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私たちは世界で最も平均寿命の低いシエラレオネの平均寿命を引き上げたいと考えた。そこでまず、シエ

ラレオネの人々の平均寿命が低い理由として、ビタミンＣが不足し栄養不足になっているという問題に注

目した。その後フィールドワーク先で、バランス良く栄養改善するためにはアミノ酸も欠かせないとアド

バイスをいただき、ビタミンＣとアミノ酸の２つの摂取量を増やすために研究を行った。研究の結果から、

グアバの栽培によるビタミン摂取と、魚の養殖によるアミノ酸摂取が効果的であると考えた。アミノ酸に

ついては、JICA が、私たちが考えたものと同じ方法での支援をすでに行っていることが分かった。ビタ

ミンについては、シエラレオネの小学校就学率の高さを生かし、グアバを小学校で栽培し、より広く普及

させる方法を提案する。 
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Ⅰ 研究の動機 

シエラレオネは、アフリカ大陸にある共和国で、

世界一平均寿命が低い国である。男女平均寿命は

45.6歳であり、日本の 83.9 歳に比べ、実感がわか

ないほどの低さである。この国では、約 10 年間に

わたる内戦で、たくさんの人々が亡くなり、施設が

失われた。この内戦によって、政治が不安定になり、

経済が悪化して十分に食物を得ることができなく

なった。また、土壌が荒らされたために、食物の生

産が滞り、栄養不足に陥っている。このことから私

たちは、どの点にどのようなアプローチをすること

でこの国の栄養不足を改善し、平均寿命を上げるこ

とができるのかについて研究した。 

 

Ⅱ シエラレオネの基本情報 

シエラレオネ共和国は、西アフリカに位置する国

である。面積は日本の約５分の１（7.2万㎢）と小

さいが、そこには約 632万人の人々が暮らしている。

首都はフリータウンで、公用語は英語だが、国内に

は、テムネ族、メンデ族、リンバ族などたくさんの

民族が存在しているため、いろいろな言語が使用さ

れている。また、イスラム教徒が 65%、キリスト教

徒が 25%、伝統的宗教徒が 10%と、信仰宗教も多様

な多民族国家である。1930 年にダイヤモンドが採

掘されたことをきっかけに、1960 年にイギリスか

ら独立して以降、ダイヤモンドやボーキサイトなど

の鉱物の輸出で国力の上昇を目指した。しかし、そ

れらの資源をめぐる内戦によって政治体制が不安

定になり、教育制度の破壊や１人当たりの国内総生

産が 675US ドル（2015）で世界平均の 10％を下回

るなど、国力の上昇につなげることは難しかった。

生活水準が極端に低くなったことから、平均寿命が

男性は 45.3 歳、女性は 45.8 歳と世界最下位で、と

ても深刻な問題となっている。 

 

Ⅲ 問題点 

 シエラレオネの人々の平均寿命が低い原因は、先

にも述べたが、おもに内戦によるものである。シエ

ラレオネでは 1991 年から 2002 年頃まで、反政府勢

力と政府軍によるダイヤモンド鉱山の支配権をめ

ぐる内戦が約 10年間続き、7万 5000人以上の死者

と約 36 万人の難民を出した。内戦はすでに終わっ

ているが、次のような多くの社会問題を残した。 

まず、内戦により政治が不安定になったことで雇



 

用が減り、失業者が増加した。そのため、経済状況

が悪化して１人当たりの国内総生産も大幅に減少

し、国民は十分な食料や医療を得ることが困難とな

った。また、内戦で土地が荒れ、労働力不足から土

地が耕されなかったために土壌も悪くなり、作物が

育ちにくくなった。その結果、栄養不足人口が増え、

子供たちが大人になる前に飢餓で死んでしまうよ

うな環境になってしまい、平均寿命がこれほどまで

に低くなった。 

図１は、世界各国の栄養不足人口の割合を示した

ものである。凡例の区分は左から「非常に低い（２％

未満）、やや低い（2～14.9％）、やや高い（15～

24.9％）、高い（25～34.9％）、非常に高い（35％以

上）、データなしまたはデータ不足」となっている。

シエラレオネ（図 1 の丸で囲まれている部分）は、

「やや高い（15～24.9％）」に属しているが、幼児

の急性栄養失調は 6.9％、５歳以下の幼児の 34.1％

が慢性的に低栄養（外務省）と、栄養状態が非常に

良くないことが見てとれる。 

 

（国連 WFPより，2015） 

図１ 世界の飢餓状況 

 

 このように、約 10 年間続いた内戦が平均寿命の

低下を招く要因の１つとなった。政治の不安定さや

失業者の問題は政府や国の政策で改善していくべ

き大きな問題であり、私たちが関与するのは非常に

難しい。しかし、栄養状態の改善策について提案す

ることは、私たちにもできることである。そこで「栄

養不足」に注目し、栄養状態の改善のために、不足

している栄養素を補うための方策を現地の人々に

提供したい。現地の人が自分たちで栄養のある食料

を確保できるようになれば、平均寿命は今よりも高

くなると考える。 

 私たちは現在のシエラレオネの食生活について

調べた。図２はシエラレオネの一般的な食事の写真

である。この食事は日本人の旅行者がシエラレオネ

の一般家庭に滞在したときに出されたものである。

この写真から、パン、スパゲッティ、お粥のような

ものが食べられていると推測できる。この他にデザ

ートとして少量ながらパイナップルやマンゴーを

食べていたそうだ。サイトの執筆者によると、シエ

ラレオネの市場では揚げた魚やプラサスと呼ばれ

るマニオク（キャッサバの異称）の葉を煮込んだ料

理が店頭で売られていたそうだ。 

 これらのことから、シエラレオネの人々の食生活

には野菜が不足していることが分かる。野菜が不足

しているということは、同時にビタミンが不足して

いるといえる。 

 

（GoogleTrend.netより） 

図２ シエラレオネの食事 

 

Ⅳ 仮説 

私たちはシエラレオネの栄養不足の現状につい

て調べ、ビタミンが不足しているということを知っ

た。そして、ビタミンを豊富に含み、なおかつシエ

ラレオネの熱帯の気候でも育つ作物を調べた。する

と、１つの果実にレモン２つ分ものビタミンＣを含

み、ハワイや西オーストラリアなどの熱帯で育てら

れている、グアバを見つけた。そこで私たちは、グ

アバの育て方や食べ方などを現地の人々に教え、小

学校でそれを実践してもらうことを提案する。それ

によって家庭にもグアバが広まり、ビタミンＣを中

心としたビタミンの摂取量が増え、ビタミン不足を

解決できるのではないかと考えた。 



 

Ⅴ 調査結果 

１ 栄養不足について 

 私たちは、栄養不足について詳しく知るために、

２年生の夏休みにフィールドワークで秋田栄養短

期大学を訪れた。そこで栄養学科准教授の坂本寛先

生にお話を伺うことができた。私たちの研究内容を

簡単に説明すると、栄養不足の人は三大栄養素（炭

水化物・脂質・タンパク質）を積極的に摂取するべ

きだということを教えてくださった。坂本先生によ

ると、ビタミンＣが不足しているのなら、それが豊

富なグアバを提供すればいいというのは良い考え

だが、グアバだけではたとえビタミン不足を解決で

きたとしても、栄養不足までは解決できないだろう

ということだった。そして、シエラレオネは海に面

しているのだから、魚をたくさん食べることができ

れば、三大栄養素の１つであるタンパク質を構成す

る「アミノ酸」を摂取することができ、それによっ

て栄養不足を解決できるのではないかと教えてい

ただいた。また、スライドや資料を使って、私たち

に栄養不足とはそもそも何なのか、飢餓とは何か、

WFP（世界食糧計画）について、微量栄養素につい

てなど、多くのことを分かりやすく説明していただ

いた。      

栄養不足とは、ある栄養素が欠けている状態のこ

とである。たとえ十分な量を食べていたとしても、

その食糧に１日当たりの栄養所要量を満たす適切

な量の微量栄養素が含まれていなければ、栄養不足

になってしまうのだという。微量栄養素とは、微量

であっても人の発達や代謝機能を適切に維持する

ために必要なビタミンやミネラルのことである。 

栄養不足になると、成長したり病気に対して抵抗

したりする正常な身体の働きが弱まる。また、乳幼

児期の場合、栄養不足は身体および精神の発達を阻

害し、回復不可能に近いまでのダメージを与えるこ

とになる。これを改善するために国連 WFP は、栄養

不足になってしまった人々に必要な食糧と栄養

素・微量栄養素を提供すると同時に、栄養不足の防

止にも力をいれ、栄養状態の改善をはかっているそ

うだ。やはりここでもキーワードとなってくるのが

微量栄養素である。世界保健機関（WHO）によると、

ミネラル（鉄分・亜鉛）やビタミンＡの欠乏は、開

発途上国の疾患による 10 大死因に含まれていると

いう。鉄分欠乏は知能発達を遅らせ、ビタミンＡ欠

乏は、はしか・麻疹・マラリアによる死亡のリスク

を高める。しかし、それら全てを私たちが支援して

シエラレオネの人々に供給するというのは現実的

ではなく、とても困難である。だからこそ、グアバ

によるビタミンと魚の養殖によるアミノ酸を支援

するべきだと坂本先生はおっしゃった。その２つな

ら無理のない範囲で、必要な栄養素を補うことが出

来るのだそうだ。 

坂本先生のアドバイスをもとに、私達はグアバに

よるビタミンＣに加え、魚の養殖によるアミノ酸の

支援を主として考えていくことにした。 

２ ビタミンＣとグアバ 

(1) ビタミンＣについて 

そもそもビタミンとは、生物の生存・生育に必要

な栄養素のうち、三大栄養素（炭水化物・脂質・タ

ンパク質）以外の有機化合物のことである。私たち

の体やエネルギーは三大栄養素から作り出される

が、これらだけでは健康を維持することはできず、

必ずビタミンやミネラルが必要になってくる。しか

し、ビタミンには体の中でほとんど合成することが

できないという特徴があり、主に食料から摂取しな

くてはならない。１日の必要な摂取量はわずかだが、

ビタミンが不足すると、ビタミン欠乏症とよばれる

疾病や成長障害が起こる。その例として脚気が知ら

れている。脚気はビタミンＢ１の欠乏・不足によっ

て起こる。症状は、初期には食欲不振や倦怠感を感

じ、しだいに足のしびれ、動悸、感覚麻痺がおこり、

そのまま放置すると、心不全をおこして死にいたる

ことがある。 

ビタミンＣは別名アスコルビン酸と呼ばれる水

溶性のビタミンである。酸化防止剤として食品に使

われることも多い。また、コラーゲンの合成に深く

関わっている。コラーゲンは皮膚の材料となるだけ

でなく、筋肉や内臓を維持するにも欠かせないもの

である。そのため、ビタミンＣを欠いた食事を続け

ていると正常なコラーゲン合成ができなくなり、壊

血病を引き起こす。壊血病とは、毛細血管が脆弱と

なり、全身の皮下、歯肉、関節内に出血が起こりや

すくなる病気である。生活を改善しないと、最悪死

にいたる危険がある。 

ビタミンＣは他にも、免疫力を高めたり、鉄の吸



 

収を助けたりするなど、私たちの健康のためになく

てはならない栄養素である。また、加熱に弱く、加

熱すると空気中の酸素や水分との反応が促進され、

分解されやすくなるという特徴もある。 

(2) グアバについて 

グアバは、熱帯アメリカ原産で主にハワイや西オ

ーストラリアなどで栽培されている熱帯果樹であ

る。土壌を選ばず比較的栽培しやすいのが特徴であ

る。原産地の熱帯アメリカでは紀元前 800 年頃から

食されていると言われ、「熱帯のリンゴ」と呼ばれ

るほどビタミンが豊富に含まれている。特にビタミ

ンＣが非常に多く、グアバ 0.2個で１日に必要なビ

タミンＣを補えるほどである。下の表１は、可食部

100g あたりに含まれるビタミンＣの量を、ビタミ

ンＣが豊富な他の果物と比較したものである。 

この表からも、100ｇあたりのビタミンＣが他の

果物と比べてグアバが多いことがわかる。 

 

表１ 可食部100gあたりのビタミンＣ含有量 

グアバ 220mg 

ゆず 160mg 

キウイフルーツ 140mg 

レモン 100mg 

柿 70mg 

（果物情報サイト 果物ナビより） 

 

３ アミノ酸と養殖 

(1) アミノ酸について 

アミノ酸はタンパク質を構成するため、体の皮膚、

内臓、血管など、私たちの体の約 20％を構成して

いると言える。人間の体を構成するアミノ酸は全部

で 20 種類あり、必須アミノ酸と非必須アミノ酸に

分けられる。必須アミノ酸とは、体内で合成するこ

とができないもので、体外から摂取しなければなら

ない。非必須アミノ酸とは、体内で合成されるため、

体外から摂取する必要のないものである。これらの

アミノ酸が不足すると成長が阻害されたり、筋力が

低下したりする。それにはヒスチジンというアミノ

酸が大きく関わっている。ヒスチジンは大人にとっ

ては非必須アミノ酸であるが、子供にとっては必須

アミノ酸であり、成長の促進、神経機能の補助など

の効果がある。これらが不足すると、子供の成長阻

害に繋がる。子供は体内でヒスチジンが合成できず、

ヒスチジン不足によって引き起こされる成長阻害

は非常に大きい。成長促進に効果があるアミノ酸は

他にバリン、トレオニン（スレオニン）、イソロイ

シンなどがある。 

 これらのアミノ酸を多く含む食品に卵と魚介類、

肉類、乳製品が挙げられる。卵、肉類、乳製品はい

ずれも牛や豚、鳥から作られる。シエラレオネの人

口の約６割はイスラム教徒であり、ハラール法（イ

スラム教徒が特殊な方法で行う）で調理された肉以

外は食べられないため、私たちが支援することは難

しい。そこで、私たちは魚介類に注目した。シエラ

レオネは以前、乱獲によって魚の量が減少した時期

があり、魚を漁で手に入れることは生態系の崩壊を

招く可能性があると考えた。そこで、養殖の技術を

伝えられないかと考え、養殖に適する魚を探すこと

にした。  

(2) 養殖について 

養殖は給仕養殖、無給仕養殖と大きく２つに分け

られている。給仕養殖とは人間が育てる魚に餌をや

り、育てる養殖方法で、主に魚やエビに利用される。

無給仕養殖とは、私たちが手をかけず、海水中のプ

ランクトンなどを餌として利用するもので、主に貝

類や藻類などに利用される。給仕養殖は網仕切式、

流水式、循環ろ過式など数多くあるが、これらは施

設内での養殖となるため、施設の建設費用が多くか

かってしまう。そのため、私たちは小割り式養殖を

利用しようと考えた。小割り式養殖とは水面に角型

などに作った網を浮かべ、その中で養殖をおこなう

方法である（図３）。 

（香川の漁具漁法より） 

図３ 小割り式養殖の形態 



 

その網を固定する枠は、竹や木・鉄鋼・ゴム・FRP

（繊維強化プラスチック）・アルミなどであるが、一

般的には安価で強度があり加工もしやすい鋼製のも

のが主流である。それら全体をフロートで海に浮か

べる。網は化繊網、金網、亀甲網があるが、１番耐

久年数の長い亀甲網が良いと考えた。 

養殖する魚の種類として、ナイルテラピア（Nile 

tilapia）が良いと考えた。この魚は、ニジェール

川系を中心にアフリカ大陸西部、タンガニイカ湖以

北のナイル川水系を原産地とする魚である。この魚

は低温に弱いことを除けば環境適応能力が非常に

高い魚である。高水温にも耐え、酸欠にも強く、海

水の２倍の濃さの塩水にも対応できるのだ。ナイル

テラピアは淡水魚であるが、前述の通り海水の２倍

の塩水にも対応できるため、海水での飼育は可能で

ある。現に、オーストラリアのサンゴ礁にまでこの

魚は住みついており、中国では海水での養殖が確認

されている。また繁殖力が非常に強く、沖縄の都市

型河川や原生林近くの川でも多数目撃される。知名

度は低いものの、味が良い魚であり、日本では「イ

ズミダイ」という名で市場に出荷されている。 

４ シエラレオネの小学校について 

表２は就学年齢者に対する初等学校への入学率を

示したものであるが、就学年齢ではない者の入学も

含むため 100％を超える場合がある。貧困など様々

な事情により就学年齢より遅れて入学するケース

のほか、再入学も含まれる。 

シエラレオネでは、表２の通り、就学年齢以外を含

む小学校入学率が非常に高く、世界８位である。そ

のため、小学校でグアバの栽培を行えば、シエラレ

オネの多くの人がグアバを栽培する経験ができ、家

庭へも浸透し、ビタミンの摂取量が上がると期待で

きる。 

 

表２ シエラレオネの初等学校入学について 

小学校入学年齢 ６歳 2013年 

小学校就学期間 ６年 2013年 

小学校入学率 131.49％ 2012年 

小学校入学率（男性） 132.23％ 2012年 

小学校入学率（女性） 130.76％ 2012年 

※入学率は、就学年齢以外の者を含む 

（国際統計格付センター世界ランキングより） 

Ⅵ 仮説の検証 

私たちの考えは、シエラレオネが世界で最も平均

寿命が低い原因の１つである栄養不足を解決する

ために、グアバの栽培と魚の養殖を自給的に行える

ようになるまで支援すれば良いのではないか、とい

うものだ。平均寿命が低い原因には他にも、長く続

いた内戦による政治的・経済的な面での問題がある

が、それを私たちが解決するのは現実的でないため、

解決可能な栄養の面から考えることにする。 

１ グアバの栽培について 

グアバはビタミンＣをはじめとしたビタミンな

どの栄養素が非常に豊富であり、熱帯の国々で食用

として栽培されている。このことから、ビタミン不

足を解消するためにシエラレオネで食用として栽

培するのに適当であると考えられる。また、生育適

温が 23～30℃なのに対し耐寒温度は０℃と気候の

変化に強く、比較的栽培しやすい果樹であるので、

シエラレオネの人々も栽培しやすく、将来的に自給

することも可能であると考えられる。 

問題点としては、誰がグアバの栽培方法を教える

などの支援をするか、である。日本からもシエラレ

オネに対して支援はしているが、主に経済的な面が

中心である。また、グアバを育てる環境が日本には

少ないため、栽培方法を現地で教えるとなると難し

くなってくる。 

そのため、日本の農業従事者が支援するのではな

く、グアバを栽培している熱帯の国々の農業従事者

にシエラレオネへの技術支援をしてもらうという

案を考えた。現在シエラレオネでもグアバは栽培さ

れているが、他の国の新しい技術を取り入れること

で今より効率よく栽培し、ビタミンの摂取量を上げ

られると考える。 

また、就学率の高い小学校から普及させることで、

グアバの栽培方法を学んだ子供達が家庭に持ち帰

り、より多くの家庭にグアバが浸透し、ビタミンの

摂取量が高まると考える。 

２ 魚の養殖について 

シエラレオネの人々は半数以上がイスラム教徒

であり、食べることのできる肉類に制限があるため、

アミノ酸を摂取する手段として肉よりも魚のほう

が適当であると考えられる。また、シエラレオネは

海に面しているため魚の養殖は可能である。私たち



 

が注目しているナイルテラピアという魚は、前述の

通り生命力が強く熱帯の海でも十分に生きていく

ことができ、その繁殖力の強さから養殖にも向いて

いると言える。 

問題点は、小割り式養殖を行う場合、養殖場を整

備する費用と、その設備を何度か交換する費用が必

要となるが、それを誰が出すのかということと、ナ

イルテラピアの繁殖力の強さが仇となり、繁殖しす

ぎて周囲の生態系へ悪影響を及ぼしてしまう可能

性があるということだ。さらに、JICA（独立行政法

人国際協力機構）の取り組みでは簡単であまり費用

がかからない小規模養殖技術の指導を行っており、

ナイルテラピアも指導の対象となっている。この取

り組みでは海ではなく養殖池でナイルテラピアを

育てており、この方法だと魚が脱走し、周囲の生態

系に影響を及ぼす可能性が少ない。私たちが考えた

養殖方法よりも費用が安く、また、団体として行っ

ている活動であるため、確実性がある。 

 

Ⅶ 結論と考察 

私たちは、シエラレオネの平均寿命を上げるため

には栄養不足を解決することが必要であり、そのた

めに、不足しているアミノ酸とビタミンをより多く

摂取しなくてはならないと考えた。 

アミノ酸については前述の通り、JICA が既に養

殖についての十分な支援を行っている。 

ビタミンについては、グアバという熱帯果樹の苗

木をシエラレオネの小学校に送り、私たちが小学校

で朝顔などを育てたように、グアバの苗木を育てて

もらうという提案をする。シエラレオネの小学校へ

の入学率は高く、グアバをたくさんの人に供給でき

る機会であると考えた。グアバは苗木から実をつけ

るまで約２～３年かかるが、実がつくようになると

毎年収穫できる。その収穫したグアバを学校の皆で

食べたり、家に持ち帰って家族と食べたりすること

で、グアバにより親しみやすくなり、ビタミンの摂

取量が上がると考える。また、苗木を送るのみでな

く、送る際に育てる上での注意や食べ方についての

説明を書いてある紙を一緒に添えることで、シエラ

レオネの人々がグアバについての知識を深められ

ると考える。 

私たちが提案した方法を活用し、他の国の人々も

救える可能性がある。私たちの活動でより多くの

人々が飢えや栄養不足で苦しまず、笑顔で生活でき

るようにこれからも探究を続けていこうと思う。 
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