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中間レビュー調査結果要約表

１．案件の概要 

国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：ベトナム北部中山間地域に適応した作

物品種開発プロジェクト

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト（科学技術）

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：約 3.3億円 

協力

期間

（R/D）：2010年 12月 3日 

～2015年 12月 2日 

先方関係機関：ハノイ農業大学（HUA） 

（延長）： 日本側協力機関：

九州大学農学研究院、九州大学熱帯農学研究セ

ンター、名古屋大学生物機能開発利用研究セン

ター

（F/U）： 他の関連協力：

（E/N）（無償）

１－１ 協力の背景と概要 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）は、人口約 8,600 万人、国土面積約

33万 km2、山岳・丘陵地帯を多く有する国である。ドイモイ政策後、工業化が進み、農業従事

者は全体雇用の 70％から 50％以下に、農業部門の国内総生産も 40％から 20％程度にシェアが

低下した。しかし、農業生産の絶対的規模は拡大しており、依然としてベトナムの主要産業で

ある。なかでもコメはベトナム国民の主食であるとともに、外貨獲得の手段としても重要な地

位を占めている。人口増加による食料需要増加や作物収穫量の減少により、長期的な「食料の

安定供給」は同国の大きな課題となっている。コメを中心とした主要農産物の生産は、南北の

平野部（メコンデルタ、紅河デルタ）に偏在している。本案件の対象地域となる北部中山間地

域の稲作は、冷涼な気候により 40％の地域で一期作しかできないことや農業インフラの未整備

など、平野部との格差が顕著であり、農業生産性が低くコメ自給率はおおむね 60～70％と慢性

的な食料不足を来している。よって、北部中山間地域における農業生産性の向上により食料不

足の改善及び貧困削減を図るためには、同地域に適応した高収量、病虫害抵抗性及び早生のイ

ネ新品種の開発・導入が喫緊の課題として求められている。

一方、ベトナムのイネ品種開発技術は、政府関連機関や大学の研究者によって長年取り組ま

れ、これまでに一定の成果を上げてきたものの、同国では交配と選抜を中心とした従来型の育

種技術による品種開発を行っているため、現状では新品種の開発に長大な時間を要しており、

遺伝子情報を駆使した先端的な育種技術を導入し、改良事業の効率化、近代化を図ることは、

ベトナムの育種研究機関にとって重要な課題となっている。また、わが国では、イネ科学は基

幹作物の育成と実験作物としての利用に貢献してきたが、学術的な成果が必ずしも国際的な実

用現場に生かされていない状況にある。そのため、同分野において本研究を国際科学技術協力

案件として実施し、地球規模課題の解決につながる成果をめざした研究に取り組むことは、わ

が国にとっても極めて重要な課題となる。

本プロジェクトは地球規模課題対応国際科学技術協力案件（SATREPS）として 2010年 12月

からの 5年間の予定で実施中であるが、今般、プロジェクト期間の中間地点を迎えたため、プ

ロジェクトの進捗や実績の評価を行い、プロジェクトの残り期間の課題を分析し、対策につい

て提言を行うべく、中間レビュー調査団を派遣することとなった。
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１－２ 協力内容 

（１）プロジェクト目標 

ベトナム北部中山間地域の自然・社会経済環境に適した有望系統群開発のための、イネ

育種システムが強化される。 

 

（２）成果 

１．大容量・高速ジェノタイピングによる効率的なイネ育種法が開発される。 

２．短期生育・高収量・病虫害抵抗性イネ新品種育種のための有望系統群が開発される。

３．イネ有望系統群の生理生態学的特性が明らかになる。 

 

（３）投入 

＜日本側＞ 

専門家： 短期専門家／研究者 10名、長期専門家（業務調整）1名 

本邦研修：短期研修延べ 22 名、長期研修 4 名参加、遺伝資源管理に係る会合開催〔ハ

ノイ農業大学（HUA）、教育訓練省（MOET）、計画投資省（MPI）から計 9

名参加〕 

機材供与：プロジェクト事務所、遺伝資源関連施設、育種実験室、植物生産生理実験室、

ソクチャン（ST）育種支場向けに必要機材が供与 

施設建設：ST育種支場（事務所、交雑用建屋、網屋）、HUA内に網屋、交雑用建屋、冷

蔵貯蔵庫、廃水処理施設、使用土壌置場を設置 

ローカルコスト負担：約 150 万ドル（2013 年 6 月末まで）、実験活動費、施設建設・改

修費、人件費として支出 

＜相手国側＞ 

カウンターパート（C/P）配置：延べ 40 名、4 チーム（１．遺伝資源、２．育種、３．

植物生産生理、４．防疫・普及・バイオテクノロジー）を編成 

HUA内のプロジェクト事務所、実験室、網屋、試験圃場を提供、タイグェン試験圃場、

ラオカイ試験圃場、ST育種支場の圃場に係る賃借料を日本側と共に負担 

ローカルコスト負担：約 30万ドル（2013年 6月末まで）、実験活動費、施設建設・改修

費、人件費として支出 

２．評価調査団の概要 

調査者 
 

分 野 氏 名 所 属 

団長／総括 山根 誠 独立行政法人国際協力機構（JICA）農村開発部 

水田地帯第一課 企画役 

協力企画 朝川 知佳 JICA農村開発部 水田地帯第一課 

評価分析 齋川 純子 株式会社コーエイ総合研究所 コンサルタント 

科学技術計画・ 

評価 

国分 牧衛 SATREPS評価委員 

東北大学大学院 農学研究科 教授 

科学技術計画・ 

評価 

発 正浩 独立行政法人科学技術振興機構（JST） 

地球規模課題国際協力室 主任調査員 
  

 

調査期間 2013年 7月 31日～2013年 8月 16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 

（１）成果１達成に向けた活動 

１．有用遺伝子の探索・同定：九大・名大から 186の遺伝資源が HUAに導入。HUA主
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導で、短期生育に係る遺伝資源の探索・同定を進める予定で、日本側はこれに協力す

る。 

２．大容量・高速ジェノタイピングを導入した DNA マーカー選抜（MAS）の最適化：

名大は本プロジェクト目的に特化した DNA マイクロアレイシステム（Golden Gate 

Array）を開発。九大も同システムを導入し、C/P研修生に対し SNP同定に係る研修を

実施。MASを最適化する 24 DNAマーカーを同定。Golden Gate Arrayは 2012年 7月

に HUAに導入、MAS最適化に係る HUAへの技術移転が強化される予定。 

３．メコンデルタ地域の高温環境を利用しての効率的な世代促進：STにイネ育種支場を

設置、2011年 11月から作付開始。2012年冬作（2012年 10月播種、2013年 1月戻し

交雑、2013年 2月収穫）、2013年春作（2013年 3月播種、2013年 6月戻し交雑、2013

年 8 月収穫）を ST 育種支場で実施、シャトル育種手法による迅速な世代促進を安定

的に実施。 

 

（２）成果２達成に向けた活動 

１&２短期生育・高収量・病虫害抵抗性に関与する遺伝子を有する有望系統を開発、有望

系統への有用遺伝子の集積（ピラミディング）：IR24 及び KD18 を受容親として、高収

量（GN1、WFP1）、白葉枯病耐性（XA7、XA21）、トビイロウンカ耐性（BPH25、BPH26）、

セジロウンカ耐性（OVC、OVC-related QTLs）遺伝子をもつ育種材料との交雑を、2011

年 HUA 春作より開始。2011 年 HUA 秋作で、育種材料及びその後代が栽培、戻し交雑

実施。戻し交雑集団を 2011 年 ST 冬作で栽培、九大・名大で MAS を実施、遺伝子情報

をベトナム側に送り、STで更なる戻し交雑を実施、2012年 3月に BC2F1種子を取得。

BC2F1世代の MAS及び戻し交雑が 2012年 HUA秋作で繰り返され、BC3F1及び BC2F2

種子を取得。BC3F1及び BC2F2種子は 2012年 10月に STで作付、戻し交雑により BC4F1

種子、自家受粉により BC3F2 種子を取得。2013 年 3 月、BC4F1 苗は ST に、BC3F2 苗

は HUA、タイグェン、ラオカイに移植。 

３．有望系統群の形質調査：導入された系統（IAS、Ruf-ILs、BPH-NILs）の形質調査を実

施。 

 

（３）成果３達成に向けた活動 

１．有望系統群の生理的特性の検定：九大・名大から導入された系統から短期生育型 2系

統をタイグェンにて選抜。2011年 HUA秋作及び 2012年 HUA春作で、同 2系統につき

ポット試験を実施し、分ゲツ期、出穂期、糊熟期に、光合成特性、葉面積、乾物重を調

査。 

２．有望系統群の環境適応性試験実施：同短期生育型 2系統から派生した 7系統につき、

2011 年秋作、2012 年春作に、HUA、タイグェン、ラオカイの 3 カ所で試験実施、生育

期間、収量、穀粒量、粒登熟度、1,000 粒当たりの重量を比較。九大・名大から導入さ

れた系統につき、乾燥耐性及び低温耐性の試験を HUA 網屋にて、光合成試験を圃場に

て実施。 

３．有望系統群に対応した推奨される栽培法に係る情報の取りまとめ：短期生育型 2系統

を使用し、肥料（窒素）及び栽植密度の成長及び収量への影響につき試験を開始（2012

年度）。葉面積指数、穂成長速度、窒素利用効率、効果的な栽植密度に関するデータを

収集。2012年 1月、9月、2013年 5月に、タイグェン省とラオカイ省の農家を対象に農

民研修を実施（参加者総計約 180名）、同 2系統に関する栽培技術につき説明を実施。 
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３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 

本プロジェクトは、ベトナム側の開発政策〔第 9次社会経済開発 5カ年計画（2011～2015

年）、農業生産マスタープラン（～2020年）・ビジョン（～2030年）〕、日本の ODA政策（対

ベトナム国別援助方針、2012年 12月）、C/P機関及び対象地域のニーズに整合しており、

妥当である。 

 

（２）有効性：高い 

１）成果の達成状況・見込み 

・成果１：九大・名大で MAS技術を最適化し、STで迅速な世代促進が実施され、ジェ

ノタイピングによる効率的なイネ育種法が確立しつつある。よって、成果１は十分な

レベルに達しているといえる。 

・成果２：ジェノタイピングによる効率的なイネ育種法（成果１）は既に実践されてい

る。今後、HUAに導入された DNAマイクロアレイシステム（Golden Gate Array）を

使い C/P 自身で MAS を実施し、有用遺伝子を有する有望系統が開発される見込みで

あることから、成果２の達成は大いに見込まれる。 

・成果３：選抜された系統につき、HUA側を主体として実験室及び圃場レベルでの試験

（生理的、環境適応性）がこれまで着実に実施されている。今後開発される有望系統

に対しても同様の試験を実施予定であり、プロジェクト終了までの成果３の達成は大

いに見込まれる。 

２）プロジェクト目標の達成状況・見込み 

本プロジェクトは、有用遺伝子を探索・同定し、MASを最適化し、効率的なイネ育種

法を開発し（成果１）、必要な特性に関与する遺伝子を有する有望系統群を開発し（成

果２）、開発された有望系統群の生理生態的特性を明らかにしたうえで栽培法に関する

情報を取りまとめる（成果３）ことにより、プロジェクト目標を達成することをめざし

ている。プロジェクト前半では、想定以上に戻し交雑育種が迅速かつ効率的に進んでお

り、成果１は十分なレベルに達している。今後も継続する活動により、成果２、成果３

についても、十分なレベルに達することが見込まれ、ひいては、プロジェクト終了時ま

でにプロジェクト目標が達成することが大いに見込まれる。 

 

（３）効率性：中程度に高い 

１）投入 

日本側からの投入（専門家の派遣、本邦研修、供与機材、施設建設・改修、現地業務

費）は、アウトプット産出のためおおむね適切に行われている。本邦研修で得た経験・

知見はプロジェクト実施に有効であった。ただし、投入に係る経費は当初計画額を大き

く超えている。 

ベトナム側は HUA の若手研究者を C/P として配置し、プロジェクト活動に専念でき

るよう必要な措置を取っている。現地業務費 5年間分の総枠分は既に承認されており、

業務費支出の遅延によるプロジェクト活動の停滞は生じていない。 

２）活動 

成果産出のためのプロジェクト活動は、おおむね効率的に進捗している。日本側専門

家とベトナム側 C/Pの良好な協力関係、C/Pメンバー内の良好な関係、HUAと他のベト

ナム側関係機関との良好な関係、ST育種支場の早期の設置・運用が、活動の効率性を促

進している。 
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（４）インパクト 

１）上位目標達成見込み 

プロジェクトでは、有望系統に対し品質特性試験に当たる生理生態学的試験を実施

し、その後エリート系統については 1 ha程度の実用化試験を実施する予定である。改良

品種の普及という点では、種苗会社及び農家との協働が必要であるが、プロジェクトで

は、両者との協力関係が既にある。よって、北部中山間地域においてイネ改良品種が普

及し、食料安全保障及び持続的農村開発が促進されるという上位目標は、プロジェクト

終了後 3年以内の達成は厳しいものの、将来的には達成されることが大いに見込まれる。

２）波及効果 

本プロジェクト活動を通じて、若手 C/Pの能力は向上してきている（自らの研究分野

に係る知識・技術の向上、機材使用方法への理解向上、スムーズな実験計画の準備、研

究成果の発表・論文の執筆など）。 

2012年 10月 11日に HUA主催で開催されたワークショップで（約 140名参加）、本プ

ロジェクト概要が説明され、諸省庁からの参加者のプロジェクトへの強い期待が生じ

た。 

ST 支場の設置・運用を通じ、ST 省独自の育種活動が改善される一方、プロジェクト

側も今後の新たな研究課題についてのアイディア（耐塩性、乾燥耐性、冠水耐性など）

が得られた。 

既述のとおり、タイグェン省とラオカイ省で農民研修を実施し、プロジェクトで開発

する品種ブランドへの認知度と期待が農民の間で高まっている。 

 

（５）持続性 

１）政策面 

食料不足の状態にある中山間地域における食料安全保障は、ベトナムの国家政策であ

り続けるため、政策支援はプロジェクト終了後も継続することが大いに見込まれる。 

２）財政面 

管轄省である MOETからの研究活動継続への予算は限られたものであると思われる。

研究活動に係るプロポーザルを他機関に提出し研究資金を得るという可能性もあるが、

若手研究者が資金を得ることは通常は難しい。新品種登録のめどが立てば、新品種の導

入・普及に対する、農業農村開発省（MARD）からの資金手当てはかなりの確度で期待

できる。 

３）組織・技術面 

プロジェクト活動を通じて、若手 C/Pの知識・技術はある程度向上しており、今後人

材育成が強化される予定であることから、プロジェクト終了までにはその能力は更に向

上すると考えられる。HUA研究者が他の大学・研究機関に移るケースはあまりないため、

若手 C/Pは今後も HUAに定着し、研究活動を継続すると考えられる。HUAに機材も整

ったことから、資金的手当てができれば、プロジェクト終了後も、C/P 自身で供与機材

を活用して研究活動を継続していくことは大いに見込まれる。ただし、研究活動のアイ

ディアを出し、研究活動計画を立て、資金を確保し、研究活動を実践していくという総

合的な能力が、主要 C/Pメンバーに今後どこまで備わるかについては懸念がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

特になし。 
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（２）実施プロセスに関すること 

・ベトナム側 C/P は 4 チームに編成され、C/P がプロジェクト活動に専念できるような方

策が取られるなど、プロジェクトを効率的・効果的に実施する体制が構築されている。

プロジェクト全体の進捗は合同調整委員会（JCC）でモニターされている。 

・本プロジェクト以前より、日本側専門家と C/P主要メンバーは親密な関係を築いていた。

C/P本邦研修及び専門家訪越時の直接のやり取りに加え、E-mail、TV会議システム、写

真付きニュースの配信を通じて、双方は適切なコミュニケーション・情報共有を行って

いる。 

・ラオカイ省、タイグェン省、ST省の農業農村開発局（DARD）は本プロジェクトの主旨

を理解し、用地の提供、アクセス道路・橋・灌漑施設の建設など、プロジェクト活動に

協力している。 

 

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 

特になし。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

特になし。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトは、ベトナム側の開発政策、日本の ODA政策、C/P及び対象地域のニーズと

整合しており、妥当である。本プロジェクトは、これまで順調に進んでおり、中間時点におい

ては予定どおりのレベルの成果が出ており、当初予定を上回っている成果もいくつかある。既

述のとおり、今後継続される活動により、更なるレベルに成果が達成することが見込まれるこ

とから、プロジェクト目標はプロジェクト終了時までに達成される見込みであることが確認さ

れた。ただし、プロジェクト終了後の関連研究活動の持続性については、特に資金確保の点で

懸念が残る。 

 

３－６ 提 言 

（１）PDMの改訂 

プロジェクトの進捗を考慮し、2012年 1月に改訂した PDM第２版を、以下のとおり改

訂することを提案した（2013年 12月開催の JCCにて検討・合意予定）。 

・プロジェクト目標指標（c）の表現を修正。 

・成果指標 1-1は目標値を修正、1-2は既存の 1-3を修正、1-3については活動の表現を若干

修正するとともに新たな指標を 2つ設定。 

・成果指標 2-1及び 2-2は表現と目標値を修正、2-3は目標値を修正。 

・成果指標 3-1の表現を若干修正。 

 

（２）プロジェクト後半期間に係る予算計画の見直し 

プロジェクトはこれまで順調に進捗し、十分なレベルの成果を達成してきた。一方で、

日本側投入に係る経費として、当初計画額を大きく上回る支出がなされている。日本側専

門家及びベトナム側 C/P双方は、プロジェクト成果の産出に影響を与えない範囲で、活動

の優先度を考慮し、後半期間に係る予算計画の見直しを行う必要がある。 

 

（３）プロジェクト終了後の研究活動継続のための HUAによる予算確保 

プロジェクト研究活動経費の大部分を現在は日本側が負担しているが、プロジェクト終
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了後は、HUA 側でこの経費を負担しなければならない。HUA の主要 C/P メンバーは、資

金確保の方策につき検討し、研究プロポーザルの準備など、必要な行動を取る必要がある。

（４）人材育成の強化

プロジェクト活動を通じて、若手 C/Pの知識・技術は向上したものの、これらの知識・

技術は実験手法に関連する限定的なものであり、研究プロジェクトを計画し主体的に実施

するという総合的な能力のレベルには至っていない。若手 C/Pがこうした総合的な能力を

習得していくためにも、日本側専門家及びシニア C/Pは適切な指導を行い、人材育成を強

化していく必要がある。

（５）研究活動成果の発信

日本側専門家及びベトナム側 C/P双方は、論文発表、学会発表、ワークショップ及びセ

ミナー開催などを通じて、プロジェクトでの研究活動成果の発信を強化してくことが求め

られる。

３－７ 教 訓 

① 育種実験室として使用予定であった HUAの実験棟の最終確認を行ったところ、給排水、

電気配線、換気、気密性などで問題があり、改修工事が必要であることが判明した。プロ

ジェクトで使用予定の施設・設備については事前に十分な調査と仕様確認が必要である。

② HUAの若手研究者を C/Pとして選出したことにより、長期にわたり研究に従事可能な人

材への技術移転を行う体制を整えることが可能となった。一方で、若手 C/Pは研究活動経

験が十分でない、研究活動よりも教育教務に時間を取られる、自力で研究資金を確保する

ことが難しい、など点でディスアドバンテージがある。

３－８ フォローアップ状況 

該当なし。




