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タイ 

農業統計及び経済分析開発プロジェクト 

 

外部評価者：一般財団法人国際開発機構	 高木桂一 

０．要旨  
本事業の目的はタイの農業統計と経済分析の向上及び ASEAN 諸国の農業統計を担う

人材の育成を支援することである。妥当性については、タイの開発政策では農業統計の

向上が重視され、開発ニーズの観点からはタイにおける農業統計の収集・分析能力の向

上と ASEAN諸国における農業統計の人材育成への支援が必要とされていた。日本の援助

政策では農業政策支援と的確な食糧・農業統計、情報の提供促進が重点分野としてあげ

られており、高いと判断できる。有効性・インパクトについては、タイ国内の農作物の

データを収集し、分析する体制は計画通り改善された。他方で、ASEAN加盟諸国の農業

統計を担う人材育成を支援する農業経済局（以下 OAE）職員の育成については職員の英

語の語学力の不足により十分でないため、有効性・インパクトは中程度である。効率性

については、事業予算及び事業期間は計画どおりに実施され高いと判断できる。持続性

についてはタイ国内向けの事業成果は引き続き活用されているが、ASEANの農業統計を

担う人材育成への貢献が持続的でなく一部効果の発現が不足している。以上より、本プ

ロジェクトの評価は高いといえる。 

１．案件の概要  

 

 

	 	 	 （プロジェクト位置図）	 	 	 	 	 	 	 	 	 （タイの水田の風景） 
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1.1 協力の背景  

	  
	 タイの農業政策の立案と実施には OAE が提供する農業統計データとそれを基にした

経済分析の結果が基礎情報として活用されていたが、事業実施前においてデータ及び分

析の精度は不十分であった。またその結果の公表には 1 年以上の期間を要していて、時

宜を得た統計情報と分析結果を必要とする農業政策の立案と実施には不十分であった。 

	 また ASEAN加盟国では農業統計を担う人材育成が必要とされていたが、2001年 4月

に開催された「ASEAN+3 （中国、日本、韓国）農林大臣会議」では、ASEANにおける

食料問題及び食料安全保障情報システムについての研究を実施することが要望された。

それを受け、ASEAN 食料安全保障情報システム（ASEAN Food Security Information 

System：以下 AFSIS）1の運営組織となる ASEAN 食料安全保障情報・トレーニングセン

ター（AFSITセンター）を農業・協同組合省（以下 MOAC）の OAE内に設置し、ASEAN

加盟国の農業開発と食料安全保障を扱う農業統計の人材育成を推進することが期待され

た。 

	 これらの状況の下、OAE 職員に農業情報を収集し、分析するための技術を習得させ、

国内における農業情報収集と経済分析の体制を向上させるとともに、ASEANへの普及も

念頭においた農業統計・経済分析の開発に対応できる能力を育成する必要があった。こ

れらの経緯により、タイ国政府は日本政府に対して、農業統計及び経済分析開発に関す

る技術協力プロジェクトを要請した。 

	  

1.2 協力の概要  
	 本プロジェクトの主なコンポーネントは、農業統計局の統計情報と経済分析向上のため

の体制の改善と、ASEAN 加盟国の農業統計を担う人材育成を支援する能力の向上である。

これらのコンポーネントの関係は、1)農業調査の人材育成とコンピュータシステムの整備を

進め、統計情報の質を向上させるために必要なデータ収集の体制を整える、2)経済分析担当

職員の人材育成を実施し、質の向上したデータを用いてタイ政府の農業政策に資する経済

分析を行う、3)OAEの職員が学んだ農業統計と経済分析の手法を ASEAN諸国の農業統計を

担う職員に伝授する、というものである。本事業は、日本の農林水産省の信託基金により

支援され、ASEAN諸国の食料安全保障の情報収集と共有のために人材育成とネットワーク

を構築することを目的とした「ASEAN食料安全保障情報システムプロジェクト（AFSISプ

ロジェクト）」の活動の一環である研修事業への支援と言えるものである。 

 

                                                   
1 AFSIS はアセアン諸国に中国、韓国、そして日本を加えた 13 カ国（ASEAN+3）の間で食料
農産物需給情報を収集･共有するための仕組みとして、各国の食糧需給情報を交換する情報ネ

ットワークシステムの構築と農業統計情報従事者の人材開発を通してその整備が進められて

いる。 
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上位目標 

1. 統計情報及びアセアン食料安全保障情報研修センター（AFSIT 
センター）で開発された経済分析手法がアセアン各国で活用され

る。 

2. OAEが提供する正確な統計情報・経済分析により、効果的かつ効

率的な農業政策・プログラムが MOACによって立案・実施される。 

プロジェクト目標 
OAEが、タイ国の農業政策のための統計情報・経済分析及び AFSIT

センター の人材育成支援のための中心的組織として強化される。 

成果 

成果 1 

データ収集方法、情報ネットワークシステム及び食料需給予測を含

む農業経済分析に関し、アセアン加盟国を支援するための OAE の

人材が育成される。 

成果 2 

OAEと 9カ所の地方事務所（ROAE）におけるデータ収集手法（主

要 5作物）が改善される（主要 5食用作物：コメ、キャッサバ、ト

ウモロコシ、サトウキビ、大豆）。 

成果 3 
OAEと 9カ所の ROAE 間の情報ネットワークシステムが構築・改

善される。 

成果 4 農業経済分析手法が開発される。 

成果 5 OAE職員の研修実施能力が開発される。 

投入実績 

【日本側】 

1) 専門家派遣	 累計 19人 

長期専門家	 累計 9人、短期専門家	 累計 10人 

2) 研修員受入	 60人（日本へのカウンターパート研修、うち 27

人はタイ側が渡航費、日当・宿泊費を負担） 

3) 技術交換	 累計 19人 

4) 機材供与	 	 車両、コンピュータなど約 0.6億円万円 

 

【タイ側】 

2. カウンターパート配置	 73人 

3. 機材購入	 車両、コンピュータなど約 6千万円 

4. 土地・施設提供	 プロジェクト事務室、電気・水道代 

5. ローカルコスト負担等 （調査費、研修費、本邦研修費の一部と

して約 2.9億円） 

協力金額 4億 3647万円 

協力期間 2003年 7月 ～2008年 7月 

相手国関係機関 農業・協同組合省農業経済局（OAE） 
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我が国協力機関 農林水産省 

関連案件 

ASEAN食料安全保障情報システムプロジェクト2 

(ASEAN Food Security Information System Project: AFSISプロジェク

ト) フェーズ 1(2003年-2007年)・2(2008年-2012年)  

 

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（他のインパクト含む） 

	 OAE は事業で習得した坪刈り調査手法による単収調査、面積調査、ウェブを利用した

データベースシステム、農業分野の産業連関表の作成などのための予算を確保し、事業

の効果を維持するための体制を整えつつあり、上位目標で掲げる農業・協同組合省によ

る効率的・効果的な政策・施策の立案と実施に寄与すると期待された。 

	 ASEAN食料安全保障情報システムの構築を目的としたAFSISプロジェクトのフェーズ

2 の開始にともない、OAE は引き続き AFSIS を構築するための事業の牽引役として事業

終了後も農業統計、経済分析、情報ネットワークシステムの分野で ASEAN加盟国に技術

移転していく可能性は高い。以上より、終了時評価時点で上位目標を達する可能性は高

いと判断された。 

 

	 1.3.2	 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

	 OAE の能力開発についてはほとんどの成果が達成、あるいはほぼ達成されていて、こ

のことがプロジェクトの国内向けの目標の政策部局へ提出する OAEの統計情報の改善に

大きく貢献していた。 

	 AFSISプロジェクトで実施された研修事業で講師を務める OAE職員を育成する活動に

ついては、OAE 職員が他の業務で忙しかったことにより、講師の経験を十分に積むこと

が不十分で、わずかに目標に達することができなかった。 

 

	 1.3.3	 終了時評価時の提言内容 

	 OAEが調査関連部署間の業務調整を円滑に行うよう体制を強化する。 

	 事業で導入した坪刈り調査手法による単収調査や面積調査と以前から実施されていた

面接調査等の調査手法を体系的に見直し、整理する。 

 

2．調査の概要  

2.1	 外部評価者  

	 高木桂一	 （一般財団法人国際開発機構） 

 

                                                   
2 予算は全て日本の農林水産省水省による信託基金から拠出されている。 
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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 11月～2012年 12月 

	 現地調査：2012年 4月 16日～5月 1日、2012年 6月 30日～7月 7日 

 

2.3	 評価の制約  

	 特に無し。 

 

3．評価結果（レーティング：B3）  
3.1 妥当性（レーティング：③4）  

 

	 3.1.1	 開発政策との整合性 

	 タイ政府は第 9 次国家経済社会開発計画 (2000-2006 年)の中で、「よい統治を実現す

るためには、政府機関の能力向上と適切な情報ネットワーク形成による、政府業務の効

率性と有効性の向上が必要不可欠」とし、MOAC が策定した戦略計画 (2004-2008 年)で

は、農業行政の効率性を改善するための、「農業情報ネットワークの整備と正確な農業情

報の伝達」が重視されていた。第 10 次国家経済社会開発計画 (2007-2011 年)は、急速

な経済成長よりも経済の安定性を強調し豊かな社会の実現を目指すことを強調しており、

ここでも「人材の育成」は重要戦略のひとつに掲げられていた。 

 さらにタイは、ASEAN において域内の食料安全保障に関して中心的役割を担っていた

ことから、ASEAN加盟国の農業統計の改善に貢献することが期待されていた。2001年 4

月に開催された「ASEAN+3（中国、日本、韓国）農林大臣会議」にて、東アジアの食料

問題及び食料安全保障情報システムについての研究を実施することが要望された。

AFSISの運営組織となる ASFSITセンターを MOACの OAE内に設置し、ASEAN加盟国

の農業開発と食料安全保障を扱う農業統計の人材育成を推進することが期待され、この

役割を担うことは MOACの優先事項のひとつになっていた。 

	 そのため、タイ政府は MOAC自身が農業統計情報を収集、分析及び利用するための精

度の高い技術を習得し、農業統計活動の円滑化を目指すと共に、将来的には ASEAN へ

の普及を念頭においた農業統計モデルの開発を行うことを目指していた。以上により、

タイ国の開発政策と本事業の整合性は高いと判断できる。 

 

  3.1.2	 開発ニーズとの整合性 

	 タイの経済が急速に発展するに伴って、農産物の需給、農業の生産性とコスト、農業

を中心とする食品関連産業の構造なども急速に変化していた。また、タイ政府は、世界

                                                   
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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貿易機関（World Trade Organization：WTO） に加盟後、WTO が主唱する国際貿易のル

ールにしたがい、農業部門の国際的貿易自由化や国内助成金削減など国内農政改革に早

急に取り組むことを目指していた。そのため MOACは、農業とその関連経済部門の適切

な施策を形成・実施することを必要とし、OAEが正確で信頼できる農業統計データと経

済分析結果を同省に提供することが重要かつ必要不可欠とされていた。以上により、タ

イの開発ニーズと本事業の整合性は高いと判断できる。 

	 ASEAN 諸国の開発ニーズについても食糧安全保障のための農業統計と農業経済分析

における人材育成が必要とされており、そのための支援が必要とされていた。以上によ

り本事業は ASEANメンバー諸国の農業統計の人材育成を支援するもので、ASEAN諸国

の開発ニーズとも一致していたと判断できる。 

 

	 3.1.3	 日本の援助政策との整合性 

	 2002年度版 ODA白書に記載のある ODA中期政策では、人材育成・知的支援の一環と

しての行政実務者の能力向上支援と、IT 分野での支援の一環としての情報通信基盤の整

備、ネットワーク化支援が重点課題とされていた。 

	 日本の ODA政策はアジア諸国を重点地域としており、その開発戦略として経済成長を

通じた貧困削減と人・制度づくりを重視した援助を実施してきた。さらに、2002年度 JICA

対タイ国別事業実施計画では、重点課題として、農業政策支援と的確な食糧・農業統計、

情報の提供促進があげられていた。 

	 2002年度版 ODA白書では東アジア諸国への総合的な協力の一環として、ASEAN加盟

国間の格差の是正、ASEAN諸国とのいっそうの連携と地域協力を連携させていく方針を

明示していた。以上により日本の援助政策と本事業の整合性は高いと判断できる。 

 

	 以上より、本プロジェクトの実施はタイ国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致していて妥当性は高い。 

 

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）	 成果 1：データ収集方法、情報ネットワークシステム及び食料需給予測を含む農業

経済分析に関し、ASEAN加盟国を支援するための OAEの人材が育成される。 

成果 1の指標 1は「OAEが AFSISの研修コースの講師を務めることが出来る能力を持

つ下記の者を有する。統計調査手法 4人、データ処理・情報ネットワークシステム 5人、

経済分析 4人」であった。 

	 日本人専門家から各分野の技術移転を受けた OAE職員は、AFSIS研修のほかワークシ

ョップ、国際会議などで講義、実施指導、専門分野に関する発表の経験を積み、AFSIS
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研修講師としてプロジェクトから認定された職員数は、データ収集手法 5 人、テータ処

理・情報ネットワークシステム 2人、経済分析 3人の計 10人であった。AFSIS研修講師

として認定された職員の数は、データ収集手法については目標値の 4 人を上回って 5 人

であったが(対計画比：125%)、データ処理・情報ネットワークシステムと経済分析はそ

れぞれ目標値は 5人と 4人であったが実績はそれぞれ 2人(対計画比：40%)と 3人(対計画

比：75%)で目標に達しなかった。目標に達しなかった理由として他の業務が忙しかった

ことにより、研修講師の経験を十分に積めなかったことなどがあげられる。 

 

2）	 成果 2：OAEと 9カ所の地方事務所（ROAE）におけるデータ収集手法（主要 5 食

用作物：コメ、キャッサバ、トウモロコシ、サトウキビ、大豆）が改善される。 

	 成果 2は OAEによるデータ収集の体制の改善を目指したものである。OAEではその部

局の一つである農業情報センターが、タイ国内の主要農産物のデータを収集する OAE職

員を対象とした研修プログラムを実施し、情報ネットワークのための設備の維持・管理・

運用の業務を統括している。全国でのデータ収集とデータ入力は OAEの地域事務所であ

る各 ROAEの職員が担う体制となっている。 

	 OAE は事業実施前よりデータ収集の手順の説明と質問票から構成されるマニュアルを

使用していたが、その更新は 4-5年に一度で、現実の農業生産の変化に対応できておらず、

データの精度およびデータ収集の効率は高いものではなかった。マニュアルの更新が 4-5

年に一度であった理由は、OAE 職員はデータ入力のためのコンピュータプログラムを変

更する技術を有していないため、外部発注せざるを得ず、その予算が確保されていなか

ったことによる（現地調査での OAE職員からのヒアリング）。 

	 本事業実施によりデータ入力用のプログラムは以前の Excel をベースにしたものから

ウェブをベースにしたものに変更され、OAE の職員は研修でウェブベースのプログラム

の手法を学び、データの入力用のプログラムは毎年更新され、これに伴ってマニュアル

は毎年更新されるようになった。 

	 マニュアル更新の手順は、① 初に前年度のマニュアルを検証し、②必要に応じてそ

の内容を変更し、③次に変更後のマニュアルを使っての質問票のプリテストを実施し、

そして④プリテストの結果を受けて修正し、 終版を完成させる、という流れになって

いる。 

	 マニュアル 終版の完成後に、その内容を担当部署・担当者に周知させるために OAE

は各 ROAEの職員を対象にバンコクで研修を実施する。これらの ROAE職員が各 ROAE

事務所で調査及びデータ入力担当の職員を対象に研修を実施することでデータ収集・デ

ータ入力を確実かつ効率的に実施できるようになった。以上、データ収集・データ入力

の体制の改善を具体化した成果 2の指標の達成度は以下の通りである。 

	 指標 1 の「2007 年 7 月までに各主要食用作物の収穫期において生産統計調査が実施さ

れる。」については、事業実施により、5 つの主要作物の単収調査（面積あたりの収穫量
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の調査）は事業実施終了前の 2007年 7月までに収穫期に実施され、事業実施期間中に達

成された。 

	 指標 2「主要食用作物の信頼性の高い生産統計調査結果が調査時点から 4ヶ月以内に利

用可能となる。」については、ウェブを利用したデータ入力・処理システムの導入により、

事業開始後の第 4 年次の単収調査では、トウモロコシと乾期作の大豆以外は 3 カ月以内

で結果が取りまとめられるようになり、事業実施期間中に達成された。 

	 指標 3は「主要食用作物収量の標本調査の推定精度がそれぞれの地域レベルで 5％、全

国レベルで 3％未満となる。」であったが、第 4 年次に行った主要 5 作物の単収調査で、

県レベルでは目標の 5%に達していない箇所もあったが、全国レベルでは 3%以内で目標

を達成した。 

	 以上から、本事業の実施により主要 5 食用作物のデータ収集手法は改善され、本事業

終了時点で OAEは前述の通り、効率的に正確なデータを収集・入力する体制を確立した

ことから、成果 2は達成されたと判断できる。 

 

3）	 成果 3：OAEと 9カ所の ROAE間の情報ネットワークシステムが構築・改善される。 

	 成果 3は OAEと ROAEとの間のネットワークの構築と改善を目指したものである。事

業実施前からすでに OAEと ROAEはネットワークで結ばれていて、データ収集時には各

ROAEのコンピュータにデータは入力され、本部へ送信されていたが、成果 3はそのネッ

トワークシステムの構築・改善をするものであった。本事業実施によりウェブを利用し

たデータ入力・処理システムが導入され、OAE が自らの予算でネットワークの通信方式

にフレーム・リレー5を導入したことで、ネットワークが刷新されて高速になり、データ

処理期間は、プロジェクト開始前に OAEが実施していた農家を対象とした面接調査の実

施時と比べ大幅に短縮された。具体的な成果 3の指標の達成状況は以下の通りである。 

	 指標 1は「主要食用作物の生産統計で ROAE及び OAEがデータ入力、処理に要する時

間が 2003年に比較して 50％に短縮される」であるが、事業実施前のデータの入力と処理

は、OAEが ROAEへ入力用のプログラムを電子メールで送信し、各 ROAEでのデータ入

力の後、電子メールで OAE に送付、OAE で各 ROAE から送信されたファイルを結合す

るなどと手順が煩雑で、効率的ではなかった。本事業実施後は、入力用のプログラムは

ROAEの担当者が以前より高速で安定したイントラネットでダウンロードし、収集された

データを入力し、入力内容の確認の後、データファイルを送信する手順に変更された。

チョンブリ及びナコーン・ラチャシムの ROAE のデータ入力担当の職員からのヒアリン

グでは、「以前の Excel による入力用のプログラムからウェブベースとなって、入力用の

画面が簡素化され、使い勝手がよくなった」という声がきかれた。また、別の ROAE の

職員からのヒアリングによると「以前はダイヤルアップでの接続であったので、回線が

                                                   
5 パケット通信方式の一つで、データをパケットと呼ばれる小さな単位に分割して送受信するこ
とによって高速化を図るもの。 
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切れたりつながったりと不安定で、つながってもスピードが遅く、データの送信にも手

間がかかった。」とのことであった。これらの効率化により、データ入力・処理に係る時

間の短縮率は一期作米とキャッサバ、雨期作の大豆ではそれぞれ順に、72.0%、81.3%、

66.7%で、目標値の 50%以上を上回っていた。一方で、二期作米、乾季作の大豆、トウモ

ロコシについては、データ処理システムは開発されたものの、ROAEが他の調査を同時期

に実施しなければならなかった事情があり、これらの作物のデータ入力と処理に時間が

かかり、期間の短縮率はそれぞれ順に、41.7%、44.4%で、トウモロコシについては以前

よりも 16.7%長く期間を要したことにより目標を達成できなかった。中間評価で提言され

た累年データに対応したデータベース構築は、単収調査の複数年データを扱えるデータ

処理プログラムが開発され、データのモニタリングとチェックを可能とするグラフ作成

機能も開発された。指標 1 の達成度の評価については前述のそれぞれの短縮率の平均は

48.2%となり、概ね達成されたと判断できる。 

	 指標 2は「9つの ROAEでウェブサイトが新たに開設され、それを通じて地域統計が一

般に利用できる。」で 2005 年 2 月までにすべての ROAEでウェブサイトの開設が行われ

ており、中間評価の提言を受けて各 ROAE で情報が更新され、広報活動を行っているこ

とから、指標 2は達成されたと判断できる。 

	 以上により、OAEと 9カ所の ROAE間の情報ネットワークシステムが構築・改善され

たことが指標 1と指標 2の達成によって示され、成果 3は概ね達成されたと判断できる。 

 

4）	 成果 4：農業経済分析手法が開発される 

	 本事業の実施により、データの精度が向上したために、政策ツールとしての経済分析

の重要性が増した。成果 4の指標 1は「OAEの監修による経済分析報告書が年間 2回以

上刊行される。」であるが、事業開始後、経済分析報告書は、第 1・2 年次に 4 冊ずつ、

第 3 年次に 7 冊、第 4 年次に 6冊が作成・発行され目標は達成された。 

	 指標 2 は「農業部門の産業連関表（I/O）（5 年ごと）、マクロ経済モデル、品目別需給

モデル（毎年）の成果が 低年に一回 OAE 内で報告書として提出される。」であるが、

農業分野の産業連関表が第 1 年次に l 回、2 年次から 4 年次には年 2 回、マクロ経済モ

デルが年 1回、食料需給モデルが年 2 回報告されており、目標は達成された。 

	 指標 3「指標 2の分析を報告するため、セミナーまたはワークショップが 低年 1回官

民から 100人以上の出席を得て実施される。」については、各セミナーやワークショップ

が合計で 9 回開催され、それぞれの参加者数も目標の 100 人に達していて、時にはそれ

以上の参加者数があったことから、目標は達成されたと判断できる。 

以上のとおり各指標が達成されたことから、成果 4は達成されたと判断できる。 

 

5）	 成果 5：OAE 職員の研修実施能力が開発される。 

	 本事業では事業の成果を持続させるために、OAE の次の分野の研修実施能力の向上が
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目指された。農業統計では、データ収集マニュアルが毎年改訂されるため、データ収集

実施のための研修を毎年実施する必要があり、農業統計におけるデータ収集に関する

OAE の研修能力の向上を目指した。データ処理・インフォメーションネットワークシス

テムの分野ではネットワークの保守・管理・運営を担う人材育成のための研修能力の向

上が目指され、経済分析では政策ツールとして重要性が増した経済分析を担う OAE職員

の育成能力の向上が目指された。成果 5の指標の達成度は以下の通りである。 

	 指標 1 は「毎年、OAE、ROAE 職員を対象とする統計調査、データ処理／インフォメ

ーションネットワークシステム、経済分析等の 8つの研修コースが実施され、300人が研

修をうける。」が設定された。表 1 が示す通り、各分野の OAE と ROAE 職員向けの研

修は年ごとに開催回数と参加者総数に違いはあるものの開催回数は 10回～23回、研修受

講者数は第 2年次から目標値の 300人を超えて 337～677人となっていて、指標 1は達成

された。 

 

表 1. 研修実施実績一覧 

年次 研修実施回数 

（回数） 

参加者総数 

（人） 

1年次(2004年 7月〜2005年 6月) 10 274 

2年次(2005年 7月〜 2006年 6月) 21 677 

3年次(2006年 7月〜 2007年 6月) 23 590 

4年次(2007年 7月〜 2008年 6月) 12 337 

出所：JICA提供資料  

 

	 指標 2は「農業統計・指標について ROAE職員に教授できる OAEが 15人、各 ROAE

で調査員に対して調査手法を指導できる職員 3 人を有する。」であるが、OAE では 22 人

の職員が指導実績を積み、ROAEについては目標どおり各事務所で 3人、事務所によって

はそれ以上の職員が研修指導に従事していて、OAE、ROAEともに目標は達成された。 

以上により、各指標は達成され、成果 5は達成されたと判断できる。 

 

3.2.1.2	 プロジェクト目標達成度 

以上の各成果により達成されるべきとされたプロジェクト目標は「OAE が、タイ国の

農業政策のための統計情報・経済分析及び AFSITセンターの人材育成を支援するために、

農業統計情報及び経済分析の中心的組織として強化される。」で、各指標とそれぞれの達

成度は以下の通りである。 

	 	   

1）	 指標 1：統計情報及び経済分析が正式に OAEから出版され、関係する政府、民間の

機関で利用される。 
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事業終了時までに OAE より 33 の刊行物が出版され、一部の農業統計情報や経済分析

の結果はタイ国家経済開発委員会や農業・協同組合省、国連食糧農業機関、AFS1S、一部

の大学や調査機関に活用された。例えばタイ国家経済社会開発委員会が「国民経済計算」

や、「産業連関表」、「経済見通し」などを作成する際の基礎データとして使われていた。

また、OAE の農業統計のデータ収集を統括する農業情報センターが OAE 内に設置され、

中間評価調査で提言された広報活動の促進にも取り組んだ。以上により、指標 1 は事業

実施期間中に達成されたと判断できる。 

 

2）	 指標 2：AFSISプロジェクトで実施される全種研修コースのうち OAEが実施する研

修コースの比率が 低 50％以上である。 

	 中間評価の提言を受け、プロジェクトでは積極的に隣国との技術交換プログラムを企

画し、OAE 職員が習得した技術の紹介や講義を英語で提供した。AFSISプロジェクトの

活動の一環として実施されたデータ収集手法、経済分析とデータ処理・情報ネットワー

クシステムについての研修コースで OAE職員が研修講師をした割合はプロジェクトの目

標の 50%に及ばず 43%（JICA提供資料）であったため、達成できたとは言えない。 

	  

3.2.2インパクト 

3.2.2.1	 上位目標達成度 

上位目標は二つあるのでそれぞれ順に述べる。 

 

1) 上位目標 1: 「統計情報及びアセアン食料安全保障情報研修センター（AFSITセンター）

で開発された経済分析手法が ASEAN各国で活用される。」 

 

指標 1：「AFSIS のデータベースが定期的に更新され、加盟各国で利用される。」 

	 ASEAN 加盟国の食料安全情報に関する AFSIS のデータベースの目的は、メンバー諸

国の農業政策の策定と実施に寄与することであるが、1年に 1回以上定期的に更新されて

いて、加盟国の関係者が常時閲覧できる状態になっている。2008年 1月、AFSIS の情報

ネットワークシステムをさらに改善することを目的に AFSIS プロジェクトのフェーズ 2

が開始され、AFSISプロジェクトのデータベースは引き続き更新され、加盟国で利用され

ている。下の表 1 はデータベースの利用状況を表すアクセス回数を国毎にまとめたもの

で、ASEANメンバー国であるフィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシアな

どからアクセスされていることを示している。 

	 他方で、AFSISプロジェクトの事務局からのヒアリングによると、利用目的の多くは研

究で、主要な利用目的として想定されていた ASEAN加盟国の農業政策の立案・実施に活

用されている例は限られているとのことであった。以上により、本指標の達成度は限定

的であると判断できる。 
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表 1. における AFSISデータベースへのアクセス回数 

（2010年 6月から 2011年 2月） 

順位 国  回数  

1 米国 250 

2 フィリピン 237 

3 日本 117 

4 マレーシア 98 

5 シンガポール 82 

6 インドネシア 72 

7 ベトナム 28 

8 中国 23 

9 ラオス 23 

10 韓国 18 

11 インド 16 

12 オーストラリア 11 

13 フランス 8 

14 イタリア 7 

15 カンボジア 6 

	 出所:AFSIS事務局 

 

指標 2：OAEが ASEAN加盟各国に農業統計・情報、 経済分析の支援を継続する。 

 

事業実施期間中は、OAE が研修やセミナーを通じて AFSIS プロジェクトの事業推進

に貢献してきた。AFSISプロジェクトのフェーズ 2でも引続き OAEがアセアン加盟国の

食料農産物統計を充実するために中心的な役割を果たすことが期待されていた。しかし

ながら、事業終了後に AFSISプロジェクトで 4回実施された研修の講師全 8人中 OAE職

員は 2人にとどまっていて、全講師のうち OAE職員が占める割合は事業終了時の 43%か

ら 25%に低下している。OAEでのヒアリングによると、これは OAEの職員が英語の語学

力が不十分で、英語での講義ができないことによるということであった。残りの 75%は

大学の教員等の外部の講師であるが、その結果研修内容が理論に偏っていて、実践的な

内容ではないという問題がある。また、講師となる OAE職員の割合が少ないため、OAE

内で蓄積された農業統計の能力を ASEAN諸国に提供できていない。よって、本指標の達

成は限定的であると言える。 
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2)	 上位目標 2:「OAE が提供する正確な統計情報・経済分析により、効	 果的かつ効率

的な農業政策・プログラムが MOAC によって立案・実施される。」で、各指標と達成度

は以下の通りである。 

 

指標 1：改善された統計調査システム及び経済分析手法が OAEにおいて継続的に利用さ

れる。 

 

プロジェクトで導入・改善された統計調査システムと経済分析手法は、事業実施終了

前においてすでに OAEによって予算措置が講じられ、通常業務の一環とされていた。ま

た、持続性の項に後述の通り、現時点でも継続的に利用されており、その技術と能力の

レベルを維持するために農業統計と経済分析の研修は OAE内で継続的に実施されており、

本指標は達成されたと判断できる。 

	  

指標 2：統計数値及び分析結果が定期的に公表され、MOAC が作成する文書に参照ない

し引用される。 

 

事後評価時点において、OAEは統計数値及び分析結果を定期的に公表している。また、

プロジェクト期間中より OAE の産業連関分析による各種の分析結果が MOAC の政策立

案の判断材料とされており、プロジェクト終了後も OAEの農業統計のデータ収集と分析

の結果は MOACの政策立案に欠かせないものとなっている。例えば、米の生産量の予測

値は MOACの農家の所得を保障することを目的とした米の買い上げ制度のための予算計

上の根拠となり、産業連関表は保障された農家の所得が農業セクターや他のセクターへ

どのように影響するのか、その検証の際に活用されている。以上のことから本指標は達

成されたと判断できる。 

 

3.2.2.2	 その他のインパクト 

 

プロジェクトでは意図していなかった、予期せぬプラスのインパクトも発現している。

従来 ROAE が行っていた面積調査では農家から一方的に情報やデータの収集を行ってい

たが、単収調査では科学的根拠に基づくデータや情報、調査結果を調査対象農家に提供

できるようになった。これらのデータや情報は農家にとっても有益であり、農家の ROAE

に対する印象や信頼度が以前に比べてよくなり、調査にも協力的になっているという。

事後評価時点でも同じプラスのインパクトの発現がみられる。 

 

3.2.3まとめ 

	 本事業の実施により OAEの統計情報と経済分析の能力は向上し、精度が向上した米の
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収穫量の予測は稲作農家の収入保証制度の予算計上に利用されており、産業連関表は稲

作農家に保証された収入額の農業セクターや他のセクターへの影響を検証するために利

用されるなど、タイ国の農業政策に活かされている。一方で AFSISへの貢献という面で

は、OAEの職員が AFSISの研修事業の講師の半分以上を務めるという当初の目標は果た

せていない等、ASEANメンバー諸国の農業統計を担う人材育成における OAEの役割は

限定的なものとなっている。よって、事業の実施により期待された目標は一定程度達成

されているものの、一部効果の発現が不足していることから、有効性・インパクトは中

程度である。 

 

3.3 効率性（レーティング：③）  

3.3.1	 投入 

 

 

投入要素  計画  実績（終了時） 

（1）専門家派遣 ・長期 4名（チーフアドバイザー、
業務調整／研修、データ集計／情

報ネットワークシステム、農業統

計調査） 

・短期年間 2名程度（必要に応じ

て） 

 

・長期累計 9名（チーフアドバイ
ザー、業務調整・研修、農業統計

調査、データ分析、情報ネットワ

ークシステム、農業産業連関表作

成・分析、マクロ経済モデル） 

・短期累計 10名 

専門家派遣人月数合計：259MM 

（2）研修員受入 主な研修分野 

 

年間 3名程度（農業統計調査等必

要に応じて） 

 

主な研修分野 

 

累計 60人（うち 27人はタイ側が

渡航費、日当・宿泊費を負担） 

技術交換6	 累計 19人 

（3）機材供与 主な投入機材 

 

コンピュータ、車両、坪刈り用器

具他 

主な投入機材 

 

車両、コンピュータなど約 6千万

円 

協力金額合計 合計 6.4億円 合計 4億 3647万円 

 

3.3.1.1投入要素 

専門家の投入については、計画は長期 4 名（チーフアドバイザー、業務調整／研修、

データ集計／情報ネットワークシステム、農業統計調査）、短期専門家は必要に応じて年

                                                   
6 ASEANメンバー国間で必要な技術を共有するための活動で、特定の技術を有する専門家が、
その技術を必要とする国へ派遣されて技術指導する。 
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間 2 名程度であったが、実績は、長期で累計 9 名（チーフアドバイザー、業務調整・研

修、農業統計調査、データ分析、情報ネットワークシステム、農業産業連関表作成・分

析、マクロ経済モデル）、短期で累計 10 名と、人数は計画を上回る。派遣された専門家

の人数が増えた理由は、本事業の目標である OAEの職員が本事業によって精度が向上し

たデータを分析し、農業政策に活用されるよう指導するために、農業産業連関表作成・

分析、マクロ経済モデルの専門家が追加派遣されたことによる。有効性の項に記述の通

り経済分析の結果が農業政策に活用される成果も現れていて、専門家の投入は妥当であ

ると判断できる。なお、追加投入はあったが、協力金額は計画内に収まっている。 

 

3.3.1.2協力金額 

協力金額については計画で 6.4 億円であったのに対し、実績では 4 億 3647 万円であり

計画内に収まった（68.2％）。 

 

3.3.1.3協力期間 

協力期間の実績は 2003年 7月 16日〜2008年 7月 15日で、計画どおりである。 

 

以上より、本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素が適切であり、且つ、協力

金額・期間は計画内に収まっており、効率性は高い。 

 

	 3.4 持続性（レーティング：②）  

 

3.4.1	 政策制度面 

	 事業実施終了当時のタイ政府の国家開発計画であった第 10 次国家経済社会開発計画 

(2007-2011 年)では、急速な経済成長よりも経済の安定性を強調し豊かな社会の実現を目

指すことが強調されていた。足るを知る経済(Sufficient Economy)の思想に基づき、価格の

変動によるリスクを軽減し、農産物の価値を増加させることにより持続的な農業を促進

することとしていて、そのためにはコミュニティにある知識と農業専門家の知識を統合

し、生産システムを調整し、耕作地を拡大していくことが必要であるとされた。これら

の政策を進めていく上で農業統計と経済分析における人材育成が重要であるとされた。

現行の第 11次国家経済社会開発計画(2012-2016)においては農業関連機関が有するデータ

ベースの統合など国際水準を目指すこととしている。 

本事業が支援した AFSIS プロジェクトのフェーズ 2 では食糧自給率等についてのデー

タ分析と米やメイズなどの生産、消費、輸入、輸出の予測を内容とした研修が実施され

た。このフェーズ 2は 2012年で終了し、2013年以降は国際機関として存続する方向で検

討が進められている。活動内容については AFSIS プロジェクトの活動をそのまま引き継

ぐかどうか、資金源については ASEAN+3 協力基金からの拠出などが検討されており、
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2012年 9月に予定されている ASEAN+3閣僚会議で承認される手順となっている。AFSIS

プロジェクトが国際機関へ移行した後も OAEは ASEAN加盟国の農業統計における人材

育成を進めることが期待されている。 

以上、AFSIS への貢献は未確定であるものの、タイ国内の農業に対する本事業の制度

政策面における持続性は高いと判断できる。 

 

3.4.2	 カウンターパートの体制 

OAE の主な業務は、農業開発政策の分析、農作物に関するデータの収集と分析、経済

社会情勢についての調査研究、農業政策に関連するセクターの経済開発の分析そして農

業政策と事業のモニタリング・評価で、OAE はこれらの業務を遂行するために管理局、

事業計画評価センター、農業情報センター、農業経済調査局、農業開発政策計画局等の

各部局と地方の出先事務所である地域事務所（ROAE）を有している。それぞれの局及び

ROAEの主な担当業務は以下の表 2の通りである。本事業で育成された人材は以下に記述

のある農業情報センターと農業開発政策計画局に配属されていて、それぞれの部局で農

業統計、経済分析、ネットワークの管理運営を担当していて本事業の成果が引き続き活

用されている。AFSIS プロジェクトとの関係については、OAE の総長がプロジェクトマ

ネージャーを直接監督する体制になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

表 2：OAEの組織と担当業務 

OAE部局名 担当業務 

管理局 ・財務経理・総務 

事業計画評価センター 

 

・農業政策の評価及び農業政策の実施計画 

・実施中の農業開発事業の監理 

農業情報センター 

 

・農業省に提供するデータ収集・データ処理の統括 

・農業関連企業の登録 

・地理統計システムの農業開発計画への応用 

・農業省における農業関連の統計・情報伝達のためのネットワ

ークシステムの管理運営 

・定期刊行物：	 Survey Report (22 種、年刊 )、Agricultural 

Fundamentals (年刊)、Foreign Trade Statistics（年刊）  

農業経済調査局 

 

・農業生産物及び物品の生産、市場、価格、需要に関する調査

研究 

・農家の社会経済に関する調査研究 

・定期刊行物：Agricultural Economics Magazine（月刊） 

	 Weekly news（週刊） 

農業開発政策計画局 

 

・国・国際レベルにおける農業開発政策の提言 

・農業開発事業のマスタープランの策定 

・予算の配分における提言 

・農業開発事業における予算の支出のモニタリング 

・定期刊行物：Agricultural economic Outlook（年刊）、 

	 Agricultural Economic Situation and Trend（四半期刊） 

ROAE 

 

・担当地域の農業生産物に関する調査研究 

・データ収集のためのサーベイの実施 

・担当地域で実施されている事業実施のモニタリングと評価 

・担当地域の開発計画及び戦略の策定 

・ROAE の事務所数は、事業終了時は 9 箇所であったが、現在

では 11箇所となっている。新設された 2カ所の ROAEでもデー

タ収集の実施体制、本部とのネットワークの接続状況など本事

業での成果が活用される体制となっている。 

出所：OAE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

	 ROAE の組織体制はいずれの事務所も、所長の下に管理部、農業情報部、農業計画

部、調査評価部があり、データ収集・入力は農業情報部の担当となっている。第一次現

地調査で訪れたチョンブリ事務所ではデータ収集とデータ入力担当の職員数はそれぞれ
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6人と 3人、ナコーン・ラチャシムの事務所ではそれぞれ 10 人と 3人が配置されている。 

本事業実施時に構築されたOAEと各ROAEとを結ぶネットワークは現時点でも常時つ

ながっていて、混雑時に通信が若干遅くなることはあるものの、問題なく円滑に運用さ

れている。 

OAE及び ROAEのサーバーには非常時用のバックアップのバッテリが設置されていて、

停電時には安全にシステムを停止することができる。ROAEの事務所によっては入力用の

コンピュータにも非常時バックアップ用のバッテリが設置されている。バッテリが設置

されていない場合でもプログラムにデータの自動保存の機能があるので入力済みのデー

タを喪失する事態にはならない。 

ネットワークのセキュリティについては、ファイアウォールの強化、各利用者にパス

ワードをわりあてることで利用を制限しており、ネットワークのセキュリティは十分で

ある。 

	 データ入力のためのプログラムについては、毎年の質問票の変更による質問の項目の

変更があるが、プロジェクトで導入されたものが引き続き使われている。データのセキ

ュリティについては、入力用のプログラム利用の際にはデータ入力担当の職員それぞれ

に割り当てられたパスワードを必須とすることで確保されている。 

新規のコンピュータの購入は農業情報センター内の情報技術部が担当していて、必要

な設定がされた後に各 ROAE に配置される。ROAE での日常的な保守管理は、それぞれ

のROAE事務所に配置されているコンピュータの専門知識を有する職員が担当している。 

以上により、OAE の体制は本事業の持続性を確保する上で適切なものとなっていて、

終了時評価の提言である OAEの調査関連部署間の業務調整のための体制強化についても

実現していると判断できる。 

 

3.5.3	 カウンターパートの技術 

農業統計の技術面については、データ収集、データ入力担当に必要な技術を有した職員

が各 ROAE に配属されている。これらの業務が確実かつ効率的に実施されるよう担当者

を対象とした研修が実施されるが、OAE及び各 ROAEには研修の講師を務めることがで

きる職員が配属されている。 

2011 年に収集されたデータの推定精度はキャッサバについては地域レベルで 2%から

3%、全国レベルでは 1.81%、大豆については地域レベルでは 8%から 4%、全国レベルで

2.76%。メイズについては 2%から 1%、全国レベルでは 0.8%。雨期作米については全国

レベルで 0.62%、地域レベルでは 0.75%から 2.05%、二期作米については全国レベルで

0.69%、地域レベルで 0.90%から 2.05%で、いずれも事業実施中の精度を維持している。 

2011 年のデータ収集の期間については、データ収集開始から終了まで、間違いを修正

して利用可能になるまでの期間は二期作米で 4 ヶ月、米で 5 ヶ月、大豆とメイズで 3 ヶ

月、キャッサバについては収穫期間に他の作物よりも幅があり、これがデータ収集の期
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間に影響していて 6 ヶ月かかっているものの、データ収集に要する期間は事業実施中と

同様であることから、同様の効率を維持していると判断できる。以上により、OAE は事

業実施後においても、農業統計における必要な技術は有していると判断できる。 

ネットワークシステムの管理運営に必要な技術に関しては、プログラミング等の専門技

術を有する職員が OAEと各 ROAEに配置されている。ROAEのデータ入力担当職員によ

ると、データ入力業務は常に円滑に行うことのできる状態にあり、ネットワークについ

てもデータの送信に問題が生じることはないということであるので、ネットワークシス

テムの守備・管理・運営についても必要な技術を有していると判断できる。 

	 経済分析の能力とその活用については次の通りである。本事業の実施により毎年収集

されるデータの精度が格段に向上し、農業経済分析の能力が向上したことにより、これ

らのデータと分析結果はタイ国の農業政策の策定と実施において欠かせないものとなっ

ている。例えば、タイ政府が 2011 年 10 月に米農家の収入を保証する米の買い上げ政策

の予算は、本事業により導入された米の坪刈調査による生産データから導きだされる予

測をもとに計上されている。また、産業連関表を活用し、米買い上げの保証額がどのよ

うに農業セクター、他のセクターへ影響するのかそのシナリオを描くことで、補償額が

検討されている。また、有機農法を政策として推進することが決定された際も、産業連

関表を用いての有機農法の生産コストのシミュレーションが判断材料の一つとなったと

いう例もある。 

	 これらの技術と能力を継続させるために OAE は OAE 内で研修を実施している。農業

統計の研修はデータ収集とデータ入力についての研修を毎年実施している。インフォメ

ーションネットワークシステムの研修についてはデータ処理とネットワークの保守・管

理・運営の研修を実施している。その実施回数は年間 10回程度（一回につき 1-2日）で、

講師の割合は 8割程度が OAE職員、その他は大学の教員などである。経済分析の研修に

ついては、少なくとも年に一度は計量経済等を内容とする研修を実施している。経済分

析の研修の講師は OAEの職員や大学の教員が務める。 

	 以上により、カウンターパートはタイ国内向けの農業統計・分析について必要な技術

を有していると言える。他方で、AFSIS構築に向けての ASEANメンバー国の農業統計の

ための人材育成への貢献については、農業統計についての必要な技術はあるものの英語

力が不十分であるために、ASEANメンバー国の人材育成に貢献するために必要な技能を

十分に有しているとはいえない。 

 

3.4.4	 カウンターパートの財務 

	 2008年から 2011年にかけての OAEにおけるデータ収集・処理のための支出実績は以

下の表の通りで、データ収集のための調査員の研修経費、調査員の移動のための車両の

燃料費等の経費として支出されている。調査員の移動のための燃料費については、 近

の石油価格の高騰により高額になることから不足することもあるが、他の予算からの転
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用等によりデータ収集の業務結果には影響していない。事業終了後においても必要な予

算は支出されていることから、タイ国内における財務面の持続性は高いと判断できる。 

	 ASEAN向けのAFSISプロジェクトの予算は全て日本の農林水産省から支出されており、

タイ政府による支出はない。政策制度面の項で記述の通り、2013年より AFSISは国際機

関として存続する方向で検討が進められており、その活動予算については ASEAN+3協力

基金からの拠出などが検討されている。 

 

表 3 ：	 データ収集・処理のための支出実績 

OAE におけるデータ収集、データ処理、ネッ

トワーク管理運営にかかる支出（単位：バーツ） 

2008年 62,709,400 

2009年 81,714,300 

2010年 62,493,500 

2011年 84,808,500 

合計 291,725,700 

	 	 	 	 	 	 	 	 出所：OAE 

 

3.4.5	 効果の持続状況 

	 本事業によって導入された坪刈り調査等のためのデータ収集及びデータ入力業務は通

常業務の一環として継続的に実施されている。終了時評価の提言にあった坪刈り調査手

法による単収調査と面積調査とその他の面接調査の調査手法との体系的な見直しと整理

についても毎年の調査マニュアルの見直しの際に実行されている。 
本事業によって導入されたウェブベースのデータ入力のプログラムは継続して使用さ

れていて、毎年質問票の変更に応じて更新されている。 

本事業実施中に構築されたネットワークの状況についても技術の項で述べた通り引き

続き円滑に維持・管理・運用されている。 

前述のデータ収集と処理期間、データの精度が保たれていることから、データ収集・

データ処理で改善された効果は持続していると判断できる。 

経済分析においても、前述の通り定期刊行物で定期的に発表され、農業政策の立案と

実施に活用されていることから、この点においても事業の効果は持続していると判断で

きる。 

	 以上より、本プロジェクトは、タイ国内の農業データの収集と分析においては、政策

制度面、カウンターパートの体制、技術、財務状況に問題はないが、AFSIS構築のための

ASEAN諸国の農業統計の人材育成への貢献について、OAE職員は研修講師を務めてはい

るものの、プロジェクト実施当時に期待されていた頻度で継続できておらず、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。 
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4．結論及び教訓・提言  
4.1	 結論  

本事業の目的はタイの農業統計と経済分析の向上及び ASEAN 諸国の農業統計を担う

人材の育成を支援することである。妥当性については、タイの開発政策では農業統計の

向上が重視され、開発ニーズの観点からはタイにおける農業統計の収集・分析能力の向

上と ASEAN諸国における農業統計の人材育成が必要とされていた。日本の援助政策では

農業政策支援と的確な食糧・農業統計、情報の提供促進が重点分野としてあげられてお

り、高いと判断できる。有効性・インパクトについては、タイ国内の農作物のデータを

収集し、分析する体制は計画通り改善された。他方で、ASEAN加盟諸国の農業統計を担

う人材育成を支援する農業経済局（以下 OAE）職員の育成については職員の英語の語学

力の不足により十分でないため、有効性・インパクトは中程度である。効率性について

は、事業予算及び事業期間は計画どおりに実施され高いと判断できる。持続性について

はタイ国内向けの事業成果は引き続き活用されているが、ASEANの農業統計を担う人材

育成への貢献が持続的でなく一部効果の発現が不足している。以上より、本プロジェク

トの評価は高いといえる。 

 

4.2 提言  

	 4.2.1	 カウンターパートへの提言 

	 本事業が実施された結果、OAE は農業統計の精度と分析能力を向上させることに成功

し、事業終了後は毎年のデータ収集と分析により OAE の職員は実績を積み重ねている。

これらのノウハウを ASEANメンバー諸国へ伝えていけるよう OAEが職員の英語の語学

力をさらに向上させることを提言する。 

 

	 4.2.2	  JICAへの提言 
なし。 

 

4.3 教訓  

	 ASEAN諸国における農業統計の人材育成への貢献が持続的でなかったのは、必要とされ

るスキルセットの見通しが不十分であったことが理由として考えられる。OAE 職員には農

業統計のデータ収集とデータ分析の技能があっても英語の語学力が不十分であるため英語

で講義をすることができず、ASEANの人材育成への貢献が限定的となっている。技術移転

された技能を目的に応じて活かすには、目的に応じたスキルセットを確認し、①そのよう

なスキルセットを持つ組織・人材を対象に支援を行う、②十分なスキルセットを持つ人材

配置を求める、③不足が生じる場合はプロジェクト期間中に対応する、ことが必要である。 

(以上) 




