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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ウガンダ共和国 案件名：コメ振興プロジェクト 

分野：農業農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 協力金額（評価時点）：約 9 億円 

協力 
期間 

2011 年 11 月～ 2016 年 10 月（5 年間） 先方関係機関：農業畜産水産省（MAAIF） 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力： 
・ネリカ米振興計画（2008～2011 年） 
・東部ウガンダ持続的灌漑農業開発計画 

（2008～2011 年） 
１－１ 協力の背景と概要 
 ウガンダの農業は、GDP の約 20％、輸出の約 48％、雇用の約 73％を占める基幹産業である。

農家の平均営農面積は 1 ha 以下と小さく、小規模農家による自給自足的農業が中心である。他

方、ウガンダの自然条件は年平均気温 20℃、年間降水量 1,500～1,750mm と農業生産に適した

環境にある。また、主食作物としてプランテーン・サツマイモ・キャッサバ・メイズ・ソルガ

ム等が多く栽培され、商品作物としてコーヒー・ゴマ・サトウキビ・紅茶等が栽培されている。 
 稲作に関しては、湿地帯の多い東部地域において水稲作が以前から営まれてきたが、その他

の地域では近年 JICA の支援により陸稲であるネリカ米の普及が進められており、生産量の伸

びが著しい。この背景としてコメ需要の高まりがあり、他の食用作物（プランテーン、メイズ、

キャッサバ等）と比べて調理が簡単で食味も良いことなどから、都市部を中心にコメの消費が

拡大している（一人当たりの消費量が 8 kg/年）。しかし、現在のコメ生産量（16 万トン）は消

費量（22 万トン）を大きく下回り、アジアからの輸入に多くを依存していることから、コメ生

産量の増加が大きな課題となっている。 
 コメ生産が緒に就いたばかりのウガンダでは、コメ生産量増加には研究機関において稲作に

関する適正技術が開発されるとともに、普及関係者を通じて稲作農家にその適正技術が普及さ

れる必要がある。その際、展開にあたっては、栽培方法の異なる 3 つのコメ栽培環境（天水丘

地、天水低湿地、灌漑低地）におけるそれぞれの技術の開発と普及が重要となる。また、農家

が稲作を継続していくためには、コメを売ることによる収益の確保が求められ、そのためには

高品質・市場価値の高いコメを供給していくことが必要となっている。 
 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標 

研修参加農家の所得が向上する。 
 
（２）プロジェクト目標 

コメ生産が増加する。 
 
（３）成果 

１．コメ関連研究機関の研究開発能力が強化される。 
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２．コメに関わるサービスプロバイダーの普及能力が強化される。 
３．コメの品質が向上する。 

 
（４）投入（評価時点） 

日本側： 
専門家派遣：長期 7 名、短期 6 名（複数回） 
研修員受入れ（本邦）：カウンターパート研修 3 名、その他集合研修等 11 名 
供与機材：約 3,500 万円 
ローカルコスト負担：約 1 億 2,000 万円 

相手国側： 
カウンターパート配置：延べ 46 名 
プロジェクト運営費：約 4,000 万円 
土地・施設提供： 

国立作物資源研究所（NaCRRI）内のプロジェクト執務室、付帯資機材及び水道・電気

設備、NaCRRI 及び各地地域農業調査開発研究所（ZARDI）試験場内の稲作試験・実

証圃場、種子生産圃場用地の提供 

２．評価調査団の概要 

調査者 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本側 
星  弘文 総括    JICA ウガンダ事務所 所長 
大塚 邦広 水管理計画 農林水産省農村振興局整備部設計課海外土地改良技術

室 海外技術調整係長 
藤田 暁子 協力企画  JICA 農村開発部乾燥畑作地帯第一課 主任調査役 
板垣 啓子 評価分析  株式会社国際開発アソシエイツ 国際開発コンサルタ

ント 
ウガンダ側 

Mr. Robert KHAUKHA 総括 Assistant commissioner, Monitoring & Evaluation, 
Ministry of Agriculture, Animal Industry and 
Fisheries（MAAIF） 

Ms. Regina N. MUSAAZI 団員 Monitoring & Evaluation Officer, National 
Agriculture Research Organization（NARO） 

Mr. Godfrey MASEREKA 団員 Acting Manager, Planning, Monitoring & 
Evaluation, National Agricultural Advisory 
Services（NAADS） 

調査期間 2014 年 5 月 24 日～6 月 13 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 成果・目標の達成度 
＜成果１＞ 

本成果についてはほぼ達成の目処が立っている。陸稲に関してはプロジェクト開始以前に 3
品種（ネリカ 1、4 及び 10）が推奨されており、水稲についても 2 品種（ネリカ 6 及び WITA9）
が 2014 年 4 月に推奨品種としての認定を受けた。水管理技術に関しては、技術ガイドのドラフ

トが作成され、今後更なる試験結果を踏まえ最終化される予定である。コメ関連の機械化ビジ

ネスについては、ウガンダ農業資材業者連盟（UNADA）への協力を通じ、トラクター賃耕ビ
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ジネスの計画が策定され、銀行融資の申請につながっている。コメ研究報告書に関しては

ZARDI の研究成果の収集が開始されたところであり、今後は定期的に研究レポートが取りまと

められ、国家農業研究機構（NARO）の定期刊行物やその他の学術的なジャーナルへの発表と

いった取り組みが進められることとなる。これまでに 6 つの技術パッケージと 9 種類のポスタ

ーの作成が進められており、今後のプロジェクト活動において関係者間での更なる議論を通じ

最終化される予定である。コメの種子生産については、NaCRRI 及び ZARDI に設置されたプロ

ジェクトの種子生産圃場でこれまでに合計 18.7トンの種子が生産され、農家に配布されている。 
 
＜成果２＞ 

本成果については高い達成見込みがある。これまでに、稲作技術に関する指導者研修（TOT）
が 15 回実施され、延べ 341 名の普及関係者がこれらの研修を受講した。彼らによる現地研修が

各地でこれまでに合計 401 回開催され、16,734 名の農民が稲作技術の研修を受講した。プロジ

ェクト推奨技術の需要度は比較的高いと想定されているが、正確なモニタリングデータによる

検証が必要である。コメに関する定期的な情報共有に関しては、国家農業指導サービス

（NAADS）との協働により、ゾーン別の会合がこれまでに 3 回開催されており、ZARDI 関係

者、ゾーン及び県の NAADS 調整官、県生産局職員等が集まり、それぞれの担当地区における

活動進捗報告や意見交換を行っている。 
 

＜成果３＞ 
本成果の達成には一定の期待がもてる。プロジェクトでは、コメバリューチェーン調査を実

施し報告書を取りまとめ、精米業者等への研修を実施してきた。しかし、プロジェクトのアプ

ローチが、個々の精米技術向上という側面から、セクターとしてのマネジメント能力の強化へ

と変更され、現在では精米業者の組織化に向けた支援の可能性が模索されているため、精米業

者の出荷するコメの品質に関するサンプル調査は実施していない。 
 
＜プロジェクト目標達成の見込み＞ 

中間インパクト調査の結果に基づく概算では、これまでの活動において目標数値指標の 3 分

の 1 から 4 分の 1 程度が達成されているという結果となった。目標達成のためには協力期間後

半の活動において、プロジェクトの更なる努力が必要であると思われるが、プロジェクトでは

活動対象を当初の 40 県から 55 県に拡大する計画であり、また今後水稲生産地域での活動が本

格化することによって一層の生産増加が期待されている。これらプロジェクトの今後の活動計

画にかんがみ、プロジェクト終了までの目標達成には一定の期待がもてると判断された。 
 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性：高い 

ウガンダの国家開発政策・農業開発戦略の方向性並びに日本の協力政策における重点分

野に大幅な変更はなく、本プロジェクトはそれらの政策に合致している。プロジェクト対

象地域の大半においてコメはいまだ新規作物であるが、プロジェクトの研修を受講した普

及員及び農民の間では、コメ生産の新規導入あるいは技術改善のメリットが高く評価され

ており、対象地域農民のニーズにも合致していることが確認された。以上のことから、本

プロジェクトの妥当性は依然として高いと判断される。 
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（２）有効性：高い 
本プロジェクトの活動は順調に進捗しており、いずれの成果に関しても協力期間内の達

成が見込まれる。3 つの成果がプロジェクト達成に結び付く論理性は確保されており、プ

ロジェクトの目標達成には期待がもてることから、本プロジェクトの実施には高い有効性

が期待できる。 
 

（３）効率性：高い 
本プロジェクトの運営において、日本・ウガンダ双方のこれまでの投入、活動はおおむ

ね適切であり、プロジェクト活動は効率的に実施されている。また、先行協力事業の経験

をもつ人材や成果の活用や、青年海外協力隊（JOCV）の現地活動との連携によるプロジェ

クト成果のより広範な普及は、本プロジェクトの効率的な実施に対する貢献要因となって

いる。 
 

（４）インパクト：高い（正のインパクト） 
現時点で上位目標の達成に関する見込みを判断することは困難であるが、プロジェクト

対象地域においては、稲作の新規導入による未利用地の有効活用、従来の作物からの転換

による収益向上が報告され、また既に稲作を行っていた農民の間でも収量の増加等が確認

されており、プロジェクト実施による正の効果が発現する可能性が示唆された。なお、本

調査において、負の効果、影響は特定されなかった。 
 

（５）持続性：中程度 
農業開発の推進、コメ生産振興を重点とする現在の政策の継続可能性は高いが、プロジ

ェクトの普及コンポーネントを担ってきた NAADS の制度的見直しが現在行われていると

ころ、今後の普及体制・組織を確認のうえ、プロジェクトの方向性との調整を図っていく

ことが必要である。また、プロジェクトに対してはカウンターパート資金が手当てされて

いるものの、コメセクターにおける研究開発・普及に対する財政面での持続性の確保には

課題がある。技術面では、プロジェクトにより開発・普及される稲作技術に関しては高い

持続性が見込める半面、農民レベルでの技術の受容度については未知数であり、継続的な

モニタリングを行っていく必要がある。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること：該当なし 

本プロジェクトにおいては、短期専門家が様々な専門領域での試験研究を担当しており、

同一の専門家が継続的に繰り返し派遣されたことにより、段階的に深化した技術移転が可

能となった。ウガンダ人コメ研究者育成が課題となっている状況において、同一の短期専

門家の複数回の派遣による効果的な技術移転が行われたことは、プロジェクトの有効性に

対する貢献要因になり得ると思われる。 
 

（２）実施プロセスに関すること：該当なし 
 
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：該当なし 
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（２）実施プロセスに関すること：該当なし 
 
３－５ 結 論 

これまでの活動は当初計画に沿って実施され、期待された成果の達成に向けて着実に進捗し

てきた。したがって、本調査によって提起された課題への対応と、今後の継続的な努力を通じ、

プロジェクト目標が協力期間内に達成される見込みは高いと結論する。 
 
３－６ 提 言 
（１）PDM の改定 

今般調査においては、これまでの実績に基づきプロジェクト目標の指標設定を最終化す

ることとなっていたが、レビューの過程で各種指標や成果・活動記載表現等についても見

直しの必要が提起された。これらを踏まえ、主に①上位目標の見直し、②成果３の明確化

及び活動と連関の整理 、③各種指標の見直し・外部条件の追加の 3 項目について修正提案

を行った。 
 
（２）モニタリングの強化 

これまでのプロジェクト活動においては、農民レベルでの技術適用度やインパクトを把

握するためのモニタリングが十分に機能していなかった。インパクトの把握という意味で

極めて重要であるため、実施機関からの財政・管理支援を強化するとともに、実施機関の

通常の報告システムとの連携強化、モニタリングの様式や実施時期の調整等を通じ、改善

を図っていくことが肝要である。 
 
（３）コメ関連の研究開発能力・人的資源配置の強化 

ウガンダにおいてコメはいまだ新規作物であるため、コメの専門家の数は限られており、

過去の協力等に関連して本邦等で研修・学位取得した人材も、必ずしもコメ振興業務に特

化しているわけではない。よって、実施機関においては、コメ関連の知識・経験を有する

人材を適切に登用し、コメ研究開発業務に優先的に配置していくことが不可欠であると思

われる。例として、プロジェクト雇用スタッフ等を NaCRRI 採用し、カウンターパート指

名するという取り組みも検討に値しよう。また、本プロジェクトが上位計画である「コメ

振興プログラム」の一環として実施されていることにかんがみ、「コメ振興プログラム」の

主要コンポーネントとしてわが国の無償資金協力により建設され、現在プロジェクト事務

所が設置されている「コメ研究研修センター」の役割についても今後一層の強化が望まれ

る。同センターはウガンダ国内のみならず近隣国を含む広域のコメ振興に資するものと位

置づけられており、日本人専門家とカウンターパートは、本プロジェクトの活動と並行し

て広域研修実施に携わってきている。今後は広域研修活動についても、ウガンダ側関係機

関の主体的な運営実施が期待され、専門的人材の育成確保と業務環境の整備を含め総合的

な能力強化・人材配置計画等の策定・実施が強く望まれるところである。 
 

 
 




