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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：認証野菜種子生産システム強化プロジェクト 
（Project for Enhancement of Production System of Certified Vegetable Seed in Sri Lanka） 

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：農村開発部 協力金額（中間レビュー時）：1 億 400 万円 （2014 年

3 月までの実績） 

協力期間：2012 年 5 月 14 日～2017 年

5 月 13 日（5 年間） 
先方実施機関：農業省農業局（DoA） 

日本側実施機関：― 

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）の中長期国家開発計画

1
では、

野菜、コメ以外の穀類や豆類の自給率の改善の重要性が示されており、質の高い種苗が使われ

ていないことが農業分野の重要な課題であると指摘されている。プロジェクト計画時、農業局

（DoA）に品質を認証された認証種子の割合は野菜種子の全供給量のうち 4～35％であり、こ

れは種子生産、種子加工、種子認証、販売に関する能力が十分でないためと考えられていた。

なお当時、スリランカは毎年約 250 t の野菜種子を輸入しており、国内の種子生産量は 90 t で
あった。 

このような背景の下、スリランカ政府は質の高い野菜種子の生産技術を開発・普及し、農業

生産性と質を向上させることを目的とした技術協力プロジェクトの実施を日本政府に要請し

た。その後両者は、①種苗開発センター（SPMDC
2
）による生産計画、②原種種子と標準種子

の生産、③種子認証サービス（SCS
3
）による認証、④種子販売の分野において、農家と私企業

も視野に入れたプロジェクトを実施するべく合意した。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、スリランカにおける認証種子の生産体制の改善を目的としたものである。 
 

（１）上位目標 
全国の野菜の認証種子の利用が増える。 

 
（２）プロジェクト目標 

対象地域における野菜の認証種子の生産体制が改善される。 
 

（３）成 果 
１） SPMDC の種子生産・配布計画策定能力が向上する。 
２） 官民の野菜種子生産技術が向上する。 
３） 官民の野菜種子の品質管理技術が改善する。 

                                                     
1
 “Mahinda Chintana, The Vision for the Future” (2010-2016)”, 2010. 

2
 SPMDC：Seed and Planting Materials Development Centre. 農業局傘下の組織。 

3
 SCS：Seed Certification Services. 農業局傘下の種子認証植物防疫センター（SCPPC）の下部組織。 
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（４）投 入 
＜日本側

4
＞ 

項 目 計 画 実 績 
専門家 合計 222 人月 

・ 長期 3 名  
総括／認証種子生産体制、種子検査

／訓練、業務調整／種子生産 
・ 短期   

種子検査、種子病理、植物病理、農

家経済経営、市場調査、収穫後処理 

合計 104.2 人月 
・ 長期 4 名（95.8 人月）  

総括／認証野菜種子生産システム、種子検

査、種子生産、業務調整／研修 
・ 短期 延べ 7 名（8.4 人月）  

種子生産計画、種子病理、植物病理、種子流

通販売、優良種子評価 
本邦／ 
第三国 
研修 

種子生産と認証 
（参加者数の計画なし） 

・ 本邦研修 18 名 
種子行政、種子検査、野菜種子生産、植物病

理 
・ 第三国研修 2 名 

国際野菜訓練コース（タイ） 
機材供与 車両、スプリンクラー灌漑施設、点滴

灌漑施設、種子加工・検査機材 
約 1,700 万ルピー〔点滴灌漑システム、苗床雨

よけ（ポリハウス）、種子検査機材など〕 
事業費 3 億 6,000 万円 1 億 400 万円 （2014 年 3 月までの実績） 

 
＜スリランカ側

5
＞ 

 以下の実績はほぼ計画どおり。 
１） カウンターパート職員の配置：延べ 32 名 
２） プロジェクト事務所 
３） 研修実施に必要な教室、資材、用具など 
４） プロジェクトのローカルコスト：280 万ルピー（カウンターパート職員研修参加時の

手当、プロジェクト事務所の電気・水道代、プロジェクトで供与した機材購入にかかる

税金など） 
 

２．評価調査団の概要 

調査者 総  括：JICA 農村開発部次長（第二グループ） 田和 正裕 
種子行政：農林水産省食料産業局新事業創出課種苗産業室課長補佐 齋藤 千栄美  
協力企画：JICA 農村開発部第二グループ第三チーム 横田 千映子 
評価分析：かいはつマネジメント・コンサルティング 田村 智子 

G. M. W. Chithral, Additional Director, SCPPC
6
, DoA

7
 

G. W. R. Weerakoon, Assistant Director, SPMDC, DoA 
V. D. N. Ayoni, Agrculture Economist, Social Economic Planning Center, DoA 

調査 
期間 

2014 年 9 月 1 日（月）～20 日（土） 評価種類：中間レビュー調査 

  

                                                   
4
 専門家派遣実績とプロジェクト費用は 2014 年 8 月末現在、研修と機材供与の実績は 2014 年 6 月末現在。 

5
 2014 年 6 月末現在の実績 

6
 SCPPC：Seed Certification and Plant Protection Center（種子認証植物防疫センター） 

7
 DoA：Department of Agriculture（農業局） 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
３－１－１ 成果１ 

本プロジェクトによる官民連携の促進の結果、情報交換や討議の機会がより多くもてるよ

うになった。民間企業からも、原種種子在庫量などの SPMDC からの情報提供や、官民の意

見交換の促進を評価する声が聞かれた。また、以前は民間企業から SPMDC に随時提出され

ていた原種種子の必要量に関するリストが、官民合同会議において一度に提出されるように

なり、SPMDC の原種種子生産計画が作成しやすくなったことも評価できる。なお成果１を

達成するためには、官民の連携がさらに強まること、データベースシステムが遅延なく導入

されること、販売改善に関する活動が速やかに実施されることなどが重要である。 
  

３－１－２ 成果２ 
育苗から収穫後処理までを対象とした種子生産研修が実施されており、研修終了時のアン

ケートによると参加者の満足度は高い。研修参加者の契約農家（政府／民間）をいくつか訪

問したところ、研修で導入した、育苗（トレイとポットの使用）、畝づくり、一本植えなどの

技術を積極的に実践している例がみられた。しかし、政府種子農場における、研修で導入し

た技術の適用例は限定的である。カウンターパート職員からは、これら技術を農場に導入す

るには難しい点がいくつかあるとの指摘もあり、技術の効用について疑問の声もあった。長

年実施してきた耕作方法を変えることへの躊躇もあるようである。 
 

３－１－３ 成果３ 
プロジェクト開始時の JICA 専門家の観察によると、SCPPC の下部組織である種子検査室

（STL）では、国際的な種子検査ルール
8
に沿って種子検査が実施されていた。これを更に改

善すべくプロジェクトで研修等を実施した結果、検査手順の合理化や発芽評価の標準化が更

に進んだ。今後は、種子病理分野の技術向上、及び民間企業を対象とした種子検査訓練実施

による、更なる効果発現が期待されている。なお、中間レビュー時の協議を通して、市場の

種子の品質の現状が把握されていないことが判明したため、市場の種子の品質管理のために

は今後、現状把握を目的とした調査を行い、その結果に基づいた対策を立案することが重要

と思われる。 
 
３－２ プロジェクト目標達成の見込み 

官民の情報共有が促進され、種子検査に携わる職員の技術力が期待されたレベルに向上しつ

つあることは評価に値するが、種子生産研修で導入された技術が政府種子農場で積極的に取り

入れられていないことは懸念事項である。プロジェクト目標達成のために、JICA 専門家チーム

と SPMDC は、政府種子農場で導入する技術の選定を行い、通達などで農場に導入の指示を出

すこと、種子生産研修の内容や方法について精査し、対象者のニーズに応じた内容となるよう

改善案を策定することが必要である。また、研修内容に知見のある SPMDC 職員を研修講師と

して選定・任命するとともに、研修の計画策定やフォローアップなどの実施主体を徐々に

SPMDC に移行していくことも重要である。以上のとおり、プロジェクト目標達成のためには、

今後いくつかの課題を解決していく必要がある。 

  
                                                   
8
 International Seed Testing Association（ISTA）ルール 
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３－３ 貢献・阻害要因 

３－３－１ 効果発現に貢献した要因 
（１）JICA 研修員の活躍 

2003～2007 年に実施された JICA 国別研修に参加した SPMDC の職員が、研修で学ん

だ知見を生かし、本プロジェクトで種子生産研修の実技指導を担当し、同研修の効果的

な実施に貢献している。また、JICA 研修員の同窓会組織（JICA Ex-participants’ Association）
は近年、契約種子農家や民間企業を対象に、種子生産研修を定期的に企画・実施してい

る。これはプロジェクト目標や上位目標の達成に貢献するものとして評価できる。 
 

（２）種子検査分野における技術移転の進捗 
種子検査室の職員が、国際的な種子検査ルールにのっとって種子検査を実施するに必

要な基本的な能力を有していたことが、種子検査分野の JICA 長期専門家による技術移

転の早期完了に貢献した。  
 

３－３－２ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１）農業局（DoA）による作業の遅延 

プロジェクトに関連する DoA の作業や調整が大幅に遅れることがある。例えば、2013
年 11 月のプロジェクト月例会議で、プロジェクトで実施した種子生産研修で導入された

技術を政府種子農場で適用するよう、DoA が通達を出すことが決まったが、現在におい

ても通達は発行されていない。2013 年 12 月、JICA 運営指導調査団と SPMDC は DoA の

種子販売所の改善に取り組むことに同意し、SPMDC はこれに関する提案書を提出する

ことになっていたが、これに関連する書類が提出されたのは、2014 年の 9 月のことであ

った。 
 

（２）プロジェクト活動開始や機材調達の遅延 
プロジェクトのキックオフ会議が開催され、プロジェクト事務所が設置されたのは、

JICA 専門家がスリランカに到着してから約 3 カ月後のことであり、プロジェクト活動の

本格的な開始が遅延した
9
。また、プロジェクトに供与される機材のスペックの選定、 

税金の準備、見積もりの取り付けなどに予想以上の時間がかかっており、機材調達にも

遅れがみられる。このため、供与機材を使った活動やそれによる効果発現が遅延してい

る
10
。 

 
３－４ 評価結果の要約 
（１）妥当性＜高いと思われるが要検討＞ 

「１－１ 協力の背景と概要」でも述べたとおり、スリランカの中長期国家開発計画
11
で

は、野菜、コメ以外の穀類や豆類の自給率の改善の重要性が示されており、質の高い種苗

が使われていないことが農業分野の重要な課題である、と分析がなされている。このこと   
                                                   
9
 キックオフ会議の開催が遅延した主な理由は、DoA 設立 100 周年記念行事の準備でカウンターパート職員が多忙であったこ

とである。 
10

 例えば、政府種子農場における生産環境を整備するため、育苗用雨よけや灌漑施設の調達と設置が計画されていたが遅延し

た。そのため、環境の整っていないなかで生産技術の実技研修やデモンストレーションを実施せざるを得ず、技術の効果を

効果的に提示できないことがあった。また種子処理の機材の調達が遅れており、期待されていた、処理工程の効率化の実現

が遅延している。 
11

 “Mahinda Chintana, The Vision for the Future” （2010-2016）”, 2010. 
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から本プロジェクトの目的はスリランカの開発政策と整合性がある。また、同開発計画で

は、政府種子農場における生産性の向上のための施設・技術の改善や、認証種子の在庫の

確保の必要性が述べられており、種子生産や計画の改善を図る本プロジェクトは、同開発

計画に示されているこれらのニーズに応えるものである。また、日本の外務省の「対スリ

ランカ国別援助計画 （2012 年 6 月）」では後発開発地域の開発支援が重点分野のひとつと

なっており、農業分野を中心とした産業育成、農業関連インフラの整備を支援する方針で

ある。 
以上のとおり本プロジェクトは、現在のスリランカの開発計画に記載の政策や開発ニー

ズ、日本の援助方針と合致しており、妥当性は高いといえる。しかし中間レビューでは、

計画時の認証種子の市場における位置づけに関する認識に一部齟齬があったこと、SPMDC
は、認証種子の生産量を年々増加させる計画・方針にはないことなどがわかった。しかし

中間レビューでは、これらがプロジェクトの妥当性に及ぼす影響について結論を導き出す

ことはできなかった
12
。 

 
（２）有効性 ＜中程度＞ 

プロジェクト目標の達成に関し、種子生産計画における官民の情報交換の促進や、種子

検査技術の向上などの進捗がみられることは評価に値する。一方、プロジェクトで実施し

た種子生産研修により導入された生産技術が、政府種子農場においてまだ積極的に取り入

れられておらず、種子生産技術の向上における進捗は遅れている。このようなことから、

現時点では本プロジェクトの有効性は中程度と判断する。 
 

（３）効率性＜中程度＞ 
プロジェクト活動の開始は遅延したが、その後、ほとんどの活動が計画どおりに実施さ

れている。また種子検査分野における技術移転は 5 年間の予定であったが、現時点でほぼ

完了している。 
一方、機材調達の遅れがプロジェクトの効果発現に影響を与えていると考えられる。ま

た、SPMDC の本部は、その下部機関である SPMDC 地域事務所、政府種子農場、種子加工

場、及び州政府農業局などと連絡をとり、プロジェクト活動が円滑に実施されることが期

待されていたが、現在、種子生産研修の計画や実施にあたっては、JICA 専門家がこれらの

機関とそれぞれ連絡を取っている状況にあり、効率的とはいえない。なお、プロジェクト

は計画どおり 5 年間で完了する予定であり、事業費も計画内に収まる見込みである。これ

らより、効率性は中程度と判断する。 
 

（４）インパクト＜情報不足のため判断できず＞ 
プロジェクトの上位目標は「全国の野菜の認証種子の利用が増える」であり、プロジェ                                                      

12
 本プロジェクト計画時、（a）スリランカでは認証種子の生産量が少なく、（b）そのため良質の種子が不足しており、（c）よ

って同国は種子を輸入に頼らざるを得ない状況にある、と分析されていた。しかし現在、（a）SPMDC は標準種子の在庫を

抱え、2014 年ヤラ期は生産を控えている状況にあり、標準種子の生産量や生産能力に不足はみられない。（b）認証種子の

生産量は、国内の種子生産量の約 10％と推測され、わずかであることに変わりはないが、「認証種子の量が少ない＝良質の

種子がわずかである」という認識は正しくない。民営化に伴い DoA は、種子を生産している民間企業が企業内で品質検査・

管理を行うことを奨励しており、このように企業が品質管理をした良質の種子も市場には相当量、流通しているからである。

また、（c）認証種子の生産量と種子の輸入に直接の関係はないと考えられる。その理由は、上述のとおり国産種子のうち認

証種子の量はわずかであることに加え、種子の輸入の背景には、高原野菜など、気温や日照時間の関係で種子を国内生産で

きない野菜があり、このような品種の種子は輸入せざるを得ないこと、農民が高い収穫量の見込めるハイブリッドの輸入種

子を指向する傾向があることなどがあるためである。 
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クトで取り扱う野菜の認証種子の利用が増えることが指標となっている。認証種子には、

SPMDC 及びその契約農家が生産し SCS が認証したものと、民間企業が生産し SCS が認証

したものの 2 種類がある。前者の利用率は平均約 7％であることが、プロジェクトで実施

したベースライン調査で分かった（2014 年）。しかし、後者の利用率については情報がな

く不明であり、現状を把握することはできなかった。 
なお SPMDC は、認証種子の生産を在庫や需要予測を基に計画しており、毎年の生産量

の増加をめざしているわけではない。そのため中間レビュー時、プロジェクトに期待する

インパクトは何か、関係者間で協議を行った。その結果、DoA の認証種子（政府生産と民

間生産）に限定せず、市場に出回る種子の品質改善をインパクトとしてめざすことで関係

者は合意し、プロジェクトの上位目標についても同様の内容となるよう修正を行った。
13

 
その他の正負のインパクトはみられない。 
 

（５）持続性＜中程度＞  
１）政策・制度 

農業生産性の向上や、種子生産の改善を支持する政策は、今後も引き続き変化がない

ものと思われる。また、DoA は、2003 年の種子法の細則を整備すべく準備中であり、こ

の施行が実現すれば本プロジェクトの効果の持続性を助長すると思われる。 
２）組織・体制 

SPMDC と SCPPC は、役割分担や指示命令系統が明確であり組織上の問題はない。以

前は欠員が多かったが、最近では充足される傾向にあることも好ましい傾向である。し

かし現在、種子生産研修の計画や実施において JICA 専門家が中心的な役割を果たして

おり、SPMDC の組織的関与が十分でないことは持続性の面における課題である。 
３）技 術 

プロジェクトで導入した種子生産技術は基本的なものである。SPMDC の現場職員は

農業の専門教育を受けており、これらの技術を適用したり、指導したりすることに技術

的な問題はないと思われる。しかし現時点で SPMDC が、これらの技術を農場や種子農

家に導入することを決めておらず、現場職員へ明確な指示がでていないことが問題であ

る。SCPPC 職員は、種子検査や認証に関する基本的な技能を有している。SCPPC には、

在職者研修や新人研修を実施する仕組みがあり、近年、職員や民間企業を対象とした研

修の数や内容が拡張されつつあることが確認できた。そのため、本プロジェクトで導入

した種子検査に関する研修内容を、今後これらの研修に組み込んでいくことが可能と思

われる。SPMDC が立案・実施した在職者研修や新人研修の実績は確認できなかった。

そのため、本プロジェクトで導入した種子生産研修をプロジェクト完了後、何らかのか

たちで継続的に実施するための技術的・制度的素地があるかについては不明である。 
４）財 務 

SPMDC への予算配分は、年によって変動はあるものの、内戦の頃に比べると金額が

大幅に増加している。研修費用の予算確保については不明である。SCPPC にも、計画し

た業務を実施するに適当な予算が配分されており、在職者や新人のための研修費用もさ

まざまな形で確保しているとのことであった。 
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 プロジェクト期間内では認証種子の生産体制改善をめざすが、市場に出回る種子の品質改善につながる活動として、①種子

の品質実態調査や②民間を対象とした生産・検査の研修実施等にプロジェクト後半で取り組むことで合意し、提言に盛り込

んだ。 



vii 

 
以上からプロジェクト効果の持続性は中程度と見込まれる。 

 
３－５ 結 論 

計画面での効果発現のためには、官民の連携を更に促進するとともに、導入予定のデータベ

ースシステムを計画立案や官民の情報共有のために活用することが期待される。種子生産技術

の分野では、SPMDC と JICA 専門家が、研修の内容や方法について精査し改善するとともに、

技術の導入に関する今後の方向性について同意する必要がある。種子検査の分野では、プロジ

ェクトがこれまで取り組んだ検査手順の徹底や発芽評価の標準化を、今後実施予定の在職者研

修や新人研修に生かしていくことが重要である。プロジェクトはおおむね、プロジェクト目標

達成のために進捗してはいるが、有効性と持続性の確保のためには、下記の提言を確実に実行

に移す必要がある。 
 
３－６ 提言（DoA に対する提言）  
（１） これまで JICA 専門家が主に企画・運営を担っていた原種種子生産セミナー

14
を、次回か

らは DoA 主導で開催すること。中小規模の種子生産業者のセミナーへの参加を促すこと。 
 
（２） プロジェクトで導入した種子生産技術に関し、JICA 専門家チームと SPMDC が重要度、

適用可能性などについて協議を行う。その結果、速やかに適用が可能と判断された技術に

ついては、政府農場での適用指示の通達を 2014 年 10 月中旬までに出す。また、これまで

の研修内容・方法を精査し、マニュアルの内容や活用方法を含めた研修実施改善策の立案

を進める。 
 
（３） 種子生産研修で導入され、その後、DoA の園芸作物研究開発所による検証が進んでいる

摘果・剪定に関し、技術リリース委員会の承認を 2015 年末までに取得し、実用に移す。  
 
（４） 種子生産研修の計画・立案・実施を SPMDC に徐々に移行する。過去の JICA 研修員等の

活用も念頭に、JICA 専門家に代わって講義を担当する職員を任命する。 
 
（５） 研修で導入された生産技術の契約種子農家による採用を促すため、SPMDC 地域事務所

によるフォローアップを行う。また、DoA の社会経済計画部（SEPC）は、本プロジェク

トの評価活動を実施する予定であり、その際には、上述の契約種子農家の技術導入状況を

含む、各成果の達成状況の調査・分析を行う。 
 
（６） 市場にある種子の現状調査について、SEPC が中心となって調査手法を立案し、SCS と

協力して調査を実施する。 
 
（７） プロジェクトは官民へのインパクトをめざしているが、プロジェクト前半は政府職員へ

の投入が主であった。後半は、民間を対象とした種子生産研修や種子検査研修を拡大する

必要がある。 
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 プロジェクトの働きかけにより、これまで 4 回実施された。年 2 回の耕作期の前に実施され、官民からの参加がある。民間

からの原種種子の生産量の要望を SPMDC が受領したり、各種の情報交換・討議が行われる場となっている。 


