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第 VII 章 技術マニュアルの作成

これまで本事業ですすめてきた調査研究で、技術の有効性と持続性、ならび

に技術の普及可能性を議論し、第 4 年次終了時までに、技術マニュアルに入れ

て普及すべき技術のリストを 2 つの地域別にドラフトした。これを基本に、第 5

年次事業では、各技術について担当者を決め執筆を行い、それらを現地ガーナ

の食糧農業省（MoFA）の関わりの下で編纂し、現地で印刷してマニュアルとす

る旨計画を立てた。ほとんどの作業をガーナで行うことによって、マニュアル

に対するオーナーシップが生じるものと期待している。

第 5 年次の事業開始は早くても 6 月末になるとのことであったが、その時点

からマニュアル作成を開始すると期間が短く 1 月までにマニュアルが完成しな

い恐れもあった。そこで、公示により仕様書が明らかになった後すぐ、公募中

の 5 月半ばに JIRCAS の交付金を用いてガーナに出張した。この出張の目的は、

昨年度に顔合わせだけは果たした MoFA のオフィサーも含め、これまでの調査

のカウンターパートである開発研究大学（UDS）と土壌研究所（SRI）の代表者

から成る「マニュアル編集員会」を結成、活動を開始することであった。5 月

22 日に MoFA の作物サービス局（DCS）の会議室にて、「1st Meeting on

Production of Soil Fertility Manual」を開催した。まず委員会のメンバーと役割

分担を決めた（下表）。

氏名 所属と役職 委員会での

役割

1. Richard Twumasi-Ankrah Head of Cereals Unit, DCS, MoFA チェアマン

2. Roland Issaka Soil Scientist, SRI, CSIR 委員

3. Israel Dzomeku Weed Scientist, UDS 委員

4. Theophilus Osei Owusu Head of Livelihoods Unit, DAES,

MoFA

委員

5. Al-Hassa Imoro Rice Liaison Officer, DCS, MoFA 委員/秘書

6. Satoshi Tobita Crop Physiologist, JIRCAS 委員/ファシ

リテーター

7. Dan Haruyuki Africa Liaison Officer, JIRCAS 委員/コーデ

ィネーター

8. Aimee Nyadanu Bilingual Secretary, JIRCAS 秘書
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第 1 回目の会合では、①委員会の結成に次いで、②マニュアルのイメージ（中

身としての分量、本としての大きさ、ユーザーと裨益者など）の共有、③コン

テンツ案についての議論、④ドラフト作成のための執筆分担、⑤完成までのス

ケジュール検討、を行った。

マニュアルのイメージとして、以下を全員で共有した。

 農業技術普及組織と農民がともに利用できる一つのマニュアルを作成

 主要なトピックを抜き出してラミネート化したファクトシートも作成

 シンプルで直接的な英語で記述

次に、マニュアルのコンテンツとして、以下を検討した。

 土壌肥沃度管理に係る在来あるいは新しい技術に関する情報をマニュアルに

掲載する。

 マニュアルには、ガーナ国の北部ならびに南部といった地域性に合致した技術

が記載される。

 マニュアルのタイトルとして、2 つの候補を検討する、すなわち

 Soil Fertility Improvement in Lowland Rice Production using

Indigenous Resources

 Soil Fertility Improvement using Indigenous Resources in Lowland

Rice Production

 マニュアルの中身として、以下の表にある技術オプションを掲載すること

を検討した。

ૼق୬ஊ峙ર২ৈك 想定する稲作生態系

北部サバンナ帯 中南部⾚道森林帯

① 有機物施用 稲わらが中心

 直接施用あるいは堆肥化

 経済的に余裕のある農家に対し

ては化肥の併用

鶏糞が中心

 直接施用で速効

 稲わらとオガクズは直接施用では窒

素飢餓で不適

②堆肥化（コンポスト）技

術

牛糞あるいは人糞＋稲わら

 農家によっては実施不可能

鶏糞＋オガクズ、あるいは鶏糞＋稲

わら

 資材の有効利⽤

③燻炭技術 直接的な肥沃度の向上ではなく、⼟壌改良材として活⽤

籾殻を材料 オガクズを材料

④リン鉱石施用 ガーナにおいては、近い将来リン鉱⽯が流通するという前提（MOFA に確認）

直接施用

 1 年⽬は全域で効果あるが、残

効には圃場間で差がある

直接施用

 全域で残効あり、3 年⽬まで効果

確認
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あまりに微細粒なので、撒き⽅に⼯夫が必要（泥団⼦など）

⑤有機物とリン鉱石の併用 施用のタイミングの最適化

 稲わらは焼却しないように刈り取り後すぐに鋤込み

 リン鉱石は、播種時あるいは移植時に施用

⋌ ૪৶峕峲峵ੂে

促進技術

＜ごく少量の⽔溶性リン肥料で初期⽣育促進＞

種子への肥料のコーティング

 直播を想定

苗への肥料溶液のソーキング

 移植を想定

⑦アゾラ  リン酸添加で増殖確認、窒素栄養

の改善が期待

⑧リン鉱石可溶化技術 ⽔⽥ではなく肥効の低い条件で使える技術（たとえば陸稲作）

その１：堆肥化の過程に組み込み、P-rich compost

その2：燻炭作成の過程に組み込み、P-rich char

その３：裏作にマメ科を⼊れ、

根の滲出物で溶解促進

 これらの案に対して以下のコメントが出された。

 燻炭製造器の作成法も載せてはどうか？

 リン鉱石が流通していない現状のガーナではあるが、国をまたがる地域の資

源としてリン鉱石は重要であることから、リン鉱石関連の技術はマニュアルに

記述すべきである。

 マニュアルのイントロには、ガーナの水田の土壌肥沃度のデータが記述され

るべきである。

 アゾラは技術としては記述しないが、マニュアルでは触れられるべきである。

それぞれの技術に関し、JIRCAS、土壌研究所ならびに開発研究大学のプロジェクト

参画者が記述を行い、それをMoFA の農業技術普及局（DAES）の Osei Owusu 氏

に 7 月 30 日までに渡す。Owusu 氏は各原稿をコンパイルし（ドラフト、バージョン0）、

8 月 15 日までに著者にコメントを返す。それらのコメントを考慮して、各著者は 9 月 20

日までにドラフト（バージョン１）を再び Owusu 氏に

提出する。その後、10 月のタマレでのワークショップ

を経て、そこでのコメントも含めながら11月に第 2回

目の編集委員会を開催し、ドラフトをさらにバージョ

ンアップする。そして最終的に 12 月末までに、印刷

された技術マニュアルを出版する。このような

MoFA、特に普及関係部署を絡ませた手順とスケジ

ュールが示された。
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第 1 回編集委員会の後、ファシリテーターのアレンジによって、マニュアルに掲載さ

れるべき技術とその原稿執筆者が決められた。執筆者である研究者はほぼ比較的速

やかに原稿を作成し、MoFA 普及局のオフィサーに投げかけた。Owusu 氏のレスポ

ンスも早く、9 月頭までには必要なコメントが付けられて著者に戻された。しかしそれぞ

れの原稿のフォーマットはバラバラであり、コンパイルするのは時期尚早と思われた。

この段階で、執筆者相互のやり取りを促進するために、関係者がアクセスできる

Dropbox が設定され、MoFA のコメントを加味して修正された原稿がアップされ、誰も

がアクセスできるようになった。

フォーマットの指定に関しては MoFA の意向に任せたつもりであったが、これに関

するインプットがなかったため、不徹底のままワークショップを迎えることとなった。一応

は印刷したものの順番も整えておらず、ワークショップの場には印刷したものを持って

行ったが披露目の機会はなかった。

その後原稿に対するMoFA からのインプットはビジュアル面での改善のみということ

で、執筆者において写真や図表の挿入、ファシリテーターにおいては挿絵の調達など

行ったが、これに多くの時間が費やされ年を越えた。執筆者段階においてほぼ最終化

された原稿を、地域資源を使った技術としてまず Chapter 1 にサバンナ帯で適用する

技術、次いで Chapter 2 として赤道森林帯で適用する技術とした。それ以降は資源の

地域性にこだわらない技術としてChapter 3 が少量肥料による苗健全化技術、そして

Chapter 4 をリン鉱石の可溶化のための技術とした。

このような編集案を持って、ファシリテーターがガーナに飛びタマレならびにクマシ

において執筆メンバーと必要なインプットを行った。そして 2 月 6 日に MoFA に赴き、

編集委員会メンバーと最終調整を行った。すべての原稿を全員でチェックし、表紙、

裏表紙、序文等構成について議論を行った。序文は、オーナーシップを担保するため

MoFA の Director（of Crop Service）が書くということで、原稿もできあがっていた。こ

れのサインをいただきにMr. Emmanuel Asante-Krobea に会ったところ、研究の成果

が技術マニュアルに結実したことを評価され、副大臣の署名ではどうかとの嬉しい提

案を受けた。Crop担当の副大臣は元々研究者であり（SARI出身、専門はヤムの組織

培養）、きっとサインしてくれるはずなので頼んでみる、とのことであった。

一方この時に、アクラ市内にある二つの印刷会社とコンタクトを取り、今のところの最

終稿を見せ、サイズ（B5 変）と紙質を指定し、500 部と1000 部作った時の見積もりをお

願いした。ファシリテーターのガーナ滞在時には印刷を請け負わせる業者は決定でき

なかったが、一社から見積もりが出なかったので、もう一社（Buck Press Limited）の方

に決定した。

ファシリテーターは再び 3 月に入りガーナに出張し、3 月 3 日にまず印刷会社のデ

ザイナーに会いゲラの作成を依頼した。この時には、副大臣のサインがまだ確実では
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なかったが、3 月 7 日にとうとう副大臣 Dr. Ahmed Yakubu Alhassan のサイン入りペ

ージが手に入った。週末にゲラのチェックをする予定がずれ込み、10 日に印刷会社を

訪れた時にゲラを見てその場でチェックという流れになった。ここで、やっと印刷のゴー

サインを出した。フォント、行間等を小さめに調整した結果、当初の 70 ページが 55 ペ

ージ程度に減った。ここで表紙、目次、写真ならびに図表のリストを付し、JIRCAS の事

業実施代表者による謝辞を加え、執筆者リストも作成した。刷り上がり、製本は 17 日に

完了し、500 部のうち 15 部を JIRCAS の連絡拠点のあるFARA へ残し、35 部を日本

に持ち帰った。残りの 450 部を MOFA に手渡し、引き替えにガーナ国内での配布先

予定リストを提出させた。

州の農業事務所 アシャンティ州 30

北部州 35

アッパーウェスト州 20

アッパーイースト州 25

ボルタ州 30

ブロングアファホ州 20

ウェスタン州 20

セントラル州 20

イースタン州 20

大アクラ州 20

食糧農業省 作物サービス部 30

農業技術普及サービス部 20

HRDM 40

大臣官房 5

図書館 10

研究所 土壌研究所 15

サバンナ農業研究所 15

大学 開発研究大学 15

その他 灌漑開発公社 15

アフリカ農業研究フォーラム 30
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