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アフリカでは、子供たちの飢餓について指摘されている。その原因の一つは貧困によって引き起こされる

３食の欠食であると考えた。私たちは未来を担う子供たちを救うことを目標としている。ネリカ米とは、

「New Rice for Africa」の略称であり、アフリカの気候や現状などの農業の条件に適した、アフリカの

ために開発された米である。しかし、ネリカ米には栽培する上での問題がいくつかあげられる。私たちは

特に、水不足、雑草、鳥害、散布の問題に着目し、解決策を提案する。そうすることでネリカ米の生産量

が上がり、より多くの子供たちに栄養価の高いネリカ米を含む食事を３食取ってもらえるのではないかと

考えた。また、ネリカ米の収穫量を上げた後のネリカ米の商品価値についても検討した。 
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Ⅰ 問題の所在・背景 

2015 年の時点で栄養不足人口が世界で一番高い

地域はアフリカである（図１）。 

 このことからアフリカの人々は毎日十分に食事

をとることができていないということがわかる。と

りわけ子供たちはこれからの未来を担う存在であ

る。子どもたちが成長できないと、国の政治的発展

や経済向上に努めることができない。これらの理由

から私たちはアフリカの子供たちに３食食事をと

って生きてほしいと考えた。 

飢餓の原因は主に３つある。１つ目は自然災害で

ある。地震や津波、洪水、干ばつなどの自然災害が

起きると農作物が被害を受け、人々は家や財産、仕

事などの生活基盤を失う。近年では、気候変動の影

響、あるいは自然災害による被害が一層深刻化して

いる。２つ目は紛争である。紛争が起きると、大勢

の人が家や農地などすべてを捨てて難民キャンプ

などへ避難せざるを得なくなり、長期間帰ることが

できない。地元に残った場合でも、危険を伴い農作

業もままならないため、食料の確保は困難を極める。

３つ目は慢性的貧困である。貧しい農民は農業を行

うための土地や水、種子を得る資金がないため自給

自足ができず、貧困や飢餓から抜け出せない。また

子供にも教育を受けさせられないため貧困が連鎖

する。これらの原因から、アフリカには母親から十

分な母乳を得られない赤子やエイズなどの病気で

親を亡くしてしまった遺児などが多く存在する。５

歳になる前に命を落とす子供の半数近く（45％）は

栄養不足が原因だ。その数は毎年 310万人にのぼる。 

 

図１ 世界の飢餓状況 

 

Ⅱ 研究仮説 

１ 仮説 

私たちがアフリカの子供たちの飢餓を解決する

ために注目したものはネリカ米である。ネリカ米と

は、「New Rice for Africa」の略称で、収穫量の多

いアジア稲と雑草に強いアフリカ稲の交配によっ

て開発された、アフリカのための新しい米である。 

私たちは次のような研究仮説をたてた。ネリカ米



 

の生産量を上げ、安く売ることが出来れば、裕福な

人たち以外にも食べてもらいやすくなり、アフリカ

の子供たちが 3 食食事をとることが出来ると考え

る。また、ネリカ米の生産量を上げたあとの農家の

生活を考え、ネリカ米の商品価値をあげることが必

要であると考える。 

(1) 生産量を上げるための仮説 

ネリカ米の生産量を上げる方法として、主に４つ

の問題を解決することが効果的だと考える。その問

題とは、水不足である、雑草除去の手間がかかる、

鳥害により穂が攻撃される、種まきの方法が悪いと

いうものである。 

① 水不足の問題 

アフリカでは水資源が豊富ではないため、畑全体

に水がいきわたらないという問題がある。そこで有

効であると考えたのが「段々畑」だ。段々畑は降水

量が少ない地域で作物を栽培する際に利用されて

いる。段があり、そこに田畑があるため、雨が降る

と水を停滞させたり、ゆっくり流したりする。また

地下に浸透した水を保水する効果もある。段々畑は

傾斜がある場所や山があるところで使用できる。 

② 雑草除去の手間がかかるという問題 

米を栽培する際、除草に手間がかかってしまうた

め、作物にかける時間が減ってしまう。そこで植物

育成阻害物質を含む「コーヒーを淹れたあとの抽出

かす」を撒くことが有効的であると考えた。アフリ

カにはイギリス植民地時代の名残でティータイム

の文化があり、コーヒーを飲んでいる人もいるため、

利用できると考える。 

③ 鳥害の問題 

現地では、穂を狙う鳥を追う払う方法として声を

だすということを行っている。これは、かかしやＣ

Ｄ、ネットというものの効果がないからである。そ

のことから私達は、「House of the field –shout of 

branch (empty cans) and wind-」というものを考

案した。構造は、田畑の真ん中に木を立て、作物を

囲むように木を立てる。中心の木と周りの木をロー

プで結び、そのロープに缶や木を吊るす。それらが

風に揺られて、音を出すという仕組みのものである

(図２)。  

この案は、風の力があれば音を出すことができる

ので、人が常に畑についている必要がなく、鳥を追

い払う労力を減らすことができ、他の農作業にかけ

る時間を増やすことができると考える。またこの案

は、アフリカで鳥害対策として利用されているもの

と似ているため、利用できると考える。 

 

 

図２ House of the field 

 

④ 種まきの方法の問題 

アフリカでは通常、種を適当にばらまく。その為、

一つ場所に種が数粒まとまってしまい、成長する際

に水が均等にいきわたらず成長しないということ

や栄養に偏りが出るという問題が生じる。そこで、

使用できると考えたのが「ロープ」だ。種まきの際

にロープを張り、それに沿って種をまくことで、等

間隔にまくことができ、一箇所にまとまってまいて

しまうことを防げると考える。 

(2) 商品価値を上げるための仮説 

初めに、なぜネリカ米の商品価値を上げる方法を

研究したかについて述べる。(1)の仮説から、ネリ

カ米の収穫量が上がり、多くの人が食べるようにな

るとネリカ米の商品価値が下がってしまう。そうす

ると、現地でネリカ米を栽培している農家が利益を

得られなくなり、ネリカ米を栽培する農家が減少す

るのではないかと考えた。また、現在アフリカでは

ネリカ米は換金作物として市場に出回っているた

め、商品価値がさがると、農家の収入にも大打撃と

なる。そこで、ネリカ米でつくったお菓子を売るこ

とでネリカ米の商品価値を上げることができ、効果

的だと考える。次に、なぜネリカ米をお菓子にする

かについて述べる。先にも述べたように、アフリカ

はヨーロッパの植民地であったためティータイム

の文化がある。その際にコーヒーや紅茶と共にお菓

子やパンを食べる習慣があるため受け入れてもら

いやすいと考えたからだ。そのお菓子やパンをネリ

カ米で作ることで手軽に栄養価の高いものを食べ



 

てもらうことができると考えた。 

２ ネリカ米の特徴 

・生殖成長期になると葉が立ち、太陽光線の受光

を良くし収量を増加させる。 

・丈夫な茎を持ち倒伏することなく重い穂を保持

することができる。 

・有効分蘖が多く、また穂は脱粒しにくい。 

・穂は２次枝梗を持ち 120～250 粒の籾をつける。 

・草丈が高く穂刈りをしやすい。 

・主には畑で育てる陸稲であるが、水田でも育て

ることのできる水陸両用の米である。陸稲である

ため、水不足であるアフリカの土地でも栽培が可

能となる。 

・在来種に比べ乾燥に強く、降雨量が年 500～600

㎜のサバンナ地域でも栽培が可能である。 

・在来種に比べ少量の肥料・農薬で栽培が可能で

あるため高収量を得られる。収穫量は従来のアフ

リカ米の２～３倍ある。 

・在来種に比べ収穫できる期間が早く、栽培期間

が 30～50 日短縮される。そのため、二毛作、三

毛作が可能となる。 

・間作ができるため農家が現在栽培している作物

も継続して栽培できる。また、ネリカ米が不作の

ときも他の作物を収穫できる。間作とは、作物と

作物の間で栽培することである。アフリカではと

うもろこしやササゲなどを間作しており、ネリカ

米もとうもろこしやコーヒー、バナナと共に栽培

している例がある。 

・病害虫に強く、特に稲の主要害虫（イエローモ

ットル病、イモチ病）に対する抵抗性がある。 

・高タンパクであり、在来種は６～８％であるの

に対し、ネリカ米は８～10％である。 

図３・４は米とアフリカの人々が一般に食べてい

る作物のタンパク質量とエネルギー量を比較した

ものである。 

 このような利点があるネリカ米だが、実際に食べ

ている人は少ない。その理由の一つは、高価である

ということだ。ネリカ米は現地価格で約 90～120 円

／kg である。現地の主食であるアフリカのジャガ

イモは 10個あたり約 30～50 円、マトケ（調理用バ

ナナ）は 10 本あたり約 60～100 円であることから

も米が高いことが伺える。米はクリスマスやイース

ター、結婚式といった特別な日に食べるごちそうで

あり、週１回食べることができれば幸せだといわれ

ている。そのため、毎日米を食べることができるの

は都市部の裕福な人たちだけであるというのが現

状だ。 

 

図３ アフリカの作物のタンパク質比較 

 

 

図４ アフリカの作物のエネルギー比較 

 

３ ネリカ米の普及活動  

 アフリカでネリカ米の普及を行っている団体が

JICA（独立行政法人国際協力機構）である。JICA
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は「ネリカ米復興計画プロジェクト」というネリカ

米普及活動を、ウガンダで行っている。ミスターネ

リカと呼ばれており、ネリカ米普及の第一人者であ

る坪井達史さんをはじめとする専門家を派遣し、天

水稲作の技術を導入している。ネリカ米を普及して

いく上で最初の土地としてウガンダを選んだ理由

は、ウガンダが稲作に向いている土地であると判断

したからだ。ウガンダは標高が平均 1100ｍという

高原にある国で、熱帯でありながら一年中穏やかな

気候である。また、ナイル川の最上流域に位置し、

巨大なビクトリア湖にも面しており、緑に恵まれ、

降水量も多く、土地も肥沃である。農業も盛んであ

り、商業作物を栽培している。以上のことから、坪

井さんはウガンダでの稲作技術の発展を試みるこ

とを決め、ネリカ米の普及活動が始まった。 

 

Ⅲ 考察 

１ ネリカ米栽培 

 私たちはネリカ米について知るため、実際に種籾

を入手し、栽培してみた。場所は、秋田南高校３階

のバルコニーで、市販の土とペットボトル容器を使

用した。 

２ 水不足について 

 私たちがネリカ米を育てた際には段々畑の傾斜

を忠実に再現することができなかったため、段々畑

が水不足の解決策になるかどうかの検証はできな

かった。しかし実際、アフリカの国であるブルンジ

ではコーヒーの木や茶葉を栽培する際に段々畑が

使われている。よって、段々畑は傾斜がある地域ま

たは山がある地域では使用できると考える。 

３ 雑草除去について 

 私たちがネリカ米を育てた際には、雑草が生えな

かった。その理由として、市販の土とペットボトル

という環境、さらに３階のバルコニーという高所で

育てたためであると考える。よって、コーヒーの抽

出かすに雑草を生えにくくする効果があるのかど

うかを検証することはできなかった。しかし、雑草

除去のために家庭菜園としてコーヒーの抽出かす

を使用しているという多数の情報をインターネッ

トから得ることができた。また、コーヒーの抽出か

すと雑草の成長の関係を研究しているところもあ

った（図５）。 

 

（山根ほか,2011） 

図５ 抽出かすの配合のちがいによる生育の変化 

 

このことから、実際に現地でも行ってみる価値は

あると考える。また、私たちがコーヒーの抽出かす

を得る為の供給源として注目したのがエチオピア

である。エチオピアはコーヒーの年間消費量世界ラ

ンキングで８位であり、アフリカの中では最も消費

量が多い（図６、表１）。このことから、コーヒー

豆を得ることのできる地域がアフリカにもあると

考える。 

 

 

図６ 世界のコーヒー消費量 



 

表１ コーヒーの年間消費量世界ランキング 

 

しかし、アフリカにはティータイムの文化があっ

ても、コーヒーを飲んでいる人は少ないという情報

を得た。よって、コーヒーの抽出かすを現地から得

ることは難しいとも考える。 

４ 鳥害について 

JICA 秋田デスクにフィールドワークで伺った際

に私たちは、かかしの使用や CD、ラジカセのテー

プを吊り下げることがアフリカで実践されている

ことを知った。これらは、低コストであるため多く

の農家が使用している。また、アフリカでは缶は高

価であるため空き缶を使用できるとは考えにくい。

そのため、私達が考案した策は使用しづらいと考え

る。 

５ 散布について 

 ロープを用いた方法は JICA が実際に現地でプロ

ジェクトを行っていた際に使用していた方法であ

る。実際に問題となっていた、一箇所にまとまって

しまい成長の妨げとなることは改善されていたの

で、今後も使用できると考える。 

６ 商品価値について 

アフリカの多くのお菓子屋で能率的に小麦粉の

代わりにネリカ米の米粉を使用している。そのため、

ネリカ米をお菓子として導入しやすいのではない

かと考えられる。ガーナにはカカオ豆を栽培しつつ、

パン屋を開いている農家がいた。このことから、農

家がネリカ米や他の作物を栽培しつつ、ネリカ米で

つくったお菓子をつくることが可能だと考える。農

家がつくることで農家の収入がさらに上がり、より

多くの作物を栽培できるようになる、という循環が

できると考える。また、その収入で生活必需品を買

うことが可能になれば、貧困の解消に近づくと考え

た。 

 

Ⅳ 結論 

 アフリカでは政治的影響、経済的影響などから食

糧が不足している現状があるため、栄養不足に陥り、

多くの子供たちが幼くして命を落としている。子供

たちは未来を担う存在であるため、私たちは子供た

ちに３食食事をとって生きてほしいと考えた。そこ

で、アフリカの気候に適しているネリカ米の収穫量

を増やすことでアフリカでは比較的高価なネリカ

米の流通する量が増え、価格が下がり、裕福な人々

以外も食べやすくなるのではないかと考え、研究し

た。段々畑やコーヒーの抽出かす、ロープはこれか

らネリカ米を栽培して収穫量を増やすことに役立

っていくと考える。加えて、ネリカ米の商品価値を

上げるためにはネリカ米のお菓子をつくることが

効果的だと考える。以上のことから、アフリカの子

供たちが３食食事をとることが出来ると結論付け

る。 
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カロリーslism 

http://calorie.slism.jp/ 

 

国連 WFPホームページ「数字で見る飢餓」. 

http://ja.wfp.org/hunger-jp/stats 

 

ARI African Rice Initiative - What’s ARI 

http://www.africarice.org/ari/default.asp 
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