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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：スリランカ民主社会主

義共和国 

案件名：小規模酪農改善プロジェクト 

（英名）Small Scale Dairy Farming Improvement through Genetic and 

Feeding Management Improvement in Sri Lanka（GFMI） 

分野：農業 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAスリランカ事

務所 
協力金額（2011年 9月現在）：計 3億 1,900万円 

協力期間：2009年 4月～2014

年 3月 

先方関係機関：家畜農村開発省 家畜生産衛生局、国家畜産開発

公社 

（英名）Ministry of Livestock and Rural Community Development

（MLRCD） 

Department of Animal Production and Health（DAPH） 

National Livestock Development Board（NLDB） 

日本側協力機関名：農林水産省、独立行政法人家畜改良センター

１－１ 協力の背景と概要 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）では、全人口の 85％以上が農

村部に居住し、GDP全体に対する農業分野の割合は 15％を占めるとともに就労人口の 34％が農

業に従事している。貧困層の約 95％が農漁村地域、プランテーション農園地域を中心に分布し、

農業の停滞が貧困問題の大きな要因となっている。 

このようななかにおいて、畜産業は未利用資源を有効に利用することによって農民の収入の

向上が期待される部門であり、特に酪農においてはスリランカ全土で行われている。畜産農家

の多くは、他の作物とともに混合経営を行っている小規模農家であるが、総所得に占める畜産

からの収入の割合は約 5 割を占めており、畜産は所得向上への貢献度が高い。しかし、近年、

ウシ及びスイギュウの頭数、牛乳生産は停滞する一方、粉乳の輸入額は 2005年度時点で Rs.126

億（約 130億円）に達しており、スリランカ政府は 2006年の国家畜産開発計画の中で、牛乳、

乳製品の自給率を現在の 35％から 2010年までに 50％に向上させる目標を定めている。 

膨大な輸入金額を抑え、目標とする 50％の自給率を達成するためには、現在スリランカが酪

農分野で抱えている以下の課題を解決し、国内産の牛乳生産を増加させることが不可欠である。

① 1 頭当たりの乳量が低い（粗放的飼育：1.5 リットル/日/頭、集約・半集約的飼育：2～4

リットル/日/頭）。 

② 本来乳量が増加することが想定される雨季に乳量が低下している（放牧ができず草の給

与量が少ない）。 

このような背景の下、後代検定の導入を通じ、小規模酪農改善を図る目的でスリランカ政府

はわが国に対して技術協力プロジェクトの実施要請を行った。これを受け、JICAは、2009年 4

月から 5年間の予定でプロジェクトを開始し、現在、2名の長期専門家（チーフアドバイザー／

飼養管理、業務調整／地方活動支援）を派遣中である。 

今回実施の中間レビュー調査はスリランカ側と合同で実施し、これまでのプロジェクト活動

の達成度を把握するとともに、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）

の観点から総合的評価を行うことにより、今後のプロジェクト活動のために必要な方策を提言

することを目的とした。 
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１－２ 協力内容 

（１）最上位目標 

スリランカの酪農振興地域において牛乳の生産性が改善され、酪農家の収入が向上する。

 

（２）上位目標 

１．プロジェクト対象地域において小規模酪農家に適した飼養管理技術の改善により、

牛乳の生産性が改善され、酪農家の収益が向上する。 

２．後代検定済み種雄牛が選定され、後代検定済みの凍結精液を用いた人工授精が普及

する。 

３．スリランカにおいて後代検定の意義の理解が深まり、育種体制が改善される。 

 

（３）プロジェクト目標 

プロジェクト対象地域において、育種及び飼養管理の改善を通じた小規模酪農改善のた

めの技術・体制基盤が整備される。 

 

（４）アウトプット 

アウトプット１ 

スリランカにおける適正な後代検定手法が開発される。 

アウトプット２ 

人工授精に関連する技術が改善する。 

アウトプット３ 

酪農家の飼養管理技術が改善する。 

 

１－３ 投入（2011年 7月まで） 

日本側：長期専門家派遣 3名 資機材供与 約 4,007万 1,000円 

短期専門家派遣 9名 ローカルコスト負担 約 2,292万円 

研修員受入 6名 

スリランカ側：カウンターパート（C/P）配置 62名 

土地施設提供 執務室 

ローカルコスト 

 

２．中間レビュー調査団の概要 

調査者 １．大塚 拓哉（総括）JICAスリランカ事務所 次長 

２．戸澤 芳郎（後代検定）独立行政法人 家畜改良センター 

３．久保 英之（評価分析）株式会社グローバル・リンク・マネジメント 

４．福森 大介（協力計画）JICAスリランカ事務所 所員 

５．Dr. Nihal Wedhasinghe 中北部州家畜生産衛生局 局長 

調査期間 2011年 9月 12～29日（現地） 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 

アウトプット１ 

指標の達成度は、「後代検定手法のマニュアル」については既にドラフトが完成している。「後

代検定関連技術の理解」について、DAPH の後代検定 C/P は後代検定の概念・理論を十分に理

解し、NLDB の技術系幹部は後代検定の意義及び重要性を十分に認識し、現場レベルではダヤ
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ガマ、アンディガマの両牧場において人工授精及び出産状況の記録が取られている。「実施体制

強化」については、短期専門家が考案したジャージー種の後代検定モデルが既に DAPH に承認

され、DAPHが現在後代検定担当の増員許可を政府に要請している。また、DAPH、NLDB、GFMI

が署名した 2010年 11月 29日付覚書の第 1項では、各機関はプロジェクト期間内・終了後にお

いて後代検定手法が確立するよう協力し、おのおのの役割を担う、と宣言されている。 

 

アウトプット２ 

指標の達成度は、「後代検定候補牛の受胎率」について、2 年度目の受胎率が両牧場の平均で

70％となっており、目標値を達成している。 

このほか、クンダサーレ人工授精センターでは、凍結精液製造に関する諸機材が供与され、

センターの人工授精技術者が機材操作方法を習得したことにより、凍結精液製造の技術力が高

まった。ポロンナルワ人工授精センターにおいては、人工授精技術研修に関する諸機材の供与

により、研修で網羅する内容が充実し、技術研修の質が高まった。現在、専門家による後代検

定講義が断続的に行われているが、今後、スリランカ人技術者を育成し、当該講義の指導も移

管する予定である。 

 

アウトプット３ 

指標の達成度は、「普及員及び農民向けのマニュアル」については既にドラフトが完成してい

る。「普及員への研修及び実地指導」については、専門家が 20 カ所のモデル農家を毎月技術指

導する際に普及員を随伴し、彼らに対して技術内容及び技術指導を学ばせている。「農家に対す

る普及員による研修及び実地指導」については、普及員が専門家から学んだ技術について農家

訪問の際に助言している。「モデル農家が技術内容を研修に参加した農民に正しく説明できる」

については、これまでに開催された 11回のファームデイにおいてモデル農家は研修参加者に対

して適切に技術内容を説明している。 

また、プロジェクトは非常に普及性が高いと考えられる 10の飼養管理技術を特定した。これ

らは技術パッケージとして取りまとめられ、ファームデイを通じて研修参加者に伝えられてい

る。 

 

プロジェクト目標 

指標の達成度は、「後代検定の意義を関係者が理解する」点について、獣医師及び普及員の理

解は非常に高いが、農民については理解度が低いという調査結果が出ている。「酪農家による改

善された飼養管理技術の採用」については、20 カ所のモデル農家では既に技術が導入され、フ

ァームデイに参加した農家においても技術採用が進んでいる。しかし、ファームデイに参加し

ている農家はモデル農家周辺の数十～百十数世帯に限られており、今後は、対象地域全体に技

術を普及させる方法論を開発して、技術の広域普及を図る必要がある。 

 

上位目標 

指標の達成度は、「生乳販売収益向上」について、モデル農家及びファームデイ参加農家のな

かには飼養管理技術の改善により牛乳の生産向上及び収益の向上が実現した農家も存在する

が、対象地域全体への波及効果はまだみられない。「後代検定済みの凍結精液利用」について、

現在のところは後代検定済みの凍結精液そのものが存在していないが、後代検定は順調に進捗

しているため、将来的には利用が見込まれる。「後代検定プログラムの開発計画記載及び予算・

人員の確保」について、後代検定という用語はまだ政策文書には記載されておらず、今後も関

係機関に対する働きかけが必要である。また、DAPH は現在政府に対して後代検定担当の人員

増を要請している。 
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最上位目標 

指標の達成度は、「酪農家の収入向上・乳量向上」ともに広域レベルでの波及効果は観察され

ていない。「後代検定の組織体制整備」については、上記アウトプット１で記述したとおりであ

る。 

一般に、後代検定の成果が実際に発現するまでには 10～20年という期間が必要である。また、

飼養管理を通じた酪農改善についても、広域普及の方法論はまだ確立されていないため、波及

効果はみられない。ただし、方法論が確立した場合には、飼養管理技術の改善を通じたある程

度の生産性向上は期待できる。 

 

３－２ 実施のプロセス 

（１）活動の進捗状況 

全般的に活動は計画どおりに進捗しているが、後代検定に関しては、当初の計画に対し

て以下のとおり変更がなされている。 

本案件では、後代検定分野の主眼がスリランカにおける適正手法の開発にあることから、

当初、ジャージー種の候補種雄牛はスリランカ側で準備し、プロジェクトでは手法開発を

中心に取り組むこととしていた。しかし、プロジェクト開始後、スリランカには種雄牛の

絶対数が少なく、雄牛づくりに取り組む必要性が高いことが判明した〔付属資料６．成果.1

「後代検定」の実施に関する提案書（2009 年 11 月 4 日付）参照〕。また、2009 年 12 月 5

日に開催された第 1 回地方調整委員会（RCC）では、ジャージー種の種雄牛が絶対的に不

足している点が浮き彫りにされ、プロジェクトが検定済みの輸入精液を用いて計画交配を

行うことの必要性が共有された。これを受けて、プロジェクトでは、2010 年 7 月よりダヤ

ガマ牧場において輸入精液を用いた第 1回計画交配を開始した。そして、2010年 11月、短

期専門家により後代検定推進のための交配計画の基本案が示され、DAPH 側の全面的な承

認を得た。現在行われている後代検定は、この基本案に基づいて推進されている。 

 

（２）コミュニケーション及びマネジメント 

関係者間のコミュニケーションは非常に良い。まず、後代検定プログラムの試行に関し、

スリランカにおいては初めての試みであるにもかかわらず、DAPH 及び NLDB の技術系幹

部、及び日本人専門家の間でほぼ完全に後代検定の意義に関する認識の共有がなされてい

る。プロジェクト開始当初、DAPHと NLDB間の連携が懸念事項として指摘されていたが、

現段階でそのような懸念を抱く必要はないといえる。また、モデル農家を中心とした飼養

管理活動についても、DAPH本局、州 DAPH、フィールド事務所の獣医師・普及員の間にお

いて、プロジェクトが特定した技術パッケージの有効性は広く共有されている。 

スリランカ側のオーナーシップは非常に高い。DAPH幹部は後代検定プログラムを DAPH

の重要施策として位置づけ、人員増強を政府に要請している。今後の普及活動の核になる

と考えられるファームデイの開催に際しては、DAPH が開催経費を一部負担し、積極的に

支援していく姿勢を表明している。後代検定の牛群を管理している NLDB牧場においては、

これらの牛群管理が既に技術者の日常業務の一部としてルーチン化している。 

プロジェクトの正式なモニタリング機会としては、合同調整委員会（JCC）及び RCC の

2つのメカニズムが存在する。 

 

３－３ 効果発現に関する貢献・阻害要因 

効果発現の促進要因としては、まず、本プロジェクトが牛乳の自給率向上という国家政策の

実現に直接結びつくものであることを DAPH 幹部が明確に認識している点が挙げられる。この

理解があるために、DAPH 幹部は後代検定プログラムの体制基盤整備に向けた積極的な取り組
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みを行っているものと考えられる。次に、日本人専門家による極めて活発なコミュニケーショ

ンと現場実践活動が、プロジェクトの役割及び進捗に関する関係者の認識を深めている点が指

摘できる。モデル農家における生産性改善及び高い普及性をもつ技術パッケージなどは既に C/P

間の共通した認識となっているが、この背景には、専門家による 20のモデル農家への月例訪問

と実践的指導によりフィールド獣医事務所の獣医師と普及員が技術パッケージに対する理解を

深めたことが挙げられる。また、DAPH 幹部と NLDB 幹部の間では後代検定に関する認識が共

有されているが、これは専門家が各機関の幹部に逐次情報インプットを行ってきたことによる

と考えられる。 

 

３－４ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトは、スリランカの牛乳自給政策及び乳牛生産性向上という国内ニーズと

十分に合致し、プロジェクトのデザインも適切であることから、妥当性はかなり高いと判

断した。 

スリランカ政府は、各種政策文書において牛乳生産の自給率を高めることを明確に打ち

出している。本プロジェクトは、乳牛の遺伝的改良及び酪農家の飼養管理技術改善を通じ

て乳牛の生産性向上をめざすものであり、牛乳の自給率向上をめざすスリランカ政府の方

針に十分合致している。現在、ウシ 1頭が生産する 1日当たりの乳量は 2.2リットル（全国

平均）と低く、乳牛の 90％は小規模酪農家が保有しているといわれる。1 頭当たりの乳量

が低いという現状は、同時に、生産性改善に対する小規模酪農家のニーズが潜在的に非常

に高いことを示しており、本プロジェクトは、質の高い凍結精液の提供及び飼養管理技術

の改善を通じて生産性改善に貢献し得る。本プロジェクトのデザインは、後代検定（育種）

と飼養管理（普及）に係る技術及び制度改善を通じて小規模酪農の生産性向上をめざすと

いうものであり、包括的な取り組みを行っている案件であるといえる。そして、育種・普

及にかかわる多様な関係機関（すなわち、DAPH、NLDB、州 DAPH、フィールド事務所）

をすべてプロジェクトの C/P として位置づけ、戦略的な連携促進を図っている。日本の援

助方針との関係性については、対スリランカ別援助計画の「中長期開発ビジョンに沿った

援助計画」における貧困対策に対する支援に合致している。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標である育種及び飼養管理の改善を通じた小規模酪農改善のための技

術・体制基盤は着実に整備されつつあり、有効性はおおむね高いと判断した。 

アウトプット２の指標は既に達成され、アウトプット１についても技術的改善について

は既に十分な水準の成果が出ている。体制基盤についても、既に方向性は明確に示されて

おり、プロジェクトの後半において整備がなされるものと見込まれる。アウトプット３に

ついては、モデル農家において各指標はほぼ達成されつつあるといえるが、モデル農家以

外の対象地域においては活動が展開されていない。ただし、ファームデイを通じた技術パ

ッケージの普及が効果的であることは既に実証されつつあり、今後、広域普及の方法論を

開発し、対象地域全体で活動を展開することで、アウトプットは達成するものと考えられ

る。 

アウトプット１とアウトプット３については直接プロジェクト目標の達成に貢献してお

り、論理的整合性が強い。アウトプット２は、後代検定実施の前提として必要な技術的事

項であり、位置づけとしてはアウトプット１の補助的な役割となる。 
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（３）効率性 

日本側・スリランカ側とも投入の量・質・タイミングはおおむね適切で、かつアウトプ

ット達成に結びついており、効率性は高いと判断した。 

上記３－３節で述べたとおり、長期専門家は成果達成の促進要因として非常に重要な役

割を果たしている。また、後代検定分野の短期専門家派遣は、長期専門家がカバーできな

い分野の知見を提供し、アウトプット１の達成に極めて重要な役割を果たした。人工授精

センターに対する機材供与は、凍結精液生産及び技術研修の質的改善に多大な貢献を与え

ている。また、ダヤガマ牧場における供与機材は、後代検定の牛群管理作業を容易にする

ともに、乳量検定の際に正確なデータの記録を可能にした。スリランカ側は、これらの供

与機材を適切に操作・維持している。スリランカ側 C/P はコミットメントが高く、成果達

成に際して大変重要な貢献をしている。DAPH 幹部と NLDB 幹部は後代検定の体制構築に

際して各組織の役割を明確にし、分担・連携体制を築いた。NLDB 牧場の技術者は適切な

牛群管理とデータ測定を行っている。 

 

（４）インパクト 

上位目標にかかわる効果はまだ発現していないが、プロジェクトが適切に進捗すること

によって高いインパクトがもたらされるものと予想される。 

プロジェクトが特定した技術パッケージは普及性が高く、また現在、ウシ 1 頭当たりの

乳量は低い状態にあるため、飼養管理技術の改善を通じて生産性を高めることは十分に可

能である。このため、プロジェクト後半に技術パッケージを広域的に普及させる方法論が

開発されれば、対象地域全体にわたって乳牛の生産性は改善され得る。後代検定プログラ

ムは順調に進捗しており、現段階でもダヤガマ牧場において候補種雄牛が 21頭誕生してい

る。実際に種雄牛が選定されるまでには今後数年を要するが、後代検定の実施体制がさら

に強化され、推進されるならば、種雄牛の凍結精液使用が全国的に広まることは非常に高

い確率で実現するものと考えられる。負のインパクトは、現在のところ特に報告されてい

ない。 

 

（５）持続性 

政策面、組織面、技術面、財政面からみて、プロジェクト成果の持続性は高いものと予

想される。 

スリランカ政府が掲げる牛乳の自給率向上政策は、牛乳輸入による外貨支出を抑制する

という意図もあることから、当該政策が変更される可能性は低いと考えられる。このため、

牛乳の生産性向上を図る本プロジェクトの諸成果は、国家政策による支援を当面は受け続

けるものと推察される。後代検定プログラムの推進機関は DAPH であるが、担当者 1 名体

制では脆弱である。現在、DAPHは、この問題を解決するため、政府行政管理局（Management 

Service Department）に対して後代検定要員の増員要請を行っており、これが承認されれば、

DAPH 本局での組織体制に関する持続性はかなり高まる。また、小規模酪農家を対象とし

た技術の普及体制構築に関しては、現在、DAPH 本局と州 DAPH との間で役割分担及び連

携に関する制度設計が進められている。技術的にみると、後代検定の対象となっている牛

群の管理技術、酪農家に普及する飼養管理技術など、プロジェクトがこれまでに達成した

成果の一部は既に高い持続性をもつ水準にある。財政面では、DAPH 本局、人工授精セン

ター、州 DAPH、フィールド獣医事務所及び NLDB 牧場が支出するプロジェクト活動関連

の恒常的経費のうち、プロジェクトは NLDB 牧場における牛群の飼料経費についてのみ全

面負担している。この経費は、後代検定の実施に際して不可欠なものであることから、プ

ロジェクト終了までに、中長期的な経費負担のあり方について関係機関と合意しておく必
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要がある。 

 

３－５ 結論 

中間レビュー調査団は、本プロジェクトがこれまで成功裏に実施されてきたことを確認した。

今後については、特に後代検定及び広域普及の体制強化にかかわる活動に力点を置くことによ

り、協力期間内に期待された成果が達成される見込みは高いと判断した。 

 

３－６ 提言 

評価結果を踏まえ、本中間レビュー調査団は関係各機関に対して以下の提言を行った。 

    

（１）DAPH本局における後代検定管理体制の強化 

政府関係機関に対し、DAPHが要請している後代検定担当の増員を認めるよう提言する。

後代検定を適切に推進するためには、牧場の現場技術者のみならず、全体を統括する DAPH

の人材充実が不可欠である。現在の 1 人体制では知見の蓄積において脆弱であり、担当者

の異動に伴って後代検定の適切な推進が困難になる可能性がある。 

 

（２）人工授精研修における後代検定講義の常設 

ポロンナルワ人工授精センター及び DAPH に対し、後代検定にかかわる講義科目を人工

授精研修に組み込み、かつ、後代検定に関する知見を備えたスリランカ人講師を育成する

ことを提言する。全国的にみると、後代検定の意義を知る技術者は非常に限られていると

推察されるが、牛乳の生産性向上のためには、種雄牛づくりが非常に重要であることを広

く認知してもらう必要がある。 

 

（３）技術パッケージの広域普及をめざした方法論の開発 

プロジェクトに対し、州 DAPH及び DAPH本局と連携して、技術パッケージを広域的に

普及させるための方法論を開発することを提言する。また、州 DAPH に対しては、この方

法論を積極的に実施していくことを提言する。プロジェクト目標及び上位目標達成のため

には、広域普及の方法論開発が不可欠である。 

 

（４）種雄牛のリスク管理強化 

人工授精センター及び DAPH に対し、種雄牛が病気や事故で死亡しないようリスク管理

を徹底するよう提言する。種雄牛は冷凍精液を提供する非常に貴重な存在であり、誤って

死亡させることがあってはならない。 

 

（５）人工授精センターにおける液体窒素の適切な利用 

人工授精センターに対し、冷凍精液製造に際して使用する液体窒素をより適切に使用す

るよう提言する。現在は、未使用のまま破棄される液体窒素が多く、非効率的である。 

 

（６）クンダサーレ人工授精センターにおける凍結精液の事前確保 

クンダサーレ人工授精センター及び DAPH に対し、候補種雄牛の凍結精液を後代検定の

結果が出る以前に半年分確保しておくことを提言する。人工授精センターの牛舎は手狭な

ことから、候補種雄牛からの採精は早々に済ませておき、常に新たな候補種雄牛のために

スペースを確保できる状態にしておくことが望ましい。 
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（７）アンディガマ牧場における衛生管理と飼養管理の強化 

アンディガマ牧場及び NLDB に対し、牛舎の衛生状態を改善して（特に、適切な牛糞処

理）未経産牛の生育環境を整えると同時に、乾季における飼料不足解消のための方法を検

討するよう提言する。 

 

（８）PDMの改訂 

プロジェクトの進捗は順調であることから、プロジェクトの方向性にかかわる大きな修

正はないが、事実関係を勘案したうえで、一部の内容について削除・修正を提案する。 

 

 




