
付属資料１-1

平成 25年度「アフリカの⼟壌肥沃度改善検討調査事業」

第 1回検討会 議事録

日時：平成 25年 7月 4日（木）14:00〜16:20

場所：農林⽔産省内 国際部第二会議室

参加者：

外部有識者 林 幸博 教授（日本大学生物生産科学科）

吉永悟志 上席研究員（農研機構中央農研北陸農業研究センター）

岩谷 寛 次⻑（国際協⼒機構農村開発部）

大臣官房 新名清志 海外技術協⼒官（国際部国際協⼒課）

木下博晶 課⻑補佐（同企画班）

服部孝郎 海外技術協⼒官（同企画班）

河⻄朝⼦ 分析係⻑（同企画班）

嶋田光雄 課⻑補佐（同国際開発機構班）

JIRCAS 松永亮⼀ ⽣産環境・畜産領域⻑＝検討会議⻑

飛田 哲 同主任研究員＝受託事業代表者

中村智史 同特別研究員

加納 健 プログラムディレクター（⾷料安定⽣産）

配付資料：①提案会プレゼン資料、②論点ポイント、③試験実施計画、④CARD総会資料

議事記録：

 議⻑により開会（14:00）

 自己紹介

 開会の挨拶（新名協⼒官）

本委託事業は既に4年間やってきて今年が最終年度、現地試験を実施してきた結果を踏まえて、農

家が活⽤可能な技術の確⽴を⽬指すとともに、普及のためのマニュアルを期待。TICAD V の⾏動計

画は、IVで提案されたCARD目標であるサブサハラアフリカのコメ生産の倍増を目指すことを確認。本

事業は CARD 対応としての農⽔省支援事業の一つとして位置づけているものであり、事業の成果が

農家に適切に普及され、CARD目標に貢献できるようになることを望む。委員の先生方からは有意義

な意⾒や議論を賜りたい。

 検討会の趣旨確認（議⻑）

本事業は、アフリカにおいて地域の在来資源を活⽤した⼟壌肥沃度改善技術の指針を作成し、コメ

増産に役⽴てるために実施しており、JIRCAS が受託し本年が５年⽬で事業全体の最終年度である。



外部有識者の⽅々からは忌憚のないご意⾒とご助言を頂き、事業の成就に活用させていただきたい。

 成果の概要説明（飛田、中村）

○ 質疑応答

（服部）サバンナ帯では天水低湿地を対象峒峘ਵ峑岬峵岶岝ఝ峑峙᪶᪵水田なのか？

（飛田）⾚道森林帯では灌漑水田という考えで良いと思う。⾚道森林帯では⽔路や畦により水のコン

トロールを実施している。

（岩谷）嵒嵛લ峕ି ৯峁峉৶峙？

（飛田）ガーナで試験を実施するにあたり、⼀年次にベースライン調査を実施した結果、水田圃場の土

壌は窒素だけでなく、リン欠乏であることも分かった。そこで地域で有用なリン資源として、隣国の

ブルキナファソのリン鉱石に注目した。

（岩谷）対象農家の規模は？

（飛田）稲作専業というわけではなく畑も含め、1~2 ha 位の農家を対象としている。

（岩谷）普及の前段階での試験とのことであるが、現地での普及につながりそうなガーナ政府の現

ষ崿嵕崘嵑嵈峙岬峵峘岵岞

（飛田）ガーナ政府としても普及プログラムはある。また、JIRCAS としても2年前に水稲作のマニュアル

を作成している。

（松永）৹ਪৌ峙৵峒岮岰岽峒峑ଐ岮岵？

（飛田）小農である。

（林）結果はよいが、その結果に対する説明がない。「なぜ」という視点が必要ではないか？

（飛田）現場での再現性を優先している。研究者として解決しなければいけないことも多いが、（この

事業ではなく）何らかの形で実施したい。

৲ෝ峼ء嵒嵛લ峘ਛী峙كق ෝ峒ૻ ຎ峃峵峕岝峼峓岰় 峹峅峐岮峵峘岵ء

（中村）ブルキナファソのリン鉱石はP2O5で25%のリンを含んでいる。圃場試験では、施⽤量を共にヘ

クタールあたりP2O5で270キロになるようにしている。

（吉永）稲わらの施用における具体的方策について教えて欲しい。

（中村）収穫直後や播種前の時点で鋤き込む等のオプションがある。

（吉永）৲ ৾ෝમ峘ෝ峕峎岮峐は、具体的なものがあるのか？

ৰ峕ৌ峁ٜٛكెૈق ০ফ২峘ୡ峘ହ峘র峕ল峐岹峵峘峑岝峇峘ৎඡ島峐岮峉峊岷峉岮岞

（林）牛糞峘ਹ৷峕ঢ়峁岝敷き藁など使っていないのか？

（中村）現地では、牛は放牧されるので牛舎の敷き藁はない。

（新名）今、リン鉱石が会場を回覧されているが、可溶性を高めるために焼成などの化学的૪৶峒

岬峹峅峐岝৶૪৶峼ਸ岲峐このような細かい粉状にしているものと思うが、粉砕器などの

機材は現地にあるのか？

（中村）ブルキナファソで購入時に既に粉砕されている。



 今年度調査計画の概要説明（飛田、中村）

〇 質疑応答（試験調査について）

N）とカリウム（K）であるが、サバンナ帯が少ないというこقတଖ岲峐岮峵峒岮岰ᄚಞكెق

とでよいか？また、Nは元肥か？

（中村）サバンナ帯の推奨量がより低い。Nに関しては、ヘクタールあたり60キロを元肥 30と追肥 30

で分けている。

（林）BPR（ブルキナファソのリン鉱石）のガーナでの価格は決まったのか？TSP（重過りん酸石

灰）との比較において経済性評価は重要であり、その計算に必要と考える。

（中村）現在、ブルキナファソでの価格を参考に経済評価を⾏っている。

（飛田）今後の課題として位置付けている。ブルキナファソのカウンターパートと協働して評価を⾏ってい

ければよいと考える。

〇 質疑応答（マニュアルについて）

？嵆嵉ఐ峘ਹ৷峕峎岮峐は載せないのかكق

（中村）少なくともピジョンピーは難しい。現地試験は⼟壌⽔分不⾜で失敗した。ササゲは試みつつあっ

たが、結果がともなっていない。

。使われないならもったいない話であるء৪峖岵峘ਹ৷峙峴岼峔岮峘岵كق

（中村）社経調査で農家に聞いたところであるが、脱穀と精⽶を同時にやるので、⽶ぬかのみの利⽤は

むつかしい。籾殻と込みの資材ということでご理解いただきたい。

（吉永）マニュアルのイメージは既に統合的なマニュアルがあって、追加的に提案された肥培技術を

足していくイメージか？

（⾶⽥）まずはオリジナルの独⽴したマニュアルを考えている。いずれ JIRCAS 作成の既存のマニュアルと

の統合を考える。

嵆崳嵍崊嵓峕峙ၟ峘峲岰峔峬峘岶ਏ岞ম岵峳峍峐ষ峍峐ਠ峑崌嵉嵤崠峴峼峁峉峳峓岰كق

か？

（飛田）漫画は検討する。現地の人が描いた漫画の方が食いつきがいいという話も聞いている。

（河⻄）マニュアルの配布先は、具体的にはどこを想定しているのか？

（飛田）州はもちろんであるが、MOFAの郡レベルの普及員を想定している。

（新名）崒嵤崲嵤崟崫崿峮ঽয়னਙ峼અ岲峵峒マニュアル作成委員会に現地のMOFAやSRIなど

峘ষ峮ଢ଼ਃঢ়岵峳のメンバーを入れるのはよい仕組みである。

（新名）マニュアルの内容にアゾラ（浮草の一種）が入っているが、これまでの試験期間において、

崊崦嵑峘ᄚಞಕચৡ峮ੜ༢্১峔峓峘ਫ਼ୈが十分でないという話があった。マニュアルでは

アゾラに関する記載内容はどうするのか？

（飛田）現地 C/P からもアゾラは是非マニュアルに入れたいという話があった。この事業とは別にデータも

あるとのこと。現地 C/P と相談して考えたい。

（嶋田）マニュアル配布先のレベルについて、提案された技術を「ঽী峑ਖ਼峁峐ਹ৷峑岷峵য」に渡



す場合と、「全て教えてくれという人」の場合と峑છ岷্ 峙౮峔峵岞ম嵆崳嵍崊嵓峘対象に応じた

内容を検討していく必要がある。

（飛田）できるだけ普遍的な事柄に基づいてマニュアルを作成したいが、そういう技術のみではないことも

事実で、ご指摘の通りと考える。留意して進めていきたい。

（嶋田）各技術の作業性峕ି ৯峁峐৹ਪੑ岶য়峐峳島峐岮峵峊岶岝受容性も踏まえてマニュア

ルをまとめることが必要ではないか？

（飛田）ご指摘の通りであると考える。作業時間等の検討については、JIRCAS 内の社経の専門家と

も相談している。

（嶋田）マニュアルに動画も含めないか？文字の読めない方にもアプローチできるのではないか。

（松永）マニュアル作成にあたっては、ここで得られ峉ਔৄ峼ਠ峑峘ౣૐ৩ভ峑ખ峁峐岮峉峊

きたい。

（飛田）承知した。

〇 質疑応答（技術普及のための活動について）

（岩谷）JICAの現地技プロとの協働は、お互いに裨益するものと考える。積極的に歓迎する。

ਧ崊崽嵒崓峘嵒嵛લ峘ሤோ峙Ꮣপなようであるが、投資が入ってそれが外に出てしまい域كق

ਹ৷岶岿島峔岮岝峔峓峒岮岰岽峒峙ೂ岻峐岮峉峊岷峉岮岞

（吉永）ブルキナファソ峑峘ઽ嵔嵁嵓峙峓峘ங২峔峘岵ء

（中村）７ｔくらいとれるのでかなり高い。そのため、リン肥効がマスクされている可能性がある。

（河⻄）ઽ岶岶峳峔岮峒岮岰結果については、ৰୡ፳ৃ峑峘ෝમ峘ੌ峩়峹峅峮ଠ峕峲峴岝

一概に数字だけで言えるものではないが、ষ嵔崻嵍嵤の観点から岝০ফ২の成果は技術導

入による収量増を期待したい。

（⾶⽥）もちろん努⼒はするが、事実に基づかざるを得ないのでご了解いただきたい。

（木下）要望だが、技術は使ってもらうことが大事。農家がインセンティブを持てるような普及活動を

お願いしたい。

（服部）展示圃場を設け普及につなげることになっている。来場者に分かるよう圃場に表示し、来場

岶ৄ峕ਟ峐岮峵写真も必要である。

（林）ブランチサイトを作る時にはどのようにしているのか？ড়ঽ峳岵ء

（中村）村の選択はカウンターパートによる情報を基に私どもが⾏うが、農家はボランティアで手を上げた

⼈を選んでいる。試験⾃体も、農家に対する指導も⾏っている。

（林）IITA での経験から、ড়ਸ峘ୡ峑峙岝ড়峘ঽ峔ਸが望ましい。ড়峕峲峵

ଵ৶峒ଢ଼嵔嵁嵓峑峘ଵ৶峼ૻ ຎ岿峅峵岽峒峑岝ੇ峘ଵ৶ਔ峼ৈ峫峵岽峒岶૭ચ峑岬峵峒

思われる。

（松永）いろいろとご意⾒をいただいているが、開発した技術を普及することは一朝一夕にできるもので

はない。実施者には限られたリソースと時間のなかで最⼤限の努⼒をしていただきたいが、⻑い⽬

で⾒ていただければ幸いである。



〇 質疑応答（その他の論点について）

（嶋田）ڬڭা峕崓嵉嵓嵤嵛峑ষ峹島峵৪会議では何か公表などしないのか？岽岰峁峉ਃভ峼ਹ৷峁

て事業成果を周知できるのではないか？

（加納）JIRCASからは理事⻑含め多くが参加する。その中で触れることも検討。

（飛田）本事業からはC/PのIssaka 氏（SRI）が参加する。

（服部）繰り返しになるが、仕様書にある技術の展示もしっかりやり、記録を残すこと。

（飛田）農家を対象としたon-farmでの説明会、看板の積極的利⽤など検討したい。

 その他連絡事項

 特になし

 議⻑により閉会（16:20）

（閉会後ではあったが、参加者の意⾒交換が⾏われた）



付属資料1-2

平成 25年度「アフリカの⼟壌肥沃度改善検討調査事業」

第 2回検討会

日時：平成 26年 2月 13日（木）14:00〜17:00

場所：農林⽔産省内 国際部第二会議室（6Fドア番号 656）

参加者：

外部有識者 林 幸博 教授（日本大学生物生産科学科）

吉永悟志 上席研究員（農研機構中央農研北陸農業研究センター）

中村貴弘 調査役（国際協⼒機構農村開発部）

大臣官房 木下博晶 課⻑補佐（国際協⼒課企画班）

木村吉寿 海外技術協⼒官（国際協⼒課）

JIRCAS 松永亮⼀ ⽣産環境・畜産領域⻑＝検討会議⻑

飛田 哲 同主任研究員＝受託事業代表者

加納 健 プログラムディレクター（⾷料安定⽣産）

配付資料：①開催要領、②本会レジュメ、③事業報告書要約、④WS記録（英文）、⑤リン鉱石に

関するJIRCAS 研究成果情報、⑥肥沃度改善マニュアル原稿、⑦公表論⽂の別刷

議事記録：

 議⻑により開会（14:00）

 自己紹介

 検討会の趣旨確認（議⻑）

 本事業は、JIRCAS が5 年間受注し本年が最終年度であり、担当者⼀同⼀丸となって、試

験調査ならびに成果物であるマニュアルの制作に取り組んできた。今回は最後の検討会となり

ますので、今後の成果の活用について外部有識者の⽅々からアイディアをいただき、開発・検

証された技術をCARD⽬標の達成貢献のために役⽴てたい。

 成果の概要説明と質疑内容

＜第Ⅰ章：序＞は特になし

＜第Ⅱ章：各種在来資材の施用効果＞について

 図 1は解釈しにくい。稲わらの投⼊量にしたがって収量が増えていない。

 単年度の試験で、農家圃場の結果なので、年次間で効果にバラツキはある。数年間の結果

を合わせて考察が必要と考える。



 稲わらはどのように施⽤しているのか？施⽤量を確保することはできるのか？

 収量が 3 トンにあがるので、生産される稲わらを全て返せば良い。半分を返しただけでも効果

はある。

 単純に、稲わらを⼊れると肥料を減らすことができる、という技術と考える。

 現地でKは律速していないが、稲わらの成分としてKが多いことを考えると、Kを半分返す技術とも

言える。

 ⾚道森林帯における技術では、鶏糞は重要な在来資材だが、⼿に⼊るか？どうやって堆肥化して

いるのか？

 クマシ近隣では養鶏が盛んで、鶏糞の⼊⼿は容易。鶏舎の床にオガクズを敷くので、鶏糞オガ

クズ堆肥はそれらを積んで作っている。

 図 2で、オガクズ燻炭の効果は、リン⽋を補っているように⾒えるが。

 オガクズ燻炭の中にPが含まれるのではなく、⼟壌に⼊れることによって物理性の改善と微⽣物

活性の向上から、不溶性のPが可溶化した可能性がある。

＜第Ⅲ章：ブルキナファソ産リン鉱石の直接施用試験＞について

 湛水条件では土壌が還元状態になり、リン鉱石可溶化のメカニズムを引き出している。水田ではリ

ン鉱石直接施用のメリットがある。

 本事業の成果の一つの柱になり得る。JIRCAS の研究成果情報としても取り上げる。

 TSP（化肥）の効果は即効性だが、リン鉱石は残効に優れている。複数年の効果を評価す

べきである。

 アフリカには低品位のため利⽤されていない鉱床が多くある。 本技術はアフリカの多くの地域で

利⽤されうる技術として期待したい。

＜第4章：コーティングとソーキング＞について

 コーティングもソーキングも苗の初期生育、根の張りを促す技術で、スターターとしてたいへん効果的。

必要な栄養素がピンポイントで供給され無駄がない。

 土壌は、砂質よりも粘土質の方がよいだろう。そういう土壌で効果的な技術。

＜第5章：社経調査＞について

 燻炭の材料となる籾殻を集められるか？

 農村の各コミュニティーに精米所がある。

 ⽶ぬかはよい肥料なので、籾殻と混じるのはもったいない。燻炭のクォリティも下がるのではないか？

 今ある精米所では米ぬかは分けられていないが、タマレの近郊にできるインド出資の大規模精

米所は、籾殻と米ぬかを分けるようである。

＜第6章：ワークショップとプロシーディングス＞について



 WSの様⼦は、写真と付属資料とでうかがい知ることができた。よかったものと思う。

 仕様書にはないが、プロシーディングスの発刊は、アカデミックな調査研究の成果としてJIRCASで実

施して欲しい。

 WS 後の農家圃場⾒学で、いろいろ試している技術の有効性を⾒ることができた。燻炭の効果がす

ばらしく、⼟壌の物理性が改善された結果だと思う。

＜第7章：マニュアルの作成＞について

 個々の技術について書かれているが、効果が最大となる組み合わせについてはどうか？体系化した

技術のマニュアルも必要ではないか？

 JIRCASが3年前に作成した既存の「稲作技術マニュアル」への統合を考えている。

 技術を要約して、農⺠に普及させる努⼒が必要ではないか？

 農家向けのFact sheet は、現地機関とも検討をして作成準備も進めている。

 総合討論

 （JICA中村調査役）ガーナはCARDのNRDS第⼀優先国であり、⾷糧農業省MoFAが策定

した戦略がある。この事業をMoFAと進めていることは、CARD目標への貢献への道筋として重要。

 MoFAのCARD担当者（作物サービス局）をカウンターパートとしている。

 （JIRCAS加納PD）本事業に関連したJIRCASの活動について。委員からも出された技術の体

系化という点に関しては、この事業で作られた技術をJIRCAS がガーナで実施中の「稲作振興プロ

ジェクト」で開発される技術と統合、体系化を図っていきたい。今年度は間に合わなかったが、次年

度のJIRCASの主要普及成果として取り上げられれば、現地での追跡調査も実施する。担当者か

らもあったが、JIRCASではCARDに照らして技術のインパクトを数値化することも検討している。

 （国協課⽊下班⻑）9 ⽉に現地で⾏われたWS に参加し、本事業の成果を直接⾒ることができ

大変よかった。近くにJICA の試験サイトがあって、それぞれで開発された技術が補完できばよいと思

う。マニュアルは作って終わりではない、技術の普及のための活用法を検討する必要がある。

 （同）国会議員の方からも、成果を数値化してわかり易くして出すように言われている。

 （JICA中村調査役）情報として、ガーナの技プロは9⽉に終了する。新プロの準備が6月から開

始される。JICA プロとの連携はどうか？

 同じコミュニティーでサイトを共有する例もあり、現場では専⾨家同⼠の情報交換を⾏ってきた。

上のレベルでの合意には至っていない。

 （同）この事業のCARD への貢献を示す意味で、MoFA に対しマニュアルのForeword の中に

CARDやNRDSの文言を入れさせてはどうか？また、マニュアルの表紙にCARDのロゴが入っている

が、CARD事務局の⾥⼭さんに了解を取った⽅がいい。

 （国協課木下班⻑）農⽔省が序⽂（Preface）を書くのは問題ない。



＜この5年間の感想＞

（吉永委員）現地での試験を困難の中で実施し、これだけの技術をまとめあげた。たいへん頑張ったと

思う。

（林委員）開発された技術が農家に利⽤されるように今後とも努⼒して欲しい。マニュアルに⽰された個

別技術が最大の効果が得られるように体系化されことを期待したい。

議⻑により閉会（17:00）
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