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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

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（評価時点）：2.5 億円 

協力期間

（R/D）：2009 年 4 月～2014

年 3 月（5 年間） 

先方関係機関：畜産・地方コミュニティ開発省 家

畜生産衛生局、国家畜産開発公社

日本側協力機関：農林水産省、

独立行政法人家畜改良センター

他の関連協力：

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）における牛乳生産は国内需

要の 33％（2009 年）と低く、2009 年の牛乳及び乳製品の輸入額は 30 億ルピー（約 22 億 6,800

万円）に上り、食品輸入総額の 2.1％を占めていることから、スリランカ政府は牛乳の国内自

給を 2016 年までに達成するという目標を定めている。膨大な輸入金額を抑え、目標とする自

給率を達成するためには、酪農分野の抱える課題（①低乳量、②雨季の乳量低下）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。

かかる背景の下、後代検定1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。本プロジェクトは、適正な後代検定

手法の開発、後代検定に関連する適切な人工授精技術の実践及び酪農家の飼養管理技術の改善

の 3 つの協力分野からなる案件であり、畜産・地方コミュニティ開発省（Ministry of Livestock and 

Rural Community Development：MLRCD）、家畜生産衛生局（Department of Animal Production and 

Health：DAPH）と国家畜産開発公社（National Livestock Development Board：NLDB）をカウン

ターパート（Counterpart：C/P）機関として、2009 年 3 月から 2014 年 3 月までの約 5 年間の予

定で実施されており、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）及び複数名の短期専門家を派遣中である。

今回実施する終了時評価調査は、2014 年 3 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動

の実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類

似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とした。

１－２ 協力内容

(1) 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、

牛乳の生産性が向上する。

2．後代検定済みのジャージー種種雄牛が存在し、後代検定済みの凍結精液を用いた人工

授精が普及する。

1 後代検定とはある家畜の遺伝的能力をその個体ではなく、その子孫（後代）の成績を介して推測する方法。乳牛の改良にお
いては、乳を出すのは雌牛だけであるが、雄牛の能力が大きく影響することから、乳牛の後代検定では、雄牛の能力をその
娘牛の成績（乳量、乳脂量など）から分析し、遺伝的に優れた牛を残していく。（出典：JICA ホームページ、プロジェクト
ニュース）
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3．スリランカにおいて後代検定の意義の理解が深まり、育種体制が改善する。 

(2) 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。

(3) 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 後代検定に関連する適切な人工授精技術が実践されていることを確認

する。

アウトプット 3 酪農家の飼養管理技術が改善する。 

(4) 投入（2013 年 9 月時点） 

1 日本側：総投入額 2.5 億円 

長期専門家派遣：  4 名（121.00 人月（MM）） 

短期専門家派遣：

研修員受入：

機材供与：

14 名（33.93 人月（MM）） 

34 名（本邦研修 10 名、第三国研修 24 名） 

約 4,397 万円 

ローカルコスト負担： 約 5,019 万 円

 2 スリランカ側： 

C/P： MLRCD、DAPH、NLDB、州 DAPH（中央州、北西部州）、 

獣医事務所、モデル農家 延べ 88 名 

施設提供： プロジェクト事務所

ローカルコスト負担： 約 931 万 円 

２．評価調査団の概要 

調査者 総括 阿部 裕之 JICA スリランカ事務所 次長 

後代検定 中野 達也 独立行政法人 家畜改良センター 宮崎牧場 次長

評価企画 浅岡 真紀子 JICA スリランカ事務所 所員 

評価分析 小野里 宏代 株式会社 VSOC 

調査期間 2013 年 10 月 21 日～2013 年 11 月 8 日（現地） 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認

(1) アウトプットの達成状況 

アウトプット 1 

プロジェクト期間終了までに 2 つの指標は達成される見込みである。「後代検定手法に

かかるマニュアル作成（指標 1）」については、後代検定基礎編と関連技術マニュアルが

作成され、C/P により活用されている。後代検定応用編マニュアルは 2013 年 11 月に完成

予定である。「C/P による後代検定関連技術の理解と実施体制強化（指標 2）」について、

DAPH 及び NLDB 牧場職員は後代検定の概念とプロセスを十分理解し、2011 年に DAPH

に承認された後代検定モデルに基づき、専門家の指導の下、一連の後代検定手法を実践し
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ていることから技術基盤は強化されている。中間レビューで提言された実施体制強化も、

いまだ後代検定担当部署の設置には至っていないものの、遺伝的能力評価に係るデータ処

理担当 C/P を新たに 2 名配置し増員を図っている。なお、2013 年 10 月の合同調整委員会

（Joint Coordinating Committee：JCC）では外部条件（春機発動遅延、牛結核病等）の影響

を受けた活動実態を踏まえ、当初年 2 回の後代検定計画を年 1 回に変更する案が承認され

た。 

 

  アウトプット 2 

設定された指標は十分に達成されている。人工授精に関する技術は改善され、クンダ

サーレ人工授精センターにおける凍結精液活力は平均 60.6％と目標値 50％以上で維持さ

れている。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、

同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、凍結精液製造の質が

向上した。ポロンナルワ人工授精センターでは、人工授精師養成研修用の諸機材が供与さ

れ、研修で網羅する内容が充実し、研修の質が向上した。また、研修プログラムの中で後

代検定に関する講義が行われるようになった。 

 

  アウトプット 3 

終了時評価調査期間中に、すべての指標が達成されたことが確認された。「普及員に対

する研修及び実地指導（指標 1）」については、10 の簡易技法からなる飼養管理技術パッ

ケージ（以下、「適正技術パッケージ」）が開発され、併せて技術マニュアル及び教材が

作成された。また、専門家が行う各モデル農家への技術指導に、当該地区を管轄する獣医

事務所の現場技術者（獣医師、普及員）が立ち合うことで、その内容と指導法は習得され

た。「現場技術者によるモデル農家に対する研修及び実地指導（指標 2）」については、

マニュアルや教材を活用し、専門家の技術支援の下、DAPH 及び州 DAPH の C/P（獣医事

務所の現場技術者を含む）自身が行った。「改善された技術を酪農家に対して普及するた

めの方法論の開発と実践（指標 3）」については、広域普及手法としてファームデイ方式

が考案され、これまで 19 カ所のモデル農家で延べ 39 回実施されている。さらに、DAPH

及び州 DAPH による調整の下、モデル農家管轄地区外の獣医事務所職員及び酪農家を対象

にしたファームデイも開催され、適正技術パッケージの広域普及が行われている。 

 

(2) プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標の 2 つの指標は十分達成されている。「プロジェクト対象地域の関係

技術者と酪農家の 8 割が後代検定の意義を理解し、後代検定済みの種雄牛の精液を導入し

たいと答える（指標 1）」については、プロジェクト対象地域の 93％の獣医師及び 92％の

普及員が後代検定に関する理解度を示し、かつ各々100％及び 98％が後代検定を実施する

必要性があると回答している。また、ファームデイ参加酪農家の 99.6％以上が後代検定済

み種雄牛の精液を導入したいと回答していることから、目標値を大幅に上回っている。「対

象地域における 8 割の酪農家において、プロジェクトが推奨する改善された飼養管理技術

のうち 50％以上が実践される（指標 2）」については、対象地域におけるファームデイ参

加酪農家の 96.1％がプロジェクトの推奨する 10 の飼養管理技術のうち 50％以上の技術を
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実践しており、目標値を大幅に上回っている。 

なお、育種分野について、本プロジェクトでの目標は後代検定手法の開発であるものの、

後代検定事業を継続していくためには、DAPH が担当部署を設置し、後代検定事業実施の

場である NLDB 牧場との連携を強化し、正確な牛群管理、データ収集・分析等を行うこと

が不可欠であり、更なる体制構築が求められる。また、飼養管理分野について、プロジェ

クト対象地域の酪農家の飼養管理改善効果が確認されているところ、今後各州において獣

医事務所の体制強化（人員増員・交通手段の改善）を図りつつ、適正技術パッケージと各

種マニュアルを活用し、ファームデイ等の広域普及手法を継続していくことが期待され

る。 

 

(3) 中間レビュー時の提言に対する対応事項 

2011 年 9 月に実施された中間レビュー時の提言 1)～7)に対して実施された取り組みは以

下のとおりである。 

1) DAPH 本局における後代検定管理体制の強化 

DAPH はコンピュータプログラミング経験を有する 2 名の若い職員を配置し、短期専

門家が開発した遺伝的能力評価に関する泌乳データ処理作業にあたらせている。しか

し、後代検定担当部署の創設については、本調査時点ではまだ実現していない。 

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で実施されている人工授精師養成研修プログラムの

中で、C/P（同センター担当獣医師）により研修員に対し、後代検定牛の精液の重要性

に関する講義が行われている。 

3) 適正技術パッケージの広域普及をめざした方法論の開発 

DAPH の C/P と専門家は、国内全州の DAPH 局長に対し、モデル農家を活用した研修

について説明を行い、州 DAPH 局長はモデル農家管轄地区外の獣医事務所職員を対象と

するファームデイを開催することに合意している。本調査中に、北西部州 DAPH が DAPH

の技術支援を得て、クルネーガラ地区（Katupotha）のモデル農家管轄地区外の獣医事務

所区域からの獣医師、普及員、酪農家をモデル農家へ招き、ファームデイを開催した。

4) 種雄牛のリスク管理強化 

短期専門家により、クンダサーレ人工授精センター職員に対するバイオセキュリティ

対策に関する指導や牛の伝染病のリスク分析とリスク管理についてのマニュアルが作

成された。2012 年には同センターの施設改修が行われ、敷地内通路の整備、車両消毒槽

の設置工事等が行われた。加えて、外部からの疫病の侵入を防ぐために、敷地内に牛舎

付近への立ち入りを制限するフェンスの設置、入場者の更衣室の設置に係る改修工事を

実施中であり、プロジェクト期間中に完了予定である。 

さらに、スリランカ政府は海外からの輸入牛検疫設備を強化している。DAPH 職員は

リスク管理への意識を一層高め、牛結核病の定期検査を実施している。また、クンダサー

レ人工授精センターの C/P は凍結精液ストローを作成する実験室に人が出入りする際の

行動規範を策定し、実践している。同センター内に新たな更衣室とフェンスを設置後、

これらの規範は種雄牛の牛舎エリアにも適用される予定である。 
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5) 人工授精センターにおける液体窒素の適切な利用 

プロジェクトでは 2012 年 3 月にクンダサーレ人工授精センターに液体窒素タンク

（1,000 キロリットル、2 本）を導入した。また、人工授精用凍結精液の配布プロセスを

確認したところ、液体窒素の無駄は削減されていた。液体窒素タンク（プロジェクトに

より導入されたものを含む）の活用により、液体窒素は有効利用されていることが確認

された。 

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では週 2 日、2 回／日の採精が行われており、種雄牛

を 大限活用していることが、短期専門家により確認されている。2013 年 9 月時点で実

施中の第 3 回調整交配に十分な精液が確保されている。 

7) NLDB アンディガマ牧場における衛生管理と飼養管理の強化 

NLDB アンディガマ牧場の衛生管理に関し、糞尿散布機を導入したことは、より効率

的な糞尿処理と衛生状況の向上に役立っている。また、プロジェクト牛の成長が遅かっ

たことから、育成期の増体の改善、春機発動の早期化を図るための飼養管理改善策が短

期専門家により提言され、C/P が実行している。同提案に基づき、NLDB は牛舎の改築

を実施している。 

短期専門家が飼料作物の需要状況を確認し、飼料が若干不足していることが判明し

た。特に乾季の飼料不足に対応するために、簡易ボックスを使った乾草ベール作成の実

地指導が C/P に対して実施され、また 10 エーカーの草地（ハイブリッドネピア）の造

成が提言された。その結果、NLDB アンディガマ牧場職員は乾草ベールを製造すること

ができるようになったが、乾草自体の質をさらに向上させる必要があることが指摘され

ている。同牧場では、過去に本プロジェクトにより造成された 50 エーカーの草地（2 エー

カーのハイブリッドネピアと 48 エーカーの Brachiaria ruziziensis）に加え、新たに 10 エー

カーの造成（ハイブリッドネピア）が実施された。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

本プロジェクトはスリランカ政府の開発政策及び日本国の政府開発援助政策との整合

性が高く、プロジェクトの戦略・アプローチ及び対象グループ選択も適切であり、かつ日

本の技術的優位性も高い。スリランカ政府は「マヒンダ・チンタナ 10 カ年開発計画

（2006-2016 年）」「国家畜産開発政策」において、酪農業は公共投資の優位性の高いセ

クターであり、生乳市場の育成は今後の酪農開発の前提条件であるとし、政策目標として

「国産牛乳の国内自給を 2016 年までに達成する」ことを目標に掲げている。また、本プ

ロジェクトでは品種改良による育種面からの改善に加え、その効果発現を支える飼養管理

技術の改善にも取り組んでおり、小規模酪農家が保有する乳牛の生産性向上を行っていく

うえで包括的なアプローチを取っており、プロジェクト・デザインの妥当性は高い。 

 

(2) 有効性：高い 

プロジェクト目標は「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」であり、上述のとおり、指標は
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既に達成されている。プロジェクト目標の達成は適正な後代検定手法が開発されたこと

（アウトプット 1）、後代検定に関連する適切な人工授精技術が実践されていること（ア

ウトプット 2）、酪農家の飼養管理技術が改善したこと（アウトプット 3）によってもた

らされたと判断される（貢献要因詳細は 3-3 に記載）。 

 

(3) 効率性：やや高い 

対象地域及び技術分野が広範囲に渡る中、通常 7 年を要する後代検定事業に取り組むに

は短いプロジェクト期間の下、設定された 3 つのアウトプットは着実に産出されている。

日本人専門家は計画に基づき各分野へほぼ適切に派遣され、機材及び現地業務費の投入、

本邦研修及び第三国研修も計画どおり実施された。DAPH はプロジェクト実施に必要な専

門分野に従い C/P を配置し、活動実施に必要な資金を負担している。また、後代検定活動

を実施する NLDB 牧場、飼養管理活動を実施する北西部州 DAPH、中央州 DAPH、モデル

農家管轄地区の獣医事務所、モデル農家を C/P と位置付け、各活動が効率的に展開された。

一方、牛結核病の蔓延により、2012 年に NLDB ダヤガマ牧場では、プロジェクト関連牛

が淘汰され、後代検定プロセスは一時中断されたが、その後、オーストラリアの支援によ

り新たに輸入された牛を後代検定に使用するという代替案に C/P が合意し、2013 年には後

代検定プロセスが再開された。プロジェクトの枠組みで想定された外部条件のうち、①異

常な家畜伝染病や異常気象が発生しない、②借腹牛の提供において、NLDB とプロジェク

トの協力関係が維持されるが、一時期危ぶまれたことから、効率性に影響を与える結果と

なった。 

 

(4) インパクト：やや高い 

プロジェクト目標は既に達成されており、C/P によりプロジェクト効果を維持するため

の取り組みがなされれば、プロジェクト終了後の 3～5 年後には上位目標も以下のとおり

達成されることが見込まれる。 

 

・ 「対象地域において、酪農家の牛乳生産量が 20％向上する（指標 1）」について、モ

デル農家のみならず、ファームデイに参加した周辺農家も、適正技術パッケージの実

践により牛の成育状況が向上し、半数近くのモデル農家では乳量向上（1.2~3.6 倍）等

の効果発現が確認されている。 

・ 「後代検定済みの種雄牛が存在し、後代検定済みの凍結精液を用いた人工授精が普及

する（指標 2）」について、第 3 回後代検定が実施中であり、プロジェクト期間終了

から 5 年後には後代検定済み精液が人工授精センターから全国に出荷されることが見

込まれる。 

・ 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（指標 3）」

について、スリランカにおいて初めて後代検定が導入されたことで、DAPH 及び NLDB

牧場の技術者は、後代検定の基盤となる牛群選定、泌乳検定、飼養管理、体測技術、

記録管理、飼料作物生産、人工授精等の各プロセスに係る知識とスキルを強化し、後

代検定の意義は十分に理解されている。今後、後代検定にかかる人員配置や予算措置

が図られ、かつ後代検定事業計画策定にかかる関係者間協議が DAPH を中心として、
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主体的に実行されていくことで、上位目標の達成が期待される。 

・ 環境面の波及効果として、クンダサーレ人工授精センターの改修により凍結精液製造

ラボラトリーの衛生環境が向上し、また NLDB 牧場への糞尿散布機の導入、モデル農

家へのバイオガスダイジェスター設置等による糞尿の適正処理を通じて、衛生環境面

での改善に貢献した。文化的側面では、人工授精研修用のカウモデル機材の導入によ

り、人工授精技術実習時の雌牛への負担を軽減でき、動物福祉の意識の高いスリラン

カ側関係者により感謝されている。さらに、ジェンダー配慮の側面では、C/P のモデ

ル農家、獣医師、普及員等に多くの女性が含まれていたことから、本プロジェクトを

通じ女性の研修参加の機会増加、技術や知識の向上が図られた。 

 

(5) 持続性：やや高い 

＜政策・制度面＞ 

・ スリランカ政府は開発計画及び畜産政策文書において、酪農開発を重要と判断してお

り、国産牛乳の国内自給率達成を政策目標に掲げると共に、国内酪農家保護のため生

乳買取設定価格を値上げしている。なお、DAPH は 2009 年より牛の個体識別登録コー

ドシステムにより牛群の管理を開始している。 

＜組織・財政面＞ 

・ DAPH において後代検定担当部署の設置はいまだ実現していないものの、その必要性

は認識されており、後代検定の場となる NLDB との連携強化の必要性についても認識

されている。 

・ NLDB は、牧場の通信環境が悪く後代検定関連データ送信が困難な状況が続いていた

が、通信会社変更により改善を図っている。NLDB ダヤガマ牧場ではオーストラリア

の支援により大量の輸入牛等を導入した結果、後代検定にかかる管理体制がやや弱く

なっている面が見受けられる。後代検定は正確なプロセスと記録管理が必要であるこ

とから、同牧場内に後代検定専任担当者を配置する等の体制強化が望まれる。また、

アンディガマ牧場における発育向上のためのプロジェクト終了後の濃厚飼料確保に

関し、NLDB 本部はその必要性を認識しており、DAPH も費用を負担する意向を示し

ている。 

・ 北西部州及び中央州 DAPH は構築されたモデル農家、適正技術パッケージ、広域普及

手法ファームデイを活用した、対象地域内外の酪農家への技術移転の継続を表明して

いる。一方、獣医事務所における普及活動に係る普及員の人員不足、交通手段の不足

といった課題に対し、北西部及び中央州 DAPH は各州政府へ普及員増員申請を行う等

の対応をしているが、更なる体制強化が望まれる。 

＜技術面＞ 

・ DAPH 及び NLDB 牧場 C/P は後代検定の一連のプロセスを習得している。一方、後代

検定のモニタリング、特に遺伝的能力評価に関し、日本人専門家による継続的な技術

支援の必要性を認識している。 

・ 飼養管理について、モデル農家管轄地区の獣医事務所職員とモデル農家により適正技

術パッケージが習得されており、対象地域外の技術者及び酪農家への普及を継続して

いく意向がある。 
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・ フィールドレベル（各獣医事務所）での人工授精技術について、研修を通じ繁殖技術

の向上を図る必要性があると C/P 関係者から示唆されている。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

・ 本プロジェクトのデザイン 

育種と飼養管理に係る技術及び体制基盤整備を通じて、小規模酪農の生産性向上をめざ

すものであり、包括的である。 

 

・ 本邦研修参加による C/P の研修効果発現 

後代検定、人工授精、飼養管理技術に関する本邦研修に参加したことで、DAPH の C/P

は新たな知識と技術を習得し、帰国後、これらの知識と技法を活かし、各種マニュアルの

作成、講義の実施、飼養管理、リスク管理等を実践している。また、DAPH 幹部は、帰国

研修員が畜産分野の事業形成に本邦研修で得た知識を活かしていると研修効果を評価し

ている。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

・ 技術移転プロセスと手法 

後代検定の啓蒙活動、適正技術パッケージ、モデル農家の設置、ファームデイ等は獣医

事務所や農家の技術向上に直接的に貢献した技術移転手法であることが確認された。なか

でも 10 の簡易技法からなる適正技術パッケージは低コストで実践でき、農家による実践

率も高い。 

 

・ オーストラリアの支援による輸入種雄牛及び初妊牛の活用、国際連合食糧農業機関

（Food and Agriculture Organization：FAO）支援による乳量検定記録の活用 

牛結核病の発生による後代検定牛の淘汰、春機発動の遅延といった外部要因により後代

検定牛の候補種雄牛及び借腹牛の確保が一時期危ぶまれたが、オーストラリアからの輸入

牛を活用し後代検定の再開が可能となった。また、種雄牛の遺伝的能力評価に必要な娘牛

の泌乳データについても、上記外部要因により、後代検定プロセスから得られたデータサ

ンプルが少なかったため、FAO の支援により DAPH が一般酪農家から収集した泌乳データ

を活用してデータベースが作成され、DAPH の C/P にデータ処理、解析の技術指導が実施

された。 

 

・ C/P の後代検定に対する高いオーナーシップ 

スリランカにおける乳牛の遺伝能力の向上を図るうえで、後代検定の重要性は高いと

C/P により認識されている。彼らのオーナーシップの高さは牛結核病発生に伴う後代検定

牛の淘汰の後も、後代検定プロセスを再開したという事実に表れている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 
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・ 計画内容に関し特段の阻害要因は見当たらない。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

・ 牛結核病の発生によるプロジェクト関連牛の淘汰が後代検定プロセスに与えた影響 

2012 年に、牛結核病発生によりクンダサーレ人工授精センター及び NLDB ダヤガマ牧場

のプロジェクト関連牛が淘汰された結果、後代検定プロセスが中断するという影響があっ

たが、C/P 機関との継続的な協議が行われた結果、2013 年には代替案を用いて、後代検定

活動は再開されることとなった。 

 

・ 後代検定牛の春機発動の遅れ 

NLDB アンディガマ牧場における飼養管理を強化することで、育成期の増体の改善と春

機発動の早期化を図っている。 

 

３－５ 結論 

本プロジェクトは外部要因の影響を大きく受けたものの、プロジェクト期間終了までにすべ

てのアウトプットが達成される見込みである。育種分野に関し、プロジェクトの目標は後代検

定手法の開発である一方、スリランカ側が今後後代検定事業の本格実施を継続していくには、

後代検定担当部署の設立や後代検定の場となる NLDB での飼料代確保、DAPH と NLDB との連

携強化等が不可欠である。飼養管理分野に関し、対象地域のモデル農家において飼養管理の改

善効果が確認されている。広域普及手法であるファームデイを通じ、対象獣医事務所管轄地区

内外の酪農家への適正技術パッケージの普及が実施されており、目標は達成されたと判断され

る。今後は、州 DAPH 及び獣医事務所職員主体でこれらの活動を継続していくことが期待され

る。 

 

３－６ 提言 

(1) DAPH による後代検定事業実施計画の策定と関係機関の役割の明確化 

スリランカにおける後代検定事業促進の為には、DAPH と NLDB の双方関係者が協議の

場を設け、具体的な後代検定実施方法及び調整メカニズムを明示し、かつ各関係機関の役

割を明確にした後代検定事業実施計画を、DAPH が主体となって策定する必要がある。 

 

(2) DAPH による NLDB との緊密なコミュニケーション 

後代検定計画の統括を行う DAPH と実施の場である NLDB との緊密な連携が望まれる。

本プロジェクトでは、オーストラリアによる支援の下、搬入された輸入牛を後代検定牛と

して活用することができた点は、プロジェクト目標を達成するうえで貢献要因として働い

たものの、NLDB ダヤガマ牧場において、JICA 供与ミルキングパーラーがすでに存在した

にもかかわらず、同支援の下、新たなミルキングパーラーが導入された点は、DAPH と

NLDB 双方の情報交換・調整により防ぐことができたものと考えられる。従って、後代検

定関連機関はより緊密な組織内相互の意思疎通を図ることが求められる。 

 

(3) NLDB 牧場の後代検定事業に係るマネージメント体制の強化 
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本プロジェクトにおける後代検定実施の場の 1 つである NLDB ダヤガマ牧場では、オー

ストラリアによる支援の下、2013 年に輸入牛が搬入され、同牧場では同支援（農家への子

牛の販売及び牛乳の販売）と本プロジェクト（後代検定による牛品種の改良）という、2

つの目的の異なるプロジェクトへの対応に追われている状況である。従って、NLDB は後

代検定関連牛の記録管理について、専任担当者の配置を行う等、同牧場におけるマネージ

メント体制を強化することが求められる。 

 

(4) DAPH による牛の伝染病対策と種雄牛のリスク管理の継続 

クンダサーレ人工授精センターは国内唯一の種雄牛を保有する機関であり、種雄牛のリ

スク管理の重要性は高いことから、国内の牛を疫病から守り、後代検定の結果を維持する

ためにも、牛の伝染病のリスク管理強化を継続して行っていくことが必要である。 

 

(5) 州 DAPH による本プロジェクトが開発した適正技術パッケージ活用の継続 

スリランカでは、国家レベル及び州レベルでの小規模酪農家支援事業が数多く実施され

ており、同事業はアウトプット 3 に係る活動との整合性が高いことから、本プロジェクト

が開発した適正技術パッケージをこれらの事業計画に盛り込む形で継続することが期待

される。また、州 DAPH により、普及活動に伴う獣医事務所の人員、交通手段などのリソー

ス強化への対応がなされることが求められる。 

 

(6) 飼養管理分野の支援を行う他援助機関との連携による広域普及活動 

飼養管理分野については他援助機関が類似の活動を展開しているところ、DAPH や JICA

スリランカ事務所を通じて本プロジェクトの各種成果品を積極的に広め、他援助機関の対

象地域において適正技術パッケージの活用やファームデイの開催等が行われることが期

待される。 

 

３－７ 教訓 

(1) 技術分野の長期専門家 1 人体制であるにもかかわらず、同専門家が育種と飼養管理技術

改善の両分野を見る必要があったため、技術移転範囲の広さ、対象 C/P 人数の多さ、対象

地域への物理的移動距離の長さにかんがみ、長期専門家の負担が非常に高かった。特に、

成果の普及を含む類似案件の形成においては、専門家が対応できる業務範囲を十分考慮す

る必要がある。 

 

(2) 本プロジェクトでは予期せぬ外部要因が発生し、後代検定牛の移動や後代検定種雄牛の

全頭淘汰、調整交配用娘牛の一部淘汰等、様々な困難に直面したものの、専門家と C/P 機

関が協議を重ね、その時々に応じた適切な対応がなされた結果、アウトプットは達成見込

みである。貢献要因として、外部条件発生前の段階で、専門家の活動により後代検定の重

要性がスリランカ側関係者に十分理解され、プロジェクトを継続しようとする意志が大変

強かったことは特筆に値する。なお、牛結核病等伝染病については、生き物を相手にした

プロジェクトでは完全に防ぐことは出来ず、事前予測も困難である。類似案件実施時に当

該外部条件が発生した場合には、日本側及び C/P 側が十分な協議を重ね、必要に応じて活
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動内容の変更を行う等、柔軟な対応が不可欠である。 

 

(3) 乳牛の改良手法の 1 つである後代検定は、高度な改良システムであり、牛の飼養管理や

血統登録を含む各種条件が、対象国において整備されている必要がある。また、後代検定

事業を実施していく際には、後代検定全体を統括及び管理する機関、牛を飼育し後代検定

を実施する牧場、検定データの集計・分析を行う機関等の連携が不可欠になるところ、今

後類似の育種プロジェクトを実施する際には、対象国における酪農分野の改良実施体制

を、事前に十分確認することが望ましい。 

 

 

  




