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要 旨

サブサハラアフリカではコメの輸入が増えており，食糧安全保障の観点からコメの増産が必要である．コメの増産に

は灌漑水田が有効であるが，多くの水路は土水路であり急激な降雨などにより侵食し，配水機能が低下する．このため

侵食を抑える構造が必要であるが，農家は十分な資本がないため，セメントなどによる強固な補強はできない．そこで

農家が実施できる低コストな水路補強対策として，現地で入手できる貝殻（炭酸カルシウム）から，農家が容易に土壌

硬化材（酸化カルシウム）を生成する方法を検討した．この結果，現地で築造できるかまどの上部を覆うことで酸化カ

ルシウム生成に必要な 800℃を得ることができることが確認された．また二段階燃焼を行うことで効率的に酸化カルシ

ウムを得られることがわかった．さらにかまどの製作コストはセメント 5袋 (1袋 50kg)相当であることがわかった．

キーワード：土水路，侵食，低コスト，土壌硬化材，酸化カルシウム，かまど， X線回折

一 背景

アフリカでは，経済発展の遅れや，高い人口増加率によ

り貧困や食料不足が発生している．特にサブサハラアフリ

カでは，コメ生産量の増加が，コメ消費量の増加に追いつ

いておらず，アジア，北米等からの輸入量が年々拡大して

いる．このような状況の下で，第 4回東京アフリカ開発会

議 (TICADIV)において JICAは，「アフリカ稲作振興のた

めの共同体 (Coalitionfor African Rice Development, CARD)」

の設立を発表したこの中で，アフリカにおけるコメ生産

を 10年間で倍増することが目標として掲げられている（国

際協力機構， 2008).

アフリカ低湿地のうち，稲作の適地は 2,000万haと推計

されている（若月， 2008).アフリカにおいてコメの倍増を

実現するには，この低湿地において効率的で持続的な稲作

を行うことが必要不可欠である． しかしながら，アフリカ

では熱帯地方特有の強度の強い雨が降り，取水施設や用排

水路，畔などが流水や雨滴による侵食により崩壊するとい

う現象が日常的にみられる．このため，（独）国際農林水産

業研究センター (JIRCAS)では，ガーナ国において稲作の

普及と農民の所得向上に繋がり，広くアフリカに普及する

「農民自らの技術で造成が可能で，かつ持続的に維持管理

が可能な」低コスト水利施設の開発を行うことに取り組ん

でいる．本報文では，持続可能な稲作の実現を支援するこ

とを目的に，土水路の課題と農家が実施可能な低コスト水

利施設の開発に向けた取り組みについて報告する．

2. 水田の現状と課題

ガーナ国政府の計画では 2008年から 2018年までに天水

稲作地帯の面積を約 220%(92,000ha→ 300,000ha)増加する

とともに単収を約 40%(2.5t/ha→ 3.5t/ha)増加させることと

なっている (MoFA,Ghana, 2009). 天水稲作地帯において

収量を向上させるためには圃場の整備や水の制御（均平化，

畦の築造や灌漑）が必要である．ガーナ国の天水稲作地帯

において収量向上を目指したプロジェクトとしてはアフリ

力開発銀行の Inlandvalley プロジェクト (African

Development Fund, 2001) , Sawahプロジェクト（若月， 2013),

IlRCAS調査（国際農林水産業研究センター， 2011)がある．

これらプロジェクトは上述のように天水稲作地帯において

水田に畦畔を築造し，水源から用水路で水田に灌漑を行う

ものである．これらプロジェクトでは農家により造成・維
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(a)亀裂発生過程 (b)法面崩壊過程

(c)幅員変化過程 (d)蛇行過程

Fig.1 現地における水路の侵食過程

Canal erosion processes 

持管理が可能であることを前提とした技術を活用したプロ

ジェクトであるため，水路の多くが土水路である．ガーナ

国における土水路の現状を調べるため，上記プロジェクト

の一つである TIRCASで実施したサイトの土水路の現地調

査を行ったこの結果土水路は以下のような経緯をたど

ってその機能が低下することがわかった (Fig.1). 

(a)亀裂発生過程

畔に亀裂が発生する．亀裂が発生する要因として，流水

により水路法面が侵食されオーバーハングの状態になるこ

と，降雨による雨滴により畦が侵食されその侵食がその後

の降雨や乾湿繰り返しにより拡大することが挙げられる．

(b)法面崩壊過程

畔の亀裂は流れにより大きくなり ，オーバーハングが崩

壊し，局所的な水路の崩壊が生じる．

(c) 幅員変化過程

急に幅が大きくなると拡幅部周辺で通常とは逆向きの流

れ（渦流）が生じる．これが水路壁面の摩耗を促進する．

(d)蛇行過程

崩れた箇所を農家は土のうにより補修するが，これによ

り流れは直線から蛇行へと変化する．蛇行することにより

圃場の耕作可能面積が減る，さらに蛇行が激しくなると流

II _2 

れが阻害され高水時に洪水を招く危険性が高まる．

水路法面が崩壊した段階で水路の機能は低下することと

なる機能低下を防止するためには水路の定期的な点検や

補修が行われる必要があるが，現状ではなかなか維持管理

が行われないことにより水路の機能が損なわれ，灌漑に必

要な水が十分に確保できず，天水稲作に戻って しまう水田

が見られる．

土水路の機能低下をきたさないためには，①維持管理の

省力化が可能な水路の森入，②参加型水管理 (PIM)による

農家の維持管理の強化が考えられ，これらは一体的に取り

組む必要があるこのうち本報文では①を取り上げ，土水

路の機能低下の初期要因である流水による水路の侵食を抑

止することを目的に，資本を持たない農家が建設 ・維持管

理できる水路建設材料として，土壌硬化材の入手（生成）

方法とその費用について検討する．

3 開発コンセプト

土水路の機能低下は主に水路に水が流れることによる侵

食や降雨による雨滴侵食によって生じる．維持管理の省力

化が図れる水路というのは，これら機能低下の要因を低減
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させるものである必要がある．この代表例としてコンクリ

ート水路がある． しかしながら，コンクリート水路は建設

コス トが高く，またいったん機能が低下すると途上国の農

家による補修が困難（費用的，技術的）である ．このため，

施設導入時から維持管理を含めたライフサイクルコストが

安価で，かつ農家が容易に建設 ・補修ができる技術の開発

が必要である．

このうち流水による侵食を防止するためには，①水の流

れにより侵食されにくい構造体にする，もしくは②水の流

れが直接構造体にあたらないようにする，ことが必要であ

る．具体的な対策として①については水路壁面や頂部（畦）

の耐侵食性の強化，②については士以外の材料によ る水路

壁面や頂部の保護，が考えられる ．雨滴侵食対策や上記②

（水路の保護）については，別途検討がなされており（圃

ら， 2013; 廣瀬ら，2013), 本報では①の「水路壁面や頂部

（畦）の耐侵食性の強化」として，土壌硬化材としての酸

化カルシウムを，農家が作製可能であるかまどを利用して

生成する方法とその製造コストについて紹介する．

4. 土壌硬化材の加工

4. 1酸化カルシウムの硬化原理と原料 （炭酸カルシウム）

の入手方法

4. 1. 1酪化カルシウムの硬化原理

耐侵食性の強化を行うためには水路壁面の土壌を硬化さ

せることが必要である． 土壊を硬化させる代表的な材料は

カルシウム，マグネシウムである．このうちマグネシウム

は鉱物（滑石やドロマイト）に含まれているほか，肥料に

も含まれている．しかしながら，鉱物は農家が容易に入手

できるものではないまた，肥料に含まれるマグネシウム

は硫酸マグネシウムであり，ここから炭酸マグネシウム（硬

化材の原料）を生成するためには元素状硫黄が必要である

(BHP Billiton SSM Development PTY LTD, 2009)など農家

の技術では困難であるここではカルシウムによる硬化に

ついて検討したカルシウムは水や空気中の水蒸気と反応

し水和反応をおこすことで硬化する水硬t生（セメントの反

応の一つ）と，空気中の二酸化炭素を吸収して硬化する気

硬性（漆喰が硬化する原理）の二つの硬化反応がある ．具

体的な反応は以下のとおり であり ，これらの反応には，い

ずれも酸化カルシウムが原料として必要であることがわか

る．

水硬性

（第一段階反応）

ケイ酸カルシウム（酸化カルシウム＋ケイ素（粘土など））

＋水

→ケイ酸カルシウム水和物（硬化）＋水酸化カルシウ

ム

（第二段階反応）

水酸化カルシウム＋可溶性シリカ（ポゾラン反応物）

→カルシウムシリケート水和物（硬化）（ポゾラン反応）

気硬性

JI _3 

（第一段階反応）

酸化カルシウム＋水（もしくは水蒸気）

→水酸化カルシウム

（第二段階反応）

水酸化カルシウム十二酸化炭素

→炭酸カルシウム（硬化）

4. 1. 2原料 （炭酸カルシウム）の入手方法

ガーナ国では酸化カルシウム（生石灰）を市中で購入す

ることはできないまた酸化カルシウムは自然下では安定

せず，炭酸カルシウムなどの形に変化して存在するこの

ため酸化カルシウムを土壌硬化の原料とするためには，炭

酸カルシウムを入手し，そこから酸化カルシウムを生成す

る必要がある．炭酸カルシウムの原料入手方法について現

地の専門家（エンクルマ大学）に聞き取りを行ったこの

結果，入手可能性がある原材料としては，石灰岩やドロマ

イト（鉱山） ，貝殻，カタツムリの殻が挙げられた．こ のう

ち，鉱山で産出される石灰岩やドロマイトはセメントメー

カーが採掘権を有しており，農家が自由に鉱物を利用する

ことは難しいまた，現地では食料としてカタツムリの採

取や養殖を行っており ，生きたカタッムリ（殻付き）をま

とまった形で殻を集めることは可能であるが，価格が高価

（生体で一個 2~3GHC(ガーナセディ ：35円/GHC程度 ；

2014年））であることから農家が容易に入手できないこの

ため，農家が容易に入手できる炭酸カルシウムとしては，

貝殻が有力な候補となった．貝殻は，ガーナ国の首都アク

ラから直線距離でおおよそ 90km離れたボルタ州に位置す

るバトー (Bator)村周辺の比較的浅い地層（地表下 0~3m)

から大量に産出される (Fig.2参照） ．国連人間居住計画

(UNCHS-HABITAT)によるとボルタ川沿いに 700,000tの

埋蔵量がある (UNCHS-HABITAT,1985). 現在，貝殻は主

に白色塗料の原料（白色顔料）として利用するために採掘

されている．採掘業者に聞き取りを行ったところ，ダンプ

(4t)一台 l,OOOGHC (3.5万円程度）で取引されている

バトー村周辺は平坦（ボルタ湿原）で水田が広がっている．

また，アクラ平原開発計画（大規模水田灌漑計画）も策定

Fig. 2 貝殻の産出場所の状況

A situation of a shell production place 
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Table 1 石灰岩（イースタン州）と貝殻のXRF分析結果（％）

XRF analysis oflime stone (Eastern region) and a shell(%) 

Mg Al Si K Ca Fe 

石灰岩 4.3 2.1 6.4 1.4 82.0 3.3 

貝殻 0.0 0.1 0.2 0.3 98.7 0.1 

1,200 

1,000 

800 

誓600
900℃ 

400 

500℃ 
200 

処理前

゜゚ 20 40 60 80 

入射角 (20degree) CuKu 

0: カルサイト，△:アラゴナイト，▽ ： Ca(OH)2 

Fig.3 貝殻の加熱前後の XRD分析

XRD patterns of a shell before and after thermal treatment 

されている（国際協力機構， 2012). この地域は前述のダン

プによる輸送コストがかからないため，農家による利用の

可能性は高い．

4. 1.3原料の成分

イースタン州の鉱山で採取した石灰岩とバトー村の貝殻

の元素構成割合を確認するために蛍光X線元素分析(XRF)

による分析を行った (Na以上の原子番号を持つ元素）．そ

の結果， Table1のように貝殻の成分は 99%がカルシウム化

合物であることがわかった．一方，石灰岩は若干マグネシ

ウムを含んでいるほかケイ素も含んでいた．

4.2酸化カルシウムの生成

4. 2. 1酸化カルシウム生成の原理と炭酸カルシウムの性質

炭酸カルシウムは，熱を加えることにより以下の反応に

より酸化カルシウムを生成する．

CaC03(s) → CaO(s) + C02(g) 

現地で採取した貝殻を粉砕機で粉砕し，電気炉に入れて

500℃および 900℃に加熱した試料を X線回折 (XRD)によ

り分析を行った．この結果， Fig.3に例示するように，貝殻

は熱処理を行わない場合，アラゴナイト (aragonite,斜方晶

系）であるが， 500℃の熱を加えることによりカルサイト

(calcite, 三方晶系）に転移する．また， 900℃に加熱すると

酸化カルシウムに変化することがわかった．なお，実際に

は 900℃の処理でヒ°ークが出ているのは水酸化カルシウム

(Ca(OH)2) である．炭酸カルシウムは自然状態で水酸化カ

ルシウムに変化することはないこのため水酸化カルシウ

ムは熱処理によって精製された酸化カルシウムが空気中の

水蒸気と反応して生成された物である．

II_ 4 
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Fig. 4 二酸化炭素分圧による酸化カルシウムと炭酸カル

シウムの平衡温度
Equilibrium temperature of calcium oxide and calcium carbonate 

depend on partial pressures of carbon oxide 

炭酸カルシウムから二酸化炭素を解離して酸化カルシウ

ムを生成させる温度は，燃焼している周辺環境の二酸化炭

素の分圧により変化する. Fig. 4は二酸化炭素の分圧に応

じて，実線で示した温度以上まで加熱すると炭酸カルシウ

ムから二酸化炭素が解離することを示している (CaTCalc

(Shobu, 2009)により計算）．これに従えば，二酸化炭素分

圧が 1気圧の場合（周囲が二酸化炭素で充満した場合）の

二酸化炭素解離温度は 890℃程度である．

また，大気中の二酸化炭素濃度は約 4xI04であることか

ら，この分圧における解離温度はおおよそ 530℃となる．

4.2.2解離温度を得るための試行

現地において 500℃を超える温度を容易に発生させられ

るのは，水田近くの空間で薪を燃焼させる，いわゆる野焼

きである野焼きは「木質を燃焼させる」ことにより周辺

の二酸化炭素濃度が高くなる．野焼き周辺の空気中の酸素

（濃度は約 2.1X 10ーI)が燃焼により全て二酸化炭素になった

場合，二酸化炭素の濃度は約 2.lxI0-1となる．この濃度で

の酸化カルシウムの生成温度は約 800℃である (Fig.4). こ

のため野焼きで得られる温度を確認するために， Fig.5の

ような燃焼試験を実施した試験は，農家周辺でとれる薪

（農村部の薪）と都市部（クマシ市）で売られている薪の

2種類を用いて行った．農村部の薪は農家が周辺から採集

した枝が主であり，木質の異なる（乾燥状態も差異の大き

い）種々の木片が混在した状態で山積み販売されている．

一方，都市部では，樹種ごとに選別販売されており，好み

の種の薪をまとめ買いできる（試験ではマンゴの木を利用

した）．燃焼試験では水田近くに整備した試験区に素掘りの

穴を掘り，穴の底にブロックを積み，その上で薪を燃焼さ

せ，薪の直下においた金属皿の温度を測ることにより実施

した．結果は Table2のとおりで，原料となる（燃焼させる）

薪の種類にはあまり影響なく，得られる温度は 300℃程度

であった．

前述のように，野焼きにおいて酸化カルシウムを生成す

るためには 800℃程度の温度が必要であり，このままでは

酸化カルシウムを生成することはできない．

このため，酸化カルシウムを入手するために 1)燃焼時の
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二酸化炭素の分圧を下げる， 2)かまどを利用して燃焼温度

を上げる，の対策を検討した．

Fig. 5 野焼きの状況

A situation of an open burn mg 

Table 2 薪の種類と燃焼時間による野焼き温度
Open burning temperature depending on varieties of fire wood 

and burning duration time 

30分 60分 90分 炭の温度

都市部の薪 130℃ 

膜村部の薪 200℃ 

330℃ 

200℃ 

290℃ 

330℃ 

870℃ 

840℃ 
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Fig. 7 炭酸カルシウムと活性炭の熱質品分析 (TG)と
示唆熱分析 (DTA)

TG-DTA analysis ofCaC03 and activated carbon 

4. 3酸化カルシウムを得るための工夫

4. 3. 1燃焼時の二酸化炭素の分圧降下

二酸化炭素の分圧を下げる方法として，燃焼時に発生す

る二酸化炭素を吸着させる物質を原料に混ぜることが考え

られる． 二酸化炭素を吸着させる機能を持つものとして，

ここでは活性炭について検討を行った

活性炭は，植物体（ヤシがらなど）を燃焼（炭化）させる

ことにより生成される活性炭を生成する賦活方法には物

理賦活と化学賦活がある．物理賦活では 700~900℃の高温

条件が必要である．化学賦活のうちリン酸賦活は竹を原料

とする場合 500℃である（畠ら， 2014). リン酸は肥料に含

まれる成分であり ，ヤシがらなどに肥料を添加し，燃焼さ

せることにより生成できる可能性があるこのため活性炭

による二酸化炭素吸着効果を確認するために，活t生炭と炭

酸カルシウムを混合した試料を用いて熱分析 (TG-DTA)を

行った．熱分析は，ある試料を加熱し，温度による質量変

化 (TG) とそのときの反応熱の変化（示唆熱 ：DTA) を測

定するものであるなお試験は空気雰囲気中で実施した．

活性炭の吸着効果がある場合は二酸化炭素分圧が下がり，

炭酸カルシウムの反応温度が下がることになる .Fig. 6に

示すように，試験の結果，炭酸カルシウム（貝殻）単独の

場合は 700℃を超えるあたりから二酸化炭素の解離が始ま

る (DTAがマイナスなので吸熱反応）． 一方，活性炭（ノー

リット "SX-Plus":質量比 10%) を混ぜた試料では， Fig.7 

のように炭酸カルシウムの反応温度に達する前に活性炭が

燃焼してしまい (580℃程度），解離温度を下げることはで

きなかった

4. 3. 2かまどの利用

周辺を何も覆わない野焼きでは，薪を燃焼して生じる熱

が周辺に逃げるので高濃を得ることができない．このため，

燃焼により発生する熱が逃げにくい，ブロックで周囲を囲

うかまどの利用を検討したかまどの方式として，地上に

かまどを設置するタイプ（地上型）と地面を掘削してかま

どを地中に埋める方式（地下型， Fig.8 (c)) を検言寸した．

また地上型は上部を金属の波板（地元の家屋の屋根に利用

している材料）で覆う形式（波板型， Fig.8 (a)) と素焼き

ブロックでドーム状に籾う形式（ドーム型， Fig.8 (b)) を

検討したこれら 3種類のかまどを水田近くの試験区に作

製し，その効果を検証した検証内容は，薪を利用して必

要な温度 (800℃)が得られるかと，その建設費用とした．

それぞれのかまどについて燃焼試験を行ったかまどに

おいて燃焼が継続するためには空気の流入が必要である ．

燃焼試験ではかまど内に空気が流入するために手押しのふ

いごを用いたふいごで空気を送り込むと温度は一時的に

上昇するが，送り込むのを止めると温度は徐々に下がる．

このため，継続して空気を送り込むために地元の農家を雇

って燃焼試験を行った（空気を送り込む方法として電動送

風機を利用するという方法もあるが，農家が利用可能な技

術を前提としているため，どの程度農家が送風をできるの

かを確認した） ．

この結果， Fig.9のように， ドーム型では 800℃前後の温

II亙
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(a) 地上型かまど（波板型） (b) 地上型かまど（ドーム型）

Fig. 8 かまどの形式

Type of kilns 
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(c) 地下型かまど

度が約 2時間継続した（瞬間的には最高 914℃を記録） ．

一方，地下型波板型は 600℃程度までしか上昇しなかっ

たこのことから， ドーム型かまどを利用することにより

酸化カルシウムを得るのに必要な温度が確保できることが

わかった．

4. 3. 3二段階燃焼

燃焼試験では，あらかじめ貝殻をハンマーで砕いたもの

をそれぞれ 500g準備し，燃焼前と燃焼後の質量変化をもっ

て酸化カルシウムの生成の有無を判断することとした．燃

焼前後の質量変化を計測した結果を Table3に示す．

炭酸カルシウムの分子量は 100,酸化カルシウムの分子

量は 56であるため，500gの炭酸カルシウムは酸化カルシ

ウムになることでおおよそ 220g (44%) の質量が減る ．こ

のことから，かまどによる燃焼試験の結果若干の酸化カル
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シウムの生成は認められるものの，比較的高温を担保でき

たドーム型においてさえその生成割合は全体の 3%未満と

きわめて小さい量であったこれは，貝殻の表面でしか燃

焼による反応が起きなかったことが要因であると考えられ

るこのため，効率的に酸化カルシウムを生成するために

は表面積を大きくする（燃焼前に細かく砕く）ことが望ま

しいしかし貝殻は硬く（アラゴナイトのモース硬度は4),

ハンマーなどでは容易に細かくできないただし 4.2. 1で

述べたように貝殻を 500℃程度で加熱するとアラゴナイト

からカルサイト（モース硬度 3)に変化する．このため一度

加熱するとハンマーで容易に細かく粉砕でき ，これにより

表面積が増えることから酸化カルシウムの生成割合が高く

なると考えられる ．屋内電気炉において一度 900℃で加熱

した貝殻をハンマーで細かく粉砕して再度 900℃で加熱す

るという二段階加熱を行ったその結果を Table4に示す．

試験の結果，1回燃焼後では 77% (34%/44%) が酸化カ

ルシウムに変化し， 2回燃焼後により 98% (43%/44%) が

酸化カルシウムに変化したこのことから二段階燃焼を行

うことにより効率的に酸化カルシウムが生成できることが

わかった

ロ 抽下芍リ

… .. e, …• 波板型

0:30 1:00 I :30 2:00 2:30 

経過時間

Fig. 9 かまど燃焼試験

Kiln burning test 

Table 3 貝殻の燃焼前と燃焼後の質量変化

Mass difference between before and after a shell burning 

燃焼前

燃焼後

生成率

ドーム型

500g 

493g 

3 % 

波板型

500g 

500g 

地下型

500g 

495g 

2% 

4.4費用・効果

以上の検討から， ドーム型のかまどを用い 800℃の温度

を確保し，さらに二段階燃焼を行うことにより効率的な酸

化カルシウムの生成ができることがわかった．ここでは，

かまどの費用面から見た効果を検討するために，今回試験

のために作製したかまどのコストを試算することにする．

算定では，材料費のうちラテライトと水は現地で入手可

能であることから計上していないまた，作製に必要な器

具（スコップ，ツルハシ，バケツなど）も農家が普通に持

っているものであるため計上していない．人件費として，

Table 4 貝殻の二段階燃焼による質量変化

Shell's mass difference in double step burn111g 

質量

減少率

燃焼前

1,000g 

1回燃焼後

664g 

34% 

2回燃焼後

566g 

43% 

II _6 
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項目
材料費

ブロック
ベース

壁

煙突

ドーム
型枠
セメント

小計

人件費（参考）

合計

Table 5 形式別かまど製作費（円）

Kiln constraction cost by types (JPY) 

波板型 ドーム型

1,000 1,000 

2,520 1,800 

720 1,000 

560 

1,000 

185 185 

4,425 5,545 

1,400 2,100 

5,825 7,645 

地下型

1,000 

1,800 

560 

185 

3,545 

1,400 

4,945 

農家の一日あたり労働費 (IOGHC=350円）を若干上回る金

額を計上しているが，実際に農家が製作する場合は経費を

見込む必要はないこともある．このため実際に支出すべき

費用をブロックとセメントとすれば， Tablesのようにその

金額は 3,500~5,500円程度となる．

セメントー袋 (50kg) は約 1,200円 (35GHC, 2014年）

であるため，セメント 5袋程度の量の酸化カルシウムの生

産ができればセメントより安価に士壌硬化材が入手でき

る．

土壌硬化材の施工厚さ，配合比率にもよるが，仮に施工

厚さ 5cm, 配合比率 1: 50 (土：硬化材），比重を 3とした

場合，およそ 50mの水路（斜面を 50cmとする）を施工す

るのに 100kgのセメントが必要である．このため，施工延

長が 125mを超える場合は，かまどを一基製作すれば土壌

硬化材を利用する方が有利という計算になる．なお，土壌

硬化材利用ではその配合比により硬化後の強度が異なるこ

とから，必要な強度（ここでは水路の侵食に耐えうる強度）

と配合比の関係を別途整理する必要がある．この点につい

ては今後の課題としたい．

5. 結論

本報文では，サブサハラアフリカにおいて可能な限り現

地の材料・技術を用いた，維持管理の簡素化に資する用水

路の補強を狙いとして土壌硬化材の生成方法を検肘した．

得られた成果を最後に簡単に整理すると以下の通りであ

る．

1)土壌硬化材の原料となる炭酸カルシウムは，ガーナ国で

は貝殻として大量に入手が可能である．

2)現場においてかまどを製作し燃焼試験を実施したとこ

ろ，酸化カルシウムを生成するのに必要な 800℃が得られ

ることがわかった．

3)貝殻を二段階で燃焼させ，細粉化することにより効率的

に酸化カルシウムが得られることがわかった．

4)かまどの製作コストはセメント 5袋 (50kg/袋）相当であ

ると見積もられた．

土水路の劣化進行について，施設供用後，どの程度の期

Il_7 

間で機能低下が生じるのかについては，水路を流れる水の

量や土質により異なると考えられる．このため，水路の補

強対策を実施・展開するうえでは，その土質や劣化進行に

合った（コスト的に）ものを検討する必要がある．酸化カ

ルシウムを用いた土壌硬化材はその一対策に過ぎないかも

しれないが，現地農民にとっては有用な一助になると考え

られる．なお 4.でも述べたが，酸化カルシウムを用いるこ

とによる配合比についても今後検飼する必要がある．

謝辞： XRD分析， XRF分析，熱分析では分析の指導，結果の解釈

において JIRCAS八田主任研究員の多大な協力をいただいたここ

に記して深く感謝の意を表する．
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Abstract 

Import of rice is increasing and production increase of rice is required from a viewpoint of food security in sub-

Sahara Africa. Although an irrigation paddy field is effective in production increase of rice, many canals are unlined, a 

sudden heavy rain etc. erode them, and a water supply function deteriorates. For this reason, the structure of suppressing 

erosion is required. But firm reinforcement by cement etc. cannot be performed, since farmers do not have sufficient 

capital. Then, how to generate a soil hardening material (calcium oxide) easily from the shell (calcium carbonate) was 

. f exammed as a low cost canal rem orcement measure which farmers can implement. As a result, 800℃ required for 

calcium oxide generation was obtained using kiln with covering the upper part which can be easily constructed on site. 

Moreover, it turned out that a calcium oxide can be efficiently obtained by performing two-step burning. Furthermore, 

it found that the production cost of a kiln is equivalent to five bags (50 kg per bag) of cement. 

Key words : Unlined canal, Erosiorz, Low cost, Soil hardening material, Calcium oxide, Kiln, X-ray diffraction 
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