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取熱量は2,697 kcal /人/日であった。

ブルキナファソでは、上位10位の中にトウモロコシ、ソ

ルガム、コメ、ミレット、コムギの5種の穀類があがってい

た。それら穀類5種が占める割合の合計は63.7%（1,741

kcal /人/日）であった。一方、ザンビアではトウモロコシと

コムギの2種の穀類しかあがっていなかった。それらの占め

る割合の合計は51.0%（1,153 kcal /人/日）であった。この

ことから上位10位の穀類による摂取熱量および総摂取熱量

に占める割合はブルキナファソの方が高いことがわかった。

穀物以外で比較すると、ザンビアでは主食としても摂取

されるイモ類のキャッサバが15.6%を占めており2位であっ

た。ブルキナファソであげられた発酵飲料は穀物から醸造

された発酵飲料（食事の代わりに摂取されるソルガムを用

いた醸造酒などが含まれる）で5.3%摂取されている。これ

らを含めて主食摂取と考えると、ブルキナファソで69.0%

（1,887 kcal /人/日）が、ザンビアでは66.6% （1,506 kcal /

人/日）が主食による熱量摂取ということになる。

その他には、ブルキナファソではマメ類とラッカセイが

ブルキナファソとザンビアにおいて実施した食事調査を

もとに、食卓から考える食と食料生産というテーマで、食

事に利用されていた食材と食料生産の関係について考察し

てきた（宮㟢 2022a、宮㟢 2022b）。ブルキナファソで摂

られていた主食食材は多様であった一方、ザンビアでは単

一であった。また、ブルキナファソでは利用されていた主

食食材と食料生産の間には乖離があり、ザンビアでは乖離

がみられなかった。しかし、それらであげられた結論は、

両国の一地域で、短期間に実施した食事調査をもとに考察

したものであった。そこで、本稿では両国における食と食

料生産の関係について、 FAOSTATのデータ[1]を用いて俯瞰

的に長期的に考察したい。摂取されている食材に関する

データはFood Balances1）から、食料生産に関するデータは

Crops and livestock productsから得た。

ブルキナファソとザンビアにおける2019年の各食材から
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ブルキナファソとザンビアの摂取食材

の摂取熱量の全食材から

の総摂取熱量に占める割

合を算出し、上位10位ま

での食材を表1に示した。

ブルキナファソの一人・

一日あたり総摂取熱量は

2,735 kcal /人/日であっ

た。一方、ザンビアのそ

れは2,261 kcal /人/日で、

ブルキナファソのおよそ

80%であった。サブサハ

ラアフリカの平均総摂取

熱量が2,488 kcal /人/日

だ っ た の で、 ブ ル キ ナ

フ ァ ソ は 平均 よ り も 約

250 kcal高く、ザンビア

は平均よりも約230 kcal

低いことがわかる。因み

に、日本の2019年の総摂

順位

ブルキナファソ ザンビア

食材
熱量

（ kcal/人/日）
割合

（%）
食材

熱量
（kcal/人/日）

割合
（%）

1 トウモロコシとその製品 623 22.8 トウモロコシとその製品 1,089 48.2

2 ソルガムとその製品 390 14.3 キャッサバ 353 15.6

3 コメとその製品 318 11.6 砂糖 115 5.1

4 ミレットとその製品 312 11.4 ラッカセイ 85 3.8

5 マメ類とその製品 169 6.2 大豆油 72 3.2

6 ラッカセイ 159 5.8 コムギとその製品 64 2.8

7 発酵飲料 146 5.3 牛肉 62 2.7

8 コムギとその製品 98 3.6 パーム油 59 2.6

9 綿実油 96 3.5 大豆 54 2.4

10 パーム油 80 2.9 ヒマワリ油 27 1.2

その他 344 12.6 その他 281 12.4

合計 2,735 100.0 合計 2,261 100.0

表1. 2019年のブルキナファソとザンビアにおける各食材からの摂取熱量の総摂取熱量に占める割合

資料）FAOSTAT、Food balancesから筆者作成



あり、ザンビアでも同様にラッカセイがあったが、マメ類

は21位であった。ブルキナファソでは油類の合計が6.4%で、

ザンビアでは7.0％であった。ザンビアでは砂糖が3位で5.1

%を占めたが、ブルキナファソでは11位で2.2%であった。

最後に、ザンビアでは牛肉が7位で2.7%摂取されていたが、

ブルキナファソでは14位で1.0%であった。このように、両

国で上位を占める食材が異なることがわかった。

食と食料生産の関係性を考えるうえで、特に注目したい

のが、両国におけるトウモロコシの摂取割合の高さである。

トウモロコシは新大陸起源の作物であり、本来アフリカ大

陸ではその起源がアフリカとされているソルガムやミレッ

トが摂取されていたはずである。しかし、ブルキナファソ

では2位にソルガム、4位にミレットが位置しているが、ザ

ンビアではソルガム、ミレットともにわずか0.1%の33位で

あった。また、キャッサバも新大陸が原産であることから、

ザンビアの食は新大陸起源の作物の摂取割合が非常に高い

といえる。

ここでは、ブルキナファソとザンビアにおける食材利用

の変遷をたどることとする。まず、一人・一日あたりの総

摂取熱量の推移について記し、次に各作目の一人・一日あ

たりの摂取熱量の推移について論じる。対象とした作物は

穀類およびイモ類である。穀類に加えてイモ類を選択した

理由は、イモ類は両国において主食としての利用が高い作

物で、ブルキナファソではヤムやキャッサバはフトゥ2）と

して、ザンビアではキャッサバはシマ3）として主食として

も摂取されるからである。

両国における総摂取熱量の推移を図1に示し、穀類とイモ

類の摂取熱量の推移を図2に示した。 各年代の10年間の摂

取熱量の平均値を算出し、各年代の摂取熱量とした。また、

各年代間と全期間における総摂取熱量、穀類、イモ類の年

率換算の増加率4）を表2に記した。

ブルキナファソの総摂取熱量は全期間において増加傾向

にあり、1960年代の1,506 kcal /人/日から2010年代の2,729

kcal /人/日まで約1,200 kcalも増加していた。全期間にわた

る増加率は年率1.2%であった（表2） 。特に1980年代から

1990年代にかけての増加率は2.6％と非常に高い。ザンビア

は1970年代から2000年代にかけて減少が続いたが、2000年

代から2010年代にかけて年率1.3%で増加し、最終的には全

期間における増減は0.0%で変化がみられなかったことにな

る。両国の推移を比較すると、1960年代はザンビアの方が

ブルキナファソよりも約650 kcal総摂取熱量が高かったが、

1990年代に逆転し、その後もブルキナファソがザンビアよ

りも高い総摂取熱量を摂取している。

1)ブルキナファソにおける主食食材摂取の変遷

まず、2010年代と1960年代の穀類とイモ類の摂取につい

てみる。ブルキナファソにおける2010年代の摂取はトウモ

ロコシとその製品が最も摂取されており600 kcal/人/日で

あった（図2）。続いてソルガムとその製品（394 kcal/人/

日）、ミレットとその製品（359 kcal/人/日）、コメとその

製品（289 kcal/人/日）と穀類が続く。以降、100 kcal/人/日

以下の摂取となり、コムギとその製品（91 kcal/人/日）、サ

ツマイモ（12 kcal/人/日）、ヤム（10 kcal/人/日）、その他

の穀類（6 kcal/人/日）、ジャガイモとその製品とオオムギ

とその製品が3 kcal/人/日、キャッサバとその製品（2 kcal/

人/日）となる。穀類とイモ類の合計摂取熱量は全摂取熱量

の64.7%を占めた。1960年代の摂取はソルガムとその製品

（376 kcal/人/日）、ミレットとその製品（343 kcal/人/日）、

トウモロコシがとその製品（154 kcal/人/日）、コムギとそ

の製品（17 kcal/人/日）、キャッサバとその製品（16 kcal/

人/日）サツマイモ（15 kcal/人/日）、ヤム（12 kcal/人/日）、

その他の穀類（13 kcal/人/日）となる。トウモロコシとその

ブルキナファソとザンビアの熱量摂取の変遷
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図1. ブルキナファソとザンビアにおける総摂取熱量の推移
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総摂取熱量が増加するのと同様に穀類とイモ類の摂取熱量

も増加していたことになる。年代別にみると、トウモロコ

シとその製品は1960年代から1970年代にかけて減少したが、

それ以降つねに増加傾向にあり、ソルガムとその製品とミ

レットとその製品は1960年代から1990年代にかけて増加し

ていたものの、それ以降2010年代まで減少し続けている。

また、コムギとその製品は1970年代から1980年代にかけて

わずかに減少したが、その後増加傾向を続けている。サツ

マイモとキャッサバとその製品は1960年代から1990年代に

かけて大きく減少し、それ以降増加している。また、ヤム

とジャガイモとその製品は1980年代から2000年代にかけて

大幅に減少し、その後増加している。その間のジャガイモ

の増加率41.4%は目を見張るものがある。

2)ザンビアにおける主食食材摂取の変遷

2010年代のザンビアの摂取をみると、ここでもトウモロ

コシとその製品が最も摂取されており1,060 kcal/人/日であ
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製品とキャッサバとその製品以外に順位の変動はなかった。

両年代間で大きく摂取量が異なるのは、トウモロコシとそ

の製品とコムギとその製品の摂取が増加したこと、キャッ

サバとその製品とその他の穀類の減少したことであった。

では、どのような変動を経て現在の食材摂取に至ったの

か、表2の増加率から考察する。ブルキナファソの穀類とイ

モ類の全期間における増加率をみると、コムギとその製品

の増加が最も高く3.5%であった。次に、ジャガイモとその

製品が3.3%、トウモロコシとその製品が2.8%と増加率が高

かった。一方、減少していたキャッサバとその製品は-4.4%、

その他の穀類は-1.6%と大きく減少していた。ソルガムとそ

の製品とミレットとその製品の増加率は0.1%、サツマイモ

とヤムは-0.5%でおおきな変化ではないが、総摂取熱量の全

期間における増加が1.2%だったので、総摂取熱量に占める

それらの作物の摂取割合を考えると減少していたことにな

る。穀類とイモ類の合計の全期間における増加率は1.3%で、

総摂取熱量の増加率とおおよそ変わらなかったことから、
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図2. ブルキナファソとザンビアにおける穀類およびイモ類の摂取熱量の推移
資料）FAOSTAT、Food balancesから筆者作成
注）a) は100 kcal以上のものと推移の間で100 kcal/人/日を超えるあるいは切るもの。b)は100 kcal/人/日以下のもの。c）は150 kcal/人/
日以上のものと推移の間で150 kcal/人/日を超えるあるいは切るもの。d)は150 kcal/人/日l以下のもの。凡例は2019年の各作目の摂取熱量
の全摂取食材の総熱量に占める割合が高かった順に表記している。



た。コムギとその製品は0.0%、穀類とイモ類の合計の増減

率は-0.2%、トウモロコシとその製品の増加率は-0.4%で全

期間でみると大きな変化はみられなかった。また、総熱摂

取量の増加率とおおよそ変わらなかったことから、総摂取

熱量と同様に穀類とイモ類の摂取割合も大きな変化がな

かったことになる。年代別では、トウモロコシとその製品

は1960年代から1980年代まで大きな増減はなかったが、

1980年代から2000年代にかけて減少し、2010年代に増加し

た。キャッサバとその製品は1960年代から2010年代まで増

加し続けており、特に1970年代から1990年代の増加率が高

い。コムギとその製品は1960年代から1970年代にかけての

増加率が9.3%あり、その後1990年代まで減少し、1990年代

から2000年代までは増加し、2010年代にかけて減少するな

ど増減が激しい。サツマイモは1970年代から1990年代にか

けて減少し、その後2010年代まで大きく増加している。

ジャガイモとその製品は1960年代から1980年代にかけて減

少し、その後2010年代まで大きく増加している。ミレット

とその製品とソルガムとその製品は1960年代から1980年代

にかけて大きく減少し、1990年代には増加したものの2010

年代まで減少し続けている。穀類とイモ類の合計の増減率

った。次に、キャッサバとその製品（258 kcal/人/日）、コ

ムギとその製品（77 kcal/人/日）、サツマイモ（27 kcal/人/

日）、コメとその製品（23 kcal/人/日）が上位5位であった。

これ以下は10 kcal/人/日未満のミレットとその製品（6 kcal/

人/日）、ジャガイモとその製品とソルガムとその製品の4

kcal/人/日、その他の穀類（3 kcal/人/日）となる。穀類とイ

モ類の合計摂取熱量は全摂取熱量の69.4%を占めた。1960

年代においてもトウモロコシとその製品の摂取が1270 kcal/

人/日と最も高く、キャッサバとその製品（129 kcal/人/日）、

コムギとその製品（77 kcal/人/日）、ソルガムとその製品が

66 kcal/人/日、ミレットとその製品（52 kcal/人/日）サツマ

イモ（18 kcal/人/日）、ジャガイモとその製品（3 kcal/人/

日）の順となる。両年代間を比較するとキャッサバとサツ

マイモの摂取が増加しており、トウモロコシとその製品、

ソルガムとその製品、ミレットとその製品が減少していた。

ザンビアの全期間における増加率が最も高かったのはそ

の他の穀類の11.6%である。キャッサバとその製品の増加

率は1.4%で、続いてサツマイモの0.9%、ジャガイモとその

製品の0.8%になる。ソルガムとその製品、ミレットとその

製品の増加率はそれぞれ-5.5％と-4.3%で大きく減少してい
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期間 総摂取熱量
トウモロコシ
とその製品

ソルガム
とその製品

ミレット
とその製品

コムギ
とその製品

サツマイモ ヤム
その他の

穀類
ジャガイモ
とその製品

キャッサバ
とその製品

穀類と
イモ類

1960's-1970's 0.1 -3.9 0.1 1.3 6.0 -3.1 5.1 -2.2 － -2.2 0.1

1970's-1980's 1.6 3.8 0.2 0.5 -0.3 -2.9 3.1 -1.5 － -5.8 0.8

1980's-1990's 2.6 5.5 2.1 2.5 4.4 -8.9 -7.9 4.1 -2.8 -27.0 2.7

1990's-2000's 0.8 4.6 -0.7 -0.5 1.7 11.0 -2.8 -2.8 -19.7 13.9 0.7

2000's-2010's 0.9 3.6 -1.2 -3.2 5.9 2.1 1.1 -5.3 41.4 4.4 2.0

全期間 1.2 2.8 0.1 0.1 3.5 -0.5 -0.5 -1.6 3.3 -4.4 1.3

期間 総摂取熱量
トウモロコシ
とその製品

キャッサバ
とその製品

コムギ
とその製品

サツマイモ
その他の

穀類
ジャガイモ
とその製品

ミレット
とその製品

ソルガム
とその製品

穀類と
イモ類

1960's-1970's 0.8 -0.1 0.2 9.3 0.1 － -6.6 -1.5 -5.6 0.3

1970's-1980's -0.9 0.4 2.2 -2.9 -1.3 － -1.4 -17.2 -9.4 -0.1

1980's-1990's -0.5 -1.1 3.8 -3.2 -1.1 － 3.9 8.3 1.0 -0.5

1990's-2000's -0.8 -2.0 0.6 1.5 3.1 － 4.7 -4.8 -2.7 -1.3

2000's-2010's 1.3 1.0 0.2 -3.2 3.5 － 3.4 -4.0 -10.3 0.7

全期間 0.0 -0.4 1.4 0.0 0.9 11.6 0.8 -4.3 -5.5 -0.2

資料）FAOSTAT、 Food Balancesから筆者作成
注）入手できるデータの都合上、1960年代のみ1961年から1969年の9年間の平均値となっている。ブルキナファソのコメとその製品、
オオムギとその製品、その他のイモ類とザンビアのコメとその製品、オオムギとその製品のデータは2010年が初出であるため、年代間の
比較ができなかった。ブルキナファソのジャガイモとその製品の全期間の増加率は1980年代から2010年代で算出した。ザンビアのその
他の穀物の2000年代のデータ値が0であったため、増加率が算出できなかった。全期間の増加率は1990年代から2010年代で算出した。

表2. ブルキナファソとザンビアにおける総摂取熱量、穀類、イモ類の摂取熱量の増加率（%）

b) ザンビア

a) ブルキナファソ



ソルガム_BF ミレット_BF トウモロコシ_BF

コメ_BF フォニオ_BF ヤム_BF

ジャガイモ_BF サツマイモ_BF キャッサバ_BF

トウモロコシ_ZM キャッサバ_ZM ミレット_ZM

サツマイモ_ZM ソルガム_ZM コムギ_ZM

コメ_ZM ジャガイモ_ZM オオムギ_ZM

とイモ類の合計の増減率は総摂取熱量の増減率とおおよそ

同様の挙動を示しており、1970年代から2000年代にかけて

減少したが、2010年代にかけて回復した。

以上をもとに、各作目の摂取熱量の総摂取割合に占める

割合を考えると、両国におけるソルガムとその製品とミ

レットとその製品の総摂取割合に占めるそれらの摂取熱量

の割合は大きく減少していることがわかった。また、ブル

キナファソにおいては、トウモロコシとその製品、コムギ

とその製品の摂取割合が増加し、ジャガイモを除くイモ類

の摂取割合が減少していること、ザンビアにおいては

キャッサバとその製品、サツマイモ、ジャガイモとその製

品の摂取割合が増加していることがわかった。2010年代に

両国で上位を占めていたコメとその製品については2010年

以降のデータしかなく、変動をさかのぼることが出来な

かった。
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類とイモ類の合計収穫面積は1961年の181万haから2020年

の440万haまで年率1.5%で増加しており（図4a)）、ザンビ

アのそれは1961年の96万haから2020年の168万haまで年率

1.0%で増加していた（図4a)） 。また、穀類とイモ類の合

計生産量は、ブルキナファソでは1961年の81万 tonから

2020年の532万tonまで年率3.2%で増加しており、ザンビア

では1961年の94万tonから2020年の784万tonまで年率3.7%
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図3. ブルキナファソとザンビアにおける人口の推移
資料）FAOSTAT、 Crops and livestock productsから筆者作成
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図4. ブルキナファソとザンビアにおける穀類とイモ類の収穫面積および生産量の推移
資料）FAOSTAT、 Crops and livestock productsから筆者作成
注）凡例のBFはブルキナファソ、ZMはザンビアを意味する。
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穀類とイモ類_BF 穀類とイモ類_ZM

両国の人口の推移を

図3に、各作目の収穫

面積と生産量を図4に

記した。両国ともに

1961年以降2018年ま

で人口が増加し続けて

いる。ブルキナファソ

は1961年の489万人か

ら2018年の1975万人

まで年率2.5%で増加し

ており（図3）、ザン

ビアは1961年の316万

人から2018年の1735

万人まで年率3.0%で増

加していた。

各作目の収穫面積と

生産量の推移は作目に

よって増減がみられた。

ブルキナファソの穀

ブルキナファソとザンビアの食料生産



クビエの348 kcalとトウジンビエの354 kcalの平均値351

kcalをミレットの熱量とした。また、オオムギについては、

National Food and Nutrition Commission（2009）に記載が

なかったため、日本食品標準成分表2020年版（八訂）の値

343 kcalを用いた。

ブルキナファソにおける収穫面積、生産量、単収は図5に、

ザンビアについては図6に記した。各年代の値は各年代の10

年間の値の平均値とした。加えて、両国における各年代間

と全期間における収穫面積、生産量、単収の年換算の増加

率を表3に記した。大局をみるために、収穫面積については

穀類イモ類とその他の作物を含む全作目についても算出し

表記した。なお、各作目においては重量換算であっても、

熱量換算であっても単収の増加率は同じであるが、穀類と

イモ類の合計の増加率はどちらを用いるかで大きく異なる。

よって、ここではイモ類の高い水分含量を考慮して穀類と

イモ類の増加率を熱量換算で算出した。

収穫量、生産量、単収は3者は大きく関わりあっているた

め、変遷については国別作目別に、収穫面積と単収の増加

率から生産量の増加率について議論することとする。

1) ブルキナファソの収穫面積、生産量、単収の変遷

2010年代の一人あたり生産量は多いもの順に、ソルガム

（97.4 kg）、トウモロコシ（82.5 kg）、ミレット（56.0

kg）、コメ（18.1 kg）、フォニオ（0.8 kg）、ヤム（3.8

kg）、ジャガイモ（4.8 kg）、サツマイモ（4.8 kg）、

キャッサバ（0.2 kg）であった（図5）。1960年代の生産量

はソルガム（97.3 kg）、ミレット（59.3 kg）、トウモロコ

シ（19.9 kg）、コメ（6.7 kg）、サツマイモ（6.3 kg）、

キャッサバ（5.4 kg）、ヤム（4.9 kg）、フォニオ（1.8

kg）であった。両年代間で比較すると、ソルガムの生産量

に変化はみられなかった。増加していたのはトウモロコシ

とコメでそのほかの作目は減少していた。トウモロコシは

1960年代の3位から2010年代には2位に浮上している。ジャ

ガイモの統計への初出は1980年代からである。先の熱量摂

取の統計では、コメの記載が2010年以降からであったが、

ここでみられたように、コメの生産は1960年代には行われ

ていたようである。

で増加していた（図4b)） 。人口の増加率はザンビアが

0.5%高かったが、収穫面積の増加はブルキナファソの方が、

0.5%高くなっていた。しかし、生産量の増加率でみると、

ザンビアの方が0.5%高くなっていた。

これらのことから、両国の特徴として、ブルキナファソ

は単収が低いので収穫面積を増加させることで人口増加に

対応してきた。一方、ザンビアは単収が高いので、人口の

増加率と比べて収穫面積の増加率がそれほど高くなってい

ないと考えられる。ともあれ、両国は人口が増加するにつ

れて、収穫面積を増加させることで、生産量を増加させ、

食料の確保をおこなってきたことがわかる。

ここでは、穀類およびイモ類の各作目ごとの収穫面積、

生産量、単収の変遷をたどることとする。収穫面積と生産

量については、人口増加に伴うそれらの増加の影響を除く

ために一人あたり収穫面積と一人あたり生産量で議論する。

なお、統計データが入手できなかった2019年と2020年の人

口については、2018年以降の増加率を用いて外挿した。ま

た、イモ類は水分を多く含むため穀類よりも単収が高くな

る。そこで、単収については重量換算の単収（重量）と熱

量換算の単収（熱量）を用いて議論することにした。単収

（熱量）は、各国の資料を参考に算出した。ブルキナファ

ソの各作物の100gあたりの熱量はMinistère de la santé

（2005）から、ソルガム 342 kcal、ミレット 341 kcal、ト

ウモロコシ 359 kcal、コメ 363 kcal、フォニオ 338 kcal、

ヤム 119 kcal、ジャガイモ 82 kcal、サツマイモ 121 kcal、

キャッサバ 149 kcalとした。また、ザンビアについては

National Food and Nutrition Commission（2009）から、ト

ウモロコシ 366 kcal、キャッサバ 153 kcal、サツマイモ

114 kcal、ミレット 351 kcal、コムギ 356 kcal、コメ 353

kcal、ソルガム 359 kcal、ジャガイモ 72 kcal、オオムギ

343 kcalとした。FAOSTATのミレットはシコクビエとトウ

ジンビエの違いが判別できなかったため、ここでは、シコ

2022 No.3 フィールド研究は利己と利他のはざまで I 6
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図5. ブルキナファソにおける穀類とイモ類の一人あたり収穫面積、一人あたり生産量、単収（重量）、単収（熱量）の推移
資料）FAOSTAT、 Crops and livestock productsから筆者作成
注）a) は100 m2以上のもの。b)は100 m2以下のもの。c)は20 kg以上のものと推移の間で20 kgを超えるあるいは切るもの。d)

は20 kg以下のもの。e)は2 ton/ha以上のものと推移の間で2 ton/haを超えるあるいは切るもの。f)は2 ton/ha以下のもの。g)は
800 kcal/ m2 以上のものと推移の間で800 kcal/ m2を超えるあるいは切るもの。h)は800 kcal/ m2以下のもの。 凡例は2020年の
各作目の収穫面積が高かった順に表記している。
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図6. ザンビアにおける穀類とイモ類の収穫面積および生産量、単収（重量）、単収（熱量）の推移
資料）FAOSTAT、 Crops and livestock productsから筆者作成
注）a) は400 m2/人以上のもの。b)は40 m2/人以上のものと推移の間で40 m2/人を超えるあるいは切るもの。c)は40 m2/人以下のもの。 d) 

は25 kg/人以上のもの。e)は3 kg/人以上のものと推移の間で3 kg/人を超えるあるいは切るもの。f)は3 kg/人以下のもの。 g) は3 ton/ha以
上のものと推移の間で3 ton/haを超えるあるいは切るもの。h)は3 ton/ha以下のもの。 i) は1000 kcal/m2以上のものと推移の間で1000 kcal/

m2を超えるあるいは切るもの。j)は1000 kcal/m2以下のもの。凡例は2020年の各作目の収穫面積が高かった順に表記している。
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フスタイル、食料生産が不安定なサヘル地域という環境下

での食料確保と収益性の確保が考えられた。

本調査は、1週間という短期間の小学校の児童への聞き取

りであった。しかし、食事には季節性があり、年齢や世帯

状況で大きく

サヘル地方で栽培されているソルガムは、白ソルガムなの

で、そうとは言えない。Oumarou Maïga氏に尋ねてみたと

ころ、ソルガムはそれほど食卓にあがらないという。予備

調査で、 CM2（初等教育第６学年）の児童39名に好きなト

の材料を尋ねた際も、 31名がトウジンビエ、6名がトウモ

ロコシ、1名だけがソルガムと回答していた。ソルガムのト

は味

項目 期間 ソルガム ミレット トウモロコシ コメ フォニオ ヤム ジャガイモ サツマイモ キャッサバ
穀類と
イモ類

全作目

一人あたり 1960's-1970's -0.9 -0.7 -7.1 -2.7 -3.2 -3.9 － -8.7 -2.1 -1.4 -1.1

収穫面積 1970's-1980's -1.8 -0.2 2.5 -6.0 -5.4 2.0 － -9.2 -9.1 -1.0 -0.6

1980's-1990's -1.0 -0.9 0.4 0.2 1.2 -4.5 0.6 -5.9 -8.8 -0.9 -0.3

1990's-2000's -1.6 -1.9 4.0 1.7 -4.7 -4.8 8.0 4.7 3.3 -1.1 -0.2

2000's-2010's -1.5 -3.3 4.2 7.4 -1.9 2.6 6.4 0.1 0.7 -1.0 0.0

全期間 -1.4 -1.4 0.9 0.1 -2.8 -1.7 4.9 -3.8 -3.4 -1.1 -0.4

一人あたり 1960's-1970's -0.2 -0.7 -5.5 -0.7 -3.1 5.2 － -3.1 -2.1 － －

生産量 1970's-1980's 0.4 2.2 4.1 -1.7 -4.5 3.1 － -2.8 -5.6 － －

1980's-1990's 1.4 1.3 6.2 2.9 5.0 -9.2 -1.6 -8.5 -19.8 － －

1990's-2000's -0.3 0.0 4.8 2.0 -4.2 -1.4 12.5 10.5 2.7 － －

2000's-2010's -1.3 -3.3 4.7 7.7 -1.6 0.8 10.6 1.8 -3.9 － －

全期間 0.0 -0.1 2.9 2.1 -1.7 -0.5 7.0 -0.6 -6.2 － －

単収 1960's-1970's 0.6 -0.1 1.9 1.8 0.2 9.0 － 6.6 0.0 3.3 －

1970's-1980's 2.1 2.3 1.3 5.0 -0.3 0.9 － 6.3 2.4 2.7 －

1980's-1990's 2.5 2.4 5.9 2.4 3.6 -4.3 -3.2 -2.6 -11.2 -2.0 －

1990's-2000's 1.3 1.9 0.9 0.1 0.5 3.3 1.2 5.8 -0.3 2.2 －

2000's-2010's 0.2 0.0 0.4 0.4 0.3 -2.2 8.2 1.0 -4.5 0.7 －

全期間 1.4 1.3 2.1 1.9 0.9 1.1 1.9 3.3 -2.9 1.3 －

項目 期間 トウモロコシ キャッサバ サツマイモ ミレット コムギ コメ ソルガム ジャガイモ オオムギ
穀類と
イモ類

全作目

一人あたり 1960's-1970's -1.5 0.2 -1.3 -2.2 10.3 26.6 -3.4 0.2 － -1.6 -1.3

収穫面積 1970's-1980's -7.7 2.1 -1.3 -17.2 16.8 13.5 -10.2 2.0 － -7.8 -6.6

1980's-1990's -2.2 4.0 18.0 6.6 6.1 0.4 -0.3 1.8 -2.0 -0.6 -0.3

1990's-2000's -3.0 1.2 2.8 -5.5 1.2 -1.2 -5.9 -2.0 -9.2 -2.4 -1.6

2000's-2010's 2.9 -5.2 -0.2 -5.9 2.9 4.8 -6.9 2.1 -2.2 1.0 1.9

全期間 -2.4 0.4 3.4 -5.2 7.2 8.0 -5.4 0.8 -4.5 -2.3 -1.7

一人あたり 1960's-1970's 2.4 0.2 0.1 -1.6 18.2 35.8 -4.5 -0.7 － － －

生産量 1970's-1980's -3.3 2.1 -1.5 -16.8 19.3 16.0 -8.7 2.3 － － －

1980's-1990's -4.2 3.9 -1.2 7.3 8.7 0.6 -1.1 1.8 -2.6 － －

1990's-2000's -1.2 0.4 3.1 -5.1 3.3 2.1 -5.6 1.4 -0.4 － －

2000's-2010's 6.4 3.8 3.6 -4.3 3.3 5.6 -5.3 4.8 10.2 -- --

全期間 -0.1 2.1 0.8 -4.5 10.2 10.9 -5.1 2.0 2.2 － －

単収 1960's-1970's 4.5 0.0 1.3 0.5 3.6 6.8 -1.4 -0.8 － 1.4 －

1970's-1980's 4.2 0.0 -0.1 0.7 4.8 2.3 2.0 0.4 － 0.9 －

1980's-1990's -2.0 -0.1 -15.1 0.3 2.9 0.6 -0.8 0.0 -0.7 -1.6 －

1990's-2000's 1.8 -0.8 -0.1 0.6 2.1 3.1 0.4 3.6 13.5 2.7 －

2000's-2010's 3.4 12.1 2.9 1.5 0.1 0.8 1.6 3.1 8.7 4.6 --

全期間 2.3 2.2 -2.5 0.7 2.7 2.6 0.4 1.3 7.0 1.6 －

資料）FAOSTAT、 Crops and livestock productsから筆者作成
注）穀類とイモ類は穀類とイモ類の値の総和である。全作目は穀類とイモ類を含むすべての栽培作目を意味する。生産量で穀類とイモ類
と全作目の値を表記しなかったのは、イモ類は水分を多く含むため生産量の総和がイモ類の値に引っ張られるからである。また、同様の
理由で穀類とイモ類の単収の増加率は重量換算ではなく熱量換算で算出した。全作目の生産量と単収（熱量）については作目数が多く、
熱量のデータを入手するのが困難であったためここでは表記していない。ブルキナファソのジャガイモとザンビアのオオムギとその製品
の全期間の増加率は1980年代から2010年代で算出した。

表3. ブルキナファソとザンビアにおける穀類とイモ類の一人あたり収穫面積、一人あたり生産量、単収（熱量）の増加率（%）

b) ザンビア

a) ブルキナファソ
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はキャッサバで6.2%であった。キャッサバの収穫面積は

1960年代から1990年代にかけて大きく減少しその後、2010

年代まで増加したが全期間でみると3.4%の減少と減少が大

きい。一方、単収は1960年代から1980年代まで増加したが、

その後2010年代まで減少した。特に、1980年から1990年代

の減少は11.2%と非常に大きい。そのため、 1980年から

1990年代の生産量の減少も19.8%と大きい。サツマイモと

ヤムの全期間における減少はキャッサバほど大きくなく、

それぞれ0.6%、0.5％であった。サツマイモの生産量の変動

傾向は、2000年代から2010年代の増加を除いてキャッサバ

とおおよそ同じで、全期間における収穫面積の減少が3.8%

と大きい。一方で、キャッサバと異なり単収の増加が大き

かったので、相殺する形で生産性の減少が小さい。ヤムも

キャッサバ、サツマイモと変動傾向に大きな差はない。最

後に穀類にはみられないがイモ類に共通している点として、

1980年代から1990年代の単収の減少が大きいことが挙げら

れる。

2) ザンビアの収穫面積、生産量、単収の変遷

2010年代の一人あたり生産量は多いもの順に、トウモロ

コシ（181.0 kg）、キャッサバ（125.4 kg）、コムギ（12.8

kg）、サツマイモ（11.3 kg）、コメ（2.6 kg）、ミレット

（2.1 kg）、ジャガイモ（1.9 kg）、ソルガム（1.0 kg）、

オオムギ（0.5 kg）であった（図6）。1960年代の生産量は

トウモロコシ（191.6 kg）、キャッサバ（45.2 kg）、ミ

レット（20.0 kg）、ソルガム（12.5 kg）、サツマイモ

（7.6 kg）、ジャガイモ（0.7 kg）、コムギ（0.1 kg）、コ

メ（0.02 kg）であった。オオムギの統計への初出は1980年

代であった。両年代間で比較すると、増加していたのは

キャッサバ、コムギ、サツマイモ、コメ、ジャガイモで、

ミレット、ソルガム、トウモロコシは減少していた。ブル

キナファソと同様に、熱量摂取の統計ではコメの記載が

2010年以降からであったが、ザンビアでもコメの生産は

1960年代には行われていた。

ザンビアの全作目の収穫面積の年換算の増加率は全期間

において-1.7%と減少傾向を示していた（表3b)）。年代別

にみると2000年代から2010年代にかけて増加していたが、

ブルキナファソの全作目の収穫面積の年換算の増加率は

全期間において-0.4%と減少傾向を示していた（表3a)）。

年代別にみると2000年代から2010年代にかけて変化がみら

れなかったがそれ以外の年代全てで減少していた。穀類と

イモ類の全期間における収穫面積の増加率は-1.1%で減少傾

向が大きく、また年代別にみても全ての年代で減少してい

た。しかし、単収は全期間で1.3%増加しており、年代別に

みても1980年代から1990年代の減少を除いて全ての年代で

増加していた。これらのことから、収穫面積の減少を補う

単収の増加があるので、生産量は増加していたと考えられ

る。

続いて各作目を個別にみる。全期間において生産量が最

も増加していたのはジャガイモであった。ジャガイモの生

産量が1980年代から1990年代にかけて減少していたのは単

収の減少が原因である。生産量のその後の増加は収穫面積

単収ともに増加傾向にあったためだと考えられる。トウモ

ロコシの全期間における生産量の増加率は2.9%で、1960年

代から1970年代にかけて減少したがその後2010年代まで増

加し続けている。収穫面積も同様の変動であった。単収が

全年代において増加していることから、先の生産量の減少

は収穫面積の減少によるものだと考えられる。コメの生産

量と収穫面積は1960年代から1980年代にかけて減少し、そ

の後2010年代まで増加し続けている。単収が全年代におい

て増加していることから、生産量の減少は収穫面積の減少

によるものだと考えられる。ソルガムは全期間を通じた生

産量に大きな変動がなかった。年代別にみると、1960年代

から2010年代まで収穫面積が減少した一方で、その間の単

収は増加し続けている。収穫面積の減少を単収の増加が相

殺した形で、1960年代から1970年代と1990年代から2000

年代の生産量のわずかな減少、2000年代から2010年代の減

少と収穫面積の減少率を下回る生産量の減少となっている。

ミレットもソルガムとおおよそ同様の変動がみられた。同

じ穀類でみると、フォニオは、1980年代から1990年代に大

きな単収の増加がみられたが、その他の年代においては収

穫面積の減少を相殺するほどの単収の増加がなかったため、

生産量が減少した。ジャガイモの増加を除いて、イモ類は

全期間の生産量は減少していた。最も減少が大きかったの
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加傾向が強い。オオムギは2000年代から2010年代にかけて

生産量が大きく増加していたが、収穫面積は全ての年代で

減少していた。単収は1980年代から1990年代に減少してい

たがその他の年代での増加率が7.0%から13.5%と非常に高

い。トウモロコシの生産量の増加率は全期間で-0.1%であっ

たが、年代別にみると-4.2％から6.4％と変動が大きい。収

穫面積は1960年代から2000年代まで減少し続け、2000年代

から2010年代にかけて増加した。一方、単収は、1980年代

から1990年代の減少を除いて増加していた。全期間におい

て生産量の減少が最も大きかったソルガムは、全ての年代

で収穫面積が減少しており、単収で1970年代から1980年代、

1990年代から2010年代までの期間で増加がみられたが、す

べての年代で生産量が減少していた。ミレットの単収は全

ての年代で増加していたが、収穫面積が1980年代から1990

年代を除いて全ての年代で減少しており、それに伴う生産

量の減少がみられた。

両国で共通してみられた生産量の変動は、コメとジャガ

イモが増加していたこと、ミレットが減少していたことで

ある。その他に共通して栽培されていたソルガム、トウモ

ロコシ、サツマイモ、キャッサバは、両国で同様の傾向を

取っていなかった。

では、食と食料生産にどのような関係性がみられるだろ

うか。食料摂取の増減と生産量の増減からみてみることに

する。

ブルキナファソで1960年代から2010年代にかけて摂取が増

加していた食材はコムギとその製品、ジャガイモとその製

品、トウモロコシとその製品で、キャッサバとその製品、

その他の穀類が減少していた（図2、表2） 。ソルガムとそ

の製品、ミレットとその製品、サツマイモ、ヤムは大きな

変化がみられなかった。一方、一人あたり生産量はジャガ

イモ、トウモロコシ、コメが増加し、キャッサバとフォニ

オが減少していた。ソルガム、ミレット、ヤム、サツマイ

モの生産量には大きな変化がみられなかった（図5、表3）。

これらのことからジャガイモとその製品、トウモロコシと

それ以外の年代では全て減少していた。穀類とイモ類の全

期間における収穫面積の増加率は-2.3%で減少が大きく、年

代別にみると全作目と同様に、 2000年代から2010年代にか

けて増加していた以外、全ての年代で減少していた。単収

は全期間で1.6%増加しており、年代別にみても1980年代か

ら1990年代の減少を除いて全ての年代で増加していた。こ

れらのことから、収穫面積の減少を補う単収の増加があっ

たので、生産量が増加していたと考えられる。

ザンビアの全作目の収穫面積の年換算の増加率は全期間

において-1.7%と減少傾向を示していた（表3b)）。年代別

にみると1960年代から2000年代にかけて減少し続け、2000

年代から2010年代にかけて増加した。特に1970年代から

1980年代にかけての減少が大きい。穀類とイモ類の全期間

における収穫面積の増加率は-2.3%で減少傾向が強く、年代

別にみると2000年代から2010年代を除く全ての年代で減少

していた。一方、単収の増加率は全期間で1.6%増加してお

り、1980年代から1990年代を除いて増加し続けている。

各作目の全期間における生産量の増加率をみると、ソル

ガム（ -5.1%）、ミレット（ -4.5%）、トウモロコシ（ -

0.1%）を除いて全ての作目で増加していた。最も増加率が

高かったのはコメの10.9%で、次はコムギの10.2%であった。

続いてオオムギ（2.2%）、キャッサバ（2.1%）、ジャガイ

モ（2.0%）、サツマイモ（0.8%）であった。コメ、コムギ、

キャッサバの年代別の生産量の増減率をみると、すべての

年代で増加していた。コムギはすべての年代で収穫面積も

単収も増加していた。コメは1990年代から2000年代の収穫

面積の減少を除きすべての年代で収穫面積と単収が増加し

ていた。コメと小麦の全期間における非常に高い増加率は

収穫面積と単収の増加の相乗効果によるものだと考えられ

る。キャッサバは2000年代から2010年代に収穫面積が大き

く減少したがその期間の単収の増加がそれを上回っており、

生産量の増加をもたらした。年代別の単収の増加は先の

2000年代から2010年代のみで、それ以前は変化無しか減少

傾向であり、収穫面積の増加が生産量の増加をもたらして

いたことになる。ジャガイモは1960年代から1970年代の単

収の減少により生産量が減少したこと、1990年代から2000

年代にかけての収穫面積の減少したが、すべての項目で増
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図7、図8に、その増加率を表4に示した。生産した食料は輸

出、在庫があれば翌年以降に消費されることがあるが、こ

こではそれらを考慮していない。食料生産の食料消費に占

める割合が100％切った場合、輸入に頼っていることになる。

FAOSTATのデータに加えて、1961年から2009年までのコ

メの消費に関するデータは、USDA、PS＆D[2]から入手した。

しかし、オオムギの消費についてのデータは入手できなか

その製品、キャッサバとその製品は摂取の増減と、生産量

の増減が一致していた。しかし、コムギの摂取は増加して

いたにもかかわらず、ブルキナファソでは生産されていな

かった。統計の初出が2010年からであったコメとその製品、

オオムギとその製品の摂取の増減については判然としない

が、コメの生産は増加しており、オオムギはコムギ同様に

ブルキナファソでは生産されていないなど、食料摂取と生

トウモロコシとその製品 キャッサバとその製品 コムギとその製品

サツマイモ コメとその製品 ミレットとその製品

ジャガイモとその製品 ソルガムとその製品

トウモロコシとその製品 ソルガムとその製品 ミレットとその製品

コメとその製品 コムギとその製品 サツマイモ

ヤム ジャガイモとその製品 オオムギとその製品

キャッサバとその製品
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図8. ザンビアにおける穀類とイモ類の食料生産の食料消費に占める割合の推移
資料）FAOSTAT、 Food BalancesとUSDA、PS＆Dから筆者作成
注）a) は200％以上のものと推移の間で200％を超えるあるいは切るもの。 b)は200％以下のもの。
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図7. ブルキナファソにおける穀類とイモ類の食料生産の食料消費に占める割合の推移
資料）FAOSTAT、 Food BalancesとUSDA、PS＆Dから筆者作成
注）a) は150％以上のものと推移の間で150％を超えるあるいは切るもの。 b)は150％以下のもの。
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産の増減が一致していない食材

もみられた。

ザンビアで摂取が増加してい

た食材はキャッサバとその製品、

サツマイモ、ジャガイモで、ソ

ルガムとその製品、ミレットと

その製品は減少していた（図2、

表2） 。コムギとその製品、穀

類とイモ類、トウモロコシとそ

の製品の摂取には大きな変化が

なかった。一方、一人あたり生

産量はコメ、コムギ、オオムギ、

ジャガイモ、キャッサバ、オオ

ムギ、サツマイモが増加し、ソ

ルガムとミレットが減少してい

た。トウモロコシの生産量には

大きな変化がみられなかった

（図6、表3）。ザンビアでは、

コムギで食料摂取と生産量の増

減の不一致がみられた。また、

ブルキナファソと同様に、コメ

とオオムギについては判然とし

なかった。

最後に、食料摂取と生産量の

増減の一致、不一致についてよ

り理解を深めるために、食料生

産の食料消費に占める割合につ

いてみてみることにする。これ

まで同様、年代別の食料生産の

食料消費に占める割合の推移を



った。

ブルキナファソにおける2010年代の食料消費の食料生産

に占める割合は、コメとその製品が62.2％、キャッサバと

その製品が51.1%、コムギとその製品とオオムギとその製

品が0.0%であった（図7）。それらを除くすべての作物は

100%を上回っていた。1960年代にさかのぼるとコムギと

その製品、オオムギとその製品、ジャガイモとその製品が

0.0%であった以外、すべての作物で100％を上回っていた。

ソルガムとその製品、ミレットとその製品、サツマイモ、

ヤムは全年代で100%を上回っていた。1960年代と2010年

代で100%を上回っていた作目で年代によって100%を下

回った作目はトウモロコシで、1970年代に96.3%となった。

コメとその製品は1960年代には100%を上回っていたが減

少し続け、1990年代に52.8％、2000年代に47.3%となり

2010年代に少し上昇し、62.2%となっている。コメとその

製品の摂取の増減については判然としていなかったが、一

人あたり生産量が増加し続けているにもかかわらず、食料

消費の食料生産に占める割合が1990年代以降100%を切っ

ていることから、消費に生産が追いついていないことがわ

かる。キャッサバとその製品は2000年代から100%を切る

ようになり、2000年代には78.6%、2010年代には51.1%と

なった。全期間における年率換算の増加率は-1.4%であった。

キャッサバの摂取は1990年代以降増加しているが、生産量

は減少しており、コメと同様に消費に生産が追いついてい

ないことがわかる。一方、1960年代に0.0%だったジャガイ

モとその製品は1980年代以降上昇し、2010年代には200%

以上となった。全期間の増加率は3.7%であった。

ザンビアにおける2010年代の食料消費の食料生産に占め

る割合は、コメとその製品が94.1％、ジャガイモとその製

品が85.3%であった（図8）。それ以外の作目は100%を上

回っていた。1960年代には、コメとその製品、ジャガイモ

とその製品、コムギとその製品が100%以下で、それぞれ、

97.1%、53.3%、1.5%であった。最も割合の低かったコム

ギとその製品は年代を追うごとに上昇し、2010年度には

141.6%に増加し、全期間における増加率は9.7%であった。

コムギとその製品の摂取と生産量の増減の不一致は、2000

年代までの輸入に頼っていた消費が、生産量が増加したこ

とによって自給へ転じたことで説明することが出来る。

ジャガイモとその製品の食料消費の食料生産に占める割合

は1960年代から1990年代まで増加し続け120%以上になっ

たがその後減少し、2010年度に85.3%となった。ジャガイ

モとその製品は生産量が増加しているがそれ以上に消費が

多いことになる。トウモロコシとその製品は1990年代と

2000年代に100%以下となり、コメとその製品は100%前後

期間
トウモロコシ
とその製品

ソルガム
とその製品

ミレット
とその製品

サツマイモ
コメ

とその製品
ヤム

ジャガイモ
とその製品

キャッサバ
とその製品

1960's-1970's -1.6 -0.3 -2.0 0.2 -0.8 -0.1 － 0.1

1970's-1980's 0.3 0.1 1.6 0.0 -2.1 0.0 － 0.0

1980's-1990's 0.6 -0.7 -1.2 -0.2 -6.3 0.0 0.9 2.4

1990's-2000's 0.1 0.4 0.4 0.1 -1.1 -0.1 -1.7 -5.1

2000's-2010's 1.1 -0.1 -0.2 -0.4 2.8 -0.2 12.3 -4.2

全期間 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -1.6 -0.1 3.7 -1.4

期間
トウモロコシ
とその製品

キャッサバ
とその製品

コムギ
とその製品

サツマイモ
コメ

とその製品
ジャガイモ
とその製品

ミレット
とその製品

ソルガム
とその製品

オオムギ
とその製品

1960's-1970's 2.5 0.0 4.0 0.1 0.1 6.6 -0.2 1.0 －

1970's-1980's -3.6 0.0 27.6 0.0 0.3 2.6 1.3 1.1 －

1980's-1990's -3.0 0.0 9.3 0.0 0.1 -0.1 -1.4 -1.8 0.0

1990's-2000's 0.9 0.0 1.6 0.0 -0.1 -3.6 -0.2 -3.3 0.0

2000's-2010's 5.1 2.6 7.1 -0.2 -0.7 0.2 1.6 7.6 0.0

全期間 0.3 0.5 9.7 0.0 -0.1 1.0 0.2 0.9 0.0

資料）FAOSTAT、 Food BalancesとUSDA、PS＆Dから筆者作成
注）ブルキナファソのジャガイモとザンビアのオオムギとその製品の全期間の増加率は1980年代から2010年代で算出した。

表4. ブルキナファソとザンビアにおける穀類およびイモ類の食料生産の食料消費に占める割合の増加率（%）

b) ザンビア
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a) ブルキナファソ



増加し、2010年代には食と農業生産が一致した。

以上のことから、両国のにおける食と農業生産の変遷を

おうことで、アフリカ大陸起源の作物からそれ以外を起源

とする作物へ主食食材の嗜好がシフトしている様子がうか

がえた。そして、そのような食の変化に伴い農業生産を大

きく変化させていることがわかった。しかし、一方で冷涼

な環境での栽培が適しているコムギやオオムギのような作

物は、現状ではブルキナファソで栽培が困難であるため、

輸入に頼り、食と食料生産の乖離が生じている。

最後に、みなさんが抱くであろう『ブルキナファソにお

いてもザンビアのようなトウモロコシ主食の単一化が今後

生じるのだろうか』という疑問に関して触れておく。この

問いに対する私なりの回答はある。がしかし、予測やシュ

ミレーションがあまり好きでないこと、回答するには『現

在の・・・』『もし、農業開発が進めば・・・』などのタ

ラレバな前置きが必要になるので、ここでは論じないこと

としたい。
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注

1) FAOSTATのFood Balancesデータには、古い計算手法を用い

た1961年から2013年までのデータと新しい計算手法を用いた2010

年から2019年のデータがある。ここでは、古い計算手法を用いた

1961年から2009年までのデータと、新しい計算手法を用いた2010

年から2019年までのデータを用いた。

2) フトゥとは茹でたヤムやキャッサバを臼でついてモチ状にした

ものである。煮込み料理と一緒に食べる。

3) シマは穀物粉を熱湯に入れ調理した練り粥である。様々な食材

を用いて調理された副食と一緒に食べる。

4)年率換算の増加率には以下の式を用いている。

増加率（%）= (((a/b)^(1/(c-d)) -1) X100

a=増加後の値、b=増加前の値、c=増加後の年（代）、d=増加前の

年（代）

を行き来していた。ブルキナファソと同様に、コメとその

製品の摂取の増減については判然としていなかったが、一

人あたり生産量は増加し続けているにもかかわらず、食料

消費の食料生産に占める割合が時に100%を切っていること

から、消費と生産のバランスがギリギリのバランス状態で

あるといえる。

本稿ではブルキナファソとザンビアにおける食と食料生

産の関係について統計データを用いて考察してきた。

ブルキナファソの総摂取熱量は1960年代から大きく増加

していたが、ザンビアでは大きな変化がなかった。両国と

もに主食の熱量摂取の割合が高いが、摂取食材の熱量の総

摂取熱量に占める割合の上位にあがってくる食材が異なる

こと、ブルキナファソの方がザンビアよりも食卓を彩る主

食は多様であった。

両国における摂取の変遷から、共通して減少していた作

目はソルガムやミレットのアフリカ大陸起源の作物で、摂

取が多かった作目、摂取が増加していた作目は新大陸起源

のトウモロコシ、キャッサバ、ジャガイモに加えてコメや

コムギのアフリカ大陸以外を起源とする作物であった。特

にブルキナファソでは、1960年代以降トウモロコシの摂取

が大きく増加し続しけていた。一方、ザンビアではトウモ

ロコシの摂取には大きな変化はみられなかったが、1960年

代で既に総摂取量の50%以上を占めており、アフリカ大陸

起源の作物であるソルガムやミレットとの置き換わりが既

に生じていたといえる。ザンビアのこのようなトウモロコ

シへの強い依存は主食食材摂取の単一化をもたらしている。

農業生産の変遷をみると、両国において、摂取が増加し

ていた作目の生産量は増加していた。しかし、ブルキナ

ファソにおけるコメやキャッサバ、ザンビアにおけるジャ

ガイモのように食料消費の増加には食料生産が追いついて

いない作目もある。また、ブルキナファソでは国内で生産

されていないコムギやオオムギが摂取されているなど、食

と農業生産の乖離がみられた。また、ザンビアでは、2000

年代まで食と農業生産に乖離がみられたコムギの生産量が
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