
評価調査結果要約表 
I. 案件の概要 

国名 ラオス 
案件名 養殖改善・普及計画フェーズ 2 
分野 水産（増養殖） 
援助形態 技術協力プロジェクト 
主管部署  ラオス事務所 
先方関係機関 農林省 畜水産局（MAF・DLF） 
協力期間  （R/D） 2005 年 4 月～2010 年 3 月（5 年間） 
日本側協力機関 農林水産省 
１．協力の背景と概要 ラオス政府は、貧困や食料確保の問題を抱える農村地域を対象に、立地条件

に適合した養殖手法の普及をはかり、小規模農民の営農改善に寄与すること

を目的とした技術協力をわが国に対し要請した。これを受け、わが国は、2005
年 4 月から、農林省畜水産局を実施機関とする技術プロジェクトを実施中で

ある。 
なお、本プロジェクトは、「より良い養殖の普及を通じたより良い農村造り支

援」をスローガンとし、活動を推進するものである。 
２．協力内容 

(1) 上位目標 
 

協力対象 4 県（ウドムサイ県、サヤブリ県、サバナケット県、サラワン県）

において、立地条件に適合した養殖普及を通じて、小規模養殖農家の生活が

向上される。 
(2) プロジェクト目標 協力対象 4 県において、立地条件に適合した養殖手法が普及する。 
(3) 成果 成果 1： パイロットサイトの立地条件に適合した養殖手法が実証される。 

成果 2： 関係者（養殖農家、県・郡普及員および県技術員）の養殖技術とそ

の普及に関する能力が改善される。 
成果 3： 協力重点郡の養殖農家が改良された養殖を導入する。 
成果 4： 立地条件に適合した養殖手法の普及に際し、関係機関の機能と連携

が強化される。 
(4) 投入（評価時点） 
日本側： 

長期専門家： 3 名（82.5MM） 
短期専門家： 7 名（23.5MM） 
本邦への研修員受入れ： 14 名 
機材供与： 約 12 百万円 （113,310 ドル） 
ローカルコスト負担： 約 40 百万円 （363,372 ドル） 

相手国側： 土地・施設提供、資機材提供、人員配置（カウンターパート 24 名配置）   

３．フェーズ1の成果と課題 

(1)  協力期間 2001 年 2 月 19 日～2004 年 2 月 18 日（3 年間） 
(2) フェーズ 1 で得ら

れた成果 
 

・ ナムスワン養殖開発センター（NADC）の整備により、養殖開発のための

拠点が整備され、中央レベルで技術開発と研修が行えるようになった。 
・ 技術者 6 名が親魚育成及び種苗生産の手法を修得し、中央レベルでの養殖

の人材育成が行われた。 
・ 県技術員の養殖基礎研修、研修テキストの作成、各県の養殖関連情報の整

備を行い、地方養殖関係者への技術移転の試行が行われた。なお、実地研

修等は未実施であった。 
⇒養殖技術の地方展開に着手する土台が築かれた。 

(3) フェーズ 1 におけ

る課題 
・ 中央職員が研修講師となるための継続的な指導の必要性 
・ 県技術員・郡普及員の能力不足 
・ 地方における適正種苗の不足 
・ 地方レベルの普及活動の不足 
・ 不適正な養殖技術のひろがり（例：不良な種苗の使用、非効率的な給餌、

池の不適切な利用等） 
⇒フェーズ 2 で地方展開に着手し、立地条件に適合した養殖の普及を行うこ

ととする。 
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II. 評価調査団の概要 

評価者 （担当分野・氏名・職位） 
総括     千頭 聡     
評価分析  三浦  真理  
 
計画管理 (1)  波多野 誠 
計画管理 (2)  Viensavanh Sisombath 
計画管理 (3)  Sayamno Sanoubane  

 
国際協力機構 国際協力専門員 
同 農村開発部 第 1 グループ 
水田地帯第 2 チーム 
同   ラオス事務所員 
同   ラオス事務所員 
同   ラオス事務所員 

 ＊加えてラオス側も合同評価者として参加 
調査期間 2008 年 1 月 21 日～2008 年 1 月 30 日 
評価種類 中間評価 

 
III. 評価結果の概要 

１． 評価結果の要約  

(1)  妥当性 本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 
ラオスの農村部における国民一人当たりの年間魚供給量は、8～10kg と非常に低

いレベルにあるため、プロジェクト目標である自家消費を主な目的とする農村部で

の低コストな養殖開発に対するニーズは高い。 
また、上位目標である養殖の普及による住民の生活向上は、ラオスの国家政策の

重点分野のうちの「食料安全保障」及び「貧困削減」に合致する。 
本プロジェクトの対象 4 県には、ラオス政府が重点開発地域として指定する貧困

72 郡のうちの 20 郡を含む。気候や生活条件の異なる北部と南部を対象とし、それ

ぞれの地域に合った養殖手法をパイロット事業にて開発し、その手法を普及対象村

に普及する本プロジェクトのアプローチは、効率的・効果的な養殖手法をラオス全

土に普及させるために適切なアプローチであると考えられる。 
(2)  有効性  本プロジェクトの有効性は高いと判断される。 

本プロジェクトの活動である現地調査、パイロット村での養殖、中央・政府機関

職員および養殖農家・村人に対する研修、村における養殖のための組織形成などは、

プロジェクト目標を達成するために有効な手段およびアプローチである。 
パイロット事業の結果、女性同盟（WU）、学校、低所得者等のグループによる養

殖が有効であると判明し、その活動は順調に進捗しているが、その成果を定着させ、

普及対象村に普及させるためには、予定されている 3 年というパイロット事業の実

施期間は短いことが懸念される。 
(3)  効率性 本プロジェクトの効率性は概ね高いと判断される。 

 日本側からの投入およびタイミングは概ね適切であった。ラオス側の投入のうち、

プロジェクトの拠点であるナムスワン養殖開発センター（NADC）に配置されてい

る人員の不足（センター長の不在および 2 名のスタッフの欠員）は、プロジェクト

の効率性をやや低下させた。しかし、本中間調査の提言を受け、調査終了直後に

NADC のセンター長代行が正式にセンター運営責任者として任命されたことによ

り、意思決定が迅速になるなど、プロジェクトの活動が効率的に行われるようにな

っている。 
 本プロジェクトの活動は順調に行われており、期待される 4 つの成果は、概ね達

成されつつある、もしくは、今後達成される見込みである。 
 プロジェクトのために供与された施設や機材は概ね適切に利用・管理されている。

(4)  インパクト 本プロジェクトのインパクトは大きいと判断される。 
上位目標である年間一人当たりの魚の消費量 22kg は、パイロット事

業を行う 12 村のうち 5 村ですでに達成した。11 村においては、パイロ

ット事業の開始前に比べ、現在の魚の消費量は増加した。これらのこ

とから、上位目標達成の見込みは高いと考えられる。  
本プロジェクトでは、研修や巡回指導において、男女が平等に参加できるように

なっており、女性の養殖への参加が増加している。いくつかの村では、女性同盟

（WU）がグループで養殖を始めたことにより、収益をグループの資金として積み

立て、女性同盟基金としてメンバーに対する貸付けを開始するなど、女性同盟の活
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動の活発化に繋がったケースもある。 
本プロジェクトは、パイロット事業対象県の養殖ステーションに配属されている

青年海外協力隊（JOCV）と連携して活動を行い、その結果、プロジェクトと県養殖

ステーション（PAS）の関係が強化されたり、JOCV が PAS の種苗生産や施設改善、

研修の実施をサポートするなどの成果を得ている。 
また、本プロジェクト（AQIP2）の対象県の一つであるサヤブリ県で活動を行う

JICA 森林管理・住民支援プロジェクト（FORCOM）とも連携した活動を行ってい

る。本プロジェクトは、「より良い養殖、より良い農村」をキャッチフレーズに、養

殖による農村開発を目指しているが、FORCOM では、焼畑農業の代替となる畜産や

果樹栽培を含めた複合型農業の推進による住民支援を行っているため、それらの技

術や経験、成果を活用することで、本プロジェクト（AQIP2）の対象村において、

より効果的・効率的な養殖による農村開発、生計向上を図れることが期待される。

(5)  自立発展性 本プロジェクトの自立発展性は、概ね高いと判断されるが、自立発展性を確保す

るための方策のさらなる検討が必要である。 
本プロジェクトの目標は、ラオス政府の国家政策に合致しており、また、関係機

関は、国家目標や県・郡の目標を達成するために、本プロジェクトが有効なツール

であると認識しているため、プロジェクト終了後も実施機関がオーナーシップを持

って活動を継続する可能性は高いと思われる。 
受益者である養殖農家・住民が継続的・積極的に養殖活動を行うためには、パイ

ロット事業の成果を目に見える形で示すこと（参加者が利益・利点を実感すること）

が必要であるが、養殖農家・住民は、養殖により、家族の栄養状態の改善や収入の

増加などの利点・利益を実感している。また、プロジェクトに参加していない住民

のプロジェクトへの参加の要望が増えるなど、受益者の養殖に対するモチベーショ

ンの継続性は高いと思われる。 
本プロジェクトでは、異なる気候や生活条件に合わせた養殖手法が開発されつつ

あり、また、その養殖手法を普及するための普及員が育成されつつあるため、プロ

ジェクトの終了後も、開発された養殖手法がラオス全土に普及されることが期待さ

れる。 
県や郡では、慢性的な人材・資金不足により、普及員による安定的な普及活動に、

若干の懸念が残る。しかし、本プロジェクトでは、魚の種苗を生産する中核農家が

育成されつつあり、中核農家が、養殖農家・村人に種苗を販売する際に、必要な技

術を指導し、技術が農民間で普及されることが期待される。このような「農民から

農民への技術移転アプローチ（Farmer to Farmer Approach）」は、地方政府の普及活

動を補完する上で重要である。 
またラオス政府は郡のなかにいくつかの村で構成するクラスター（村グループ）

に対する農業普及を推進してきており、本プロジェクトが行う養殖普及においても

クラスター制度を考慮して行う必要がある。 
本プロジェクトの残りの期間において、関係機関のオーナーシップをさらに高め

ること、異なる気候や生活条件を類型化し、類型ごとの養殖手法をマニュアルに取

りまとめること、クラスター制度を踏まえた「農民から農民への技術移転アプロー

チ」の定着化などのためのさらなる検討と活動が必要である。 
２．効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に  
関すること 

・ プロジェクト目標が、国、県、郡の開発戦略である「食料安全保障」「貧困削減」  
「住民の生活改善」に合致している。 

・ 受益者である農家・村人が、養殖を導入することにより、家庭内での魚の消費量

が増加している。また、魚の購入量が減り、家庭消費の余剰分の魚を売ることで

収入が増加するなど、受益者に直接的なインパクトをもたらしている。 
・ 日頃より、関係機関にプロジェクトの情報共有を積極的に行ったり、写真を多用

したラオス語のニュースレターを発行するなど、プロジェクトの進捗を関係機関

や農民・村人に伝えるための活動を行っている。 
・ 中間評価のために、評価準備委員会を構成し、評価作業を通じて、直接のカウン

ターパート（C/P）以外の機関も含めた関係機関の本プロジェクトへの理解が深ま

り、また、課題に対する討議も活発に行われるなど、ラオス側のオーナーシップ
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が高まった。 
(2) 実施プロセ 

スに関する

こと 
 

・ 対象村内の既存の村組織を活用し、村落養殖振興委員会（VAPC）が組織・運営さ

れ、農民間の役割分担が明確になることにより、村での養殖を組織的に推進する

ことができている。特に女性同盟（WU）によるグループ養殖は、順調に行われて

いる。村の中で中核となる養殖農家を育成し、中核農家が種苗生産や技術移転を

担うことで、村内や近隣村に対して養殖普及を効率的に推進することができてい

る。また中核農家は、種苗を生産・販売することで、現金収入を増加させている

が、その種苗を村人に安価で販売しており、中核農家とそれ以外の農家の間に顕

著な収入格差やトラブルが生じていない。 
３．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 

・郡農林事務所（DAFO）の予算が、恒常的に不足する傾向にある。普及員の日当、

移動手段としてのバイクの燃料代が不足し、村によってはアクセスが容易でない

場所もあるため、必要なモニタリングがやや不足している。 
４． 結論 

プロジェクト開始後 2 年 9 ヶ月が経過しているが、詳細活動計画・投入計画に基づき、ほぼ予定通り

に活動が行われている。 
パイロット事業（4 県 4 郡 12 村）においては、県・郡における養殖技術者・普及員の知識・技術が向

上し、ラオスの農村地域の実情に合った農業普及が行われつつある。またパイロット村では、村落養殖

振興委員会（VAPC）が中心となって、村内で養殖手法の定着が図られつつあり、養殖魚の生産性や生

産量の増加といった具体的な成果が現れている。特に女性同盟（WU）によるグループ養殖では、養殖

技術の定着や生産性の向上、基金の積み立てといった目に見える成果がでており、村落レベルで養殖を

普及するにあたってグループによる養殖の推進が期待できる。 
普及展開事業（4 県 8 郡 56 村）においては、村の選定および基本情報の収集を行い、具体的な養殖活

動を開始している。普及展開村の養殖農家がパイロット村での視察研修を行ったり、パイロット村の中

核農家を普及展開村で研修講師に活用するなど、パイロット事業の成果を生かして養殖普及が行われて

いる。 
 本プロジェクトの残りの期間においては、関係機関のオーナーシップをさらに高めること、異なる気

候や生活条件を類型化し、類型ごとの養殖手法をマニュアルに取りまとめること、「農民から農民への

技術移転アプローチ」の定着化などのためのさらなる検討と活動が必要である。 
５．提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

＜プロジェクトの計画内容に関すること＞ 
(1) PDM 指標の変更 

以下の 2 つの指標を次のとおり修正する。 
 
(1-1) 指標 2-2. 各県畜水産課（PLFS）および郡農林事務所（DAFEO）それぞれにおいて、2 名以上の職

員が養殖農家に技術指導を行うことができる。 を、 
 
指標 2-2. 各県畜水産課（PLFS）において、2 名以上の職員が県養殖計画を策定でき、また県養殖ステー

ション（PAS）や郡農林事務所（DAFO）に対して養殖普及に必要な指導を行うことができる。 およ

び、 
指標 2-3. DAFO において、2 名以上の職員が養殖農家に技術指導を行うことができる。に修正する。 
 
(1-2) 指標 4-2. 関係機関が全国養殖開発計画に基づき必要な予算措置を行なう。を削除する。 
 
＜実施プロセスに関すること＞ 
(2) 関係機関の役割の明確化及び連携強化  

プロジェクトの活動を通じて養殖の技術開発や普及に関わる畜水産局（DLF）やナムスワン養殖開

発センター（NADC）、県農林事務所（PAFO）、郡農林事務所（DAFO）の関係はプロジェクト対象県

において強化されてきている。今後ラオスに適した養殖技術を対象県内の他の郡や、他県に広げてい

く上では、中央レベルの畜水産局（DLF）や農林普及局（NAFES）、農林研究所（NAFRI）、地方レベ

ルの県農林事務所（PAFO）、郡農林事務所（DAFO）の役割を明確化したり、具体的な連携の方策に
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ついてさらなる検討を進めるべきである。 
 プロジェクト後半に「県別養殖開発戦略」や、「全国養殖普及計画」の策定プロセスを通じて、関係

機関で養殖の技術開発や普及における役割分担や連携の方策を検討することが求められる。 
 
(3)グループ養殖手法のさらなる推進 

プロジェクト前半の活動を通じて、女性同盟(WU)や学校、低所得者などグループによる養殖普及の

可能性が明らかになった。グループ養殖は、池を所有していない農民や、養殖に必要な投入が経済的

に困難な零細農民に対しても、養殖による便益をもたらすことで、村内の経済格差拡大を緩和するこ

とが期待できる。したがって、パイロット事業における女性同盟によるグループ養殖の成果を踏まえ、

プロジェクト後半に学校や低所得者を含めたグループ養殖の活動やその分析を行い、グループ養殖手

法の確立に取り組むべきである。 
そのためにはすでに村落養殖振興委員会（VAPC）が十分に機能しており、グループ養殖の成功事

例が出始めているパイロット村を活用しつつ、普及展開村においてもニーズや可能性がある村では積

極的に取り組みを行うべきである。 
 
(4) 魚の消費量の測定方法の検討 

ラオス政府が定める魚の消費目標の達成状況をモニタリングし、各村・農家レベルでの食料確保の

状況を確認するためには、魚の消費量を正確に測定することが必要であるが、現在のところその測定

方法は標準化されていない。農林省（MAF）は、「全国養殖開発計画」や「県別養殖開発戦略」を策

定するプロセスの中で、具体的な魚の消費量の測定方法について検討を進め、魚の消費量の測定方法

の確立を早急に検討するべきである。その際、現在プロジェクトがパイロット村で行っている魚の消

費量測定の経験や教訓を活用することが可能である。 
 
(5)  村落養殖開発ワーカー（VADW）の認証制度の検討 
  プロジェクト対象村では、種苗の生産や中間育成（稚魚をある程度の大きさまで育成する）を行う

中核農家が現れ始めている。畜水産局（DLF）が、このような農家を「村落養殖開発ワーカー（VADW）」

として認証し、農村地域における養殖技術の農民間・村落間普及の中核とすることを検討している旨

を確認した。中核農家が、VADW として政府から正式に認証されることにより、モチベーションが向

上し、また、種苗を売る際に政府からの「お墨付き」というインセンティブが与えられることは、「農

民から農民への技術移転アプローチ」を推進する上で、有効だと考えられる。VADW の認証制度を具

体的に検討する際には、現在 DLF が行っている村落畜産防疫ワーカー（VVW）の認証制度も参考に

し、VADW の役割や、資格要件、県・郡の行政普及サービスとの関係等について、検討を進めるべき

である。 
プロジェクト 4 年目にパイロット事業を通じて育成されている中核農家の分析等を通じて VADW

認証制度のガイドラインを作成し、DLF および関係部局にて制度化を行い、プロジェクト 5 年目には、

認証制度を開始するべきである。 
 
(6) クラスター制度に合わせた養殖普及システムの確立 

現在、ラオス政府は、新たな行政システムとして、郡のなかに複数の村（7～10 村）で構成するク

ラスター（村グループ）を設定し、それぞれのクラスターに技術サービスセンター（TSC）を設立し、

住民の行政サービスへのアクセスの改善を推進している。本プロジェクトの成果を効率的に普及する

ためには、プロジェクト後半にてクラスター制度を踏まえて、ラオスの県・郡普及体制のキャパシテ

ィを考慮した農民間・村落間の養殖普及を推進する養殖普及システムを検討する必要がある。例えば、

TSC では、郡農林事務所（DAFO）職員に加えて農家も農業普及のためのメンバーとして参画するこ

とになっているため、村落養殖開発ワーカー（VADW）が TSC を通じて、養殖技術をクラスター内で

普及する、といったことが考えられる。 
 
(7) 森林管理・住民支援プロジェクト（FORCOM）との連携促進 

上述 III. 評価結果の概要、1. 評価結果の要約、(4) インパクトに記載するように、本プロジェ
クトと FORCOM の連携は、プロジェクト活動をより効果的・効率的に実施する上で重要である。
本プロジェクトと FORCOM では、これまでの活動をレビューした上で、2008 年に連携村を定め、
それぞれの成果を活用した複合型農業の実証活動を行う予定である。その活動を通じた県・郡職
員の情報共有の推進や人材育成、また村レベルでの経験交流や生産活動の改善といった具体的な
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成果が期待されるとともに、それら連携事業の経験や教訓について分析を行い、ラオス農村にお
ける複合型農業を推進する上での知見を取りまとめることが期待される。 

 
(8) 養殖普及の定着のための課題に対する対応 

プロジェクト前半の活動を通じて、ラオスにおける養殖普及を行う上で新たに検討すべき課題とし

ては、上述のとおり、①グループ養殖手法の確立、②魚の消費量の測定方法の検討、③村落養殖開発

ワーカー（VADW）の認証制度の検討、④クラスター制度に合わせた養殖普及システムの確立、

⑤FORCOM との連携促進が挙げられる。これらは、プロジェクトの上位目標の達成や自立発展性を確

保するため、ラオスの農村立地条件にあった養殖技術を普及展開する上で重要な課題であり、プロジ

ェクト後半で専門家の支援のもと、ラオス側関係機関が取り組むべきである。これら課題に対する助

言や活動を行うためには、4 年次にも 3 年次と同等レベルの専門家の投入を行うことが妥当であると

思われる。同時に、ラオス側も、関係機関の人員や予算について、必要な投入を行うべきである。 
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