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平成２６年度  海外農業農村地球環境問題等調査事業 

アフリカ稲作普及促進整備調査 報告書（概要） 

 

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター 

 

1 調査事業の概要 

1.1 目的 

コメは熱帯作物であり、水があればアフリカのほとんどの地域で栽培することが可能

であるため、アフリカにおける今後の食料増産及び貧困削減に関し重要な穀物である。

コメはアフリカにおいて年々消費量が増加している。一方、コメの生産は天水に頼って

栽培していることが多いため、生産量が消費量の増加に追いついていないのが現状であ

り、アジア、北米等からの輸入量が拡大している。 

このため、本調査は、アフリカで生産の拡大が期待されているコメについて、アフリ

カ諸国に効率的かつ戦略的に稲作を普及させ、TICADⅣ（第４回アフリカ開発会議）に

おけるコメ生産倍増計画の達成に貢献し、もって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。 

1.2 内容 

本調査は、サブサハラアフリカを対象として、中小規模ため池等の農業用用排水施設

を利用する水田適地の選定、容易かつ短期で造成可能な中小規模ため池等の築造技術、

水管理改善の手法を確立するものである。 

 

2 調査実施方針 

本調査を開始するにあたり、ため池整備に関して以下のような方針を策定した。 

(1) ため池に期待する効果 

 追加的な水手当を行うことにより単収が増加する 

 追加的な水手当を行うことにより単収が安定する 

 追加的な水手当を行うことにより作付面積が増える 

(2) 想定するため池の規模 

 堤高３ｍ以下（農家の技術で築造・維持管理が可能な高さ） 

 受益面積10ha以下  

 ため池を利用し、稲作を行う受益農家は複数 

(3) 想定するかんがい内容 

 収穫量に大きく影響する幼穂形成期から穂ばらみ期の補給かんがい 

 

3 平成26年度調査結果 

3.1 適地選定 
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3.1.1 ため池を利用した水田適地選定 

(1) ため池を利用した水田適地の条件 

「ため池を利用した水田の適地」とは、「ため池から見た適地」、「水田から見た適

地」、「かんがい可能地」の条件を満たしている地域である。 

(2) 水田から見た適地（「一期作から二期作にする」） 

「一期作から二期作にする」水田とは、一期作を行うのに十分な水の確保はできるが、

二期作目（小雨期）に十分な水が確保出来ない場所である。 

(3) 水田から見た適地（「一期作における栽培上重要な時期の不足分を補う」） 

補給かんがいを実施するための、ため池の水を利用した水稲栽培（かんがい稲作）は、

自然状態で水稲栽培に必要な水が確保出来ない場所で実施する。このため、自然状態で

水が確保出来る場所（河川から直接取水、湿地）は適地とはならない。 

(4) ため池から見た適地 

1) 潜在的農業用水利用可能量 

ため池は、自然条件的、社会条件的にかんがいに必要な水が貯水（利用）できる場所

である必要がある。また、ため池の水を慣行的に農業以外（他用途）に利用している地

域では、他用途との優先度や他用途の必要水量を総合的に検討する必要がある。 

2) 築造材料が容易に調達可能な場所 

ため池築造において材料（土など）が容易に入手できない（もしくは搬入できない）

場所では建設コストが押し上げられ、経済的に不利となる。 

(5) かんがい可能地 

ため池の水は、経済的な観点からため池と農地（水田）の位置関係（高低差や距離）

により、かんがい可能地に制限がある。 

(6) ため池を利用した水田適地 

上述のように、ため池を利用した水田適地は「ため池から見た適地」と「水田から見

た適地」のいずれの条件も満たしている場所で、かつかんがい可能地である。 

 

図3.1.1 ため池から見た適地      図3.1.2 ため池を利用した水田適地 

 

3.1.2 適地選定のための水収支の試算 

ため池を利用した水田の適地を選定するにあたっては、ため池の現状の水利用を考慮

した上で、開発可能性を検討することが重要である。開発可能性の検討にあたっては、

既存（もしくは新規）のため池が将来的にどのような貯水量変化となるのか把握する必
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要がある。そこで、実証調査対象地の既存ため池（ダッグアウト1）を例にとり、計算

貯水量を試算した。また、計算貯水量の算出に用いたデータと算出式からダッグアウト

の流入と流出を算出した。 

 

3.2 ため池築造技術の開発計画 

3.2.1 築造技術開発方針  

本調査では、容易かつ短期間に建設できるため池築造技術を開発することを目標とす

る。なお「容易かつ短期」とは以下のように定義する。 

a) 築堤技術の改良により、現地で実施されている既存技術より工期短縮又はコスト

を縮減したため池 

b) 貯水効率の向上により、従来より小規模なため池  

3.2.2 親子ため池 

(1) 親子ため池概要 

ガーナ国北部州タマレ近郊のダッグア

ウトでの水収支調査結果から、雨期の満

水位到達以降は余剰となった貯水が下流

に流出していることが明らかとなった。

現況では既設のため池の貯水を直接稲作

に利用することは生活用水等の水需要と

の競合から難しいが、余水吐からの流出

水であれば競合なく利用できる。このた

め、流出分を貯める池（子池）を設置し

た。 

(2) 新規ため池(子池)の漏水調査 

子池を建設した場合の漏水状況を把握するとともに、その対策を検討するために子

池建設場所の直近に漏水調査を行うためのピット（1m×2m×2m（深さ））を掘削した。

ピットは無処理のもの、底にダッグアウトの泥を入れたものを準備し、漏水量の比較

を行った。試験の結果、日平均の水位降下は双方とも 1～3㎝であった。 

(3) 堤体・子池法面侵食対策 

堤体は雨滴もしくは流水による法面の侵

食が発生する。これを防止するためには、

法面を物理的に覆うことが有効である。本

調査においては、法面を覆う手段として北

部州の民家の屋根に利用されている草（以

降：屋根材）を利用することとした。今後、

侵食の状況を確認し、屋根材の効果を測定

                            
1 堤高2m、堤長100m程度の皿池の一種であり、取り入れ口や水路といった付帯構造物を持たない。 

写真3.2.1 子池全景 

写真3.2.2 屋根材による法面侵食対策 
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する。 

(4) 子池法肩侵食対策 

掘削後の法肩は侵食により崩壊しやすい。このため、法肩の保護として、現地で侵

食防止に利用されているベティバ（Chrysopogon nigratana）を植栽した。今後、活着

率および法肩の安定化についてモニタリングを行う。 

3.2.3 土のうによる築堤 

土のうを用いた越流を可能とする築堤技術を開発することで堤防の耐久性を向上で

きる可能性があると考えられ、「越流許容型ため池工法」(設計施工技術資料)を参考と

した。 

同工法は、①人力主体の施工技術、②現地資材を活用、③土のうとセメント固化処

理土（ソイルセメント）を利用、という点においてガーナでも適用可能と考えられた。

これをふまえ、現地発生土（中詰め材）及び土のう袋として使用可能な袋について調査

した。 

(1)現地発生土に関する調査、試験 

実証調査対象地において土壌サンプルを採取し、①液性限界、塑性限界試験、②締固

め試験、③粒度試験、④三軸圧縮試験、④一軸圧縮試験（現地の土壌とセメントを混合

した供試体）、を実施した。 

(2) 現地で入手可能な土のうとして使用可能な袋 

中古品の袋の価格について調査を行った。これらの袋は農村部で一般的に使用され

ており約 4～5ヶ月程度で劣化、損傷が進行することが確認できた。 

(3)土のう積み堤体越流試験 

土のう積み堤体（洪水吐）試験地を KNUST（エンクルマ大学）の農業試験場内とし、

通常の土盛りのみで構築された洪水吐及び土のう積み洪水吐（上下流法面、下流法面

のみに土のうを設置する 2ケース）を試験することとした。また越流試験にあたり設

計洪水流量を算定するため関連する資料を収集した。 

 

3.3 かんがい施設の維持管理及び水管理 

ガーナ国北部においてダッグアウトの水を稲作に利用するための維持管理・水管理手

法開発のため、①ガーナ国北部の大規模なため池における、維持管理、水利用調整の先

行事例から、ため池の水管理に参考となる知見を得るための先行事例調査、②実証調査

対象地のダッグアウトにおける水利用の内容を把握し、水利用調整の基本条件を考察す

ることを目的とした水利用者調査、③実証調査対象地のダッグアウト周辺農地における、

畔を利用した用水管理の状況を把握し、導入する技術の妥当性を検討することを目的と

した天水稲作ほ場の湛水状況調査を行った。 

3.3.1 先行事例調査 

ガーナ国アッパーイースト州の大規模なため池を対象に、貯水や施設の管理に関す

る先行事例調査を行った。調査対象としたのは、貯水が稲作にも利用されており、且

つ水利用者組合（WUA）が設立されているため池 3基（Binabaため池、Dasabligoため

池、Dolongoため池）である。調査では、各ため池の構造物、かんがいほ場を視察し
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た後、WUAの幹部（4-6名）と他の貯水利用者（2-3 名）を集めてフォーカスグループ

ディスカッションによる聞き取りを行い、WUAの来歴やメンバー構成、貯水の利用調

整、施設の維持管理、資金徴収などについて質問した。 

3.3.2 水利用者調査 

ため池の水を利用した稲作を導入するにあたっては、生活用水、家畜用水、その他

農業用水等の利用との競合が起きないようにする水利用調整が必要となると考えられ

る。このため、実証調査対象地におけるダッグアウトの水利用の内容を把握し水利用

調整の基本条件を考察することを目的に、水利用者調査を行った。 

3.3.3 天水ほ場用水管理調査 

天水稲作ほ場における畔を利用

した用水管理の状況を把握し、導入

する技術の妥当性を検討することを

目的として、畔の利用と水管理に関

する聞き取り調査及び湛水深観測を

行った。その結果、調査対象とした

住民が水管理の有効性を認識し、ま

た湛水深を調整していることが分か

ったことから、本地域において稲作

に補給かんがいを導入し用水管理を行うことは、農業者にとって受け入れ可能な技術

であると考えられる。 

 

3.4 技術や手法が普及するための条件：ベースライン調査 

3.4.1 実証対象村および周辺 2村におけるセンサス調査 

平成 26 年度は、新技術の有効性検証の準備段階として、実証調査が直接・間接に影

響を及ぼすと予想される 3 村（Nwogu, Mbanayili, Kpilo）を対象にコンパウンド 2

を単位とするセンサス調査（約 350コンパウンド）を実施した。 

総農地面積は約 640 ha、トウモロコシ 300 ha(46%)、コメ 130 ha(20%)、トウガラ

シの 110 ha(17%)の 3 作物で全体の 8 割を占めている。トウモロコシが主に自家消費

目的で栽培されているのに対して、トウガラシは販売が主、コメはその中間といえる。

作物の立地に関しては、トウモロコシとトウガラシは自宅の近くで栽培される傾向が

強いが、コメは主に集落から比較的離れた雨期に湛水する低地で栽培されている。 

3.4.2 稲作農家詳細調査 

 平成 26年度に稲作を行った約 150コンパウンドに対しては、追加的に経営詳細調査

を実施した。主な調査項目は、①ほ場ごとの栽培歴、輪作・不作付けの場合はその理

由、②投入資材、③収穫量と仕向先、④作業ごとの労働投入、雇用労賃、⑤稲作技術

などである。センサス調査と稲作調査結果の詳細分析は、平成 27年度の前半に実施予

定である。 

                            
2 ガーナ国北部ダグンバ族で一般に見られる住居単位で、単一もしくは複数世帯から構成されている 

写真3.3.1 ため池の水利用（生活用水） 
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3.5 農民、行政職員への技術支援及び研修の実施 

本調査の結果はマニュアル等でとりまとめられることとなる。マニュアルは想定され

る利用主体が不自由なく利用できる必要があるため、本調査のコンポーネントの一部を

農民や行政職員（普及員など）に実施してもらい、手順や指導方法について検証を行う

こととした。このため以下の項目についてマニュアル利用主体と共同で実施した。 

① 実証調査における施工管理（行政職員）と直営施工（村民） 

② 収量調査（行政職員と農民） 

 

3.6 北部州における実証調査 

3.6.1 実証調査方針 

北部州実証調査では、親池の無効放流分を子池に貯水し、子池の貯水を利用した補給

かんがい稲作を実施し、関連技術の検証を行う。平成25年度には実証調査を実施するサ

イトの選定を行い、平成26年度には、北部州実証調査対象地における地元合意形成、実

証調査を行うための測量設計、基盤整備、ベースライン調査等を実施した。実証調査に

おける検証項目は、以下の通りである。 

 

 

なお、実証ほ場における水稲栽培方法は、JICA技術協力プロジェクト（天水稲作持続

的開発プロジェクト：2009年～2014年）のマニュアルをベースにJIRCASアフリカ稲作振

興プロジェクト（2011年～ ）で開発中の技術も反映する。 

3.6.2 実証調査実施に至る地元合意形成 

実証調査を円滑に進めるために、北部州食料農業局、郡事務所および地元（Nwogu村）

と打合せを行った。打合せは6月から11月まで合計10回実施した。 

3.6.3 事前調査 

(1) 実証調査参加農家調査 

実証調査参加者についてセンサス調査の結果を整理した。年齢は24～66歳で就学年数

も0～15年と幅があり、特に若年者や学歴の高い者が選ばれたわけではないが、農民組
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織への参加や役職についているものが多く、村の中で比較的社会的地位の高い者が選ば

れたと推察される。経営規模も1～5.2haと幅が大きいが、Nwogu村全平均の約1.6haを上

回るコンパウンドが多い。 

(2) 実証ほ場周辺の収量調査 

実証調査予定地周辺における現況のコメの収量調査を全量調査で実施した。調査はほ

場ごとの面積の測定（GPS）、その後そのほ場における収量の確認により行った。農家

数は18戸、平均収量は2.87t/haであった。 

3.6.4 ため池、ほ場整備の測量設計 

(1) 子池の測量設計 

1) ほ場用水量とため池の規模 

2haのほ場に9月に補給かんがいを実施するためには、子池の規模がどの程度必要で

あるか検討した。減水深を20mm/day、かんがい効率90%、湖面蒸発を6mm/day、漏水量

を0.086×水深(m)mm/day（泥の厚さを10㎝）、7日間断かんがいとした結果、ため池

の容量はおおよそ5,000m3必要となった。子池の形状は50m×50m×2mとした。 

2) 子池の測量・設計 

子池建設のため、子池建設予定地の測量（座標と標高）を実施した。測量結果に基

づき子池の設計を行った。子池建設予定地はコメの栽培を行っているため、コメの収

穫後から子池の建設に取りかかるこ

ととした。 

3) 漏水防止工 

子池は雨季に水が集まる場所では

ないので、比較的透水性が良い場所で

あることが予想されるため、子池の漏

水対策を行うこととした。漏水防止対

策として湖底泥を利用して、底面を改

良することとした。改良厚は漏水量と

かんがい可能面積の関係から10㎝と

した。 

(2) ほ場整備区域の測量・設計 

1) ほ場整備区域の詳細測量･設計 

概略測量･設計結果に基づきほ場整備区域の20mごとの詳細な測量を実施した。ほ場

は12に分割（農家10戸＋試験ほ場2プロット）することとした。 

2) 畦畔 

畦は貯水と外部からの流入防止（湛水防止）の機能が必要である。本調査地域では

急激な雨が降る（平成26年度は最大で90mm/hr）ため、降雨により侵食されていくこ

とを考慮に入れて高さは50㎝とした。 

3) 表土扱い 

現地の水田整備では一般に表土扱いはされない。このため、技術の普及という観点

から、試験ほ場（表土扱い20cm）を除き表土扱いは行わないこととした。 

写真3.6.1 漏水防止工の施工 

（地元住民参加） 
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3.6.5 ため池建設とほ場整備 

(1) ため池建設 

実証調査で利用する子池の建設は、子池建設予定地のコメの収穫を待って、11月から

開始した。子池の掘削にはバックホウを利用して民間施工業者が実施した。また子池は、

貯水時に池に落ちると危険であるため、池の周辺は、子供や家畜が侵入できないように

防護柵を設置した。 

(2) 水路・ほ場整備 

水路は持続的な利用を図るため、供用

開始後に農民グループにより維持管理を

行う。このため、水路の建設は、農民に

よる直営施工とした。水路は掘削場所を

示すための丁張りをJIRCASが設置し、土

工定規を渡し、農家により施工管理が出

来るようにした。また、ほ場整備は、そ

れぞれのほ場の仕上がり高さほ場の4隅

にJIRCASが杭で明示し民間施工会社がブルドーザやグレーダーで整備した。施工は2月

から開始したが、現地では乾季であり、土壌が極めて乾燥していた。このため、盛土区

間は散水を行わなければ鎮圧できない状況であった。乾季の水は現地の住民にとって重

要である。このため、今後ほ場整備を行う際には、雨季の初期（4～5月）に行った方が

良好な仕上がりになると考える。 

3.6.6 水管理に係る合意形成 

ため池の水を持続的に管理するため

には、関係者間の話し合いの場を設ける

こと、十分な納得を得られるまでの話し

合いの実施、役割分担の明確化が必要で

あると考えられる。これらを念頭に、水

利用と維持管理に係る合意形成に向けた

活動を行った。 

 

3.7 アシャンティ州における実証調査 

(1) 実証調査方針 

北部州での方針は、安定した1期作の実現である。一方アシャンティ州（赤道森林帯）

では雨季が二回あり、二期作が可能である。しかし場所によっては二回目の雨季（小雨

期）の降水量が十分でないため二期作ができない。このため、小雨期における二期作実

施のための補給かんがいを目指す。 

(2) 築造技術開発方針 

アシャンティ州において検討するため池は掘り抜き型とし、基本的に1戸の農家（も

しくは1ほ場）に1基のため池を整備することとする。かんがい水量として北部州と同様

の300mm/monthが必要であるとすると、深さ2mのため池を掘るとした場合、ため池面積

写真3.6.2 住民参加による水路建設 

写真3.6.3 ため池管理委員との協議 
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の6倍の面積にかんがいが可能となる。なお、反復利用やかんがい期の無効流量を加味

するとかんがい可能面積は広げられる可能性がある。このため、水利用方法について今

後検討を行っていく。 

 

3.9 国内検討委員会 

効果的な調査の実施のため、有識者からなる検討委員会を設置した。6月30日に第１

回、1月28日に第2回の国内検討委員会を開催した。また11月には委員による現地調査を

実施した。 

 

4 次年度の計画 

4.1 技術開発 

4.1.1 適地選定 

 降雨イベントに対する計算貯水量の変動を表現するため、地表流出に影響を及ぼすと

思われる降雨の時期や先行降雨との間隔を調査し、その影響を踏まえたCN値3の決定を

する。また、集水面積や土地利用等の現場条件が異なる他のダッグアウトにて、水収支

式を用いた計算貯水量の算出を行い、再現性の検証を行う。 

4.1.2 水資源開発 

 ガーナ国北部では貯水量不足あるいは生活用水などの他の水需要との競合のため、た

め池の水の農業への利用がされていない。また、これまでの調査からため池の構造上の

問題点として①洪水吐及び堤体の破壊、②ため池底面、側面からの漏水、③流域からの

堆砂、湖面からの蒸発による貯水量減少、などが明らかとなっている。このため、平成

27年度はこれらの問題を解決するための技術について、室内及び屋外での試験結果を元

にその有効性や実施可能性の検討を継続する。具体的には土のう、ソイルセメントを利

用した築堤、堤体の延長（嵩上げ）、植生を利用した堤体法面侵食対策、堆砂対策、浚

渫土を利用した漏水対策等を対象とし、現場での試験からデータを収集し実用化に向け

た評価、課題の分析を行う。 

 

4.2 北部州実証調査 

4.2.1 水資源開発 

子池においては、機能を適切に発揮させることが必要となるため想定される課題に対

                            
3 Curve number,日直接流出量をSCS Curve number methodで求める際に用いる値 

委員 

山路永司（委員長）：東京大学大学院新領域創成科学研究科 国際協力学

専攻教授 

小林宏康：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究

所農地基盤工学領域 領域長 

櫻井武司：東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 

堀野治彦：大阪府立大学大学院生命環境科学科 教授 
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する対策の検討を行う。具体的には、盛土侵食防止対策、水位変動に伴うため池法面影

響調査、ため池法肩対策、漏水対策に関する調査を行う。またほ場においては代かきを

行わないことから土壌浸透性（漏水対策）に関する調査を行う。 

4.2.2 水管理 

実証調査では、かんがい稲作に必要となる用水管理、維持管理活動について、JIRCAS

から技術情報を提供したうえで子池管理委員会、実証調査参加者の合意を形成してから、

実証調査参加者による実際の栽培、水管理活動を開始する。これらの合意形成過程と、

実際の活動過程をモニタリングすることにより、水管理の実施可能性と持続性を分析、

評価する。 

4.2.3 栽培 

農家は、（補給）かんがい稲作の経験がなく、営農（栽培）指導を行う必要がある。

このため、営農指導はSARI（サバンナ農業研究所）と普及員が連携して実施することと

する。補給かんがいの効果を検証するため、実証ほ場に設定する試験ほ場において、補

給かんがいありとなしの試験栽培を実施するほか、播種時期の違いによる雑草抑制効果

について検証を行う。また、秋起こしの効果についても検証を行う。さらに、補給かん

がいに適した品種の選定のため、いくつかの品種の栽培試験を実施する。 

4.2.4 普及条件 

 技術が周辺に普及する可能性があるのかを検討するため、以下の調査を実施する。 

①実証調査村および周辺2村におけるベースライン調査の分析 

②対象地域3村稲作調査の継続 

③実証調査参加農家栽培記録 

④バリューチェーン調査 

⑤学校給食調査 

 

4.3 アシャンティ州の実証調査 

平成27年度は、村において地元説明会を開催し、参加農家を決め、二期作目の補給か

んがいが実施できるようにため池の建設を行う。このためため池の規模、設置場所、水

利用調整の必要性について検討するほか、農家経営ベースライン調査を実施する。 

 

4.4 基礎調査 

必要に応じ、ため池築造に関する設計、施工及び補修に係る情報収集の継続、またた

め池における稲作以外の利用（野菜作や養魚など）の実態を調査し、利用拡大の可能性

を検討する。 
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