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評価調査結果の要約表 
 

１．案件の概要 

国 名：ミャンマー連邦 
案件名：小規模養殖普及による住民の生計向上事

業 

分 野：農業開発 援助形態：技術協力 

所轄部署：農村開発部水田一課 協力金額（評価時点）：1 億 5,218 万 7,000 円 

協力

期間 

（R/D）： 2009 年 6 月～2012 年 6 月 先方関係機関：畜水産省 

（延長）： 日本側協力機関：なし 

（F/U）： 他の関連協力：なし 

（E/N）（無償）  

１－１ 協力の背景と概要 

ミャンマー連邦（以下、ミャンマー）では、水産物の消費量は大きく、動物性たんぱく質摂

取量の 70％以上を水産物に依存している。水産物は地域住民にとって極めて貴重なたんぱく源

であるが、近年、重要漁獲魚種の小型化といった資源減少の兆候が確認されており、都市化に

よる生息環境の悪化や乱獲による影響が懸念される一方、人口増加に伴う水産物への需要は拡

大している。 

かかる状況への対応策として、同国政府の漁業政策上においても小規模養殖の振興・普及は

急務とされており、地域貧困層の栄養改善及び所得向上にも有効な一手段としても、その推進

が緊急の課題として位置づけられている。このような背景にあって、2005 年から 2008 年に「漁

業政策アドバイザー」が水産局へ派遣され、水田や用水池を活用した住民参加型の小規模養殖

普及活動を試験的に実施した。本技術協力プロジェクトは、この活動を受け、地方村落に存在

する池や稲田を活用した小規模養殖手法の明確化と、農民自身が普及を担っていくシステム（農

民間普及アプローチ）を水産局の指導支援の下に構築することを目的として 2009 年 6 月から 3

年間実施されている。本中間レビューは期間半ばを迎えた 2011 年 1 月～2 月に実施された。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標：イラワジ、バゴー管区及びカレン州 3 地域において住民の動物性たんぱく質

摂取量の向上及び農家の生計向上をめざした小規模養殖が広く実施される。 

 

(2) プロジェクト目標：イラワジ、バゴー管区及びカレン州 3 地域におけるプロジェクト対

象 5 市町区で小規模養殖を実施している農家戸数が増加する。 

 

(3) 成 果 

成果 1：対象市町区の農民が小規模養殖を開始するために必要な制度的、技術的な事項が

明確になり、マニュアルにまとめられる。 

成果 2：対象市町区の農民への小規模養殖普及にかかわる支援体制が強化される。 

成果 3：対象市町区での農民間普及活動の中心となるパイロット農家及び中核農家が選定

され、農民間普及が開始される。 
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(4) 投入（2011 年 2 月時点） 

日本側： 

長期・短期専門家派遣 延べ 5 名 

機材供与 400 万円 

本邦研修受入れ 計 12 名 

在外事業強化費 約 1,500 万円（2010 年度末までの予算を含む） 

 

相手国側： 

カウンターパート（C/P）配置 14 名 

土地・施設提供 専門家執務室、什器備品類等 

運営経費負担 地方職員旅費等 

２．評価調査団の概要 

調査団員 （担当分野・氏名・職位） 

団長/総括  千頭 聡 JICA 国際協力専門員 

養殖普及  原田和典 水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室 課長補佐 

協力企画  日高 弘 JICA 農村開発部水田一課 

評価分析  寺尾豊光 水産エンジニアリング（株） 

調査期間 2011 年 1 月 30 日～2011 年 2 月 18 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) プロジェクト目標 

1)  調査時点において 64 の農家及びコミュニティが小規模養殖を実施中である。また、ラ

パタン市町区では、夏期米用の稲田においてプロジェクトからの支援なしで 77 の農家が

新たに養殖を行う予定である。 

2)  養殖農家の増加は、中核農家の種苗生産技術の向上、種苗の配布方法の改善、周辺農

家への技術指導、情報提供によることが多く、農民間普及の手法についても実践されつ

つあることを確認した。また、1 年目の経験を活用し、2 年目からは地方水産局が主体と

なって、モニタリングを行うなど、モニタリング体制構築の進捗も確認された。 

3)  調査時点のプロジェクト活動の達成度を踏まえ、プロジェクト終了時点においてプロ

ジェクト目標はほぼ達成できると評価した。 

 

(2) 成 果 

成果 1：  

1) マニュアルについては、既に 4 種類作成済みであり、また、パイロットサイトにお

ける農民の聞き取り調査において、字が読めなくても絵で理解できるとの回答があっ

たこと等から、本マニュアルは現場レベルにおいても活用できるものと考える。 

2) 地域の現状（灌漑地域、天水農業地域）に応じた養殖技術が適用されており、また、

給餌方法等についても、比較検討がなされており、技術・経済的に合致した養殖の開

発導入が進んでいる。 
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成果 2：  

1) 5 市町区等の地方水産局職員の研修を実施し、2 年目からはプロジェクトの支援なし

で定期モニタリングの実施が可能な状況となった。 

2) 農民間普及に関するガイドラインについても作成済みであり、また活動の成果、経

験を取り入れることにより農民が理解しやすいものとしている。 

 

成果 3：  

1) 2 年目の養殖期において、4 市町区において 4 人の中核農家が選定され、一定の義務

を負う種苗生産の運営計画も署名された。各種実施されている研修を通じ、中核農家

の普及能力の向上が図られている。 

2) 2010 年に中核農家が講師となる研修が 2 回実施された。この 2 回（達成指標は 15

回）の研修は、農民間普及の一部を成すものである。今後ともこれらの研修を実施す

ることで、中核農家がより強力に普及サービスを担うことが期待される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

ミャンマー政府の関連政策「漁業開発 30 カ年計画」が求める養殖振興、対象グループの、

重要動物性たんぱく源の生産、養殖業による副収入、魚の購入による家計費の低減といっ

たニーズ、わが国の対ミャンマー経済協力方針、以上の諸条件にいずれも合致しており、

本計画の妥当性は高いと考えられる。 

 

(2) 有効性 

以下の理由により、本計画の有効性は高いと見込まれる。本計画は、小規模養殖を普及

することで、農家所得の増加、動物性たんぱく質の村落への供給といった住民の生計向上

をめざしている。低コストの養魚の方法として、小規模池中養殖や稲田養殖等が選定され、

パイロット農家において実証試験が行われている。また、本計画は政府に多く依存するこ

となく養殖技術が広く普及するように、農民間普及のアプローチを取っている。養殖普及

をめざしたこれらの活動は順調に進捗しており、終了時までにプロジェクト目標はほぼ達

成されると判断できる。 

 

(3) 効率性 

これまでのところ本計画の効率性は高く推移している。プロジェクト・デザイン・マト

リックス（PDM）に示される指標と関連情報によって評価した結果、既往の活動の進捗状

況からみると、終了時までには全指標が満たされると考えられる。また、低投入養殖の実

現のため現場経費が最小限に抑えられたこと、水産局地方事務所でも要員を配置しその旅

費負担がなされたこと等があり、本計画の運営経費は全体として低めになっている。 

 

(4) インパクト 

以下の理由により、本計画のインパクトは中程度と見込まれる。 
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1) 上位目標達成の見込み 

周辺農家のプロジェクト活動への反応は 2 年次（2010 年）になってより積極的なもの

になっている。特にバゴー管区における 2 市町区では、池を自己負担で掘削しなければ

ならないにもかかわらず、養殖着手を希望する農家が増えている。しかしながら、この

ような「展示」によるアプローチは結局のところ受け身的要素が強く、したがって中核

農家の再生産など、上位目標の達成に向けては、より能動的な普及方法の開発も検討す

ることが重要である。 

 

2) 波及効果 

2010 年 5 月から 12 月にかけて中央農業研究研修センター（CARTC）で行われた水産

局とミャンマー農業サービス公社（MAS）共同研究「稲田養殖の実証研究」により、CARTC

で農業普及要員のハンドブックに稲田養殖の利点を取り入れることを計画しており、こ

のような農業セクターにおける普及活動は、計画のインパクトを拡大すると期待できる。

 

(5) 持続性 

以下の理由により、本計画の持続性は高いと見込まれる。 

 

1) 政策面 

水産局では毎年何百万尾もの種苗を貯水池や河川に放流し、また生計レベルの淡水養

殖の開発を計画している。コメの安定生産と同様に、動物性たんぱく源の相当部分を占

める魚類を継続して供給することは、ミャンマーの国家政策の一部を成している。本計

画は村落で普及可能な低投入の小規模養殖の開発を目的としており、関連政策の実現に

貢献できることから、政府の支持は今後も継続すると考えられる。 

 

2) 組織・財務面 

農民間普及のアプローチを確実にするため、中核農家の訓練と村落近在での種苗生産

を可能にする施設の供与が行われ、養魚普及を容易にする方法が取られている。種苗農

家と養殖農家のこのネットワークは、政府に多くを依存しない自立したものになると期

待される。また、水産局地方事務所と水産ステーションの職員は、種苗農家と養魚農家

に技術支援を与えるうえで十分な技術能力をもっている。農民間普及へのその関与や貢

献の内容については、プロジェクト活動 2-1 の今後の実施を通じて計画されていくこと

になる。 

 

3) 技術面 

本計画によって開発される小規模養殖の技術は簡素である。そのため農家は養魚の実

践を継続することが可能であり、また必要に応じて、中核農家からの技術サポートを受

けることもできる。なお、中核農家による普及には、水産局から送達される技術情報を

含むことも可能である。また、中核農家によって管理されるべき種苗生産は、高度な技

術と多額のコストを必要とせず、村落周辺の需要に見合う小規模な経営を意図している。
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３－３ 結 論 

本プロジェクトは「漁業開発 30 カ年計画」及び対象グループがもつニーズに対して良い整合

性をもつ。プロジェクトの有効性は確保される見込みにあり、またプロジェクト活動実施に対

して日本側及びミャンマー側双方の投入は適切に行われてきた。プロジェクトには既に正のイ

ンパクトが幾つか見受けられるが、上位目標の達成の程度を評価するには尚早の段階にある。

プロジェクトの持続性は確保される見込みである。次に掲げる提言を考慮して、プロジェクト

の後半期間を通じ、ミャンマーの C/P 要員並びに日本の専門家はプロジェクトの円滑な実施に

向け努力を継続することが望まれる。 

 

３－４ 提 言 

(1) 地域の状況に適した養殖モデルの確立 

パイロット農家による実証試験のモニタリングを継続するとともに、実証データを分析

し、プロジェクト終了時までにそれぞれの地域に見合った養殖技術と手法のモデルを確立

すること。また、併せて異なった養殖形態における養殖技術（給餌方法、養殖密度等）の

改善を図ること。 

 

(2) ケーススタディの実施と結果の共有 

  上述した「地域に適した養殖モデルの確立」の実証とは別に、小規模養殖の促進のため

の成功・失敗事例に係るケーススタディを実施し、貢献・阻害要因を抽出すること。また、

調査の結果は農民をはじめ、関係者に広く共有を図ること。 

 

(3) 稲田養殖の促進 

  ミャンマーにおいては、水田を養殖池に自由に転換することが認められていない。その

ような状況の下、プロジェクトが CARTC において実施した稲田養殖の実証試験では、コ

メの収量増加にも貢献することが判明した。CARTC での実証試験の継続、ラパタンタウン

シップにおける 77 農家による稲田養殖の成果を分析し、他の地域へも展開可能かどうか検

討すること。 

 

(4) 小規模養殖普及におけるコミュニティリーダーの役割 

バゴー管区では、種苗販売による経済的インセンティブを通じて、種苗生産農家である

中核農家から一般養殖農家への技術指導が行われることが十分考えられる。プロジェクト

はそれら中核農家に対してより一層の技術的支援を行い、中核農家から一般養殖農家への

普及（農民間普及）の道筋をつけること。 

他方、イラワジ管区並びにカレン州においては、中核農家が水産局のステーションから

受精卵を受け取り種苗生産していること、種苗を購入する農家が限られていることから、

プロジェクト期間内に、中核農家の種苗生産が収益性のある事業となり得るのか危惧され

る。中核農家の経済的インセンティブは限られるが、中核農家が村落内のリーダー的役割

を担い、村落開発の背景の下で小規模養殖普及を推進することが可能かどうかを検討する

こと。 
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３－５ 教 訓 

(1) MAS との連携 

2010 年 12 月に実施された稲田養殖に係る水産局と MAS の共同研究の結果、農業普及用

のハンドブックに稲田養殖の貢献の説明が加わることになった。この事例から、関係政府

機関との連携は、単に効率性を高めるだけではなく、プロジェクトのインパクトを醸成す

るうえでも、時に重要な要因となり得ることが示された。 

 

(2) 実証試験の重要性 

現在プロジェクト活動は 21 カ所の村区で実施されている。活動を通じ、土地利用制限に

伴う養殖開発の制約、モンスーン時期の洪水や乾期の干上がりによる養魚の難しさ、地域

的な低魚価、新規事業に対する労働力投入への農家の慎重な姿勢など、小規模養殖を実施

するうえでの課題が具体的に判明した。現在進めている実証試験の成果を活用して、これ

らの自然・経済条件にも反映した養殖経営の技術パッケージの開発も可能になろう。この

ような地域の状況に合わせた技術パッケージが開発・活用されれば、小規模養殖の更なる

地域展開も期待される。 

 

 

 

 


