
アフリカ水資源利用効率化調査 業務成果概要 

 
Ⅰ．調査事業の概要 

Ⅰ-ⅰ 背景 

サブサハラアフリカにおいて、コメの生産量は消費量より少なく、アジア、北米等からの輸

入量が年々拡大している。コメの増産を図るために、CARDでは栽培環境別（かんがい、天

水、畑地）に取り組みを行うこととしている。このうち、かんがいについては、規模の大きな

かんがい水田開発が日本をはじめとした援助国により実施されているが、かんがい用水が末端

まで届かず、計画した面積にかんがいできない事例がでてきている。 
計画した面積にかんがいができない要因は、水の運搬経路別に水源、取水施設、水路、ほ場

に分けられる。これら経路別にその要因と対策について検討し水資源利用の効率化のためのマ

ニュアルを作成することは、効果的な援助や効率的な水資源の利用、ひいてはアフリカにおけ

る食糧の安定的な供給に貢献する。 
 

Ⅰ-ⅱ 目的 

本事業は、アフリカのかんがい稲作地域における水資源の利用の効率化を通じて、コメ生産

の拡大による安定的な食料供給を図り、もって、TICAD IVにおいて採択された「ナイロビ実施

計画」における生産性と強靱性の改善による食料安全保障の推進等、TICADにおいて打ち出さ

れた目標、コミットメントのフォローアップに貢献することを目的としている。 
 

Ⅱ．調査実施方針 

Ⅱ-ⅰ 全体計画 

かんがい用水が末端まで届かず、計画した面積にかんがいできない要因は、かんがい用水の

運搬経路別に、水利施設レベル（水源、取水、幹線水路）とほ場レベルそれぞれに課題がある

と考える（図Ⅱ-1）。また、水管理・施設管理体制にも課題があると考える。 
本調査では、これらの課題について明らかにし、その要因を分析して、解決策を検討する。

解決策については、モデル地区において実証調査を行い、解決策の妥当性について検証を行

う。 
具体的には、１）水利施設レベルにおいては、水源レベルとして、上流域の土地利用の変化

や社会状況の変化に伴って河川流量の変化が生じていないか、また計画当初見込んでいた取水

量が確保できているかについて、取水レベルについては、取水施設の機能低下や水利権量の変

降雨・土地利用・水利
用環境・ 
流域界 

機能低下、 
水利権量 
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節水栽培 

図Ⅱ-1 大規模かんがい施設の運搬経路別課題 



2 
 

更などにより計画どおり取水できているかについて、幹線水路レベルについては、漏水や水路

粗度の変化等により輸送効率が変化していないかについて分析し、対策を検討する。２）ほ場

レベルについては、工学的手法や節水かんがいなど水を効率的に利用する方法について検討す

る。３）水管理・施設管理については、体制・運用上の課題を、農業者と水管理組織の関係、

水管理実施に対する水利用者の認識等の面から分析し、対策を検討する。さらに、４）開発し

た技術や手法が普及するための条件についても検討する。５）これらの成果については、実証

調査において技術の妥当性を検証する。最後に、６）マニュアルとして取りまとめる（図Ⅱ-
2）。 

 
Ⅱ-ⅱ スケジュール 

本調査の5年間のスケジュールは表Ⅱ-1表 2.2.1に示すとおり。 
表Ⅱ-1 調査全体スケジュール 
    H29 H30 H31 H32 H33 

基礎調査 現況調査                    
要因分析                     

水利施設 対策の検討・改良                     
実証調査                     

ほ場 
工学的手法の検討・改良                     
節水栽培の検討                     
実証調査           

水管理体制 対策の検討                     
実証調査           

実証調査 
現況調査                     
地域選定                     
実  施                    

普及条件 技術ニーズ把握                     
経営評価                     

マニュアル           素案  案  成案  
研修 水路、ほ場、水管理           

 

基  礎  調  査 
アフリカにおける水利施設や水管理の現状把握、課題の抽出 

水  源 

取水施設 

水  路 

工学的手法 

節水かんがい 

水管理 

施設維持管理 

取水施設 ほ  場 水管理・施設管理 

実証調査 

マニュアル （技術編、栽培・水管理編） 

水利組織・家

計調査 

開発技術の適

用可能性評価 

図Ⅱ-2 調査の枠組み 
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Ⅱ-ⅲ 平成29年度の調査スケジュール 

本年度の調査スケジュールは、表 2.4.1Ⅱ-2に示すとおり。 
表Ⅱ-2 平成29年度の調査スケジュール 

  ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

1.基礎調査                         

 現況調査                         

要因分析                         

2.水利施設                         

3.ほ場                         

4.水管理体制                         

5.実証調査                         

6.普及条件             

7.外部検討委員会   
 

            
 

○      

8.JRA準備     
 

            
  

  

 
Ⅱ-ⅳ調査の実施体制 

本調査を担当した職員は、表Ⅱ-3 のとおり。 
表Ⅱ-3 調査実施体制 
担当 氏名 略歴（資格） 

総括・水利施設 廣内 慎司 海外調査業務、博士（緑地環境）、JICA開発調査、技術士（農業部門） 
水利水文 廣瀬 千佳子 海外調査業務、技術士補（農業部門） 

維持管理 内村 求 海外調査業務 
水管理 岡  直子 海外調査業務、JICA開発調査、技術士（農業部門）、一級土木施工管理技士 
経営分析 横山 繁樹 海外調査業務、JICA長期専門家、国際研究機関、修士（農学） 
栽培 柳原 誠司 海外調査業務、国際研究機関、博士（農学） 

 

Ⅲ．平成29年度の調査結果 

Ⅲ-ⅰ 基礎調査 

基礎調査を実施した地域は表Ⅲ-1のとおり。 
表Ⅲ-1 基礎調査の現地調査地区 

 

Ⅲ-ⅱ 実証調査対象国の選定 

本調査は、大規模かんがい施設におけるコメの増産を目的としている。このため、調査対象

国は以下の条件に基づいてタンザニアに選定した。 
１）コメの生産が多い、２）コメの輸入が多い、３）コメの消費が多い、４）かんがい面積

が大きい、５）CARD 第1グループ、６）治安の悪い国は除外、７）日本のかんがい開発が実

地区名 受益面積 農家数 取水源 整備年 国 

ボンタンガ 333ha（水田）、162ha（畑） 525 ダム 1987 ガーナ 

ンゴマ 35ha（水田）、265ha（畑） -  ダム 2016 ルワンダ 

ルワマガナ 90ha （水田なし） 485 ため池 1980年代 ルワンダ 

Kabuye 250ha 不明 河川 2017 ルワンダ 

Ruambi 850ha（うち水田650ha） 1,647 河川 2011～14 ルワンダ 

ショクエ 23,000 ha -  河川 2001（改修） モザンビーク 

ローアモシ 1,100ha（水田）、1,200ha（畑） 3,700 堰 1984～87 タンザニア 

バガモヨ 72ha 120 ポンプ 1995～98 タンザニア 

マハンデ 170ha 250 堰 2008（改修） タンザニア 

ヌドゥング 680ha（水田） 964 堰 1988～90 タンザニア 
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施 
 

Ⅲ-ⅲ 実証調査対象地区の選定 

実証調査対象地区を選定するに当たっては、以下の選定基準で調査対象地区をローアモシ地

区、マハンデ地区に選定した。 
１）日本の援助で実施したスキーム、２）交通のアクセス、３）改修が予定（もしくは直近

で施工済み）されていない地区、４）ハードの共通した課題が多くある地区 
 

Ⅲ-ⅳ 水利施設 

１）水源レベル 
 複数の既設かんがい地区にて、用水が確保できているか事業参加者や地区の管理者へ聞き

取りした結果、調査したほぼ全ての地区で用水が不足していると回答を得た。同時に、「水

源」の変化についての意見を聞いたところ取水地点における水量の減少や、渇水・洪水の発生

回数の増加という回答が上がった。 
そこでここでは、実証調査地区の現在の水源（河川）が当初設計時に計画された取水量を満

足する流量であるか、を確認することを目的としている。河川流量の減少が確認された場合は

その要因を明らかにし、対応策について検討する。 
２）取水施設レベル 
アフリカに限らないが、河川に堰を設けその上流から取水する場合、堰上流に砂が溜まり、

これが取水ゲートに達することにより取水可能量が減少しているケースがある。 
堰やゲート本体（ハード）の機能低下については、今年度の調査では事例はなかった。ま

た、水利権量の変化などのソフト的側面については、今年度は調査できていない。いずれの項

目も次年度に継続して調査を実施する。分岐工については躯体コンクリートに亀裂や摩耗が認

められるケースがあった。また、分岐工下流に流れの変化や射流による侵食が見られた。これ

らは、適期に対処しなければ輸送効率が落ち、用水の利用効率も落ちることとなる。 
３）水路レベル 
 現地の幹線水路は、パネルで法面を保護しているものが多い。このパネルは、パネルとパ

ネルの隙間を埋める目地に何らかの理由で亀裂が入り、雑草が繁茂することで、パネルの脱落

につながっているものが見られる。パネルが脱落することにより水路の法面は直接流水にさら

されることとなり、法面が侵食され、水路機能は低下する。 
 また、水路法面コンクリート天端近くや水路底版にクラックが発生しているケースが見ら

れる。このうち、水路天端付近に見られるクラックは、水路機能には直接影響を及ぼすもので

はないと思われる。天端付近にクラックが見られる原因として、嵩を上げるためにコンクリー

トを打ち継いだが、継ぎ目の処理が不適切であったことからクラックが入ったものと考えられ

る。将来的にはクラックが大きくなり、崩壊することにより背面の土砂が水路に侵入すること

が考えられるため、クラックの処理（モルタルなどで埋める）は必要である。 
 一方、水路底面に入るクラックは、水路両側から土圧がかかったことが考えられる。これ

は側面を先に施工し、後から底面にコンクリートを打設することにより発生しているものと考

えられる。 
また、水路底版のコンクリートが摩耗し、骨材が見えているものがある。これは長期使用に

よる劣化であるが、流水に細砂が多く含まれていると劣化の進行は早くなる。 
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場所によっては、水路からの漏水があることにより水路背面の法面（盛土部）が崩れている

箇所が見られる。漏水することにより、水利用効率は落ちる。また背面の崩壊も拡大し、水路

構造物自体にも悪影響を及ぼす。このため、漏水場所の特定と、漏水対策を実施する必要があ

る。 
 

Ⅲ-ⅴ ほ場レベル 

１）ほ場基盤レベル 
ほ場基盤レベルの課題としては、「畔や田面からの漏水」と「水田の均平化が図られていな

い」ことが考えられる。 
畔や田面からの漏水については、現地で観察してすぐに分かるものではない。しかし現地の1

ほ場（ローアマボギニ）で確認（7月）したところ、日あたり減水深は5cm程度あった。このた

め、ローアモシについては、かなり減水深が大きいことが考えられる。減水深（漏水）がどの

程度であるかについては、減水深調査の結果を基に課題の整理を行っていく。 
ほ場の均平度についても、現地で一見するだけではその評価は難しい。このため、今後レベ

ル等を用いて実際の均平度について確認する必要がある。また、均平度が悪いとほ場に水が均

一に行き渡らず、収量にばらつきが出る。このため、均平度や収量のバラツキについて現地調

査を実施し、その結果を元に課題の整理を行っていく。 
２）節水栽培 
二期作区域の圃場におけるSystem of Rice Intensification （SRI）や間断潅漑（Alternate Wetting 

and Drying; AWD）といった節水栽培について、農家による実践の実態は明らかにはできていな

い。マハンデおよびローアモシの水田圃場の土壌は比較的粘土質で、湿潤状態から乾燥した際

には収縮して亀裂が入り、圃場の水もちが悪くなってしまう。また、二毛作区域の圃場では、

トウモロコシのように根が地中深く伸びる作物の場合は地上部収穫後も根は地中深く残る。そ

のため、次作のかんがい稲作では代掻きをしっかりと行なわなければ地下浸透の原因となりう

る。従って、そのような圃場でかんがい稲作を行った場合には、大量の水が作物に利用される

ことなく地下に消えることになりかねない。 
節水栽培の実施場所としては、雨季、乾季ともにイネを栽培している二期作区域が最も望ま

しい。一方、二毛作区域では、乾季作のトウモロコシの根や休耕期間中に繁茂する雑草の根お

よび乾燥によるひび割れで、耕盤層が部分的にではあるが、定期的に破壊される可能性があ

る。具体的な対策案としては、二期作圃場への溝切導入（配水効率向上）やSRI、AWDの適用

によるかんがい水の利用効率向上の検討が考えられる。このため、今年度は次年度以降に試験

栽培が実施できるようにKATCに試験ほ場の建設を行った。 
 

Ⅲ-ⅵ 水管理と維持管理 

ローアモシかんがい区(LMIS)には水利組織としてLOMIA（Lower Moshi Irrigators’ 
Association）が設立されている。役員は28名。5つの支部（sub-LOMIA）があり、各支部には、

議長、副議長、事務長、会計がいる。報酬は支払われているが、専従職員ではない。組合費

は、コメとそれ以外の作付では異なる。LOMIAに支払う分と村に支払う分がある。作付ローテ

ーションは、毎月、支部長が集まりLOMIA会議が開かれている。その場で、KADPからブロッ

クごとの作付計画が示され、承認される。マハンデ地区の水利組合は７ユニットに分かれてい

る。農家戸数は250戸、かんがい面積は170ha（ポテンシャル面積270ha）である。農家から徴収
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する水利費は20,000Tsh/acre/yearである。上記の取水権料や維持管理費にあてる。水配分は、ユ

ニットごと3～4日のかん水、これをローテーションで回している。つまり一つのユニットでか

んがいできるのは21～28日ごとである（乾季）。雨季は全てのほ場でイネを栽培しているが、

乾季は水が来ない場所ではトウモロコシやマメを栽培している。雨季はかん水日数が短くな

り、かんがい頻度も上がる。 
 

Ⅲ-ⅶ 技術や手法が普及するための条件 

平成29年度は、平成30年度に実施予定のセンサス調査の予備調査として、実証調査サイトで

ある、マハンデとローアモシの2かんがい区において聞き取り調査を実施した。主な検討項目

は、効率的で公正な水配分を実現するための条件や社会経済環境の変化に対応した開発課題で

ある。 
聞き取りに際しては、水利組織の役員と主要な農家メンバーとともに、圃場を視察した後に

グループ・インタビューを行った。主な聞き取り項目は、水配分、水利施設の共同管理、水不

足時の対応、などである。 
 

Ⅲ-ⅷ 共同研究協定 

本調査の共同研究機関は国家かんがい庁（NIRC、ダルエスサラーム）、アルーシャ工科大学

（ATC, アルーシャ）、キリマンジャロ農業訓練センター（KATC, モシ）、セリアン農業研究

所（SARI, アルーシャ）の4機関である。共同研究協定書（付-4）はタンザニア側の4機関と

JIRCASの合わせて5機関による共同の協定書となっている（カウンターパート機関ごとに別々

の協定を結ぶものではない）。 
 

Ⅲ-ⅸ 国内検討委員会 

国内において有識者による国内検討委員会を設置し、委員からの意見を参考に、調査事業実

施上の課題解決に努め、効率的かつ効果的な調査の実施を行う。委員会の委員には、水利施設

保全、水管理、水稲栽培に造詣の深い学識経験者に依頼する予定で、必要に応じて現地調査を

実施する。今年度は表Ⅲ-2に示す学識経験者を委員として選定するとともに、調査対象国選定

や調査対象地における調査方針について1月23日に委員会を開催した。 

表Ⅲ-2 国内検討委員 
分野 氏名 所属 
かんがい 山路永司 東京大学大学院新領域創生科学研究科 教授 
水資源 堀野治彦 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 教授 
水管理 原口暢朗 農業・食品産業技術総合研究機構 農業工学研究部門 領域長 

 
Ⅳ．平成30年度の調査方針 

Ⅳ-ⅰ 水利施設 

１）水源 
今後の調査では、実証調査地区を対象に、水源の現在の流量が当初の計画取水量を満足する

ものであるかを確認し、もし水源水量が計画取水量を満たさない場合には、河川流出に影響を

与えた要因の特定を、流出解析モデル等を用いて行う。 
次年度は上流域の流況データや測候所の位置データ、気象データなどを入手し、標高別の降
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水量分布を解析する。マハンデ地区についても、同様の解析を行う。その他、モデルに必要な

流域の土地利用状況については、流域と同様に衛星画像を用いて特定する。 
２）取水施設 
機能低下などのハード面での課題について事例を収集する。また、水利権量の変化などのソ

フト的面での課題について調査する。分岐工などの構造物において躯体コンクリートの亀裂と

摩耗、分岐工下流の侵食が現況で確認できており、これらについてはどの程度の機能低下につ

ながっているのか検討とする。次年度は、特に計画取水量が取水できているか、取水施設の機

能低下、水利権量の変化について調査を行う。 
３）水路 
水路の法面はコンクリートパネルにより保護しているものが多い。コンクリートパネルは、

パネルとパネルの間の目地にモルタルを詰めて施工している。この目地から植物が生えるな

ど、目地が劣化しパネルが脱落もしくは脱落に近い状態になっているものがある。このため、

水路の機能維持のため目地の対策を行う。 
また、水路の規模が、かんがい水量（もしくはかんがい面積）に対して適切となっているの

かについて調査を行う。さらに、一部の工法について実証調査サイトにおいて試験施工を行

う。 
 

Ⅳ-ⅱ ほ場レベル 

１）ほ場レベル 
ほ場基盤レベルの課題としては、「畔や田面からの漏水」と「水田の均平化が図られていな

い」ことが挙げられる。次年度は、実証ほ場における漏水や均平化の実態を明らかにするとと

もに、漏水や均平化が水田に与える影響や改善策について検討する。このため、具体的には

１）畔や田面からの漏水の現状調査、２）漏水対策、３）均平化の現状について調査、検討を

行う。 
２）節水栽培 
圃場へのかんがい水量を削減し、その余剰水を他の圃場に回すことによってかんがい面積の

拡大が出来れば、水生産性は向上する。本課題では、管理された圃場条件下で慣行栽培技術と

かんがい水量を削減するための栽培技術の効果検証を行う。対照区と各処理区のかんがい水量

と収量を計測することにより、かんがい水の利用効率を比較する。具体的には、１）溝切、

２）潤土保持かんがい、３）間断かんがいについて検討する。この他、天水が十分に確保でき

る期間を天水栽培とし、生殖成長期以降にのみかんがいを行う補給かんがいについても、実施

を検討する。 
 

Ⅳ-ⅲ 水管理 

前年度の調査を掘り下げ、組織運営や水管理について、水利組織、農民からの聞き取りを中

心に実施。また、かんがい庁や県から、かんがい地区や水利組織に対する政策や今後の整備方

針を聞き取る。また、実態調査として各実証地区のゲートキーパー等の配水操作を調査し、課

題を抽出する。 
 

Ⅳ-ⅳ 技術や手法が普及するための条件 

 次年度はベースラインとなる社会経済データを収集するために、実証調査対象地区内の水
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利条件の異なる複数のSub-Schemeを選定して、土地利用、作物選択、主要作物（コメ、トウモ

ロコシ、野菜など）の生産費、非農業就業などについて世帯調査を実施する。 


