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評価調査結果要約表 
１. 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 

所轄部署：ラオス事務所 協力金額（評価時点）：5.5 億円 

先方関係機関：農林省 畜水産局（MAF DLF） 

日本側協力機関：農林水産省 

 

協力期間 

(R/D): 2005 年 4 月～2010 年 4月 

（5年間） 

他の関連協力： 

１-１ 協力の背景と概要 

魚をはじめとする水産物はラオスの人々にとって最も重要な動物性蛋白源であり、ラオス政府は国家食
料安全保障の立場からその増産を図っている。天然及び人工水域からの漁業生産はすでに頭打ちの状態な
ので、水産物の増産には養殖の開発・普及が不可欠である。我が国は、養殖開発・普及を進めるために適
した方法（養殖技術、養殖経営方法、養殖普及方法）の確立と養殖普及能力の向上に資するために技術協
力プロジェクト（養殖改善・普及計画フェーズ１（AQIP1）及びフェーズ 2（AQIP2））を実施している。AQIP1
は 2001 年から 2003 年にかけて実施され、養殖改善・普及を推進する国立センターとして、畜水産局（DLF）
に属する国立養殖開発センター（NADC）の施設がプロジェクトの枠内で建設された。さらに、NADC 職員の
能力向上、ラオス全国の養殖情報の収集等が行われ、養殖普及に着手する基盤が築かれた。一方、FAO や
アジア工科大学など他ドナーが地方部において養殖振興にかかるプロジェクトを実施してきた結果とし
て、一般にラオス農民は魚を計画的に生産するという認識が希薄であるため、県・郡レベルで養殖普及を
一層強化する必要があることが分かった。以上のような背景から、フェーズ 2 の協力では、フェーズ１の
協力成果を最大限に活用し、養殖普及の地方展開に着手している。 

 

１-２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： 

専門家： 10 名（150 MM：プロジェクト終了時までの計画を含む） 
本邦への研修員受入れ： 18 名 
機材供与： 約14.5 百万円 （157,190ドル） 
施設整備： 約18.0 百万円 （195,000ドル） 

ローカルコスト負担： 約 64.6 百万円 
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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 36 名配置） 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野・氏名・職位） 
団長・総括 千頭 聡  JICA国際協力専門員 
養殖    白勢 隼人 JICA農村開発部参事役 
村落開発  龍澤 直樹 ラオス農林省計画局農業政策アドバイザー 
評価分析  土居 正典 インテムコンサルティング㈱ 専務取締役 
調査企画  渡辺 盛晃 JICAラオス事務所企画調査員 

＊加えてラオス側も合同評価者として参加 

調査期間 2009年 10月 7日～10月 27日(現地調査期間) 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）活動 

成果１の「パイロットサイトの立地条件と適合した養殖手法が実施される」を達成するために必要な活
動について、当初３年次までに全て終了する予定であったが、対象となるパイロット村の機能をより強化
するために、パイロット事業の期間を１年間延長した。それ以外の活動は概ね計画通りに実施された。 
 

（２）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。 
- 終了時評価時点で６種類のマニュアルが作成され、プロジェクト終了時までにあと２種類のマニュア

ルが作成される予定。 
- 2005年から2008年にかけてパイロットサイト対象農家の魚生産が平均122％増加した。 
- パイロットサイトの大部分の対象農家がプロジェクト終了後も養殖を継続する高い意欲を有してい

る。 
 
成果２：関係者（養殖農家、県・郡普及員及び県技術員）の養殖技術とその普及に関する能力が改善され
る。 
- 全ての対象県の県養殖ステーション（PAS）において、2名以上の職員が独自に研修を実施できる。 
- 全ての対象県の県農林局（PLFS）において、2名以上の職員が県養殖計画を作成することができ、PAS

と郡農林事務所（DAFO）職員に対して、養殖普及に必要な説明・指導を行うことができる。 
- 全ての対象郡のDAFOにおいて、2名以上の職員が農民に説明・指導を行うことができる。 
- 全てのパイロットサイトにおいて、2名が他の農家に普及を行うための村落養殖開発ワーカー（VADW）

として認証されている。 
 
成果３：協力重点郡の養殖農家が改良された養殖手法を導入する。 
- ８つの協力重点郡において、1,000農家以上が改良された養殖手法を導入している。 
 
成果４：立地条件に適合した養殖手法の普及に関して関係機関の機能と連携が強化される。 
- プロジェクトは、ラオスにおける持続可能な養殖開発手法として農村養殖振興パッケージ（RAPP）を

提案し、DLFによって公式に承認されている。 
- プロジェクトによる養殖普及活動を通じて関係機関の機能と連携は強化されたが、各機関の役割を明

確にした協力協定を結ぶまでには至っていない。 
 
（３）プロジェクト目標の達成度 
プロジェクト目標：協力対象4県で立地条件に適合した養殖手法が普及する。 
- ４県のパイロット村と普及村の合計約1,000人の養殖農家が魚の生産量を４０％以上増加させている

と推定される。 
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- 農村養殖振興パッケージ（RAPP）の考えにもとづき、対象県で県養殖開発戦略が策定され、県・郡レ
ベルの養殖普及の方向性が議論され、原則的な合意形成が図られている。 

 
（４）上位目標の達成度 
上位目標：協力対象４県で、立地条件に適合した改良養殖手法の普及を通じて、小規模養殖農家の生活が
向上する。 
- パイロット村での養殖生産量の伸び率は年平均30％であり、今後養殖を継続的に振興することにより、

上位目標の指標である対象４県での一人当たり魚の消費量を22kg／人／年とする可能性は示されてい
る。 

 

３-２ 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。 
 

- ラオスの一人当たり年間魚消費量は、インドシナ諸国の中で最も低い水準にとどまっている。近年、
消費量は徐々に増加する傾向はあるが、天然水域からの漁獲、供給量について今後大きく増大するこ
とは見込めない。したがって、現金収入だけでなく、自家消費も目的とした低コストの養殖について
基本的なニーズがある。 

- 本プロジェクトの内容はその開始時において「食料安全保障」及び「貧困削減」というラオス政府の
方針に合致しており、かつ現行の第６次計画（2006-2010年）の目標とも合致している。 

- ラオス畜水産局（DLF）では養殖振興、資源管理、水域環境保全およびポストハーベストを水産セクタ
ーの重点分野と位置づけている。なかでも、淡水養殖の振興は最も優先順位が高い。 

- 対ラオス国別援助計画において、「3つの援助目標」、「6つの重点分野」があり、本プロジェクトは
援助目標「『人間の安全保障』の視点から貧困削減を実現すべく、MDGｓの達成に向けた着実な歩みを
支援する。」、重点問題「農村地域開発及び持続的森林資源の活用」に位置づけられる。 

- 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、それぞれの地域にあ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。 
 

- 本プロジェクトでは2段階の普及アプローチが取られた。すなわち、当初はパイロット村（12村）に集
中した活動をおこない（成果１）、その後その経験を用いて普及村（54村）に活動を展開した（成果
３）。その中で関連する機関の政府職員および養殖農民の研修がおこなわれ、また日本人専門家およ
びNADCのカウンターパートらとのさまざまな共同プロジェクト活動により彼らの能力強化が図られた
（成果２）。パイロット村での活動は当初計画の3年間を4年間に延長しておこなわれたが、この対応
により種苗生産農家の能力向上が図られ、「農民から農民へ」の普及が機能した。これらの活動実績
をもとに農村養殖パッケージ（RAPP）が作成され、将来の養殖開発ツールとしてDLFで公式に承認され
た。また、プロジェクト終了後の養殖普及について、RAPPの考え方に沿って対象4県の県養殖普及開発
戦略（RAPP）が作成され、関連機関の合意形成が図られた（成果４）。これら一連のプロジェクトア
プローチはプロジェクト目標を達成するために効果的かつ効率的であった。 

- RAPP実効性の要は村落クラスター毎に認定される村落養殖開発ワーカー（VADW）が行う自発的な養殖
普及である。パイロット村ではすでに種苗生産農家や女性同盟（WU）による養殖グループが育成され
ており、他村での種苗販売とそれに伴う技術ガイダンスなどVADWとしての自発的な活動が一部で開始
されている。 

- プロジェクトでは当初から計画されていた農家個人での養殖に加え、WU、コミュニティ、学校などに
よるグループ養殖について実証試験を行い、個人養殖、グループ養殖双方を振興していることからプ
ロジェクト目標を達成した。 
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（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。 
 

- フェーズ 1で整備強化された NADC やカウンターパートを活用して投入の効率性を高めた。 

- 日本側、ラオス側の投入およびタイミングは質、量ともに概ね計画通り実施された。プロジェクトの
前半ではNADCへのカウンターパートの配置や運営予算について不十分な点があったが、その後のラオ
ス側の努力によりNADCセンター長および3名の新スタッフの公式な配置が図られ、改善された。 

- 日本側では関連機材の投入とともに、NADCや県養殖ステーション（PAS）の施設整備をおこなった。こ
れらの機材、施設はプロジェクト活動、とりわけ農民研修や種苗生産において有効に活用された。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトの正のインパクトが確認される。 
 

- 農村部の養殖は現金収入だけでなく、自家消費用の魚供給源として重要である。プロジェクトによる
調査ではパイロット村の養殖農家の大半（71%）を占める小規模農家（年間生産量100kg以下）では生
産量の約60%が自家消費用にあてられている。また、中規模/大規模の養殖農家では自家消費に加えて
村内への魚供給に貢献している。プロジェクトによる養殖普及は一人当たり魚消費量を増加させ、生
活水準の向上に資するという上位目標に向けて、正のインパクトを引き出している。 

- 本プロジェクトではあらゆる活動において農村女性の参加を積極的に促した。特に、プロジェクトが
力をいれたWU 9グループによる養殖は良好な成果をあげた。WUによるグループ養殖の便益は多くの場
合、メンバー間で分配するのではなく、WUの活動や村の社会保障の原資とされている。プロジェクト
の養殖普及活動は対象地域農村女性のエンパワーメントに大きく貢献した。 

- プロジェクトはまた個人養殖農家の自発的なネットワーク形成というインパクトを醸成した。サヤブ
リ県の一種苗生産農家は他村の先進農家7軒を集めた農家ネットワークを形成し、種苗や親魚の融通、
共同での機材調達、情報の共有などの活動を開始している。 

- プロジェクト活動をきっかけとした社会的なインパクトもみられる。例えば、これまで交流が少なか
った民族間の交流促進、村人全員が参加する作業による相互扶助意識の高揚などである。 

 

（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について
さらなる検討が必要である。 

 

- RAPPはプロジェクトの成果に基づき、ラオス政府が表明しているクラスターアプローチと言う新しい
地方開発方針に則って作成された養殖振興の技術パッケージであり、DLFが承認している。すなわち、
VADWの認定制度を含むRAPPはプロジェクト終了後のロードマップと位置づけられ、ラオス政府は県レ
ベルおよび郡レベルでそれを具体化するために継続して努力をおこなうということを確認した。 

- パイロット村12村では養殖普及の中心となる種苗生産農家あるいは中核農家が育成され、一般養殖農
家に対する情報発信をおこなっている。先進的な養殖農家の中からDLFにより認定されたVADWは種苗販
売など経済的なインセンティブだけなく、社会的なインセンティブを持って自発的な養殖普及をおこ
なうことが期待される。養殖技術「農民から農民へ（ＦＴＦ）」普及アプローチの有効性については
他の国でも実証されており、公的な普及サービスを補完するものとして高い自立発展性を持つ、と思
われる。 

- 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、若干の懸念は残る。
しかしながら上記のVADWによるFTF普及アプローチは、地方政府の普及活動を補完すると思われる。

- 本プロジェクトではじめて取り組んだWUによるグループ養殖は個人ではなくWUあるいは村の収益源と
して受け入れられている。村社会の利益のために労働するというのはラオスで伝統的な活動であり、
WU養殖グループのメンバーは養殖活動を継続する意思を有している。また、WUの活動を養殖普及に取
り込むことはRAPPで位置づけられており、持続性は高いと判断される。 
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３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

該当なし 

 

（２）実施プロセスに関すること 

貢献要因としてはプロジェクト専門家の個人的ネットワークを通じ、数多くの関係機関と連携した活動
をおこなった点を指摘できる。プロジェクトが調整した主な活動は次のとおりである。 
- ウドムサイ県で村の集会所の3ヶ所の建設（日本のNGO、2団体との連携） 
- 共同研究の推進（LARReC、ラオス大学、国際農林水産業研究センター（JIRCAS）、東海大学、東京大

学など） 
- 資金源とのパイプ（長尾財団による魚類調査と環境教育） 
- 現場での連携と研修（SEAFDECおよびAIT） 
- 他の類似プロジェクトとの連携（FORCOM） 

 これらの活動は村人およびカウンターパートの能力強化に寄与した。 

 

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 

該当なし  

 
（２）実施プロセスに関すること 
阻害要因としては自然災害があった。特に2009年はプロジェクト対象県のうちウドムサイ県、サヤブリ

県、サラワン県の一部養殖場が洪水による被害を受けた。一方、サバナケット県では雨量不足で養殖池の
水量が不十分であった。このような自然災害はパイロット村、展開村の養殖活動が安定しない要因のひと
つであった。 

 

３-５ 結論 

本プロジェクトでは2005年のプロジェクト開始時から現在まで、農村地域の魚養殖に関する技術マニュ
アルの作成、機材供与、NADCやPASの拠点施設整備、政府職員および養殖農民に対する理論的および実務的
な技術研修の実施など一連の養殖普及活動を実施した。その結果、対象地域の養殖生産量は増加し、養殖
普及手法パッケージとしてRAPPが作成され、DLFに承認された。プロジェクトは高い有効性、効率性を持っ
てプロジェクト目標をほぼ達成しており、残りの期間ですべて達成することが見込まれる。 
また、本プロジェクトは農村コミュニティに対して多くの正のインパクトを与えている。すなわち上位

目標に掲げられている養殖を通じた生活水準の向上だけでなく、ジェンダー主流化、先進的な養殖農民の
ネットワーク化および異なる民族間の友好関係の構築などである。DLFおよび関連する中央および地方組織
はプロジェクトで導入され、検証された養殖普及活動の継続性を確保するための努力を続けるという強い
意志を持っている。そして、RAPPに示された「農民から農民へ（ＦＴＦ）」の普及アプローチはVADWのイ
ニシアティブにより機能すると判断される。 
これらにより本プロジェクトはR/DおよびPDMの計画どおりに終了することが出来る。プロジェクト側で

は以下の提言を踏まえ、残されたプロジェクト活動を円滑に遂行することが期待される。 
 

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) 種苗生産農家への支援強化（プロジェクトへの提言） 
 対象地域では種苗の需要が増大しており、種苗生産に興味を示す養殖農家の数が増加している。実際、

いくつかの個別養殖農家、WUおよびVAPCではすでに種苗生産を開始している。プロジェクトの残り期間に
おいてはこれらの種苗生産農家あるいはグループに対して集中的な技術支援の実施を要望する。また、可
能なところからVADWのネットワーク化を図っていくことを提言する。このようなネットワークは種苗生産
において経験のある農民から初心者に技術移転をおこなうなど、相互協力的な活動の活性化につながる。
さらに、種苗場の施設、機材の建設や改善をおこなううえで、種苗生産農家が農業振興銀行あるいは他ド
ナーなどの資金ソースを利用できるよう指導していくことを合わせて提言する。 
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(2) VADWの活動モニタリングとその報告（プロジェクトへの提言） 
 2009年10月パイロット村から選ばれた24名がVADWとして認定された。これらVADWらはそれぞれの村落

クラスターにおいて養殖普及活動をおこなうことが期待されている。プロジェクトはRAPPの効果を実証す
ることを目的に、彼らの普及活動を綿密にモニタリング並びに指導し、受動的および能動的な養殖普及に
ついての成功例を報告願いたい。 
 
(3) 県養殖普及アクションプランの作成（対象県農林局への提言） 
 県養殖開発戦略（PADS）はプロジェクトおよび対象となる県農林事務所（PAFO）、県養殖ステーショ

ン（PAS） および郡農林事務所（DAFO）の共同作業で策定された。PADSにもとづき、各県では詳細な行動
計画が作成される必要がある。計画内容には予算、期間、具体的な担当機関などが含まれ、それぞれの地
域の関係機関により承認されなければならない。この計画の策定を進めるため、プロジェクトは可能な範
囲で地域の関係機関を支援していただきたい。 
 
(4) クラスターアプローチの枠組みでのRAPPの実施（畜水産局への提言） 
 農村部における養殖振興手法の標準パッケージとしてプロジェクトが開発したRAPPは、農民の行政サ

ービスへのアクセス改善を図るためラオス政府が採用しているクラスター開発方針と一致している。政府
の村落クラスターアプローチはいまだ全国的に大きく展開されているわけではないが、DLFはプロジェク終
了後、関係機関と協力して本プロジェクトの展開サイトにおけるRAPPの実施促進を図って欲しい。 
 
(5) 複合養殖、学校養殖の振興（畜水産局への提言） 
 FORCOMと連携したプロジェクト活動の経験から、養豚を組み込んだ施肥養殖、稲田養殖など魚と畜産

や農業を組み合わせた複合養殖のポテンシャルが確認された。また、学校養殖は将来の養殖振興の一手法
と思われた。将来の養殖プロジェクトにおいてはこれらの養殖活動を取り込んでいくことを提言する。 
 

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） 

(1) WUの活動強化 
本プロジェクトを通じてWUによるグループ養殖が適切に実施されたこと、そして参加した女性の社会的

な力が向上したことは注目すべきである。彼女らは養殖あるいは種苗生産から共通の資金を捻出し、その
資金をメンバーの出産や病気時など必要時の相互扶助の原資にあてている。このように、WUの養殖活動は
プロジェクト終了後も継続しておこなわれる可能性が高いと思われる。また、ラオスでは全国ほとんどの
村でWUが組織化されており、グループ養殖を円滑に実施するための強い結束力を有していると思料される。
WUのようなポテンシャルの高い既存組織への支援は、一から組織を造り支援するよりも、少ない支援で持
続的・効果的に活動が展開する。WU活動の振興についてのプロジェクトの経験は他の村落開発活動におけ
る良い参考事例になり得る。 
 
(2) 「農民から農民へ（ＦＴＦ）」の普及アプローチの有効性 

 本プロジェクトを通じて、養殖農民数を増やし、さらに行政による普及効率を高める、と言う観点から
「農民から農民へ」の普及アプローチの有効性が示された。このような農民間の普及アプローチは、中心
となる裨益者に経済的なインセンティブ(種苗販売による現金収入)や社会的な地位（VADWといった公式に
任命された地位）が適切に付与されると言う仕組みを構築することで、養殖だけでなく、他の村落開発プ
ロジェクトに応用できると思われる。 
 
(3) 貧困削減におけるグループ養殖の意義 

 プロジェクトが実施したモニタリング調査によると一般的な傾向として養殖農民は非養殖農民より裕福

であることが示されている。養殖開発はそのような二つのグループの経済的なギャップをさらに拡大する

場合があるかも知れない。このため、プロジェクトでは VAPC の調整機能および低所得非養殖農家や女性が

参加するグループ養殖の振興を通じてこのような社会的な観点に注意を払ってきた。特に、村落構造を考

えた場合、市場経済ではなく、コミュニティの結束と調和を重視して行動する傾向が強い対象者の社会的

文化的な価値観を理解することが重要である。しかしながら、WUによるグループ養殖は成功した一方、 
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低所得層にある農民グループはおそらくはその脆弱性によりグループ活動を持続することができなかっ

た。農村部においてかかる貧困層への対策については養殖振興も含め、それ以外の多くの村落開発プロジ

ェクトにおいて今後の課題として残されている。 

 

３-８ フォローアップ状況 

該当なし 

 

 

  


