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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名： マダガスカル 案件名： 中央高地コメ生産性向上プロジェクト 

分野： 農林水産-農業-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 協力金額（評価時点）：2 億 6,027 万円（2008～2010 年度） 

協力期間 （R/D）: 2009 年 1 月 8 日

～ 2014 年 1 月 7 日 

先方関係機関： 農業省（MinAgri）農業総局、対象 5 県の

農業省地域農村開発局（DRDR）、重点 3 県の国立農村開発応

用研究センター（ FOFIFA）、農業機械化研修センター

（CFAMA）、種子増殖センター（CMS） 

日本側協力機関： 農林水産省 

他の関連協力： マダガスカル国食糧増産プログラム国内支

援委員会 

１－１ 協力の背景と概要 

 マダガスカル共和国（以下、「マダガスカル」と記す）は、約 58 万 7,000km2 の国土に約 1,880

万人が住む（INSTAT 推計、2008 年）、世界で 4 番目に大きい島である。コメを主食とし、国民 1

人当たり年間約 120kg を消費する。コメの生産面積は 160 万 ha、コメ生産量は 2008 年には 490

万 t 国別稲作振興戦略（National Rice Development Stragy：NRDS）であったが、サイクロン等の

影響により年間生産量の変動が大きく、コメ消費量の約 10%を輸入に頼っている。マダガスカル

の国家開発計画であるマダガスカル・アクション・プラン（Madagascar Action Plan：MAP：2007

～2012 年）において、最も重要な改革イニシアティブの１つとして、「緑の革命の始動」により、

コメの生産量を 2005 年の 342 万 t から 2012 年までに倍増させることを目標としている。マダガ

スカルにおけるコメの収量は、1ha 当たり平均 1.8～2.6t とされており、単位収量向上の余地があ

る。 

 コメ増産に取り組むにあたり、首都アンタナナリボ（Antananarivo）と第三の都市アンチラベ

（Antsirabe）を擁する人口集中地域である中央高地においてコメを増産することが喫緊の課題と

なっている。中央高地に位置する本プロジェクトの対象地域 5 県の標高は約 600ｍから 1,500ｍ

で、多様な自然・生態環境のもとでの、灌漑稲作、谷地田における天水稲作及び高冷地における

稲作が主な稲作形態である。コメ生産性向上のためには、稲作形態に適し、かつ市場と農家の評

価を踏まえた推奨品種の選定、その種子普及及び品種に適した栽培技術の確立とその普及が欠か

せないものとなっている。 

 以上から、マダガスカル中央高地の主要な稲作形態に対応した技術パッケージの開発と普及支

援を行うとともに、稲作関連機関の連携強化を図ることをめざし、2009 年 1 月から 5 年間の技術

協力プロジェクトが開始された。プロジェクトはアロチャ・マングル（Alaotra-Mangoro）県、ブ

ングラバ（Bongolava）県、ヴァキナカラチャ（Vakinankaratra）県、アナラマンガ（Analamanga）

県、イタシ（Itasy）県の 5 県を対象としており、冒頭の 3 県を重点県としている。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

中央高地において、コメ生産量が増加する。 



ii 

(2) プロジェクト目標 

モデルサイトにおいて、コメ生産性が向上する。 

 

(3) アウトプット 

1) コメ生産性向上のための「技術パッケージ」がプロジェクトにより開発される。 

2) 品種選定、種子増殖、配布体制の整備が推進される。 

3) 技術パッケージ波及のための教材が整備される。 

4) 重点県において、関係機関の連携によるコメ生産技術の指導体制が整備される。 

5) 技術パッケージが対象 5 県の農家に利用可能となる。 

6) モデルサイトの農家によって技術パッケージが利用される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

日本側： 

 長期専門家派遣 延べ 6 名、 短期専門家派遣 延べ 7 名、第三国専門家 延べ 4 名（イ

ンドネシア、適正農業機械） 

 研修員受入 本邦研修 計 8 名、第三国研修 計 4 名、 機材供与 総額 37.4 百万円、

ローカルコスト負担 33.5 百万円（2011 年 3 月現在） 

 

相手国側： 

カウンターパート配置 63 名（中間レビュー時）、 ローカルコスト 計 53.95 百万アリ

アリ1（2011 年 3 月現在）土地・施設提供 首都及び重点 3 県におけるプロジェクト事務所 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 総括 時田邦浩 JICA 国際協力専門員 

稲作/普及 浅沼修一 名古屋大学教授（マダガスカル「食糧増産プログラム」

国内支援委員会 総括） 

評価分析 道順 勲 中央開発（株）海外事業部 コンサルタント 

協力企画 都竹良美 JICA 農村開発部畑作地帯グループ乾燥畑作地帯課 職員 

調査期間  2011 年 7 月 2 日～2011 年 7 月 24 日 評価種類： 中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ 成果の達成状況 

(1) 成果 1「コメ生産性向上のための「技術パッケージ」がプロジェクトにより開発される。」

技術パッケージの開発は順調に進展している。プロジェクトの残り期間には、さらに技

術パッケージの内容改善とオプション技術の追加が予定されている。 

 

(2) 成果 2「品種選定、種子増殖、配布体制の整備が推進される。」 

種子生産農家と種子検査官の能力強化が進められ、ブングラバ県及びヴァキナカラチャ

                                                   
1 1 アリアリ＝0.041 円（2011 年 6 月 JICA レート） 
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県ではコメの優良種子の生産が徐々に増加している。優良種子の利用はモデルサイトのモ

デル農家2及びサテライト農家3が中心である。コメの推奨品種の選定、優良種子の利用促

進、コメの種子生産マニュアル及びコメの品種カタログの作成の諸活動が進展している。

 

(3) 成果 3「技術パッケージ波及のための教材が整備される。」 

マダガスカル側関係機関職員向け及び農家向けの数種の教材が作成・発行されている。

マダガスカル側関係機関職員や農家向けの研修で用いられたり、配布されたりしている。

 

(4)  成果 4「重点県において、関係機関の連携によるコメ生産技術の指導体制が整備される。」

県毎にプロジェクト関係者全員が招集される月例会議が実施されている。この月例会議

は、関係者間の情報共有促進と本プロジェクトの技術的課題を議論するうえで有効に機能

している。また、マダガスカル側関係機関職員向け研修も進捗している。 

 

(5) 成果 5「モデルサイトの農家によって技術パッケージが利用される。」 

プロジェクトの重点 3 県に設置されているモデルサイトでは、徐々に技術パッケージの

技術を適用する農家が増加している。また、ブングラバ県ではプロジェクトサイト外への

技術普及も開始されている。 

 

(6) 成果 6「技術パッケージが対象 5 県の農家に利用可能となる。」 

各種の技術教材や情報が、主として重点 3 県のモデルサイト内の農家向けに発信されて

いる。その他対象 2 県及び全国レベルでの情報普及については、2011/12 年作期4より開始

される予定である。 

 

３－１－２ プロジェクト目標の達成見込み：「モデルサイトにおいて、コメ生産性が向上す

る。」 

モデルサイト内のモデル農家及びサテライト農家において技術パッケージを適用した結果、

平均で 1.0t/ha 以上の単位収量の増加を記録している。したがって、コメ生産性向上は順調に

進展していると言える。今後、プロジェクト期間中のコメ作期において、モデルサイト内の大

半の農家が技術パッケージの技術を適切に適用するに至れば、プロジェクト目標の達成が期待

できる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

プロジェクト対象地域及び対象農家におけるコメ生産性向上と生産量増加のニーズは高

く、本プロジェクトの妥当性が確保されている。また、マダガスカルの開発政策やわが国の

                                                   
2 モデル農家とは、モデルサイト内に所有する稲作地においてプロジェクトによる技術パッケージの技術を実践し、在来法と

の比較を行う農家である。種子、肥料、栽培技術はプロジェクトから提供され、農地管理はプロジェクトと農家の協働によ

り実施される。 
3 サテライト農家はモデルサイト内に所有する稲作地においてプロジェクトによる技術パッケージの技術を実践する農家であ

る。種子、肥料、栽培技術はプロジェクトから提供されるが、農地管理は主に農家主体で実施される。 
4 マダガスカルでのコメ作期は 10 月～5 月前後である。 
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援助方針に沿ったプロジェクトである。さらに、わが国のコメ生産技術経験を活用すること

ができるという技術的優位性がある。 

 

(2) 有効性：満足できる水準となる見込み 

重点 3 県でコメ生産性向上に係る技術パッケージの開発が、着実かつ良好な単位収量増加

を記録しつつ、進展している。品種選定、種子増殖、種子配布に係る改善も進められている。

また、技術パッケージに関する教材開発、マダガスカル側関係機関職員及び農家を対象とす

る能力強化も進められている。以上から、プロジェクト終了時までには、プロジェクト目標

が十分に達成されるものと期待される。 

 

(3) 効率性：高い 

特にプロジェクト開始当初はマダガスカルの政治状況の影響を受けたものの、プロジェク

ト活動はおおむね計画どおりに進捗し、各種の良い成果を出しつつある。したがって、現時

点における本プロジェクトの効率性は高い。 

 

(4) インパクト：プロジェクト終了までに上位目標は達成されることが見込まれる。また、い

くつかの正のインパクトが確認された。  

1) 上位目標「中央高地において、コメ生産量が増加する」の達成の見通し 

技術パッケージが中央高地 5 県の大半の農家で取り入れられることになり、近年のコメ

生産量の増加傾向が継続するならば、2018 年までに上位目標は達成されるものと予測され

る。 

2) その他のインパクト 

①農民間の技術伝達、②ローカル業者による改良型農業機械の製造、③優良種子の配布 

  

(5) 持続性：財政面、組織面については不確実要素が存在する。 

1) 政策面： 

マダガスカルの食糧安全保障の観点、すなわち、増加する人口に必要な量と適切な価格

でのコメの供給の点から、今後も継続的にコメ生産性向上と生産量の増加が重視されるも

のと推測される。 

2) 組織面：  

農業省が 2010 年 9 月と 2011 年 5 月に職員の新規採用を行ったことに伴い、若い世代の

職員が本プロジェクトのカウンターパートとして配置された。このことは、農業省農業総

局及び重点 3 県の農業省地域農村開発局（Direction Régionale du Développment Rural：

DRDR）の人材の継続において、良い効果をもたらすことが期待される。一方、国立農村

開発応用研究センター（Centre National de la Recherche Appliquée au Development Rural：

FOFIFA）については、長らく新規研究員が採用されていないため、研究員の数の不足と

高齢化という問題が高じている。 

3) 資金面： 

農業省の財務状況は全般的に言って良好とは言えないものの、2010 年及び 2011 年には

本プロジェクトに活動に対する予算支出を実施した。一方、FOFIFA、農業機械化研修セ
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ンター（Centre de Formation et d’Application de Machinisme Agricole：CFAMA）、種子増殖セ

ンター（Centre Multiplicateur Semences：CMS）は、独立採算制を採る必要のある組織であ

るため、十分な自己収入を確保できない場合、財政状況が厳しくなる。 

  

4) 技術面：  

技術パッケージ開発の基本方針は、中央高地の条件に適したものを開発することであ

る。コメ生産農家が取り入れることが容易で収益性が確保されている技術であることであ

る。したがって、技術パッケージの技術が普及された地域では、その技術が継続的に利用

されることが期待される。 

プロジェクト終了後における技術パッケージの内容の継続的改良、品種選定の継続、種

子増殖については、関係機関の人材の継続性及び財政状況に左右される。また、現在、関

係機関間には良好な協働関係が築かれているが、これが継続するか否かにも左右される。

 

３－３ 結論 

 プロジェクト開始当初、政治的不安定さがあったものの、プロジェクト活動の進捗はおおむね

計画どおりである。コメ生産性向上に係る技術パッケージの開発は、重点 3 県のモデルサイトに

おいて、1.0t/ha 以上の収量増加を示すという良好な進捗を見せている。マダガスカル側関係機関

職員、ローカルの農業機械製造業者、コメ生産農家の能力強化も着実に進んでいる。さらに、技

術パッケージ関連及び種子生産関連の教材の開発も順調に進展している。 

 プロジェクトの妥当性は高く、有効性はプロジェクト終了時までのプロジェクト目標の達成に

より満足できる水準となる見込みである。効率性も同じく現時点において満足できる水準となる

見込みであり、その他いくつかの正の影響が確認された。 

なお、プロジェクトの成果をより向上させるために重要な点があり、それについては提言を行っ

た。 

 

３－４ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

３－４－１ 本プロジェクトの残りの期間にプロジェクト・チームが実施すべきこと 

(1) 技術パッケージの適用について 

1) 技術パッケージの適用、2) プロジェクト対象地区及び対象農家の明確化、3) アロ

チャ・マングル県のモデルサイトについて、4) 農家による施肥、5) 農業機械、6)

技術パッケージの改良における FOFIFA との協働 

(2) 技術パッケージの普及について 

1) 重点 3 県及びその他の 2 県における普及方法、2) 農業開発アドバイザー（Conseiller 

en Developpment Rural：CDR）の能力強化、3) 技術パッケージ情報の農業サービス

センター（Centre du Service Agricole：CSA）とコミューン役場への提供 

(3) 種子システムの改善 

1) 種子生産農家グループ（Groupement des Producteurs Semenciers：GPS）による種子生

産、2) アロチャ･マングル県 PC23 内の種子増殖センター（CMS Anosyboribory）に

おける種子生産、3) 農業省種子検査課（Service Officiel du Contrôle：SOC）による

圃場審査について 
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(4) 活動計画（Plan of Operation：PO）の利用 

1) モニタリングツールとしての PO の活用、2) 重点県毎の詳細活動計画の作成 

 

３－４－２ マダガスカル側への提言事項 

(1) プロジェクトの管理と調整 

1) 県技術管理委員会（Comité Régional de Gestion Technique/ Regional Technical Management

Committee：RTMC）、2) マダガスカル側カウンターパート予算、3) 職員の雇用 

 

３－４－３ プロジェクト･デザイン･マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の改訂案

 

３－５ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

 本中間レビュー調査時には、特になし。 

 

 

 


