
評価調査結果要約表 
1. 案件の概要 
国名：カンボジア国 案件名：淡水養殖改善・普及計画 
分野：その他 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署： JICA カンボジア事務所 協力金額（平成 19 年度末時点予定額）：3.97 億円 

先方関係機関：カンボジア農林水産省水産局 
日本側協力機関：埼玉県農林総合研究センター水産

研究所、東京海洋大学 

 
 
協力期間 

(R/D): 2005 年 2 月 28 日～2010 年 2
月 27 日（5 年間） 
 

他の関連協力：  
1-1 協力の背景と概要 
 カンボジア国では、労働人口の約 80％が農林水産業に従事し、その生計を主要作物の米の生産に依

存している。1995 年以降、米の自給は達成しているものの、その生産性は周辺国に比べて低い。こう

いった状況を受け、カンボジア政府は、貧困削減のための食糧保障、生産性向上、作物多様化を第一

目標に掲げ、農林水産業を振興している。カンボジア国には、トンレサップ湖、メコン川の豊富な資

源があり、淡水魚は容易に入手できるタンパク食糧のひとつである。事実、カンボジア人は、動物性

タンパク質摂取の 75％を水産物に依存している。しかしながら、水産資源は、トンレサップ湖および

メコン川周辺に限定されているため、他の農村地域では、淡水魚の供給が慢性的に不足しており、農

民の栄養改善を妨げる一因となっている。このため、作物多様化、タンパク供給による栄養改善、現

金収入源として水田、水路、ため池等を利用した小規模養殖に対する関心は極めて高い。国民の嗜好

性からも、淡水魚に対する需要は大きいが、現在、カンボジア国では安定的に養殖種苗を供給する業

者は少なく、その多くを隣国のベトナムから輸入している。持続的な養殖開発のためには、核となる

農家が自国内で種苗を生産し、周辺農家へその新興を図ることが求められる。 
 このような状況を受け、JICA は、貧困の南部４州（プレイベン、タケオ、カンポット、コンポンス

プー）で小規模養殖が普及することを目的とした「淡水養殖改善・普及計画」を 2005 年 2 月より 5
年間の予定で開始し、カンボジア国農林水産省水産局をカウンターパート機関として、プロジェクト

を実施中である。 
 
1-2 協力内容 
(1) 上位目標 
 対象州において、養殖生産量が増加する。 
(2) プロジェクト目標 
 対象州において、小規模養殖技術が広く普及する。 
(3) アウトプット 

1) 既存小規模養殖農家の技術改善により、種苗生産農家が育成される。 
2) 小規模養殖技術とその普及手法が、改善される。 
3) プロジェクト対象地域で、貧困農民が裨益する養殖関連活動が振興される。 
4) 農村部における養殖普及ネットワークが構築される。 

 
(4) 投入（2008 年 3 月末までの計画を含む） 
日本側： 

滞在型専門家派遣 延べ 14 名、短期日本人専門家派遣 延べ 28 名、第三国専門家 延べ 12 名 
研修員受入 本邦研修６名及び第三国研修（スタディーツアー含む）50 名、さらに今年度中に 12
名が第三国研修に参加予定、機材供与（施設整備費を含む）総額 0.47 億円 
ローカルコスト負担 1.08 億円 

相手国側： 
カウンターパート配置 39 名（中間評価時）、事務所スペース及びバティ種苗生産研究センターの

施設 
 

 2. 評価調査団の概要 
調査者 総括： 米田一弘 JICA カンボジア事務所 所長 

副総括/養殖普及計画： 友部秀器 JICA 農村開発部第一グループ グループ長 
計画管理： 田中智子 JICA カンボジア事務所所員 
評価分析： 道順 勲 中央開発（株）海外事業部 

調査期間  2007 年 12 月 9 日～2007 年 12 月 22 日 評価種類： 中間評価 
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3. 評価結果の概要 
3-1 実績の確認 
(1)アウトプット 1：既存小規模養殖農家の技術改善により、種苗生産農家が育成される。 
 プロジェクト開始からこれまでに 48 戸の種苗生産農家が育成された。指標的には、目標値の 20
戸をすでに超え、その目標を達成している。 
 
(2)アウトプット 2：小規模養殖技術とその普及手法が改善される。 
 小規模養殖技術がパッケージ化され、これを基に、農民が容易に理解できるように絵を多く取

り入れた養殖技術ブックレット（小冊子）やポスター類（養殖技術や共有池管理に関するもの）

が作成された。養殖技術ブックレットは、本プロジェクトで選定された農家対象の研修や農民間

研修、さらに他の州の農民向け研修にも利用されている。この他に、小規模養殖（グローアウト）

に関するビデオ教材が作成済みであり、種苗生産に関するビデオ教材を作成中である。作成中の

ビデオ教材は、2008 年中には完成する見込みである。したがって、この指標はほぼ達成されてい

る。 
 
(3)アウトプット 3：プロジェクト対象地域で、貧困農民が裨益する養殖関連活動が振興される。

 現時点では、11 ヵ所の共有池において、魚道整備、住民による管理組合の創設、魚の放流等の

事業が終了している。2009 年度までには、計 22 ヵ所の共有池での養殖関連活動が振興される見

込みであり、目標値の 20 ヵ所を超える予定である。したがって、プロジェクト終了時には、本

指標が達成される見通しである。 
 
(4)アウトプット 4：農村部における養殖普及ネットワークが構築される。 

アウトプット 4 の達成のための活動は、本プロジェクトの残りの期間の重点事項であり、種苗

生産農家のイニシアチブの基で、自立発展的に淡水養殖普及が図られる体制を構築するうえで極

めて重要である。今後、きちんと機能するネットワークを構築することに注力することで、プロ

ジェクト終了時までには、アウトプット 4 が達成される見込みである。 
 
3-2 評価結果の要約 
(1) 妥当性： 高い 
 カンボジア国は、内水面漁業資源に恵まれ、タンパク供給源及び現金収入源として、水田、水

路、ため池を利用した小規模養殖に対する関心が高まっている。カンボジア政府の 2006～2010
年国家戦略開発計画の重点事項の一つは、農業セクター開発と農業の生産・生産性の向上である。

養殖分野では、養殖池や稲田養殖、研修、種苗場建設と種苗生産ネットワーク構築を通じた養殖

開発推進の必要性が示されている。我が国の対カンボジア国援助方針の重点分野の一つは、「持続

的経済成長と安定した社会の実現」であり、この分野の中で、農業・農村開発支援等貧困対策の

一環として水産分野の開発が含まれている。本プロジェクトの養殖技術普及戦略の基本は、農村

地域で中核農家となりうる種苗生産農家を選定・育成し、その中核農家が一般養殖農家への種苗

配布、技術情報伝達、農民間研修の実施主体としての役割を持たせ、中核農家を中心に淡水養殖

技術の普及が図られるようなメカニズムの構築を図っている。短期的には、種苗生産農家周辺へ

の淡水養殖の波及、そして将来的には、種苗生産農家間ネットワーク組織を通じた、全国的な養

殖振興の波及が期待される。 
 
 (2) 有効性： 高い 
 残されている活動はあるものの、4 つあるアウトプットのうち、2 つはほぼすでにその目標を達

成している。目標以上の人数の種苗生産農家が育成され、年々、種苗生産能力を拡大している。

また、育成された小規模養殖農家の数もほぼ目標値に達しており、プロジェクト終了時までには

さらに多くの小規模養殖農家が育成される見込みである。 
 
(3) 効率性： 高い 
日本側及びカンボジア側の投入は概ね適切なものであった。プロジェクトの前半期間に日本人

専門家の投入を集中させたことが以下のような効果につながり、効率性を高めた。 
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1) 水産局及び州養殖普及員への研修・連携活動を通じてカウンターパート人材が訓練・育

成された。 
2) 簡易養殖技術が早い時期にパッケージ化された。 
3) 一般養殖農家、種苗生産農家への投入支援が効率よく実施された。 
4) 能力強化されたカウンターパートの努力により種苗生産農家が育成され、農民間研修へ

の積極的な理解・協力が得られた。 
5) 農民参加のワークショップ、先進養殖農家の視察、農民間の相互訪問の機会を多く取り

入れ、養殖技術の実践的な理解を早めたことで、種苗生産農家の生産力向上が早い。 
 
(4) インパクト：  

1) 上位目標「対象州において、養殖生産量が増加する」達成の見通し 
 上位目標は、プロジェクト期間内に達成する可能性が高い。 
 

2) その他のインパクト 
本プロジェクトは、小規模養殖農家の所得向上に顕著に寄与しているほか、以下のようなイン

パクトが見られる。 
a. 小規模養殖技術や種苗生産技術に関する研修を本プロジェクトで実施しているが、対象州

内の水産事務所の養殖普及員だけでなく、対象州以外の養殖普及員にも参加の機会を与え

ており、これまでに 9 つの州の 23 名の養殖普及員が研修に参加した。この他、学生や

NGO スタッフが参加したケースもある。このような形で、本プロジェクトの成果が全国

に普及している。 
b. 本プロジェクトのカウンターパートが、種苗生産技術研修コースを企画し、Bantey 

Meanchey 州で EU 支援により実施されている ECOSORN プロジェクトで選定された 2
名の農家を対象に研修が実施された。 

c. 本プロジェクトのカウンターパート及び 1 名の種苗生産農家が、英国国際開発省/デンマ

ーク国際開発庁（DFID/DANIDA）が支援しているプロジェクト地区から選定された 16
名の農家を対象に、7 日間の種苗生産技術研修コースが実施された。 

d. 政府職員、NGO スタッフ、コミューン評議会委員等を含む多くの人々が、本プロジェク

トで育成された種苗生産農家を訪問し、その経験を聞き、生産施設を視察している。 
e. 本プロジェクトで育成されたある種苗生産農家が、NGO（CARE International）の依頼

を受けて、合計 200 名の農家に養殖技術研修を行った。2 日間の研修コースを 1 回当たり

50 人、計 4 回実施した。このような農民間研修を通じて本プロジェクトの成果が普及さ

れている。なお、種苗生産農家にとっては、プロジェクト対象コミューン以外の農家にも

種苗を配布することができた。 
f. 本プロジェクトでは、JICA が実施している森林分野人材育成計画フェーズ 2 への小規模

養殖導入について支援が行われた。そして、農家は、養殖技術の簡易さと開始しやすさか

ら、養殖導入に関心を示しているとの報告がある。 
g. スペイン国際協力庁（AECI）は、来年から 2 つの州（Kratie 州と Stung Treng 州）で

養殖プロジェクトを開始する予定であり、またその 2 州の水産局職員は、本プロジェクト

で開発した研修コースと同様の研修に参加する予定となっている。 
h. 幾人かの種苗生産農家は、公共の池に放流目的の種苗を供与している。 

 
  
(5) 自立発展性 

1)  政策面 
養殖池、稲田養殖、研修、種苗生産場建設を通じた養殖開発推進が、政府の政策の中で重視さ

れている。したがって、本プロジェクトの政策面における自立発展性は、確保されるものと思わ

れる。 
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2)  組織面及び財政面：  
組織改編に伴い、水産局本部が州水産事務所を直接の管轄下に置くようになったことに伴い、

養殖普及活動がより機動的に実施できる体制になった点は、組織面からみた実施能力にとってプ

ラスである。本プロジェクトを通じて、カウンターパートのみならず、他州の水産事務所普及員

の能力強化も図ることができている。これらのことから、水産局には、本プロジェクトの成果を

活用・発展させていく能力が強化されていると判断される。ただし、政府予算が限られている現

状では、水産局独自で組織的に、プロジェクト成果をさらに他の州へ普及・広げていくことは、

困難を伴うであろうと考えられる。したがって、カンボジア政府予算に左右されない、農民主体、

特に種苗生産農家によって養殖技術の普及・定着が可能となる仕組み作りが大切となる。 
 
3)   技術面：  
a) 水産局の場合 
カウンターパート（水産局、バティ種苗生産研究センター及び州水産事務所の C/Ps）の技術レ

ベルは、着実に向上しており、本プロジェクトを通じて得られた知識・経験は、水産局内に定着

するものと考えられる。 
  b) 種苗生産農家及び小規模養殖農家 

養殖技術自体は、シンプルで、パッケージ化され、あまりコストがかからない方法であるため、

種苗生産農家や一般養殖農家に必要な技術が定着する可能性は高い。養殖農家が有する技術・経

験を農民間ネットワークでの情報交換を通じて、技術がさらに工夫・改善されていくことが期待

される。これまでに種苗生産農家が 48 戸育成され、また一般養殖農家（既存農家含む）が約 3,300
戸育成されている。なお、今後は、これらの養殖農家、特に種苗生産農家において、種苗生産や

農民間研修が継続・定着するかをモニタリングし、技術の定着や経営面での課題があれば、それ

を改善するような方策の検討も必要かもしれない。 
 

3-3 効果発現に貢献した要因 
(1) 計画内容に関すること 
 効率性のところでも記述したが、プロジェクトの前半に、日本人専門家等の投入を集中させ、

カウンターパートの能力向上、種苗生産農家の選定・育成、一般農家の選定・育成を計画より前

倒しに進めてきたことで、養殖技術の普及の点で顕著な進捗と大きな成果が発現しつつある。特

に、種苗生産農家の選定基準を設け、ポテンシャルの高い農家を選定できていることが、プロジ

ェクトが良好に進捗する大きな要因になっているものと思われる。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 
技術移転方法についての問題は特に生じていない。カウンターパートへの技術移転ならびに養

殖農家への技術移転は、順調に進んでいる。日本人専門家とカウンターパート間で、非常に良好

なコミュニケーションが取られており、相互信頼に基づく良好な関係が築かれている。特に、カ

ウンターパート側は、プロジェクト活動に関心が高く、より進んだ知識や技術の習得に意欲的で

ある。 
 
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 
 特になし 
 
(2)  実施プロセスに関すること 
 特になし。 
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3-5 結論 
 本プロジェクトの妥当性、有効性、効率性は高く、プラスのインパクトも生じている。これま

でに中核農家となる 48 戸の種苗生産農家が育成された。また、既存の養殖農家 900 戸の能力向

上が図られ、さらに約 2,400 戸の新規の小規模養殖農家が育成された。プロジェクト終了時まで

にさらに 7,200 戸の小規模農家が養殖農家になる見込みである。また、共有池設置を通じて収穫

できる魚の量の増加や共有池管理におけるコミュニティー住民の積極的参加が見られる。上位目

標については近い時期に達成可能と見込まれる。本プロジェクトの進捗ならびに成果の達成度

は、大変良好であり、プロジェクト終了時までに対象 4 州で淡水養殖がさらに普及するものと期

待される。政策面と水産局の組織面の自立発展性については、確保されるものと見込まれる。な

お、技術面及び資金面の自立発展性を確保するためには、種苗生産農家を核とする養殖普及ネッ

トワークの強化が、プロジェクトの残りの期間の最も重要な活動となる。 
 
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） 
3-6-1 合同調整委員会への提言 
 合同評価団として、2004 年 12 月 23 日に署名されたミニッツに添付の当初の PDM を改訂す

ることを提言する。 
 
3-6-2 プロジェクトの残りの期間の活動に対する提言 
(1) プロジェクト活動の焦点を養殖普及ネットワークの強化に置くべきである。提案する養殖

普及ネットワークの概念図を添付資料に示した。 
 
(2) 2007 年に実施された淡水養殖開発に関わる社会経済・インパクト調査結果によると、小規

模養殖農家が抱えている技術的課題として次が示されている。1)魚の成長が芳しくない、2)水の

汚れに起因する魚の死、3)野生種の魚による食害、4)密漁、5)野生の鳥類による食害、6)水の高

い濁り度、7)水不足、8)池の規模が小さいこと、等。これら問題を小さくする適切な方策につい

ての技術的情報を、種苗生産農家を通じて小規模養殖農家に伝達することが望まれる。 
 
3-6-3 カンボジア政府への提言 
 評価の結果、本プロジェクトにおける能力強化により養殖普及活動が予定通り進んでいること

が確認された。しかしながら、水産局の普及職員ならびに中核農家のさらなる能力強化は必要で

ある。こういった意味から、水産局がさらなる能力強化やさらなる普及活動のための財源を、他

のドナー機関や国庫から獲得するよう提言する。 
 
3-6-4 日本政府への提言 
 プロジェクト活動がタイミング良く実施されるようにするため、年度初め（4 月）に日本人専

門家を派遣することを提言する。 
 
 
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） 
 

特になし。 
 
  

v 




