
終了時評価 調査結果 要約表 

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）： 4 億 7972 万円 

協力期間： 

2010 年 2月～2014 年 2月（4年間） 
【協力相手先機関】 農業省    

【日本側協力機関】 なし 

1－1. 協力の背景と概要 

エチオピア国（以下｢エチオピア｣）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付けは極めて大きい。2010年から2015

年までの国家開発五か年計画（Growth and Transformation Plan）の中でも、農業を核として

経済成長を図ることが目標として掲げられている。しかしながら、農業生産の大部分が伝統的

な技術に依存しているのが実情で、単位面積あたりの生産性が低く、安定的な食料生産・供給

が行われていない状況にある。  

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留まっている。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%程度に留まっていると言われており、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様々な品

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

生産増加を目指し、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等、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 

本プロジェクトは、小規模農家を主とした種子栽培農家を対象に、エチオピア国の主食

であるインジェラの原料となるテフと、小麦の優良種子生産振興を図るものである。 

【上位計画】 

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、小麦）が増加する。 



【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。 

【成果】 

1. 優良種子生産技術が改善される。

2. 優良種子生産技術が小規模農家に普及する。

3. 優良種子の品質認証が強化される。

4. 小規模農家による持続的な優良種子生産システムが提言される。

【投入 (評価時点)】 

総投入額 4.8 億円 

＜日本側＞ 

Ø 長期専門家派遣：2名（51.5M/M） 

Ø 短期専門家派遣：述べ 15名（83.8M/M） 

Ø 資機材供与：プロジェクト実施に必要な機材供与（総額 20,632 千円） 

Ø 研修員受入れ：7名（本邦研修）、2名（第三国研修） 

Ø 在外事業強化費：総額 134,049 千円 

＜相手国側＞ 

Ø C/P 配置：45 名（農業省普及局（プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・マネ

ジャー、他）、州農業局（アムハラ州、オロミア州、南部諸民族州）ゾーン農業開発部、

ワレダ農業事務所、デブラゼイト農業試験場、等） 

Ø 施設の提供、維持管理費：プロジェクト事務所等（農業省普及局（オフィススペース）、

オロミア州農業局（オフィススペース）、デブラゼイト農業試験場（Debre Zeit 

Agricultural Research Center：DZARC）（オフィススペース、網室用地、種子増産

圃場、有用技術実証試験圃場）、アムハラ州農業局（オフィススペース）、各ワレ

ダ農業事務所（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  神 公明 （JICA エチオピア事務所 所長） 

種  子  西川 芳昭 （龍谷大学 経済学部教授） 

協力計画  本村 美紀 （JICA エチオピア事務所 所員） 

評価分析   田中 香織 （ICONS 株式会社 主任コンサルタント） 

＜エチオピア側＞ 

総   括 Mr. Hirago Feleke, Senior Expert, 

Agricultural Input Marketing Directorate, 

Ministry of Agriculture 

団  員 Mr. Aresawum Mengesha, Officer, 



Crops’ Team, Food and Agriculture Organization 

調査期間 平成 25 年 8 月 11 日－8月 29 日 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) 成果の達成度

成果1. 優良種子生産技術が改善される。 

指標1-1. 5種類以上の種子生産技術が実証される。 

指標1-2. 種子生産技術マニュアルが作成される。 

成果１は既に達成されている。7種類の基本的な優良種子生産技術が、DZARC における実証試

験と農家研修センター（Farmers’ Training Center：FTC）における適応試験を経て、現地農

家が適応可能な技術であることが実証されている（指標1-1）。これら技術はSFS（Seed Farmers’ 

School）を通じて農家に紹介されている。中間レビュー時に農業機械の改良について提言があ

ったが、条播技術の導入に関しては条播機を 100 基ほど製造の上、ワレダ（郡）事務所を通じ

て SFS 農家グループに配布している。この他 10種類の生産技術が、現地に適応可能で有効な技

術として明らかにされ、これら技術を含めた優良種子生産技術に関するマニュアルが「テフ・

小麦種子生産マニュアル」（2013 年 7 月、第 3 版）として取り纏められ、調査時点で農業省の

承認を待っている段階である（指標 1-2）。同報告書が承認された際には現地語に訳して関係機

関に配布される予定である。 

成果 2. 優良種子生産技術が小規模農家に普及する。 

指標 2-1. 対象ワレダ（郡）の農業事務所職員の指導員、あるいは普及員としての能力が

向上する。 

指標 2-2. 種子農民学校（Seed Farmers’ School :SFS）を 900 人以上の農家が卒業する。 

指標 2-3. SFS に参加した農家の 80％以上が成果 1で実証された種子生産技術を利用する。 

成果 2 はプロジェクト終了時までに達成される見込みである。 種子生産技術の普及に当た

る普及員への研修は、主にファシリテーター研修及び技術研修の形で実施されており、累積参

加数は各 199 名、591 名である。同研修に基づいて、農民への技術普及が SFS を通じて実施さ

れているが、プロジェクト期間中に SFS 開催数は順調に数を増やし、SFS 卒業農家は現在実施

中の第三期 SFS の推測値も含めると毎年約倍増している。また中間レビュー時に提言のあった

SFS の継続的取り組みに関しては、現在実施されている SFS ではその半数がエチオピア政府主

導で実施されており、プロジェクトからの支援は文房具類や雨よけ用のトタンやシート等に限

られているものの、主導する各ワレダの来年度以降の継続意欲は高い。さらに第一期と第二期

のSFS卒業率は94％と大変高く、調査期間中のインタビューからも農家の高い満足度が伺えた。

以上より普及員の能力向上は順調にはかられていることが推測される（指標 2-1）。またプロジ

ェクト期間内における累積の SFS 卒業農家推計値は 2,000 人を超え、指標目標値の 900 人を大



きく超える（指標 2-2）。プロジェクトが実施した農家へのフォローアップ調査 1によると、SFS

で学習した技術の導入意欲も高い（指標 2-3）。 

一方で、普及員の高い離職・転職率が普及員の能力向上における持続性を確保する上での懸

念として確認された。しかしながらこれによる成果 2 の実績への具体的なインパクトは、確認

できる情報が限定的であり判断が出来ない。また成果 2 の各指標を明確に計測するためのデー

タ（実際に種子生産技術導入を図った農家数や、高い離職率に対応するための普及員間の技術

移転状況等）が把握されておらず、それぞれの明確な達成値は確認できない。 

 

成果 3. 優良種子の品質認証が強化される。 

指標 3-1. 各ワレダ(郡)のラボラトリーに、種子検査（フィールド及びラボ検査）に関す

る研修に参加した職員が 1名以上配置される。 

指標 3-2. SFS に参加した農民の 80％以上がフィールドノート 2を利用する。 

指標 3-3. 簡易種子検査ラボラトリー向けの種子検査手順及びマニュアルが策定される。 

指標 3-4. 種子検査ラボラトリーによってSFS に参加した 80％以上の農民の作物の種子品

質検査が実施される。 

成果 3 はプロジェクト終了時までの達成は困難である。成果 3に関する活動は、種子品質管

理分野の専門家派遣の遅延により関連活動の計画・実施が遅れたことで大きく遅延した。中間

レビューで提言のあった簡易種子検査ラボラトリーについては調査時点までに設置され、検査

機材の導入、検査職員の訓練及びラボへの配置（指標 3-1）、品質検査手順の整理・マニュアル

の整備（指標 3-3）は実施されているが、SFS 参加農民によるフィールドノートの記録（指標

3-2）と、簡易種子検査ラボラトリーにおける実際の検査（指標 3-4）は、限定的にしか行われ

ていない。フィールドノートについては、複数年継続使用できる冊子型のものの配布は 2013

年 5～6 月に実施されており、現在 SFS に参加中の農家内では一定の利用がなされているが、SFS

卒業農家による利用状況については確認されていない。また種子検査については、今後第三期

SFS 卒業農家の生産種子に対する品質検査が可能となるのは、小麦・テフの収穫時期とエチオ

ピア側の普及員の年間業務スケジュールを勘案すると、2014 年 4 月～6 月となるため、プロジ

ェクト期間中には活動は終了されない。 

 

成果 4. 小規模農家による持続的な優良種子生産システムが提言される。 

指標 4-1. 成果 1～3の結果が取り纏められ、種子戦略の実施や種子制度の改善に対して一

定の貢献がなされる。 

指標 4-2. プロジェクトの模範例やよい結果等を取り纏めた報告書が準備される。 

成果 4 はプロジェクト終了時までの達成は困難である。優良種子生産に関する地域レベルで

の持続的なシステムの提言のために、現在プロジェクトでは種子の流通システムと費用便益分

1 プロジェクトは、2013年 6月に第二期卒業生に対し、18村より各 10世帯をランダムサンプリングし、計 180
世帯対してアンケート調査を実施した。回答率は 100％。 
2フィールドノートとは「基礎データ」「計画」「実際の結果」等を記載するものである。「基礎データ」は生産

農家、種子などの種子生産の基本となる情報、「計画」は農家による種子生産の計画、「実際の結果」は、計画

された作業の実施情報である。これらを記録することで、だれが、どの作物の種子を、どこで、どのように生

産したのか把握できる。 

                                                   



析を実施中である。これらデータが取得され、また種子の品質検査により品質データが確認さ

れれば、上記システムの一例をプロジェクトとして提示することが可能となる（指標 4-1）。よ

って成果 3 の活動が達成されれば成果 4 も達成される。プロジェクト活動における優良事例を

取り纏めた報告書については現在事例が収集されており、プロジェクト期間内に作成される予

定である（指標 4-2）。 

 

2） プロジェクト目標の達成度 

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。 

指標 1. 対象ワレダ（郡）において、プロジェクト・アプローチを通じて、栽培シーズン

毎に 40 トン以上の優良種子が生産される。 

指標 2. 対象ワレダ（郡）において、プロジェクト・アプローチを通じて、栽培シーズン

毎に優良種子の 75%以上が利用または販売される。 

プロジェクト目標はプロジェクト終了時までの達成は困難である。プロジェクト終了時まで

に 2044 名の SFS 卒業農家が輩出され（第三期 SFS 卒業率を 90％と仮定）、同農家が SFS 参加に

際し割り当てた種子生産用の土地 0.1ha で種子生産を継続すれば、今後毎年 367.9 トンの種子

が生産される見込みである（生産量は第二期 SFS 農家の平均生産量 1.8 トン/ha をベース値と

して計算）。5つのワレダで生産量を割っても平均 73.6 トンの生産量となることから各作季 40

トンの生産は達成される。一方で生産された種子が優良であるか確認するためには成果 3 の達

成を待つ必要があるため、プロジェクト期間中に達成されるかどうかの判断は出来ない（指標

1）。また上述したプロジェクトによる 180 の農家世帯向けのフォローアップ調査によると、大

部分の農家が生産された種子を穀物ではなく種子として使用あるいは販売しているとのことだ

が、本調査期間中のインタビューでは穀物として使用している農家も確認されたため、判断が

出来ない（指標 2）。成果３の達成を受けて、優良種子の利用・販売に関しプロジェクトによる

包括的なモニタリングや確認が必要である。 

 

3－2. 評価結果の要約 

1) 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。エチオピア政府における農業開発政策及び日

本の ODA 政策との整合性についてはプロジェクト開始時から変更はない。優良種子を地域レベ

ルで増産し流通させるとのプロジェクト・アプローチの妥当性も引き続き高い。ターゲットエ

リアやターゲット層の選択についても、SFS 開催前のワレダでの計画委員会や各村での説明会

を開催し、SFS 対象村や参加農家を選別しており、SFS 卒業率も第一期から第二期 SFS では 94％

となっており、引き続き高い妥当性が確保されている。 

 

2） 有効性（阻害要因と貢献要因） 

 本プロジェクトの有効性はやや低いと判断される。上述のとおり成果 3 に関する活動の遅れ

から、プロジェクト目標をプロジェクト期間中に達成することは困難である。 

 プロジェクト目標と成果に対する阻害要因として、PDM がプロジェクト期間中に 2 度変更さ



れ、これに伴いプロジェクト活動や成果の一部が変更され一貫したアプローチでの活動が出来

なかったこと、エチオピア政府が明解で統一した種子政策を保持していないこと、日本人専門

家の短期間での変更（チーフアドバイザー含む）や種子品質管理分野の専門家派遣の遅れ、第

一期 SFS 時に入手した C1 種子の品質が粗悪であったこと、2011 年のアフリカにおける小麦黄

さび病の発生、普及員の離職率の高さ、エチオピア側の連邦レベルでの事業運営への関与の低

さ等が挙げられる。 

貢献要因として、中間レビュー以降に活動の遅れを取り戻すために雇用されたローカルスタッ

フや派遣された短期専門家による成果 3 や成果 4 の活動への貢献、SFS の活動やアプローチに

対するプロジェクト内外からの高い評価、農家による SFS 参加意欲や協力、エチオピア政府の

条播技術推進政策の導入時期との一致等が挙げられる。 

3) 効率性

本プロジェクトの効率性はやや低いと判断される。効率性に関連する項目として以下が確認

された。中でも専門家派遣の遅延やチーフアドバイザーの短期間での交代はプロジェクト活動

を遅延させた主因の一つとなっている。 

日本側の投入に関しては、研修内容や技術移転方法の適切さ、供与機材の適切さが評価され

る一方で、活動対象地域の広範さに比した長期専門家数の不足、チーフアドバイザーの 2 度の

交替、種子品質管理分野の短期専門家派遣の遅延が指摘された。エチオピア側の投入に関して

は、プロジェクト運営に関するカウンターパートの関与不足、種子品質管理のスタッフ不足、

普及員の離職・転職率の高さ、プロジェクト事務所が十分な広さでなかったこと等が確認され

た。 

4) インパクト

現時点では上位目標の達成予測は困難であるが、プロジェクトのインパクトは中程度と判断

される。特に SFS のアプローチが種子生産技術向上に及ぼすインパクトについてはプロジェク

ト内外より高い評価が確認された。 

 プロジェクト目標内のインパクトとしては、種子生産技術に関する技術移転が参加農民や関

係者の高い意欲の下で効果的に進められた点、普及員と農家間の関係性が強化された点、農家

間での種子交換が促進された点、政府主導のSFSが開始され高い継続意欲が確認される点、エチ

オピア側の条播技術の普及政策に対し条播機を開発し直接貢献した点等が挙げられる。プロジ

ェクト目標外のインパクトとしては、SFS卒業農家が種子生産組合を組織した点、一部SFS農家

はESEの契約農家であり間接的にC1種子の品質向上や生産増等に貢献している点、小規模農家に

グループ単位での技術研修を行い能力強化を図っている点等、よいインパクトを与えている。 

5) 持続性

 本プロジェクトの持続性は中程度と判断される。プロジェクトは地域レベルで優良種子への

アクセスを向上させる上で効果的なアプローチであった。一部プロジェクト活動に遅延があり、

プロジェクト成果を総合的に確認・推測した上での総合的な判断が出来ないが、以下の通り制



度・財政面、技術面での懸念が確認される。 

政策面では、妥当性の項目で確認した通り持続性は高い。種子法との整合性もあり、今後プ

ロジェクトの成果によってはインフォーマルな種子流通システムや品質確認された種子システ

ム（Quality Declared Seed System）の具体化への貢献も期待できる。 

制度・財政面では、まずプロジェクトの運営が一般に日本人専門家チームによって実施され

ており、エチオピア側の特に連邦レベルでの関与が少なく、プロジェクト終了後の運営管理面

での技術移転状況に懸念がある。一方で、第三期より SFS の半数は政府が主体的に実施してい

る。プロジェクトが支援する SFS に比べ物質的な困難に直面しているものの、種子や肥料は参

加農家自身が負担し、継続的に運営されている。同 SFS アプローチを用いたプロジェクトの成

果はプロジェクト内外で高く評価されており、政府による既存の農業技術普及システムへプロ

ジェクト活動を取り込んでいく可能性が検討されており、これによって農民グループが政府に

公式に各種要請事項を行えることが出来る仕組みとすることが検討されている。また他ドナー

からの予算支援の可能性についても検討されている。また、5つの対象ワレダに設置された簡

易種子検査ラボラトリーの機能と位置付けについても各州農業局管轄下のものとして位置づ

け、制度的持続性を確保する必要がある。 

技術面では、基礎的技術の農家への適応試験による確認を行い、普及員の能力も十分高まっ

たと判断されることから、今後プロジェクトにより開発された技術の持続性については高いと

考えられる。「優良種子」の基準については成果 3及び 4の結果を踏まえ、地域の現実とニーズ

に即した基準について関係者と合意し、機能的で持続性のある優良種子生産流通システムの事

例を提言し、関係機関と合意することが望まれる。人材面での技術的持続性については、普及

員の高い離職・転職率より、移転技術の持続性に懸念が確認される。一方、今後エチオピア政

府は普及員の職場環境改善のための予算を計上し、教育機会の提供、勤務地における宿泊施設

の準備、職務に用いるユニフォームやブーツ等の支援を実施する予定である。 

 

3－3. 効果発現に貢献した要因 

Ø 合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）は適切に運営され、機能してきた。

JCC はこれまで、2010 年 10 月 28 日、2011 年 8 月 3 日、同年 11 月 4 日、2012 年 5 月 30

日、同年 12 月 12 日、また調査期間中の 2013 年 8月 26 日に開催され、ほぼ半年に一度の

頻度で開催されてきた。会期毎に各地域のカウンターパートにより活動状況の進捗や成果

が報告され、主要な決議事項が協議され決定された。 

Ø SFS の参加農家は一般的に技術向上の意欲が高くプロジェクト活動への協力もみられ、SFS

を成功裏に進めるための重要な貢献要因となった。 

Ø 上述のとおり、SFS の開期を重ねるにつれて、プロジェクトへの評価や対外的な認知度が

高まったことは、エチオピア側カウンターパート機関のプロジェクトに対する理解やオウ

ナーシップ認識を深化させる上で貢献した。 

Ø プロジェクトは月間進捗報告書及び週間計画を関係者間で共有し続け、プロジェクトの調

整とモニタリング・メカニズムを機能させてきた。月間進捗報告書は 1か月から 2か月に



一度の頻度で、プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・マネジャー、州農業局やワ

レダ農業事務所のカウンターパート等、全ての関係者間で共有されている。週間計画は、

日本人専門家、プロジェクト・スタッフ、連邦・州・DZARC や EIAR 等の中核的な役割を果

たすカウンターパート間で週に一度の頻度で共有されている。プロジェクトはこの他にも

種々の PR資料を作成しており、エチオピア種子セクターにおける関係各機関の間での本プ

ロジェクトの認知度の向上に貢献した。 

 

3－4. 問題点及び問題を惹起した要因 

Ø チーフリーダーの不在が断続的に繰り返されたことで、種子品質管理分野を中心としてプ

ロジェクト全体の進捗に遅延が生じた。特に最初のチーフリーダーは約 3か月間及び 6か

月間の派遣、続くリーダーは 4 か月間弱の派遣であった。またプロジェクト期間を通じて

チーフリーダーが 2 度交替することによって、プロジェクトの実施・運営方針等がその都

度変更したことも、プロジェクトの戦略やアプローチの変更、モニタリングの不足等につ

ながり、効率的なプロジェクト活動の実施に負の影響を与えた。2012 年 8月よりチーフリ

ーダーは長期専門家として派遣されており、2 名の専門家が常駐することとなり専門家投

入の適切性についても改善された。 

Ø プロジェクト期間中に PDM が 2度改定された。これによってプロジェクトの焦点が変更し、

有効性の項目で後述する通り、プロジェクト活動の進捗に負の影響を与えた。 

Ø SFS は 3 州における 5 つのワレダ内の複数の村において、村・ワレダ・ゾーン・州・連邦

の各行政レベルのカウンターパート機関と調整のうえ、8 か月の間実施されてきた。一方

で特にプロジェクトの前半には専門家の投入が十分ではなく、これらプロジェクト活動の

運営、モニタリング、フォローアップ等の活動が十分になされてこなかった。 

Ø プロジェクト全体の運営管理を行うエチオピア側カウンターパートは、配置されているも

のの関与が大変少なく、特に連邦レベルでのプロジェクトに対するオウナーシップ認識の

欠如が確認された。また中間レビュー以前には、配置された各カウンターパートの業務分

掌や JICA のプロジェクト実施方針やデザインが明確に認識されていなかった。プロジェク

トでは、中間レビューの提言を受けフォーカルパーソンの任命を行い、中核となるカウン

ターパートに対し繰り返しプロジェクトについての説明を行った。結果、先方のプロジェ

クトへの理解も進み、SFS への評価が高まるにつれ、特にワレダレベルでのエチオピア側

の関与も深まった。一方でプロジェクト運営管理全般においては、調査時点でも日本人専

門家チームが主体となって行っている。 

 

3－5. 結論 

 プロジェクトは農家自身が種子不足に対応するための新たなアプローチを導入し、SFS を通

じて農家への技術普及をめざした活動はプロジェクト内外から高い評価を得、高い妥当性とイ

ンパクトが確認された。一方で効率性と有効性に関しては、種子の品質検査に関する活動が遅

延しており、中程度と判断される。持続性については主に制度面、技術面で懸念が確認される。



今後品質検査の結果を待って地域レベルの優良種子生産流通システムへの提言を行うことが期

待されており、第三期 SFS 農家の生産種子の簡易種子検査ラボラトリーでの品質検査は、普及

員による他業務への専従期間を終えた 2014 年 4月～6月に実施されることとなるため、約半年

間のプロジェクトの延長が必要であると判断する。 

 

3－6. 提言 

 調査結果を踏まえ、調査団はプロジェクトが今後取り組むべき事項として以下の通り提言し

た。 

1) SFS アプローチを中心とするプロジェクト成果の継続性の確保 

SFS アプローチを既存の農業省の普及システムに統合する方途について残りの協力期間を通

じ検討の上、先方政府に対して提言することが望まれる。調査時点では以下 3 つの可能性が挙

げられる： 

i) 農家向け研修プログラムを行っている FTC への統合を検討。 

ii) 農業省は既存の ATVET（Agricultural Technical and Vocational Education Training）

や FTC を用いつつ国内の全農家に今後数年間で研修を施す計画を検討中であり、これら

研修アプローチの一つとして用いる可能性を検討。 

iii) 第三期より政府主導の SFS が実施されており、継続意欲も高い。人材面、財政面の課題

に取り組み活動を継続させる方途を検討。 

 

2) SFS 卒業農家のモニタリング 

SFS 卒業農家の導入技術の活用状況や、普及員による技術的フォローアップの有無、種子生

産の継続性等についてプロジェクトによる確認が十分に行われていない。プロジェクト成果を

十全に生かすためにも適切なモニタリングとフォローアップの方途について速やかに検討・導

入することが望まれる。 

 

3) 種子認証システム 

地域レベルでの農家のための優良種子生産流通システムを機能させるために、ワレダレベル

での適切な優良種子基準と試験手順につき残りの協力期間にて検討し、具体的提言を行うこと

が望まれる。 

 

4) プロジェクトの知見の制度化 

プロジェクトの知見を、インフォーマルな優良種子生産流通システムの強化のために用いて

いくことが望まれる。このために、種子分野の関係機関（ATA：Agricultural Transformation 

Agency や ISSD：Integrated Seed Sector Development 等）と継続的に協議・検討を行ってい

くことが必要である。 

 また、種子法で規定されている優良種子（Quality Declared Seed：QDS）の現実的な品質基

準について、本プロジェクトの成果を踏まえ協力期間終了までに具体化し提言することで、QDS

概念の具体化に貢献することが望まれる。 

 



3－6－1. 日本側への提言事項 

1）成果 3と 4の活動を了するために、SFS 農家による生産種子の品質検査を各ワレダの簡易種

子検査ラボラトリーで実施させることが必要であり、日本側はこのための検査官への技術支援

を実施する必要がある。 

2）新たに配置されたワレダの簡易種子検査ラボラトリーの検査官に対して、エチオピア側が研

修を実施する際に技術的な支援を行う。  

3) 種子流通調査を実施し、プロジェクトで指導した種子栽培農家により生産された種子の利

用・販売状況について確認を行う. 

3－6－2. エチオピア側への提言事項 

1）プロジェクトによって設置された簡易種子検査ラボラトリーに必要な人員を遅延なく配置

し、新規に配置されたスタッフには必要な訓練を施す必要がある。 

2）州レベルにある公的なラボラトリーとプロジェクトによって設置されたワレダレベルの簡易

種子検査ラボラトリーの組織的連携を確保し、ワレダレベルの簡易種子検査ラボラトリーが種

子の品質について証明書を発行できる権限を与えることが必要である。 

3）エチオピア政府が今後種子検査基準や手順として具体化し、制度化していくプロセスの中で、

プロジェクト活動によって得られたデータや知見を有効に活用していくことが望まれる。 

3－7．教訓 

1） 本プロジェクトでは種子公社から純度の高い C1種子を入手することが想定されていたが、

実際には C1 種子の純度は期待したレベルではなかったことが協力開始後に判明した。つま

り前提条件が十分満たされていなかったことになるが、プロジェクト活動の工夫により農

家レベルで純度を上げるため種子の世代を１つ更新する対応を取り、最終的には C2種子の

生産を実現することができた。前提条件が十分満たされていない場合であっても、大局的

視点から目標達成への道筋をとらえなおし、プロジェクトによる努力で課題の解決が図ら

れたことは他の協力を行う上でも参考になる。 

2） 効率的な専門家の配置を達成するために短期専門家の派遣が適した活動と、長期的に配置

することで活動方針の一貫性を維持しモニタリングを行うための専門家派遣に適した活動

の差異を見極め、適切な専門家の配置を行うことが望まれる。 

以 上 
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