多
様な活動への参加を可能にした。最後に、
ネットワークの新たな可能性について、

3 点ほど付け加えてみたい。
第 1 に、環境保全型農業から派生した活動として、学生や外国人に自宅や
農地を訪れてもらうというエコツーリズムも行っている。10 年以上にわたり、

CEDUAM を通じて知り合ったジャーナリストが、自身の組織する外国人向け
のエコツアーに AO 訪問を組み込んでいる。彼はインターネットにより参加者を
集い、数ヶ月に一度、外国人の一団がホエルの畑を散策し、食事と一緒にプルケー
を味わう。1 人あたり 120 ペソがホエル家に支払われるほか、加工品の購入も期
待できる。長男のアルバロは、ドーム型のエコハウスを建て増ししているが、一
部を宿泊施設にすることも構想している。
第 2 に、アルバロに影響を与えた人物の 1 人に、適正技術に関心のある有志
のネットワーク（Talleres Libres de Artes y Tecnologías）に参加していたディ
エゴがいる。機械工学が専門のディエゴは、日本で博士号を取得し、妻と子ども
は日本に住む。有機農業関係者の知人の多いディエゴとアルバロとはチャピンゴ
有機市で 2009 年頃に知り合った。以後彼を通じてアルバロはエコ技術に関心を
抱くようになり、
ネットワークの同担当となるほどの技能を身に付けている。
ディ
エゴは、ホエル家の生産するマゲイ・シロップとトウモロコシ粉は輸出できると
みなし、そのために力を貸したいというが、成分分析や事業登録等、まだ乗り越
えるべき障害は多い。
第 3 に、Slow Food 運動との接触が挙げられる。イタリア起源の同運動は、
トラスカラに隣接するプエブラ州出身のシェフ兼大学講師のロチャ（Alfonso

Rocha Robles）氏らが中心となり、1998 年にメキシコでの運動を開始した。ア
ルバロによれば、Slow Food 運動との出会いは、2009 年にロチャ氏がエコツアー
で家を訪れたことによる。その後、トラスカラ州の運動の責任者がトラスカラの
有機市を訪ねるなどして関係を深めていき、ホエル家は関連イベントに参加する
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ようになった。2013 年 9 月には、ロチャ氏に誘われ、メキシコ市の貿易センター
ビルで開催されたグルメ博に出店している。3 日間の展示を通じて売上は順調で
あり、多くの顧客と連絡先を交換することができた。他の出店者のように綺麗に
包装されていたり、認証が提示されているわけではないものの、プルケーや芋虫
など素朴な商品が好感を呼んでいた。2015 年 10 月には、アルバロはロチャ氏
に招かれ、メキシコの Slow Food 代表団の 1 人としてミランを訪れている。

Slow Food 運動とは関係のない場合もあるのだが、最近ではレストランやパン
屋が、
「地元の」
「安全・高品質な」食材として、ホエルらの生産物を購入する機
会が増えている。アナらは、需要の増加自体は望ましいとしながらも、それが富
裕層の流行で終わることや、有機作物の全般的な質の低下を招くことを懸念する。
ホエル家では、
主な収入源である有機市での売上を、
従来の生業であるプルケー
の卸売（毎週末）
、近隣村の住人や知人へのないしイベントでの不定期の農産品
販売、エコツーリズム、アルバロの作るエコ技術製品の販売、さらには（家屋の

1 室を利用した）小学生への文房具販売で補っている。アナは、「自分たちのよ
うに少人数で生産も加工も販売も全部やるのは労多く、非効率だ」
、
「以前よりも
稼ぎは増えただろうが、仕事量も増えている」と漏らす。ホエル家にとって、複
合的な有機農業の実践は、労力に比して、高く安定した所得をもたらす活動では
ない。だが、関係者と築いたネットワークは、多様で新鮮な食材とその加工品を
販売し自ら味わい、親族間で協同し、さらには新たな社会資本を育むことを可能
にしてきた。

V

結語
本稿では、メキシコ、トラスカラの農家の事例に焦点を当てながら、国家とも

企業とも異なる主体がイニシアティブを発揮する有機農業の普及ネットワークの
実態を理解しようとした。大学、
国内外の NGO、
ジャーナリストから消費者まで、
手法やリーダーシップに問題を抱えつつも、小規模な有機農業の振興を支える多
様な主体のいることが確認できた。ホエル一族の場合、こうしたネットワークか
ら刺激を受け、
参加型認証を取得し、
加工を含む技能を磨き、
販路を開拓してきた。
マゲイという、メキシコ中部農村において環境面でも文化的にも大きな位置を占
めてきた作物の再評価を可能にしている点も、ネットワークの貢献といえよう。
経済的側面に目を向けると、
有機農業とそこからの派生活動を生業とするには、
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人的資本や土地などの諸資源を有する必要がある。ホエル家の場合、
「狭過ぎず
広過ぎもしない」土地へのアクセスがあり、プルケーを含む乾燥地農業に元々熟
達し、教育水準も比較的高い農家が、親類間で協調することにより、地元に形成
されつつあった有機農業への支援ネットワークに共鳴し、そこに緊密に組み込ま
れることで利益を得ることができた。その過程は、ネットワークに一度組み込ま
れた者がネットワークの成員から信頼され、より広く深く関係を取り結んでいく
という、インサイダーに有利なフィードバック・メカニズムが働いているかのよ
うである。
本事例は同時に、有機農業の普及には障害があることも示している。トラスカ
ラで参加型認証や農民間の技術改善運動の支援を受け、それらを体化し、有機農
業に着手する主体がなかなか増えていかない理由は、そうするだけの資源と機会
に恵まれた農家が限られていることによる。参加型認証に限ると、数年の準備を
経て認証を取得した後に、既存の出店者に産物を卸すこと、自ら出店するないし
新たな市の創設にかかわること、
あるいは別の顧客を開拓することが必要となる。
これらは、ホエルとその親族が成し遂げてきたことだが、多くの農家にできるこ
とではない。参入の難しさは、信頼を獲得せねばならない上、国内市場が未だ小
さいことに起因する。有機農業の一層の普及は、ホエル家のような篤農家を含む
普及主体が、技術の改善や消費者への訴えかけなどを通じて、市場を着実に拡大
しつつ、有機農業は努力に見合ったものを自身や家族、村にもたらし得るのだと
小農に示していけるかにかかっている。同時に、有機農業に本格的に従事するこ
との見込めない世帯には、小規模生産者の共同販売の促進等、敷居の低い支援を
並行して行うことが望まれよう。

注記
＊

2 名の匿名査読者と編集委員からいただいた貴重なコメントと示唆にお礼申し上げます。本研究

は、環境研究総合推進費受託研究プロジェクト「持続可能な発展と生物多様性を実現するコミュニティ
「有機農業とコミュニティの深化：フィ
資源活用型システムの構築」（E-1103）、科研費基盤研究（B）
リピンとメキシコの比較」（15H0514）の助成を受けたものです。
1

ラテンアメリカにおける農地利用の集積傾向については、Borras et al.(2012) を参照のこと。

2

小農はしばしば、伝統的な農村コミュニティの存在や先住民性と結び付けられて論じられてきた

が、本稿では必ずしもそれらを前提とはしない。また、人類学者 E. Wolf (1966) の小農論におけるよ
うに、小農と親族、農村コミュニティとの関係だけでなく、国家や市場など小農を取り巻く外部社会
との関係性にも注目する。ただし、本稿で扱うような小農への支援ネットワークの形成は、Wolf の活
躍した 20 世紀半ばから後半にかけてはみられなかった動きといえる。
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3

IFOAM は、PGS の 6 つの要素として、
「ビジョンの共有」
、
「参加」
、
「透明性」
、
「信頼」
、
「学習」
、

「水平性」を挙げている [Bouagnimbeck 2014: 10-11]。
4

IFOAM の HP より（www.ifoam.bio/en/pgs/map、2016 年 5 月 2 日閲覧）。

5

予備調査として 2011 年 8 月、研究機関、有機産品の専門店、有機市やレストラン、有機農業を

実践する複数のコミュニティを訪問し、基礎的な情報を得た。2012 年以降は、毎年 2 度、計 5 日〜 1
週間程度、調査村のアルバロ・オブレゴン集落に滞在し、世帯調査（同一親族 7 世帯への調査、およ
び非親族 2 世帯への簡易調査）やインタビュー、参与観察を含む調査活動を行っている。
6

メキシコ農業の多様性と変容、課題については、Gordillo, de Janvry and Sadoulet(1997)、Fox

and Haight ed.(2010)、石井 (2013) を参照のこと。
7

『2014 年全国農牧畜業調査』によれば、屋外の農業生産単位の中で、在来種子（semilla criolla）

の使用者が 82.2%、改良種子（mejorada）が 29.2%、保証種子（certiﬁcada）が 12.6%、遺伝子組み
換え（transgénica）種子が 0.2% だった [INEGI 2015]。トウモロコシについては、遺伝子組み換え
種子の栽培を認可するかが争点となっている。小農を擁護する側は導入への抵抗を続けている [ 受田

2013]。
8

『人口センサス』によると、就業人口に占める一次産業就業者の比重は 2000 年から 2010 年にか

けて 16.1% から 13.4% に低下している [INEGI 2001; 2011]。これは、「主な職業」についての問い
のため、実際の農業従事者の比重はもっと高いだろうが、メキシコでも緩やかにではあるが農業離れ
が進行していると考えられる。
9

メキシコの有機コーヒー生産は、標高の高さといった地の利に加え、
「フェア・トレード発祥の地」

とされているように、フェア・トレードの拡大と密接に結び付きながら発展してきた。このため、そ
れに関する先行研究は豊富である [Bacon et al. ed. 2008]。
10

表 1 を含め、ここでは、後述する参加型有機認証の取得農家も有機生産者とみなして推計している。

11

28 の市場の州別の内訳をみると、オアハカ州が最も多く 9 つ、ベラクルス州とモレーロス州

が各 3 つ、メキシコ州とチアパス州、トラスカラ州が各 2 つ、バハカリフォルニア州、ハリスコ
州、プエブラ州、サンルイスポトシ州、ユカタン州、キンタナロー州が各 1 つだった [Schwentesius

Rindermann et al. 2013: 28]。
12

登録やデータの開示を嫌がる成員が少なからずいるため、ネットワーク参加者の正確な現状を数

量的には把握できていない（UACh のリンデルマン氏とのインタビュー、2012 年 8 月 15 日）。
13

同大は、1854 年に設立されたメキシコを代表する農業大学である。キャンパスはメキシコ州テス

ココに位置し、近辺には CIMMYT がある。学生運動と小農への連帯の伝統が根付いており、小規模
な有機農家への支援も、その延長線上に位置付けられる。学内の特定の機関（アグロエコロジー学部、
様々な研究所等）に属する研究者や学生、全国各地にある地方支部（Centro Regional）の職員が有機
農業の技術普及に努めているほか、生産と販売ネットワークの形成を促している。
14

以下の論述は、先行研究の Holt Giménez(2008: 22-25, 30, 80-85) のほかに、Grupo Vicente

Guerrero の 幹 部 の 1 人 Clara Sánchez Peréz 氏 へ の イ ン タ ビ ュ ー（2013 年 8 月 4 日 ）、Rogelio
Cova 氏の妹婿へのインタビュー（2015 年 8 月 24 日）、およびアナをはじめとする調査コミュニティ
のインフォーマントへの聞き取りに基づいている。
15

2009 年にはトラスカラ州のアピサコ市にも有機市が創設されている。トラスカラ、アピサコの両

市に出店している者もいる。
16

農地の貸し借りの形態として、AO では、収穫物の 3 分の 1 ないし 2 分の 1 を貸し手が受け取る

という小作が一般にみられる。
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17

アンヘルは GVG の有給スタッフとして働き、月に 3,000 ペソを受け取っていた時期がある。

18

灌漑のないことや冬の寒さゆえ、AO は野菜栽培に適した土地とはいえない。だが、2013 年には、

FAO（国連食糧農業機関）と政府の共同プロジェクトに誘われて、約 40m2 の小型ビニールハウス設
備を譲られている。給水タンク付き設備の市場価値は 17,000 ペソ前後になるだろうという。長男のア
ルバロが、ブロッコリーやトマト、セロリなどを栽培し、生産物は自ら消費するかトラスカラの有機
市で販売している。
19

2013 年は、トウモロコシ粉への注文が増えたことなどから、10 トンの堆肥では間に合わず、2t

のミミズ堆肥を購入した。液肥は、家畜の屎尿、黒糖、牛乳、プルケー、水等を混ぜたものである。
20

兎は、小さな檻の中で育てられているほか、アルファルファを購入するなど与える餌も有機とは

保証できないため、厳密には有機飼育といえない。
21

姉のアラセリは、体調を崩してやめたものの、ホエル家の農産物加工を手伝っていたことがある。

22

たとえばホエルは、2012 年 8 月時点で、慣行作物と有機作物の価格について、トウモロコシが

kg あたり 7 ペソ対 10 〜 12 ペソ、小麦が同 5 〜 6 ペソ対 12 ペソ、フリホール豆が 18 ペソ対 30 ペソ、
そら豆が 20 ペソ対 30 ペソ、かぼちゃの種が 60 ペソ対 120 ペソ、林檎が 7 ペソ対 15 ペソ、プラム
が 10 ペソ対 12 ペソなど、20% 増し〜 2 倍まで後者に有利な価格差があると答えている。また、穀物
は脱穀・選別し、さらに製粉すれば、それだけ儲けが増えるという。これは、有機市など高値で売る
ことのできる市場での価格を指しており、こうした価格で有機作物がすべて売りきれることを意味す
るわけではない。
23

ホエルは、2012 年 8 月時点で、両市場からの週当たり所得（売上から原材料費を引いたもの）を

2,000 ペソ前後と答えている。
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