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１－１　協力の背景と概要

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）の国民は一般的に動物性たんぱく質摂

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

となっている。ミャンマー政府は、水産政策において小規模養殖の振興・普及を重視しており、

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、その推進が緊急の課題として位

置づけられている。

このような背景下、2005 年から 2008 年に「漁業政策アドバイザー（個別専門家）」が水産局

（DOF）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。本プロジェクトは、上記アドバイザーの活動を受け、各地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 DOF の指導支援の下に構築することを目的としている。

上述の漁業政策アドバイザーの指導による養殖の実績、十分な水の供給、小規模な池・稲田、

主要道路からのアクセス等を考慮し、イラワジ管区、バゴー管区
1
及びカレン州の 3 地域から

プロジェクト対象 5 市町区
2
を選定。プロジェクトでは、各対象地域に適した低投入で簡易な

小規模淡水養殖手法を確立し、同手法を実践する養殖農家（パイロット農家）及び種苗生産農

家（中核農家）を育成するとともに、パイロット農家や中核農家による農民間普及（FTF）を

通じて、小規模淡水養殖が対象地域に普及し、住民の動物性たんぱく質の摂取量の向上と生計

の向上をめざしている。

今般、プロジェクトが、2012 年 6 月に終了することを控え、中間レビューの提言への対応、

プロジェクト活動の実績、成果について評価するとともに、先方政府に対し今後の事業実施に

関する提言を行い、今後の類似プロジェクト実施にあたっての教訓を導くことを目的として、

終了時評価を実施した。

１－２　協力内容（PDM）

本プロジェクトは、低投入で簡易な小規模淡水養殖手法を確立し、養殖農家及び中核農家を

育成するとともに、FTF を通じて小規模淡水養殖が対象地域に普及し、住民の動物性たんぱく

質の摂取量と生計の向上をめざす。

１.　案件の概要

国名：ミャンマー連邦共和国
案件名： 小規模養殖普及による住民の生計向上事業プロ

ジェクト

分野：農業開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：2 億 3,000 万円

協力

期間

（R/D）：2009 年 3 月 6 日 先方関係機関：家畜・水産省水産局（DOF）

協力期間： 2009 年 6 月 8 日～

2012 年 6 月 7 日

日本側協力機関：なし

他の関連協力： なし

評価調査結果要約表（和文）

1　2011 年新政権発足後、管区（Division）→地域（Region）、イラワジ（Irrawaddy）→エーヤワディ（Ayeyarwady）に変更されている。
2　地方行政には、地域（Region）、地方区（District）、市町区（Township）の 3 つのレベルがある。
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（１）上位目標

イラワジ、バゴー管区およびカレン州 3 地域において住民の動物性タンパク質摂取量の

向上及び農家の生計向上を目指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、バゴー管区およびカレン州 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（アウトプット）

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。

２）対象市町区の農民への小規模養殖普及に関わる支援体制が強化される。

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。

（４）投入

日本側：総投入額　2 億 3,000 万円

専門家派遣：長期専門家 2 名、短期専門家 4 名

機材供与：1,077 万 3,000 円

本邦研修：17（9 コース）

ローカルコスト負担：2,477 万 7,000 千円

相手国側： 
カウンターパート（C/P）配置：8 名

事務所施設提供：ヤンゴン市内の水産局（DOF）所有ビル内のスペース

３－１　 実績の確認

（１）成果１～３の達成状況は以下のとおりである。

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１は達成された。

２．評価調査団の概要

調査者

調査団員数 3 名

（1）団長・総括

（2）小規模養殖

（3）養殖普及

（4）協力企画

（5）評価分析

丸岡　秀行

千頭　聡

新澤　みどり

富松　愛加

飯田　春海

国際協力機構　農村開発部　次長

国際協力機構　国際協力専門員

水産庁資源管理部国際課海外漁業協力第一班

国際協力機構　農村開発部　水田地帯第一課　職員

グローバルリンクマネージメント株式会社

期間 2012 年 2 月 29 日（水）～ 3 月 17 日（土） 評価種類：終了時評価

３． 評価結果の概要
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プロジェクト開始後、ベースライン調査による対象地域の社会・経済状況の把握や、小

規模養殖を導入する際にかかわる関係機関〔家畜・水産省の DOF、農業・灌漑省の農業灌

漑局、居住・土地登記局（SLRD）など〕へのインタビュー調査が実施された。そして、バ

ゴー管区、イラワジ管区、カレン州内の計 5 つの対象市町区において、稲田養殖、池中養殖、

生簀養殖の 3 種類の養殖技術を用いた小規模養殖の実証試験が、2009 年度より、計 3 期に

わたり実施された（生簀養殖は、イラワジ管区のみ）。

農家に対する実証の結果、池中養殖と稲田養殖は、プロジェクトが対象とする小規模農

家が自立的に継続していける技術と判断される一方、生簀養殖は、生簀施設整備の投入と

維持のコストがそれぞれ必要となり、かつ、高い飼育管理技術を必要とすると判断された。

養殖技術の実証試験と並行して、技術指導に携わる現地 DOF 職員や、養殖を導入する農家

向けの研修マニュアル類が整理され、また、順次、小規模種苗生産施設の運用マニュアル、

養殖普及マニュアル等が、計 10 種類、作成された。

成果２：対象市町区の農民への小規模養殖普及に関わる支援体制が強化される。

成果２は達成された。

プロジェクト開始以降、対象市町区において、小規模養殖を普及させるため、その関係

者向けの各種の研修が実施されてきた。そのなかで、現地の DOF 職員の能力開発を図るた

め、計 47 名の同局職員に対する研修及びオンザジョブ・トレーニング（OJT）が行われた。

その結果、支援対象の農家への小規模養殖技術の指導と情報収集を目的とした定期的な巡

回指導・モニタリングは、活動の 2 年目以降は、各担当市町区の DOF 職員のみによって実

施されるようになった。DOF 職員は、養殖状況の把握のため、モニタリング実施計画に沿っ

て対象農家を訪問し、給餌及び施肥の量、それらの投入時期、魚の成長状況、池の水質等

の情報を専用シートに記入し、プロジェクト事務所にデータを送信している。また、現地

DOF 職員や中核農家による FTF を継続的に推進するために、「農民間小規模養殖普及手法

ガイドライン」が策定された。

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。

成果３は、プロジェクト終了までに達成される見込みである。

プロジェクトの 1 年目の養殖実証試験に参加したパイロット農家のなかから、養殖の導

入に対する意欲、村内での人望、地域の種苗供給地点として位置などを考慮して、中核農

家（種苗生産農家）が選定された（ピー、ラパタン、イエジより各 1 名、パアンより 2 名で、

全体で計 5 名）。現状において、中核農家は、その技術レベルや小規模養殖における役割か

ら以下の 2 つに分類される。

１）親魚を保持して採卵・孵化、中間育成まで一貫した生産を行う：ピー、ラパタン

２ ）他の種苗生産施設（政府、民間）で生産された孵化仔魚を用いて中間育成を行う：

イエジ、パアン

プロジェクトでは、小規模養殖を導入したパイロット農家（中核農家含む）に対して、

小規模養殖の導入と定着のため、各種の研修やワークショップを実施してきた。その参加

延べ人数は、977 人である。現在、ピー及びラパタンの中核農家は、種苗生産の機能を発

揮するとともに一般養殖研修の実施を担う機会も増え、新規農家の開拓や、パイロット農

民に対する養殖技術の説明を行っている。他方、イエジ及びパアンの中核農家は、他農家
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への小規模養殖技術の普及を行ってはいるが、小規模養殖の経験が十分ではないことから、

種苗生産活動は、プロジェクト、DOF 職員の支援を受けながらの試験的実施にとどまって

いる。　

成果３は、指標の 1 つである「中核農家が関与した国内研修数」がその基準に達してい

ないが、プロジェクト終了までに達する予定である。

（２）プロジェクト目標の達成状況は以下のとおりである。

イラワジ、バゴー管区およびカレン州 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。

プロジェクトが雨期の開始時に実践する小規模養殖を導入する農家数は、対象となる 5
つの市町区で毎年増加しており、2009 ～ 2010 年期は 31 戸、2010 ～ 2011 年期は 64 戸となっ

た。そして、2011 ～ 2012 年期では 75 戸となり、かつ、ラパタンでは新たに 75 戸の農家

を対象として夏期（乾季）の稲田養殖を開始したことから、合計 150 の農家が小規模養殖

を実践したことになる。結果として、目標の指標である 100 農家を超過していることから、

プロジェクト目標は既に達成されているといえる。

（３）上位目標の達成予測は以下のとおりである。

イラワジ、バゴー管区およびカレン州 3 地域において住民の動物性タンパク質摂取量の向上及

び農家の生計向上を目指した小規模養殖が広く実施される。

プロジェクトが導入した小規模養殖を実践する農家数は、毎年度、増加傾向にある。現在、

養殖農家は育成した魚をほぼ、村内や近隣地区で販売しており、農村のたんぱく質摂取量

の向上に貢献していると思われる。しかし、上位目標にあるとおり、対象地域において小

規模養殖が広く実施されていくためには、依然として以下のようなさまざまな課題が認め

られる。

・ プロジェクトで小規模養殖を実践してきた農家は、プロジェクトより投入（種苗、飼料、

必要とされる資機材）の支援を受けてきたが、プロジェクト終了後、農家側が自立的

に活動を継続していくかは不明となっている。

・ 農家の養殖時の給餌コストの低減が必要であり、複合型農業を更に促進するための他

の機関〔ミャンマー農業サービス公社（MAS）、灌漑局、SLRD、家畜飼育・獣医局

（LVBD）〕との連携が不可欠となる。

・ イエジ及びパアンの中核農家は、種苗生産に係る技術不足が指摘されており、FTF も

含めて継続的な技術支援が必要となる。

・ プロジェクト終了後に、プロジェクトの活動を継承するための DOF による事業展開計

画の策定、体制整備と人員配置等の主体的な取り組みが必要となる。

３－２　評価結果の要約

評価５項目として、妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性に係る評価結果は以下の

とおりである。

（１）妥当性：高い

農村部における小規模養殖の振興は、ミャンマー側の「農村開発及び貧困緩和」という

最重要国家政策に合致し、かつ、現地でのニーズは高い。また、人道的支援を重視する日
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本側開発援助方針とも合致している。目標を達成するプロジェクト・デザインも適切であ

る。したがって、プロジェクトの妥当性は高い。

（２）有効性：高い

実証試験を通じて 3 種類の小規模養殖技術が導入され、特に、池中養殖、稲田養殖は簡

易かつ低コストであり、小規模農家に受け入れられやすい。その結果、プロジェクト実施

期間中に 150 の農家が実践するに至った。プロジェクト目標は既に達成されていることか

ら、その有効性は高い。

（３）効率性：高い

プロジェクトの投入は、活動や成果の達成に適切に活用されており、また、日常業務に

おける日本人専門家とミャンマー側 C/P の関係性は良好である。また、プロジェクトは合

同調整委員会（JCC）等を通じて支障なく運営されている。投入のタイミングに関しても、

滞りなく効果的に実施されている。結果として、プロジェクトの活動は成果の達成に結び

ついており、その効率性は高い。

（４）インパクト：中程度

プロジェクト目標の達成で得られた効果を維持・発展させて上位目標に至るには、DOF
がプロジェクトの活動を組織的に継続し発展させるための取り組みが必要となる。これら

は、①プロジェクトによる物的支援なしでの養殖継続の実証、②中核農家への更なる支援、

③事業展開計画の策定、④適切な体制構築や人員配置等の組織面の整備といった取り組み

である。他方、農業灌漑省との共同研究における稲田養殖による稲作へのポジティブな効

果や養殖導入を希望する新たな農家の出現など、正のインパクトが観察された。この結果、

プロジェクトのインパクトは中程度である。

（５）持続性：中程度

ミャンマー側の水産政策や農村開発政策において、プロジェクトの政策的な持続性は確

保されている。しかし、DOF 側でプロジェクトの活動を継続し、かつ発展させるための組

織的な調整（責任部署の設置、人員の配置、目標の設定と実施計画の作成、予算配分等）

が必要である。他方、農家側において、種苗、餌等の投入を自身で確保することも必要で

ある。現時点では、プロジェクト終了後、農家側が自立的に活動を継続していくかは不明

の状態といえる。これらが達成されれば、小規模養殖は発展していくと考えられる。この

ため、プロジェクトの持続性は中程度である。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

本プロジェクトにおいては、農民間普及アプローチとして 3 段階技術移転（①専門家か

ら中央・地方 DOF 職員、②中央・地方 DOF 職員から中核農家、③中核農家から小規模養

殖農家）を取り入れている。ミャンマー側の中央・地方 DOF 職員、中核農家が主体的に養

殖技術を実施し、普及するという段階的なアプローチは、プロジェクト目標の達成促進及

び持続性の確保に有益な効果を発揮している。

（２）実施プロセスに関すること
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ミャンマー DOF では、普及に係る活動はこれまで行っておらず、地方 DOF 職員にとっ

て小規模養殖普及に係る活動は本来業務への追加業務であったが、彼らのプロジェクト活

動への参加に際して、地域・地方区・市町区の各レベルにおいて協力体制が整備されてい

たことにより、活動の円滑な実施が可能となり、成果達成に貢献している。

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

プロジェクト期間において、中核農家 3 軒は養殖シーズンを 2 回、中核農家 2 軒は養殖シー

ズンを 1 回経験しており、徐々に種苗生産及び FTF に関する技術が向上していることが確

認された。しかしながら、安定的な種苗生産及び FTF を担う役割を確固なものとするため

には、継続的な支援が必要と判断される。

（２）実施プロセスに関すること 
特になし。

３－５　結　論

これまでのプロジェクト活動はおおむね良好に達成され、プロジェクト目標は達成されたも

のといえる。ただし、上位目標達成に向け、プロジェクト活動のインパクトと持続性を保つた

めにはミャンマー側の大きな努力が必要である。

３－６　提　言

（１）持続的な普及体制の確立

上位目標の達成のためには、中核農家への支援、新規農家の募集、FTF を通じた研修の

実施といったプロジェクト活動をミャンマー側が継続的に実施していくことが重要である。

また、小規模養殖普及を中央乾燥地を含めたミャンマー全土に計画的・持続的に広げてい

くためには、必要な人員配置や予算措置を含む組織体制を確立するべきである。

（２）事業展開計画の作成

小規模養殖を効果的・効率的に普及させていくために、プロジェクト対象地の市町区レ

ベルで、小規模の池、水量、魚価といった小規模養殖実施検討の材料となる調査を行い、

目標や対応策を明確化した事業展開計画を作成することが求められる。

（３）小規模養殖の持続性について実証

プロジェクトでは農家に対して種苗、餌や資機材などを無償で支援してきたが、プロジェ

クト終了後には養殖農家が自ら確保し、活動を継続していけるか確認する必要がある。ま

た、将来的に小規模養殖を他の地域に展開していくうえで、農家に対する投入の支援期間

の短縮を検討することが望ましい。

（４）文化人類学的知見の活用

プロジェクト対象地域、特にカレン州において、村落内での相互扶助的システムが色濃

く残っていることが確認できた。現地の価値観に適した方法で小規模養殖普及の活動を展

開していくためには、文化人類学的知見を取り入れることを検討するべきである。
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（５）エンドライン調査の実施

プロジェクト活動の成果を図るうえで、プロジェクト開始時期に実施したベースライン

調査に対応したエンドライン調査を実施するべきである。また、将来的な活動計画を策定

する際に、生計向上だけでなく、栄養改善やコミュニティ強化などの多面的な成果を評価

体制の中に組み込むことが求められる。

（６）養殖技術定着に向けた継続的支援

プロジェクト終了後、養殖技術を定着させるために養殖農家に対する継続的な支援が求

められる。特に、イラワジ管区とカレン州の中核農家に対して、種苗生産技術や FTF につ

いて更なる技術的指導をするべきである。

（７）複合農業の促進

稲田養殖や養鶏／養豚の近くでの池中養殖などは、複合農業に組み込まれた活動である

といえる。小規模養殖を含んだ複合農業を促進していくために、DOF だけでなく、LVBD
や農業灌漑省といった他の政府機関との更なる連携が求められる。特に、バゴー管区にお

ける稲田養殖への支援・モニタリングが必要。

（８）日本側の追加的投入の検討

小規模養殖を対象地域や他地域に普及を拡大していくためにはミャンマー側の多大な努

力が必要であり、このため日本側からの追加的支援が検討されるべきである。

３－７　教　訓

（１）文化人類学的な知見の取り入れ

現地により根ざした活動の実施、より良い成果の達成のために、文化人類学の観点を取

り入れることが望ましい。

（２）実証試験の重要性

DOF と MAS の共同研究の結果、農業灌漑省管轄の試験圃場を使った稲田養殖の実証試

験を継続的に実施し、低コスト、コメの生産性の向上などの効果を互いに共有してきた。

この結果を受け、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となっ

た。

（３）地方 DOF 職員のキャパシティ・デベロップメント

プロジェクト活動を円滑に実施できている要素として、地方 DOF 職員の積極的な関与が

大きく貢献しているといえる。職員のキャパシティ・デベロップメントが効果的な FTF の

鍵となっている。


