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評価調査結果要約表（和文） 
１．案件の概要 

国名：マラウイ共和国 案件名：持続可能な土地管理促進プロジェクト 

分野：農林水産-農業-農業土木 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）：約 2 億 1,000 万円 

協力期間 2011 年 11 月～2015 年 11 月 先方関係機関：農業食糧安全保障省 

日本側協力機関： 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

マラウイ共和国（以下、「マラウイ」）は、国土面積約 11 万 8,000km2（北海道と九州を合わせ

た程度）を有する内陸国で、人口は約 1,591 万人である。人間開発指数（HDI）は 0.418 と 186
カ国中 170 位に位置し、2012 年の経済成長率は 1.9％、1 人当たりの国民総所得（GNI）は 320
ドル（2012 年 世界銀行）で低所得国に位置づけられる。マラウイの就労人口の 80％は農業に

従事するが、そのうち 90％以上は小農である。1 世帯当たりの平均農地面積は 0.8ha 程度であり、

種子や肥料などの農業投入資材、土壌保全・肥沃度向上の技術、灌漑や水管理技術などへのア

クセスが不十分であることから農業生産性は総じて低い。 
このような課題に対応するため、マラウイ政府は 2009 年に「農業セクター・ワイド・アプロ

ーチ（Agricultural Sector-Wide Approach：ASWAp）」を策定し、そのなかで持続的土地管理技術

の普及を重点課題に位置づけた。持続的土地管理技術とは、①土壌肥沃度改善、②土壌・水保

全、③保全型農業、④雨水利用、⑤アグロフォレストリーから構成され、農家が圃場でこれら

の技術を組み合わせて適用することにより、地力の維持・向上と農業生産性の向上を図ること

を目的としている。マラウイ農業食糧安全保障省（Ministry of Agriculture and Food Security：
MoAFS）は、安価な優良種子や化学肥料の提供などを通じて農業生産を支えているが、化学肥

料による土壌の劣化が問題となるなかで農業生産性を向上させるためには、堆肥の適用や土壌

流出の防止が特に重要となるにもかかわらず、MoAFS はそうした地力向上・維持に必要な技術

を十分に普及できていない。 
こうした背景を踏まえ、JICA は 2011 年 11 月から 2015 年 11 月まで「持続可能な土地管理促

進プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）を実施している。本プロジェクトは、MoAFS 土

地資源保全局（Land Resource Conservation Department：LRCD）をカウンターパート（C/P）機関

として、ルニャングワ農業試験場とも協力しながらマラウイ北部のムズズ農政局（Agricultural 
Development Division：ADD）管轄地域を対象として実施しており、科学的に裏付けされた土壌

肥沃度改善技術の開発を行い、MoAFS LRCD の農民に対する指導能力を強化することを目的と

している。 
 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
適切な持続的土地管理技術が全国に普及される。 
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（2）プロジェクト目標 
適切な持続的土地管理技術を普及する農業食糧安全保障省の能力が向上する。 
 

（3）アウトプット 
1）土壌肥沃度向上技術が強化される。 
2） パイロットサイトを所管に含む農政局に所属する専門技術員と普及員が持続的土地管

理技術を習得する。 
3）パイロットサイトの農家が持続的土地管理技術を実施する。 
4）全国の専門技術員が持続的土地管理技術を習得する。 
5）持続的土地管理技術を全国に普及するための方策が示される。 
 

（4）投入（評価時点） 
日本側： 
長期専門家派遣：2 名、短期専門家派遣：7 名、本邦研修：3 名、機材供与、ローカルコ

スト負担等 
相手国側： 

C/P 配置 21 名（中間レビュー調査時）、ローカルコスト負担（C/P 給与、C/P 交通費、事

務所の光熱費等）、事務スペースの提供（ムズズ ADD 内） 

２．評価調査団の概要 

調 査 者  総  括： 佐藤 武明 JICA 客員国際協力専門員 
技術普及戦略： 鶴井 純 株式会社サステイナブル 
評価分析： 杉本 寛子 株式会社日本開発サービス 
協力企画： 小峯百合恵 JICA 農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 

調査期間 2014 年 1 月 27 日～2014 年 2 月 14 日 評価種類：中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

アウトプット 1：土壌肥沃度向上技術が強化される。 
実 績：以下の理由により、成果 1 は部分的に達成されたといえる。 
 ルニャングワ農業試験場研究場の土壌検査室に土壌・堆肥試験のための装置が設置され、

日本人専門家による研究者や技術者への技術指導が実施された結果、土壌と堆肥サンプ

ルの試験と分析を行うことが可能になった。また、専門家によりルニャングワ農業試験

場土壌試験用の土壌、堆肥、植物分析マニュアルの草案が 2013 年 11 月に作成された。

 提言の草案の作成については、農場及び試験場での圃場試験は現在進行中であり 2013-14
年と 2014-15 年の 2 期の収穫後の結果を受けて、土壌肥沃度向上のための堆肥技術に関す

る提案を持続的土地管理（Sustainable Land Management：SLM）技術として提示する予定

であることから、その達成は 2015 年になると見込まれる。 
 
アウトプット 2：ムズズ農政局の普及員が SLM 技術を習得する。 
実 績：以下の理由により、成果 2 はほぼ達成されたといえる。 
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 4県の LRCD専門技術員が堆肥作りの圃場試験に関する研修モジュールに基づく指導を受

けた。また、2013 年 7 月に 4 県で 48 名の普及員及びリードファーマー（Lead Farmer：
LF）48 名と各農業試験場技術者が研究プロトコールで指定された堆肥作りについての研

修を受けた。 
 4 県の LRCD 専門技術員全員がモニタリングと監督の研修の内容を理解しており、現在各

県の圃場試験のモニタリングの監督を実施している。 
 指標 2.3 については、参加した普及員全員が研修の内容を理解し、現在 LF の圃場試験の

モニタリングを継続している。 
 
アウトプット 3：SLM 技術がパイロットサイトの農民によって適用される。 
実 績：以下の理由により、成果 3 は部分的に達成されたといえる。 
 各県の普及員に対し圃場試験のための圃場のレイアウトや施肥技術に関する研修実施の

終了後に LF に配布するためのメイズ種子、化学肥料及び道具が分配され、LF に届けら

れた。 
 2013 年 7 月の研修に参加した 48 名の LF のうち 44 名（92％）が 4 県において 571 盛の堆

肥を準備するに至り、2013 年 12 月末までに LF 44 名全員が種まきを完了している。研修

に参加したが、堆肥の材料の入手が困難であったことなどの理由により圃場試験を実施

することができなかった LF は 4 名。4 名ともンカタベイ県の LF であるが、次期作付け

には堆肥作りを実施し圃場試験を実施する意向であることが同県の専門技術員より伝え

られている。 
 ベースラインとして LF の圃場から圃場試験前の土壌サンプルが収集され、現在分析中で

ある。土壌サンプルは計画的に分析される予定であり、2013-14 年の収穫後及び 2014-15
年の収穫後に土壌の肥沃度レベルが測定される予定である。 

 
アウトプット 4：全国の専門技術員が適正な SLM 技術を習得する。 
実 績：以下のとおり、成果 4 は 2015 年に達成する見込みであり、現時点では達成されていな

い。 
 2013-14 年と 2014-15 年の農場圃場試験と試験場の圃場試験の結果により適正な SLM 技術

が特定される計画であり、SLM 技術が確立されたのちに全国の専門技術員に対する研修

が行われる。 
 
アウトプット 5：SLM 技術を全国に普及するための方策が示される。 
実 績：以下のとおり、成果 5 は 2015 年に達成する見込みであり、現時点では達成されていな

い。 
 2013-14 年と 2014-15 年の農場圃場試験と試験場圃場試験の結果により適正な SLM 技術が

特定される計画である。SLM 技術が確立されたのち、指標 5.1 及び 5.2 に示されているプ

ロジェクト成果の発表や全国普及への計画の立案が実施される。 
 
プロジェクト目標：適正な SLM 技術を普及するための農業食糧安全保障省のキャパシティが向

上する。 
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実 績： 
 2013-14 年と 2014-15 年圃場試験の結果を踏まえて SLM 技術が確立され、同技術の普及ア

プローチが構築される見込みである。したがってプロジェクト目標は、プロジェクト後

半に実施される活動により達成される予定である。しかしながら、現在普及アプローチ

を開発する第一歩としての堆肥作りと施肥技術の圃場試験が進行中であること、ルニャ

ングワ農業試験場にて土壌や堆肥を科学的に分析するためのキャパシティが構築されて

いることなどから判断して、SLM 技術が確立されたのちの普及に関する準備は整いつつ

あると評価されることから、プロジェクト目標の達成度はやや高いと見込まれる。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 
以下の観点から判断して、本プロジェクトの妥当性は高い。 

 プロジェクト対象グループ（MoAFS、農業普及員、農民）の科学的裏付けのある堆肥

生産及び施肥技術に対するニーズ 
 マラウイの関連政策との整合性 
 日本の対マラウイ援助方針との整合性 
 プロジェクトアプローチの適切さ 
 わが国の技術面での優位性 

 
（2）有効性：やや高い 

プロジェクト開始当初に多少遅れがみられたが、活動は順調に進捗しており、成果の達

成度も順調であることから、プロジェクト目標は達成される見込みである。 
 

（3）効率性：やや低い 
日本側の投入は当初、日本人専門家の派遣に多少遅れがみられたが、ルニャングワ研究

所の実験室の装置やプロジェクト車などの投入は適切であった。他方、マラウイ側の予算

支出が十分でなかった。 
 
（4）インパクト： 

現時点では予測であるが、現地で活動する NGO が農家による試験農場を訪問したり、企業

やプロジェクト外の農民が土壌テストを依頼したりするなどのインパクトがみられている。

 
（5）持続性：中程度である。 

政策面や技術面での持続性は高い。財政面については対処が必要である。 
1）政策面：土壌肥沃は MoAFS の重要政策の一つであり、その傾向は継続すると思われる。

2）組織面：研究所での技術移転を受けた人材の確保や今後の全国普及に関する MoAFS 内

での組織の強化が望まれる。 
3）財政面：マラウイ政府の財政は厳しい状況にあるため、案件終了後の全国普及に関す

る懸念はある。 
4）技術面：マラウイの現状に即した技術移転をめざしており、技術面での継続性は高い。
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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 
 C/P である MoAFS の局長から普及員レベルまで、本プロジェクトによって提案される

科学的データに裏付けられた適正な堆肥作りと施肥技術の情報に対する高いニーズが

あり、そのことがオーナーシップを高めているといえる。 
 プロジェクトは本省、農政局、県、普及計画地区（Extension Planning Area：EPA）、セ

クションと MoAFS の現行の行政・普及システムに従って実施されていることから、合

理的で適切であると考えられる。 
 LF の農場における圃場試験は、LF や普及員が有機肥料のメイズ作物への効果を自ら体

験することができるだけでなく、LF 以外の周辺の農民へも目に見える形で堆肥の効果

を示すことで、試験結果のオーナーシップを高めることにつながっていると考えられ、

プロジェクトへの積極的な参加を促す貢献要因となっている。 
 ルニャングワ農業試験場での土壌・堆肥分析の方法は、マラウイの現状に適していなが

ら科学的基準も満たしている試験技術を取り入れていることで構築されたキャパシテ

ィが持続する工夫を取り入れている。 
 
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 
 プロジェクト開始当初は専門家の投入の遅れにより、ベースライン調査実施が遅れ、プ

ロジェクトの進捗に影響をもたらした。また、プロジェクト計画段階では成果 1 の活

動の一部をチテゼ農業研究所で行う予定であったが、開始後ムズズ ADD 内のルニャン

グワ農業試験場ですべての活動を実施することに変更になったため、一部チテゼに搬

入済みであった機材の移動が必要となったことも遅延の要因となっている。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
 プロジェクト全体の計画を承認し、成果や目標の達成を見守る役割をもつプロジェクト

合同調整委員会（JCC）が、討議議事録（R/D）により１年に１度以上開かれるとされ

ているにもかかわらず、プロジェクト開始から 2 年以上経過した現時点までに１度し

か開かれていない。また、過去にプロジェクト管理チーム内の意思決定が十分な話し

合いもないままに行われていたこと、C/P が政府や他ドナーのプロジェクトなどを兼任

しているため、本プロジェクトに十分な時間が割かれておらず、プロジェクト管理チ

ームの間でプロジェクト進捗や問題を共有するための定期的なミーティングなどが開

かれていないなど、プロジェクト実施における意思決定プロセスの弱さが問題点とし

て挙げられる。 
 土壌や堆肥試験の行われているルニャングワ農業試験場や農業試験場での圃場試験な

ど成果 1 に関する活動の多くは農業研究サービス局（Department of Agricultural Research 
Services：DARS）の管轄で実施されているが、DARS のプロジェクトにおける位置づけ

が明確でない。同様に農村レベルでのプロジェクト実施は普及員により行われている

が、普及員は農業普及サービス局（Department of Agricultural Extension Services：DAES）
に所属していることから、DAES の役割をプロジェクトで明確にする必要もある。加え
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て、ムズズ ADD の局長の役割もプロジェクトにおいて認識されていないことなどマラ

ウイ側関係機関の役割の整理が必要とされる。 
 

３－５ 結 論 

プロジェクトはこれまで、ムズズ ADD 管内の試験場での土壌試験活動、対象 4 県の LF によ

るデモンストレーション活動等を行ってきた。協力期間当初の専門家の派遣の遅れ等に起因し、

プロジェクトの進捗には遅延がみられるものの、案件の内容はマラウイのニーズに合致したも

のであり、先方政府からの期待も大きい。また中間レビューを通じ、現場レベルでの活動がプ

ロジェクト目標の達成に向けて進行しつつあることが確認され、進捗は改善されつつある。 
以上を踏まえて、以下に述べる提言に従って若干の活動変更を行い、プロジェクトは残りの

協力期間の活動を実施することとする。 
 
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 プロジェクトチームが実施すべき事項 
（1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）及び活動計画（PO）の改訂 

プロジェクトは、現行 PDM 及び PO を基に主要な活動を実施している。しかしながら、

それらはプロジェクトの内容を必ずしも反映しているわけではない。プロジェクトの成果

を十分に達成し、有用な研究結果を取りまとめるためには、これまでの活動経験を踏まえ

て見直すことが必要となる。 
主要な変更内容として、成果 4 と成果 5 を統合し、全国普及に向けた活動を一体化して

行うこととした。また PO も、PDM の改訂に伴い、見直しが行われるべきである。 
 

（2）マラウイ側関係機関の連携 
プロジェクトは、オフィスをムズズ ADD 事務所内に構え、DARS 直下のルニャングワ

農業試験場と 4 つのサブステーションでの研究活動を実施している。また、リロングウェ

においては LRCD をメインの C/P 機関として情報共有を行っている。また、プロジェク

ト後半においては、普及活動が強化されるべきであり、DAES の役割がますます重要になっ

てくる。 
DARS 及び DAES は重要な役割を果たすものの、プロジェクト実施体制のなかの位置づ

けが明確でなかった。したがって、今後は DARS 及び DAES をプロジェクトの実施体制

のなかに明確に位置づけて連携を強化するべきである。 
同様に県レベルにおいても、現場のニーズの適切な抽出と、研究結果の現場への確実な

普及のために研究部門と普及部門の連携を強化するべきである。 
 

（3）研究枠組み 
現地踏査における LF からの聞き取りにより、現行の研究枠組みには幾つかの課題が認

められた。したがって、研究活動や LF によるデモンストレーションの結果を踏まえて、

研究枠組みは、社会経済的要素を考慮し、必要に応じて柔軟に改善されるべきである。
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（4）普及戦略 
プロジェクトの前半期には、堆肥の作製及び使用に関する技術改善をめざした研究活動

が主たる活動となっていた。これまでの活動により一定のデータと知見が蓄積されてきた

ことから、今後は研究の成果を農家への普及につなげていくことが重要になる。プロジェ

クトは、中長期的な技術普及戦略を策定し、研究活動の成果が将来的な普及活動で有効活

用される道筋を明確にすべきである。技術普及戦略に関する提言の詳細を、付属資料９に

示す。 
 

（5）他関連プロジェクトとの連携 
本プロジェクトが対象としているムズズ ADD管内においては、普及分野で Development 

Fund of Norway（DF）、国連食糧農業機関（FAO）などさまざまな開発パートナーが存在

する。特に、ノルウェーの NGO である DF が、長年本プロジェクトと類似した支援を行っ

ている。また、両プロジェクトとも、普及活動において LF 制度を利用しており、同一人

物（県スタッフや普及員）が両プロジェクトを担当している。 
プロジェクトの効率性を高めるために、現在 DF との連携強化が検討されており、両プ

ロジェクト間での覚書（MOU）締結を見据え、プロジェクトは具体的な協力体制を構築

すべきである。 
 

（6）実施プロセス 
これまでプロジェクトにおいて計画や活動を決定する際、プロジェクト内での協議が十

分でなかったことが認められた。したがって、今後は定期的にミーティングを行うことに

より、より円滑な協働作業としての意思決定プロセスを構築するべきである。 
 

３－６－２ マラウイ政府が実施すべき事項 
本プロジェクトによって各関係者へ移転された技術が、プロジェクト終了後も確実に蓄積、

活用されるために、マラウイ政府は必要な予算と人員の確保に向けて取り組みを強化すべき

である。 
 
３－７ 教 訓 

（1）LF 方式の活用 
本プロジェクトは普及のために「LF 方式」を用いている。本方式はマラウイ政府によっ

ても活用が促進されており、他ドナーも自身のプロジェクトに利用している。先方政府に

よって推奨されている普及方式を用いることは、プロジェクトが開発した技術の円滑な波

及に貢献した。 
 
（2）関連機関の役割の明確化 

本プロジェクトの R/D においては、主要な C/P 機関は LRCD であると記載されている。

しかしながら、プロジェクトは LRCD の職員のみで実施されているのではなく、DARS や

DAES といった、その他の関連機関も関与している。関連機関の役割や位置づけは、新規プ

ロジェクトの開始時に明確に定義がなされるべきである。  




