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ガーナ北部は貧困が原因で飢餓に苦しんでいる。本研究では、それを支える作物としてササゲに注目した。

連作では、豆科が連作障害を引き起こしやすいため、他の作物と輪作体系を用いることによって安定した

収穫量が期待される。輪作にはササゲの前作によいカボチャ、サツマイモを使う。それらの作物はそれぞ

れ使用する栄養分が違うため、ササゲを安定して確保できるようになる。これらのことから、この組み合

わせの輪作体系を提案する。 

 

キーワード：輪作体系、ササゲ、カボチャ、サツマイモ、ガーナ 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

ガーナ北部は貧困が原因で飢餓に苦しんでいる。 

下の表１より、地域人口に占める最貧困層の割合が、

北部サバンナ農村部が一番高い。また、表２よりノ

ーザン州、アッパーウエスト州、アッパーイースト

州の州別一人当たりの年間収入が低いことが目立つ

（ノーザン州、アッパーウエスト州、アッパーイー

スト州はいずれもガーナ北部にある州である）。 

さらに、表３、表４から州別・男女就学率、一度

も予防接種を受けていない乳幼児の割合がガーナ北

部で目立っている。 

これらのことより、ガーナ北部は貧困が原因で飢

餓に苦しんでいる。 

 

表１ 地域別最貧困層の分布 

 

表２ 州別一人当たりの年間収入   

 

                         

 

表３ 州別・男女別就学率 

 

 



 

表４ 一度も予防接種を受けていない乳幼児の割合 

（地域別、年齢別） 

 

 

Ⅱ 問題の背景 

 ガーナ北部は南部と比べて降雨水量が安定せず、

総雨量も劣る（図１）。 

 

(北部：タマレ、南部：クマシ) 

図１ ガーナの北部と南部の降水量の差 

 

そのうえ、ガーナ南部には、広大な森林地帯が広

がっている（図２）。森は、地中にはりめぐらされ

た樹木の根によって、土壌をつなぎ止める能力を持

っている（図３）。さらに、森の土壌は、有機物や

さまざまな生物によってスポンジのような構造と

なっているため、裸地と比べて、雨水を地中に浸透

させる能力が約３倍もある（図４）。これらのこと

から、北部は南部より農業生産の条件が劣る。 

 
図２ ガーナの気候帯 

 

 

図３ 森林の土壌保全機能 

 

 

図４ 雨水の浸透と森林 

 

Ⅲ 研究仮説 

 私たちはガーナ北部の人たちが自分たちで作っ

て自分たちで食べられる農作物の収穫量を増やし

て、ガーナ北部の食糧自給率向上を目指した。ササ

ゲを用いた輪作体系を利用することでガーナ北部

の農作物の収穫量を増やすことができると考える。 

 輪作体系とは、いくつかの作物の土地を定期的に

循環することである。例として北海道では、小麦、

馬鈴薯、てん菜の栽培において、輪作体系を用いた

ことにより収穫量が増えたという事例がある（表

５）。 

表５ 農林水産省「作物統計」 

 



 

輪作体系では、それぞれの食物が使う栄養素によ

って順番や循環させる年数を決める。輪作をするこ

とで土壌の栄養素は一定に保たれ土地がやせるこ

とがなくなる。作物を何年も同じ場所で作ると、連

作障害が起こる。連作障害とは、毎年同じ場所に同

じ野菜（あるいは同じ科の野菜）を栽培することで

その野菜を冒す病原菌や有害線虫が多くなったり、

土壌の中の養分が不足したりして、野菜の生育が悪

くなり収穫量が減ることである（図５） 

  

 

図５ ホウレンソウの連作収量 

 

ササゲと相性のいい作物はとうもろこし、枝豆、

たまねぎなどがある。しかし、これらの作物は乾燥

に弱く、枝豆はマメ科なのでササゲと一緒に育てる

ことができない。そこで私たちはかぼちゃとなすに

注目した。かぼちゃとなすは高温に強く、ササゲと

相性がいいからである（図６）。 
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図６ 前作と後作の関係 

 

Ⅳ 調査結果 

ササゲ豆はマメ科の野菜であり、日本では、おも

に赤飯や甘納豆として食べられている。熱帯地域原

産のため暑さ、日照りに強く乾燥を好む。反対に低

温には弱く、霜にあうと枯死する。肥料分の少ない

痩せた土地でも栽培可能。また、病気に強く、つく

りやすい発芽地温は 20～25℃と高く、種まきは地

温が 15℃以上になってから行う（家庭菜園と実の

なる木「ササゲの育て方」「生態・特徴」「種まき・

植え付け」より）。 

 ササゲ豆を育てていく中で必要なことは、栄養素

と先述した輪作体系の２点である。 

 栽培において必要な栄養素は、窒素、リン酸、カ

リウムの３つである。窒素は３つの栄養素のなかで

１番大切で、たんぱく質を育てる役割をもつ。少な

くなると豆が育たず、多すぎると幹が伸びすぎて実

がつきにくくなる、徒長現象が起こる。リン酸は細

胞を育て、実の大小に影響する。カリウムは抗体成

分を持っており、豆の病気や害虫から作物を守る働

きをする。これらの栄養素は天気に左右されるので

調節が難しい。そこで私たちは、栄養素を栄養剤で

補えることを学んだ。例えば、晴れの日は光合成で

栄養分を補えるが。雨の中には窒素酸化物が含まれ

ており、土に雨が降るとその成分を土が吸収し、栄

養分の糧の比率が変わる。そのようなときは土の中

に栄養剤を入れ調節する。このように栄養素は自分

たちの手でコントロールできる。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

私たちは始め、ガーナで行う輪作体系においてナ

ス、カボチャ、ササゲを用いることにした。 

ナスは発芽適温が、最低気温が 15 度、適温が 25

度から 35度、最高気温は 40 度である（図７）。生育

温度は、最低気温は７,8 度で適温が昼は 23 度から

28 度、夜は１６度から 20度、最高気温は 40 度であ

り、ガーナの気温に適しているといえる（「初心者で

も簡単！家庭菜園の作り方」より）。 

しかし研究していくうちに、ナスはガーナでは輪

作体系に用いるには不適であることが分かった。そ

れはナスが土壌の肥沃度に成長が左右される（図８）、

暑さには強いが水は多量に必要という特徴があるか

らだ。 



 

 

図７ ナスの適温とガーナ北部の平均気温 

 

 

図８ 野菜の肥料の効かせ方のタイプ 

 

ここで、自分たちは、改めてガーナという地で生

育可能な野菜について考えた。すると、乾燥に強い

（年間降水量は約 400mm）、やせた土地でも栽培可能

である、輪作体系において相性のよい組み合わせが

あることを秋田県立大学生物資源科学部の曽根千晴

先生の話からもまとめることができた。以上の条件

を満たす中で、私たちは芋類に注目した。それは、

芋類は水はけがよく、乾燥した土壌の方が育ちやす

く、連作障害も起こりにくいからである。その上、

芋類はタンパク質が豊富であり、現地の人々に、よ

り栄養価の高いものを提供できると考えたからでも

ある。私たちはその芋類の中でもサツマイモを輪作

体系に組み込もうと考えた。 

 

サツマイモは、同じ場所で連作しても連作障害が

起きにくいと言われている（やまむファーム「さつ

まいも栽培の特徴・肥料」より）。またササゲはマメ

科なので、後作を休耕地にすることで土地を休ませ

るのが最も良いといわれている。そこでササゲの後

に休耕地を設けることにした。私たちはこのように

してガーナで用いる輪作体系を確立した。（図９） 

また、これらの作物を用いて栽培することによっ

て得ることができる利点はこれだけではない。これ

らの作物を用いると８月から 11 月の間にかけて種

植えをすることができ、11月から２月の間に収穫を

することができる。実際に輪作体系を用いたことに

より生産量が上がったというデータもあるため、私

たちの目標は達成できると考える。 

 

図９ サツマイモを用いた輪作体系 

 

  表６はそれぞれの野菜を連作、輪作体系で栽培し

た時の収量を比較している。てん菜、馬鈴薯、えん

麦、大豆に着目し、４年輪作の指数を 100とすると

連作のそれぞれの値は 100未満で輪作体系を設ける

ことで連作するより高い生産量が期待される。 

 

表６  全期間における各作物の平均収量(指数)  

区 名 てん菜 馬鈴薯 秋小麦 えん麦 大豆 菜豆 

連作 82 91 67 84 80 59 

2 年輪作 81 - - 93 - - 

3 年輪作 90 - - 97 96 - 

4 年輪作 100 100 - 100 100 - 

5 年輪作 95 94 94 96 - - 

6 年輪作 99 92 100 97 - 100 
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Ⅵ 結論と考察 

私たちは、最初にササゲ、カボチャ、ナスを使用

して輪作体系を組もうと考えた。ナスは暑さに強く、

カボチャと相性がよいため、ガーナでよく育つと考

えらえたが、ナスは乾燥に弱いことから私たちの提

案する輪作体系には適さないと考えた。そこで新た

にササゲ、カボチャ、サツマイモを使用することに

決めた。農家の意見からサツマイモは少ない肥料で

栽培することができ、むしろ少ない肥料のほうが甘

いサツマイモを栽培することができることが分かっ

た。 

 これらの３つの野菜は、乾燥に強く、肥料を必要

としないため、貧困であるアフリカの地域でも輪作

が実現可能であると考えた。 
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