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タンザニア中高部における葉菜の生産と消費

加藤太*

信州大学農学部 〒 399悶4598長野県上伊那郡南箕輪村8304

要約 タンサ、ニアの農村部では，多様な野菜が栽培されている. 1980年代に始められた経済自由化の進展に伴って，農村
部でも現金の必要性が高まり，換金を目的とした果菜の栽培が各地で宛られるようになっている.その一方で，経済の変化と
は関係なく自給的な楽菜栽絡も沼減せずに維持されている.そこで本研究では，農村部における葉:菜の生産と消費の実態を明
らかにすることで，葉菜栽培が続けられている背景とその要因を考察しようとした.調査地であるキロンベロ谷では，一年間
に消費された副食の 3割以上が葉菜を材料としたものであった同地域の葉菜類の消費パターンには，雨季に消費援が何1び，
!?Z季に務ち込む傾向があるものの，多様な作物を総み合わせて栽培することによってほぼ一年を通して葉菜が消担'されていた
最も消費'が多かった葉菜はカボチャの葉であり，次いで、キャッサパの葉，ヒユの葉，クサネムの一種 (Aeschynomenesp.)や
野生モロへイヤ (Corchorussp.)などの野草，サツマイモの葉，ササゲの築の!般に利用されていたヒユや野草を除く葉菜に
共通している特徴は，いずれも栽暗にほとんど子がかからない点や，収穫される葉がイモや果実，マメなどの副産物である点
などがあげられる.また，栽培に農業投入材を一切用いず，収穫物をi坂，充する機会が少ないことなど，市場経済との接点があ
まりない点も葉菜栽格の特徴の一つである.こうした特徴から，同国における葉菜栽培は，経済的な変化の影響をほとんど受
けずに，簡単に食料を供給する役;i討を担っている.これまで副産物としてみなされてきた葉菜~l~の栽絡であるが， tt設な生業
の一つであり，今後は葉を利用するキャッサパやカボチャなどを葉菜としても提えなおす必要がある.
キーワード アフリカ，カボチャ，キャッサパ，自給作物

Leafy Vegetable Production and Consumption in South Central Tanzania Futoshi KATO* Faculty 01 Agriculture， Shinshu 
University， Minamiminowa 8304， Nagano， 399悶4S98Japan 

Abstract Various vegetables are cultivated in rural Tanzania. Since economic liberalization started in the 1980s， cultivation of 
fruit vegetables as cash crops has increased due to the deve10pment of cash economy in rural Tanzania. However， se1長sufficiency
inleaらTvegetable cultivation has also continued.τhe objective of the present study was to elucidate the features of leafy vegetable 
cultivation by analysing their・consumptionand by observing farming practices in r・ur・alTanzania.ηle results showed that le功r
vegetables were important for use in side同dishesand that， in this area， near1y 30% of all the side-dishes inc1uded leafy vegetables. 
Leafy vegetable consumption increases in th巴 rainyseason and decr巴asesin the dry season. Pumpkin leaves accounted for 
the largest proportion of leafy vegetable consumption， followed by cassava leav巴s，while wi1d herbs (e.g. Aeschynomene sp. and 
Corchorus spふleavesof amaranth， sweet potato， and cowpea were also used for sid巴-dishesin the study area. Leafy vegetable 
cultivation plays an important role in providing foodstuffs for farmers by reducing the effects of socioeconomic changes， because 
the components of this type of vegetable cultivation can be grown easi1y and are not re1ated to cash economy. A1though leaves 
have been considered to be by-products of tuberous roots， fruits， and beans， it is necessarγthat such crops be considered as le叫r
vεgetables because leaf production is as important as that of tuberous roots， fruits and beans. 
Key Words: Africa， Cassava， Pumpkin， Subsistence crop 

緒扇

東アフ 1)カの農村においても野菜類はもっとも日常

的な副食として，またi苑や魚料理の誠味料として欠く

ことのできない食材である.タンザニアでは，穀物，

イモ，バナナといった主食食材の畑や屋敷畑，菜園な

どでさまざまな野菜が栽培されている.おもな野菜

としては，アフリカ起源のササゲ(葉)，オクラ，モ

ロヘイヤ，新大陸起源のカボチャ(葉)，インゲンマ

メ(葉)，キャッサパ(葉)， トマト，中東起源のア

ブラナ科作物やタマネギのほか，野ljiや雑草(八塚，
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2011)も頻繁に利用されているなど，そのバリエーショ

ンは豊富で、ある.

FAO (2004) は，タンザニアの葉菜類と果菜類を合

わせた野菜の総生産量を王子間約 120万トンと推計し，

その内訳はトマトが約 13万トン，キャベツとレイプ

(セイヨウアブラナ)が約 4万トン，タマネギが約 3.5

万トン，残りの約 100万トンはその他のさまざまな野

菜であるとしていて，この統計からも多様な野菜が利

用されていることをうかがうことができる. トマトや

タマネギ，キャベツなどは古くから商業用の産地が

形成されてひろく流通してきたために(Lema，1995; 

Chachage， 1999)，その生産量や作付面積が比較的正

目立に把握できるのに対して，ほとんどの葉菜類はおも

に自給用として栽培され，流通する場合もごく少量が

村近くの町にi出荷されているにすぎない.そのため，

多様な野菜が利用されているものの，どのような野菜
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がどのくらい栽培され，どのように利用されているの

かはあまり把揮できていないのが現状である.

タンザニアでは 1980年代後半から進められた経済

の自由化政策によって農村部でも現金の必要性が高ま

り，換金を目的とした野菜栽培が各地で見られるよう

になっていった.タンザニア中部の高原地帯では，農

産物の流通が活発化するのにともなって多くの農家が

蕗業用トマトの生産にかかわり(黒田， 2001)，生産

の安定が多くの流通業者を呼び込み， トマト生産は当

地の基幹産業となっていった Isinikaら (2003)は，

経済の自由化にともなう流通の活性化は生産者に農産

物の販売機会を提供するとともに生産者師{誌を上昇さ

せたものの，農業投入材の側絡も上がり続けたため，

商業用の栽培はますます市場経済との結びつきを強

め，自給的な栽培とは~離していったと報告している.

2000年代に入り鉱物資源の国際価格が高騰した影

響で，タンザ、ニアをはじめとするサブサハラ・アフリ

カ諸国では，外国からの投資額も増加して経済は大き

く成長した(平野， 2002). その一方で，国内の物価fi

は上昇を続け，経済発展の思恵を笹接受ける都市部と

生産地である農村部の経済格差はますます拡大し，地

方における農家の暮らしはより一層苦しいものになっ

ていったこうした経済的な鴎窮も，農家が換金作物

栽培へ開倒する大きな要因となっている.その一方で，

経済の動きとは関係なく 自給用葉菜類の栽培は続け

られ，むしろ生業のなかでの重要性が再認識され拡大

している事例もある (Kedinget al.， 2007) . 

本研究では，換金作物の生産を生計の基盤とする農

村において，どのような野菜類，とくに葉菜類が，ど

のように生産・消費されているのかを明らかにし，ア

フリカ農村における自給用野菜の生産を生活体系のな

かに位置づけ，その特徴を明らかにすることを目的と

した.また，タンザニア農村部において，臼給的な葉

菜栽培が続けられている背景についても言及する.

TanzanIa 

調査方法

この研究では，タンザニア中南部に位置するキロン

ベロ袋内のモロゴロ外iウランガ県イテテ・ミナジーニ

村(以下イテテ村)において (Fig.1)，生業形態や野

菜栽培に関する謡査を実施した.イテテ村に居住する

農民の生業形態や葉菜を栽培している世帯の割合につ

いては，村内に生活する 1200世帯の中から耕作面積

が同地域で一般的な規模である約 0.5~ 3 haの 50世

帯を任意に選び，栽培する作物や野菜の種類，野菜を

栽培する潤場の面積などについて聞き取り調査を実

施した.野菜が高IJ食として供される頻度については，

平均的な耕地面積(約1.5ha) を保有する農家 3一世帯

を選び， 2005年 10丹から 2006年 9月まで一年間の

食事をすべて記録してもらった葉菜類の農事謄，栽

培方法，収穫回数は， 3世帯の農家の農作業に同行し

記録した.収穫量は上記の 3世帯の農家について，一

回の収穫作業で収穫した葉菜の生重を計測し，その平

均を一回あたりの収穫量とした収量調査は，筆者が

イテテ村に滞在している 30 ヵ月 (2003 王子 9 月 ~20例

年 8月， 2005:fj:'. 9 月~ 2006年 10月， 2007年 7月 ~

8月， 2010 年 12 月~ 2011年 1丹)の潤，一位帯につ

き41:m，合計.12 ITIIおこなった.

調査地の概要

キロンベロ谷は面積約 11600km2の広大な内陸氾濫

源である.詞地域は水に恵まれて古くからコメ (Oryza

sativa var. indica) の産地として注話され，現在はタ

ンザニア国内コメ生産の約 1j!ilJを産する大産地となっ

ている (Kato，2007) .一王子は， 1月上旬から 3丹上旬

までの小乾季， 3月上旬から 5月上旬までの大雨季，

5月上旬から 11月下旬までの大乾季， 11月下旬から

1月上旬まで、の小雨季に分かれるが，年によっては小

乾季がなくなったり，季節の変わり目がずれたりする

ため， 11月から 5月までを雨季， 6月から 10丹を乾

仁コPlain

図 Mountains ~ 
-Ri¥ぽ i

Okm 50km 

Fig. 1 Study area. 
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季と考えて若し支えない.年間昨水量は 1000~ 1500 100 

mmである.

イテテ村は，キロンベロ谷の南東端に位置する一世帯

数約 1200戸 (2005年)，人口 7215人の農村である.

関村の主生業は稲作とトウモロコシ (Zeamays var. 

indurata， var. indentata)の娼作で，村の中心部に層住

する農民はマメ類の栽培や家畜の館育をほとんどおこ

なっていない.イネは主食作物であると同時に換金作

物として栽培され，多くの農家がコメを売却した代金

で生活必需品・医療費・学費・冠婚葬祭の費用，さら

には調味料や肉・魚、といった日々の副食材の購入費ま

でもまかなっている (Kato，2007) .ただし稲作を生

計の基盤としている農家でも葉菜類だけは栽培してお

り，葉菜高u食の大部分を自給している.

主食作物はイネとトウモロコシで，基本的に昼食は

ウガリ (ugali) と呼ばれるトウモロコシの練粥が，

夕食には米飯を食べている.朝食には紅茶とともにウ

ポロ(ゆoro) と呼ばれる夜の米飯の残りを温めなお

したものを食べることが多いが，市販されている小麦

粉で、作ったパンや揚げパン，コメ粉で、作ったパンなど

が食卓に上がることもある.野菜類はこうした主食の

おかずとして利用されている.とくに昼食や夕食では，

米飯やウガリなどの主食にスワヒ 1)語でムチュズィ

(111.雄監Dと呼ばれる塩辛いスープが添えられ，この

スープの具として野菜を頻繁に用いる.一回の食事に

でるスープはふつう一品だけで，それに味付けとして

少量のタマネギ・トマト・オクラ・ココナッツミルク

などを加えることもあるが 具材は基本的に一種類だ

けである.

イテテ村は， 1970年代初めにタンザニア全土で実

施された集住化政策によってつくられた行政村で，多

くの家患が密集して集落を形成している.親族集団が

隣接して宿を構える傾向はあるものの，他のタンザニ

アの農村と同様にキロンベロ谷でも核家族化が進んで

おり，生言1-の単位や食事を共にする単位は核家族の世

帯が基本となっている.本論文で対象とした世帯の平

均構成人数は， 15歳以上の成人が 2.7人， 15歳米満

の子供が 3.6人で，野菜の栽培や消費もこの世帯が単

位となっている.

結果

Fig.2は， イテテ村に居住する王子均的な農家 31立帯

の食事調査の結果である.民地域における副食の主な

食材は，一年を平均すると肉類が 10%，魚類 37%，

マメ類 18%，野菜類 35%であった魚類の消費頻度

が高いのは，キロンベロ谷には氾濫原の中央を流れる

本流とそれに注ぐ数多くの支流において漁携が盛んな

ことを反映している.月日目の利用頻度は一様ではなく，

乾季に高く雨季に低いという傾向がある.それには川

へのアクセスの難易が関係していて，乾季の中躍にな
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Fig. 2 Percentages of foodstuffs used in side-dishes. Month-

ly percentages were calculated by taking the average 
results for lunch and dinner foodstuffs recorded in 

three households from October 2005 to September 
2006. 

ると集落から漁場までの道が乾いてアクセスしやすく

なる一方，雨季にはぬかるんだ土壌が漁場への接近を

阻んでいる.

野菜の消費はそれとほぼ逆の動きをする.雨季が始

まる 11月から徐々に消費が増え，乾季前半の 7月ま

で利用していたが，乾季のや躍になると野菜の消費は

減少し，乾季終盤の 10Rの科用頻度は 15%以下にま

で{底下した.

魚、や野菜に比べて保存のしやすいマメ類は一年を通

して安定的に消費されていた.この地で食べるおもな

マメ類はインゲンマメ (Phaseolusvulgaris) ，ササゲ

(阿:gnaunguiculata)，キマメ (Cα:januscajan) ， リョ

クトウ (Vignaradiata)，パンパラマメ (Vig仰 subter-

ranea)で，このうちインゲンマメは世帯で消費される

マメ類の 72%を占めていた.キロンベロ谷一帯は標

高が低くて気温が高いためインゲンマメの栽培には適

さず¥ここで消費しているインゲンマメはすべて村外

から持ちこまれたものである.村内で、生産されるマメ

の多くはササゲ、であり，一部の農家は村内の市場で販

売していた.

Table 1は，イテテ村で利用している主な野菜類を

示している.これらの野菜類のほかにも，ピーマン

(Capsicum annuum)，キュウリ (Cucumissp.) ，ココ

ヤム (Xanthosomαsp.) の葉， トウガラシ (Capsicum

annuum，仁 chinense，仁jrutescens)，タマネギ (Allium

cepa) を利用しているが，その栽培頻度はきわめてわ

ずかであったためリストには載せなかった.彼らは，

栽培や野生，他の部位を利用するかどうかにかかわら

ず，食用の葉は f葉菜Jと呼ぶので，本論文でも葉を

利用するすべての植物を葉菜として扱った.

Fig.3は，野菜類の内訳である.消費する野菜のな

かでもっとも多かったのはカボチャ (Cucurbitasp.) 

の葉で，野菜類の消費頻度の 35%を占めていたカ

ボチャの葉は，若い葉を葉柄から端み取り，みじん切
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Table 1 Vegetables and wild herbs used for side dishes in the Kilombero valley 

name Edible Scientific name 羽Tild/ Domesticated 1ρcal name 

African eggplant Fruit Solanum aetJziopicum， S. macrocarpoll， S. anguivi Domesticated Nyanya chungu 

Amaranth 

Cabbage 

Cassava 

Cowpea 

Eggplant 

Jointvetches 

Justica 

Mulukhiyah 

Okra 

Pumpkin 

Sweet potato 

Tomato 

Wild herbs 
5% 

Cabbage 
1% 

Cowpea 
leaves 
3% 

L三af

Leaf 
Le註f

Le且f/ Root 

Leaf/ Bean 
Fruit 

L三呂f

Leaf 
Leaf 
Fruit 

Leaf / Fruit 

Leaf/ Root 
Fruit 

Solanum什山ts
13% 

AmarantJzus spp. 
AmarantJzus spinosa 
Brassica oleracea 
ManiJzot esculenta 
Vigna unguiculαtα 
Solαnum melongena 
Aeschyザzomenesp 

]usticia heterocaゆα

Corchorus sp. 
Abelmoschus esculentus 
Cucurbita sp. 
Ipomoea batatas 
Solanum lycopersicum 

Fig. 3 Percentages of vegetables used in side-dishes. The 

percentage of pumpkin leaves included dishes cooked 

from pumpkin leaves with okra. The percentage of 

wild herbs was calculated from the total frequency of 

side-dishes cooked from AeschYJlomene sp.， ]usticia 
heterocarpα， Amaranthus spinosa and Corchorus 
sp・.Solanum fruits included Solanum melongena， 

S. aethiopicum， S. macrocarpoll， S. anguivi and S. 
lycopersicum. These percentages were calculated by 
taking the average of results for lunch and dinner 

foodstuffs recorded in three households from 

Octob巴r2005 to September 2006. 

りにしたものを堀で味付けして煮込む.オクラ (Abel-

moschus esculentus) が子に入るときは，カボチャの葉

と一緒に煮込むが，その頻度zは低いのでここではオク

ラ料理をカボチャ葉の料理に含めた.次いで多かった

野菜はキャッサパ (M仰 ihotesculenta)の葉で 28%で

あった.キャッサパの葉も若くて柔らかい葉を摘み取

る点、はカボチャと同じだが キャッサパは摘みf[l(った

後に臼と竪杵で抱いてから調理する.これらの料理に

はタマネギのみじん切りやココナッツミルクを加え

ることもある. ヒユ (Amaranthusspp.) の葉，ササ

Domesticated Mchicha 

Wild / Escaped Mchichapoli 

Domesticated Kabichi 

Domesticated Muhogo 

Domesticated Kunde 

Domesticated Bilingani 

Wild Mrendapoli 

Wild Mwidu 

Wild Mrendapoli 

Domesticated Bamia 

Domesticated Boga 

Domesticated Kiazi kitamu 

Domesticated 

ゲの葉，サツマイモ(争omoeabatatas)の葉，キャベ

ツ (Brassicaoleraceα) は， それそをれ消費量の 12%，

3%， 3%， 1%を占めており，細かく切った1誌をj自で

いためてから塩苅でする.野草は，クサネムの一種

(Aeschynomene sp.) ，キツネノマゴの近縁積 (Justicia

heterocarpα) ，野生ヒユ (Amaranthusspinosa)，野生

モロヘイヤ (Corchorussp.) の茎葉をよく利用してい

た.これらの植物は，集落内だけでなく稲作地や山地

の畑の周辺に自生しており，農作業に11'，かけた折に

採集する.調理は，上述した葉菜と同様，結|かく鶏

まれた後にJ鼠を加えながら煮込む方法であった ナ

ス (Solαnummelongena) ，アフリカンエッグプラン

ト(SolanumaethioPicum， S. macrocarpon， S.αnguiむi)，

トマト (Solanumlycopersicum) などの果菜類は消費

された野菜類のうち約 13%を占めていて，葉菜類と

同様に小さく切ってお11で妙めたあと:l1;[~jjでにして食べ

る.

野菜類の消費の季節的な変化をまとめたのが Fig.4

で，食事調査をおこなった 31:1:1:;舟の昼食と夕食におけ

る野菜の利用頻度を種類別に示している.カボチャ，

キャッサパはドm季が始まる 11月から乾季の仁!こ1(表まで

利用していた.ササゲの葉は雨季のあいだ断続的に，

サツマイモの葉はおもに乾季の前半に，キャベツは標

高の高い場所で奴穫が始まる 4月から 7丹項まで利用

していた.食陪の野草は雨季が本格化する 1月から乾

季の仁1:'控まで利用する.これらの葉菜類は月によって

利用頻度が異なるものの 雨季が始まる 11月ごろか

ら氾滋原の土が乾く乾季のや頃まで利用してpた.こ

れに対して，ヒユと果菜類は一年をとおして食べられ

ているが，これらは濯減可能な河岸などの菜園で栽培

されていて，特に乾季の生鮮野菜となっている.調査

地の雨季は高温多湿なため保存府の乾燥野菜をつくる

習慣がなく，もっぱら生野菜だけを利用する.そのた

め，菜留での乾季作は貴重な野菜を提供しているので

ある.



果実あるいはイモといったデンプンの収穫を目的とす

る作物であるが，新芽を摘み取ることで側芽の発生を

促し，生育中に大量の葉を収穫することができる.カ

ボチャは集落内の麗敷畑や集落から少し離れたトウモ

ロコシ畑，集落から速く離れた稲作地の出作り小居間

辺で栽培する.出作り小屋は雨季にも水につからない

直径 10~ 20 mほどのマウンド状のアリ塚に建てら

れており，カボチャもその1:1こ植えておく.雨季が始

まる 11月に揺穣し，葉の収穫は 11月の終わりごろか

ら乾季の終盤まで続く.キャッサパはもっぱら原敷畑

で栽培する.キャッサパは永年性の常緑植物で、あるが，

乾季になると若葉が出なくなるので葉の採集は雨季が

1=1:1心になる.

Table 2に調査地における一世帯の農家がー聞に収

礎するカボチャとキャッサパの葉の蚤，一年間に収穫

した菌数，および一年間の収穫量を示した.一回の作

業で収穫された葉の生重は，どちらも約1.4kg，世帯

当たりの一年間の収穫回数は それぞれ46回と 37闘

で，年間収穫量はそれぞれ 63kgと51kgであった

この結果から，彼らは週に 1，2 EI はカボチャかキャッ

サパの葉を食べていて，これらが最も重要な野菜であ

ることが分かる.
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キロンベロ谷では，季節によって消費パターンが変

化しており，雨季に入ると葉菜類全体の消費量が多く

なるとともに，消費の増加は乾季の始めまで続いてい

た.こうした消費パターンは タンザニアの的の農村

部でも同様の傾向があるが，持雨量などの遠いによ

り，多少の遣いがある.例えばタンザニア西部に位註

するムベヤ州の農村では 雨季に葉菜類の消費が多く

なる点で、キロンベロ谷の消費パターンと一致している

が，乾季に入ると途端に葉菜の消費が少なくなる傾向

がある(神田， 2010). これは調査地がムベヤ州の農

村部より多雨地帯であり，雨季の終わりに降った雨が

乾季の中擦まで、土中に残っているためであると考えら

れる.

しかし，タンザニア農村部では，地域によって若干

の速いがあるものの，基本的に葉菜類の消費は雨季に

拡大し，乾季に減少する指向がある.これは，乾季に

察考

調査地-ffの村々は泊ilf~原の外縁に集落を構えてい

て，各農家は後背山地の焼畑で、トウモロコシを栽培し

つつ，そこから数 kmから卜数 kmも離れた氾濫原の

なかで稲作をしている.そのため，EE¥倒との往復に一

日の多くの時期を費やし，稲作の農繁期には数ヵ月に

わたって水田地帯の出作り小屋で生活する者も少なく

ない. ヒユ・キャベツ・トマト・ナス・アフリカンエッ

グプラントなど，日々の管理が必嬰な野菜は少数の野

菜農家が栽培して他の稲作農家に販売している.ま

た，一部の稲作農家はササゲやサツマイモを栽培し，

その葉も葉菜として村内の市場で叛売している.ほと

んどの稲作とトウモロコシ栽培を重要視している農家

はこれらの野菜を購入して副食の食材を得ているので

ある.

方，カボチャは村内のほぼすべての世帯が，

キャッサパも約 9割の世帯が栽培していた.これらは

Table 2 Yield of pumpkin and cassava leaves and number of harvests per household 
in the Kilombero valley 

Totalyield 

/ 

63.02 

Number ofharvests 
(/ 

46 

Yield per harvest 

Pumpkin leaves 

Cassava 1巴aves 1.39 37 51.43 

Average yield p巴1・harvestwas ca1culated based on the av巴rageof 12 measurements recorded 
in three households. Number・ofharvests and total yield of pumpkin and cassava leaves wer・e
ca1culated from observed results in three households 企omOctober 2005 to September 2006. 

1.37 
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入ると作物の葉がかたくなるとともに新芽も出なくな

るためである.また，同盟ではマメ類やイモ類が雨季

作を中心に栽培されていること色乾季に葉菜類の消費

が減少する要因となっている.

タンザニアの農村の食料事情を調べた Tannerand 

Lukmanji (1987) は，キロンベロにおいても自給用

の野菜が彼らの重要なビタミン源になっていると報告

している.雨季と乾季が明瞭に分かれるアフリカの半

乾燥地域においては，乾季にいかにしてビタミンを確

保するかが健康を維持する上で重要である.とくに，

キロンベロ谷のように高温多混な地域では，乾燥した

葉にもすぐにカビが生えてしまうため野菜を乾燥保存

することはなく，もつばら生の野菜を利用している.

都市から離れた農村部において，年間をとおして安定

的に新鮮な野菜を入手するには作目や作付体系を工夫

して自家栽培する必要がある.キロンベロ谷において

乾季の野菜不足を補っているのが河岸湿地などで小規

模におこなわれるヒユなどの乾季作である.ヒユは生

育}瞬間が短く，密植が可能なため広い面積も必要とせ

ず¥少量の瀧減水があれば乾季をとおして繰り返し栽

培することができる.ただ，乾季にも水を得られる場

所は河111沿いにかきでられ，また，乾季には出作り小屋

に移り住む稲作農家にとってヒユの栽培はできない.

そこで，湿地に土地を保有する者のなかには，稲作を

おこなわず¥もっぱら湿地でのヒユや他の野菜の乾季

作に特化して稲作農家にそれらを販売して利益を得る

者も少なくない.こうした農業の分業化が地域内での

自給と野菜の賠年供給を可能にするとともに，稲作へ

の専業化を支えてきたのである.

農業の専業化が進むなかで，ヒユ以外の葉菜栽培が

自給的な農業としてなお続けられている背景には，

タンザニアで栽培される葉菜の栽培のしやすさがあ

る.タンザニアの農村では上述したような野菜に加え

て，インゲンマメの葉やアブラナ科の葉菜などもよく

利用しているが(伊谷， 1995;近藤， 2003; Kurosaki， 

2007) ，標高の低いキロンベロ谷では暑さに強いカボ

チャ，キャッサパ，サツマイモ，ササゲが野菜の中心

となっている.これらの葉菜には栽培にほとんど子が

かからないという共通点がある.

キャッサパを主食として栽培している他の地域で

は，イモの肥大を促すために大きなマウンドや畝をつ

くったり，間断なくイモを収穫するために植え付け時

期をずらしたり(J長瀬， 1998)，捜数の畑を所有する

などの工夫がなされている(村尾， 2006). しかし，

葉の収穫を主目的とするならば，こうした工夫も必要

なく，キャッサパをただ植えておけば適宜葉を収撞す

ることができる.

一方，カボチャは果実も収穫するため，生育前期に

葉を収穫する際には同じ茎から葉を取りすぎないよう

に注意がはらわれている. しかし，生育後期になると

葉が繁茂し周囲一捕がカボチャの葉で覆われるため，

一度に大量の葉を収穫しでもカボチャの生育に影響が

出ない状態となり，収覆したいときに収穫したいだけ

葉が捕まれている.すなわち カボチャの栽培も数回

の簡単な除草をおこなうだけで，ほぼ毎日葉を収穫す

るζ とができる点で極めて手のかからない栽培となっ

ている.カボチャ，キャッサパ，ササゲ，サツマイモ

には，生育期間をとおして茎葉が生長し続ける性質が

あり，頂芽とともに新葉を摘み取ることで側芽の発生

と伸長が促されて継続的に葉を収穫できるのである.

本論文の調査地であるキロンベロ谷は， 1980年代

の経済の自由化以降，稲作が大きく拡大したこのた

め現在も多くの農民が現金獲得源として稲作を特に

重要視し，労働力も重点的に配分されている(加藤，

2011) .生業の画一化が特に進んでいるキロンベロ谷

でも，葉菜栽培が維持されている背景には，労働をほ

とんど投入しなくても安定して葉を収稽できる栽培体

系があるといえる.

匂また，葉菜栽培が続けられるもう一つの背景として，

葉菜栽培自体が溜品綬済とほとんど関わりを持ってい

ない点があげられる.カボチャやキャッサパなどの葉

菜栽培は，収穫物である葉が商品としてほとんど流通

せず，投入材として肥料や農薬が用いられることも少

ないため，最も市場経済の変化の影響を受けにくい生

業の一つである.タンザニアをはじめとするサブサハ

ラ・アフリカ諸留の農業は，気繰変動はもちろん経済

や社会的な影響を最小限にするための工夫として，吉

くから自給のために多掠な作物を栽培する特徴があっ

た(掛主主， 1998). しかし，市場経済化が進展するに

つれて，農家は自給的な農業よりも現金獲得減を重読

するようになり (Seppala，1998)，さらには農業外就

労が増加するなど，離農傾向にる拍車がかかっている

ことが報告されている (Bryceson，1997) .その一方で，

アフリカの農村には食料の自給志向性が残っているこ

とも報告されている(大iJJ，2002). Mertzら (2005)

はグローパル化が進み，地域が経済の変化に大きく

右される中で，自給農業が農村における生業構造への

激しい経済的な変化を吸収するバッファーとなってい

る事例を紹介している.こうした議論の対象となって

いるのは主として主食用作物，つまりカロリー源とな

るデンプン作物であるが，キロンベロ谷のようにほと

んどの農家が稲作に特化し(加藤， 2011)，コメを自

給しながらその販売収益で副食材を購入しなければな

らない地域でLは，高u食材の自給もまた主食の自給と密

接に関わっている.すなわち，市場の変動が家計に強

く影響する地域においても，必須栄養素を安定的に確

保する点で，野菜の自給は重要な意味をもっているの

である.

葉菜類は，タンザニアの統計資料に生産援や流通量

が記載されていない臼給的な特性を持つ作物である.
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たとえ葉菜類が販売される場合でも，その流通は村内

の市場や近くの地方都市で消費されてしまうことが多

く，地域間流通によって大都市に運ばれることはほと

んどない.このため， 1'1=日や栽培体系がこれまであま

り注自されてこなかった. しかし，キロンベロ谷では

調査したカボチャとキャッサパだけでも，一世帯当た

り合計約 100kg以上の葉を一年間で消費しているこ

とから，タンザ、ニア農村部における葉菜は，貴重な食

材であるといえる.

タンザニアにおける葉菜類は，葉を利用することだ

けを自的として栽培されているヒユなどを除き，ほと

んどがイモや果実，マメを収穫する作物であり，その

葉は副産物としてとらえられてきた. しかし，キロン

ベロ谷では一年間に消費される副食の食材の約 3蔀が

こうした作物の副産物である葉菜類であり，葉菜類が

なければ毎日の食生活が成り立たないほど貴重な作物

である.最も子がかからず，また経清の変化の影響を

受けにくい葉菜栽培は，タンザニア農村部における

要な生業の一つである.

今後，タンザニアの農村部における食料事情や農業

システムの改善を考える場合は，カボチャ，キャッサ

パ，サツマイモ，ササゲ，インゲンマメなどについて，

架実やイモ，マメなどの収量だけでなく，葉菜として

葉の生産量やシュートの再生力に焦点を当てた栽培方

法の確立や育種が必要となってくる.
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