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Ⅰ 案件概要 

国名 ブルキナファソ 

事業期間 2004 年 6 月(実施設計開始)～2005 年 12 月(機材据付完了) 

実施機関 環境･生活環境省(MECV) 国立森林種子センター(CNSF) 

事業費 E/N 限度額:321 百万円 供与額:279 百万円 

施工･調達 (施工)該当なし (調達)双日株式会社、伊藤忠商事株式会社 
案件従事者 

コンサルタント アジア航測株式会社 

基本設計調査 2002 年 8 月(アジア航測株式会社) 

関連案件 

無償資金協力「地方苗畑改修計画」(1999 年、本事業対象の地方森林種子局(ARSF)カヤ、ドリが対象に含
まれている。実施機関は MECV 環境保全総局)、国別研修「国立森林種子センター新技術導入及び技術管理
強化プログラム」(2007 年、本事業供与機材を活用した遺伝学的多様性に関する研修)、技プロ「苗木生
産支援プロジェクト」(2010 年～2013 年予定、実施機関は MECV 環境保全総局森林局)、「環境･植林･林業
アドバイザー」3 名(1997～2008 年、いずれも MECV 環境保全総局森林局に派遣)、本事業フォローアップ
協力(2010 年)(2009 年 9 月の洪水により事務用機材、研修･普及用機材が一部損壊したため、その一部に
対してフォローアップ協力を実施) 

事業背景 
ブルキナ･ファソでは、砂漠化防止の植林計画を進めている。国立種子センター(CNSF)及び地方森林種子
局(ARSF)は植林事業に対して良質な種子･苗木を供給するため、種子･苗木の生産及び販売、種子･苗木生
産に関する研究･普及活動を行っているが、機材の老朽化により十分な活動･研究がなされていない。 

事業目的 
CNSF及び4ヵ所(ボボ、ドリ、ファダ、カヤ)のARSFにおける研究試験用･種子･苗木生産用などの機材を整備
することにより、優良苗木･種子の研究試験の実施、種子･苗木生産、植林プロジェクトへの苗木供給を図る。

アウトプット 
(日本側) 

CNSF:研究･実験用機材、種子生産用機材、苗木生産用機材、給水･潅水用機材、事務用機材、研修･普及用
機材、作業用機材、運搬用機材 
ARSF:種子生産用機材、給水･潅水用機材、作業用機材、森林管理用機材 
<ソフトコンポーネント>生物統計学指導及び機材整備据付管理･運転指導 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

本事業は計画時、事後評価時点共にブルキナ･ファソの開発政策、開発ニーズとの整合性は高く、計画時の日本の援助政策
との整合性も高く、妥当性は高い。本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を上回ったため効
率性は中程度である。3つの成果指標のうち 2つが目標年に目標値の 8割に満たなかったものの、未達成の理由は自然環境
等の外部要因によるものであり、かつ事後評価時点ではすべての指標が目標値をほぼ達成していること、間接的効果として
植林事業への貢献もみられることを総合的に判断し、有効性は高い。本事業の維持管理は体制、技術に軽度な問題があり、
本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。以上より、本事業の評価は高いといえる。  
CNSF に対する提言としては、次の 3点が挙げられる。 
1.光合成測定器など研究･実験用機材で故障している機材に関して、供給業者に不具合の状況を伝え、故障診断を行っても
らうこと。故障と判断された場合必要な措置を講じること。 
2. 1)ソフトコンポーネントにより研究･実験用機材に関して運転指導を受けた職員が研修から戻り次第、右職員は他の実験
室職員に植物育成室や炭素窒素計測器、光合成測定機などの操作方法を指導すること。2)右職員の他の職員への右機材の運
転指導能力が十分でないと判断される場合、ブルキナ･ファソ側の費用負担で当該機材の操作に関する再訓練を実施するこ
と。 
3.ARSF の苗木専門家や技術者の増員及び増員に必要な補助金交付の可能性について環境･生活環境省と協議すること。 
JICA に対する提言としては、次の点が挙げられる。 
1.CNSF への提言 1及び提言 2の 2)の実施過程において、CNSF が困難に直面した場合、CNSF への技術的サポートを行うこと。
教訓として、以下 2点が挙げられる。 
1. 1)環境分野の類似プロジェクトにおいて目標値を設定する際、年によって自然環境の影響を受ける可能性を考慮し、目
標年を 2、3 年設定すること、2)事後評価時に、そのうち自然環境等の外部要因の影響が少なかった目標年の指標達成度を
測定し、有効性を判断するか、もしくは設定した複数年の経年変化を見て有効性を判断することが挙げられる。 
2.本事業では実施機関の負担事項である、整地や基礎工事の遅延により、機材の据え付け工事が遅れた。したがって、今後
の類似案件では、実施機関の負担事項の速やかな実施が求められる。 
本評価調査では、資料レビュー及び実施機関(CNSF 及び各 ARSF)への質問票、本邦コンサルタントへの聞き取り調査により
得られるデータのみに基づいて評価を行った。従って、直接観察によって確認できるデータ(供与施設･機材活用状況等)は
質問票回答をもって判断した。また、質問票回答にある指標値の根拠となる一次データは回収できなかったため未確認であ
る。さらに、現地調査を行っていないことから、提言に関して実施機関と協議していない。 

 

1 妥当性 

1.ブルキナ･ファソ国開発政策との整合性 
1998 年、同国は国家森林整備計画(PNAF)、国家村有林計画(PNFV)及び薪炭林計画(PBE)の 3 本柱を軸にした国家森林政策
(PNF)を策定するとともに、グリーンベルト構想(幅 2km、東西 630km の地域における植林事業)と砂漠化防止のための植林 5
ヵ年計画(1998～2002 年)を策定した。2007 年、同国は気候変動政策に関わる国家適応行動計画を策定し、気候変動適応策
及び緩和策の観点からも森林保全や植林の促進を図りつつある。また、同年植林活動推進を目的とした「苗木生産国家戦略」
を策定した。よって、計画時、事後評価時ともに、砂漠化防止を目的とした植林活動の促進及び種子･苗木の生産は開発政
策の優先課題として重視されており、本事業は相手国政府の開発政策と合致していると言える。 



2.ブルキナ･ファソ国開発ニーズとの整合性 
計画時、CNSF 及び ARSF はグリーンベルト構想等の植林事業に対して良質な種子･苗木を供給するため、種子･苗木の生産及
び販売、種子･苗木生産に関する研究･普及活動を行っているが、機材の老朽化により十分な活動･研究がなされていなかっ
た。事後評価時において、無償資金協力「地方苗畑改修計画」(1999 年)や本事業等を通じた公営苗畑における苗木生産の量
的拡大や、民間による苗木生産の奨励により、同国の苗木生産は活発化してきている。しかし、1)民間苗木生産者の組織化、
2)苗木の品質向上や流通体制の整備、3)効率的な苗木生産計画の作成･モニタリングなどが依然として課題として残されて
いる。よって、苗木生産分野の開発ニーズは引き続き高い。 
3.日本の援助政策との整合性 
国別協力データブック 2004 年によると、日本政府のブルキナ･ファソに対する ODA の重点分野は、基礎生活分野及び砂漠
化防止支援である。よって、本事業は計画時の日本の対ブルキナ･ファソ援助政策と合致していると言える。 
以上より、本事業の実施はブルキナ･ファソの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高
い。 

2 効率性 

1.アウトプット 
日本側のアウトプットは機材の種別の変更など軽微な変更があったものの、概ね計画どおりであった。 
2.事業期間 
計画 15 ヵ月に対して実績 19 ヵ月であり、計画を上回った(計画比 126%)。遅延理由は以下のとおりである。1)実施機関の

負担事項である、温室やパイプハウスなどの整地、ポンプの建屋の建設、電源工事などの基礎工事が遅延し、機材の計画通
りの到着にもかかわらず据付工事が遅延したこと、2)現地調達予定であった高純度窒素ガスの在庫が国内では足りず、不足
分を近隣国から調達しなければならず、引き渡しに時間を要したこと、である。 
3.事業費 
計画額 321 百万円に対して実績 279 百万円であり、計画内に収まった(計画比 87%)。13%減となった理由は、機材調達の応
札者の価格が想定より低かったことが挙げられる。 
以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を上回ったため効率性は中程度である。

3 有効性･インパクト 

1.定量的効果 
成果指標の 1)種子生産量、2)種子配布量、3)苗木生産量いずれも、目標年(2006 年)に目標値を達成していないが、事後評
価時点(2009 年)には目標値をほぼ達成している。 
1)種子生産量(CNSF/ARSF 合計)は、2006 年の目標値 6,200kg に対し実績値 4,228kg(計画比 68%)に留まっていたが、2009
年時点で 5,802kg(計画比 94%)に達した。2)種子配布量(国内向け･海外向け･研究用合計)に関しても、2006 年の目標値
5,000kg に対し実績値 2,565kg(計画比 51%)に留まっていたが、2009 年時点で 4,798kg(計画比 96%)に達した。2)種子配布量
の国内向けと海外向けは目標年に目標値を達成していないが、研究用に関しては目標年に目標値を達している。3)苗木生産
量(CNSF/ARSF 合計)は、2006 年の目標値 350,000 本に対し実績 298,904 本(計画比 85%)に達しており、2009 年時点で 370,300
本(計画比 108%)に達している。 
1)種子生産量と 3)苗木生産量が目標年に目標値を達成しなかった理由は、降水量が例年より少なかったことによる数種類
の樹種の結実不足が挙げられる。また、実施機関及び JICA からの情報によると、環境･生活環境省による植林キャンペーン
の規模の大小、ドナー支援のプロジェクトや NGO、個人からの発注の多寡なども年･各地域(ARSF)の苗木生産量を左右すると
のことである。2)種子配布量のうち国内分が目標年に目標値を達成しなかった理由は、2006 年の雨季到来の遅延に由来する
関係者のモチベーションの低下であるとのことであり、海外への種子配布量が達成しなかった理由は不明である。 
機材の活用状況に関しては、研究･実験用機材のうち不適切な操作により故障し、修理されていない機材(植物育成室の光
合成測定器)や、ソフトコンポーネントで運転指導を受けた職員が在外研修中であり、他職員は運転指導を受けていないた
め使用方法が分からず活用していない機材(炭素窒素計測器)が一部ある。しかし、それ以外は十分活用されている。なお、
ワガドゥグ大学や国立科学技術研究(CNRST)、ヨーロッパの諸大学との共同研究においても、本事業供与の研究･実験用機材
を活用して、各大学･研究機関が素材の解析サービスを行っている。なお、苗保育器、光合成分析器、冷蔵室などの実験用
機材は、その土地･気候にあった適正な種子の選別･供給に役立っているとのことである。さらに、実験用機材は、CNSF/国
連食糧農業機関(FAO)のアラビアゴムプロジェクト(2004 年)において種子の品質改善にも活用されている。他目的に使用さ
れている機材はない。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
自然環境への負の影響は認められず、CNSF によると、むしろ政府、援助機関、NGO が実施している国内外の植林事業(PICOFA
プロジェクト、Ile de Paix プロジェクトなど)への苗木･種子供給を通じて環境保護に貢献しているとのことである。ただ
し、植林事業により増加した植林面積など定量的効果は不明である。 
なお、用地取得のプロセスに関して問題はなく、住民移転は発生していない。 
以上より、3つの指標のうち 2つが目標年に目標値の 8割に満たなかったものの、未達成の理由は自然環境などの外部要因
によるものであり、かつ事後評価時点ではすべての指標が目標値をほぼ達成していること、また間接的効果として植林事業
に貢献していることを総合的に判断し、有効性は高い。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 計画どおり、CNSF が ARSF も含めて全ての設備･機材の総合的管理･指導責任を負っている。維持管理担当者 1名が任命され
ており、設備･機材全体の管理を行っている。具体的には、CNSF 及び ARSF の機材使用者は、故障の際維持管理担当者に報告
書を提出する。同担当者は報告書に基づいて状態を確認し、財務管理部(DAF)を通じて局長の指示をあおぎ、不具合に対処
するという体制になっている。 
CNSF の研究･技術職員は、目標値の 4名増員に対し 7名増員した。一方、いずれの ARSF においても、職員数は、計画時と
比較して苗木専門家や技術者が 1-2 名減少しており、計画時レベル(各 ARSF 計 3-4 名)に回復させることが必要である。 
2.運営維持管理の技術 
CNSF、ARSF いずれもオペレーションマニュアルを活用しており、定期的な維持管理技術についても十分とのことである。
また、CNSF の修理技術も十分であるとのことである。ただし、CNSF の実験室職員の研究･実験用機材の一部の操作方法に関



しては一定期間の訓練を要する。理由は、CNSF は光合成装置や炭素窒素計測器などを利用するのは初めてであり、ソフトコ
ンポーネントや 2007 年の国別研修でも操作方法について技術移転を受けたが、当時技術移転を受けた CNSF 職員は現在海外
研修中であり、他の職員には技術移転されていないことである。同機材の不具合が生じた際、マニュアルの確認は行ったが、
供給業者への連絡はしていない。かりに研究･実験用機材の操作方法について再訓練が必要になる場合、本邦コンサルタン
トによれば、植物育成室や葉面積計、光合成測定器に関しては各 3～4日間、炭素窒素計測器やその他の研究･実験機材に関
しては各 1週間程度必要であるとのことである。 
3.運営維持管理の財務 
 種子及び苗木の販売収入額は計画時の試算を超えており、機材運転用光熱費は試算を若干上回る程度である。2006 年以降
政府は補助金の承認額が徐々に減少しているため、CNSF の年間予算もそれに伴って若干減少しているが、2007 年～2009 年
の年間予算は 2001 年の約 150%程度確保されている。このことから、運営維持管理に最低限必要な財源は備わっていると考
えられる。なお、他大学との共同研究における解析サービス提供に関しては、2008 年以降少額ではあるが収入源となってい
る。 
4.運営維持管理状況 
ごく一部を除いて CNSF/ARSF に供与した機材の維持管理状況は全般的に良好である。上述した植物育成室の光合成装置は、
故障診断が必要である。なお、2009 年 9 月の洪水により事務用機材、研修･普及用機材が一部損壊したが、その一部に対し
てフォローアップ協力が実施された。 
以上より、本事業の維持管理は体制、技術に軽度な問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

 


