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第 V 章 土壌肥沃度改善技術に関する社会経済調査

北部州での調査

はじめに

2010 年に、ガーナ北部州で手に入れることのできる在来資源を使った圃場試験が

開始された。試験では資材の直接施用、ならびにそれらを加工したもの（堆肥や灰な

ど）の施用が土壌の化学性と稲の生育に及ぼす影響について調査された。圃場試験

で使われているいくつかの在来資材に対する農家のアクセス性、受容性ならびに実施

可能性に係る社経調査が実施され、圃場試験を補完した。2011年と2012年の作期に

は、圃場試験はより広い範囲でまたより多くのオプションについて実施された。社経調

査もより多くの村をカバーして行われた。

2013 年の社経調査は、以下の目的で計画された。

i. 地域の鍛冶屋による燻炭製造器の作成と村での燻炭製造のデモンストレーショ

ン、燻炭製造プロセスに対する受容性の調査

ii. 農家圃場試験での、技術導入に係るコストのモニタリング（これらのデータは、

技術の費用便益分析に使われる）

しかしながら、ii の調査は担当者異動のため実施されなかった。

調査の内容と結果

① 燻炭製造器の作成

これまで、炭化した籾殻（バイオチャー、あるいは燻炭）が地域の農家に高く受

け入れられることがわかっている。しかし農家は野外での焼却以外に手段を持た

ないため、燻炭そのものの製造がコミュニティーでできる

かどうかが大きな関心であった。昨年度の社経調査で知

り合った何人かの鍛冶屋は、日本から持ち込んだ燻炭

製造器を見て、装置を自分らで作成することができると

答えていた。

そのことを確かめるため、タマレ市郊外の Nyankpala

の町で店を構えているYussif & Sons Mechanics という

鍛冶屋さんに燻炭製造器の作成をお願いした。まずオリ

ジナルの日本から持ち込んだ燻炭製造器（ホンマ製作

所）を入念に見てもらい（写真１）、形とサイズを記録し
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（写真 2）、

材質の確

認を行っ

た。これを

もとに鍛

冶屋は現

地で購入

できる材料を調達し、約 10 日かけて完全なレプリカを作成した（写真３）。これにか

かったコストは 70 ガーナセディ（約 3500 円）であった。ちなみに前年度の調査で、

いくつかの鍛冶屋が作成コストを見積もったところ、75 セディーから90 セディーの

間（平均で 83.2 セディ）であったので、実際には彼らが思ったよりも安く作成できる

ことがわかった。

② 農家に対する燻炭製造器のデモンストレーション

炭化物を作る過程を農家に見てもらうのは、今年度の社経調査の一つの主要な

目的であるし、また現地で作成した燻炭製造器のパフォーマンスを試す機会でも

ある。このデモンストレーションは Gbrimah、Ziong、ならびに Datoyili の 3 つの

村で行われた。

写真（左上から時計回りに）まずは薪で火おこし、燻炭器をかぶせ籾殻を周りに注ぐ、

農家が燻炭のできる過程をじっくりと観察、左の現地で作成したものと右の日本製は

ほぼ同じパフォーマンス、多くの農家が燻炭製造に興味津々、ガーナ製の器械でもで

きあがった燻炭は良質
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③ 燻炭デモンストレーションに対する農家の印象

燻炭製造に対し農家の興味は高く、最初から最後までの過程のデモンストレー

ションに多くの農家が集まった。彼らは、もし燻炭製造器があるなら、燻炭製造を

彼らの手で試したい希望を示した。Ziong の一人の進取的な農家は、燻炭を他の

農家に商業的に売れるのではないかと考えている。この燻炭製造器を、どの位の

価格であれば買うかという問いに対し、3 つの村の農家の答えは平均で実際にか

かった価格の20％であった。これは、燻炭技術の導入に際して、そのコストが制限

要因になることを示しており、農家が購入できるような安い価格で燻炭製造器を作

成する方法を見つける必要があろう。あるいはもっと現実的な方法としては、コミュ

ニティーレベルでの共同購入があろう。

表 V-１ 各村の農家の燻炭製造器の購入希望価格

農家の平均年齢 平均稲作歴（年） 購 入 希望 価格

（ガーナセディ）

Gbrimah 39.2 19.4 13.8

Ziong 37.8 10.8 17.1

Dayoyili 53.5 16.3 12.7

アシャンティ州での調査

調査の目的

i. 農家試験圃場における技術の導入と実施のための費用と、米の価格に関するデ

ータ収集

ii. バーシャルバジェット（部分収支）法を用いたデータ解析

iii. 経済的に実施可能性が高い技術の推挙

調査の実施サイトと方法

本事業で農家圃場試験が実施されているアシャンティ州の Ahafo Ano South 郡の

9 つの村々で社経調査を行った。一年間を通じ、圃場作業の労働コストを含む、稲作

に係る投入の価格と米の販売価格に関する情報収集を行った。すべての村において、

一日あたりの一人あたりの労働力コストは 8 ガーナセディ、50 kg あたりの玄米の価格

は 65 セディとし、精米歩合は 66%とした。土壌へのインプットに関する情報は以下の

通り、

 鶏糞は、一トンあたり、100 ガーナセディ

 複合肥料（15:15:15）は、55 セディ/50 kg（=1 袋）で、ヘクタールあたり2 袋施用
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 硫安は、30 セディ/50 kg（=1 袋）で、ヘクタールあたり2.5 袋で30 kg N/ha 施用

 ブルキナファソリン鉱石（BPR）の施用量は、67, 135 ならびに270 kg P2O5/ha で、

それぞれ 5.4, 10.8, ならびに 21.6 袋、価格は一袋あたり40 ガーナセディ

 重過リン酸石灰（TSP）は、60 と270 kg P2O5/ha で、それぞれ 2.7 袋と12 袋、価

格は 1 袋あたり60 セディ

 カリは K2O として30 kg=1 袋/ha で、価格は一袋あたり60 セディ

 TSP を撒く労働コストは、3 人・日/ha

 鶏糞、稲わら、オガクズを撒く労働コストは、それぞれ 10 人・日/ha

 運搬コストは稲わらと鶏糞の場合は 50 セディ、オガクズの場合は 100 セディ

経済分析

1. リン鉱石（BRP）ならびにリン化肥（TSP）施用の効果について

表 V-2. イネの成長と収量に及ぼす BRP と TSP の施用効果

施用したリン

（kg P2O5/ha）

植 物 高

(cm) 植物数/m2

植物あた

りの穂数 穂数/m2

籾以外収量

(t/ha)

籾収量

(t/ha)

0 123abc 24.3abc 2.0c 146b 4.2c 2.9b

67BRP 121c 23.4c 2.8ab 193a 5.4b 4.7a

60TSP 124ab 23.8bc 3.0a 196a 5.6b 4.7a

135 BRP 122bc 24.8a 2.6b 192a 5.8ab 4.8a

270 BRP 124a 24.0abc 3.0a 198a 5.8ab 4.9a

270 TSP 123ab 24.4ab 2.9ab 201a 6.1a 5.1a

表 2 にあるように、籾収量はコントロール(0)に対してすべての処理で統計的に有意

な差があったが、コントロール以外では差が見られなかった。このような場合には、最も

コストが少なかった処理、すなわちTSP を60 kg 施用した区とコントロールとを比較す

る。

表３に、コントロール区とTSP を60 kg 施用した区との部分収支を比較した。これより

コントロール区の部分収支は 2,323 セディであったのに対し、TSP を60 kg/ha 施用し

た区では 3,573.6 セディとなった。
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表 V-３ コントロール区と TSP60 区の部分収支

処理 コントロール TSP60

収益

a) 平均収量（t/ha） 2.9 4.7

b) 適正化収量( x 90%) 2.61 4.23

c) 見た目の圃場利益 （セディ）

= X 0.89 (セディ/キロ) 2,,323.00 3,765.00

コスト

TSP 購入 0 vs 2.7 袋 0 162.00

施用のための労働力 0 vs 3 人・日 0 24.00

運搬費 0 vs 2.7 袋 0 5.40

d) 全コスト 0 191.40

e) 正味の利益（c-d）（セディ） 2,323.00 3,573.60

ここからマージンの概念を導入し、加わったコストあたりの収益の差を計算すると、

TSP60 の場合は 653%となり、1 セディの投資をすれば 1 セディに加えて6.53 セディの

見返りがあることがわかる。

次に、2 番目にコストが低かったリン鉱石を 67 kg/ha 施用した場合とコントロールを

比較した（表４）。

表 V-４ コントロール区と BRP67 区の部分収支

処理 コントロール BRP67

収益

a) 平均収量（t/ha） 2.9 4.7

b) 適正化収量( x 90%) 2.61 4.23

c) 見た目の圃場利益 （セディ）

= X 0.89 (セディ/キロ) 2,,323.00 3,765.00

コスト

TSP 購入 0 vs 2.7 袋 0 216.00

施用のための労働力 0 vs 3 人・日 0 32.00

運搬費 0 vs 2.7 袋 0 10.80

d) 全コスト 0 258.80

e) 正味の利益（c-d）（セディ） 2,323.00 3506.20
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正味の収益は 3,506 セディで、TSP の場合よりやや減少した。同様にマージン分析

を行うと、457%となった。

これより、農家は TSP が手に入るならばそれにより収益を最大にすることができるが、

TSP が入手できない場合には、ブルキナファソ産のリン鉱石は収益を最大化するその

次のオプションである。しかし、BRPの価格はあくまでも仮定であり、流通の促進と市場

の確立が進めば、購入や運搬のコストは下げることが可能である。よってガーナにお

いても、BRP が最良の技術オプションとなる素地は今後十分あると思われる。
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