
評価調査結果要約表

1. 案件の概要

国名：カンボジア
案件名：バッタンバン農業生産性強化計画
分野：農業
援助形態：技術協力プロジェクト
所轄部署：カンボジア事務所
協力金額（評価時点）：281百万円
協力期間（R/D署名日）：2002年12月20日
協力期間：2003年4月1日～2006年3月31日
先方関係機関：農林水産省、バッタンバン州農業局
日本国側協力機関：農林水産省
他の関連協力：灌漑技術センター計画

1－1 協力の背景と概要

カンボジア王国（以下、「カンボジア国」）は、長きにわたり内戦及び政治的混乱が続いた
が、1991年、パリ和平協定が締結されカンボジア国政府が成立した。その後1998年に総選挙が実施
され、新政権の樹立により国内は安定し、国家の復興と開発に力を注いでいる。

同国では、全人口の約84％が農林水産業に従事し、GDPの約40％を占めている。特に稲は基幹作物
で、作付面積の約90％を占めている。しかしながら、灌漑施設の不足から天水依存の雨期作が主体と
なっており、天候の影響を受けやすく不安定で、籾の単位面積当たりの収量は平均で約1.9t/haと極
めて低い水準にある。このような状況下で依然として多くの農民が貧困の中で生活しており、地域に
おける農業の改善が急務である。

これを受けて、カンボジア国政府は農業技術の改善及び農家への技術普及を行うことを目的とした技
術協力プロジェクトを要請してきた。

旧国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構 以下、「JICA」）は、2001年1月から1カ月間個別
専門家を派遣し、また同年4月にはプロジェクト形成調査を実施した。その結果、農業生産のポテン
シャルが高く、稲作においても国内で主要な位置付けにあるバッタンバン州において「ベクチャン農
業試験場を拠点とし、優良種子の増殖体制を確立し、現場農家での実証、展示を通じた普及を図る」
案が提案された。この提案に基づき、2002年1月に第1次短期調査団を派遣し、さらに、同年5月2日
に第2次短期調査団、12月にはプロジェクト実施協議調査団を派遣しプロジェクトの枠組み作りを行
ない、実施体制についてカンボジア国政府との間で合意がなされた。

1－2 協力内容

2002年12月、プロジェクト実施協議調査団は、カンボジア国政府との間で本プロジェクトに関わる
討議議事録（R/D）及びミニッツ（M/D）を取り交わした。本プロジェクトは2003年4月から3年間
を実施期間として開始されることになった。その概要は以下のとおりである。

プロジェクト目標を「農民の積極的な参加を通じて、コンピンプイ地域の協力農家の農業生産性
が向上し生計が安定する」とする。
プロジェクト開始年度に対象地域においてベースライン調査（社会経済調査等）を行い、地域の
現状を把握した上で、活動を進める。
プロジェクトの活動として、稲作技術改善、営農改善（農業生産の多様化を含む）、農民組織の
形成及び強化を柱とする。
そのため日本国側は、4名の長期専門家と必要に応じた短期専門家の派遣、カウンターパート
（以下、「C/P」）の研修員受入れ、約2,000万円の機材供与、800万円の基盤整備、活動実施
費用の一部負担を行うこととした。
カンボジア国側は、C/Pの配置と2つの農業試験場の施設、圃場を提供し、水道、電気等の基本
的プロジェクト運営費用の確保を行う。



プロジェクトダイレクターを農林水産省 農業農地改良局長、プロジェクトマネージャーをバッ
タンバン州農林水産局次長とし、運営機関として合同調整委員会及び運営委員会を設置し、プロ
ジェクト全体の進捗管理を行う。

2003年4月、3人の長期専門家及び1人の短期専門家が派遣され、プロジェクトが正式に開始され
た。

（1）上位目標

コンピンプイ地域の農家の生計が安定する。バッタンバン州の農業生産性が向上する。

（2）プロジェクト目標

農民の積極的な参加を通じてコンピンプイ地域の協力農家の農業生産性が向上し、生計が安定する。

（3）成果

0. 対象エリアの現状が把握される
1. 稲作技術が改善される
2. 協力農家の多角化を含む営農体系が改善される
3. 農民グループによる活動が促進される

（4）投入（評価時点）

日本国側：

長期専門家派遣 4名
短期専門家派遣 4名
研修員受入 4名
機材供与 18.8百万円
ローカルコスト負担 55.3百万円

相手国側：

C/P配置 13名
ローカルコスト負担 61.2百万リエル（1.6百万円）

2. 評価調査団の概要

調査者（担当分野：氏名 職位）
総括：西牧 隆壯 JICA農村開発部課題アドバイザー
農業技術：西村 美彦 名古屋大学大学院教授
農民組織：板垣 恵子 グローバルリンクマネージメント（株）
評価分析：岡部 寛 （株）かいはつマネジメント・コンサルティング
計画管理：武市 二郎 JICAカンボジア事務所企画調査員

調査期間：2005年7月24日～2005年8月6日

評価種類：終了時評価

3. 評価結果の概要

3－1 実績の確認

プロジェクト目標の指標としては、以下の3つの指標が設定されている。それぞれの達成度は以
下のとおり。

（1）優良種子利用者グループのコメの収量が、KADC（コンピンプイ農業開発センター）の収量の
80％に達する：2004年は目標を達成した。2005年雨期作収穫後にも調査する必要がある。

（2）優良種子利用者グループメンバーの80％のコメの品質が優良米と評価される：市場価格より高



く販売できたことで、ある程度の成果を上げたといえる。

（3）FFS（農民圃場学校）参加者の50％以上の生計が改善される：プロジェクト終了までにインパ
クト調査を実施し、成果を判断するための数値データを収集する必要がある。

アウトプット：4つのアウトプットそれぞれの実績は、以下のとおり。

（1）現状の把握：充分に行われている。

（2）稲作技術の改善：（1-1）システムとして、種子が農民グループによって生産・利用され始めた
ことで目標は達成された。（1-2）技術指針はまだ作られていない。農民アンケート調査の結果を分
析したところ、プロジェクト終了までに修了する見込みは高い。

（3）営農体系の改善：（2-1）営農年間計画が営農協力農家5戸の60％に利用されており、目標は達
成された。（2-2）営農多角化メニューは作成されていない。プロジェクト終了までに、研修を受け
た農民がどの程度それを活用しているのか、調査する必要がある。

（4）農民グループ活動の促進：（3-1）水利組合の強化によって、水利費の徴収・管理の他、灌漑水
の管理が行われていることから、水利組合の強化という面からは成果を上げている。（3-2）対象10
村全てで女性グループが立ち上がり、その内6村でリーダーが同定された。

上位目標：上位目標の指標としては、バッタンバンにおけるコメ生産の増加が設定されている。
評価調査時点では、優良種子生産が69戸まで増加したが、その成果がバッタンバン州全体のコ
メ生産増加に寄与するか否か、その成果の発現には長い時間がかかることが予想される。
投入：プロジェクト当初に計画したとおり、ほとんどの投入が計画通りになされた。

3－2 評価結果の要約

（1）妥当性

以下の観点から総合的に評価をし、妥当性は高いと判断された。

カンボジア国開発政策・戦略との整合性

カンボジア国政府は、開発政策・戦略で貧困削減、農業セクターの改善、農村部住民の生計向上に極
めて高い優先度を置いており、整合性は高い。

対象グループのニーズとの適合性、選択した対象グループの適切性

プロジェクトは、ベースライン調査、計画作成段階、実施段階において、日常的に対象グループへの
接触を心がけており、その結果、対象農民は主体的にプロジェクトに関わっている。また、プロジェ
クトは、その便益を広く波及させるために、灌漑農民だけでなく、土地無し農民や女性等も対象農民
として加えており、対象グループの選択は適当であった。

日本国・JICAの援助方針との整合性

日本国政府、JICAとも農業・農村開発を重点項目としており、整合性は高い。

（2）有効性

以下の観点から総合的に評価し、有効性は高いと判断した。

プロジェクト目標の達成見込み
アウトプットの適切性
外部条件の影響

プロジェクト対象農民の農業生産性は向上している。加えて、調査団の観察結果からは、プロジェク
トで実施した研修に参加した農民がその技術を取り入れ、農民間の情報ネットワークを広げているこ
とは確かである。また、一部農民は、圃場内外での活動を起こし、収入向上に結び付けていた。この
ようなことから、2006年3月のプロジェクト終了時までに、彼らの生計がより改善され、安定する方
向に向かうことが期待されることから、プロジェクト目標の達成見込みは高いといえる。ただし、現
時点では定量的なデータが不足しているため、終了時までにはインパクト調査等を実施し、プロジェ



クトの有効性についてより詳細に把握することが必要である。

アウトプットの適切性について、プロジェクト目標（農業生産性・稲の質及び生計向上の達成）の達
成のために、ニーズ調査、稲作技術改善、営農改善、グループ活動の活性化のこれら4つのアウト
プットを設定したことは、ニーズに基づく技術・営農改善を行うとともに、農民間や周辺業者のネッ
トワークを強化することを想定しており、論理的かつ適切であったと判断される。

PDMには外部条件として「灌漑水の不足が生じない」が含まれていたが、プロジェクトは実際に灌漑
水の不足問題に直面しており、プロジェクト実施期間の内、これまで灌漑耕作が実施できたのは一度
だけである。プロジェクト活動の多くが灌漑耕作と関連しているため、灌漑水の不足が生じなけれ
ば、プロジェクトの成果はより上がっていたと推測される。天候の条件は、プロジェクトでコント
ロールできる要因ではないため、外部条件の設定は妥当であるが、灌漑用水不足の場合にプロジェク
ト成果を確保できるような方策を、計画に含めることも検討すべきであった。

（3）効率性

以下の観点から総合的に評価し、効率性は高いと判断した。

活動とアウトプット産出の因果関係
投入の適切性、適時性
他の類似案件との比較
外部条件の影響、適切性

稲作栽培技術と農民組織に関連したアウトプットは、評価調査の時点でタイミング的に難しい部分を
除き、ほぼ全てが計画通りに産出されていること、営農に関するアウトプットは、プロジェクト終了
時までには産出されると予想されていることから、活動の適切性について、4つのアウトプットを産
出するために必要な活動は、全て網羅されていたと判断される。

また、活動のための投入の適切性、適時性について、カンボジア国側のC/P配置等に一部の遅れは
あったが、その他のほとんどの投入は計画通りになされたこと、また他のC/Pやプロジェクト専門家
によるフォローにより、プロジェクトの実施プロセスに大きな影響は無かったと判断される。他の類
似案件に比べても、事業対象地の面積、受益農家数、事業額、投入内容・規模の差は無く、適正であ
る。

外部条件の影響、適切性については、プロジェクトでは、営農改善のために、営農協力農家を選び支
援することが必要と考え実施してきている。その一方で、対象地域内でこうした協力農家を見つける
ことは簡単ではないことに加えて、病気や家族の妊娠で2人の協力農家がプロジェクト活動を突然停
止しなければならなくなってしまった。プロジェクトがこうした個人的な問題までもコントロールで
きる訳ではないが、リスクの1つとしてあらかじめ考慮しておくべきだったと判断される。

（4）インパクト

以下の観点から評価をし、インパクトはある程度あると判断した。

上位目標の達成見込み、適切性
外部条件の適切性
プロジェクトによる正負のインパクト

上位目標の達成見込み、適切性については、プロジェクトの波及効果が生じているといえる。このこ
とから、上位目標が達成される見込みはあると判断されるが、そのためには組織や制度・政策等必要
な措置が講じられること、その上でも3～5年以上の期間は必要であることが理解されなければならな
い。

全ての外部条件は、上位目標達成のために適切に設定されていた。加えて、プロジェクト終了後につ
いては、KADCが核となって活動を継続することが必要である。

プロジェクトによる正負のインパクトについては、優良種子生産量の増加による農民間販売、種子生
産のデーが蓄積等のいくつか正のインパクトが認められる一方、負のインパクトとして深刻なものは
認められなかった。



（5）自立発展性

以下の観点から評価をし、組織的な自立発展性に懸念が残るものの、その他の自立発展性は高いと判
断した。

活動継続に向けた政策的支援の見込み
活動継続に向けた組織的な自立発展性の見込み
技術の普及見込み
社会面等からの受容性

政策的支援の見込みは、カンボジア国において農業・農村開発は重要な開発戦略の1つであることか
ら、カンボジア国政府は本プロジェクトの重要性を極めて高いと認識しており、プロジェクトは、政
策的に、特に農業省からの支援を受けられる可能性が高いと見込まれる。

組織的な自立発展性の見込みについて、KADCは現在、種子と稲の生産・販売によって活動資金を
賄っているが、それだけで今後、現在のプロジェクト活動全てを継続できる訳ではない。これまでの
活動を継続し、さらに拡大・発展させていくためには、農業省やドナー等、外部からの財政的支援が
必要である。カンボジア・日本両国政府によって本件が考慮されることが望まれる。また、バッタン
バン州農業局によりKADCにスタッフが継続的に配置され、主体的に活動が実施されることが望まれ
る。

技術の普及見込みについて、プロジェクトが導入している技術は平易かつ農民が適用できるレベルで
ある。また、プロジェクトでは農民グループを形成した上で、導入した技術を農民から農民へ移転す
ることに努めている。カンボジアの現状を考えた場合、こうした技術やその移転方法は、現在の政府
普及員や農民によって活用され、他地域へ普及されることが期待される。

社会面等からの受容性については、ベースライン調査の実施、農民との密なコミュニケーション等の
プロジェクトの様々な配慮によって、プロジェクトが社会的、伝統文化的に受け入れられる可能性は
高く、持続的効果が妨げられる可能性は低いと判断される。

3－3 効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

ベースライン調査により現状や農民ニーズを把握したこと、それらをプロジェクト計画へ反映したこ
と、土地無し農民や女性もプロジェクトの対象者とし、灌漑農業の促進によって灌漑農地を持つ者、
持たない者の間の経済格差が拡大しないように意識したこと等、プロジェクトの効果発現に大きな貢
献をしたと判断される。

（2）実施プロセスに関すること

プロジェクトでは、農民との日常的かつ密なコミュニケーション、村長を通じたプロジェクトに相応
しい対象農民の選定等を心がけている。また、常にプロジェクト活動を通じてC/Pへ技術移転する、
という視点で彼らが主体的に動けるよう支援している。こうした配慮が、農民のプロジェクト活動へ
の積極的な参加を促し、またC/Pの自主性を育成する上で、極めて大きな貢献をしたと考えられる。

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

プロジェクト目標を達成するための外部条件の1つが「灌漑水の不足が生じない」である。プロジェ
クトは実際に灌漑水の不足問題に直面しており、プロジェクト実施期間の内、これまで灌漑耕作が実
施できたのは一度だけである。プロジェクト活動の多くが灌漑耕作と関連しているため、灌漑水の不
足が生じなければ、プロジェクトの成果はより上がっていたと推測される。

（2）実施プロセスに関すること

篤農家等、先進的な農家、つまり営農協力農家を地域内で見つけることが難しい上、確保した5名の
内、2人の協力農家が病気や家族の妊娠でプロジェクト活動を突然停止しなければならなくなってし



まった。その結果、プロジェクト開始当初は、農家圃場を借りた多角化の試みがなかなか実施でき
ず、技術普及も当初予想したようには進まなかった。

3－5 結論

上述した評価結果に基づき、現時点では、プロジェクト目標はプロジェクトが終了する2006年3月ま
でに達成される見込みが高いと判断される。しかし、プロジェクトの自立発展性を確保するために
は、両国政府によってなお、適切な措置が講じられる必要があると考えられる。プロジェクトは、カ
ンボジア国における農業・農村開発の1つのモデルであると考えられることから、その成果は国内他
地域へも拡げていくべきである。こうしたことを包括すれば、本プロジェクトは当初計画通
り、2006年3月31日をもって終了されることが望ましいと判断される。

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）プロジェクトが農家の生計をどの程度改善したかを把握するために、プロジェクトは協力期間
終了前にインパクト調査を実施し、ベースライン調査で得られたデータと比較をする必要がある。加
えて、技術研修に参加した農家がどの程度研修内容を実践しているか、フォローアップ調査も実施す
べきである。

（2）プロジェクトは、残された期間灌漑システムの適正管理がなされるよう、水利費徴収だけでな
く水資源気象局の計画に基づいた水管理の観点で、引き続き水利組合強化に向けた支援を行わなけれ
ばならない。

（3）プロジェクトは、カンボジア国におけるプロジェクトの意義を鑑み、中央政府及び他ドナーに
プロジェクトの成果を発表する等、更なる広報活動が必要である。

（4）協力期間終了後、プロジェクトの成果は他の地域へも普及されるべきである。特にプロジェク
トが採用したFFSをはじめとする技術移転の手法は、カンボジア国で実施される類似案件でも適用可
能である。そのためまず、農林水産省及び農業局は、開発適地の農民のニーズ、政府普及員の現状や
地域の開発可能性の違い等について調査を行うべきである。

（5）プロジェクト対象地域では優良種子に対する需要が高いことから、農業局は傘下の各試験場で
の種子増殖を促進すべきである。コンピンプイ農業開発センターは、優良種子の生産販売によって独
立採算で運営できる可能性もあり、州内の各試験場でも同様の運営が可能か、調査する必要がある。

（6）灌漑農業を成功に導くため、州レベルでの農業局と水資源気象局及び中央レベルでの農林水産
省と水資源気象省との連携は、さらに強化されるべきである。水資源気象局と水資源気象省は、灌漑
配水計画の策定、農業局と農林水産省はその実施にそれぞれ責任を持つことから、4者間の連携と協
力が強く期待される。

（7）プロジェクトは、普及活動や試験場における栽培実験に関し、C/Pの能力を開発してきた。農業
局職員の更なる能力向上に向け、大学院における農業教育の機会が提供されることが望まれる。

（8）上位目標の目標設定（特に指標の追加、明確化及び見直し、指標入手手段）について、更なる
考慮が必要である。具体的には、「コンピンプイ地域の生計が安定する」という目標に対する指標を
設置すること、バッタンバンにおけるコメ生産の増加についてはその波及の対象が広いことから、
「バッタンバンのコメの生産量にどの程度貢献できそうなのか」プロジェクト終了時点で判断するこ
とが望まれる。

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）稲作農家と市場（特に精米業者）との関係強化を意図したプロジェクトのアプローチは、農家
の生計向上に効果があることが確認された。こうした関係強化には、プロジェクトが立ち上げた
BARN（バッタンバン農業農村ネットワーク）も大きく寄与しており、農業局は今後も農村開発にお
ける民間セクターの活用を最大限検討すべきである。

（2）プロジェクト目標の達成度を測る1つの指標として「グループメンバーが生産したコメの品質が
優良と評価される」を設定した。農家が生産したコメが高品質米として市場に受け入れられれば、農



家はより多くの利益を得ることができ、プロジェクト目標に直結することは明白である。この指標の
評価は市場に委ねられるため必ずしも客観的とは言えないが、市場指向のプロジェクトであることか
ら有効な指標と考えられる。

（3）プロジェクトの多くの活動は灌漑用水と密接な関係を持ち、PDMにもプロジェクト目標を達成
するための外部条件として「著しい灌漑用水不足が生じない」と明記されていた。しかし残念なこと
に、コンピンプイ・ダムの水不足から、灌漑用水が利用できたのは3年間のプロジェクト期間の内、
一作期のみであり、明らかにプロジェクトが実施した研修の効果発現を阻害した。この事実から、た
とえ灌漑を主体としたプロジェクトにおいても、灌漑用水不足の場合にプロジェクト成果を確保でき
るような方策を計画に含めるべきである。本プロジェクトにおいても、天水による稲作手法や市場指
向の組織形成・強化といった研修を活動に含めていれば、成果の発現はより大きかったと思われる。


