
１－１　協力の背景と概要

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）の農業は、GDP の約 4 割を占める重要

な産業であり、なかでもコメは全耕地の約 50％で生産され、国民の摂取カロリーのほとんどを

供給する最も重要な穀物である。コメ生産の向上・安定には、農業基盤整備、優良種子の導入、

適切な肥料・農薬の使用などが求められるが、優良種子の導入は比較的少ない費用で実行でき、

貧困農家にも取り入れやすく、また、効果の発現も早い。このため、ミャンマーは、1990 年代

初頭から世界銀行、国際稲研究所（IRRI）等の協力を得ながら、優良種子の導入・供給のため

の仕組みの確立に取り組んできた。

しかしながら、ミャンマー国農業灌漑省（MOAI）の熟練スタッフの不足、種子市場の未形成、

農民の嗜好や天水田の栽培に適した在来品種への配慮を欠いた対象品種の選択、種子生産を担

う契約種子生産農家の技術の低さ、農家の播種時期と需要に応えられない種子の保存・販売体

制の脆弱さなどのさまざまな要因から、優良種子の利用が広まっていない。

JICA は、これらの課題を解決するために、ミャンマー国 MOAI 傘下の農業研究局（Department 
of Agricultural Research：DAR）、農業局（Department of Agriculture：DOA）をカウンターパー

ト（C/P）とし、2011 年 8 月から 5 年間の予定でエーヤワディー ･ デルタを対象地とした「農

民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト」を実施している。

2016 年 2 月、プロジェクト終了までおよそ半年の時点を迎え、これまでのプロジェクト活動

の実績、成果を確認・総括し、評価５項目による評価を実施するとともに、残りの協力期間と

将来のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を導くこと

を目的として終了時評価が実施された。

１－２　協力内容

本案件は、ミャンマー国 DOA の原々種種子（FS）と登録種子（RS）生産技術の強化、DOA
の RS の生産・配布計画の策定と品質管理能力の強化、及びエーヤワディー ･ デルタ地域におけ

る種子生産農家の生産技術の強化を行うことにより、当該地域において、優良種子生産システ

ムの強化及び安定供給を図ることを目的とする。

（１）上位目標

優良種子がミャンマー国内で広く使用される。

１．案件の概要

国名：ミャンマー連邦共和国 案件名： 農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画

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

援助形態：技術協力プロジェクト 協力金額（評価時点）：約 4 億 9,900 万円

協力期間 （R/D）：

2011 年 8 月 9 日～

2016 年 8 月 8 日

（5 年間）

先方関係機関： 農業灌漑省農業研究局（DAR）、同省農業局

（DOA）

日本側協力機関：特になし

他の関連協力：特になし

終了時評価結果要約表
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（２）プロジェクト目標

エーヤワディー・デルタにおいて、農民参加による優良種子の増殖・普及システムが強

化される。

（３）成　果

成果１： 農業研究局（DAR）の育種家種子（以下、「BS」という。）生産技術の能力が改

善される。

成果２： 農業局（DOA）種子部の原々種種子（以下、「FS」という。）と登録種子（また

は原種種子、以下、「RS」という。）の生産能力が向上し、品質管理システムが

強化される。

成果３： DOA 普及部の農家に対する保証種子（または採取圃種子、以下、「CS」という。）

生産指導能力が向上する。

（４）投入（2016 年 2 月時点）

＜日本側＞

総投入額：4 億 9,900 万円

専門家：長期専門家　延べ 4 名（約 146 人月）　　短期専門家　延べ 9 名（約 23.3 人月）

本邦研修：5 名（2012 年 8 月 27 日〜 9 月 5 日）

機材購入：総額約 6,600 万円（車両、トラクター、種子グレーダー、種子カウンター等）

ローカルコスト負担：4,400 万円（ドライングヤード、低温貯蔵庫、種子貯蔵庫など施設改修）

＜ミャンマー側＞

カウンターパート（C/P）配置：延べ 30 名（現在 20 名）

土地・施設提供： ①専門家執務室（ヤンゴン市内）②種子圃場（イエジン地域 DAR、対象 3
郡ほか）③種子検査ラボ等

ローカルコスト負担：C/P 給与、光熱費、通信費等

２．評価調査団の概要

氏　名 担当業務 所　属

日本側 平　知子 総　　括 JICA 農村開発部農業・農村開発第一グループ第一チー

ム　課長

上堂薗　明 営　　農 JICA 専門員

今井　裕明 協力企画 JICA 農村開発部農業・農村開発第一グループ第一チー

ム　調査役

東野　英昭 評価分析 株式会社レックス・インターナショナル　シニアコン

サルタント

ミャン

マー側

U Naing Kyi Win リーダー 農業灌漑省（MOAI）農業局（DOA）副局長

U Myo Zaw メンバー MOAI エーヤワディー地域 DOA　副局長

Daw Nilar Aung メンバー MOAI 計画局（DAP）　課長

Dr. Aye Min メンバー MOAI/DOA 種子部　スタッフオフィサー

Dr. Ye Tun Tun メンバー MOAI/DAR　シニア研究者

調査期間 2016 年 2 月 1 ～ 19 日 評価種類：終了時評価
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３－１　実績の確認

（１）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標： エーヤワディー・デルタにおいて、農民参加による優良種子の増

殖・普及システムが強化される。

指標１：150 戸以上の農家が CS を毎年継続的に増殖し続ける。

【達成状況】

・ 指標１は達成された。

・ 2012 年から 2015 年のモンスーン作まで、プロジェクトサイトの 150 名の農家が CS を毎年継

続的に増殖した。

指標２：対象 150 農家が生産した 50％以上の種子が CS 基準を満たす。

【達成状況】

・ 指標２はおおむね達成された。

・ 2012 年から 2015 年のモンスーン作まで対象 150 農家の CS 審査の合格率の推移は以下の表に

示すとおりである。

作付け時期 合格率

2012 モンスーン作 43％

2012/13 夏作 22％

2013 モンスーン作 53％

2013/14 夏作 60％

2014 モンスーン作 73％

2014/15 夏作 60％

・ 合格率の変動はあるが、審査結果を詳細にみると、CS の品質は全体的に向上しており、2013
モンスーン作以降は CS 基準を満たす種子が 50％を超えており、不合格の農家のなかでも合

格基準に近い農家が増えている。赤米の比率も下がってきているものの、異株除去の徹底に

よる更なる改善が求められる。

指標３： 対象地域で生産された CS のうち、自家用を除く販売用 CS の 70％以上が種子として

150 の種子農民により販売される。

【達成状況】

・ 終了時評価の時点では指標３の達成の判断は困難である。

・ 2014 年のモンスーン作では指標３は達成されている。しかし、2012 年、2013 年のモンスー

ン作では指標は未達である。

３．評価結果の概要
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作付け時期 売却割合

2012 モンスーン作 57％

2013 モンスーン作 29％

2014 モンスーン作 79％

2015 モンスーン作 データ集計中

・ 指標２の達成状況で圃場審査の合格率について取りまとめたが、2012 年と 2013 年は、圃場

審査の合格率が他の作付け期に比べて低くなっている。

・ その結果、CS 生産農家（150 名）は、生産した種子を種子として販売できず、指標３が未達

になったと考えられる。

・ 指標３の達成については、2014 年度は指標を達成する結果となっているが、安定的な販売と

なっているかどうか 2015 年のモンスーン作に加えて、2016 年のモンスーン作の結果をみて

判断する必要があると思われる。

（２）成果の達成状況

成果１：農業研究

局（DAR）の BS 生

産技術の能力が改

善される。

指標 1-1：BS のための品質管理技術に関するガイドラインが策定される。

・ 指標 1-1 はほぼ達成された。プロジェクトチームはマニュアル “BS、
FS、RS 増殖法”のドラフトを作成中であり、2016 年 3 月中には完成予

定である。

指標 1-2： 農家のニーズに合った 9 品種以上の BS が種子としての基準を

満たす。

・ 指標 1-2 はほぼ達成された。

・ 9 品種の遺伝的形質が、桿長と穂長に関する変動係数（CV）の分析を通

じて検証された。試験栽培の回数は多いものでは 8 回に及ぶ。

・ 結果として、対象 9 品種中 8 品種で CV が品種固定の目安である 5％前

後に近づいた。

・ イエジン地域の DAR では残り一種の Ayeyarmin の遺伝的純度を確認す

るための試験栽培が続けられている。

指標 1-3：BS 増殖方法、品質管理手法を DAR 技術者が習得する。

・ 指標 1-3 はほぼ達成された。

・ DAR の研究者は 9 品種の BS 増殖法の基本を習得した。

・ 研究者たちはその技術（系統選抜法）を上記 9 種のほかに DAR で生産

されている 8 種にも応用している。

・ 達観法による異株除去などの品質管理（日常圃場検査）手法も DAR 職

員に指導された。しかしイエジン地域の DAR での試験圃場作業スタッ

フは、現在 3 名のみでありプロジェクト活動の継続に懸念が残る。

成果２：農業局

（DOA）種子部の

FS と RS の生産能

力が向上し、品質

管理システムが強

指標 2-1： 農家のニーズに合った 9 品種以上の FS と RS が種子としての基

準を満たす。

・ 指標 2-1 はある程度達成された。

・ 4 品種（Sinthukha、Theedatyin、Ayeyarmin、Pawsanyin）の遺伝的純度のデー

タは 2014 年、2015 年のモンスーン作に取得され、変動係数が検証された。
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化される。 　・ 9 品種の BS の遺伝的純度が向上しているので、FS と RS の増殖過程

においても遺伝的な純度は相応に維持されていると想定される。

指標 2-2：DOA 種子部職員の圃場検査研修講師としての能力が上がる。

・ 指標 2-2 は達成された。

・ DOA 種子部職員の圃場検査研修講師としての能力が、プロジェクト活

動への参加を通じ実際の圃場検査の経験を重ねたことにより向上した。

・ 種子部職員は、圃場検査研修の講師として活躍し、後進を指導している。

指標 2-3： ヤンゴンの種子課による検査を受ける RS と CS サンプル数が

2011 年時点から 2 倍以上に増大する。

・ 指標 2-3 は達成された。

・ RS と CS のサンプル数は 2011 年に合計 233 であったが、2015 年には合

計 654 に増加した（2.8 倍）。

指標 2-4： プロジェクト対象地域の 150 世帯の種子生産農家を対象に圃場

審査種子検査が実施される。

・ 指標 2-4 は達成された。

・ 2012 年以来、圃場検査とラボ検査が、対象地域の 150 世帯の種子生産農

家を対象に実施されている。

成 果 ３：DOA 普

及部の農家に対す

る CS 生産指導能

力が向上する。

3-1：種子生産農家への普及サービスに関する評価 / 満足度が上がる。

・ 指標 3-1 は達成された。

・ 2015 年 11 月に種子生産農家を対象にして実施した質問票による調査結

果＜* では、普及サービスに対する評価は高い（指導能力：平均 4.6、普

及サービス内容：4.6）。
＜*： 5 段階評価（5 が最高で「以前より大幅に改善」、4 は「以前より改善」、

3 は「以前と変わらない」）/ 回答者数 103 名）

3-2： CS に関する農家の知識・マーケティング情報が第 1 回ベースライン

調査時よりも増える。

・ 指標 3-2 は達成された。

・ 2011 年 12 月に実施された第 1 回ベースライン調査ではタウンシップ

（T/S）により差があるが、CS の特性を知っていると回答した農家の割

合は、12 ～ 22 ％にとどまった。

・ 一方、2015 年 3 月に実施した第 2 回ベースライン調査では ､この割合は、

26 ～ 49％へと増加した。

・ マーケティング情報については、第 1 回ベースライン調査の内容とモニ

タリング調査の内容を比較しにくく、補足的に 2015 年 11 月に種子生産

農家を対象としたアンケート調査を実施した。

質問項目 評価結果平均値＜*

あなた（CS 生産農家）が種子を販売した農家の数 4.1

あなた（CS 生産農家）が販売した CS 販売量 4.3

CS 販売価格 3.9

市場に関する情報量と内容 3.8
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３－２　評価結果の要約（評価結果は、高い・やや高い・中程度・やや低い・低い、の 5 段階）

（１）妥当性－高い

本プロジェクトは、①ミャンマー国の開発政策、②対象地域のニーズ、③日本の ODA 政

策に整合し、④日本の技術的な優位性もあることから、終了時評価の時点でも妥当性は高

い。プロジェクトの戦略について、種子増殖フローの最上流部から最下流部まで一気通貫

して関与するアプローチ、また、対象地域を米産地であるエーヤワディー地域とし、DOA
普及員を通じてミャンマーにおける主要な種子生産主体である種子生産農家に対する技術

移転を行ったアプローチは、妥当であった。

（２）有効性－やや高い

以下のとおり、プロジェクト目標はおおむね達成されている。ミャンマー側 C/P（DOA
と DAR、対象 T/S への種子増産の技術移転は進んでおり、BS、FS、RS 生産に関わる能力

は向上した。また、3 つの T/S で働く普及員は、プロジェクトの行った研修を通じて CS 生

産に必要な技術を身に付け、担当地区の農民への技術普及能力を向上させた。それら成果

の達成を通じてプロジェクト目標の達成に寄与しておりロジックは適切であったとえいる。

プロジェクト期間中の 4 回のモンスーン作期間に、目標数の 150 名による種子生産活動

が維持され、農民の CS 生産への興味が継続していることを示したものと理解できる。し

種子の販売のしやすさと市場の見つけやすさ 3.9

・ 上記の結果から、活動の 3-4 及び 3-5 の実施の結果、農民の CS 市場に

関する知識は向上したと考えられる。

＜ *： 5段階評価（5が最高で「以前より大幅に改善」、4は「以前より改善」、

3 は「以前と変わらない」。回答者数：103 名）。

・ 2015 年、プロジェクトチームは、3 T/S で各 100 名の農家を対象に、CS
とそれ以外の種子によって生産された籾の収量比較を行った。そこで得

た情報は農家だけでなく、精米業者、仲買人など対象者を広げて共有し

ていく予定である（1 basket 容量はおよそ 20 kg）。

対象地（品種）
CS 利用の

もみ収量

CS でない種子利用の

もみ収量

ヒンタダ

（Sinthka）
74.4（basket/ エーカー） 71.6（basket/ エーカー）

ミャウンミャ

（Sinthaka）
95.9（basket/ エーカー） 84.2（basket/ エーカー）

ラプタ

（Pawsanyin ）
54.7（basket/ エーカー） 48.8（basket/ エーカー）

また、3 T/S で CS から生産されたコメと、ネピドー地区で生産された類

似の品種のコメ（玄米、白米）の質の比較結果の分析からも CS 利用の

メリットが示された。
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かし、CS 審査の合格率（プロジェクト目標の指標２：対象 150 農家が生産した 50％以上

の種子が CS 基準を満たす。）の実績に安定感を欠くこと、プロジェクト目標の指標３（対

象地域で生産された CS のうち、自家用を除く販売用 CS の 70％以上が種子として 150 の

種子農民により販売される。）についても、直近の 1 年次（2014 年）のみの達成となって

いるため、2015 年モンスーン作のデータの検証を含め、指標が持続的に達成されるかどう

かを確認することが望ましい。終了時評価の時点で、FS と RS の遺伝的純度に関するデー

タの蓄積が不十分である。

（３）効率性－やや高い

日本側が供与した資機材のほとんどは有効に活用され、活動の円滑な実施、アウトプッ

トの達成に結びついており、ミャンマー側関係者からも、専門家の技術指導、研修、機材

供与について高く評価されており、日本側、ミャンマー側の投入は全体として適切なもの

であったと判断された。しかし、前政権から現政権への移行期にあたる 2011 年の前半で

は、ミャンマー政府の事務手続きが滞ったことから、専門家のビザの発行手続きが遅れ、

これに伴って専門家の派遣時期にも遅れが生じた。その結果、2011 年のモンスーン作のタ

イミングを逸し、プロジェクトの効率性を下げる要因となった。

（４）インパクト

１）上位目標の達成見込み（想定された正のインパクト）

上位目標：優良種子がミャンマー国内で広く使用される。

（以下、エーヤワディー・デルタ地域の稲作に適した土地での指標の達成を問う）

指標１：CS 生産農家が 150 から 663 戸以上に増える。

指標２：CS 生産圃場が 2,601.5 エーカーに増える。

指標３： 圃場審査が CS 生産圃場の 40％で実施され、合格した圃場の全生産物が種子検

査に回される。

指標４：優良種子の拡大に関するアクションプランが策定される。

既に種子生産の技術的な基礎がミャンマー側に築かれ、150 の CS 生産農家が継続的

に生産を行っており、指標１及び２は、エーヤワディー・デルタ地域のモデルシードビ

レッジ計画にのっとった指標であり、既に CS 生産農家数及び CS 生産圃場面積としては

存在することから、ミャンマー政府が従来の規模の予算と人員を確保できれば、CS の品

質を維持しつつ CS 生産農家を 663 戸に、CS 生産圃場面積を 2,601.5 エーカーに増やす

ことは十分に予想される。また、指標３についてもプロジェクト対象 3T/S ではおおむね

すべての圃場で圃場審査を行い、合格した圃場のすべての種子が種子検査に回されてい

ること、さらにプロジェクトでは指標４の優良種子拡大のためのアクションプラン策定

のために関係者との議論も開始していることから、上位目標は、プロジェクト期間終了

後 3 年以内にある程度達成されるものと予想する。しかし、一方で、今後、CS の生産規

模が拡大するにつれて、現状の予算と人員規模で十分な CS の品質管理に対応できるのか

（十分な質が担保されているのか）確認する必要があることから、上位目標の指標を追加

することとした。
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２）他のインパクト

ａ）技術的インパクト

①　ミニ種子ラボの設置及び同スタッフ能力強化

MOAI は全国に、小規模の種子テストラボ（ミニラボ）を設置する構想をもっている。

種子テストの一連の過程を実施し、保証書（certificate）を発行する権限を付与してい

る。その嚆矢として、最近、バゴー県とカレン州に設置されたミニラボのスタッフは、

プロジェクトの支援を受けてきたジョゴンの中央種子検査所で 1 年間の研修を受けて

おり、プロジェクト C/P や機材を通してプロジェクトによる能力強化を直接・間接的

に受けてきた。

②　中央種子検査所の検査効率が向上

プロジェクト対象地域では供与機材のシードグレーダーが活用され、CS サンプル中

の異物の混入が少なくなり、ジョゴンの中央種子検査所の検査効率が向上した。

③　圃場検査システムの再活性化

プロジェクト開始以前には有名無実化していた DOA の圃場検査が再開された。従

来の圃場検査方法が見直され、達観調査法の導入により、圃場全体の稲の生育状況に

注意が払われ、異株の除去が徹底されるようになった。達観法で作業効率が改善され、

圃場検査の実効性が上がった。

④　種子の遺伝的純度向上

遺伝的純度が向上した BS が Yezin からミャンマー全国の種子圃場に配布されること

から、エーヤワディー地区以外でも、FS と RS の遺伝的純度が向上していると思われ

る。

ｂ）社会経済的インパクト

3 つの T/S での農民への聞き取りによれば、CS を利用して栽培した場合の収量は、

利用しない場合に比べて、1 エーカー当たり 10 〜 15 baskets（200 〜 300 kg）程度の増

収が見込めるということであった。現時点では、収穫したコメの品質が、買い取り価

格に十分に反映されていないが、CS の利用が農民の収入の増加につながっていること

が確認された。

ｃ）組織的インパクト

DAR が種子生産フローの最上流工程である BS を生産し、DOA は次工程となる FS
及び RS 増殖を種子圃場で行い、DOA の T/S 事務所が普及員を通じて最終行程の CS
生産技術を農民に普及させるという作業分担の下、過去においては、農民の要望する

品種に関する情報が DAR まで到達せず、DAR は生産対象の BS 品種の選択と生産量

を把握するのに苦慮していた。プロジェクトの実施により、DAR と DOA の連携が進

み、両者によって農民の要求に応じた品種の種子を生産する体制が構築されつつある。

また、プロジェクト活動を通じて、DAR の研究圃場と DOA の県・地域レベルの種子

圃場のコミュニケーションが強化された。

（５）持続性－ 中程度

種子生産農家への CS 生産技術が完全に定着することにより、プロジェクト終了後もプ

ロジェクト対象地域でプロジェクト効果が継続する見込みであり、また、ミャンマー側の

予算確保が行われればプロジェクト効果が持続的に拡大する見込みであるが、終了時評価

時点においてミャンマー側の活動継続のための予算の確保が不透明であり、プロジェクト

の持続性は、総合的には、中程度と判断した。
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１）政策面の持続性

ミャンマー国政府が、優良種子生産重視の政策を短期的に大幅に変更することはない

ものと見込まれる。よって、プロジェクトの活動は、今後も、ミャンマー国の政策と整

合性をもちつづけ、政策的な支援を継続して受けることが期待される。エーヤワディー

地域の政府関係者からの聞き取りでは、プロジェクト活動の継続に対する支援の意志が

表明されている。

２）技術面の持続性

ミャンマー側 C/P（DAR と DOA の中央、T/S レベル）に対する技術移転は順調に進ん

でおり、C/P の種子増殖に関する能力は向上したと考える。なお、BS 生産における遺伝

的純度維持の技術は重要であるため、上位目標に指標を追加し、事後評価でモニタリン

グすることが望ましい。

しかし、一方でエーヤワディー地域は、農業普及員数の不足を課題として抱えている。

プロジェクトが終了したのち、この人員で、これまでと同様に CS 生産の質に重点を置い

た普及活動ができるかどうかは疑問であり、普及員数の増強、優良農家による農家間で

の技術普及活動の体制を整えるなどの手段が必要である。さらに、現時点では、種子生

産農家へ、CS 生産技術が完全に定着したかどうかの確認ができていないこともマイナス

要因である。

３）財政面の持続性

MOAI は、これまでも種子生産に相応の予算を配分してきている。しかし、優良な種

子の生産を広大なエーヤワディー地域に展開していくことを想定した場合、プロジェク

ト・デザイン・マトリックス（PDM）の上位目標と整合し、かつ現実的な普及計画に基

づいた活動予算と人員の確保が必要となる。現在のところ、そのような計画は策定され

ておらず、必要な予算が長期的に確保されるかどうかについては懸念が残る。

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。

（２）実施プロセスに関すること

・ コメの輸出の自由化に伴う CS 需要の高まり。

・ プロジェクト対象の 3 つの T/S では、2013/2014 及び 2014/2015 予算年度に実施された貧

困削減ファンドを活用し、CS を買い取り適期販売を可能とする回転資金の制度を導入

し、種子生産農家が安心して種子生産に取り組むことができた。

・ プロジェクトチームと DOA 地方組織（エーヤワディー地域、県、T/S）の良好な連携が

活動を促進した。

・ ミャンマー政府によるコメの供出制度が 2003 年に廃止され、コメ農家は、栽培する品種

や栽培量について自らの裁量で決定でき、コメ生産に対するインセンティブが高まった。

農家によっては、高品質な品種や、干ばつ、塩分に対する耐性をもつ品種などを選択す

るようになった。

・ 1977 年から 1993 年にかけて世界銀行及び国連開発計画（UNDP）が実施した Seed 
Development Project Phase I/II で、種子生産の基本的な枠組みが確立されており、JICA の

プロジェクトでは、優良種子の生産に関わる技術的な改善に集中することが可能であっ

た。
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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

・ 本プロジェクト開始当初の計画では、DOA 種子圃場が種子を供給する T/S 事務所など、

いくつかの主要な関係者が C/P リストから漏れていた。

（２）実施プロセスに関すること

・ ミャンマー国内で種子のマーケットが十分に確立されておらず、現在のところ、コメの

質が価格に反映されていない。

・ 2011 年の前政権から現政権への移行時に、ビザの申請 ･ 発行の事務手続きが遅れ、日本

人専門家の渡航計画が大幅に遅れた。この結果、2011 年のモンスーン作の実施、データ

の収集が不可能となった。

・ プロジェクトサイト内の 3 つの種子圃場で生産されていた FS と RS の品種数が 2013 年

に大幅に削減され、遺伝的純度を裏付けるためのデータの取得が、プロジェクトサイト

内の種子圃場だけでは困難となった。

３－５　結　論

プロジェクトは、終了時評価時点でも、ミャンマーの開発政策、地域住民のニーズ、日本の

支援政策と整合性をもっており、プロジェクトの妥当性は高い。また、プロジェクトからさま

ざまな正のインパクトが生じている。

プロジェクトの有効性は、やや高い。ミャンマー側 C/P に対する技術移転は全体として順調

に進んでいる。また、プロジェクトのこれまでの期間、150 名の CS 生産農家だけでなく、CS
利用農家も自発的にプロジェクトの開催した研修に参加するなど、栽培技術が高まってきてい

るものと推察される。しかし、プロジェクト目標の指標で、CS 審査の合格率と CS 販売割合

の実績に年度ごとの変動がみられ、また、安定感に欠けており、調査時点においてプロジェク

ト目標が完全に達成されたとはいえない。FS と RS の遺伝的純度のデータが不足していること

も勘案し、農民への技術の定着を確認するために、2015 年のモンスーン作のデータに加えて、

2016 年のモンスーン作のデータを収集・分析することが望ましい。

プロジェクトの効率性はやや高い。日本側、ミャンマー側の投入は全体として適切であり、

日本側が供与した資機材のほとんどが有効活用され、活動の円滑な実施、アウトプットの達成

に結びついた。しかし、前政権から現政権への移行期にあたる 2011 年の前半では、ミャンマー

政府の事務手続きが滞り、日本人専門家の派遣が遅れた結果、2011 年のモンスーン作のタイミ

ングを逸するなど、プロジェクトの効率性を下げる要因となった。

プロジェクトの持続性は中程度である。C/P への技術移転は順調に進んではいるものの、プ

ロジェクトでめざしてきた質の確保を確実に担保しつつ、エーヤワディー地域に CS 生産技術を

普及させていく場合の予算確保、人員確保に具体的な計画がなく、懸念が残る。また、農民へ

の CS 生産技術の定着についても現時点では判断できない。

これらの分析結果から、評価チームは、プロジェクトの目標が完全に達成され、持続性をよ

り確実なものにするために、プロジェクトを 7 カ月（2017 年 3 月 8 日まで）延長することが必

要であるとの結論に至った。

３－６　提　言

（１）ディストリビューション・ギャップの解消

プロジェクトチームは、ディストリビューション・ギャップ（現金化を急ぐ農家が、種
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子として生産されたもみを、作付けシーズンをもたずに、場合によっては食用として売っ

てしまう問題）をいかに解消するかについて、技術（例：夏作の種子をモンスーン作期に

栽培する、あるいは種子保存・保管等）と予算（例：提言 5-1-3）の両面から議論を続け、

具体的なアクションに関する合意を形成すること。解決策は、今後作成するアクションプ

ランに記述することにより、エーヤワディー地域の DOA を含めた行政組織のアクションと

して実施されるように配慮するべきである。

（２）CS から生産されるコメの購入を精米業者に買い取ってもらうための方法の模索

プロジェクトは精米業者に対し、精米デモンストレーションの実施や精米時の利点を実

証する定量的データの提示を通じて、CS から生産されるコメの質を反映した適切な価格で

の買い取りを精米業者に促す活動を進めている。この活動は、2015/2016 年作付けシーズン

になって初めて本格的に行われたもので、提携している種子生産者間に CS を流通させる

ために、精米業者による CS 購入の関心が高まり、相応の価格で購入されることを期待し

ている。プロジェクトチームは、この活動（PDM の活動 3-4 と 3-5）を収穫時期（夏作な

ら 2016 年 6 月から 7 月、モンスーン作なら 2016 年 12 月から 2017 年 1 月）にタイミング

を合わせて継続すること。

（３）CS の収穫時期の購入のための回転資金の導入と持続的管理のための方策の模索

Hinthada、Myaungmya、Labutta の 3 つの T/S では、貧困削減ファンドを利用して収穫時

に CS を買い取り、作付時期の前に売却するための回転資金を導入した。これは、ディス

トリビューション・ギャップを解消するための解決策のひとつとして考えられる。エーヤ

ワディー地域 DOA と 3 つの T/S のミャンマー側 C/P は、設立された回転資金の有効性と持

続性をモニターし、将来、いかなる財源が利用可能となった場合にも対応できるように準

備を整える、あるいは、NGO や協同組合省のマイクロファイナンスなどの利用可能性を探

るべきである。また、農民グループを組織し、そのようなファンドを獲得し、運営管理す

ることの可能性も検討することが望まれる。

（４）CS 生産を Ayeyawady 地域の全 26 T/S に展開するためのアクションプラン策定

エーヤワディー地域 DOA は普及のための予算確保に全力を尽くしてはいるものの、前述

の 5 カ年計画のための予算が確保されているわけではないため、現行の予算規模に基づい

て、実現可能な普及計画を策定しないと、CS 生産拡大の努力が無駄になるおそれがある。

プロジェクトチームとエーヤワディー地域 DOA は、CS 生産をエーヤワディー地域の全

26T/S に展開するためのアクションプランを、これまでに執行された予算規模及び現有の

普及員の数と能力を考慮しつつ、実践を通じて2016/2017年の予算年度に策定すること。「地

域 5 カ年計画」では、プロジェクト期間終了までに、プロジェクトの上位目標を達成する

ための具体的な方策を含めて策定すること。

（５）CS 生産を Ayeyawady 地域の全 26 T/S に展開するなかでの技術的アドバイス

種子生産農家の種子生産技術は CS 生産の基礎となるが、プロジェクト対象地域以外の

普及員と種子生産農家は、栽培技術を記載した教材を読むだけでは適切な栽培ができない

おそれがある。したがって、プロジェクトチームは、他県の課題別専門家（Subject Matter 
Specialist：SMS）、他 T/S の普及員、プロジェクト対象地域以外の種子生産農家に対して、

さまざまな機会をとらえて技術的なアドバイスを行うこと。特に、技術の水平展開（県の
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課題別専門家間、T/S 所長間、農民間）を、例えば他地域の県や T/S への視察旅行、農民

の T/S 間の現場視察の実施などを通じて実施すること。

（６）CS 品質の正当な評価のために精米業者を巻き込む活動の継続

CS 市場はプロジェクト以前には存在していなかったが、プロジェクトチームの努力に加

え、社会情勢の変化により市場形成の兆しがみられる。提言３－６（４）～（６）で述べ

たように、プロジェクトはフィールドデイや CS から栽培したコメの精米デモンストレー

ションなどの活動を通じて、精米業者の参加を得て、CS の質を正当に評価してもらえるよ

うに働きかけている。エーヤワディー地域 DOA は、プロジェクトによる技術的助言のもと

これらの活動を 2016/2017 年度内に、プロジェクト対象地域以外の 26 T/S に拡大し、CS 市

場の出現を促進すること。

ミャンマー側関係者は、CS から生産されたコメの付加価値を高めるために、精米のパッ

ケージを工夫するなどの新たなアイディアを検討することが望ましい。これに加えて、広

報活動として概念の違いを伝えるだけでなく、CS と他の種子の違いをデータの分析で実証

することが求められる。

（７）BS、FS、RS の遺伝的純度のモニタリングと維持

BS、FS、RS の遺伝的純度の維持は、全国レベルでの CS の生産性と質に影響を及ぼすた

めに重要な課題である。プロジェクトチームは、これらの種子の遺伝的純度を保つために、

プロジェクト期間内に BS だけでなく、FS と RS の遺伝的純度についてもモニタリングを

行うこと。

また、エーヤワディー地域 DOA、ネピドーの DOA 本部、イエジンの DAR 本部は、BS、
FS、RS の生産に必要な投入確保のために最大限の努力を行い（例：異株抜きに必要な人件

費等）、BS、FS、RS の遺伝的純度をモニターするべきである。評価チームは、上位目標の

指標に、「BS の遺伝的純度が維持される」との指標を追加することを提言する。

BS の遺伝的純度を維持するために、プロジェクトで導入された系統選抜は DAR で継続

されるべきである。また、BS の生産は、遺伝的純度を維持するために、一品種を一生産地

で限定的に生産することが望ましい。もし、BS の生産を複数の場所で行う場合 ､ 互いに重

複がない品種の栽培に限るべきである。

（８）エンドライン調査の実施

プロジェクトチームはエンドライン調査を実施して、どの程度の支援に対して ､ どの程

度の便益が生じたのか、その変化をどのように生じさせるのか、について情報を整理する

こと。

（９）プロジェクト活動の普及

ネピドーの DOA 本部、イエジンの DAR 本部は中央農業研究トレーニングセンター

（CARTC）を通じて全国レベルの研修実施の仕組みをもっているため、プロジェクト活

動を普及させるために、テクニカルパッケージとエンドライン調査で収集したデータを

CARTC での研修プログラムに組み込んでいくこと。
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担当組織

提言項目

プロジェクトチーム エーヤワディー地域 DOA
DOA（ネピドー 本部）

及び DAR（イエジン本部）

３－６（１） ○ ○

３－６（２） ○

３－６（３） ○ ○

３－６（４） ○ ○

３－６（５） ○

３－６（６） ○

３－６（７） ○ ○ ○

３－６（８） ○

３－６（９） ○

３－７　教　訓

（１）農家のベネフィット（インセンティブ）確認の重要性

現地視察、インタビューを通じて、CS 生産農家と CS を利用する農家の両者がプロジェ

クトからのベネフィットを享受していることがが確認できた。新たな技術を導入する際の

農民の意欲を担保すること、及び、定量的なデータを収集し、分かりやすいかたちでベネ

フィットを農民等に提示することが重要である。

（２）プロジェクト計画段階での関係者確認の重要性

プロジェクト開始当初の計画では、DOA 種子圃場が種子を供給する地域内の T/S 事務所

など、いくつかの主要な関係者が C/P リストから漏れていた。これは、DOA の種子圃場が

CS 生産技術を普及させるという理解に基づくものであったが、実際は、種子圃場には普及

機能はなく、T/S 事務所の参加を得て、農民への普及活動を実施する必要が生じた。

プロジェクト期間中、ミャンマー側、日本側の両サイドでの調整を行い、主要な関係者

のプロジェクト活動への協力・参加を得ることができたが、円滑なプロジェクトの実施の

ためには、プロジェクト策定時に ､ 案件計画者が、プロジェクト活動に関わるべき主体を

適切に選定しておくことが必要である。

（３）種子（BS/FS/RS/CS）の質確保の重要性認識向上に向けた取り組み

CS 生産には、種子生産工程のすべての関係者が高い意識をもって取り組むことが求め

られるため、各工程の関係者に対して CS の定義についての啓発を行うことが重要である。

さまざまな関係者の意識や考え方を変えるプロジェクトを策定するときには、案件計画者

は、導入する概念の定着のための十分な時間とリソースを案件計画に織り込むことが必要

である。
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