
評価調査結果要約表（和文） 
 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：バッタンバン農村地域振興開発計画 

分野：農業・農村開発 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：約 3 億円 

協力期間 (R/D)2006 年 11 月 30 日〜

2010 年 3 月 31 日（3.5 年） 

先方関係機関：農林水産省農業地改良局、同農業

普及局、バッタンバン州農業局 

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、農村部の人口が 8 割を占め、貧困層の 9 割が

農村部に居住し、その生活を農業に頼っている。このため、カンボジア政府は、経済発展及び貧困削

減のために農林水産業の振興を重要課題としている。カンボジアではコメは最重要農産物であり、農

産物の付加価値の 43%を占めている。また、1995 年からコメの国内自給を達成しているものの、平均

収量は 2.49t/ha（2006 年）とインドシナ地域でも最低レベルで、また品質は一部を除いて競争力はなく、

農村経済及び国内経済伸張への貢献度は低い状態にある。また、カンボジア国農林水産省（Ministry of 

Agriculture, Forestry and Fisheries：MAFF）は「作物多様化を図る」という目標を掲げているものの、具

体的な政策とアクションプランの欠如、行政官の能力不足、予算不足等から特定の作目を打ち出すに

は至っていない。 

 これらの課題を受け、MAFF はバッタンバン農業生産性強化計画（Battambang Agriculture Productivity 

Enhancement Project：BAPEP）の実施をわが国政府に要請、2003 年 4 月より 2006 年 3 月まで JICA 技

術協力プロジェクト「バッタンバン農業生産性強化計画」が実施された。BAPEP では、灌漑受益地（コ

ンピンプイ地区）を中心とし、農民による優良種子生産普及と、精米業者との高品質モミの買い上げ

契約を推進、その結果、公的機関の検定による信用のおける種子供給と生産技術指導による利用者拡

大が確認された。また、水稲の収量は、水利組合支援による水管理の改善とあわせて向上し、さらに

地域に根ざした地域単位の調査に基づいて作付け計画づくりを推奨して、作目の多様化を推進、プロ

ジェクト目標の達成が確認された。 

 MAFF は、BAPEP の成果をバッタンバン州の他地域へと展開させるため、州農業局（Provincial 

Department of Agriculture：PDA）と試験場、州・郡レベルの普及との連携強化を図り、農民の営農改善

並びに市場流通を考慮した農業普及サービスの充実をめざし、その支援を JICA に要請した。事前評価

調査では、稲作を中心とした営農を営むディストリクト（郡）から開発優先度・営農ポテンシャルの

高い 4 郡 4 コミューン（村・町地区）が支援対象地区として選定された。その後、MAFF バッタンバ

ン州農業局をカウンターパート（C/P）として 2006 年 11 月 30 日より 2010 年 3 月 31 日まで約 3.5 年間

の予定で JICA 技術協力プロジェクト「バッタンバン農村地域振興開発計画（Battambang Rural Area 

Nurture and Development Project: BRAND）」が実施されている。 



１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

バッタンバン州のプロジェクト対象郡で、農家の営農体系が改善される。 

 
（2）プロジェクト目標 

プロジェクト対象コミューンで、農家に対する農業普及サービスが充実する。 

 
（3）成果 

成果１：対象コミューンの農業ポテンシャルと農家の普及ニーズに合致した普及計画が策定される。

成果２：農家のニーズに合致した、普及に適当な改善された農業技術・手法が開発される。 

成果３：対象コミューンで、農家のニーズに合致した、農業普及活動が実施される。 

成果４：農業生産・流通・政策に関係している組織の間の連携が強化される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家 3 名      機材供与       4 万 7,005 米ドル 及び 218 万 6,330 円 

短期専門家 9 名      ローカルコスト負担  57 万 4,124 米ドル 

研修員受入れ 2 名     タイ及びラオスにおける技術交換 3 名 

カンボジア側： 

C/P 配置 17 名 

プロジェクト事務所スペース及び事務所光熱費等 

２．評価調査団の概要 

調査団 総括/団長  鈴木 康次郎          JICA カンボジア事務所 所長 

農営改善  宮永 豊司  元（社）日本農業機械化協会 専務理事 

評価計画１ 渋谷 幸弘  JICA カンボジア事務所 所員 

評価計画２ 目黒 祥子  JICA 農村開発部水田地帯第一課 職員 

評価分析  清水 研        ビコーズインスチチュート（株） 

調査期間：2009 年 11 月 6 日～2009 年 12 月 22 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 

（1）アウトプット 1：対象コミューンの農業ポテンシャルと農家の普及ニーズに合致した普及計画が

策定される。 

 

 アウトプット 1 は当初予定どおり達成されている。 

指 標 実 績 

1-1）対象コミューンの普及

計画が策定される 

 

1-2）上記普及計画がモニタ

リングや評価活動を通じて

改善される。 

対象コミューンの普及計画が農業生態系分析（Agro-Ecosystem  

Analysis：AEA）等を基に Action Plan という形で策定された。 

 

上記 Action Plan は、その後 2 回のワークショップ開催を経て 

改善され、最終版が策定された。 

 

 
（2）アウトプット 2：農家のニーズに合致した、普及に適当な改善された農業技術・手法が開発され

る。 

 

 プロジェクトは現時点で当初予想を上回る実績を上げている。 

指 標 実 績 

2-1）稲作営農のためのガイド

ラインが開発される。 

 

 

2-2) 対象 23 村の各村に少な

くとも 1つのデモ農場が展開

される。 

 

7 種の技術情報書が作成、配布された。また栽培・営農マニュア

ルも作成段階にあり、プロジェクト終了時までには普及員や農家

に配布されることになっている。 

 

2009 年までに対象全 23 村において 36 カ所のデモ農場を展開し

た。 

上記デモ農場に加えて、多くの農家の要望に応え 19 カ所で追加的

ワークショップを開催した。 

 
（3）アウトプット 3：対象コミューンで、農家のニーズに合致した、農業普及活動が実施される。 

 

 アウトプット 3 は既に達成されている。ただし、農民グループ支援については今後 PDA によって引

き継がれ、継続される必要がある。 

 

 



 
指 標 実 績 

3-1）ファーマーズ・フィール

ド・ディ（Farmers Field 

Day：FFD）等の普及活

動が対象 23 村のデモ農

場で実施される。 

 

3-2）23 村に設置した情報掲

示板を通じた情報提供

がなされ農民からの情

報収集がなされる。 

2009 年には全 23 村における 36 カ所のデモ農場を中心に普及活動

を展開し、2009 年 11 月 5 日までに 2,680 名の参加農家数を得た。

これは追加で展開された 19カ所のワークショップの約 500名の参

加者を含む。また、短期専門家の活動と提言を紹介するため、7

つのセミナーを開催した。 

 

担当 C/P によって情報掲示板を通した情報提供活動が継続される

とともに、これまで 9 つの意見や要望が情報掲示板に設置した意

見箱に寄せられ、それらについてはプロジェクトあるいは PDA が

適宜対応した。 

 

 
（4）アウトプット 4：農業生産・流通・政策に関係している組織の間の連携が強化される。 

 

 プロジェクトにおいて多くの困難が見いだされたアウトプット項目である。しかし、アウトプット 4

のほとんどの活動は2008年に始まったばかりであり、実績の結果を判断するのはやや時期尚早である。

 
指 標 実 績 

4-1）すべての対象コミューン

が普及活動を反映した開

発計画を策定する。 

  

  

  

 4-2）ブランド米の規格基準が設

定される。 

4-3）ブランド米の認証システム

が確立される。 

4-4）ブランド米のためのモニタ

リングシステムが確立さ

れる。 

 

対象 4 郡の 37 コミューンのうち対象 4 コミューンを含む 20 コ

ミューンが、BRAND プロジェクトが作成した活動プロポーザ

ルを参考にデモ農場等の普及活動を盛り込んだ 2010 年度コミ

ューン開発計画を作成した。州の農村開発委員会はその計画を

承認したものの、2010 年度の予算確保には至らなかった。 

  

ブランド米の規格基準、認証システム、ロゴは既に確立・作成

され、3 つの精米業者がそのシステムに従ってブランド米の販

売ができる状況である。モニタリングシステムもバッタンバン

米振興委員会（Battambang Rice Promotion Committee: BRPC）会

議で検討のうえ認められ、2009 年現在そのシステムに従ってモ

ニタリングが行われている段階である。 

 

 



4-5）ブランド米のためのロゴが

作成される。 

 

4-6）プロジェクトの実績が公文

書に記載される。 

 

 

 
2008年の MAFF年次報告書において BRANDプロジェクトが言

及された。2009 年 9 月にはコメに関するセミナーを農村開発銀

行（Rural Development Bank: RDB）と共催し、関係省庁、民間

団体や各種援助組織などから約 100 名の参加を得た。農家、各

省庁や関係機関に対しても BRAND プロジェクトが広く紹介さ

れた。 

（5）プロジェクト目標：プロジェクト対象コミューンで、農家に対する農業普及サービスが充実する。

 

プロジェクト目標の達成状況は次のとおりである。 

指 標 実 績 

1）ワークショップ、セミナー、

FFD に参加した農家のうち、5

割以上が以下の技術１つ以上

を採用している。 

a) 塩水選 

b) 播種量 

c) 野菜苗 

d) その他プロジェクトで導

入された技術 

 

2）コメの市場環境が改善する。 

   2-1) FFD に参加した 5 割以上

の農家がバッタンバン・

ブランド米の存在を知っ

ている。 

 

 

 

2009 年 7 月に実施した調査結果によれば、BRAND の FFD に参

加した 56%の農家が種子塩水選及び温水消毒を実際に適用し

た。FFD に参加し田植してコメを栽培する農家は、2007 年の

90kg/ha の播種量から 2008 年には 66kg/ha に減少した。FFD に

参加した 42%の農家は BRAND の推奨施肥基準を活用した。 

 

 

 

 
 

 
2009 年 7 月に実施した調査では、FFD に参加した農家のうち

56%の農家がバッタンバン・ブランド米のことを認識している

とした。 

 

 

 

 



   2-2) すくなくとも 5 社の精米

業者がバッタンバン・ブ

ランド米提供業者として

認証される。 

現在までに 3 つの精米業者がブランド米供給業者として認証さ

れており、更に 3 つの精米業者が 2009 年末にコメ研磨機の導入

を予定しており、その後、認証される予定である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

 プロジェクトのアプローチの妥当性は高く、現地ニーズとも合致している。 

 
・プロジェクトの目標はカンボジア政府の農業政策、わが国の援助方針に合致しており、また、農

民や政府農業関連機関職員のニーズにも合致していることから、プロジェクトの妥当性は高い。

・稲作を中心とする農業活動は今後もカンボジア農村地域住民の重要な生産活動であり、営農改善

のニーズは引き続き大きい。農家の営農改善を図るというプロジェクトの上位目標はカンボジア

農村地域の大きな関心事である。 

・農家は営農のための技術へのアクセスだけでなく、マーケット情報へのアクセスも制限されてい

る現状がある。プロジェクトは現地の農業ポテンシャルに基づいた農業普及計画を策定して農業

普及サービスを提供するとともに、BRPC の立ち上げを支援することで、マーケットから農家に

対するバックワード・アプローチにも道を開き、地域活性化に貢献することが期待されている。

・プロジェクト対象地域選定が地域の農業生態系分析（AEA）を経て、貧困状況に配慮した選定基

準をもってなされたことは、プロジェクト目標や上位目標達成の上でも重要な基本要件を満たす

こととなった。 

 
（2）有効性 

 プロジェクトの有効性は高い。 

 
・プロジェクトは一部を残して、既にほとんどのアウトプット項目を達成しており、対象地域の農

民が生産性を向上するという成果も生まれている。 

・プロジェクト目標である「プロジェクト対象コミューンで、農家に対する農業普及サービスが充

実する」と各アウトプットの因果関係は次のとおりである。アウトプット 1 から 3 については、

農業普及活動実施に関する計画策定、農業技術・手法の開発、農業普及活動の実施であるため、

プロジェクト目標（特に指標 1）との因果関係は明らかである。またアウトプット 4の「農業生産・

流通・政策に関係している組織の間の連携が強化される」ことを通じて、農家はバッタンバン・

ブランド米の存在を知り、精米業者はより市場価値の高いバッタンバン・ブランド米の生産意欲

を示し、バッタンバン・ブランド米提供業者として認証されることを希望するようになったと考



えられる。そのため、プロジェクト目標とアウトプットとの因果関係は明確である。 

 

同時に、評価団は有効性における以下の懸念を示した。 

・デモ農場の生産性については、隣接する同様環境での比較栽培が行われていないために有効性を

完全に立証するに至っていない。 

・市場からのアプローチによる BRPC の活動と、農家を直接対象とする他の活動にギャップがあり、

リンクが有効的になされていない。プロジェクト活動の一貫性を確保するためにも、BRPC の設

立目的を改めて確認するとともに、民間業者と農家の双方に有利な活動となるよう配慮すること

が必要である。 

 
（3）効率性 

 プロジェクトの効率性は全体的に高い。 

 
・それぞれのアウトプットの達成状況は適切であり、各活動もほぼ予定通り行われた。投入も質的、

量的、投入タイミングに大きな問題はなく、プロジェクト目標達成のために効率的に用いられた。

・野菜のマーケット価格等の理由があり農家の反応がそれほどなかったために野菜栽培の活動を拡

大しなかったプロジェクトの判断には合理性がある。大きな成果は見いだせなかったものの、野

菜栽培やオレンジ栽培に関する農家の要請には適切な対応をしている。 

 
（4）インパクト 

  現地ステークホルダーが本プロジェクトの活動を継続できる場合には、プロジェクト終了後、将

来的に上位目標が達成される期待は持てる。同時に、BRPC によるバッタンバン・ブランド米の振

興については、BRPC への支援が地域の経済格差、貧富の格差拡大という負のインパクトを与えな

いか、今後 BRPC の方向性を注意深く見守る必要がある。 

 
（5）自立発展性 

  自立発展性においては、正負両面の指摘がある。たとえ本プロジェクト目標が達成されたとして

も、それはカンボジアの農業普及サービス、国家全体の農業開発という長く困難な歩みにおける一

歩に過ぎないからである。 

 
・農業開発の重要性については四辺形戦略、国家戦略開発計画、農業戦略開発計画等において明確

に述べられている。しかしながら、これらの政策及び計画等を実施するための予算は、農業開発

と灌漑開発の双方を合計しても 2006 年から 2010 年までの平均で国会歳出の 10％未満であり、極

めて限定的であるといわざるを得ない。 



・これまで援助機関や NGO による研修等を通じて、州や群レベルの普及員は一定レベルの技術や知

識を有している。普及員はこれらの技術や知識を活用し、農家への指導を行いたいと考えている

者も多い。しかしながら、普及員の給与、農家への巡回に必要となる車輌やバイク、その燃料代

が極めて限られている状況であることから、普及員による農家指導は限定的に実施されているに

過ぎない。この点も上述の予算配賦との関係が大きく、農業分野への予算配賦が増加しなければ

普及員による継続的な普及活動の実現は困難な状況にある。 

・農家の営農活動に大きな影響を与えたプロジェクトの営業改善技術は、基本的で農家にとってシ

ンプルかつ容易なレベルであったことから、技術の自立発展性は高い。 

・しかし、プロジェクト終了後に農業普及サービスを担っていくべきカンボジア側の財政問題は最

も大きな課題である。現状は財政面での自立発展性を大きく損ねており、今後、農業普及サービ

スを自力で展開していくのは困難である。この点をどのように解決していくのか、プロジェクト

が終了しようとする現時点でも明確な解決方針は示されていない。 

・一方で、プロジェクトが地域行政のコミューンに働きかけた結果、対象郡の 20 のコミューンがコ

ミューン開発計画に普及サービス活動を盛り込んだ。初年度である 2010 年度予算ではドナーや

NGO 資金の確保に至らなかったが、コミューンチーフらは今後も普及サービス活動を開発計画に

盛り込んでいく意欲を示している。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

1）包括的経済振興アプローチ 

BRPC のコンセプトはマーケットから農家支援を行うというバックワードのアプローチであり、

同時に将来的な地域振興の機会を提供した。 

 

（2）実施プロジェクトに関すること 

1）シンプルで容易な基本技術による営農改善 

プロジェクトで導入されたシンプルで容易な技術は、広く対象農家に受け容れられ実際に農業生

産性向上に貢献した。特に小規模農家であるほど、これらの技術の適用に際して追加的資源を必要

としないことから積極的に採用がなされている。このことからプロジェクトは貧困対策にも一定の

貢献をしたと評価できる。 

 

1）農業普及現場における積極的な普及アプローチ 

プロジェクトは農家の限られていた情報アクセスを改善した。連絡箱を備えた情報掲示板によっ

て、農家は知りたいことを知る機会を与えられた。初期のデモ農家選定において、地域のキーパー

ソンであるコミューンチーフ等を優先的に選定する戦略を採用したことは、その後の FFD や普及



の波及効果を高める結果につながった。現地調査中、多くの農家からプロジェクトの C/P、特に普

及員の積極的な活動に対する賞賛、賛辞を受け取った。 

 

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 

1）国家開発課題としての農村開発への道筋 

農業の生産性向上と生産物の多様化は農業セクター、国家開発課題における重要な領域である。

プロジェクトはその一歩であるが、今後の開発課題への道筋が明らかではない点は今後の課題であ

る。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

1）持続可能で貧困対策に資する経済成長という基本原則 

BRPC には農家代表が含まれておらず、また、「持続可能で貧困対策に資する経済成長」という

基本方針が BRPC のミッションであるかどうかも明らかにされていない点は今後の課題である。 

 
2）プロジェクトデザイン 

プロジェクトダイレクター3名に対する明確な責任範囲が示されておらず、これがダイレクター

レベルでの連絡調整不足を招いた可能性がある。 

 

３－５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（1）プロジェクトに対する提言 

 ＜簡易インパクト調査＞ 

   プロジェクトはデモ農場の生産性比較分析の簡易インパクト調査ととりまとめの実施を検討す

べきである。 

 
（2）BRPC とプロジェクトに対する提言 

 ＜明確な BRPC の基本方針＞ 

    BRPC は「持続可能で貧困対策に資する成長」を基本原則とする地域振興の方針を明らかにすべ

きである。BRPC が将来、農村代表をメンバーに選出するべきことも提言する。 

 
 ＜BRPC の年間活動計画、中長期計画＞ 

    BRPC は年間活動計画や、組織人員の育成を含む中長期的計画を策定し、今後定期的な見直しを

行うべき事を提言する。この点においては、適切でタイミングのよい外部支援が求められている。

 



（3）プロジェクト対象郡のコミューンに対する提言 

＜より現実的な普及計画＞ 

    すでに普及サービス活動を開発計画に含めたコミューンは、今後の資金確保につなげるため、よ

り現実的な普及計画となるよう内容を見直す必要がある。 

 
（4）農林水産省に対する提言 

 ＜プロジェクト結果の共有＞ 

   農林水産省は今後の普及活動の改善に向け、プロジェクトの成果を次のような関係者と共有する

ためにバッタンバン州 PDA に働きかける等、必要な措置をとることを検討すべきである。 

* 経済財務省（Ministry of Economy and Finance：MEF） 

* 地方分権・業務分散改革運営委員会（National Committee for the Decentralization and 

Deconcentration：NCDD） 

* 州/郡の開発執行委員会（Rural Development Committee or the Executive Committee：ExCom） 

* 農林水産省の関連部局 

* TV やラジオを通じた一般市民 

 
 ＜プロジェクトの実施知見と農業普及計画との統合＞ 

    農林水産省はプロジェクトが支援した簡易技術と持続可能な普及活動の仕組みを、全国レベルの

普及計画に統合することを検討すべきである。その手始めとして、プロジェクトの経験を他州の農

業局の普及活動に導入することを検討すべきである。 

 
３－６ 教 訓 

（1）「開発課題」解決に関する対話の必要性 

プロジェクト期間中に、関連プロジェクトの実施やその成果を活用してどのように開発目標に到

達すべきであるかに関して、関係者間でより多くの議論がなされるべきであった。プロジェクトは

上位目標の達成を目指して実施しているのであり、カンボジアの農業開発の観点からはプロジェク

ト目標に到達することが当該プロジェクトの最終的な目的では無い。しかしながら、カンボジアの

農業開発においては、政府による予算措置、行政制度、行政官の人材育成といった政府の課題から、

隣国からの経済的な影響、農業開発を推進する上での各種インフラの不備（灌漑施設、農道、市場、

電気等）など、極めて多くのボトルネックが存在している。よって、プロジェクトを実施している

期間においても、上位目標の達成に向け、これらボトルネックの解消に関連プロジェクト等との連

携によりどのような貢献ができ得るのか議論を行なっておくことが、プロジェクト終了後のカンボ

ジアの農業開発に一層貢献することになったものと考えられる。 

 



（2）上位目標の設定 

プロジェクトの上位目標は特定州（バッタンバン州）での成果の発現に限定されている。これに

よって国家レベルでの農業普及のあり方を考える機会が失われる結果になった。上位目標は現実的

なレベルにしつつも、開発課題を示すべきである。カンボジアの農業開発においては、上述のとお

り政策・計画レベルと現場の実態が大きく乖離している状況にある。また、上位目標に到達するた

めのボトルネックはさまざまに存在しており、単独のプロジェクトでこれらすべての課題に対応す

ることは不可能である。しかしながら、プロジェクトの実施に際し適切な上位目標を設定し開発課

題を示すことは、プロジェクトの実施を通じて関連するさまざまなボトルネックの存在とそれへの

必要な対応策を浮かび上がらせることにつながり、プロジェクト終了後における政府自身もしくは

他の主体による取り組みを通じて、カンボジアの農業開発に貢献し得る可能性が高まることになる

と考えられる。 

 

（3）普及活動のための財源確保に向けた中央官庁の関与 

   現状の国家の財政状況の早急な改善は望めないものの、農業普及活動の重要性にかんがみ、経済

財務省等のキーとなる関係者を合同調整委員会（Joint Coordinating Committee:：JCC）に関与させる

等の措置が重要である。 

 
（4）キャパシティ・ディベロップメントのアプローチ 

技術協力プロジェクトにおいては、プロジェクト目標達成の活動だけでなく、どのように対象国

の課題解決能力向上に対する働きかけを行うかを検討することも重要である。当該プロジェクトの

実施に際しては、あらかじめ定めたプロジェクト目標に向けた各種取り組みを行ってきたが、カン

ボジアの農業開発の観点からはプロジェクト目標の達成はカンボジアの農業開発に対する一部の貢

献でしかない。プロジェクトが終了したのちにおいて、カンボジア政府自身がカンボジアの農業開

発により主体的かつ継続的に取組んでいくためには、プロジェクトが確実に目標を達成するのみな

らず、プロジェクトの実施を通じてカンボジア政府自身が課題解決能力を向上させていくことが不

可欠である。 

 
（5）現地事情に則した柔軟で積極的なプロジェクト活動の展開 

   対象地域の現地事情に即した適正な技術と普及方法の採用という、柔軟で積極的なプロジェクト

活動の展開は成功にとって重要な要素である。 

 

（6）プロジェクト実施における責任範囲の明確化 

   プロジェクト実施準備段階からプロジェクトダイレクター等のマネジメントおよび意志決定の責

任範囲を明確にし、プロジェクト実施に混乱が生じないように留意する必要がある。 



 


