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セネガル 

「総合村落林業開発計画プロジェクト」 

 

外部評価者：財団法人国際開発高等教育機構 高木桂一 

０．要旨 
本事業は、セネガル乾燥地において、住民参加により生計向上及び自然資源管理を

促進することを目的に実施された。評価項目である妥当性に関しては、本事業がセネ

ガル国の開発政策、開発ニーズ、そして日本の対セネガル援助政策のいずれにも合致

しており高いと言える。一方、有効性・インパクトについては、プロジェクト目標で

ある持続的な自然資源管理活動普及モデル（PRODEFI モデル）は開発され、支援対象

村落及びその近隣村落では実用化され実績を上げたものの、その外へは普及しておら

ず、達成度は中程度である。効率性においては当初本体フェーズの計画が過大で、後

に大幅に計画が変更され、当初の目的を果たすために延長フェーズが実施されており、

その評価は中程度である。持続性においては、本プロジェクトはプロジェクト対象地

域内での自然資源管理活動の持続性と、PRODEFI モデルの対象地域外での波及という

持続性の二つの持続性を目指すことを基本方針としていたが、前者は達成されたもの

の、後者においては達成されたとは言えないことからその評価は中等度である。以上

より、本プロジェクトは一定の効果を発現したものの、一部課題があると評価される。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

    

＜支援対象村落の植林地＞ 

 

1.1 協力の背景 

 セネガルは人口の 6 割が農村住民であり、自然環境に左右されやすい第 1 次産業

に従事している。しかしながら 20 年以上にわたる干ばつに加え、土地の乱開発・過

放牧・森林火災等の影響により砂漠化の進行は深刻化しており、地域活性化の大きな

阻害原因となっている。これらの悪循環は森林資源の減少による地域生態系の悪化や

土壌の劣化及び地域住民の低い意識が大きな原因となっていることからセネガル政府

は森林活動計画を策定し、生態系回復を目指した植林活動を実施している。本事業は、

  
プロジェクトサイト  
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セネガルの農村地域住民が主体となって村落資源管理と利用を行う村落林業促進のた

めの開発モデルの策定と、策定された村落林業・村落振興モデルの普及の支援を内容

としたものである。 
  

1.2 協力の概要 

上位目標 
対象地域 1住民により持続的自然資源管理活動が開始され実施さ

れる。 

プロジェクト目標 

本体フェーズ：「対象地域において持続的な自然資源管理活動普及

モデルが作成される。」 

延長フェーズ：持続的自然資源管理普及モデルである PRODEFI モ

デルを展開し、同モデルに必要な改善を加え、対象地域内で活動

の普及を図る。 

成果： 

本体フ

ェーズ 

成果 1 
自然環境や社会経済状況に関するベースラインデータが収集され

る。 

成果 2 
ボランティア農家を育成するための研修プログラムが形成され

る。 

成果 3 研修計画が見直され、農家が研修を受ける。 

成果 4 
ボランティア農家のネットワークを利用する普及手法暫定モデル

が実施される。 

成果 5 
地域にある資源が、最低限の支援により、住民のイニシアティブ

で動員される。 

成果 6 PRODEFI モデル実施の結果が広報される。 

成果 7 PRODEFI 事業のスタッフの能力が向上する。 

成果：

延長フ

ェーズ 

成果 1 各対象村の社会経済及び生態系に係る基本データが収集される。 

成果 2 対象村の村人と共に研修プログラムが策定される。 

成果 3 研修プログラムに基づき村人が研修を受ける。 

成果 4 
持続的自然資源管理に係るエクステンションモデルが研修員の普

及ネットワークを通じて実践される。 

成果 5 
研修後、持続的な自然資源管理活動を継続するため、村人によっ

てローカルリソースが活用される。 

成果 6 PRODEFI モデル実施の成果が広くアクセス可能なものとなる。 

成果 7 PRODEFI 事業 の管理、調整、コラボレーション能力が強化される。 

投入実績 
本体フェーズ 

【日本側】 

                                                   
1 対象地域（=プロジェクト介入村落）はカオラック州ニョーロ県のバオボロン川周辺地域に位置す

る 30 村で、人口は 30 村の合計で 10,583 人である。 
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1. 専門家派遣 17 人 

長期専門家 8 人、短期専門家 9 人 

2. 研修員受入 9 人 

3. 機材供与  4,271 万円 

【セネガル国側】 

1. カウンターパート配置 6 人 

2. 土地 (本部事務所、ニョーロ事務所用地等) 

3. ローカルコスト負担 約 150 万円 

 

延長フェーズ 

【日本側】 

1. 専門家派遣 12 人 

長期専門家 8 人、短期専門家 4 人 

2. 研修員受入 4 人 

3. 機材供与  930 万円 

【セネガル国側】 

1. カウンターパート配置 6 人 

2. 土地 (本部事務所、ニオロ事務所用地等) 

3. ローカルコスト負担 約 824 万円 

 

協力金額 
本体フェーズ 6 億 5132 万円 

延長フェーズ 2 億 1671 万円 

協力期間 
本体フェーズ 2000 年 1 月 15 日 ～ 2005 年 1 月 14 日 

延長フェーズ 2005 年 1 月 15 日 ～ 2008 年 3 月 31 日 

相手国関係機関 環境・自然保護・滞水池・人造湖省水森林狩猟土壌保全局 

我が国協力機関 林野庁 

関連案件 青年海外協力隊（JOCV） 

 

 
1.3 終了時評価の概要 

1.3.1 終了時評価時の上位目標達成見込み 

 

1.3.1.1  本体フェーズ 

上位目標は、本事業で開発されたPRODEFIモデルを活用するドナー、NGO等の援助機

関の数と、同モデル 2を継続活用する住民の人数を指標としていたが、前者の指標に

                                                   
2 本事業では PRODEFI モデルと名付けられた参加型開発事業のモデルの設計と普及を主な目的と
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ついては終了時評価時点では顕著な進展は少ないが、後者ではニョーロ地域で顕著な

増加が見られた。 

 

1.3.1.2 延長フェーズ 

PRODEFI モデルを採用した他ドナー及び NGO 等の援助機関はなかったが、他ドナー

が支援するプロジェクトとの連携協定が結ばれるなど、上位目標の達成に向けて各種

取り組みがなされており、同目標達成の見込みは高いとされた。 

 

1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

 

1.3.2.1 本体フェーズ 

プロジェクト目標の指標である PRODEFI モデルの入手しやすさ、受け入れやすさ、

実施しやすさなどの PRODEFI モデルの出来具合は依然として検証の域を出ないものの、

4 対象地区のうち少なくとも 2 地区では実証されつつあり、プロジェクト目標は概ね

達成される見込みであると判断された。 

 

1.3.2.2 延長フェーズ 

プロジェクト目標の指標①「研修参加者の普及ネットワークを基盤にした PRODEEFI

モデル（英仏語版）が利用可能である」の達成状況としては、ドラフト・ユーザーズ・

マニュアルが作成され、プロジェクト終了時までには最終版が完成予定であった。指

標②「PRODEFI モデルのマニュアルの配布数」の達成状況としては、ドラフト・ユー

ザーズ・マニュアルが森林局に 40 冊、カオラックの NGO や他ドナー等関係者に 50 冊、

他の地域の関係者に 2 冊配布された。指標③は PRODEFI モデルの関連組織のコメント

であり、セミナー参加者のインタビューでは、PRODEFI モデルは地域住民による持続

的な自然資源管理のためのアプローチとして適切とのコメントであった。 

 

1.3.3 終了時評価時の提言内容 

 

1.3.3.1 本体フェーズ 

1） セネガル政府は、プロジェクトで開発された PRODEFI モデルを自ら活用すると

ともに、他のドナーや NGO など実際の活用者を探す活動を行うべきである。 

2） セネガル政府は、地域住民が彼ら自身の活動を持続的に行っていくことを支援

するため、現地における普及サービスとモニタリングを継続すべきである。 

                                                                                                                                                     
している。PRODEFI モデルは、①住民の住んでいる現地で研修を行うこと、②地域のリソース（人・

物・資金）を最大限活用すること、③研修内容は植林、野菜栽培など地域のニーズにあったものと

すること、④研修の参加者を選別せず多数を対象に実施することを特徴とする。PRODEFI モデルの

実施と普及は行政、援助機関、NGO 等が行う。 
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1.3.3.2 延長フェーズ  

1） プロジェクト活動の自立発展性（持続性）の確保に向けて、プロジェクトの成

果を持続・発展させていくために、ダカール森林局が住民への技術支援を引き

続き行う。  

 

2） ダカール森林局は、ニョーロ森林事務所による住民への支援活動を効果的なも

のとするため、車輌の燃料や維持管理の予算を確保することが重要である。 

 

3） 他のドナー等が PRODEFI モデルを採用するには、セネガル政府森林局がその効

果をわかりやすく説明するなどして、引き続き働きかけることが重要である。 

 

これらの終了時評価の提言への対応について、セネガル政府は対象村落及びその近

隣の村落では PRODEFI モデルを活用し、村落住民への技術の普及とモニタリングを実

施しているが、モデルを普及させるための他の援助機関への働きかけなどの活動は行

っていない。その他の詳細な対応については有効性と持続性の評価の項に記した。 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 高木桂一 （財団法人国際開発高等教育機構） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2011 年 1 月 11 日～2011 年 11 月 30 日 

 現地調査：2011 年 2 月 14 日～2 月 28 日、2011 年 6 月 1 日～6 月 30 日 

 

2.3 評価の制約 

 特になし。 

 

3．評価結果（レーティング：C 3） 

3.1 妥当性（レーティング：③ 4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 

本事業本体フェーズ開始時のセネガル政府開発計画である「第 9 次国家経済社会開

発計画（Plan d'Orientation pour le Développement Economique et Social 1996～

                                                   
3 (A)非常に高い／(B)高い／(C)一部課題がある／(D)低い、の 4 段階評価。 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 



 

 6 

2001）」では、同国の経済、社会、食糧、環境等の各分野の取組に対する基本方針が示

されており、森林分野については 1993 年に策定された「セネガル森林行動計画（PAFS）」

においても 1981 年に策定された森林開発行動計画を引き続き推進していくことが記

されており、本体フェーズ計画時点での本事業と開発政策の一致を示していた。セネ

ガル政府は 2002年に貧困削減戦略ペーパー（PRSP：2003年-2005年)、後に PRSPII（2006

年-2010 年）を策定し、これらが国家経済社会開発計画に替わって国家の最上位開発

計画となったが、セクター別政策等において森林分野の重要性が示されており、延長

フェーズ終了時まで引き続き本事業と開発政策との一致を示している。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 

セネガルの人口は 6 割が農民であるが、20 年以上にわたる干ばつに加え、土地の乱

開発・過放牧・森林火災等の影響により砂漠化は深刻化しており、地域経済活性化の

大きな阻害要因となっている。これらの悪循環は、森林資源の減少による地域生態系

の悪化や土壌の劣化及び地域住民の森林保全への低い関心が大きな要因になっている

ことから、本事業の主旨は開発ニーズと合致している。 

 

本案件はセネガルの開発課題である持続的開発や自然資源劣化対策として重要な持

続的自然資源管理に合致し、対象となっている「落花生盆地」地域の課題である土壌

劣化や土壌浸食対策などにも対応しており当該地域のニーズにも合致している。 

  

また、本事業で開発された PRODEFI モデルにおける研修の特徴は、①住民のニーズ

に柔軟に対応し、②村落のリソースを最大限に活用し、③住民が誰でも参加できるこ

とであるが、これらの PRODEFI モデルの特徴は、住民参加による社会林業、アグロフ

ォレストリーの普及および普及手法の開発を課題としていた行政（森林局）側と、生

計向上と生活向上を優先とする住民の双方のニーズに合致している。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 

本事業実施前の日本のセネガル国別援助方針は 1995 年に策定されたもので、重点分

野として環境（砂漠化防止）をあげ、支援内容は苗木供給、植林運動としており、本

事業の目的、活動内容と合致している。 

 

3.1.4 評価まとめ 

以上より、本プロジェクトの実施はセネガル国の開発政策、開発ニーズ、日本の援

助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 
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3.2 有効性・インパクト（レーティング：②） 

 

3.2.1 有効性 

 

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

（１）本体フェーズ 

JICA 提供資料による各成果の達成状況は以下の通り。 

 

成果 1 は「自然環境や社会経済状況に関するベースラインデータが収集される」で

ある。本プロジェクトの本体フェーズでは、効果的な事業内容の策定を目的として支

援対象村落の自然環境と社会経済状況に関するベースラインデータが収集され、成果

1 は達成された。 

 

成果 2 は「ボランティア農家を育成するための研修プログラムが形成される」、成果

3 は「研修計画が見直され、農家が研修を受ける」である。ボランティア農家を育成

するための研修プログラムが形成され、支援対象全 18 カ村にて 17 のテーマにわたっ

て合計 229 回実施された。延べ人数で 8,689 人(男性 1,862 人、女性 6,827 人）が参加

し、成果 2 及び成果 3 は達成された。 

 

成果 4 の「ボランティア農家のネッワークを利用する普及手法暫定モデルが実施さ

れる」については、JICA 提供資料によると PRODEFI 研修では研修に参加していない住

民への伝達の度合いが高いとされている。実際の例として PRODEFI 対象地区のフィム

ラ 3 村では野菜加工や染色についての研修が実施され、参加者達が定期的に集まり学

んだ技術を実践していた。共同作業が行われるのは広場や公共施設といった公共の場

であったため、他の住民が関心を持ちやすかったため、その結果、研修に参加しなか

った住民に対しても研修参加者が学んだ技術を教えるということが観察された。また、

研修参加者が家族に学んだ技術を伝えたということが報告されている。 

 

表１は各分野について知識と技術を提供できる村人の数について表したものである

が、本体フェーズ開始前の 1999 年と、事業終了時の 2005 年を比較すると、植林につ

いて知識と技術を提供できる住民の数は本体フェーズ開始前の 1999年の平均 1.8人か

ら 24.3 人、苗木の生産・調達においては 1.1 人から 31.6 人、木炭の製造は 1.1 人か

ら 19.1 人に増加しており、前述の事例のように事業で実施された研修内容について村

人の間で教えることが広がったことがうかがわれる。以上により成果 4 は達成された

と判断できる。 

 

表 1 各分野において知識と技術を提供できる村人の数（平均） 
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分野 
1999 年 

人数 

2005 年 

人数 

植林 1.8 24.3 

苗木の生産・調達 1.1 31.6 

木炭の製造・販売 1.1 19.1 

石積み 0.9 25.4 

枠堰 0.4 10.3 

野菜栽培 0.7 22.7 

果物・野菜加工 0.6 27.0 

家畜肥育 2.3 15.6 

果樹栽培 2.0 20.1 

（出所：2011 年 2 月評価者が本体フェーズ支援対象村落のうち 

延長フェーズに参加した 9 村の村長を対象に実施した調査結果。 

振り返りの数値であるため厳密な数値ではない。） 

 

次に成果 5 である「地域にある資源が、最低限の支援により、住民のイニシアティ

ブで動員される」の達成状況について検証するが、そのためにまず研修分野における

住民の活動の状況について述べ、次にその活動に必要な資源との関連を分析する。表

2 にある通り、研修の各分野に従事する村人の数は各村平均で植林については事業開

始前 1999 年で 48.1 人から開始年の 2000 年で 111.7 人、終了年の 2005 年には 149.1

人、苗木の生産・調達においては 1999 年の 11.6 人から 2000 年では 25.4 人、さらに

2005 年では 46.9 人に増加した。JICA 提供資料によると 9 村の人口は平均で 317 人で

あり、これらの人数が村人口全体に占める大きさがうかがえる。 

 

表 2 各分野に従事する村人の数（平均） 

分野 1999 年 

人数 

2000 年 

人数 

2005 年 

人数 

植林 48.1 111.7 149.1 

苗木の生産・調達 11.6 25.4 46.9 

木炭の製造・販売 0.7 3.8 18.3 

石積み 2.2 17.7 45.1 

枠堰 0.2 5.7 11.1 

野菜栽培 10.9 27.1 39.6 

果物・野菜加工 11.9 23.6 45.9 

家畜肥育 2.7 10.6 15.1 

果樹栽培 8.2 23.0 32.6 

（出所：2011 年 2 月評価者が本体フェーズ支援対象村落のうち 

延長フェーズに参加した 9 村の村長を対象に実施した調査結果。 

振り返りの数値であるため厳密な数値ではない。） 
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表 3 は事業実施前の 1999 年、実施開始年の 2000 年、終了年の 2005 年における新規

の植林数（平均）の推移を表したもので、本体フェーズ実施前の平均植林数は 547.2

本、終了年の 2005 年では 1,547 本と大幅に増えている。参考までに、これらの 9 村に

残っている植林された樹木の数は平均で 5,713 本であり、PRODEFI 事業実施以前は塩

害やシロアリ等の害虫、植林技術の不足により植林が困難であった村も多く、事業に

よる植林のインパクトの大きさを示している。 

 

表 3 本体フェーズに参加した 9 村における平均新規植林数 

 1999 年 2000 年 2005 年 

植林数（本/村） 547.2 719.4 1547.2 
（出所：2011 年 2 月評価者が本体フェーズ支援対象村落のうち 

延長フェーズに参加した 9 村の村長を対象に実施した調査結果。 

振り返りの数値であるため厳密な数値ではない。） 

 
次に、本事後評価の現地調査で実施した受益者調査のデータから植林等の分野にお

いて住民が活発である程度が、住民が資金や資材などのリソースを十分に所持する程

度と相関するかどうかを分析する（この分析における回答者数は無作為抽出によって

選定された本体フェーズ対象 3 村の居住者 60 人で、回答は本体フェーズ実施開始年の

2000 年から 2005 年の 6 年分である。データの収集方法の詳細については、本報告書

末のコラムを参照）。この調査では回答者が、それぞれの活動にどの程度活発であった

かについて 5 段階（5=非常に活発である、4=活発である、3=ある程度活発である、2=

活発でない、1=全く活発でない）で回答し、活動に必要な資金や資材などのリソース

を豊富に有する程度について 5 段階(5=非常に豊富である、4=豊富である、3=どちらで

もない、2=豊富でない、1=全く豊富でない）で回答した。表 4 はこれらの二つの変数

の相関係数で、いずれも係数は 0.8 以上で統計的に有意(P<0.01)であり、これらの二

つの変数の完全な一致を示す１.0 に近い。このことから住民は、これらの分野での活

発さの程度に応じてリソースを有していて、動員していることを表している。前述の

表 2 と表 3 のところで述べたとおり、住民は各活動分野で活発であり、この分析によ

りこれらの活発さはリソースの豊富さによってある程度の裏付けを得た。以上により、

成果 5 の「地域にある資源が、最低限の支援により、住民のイニシアティブで動員さ

れる」は達成されたと判断できる。 

 

表 4 各活動分野における活発さの程度とリソースを有する程度の相関 

分野 相関係数 

植林 0.89 

苗木の生産・調達 0.91 

木炭の製造・販売 0.97 
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石積み 0.96 

枠堰 0.86 

野菜栽培 0.86 

果物・野菜加工 0.94 

家畜肥育 0.93 

果樹栽培 0.91 

（係数はいずれも P<0.01 で統計的に有意） 
 

成果 6 は「PRODEFI 事業の結果が広報される」で、その指標は①英・仏語での PRODEFI

事業の 出版物、②住民、他の援助機関における PRODEFI モデルの知名度である。指標

①については、実際に普及モデルを使った効果がどのように発現しているかの評価を

行った調査報告書「PRODEFI 普及モデル評価報告書」、PRODEFI モデルを使用するため

にコンセプトや概略を説明する「PRODEFI モデル紹介資料」が作成された。一方、②

については JICA 提供資料によるとプロジェクト対象地域における知名度は高かった

ものの、それ以外ではほとんど知られておらず、成果 6 は達成されたとは言えない。 

 

成果 7 は「PRODEFI メンバーの能力が向上する」で終了時評価時には PRODEFI のプ

ロジェクトスタッフと村落住民とのコミュニケーションについて課題があるとされた

が、本体フェーズ終了時までにこの点が改善されたかどうかは確認できていない。 

 

（２）延長フェーズ 
成果 1 は「各対象村の社会経済及び生態系に係る基本データが収集される」である。

効果的な事業内容の策定のために支援対象村落で調査が実施され、「ベース・ライン調

査報告書」及び「地域資源調査報告書」としてまとめられ、研修計画の策定等におい

て活用され、成果 1 は達成された。 

 

成果 2 は「対象村の村人と共に研修プログラムが策定される」、成果 3 は「研修計画

に基づき村人が研修を受ける」である。研修策定についてはプロジェクト終了時まで

に延長フェーズから支援対象となった 21の村落では 8つ以上の研修モジュール 5が作

成された。本体フェーズから支援対象であった 9 カ村では 3 つ以上のモジュールが作

成・実施された。研修参加者は、プロジェクト終了時までに、のべで合計 15,824 人（男

性 5,002 人、女性 10,822 人）が植林、苗木生産、野菜栽培・加工等の研修を受講し、

成果 2 と 3 は達成された。 

 

                                                   
5 研修モジュールとは研修プログラムを構成する要素である。それぞれのモジュール

には一定の完結性があるため、モジュールを組み合わせることにより異なる目的や参

加者に対応した研修プログラムの策定が可能である。 
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成果 4 は「持続的自然資源管理に係るエクステンションモデルが研修員の普及ネッ

トワークを通じて実践される」である。本事業のファイナルレポートによると、平均

で 59.2％の研修参加者が研修を通して知識と技術を習得し、研修に参加していない

50 人の住民が研修参加者から技術を学び、実践していることが確認されたとしている。 

 

表 5 は延長フェーズ事業開始の 2005 年と終了年 2008 年において研修の各分野にお

いて知識と技術を提供できる村人の数の全 30 村の平均であるが、植林では 2005 年に

54.5 人から 2008 年には 63.7 人、石積みにおいては 23.9 人から 28.8 人となるなどす

べての分野において増加している。以上のことから成果 4 についても達成されたと言

える。 

 

表 5 各分野において知識と技術を提供できる村人の数（平均） 

分野 
2005 年 

人数 

2008 年 

人数 

植林 54.4 63.7 

苗木の生産・調達 28.4 34.2 

木炭の製造・販売 36.5 46.7 

石積み 23.9 28.8 

枠堰 12.4 16.4 

野菜栽培 40.9 47.2 

果物・野菜加工 37.9 47.6 

家畜肥育 11.7 17.9 

果樹栽培 19.0 23.9 

（出所：2011 年 2 月評価者が延長フェーズ支援対象 

全 30 村の村長を対象に実施した調査結果。 

振り返りの数値であるため厳密な数値ではない。） 

 

次に成果 5 の「研修後、持続的な自然資源管理活動を継続するため、村人によって

ローカルリソースが活用される」の達成状況について検証するが、そのために本体フ

ェーズの成果 5 の達成状況の検証と同様に、まず研修分野における住民の活動の状況

について述べ、次にその活動に必要な資源との関連を分析する。 

 

活動状況については、JICA 提供資料によると、持続的な自然資源管理のための各活

動の研修参加者数は 2006 年の苗木生産活動においては個人で 200 人、グループで 29

組、2007 年は、個人で 302 人とグループでは 26 組であることが確認されている。 

 

表 6 は各活動に従事する住民の人数の平均を表したものである。事業開始年の 2005

年から終了年の 2008 年において植林では、140.1 人から 173.7 人へ、苗木の生産・調
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達では 41.4 人から 97.4 人に増えており、果物・野菜加工では若干の減少があるもの

の、それ以外の分野では増えている。従事者数の増加について本体フェーズと延長フ

ェーズを比較すると、本体フェーズでは開始前の 1999 年では 48.1 人から終了年の

2005 年では 149.1 人、延長フェーズでは 2005 年の 140.1 人から終了年の 2008 年には

173.7 人と、延長フェーズの増加の方が若干緩やかである。これは、本体フェーズの

研修において対象村落以外の住民が研修に参加できたため、延長フェーズ対象村落住

民が、本体フェーズ実施時にすでに研修に参加していたことが可能性として考えられ

る。 
 

表 6 各分野に従事する村人の数 

  
2005 年 

人数 

2008 年 

人数 

植林 140.1 173.7 

苗木の生産・調達 41.4 97.4 

木炭の製造・販売 34.4 50.8 

石積み 67.4 73.3 

枠堰 17.1 24.1 

野菜栽培 65.9 71.0 

果物・野菜加工 54.7 54.5 

家畜肥育 21.2 26.0 

果樹栽培 33.4 39.6 

（出所：2011 年 2 月評価者が延長フェーズ支援対象 
全 30 村の村長を対象に実施した調査結果。 

振り返りの数値であるため厳密な数値ではない。） 

 

 

表 7は 9村の村長を対象としたサーベイによる事業実施開始年の 2005年および終了

年の 2008 年における新規の植林数（平均）の推移を表したもので、延長フェーズ実施

開始年の平均植林数は 2,039 本、終了年の 2005 年では 2,036 本と若干減っているが同

程度の植林数を維持している。参考までに、これらの 30 村に現時点で残っている植林

された樹木の数は平均で 5,889 本である。毎年 2000 本程度の植林がある一方で、現時

点で残っている植林された樹木の数が約 6000 本であるのは伐採され販売された樹木

の育成が十分でなく途中で枯れたことなどによる。 

 

表 7 本体フェーズに参加した 9 村における平均植林数 

 2005 年 2008 年 

植林数（本/村） 2,039 2,036 
（出所：2011 年 2 月評価者が延長フェーズ支援対象 

全 30 村の村長を対象に実施した調査結果。 

振り返りの数値であるため厳密な数値ではない。） 
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次に、本事後評価の現地調査で実施した受益者調査のデータから植林等の分野にお

いて住民が活発である程度が、住民が資金や資材などのリソースを十分に所有する程

度と相関するかどうかを分析する。（この分析における回答者数は無作為抽出によって

選定された延長フェーズ対象 2 村の居住者 40 人で、回答は延長フェーズ実施開始年の

2005 年から 2008 年の 4 年分である。データの収集方法の詳細については、本報告書

末のコラムを参照。）この調査でも回答者は、それぞれの活動にどの程度活発であった

かについて 5 段階（5=非常に活発である、4=活発である、3=ある程度活発である、2=

活発でない、1=全く活発でない）で回答し、活動に必要な資金や資材などのリソース

を豊富に有する程度について 5 段階(5=非常に豊富である、4=豊富である、3=どちらで

もない、2=豊富でない、1=全く豊富でない）で回答した。表 8 はこれらの二つの変数

の相関係数で、係数は 0.8 以上でいずれも統計的に有意（P<0.01)であり、これらの二

つの変数の完全な一致を示す１.0 に近い。このことから住民は、これらの分野での活

発さの程度に応じてリソースを有していて、動員していることを表している。前述の

表 6 と表 7 のところで述べたとおり、住民は各活動分野で活発であり、この分析によ

りこれらの活発さはリソースの豊富さによってある程度の裏付けを得た。以上により、

成果 5 の「研修後、持続的な自然資源管理活動を継続するため、村人によってローカ

ルリソースが活用される」は達成されたと判断できる。 

 
表 8 各活動分野における活発さの程度とリソースを有する程度の相関 

分野 相関係数 

植林 0.84 

苗木の生産・調達 0.92 

木炭の製造・販売 0.92 

石積み 0.93 

枠堰 0.93 

野菜栽培 0.89 

果物・野菜加工 0.94 

家畜肥育 0.94 

果樹栽培 0.93 

（係数はいずれも P<0.01 で統計的に有意） 
 

成果 6 は「PRODEFI 事業の成果が広くアクセス可能なものとなる」である。ファイ

ナルレポートによると、プロジェクト主催の計画、実施、結果についての発表セミナ

ーが 13 回実施されており、また事業の成果を広くアクセス可能とするために、ファ

イナルレポートの要約版、ファイナルレポートの日本語版、フランス語版、PRODEFI

モデルユーザーズマニュアルの日本語版、英語版、フランス語版などが国際協力機構
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のウェブサイトにて公表されていることから成果 6 は達成されたと言えるが、実際に

活用されモデルの普及に貢献してはいない。 

 

成果 7 は「PRODEFI 事業の管理、調整、コラボレーション能力が強化される」であ

るが、プロジェクトの調査によると、回答した 294 人の住民のうち 93.5％が特に収入

向上活動やキャパシティ強化の点でプロジェクト活動に満足していると回答した。 

 

他の援助機関との協力については、PRODEFI 事業のスタッフが事業終了後に結成し

た PDL のメンバーが 2008-2010 に実施した研修（元々の事業対象であった 8 村と新規

で参加した 2 村の計 10 カ村にて 27 回実施）に対し PROGERT (Projet de Gestion et de 

Restauration des terres dégradés du Bassin Arachidier：UNDP・世界環境基金が支

援する土壌劣化回復・管理プロジェクト)が研修実施に必要な資材購入の資金提供をし

たが、その他の協力はなく、他の援助機関との協力という点については十分な成果は

なかった。 

 

3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

（１）本体フェーズのプロジェクト目標は、「対象地域において持続的な自然資源管

理活動普及モデルが作成される」であり、指標は入手しやすさ、受け入れやすさ、実

施しやすさなどの PRODEFI モデルの出来具合である。PRODEFI モデルの中核を成す研

修スタイルには、村落内で研修を実施する、講師や資材など研修に必要なものを可能

な限り村落で調達する、参加者を限定せず誰でも参加できるようにする、研修内容を

住民のニーズに柔軟に対応するなどの特徴があり、これらの特徴により PRODEFI モデ

ルは延長フェーズにて対象村落住民に受け入れられ、延長フェーズでの成果 2 の研修

モジュール策定、成果 3 の研修実施、そして成果 4 の研修内容の普及につながってお

り、本体フェーズにおけるプロジェクト目標は達成されたと言える。 

 

（２）延長フェーズのプロジェクト目標は「対象地域により持続的資源管理モデ

ルが策定され、普及を図る」である。指標1の「研修参加者の普及ネットワークを

基盤にした持続的な自然資源管理のための普及モデル（英仏語版）が利用可能であ

る」については、PRODEFIモデルが継続的に実施されている村落では研修実施の際

に利用されている。また、ファイナルレポートの要約版、ファイナルレポートの日

本語版、フランス語版、PRODEFIユーザーズマニュアルの日本語版、英語版、フラ

ンス語版などが国際協力機構のウェブサイトにて公表されており、新規でPRODEFI

モデルを採用する機関にはアクセス可能な状態にはあるものの、実際には活用され

ておらずモデルの普及には寄与していない。指標2の「持続的な自然資源管理の普

及モデルのマニュアルの配布数」であるが、マニュアルは、森林局に40 冊、カオ

ラックのNGO や他ドナー等関係者に50 冊、他の地域の関係者に2 冊配布されたと
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あるが、配布されたマニュアルが活用され、モデルが採用され普及するということ

につながっておらず、この指標に実質的な意味がない。指標3の「PRODEFI モデル

の関連組織のコメント」についてはJICA提供資料によると2007年にニョーロ県で実

施されたセミナー参加者のインタビューによるとPRODEFIモデルは地域住民による

持続的な自然資源管理のためのアプローチとして適切と評価されたとしているが、

この評価がすなわち新規でのPRODEFIモデルの採用につながっておらず、モデルの

普及状況を示していない。以上により、延長フェーズにおけるプロジェクト目標は

達成されたとは言えない。 

本事業で採られたアプローチは対象村落では実施され、その有用性が実証されてい

るにもかかわらず、他の地域へ普及していない要因として、PRODEFI モデルはその核

である研修の実施において、講師の担い手など村落内のリソースを活用する、村落で

実施する、出来るだけ多くの住民の参加できるよう参加者を限定せず誰でも参加でき

るよう可能にするという斬新なアプローチを採用していることが考えられる。このア

プローチは PRODEFI モデルが有効であるための特徴であるが、斬新であるがために理

解を得るのは容易ではないと思われる。効果が上がっていても他に実例がないために

政策のツールとしての有用性、実施可能性について十分に理解を得て実際に採用され

るにはセミナー開催で結果を報告することやマニュアルを配布するだけでは不十分で

あり、相応の方法を必要な時間をかけて行うべきであったと思われる。 

ニョーロ県森林局が事業完了後も村で、村のリソースを活用しつつ、村の誰でも参

加できる PRODEFI モデルによる研修を実施しており、これを積極的に続けている要因

として、本事業実施中に研修の実施に協力するなど緊密な関係があった、モデルの実

施とそれに伴う村落の人々の生活の変化を直接体験していたことが大きいと考えられ

る。また、本事後評価での現地調査時にはニョーロ県の森林局長は PRODEFI 事業実施

当時の局長の後任で、赴任してから約１か月とのことであったが、日常業務の中で苗

木を森林局まで購入のために訪ねてくる PRODEFI 対象村落の住民と話をする機会もあ

り、森林活動についての意識の高さや経済活動の活発さは他の地域の住民と異なって

おり、PRODEFI 事業の効果であると認識しているとのことであった。 

ニョーロ県の森林局が PRODEFI モデルについて十分な理解をもち、引き続き実施し

ているという状況から、他の地域において同モデルが採用されるには、セネガル政府、

援助機関等の普及の主体となる機関の職員が、ニョーロ県である程度の期間滞在し、

実施に携わり、村落住民の変化を目の当りにすることで、モデルの方法を学ぶととも

に、その意義についての理解を進めることで、促されるものと思われる。 

 

3.2.2 インパクト 

 

本体フェーズ、延長フェーズともに上位目標は「対象地域住民により持続的自然資

源管理活動が実行される」で指標 1 は持続的な自然資源管理の PRODEFI モデルを採用
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した他ドナー及び NGO の数であるが、PRODEFI モデルを採用した他ドナー及び NGO は

確認されていない。指標 2 は PRODEFI モデルから習得した知識や技術を実践した人の

数であるが、有効性の項目における成果 4 及び 5 の項で述べた村民を通じて研修内容

が普及している状況、それぞれの分野に活動に従事している村人の数、植林の数につ

いてのサーベイの結果により、指標 2 については達成されたと判断できる。以上によ

り、指標 2 は達成されたが、指標 1 については達成されていないため、インパクトの

達成度は中程度と言える。 

 

3.2.3 インパクト評価 

 

PRODEFI 事業では研修内容が広く住民に普及するよう研修は対象村落で実施さ

れ、参加者を選別せず誰でも参加できるよう実施されたが、ここでは PRODEFI 事

業が実施された対象村落において実際に変化がもたされたかどうかにつき、対象

村、非対象村それぞれから無作為抽出で選定した合計 200 世帯を対象に、質問票

により収集したデータをインパクト評価の手法により検証した。本項では検証し

た事業効果と検証結果を記載することとし、データ収集、分析方法等の詳細は本

報告書末にコラムとして記載した。 

 

まず、PRODEFI 事業の主な目的の一つである植林活動の促進がどの程度成し遂げ

られたかについての検証について、事業が植林の活動促進に直接影響を及ぼして

いるという結果にはなっていない。住民が植林に活発に従事しているかどうかは、

研修で知識や技術を学んだということ以外に、植林のための資金や資材を有して

いるか、植林で利益が見込めるかのほうが重要であるためと思われる。分析結果

でもリソースを有する程度、利益が見込めるということが統計的有意となってい

る。 

 

PRODEFI 事業では村の住民間での研修内容の普及が重要視されたが、その効果の

一端を見るために、住民が他の住民に植林に関してどの程度頻繁に助言をしてい

るかについて検証した。対象村落の住民は、非対象村落の住民と比べて、植林に

ついて他の住人に活発に助言しているという結果となった。本体フェーズの成果 4

である「ボランティア農家のネットワークを利用する普及手法暫定モデルが実施され

る」、延長フェーズの成果 4 である「持続的自然資源管理に係るエクステンションモ

デルが研修員の普及ネットワークを通じて実践される」がインパクト評価で裏付け

られた結果となっている。 

 

PRODEFI 事業の研修では植林等の実際の活動における住民間の協力の有用性が

強調されていたことから、植林に従事するにあたってどの程度他の住人の協力を
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得られているかについて検証したが、対象村落の住民は、非対象村落の住民と比

べて、植林において他の住民の協力を得ているという結果となり、PRODEFI 事業に

より、対象村落では植林における住民間の協力が促進されたとことを示している。 

 

PRODEFI 事業の研修では経済活動における組織の活用が強調されたが、対象村落

では以前より宗教グループ、村落開発委員会、青年団、女性グループ、経済活動

グループなど様々なグループが存在していた。本事後評価での調査によると、多

くの住民が参加している主要なグループは宗教グループと村落開発委員会であり、

宗教グループに属するメンバーの数は PRODEFI 対象村で回答者 100 人中 58 人、非

対象村で回答者 100 人中 49 人と大きな差はない。他方で、村落開発委員会に属す

るメンバーの数は、対象村で 100 人中 36 人、非対象村の住民で 100 人中 2 人とな

っており、村落開発委員会への参加については PRODEFI対象村の方が多く、PRODEFI

事業の効果を示している。 

 

PRODEFI 事業の研修では組織運営の方法について指導したが、これらの活動が村

落の組織化向上全般に効果をもたらしたかどうかを確認するために、住民が所属

するグループの活動に積極的に参加している程度、住民が所属する組織の目的の

ために組織のリーダーとメンバーが協力しあう程度について検証した。その結果、

対象村落の住民は、非対象村落の住民と比べて、自分が所属するグループの活動

に積極的に参加していて、組織の目的のために組織のリーダーとメンバーが協力

していることが明らかとなり、PRODEFI 事業の実施が対象村落全般で組織化の向上

に貢献していることが確認できた。 

 
PRODEFI 事業の研修では住民の協力と組織化が強調されていたが、現地調査での

住民を対象としたインタビューでは、「PRODEFI 事業以前は村落内での人間関係は

良好であったものの、協力して経済活動に従事するようなことはなかった。しか

し研修で技術や近隣の住民との組織化について学び、協力して仕事をしていくう

ちに、人間関係がさらに緊密になっていった。」との声があった。この効果が村落

全体に波及しているかどうか、住民同士が特定の活動に限らず全般的に互いに協

力的になった程度について検証したが、対象村落の住民は、非対象村落の住民と

比べて、全般的に互いに協力的であるという結果となっており、事業の実施が村

落における人間関係全般に効果を及ぼしていることを示している。 

 

3.2.3. その他のインパクト 

 

前述のインパクト評価ですでに述べた、村落内での組織化の促進、住民間の協力の

促進がその他のインパクトとしてあげられる。 
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3.2.4. 評価まとめ 

 

本プロジェクトの実施により、本体フェーズのプロジェクト目標として掲げられた

「対象地域において持続的な自然資源管理活動普及モデルが作成される」については、

延長フェーズにおいて PRODEFI モデルの実施が対象村落住民に受け入れられ、延長フ

ェーズでの成果 2 の研修策定、成果 3 の研修実施、そして成果 4 の研修内容の普及に

寄与しており、本体フェーズにおけるプロジェクト目標は達成されたと言える。 

 
延長フェーズのプロジェクト目標である「持続的自然資源管理普及モデル（PRODEFI 

モデル）」を展開し、同モデルに必要な改善を加え、対象地域内で活動の普及を図る」

については、その指標である「研修参加者の普及ネットワークを基盤にした持続的

な自然資源管理のための普及モデル（英仏語版）が利用可能である」についてウ

ェブでマニュアル等が公開されているものの、実際の活用及びモデルの普及には

つながっていない。セミナー等で配布されたマニュアルもモデルの普及につながって

おらず、延長フェーズでのプロジェクト目標は達成されたとは言えない。 

 

上位目標においては本体フェーズ、延長フェーズと共に指標は PRODEFI モデルを採

用した他ドナー及び NGO の数と、PRODEFI モデルから習得した知識や技術を実践した

人の数であるが、モデルを採用した他ドナー及び NGO は確認できていない。もう一つ

の指標については、成果 4 及び成果 5 の項で述べた通り、研修で学んだことを実践す

る村人の数、村民を通じた研修内容の普及の状況により達成されたと判断できる。以

上により、上位目標の達成度は中程度と判断できる。 

 

前述の終了時評価の提言に関し、プロジェクトで開発されたモデルを自ら活用する

ことについてはニョーロ県においては実行されたと言えるが、他のドナーや NGO など

にモデルの効果を説明し、これらの機関が採用するよう働きかけるということは成さ

れていない。 

 

以上により、本プロジェクトの実施により、モデルの開発は達成されたが、政府機

関、援助機関により採用され、対象村落外へ普及されていないことから、その効果は

限定的であり、有効性・インパクトは中程度である。 

 
3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 投入 

本体フェーズ（実施は JICA による直営） 

投入要素 計画 実績（終了時） 
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（1）専門家派遣 ・長期 3 名（専門分野：村落林

業、村落振興、社会調査／ジェ

ンダー） 

・短期（必要に応じた人数） 

・長期 8 名（専門分野：村落振

興、村落林業、ジェンダー） 

・短期 9 名（専門分野：PCM 手法、

普及教育手法、参加型普及手法、

農地保全、自然資源管理調査、

土壌保全研修、グループ運営管

理、普及効果測定、普及手法） 

（2）研修員受入 2 名 9 名 

（3）第 3 国研修 なし なし 

（4）機材供与  車両等 

協力金額合計  6 億 5132 万円 

相手国政府投入

額 

土地、建物、車両 

 

土地、（ニョーロ事務所用地等） 

合計 150 万円 

 

延長フェーズ（実施は契約による） 

投入要素 計画 実績（終了時） 

（1）専門家派遣 1. チーフアドバイザー 

（地域開発） 

2. 土壌保全・社会林業・普及・

広報 

3. マイクロファイナンス 

4. ジェンダー 

・長期専門家 8 名（専門分野：

社会林業、プロジェクト管理、

情報・広報、土壌保全、マイク

ロファイナンス、社会調査、ジ

ェンダー、地域連携、森林経営） 

・短期 4 名 

（2）研修員受入  

 

4 人 

（3）第 3 国研修 なし なし 

（4）機材供与  車両等 

協力金額合計  2 億 1671 万円 

相手国政府投入

額 

 

土地、建物、施設等 

・JICA 専門家用執務室 

・電気、ガス、水、電話、家

具購入等にかかる経費等 

土地 

 

 

 

合計 824 万円 

 

 

3.4.1.1 投入要素 

 日本側の投入については、本体フェーズの計画では長期専門家 3 名、短期専門家は
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必要に応じた人数が想定されていたが、実績では長期専門家 8 名、短期専門家 9 名と

実績が計画を上回っている。延長フェーズの計画ではチーフアドバイザー・地域開発、

土壌保全・社会林業・普及・広報、マイクロファイナンス、ジェンダーの専門家の 4

名が想定されていたが、実績は長期専門家 8 名、短期専門家 4 名と実績が計画を上回

っている。 

 

セネガル政府の投入は、本体フェーズにおけるセネガル政府と JICA との合意文書に

よると、土地、建物、車両を提供することになっていたが、終了時評価によると 150

万円と土地の提供となっており、実績は計画を下回っている。延長フェーズにおいて

も、土地、建物、施設等が提供される予定であったが、終了時評価によると土地のみ

となっており、実績は計画を下回っている。 

 

3.4.1.2 協力金額 

協力金額については、実績値で本体フェーズでは 6 億 5132 万円、延長フェーズでは

2 億 1671 万円が提供された。協力金額の計画値が不明のため、計画と実績の直接の比

較はできないが、当初の計画より専門家の派遣等の投入が大幅に増えているため、こ

れにより協力金額は計画値を上回ったものと推測される。 

 

3.4.1.3 協力期間 

協力期間については延長フェーズが実施されていて大幅に延長されているが、これ

については本体フェーズの終了時評価では当初の計画が過大で大幅な計画変更がなさ

れたことが指摘されている。2000 年時点のプロジェクト目標は「地域住民が主体とな

った村落林業・村落振興のモデルが土壌再生と水確保のために対象地域に普及する」

とされ、そのための成果として、技術マニュアルと管理マニュアルが策定される、適

正農業技術が実践される、土地管理が改善されるなどが設定されていた。これについ

てのセネガル政府からの回答によると、2 年の事業実施の後、当時のロジカル・フレ

ームワークにおいて実施機関における責任の所在と活動と成果の関係が明確でなく、

活動の重複と実施の遅延が生じていたと判断されたとのことであった。これを受けて

2002 年にセネガル政府と JICA との協議によりプロジェクト目標は「対象地域におい

て持続的な自然資源管理活動普及モデルが作成される」に変更され、それにともなっ

て成果、活動が変更され、さらに当初の目的を果たすために延長フェーズが実施され

た。JICA とセネガル政府の合意文書によると、本事業のために当初計画されていた協

力期間は 5 年間（60 か月）であったが、延長フェーズが 3 年 3 か月（39 か月）実施さ

れ、実施期間の実績は計画比で 165%（99 ヶ月（実績）／60 ヶ月（計画））となった。 

 

他方で PRODEFI モデルは研修内容を住民に広く普及させるために研修を対象村落で

実施し、参加者を限定せず誰でも参加できるようにする、講師などのリソースを村落
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から調達するなどの斬新な内容であり、有効なモデルにたどり着くまでに試行錯誤が

必要であったことも理解できる。延長フェーズでは対象村落 30 村で受け入れられ、有

効性を実証しており、事後評価時点でもその実践が確認されている。 

以上より、本プロジェクトの効率性は中程度と判断できる。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 
 

ファイナルレポートによると、本プロジェクトは、支援終了後も対象地域の住民自

身により植林などの自然管理活動が実践されるという意味における持続性（自然資源

管理活動の持続性）と、プロジェクト終了後はセネガル政府や他ドナーにより本プロ

ジェクトが提案する PRODIFI モデルが活用されるという意味における持続性（PRODEFI

モデルの持続性）という二つの持続性を目指すことを基本方針としていた。以下では

自然管理活動の持続性と PRODEFI モデルの持続性という二つの観点から持続性を検証

する。 

 
3.5.1.  実施体制 

 

ニョーロ県森林局等の実施の体制については、ニョーロ県森林局長の下、2 名の森

林官が、通常業務の一環として村落で村落のリソースを活用するという PRODEFI モデ

ルの研修実施とモニタリングに携わっている。青年海外協力隊についても 6 人が担当

地区を担当し、モニタリング等に従事するなど重要な役割を担っている。 

 

事業終了後の森林局の PRODEFI モデル実践の実績として、2009 年から 2010 年にか

けて 3 カ村で堤防の建設、9 カ村で苗木場の管理方法、3 カ村で養蜂の管理方法、2 カ

村で植林を内容とした研修を実施した。 

 

PRODEFI 事業のアニメーターを務めていたスタッフが PDL(Association Promotion 

pour le Développement Local)という NGO を設立し、森林局と連携しつつ、PRODEFI

モデル実施体制の拡充に努めている。PDL の組織体制は会長、副会長、会計、書記の

役割分担はあるが、無給のボランティアでの活動であり収入源にはなっておらず安定

した資金源はなく、新規の人材の育成も行われていない。PDL による事業終了後の研

修プログラム実施の実績は、2008 年は 6 種 15 回、参加者数は 295 名、2009 年は 6 種

24 回、参加者数は 299 人、2010 年は 5 種 5 回、参加者数 188 名であった。 

 

以上より、対象村落における自然資源管理活動の持続性を確保するための実施体制

は現時点では整っていると言えるが、森林局においては将来的な配属が確実でない青

年海外協力隊がモニタリング等において重要な役割を担っていること、PDL の資金源

が確保されていない、新規の人材育成が行われていないということにより、将来的な



 

 22 

懸念がある。 

 

PRODEFI モデルの普及可能性という観点からは、事業支援対象地域外においてセネ

ガル政府ないし援助機関が同モデルを採用し、普及させる体制にはなっていない。

PRODEFI モデルの普及において、村落の住民が普及の主体となりうるのかどうか、

PRODEFI 対象村の村長にヒアリングしたところ、PRODEFI の研修で学んだ知識や技術を

近隣の住民に伝えることはできても、村落が主体となって PRODEFI モデルに依拠した

研修プログラムを策定、計画、準備、そして実施していく能力は有していないとのこ

とであった。 

   

3.5.2. 技術レベル  

 

ニョーロ県森林局及び JICA 提供資料によると、同県同局の森林官の職務に必要な苗

木育成、植林などの技術のレベルは十分である。PRODEFI モデルを拡げる技術につい

ても、後述の通り村落数が 30 村から 54 村へと増加しており、事業終了後に研修が実

施されていることから十分であると判断できる。 

 

村人の技術レベルの維持に関しては、表 9 にある通り、本事後評価の現地調査時に

実施した 30村の村長を対象としたサーベイによる事業終了年の 2008年から 2010年に

おける各分野で知識と技術を提供できる村人の数（平均）は植林分野では 2008 年で

63.7 人、2010 年で 91.1 年、石積みについては 2008 年で 28.9 人であったものが、2010

年では 32.9 人と増え続けている。 

 

表 9 各分野において知識と技術を提供できる村人の数（平均） 

分野 2008 年 

人数 

2009 年 

人数 

2010 年 

人数 

植林 63.7 76.4 91.1 

苗木の生産・調達 34.2 35.3 43.7 

木炭の製造・販売 46.8 60.0 68.6 

石積み 28.9 29.1 32.9 

枠堰 16.4 19.9 23.0 

野菜栽培 47.2 53.8 53.6 

果物・野菜加工 47.6 50.8 56.5 

家畜肥育 17.9 18.9 23.3 

果樹栽培 24.0 30.3 37.6 
（出所：2011 年 2 月評価者が延長フェーズ支援対象 

全 30 村の村長を対象に実施した調査結果。 

振り返りの数値であるため厳密な数値ではない。） 

 

3.5.3 ニョーロ県森林局の実施機関の財務状況 
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ニョーロ県森林局の財務状況については、プロジェクトで調達された車両の燃料・

維持費は確保されているが、PRODEFI モデル実施は森林局職員の業務の一環として実

施されており、個別の予算措置はない。 

 

3.5.4  効果の持続状況 

 

住民活動の持続性については、表 10 にある通り植林の分野に従事する村人の数は調

査対象 30 村の平均で 2008 年では 173.7 人であったのに対し、2010 年で 198.8 人と約

14%増加している。他方、野菜栽培については 2008 年の 74.1 人から 2010 年には 62.7

人と約 11%の減少しており、人数の増減は活動によって異なる。表 10 の各分野におけ

る 2010年の人数の増減は 2008年との比較では全分野で平均すると 4%の増加となって

いる。 

 

表 10 各分野に従事する村人の数 

 2008 年 

人数 

2009 年 

人数 

2010 年 

人数 

植林 173.7 181.0 198.8 

苗木の生産・調達 97.4 64.5 74.3 

木炭の製造・販売 50.8 58.5 71.0 

石積み 73.3 69.6 73.4 

枠堰 24.1 28.4 30.2 

野菜栽培 71.0 71.9 62.7 

果物・野菜加工 54.5 42.8 53.2 

家畜肥育 26.0 25.1 27.5 

果樹栽培 39.6 36.7 38.4 
（出所：2011 年 2 月評価者が延長フェーズ支援対象 

全 30 村の村長を対象に実施した調査結果。 

振り返りの数値であるため厳密な数値ではない。） 

 

延長フェーズに参加した全 30村の村長へ PRODEFIモデルの手法は村落の開発に有効

であるかどうか、5 段階のスケール（1=全く有効でない、2=有効でない、3=どちらで

もない、4=有効である、5=非常に有効である）を用いて質問したところ回答の平均は

4.7 であった。また、PRODEFI モデルによって村人の収入は増えたかどうかについて、

5 段階のスケール（1=全く増えていない、2=増えていない、3=どちらでもない、4=増

えた、5=非常に増えた）で回答を得たところ、回答の平均値は 4.5 であった。以上の

各分野の活動に従事している村人の数、および PRODEFI モデルに関する質問への回答

から、支援対象村落における自然資源管理活動の持続性は現時点では確保されている

と言えるが、前述の実施体制の将来的な不透明さにより将来における持続性の懸念は

ある。 

 

PRODEFI モデルの持続性の観点における開発効果の持続状況については、本事業に
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参加する村落数は、事業実施時の 30 村に近隣の 24 村が新たに加わり 54 村となってい

る。ニョーロ県森林局が事業完了後も対象村で PRODEFI モデルによる研修を実施して

おり、その研修実施実績は、養蜂については事業終了後新規で加入した 2 村、植林に

ついては 1村であった。この意味において PRODEFIモデルは持続的に活用されている。

他方で、事業終了後に新たに PRODEFI モデルを採用した例は確認できなかった。事業

終了前に連携合意書が交わされたもののうち、PDL からの聞き取りによると、UNDP・

世界環境基金が支援する土壌劣化回復・管理プロジェクト（PROGERT）が、2008-2010

に 10 カ村にて 27 回の研修を行った際に、研修に必要な資材購入のために資金提供し

たのみで、PROGERT の実施において PRODEFI モデルが採用されたとはいえない。 

 

セネガル政府機関についてもニョーロ県森林局以外では積極的に PRODEFI モデルを

採用しようとする姿勢は見られない。事業延長フェーズのカウンターパートとしてプ

ロジェクトのコーディネーターとして配属されていたセネガル政府森林局の職員は事

後評価時点ではダカールから東に約 70km に位置するティエス市にある森林局研修所

の副所長として配属されており、PRODEFI モデルの有効性については個人的には十分

理解しているものの、研修所での同職員の業務で活用されることはないと述べていた。 

 

延長フェーズにおける PRODEFI モデル普及のための活動はマニュアルの作成、セミ

ナーの開催であるが、これらの活動は新たにセネガル政府ないしドナーが採用する実

際の普及にはつながっていない。このことは、有効なモデルを策定し、それを広報す

ればいずれかの機関が採用し、普及していくということにはならないことを示してい

る。従って PRODEFI モデル普及には広報のみならず、それを普及させる仕組みを作る

必要があったものと思われる。そのためにはその仕組みを構築し、モデルを普及させ

ていく機関ないし部署の意思決定者の後押しが不可欠と考えられる。モデル普及の仕

組みの策定、意思決定者の後押しを得るためには、これらを成果として実現するため

の活動も含まれるべきであったと考えられる。 

 

3.5.5 評価まとめ 

 

本事業では持続的自然資源管理活動の有効なモデルの策定と普及が主要な目的とさ

れ、モデルの策定はされたものの、その普及には至っていない。モデルの中核である

研修プログラムは植林、土壌保全、野菜栽培等の村落住民のニーズに基づいて策定さ

れ、参加者を選定せず住民の居住地の村落で実施された。これにより多数の住民が参

加し、研修プログラムで学んだ技術と知識を普及する担い手となり、対象村落におけ

る持続的自然資源管理活動の実現につながった。 

 

支援対象村落における自然資源管理活動の持続性については、実施体制において森
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林局長及び森林官は PRODEFI 事業のプロジェクトスタッフが設立した NGO と協力して

事業終了後も PRODEFI モデルに依拠した研修プログラムを実施しており、この観点に

おける現時点での持続性は確保されているが、将来的な配属が確実でない青年海外協

力隊がモニタリング等で重要な役割を担っていることなどにより、将来的な持続性に

は懸念がある。 

 

参加している農村数については事業実施時の 30村から近隣の 24村が加わり 54村と

なっている。必要な技術レベルにおいても、支援対象地域の森林局における必要な技

術レベルは確保されており、さらに PRODEFI モデルにおける技術移転では、村人の間

での教える・教えられるという関係が重要であるが、前述のサーベイの結果が示す通

り、各分野における知識と技術を伝えることのできる村人の数は増加傾向にある。 

 

以上により、対象地域の住民自身により植林など自然管理活動が実践されるという

意味における自然資源管理活動の持続性は、現時点においては確保されていると言え

るが、将来的な懸念はある。また、PRODEFI モデルは本プロジェクトが実施された地

域では対象村落以外でも近隣村落への広がりはあるものの、それ以外ではセネガル政

府、援助機関によっても採用されていないことから PRODEFI モデルの普及可能性につ

いて確保されているとは言えない。 

 

終了時評価の提言に関しては、対象村落では地域住民が活動を持続的に行っていく

ための技術の普及とモニタリングは継続されているものの、前述の通り他のドナーが

PRODEFI モデルを採用するための活動は実行されていない。 

 

以上より、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び教訓・提言 
4.1 結論 

本事業は、セネガル乾燥地において、住民参加により生計向上及び自然資源管理を

促進することを目的に実施された。評価項目である妥当性に関し、本事業はセネガル

国の開発政策、開発ニーズ、そして日本の対セネガル援助政策のいずれにも合致して

いるが、有効性・インパクトにおいてはプロジェクト目標である持続的な自然資源管

理活動普及モデルは開発され、支援対象村落及びその近隣村落では実用化され実績を

上げたものの、その外へは普及しておらず、達成度は中程度である。効率性において

は本体フェーズの当初の計画が過大で、大幅に計画が変更され、当初の目的を果たす

ために延長フェーズが実施されており、その評価は中程度である。持続性においては、

本プロジェクトは自然資源管理活動の持続性と、PRODEFI モデルの持続性という二つ

の持続性を目指すことを基本方針としていたが、前者は達成したものの、後者におい
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ては達成されたとは言えないことからその評価は中等度である。以上より、本プロジ

ェクトの評価は一定の効果を発現したものの、一部課題があると言える。 

 

4.2 提言 

4.2.1 カウンターパートへの提言 

 

村落における PRODEFI モデルの有効性は示されており、セネガル政府の見解も住民

による森林保護活動において同モデルは効果的であるとしているが、ニョーロ県の外

へ普及させるほどの十分な理解には至っていないと思われる。したがってニョーロ県

に同モデルを普及する主体となりうる機関の担当者を一定期間派遣し、同モデルの実

施方法を学ぶとともに、対象村落住民の就労状況、生活の変化を直接観察することに

より、その有用性を十分理解し、その上で他の地域へ普及させることが望ましい。 

 

4.2.2  JICA への提言 

 
PRODEFI モデルは現状のままではニョーロ県の外に普及していかないばかりか、持

続性の項でも述べたとおり、ニョーロ県でも将来的な持続性の懸念がある。セネガル

政府内でその有用性の理解が十分進むよう前項で述べた普及機関の職員派遣施策につ

き協議することを提言する。 

  

4.3 教訓 

 

・ プロジェクト目標でモデルの確立とその普及をめざすプロジェクトにおいては、

モデル策定が完了した後に、政府機関によるモデルの実施・普及を促進する方法

として、体験の機会を提供することが有効であると考えられる。モデルの他地域

への展開の担い手と想定される政府機関職員がモデル策定と実施に携わり、それ

による現実の変化を実際に目の当りにすることにより、政府機関がモデルを他の

地域へ展開する動機づけに大きく寄与すると思われる。 
 
理由： 
PRODEFI モデルは対象村落では高い成果を上げ、支援対象地域であったニョーロ

県では森林局、NGO、対象村落の住民が PRODEFI モデルを引き続き積極的に実践し

ているが、対象地域外においてセネガル政府及び援助機関がこのモデルを採用し

普及するに至っていない。本事業では、他の地域への PRODEFI モデル普及のため

に、対象村落で成果を上げて、モデルの有用性を広報するためにマニュアルを作

成・配布し、セミナーを開催したが、モデルの普及にはつながっておらず、広報

活動だけでは不十分であるということを示した。他方で、ニョーロ県森林局が事
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業完了後も PRODEFI モデルによる研修を実施しており、これを積極的に続けてい

る要因として、本事業実施中に研修実施に協力したことなどを通じて、モデルの

実施とそれに伴う村落の人々の生活の変化を直接体験しており、モデルの意義と

有効性についての十分な理解があったことが考えられる。 
 

・ 近年 JICA で議論されているキャパシティ・ディベロップメント(CD)は途上国の

課題対処能力が個人、組織、社会などの複数のレベルで総体として向上してい

くプロセスであると定義されているが、PRODEFI モデルはインパクト評価の項

目で記述した通り、個人レベルのみならず、組織レベル、コミュニティレベル

におけるキャパシティの向上にも寄与している。このことから、PRODEFI モデ

ルの研修スタイルは CD を促進する一つの有効な方法になり得ると考えられる。 

 

 (以上) 
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コラム 

 

インパクト評価 

 

１．目的 

PRODEFI 事業の研修は、その内容が広く住民に普及するよう対象村落内で、参加者

を選別せず誰でも参加できるよう実施されており、さらに参加者以外にも研修内容の

知識と技術が広がるよう配慮されていた。そのため、研修の非参加者も参加者から研

修内容を学ぶことが可能であり、実際に女性グループのメンバーが研修に参加し、参

加していない他のメンバーにも研修で学んだ知識と技術を提供するなど、間接的な事

業の裨益があった。他方で、研修プログラムへの参加のみを事業投入として分析する

と、これらの間接的な裨益が分析から抜けて落ちてしまう。従ってここでの事業効果

の検証は、各住民の研修への参加という直接の事業投入ではなく、対象村落全体とし

て非対象村落とどのように異なるのか、インパクト評価の手法での比較によって行う。

検証する事業効果は次の通りである。 

 

① PRODEFI 事業の主な目的の一つである植林活動の促進はどの程度達成されたかを

検証する。 

② PRODEFI 事業では住民間での研修内容の普及が重要視されたが、その効果の一端

を見るために、住民が他の住民に植林に関してどの程度頻繁に助言をしているか

について検証する。 

③ PRODEFI の研修では植林等の実際の活動における住民間の協力の有用性が強調さ

れていたことから、植林に従事するにあたりどの程度他の住人の協力を得られて

いるかについて検証する。 

④ 対象村落では以前より、宗教グループ、村落開発委員会、青年団、女性グループ、

経済活動グループなど様々なグループが存在していた。PRODEFI 事業の研修では

経済活動における組織の活用を強調し、組織運営の方法についても指導しており、

これらの活動が、村落の組織化向上全般に効果をもたらしたかどうかを確認する

ために、④-1 住民が所属するグループの活動に積極的に参加している程度、④-2

住民が所属する組織の目的のために組織のリーダーとメンバーが協力しあう程度

について検証する。 

⑤ 検証効果④で述べたとおり、PRODEFI 事業の研修では住民の協力と組織化が強調

されており、住民同士が特定の活動に限らず全般的に互いに協力的になった程度

について検証する。 

 

2. データ収集方法 

このインパクト評価のためのデータ収集の手順では、プロジェクト対象であった 30
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村、そして自然環境、経済活動や所得レベルなどの社会経済的属性がプロジェクト対

象村と同様であり、かつプロジェクトの対象とはなっていない 30 村のそれぞれから 5

村、合計 10 村を無作為抽出し、さらにそれぞれの村から 20 世帯を無作為で抽出した。

プロジェクトの対象村と非対象村からそれぞれ 100 世帯選定し、合計 200 世帯の世帯

主から質問票に基づき、1999 年から 2010 年までのデータを振り返りで収集した。 

 

4. 事業効果の検証方法 

このインパクト評価では対象村落において事業が実施された効果を検証するが、プ

ロジェクト開始時の対象村選定においては、プロジェクトスタッフが対象村落の候補

地を訪れて住民に対して事業についての説明会を催し、参加を希望した村落を対象と

して選定したという経緯があり、前述の事業効果とされたものが事業による効果だけ

とは必ずしもいえない。例えば、もともと植林活動にある程度活発であったからこそ

対象として選定されたことが考えられる。前述の検証する事業効果⑤についても、元々

ある程度住民同士が協力的なために、住民の合意形成が進み、対象村落として選定さ

れた、という場合も考えられる。表１は事業実施前年の 1999 年時点における事業効果

を数値化したものの平均で、いずれの値も対象村の住民の平均が非対象村を上回って

いる。ここで使われている数値の定義は後述の変数の項で記述する。 
 

表１ 1999 年事業実施前における事業効果とされる項目の値の比較 

 植林活動に

活発な程度 

助言をする

程度 

植林で他者

の助けを得

る程度 

組織活動に

活発である

程度 

組織のリー

ダーとメン

バーが協力

的である程

度 

対象村 1.80 1.32 1.05 0.88 0.88 

非対象村 1.72 1.25 0.85 0.56 0.60 

 

厳密な事業効果の検証のためには、事業実施前にもともと村落に備わっていた状況   

と事業実施の効果とは区別して除去する必要がある。この事業の効果を区別し、検証

する方法に操作変数法がある。この方法では事業効果の説明において、事業効果とさ

れるもののうち、事業外の要因による部分を操作変数の導入によって統計的に取り除

く。例えば上記①の検証にあたっては、事業開始前にもともとあった植林事業におけ

る活発度を取り除いた上で検証する必要がある。そのために本項では、操作変数によ

る 2 段階操作変数回帰分析モデルと呼ばれる統計的手法によって事業実施の効果でな

いものを取り除いた上で、事業効果の検証を試みる。ここでの操作変数は、(1)村落が

事業の対象となることに相関し、(2)事業効果とされるものに直接影響を及ぼさない変

数であることが条件となる。１ 
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ここではその操作変数として、「住民の新たな機会に挑む姿勢の強さ」を採用する。

操作変数の第一の条件については、新しいことに積極的で、新たな機会に挑む姿勢が

強い住民が多い方が、PRODEFI 事業の対象村落となる可能性は高いと考えられ、この

操作変数は対象村落となることと相関する可能性は高いと考えられる。次に、第二の

条件が当てはまるかどうかについて、操作変数が(2)事業効果とされるものに直接影響

を及ぼさないものであるかどうかについて、事業効果ごとに検証する。 

 

①「植林活動の活発さのレベル」については、現地調査での住民を対象としたインタ

ビューによると自発的に植林を試みた住民は多いが、塩害などの問題によって頓挫し

ており、塩害への対象方法などを教わる機会があって始めて植林活動を続けられると

いうことであった。即ち、技術と知識を学ぶことがまず必要で、操作変数にある新た

な機会に臨むという姿勢だけでは植林に活発に従事することにならない。従って、こ

の事業効果については操作変数は第二の条件を満たしていると思われる。 

 

②「植林活動において他者に助言する頻度」については、植林について助言するには

そのための知識や技術が必要であるので、操作変数である「新たな機会に臨むという

姿勢」が強いということだけでは助言できるようにはならない。従って、この事業効

果においても、操作変数の第二の条件を満たしていると思われる。 

 

③「植林活動において他者の協力を得ている程度」については、他者から協力を得る

には、まず協力を得ることが出来る人がいるかどうか、協力を得る状況があるかとい

うことが重要であり、新たな機会に臨むという姿勢が直接影響を及ぼすということは

考えにくい。このことにより、この事業効果においても、操作変数の第二の条件を満

たしていると思われる。 

 

④(1)「所属するグループの活動に活発に参加する程度」は、まずはグループがどのよ

うな活動をしているかによる。例えば、グループが旧来からの活動に専念していて新

しいことを始めないのであれば、回答者が新たなことに臨む姿勢を強くもっていても、

グループ活動に積極的に参加するとは限らない。 

 

④(2) 「所属するグループの目的のためにそのリーダーとメンバーが協力しあう程度」

については、所属するグループのリーダーとメンバーについてであるので、回答者の

新たな機会に臨むという姿勢とは直接の関係はない。 

 

⑤「住民が互いに協力的である程度」については所属する村のことであるので、回答

者の新たな機会に臨むという姿勢とは直接の関係はない。 
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以上により、第二の条件についても、前述の操作変数は条件を満たしているものと

思われる。 

 

5. 変数 

次に分析に使用した変数と、それぞれの変数がとりうる値の定義は以下の通りであ

る。まずは事業効果、操作変数、そしてコントロール変数の順に説明する。 

 

5-1. 事業効果 

前述した事業効果を変数とするために、質問票にて以下の質問により回答者から回

答を得た。括弧内に回答がとりうる値を示す。 

 

① 植林活動にどの程度活発ですか？（5=非常に活発である、4=活発である、3=ある

程度活発である、2=活発でない、1=全く活発でない） 

② 植林に関して、どの程度の頻度でほかの人に助言していますか？(5=常に誰かに助

言している、4=頻繁に助言している、3=時々助言している、2=あまり助言してい

ない、1=全く助言しない） 

③ 植林の活動においてどの程度他の人から協力を得られますか？(5=大きな協力を

得ている、4=協力を得ている、3=ある程度協力を得ている、2=協力は得ていない、

1=協力は全く得ていない） 

④ (1)村人が互いに協力的な程度(5=非常に協力的である、4=協力的である、3=どち

らでもない、2=協力的でない、1=全く協力的でない） 

④ (2)回答者が所属するグループ活動に積極的に参加する程度(5=とても積極的であ

る、4=積極的である、3=どちらでもない、2=積極的でない、1=全く積極的でない） 

⑤ 回答者が所属するグループ活動のリーダーとメンバーが組織の目的達成のために

協力しあう程度(5=非常に協力的である、4=協力的である、3=どちらでもない、2=

協力的でない、1=全く協力的でない） 

 

5-2. 事業による投入 

前述の事業効果を引き起こした事業の投入を全体的にとらえる変数として、回答者

が PRODEFI 対象村住民であるかどうか（1=対象村住民である、0=対象村住民でない）

を採用する。 

 

5-3. 操作変数 

前述した操作変数の、住民の新たな機会に挑む姿勢の強さを表すデータを収集する

質問とその回答がとりうる値は次の通りである。 
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PRODEFI のような新たな機会があればそれをどの程度の頻度で活用しますか？（5=常

にする、4=頻繁にする、3=どちらともいえない 2=しない、1=まったくしない） 

 

5-3. コントロール変数 

事業による投入以外で、事業効果に影響する要因を分析に含めるため、以下のコント

ロール変数を含める。 

 

 植林活動に必要な資金や資材などのリソースを豊富に有する程度(5=非常に豊富

である、4=豊富である、3=どちらでもない、2=豊富でない、1=全く豊富でない） 

 植林活動における収益の見込み（5=大きく見込める、4=見込める、3=どちらとも

いえない、2=見込めない、1=全く見込めない） 

 年齢 

 フランス語での識字（１＝識字、0=非識字） 

 母語での識字（１＝識字、0=非識字） 

 回答者が所属するエスニックグループ（ウォロフ、ソニンケ、セレール、フラニ、

マニンカ） 

 

6. 分析：第一段階の回帰分析モデル 

 

データ収集において事業効果として現れたもののうち、事業実施の効果でないもの

を取り除くための第一段階の回帰分析モデルを式で表すと以下の通りになる。 

 

対象村落 it = β0t +β1t機会 it+β2tリソース it +β3 利益 it+β4 年齢 it 

+β5 識字(仏語)it+β6 識字(母語)it+β7 ウォロフ it 

+β8 ソニンケ it+β9 セレール it 

+β10 フラニ it+β11 マニンカ it+εit 

 

事業の投入を総合的に表す変数である対象村落 itは回答者 iの村落が t年に PRODEFI

支援対象村であったかどうか、操作変数は機会 it で回答者 i の t 年における PRODEFI

のような新たな機会を活用する程度、リソース it は回答者 iの t年における林業に必

要な資金や資材などなリソースを有する程度、利益 itは回答者 iが t年に林業で利益を

見込める程度、年齢 iは回答者 iの t年における年齢、識字(仏語)itは回答者 iがフラ

ンス語で識字であるかどうか、識字(母語)iは回答者 iが母語で識字であるかどうかで

ある。回答者が属するエスニックグループについては、この調査の回答者が属するエ

スニックグループはウォロフ、ソニンケ、セレール、マニンカであり、例えば、回答

者がウォロフに属すれば、ウォロフ it は１となり、それ以外のソニンケ it、のセレー

ル it、フラニ it、、マニンカ itは 0 となる。回答者がソニンケであれば、ソニンケ itは１
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となりその他のエスニックグループの変数は 0 となる。εitは回答者 iの村落が t年に

PRODEFI 対象村となることに影響を及ぼす要因につき、この分析では説明されていな

い誤差である。 

 

表 2 は第一段階の回帰分析モデルの結果であるが、操作変数の「機会」は統計的に

有意(P<0.01)であり、操作変数として利用できることを示している。 

 

表 2 第一段階の回帰分析モデル 

変数 係数 

機会 0.05*** 

リソース 0.11*** 

利益 -0.03** 

年齢 0.00*** 

識字（仏語） 0.06*** 

識字（母語） 0.05** 

ウォロフ 0.09 

ソニンケ 0.08 

セレール -0.12* 

フラニ 0.02 

マニンカ 0.00 

切片 -0.13 

***P<0.01  **P<0.05   *P<0.1 

 

 

７．第二段階回帰分析の結果 

 

表 2 は前述の各事業効果と変数ごとの係数を表にしたもので、統計的に有意なもの

は星印を付した。以下でそれぞれの事業効果ごとに分析をまとめた。 

 

①植林の活動にどの程度活発に従事しているかについては、プロジェクト対象村落住

民であるかどうかは統計的に有意ではない。植林に活発に従事しているかどうかは、

研修によって得られた知識や技術よりも、植林のための資金や資材を有しているかの

ほうが重要であるためと思われる。分析結果でもリソースを有する程度、利益が見込

める程度は統計的有意となっている。 

 

②対象村落の住民は、非対象村落の住民と比べて、植林について他の住人に活発に助

言しているという結果(p<0.05)となった。本体フェーズの成果 4（「ボランティア農家
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のネットワークを利用する普及手法暫定モデルが実施される」）、及び延長フェーズの

成果 4（「持続的自然資源管理に係るエクステンションモデルが研修員の普及ネットワ

ークを通じて実践される」）が裏付けられた結果となっている。 

 

③対象村落の住民は、非対象村落の住民と比べて、植林において他の住民の協力を得

ているという結果(p<0.05)となり、PRODEFI 事業により、対象村落では植林における

住民間の協力が促進されたとことを示している。 

 

④対象村落の住民は、非対象村落の住民と比べて、④(1)自分が所属するグループに活

動に積極的に参加していて(p<0.01)、④(2)組織の目的のために組織のリーダーとメン

バーが協力しており(p<0.01)、PRODEFI 事業の実施が対象村落全般で組織化の向上に

貢献していることが確認できた。 

 

⑤対象村落の住民は、非対象村落の住民と比べて、全般的に互いに協力的である

(p<0.01)という結果となっており、事業の実施が村落における人間関係全般に効果を

及ぼしていることを示している。 

 

表 3 操作変数法による事業効果の検証結果 

 
活発に従

事する 

助言する

程度 

協力を得

ている程

度 

グループ

活動に積

極的に参

加 

組織のリ

ーダーと

メンバー

が協力的 

村人が互

いに協力

的 

対象村落 0.19 0.79** 0.48** 1.13*** 1.06*** 5.76*** 

リソース 0.12*** 0.11** 0.48*** -0.08* -0.08* -0.80*** 

利益 0.65*** 0.35*** 0.47*** 0.11*** 0.10*** 0.36*** 

年齢 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.01*** 

識字（仏語） 0.09** -0.18*** -0.16*** -0.07 -0.07 -0.68*** 

識字（母語） 0.11*** -0.27*** 0.23*** 0.51*** 0.46*** 0.03 

ウォロフ 0.06 0.62** 0.00 0.08 0.03 0.20 

ソニンケ 0.10 -0.00 -0.13 -0.81*** -0.91*** -0.15 

セレール 0.19 0.06 0.12 -0.35** -0.44** 0.77* 

フラニ 0.01 0.14* -0.02 -0.18** -0.20** 0.11 

マニンカ 0.14** 0.68*** -0.19** 0.11 0.11 0.62* 

切片 0.88*** 0.44 -0.03 0.88*** 1.07*** 2.90*** 

***p<0.01  **p<0.05  *p<0.1 
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１ Eisenberg, Daniel and Brian C. Quinn. 2006 “Estimating the Effect of Smoking 

Cessation on Weight Gain: An Instrumental Variable Approach. Health Research and 

Educational Trust. 41:6 (December), p. 2258 
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