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評価調査結果要約表（中間レビュー） 
 

１．案件の概要 

国名：エチオピア連邦民主共和国 案件名：小規模農民のための優良種子振興プロジェクト 

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）：2億8,700万円 

協力期間 

 

2010年2月23日～ 

2014年2月22日 

先方関係機関：農業農村開発省普及局 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力： 

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」と記す）では、人口の85％が農業に従事し、

農業生産のGDPに占める割合が40％以上であり、経済・産業における農業の位置づけは極めて

大きい。2006年に策定された国家開発5カ年計画においても、農業分野は最も重要なセクターと

して位置づけられている。しかしながら、農業生産の大部分は伝統的な技術に依存しているの

が実情で、単位面積当たりの生産性が低く、安定的な食料生産・供給が行われていない。この

ようなエチオピアにおける低い農業生産性の一因は、改良種子の供給が需要を大きく下回って

いることにある。エチオピアにおける肥料や農薬の使用量は増加の一途をたどっているにもか

かわらず、改良種子の供給は依然として低水準にとどまっている。種子生産の中軸を担ってい

る国営企業のエチオピア種子公社（Ethiopian Seed Enterprise：ESE）は、改良種子の生産・供給

を任務としているが、供給量は農家需要のわずか20％程度にとどまっているといわれており、

ほとんどの農民は前年収穫物の一部を保管して作付け用の種子とするか、地方市場でインフォ

ーマルに農民が販売している種子を利用しているのが実態である。これらの種子は、①生産性

の低い在来種であること、②病気に感染しており発芽率が低く、実をつけないこと、③適切な

管理がなされていないためさまざまな品種が混ざっており均質でないこと等の問題があり、農

業生産性の観点から大きな課題となっている。 

このような状況から、エチオピア政府は改良種子の需要を満たすために農家自身による種子

生産増加をめざし、州政府や郡、農業協同組合と協力して活動を行っている。しかしながら、

①農民の種子生産技術が不十分であること、②州や郡職員の種子品質管理技術が不十分である

こと、③種子の価格設定方法がマーケットの状況を反映できていないこと、④行政手続きや収

穫後の管理の問題から種子が適切な時期に利用者に配布されないことなど、生産技術、品質管

理、流通に至るまで多くの課題を抱えている。こうした状況を受けて、JICAは2010年2月から2014

年2月までの4年間の予定で本プロジェクトを実施している。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

対象ワレダ（郡）において優良種子を利用して穀物生産量（主にテフと小麦）が増加す

る。 

 

（2）プロジェクト目標 

対象ワレダ（郡）において、優良種子の利用が増加する。 
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（3）アウトプット 

① 優良種子の生産技術が改善される。 

② 優良種子生産技術が小規模農民に普及する。 

③ 優良種子の品質保証が強化される。 

④ 小規模農家による優良種子生産の持続的システムが提案される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣 1名、短期専門家派遣 延べ13名、研修員受入 2名（第三国研修）

機材供与 総額1,600万円、ローカルコスト負担 7,100万円 

相手国側： 

カウンターパート配置45名（中間レビュー時）、ローカルコスト プロジェクト事務所

等〔農業省（Ministry of Agriculture：MoA）、アムハラ州農業局、デブラゼイト農業研

究所（Debre Zeit Agricultural Research Center：DZARC）〕の光熱費を負担（具体的金額

不明）、土地・施設提供  プロジェクト事務所等（農業省本部、アムハラ州農業局、

DZARC）、オロミア州のアダ、デンディ、ルメの各ワレダ農業事務所の土地（簡易種子

検査ラボの建設用地） 

２．評価調査団の概要 

調査者 

・日本側 

総  括：稲葉 誠  JICA 客員国際協力専門員 

種  子：西川 芳昭 名古屋大学 大学院国際開発研究科 教授 

評価分析：道順 勲  中央開発（株）海外事業部 

計画管理：國武 匠  JICA 農村開発部乾燥畑作地帯課 職員 

・エチオ

ピア側 

総  括：Mr. Zewdie Gebretsadik, Senior Technical Assistant, Agricultural Transformation 

Agency 

団  員：Mr. Hirago Feleke, Senior Expert, Agricultural Input Marketing Directorate, 

Ministry of Agriculture 

調査期間 2012年5月10日～5月31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 

成果1：優良種子生産技術が改善される。 

指標1「5種類以上の種子生産技術が実証される」及び指標2「種子生産技術マニュアルが作

成される」は、両方とも、DZARCの支援を得つつ、プロジェクト終了時までに達成するこ

とが期待される。簡易農業機械の製造については、進捗状況が芳しくなく、改良途中の農

業機械が数種類ある。 

 

成果2：優良種子生産技術が小規模農民に普及する。 

指標2-1「種子農民学校（Seed Farmer’s School：SFS）を900人以上の農家が卒業する」は、

プロジェクト終了時までに達成することが期待される。指標2-2「SFSのメンバーの60％以

上がチェック項目に合格する」については、判断材料となるデータ・情報がないので達成

できるかどうか見通すことが困難である。 

 

成果3：優良種子の品質保証が強化される。 

C2種子用の品質保証手順づくりが進行中である。検査様式（上述のフィールドノートとス

コアリング様式）が提案され、今期の栽培シーズンにおけるSFSで用いられる予定である。
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ラボ検査については、C2種子に対してどのような検査を実施するのか決まっていない。な

お、オロミア州の3カ所のワレダ（アダ、デンディ、ルメ）には、簡易ラボの建物を建設済

みである。ラボ用の機材調達とラボ検査要員の配置は、まだ実施されていない。 

 

成果4：小規模農家による優良種子生産の持続的システムが提案される。 

対象各ワレダの種子生産計画については、未着手である。種子生産戦略については、第2版

のドラフトが作成された。しかしながら、そのドラフト版の内容が必ずしも十分でなく、

他の機関が類似の種子生産戦略を作成中であることが分かった。したがって、本プロジェ

クトで種子生産戦略を完成させる必要性が低下した。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

対象地域及び社会のニーズと整合性、エチオピアの国家開発政策等との整合性、日本の

援助方針との整合性、プロジェクトアプローチの適切さ、を総合的に評価した結果、妥当

性が高いと判断する。 

 

（2）有効性：現時点では、判断が困難 

現時点において、プロジェクト活動の進捗状況と各成果の達成状況が必ずしも十分では

ない（特に、成果3と成果4の活動の進捗状況）。プロジェクト目標の達成度については、現

時点においては、必要なデータが得られないため、達成度を評価することができない。ま

た、SFS参加農民用に調達したC1種子の品質が低かったため、品質が確保されたC2種子を

生産することが困難であった。将来的にも、良質のC1種子が安定的に確保できるかどうか

分からない。このようなことから、プロジェクト目標が意義ある水準で達成できるかどう

か現時点で予測することが難しい。 

 

（3）効率性：中程度 

プロジェクト活動の円滑な進捗のための課題があり、現時点において、本プロジェクト

の効率性は中程度であると判断する。 

 

（4）インパクト： 

1）上位目標「対象ワレダ（郡）において優良種子を利用して穀物生産量（主にテフと小

麦）が増加する」達成の見通し 

SFS参加農民のうち、どのくらいの農民がC2種子生産を継続するかどうか（種子生産面

積並びに生産されたC2種子のうち、どのくらいの割合のC2種子が種子として利用される

か）を予測することが困難であるため、将来、上位目標が達成されるかどうかを見通す

ことが困難である。 

 

2）その他のインパクト 

本プロジェクトにかかわっている多くの人が、SFS参加農民は、SFS参加を通じて良い

知識と経験を身につけていると述べている。また、関係者の話によると、SFS参加農民が

周辺の農民に対しSFSで習得した知識を伝達しているとのことである。さらに、SFS参加

農民の一部は、種子生産組合を組織化している。 

 

（5）持続性 

政策面での持続性は、プロジェクト終了後も確保されるものと判断される。制度・組織
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面、資金面、技術面の持続性を確保するには、C2種子の品質について理解を得るためのプ

ロモーションが必要なこと、SFS実施に必要な費用の確保、学んだ技術の定着度など、残

りのプロジェクト期間に、必要な対応を進めていく必要がある。 

 

1）政策面 

改良種子の供給拡大はエチオピア政府の農業開発戦略上の重点事項のひとつである。

また、種子システムの改善も重要と考えられている。最近まで、公的部門が中央集権型

の種子システムを管理し、主たる役割を担ってきた。ただし、今後は、公的部門並びに

民間部門の参画するフォーマル種子の強化だけでなく、インフォーマル部門の種子も強

化も政策的に重要であると認識されるようになってきている。したがって、優良種子の

増加の重要性が継続し、政策面での持続性が確保されるものと考える。ただし、種子法

（seed proclamation）の改訂プロセスに時間を要しているので、この点に留意しておく必

要がある。 

 

2）制度：組織面 

優良なC2種子を生産するには、優良な品質のC1種子を確保することが必要条件である

ものの、この点は、本プロジェクトのスコープ外である（外部条件）。この点が、SFS卒

業農民が、C2種子生産を継続するうえで、制約要因になりかねない。また、現時点では、

C2種子は、インフォーマルな種子と認識されているものの、本プロジェクトで提案しよ

うとしている、C2種子の品質保証手順に合格した種子が、種子としての品質を十分確保

していることを実証・広報することで、政府機関関係者及び農民への理解を進めること

を通じて、C2種子の生産・利用の拡大が可能となると考えられる。 

 

3）財政面 

SFSは、1カ所当たり30人の農民を対象として、約30週間にわたって毎週1回の研修を実

施する普及手法のひとつである。1サイクル実施に要する材料費等の実費はそれほど大き

な金額ではない（日本円換算で約10万円）である。この直接費に加えて、ワレダの専門

官の交通費、ワレダ職員向けの研修費用（講師育成研修やファシリテーター育成研修）、

種子検査ラボの運営費も必要となる。本プロジェクト終了後、SFS活動を継続するために

は、このような費用をエチオピア政府が負担することが必要となる。このような予算を

確保するためには、政府の既存の普及システムに、SFS活動を組み入れることを検討する

ことが必要であろう。 

 

4）技術面 

残りのプロジェクト期間中に、2回の栽培シーズンがあり、関係政府職員への研修（講

師育成研修とファシリテーター育成研修）、SFSが実施され、関係政府職員の知識・能力

の向上・定着が進むものと期待される。SFS参加農民の場合、SFSにおける研修が、理論

面だけでなく、実践面も併せて行うことで、これまで十分には理解していなかった、種

子生産技術が本当に理解できたとの意見が多くある（農民及び関係政府職員の話）。また、

グループ活動として行うことで、農民の連帯が強化されるという評価もあり、実際、一

部の農民は、グループ化・組織化を進めている。 

なお、SFS参加農民が、実際にどの程度、技術を理解しているか、そして、どの技術を

実際に採用し、あるいは採用しないのかを調査・分析したうえで、必要に応じて今後実

施されるSFSの研修内容を改良することで、技術の定着率の向上を図ることが期待され

る。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし 

 

（2）実施プロセスに関すること 

特になし 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

３－４－１ 計画内容に関すること 

（1）本プロジェクトの基本コンセプトの理解について 

プロジェクトの基本コンセプトが必ずしも、プロジェクト関係者間で共有されていな

い面があった。2011年11月のPDM改訂内容をみても、小規模農民のための種子生産シス

テムの構築をめざすものであったのに、小規模農民による種子生産といった考え方が入

ってきている。小規模農民による種子生産を排除するものではないものの、種子生産の

効率性や種子検査に要する労力等を考えると、種子生産者を小規模農民に限定する必要

もない。本中間レビュー調査では、本プロジェクトの目的・コンセプトを再確認するた

めに、提言の項でプロジェクトのコンセプトを示すとともに、PDM改訂案にも説明を加

えた。 

 

３－４－２ 実施プロセスに関すること 

（1）カウンターパートの巻き込みについて 

日本人専門家の各種報告書等でもしばしば指摘されているが、プロジェクト開始当初

からしばらくの間、プロジェクト活動へのカウンターパートの参加が限定的であった。

チーフアドバイザーの不在期間が長いことが、一部カウンターパートの巻き込みが十分

ではないことの要因になっていると考えられる。プロジェクト関係者の理解・認識を向

上させ、プロジェクト活動の円滑な進捗を図るには、マネジメント能力を有するチーフ

アドバイザーの適時かつ適切な期間での派遣がまず重要な点である。 

 

（2）日本人専門家の活動内容・成果物の質などの確保 

チーフアドバイザーの不在期間が長いこと等も影響しているとも思われるが、作業内

容、活動進捗状況、成果物の質が、個別の日本人専門家によって差がみられる。これら、

個別専門家の円滑な活動進捗と成果品の質の確保を図っていくためには、チーフアドバ

イザーに個別専門家への指導権限を与え、日本人専門家チームのマネジメントに責任を

もつ体制づくりが望まれる。 

 

３－５ 結論 

プロジェクト活動の進捗状況や成果の発現状況については、遅れがみられる。特に、成果3と

成果4の進捗状況が遅れている。今回の中間レビュー調査で、プロジェクトにかかわっているカ

ウンターパート機関関係者、農民、その他政府機関等でのインタビュー調査を行った結果、SFS

自体については、高い評価がある一方で、各種の課題があることも分かってきた。本プロジェ

クトの残り期間は、約1年9カ月である。この期間で、確認された課題の改善に取り組み、でき

るだけ高い成果を上げることが求められる。この点に関しては、次の提言の項で説明する。 

 

 

 



 

vi 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

３－６－１ プロジェクトの残り期間においてプロジェクトが取るべき事項 

① 本プロジェクトの目的・コンセプトのプロジェクト関係者間での共有 

② 連絡・調整窓口の明確化 

③ 簡易種子検査ラボラトリー〔種子検査担当者の配置と機材の調達、種子検査ラボでの

検査項目（パラメーター）の設定〕 

④ SFS手法の改善のために実施すべき事項 

⑤ SFS方式の継続的利用に向けた取り組み 

⑥ 対象各ワレダの種子生産計画と種子生産戦略の作成 

⑦ 農業機械の改良 

 

３－６－２ 日本側が対処すべき事項 

① 専門家の交代を避ける努力を傾注すべき 

 

３－６－３ エチオピア側が対処すべき事項 

① 農業省普及局に、連絡・調整担当職員を1名配置することと、ワレダ農業事務所及びゾ

ーン農業部の幹部職員のフォーカルパーソンとしての参画 

② 報告体制の強化 

 

３－６－４ PDM 

① PDMの改訂 

 

３－７ 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） 

特になし 
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