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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 22 年 2 月 25 日 

担当部・課：農村開発部乾燥畑作地帯第一課 

１．案件名 

国名 ：マダガスカル国 

案件名：北西部マジュンガ地区ティラピア養殖普及を通じた村落開発プロジェクト 

Rural Development Project through the Diffusion of Aquaculture of Tilapia in the Region of Boeny, 

Mahajanga 

 

２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、ブエニ県内 3 郡において、①対象地域に適したティラピア種苗生産技術

と養殖技術の改善と実証、②技術普及を担う普及員1の能力強化、③農民から農民への技術普及

アプローチの確立、④県ティラピア養殖開発計画の策定を通じ、プロジェクト対象地域におけ

るティラピア養殖普及システム2の構築を目的とする。 

 

(2) 協力期間 

 2010 年 7 月～2014 年 1 月（42 ヶ月） 

 

(3) 協力総額（日本側） 

 約 3.9 億円 

 

(4) 協力相手先機関：  

漁業・水産資源省（Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques: MPRH）養殖局 

 

(5) 国内協力機関：  

農林水産省 

 

(6) プロジェクト対象地域 

 ブエニ県内 3 郡3（マジュンガ II、マルブアイ、アンバトブエニ） 

 

(7) 裨益対象者及び規模： 

                                                  
1 漁業・水産資源省がプロジェクト対象地域の各郡に新規に配置する予定である水産普及員、地方行政である県

庁・郡庁が任命する普及員が主に対象となる。 
2 ティラピア養殖普及システムとは、中央所管官庁が、ある特定地域におけるティラピア養殖振興を目的に、①当

該地域に存在する関連機関との連携関係の構築、②地域の諸条件に適合した技術の導入、そして③普及員や農民

リーダー等の地域の人的資源の能力向上を通じ、養殖普及を推進する方式、またはその仕組みを指す。 
3 マダガスカルの行政区分は県（Region）、郡（District）、市（Commune）、村（Fokontany）の４層構造となってい

る。 
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• ブエニ県漁業・水産省関係者、普及員、国立農村開発研究センター（Le Centre National de la 

Recherche Appliquée au Développement Rural: FOFIFA）研究員及びエビ養殖開発センター

（Centre de Développement de la Culture de Crevettes: CDCC）技術者4、地方行政関係者等 約 20

名 

• 中核農家5 約 30 名 

• 養殖普及対象となる一般農家6 約 900 名 

 

３．協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 

マダガスカル国（以下、マ国）は、アフリカ南東部の沖合に位置する国土面積約 58 万 7,000km2

（日本の 1.6 倍）の島国で、人口は 1,910 万人（2006 年）である。統計資料によれば、一人当

たりの国民総所得（Gross National Income: GNI）は 280 ドル（2006 年、世銀）で 貧国の 1 つ

に属し、人間開発指数は 0.509 と 177 か国中 143 位（2006 年、United Nations Development 

Programme: UNDP）である。また国民の 61％は、一日当たり 1 ドル以下で生活する 貧困層で

あるとされている（2006 年、UNDP）。人口の 73.5％は農村部で生活しているが、農村部の貧困

率（1 日 2US$以下の消費）は 85％と高く、貧困層の 70％が栄養不良とされている。 

プロジェクトの対象県のブエニ県はマ国の北西部に位置し、貧困率 88.9％（全国平均 85%）

と高い上、人口増加率（3.1％）についても全国平均（2.9%）と比べて高い状況である。また同

県はコメ生産及び水産業が主産業であるが、水産業の主力であったエビ養殖は国際価格の低迷

により近年は不振の状態である。一方、同県は一年を通じて気温が高く（平均気温 27℃）、同

時に豊富な年間降水量（1,000～1,500mm）、多くの水田や雨季の氾濫源など、水資源に恵まれて

おり、ティラピアの種苗生産・養殖のポテンシャルが極めて高い地域である。しかし地域にお

ける種苗・餌の生産量が限られており、また養殖技術に関する普及がこれまでに行われていな

かったことから、ティラピア養殖を実施している農家は限定的である。ティラピアは市場にお

ける換金性が高く、生計向上のための有力な手段の一つであることから、同地域の貧困削減に

資するものとして期待が高い。 

 

(2) 相手国の政策上の位置付け 

従来マ国においては、2005 年の貧困削減戦略ペーパー改定を機に具体的な中期行動計画とし

て国家開発計画「マダガスカル・アクション・プラン」（Madagascar Action Plan: MAP、2007～

2012 年）を策定し、具体的な数値目標を達成するための国家プログラムが進められてきた。同

計画では、「貧困削減と経済成長」を目指し 8 つの目標が掲げられており、「農村開発」はその

1 つの柱として位置付けられている。水産政策に関しては、「水産（漁業及び養殖）マスタープ

ラン（2004～2007 年）」では、養殖を農村開発や貧困緩和の一つの原動力と位置づけている。

                                                                                                                                                            
4 FOFIFA はマ国政府機関として唯一ティラピアに関する研究・開発を行っている機関である。また CDCC は当初

はエビ養殖技術の開発、エビ種苗の供給を担っていたが、近年ではティラピアの種苗生産・供給を行っている。 
5 地域において種苗生産を行い、周辺農家への種苗の供給、養殖技術の普及を担う農家。①公平性・公共性の観点、

②篤農家であること、③土地・資金・技術力等のリソースの保有状況等を考慮し選定する。 
6 中核農家から種苗の供給及び養殖技術の普及を受ける農家。一般農家の多くは農業、畜産業を営んでいる。 
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また同マスタープランでは、2012 年における漁獲及び養殖生産量を 25 万トンとすることを打

出しており、これにより、現在 6kg/年/人と推計されている水産物消費量を 2012 年までに 8kg/

年/人とすることを目標にしている。 

また「貧困削減戦略ペーパー（2003 年）」、「マ国持続可能な養殖開発戦略（2005 年）」、「マ国

養殖ノート（2009 年）」など一連の政策提言に、農村地域における「生計（収入）向上」、「生

活レベルの向上」、「栄養摂取量の増加」の手段としての「養殖普及」の重要性と推進があげら

れており、養殖普及はマ国の開発政策の中でも優先順位の高い活動となっている。 

 

(3) 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 

「JICA 国別事業実施計画」において重点分野を①村落開発分野、②基礎生活分野、③経済開

発分野の 3 つに整理している。本プロジェクトが目指すティラピア養殖の普及は重点分野の一

つである「村落開発分野」において、農漁村地域住民の生活水準向上に資する協力として位置

づけられる。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

国際連合食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO）は 1980

年代から中央高地において、中核農家の育成を通じたコイの小規模養殖普及の支援を行ってお

り、1990 年代後半からはコイとティラピアとの混養への支援に切り替わった。この FAO プロ

ジェクトでは、普及員を使わず、選定した中核農家に対し直接技術移転を行い、種苗生産・養

殖技術だけでなく販売方法に至るまで支援を行っている。FAO はティラピア養殖における課題

として①農家がホルモン剤を利用した単性養殖を高コストのため実施できないこと、②優良な

親魚を入手できないこと、を挙げている。加えて FAO はブエニ県においてオニテナガエビ養殖

普及プロジェクトを実施したが、初期投資が必要とされる種苗生産を農家が行うことに課題が

残っている。 

ブエニ県においては、UNDP がモデル農家に対して、ティラピアの小規模養殖、エビの小規

模養殖、水産加工の支援を実施したが、協力期間の後半になり規模を縮小し、また十分な養殖

技術者がいなかったことにより、プロジェクトの成果は現在では持続されていない。 

本プロジェクトでは上記 2 機関のプロジェクトから得られた課題を考慮して実施する。具体

的には FOFIFA 及び CDCC において優良な親魚養成及び単性養殖の実証を行うとともに、中核

農家が持続しうる種苗生産技術の実証に取り組む。またティラピアの研究者・技術者・普及員

の育成を行い、プロジェクト終了後も継続して養殖農家を支援する仕組みを構築する。加えて

FAO が作成した普及教材等を有効に活用するともに、FAO 等、他ドナーとの協力関係を構築し

ながら、協力を実施する。 

 

４．協力の枠組み7 

(1) 協力の目標（アウトカム） 

 1) 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

                                                  
7 目標値については、ベースライン調査結果に基づき、プロジェクト開始 1 年後に設定する。 
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ティラピア養殖普及システムが、対象地域において構築される。 

＜指標・目標値＞ 

• 中核農家の収入が、XX%以上増加する。 

• 中核農家より養殖技術を普及された農家のうち XX 戸以上が、改良された養殖技術を実践

する。 

 

 2) 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 

ティラピア養殖普及を通じ、プロジェクト対象地域の農家の生計が向上する。 

 

＜指標・目標値＞ 

• 対象地域において技術移転を受けた農家の収入が XX％増加する。 

 

(2) 成果（アウトプット）と活動 

【成果 1】対象地域の状況8に適合した種苗生産技術が開発される。 

＜活動＞ 

1-1 ティラピアの種苗生産と供給に関する現状と課題を明らかにする。 

1-2 ティラピア種苗生産に係る既存の技術を整理する。 

1-3 ティラピア種苗生産に係る技術試験を、FOFIFA 及び CDCC の施設において行う9。 

1-4 パイロット農家を選定し、同農家においてティラピア種苗生産技術に係る実証試験を行う
10。 

1-5 対象地域に適合するティラピア種苗生産に係る技術パッケージ、及び普及教材を開発する。

1-6 普及員及び中核農家向け、研修カリキュラム・教材を作成する。 

 
＜指標・目標値＞ 

• ティラピア種苗生産に係る技術パッケージ・研修教材、及び普及教材が XX 点作成される。

 

【成果 2】対象地域の状況に適合した養殖技術が実践される。 

＜活動＞ 

2-1 対象地域における、ティラピア養殖の現状と課題を明らかにする。 

                                                                                                                                                            
8 プロジェクト対象地域であるブエニ県内の 3 郡は、自然環境（水源を含む）、農家の営農形態等の条件が異なる

ため、技術の改善・実証の際には十分に留意する。また地元で入手可能な餌材料等の投入資源や農家の経営規模

に応じ、導入する養殖手法（粗放的・半集約・集約）を検討・選択することになる。 
9 FOFIFA・CDCC における試験内容についてはプロジェクト開始後に漁業・水産資源省と協議の上決定するが、

親魚養成、単性種苗生産、餌料の開発等は重要なテーマとなる。 
10 農家レベルの実証試験内容についてはベースライン調査の結果を踏まえ決定するが、健全な種苗の効率的生産、

餌料、水管理等が重要なテーマになると考えられ、農家の現状に即し適切な技術を選択し、種苗生産技術パッケ

ージを作成する。 
11 養殖技術パッケージについてはベースライン調査の結果を踏まえ決定するが、養殖形態（稲田養殖、池中養殖、

網生簀養殖）毎に、農家の養殖目的（自給、商業、その双方）や地域の自然条件等を考慮して取り纏められるこ

とが考えられる。 
12 研修実施後に行われる習熟度確認テスト等を用い評価することを想定するが、具体的な評価基準についてはプ

ロジェクト開始後 1 年以内に設定する。 
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2-2 対象地域に適合する養殖技術を特定する。 

2-3 養殖技術に係る技術パッケージ・普及教材を作成する11。 

2-4 パイロット普及活動の対象となるコミューン及び農家を選定する。 

2-5 養殖技術に係るパイロット普及活動を実施する。 

2-6 パイロット普及活動の結果を分析し、技術パッケージ・普及教材を改良する。 

2-7 普及員及び中核農家向け、研修カリキュラム・教材を作成する。 

 
＜指標・目標値＞ 

• ティラピア養殖技術に係る、改良された技術パッケージ・研修教材、及び普及教材が XX

点作成される。 

• パイロット農家の収入が XX％増加する。 

 

【成果 3】普及員の能力が強化される。 

＜活動＞ 

3-1 対象となる普及員を選定し、技術及び普及に係る能力の現状と課題を分析する。 

3-2 対象郡毎に普及チームを形成する。 

3-3 普及チームにより郡毎の養殖普及計画が立案される。 

3-4 普及チーム（主に普及員）に対し、中核農家育成及び一般農家への養殖普及の支援をする

ためのトレーナー研修（Training of Trainers: TOT）を実施する。 

3-5 研修結果を分析し、研修カリキュラム・教材を改善する。 

 
＜指標・目標値＞ 

• 中核農家の育成、一般農家への養殖普及の支援をすることができる普及員が XX 名養成さ

れる12。 

 
【成果 4】農民から農民への普及アプローチが開発される。 

＜活動＞ 

4-1 対象コミューン及び種苗生産の条件を備えた中核農家を選定する。 

4-2 中核農家に対し、種苗生産技術の研修を実施する。 

4-3 中核農家に対し、小規模孵化施設の設置のために必要な支援を行う。 

4-4 中核農家に対し、周辺農家に養殖を普及するためのトレーナー研修（TOT）を実施する。

4-5 中核農家による、周辺農家への種苗の供給及び養殖技術の普及を支援する。 

4-6 研修・普及活動の結果を分析し、技術パッケージ・研修教材等を改良する。 

 
＜指標・目標値＞ 

• 周辺農家への種苗の供給、養殖技術の普及を担う中核農家が 30 名以上養成される。 

• 中核農家により、XX 尾以上の種苗が周辺農家へ供給される。 

• 中核農家が実施する養殖技術研修に、周辺農家 900 名以上が参加する。 
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【成果 5】県ティラピア養殖開発計画が策定される。 

＜活動＞ 

5-1 プロジェクト対象地域におけるティラピア養殖開発計画案（関係機関の役割と機能、予算

と人員配置を含む）を策定する。 

5-2 プロジェクトの成果を踏まえ、県ティラピア養殖開発計画を改善する。 
＜指標・目標値＞ 

• 改善された県ティラピア養殖開発計画が県政府により承認される。 

 
(3) 投入（インプット） 

1) 日本側 

• 専門家：チーフアドバイザー/養殖技術、餌料開発、種苗生産技術、養殖普及等、プロジ

ェクトの実施・進捗に沿い必要に応じて派遣 

• 第 3 国専門家派遣：プロジェクトの実施・進捗に沿い必要に応じて派遣 

• 供与機材 

• 研修員受入（本邦、第三国、現地国内研修） 

• 現地活動経費 

2) マ国側 

• カウンターパート及び管理スタッフの配置 

• プロジェクト執務室及び事務施設・機材の提供 

• 現地活動経費 

• カウンターパート向け車輌 

 

(4) 外部要因（満たされるべき外部条件） 

1) 前提条件 

• プロジェクト開始時に、CDCC がティラピアの種苗を農民に対して供給する。 

2) 成果達成のための外部条件 

• カウンターパートが他部署や他地域に転属にならない。 

• 自然環境の著しい変化が発生しない 

• 治安が著しく悪化しない。 

3) プロジェクト目標の達成のための外部条件 

• プロジェクト実施期間内に、実施機関の役割を変えるような（省庁内の）再編や構造改

革が行われない。 

4) 上位目標達成のための外部条件 

• 水産や農村開発に関する政策に、抜本的な変化が起らない。 

• 対象地域において水産物流通システムに大きな変化が起らない。 

• ティラピアの市場価格が大幅に下落しない。 

• 対象地域において養殖池へのアクセスや、土地所有に関して、大きな変化が起らない。 
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５．評価 5 項目による評価結果 

(1) 妥当性 

本プロジェクトは、以下の観点から実施の妥当性が高いと見込まれる。 

• マ国は、国家開発計画等において養殖を農村開発及び貧困緩和の一つの原動力として位

置づけ、養殖生産量の増加を目標として打ち出していることから、本プロジェクトと先

方開発計画等との整合性は高い。 

• 「JICA 国別事業実施計画」において村落開発分野は重点分野の一つに掲げられており、

ティラピア養殖普及は農漁村地域住民の生活水準向上に資する協力として位置づけら

れることから、我が方援助計画との整合性は高い。 

• 本プロジェクトの対象地域は、年間を通じて気温が高く、かつ降水その他の水源が豊富

である等の理由により内水面養殖の適地であることから、プロジェクト対象地域選定の

妥当性が認められる。 

• ティラピアは種苗生産・養殖が周年可能、かつ他の魚種に比べ養殖が容易であり、そし

て淡水から汽水域に亘る幅広い地域において養殖が可能であることから、対象地域の貧

困削減の手段として、ティラピアの養殖を普及する意義は高い。 

• また本プロジェクトは養殖に対するニーズが高い農民への直接的な普及を計画してい

ることから、ターゲット・グループの選定は適切である。 

 

(2) 有効性 

本プロジェクトは、以下の観点から有効性が高いと見込まれる。 

• プロジェクト対象地域のティラピア養殖のポテンシャルと課題を考慮し、持続可能性が

高い普及システムを構築するための協力を計画する。具体的には対象地域に適した種苗

生産及び養殖技術の改善及び実証を行うとともに、技術移転を担う普及員を育成する。

そして技術の効率的な波及を目的とした「農民から農民への普及」アプローチを確立す

るため、中核農家の育成を行い、かつ中核農家から近隣農家への技術普及を促進する。

このように本プロジェクトはプロジェクト目標を達成するために段階的かつ戦略的な

協力を実施する予定であり、プロジェクト目標とアウトプットとの因果関係は高い。 

• また上記のような段階的な技術移転のアプローチは他国（カンボジア・ラオス等）にお

いても有効性が実証されており、他国の事例・教訓を有効活用することによって、プロ

ジェクト目標を達成できる見込みは高い。 

 

(3) 効率性 

本プロジェクトは、以下の点から効率的な実施が見込まれる。 

• 本プロジェクトは、マ国において過去に日本が協力を行った CDCC の養殖技術者及び施

設等のほか、他の援助機関（UNDP、FAO など）が過去に行った類似案件の教訓や既存

の普及教材などを 大限に活用する予定である。これによりプロジェクトへの投入を

小限に抑えることができる。 

• また本プロジェクトでは、JICA が他国（カンボジア及びラオス等）で行った淡水養殖
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普及プロジェクトの教訓を参照し、協力の枠組みが計画されている。また必要に応じ、

第 3 国専門家を活用することで、プロジェクトのニーズや進展状況に応じた柔軟な人的

資源の投入を図る。 

 

(4) インパクト 

  本プロジェクトの実施による正のインパクトは、以下のように予測できる。 

• プロジェクト対象地域では、養殖農家の多くが仲買人に対し、もしくは自ら近隣マーケ

ットにてティラピアを販売しており、市場・流通面での課題は確認されない。今後ティ

ラピア養殖量が増えることにより市場価格の下落が起こらなければ、上位目標である農

家の生計向上は達成される可能性が高い。 

• 加えて本プロジェクトでは、農村における新たな雇用の創出や農家の栄養改善等の、農

村開発における好ましいインパクトが期待できる。 

• 本プロジェクトは中核農家への技術移転を通して、周辺農家への技術普及を想定してい

る。また将来的には本プロジェクトにおいて確立したティラピア養殖普及モデルが、マ

国政府主導により他の県に波及されることが期待されるため、将来的により大きなイン

パクトを生み出す可能性がある。 

 

(5) 自立発展性 

本プロジェクトによる効果は、以下の通りプロジェクト終了後も継続されるものと見込まれる。

• 政策・制度面 

 養殖普及はマ国の農村開発及び水産開発にとって重要課題の一つであり、継続的に重視

される見込みである。 

• 組織・財政面13 

本プロジェクトでは、マ国における普及体制の脆弱性を考慮しつつ、既存のマ国の中央

及び地方政府（県庁・郡庁・コミューン）のリソースを 大限かつ効率的に活用すること

で、プロジェクト終了後においても自立的な普及システムの確立を目指すものである。 

また中核農家は種苗生産及び供給とともに、周辺農家への養殖技術の普及活動を担うこ

とになるが、これにより近隣に養殖農家が増加することで、中核農家の種苗生産及び供給

に対する経済的なインセンティブを生じさせることに繋がり、農民レベルにおけるティラ

ピア養殖の持続性がより高くなるものと想定される。 

• 技術面 

本プロジェクトでは養殖農家の技術レベル、地域の自然条件や社会経済条件、並びに養

殖目的に応じた技術開発を行うことから、開発された技術は農民の実情を反映したもので

あり、技術の定着度と波及性は高いものと想定される。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

                                                  
13 なお 2009 年以降のマ国における政治情勢が本プロジェクトに関連する組織体制、予算配置に影響を及ぼす可能

性が否定できないことについて、引き続き十分に留意する必要がある。 
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(1) ジェンダーへの配慮 

  CDCC によるブエニ県における養殖実態調査によれば、養殖に従事する約 4 割が女性であるこ

とから、技術の改善・実証及び普及の際には、女性の視点が反映されるよう配慮する。 

 

(2) 環境への配慮 

マ国の自然環境を考慮した適正養殖技術の開発・導入に取り組む。また、養殖対象とするテ

ィラピアの品種に配慮し、生物多様性保全の視点からも現状の生態系保全に努める。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

(1) カンボジア国「淡水養殖改善・普及プロジェクト」（2005 年～2010 年） 

標記プロジェクトでは①専門家からプロジェクト・カウンターパート（政府普及員・技術職

員）、②プロジェクト・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、

といった 3 段階技術移転による農民間普及システムを協力の枠組みに取り入れ、かつ効果的に

実践したことにより、当初の想定よりも迅速に養殖を普及した。このような段階的な取り組み

は、本プロジェクトにおいても核となるアプローチであることから、技術の改善・実証・普及

等の各側面における教訓及び成功経験を活用する。 

 

(2) マダガスカル国「北西部養殖振興計画」（1998 年～2006 年） 

標記プロジェクトでは、無償資金協力により建設された CDCC の技術者及び研究者を対象に

エビ種苗生産技術・小規模エビ養殖技術に関する能力を強化しており、本プロジェクトにおい

ても CDCC の施設に加え、養殖技術者・研究者を活用することが可能である。 

 

８．今後の評価計画 

(1) ベースライン調査：プロジェクト開始後 1 年以内に実施 

(2) 中間レビュー：プロジェクト協力期間の中間地点（2012 年 7 月頃）を目処に実施 

(3) 終了時評価：プロジェクト終了の約 6 ヶ月前（2013 年 7 月頃）を目処に実施 

(4) 事後評価：プロジェクト終了後 5 年を目処に実施 

 


