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ーティラベリ州サイ県サイ市近郊の2村における実証調査の実例ー
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はじめに

西アフリカ・サヘル地域では土地や植生の劣化が著

しい.また，年 3%という人口増加や干ばつなどによ

る不安定な農業生産，自然資源の枯渇が農村地帯の生

活を脅かしている.このため，農業生産の基盤である

土地資源の回復や森林などの自然資源の管理・保全を

行いながら，持続的にこれらを利用することによって

資源への負荷を軽減し，如何に農業生産力を向上させ

生活を安定させることができるかが喫緊の課題となっ

ている.

このような現状を改善するために， (掛国際農林

水産業研究センタ- O"apan lnternational Research 

Center for Agricultural Sciences; JIRCAS) は2008年か

ら農林水産省の補助金によって農業生産資源保全管理

対策調査を開始した.

この調査は 2008年から 2012年にかけて，土地や植

生等の自然資源の適切な管理のもと持続的な農業生産

を行うための対策技術の検討を行い，開発途上国の農

業農村開発の効果的・効率的な実施に資することを目

的とするもので，マリ共和国とニジエール共和国で実

証調査を行った

この実証調査は土壌侵食防止，森林保全，農地の土
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現在，国際熱帯農業研究所 αnternationalInstitute of Tropical 
Agriculture， PMB 5320， Oyo Road， Ibadan， Nigeria)に所属

壌肥沃度改善の 3点に着目して実施された本論文は

この一環として，筆者らが従事した，ニジエール共和

国における農地の土壌肥沃度改善のために実施した農

業技術の普及活動を試み，そして直面した問題と対策

について報告するものである.

対象村2村が属するサヘル地帯の自然条件

本調査の対象村はニジエール共和国の首都ニアメか

ら南南東約 60kmにあるロンティアカイナ村 (Lontia

Kaina;北緯 13
0
06'，西経20 19') とカレ村 (Kare;北

緯 13
0
03'，西経 20 20') である(図 1).半乾燥熱帯

地域のサヘル地帯に属する.

サヘルとはアラビア語で「岸辺Jを意昧し，年間

降水量 200-600mrnのサハラ砂漠南端の地域を指す

(Heinrigs and Peret， 2006 ;小JII，1987)，西は大西洋

に接するモーリタニア，セネガルからマリ，ブルキ

ナ・ファソ，ニジエールを経て，東はナイジエリア北

部，チャド，カメルーン北部に広がる帯状の地域であ

る (Heinrigsand Peret， 2006; Leeuw et al.， 1995) . 

サヘル地帯では雨期期聞が 3-4ヶ月間しかないため

年間降水量が少なく，季節的に偏在しているだけでな

く，その年次変動も大きい.一例として，ニジエール

の対象村の傍のサイ市の年降水量を示すと，過去 18

年間の平均は 543mrnであるが，最低が 381mrn，最

高が 849mmであった(図 2). 

また，年間降水量の変動だけではなく，雨期の聞の

降水パターンも年によって非常に異なる.上記サイ市

の降水量を直近の 2年間にわたって比較すると，年間

降水量には大差は無いが，雨期開始時期や終了時期，
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図1.ニジエール共和国サイ県サイ市のカレ村とロンティアカイナ村.
星マークは対象村落の位置を示す

900 

800 

言 7∞
三 600

制 5∞』一一一-・-
盤 400

I!: 300 

200 

100 

0 

~~ß~~~~#~##~#~##~~ 

図2. ティラベリ州サイ 県サイ市の 1995年から 2012年の

年間降水量.
点線は 18年間の年間降水量の平均値543mmを示す

出典・ティラベリ州サイ県農業局の気象データ.

また月別雨量のピークの巾などが，年により異なって

いる(図 3).

また気温について，サヘル地帯の中でも比較的湿潤

な地域であるこジエールの首都ニアメ近郊のサドレを

例にとると，年間の平均気温は 290Cであるが，最高

で約35-410C，最低で約21-250Cと大きな年較差がある.

湿度については，雨期の降雨が続く場合は 30%程度ま

で上がるが，降水が全く無い乾期には 5%以下まで下

がる(国際半乾燥熱帯作物研究所 (InternationalCrop 

Research Institute for the Semi-Arid Tropic; IC阻SAT，

ニアメ支所気象データ 1983-2006). 

サヘル地帯で主要穀物であるトウジンビエ

(Pennisetum glaucum仏)R Br.) を栽培する土壌は，

砂画分 90%以上，粘土・ シルト画分が 10%未満と

いう極度の砂質である (Westet al.， 1984). この極
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図3. ティラベリ州サイ 県サイ市の 2011年と 2012年の月

別降水量.

端な砂質土壌は，無施肥の場合，土壌 pH(水:土

壌 =1:2.5) は5程度の弱酸性で，土壌中の全炭素が

約1.5gkg-l，全窒素が約 100mgkg-t，可給態リン酸

1.0mgkg-1，交換性カリウムは約 0.05cmolckg・1と作物

生育に必要な土壌養分量は非常に低い (Suzukiet α1.， 

2014) .また，粘土画分や土壌有機物量が少ないこと

から陽イオン交換容量 (CEC) も1.0cmo1c kg-l前後

と非常に低い (Bationoet al.， 2007) . 

サヘル地帯の農業生産状況と課題

1 ) 卜ウジンビエの低生産性の状況とその要因

サヘル地帯の主要作物である卜ウジンビエは，他の

作物に比べて乾燥に強く また酸性土壌条件下にも適

している. しかしながら，サヘル地帯におけるトウ ジ

ンビエの生産性は非常に低い.
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図4. 西アフリカ諸国の 1961司2011年までのトウジンピエの生産量.

出典:FAOsrAT 2013データ.
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図5. ニジェ・ール・サドレにおける 1998-2006年までの年

間降水量とトウジンピエの乾物重 (TDM)の関係.

出典:鈴木， 2008. 

RFM区・作物残差 2700kgha-1，化学肥料として 45N+ 
13.1P kg ha-1，牛糞堆肥2700kgha-1を投入 F区.作物
残差 300kgha-1，化学肥料として 45N+ 13.1P kg ha-1，牛
糞堆肥300kgha-1 を投入• c区・作物残差 300kgha-1， 

化学肥料として ON+ OP kg ha-1，牛糞堆肥300kgha-1を
投入.
作物残溢は播種作業の直前に土壌表面に全面散布され
た 化学肥料として尿素と過リン酸石灰 (ssp) は除草

後に投入されたただし， トウジンビエの栄養生長初期

における 1回目の除草後に尿素は半量， SSPは全量，全
面散布された 尿素の残り半量は，栄養生長期の中期の

2回目の除草後に全面散布された.牛糞堆肥は 1回目の
除草時に全量を全面散布した後，風食による損失防止の

ために除草とともに深さ 5cm程度にサヘル地域特有の除
草用の円盤状の鍬で、土壊へすき込まれた
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1961年から 2011年までの過去 50年間の国別平均

収量は，ナイジエリアでは降雨の多い地域も含むため

最も高い 1025kg ha-1であるが，マリで 733kg ha-t， 

ブルキナ・ファソで 579kg ha-t，セネガルで 575kg 

ha-t，更にニジエールで 421kgha-1である(図 4;FAO，

2013) . 

このサヘル地帯のトウジンビエの低生産性の主要な

要因のひとつに降水量の少なさと土壌肥沃度の低さが

考えられる.

そこで，これら 2つの要因の影響を確かめるため

に，ニジエールのサヘル地帯にある ICRISATニアメ

支所における 1998年から 2006年までの降水量と同研

究所で実施されている無機・有機物長期連用試験のト

ウジンピエの全乾物重 (TDM) との相関関係を検討

してみた(鈴木， 2008). その結果，それらの聞に相

関性は全く認められず，むしろ，無機・有機物の施用

量に沿って高くなる傾向が明確に現れた(図 5).

図 5はサヘル地帯の一例であり，降雨の影響には年

間降水量だけではなく，降雨の季節的分布やタイミン

グなども考慮、しなければならない. しかしながら，図

5に示したように，多くの有機物と化学肥料の併用や

主に化学肥料のみの投入 またほとんど養分投入がな

いといった圃場の土壌肥沃度管理法によってトウジン

ビエの収量が明瞭に影響を受ける事から，サヘル地帯

におけるトウジンビエの低生産性の大きな要因の一つ

に，土壌の肥沃度の低さがあることが分かる.

結果の一部を示す.

これら 2村の畑所有状況は，ロンティアカイナ村で

はlUPAが所有する畑の数は平均して1.5圃場，平均

面積は 3.市aである.カレ村ではlUPAあたり平均1.

6圃場を所有し，平均 5.2haの圃場を有していた

両村の農家の雨期における主要な栽培作物はトウ

ジンビエであるが，単作ではなく，他の作物との間

作が主流である(表 1).ロンティアカイナ村ではト

2)対象村の農業生産状況

農地の肥沃度改善に関する活動を開始するにあた

り対象村の農業生産状況を知るために 2010年の乾期

にアンケート調査を行った.ロンティアカイナ村は

75UPA (Unite de la production agricole;農業生産単位

と呼ばれる 2-3世帯が集まった大世帯のことを指す)， 

カレ村では 89UPAを対象として行った.表 1にその
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表1.対象村2村の雨期の農作物の生産状況と肥沃度管理.

村 ロンティアカイナ

調査した農業生産単位
75 

(UPA)の数

平均年齢(最若ー最老) 53 (21-100) 
平均家族数(最少ー最多) 10 (Cト18)

トウジンビエ

ササゲ

コメ

その他穀物

貯蔵穀物 ハイビスカス子実

モロコシ

トウモロコシ

ラッカセイ

無し

トウジンビエの貯蔵歴
2010年平均(最低ー最高)

2009年平均(最低ー最高)
(穂束数)

2008年平均(最低-最高)

家の近く(近距離)

家から中程(中距離)

所有畑 家から遠い(遠距離)

無し

(平均:3.7ha/ 1.5圃場/UPA)

トウジンビエ茎

家畜糞尿

トウジンビエ脱穀残さ

生活ごみ

肥沃度管理 コラリング(家畜の停泊)

化学肥料

コンポスト(従来型)

無し

トウジンビエ+ササゲ間作

トウジンビエ単作

稲単作

トウジンビエ+その他間作

栽培作物(雨季)
その他

モロコシ単作

ササゲ単作

モロコシ+その他間作

ラッカセイ単作

無し

ウジンビエとササゲ(阿:gnaunguiculat，αι) Walp.) 

の間作が主である.カレ村ではトウジンビエと，ゴ

マ (Sesamumindicum (L.))，ハイビスカス (Hibiscus

sabdaベ仰(L.))やササゲ等との間作が主流であった

(表 1). 

農家の貯蔵作物は主要穀物のトウジンビエが最も多

く，その次にササゲやコメも多い. トウジンビエはロ

ンティアカイナ村で全戸が，カレ村では全戸の 90%

の家が貯蔵するほど重要な食物である(表 1).農家

の貯蔵歴は穂束数で， 2008年・2010年の 3年間の平均

で67・109穂束であった (1束あたり約 13kg程度). 

サヘル地域は上記したような状況下にあることか

75 
42 
23 
18 
12 
8 
3 
1 。
96 
87 
76 

47 
47 
16 。
68 
39 
37 
30 

27 

8 
6 

5 

60 
27 
27 
20 
6 
3 
2 
2 
1 。

カレ

89 

45 (18-71) 
10 (4-19) 

(100%) トウジンビエ 80 (90%) 
(56%) コメ 55 (62%) 
(31%) モロコシ 14 (16%) 
(24%) ラッカセイ 9 (10%) 
(16%) ササゲ 7 (8%) 
(11 %) ハイビスカス子実 5 (6%) 
(4%) 
(1 %) 
(0%) 無し 。 (0%) 

(12・260) 2010年平均(最低ー最高) 109 (C日70)
(10-300) 2009年平均(最低ー最高) 87 (Cト340)
(5-270) 2008年平均(最低・最高) 67 (0-320) 

(63%) 家の近く(近距離) 29 (33%) 
(63%) 家から中程(中距離) 47 (53%) 
(21 %) 家から遠い(遠距離) 63 (71 %) 
(0%) 無し 9 (10%) 

(平均:5.2ha/ 1.6圃場/UPA)

(91 %) トウジンビエ脱穀残さ 65 (73%) 
(52%) トウジンビエ茎 65 (73%) 
(49%) コンポスト(従来型) 28 (31 %) 
(40%) 生活ごみ 24 (27%) 

(36%) コラリング(家畜の停泊) 15 (17%) 

(11%) 家畜糞尿 14 (16%) 
(8%) 人廃 12 (13%) 

化学肥料 11 (12%) 
(7%) 無し 3 (3%) 

(80%) トウジンビエ+その他間作 76 (85%) 
(36%) トウジンビエ+ササゲ間作 69 (78%) 
(36%) モロコシ+その他間作 35 (39%) 
(27%) ササゲ単作 17 (19%) 
(8%) モロコシ単作 7 (8%) 
(4%) トウモロコシ単作 3 (3%) 
(3%) ハイビスカス単作 3 (3%) 
(3%) 稲単作 2 (2%) 
(1 %) トウジンビエ単作 1 (1%) 
(0%) 無し 1 (1%) 

ら，家族を十分に養えるほどの穀物収量を得ることが

できていない.表 1で各村のトウジンビエの貯蔵量は

平均して 700-1300kgと非常に少ない.対象村落にお

ける観察と調査によるおおよその計算であるが，一人

当たりの 1日のトウジンビエの消費量を約 500-1000g

であったとした場合， lUPAあたり (15名として)で

の年間の消費量は約 2738-5475kgとなり，貯蔵量だけ

では賄いきれない.

2対象村の農家は 3.7-5.2haという広大な畑を所有

しているものの，上述したように肝心のトウジンピエ

のヘクタールあたりの収量が低すぎるため(ニジエー

ルは 421kg ha-1
)，畑だけでは十分な食糧の獲得はで
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きない状況にある.

土壌肥沃度改善を目指した農業技術普及の試み

1)対象村落の農家にとっての土壌肥沃度の低下の深

刻さ

実証調査の開始前に自然資源管理について直面して

いる問題の優先順位について両村の村民に聞き取り調

査を行ったこの調査は男女別々に実施した.

図 6と 7には，この調査によって得られた，両村の

聞き取り調査の結果を示したこれらの図から分かる

ように，男性達は土壌肥沃度の低下を優先度の高い問

題として挙げた.女性達は自然資源管理に関すること

よりも生活面の問題点に関心を強く示す傾向があるこ

とが分かる.

しかしながら，生活面の問題に重きを置く女性達に

とっても，土壌の肥沃度低下の問題は優先順位の高い

問題 侵食
肥沃度の低 水不足(飲 水管理設備 ポンプ(用 森林面積の 農業技術の 現金収入のための

下 料水) の不足 水)不足 減少 不足 活動資金不足

侵食 侵食 侵食 侵食 侵食 侵食 侵食 侵食

肥沃度の低下 肥沃度 肥沃度 肥沃度 肥沃度 肥沃度 肥沃度
水不足(飲料水) 水不足 水不足 水不足 水不足 水不足 水不足

水管理設備の不足 ポンプ 森林 農業技術 水設備
ポンプ(用水)不足 森林 農業技術 ポンプ

森林面積の減少 農業技術 森林

農業技術の不足 農業技術

女性活動資金不足

選択された回数 7 6 5 2 3 4 。
優先順位 2 3 7 6 5 4 8 

問題 食糧不足
肥沃度の低 家畜用地の 砂漠化の進 農業用資材

下 減少 行 の不足

食糧不足 肥沃度 食糧 食糧 農業用資材

肥沃度の低下 肥沃度 肥沃度 農業用資材

家畜用地の減少 砂漠化 農業用資材

砂漠化の進行 農業用資材

農業用資材の不足

選択された回数 2 3 。 4 

優先順位 3 2 5 4 

図 6. ロンティアカイナ村(上)とカレ村(下)の男性遠の問題の優先順位.

出典:国際農林水産業研究センター 2010.

調査対象は村内の全男性としたが，実際に参加した人数は最大で 30-40名程度であった.

図中の優先順位は pair-wiserankingの手法を用いて，村民が選択した回数の多いものから順番に順位を付けた.

問題 製粉機的究知 飲料水の不足 診療所由欠如 深井戸の故障
ヴレジツトの不足 種子町不足{野菜 マンゴの運搬

肥沃度の低下
(女性活動用) 栽培用) 手段田平E

製粉機の欠知 製粉機 製粉機 製粉機 製粉機 製粉機 製粉機 製粉機

飲料水の不足 鯵療所 飲料水 飲料水 飲料水 飲料水 飲料水

鯵療所の欠知 鯵療所 Z書療所 診療所 惨療所 鯵療所

深井戸の故障 クレジット 深井戸 マンゴー運搬 肥沃度

クレジットの不足(女性活動用) クレジット クレジット 肥沃度

種子の不足(野菜栽培用) マンゴー運搬 肥沃度

マンゴの運搬手段の不足 肥沃度

肥沃度の低下

穀物銀行のストック不足

回数 8 6 7 3 。 3 5 

優先順位 3 2 7 5 8 5 4 

問題 肥沃度の低下
森林面積の滅 童糧の安全保 改良品種の種 女性活動の賞金 識字セン合ーの究 穀物銀行のス

製粉機の欠如
1> 障の不足 干の不足 不E 如 トッヲ不足

肥沃度の低下 肥沃度 食糧 肥沃度 肥沃度 肥沃度 肥沃度 肥沃度

森林面積の滅世 食糧 改良品種 女性活動資金 様字セン11- 穀物銀行 製粉機

童料の安全保障の不足 食糧 食糧 食糧 食糧 食糧

改良品種の種子の不E 女性活動資金 識字セン11ー 穀物銀行 製粉機

女性活動の責金不足 女性活動資金 穀物銀行 製粉機

識字セン聖ーの究如 穀物銀行 製粉機

穀物銀行のストッヴ不E 穀物銀行

製粉機の究如

回数 6 。 7 1 2 2 5 4 

優先順位 2 7 6 5 5 3 4 

図 7. ロンティアカイナ村(上)とカレ村(下)の女性遠の問題の優先順位.

出典:国際農林水産業研究センター 2010

調査対象は村内の全女性としたが，実際に参加した人数は最大で 30-40名程度であった

優先順位の決定手法は図 6と同じである
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問題として取り上げられた(図 7).ロンティアカイ

ナの女性達は優先度の高P9問題中土壌肥沃度の低下

は4番目に，カレ村の女性達は 8問題中 2番目に優先

度が高いと主張したやはり村民は土壌の低肥沃度が

引き起こしている作物の低収量を不安に感じていた.

問題の優先度に引き続き，土壌肥沃度の低下の原

因，解決方法，その実施の可能性について両村の男女

に聞き取りを行った(図 8).土壌の肥沃度低下の原

因については両村の男女共に類似した考えをもってお

り，従来の土壌肥沃度の回復手法であった休閑期間の

減少や堆肥・化学肥料の不足，森林の減少を挙げてい

る.これらの原因に対する解決方法は施肥，植樹が主

であったそれらの実施の可能性として，両村の男女

ともに労働力の提供を共通して提案した.その他，注

目した意見として，カレ村の女性の意見の中に，自然

発芽した木々を保護すること，家畜の畑地への囲い込

みといった効率の良い手法であった.農作業に従事す

るのは主に男性であるが 女性も男性の農作業の手伝

いをしながら，効率の良い手法をきちんと把握してい

ることがうかがえた.

農家が我々普及する側に期待したことは，主として

資金や材料(化学肥料，種子，苗木，荷車など)の提

供であった.しかし，ただ物品をあげるということは

農家の他者への依存性を高めてしまう可能性が高く，

結果として農家のやる気と自立心を低下させることに

繋がるのではないかと考えた.そこで，我々は農家が

利用可能な化学肥料量を効率よく使用できるマイクロ

ドーズ手法と化学肥料を使用しなくても肥沃度を改

善できるササゲとトウジンビエの輪作技術 (umaeet 

al.， 2014)の普及を試みることにした

2) マイクロドーズ技術と有機物の併用

マイクロドーズ技術とは約 5g程度の化学肥料を

村一性別 原因 解決方法

農地の過利用 施肥の実施

肥料の不足 植樹

ロン子ィアカイナ村ー男性
基金の不足 運徹道具(ロパ荷車)を増やす

運搬道具(ロパ荷車)の不足 土壌侵食防止

木の不足 土壌の回復

化学肥料不足

堆肥の不足 化学肥料の使用

力レ村男性
木の伐採 槙林

土地の過剰利用 自然による回復

風食、水侵食

堆肥の不足 堆肥運搬用の荷車の獲得

休閑地の不足 植林活動

ロン子ィアカイナー女性 輪作の不足

木々の減少

堆肥の不足 堆肥の運倣

森林の減少 畑への植林

作物の根元に施用する手法である (Bationoet al.， 

1998; Buerkert and Hiernaux， 1998; Tabo etα1.，2006; 

Bagayoko et al.， 2011) .経済的に非常に苦しい状況で

生活をしているサヘルの農家にとって，多量の化学肥

料を購入することは難しい.また彼らは購入した化学

肥料をコメのような換金作物へ施用する傾向がある.

したがって，畑作物への施用量は非常に少ない.

加えて，農家は使用可能な化学肥料を畑地全面にば

ら撒くように施用する.サヘルでは水分や養分の競合

を避けるため， トウジンビエを約 1mX 1mの間隔で

播種する. したがって，ばら撒き手法によって投入さ

れた化学肥料の多くは作物に利用されないまま溶脱す

る可能性が高くなるのである.

このような状況を考慮し，マイクロドーズは農家の

利用可能な量の化学肥料を作物の根にピンポイント施

用することで，作物に有効利用させることを主目的と

して開発された.

一方，十分量の化学肥料を使用できない農家はトウ

ジンビエの茎や脱穀残誼，家畜糞尿を土壌肥沃度の改

良材として主に用いる(表 1).しかし，厳しい環境

下にあるためバイオマス量が少なく使用できる有機物

量にも限りがある.これに加え，サヘルの極端な砂質

土壌において，化学肥料のみの施用では簡単に降雨

によって溶脱すること (H油leret al.， 1993; Brouwer 

and Powell， 1995， 1998) ，土壌pHの低下 (Pieri，1979; 

Pichot et al.， 1981; de Ridder and Van Keulen， 1990) 

などのデメリットが多いこともあり，有機物との併

用によってこれらを回避できることが分かっている

(Pieri， 1979， 1992) . 

そこで，制限要因の多いサヘルで、も，農家が使用で

きる化学肥料を有効に用い トウジンビエの収量を改

善できるように，マイクロドーズと有機物を併用する

技術を取り入れた.

実施可能性

村人の負担 外部からの支媛

労働力提供 資金提供

肥料の運搬 運搬道具(ロパ荷車)の提供

工事管理 化学肥料の提供

肥料の提供

種の販売所の設置

労働力提供 化学肥料の購入

木の管理 村民のトレーニング

資材の運徹

資金収集(荷車購入用) 荷車の提供

木々への潅水作業と監視 濯水用の道具支給

苗木の提供

個人的な堆肥運搬 化学肥料の支媛

自然発芽した若木の保護 木々の種子提供
カレ村ー女性

休閑地の不足 全ての作物残澄を取りださないこと 家畜の闘い込み(糞原を落とすため) 堆肥の運搬手段の提供(荷車)

道具の不足(荷車) 研修の実施

図8. ロンティアカイナ村とカレ村の男性・女性が考える問題の原因，解決方法，実施の可能性.
出典:国際農林水産業研究センター 2010.
図6と7の調査と一緒に実施された調査である.
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3)ササゲとトウジンビエの輪作技術

栽培体系に着目すると，ササゲの茎葉を家畜の飼

料として用いるため，サヘルの多くの農家はトウジ

ンビエとササゲの間作を慣習的に行っている(表 1;

Norman， 1974; Bationo and Ntare， 2000). しかし，サ

サゲとトウジンビエの輪作を行っている農家はいな

かった(表 1). 

輪作は化学肥料や有機物を利用しなくてもササゲの

窒素固定によって土壌の肥沃度改善を期待できる.多

くの既往の研究成果の中でもその効果は明らかにされ

ており (1ρmbin，1981; Reddy et al.， 1992; Bationo and 

Ntare， 2000; Saidou et al.， 2010)，直近では，対象村と

同地域にある ICRISATニアメ支所と JIRCASとの共

同研究においても，ササゲとトウジンビエをそれぞれ

4列ずつ栽培し，その後ササゲとトウジンピエの栽培

箇所を反転させるといった輪作手法を用いると増収効

果が現れるということが明らかにされていた (Saidou

et al.， 2010; Omae etα1.，2014) . 

また，慣習的に行っているトウジンピエとササゲの

間作に類似した技術であり農家が親しみやすいと考え

られたため，農家へ導入を試みた.ただし，我々は直

近で報告された上記のササゲとミレットの輪作手法に

こだわらず，栽培配列は農家に一任した

農業技術の普及手法

我々は 2年間の短期間であったが，普及手法とし

て，展示圃場の設置，農業技術研修，展示圃場の視察

会，そして最終評価会を農家と実施したこれらの活

動の協力者は地元のサイ県農業局の普及員であった.

1)展示圏場の設置

本調査では，技術普及の第一歩として， 2対象村で

技術の導入のための展示圃場設置に協力してくれる農

家20名(各村 10名)を募った各村の 10農家のうち，

10m 

5m 

5農家はマイクロドーズと有機物の併用技術を，残り

5農家はササゲとトウジンビエの輪作技術を担当して

もらうことになった.この際，農地を所有しているの

は主に男性であるため，展示圃場の設置活動は男性が

対象となった.

各種展示圃場は，各参加農家の畑の一角にマイクロ

ドーズ技術展示圃場として 200m2 (図 9左)，輪作技

術の展示圃場として 300m2 (図 9右)の小規模面積で

設置したマイクロドーズと有機物の併用技術は異な

る4施用のプロットを設置し，各施用下におけるトウ

ジンピエの生育状況と子実収量を比較できるようにし

た.また，ササゲとトウジンビエの輪作技術について

は，我々が栽培面積とその処理区設定については決め

たが，ササゲの作付け間隔については農家の従来の手

法に一任したこの理由は農家が従来栽培してきた

ササゲの在来品種の特徴が旬旬型であったことから，

農家としては作付け間隔について我々の希望には添え

ないという意見が出たからである.展示圃場におけ

る，播種，間引き，除草，収穫などの農作業全般は農

家へ一任し，従来の手法で実施した.

2)農業技術研修の開催

農業技術研修は，展示圃場設置前と設置した 1年後

の2回開催した参加者は 2対象村の男性とサイ県農

業局の普及員である. 1回目の研修は農地を所有する

男性を対象としたため，女性は参加しなかった.他

方， 2回目の研修は両村ともに男女別に開催した.こ

の背景としては， 1年目の活動中に女性達から活動参

加の希望が出されたこと，またそれを受けて我々普及

する側にも女性への活動参加の機会を与えるべきであ

るとの考えが生じたからである.

展示圃場設置前の研修に参加した農家の希望は，化

学肥料や有機物を農地へ運搬するための荷車の要求が

強く，導入する技術への関心は非常に低かったしか

し，展示圃場を設置して 1年が経過した後に開催した

30m 

5m 10m 
マクロドーズ

無施用(C) 手法のみ 10m 

(MD) 

トウジ トウジ
ンビ工 ササゲ作付 ンビエ ササゲ作付

20m 10m 

マイクロドー 作付 作付

有機物のみ ズと有機物
施用(OM) の併用

(MD+OM) 

図9. マイクロドーズと有機物の併用技術(左)とササゲとトウジンビエの輪作技術(右)の
展示圃場の設置デザイン.

出典:国際農林水産業研究センター 2012.
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研修では，物品の要求ももちろんあったものの，導入

技術に関する質問も積極的に出されるといった農家の

変化も見受けられた

研修では，識字率の低さといった問題をカバーする

ために極力文字を用いず，目に見えるグラフ，絵，写

真といったツールを用い，説明した.研修の内容は，

1回目， 2回目ともに導入技術についての説明を行い，

2回目の研修では 1年目の展示圃場における作物収量

の結果，この結果から見えた課題，そして解決策につ

いて議論を行った. 2年目の研修において，最も農家

が関心を示したものは，展示圃場における 1年目のト

ウジンビエの収量の調査結果のグラフで，農家から技

術についての多くの質問と意見を生み出すことができ

た.

3)展示圃場の視察

展示圃場を設置して 2年目に展示圃場の視察会を，

参加農家とサイ県の農業局の普及員の協力のもと開催

したこの視察会も男女別に実施することにし，自由

参加とした.2年目に視察会を開催した理由は， 1年

目よりも 2年目の方が技術の作物に与える効果がはっ

きりと視覚的に捉えることができるようになったため

である.

視察会の参加者は技術の効果を知るために圃場の中

に入り， トウジンビエの茎の太さや草丈，雑草の量な

どから技術の作物や土壌の肥沃度へ及ぼす効果を実際

に見て農家同士で意見交換をしたり普及員へ積極的な

質問をしたりした.この視察会では技術の効果だけに

議論が集中したわけで、はなく，その他，有機物や化学

肥料の価格や購入場所などの情報交換へも展開した

このように，実際に目で技術の効果を知る機会を農

家が得ることによって，同じ村内の農家が利益を得る

であろうことが具体的にイメージできるようになる.

そして，他の農家もこの技術を自分でも導入してみよ

うというモチベーションを生み出す好機になることが

分かつた.

4) 最終評価会の開催

最終年度の 2012年 11月に 2年間の農業技術普及の

活動についての最終評価会を 2対象村で開催した村

民は自由参加とし，その他にサイ市長，サイ県農業局

の普及員が参加した

この最終評価会では，展示圃場を設置するために自

分達の農地を提供し，その展示圃場を運嘗・管理した

農家全員に意見の発表を依頼したこの目的は，これ

まで自分が活動に参加してどのようなことを考えてき

たのかを他の農家に伝えることによって，自分の活動

を見直して改善すべき点を知ること，また自分の活動

に自信をもってもらう機会を提供したかったことであ

る.また，展示圃場の活動に参加した農家に限らず，

将来的に技術を導入しようと考えている農家にとって

も有益な情報共有の場になると考えた.

この評価会では展示圃場の設置活動へ参加した農家

の，技術研修や展示圃場の視察会への参加回数，展示

圃場の管理状況など活動参加への積極性を参加者全員

で評価した.このような会を通して彼らに自分達の活

動に自信を持ってもらうことは，調査終了後の継続的

な技術使用だけではなく，他の農家への技術伝播の役

割をも担ってくれることに繋がっていくのではないか

と考えた.また，農家をパックアップできる行政機関

の関係者に農家の活動を知ってもらうことにより，行

政による農家の活動への支援の可能性を生み出す好機

になると考えた.

普及を試みた各種農業技術に対する農家の意見と反応

展示圃場について各対象村で各技術を 5農家が担当

したことを上述したが，既に 1年目で、活動放棄を行っ

た農家が現れた.ロンティアカイナ村では，輪作技術

を担当していた 5農家が全員放棄した.またカレ村に

おいても輪作技術を担当していた 5農家中 2農家が放

棄した一方，マイクロドーズと有機物併用技術につ

いては各村全参加農家が収穫まで実施した

この 2つの技術への農家の反応の違いについて，上

述した農業技術研修，展示圃場の視察，最終評価会を

通して得られた農家の意見をまとめ，分析してみた

1 )マイクロドーズと有機物の併用技術について

マイクロドーズと有機物の併用技術へは両村及び男

女ともに高い関心を示したこの傾向は， 2回目の農

業技術研修時から始まり 視覚的に示したトウジンビ

エの子実収量のグラフに農家は高い関心を示し，多く

の質問と意見を出すようになった.彼らの関心が最も

高かったことは，化学肥料の施用法と量についての確

認である.次に有機物を併用する必要性とその投入手

法，従来の化学肥料のばら撒き手法との効果の違い，

有機物の運搬手段の必要性などであった.マイクロ

ドーズ技術は過去に普及されていたとの情報もあった

が， 2村の男性達によれば，適切な施用量については

知らなかったとのことであった.女性達は研修に参加

するまでマイクロドーズ技術を知らなかったとのこと

であった. しかし，自分達の夫がこの技術を用いてト

ウジンピエの子実収量を改善したことを目の当たりに

し，学びたいと思ったとのことであった.女性達は農

地を所有していないが，自分達の夫の農地の一部を借

り，狭い面積ながら換金作物及び自家消費用としてオ

クラ (Abelmoschusesculentus (L.) Moench) ，ゴマ，ラッ

カセイ (Arachishypogaea (L.))などを栽培しており，

少ない施用量でも作物の収量を向上できる手法を知り

たいという希望を持っていた.

展示圃場の視察会では，異なる 4施用下で実際に卜
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ウジンビエの分げつ数，葉色，雑草の量などを細かく

観察し，施用ごとにその効果の有無を確認する参加者

が非常に多かった最終評価会においては，展示圃場

設置に参加した農家から今後も継続して利用していき

たいとの意見も出された.これに加え，他の農家もま

た興昧を持っており，既に展示圃場を実施していた農

家のところへ質問をするために訪ねた農家がいたとの

話もあった.

以上のことより，マイクロドーズと有機物の併用技

術は農家に受け入れられやすい技術であったと考えら

れる.この要因の一つは，展示圃場において視覚的に

技術の効果を知ることができたからであると考える.

写真 1には 2年目の展示圃場の一つの状況を示した

この写真からも分かるように，マイクロドーズと有

機物の併用技術の展示圃場では施用法によって明らか

にトウジンビエの生育状態に異なりが現れた.この傾

向は展示圃場 1年目から現れており， 2年目では更に

明確になったサヘルの砂質土壌は元来の肥沃度が低

いため，短期間であっても，無機・有機物の繰り返し

投入効果が明確に現れたものと考えられる.つまり，

この展示聞場は低肥沃度のサヘルの土壊であっても継

続的に十分量の無機・有機物を投入出来れば，作物の

生育並びに収量を改善できるということを示した.こ

のため，農家はこの展示圃場を見て関心を高めた.こ

の結果を経て，短期的に有効な影響を視覚的に捉えら

れる技術は，農家を惹きつけてそれを受け入れやすく

させると考えられた

2つ目の要因は，元来農家が有していた土壌肥沃度

の回復に関する考えに沿っていた技術であったからと

考えたこれは，農業技術研修時の両村の男女が共に

有機物と化学肥料を投入すれば作物収量が向上するこ

とは誰でも知っていると話したことからも分かる.

写真 1. カレ村における設置してから2年目のマイクロドー

ズと有機物の併用技術の展示圃場の様子.
C:無施肥， MD:マイクロドーズのみ施用， OM:有機
物のみ施用， MD+OM・マイクロドーズと有機物の併
用.

上記の処理は 1年目も 2年目も同じプロットで繰り返
されている.ゆえに写真は2年間にわたる処理の効果
を示している.

短期的に収量が向上する技術にこれほどまでに関心

を抱くのには，現在のサヘル地域の状況も関与して

いるといえる.年間 3.9%という人口増加率を有する

ニジエールでは (WorldBank， 2015) ，その人口を支

えるための迅速な食糧確保が必要である.表 1にも示

したが，村落地帯ではより深刻な問題である.従来の

土壌肥沃度回復のために実施していた，長期間(約

10-15年)にわたる休閑手法をやめてしまう農家が増

加しており (Hiernauxet al.， 2004) ，これに代わり，

短期間で効果が現れやすい技術を探していた農家の希

望とマイクロドーズと有機物の併用の効果は一致した

と考えられた

2)ササゲとトウジンビ工の輪作技術

ササゲとトウジンビエの輪作技術に対する農家の関

心は非常に低かった技術研修や展示圃場の視察会

また最終評価会の際に出された農家の意見は類似した

内容が主であった.それらは 輪作手法が分かりにく

い，作物が全く育たなかった，ササゲは家畜による食

害を受けやすいので嫌だ ササゲよりもトウジンビエ

を沢山栽培したいのでササゲ栽培で農地面積を多く占

められることは困る，といった内容であった.

一方で，カレ村の5農家のうち 3農家は活動を続け，

そのうちの 1農家はこの技術によって利益を受けたと

展示圃場の視察会や最終評価会で主張したこの農家

の観察によると， 2年目にササゲの後作に栽培したト

ウジンビエの生育が良好で、あったと述べた.また，同

じカレ村の女性達は自分達が栽培するラッカセイを輪

作に組み込んでも同じ効果が得られるのかどうかと農

業局局員に聞くなど高い関心を示した.

これらの意見から，輪作技術は手聞がかかる上にサ

サゲが食害にあってしまうリスクを考えると労働生産

写真2. トウジンビエの畝聞に栽培されているササゲ.
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性の低い技術は受け入れたくないという農家の思いが

分かる.上記の 1) にも述べたが，食糧確保が困難な

状況下でリスクは絶対に減らしたいと考えるのが普通

であろうと思う. しかし，この一方で、，カレ村の輪作

にこだわり続けた農家はササゲの必要性を知ってお

り，ササゲの茎葉を飼料もしくは換金物として重視し

ていたまた，カレ村の女性達は男性達よりも活動資

金を多く所有していないことから低コストで土壌肥沃

度を改善できる手法に関心を示したことが分かった

マイクロドーズと有機物の併用技術とは対照的に，

輪作技術の効果をはっきりと視覚的にとらえることが

出来るようになるまでには時聞がかかる.輪作技術の

ように，低コストでの肥沃度改善という面は魅力的で

はあるものの，食害のリスクが大きい，また技術の効

果が短期間で見えないなどデメリットの部分が強調さ

れやすい技術の場合は農家に受け入れられにくい.

技術普及において直面した問題と解決策の提案

1)農業技術普及に関する農家と普及する側の考えを

一致させる難しさ

上述したが，参加農家はマイクロドーズと有機物の

併用技術については高い関心を持ち，他の農家もまた

研修などで自分も取り組みたいという積極的な意見が

出た.一方，ササゲとミレットの輪作への農家の関心

は低かった.その主な理由は ①ササゲは家畜の食

害を受けやすいこと，②栽培面積は有限なので主要

穀物のトウジンピエを優先して栽培したいこと，③

理解しにくい方法であることなどが挙げられた.

対象村ではササゲとトウジンビエの間作は村の 8割

の人が'慣習的に行っている(表 1).ササゲの間作は

トウジンビエの畝間に点々と播種されるだけの手法

であるが(写真 2)，伝統的に食糧危機のリスクを回

避するため，もしくはトウジンビエの播種作業の労働

力を競合させることなく家畜の飼料用のササゲを栽

培するために伝統的に行われてきた栽培手法である

(Norman， 1974). 

農家から詳細に聞いた結果，対象村では通常トウジ

ンビエの収穫作業が終わってからササゲを収穫する.

しかし， トウジンビエの収穫作業が終わるか終らない

かの聞に行政機関から畑への家畜の放牧が許可されて

しまうため，畑に残ったササゲの大半を家畜の食害に

より損失することが大きな問題となっていたのであ

る.そこで，本調査ではトウジンビエ播種後に栽培を

開始しでもトウジンビエとほぼ同じ時期に収穫できる

改良品種 (cv.I百OK・372-1-2) の導入を 2年目の展示

圃場で試みた.ところが，この改良品種は 1年目に栽

培した在来品種に比べて全体のバイオマスが少なかっ

た.結果として，飼料として茎葉の多いササゲを好む

農家には不評であった.

このように農家の意見を考慮し反映したつもりで

あっても，普及する側と農家との考えが一致していな

いこともあり，意思疎通の不足が農業技術の普及の制

限要因になる.

2)女性が自由に参加できない状況

実証調査 1年目 (2011年)の活動への女性の参加

はなかった.これは村民のせいだけではなく，畑作業

を一手に担うのは男性であるから普及対象を男性にす

るといった一方的な普及する側の姿勢も制限要因に

なったと考えられた.そこで 女性の活動参加を促進

する対策を試みることにした

村内の女性は男性の前では積極的に発言しない傾向

がある.これは男性に比べ 女性の現金収入の手段は

乏しく，土地の所有権・相続権を有していないため

家庭内での発言権が低下するからとも云われている

(UNDp， 2013) .そこで，男性とは別に，村内の女性

へ活動の不参加の理由を聞く機会を設けた.

女性達の不参加の主な理由として，男性は女性には

過酷な労働はできないといった先入観から女性には活

動情報を伝えなかったために彼女達は活動の情報を一

切得ていなかったこと，また伝統的かつ宗教的な考え

により女性達が活動に参加したい旨を伝えても男性の

許可が得られなかったことが挙げられた

ニジエール国政府は，①健康を管理する権利，②

向上する権利，①保護される権利，④参加する権

利を女性達が有する権利の 4本柱として掲げている

(Republique du Niger， 2009). これらの権利について

男女共に知っているのか確認した.男性達が女性の権

利として挙げた項目は，健康管理，教育を受けること，

食べること，などであった.④の参加する権利につい

ては知らなかった.実際には女性達も公共的に自分達

に与えられている権利をきちんと把握していなかっ

た.

このような状況を踏まえ，ニジエール国政府が提示

している女性が有するこれらの権利について関係省庁

の協力のもとワークショップを開催して村民に説明す

る機会を設けた.このワークショップの効果の評価を

するために，各種活動に参加した女性の人数を表 2に

まとめた.

実証調査1年目 (2011年)では女性の参加は見ら

れなかったものの， 2年目の活動に参加する女性が

徐々に出てきた.またワークショップ開催後，男性が

女性の活動を支援する姿勢が現われ始めたことが確認

できた具体的には， 1つの村では，家庭内で夫から

妻に活動の情報が伝達されるようになったまたこれ

まで村内の取り決め事に対する権限を男性が有してい

たが，女性にも取り決める権利を与えるようになった.

その一例として，同調査期間中に設置した農業資機材

販売所における作物種子の販売価格を女性が決めたこ

とが挙げられる.また，もう 1つの村では村長が独断
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表2.2012年の女性の各種活動への参加状況.

活動内容

マイクロドーズ技術の研修

輪作技術の研修

ジェンダ一対策ワークショップ

共同植林活動

農地への個人植林

開催時期

2012年6月

2012年 6月

2012年7月

2012年 8月

2012年8月

展示圃場への視察会 2012年9月

出典:国際農林水産業研究センター 2013.

女性の参加人数

ロンティアカイナ

2 (10) ~ 

2 (10) 

38 (n.d.) 

29 (53) 

30 (55) 

13 (26) 

カレ

13 (34) 

17 (25) 

21 (37) 

o (25) 
31 (86) 

14 (22) 

昨年の状況

女性の参加なし

女性の参加なし

実施していない

女性の参加なし

女性の参加なし

実施していない

S :括弧内の数字は参加者全員の人数を表す.孔d.・データなし.
ロンティアカイナの人口は約384人，カレは約6剖人である.

で活動情報を伝達する対象者を限定していたが，ワー

クショップ開催後は村長から村内の女性グループのグ

ループ長に情報が伝達されたことがあった.周囲の考

え方も少しずつ変化し，女性の活動参加を取り巻く環

境は改善し始めたと考えられた.

3)識字率の低さ

2005年から 2010年のデータによると，ニジエー

ルの 15歳以上の成人男性の識字率は 42.9%，成人

女性の識字率は 15.1%と低い (UNESCOInstitute for 

Statistics， 2012) .実際には，調査対象村における参加

者の中で，文字を判読し書くことのできた成人男性は

約 3-4名，成人女性にいたっては 2名いるかいなL功 3

という状況であった.

そこで，技術普及用のテキストを作成することが本

調査で決まった際に，文字を極力使用しなくても技術

を説明できるポスターを作成することにした.技術普

及用のポスターは識字率の低い村民向けのものである

ため，イラストと簡易な文章だけで表現する乙とを試

みた(図 10).また村民の日を惹くためにカラフルな

色を使用し，村民の目に留まりやすい場所を選び設置

した.

ポスターを設置してから約 1カ月後に対象村の 1つ

の村で，男女合わせて 10名を無作為に選定して聞き

取り調査を行った結果 10名のうち 19歳と 28歳の

男性以外の他の全員がポスターの内容をよく理解し

ていると回答し，加えて他の人にも説明できると答え

た.この聞き取り調査結果で注目した事は，聞き取り

を行った 10名のうちに含まれていた 4名の女性全員

(30-40代)が普及ポスターの内容を説明できると答え

たことであった.また，将来的に使用したいか?の

質問については 10名のうち 6名が使用したいと答え，

うち 1名の女性は自分の夫に技術を伝えると回答して

いる.

無作為で選んだ異なる世代 10名のうち 8名がポス

ターの内容について説明できると回答したことからポ

スター設置の効果は十分にあったものと確信できた

既往の多くのプロジェクト等でも絵を用いた普及ツー

ルが頻繁に使用されていたことを日にし，我々もポス

ターを導入することを試みた結果，低識字率の地域に

おいて絵を用いた普及ツールは農家の関心を引き付け

るために非常に有効で、あることを再確認できた事例で

あった.

農家の意見から見出した普及する側の問題点

1)技術普及全般において

農業技術を普及するにあたり，農家から出された意

見を踏まえ，技術普及側に以下のような問題点があっ

たと考えられた.・農家への技術普及と言いつつ，普及する側からの

技術や品種の押しつけ(提案)があった，

・実際にはすぐには利益が得られないことによって

関心が低下してしまったことに対するフォロー

アップができなかったこと，つまり，改善策を見

出すための相談に応じる機会を多く作れなかった

こと，

- 播種の最適時期における巡回回数が少なく，適切

な指導が行えなかったこと，

などであった.普及を試みた 2つの技術に対照的な農

家の反応を見ると，技術の効果の示し方が要であった

と分かる.加えて，他の多くのプロジェクトの普及活

動を見てきたサイ県農業局の普及員とこの調査におけ

る農家の意見を検証したところ，技術の効果の示し方

だけではなく，継続的な技術の使用を農家へ促すため

には以下の点も注意を払うべきであるという結論に

至った

・農家の自信や意欲を高めるために彼らの活動を評

価すること(例えば，表彰式の開催など)， 

・調査終了後，支援が得られなくなると農家は技術

を放棄してしまう可能性が高いため，技術を継続

して利用できる手段を準備すること(例えば，化

学肥料などを安価に購入できる村内農業資機材販

売所や活動資金を確保するためのクレジットシス

テムなど)， 
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図 10，マイクロドーズ技術普及のために作成したポス ター
出典 ・国際農林水産業研究センター 2013，

などである.

一例であるが， 筆者らは本調査における対象村2村

においてロパ荷車のリースシステムの設置を試みたこ

とがあった.図8にも示したように，有機物投入のた

めにはロパ荷車が必要で、あるとの村民からの意見が

多々あったためである.本調査では村民との間で，ロ

パ荷車の使用料，使用料の用途，ロパ荷車の管理方

法と管理者などの規約を取決め，有機物の運搬手段と

してロパ荷車を各村に 4車ずつ導入した. リースシス

テムの運営は村民が主体となって実施した 筆者らは

運営が開始されて数か月後に運営状況の調査を行った

が， 一つの対象村では，村の権力者およびその親族の

みの一部の村民だけの使用に偏っており，村全体に利

益を及ぼすものになっていないことが分かった.この

一件を通して，物資や基金を導入 ・設立する場合，そ

れらの共同利用 ・管理について村民全体への利益を考

えられるよう，継続的な研修や運営指導が必要である

ことが分かった.乙れには地元農業局や市など第三者
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の介入が必要であると考える.

2)村落の女性の活動参加促進について

今回の普及活動について，女性の活動参加を促すに

あたり，どのような問題が普及する側や村民の聞で起

こりうるのかが以下のように分かった.

・ 既往の情報から，畑作業を一手に担うのは男性で

あるから普及対象を男性にする，また女性には土

地の所有権がないため農業技術普及の対象とする

には難しい，といった普及する側の一方的な思い

込みが女性の活動への参加の制限要因となる，

・村内の男性は女性には過酷な労働は出来ないと

いった先入観を持ち，女性達へ活動の情報を一切

伝えないことが女性の参加の妨げになる，

・伝統的かつ宗教的な考えにより女性達が活動に参

加したい旨を伝えても村落の男性達の理解や許可

を得ることができない，

などである.

普及する側にとって，村内での男女の役割分担や権

限について先入観を持って見ず，女性の意見にも耳を

傾ける姿勢が女性の参加を促す一歩となる.上述した

が，実のところ，夫の土地の一部を借り，農作業を行っ

ている女性も多くいた.このように既往の情報や思い

込みによって影響され過ぎると普及する側が聞き逃し

てしまう意見も出てくる.

また，この調査に携わり，村落の女性と男性を目の

前にして話し合いをする機会を得て，現代においても

伝統的かつ宗教的な考えが女性の地位や権限に与える

影響が強いことは分かった.ただし，今回のケースの

ように，女性達に強い参加の意志があると分かった場

合，普及する側も協力し，女性達にも参加する権限が

あることを男性達へ説明し，啓発する機会を設けるこ

とは，女性の参加状況を少しずつ改善できる有効な手

法であると提案する.ただし，普及する側の一方的に

決めた女性の権限のみでは調査の終了後に啓発の影響

が失われてしまう可能性がある. したがって，調査対

象国が公的に取り決めている女性の有する権限内容な

どに沿って，男性達を啓発することが要であると考え

る.

おわりに

本調査における普及活動の結果について農家の意見

を参考にしてまとめると 技術とその効果を農家に伝

え，それを農家が理解するという段階までは達成する

ことができたといえる.また，本調査終了後の農家に

よる持続的な技術の利用について，対象村の農家が継

続して利用したいという意思を表明したことは大きな

成果であったと考えている.現在，ニジエール国政府

は， rニジエール人がニジエール人を養う」といった，

食糧危機に備えるために自分達の食糧は自分達で産出

し確保できる能力や設備を構築する計画が 2012年か

ら開始された (Republique du Niger， 2012) .このニ

ジエール政府が掲げるこの計画の目的のように，本調

査終了後も普及活動へ参加した農家が中心となり，農

家から農家へ技術を徐々に伝え，自らの技術としてト

ウジンビエの収量向上を目指してほしいと切に願う.
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