
 

事後評価調査結果要約表 
評価実施部署：パキスタン事務所 

１. 案件の概要 

国名：パキスタン・イスラム共和国 案件名：植物遺伝子資源研保存究所計画 

分野：農業一般 協力形態：プロジェクト方式技術協力（現：技術
協力プロジェクト）及びアフターケア協力 

所轄部署：農業開発協力部（当時） 
 
 

協力金額：2.16 億円 
（プロジェクト方式技術協力 1.79 億円、 
アフターケア 0.37 億円） 

先方関係機関：パキスタン農業研究協議会  
協力期間 

プロジェクト方式技術協力 
1993 年 6 月～1998 年 5 月 

アフターケア協力 
 2001 年 8 月～2003 年 8 月 

日本側協力機関： 農林水産省 
         (独)農業生物資源研究所 

他の関連協力： 
無償資金協力「植物遺伝子資源保存研究所設立計画」（1991 年/15.67 億円） 
１-１ 協力の背景と概要 
パキスタン国は地理的にも気候的にも変化に富み、遺伝的多様性中心のひとつである中央アジ
アセンターに位置し、植物遺伝資源研究にとって世界的に重要な国のひとつである。 
一方で、同国経済の柱である農業の生産性向上の推進に伴い、経済性の高い作物や改良品種の
普及により潜在的な優良種を含む在来植物遺伝資源が急激に消滅しつつある。 
こうした背景のもとパキスタン政府は第 7 次 5 カ年計画（1988～1993 年）において植物遺伝子
資源研究の強化を挙げ、高収量種の導入により 4.7%の農業生産性の向上を目指し、我国に対し
協力の要請を行った。我国は作物改良に寄与する植物遺伝子資源研究のため、1991 年に無償資
金協力を通して研究施設の建設及び主要設備の調達を行い、研究基盤の整備を行った後、同無
償資金協力に引き続き、特に穀物、豆類を中心とした作物遺伝資源の収集、評価、保存、記録
及び配布等の研究活動を強化することを目的として技術協力プロジェクトを 5 年間(1993-1998)
実施した。その後、更なる研究活動の向上および組織体制の強化を目指しアフターケアを 2 年
間(2001-2003)実施した。 
 
１－２ 協力内容 
本プロジェクトでは無償資金協力にて整備された研究所を対象に、同施設の能力強化のため、
本邦研修やパキスタンへの専門家派遣をとおして植物遺伝子資源の収集、評価、保存、記録及
び配布等に関する総合的な技術支援を実施した。 
 
（１）上位目標 
パキスタンの作物生産性向上を図るため、病虫害及びストレス耐性新高収量品種育成に貢献す
る 
 
（２）プロジェクト目標 
パキスタンの育種家及び研究者に貢献するため、植物遺伝資源保存研究所の活動が強化される 
 
（３）アウトプット（成果） 
・ジーンバンクにより多くの遺伝資源の収集がなされ、保存される 
・農学的、生化学的分析で有用特性が評価される 
・保存及び配布に備え、より多くの遺伝資源が増殖される 
・データ管理能力が向上する 
・植物遺伝子管理マニュアルが公開される 
・育種家と研究者の連携が強化される 
・植物遺伝子資源保存研究所の活動が強化される 
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（４）投入（プロジェクト終了時） 
 日本側： 
 

投入要素 プロジェクト方式技術協力 アフターケア 
長期専門家派遣 6 名 1 名 

短期専門家派遣 22 名 4 名 

研修員 16 名 5 名 

機材供与  1.4 億円 0.2 億円 

ローカルコスト 0.39 億円 0.17 億円 

   総額         1.79 億円          0.37 億円 
 相手国側： 
 

投入要素 プロジェクト方式技術協力 アフターケア 
カウンターパート 23 名 22 名 

機材購入 無し 無し 

土地施設提供 土地提供は先方政府、施設は我国無償資金協力により建設 

   
 ２. 評価調査団の概要 
 調査者 （担当分野：氏名、所属先、職位） 

総括：JICA パキスタン事務所長 貝原孝雄 
評価分析：Mr.Abdul Razzaq Saleemi 
情報収集/現地調査：Mr. Nisar Ali Khan 
評価管理：JICA パキスタン事務所員 Mr. Sohail Ahmed 
     JICA パキスタン事務所員 深澤 晋作 
 

調査期間  2007 年 12 月 1 日〜2008 年 3 月 14 日 評価種類：事後評価 
３．実績の確認 
３-１ プロジェクト目標の状況 
パキスタン国内の関係研究機関 10 機関からの聞き取り調査の結果、各施設における研究活動
の基礎となる遺伝子資源の提供という面で、植物遺伝資源保存研究所の活動に関する高評価が
得られるとともに、農家からも優良品種の提供による増収が報告されており、本プロジェクト
の目標である、パキスタンの育種家及び研究者に対する貢献が認められた。これは植物遺伝資
源保存研究所がパキスタン国内の研究施設を対象として提供した遺伝子資源数がプロジェクト
開始時には 140 であったものが、プロジェクト方式技術協力期間中には平均 838 と上昇、アフ
ターケア期間中は 551 と多少減少したもののアフターケア終了後 2007 年までの平均が 1,260 と
大幅に上昇していることからも裏付けられる。 
３-２ 上位目標の達成状況 
植物遺伝資源保存研究所は新品種の開発を担当する研究施設に対し遺伝子資源を提供するこ
とにより病虫害及びストレス耐性新高収量品種育成に寄与し、ひいてはパキスタンの作物生産
性の向上に貢献することを目的としている。このことはアフターケア事業実施後も年間平均
1,260 回の試料提供が同研究施設から他の農業研究施設へ行われるようになり、これまでにパ
キスタンで開発された主要作物の新品種 248 種のうち 50％以上 131 種が植物遺伝資源保存研究
所の設立以降に開発されるという結果につながったと考えられ、上位目標は達成したと考察さ
れる。 
３-３ 終了時評価での提言の活用状況 
アフターケア時の終了時評価では主に情報提供の拡充とそれに伴う技術者の継続勤務が提言
されているが、情報提供についてはパキスタン農業研究評議会全体としてのインターネットで
の情報提供の拡充を行い対応している。 
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 ４. 評価結果の概要 

４-１ 評価結果の要約 
（１）インパクト 
アフターケア事業実施後も年間平均 1,260 回の試料提供が同研究施設から他の農業研究施設へ
行われ、新品種の開発に利用されるとともに、パキスタンにおける唯一の植物遺伝子資源保存
研究施設として関係研究施設や大学などに対する指導を行っている。 
また、表 1 に示すとおり、これまでにパキスタンで開発された主要作物新品種のうち 50％以上
が植物遺伝子資源保存研究所の設立以降に開発されており、表 2 の各種作物収量の伸びに係る
データを重ねると、上位目標“パキスタンの作物生産性向上を図るため、病虫害及びストレス
耐性新高収量品種育成に貢献する”に対して同施設の設立・強化が寄与しているものと考察さ
れる。 
 

表 1: パキスタンにおける作物新品種開発数 
 小麦 トウモロコシ  米 植物油用種子 豆類 

1933 年から 1993 年（植物遺伝

子資源保存研究所開設） 

51 14 27 15 10 

1993 年（植物遺伝子資源保

存研究所開設）以降 
56   7 13 18 37 

Source: Seed certification and registration department, GOP. 
 
当初予想されなかった正のインパクト
として、国際間の食料及び農業に関す
る植物遺伝子資源条約に加盟し、パキ
スタン国内にとどまらず、他国への遺
伝子資源の配布を行うことによる国際
社会への貢献が上げられる。 
本プロジェクトによる負のインパクト
は見受けられない。 
 
 

（２）自立発展性 
増加を続けるパキスタン国の人口を支えるために、食糧の増産は国家的な重要事項となってお
り、限られた水資源や塩害化、病害虫への対策の観点から遺伝子資源の管理の一層の重要性が認
識されてきている。この様な状況の下、パキスタン唯一の植物遺伝子資源に関する専門の研究施
設として同施設の重要性は増し、その分、財政的、組織的に見ても政府から優先的な処遇を受け
るとともに農業関連の研究施設でも重要視されている。このことから今後の自立発展性が認めら
れると判断される。 
【組織面】 
植物遺伝子資源保存研究所はパキスタンにおける唯一の植物遺伝子資源に関する専門の研究施
設であり、遺伝子資源の重要性が広く認識されてゆく中、同施設の重要性への認識も増してい
る。 
また、植物遺伝子資源の配布や分析機材の外部利用についても外部の研究者からの評価を得て
おり、無償資金協力及び技術プロジェクトにて調達された機材や施設について適切に維持管理
及び運用する能力が持続されているものと思われる。但し、機材調達後既に 15 年以上経過し
ており、設備機器も含め根本的な改修や入れ替え等が求められる。 
アフターケア終了時に 20 名雇用されていた同研究施設研究者は現在 16 名と減少しているが、
日本を含む海外での研修を受けた職員も多く、各人への負担が大きいものの職務への熱意は高
い。職員の不足については、個別プロジェクトに対する 3-5 年の臨時雇用という形で補ってお
り、現在 8 名の職員が臨時雇用されている。このうちの数名については現在実施されている個
別プロジェクト終了後常時雇用職員として雇用することとなっている。 
以上から組織運営面での問題は認められない。 

表 2: パキスタンにおける主要作物収穫量推移 (kg/ha) 

作物 1993-94 2004-05 増収率(％) 

小麦 1894 2586 36 

トウモロコシ 1380 2849 106 

米 1626 1994 23 

ヒヨコマメ 393 794 102 

Source: Agric. Statistics GOP, 2004-05 
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【技術面】 
プロジェクト時に日本での研修を受けた 17 名の研究者のうち 5 名は定年等で職場を離れ、残る
12 名が引き続き勤務している。日本で直接研修を受けた高い技術力を有した職員から現在勤務 
している研究者に技術や知識が引き継がれており技術面での持続性は確保されている。同施設
では関係分野において農業大学等からの学生の受入や各大学での関連分野カリキュラムに於け
る助言を行うなど、将来の研究者の育成を行っており、現在 13 名のインターンの受入を行っ
ている。このように将来を見越した技術面での強化を行っており、自立発展性が認められる。 
【財政面】 
プロジェクト開始時 1994 年度に 1.179 百万ルピー（2.36 百万円）だった年間予算が 2006 年度
においては 14.666 百万ルピー（29.23 百万円）へと増加している。この間のインフレ率が 7％で
あったことを考慮すると、優先的に予算配分が行われていることが伺える。 

また、別途個別プロジェクトごとに予算が配分されており、これらの予算を合計すると人
件費や機材等の維持管理費もカバーできており、財政面での自立的発展性が認められる。 

 
４-２ プロジェクトの促進要因 
 
（１）インパクト発現を促進した要因 
パキスタン国の人口増加率は年間 2.8％（1975 年から 2005 年/UNDP）と高い伸びを示してお
り、この高い人口の伸びを支えるために作物生産性の向上は同国の重要な政策となっている。 
作物生産量を安定的に向上させるため、新たな病虫害及びストレス耐性新高収量品種の開発が
強く望まれ、パキスタン国内において新品種開発を手がける各種研究機関及び農業大学等から
の遺伝子資源の提供の要請が増加、このことがインパクト発現を促進する要因となった。 
 
（２）自立発展性強化を促進した要因 
プロジェクト実施の対象となった植物遺伝子資源保存研究所は植物遺伝子資源の保存に係る専
門の施設としてはパキスタン国における唯一の研究施設であり、遺伝子資源の重要性が認識さ
れる中、同施設の重要性も広く認識される事となった。 
また、同施設において学生の研究へのサポートや、大学教育との連携が同施設の国内における
地位を固めることとなっている。 
 
４-３ プロジェクトの阻害要因 
本プロジェクトにおける阻害要因は特に認められない。 
 
４-４ 結論 
パキスタン国唯一の植物遺伝子資源保存研究施設として育種家や研究者へ年間平均 1,260 回の
試料提供を実施しており、これまでに同国で開発された新品種のうち 50％以上が同施設の設立
後に開発されていることからも、上位目標に対し本プロジェクトが寄与していることが考察さ
れる。自立的発展性についてもプロジェクト後も引き続き活発な研究活動が実施されているこ
とからも明らかである。また育種家や研究者間でも同施設の重要性が認識され、又、国際的に
も遺伝子資源の交換等の連携を行い、このことが予算額の増加として同国政府からも重要性が
認識されていることは明らかである。 
 
４-５ 提言 
パキスタン側への提言 
・修復が困難となっている老朽化した機材については、交換が必要である。（遺伝子保存室空調
機器） 
・継続的な能力強化のためには、定期的な情報交換が必要であり、技術を高めた職員を引き続
き雇用するためには何らかの報奨制度の導入が必要である。 
・作物収量の向上及び持続的農業のための植物遺伝子資源の重要性を政府は引き続き認識する
ことが必要であり、パキスタン政府はこの重要な分野への経済的、人的な投資に 重要度を与
えるべきである。 
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４-６ 教訓 
・遺伝子資源の活用に係るプロジェクトの持続性を保つためには、関係者間の認識の共有と
ともに研究員の能力、十分な財源、優れた施設及び機材が不可欠である。 
・短期専門家の派遣や本邦研修により継続的にパキスタン側研究者の技術更新を図ったこと
は、対象研究施設の基礎を築く上で効果的な支援方法となった。 

４-７ フォローアップ状況 
同施設は竣工後既に 15 年が経過しており、同施設の心臓部である植物資源保管冷蔵施設の空
調設備の故障が課題となっている。このため同研究施設より我国へのフォロアップの要請が
なされたが、先方実施機関による実施を促すこととし、設備機器の代理店など必要な情報提
供を行った。 
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