
評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 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：5億1,300万円 

先方関係機関：カンボジア農林水産省水産局 
協力期間 

(R/D)：2005年2月28日
~2010年2月27日 
（5年間） 

日本側協力期間：埼玉県農林総合研究センター水産研究所、

東京海洋大学  

１－１  協力の背景と概要 
カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では約 80%の労働人口が漁業を含む農林水

産業に従事しており、米作を中心とする農業によって生計を立てている。主食であるコメの自

給は 1995 年以降達成しているものの、その生産性は周辺国に比べ低く、国民が貧困から抜け

出せない要因のひとつとなっており、カンボジア政府は国民の貧困対策と食糧保障の観点から

農業生産性の向上と営農多様化を推進している。カンボジアの水産業、特に内水面漁業は、世

界で 4 番目の規模を誇り国民 1 人当たりの年間魚類消費量は 52.4 ㎏と高く、国民の動物性タ

ンパク質摂取の 75％を賄っている。しかしながら、流通基盤が整っていないため、主要漁場

であるトンレサップ湖やメコン河地域から離れた農村地域では水産物の供給事情が良いとは

いえない。そのため、そのような地域では、稲田や季節的に出現する溜池を利用した低投入型

の養殖振興に対する需要が高い。しかし、農村地域では養殖の伝統がないため、飼育ノウハウ

と養殖用種苗の不足が農家の養殖実践の妨げになっていた。このような背景の下、カンボジア

政府は日本に対して、南部 4 州（プレイベン、タケオ、コンポンスプー、カンポット）を対象

とする小規模養殖の技術改善と普及を目的とした技術協力を要請した。JICA はこの要請に基

づき、カンボジア農林水産省水産局をカウンターパート機関とし、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た。 

 

１－２  協力内容 

(1)  上位目標  

対象地域において、養殖生産量が増加する。 

(2)  プロジェクト目標  

対象地域において、小規模養殖技術が広く普及する。 

(3)  成果（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 



＜日本側＞ 

日本人専門家は11分野、合計163.84M/Mが派遣された。ほかに第三国専門家が8分野、

11.68M/Mが近隣諸国から招聘された。合計7名のカウンターパートが4分野の本邦研修に参加

した。第三国研修とスタディーツアーに合計77名のカウンターパート及びプロジェクト対象

農家が近隣5カ国［フィリピン共和国・ベトナム社会主義共和国・タイ王国・ インドネシア

共和国・シンガポール共和国（以下、「フィリピン」「ベトナム」「タイ」「インドネシア」

「シンガポール」と記す）］に派遣された。普及業務関連車両・オートバイ、バティ種苗生

産研究センターに配備の養殖機材等が合計約2,700万円相当供与された。また、同種苗生産研

究センターの施設整備費に約2,000万円相当が支出された。ローカルコスト負担は約1億5,100

万円である。 

＜カンボジア側＞ 

カウンターパート配置 37 名、プロジェクト事務所バティ種苗生産研究センター施設 

 

２．評価調査団の概要 
 
 

調査者 

総  括： 村上雄祐 JICAカンボジア事務所 次長 
養殖普及： 山尾政博 広島大学大学院生物圏科学研究科 教授  
評価計画： 渋谷幸弘 JICAカンボジア事務所 所員  
評価分析： 升田清 オーバーシーズ・アグロフッシャリーズ・コンサルタンツ（株）

調査期間：2009年8月31日～9月17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 

投入はほぼ計画どおり実施された。現時点で、15のプロジェクト活動のうち13については完

了済みである。残り2つの活動についても90%の実施達成度と判断され、計画終了時までに完

了を阻害する要因は考えられない。各アウトプットの達成度は以下のとおりである。 

 

(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。

現時点で、47種苗生産農家が、プロジェクト活動により移転された技術を用いて自己

資金により養殖種苗の生産と販売を行っている。これは、目標指標とされた20種苗生産

農家の2倍以上にあたり、本アウトプットは既に達成されている。 

 

(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。 

本アウトプットの指標は、現地に適合する小規模養殖技術及びその普及材料が作成さ

れるというものであるが、プロジェクトは、各種普及用材料を含む65の成果品を作成し

ている。それらの普及材料には、技術マニュアル、冊子、パンフレット、ポスター、ビ

デオ教材等が含まれ、普及員や種苗生産農家による研修活動を通して、小規模養殖農民

等に配布され、養殖の普及促進に用いられた。従って、本アウトプットは達成されてい

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。 
プロジェクトでは 2008 年度末までに 18 の共有池事業を実施し、各事業で対象村落

に設立された共有池管理委員会が共有池の資源管理活動を実施している。2009 年度に

は新たに 4 共有池を選定して同様の指導を実施中であり、計画終了時までに合計 22 の

共有池が設置される見込みである。従って、計画終了時には指標の 20 以上の共有池が

設立し、独自に資源管理活動を実施していることが見込まれるため、本アウトプットは

達成される見込みである。 

 

(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。 
養殖普及ネットワークは、プロジェクトが育成した 47 の種苗生産農家とそのほかの

既存の種苗生産農家合計 59 の種苗生産農家によって 2007 年に結成され、2008 年度中

に合計 147 回の研修を実施した。従って、各種苗生産農家当たり、指標の年間 1 回を超

える、平均 2.5 回の研修を実施した。そのほかの指標として指定されている州ごと及び

4 州全体のネットワーク会議は予定どおり開催され、アウトプット 4 も 2008 年度に達

成された。2009 年度についても同レベル以上の研修実施が計画されており、アウトプ

ットは達成される見込みである。 
 

(5) プロジェクト目標：対象地域において、小規模養殖技術が広く普及する。 
対象 4 州では、計画終了時点で約 9,000 戸の農家が新規に養殖を実施していると推定

される。本推定は、プロジェクトやプロジェクトが育成した種苗生産農家が実施した養

殖研修に参加した農家数と、種苗生産農家が種苗を販売した顧客数の 2 つの合計による

ものである。プロジェクト対象地域で、新規に養殖を始めた農家数がプロジェクト目標

の指標値である 4,400 戸を超えたのは 2008 年末以前であることから、プロジェクトは

目標を既に達成していると判断される。 

 

(6) 上位目標 
政府統計によると、対象 4 州での小規模農家による魚の生産量は、2004 年の 1,390t

から 2008 年の 2,294t に 1.65 倍に増えており、指標の 1.5 倍を上回る生産が達成されて

いる。従って、プロジェクトの上位目標は計画期間中に達成されていると判断される。

 

３－２  評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 
本プロジェクトは、地域のニーズ、ターゲットグループのニーズ、カンボジア政府の

開発計画、わが国の対カンボジア援助方針との整合性が高く、用いられた手段も適正で

ある。本プロジェクトの妥当性は高いと評価される。 

 

(2) 有効性：高い 
プロジェクトは、すべてのアウトプットを達成する可能性が高く、また既にプロジェ

クト目標を達成している。 



これらのアウトプットの成果として育成された種苗生産農家や州普及員が研修を実

施して小規模農家が養殖を始め、また種苗生産農家が育成され種苗を販売したことから

も分かるように、プロジェクト目標達成とプロジェクト活動の因果関係も確認できるこ

とから、プロジェクトの有効性は高いと評価される。 

 

(3) 効率性：高い 
プロジェクトは計画的に活動を実施し、対応するアウトプットを段階的に達成した。

まず、普及する養殖技術を改善し、次にその技術を使って種苗生産農家を育成、さらに

育成した種苗生産農家の研修実施を通して最終裨益者である小規模農家に養殖技術を

移転し、多くの農家に養殖を普及した。さらに、計画終了後の継続的な養殖の普及・発

展を担保するため、中核農家を構成メンバーとする養殖ネットワークを設立し、その強

化に取り組んでいる。また、各活動を実施するに際しては、それぞれの計画段階に適し

た投入を行うことで、高い成果を上げることに成功した。従ってプロジェクトの実施効

率は高いと判断される。 

 

(4) インパクト：高い 
プロジェクトは既に上位目標を達成していると判断される。さらに、①カンボジア水

産開発政策促進、②ターゲットグループの栄養改善、③ターゲットグループの所得改善、

④他の援助プロジェクトへの技術的・開発手法的影響、⑤高付加価値養殖の発展、⑥地

域内の種苗の安定供給、⑦対象地域外への養殖技術の波及、等に対していずれもプラス

のインパクトを与えた。よって、プロジェクトのインパクトは高いと判断される。 

 

(5) 自立発展性：高い 
①水産開発政策との整合性の継続、②実施機関及び養殖普及ネットワークの組織能

力、③小規模農家及び種苗生産農家の技術的自立発展性、④施設・機材の保守管理、⑤

社会的及び環境リスクについて勘案し、プロジェクト終了後も継続的な実施及び発展が

見込めることを確認し、プロジェクトの自立発展性は総合的に高いと判断される。 

 

３－３  効果発現に貢献した要因 

(1) 農民間普及手法の採用 
プロジェクトの普及活動を契機として養殖を始めた小規模農民の数は、2008年度以降

に急速に増加している。これは、プロジェクトにより育成された種苗生産農家が種苗生

産規模を拡大し、その顧客開拓のために農民間研修をより積極的に始めたことによる。

技術移転が、①専門家→政府普及員、②政府普及員→種苗生産農家、③種苗生産農家→
小規模農家と3段階に進み、そのたびに技術の受け手の数が幾何級数的に拡大していっ

たのである。本プロジェクトでは、種苗生産農家が実施したものを含めると実に455回
の研修・ワークショップ・セミナー等を2008年度末までに実施しており、参加者の累計

は1万3,336人に及ぶ。 
 

 (2) 既存蓄積技術の利用 



本プロジェクトで普及対象とした小規模養殖、種苗生産技術、共有池増殖技術は、ア

ジア工科大学 (Asian Institute of Technology ： AIT) 、メコン河委員会  (Mekong River 
Commission：MRC)、世界銀行（世銀）などの先行の養殖技術研究・普及プロジェクト

によって長期の技術的な吟味が行われてきたことにより、地域の自然・社会環境への適

性が高い。そのため、対象農民にとって受容のハードルが低く、実践率が高い。研修に

参加した人の90％程度が1年後も養殖を実施していることが州普及員のサンプリング調

査で判明している。 

 

(3) 伝統的家庭用水溜池の所有 

対象地域では、乾期の水不足の対策として自宅の近くに家庭用水や農業用水を確保す

るための溜池を掘る習慣がある。洗濯、食器洗い、沐浴などの日常活動や野菜栽培、家

畜の飲み水などの生産活動に必要な水源として200m2程度の小型溜池を住居の近くに

掘っている。乾期に乾燥してしまわないように池は2m以上の深さとしていることが多

く、種苗を放すだけですぐに養殖池になってしまうという養殖普及の好条件があった。

深いところから人力で土を撥ね上げるのは重労働であり、大人1人が1日1m3を掘削する

としても、400m3（200m2×2m）の池の新設には、1年以上の労働力が必要である。その

ため、池の新設には、労働力を補うために外部雇用者を利用することが多く、2009年の

インパクト調査によると農家平均（205戸）で1池当たり304米ドルを支出している。同

調査の農家の養殖魚販売による平均現金収入が209米ドルであることを考えると、決し

て少ない投資とはいえない。従って、もし対象地域の農家に溜池をもつ習慣がなく、お

のおのの池を掘削しなければならない状況であった場合、本計画のような急速な養殖普

及は望めなかったと考えられる。 

 

(4) 対象農家の意欲と資産状況 

プロジェクトでは、11の選考基準を設けて各対象州の中から4コミューンを選定し、

投入を集中することで先行事例としてのモデルコミューンをつくることをプロジェク

トデザインに取り入れている。選考基準には、貧困農家が多いことなどの条件もあった

が、養殖が確実に実施される条件についても重視され、結果的に選定コミューンは社会

経済指標の多くにおいて、州平均に比べかなりの優れた個人資質・資産を有することに

なった。養殖を実施する意欲が高く、条件の良い溜池を所有し、家族数が多く余剰労働

力があり、家畜・コメの生産量が多く肥料・飼料の入手が容易な農家が選考されている。

すなわち、ベースライン調査によって、より養殖が普及しやすい対象グループが選考さ

れ、有効なプロジェクトの実施に結び付いたといえる。同様に、プロジェクト実施中も、

普及員や種苗生産農家は、条件の良い池を所有していることを含め確実に養殖を始める

と考えられる農家を選定して普及を働きかけているために、効率よく多くの農家に養殖

を実践させることが可能となった。 

 

 

 

３－４  結論 



プロジェクトは、大きな問題もなくほぼ計画どおりの投入及び活動を行い、プロジェクト期

間内にPDMに指定された指標を大幅に上回る成果によってプロジェクト目標及び上位目標を

達成済みである。また、プロジェクトは、評価5項目のすべてにおいて高い評価が確認された。

従って、当初計画どおりの期間でプロジェクトを終了することが妥当である。 

プロジェクトの長期的自立発展性にとって、計画の後半に設立された種苗生産農家の養殖普

及ネットワークの組織能力の強化が非常に重要である。従って、構成メンバーの種苗生産技術

能力の向上と経営の安定的発展のため、メンバー間の相互協力（親魚の融通や種苗の販売協力

等）への支援を、残されたプロジェクト期間に継続実施することが望まれる。 

 

３－５  提言 

(1) プロジェクトの長期的自立発展性向上に資する養殖普及ネットワークの強化 

① 地方水産事務所やバティ種苗生産研究センターなどの政府機関の協力を得つつ、養殖

普及ネットワークの親魚交換機能等の強化、技術情報交換、相互研鑚等を通して、メン

バー農家の技術力の向上に対する自主的取り組みを支援する。 

② 生産種苗のメンバー間の売買や種苗マーケット情報の交換を通じた、種苗生産農家の

顧客増大に向けたネットワークの活動を活発化する。また、地方自治体による放流や養

殖振興事業のための養殖種苗調達に参加するための業者登録を促進させる。 

 

(2) 共有池増殖活動のモニタリング活動の強化 

共有池事業に関し、全関係者に対するプロジェクト投入の影響調査を強化する。22の共

有池サイトの分析に基づき、プロジェクトの結論としての共有池事業のベストプラクティ

スを提案し、その内容を共有池事業関係者と共有する。 

 

(3) 3段階の技術移転による農民間普及手法として整理 

プロジェクトが高い成果を上げた理由である3段階による技術移転を通じた農民間普及

手法の実践経験を、他の同様なプロジェクトの実施にも資するよう汎用性をもった文書と

してまとめる。 

（＊3段階の技術移転とは、①専門家→普及員、②普及員→種苗生産農家、③種苗生産農家

→小規模農家への段階的な技術普及手法） 

 

３－６  教訓 

(1) プロジェクトが指標を大幅に超える成果で迅速な養殖普及を行った大きな理由のひと

つは、以下に示す3段階技術移転による農民間普及システムをプロジェクトデザインに取

り入れかつ効果的に実践したことである。プロジェクトでは、次のように技術移転の対象

者が段階的に移り変わっていき、段階を経るごとに、幾何級数的に技術の受け手の数を増

やすことに成功した。 

1) 専門家からカウンターパート（政府普及員・技術職員） 

2) カウンターパートから種苗生産農家 



3) 種苗生産農家から小規模農家 

よって、3段階の技術移転による農民間普及の実施によって、農村環境に合致した養殖技 術
は効果的に対象農家へ浸透し生計の改善を促進することが可能となる。 

 

(2) 貧困村落に持続的な適正養殖を普及させるための重要なポイントは、小規模農家が継続

的に養殖を行うことができるよう、村落内において安定的に種苗を供給することにある。

プロジェクトでは、種苗生産農家の育成を通じて安定的かつ継続的に種苗を供給できる体

制を整えたことで、村落の小規模農家が養殖を始める基盤を整えた。よって、種苗生産能

力の強化は、小規模農家が生計向上のための養殖を始める動機づけに効果を発揮する。 

 

(3) プロジェクトでは、農民が日常生活のさまざまな目的に利用している溜池を養殖に活用

することで、農民が多額の費用負担をせず、また彼らの生計手段に大きな変化を及ぼさな

い形で養殖技術を普及することを可能とした。よって、農村における養殖開発は、農家の

生計戦略に適合した生産システムとすることが重要である。 

 

(4) プロジェクトが支援した種苗生産農家ネットワークは、定期的に会合を開催することを

通じてメンバー間における情報共有等を行い、メンバー農家の技術・経営上の能力向上に

貢献するとともに、養殖技術の農村への普及にも大きな役割を果たしていることが確認さ

れた。種苗生産農家ネットワークは、①種苗生産技術の共有、②種苗販売マーケティング

情報の交換、③相互資金協力の3つの事業を通して、メンバー農家の技術・経営上の能力

向上に役立つといえる。 

 

(5) 共有池増殖事業は、支援対象となる池の選定段階から共有池利用に係る全利害関係者と

ともに検討を進める必要がある。この点への留意が欠けている場合、円滑な事業実施を妨

げることにつながる可能性が高まるのみならず、利害関係者間の紛争につながる可能性も

ある。よって、共有池増殖事業は適切な実施段階を経て行われなければならない。すなわ

ち、現実的な選定基準の設定、全利害関係者の参加、モニタリング、資源管理活動、及び

監視活動が重要である。 

 
(6) プロジェクトは小学校、中学校、高等学校における養殖活動の導入を支援した。その結

果、学校が独自予算で養殖活動を開始する事例もみられ、またこれらの活動の結果、調査

を行ったすべての学校において関係者（生徒の親、親類、近隣の住民等）に対する養殖の

広報効果が確認された。よって、学校における養殖活動は、関係者及びその社会の養殖に

対する理解を広めることに貢献する。 

 


