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中間評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：エチオピア連邦民主共和国 案件名：農民支援体制強化計画 

分野：農業一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部第 3 グループ乾燥畑作第 1 チーム 協力金額（評価時点）：約 3.2 億円 
協力期間：2004 年 7 月 16 日～2009 年 7 月 15 日 
先方関係機関：エチオピア農業研究機構（EIAR）・オロミア州農業研究局（OARI） 

メルカサ農業試験場（MARC）・アダミツール農業試験場（ATARC） 
日本国側協力機関：無し 
プロジェクトサイト：オロミア州東シェワゾーン 
１－１ 協力の背景と概要 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア国」）における農業は、国内総生産の 52.3％、就業人口の

85％を占める重要な産業であり、第二次国家開発五カ年計画及び PRSP（貧困削減戦略文書）においても優

先分野とされている。エチオピア国では長年にわたって食料不足の危機に瀕しており、農産物全体の 97％を

生産する小規模農家が、改善された技術を導入することによって、農業生産性を向上することが極めて重要

である。そのためエチオピア農業研究機構は、農民が適用できる技術を農民参加の下に開発することを目的

とし、1990 年代後半から農民研究グループ（FRG）制度を導入している。しかし、FRG 活動はトップダウ

ン式が中心のため農民の要望を十分にくみ上げることができていない。このため、エチオピア国政府は、2003
年に農民参加による技術開発体制の確立と適正技術普及体制の強化することを目的とした技術協力を我が

国に要請した。 
 この様な背景の下、技術協力プロジェクト「農民支援体制強化計画」（2004 年 7 月～2009 年 7 月）は、エ

チオピア農業研究機構、オロミア州農業研究局、メルカサ農業試験場、アダミツール農業試験場をカウンタ

ーパート（以下、「C/P」）機関として協力が開始され、現在 3 名の日本人長期専門家（チーフアドバイザー、

業務調整/栽培/人材育成、農業普及/適正技術）を派遣中で、(1)FRG 体制の指針策定、(2)農業技術の改善、

(3)普及活動の改善、(4)関係者間の連携強化を目指し、各活動を実施している。 

 今般、プロジェクトが協力期間の中間に至ったことから、技術協力の開始から現在までの実績と計画達成

度を R/D、PO 及び PDM 等に基づき、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）

に沿って日本国側・エチオピア国側合同で総合的に調査、評価すると共に、プロジェクト後半の活動計画に

ついて今後の協力の枠組みも含め協議し、必要に応じて計画の修正を行うため、運営指導（中間評価）調査

団を派遣した。 
 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

1. 対象 FRG 農家の生計が向上する。 

2. 対象地域の主要作物の生産量が増加する。 

3. FRG 体制が他試験場において活用される。 

(2) プロジェクト目標 

東シェワゾーンにおいて研究・普及の核として FRG 体制が確立する。 

(3) 成果 

1. FRG ガイドラインが策定される。 

2. 農家のニーズと能力に見合った適正な技術が開発・改良される。 

3. FRG 体制の中の普及活動が改善される。 

4. ステークホルダー間の連携が強化される。 

5. FRG 体制から得られた経験・教訓が取り纏められる。 

(4) 投入（2007 年 1 月時点） 

日本国側： 

長期専門家派遣 3 名       機材供与 約 45,269 千円 
短期専門家派遣 5 名       ローカルコスト負担 約 104,615 千円 
研修員受入   延べ 17 名 
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エチオピア国側： 

カウンターパート（以下、「C/P」）配置 延べ 71 名   土地・施設提供 専門家執務室 
ローカルコスト負担  24,292 US$（約 2,915 千円） 

２．評価調査団の概要 

担当分野 氏名 所属 

総括 西牧 隆壯 JICA 農村開発部  課題アドバイザー 

研究／普及 高橋 悟 東京農業大学地域環境科学部 生産環境工学科 教授 

計画管理 島田 亜矢子 JICA 農村開発部第 3 グループ乾燥畑作第 1 チーム  職員 

調査者 

評価分析 浜岡 真紀 （財）国際開発高等教育機構事業部 調査研究主任 

調査期間：2007.1.6～2007.1.23 調査種類：運営指導（中間評価）調査 
調査団派遣の目的 

日本国側の調査団とエチオピア国側評価チームで合同評価委員会を構成し、現在までの活動内容やその成

果・効果等について、計画に対する達成度及び評価 5 項目の観点から評価する。 

 また、その結果を踏まえ、プロジェクト実施上の問題点や、今後のプロジェクト活動について協議し、合

同評価報告書に取り纏め、両国政府関係機関に報告・提言する。 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果 1：FRG ガイドラインが策定されており、最新活動結果を反映させた第 2 版が 2007 年度内に完成   す
る見込みである。 

成果 2：対象 40FRG による 30 作目が試験中で、適正技術のリストアップがなされている。今後ポテンシ

ャルの高い作目にターゲットを絞り込む方向で進むとみられる。 
成果 3：普及員に対する研修は行われており、普及員の活動は改善されたと評価する関係者は多いが、普

及員のより一層の能力強化が求められている。 
成果 4：十分な成果を上げるまでに至っていないが、FRG の中には NGO との連携が確立されようとして

いるものも存在する。 
成果 5：これまで Proceedings（3 件）、9 件の研究課題に関する報告書（9 件）が発表されている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

本プロジェクトの上位目標である「生計向上」、「農業生産増」、「FRG アプローチの展開」はエチオ

ピア国の重点課題である食料安全保障や貧困削減に則った開発政策や農業開発戦略に合致している。

最終受益者である農民支援についても、2002 年に策定された研究普及農民連携戦略に則った政策が継

続しており、当該プロジェクトはこの戦略を促進するものである。 
また、当プロジェクトの実施内容は、JICA 国別援助実施計画(2006 年)における 5 つの重点分野の 1

つである「農業・農村開発」分野におけるアプローチ（農業技術の研究開発、改良技術の普及・投入

支援）は、日本国の援助政策にも合致するものである。日本国の援助の比較優位性に関しては、アフ

リカの農業分野で経験豊富な専門家の投入や、本邦研修を通じた日本国における農業技術の普及シス

テムや農業従事者と関連機関の連携等、日本国で得られた知見が、帰国した研究者の研究活動や農民

への技術指導に活用される等、高い優位性が認められた。 
プロジェクトアプローチは、本プロジェクトの技術移転を通じ C/P が農民のニーズにより合致した

研究課題を設定し、対象地域・グループのニーズに合致していると判断される。 
以上からプロジェクト実施の妥当性は高いといえる。 

(2) 有効性 

現時点で確立/改善された技術は対象 FRG に適用されつつあり、適正技術の重要作目と重要研究課題

を絞り込み、普及コンポーネントや関係者との連携強化を図ることで、プロジェクト目標の達成の見

込みは高いと思われる。研究普及農民連携戦略や人員の大幅な離職等、プロジェクト目標達成を阻害

する外部条件の影響は現時点では予見されない。 

(3) 効率性 

本プロジェクトを通じて開発/改善された技術は様々な形で FRG 農家に適用され、また普及活動の強

化による普及サービスの改善等、アウトプットが発現しつつある。 
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日本人側の投入については、畜産、種子生産、ジェンダー等の課題別短期専門家の派遣期間の不足と

タイミングに遅れがあった。より高いレベルで成果を達成するためには、今後は派遣計画に沿った派

遣が必要である。供与機材は概ね有効に活用されているが、一部の機材の故障時の対応については、

対象研究センターの維持管理体制に工夫を要する。本邦または第三国で実施された C/P 研修は、C/P の

研究活動や農民への技術指導に相応の効果がみられ、また日本国やエチオピア国での博士、修士、学

士号取得支援も研究者の能力向上に大いに貢献している。 
エチオピア国側の投入である C/P の配置やコスト負担は計画通りであったが、試験場の他の業務の

ためプロジェクト活動に十分に取り組めない一部の C/P の配置等、実施効率に影響した側面があった。

(4) インパクト 

一部 FRG 農家の収入向上とそれに伴う生活向上、非 FRG 農家への波及効果、 FRG ガイドラインの

制度化へ向けた動き、C/P の「FRG コンセプト（参加型）」に対する意識や FRG 農家のコストシェアリ

ングに対する意識の変化等、様々な側面におけるインパクトが確認された。これら既に発現している

インパクトから、上位目標（生計向上、農業生産、FRG アプローチの他の研究所への普及）の達成見

込みも高い。マイナスのインパクトは発現していない。 
 

 (5) 自立発展性（今後の課題） 

今後、自立発展性を確保していくためには、政策レベルで FRG アプローチの制度化、FRG 研究に対

する継続的な予算の確保、研究-普及の連携強化が課題として挙げられる。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

本プロジェクトは、事前調査段階から、EIAR、OARI、MARC、ATARC の関係者と JICA 関係者を中

心した PCM ワークショップを通じてその骨子が協議・合意されたものであり、対象地域のニーズの実

情を把握した上で計画が策定されてきた。また、エチオピア国側関係者のプロジェクトに対する関心や

オーナーシップも非常に高い。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) C/P の参加レベルと研究者間のコミュニケーションに関すること 

専門家と C/P 間のコミュニケーションは質問紙調査結果から良好であることが確認された。他方、同

時に学際チーム間、研究者間のコミュニケーション、一部研究者のプロジェクト業務に対する参画（試

験場の他の業務との本プロジェクト業務の調整）について改善が必要と思われた。MARC では研究室間の

情報共有が少なく、学際チーム間に大きなばらつきがみられる。また、経験があり、学識が高い研究者

に積極性に欠ける傾向が指摘されている。この背景には、農民を直接の対象にした参加型研究・普及的

活動が正当に評価されないと、研究者間では捉えられていることが挙げられる。 

(2) モニタリングについて 

試験場の他の業務との兼務により研究者の FRG 活動への参画は必ずしも十分ではなく、結果として活

動プロセスのモニタリングも必ずしも順調には行なわれていない。また、モニタリングシステムについ

ても個々の活動レベルに注力しがちで、アウトプットレベルのモニタリングが全体で共有化できていな

いため、活動が実施にアウトプットとしてどの程度発現しているか認識が共有されていない状況である。

 

３－５ 結論 

合同評価チームはプロジェクト関係者との一連の協議、質問表調査、インタビュー及び現地視察等で得ら

れた事実を総合分析し、5 項目評価に沿ってプロジェクト中間評価を実施した。 
 評価の結果、プロジェクト当初の準備期間に時間を要し、また短期専門家の投入に若干の不足があり、計

画に対して成果の達成度は若干の遅れがみられるものの、後半の活動に重大な支障を与える問題は見当たら

ず、以下に述べる合同評価報告書提言に留意しつつ活動を実施すれば、プロジェクト協力期間内のプロジェ

クト目標達成は十分に見込まれる。 
 

３－６ 提言 

(1) 非 FRG 農家への普及 

     FRG 活動において既に研究が進んでいる研究課題（テフの転圧、野菜生産、サツマイモ、アグロフォ

レストリー、牛肥育等）については、FRG 農家の収入が向上している。FRG 農家から非 FRG 農家に対
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して farmer-to-farmer で成果を普及していくことが必要であり、この点についてプロジェクトにおいてよ

り一層の支援を実施していくことが必要である。 

(2) 研究・普及の連携 

農家のニーズ及び農家の能力に適応した適正技術が開発されてきているが、農家への普及の視点をも

った FRG 活動の実施が望まれる。 

(3) 研究課題 

今後検討されるべき研究課題として以下の課題が挙げられる。1）ウォーターハーベスティングに関

する問題の評価、2）家畜衛生、3）家畜飼料、4）養蜂、5）情報収集及び検証、6）研究者及び農家の

能力育成。 

(4) 研究者の能力強化 

     研究者の基礎研究能力は、プロジェクトにおいて育成されつつあり、今後、FRG 活動を通じて得たデ

ータ等を分析し、論文発表を行う等の研究者の能力育成を実施していくことが必要である。 

 

３－７ 教訓 

該当無し 




