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私たちは、世界の数ある食糧問題の一つ、「飢餓」に注目した。特にアフリカのサハラ以南の地域など、

乾燥が進み、環境が厳しい地域では、食糧の生産量が少ないため、大勢の人たちが飢餓や栄養不足に苦

しんでいる。そこで、フォニオの増産によるアフリカの飢餓解決について研究した。アフリカでも栽培

可能であり、収量も多く、かつ栄養価の高い作物について探したところ、フォニオという穀物に行きつ

いた。フォニオは、アフリカでこれまで栽培されてきたが、脱穀に手間がかかるという理由から普及し

ていない穀物である。しかし、アフリカで育てられている他の作物の中でも栄養価が高く、栽培期間が

短く、優秀な穀物である。以下では、脱穀機を購入するための資金の確保、脱穀機の導入、日本での似

たような事例、農業組合の設立、ニワトリの飼育や販売により、フォニオの生産効率を上げ、収量の増

加を図る。このような方法を検証し、アフリカの飢餓脱却を目指す。 
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Ⅰ 問題の所在 

世界には多くの食糧問題がある。例えば飢餓や食

品ロス、肥満などが挙げられる。その中でも、私た

ちは飢餓に着目し、特に飢餓が進んでいるとされる

アフリカを対象に研究を始めた。アフリカの人口は

12億 1613万人であり、その約 3分の 1にあたる 3

億 6484万人が飢餓で苦しんでいることが分かった

（図 1）。また、コンゴ民主共和国やザンビアなど

のサハラ以南に属する国々は、飢餓人口の割合が

35％以上 1）と、他の地域と比較してみても高い割合

を示している。このことから、アフリカは、世界の

中でも「飢餓」が深刻な地域であると感じられる。

私たちは、このような飢餓で苦しんでいる人々を救

うための方法を研究した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ アフリカの総人口における飢餓人口の割合 

Ⅱ 問題の背景 

アフリカの飢餓の背景には、紛争の他に 2つの理

由が挙げられる。1 つ目は農作物の収量を上げるこ

とが困難であるということだ。アフリカの大部分は

乾燥気候に属しているため、他の地域と比べ降水量

が少なく、作物に必要な水を確保することができな

い。そのため、大幅に技術力や経済力、組織的農業

力が欠如している 2）。2 つ目は、低所得であるとい

うことだ。アフリカの人の平均年収は、$700(約 7

万円)未満と少なく、主に農作物を収入源としてい

るため、安定した収入を得られない。また、農作物

を売る市場までの距離が長いことも低所得の原因

である 3）。 

 

Ⅲ 研究仮説 

１ 飢餓の解決方法について 

アフリカでは主にモロコシ 4）、トウモロコシ、キ

ャッサバ 5）などが育てられているが、私たちはフォ

ニオに着目し、フォニオをアフリカ全土に拡散する

ことが飢餓解決に有効であるのではないかと考えた。

アフリカは土壌の状態が悪く、降水量が少ないため、

作物の収量が少ない。その点、フォニオは乾燥に強

く、収穫までの時間が早くて他の作物よりも多く収
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穫することができるため、飢餓を解決する食料とし

て適していると考える。しかし、フォニオは手作業

での脱穀に 1 ㎏当たり 1時間もかかるという問題が

ある。手作業での脱穀に時間がかかる問題を解決す

るために、脱穀機の購入を検討した。しかし、アフ

リカの人々は低所得であるため、脱穀機を購入する

ためには、資金を集める必要がある。 

私たちは資金を集めるために、現地で育てられて

いる家畜を育て、肉を売るということを考えた。ア

フリカでは牛、豚、ニワトリが放し飼いされている。

しかし、牛や豚は育てるのにかかるコストが高いた

め、賃金の低いアフリカの人々がそれらを飼育する

のは難しい。そこで私たちは、アフリカで飼育する

家畜として、ニワトリが最も有効的ではないかと考

えた。しかし、肉や卵を売るためには遠い市場まで

歩いて運んでいくことが必要になる。そこで、日本

にある JA のような同じ目的を持った人々が集まり

互いに助け合える組織の設立を考えた。この組織が

一括して市場まで運搬することによって、市場への

運搬を効率的に行え、脱穀機を購入する資金を集め

ることができると考える。 

 

Ⅳ 仮説の検証 

1 フォニオについて 

Norman Borlaug（1996）6）らによると、フォニオ

とは、イネ科メヒシバ属の植物で、何千年も前から

アフリカの西部で栽培されてきた（図 3）。フォニオ

にはブラックフォニオとホワイトフォニオの２種類

がある。ホワイトフォニオの栽培期間は約 50 日、ブ

ラックフォニオは約 170日である。私たちは、栽培

期間が短いホワイトフォニオを育てることを前提と

して話を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 フォニオ 

具体的にフォニオには以下の利点がある。 

(1)乾燥に強い 

フォニオはアフリカ西部原産であるため乾燥に

強く、やせた土地でも生育可能である。 

 

図 3 フォニオの栽培地域 

 

(2)栄養価が高い 

フォニオはミネラルや必須アミノ酸などの栄養

価が高く（図 4、5）、先進国ではスーパーフードと

して注目されつつある。主なアフリカの主食と比べ

ても優れている。 

 

 図 4 必須アミノ酸 

 

図 5 栄養価 
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(3)栽培期間が短い 

フォニオは約 50 日で収穫が可能である。モロコ

シやトウモロコシの収穫に必要な期間は約 100 日

であり、フォニオはその半分の期間で収穫ができる

ということになる。 

 

以上 3 つの理由から、フォニオはアフリカの環境

に適しており、また、現在アフリカの人々に不足し

ている栄養も補うことができる。しかし、アフリカ

でのフォニオの生産量は他の作物に比べて少ない

（図 6）。 

この理由として、手作業での脱穀の効率の悪さが

考えられる。フォニオは一粒が非常に小さく、脱穀

に手間がかかるため、多くの時間を要する。実際に

は、1 ㎏あたり、1 時間も時間がかかる。 

 よって、現在のままのフォニオの栽培形態では飢

餓の解決は望めない。 

 

図 6 アフリカでの１年間の収穫量 

 

2 脱穀機について 

フォニオの脱穀に使用する脱穀機は、実際にセネ

ガル人によって開発されている。この脱穀機を使う

と、1kg あたり 1 分でフォニオを脱穀することがで

き、脱穀効率が格段に向上する。しかし、脱穀機を

購入するには、最低でも$2000 必要であり、一年の

平均収入が、$700に満たないアフリカの人々にとっ

て購入は困難である。 

 

図 7 フォニオの脱穀機 

 

3 日本の事例から考える飢餓の解決方法 

次に、私達は日本での事例から飢餓の脱却方法に

ついて研究した。日本でも、高地や寒冷地などの、

農作物の栽培に適していない長野や山形では、度々

食糧難に見舞われてきた。そのような土地では、当

時の主食であった米の栽培が困難であったため、そ

ばの実やあわ、ひえのような雑穀が育てられ、食べ

られていた。このような穀物は、米と比較して種ま

きから収穫までの期間が 2～3 か月と短く、痩せた

土地でも生育が可能だったそばは、米の代わりとし

て食べられてきた。このように、日本でも農作物が

育ちにくい地域では、米の代用として雑穀などの食

糧を確保してきた。しかし、そばの実は穀が固く、

当時は便利な道具もなく、力任せに石で叩き、粉に

しなければならなかった。そのため、主食として発

達することもなくあくまで保存食として広まった。

今日では、主食ではないものの、脱穀機の発達によ

りそばは特産品として広まっている。 

この飢餓脱却の事例は、アフリカでのフォニオの

増産の可能性を裏付けている。このように、脱穀機

の発達によりフォニオの増産を見込めると考える。 

 

4 農業組合について  

脱穀機の購入や栽培指導のためには、農業組合を

設立することは有効である。そこで、日本の JA を

参考にして組合を組織していく。日本の農業組合は、

穀物の集荷、乾燥、選別、脱穀、貯蔵などを一括し

て行うことによって、農家の負担を軽減し、穀物の

生産効率の向上を図ってきた。JA で最も重要な役

割を担っているのが指導員で、技術指導だけでなく、

農産物を安定的に供給するためのマーケティング
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対策や、農業経営全般についても指導をおこなって

おり、JA の顔とも呼ばれている（図 8）。また、JA

は直売所やファーマーズマーケットなども運営し

ており、農家の人々を支える仕組みが充実している。 

 
図 8 営農指導員の種類別従業者数 （2010年) 

 

アフリカの人々は農業で生計を立てており、気候

などの環境的要因によって収量が変動するため、収

入は安定せず、所得も低い。また、現在のアフリカ

では各個人で作物の栽培を行っており、農業組合の

ような組織はない。そこで、JA と同じような仕組

みを持った農業組合を現地の人々で構成し、組織す

る。 

 

5 脱穀機購入までの流れ 

具体的に次のような手順で脱穀機購入の資金を

集める。 

(1)個人で家畜を飼育する 

 私たちは、飼育にかかるコストが低い点、高い需

要がある点、アフリカの環境に適している点の、3

点を考慮してニワトリが飼育する家畜として最適

であると考えた。ニワトリは一個体の大きさが他の

家畜よりも小さいため、現地にある資材を使い簡単

かつ安価に施設を建設できる。また、牛や豚などの

家畜に比べて、飼料が少なくて済む。ニワトリは雑

食で、基本的にはどんなものでも食べることができ

るため、脱穀後のフォニオのもみ殻を餌として与え

られる。よって、他の家畜よりもコストを抑えるこ

とができる（図 9）。 

 

図 9 1年間の飼料代 

さらに、アフリカでの食生活においてニワトリの

需要は高い。Microsoft の創設者、ビル・ゲイツ氏

は、「極限の貧困状態にいる人々にとって、ニワト

リが役に立たないことは無い」と述べており、貧困

世帯の収入引き上げに向け、発展途上国の農村部に

10 万羽のニワトリを寄付し、養鶏業のノウハウを

伝えた。また、ニワトリは他の家畜に比べて暑さに

強く、生産量は少ないが、今までもアフリカで生産

されてきた。暑さに強い品種を導入すれば、アフリ

カの厳しい環境下でも十分な量を生産できる。ニワ

トリを生産する目的は脱穀機購入のための資金集

めだが、生産に余裕が出てくれば、鶏肉や卵を農村

での食料とすることができ、フォニオだけでは足り

ないタンパク質やビタミンも補うことができる。 

(2)農業組合が飼育した家畜を集荷、加工する 

 農業組合が農家からニワトリを買い取り、加工を

行う。農業組合が一括して行うことによってニワト

リを飼育する個人の農家の負担を軽減できる。また、

加工することによって商品に付加価値が付き、高値

で販売できるようになる。 

(3)家畜を市場まで運搬、販売する 

運搬、販売も農業組合が一括して行う。今までは

各農家が個々で運搬や販売を行ってきた。アフリカ

の農村は、市場まで遠い場合が多く、道路の整備が

遅れている地域もあるため、運搬には危険が伴う。

また、1回で運搬できる量が限られており、効率の

良いものとは言えない。それを農業組合が一括して

行うことで、ある程度まとまった量を運搬し、販売

できるため、安定した収入を得ることができる。そ

して、鶏肉や鶏卵の販売によって得た利益の一部を

脱穀機購入の資金として蓄え、残りの利益は農業組

合の運用費として使用する。 
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(4)脱穀機を購入する 

 ニワトリの販売で得た利益で脱穀機を購入する。

購入した脱穀機は、農業組合が管理、運営する。 

 

脱穀機購入後はフォニオの生産性が高まり、収量

が増加すると考えられる。農村での食料として必要

な量を確保できる。さらに、今まで各農家で行って

きた工程を農業組合が行うことで、農家の人々の負

担を大幅に減らすことができる。よって、フォニオ

の栽培やニワトリの飼育に時間を費やすことがで

きるようになり、生産効率がより向上し、収量の増

加が見込まれる。 

 

Ⅴ 結論と考察 

本研究はアフリカの飢餓脱却に向けて、フォニオ

の増産方法について検討した。フォニオの脱穀に時

間がかかってしまうという研究の主な課題を、ニワ

トリの飼育、脱穀機の導入、農業組合の設立から解

決し、フォニオの生産効率を上げることを目指した。 

アフリカの各地域に農業組合を設置し、個人で飼

育したニワトリを農業組合が市場まで出荷・販売、

そこで得た資金で共同の脱穀機を購入、農業組合が

運営する。このようなサイクルで脱穀機を購入でき

れば、フォニオを簡単に脱穀できるようになり、脱

穀の手間が省けるため、アフリカの人々のフォニオ

の生産意欲が高まり、フォニオ栽培の効率と収量が

上げられる。結果として、アフリカの人々は、今ま

での主食に加え、多くのフォニオを確保することが

できる。日本でそばの脱穀の問題を解決した、とい

う点から考えてみても、アフリカの飢餓を救えると

考える。 

また、残された課題として、アフリカで農業組合

を設立するにあたり誰が指導を行うか、ということ

である。前述の通り、JAでは指導員が重要な役割を

担っており、農業組合には不可欠だ。ところが、ア

フリカの人々には、組織的な農業をするという概念

がないうえに、農業に関する十分な知識を持ってい

ない。そこで、はじめのうちは、先進国や国連から

指導員を派遣して、技術指導や農業経営のあり方に

ついて指導をしていく必要がある。 

現在、国際連合食糧農業機関(FAO)や国際農業開発

基金(IFAD)、世界食糧計画(WFP)が飢餓に苦しむ人々

の支援を行っている。これらの機関の活動は、内戦

や紛争後の地域社会の荒廃した生活の復興に向けて

行われており、1 年間におよそ 1万 4000人の職員が

途上国の支援現場で活動している。 

より多くの人々に私たちの研究を知ってもらうた

めに SNSを使い、世界中に広めたいと考えている。

私たちの研究がアフリカの飢餓問題を解決すること

を望む。 

 近年、ヨーロッパでフォニオはスーパーフードと

して注目され、図 10のように、フォニオが料理に

使われている。将来的には、フォニオの需要が拡大

し、先進国への輸出も視野に入れることができると

考えている。さらに、フォニオのもつ飢餓解決への

可能性が世界中で認識され、フォニオの需要が増え、

アフリカでのフォニオの栽培が加速し、私たちの研

究が実を結ぶ日が来ると考えている。 

 

図 10 フォニオの料理 
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注 

1）日本国際飢餓対策機構、ハンガーゼロによる。 

2) 秋田県立大学助教、曽根千晴先生への聞き取りによる。 

3）2）に同様。 

4）イネ科ソルガム属。熱帯、亜熱帯で栽培されている。 
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5）イモ類イモノキ属。熱帯で栽培されている。 

6）アメリカ合衆国の農業学者で、インドや中国で緑の革

命を起こし、1970年にノーベル平和賞を受賞した。 
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