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評価調査結果要約表  

１．案件の概要 

国  名：タイ王国  案件名：農業統計及び経済分析開発プロジェクト  

分  野：農業一般  協力形態：技術協力プロジェクト  
所轄部署： JICA タイ事務所  協力金額（評価時点）：360,456 千円  

先方関係機関：農業・協同組合省 農業経済局  
日本国側協力機関：農林水産省  

協 力 期

間  
平成 15 年 7 月 16 日～  
平成 20 年 7 月 15 日  
（5 年間）  他の関連協力：  

・東アジア緊急米備蓄パイロットプロジェクト（EAERR）

・FAO アジア太平洋諸国食料・農業統計地域データ交換

システム強化プロジェクト  
・農業・協同組合省 農業開発計画専門家派遣  

１－１ 協力の背景と概要 

タイ国経済は 1997 年のアジア通貨危機による深刻な打撃を受けて、翌年 1998 年には大幅

に収縮する事態に陥ったが、この危機的な事態でも農業分野は産業として比較的安定してお

り、経済危機により他分野で失職した人々を吸収するという実績を残した。その結果、農業

分野の産業として重要性が社会的・政治的に改めて見直されるようになった。農業政策の立

案や実施については、農業経済局（OAE）が提出する農業統計資料や経済分析結果が重要な

基礎情報になっているが、現状ではそれらの精度と信頼性が十分であるとは言い難い。統計

調査の結果が調査終了時から 1 年以上経過してようやく発表される場合も多く、その年の統

計資料が政策決定に活用できない状況が見られた。  
これらの課題を解決するためには、OAE が農業統計データを正確に収集・分析する技術を

習得し、タイ国内の農業統計と経済分析の技術レベルを引き上げることが必要である。更に

アセアン加盟国への技術普及を念頭におき、東南アジア地域での情報ネットワークシステム

と農業経済分析の開発に対応できる人材を育成する必要がある。このような経緯から、タイ

国政府は日本国政府に農業統計・経済分析開発に関する技術協力プロジェクトを要請してき

た。  
 
１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

1. アセアン食料安全保障情報研修センター  （AFSIT センター）で開発された統計情報・

経済分析手法がアセアン各国で活用される。  
2. 農業経済局（OAE）が提供する正確な統計情報・経済分析により、農業政策・プログ

ラムが農業・協同組合省（MOAC）によって効果的かつ効率的に立案・実施される。

(2) プロジェクト目標 

OAE が、タイ国の農業政策に関して、また AFSIS の人材育成を支援するために、農業

統計情報及び経済分析の中心的組織として強化される。 

(3) 成果 

1. アセアン加盟国への支援のため、データ収集方法、情報ネットワークシステム、食料

需給予測を含む農業経済分析における OAE の人材が育成される。 

2. OAE と 9 カ所の地方事務所（ROAE）におけるデータ収集手法（主要 5 作物）が改善

される（主要 5 食用作物：コメ、キャッサバ、トウモロコシ、サトウキビ、ダイズ）。

3. OAE と 9 カ所の ROAE 間の情報ネットワークシステムが確立・開発される。  
4. 農業経済分析手法が開発される。 

5. OAE 職員の研修実施能力が開発される。 
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(4) 投入（評価時点） 

日本国側（ JICA）：  
長期専門家派遣  6 名   機材供与            16,447,000 バーツ  
短期専門家派遣  7 名   ローカルコスト負担  13,188,000 バーツ  
研修員受入    32 名（内 11 名は OAE とのコストシェアリング）  

タイ国側（OAE）：  
カウンターパート（以下、「C/P」）配置 65 名  
ローカルコスト負担 35,288,000 バーツ（研修費、現地調査費、機材購入費等）  
専門家執務室の提供       

 

２．評価調査団の概要 

調査者：団長／総括 奥邨 彰一  JICA タイ事務所 次長  
      農業統計／ 大塚 美智也 農林水産省大臣官房統計部統計企画課  

データ収集        課長補佐  
      計画管理    井上 明美  JICA タイ事務所 所員  
      評価分析  飯沼 光生  アイ・シー・ネット（株）  
                   コンサルティング部コンサルタント  
      Ms. Patchara Kosinanont    タイ国際開発協力事務室（TICA）プログラム担当

  調査期間：平成 18 年 2 月 27 日～3 月 22 日 評価種類：中間評価  
 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) AFSIS の人材育成への支援  
中間評価時点で 5 名の OAE 職員が AFSIS プログラムや国際ワークショップにて 2 回

以上の講義・発表の経験を積んでおり、AFSIS の講師としてのレベルに達していること

が確認された。 

  (2) データ収集 

坪刈調査については OAE 職員への技術移転はほぼ完了し、全国規模の主要 5 作物の坪

刈調査は一通り終えている。坪刈調査の導入により、収穫時に現地調査を実施されるよ

うになり、収集されたデータの精度も高いことが確認された。一方、面積調査は全国規

模のプレテストを実施している段階である。 

(3) データ分析・情報ネットワークシステム 

ウェブを利用したデータ入力・処理システムが開発されたことで、坪刈・面積調査の

データ入力・分析工程が省力化され、データ分析時間の短縮に効果が現れている。また

全ての地方事務所（ROAE）にウェブサイトが設立され、地域の農業統計情報を発信し

ている。  

(4) 経済分析 

マクロ経済モデルと食料需給モデルはすでに出来上がり、更新された統計データに合

わせてモデルの修正を行っている。 2000 年の産業連関表（ I/O Table）が完成し、 2006
年 3 月の農業経済分析の国際ワークショップで発表された。  

(5) 普及 

坪刈研修を中心に毎年 10 回以上の研修・セミナーが実施され、延べ 200 名以上の

OAE・ROAE 職員が参加している。すでに OAE 本局で 15 名以上、各 ROAE では 3 名以

上の職員が研修講師として指導を担当している。  
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３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

当プロジェクトの目的は、タイ国の第 9 次国家経済・社会開発計画（2000 年～2006
年）や農業・協同組合省戦略計画（2004 年～2008 年）で策定されているタイ国の農業

開発政策と合致している。また当プロジェクトの実施内容は JICA 国別援助実施計画

(2002 年 )で指摘している協力内容とも合致している。農業統計調査や農業情報ネットワ

ークの分野では、日本国内での長年の実績と開発途上国への技術協力の経験から、日本

の技術優位性は高い。当プロジェクトは OAE の技術面の能力を強化することで、アセ

アン食料安全保障情報システム（AFSIS）の人材育成事業を支援することを目的にして

いることから、東南アジア地域の食料安全保障協力の一環に組み込まれている。以上か

ら当プロジェクト実施の妥当性はプロジェクト開始当初と変わっておらず依然として

高いといえる。  

(2) 有効性 

OAE への技術面の能力強化と AFSIS の人材育成への支援は順調に進んでおり、まだい

くつかの課題点はあるものの、プロジェクト目標達成の見込みは高いと思われる。特に

OAE の積極的なプロジェクトへの取り組み姿勢が、円滑な技術移転とプロジェクト運営

を進めている。AFSIT センターの活用は良く進んでおり、また OAE は十分に関係機関

との連絡に努めていることから、これらの要因もプロジェクトの進捗を支えている。今

後の重要な課題点として、AFSIS 支援に十分に対応するために OAE 職員の英語力を向上

させること、  OAE の統計情報の信頼性を高めるために、坪刈調査で収集された収穫量

データを早い時期に公式に採用することが挙げられる。 

(3) 効率性 

OAE の能力強化は順調に進んでおり、データ収集手法の指導、情報ネットワークシス

テムの開発、経済分析モデルの開発、研修会を通じた技術普及は順調に成果を上げてい

る。日本人専門家の人数、専門分野、派遣時期は適切であった。また JICA が供与した

機材ではパソコンや坪刈調査機材を中心によく活用されていた。C/P 研修や技術交換も

OAE 職員の意識を高める上で有効であり、帰国後に C/P が企画・提案する事例が見られ

た。OAE と JICA とのコスト分担に進んでおり、現状で研修や現地調査のかなりの費用

は OAE 側が負担している。他の農業統計プロジェクトと比較して、当プロジェクトは

専門家の投入量がまだ小さいが、すでに全国規模の現地調査や情報ネットワークシステ

ムの整備が進んでおり、費用対効果も高いといえる。 

(4) インパクト 

OAE がまだ坪刈調査や面積調査で得られたデータを全面的に公式な統計データとし

て採用・公表していないことから、外部の関係組織への波及効果はまだ見られない。し

かし、OAE 内部では坪刈調査の有用性を理解し、すでに OAE は独自でプロジェクト対

象の主要 5 作物以外の農産物を対象にして坪刈調査を開始している。また、当プロジェ

クトが開発・導入したウェブを利用した坪刈調査用のデータ入力・処理システムから刺

激を受けて、従来の OAE 調査用データベースを独自でウェブ入力に改良している。  

(5) 自立発展性 

OAE 職員が積極的にプロジェクト活動に取り組んでいることで技術移転は順調に進

んでおり、すでに一部の活動については OAE 職員で独自で計画・実施して進めている。

また、C/P の人数もプロジェクト活動の展開に合わせて増えてきており、多くの OAE 職

員が当プロジェクトに関わり、OAE 側の運営体制は徐々に強化されている。また OAE
はかなりのプロジェクト活動の実施・運営費用を賄っており、費用面でも徐々に自立し

つつある。加えて技術面でも坪刈調査や面積調査は OAE 職員への技術移転が進んでお

り、特に坪刈調査では、地方事務所（ROAE）でも研修会や現地調査を実施できるレベ

ルに達している。以上により、プロジェクトの成果を OAE が今後も継承していける体
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制が整いつつあり、自立発展性が高いといえる。  
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

・プロジェクト目標は OAE のニーズとよく合致しており、OAE が積極的にプロジェク

ト活動に取り組む一因になっている。  
・OAE と JICA と間で実施・運営費用の分担が良くできており、OAE が研修会や現地調

査の実施経費のかなりの部分を負担することで、OAE 職員の主体的な取り組みを促し

ている。  

(2) 実施プロセスに関すること 

・OAE 職員は企画の提案や活動計画・実施に積極的に取り組み、順調なプロジェクト活

動の進捗に貢献している。  
・日本人専門家と C/P は頻繁に連絡を取り合い、お互いの意見交換や情報共有を進めて

おり、円滑なプロジェクトの実施を促進している。  
・OAE 本局と ROAE は密に連絡を取り合うことで、研修会や現地調査の準備や実施を円

滑に進めることができる。  
 

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 

・多くの OAE 職員の英語能力は講義するにはまだ不十分であり、今まで以上に AFSIS
プログラムに貢献するためには、OAE 職員の英語力の向上が必要である。  

・坪刈調査や面積調査の導入により、現場での研修や調査を担当している ROAE の業務

負担が増えてきており、ROAE の調査担当者の業務時間の多くが現地調査の移動や現

場指導に占められている。  

(2) 実施プロセスに関すること 

・データ処理の終了後、OAE ではデータ公表が正式に決裁される手続きに数カ月以上

を要しており、収穫量データは常に時期が遅れて公開されている。  
・坪刈調査や面積調査の収集データは、未だ部分的にしか統計情報に反映されておら

ず、外部の団体・組織が正確な統計情報を入手できるところまで、データの公式採用

と公表が進んでいない。  
 
３－５ 結論 

総合的に判断して OAE への技術移転は順調に進んでおり、当プロジェクトはほぼ計画通

りに進捗している。プロジェクト目標や成果の指標の中には、現在のレベルである程度達成

しているものも見られる。しかし、OAE の技術面の能力強化や AFSIS の人材育成への支援を

より高いレベルで押し進めるためには、まだ残されている課題が見受けられ、これらの課題

への取り組みが今後のプロジェクト実施に重要である。  
 
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） 

1) 坪刈・面積調査の現地調査での ROAE の業務負担を軽減するために、坪刈調査と面積

調査の実施・運営体制を見直す。 

2) OAE は坪刈・面積調査によるデータ収集に力を入れているが、生産量予測に必要であ  
るデータ分析と予測調査にも力を振り向ける。 

3) 現在の情報システムは数年のデータにしか対応していないことから、累年データのデ

ータベースを構築して、今後の作物の収穫量予測に活用する。 

4) より多くの OAE 職員が AFSIS プログラムで講師を務めるために、技術面と語学面から

OAE 職員の能力をより一層強化する。 
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5) OAE の統計情報の精度を改善するために、早い時期に坪刈・面積調査の収集データを

公式に全面的に採用する。 

6) メディアを通じて正確な統計情報や経済分析結果を広報し、一般の人たちや外部組織

の農業統計の活用を促進させる。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

1) OAE と JICA のコスト分担が進んだことは、OAE のプロジェクトのオーナー意識を高

めており、プロジェクトが円滑に運営・実施される一因となっている。  
2) 坪刈調査は、簡便で分かりやすい手法を取り入れ、その教材を誰でも理解しやすく工

夫したことで、短期間での広範囲の技術普及を実現している。 

 




