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本稿では、ザンビアの食と食料生産の関係について、

2021年に南部州チョマ郡で実施した食事調査の結果を用い

て考察する。

ザンビアは、南部アフリカに位置する内陸国である（図

1）。ザンビアは、降水量が800 mm以下の区分I、800 mm

から1,000 mmの区分II、1,000 mmから1,500 mmの区分IIIの

3つの農業生態区分に分けられる（MACO 2004）。また、

区分IIは肥沃な台地上に位置する区分IIaと砂質土壌の広がる

区分IIbに細分化される。南部州は、北部にザンビア高地

（標高1,200 m）があり、南部にはカリバ湖岸の平坦面（標

高500 m）が広がる。それらの間には、ザンベジエスカー

プメントの丘陵地が広がる。農業生態区分は北部の区分IIa

と南部の区分Iに分けられる。本稿の調査実施地域は、南部

州北部のザンビア高地に位置するチョマ郡なので、上記の

区分では区分IIaにあたり、ケッペンの気候区分では、温帯

夏雨気候となる。

ザンビア全土の 2016年度から2020年度の全作付面積に占

める各作物の平均作付面積の割合の上位5位は、トウモロコ

シ50.7%、キャッサバ10.8%、ラッカセイ8.5%、ダイズ

8.0%、ヒマワリ3.9%であった（図2） 。南部州に限ると上

位5位は、トウモロコシ65.5%、ヒマワリ7.6%、ラッカセイ

6.4%、コットン4.8%、ソルガム3.8%であった。
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図1. ザンビアの農業生態区分と調査地の位置
資料）Soil survey, Zambia Agriculture Research Institute, Mt.
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図2. ザンビアと南部州における全作付面積に占める各作物の平均作付面積の割合（ 2016年度-2020年度）（%）
資料） Central Statistical Office, Zambiaで入手したデータより筆者作成

キャッサバについてはデータに欠落があったため、2016年度と2017年度のみ利用した。



食事調査に参加してくれたのは、チョマ近郊のSimaubi

ward1 ） に あ る Simaubi Day Secondary School の 教 師

（Mannasseh Siachilowa 氏）およびGrade10 2)の生徒10名

である。全生徒の世帯が農業に従事していた。彼らの世帯

の農業規模は、自給自足的農業をおこなう小規模農家から

集約的農業経営をおこなう大規模農家（耕作面積が20 ha以

上）におよぶ。

調査は、2021年11月19日から21日および11月29日から

12月2日までの7日間で、各曜日を網羅するように実施した。
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というのも、信仰している宗教によって、安息日が異なる

からである。

ザンビアの雨季は10月から4月にかけてで、この地域は北

部よりも雨季の始まりが遅い。加えて、2021年度の雨季は

例年よりも遅れており、調査期間中は、端境期にあたった。

回答された総食事数は210回でその内訳は朝食、昼食、夕

食ともに70回であった。調査項目は、各食事でとった食事

の献立である。

朝食は、摂取頻度の多かったものから順に、チブワン

トゥ42.9%（30回）、お粥25.7%（18回）、バンズと紅茶

2022 No.2 フィールド研究は利己と利他のはざまで I 2

0

20

40

60

80

100

(%
)

0

20

40

60

80

100

(%
)

図3. 各食事の献立とそれらの摂取割合（%）

a) 朝食

b) 昼食

c) 夕食

子どもたちが摂取している食事

写真1 チブワントゥ 写真2 トウモロコシのお粥
（タマリンドウ味）

写真3バンズ 写真4 食パンと紅茶

写真5 ご飯と酸乳 写真6 サンプ
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11.4%（8回）、食パンと紅茶11.4%（8回）、ご飯と酸乳

5.7%（4回）、サンプと酸乳2.9%（2回）であった（図

3、写真1-6）。チブワントゥは、粗挽きにしたトウモロコ

シを粥状に加熱し、採集植物の根の抽出液によって糖化、

乳酸発酵ささせた飲料である（山本ら 2014）。お粥は穀物

粉を粥状にしたもので、調査地域ではトウモロコシ粉を用

いて調理する。サンプは、穀物粒を長時間炊いたものであ

る。酸乳は、乳を乳酸菌で発酵させた発酵乳である。

昼食と夕食は全ての世帯で、毎日シマ（nshima）が摂取

されていた。シマは穀物粉を熱湯に入れ調理した練り粥で、

様々な材料を用いて調理された副食とともに摂取される

（写真7-10）。 調査の際、シマの材料についても聞き取り

を実施しており、その結果、回答されたシマは全てトウモ

ロコシ粉を用いて調理されていた。副食については、15種

の食材があげられており、主食の単一さとは対極的に多様

であった。
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図4. 各食事の主食に使用された食材の割合（%）
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写真7 シマ調理の様子 写真8 シマ

写真9 シマと副食 写真10 カペンタの料理
（キャベツ、鶏肉）

（写真提供：写真2，3，5，6 Chipo Kalaula 氏）

これら3食の結果から、各食事

に関する傾向がうかがえる。朝

食では、調理に手間がかかるも

のではなく、発酵飲料、バンズ

や食パンといったパンと紅茶の

組み合わせ、ご飯とサンプと酸

乳の組み合わせが摂取されてお

り、調理時間の短さや手軽さが

求められているようである。一

方、昼食と夕食では、調理に手

間のかかるシマと副食の組み合

わせが摂取されており、しっか

りとした食事を摂取していると

いえる。

各食事の主食に使われた食材

の割合を図4に示した。朝食の食

材 は 、 ト ウ モ ロ コ シ が 71.4%

（50回）、コムギが22.9%（16
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回）、コメが5.7%（4回）であった。先述した様に、回答

されたシマの材料は全てトウモロコシであったため、昼食

と夕食の主食の食材はともに、トウモロコシが100.0%

（140回）となる。全体を通してみると、トウモロコシが

90.5%（190回）、コムギが7.6%（16回）、コメが1.9%（4

回）であった。

南部州の全作付面積に占める各作物の平均作付面積の割

合の上位5位までにコムギとコメはあがっていなかったが、

両作物が栽培されていないということはない。コムギは11

位で全作付面積の0.5%、コメは37位で0.004%とわずかに

栽培されている。ザンビア全体でみると、コムギは13位で

全作付面積の0.8%、コメは11位で1.3%と割合は増加する。

ザンビアでは、コムギは集約的農業経営をおこなう大規

模農家でのみ栽培されている。コメは小・中規模農家、ト

ウモロコシは、小・中・大規模農家のすべてで栽培されて

いる。調査に参加した生徒の世帯は、小・中・大規模農家

のすべての規模に所属しているが、トウモロコシ・ラッカ

セイ・サツマイモ・ヒマワリ・ダイズを栽培しており、コ

ムギとコメは栽培していなかった。このことから、食卓で

摂取されていた食パンやバンズ、コメは市場から購入した

ものであるといえる。

図2は面積、図4は頻度で算出された割合であるため、量

的な過不足があるかもしれないが、域内で生産されている

ものが市場を通じて各世帯の食卓にあがっており、食と食

料生産の乖離はないといえる。

本稿では、食卓にあがる献立から主食の材料と食料生産

の関係について考察してきた。結果、調査地域で広く栽培

されているトウモロコシの摂取頻度が食事全体の約9割を占

めており、トウモロコシへの依存が非常に高いことがわ

かった。特に、昼食と夕食の主食はトウモロコシのシマの

みが摂取されており単一であることがわかった。

本調査は、雨季直前の端境期に1週間という短期間で実施

した。ザンビア南部州のザンビア高地南端において、サツ

マイモの収穫期に摂取頻度が高まることが報告されている

（Miyazaki et al 2013）。このように、食事には季節性があ

り、特に自給自足的農業をおこなう小規模農家においては、

季節性を受けやすいといえる。よって、ザンビア南部州の

ザンビア高地地域の食と食料生産の関係についてより理解

を深めるためには、長期的な調査が必要となるであろう。

が、それについては、今後の課題としたい。また、本稿で

は多様な副食について扱わなかったが、これについては、

次稿で報告したい。
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注

1) Wardは、郡（District）の下位に位置づけられる行政単位。

2) Grade10は、日本の高校1年生にあたる。
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