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カンボジア 

淡水養殖改善・普及計画 

外部評価者：㈱アースアンドヒューマンコーポレーション 金子 眞知 

０．要旨 

本プロジェクトの計画時、カンボジア政府は農村部の人々の栄養改善と貧困緩和を

目指した養殖振興を目指していた。本プロジェクトで対象とした南部 4 州は内水面漁

業の主要漁場であるトンレサップ湖やメコン河から遠く離れ、また農村地域の小規模

農民には内水面養殖が殆ど普及していなかったことから、同地域の小規模農民に対す

る養殖技術の普及と淡水養殖魚の増産を目指す本プロジェクトの実施は、カンボジア

政府の政策および開発ニーズと整合していたといえる。 

プロジェクト目標として掲げた小規模養殖農家の数は、協力実施前の 2000 戸から目標

の 2 倍以上の約 9000 戸に増加した。また、上位目標についても対象州の養殖生産量が

プロジェクト期間中に 1.65 倍に達していることが確認され、計画どおりの効果発現が

見られることから、有効性・インパクトは高い。 

本プロジェクトは協力金額・期間については、計画どおりであり効率性は高い。 

持続性については、現行の国家開発政策にて養殖開発が水産資源の管理・保全・開

発のために重要であることが強調されており、体制面、政策面の持続性は高い。また、

対象地域は養殖開発を普及拡大する上でプラスとなる自然環境、食文化、土地柄、生

活習慣などの特徴を有していることに加え、政府普及員の指導によって種苗生産農家

が育成され、さらに種苗生産農家の種苗販売を通した農民間技術普及により小規模農

家に技術が移転されるという段階的な農民間の技術移転がプロジェクト終了後も続い

ており、技術面の持続性も高い。財務面は、種苗生産農家のネットワークが事後評価

時活動を継続しており、水産局が多額の予算を使わずに養殖技術が小規模農家に移転

していく普及基盤は維持されている。これらの観点から持続性は高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。  

 

１．案件の概要 

 

 

プロジェクト位置図 
（対象地域：コンポンスプー州、カンポット州、

タケオ州、プレイベン州） 

左下：小規模養殖農家の養殖池 
右上：プロジェクトで普及したシルバーバルブ

（現地で好まれる美味しい魚） 
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1.1 協力の背景 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）においては、約 80％の労働人口が

漁業を含む農林水産業に従事しており、米作を中心とする農業によって生計を立てて

いる。主食であるコメの自給は 1995 年以降達成しているものの、その生産性は周辺

国に比べ低く、国民が貧困から抜け出せない要因のひとつとなっており、カンボジア

政府は国民の貧困対策と食糧保障の観点から農業生産性の向上と営農多様化を推進し

ている。 

カンボジアの水産業、特に内水面漁業は、世界で 4 番目の規模を誇り国民 1 人当た

りの年間魚類消費量は 52.4 ㎏（2007 年）と高く、国民の動物性タンパク質摂取の 75％

を賄っている。しかしながら、流通基盤が整っていないため、主要漁場であるトンレ

サップ湖やメコン河地域から離れた農村地域では水産物の供給事情が良いとはいえな

い。そのため、こうした地域では、稲田や季節的に出現する溜池を利用した低投入型

の養殖振興に対する需要が高い。しかし、農村地域では養殖の伝統がないため、飼育

ノウハウと養殖用種苗の不足が農家の養殖実践の妨げになっていた。 

このような背景の下、カンボジア政府は日本に対して、南部 4 州（プレイベン・タ

ケオ・コンポンスプー・カンポット）を対象とする小規模養殖の技術改善と普及を目

指した技術協力を要請した。国際協力機構（JICA） はこの要請に基づき、小規模養

殖が普及することを目的とした「淡水養殖改善・普及計画1」を 2005 年 2 月より 5 年

間の予定で開始し、カンボジア農林水産省水産局をカウンターパート機関として、プ

ロジェクトを実施した。 

 

1.2 協力の概要 

上位目標 対象地域において、養殖生産量が増加する 

プロジェクト目標 対象地域において、小規模養殖技術が広く普及する 

成果 

成果 1 
既存小規模養殖農家の技術改善により、種苗生産農家が育成され
る 

成果 2 小規模養殖技術とその普及手法が、改善される 

成果 3 
プロジェクト対象地域で、貧困農民が裨益する養殖関連活動が振
興される 

成果 4 農村部における養殖普及ネットワークが構築される 

投入実績 

【日本側】 
1. 専門家派遣  

日本人専門家 11 名、計 164.9MM 
第三国専門家 8 名、計 10.3MM 
（インドネシア、ベトナム、インド、ネパール） 

2. 本邦研修 7 人 
3. 第三国研修 77 人 
4. 機材供与 26 百万 

                                                  
1 本技術協力プロジェクトは「PROTECO（提案型技術協力）」の要請対応タイプ（タイプ A）とし

て実施された。 
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5. 施設整備 20 百万 
【カンボジア側】 

1. カウンターパート配置 中間評価時(39 人)、終了時評価時

（37 人） 
2. 土地・施設提供 プロジェクト事務室、バティ種苗生産研

究施設、対象州地方水産事務所、電気・水道代 
3. ローカルコスト負担、カウンターパート給与 

協力金額 513 百万円 

協力期間 2005 年 2 月 ～ 2010 年 2 月 

相手国関係機関 カンボジア農林水産省水産局(Fisheries Administration: FiA) 

我が国協力機関 埼玉県農林総合研究センター水産研究所/東京海洋大学 

関連案件 

【技術協力プロジェクト】 
淡水養殖改善・普及プロジェクト フェーズ 2 
（2011 年 3 月～2015 年 2 月） 

 

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 

本プロジェクトの上位目標の指標は、「対象州の養殖生産量が 1.5 倍になる」である

が、終了時評価時点において、カンボジア農林水産省の農業統計及び水産局の統計資

料から、プロジェクト実施期間中に上位目標の指標を達成したことが確認された。具

体的には、以下の表 1 に示すとおり、対象 4 州の小規模農家による養殖生産量はプロ

ジェクト開始前の 2004 年には 1,390 トンであったが、2008 年には 2,294 トンまで増加

し、目標とした 1.5 倍を上回る 1.65 倍を達成している。また、プロジェクトの成果か

ら養殖農家の数が増加していることから、2009 年以降も養殖生産量が増える見込みは

高いと判断された。 

 
表 1 対象 4 州での小規模農家による養殖生産量の推移 

（単位：トン） 
州 

年 
カンポット州 コンポンスプー州 プレイベン州 タケオ州 4 州全体 

2004 年 25 40 510 815 1,390

2005 年 50 110 600 800 1,560

2006 年 90 163 845 950 2,048

2007 年 114 208 850 1,000 2,172

2008 年 158 287 830 1,019 2,294

出典：本プロジェクト終了時評価報告書（2009 年 12 月） 

 

1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

プロジェクト目標の指標として、「プロジェクト対象 4 州で、小規模農家が既存の

2000 戸から 4400 戸に増加する」が設定されていたが、プロジェクトの中間地点にお
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いて、小規模農家を対象とする種苗生産農家主導の農民間研修が本格的に開始された

結果、2008 年度末時点で、対象 4 州で約 6,000 戸がプロジェクトの普及活動を通じて

養殖を始めていた。また、プロジェクト完了時の養殖実施農家数は、養殖研修に参加

した農家数と種苗生産農家が生産した種苗を購入した農家顧客数という２つの方法に

基づき推定されたが、共に 9,000 戸程度がプロジェクトの普及活動による動機づけに

より養殖を実施していることが示唆され、「4,400 戸の農家」が養殖を実施するという

指標を大幅に超えるレベルであり、プロジェクト目標は既に達成されていると判断さ

れた。 

 

1.3.3 終了時評価時の提言内容 

終了時評価において以下が提言された。 

(1) 長期自立発展性向上に資する養殖普及ネットワークの強化 

1) ネットワーク種苗生産農家の技術力の向上 

ネットワーク種苗生産農家間での親魚の融通や種苗生産技術に関する技術情報

の交換を通して、メンバー農家の種苗生産技術力の強化を図るため、専門家や州普

及員等は、種苗生産能力の技術向上に対する自助努力を継続して支援していくこと

が期待される。 

2) ネットワークの種苗販売顧客ベースの拡張支援 

種苗生産農家ネットワークで既に実施されている、メンバー間での種苗販売や種

苗の地域、魚種ごとの需給等に関するマーケット情報の交換をより組織的に実施し、

顧客販売ベースを拡張していくことが必要である。 

 

(2) 共有池増殖活動に対するモニタリングの継続 

共有池の増殖事業について、魚の放流等の資源管理委員会の活動が関係する人々に

どのような影響を与えているかを継続してモニタリングし、プロジェクトで実施した

22 の共有池サイトのなかからベストプラクティスを抽出し、よりよい共有池管理方法

を広く普及するよう努力することが勧められる。 

 

(3) 農民間養殖普及システム実践に関する文書化 

プロジェクトが指標を大幅に超える成果で迅速な養殖普及を上げた大きな理由のひ

とつは、3 段階技術移転による農民間普及システムをプロジェクトデザインに取り入

れかつ効果的に実践したことにある。この 3 段階技術移転とは、①専門家からカウン

ターパート（政府普及員・技術職員）、②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へと技術移転の対象者が段階的に移行し、段階を経るごとに、

幾何級数的に技術の受け手の数を増加させる手法であり、他の類似プロジェクト等に

活用できるよう、合同評価調査団がプロジェクトの成功事例をとりまとめるべきであ

ると提言された。 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 金子 眞知（㈱アースアンドヒューマンコーポレーション） 

 

2.2 調査期間 

 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：2012 年 9 月～2013 年 10 月 

 現地調査：2012 年 11 月 30 日～12 月 23 日、2013 年 5 月 7 日～5 月 25 日 

 

3．評価結果（レーティング：A2） 

 

3.1 妥当性（レーティング：③3） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本プロジェクト開始時点のカンボジアの開発政策は第二次社会経済開発五カ年計画

（2001 - 2005 年）であり、内水面漁業の分野において将来的な増産が期待されるのは、

稲田養殖と溜め池養殖であるとして、農村地域における小規模養殖を振興し、養殖生

産量を増加させることを目指していた。また、カンボジアにおいて淡水魚は、容易に

入手可能な需要の大きいタンパク食料の一つであることから、水産セクター第二次五

カ年計画（2001 - 2005 年）では、開発優先課題に所得向上と健康改善を挙げ、魚類養

殖生産量の 300％の増加を目標とし、淡水養殖を動物性タンパク質の不足と貧困緩和

の方策として位置づけた。 

 

本プロジェクト実施中から完了時に関わる国家開発政策は国家戦略開発計画（NSDP 

2006 - 2010）であり、農業開発と農業の生産・生産性の向上が重点事項の一つとして

挙げられていた。また、同開発計画の基本開発コンセプトである四辺形戦略（農業開

発、インフラ整備、民活雇用創出、人材育成）においても、農業開発はその一辺を担

う重点戦略として位置付けられ、その構成要素の一つである水産開発についても、国

民の食糧、栄養、収入、生計にとって不可欠な魚を生産するための持続可能な開発の

重要性が強調されてきた。特に、養殖分野に対する期待は高く、養殖池や稲田養殖、

研修、種苗場建設と種苗生産ネットワーク構築を通じた養殖開発推進の必要性も具体

的に示されてきた。 

さらにセクターレベルの開発政策であるカンボジア水産開発計画においては、特に

貧困削減、食糧安全保障、資源の持続的かつ公平な利用の 3 点を目標とし、その達成

のための戦略的優先行動分野として、①政策・関連法の整備、②漁業権改革、③増殖

放流事業、④村落社会密着型開発、⑤持続的資源の利用と村落養殖振興による貧困家

                                                  
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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庭の生計改善、⑥ポストハーベスト取扱改善に係る人材育成による貧困家庭の生計改

善、の 6 つを指定した。なお、地方の小規模・貧困農家を対象として適正養殖法や共

有池の増殖を振興させることを内容とする本プロジェクトは、これらの水産開発戦略

の③、④、⑤との整合性が認められる。 

 

以上、本プロジェクトは農村地域の貧困住民に、適正な養殖を普及することで、住

民の栄養改善および生計向上に資することを目指しており、プロジェクトの計画時か

ら完了時点まで、カンボジア政府の国家開発政策及びセクター開発計画との整合性を

有していたと判断される。また、その方向性は事後評価時点でも維持されており、本

プロジェクトの終了後もカンボジアの国家政策と高い整合性を持っているといえる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本プロジェクトが対象とした 4 州の農村地域は、カンボジアの内水面漁業の主要漁

場であるトンレサップ湖やメコン河から遠く離れているため、天然魚の漁獲量および

供給量が限られていた。また、農村地域の小規模農民には内水面養殖が殆ど普及して

いなかったことから、同地域における淡水養殖魚の供給も限られていた。さらに、洪

水や旱魃などから農業生産性が低く、動物性タンパク供給源及び現金収入源の創出手

段としての内水面養殖、その普及に対するカンボジア政府の協力要望は本プロジェク

トの計画時において非常に強く、開発ニーズは高かったといえる。 

 

事後評価時においてもカンボジアの漁業・養殖業生産量は年々増加しており、プロ

ジェクト完了後の 2011 年には約 61 万トンに達している。このうち内水面漁獲量は約

45 万トンを占め、世界で 4 番目の規模を誇る。また、カンボジアの人々は動物性タン

パク質の約 82％を魚類および水産加工品から摂取しており、国民一人当たりの年間平

均消費量は 52.4kg、この殆どが淡水魚であることから淡水魚の消費量は世界一とも言

われている。 

さらに、近年では養殖生産量が大幅に増えており、2007 年と 2011 年との比較では、

約 2 倍達成している。この背景には、農村部における人口が増加する中で、天然魚の

漁獲量のみで需要を満たすことが困難となってきており、養殖魚の生産増に対する必

要性が急速に高まってきていることがある。 

以下に表 2 に漁業と養殖業の生産量の推移を示す。 
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表 2 カンボジアの漁業・養殖業生産量の推移 

（単位：トン） 

 漁業・ 
養殖業生産量 

内水面 
漁獲量 

海面 
漁獲量 

養殖業生産量 

2007 493,760 395,000 63,000 35,260 

2008 470,100 365,000 66,000 39,100 

2009 515,080 390,000 75,000 50,080 

2010 550,000 405,000 85,000 60,001 

2011 608,000 445,000 91,000 72,000 

2011/ 
2007 

123% 127% 144% 204% 

出典：カンボジア農林水産省水産局 

 

本プロジェクトでは、これまで内水面養殖が殆ど実施されてこなかった農村地域の

小規模農民を対象として、カンボジアの人々の重要なタンパク源に位置付けられる淡

水魚の養殖を広く普及させる取組みを行っており、プロジェクトの開始時および完了

時ともに、開発ニーズは高いといえる。また、本プロジェクトでは、主に稲作に生計

を依存している小規模農民を裨益対象としたが、灌漑施設の整備が遅れている同地域

では生産性の低い天水型農業に依存していることから、稲作のみで貧困から脱却する

ことが難しい状況にあった。本プロジェクトによる養殖振興は、家族の栄養改善に加

え、収入の向上にも貢献することが期待できることから、末端裨益者である小規模農

民のニーズにも合致していたといえる。 

また、事後評価時のカンボジアの農村部における新たな課題の一つには、人口増へ

の対応が挙げられ、食糧の安定的な生産と供給に加えて、稲作以外の収入源を創出す

るニーズが高まっている。こうした中で、農村部における養殖の普及は、栄養改善と

収入創出の両面への効果が期待できることから、プロジェクト完了時よりも、養殖に

対する必要性が高まってきている。さらに、本プロジェクトでは、既存の水田や溜め

池等を利用した低投入型の小規模養殖技術を住民に広く普及する手法を確立しており、

事後評価時においてもその開発ニーズは、高いものと判断される。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

本プロジェクトの計画時点の日本の「カンボジア国別援助計画（2002 年 2 月）」で

は、持続的な経済成長と安定した社会の実現を目指すため、「農業・農村開発と農業生

産性の向上」を援助重点分野としており、淡水魚の養殖の技術向上をその主要な取り

組みとして挙げている。 

また、JICA のカンボジア国別事業実施計画においても、「農業・農村開発」におけ

る「畜産業及び漁業の振興」を優先開発課題の一つとしており、本プロジェクトは日

本の援助政策とも整合しているといえる。 

 

以上より、本プロジェクトの実施はカンボジア国の開発政策、開発ニーズ、日本の
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援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性・インパクト4（レーティング：③） 

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） 

終了時評価調査時に、本プロジェクトの各成果の指標はほぼ達成されていることが

確認されている。このため、事後評価では、プロジェクト終了後の各成果の発現状況

について可能な限り確認を行った。 

 

1）成果 1 

 

既存小規模農家の技術改善により、種苗生産農家が育成される 

（指標）20 戸の種苗生産農家が、独自に種苗生産を行うようになる。 

（達成状況）プロジェクト終了時において目標とした 20 戸の 2 倍以上にあたる 48 戸の

種苗生産農家が育成されており、成果１は達成されている。 

 

本プロジェクトにおいては、対象 4 州から各 4 つのモデルコミューンを選定し、さ

らにコミューンの中から毎年各 1 戸（4 州×4 コミューン＝年 16 戸、合計 48 戸）の

農家を種苗生産農家候補として慎重に選抜し、孵化施設等の基本機材(約 500 US$)を支

援するとともに、技術指導を行った結果、下の表 3 のとおり、2009 年までに 48 戸の

農家が習得した技術と独自の財源で種苗生産事業を運営できるようになった。但し、

プロジェクト開始前から種苗生産を行ってきた既存種苗農家が 11 戸、また養殖を行っ

ていた既存養殖農家が約 2000 戸存在していたことが計画時に確認されている。このた

め、プロジェクトではこうした既存農家を先進農家と位置付け、農民間普及の指導者

として活用した。 

表 3 対象４州における種苗生産農家数の推移 
（単位：世帯）

州 
プロジェクト期間中 プロジェクト終了後 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

タケオ 4 7 10 12 13 17

コンポンスプー 4 7 10 12 14 17

カンポット 4 8 12 12 12 14

プレイベン 4 8 12 12 13 16

計 16 30 44 48 52 64

既存の種苗生産農家

数 11 11 11 11 11 11

合計 27 41 55 59 63 75

出典：2006-2009 年本プロジェクト終了時報告書、2010-2011 年カンボジア農林水産省水産局提供資料 

 

                                                  
4 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
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なお、新たな種苗生産農家の選抜と育成は 2009 年までとし、その後は育成した種苗

生産農家による養殖普及ネットワークの設立・強化に焦

点を当てた活動を実施した。この結果、養殖が殆ど普及

していなかった 4 州の種苗生産量は、プロジェクト開始

直後の 2006 年には 1.55 百万尾であったが、2008 年には

7.2 百万尾（全国 37 百万尾）まで生産能力を拡大してい

る。 

また、事後評価時において、プロジェクト終了から約

3 年が経過した対象 4 州の状況を確認したところ、水産

局による種苗生産農家の育成支援は、プロジェクト実施

中よりは規模が縮小されているものの活動は継続されて

おり、種苗生産農家の数は、終了時よりも増加している。

具体的には先の表 3 のとおりで、2009 年の段階ではプロ

ジェクトによって育成された種苗生産農家 48 戸と既存

農家 11 戸を合わせて 59 戸であったが、2010 年には 63

戸、2011 年には 75 戸と増加傾向にある。この背景には、

プロジェクト終了後も、水産局が種苗生産農家の育成支

援を継続したことに加え、種苗生産量が地域で必要とさ

れる需要を満していないことがある。このため、水産局

は、今後も種苗生産に着手する中核農家が増えるとの見

通しを有している。さらに、プロジェクトで育成された

種苗生産農家を訪問したところ、ほぼすべての農家が自

己資金を投じて、孵化施設や養殖施設の拡張を行ってお

り、地域の種苗生産力は、今後さらに高まるものと期待

される。 

 

以上から、成果１はプロジェクト完了時において達成

されているといえる。また、プロジェクト終了後も対象

地域の農村部における養殖技術の普及が進んだことで種

苗に対する需要が高まり、既存の種苗生産農家による生

産性の向上（自己資金による施設整備等）および種苗生

産への新規参入農家の増加等により、地域に流通する種

苗生産量が更に増加していることが確認された。 

また、水産局によると、本プロジェクトの成果を他地域や他州の農村部に普及する

方針を有しており、水産局の最新の戦略である「カンボジア水産戦略計画フレームワ

ーク 2010～2019」においては、種苗生産量を 2015 年には 150 百万尾、2019 年には 250

百万尾まで増産する数値目標を掲げている。また、全国展開に対しては、本プロジェ

カンポット州種苗生産農家 プロジェ

クトにて支援した孵化槽。水を流動さ

せて人工孵化を行う。 

上記の孵化槽で孵化を待つムリゲル

の卵（１回に約 20 万匹を孵化させ

る、撮影：2013 年 5 月） 

タケオ州 種苗生産農家の養殖池 

（2005 年の 6 面から、自己投資にて

2012 年時点で 16 面に拡張） 

シルバーバルブの稚魚。雨季が始ま

る 5 月頃から雨量を踏まえつつ、稚

魚の生産を開始する。 
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クトの対象州とは異なる北部 3 州において、本プロジェクトのフェーズ 2「淡水養殖

改善・普及プロジェクト フェーズ 2」を JICA が実施中である他、EU 等の他ドナーも

種苗生産農家の育成を中心とした支援を実施している。 

 

2）成果 2 

小規模養殖技術とその普及手法が、改善される 

（指標）現地に適合する、小規模養殖技術及びその普及材料が作成される 

（達成状況）既存の技術を改善し、それぞれの技術を普及材料として取りまとめている。

また、それら技術の定着率等も高いことから、プロジェクト終了時において成

果２は達成されている。 

本プロジェクトでは、活動の前半に集中して技術改善に取り組み、小規模農家を普

及対象とした養殖（グローアウト）技術、種苗生産農家を対象とした種苗生産技術、

また村落単位で取り組む共有池での増殖技術を改善し、

それぞれの技術を冊子、マニュアル、ポスター、ビデオ

教材等の普及材料として取りまとめた。また、これら普

及材料は、政府普及員や種苗生産農家が研修活動を通じ

て、小規模養殖農家等に配布・視聴しており、養殖技術

の普及促進に役立てられた。 

改善された技術の受容率、定着率はプロジェクト終了

時の調査にて高いことが認められており、また農家の栄

養改善や所得向上に対する効果があったことが確認され

ている。 

事後評価時における種苗生産農家への訪問では、本プ

ロジェクトで配布された教材は事後評価時も掲示されて

おり、小規模養殖を新規に行う農家への研修時にはこれ

ら教材を活用しているとのことである。また、プロジェ

クトで育成された種苗生産農家の中には、学んだ孵化技

術を、新規に種苗生産に取り組もうとする中核農家や新魚種の繁殖に参入する種苗生

産農家に技術移転する講師役を務める者もあり、種苗生産農家間の技術移転も始まっ

ている。これら技術移転研修は、政府やドナー等の支援により実施されている。 

 

他方、本プロジェクトでは、小規模養殖技術を普及させる手法として、3 段階技術

移転による農民間普及システムを取り入れており、①日本人専門家から政府普及員、

②政府普及員から種苗生産農家、③種苗生産農家から小規模農家へと技術移転の対象

者が段階的に移行し、段階を経るごとに、幾何級数的に技術の受け手の数を増加させ

ることにも成功している。上述のとおり、現地視察では、経験のある種苗生産農家が、

新規の種苗生産農家あるいは、新魚種の孵化に取り組む種苗生産農家への技術移転も

種苗生産農家が小規模養殖農家に養

殖技術を指導する際に活用する教材 

プロジェクトで育成された種苗生産農

家であることを示す看板 
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行われており、農民間の技術移転が更に拡大していく傾向が認められた。この成功要

因には、小規模養殖技術を地域に普及することが、確実に種苗生産による販売収益の

増加に結び付いていることがあげられる。また、種苗生産農家への受益者調査（15 世

帯）の結果によると、3 年前と比較して得られる収入は増えたとの回答は 15 世帯中 9

世帯、変化なしが 4 世帯であったが、家族の生活の変化に対する設問では生活改善を

実感する農家は 15 世帯中 14 世帯を占めた。また、プロジェクト終了後に種苗生産の

ための投資を行った農家は 15 世帯中 14 世帯であり、平均投資額は約 500 万リエル（約

1300US$）、さらに全農家が今後も種苗生産を継続したいと回答している。これらから、

種苗生産農家は、種苗生産による販売収益に一定の満足を示しており、また今後も事

業を継続する経済的なインセンティブになっているものと判断される。 

 

以上から、成果２はプロジェクト完了時において達成している。また、プロジェク

ト終了後も作成された教材類は養殖技術の普及促進に役立てられており、成果は引き

続き継続あるいは拡大していると判断される。 

 

3）成果 3   

プロジェクト対象地域で、貧困農民が裨益する養殖関連活動が振興される 

（指標）20 の共有池で、増殖活動が独自に行われるようになる。 

（達成状況）プロジェクトの最終年度である 2009 年度には 22 の共有池で増殖活動が実

施されており、プロジェクト終了時において成果 3 は達成されている。 

表 5 に示すとおり、プロジェクトでは、対象 4 州で原則

として毎年各州 1 村を選定して、2009 年度までに 22 のサ

イトに共有池を設置し、共有池管理委員会の設立、稲田と

の連絡水路の建設、種苗の放流、共有資源としての水産資

源管理の啓発、住民グループによる見回り活動等の指導を

行ってきた。また、プロジェクト完了時まで管理委員会を

中心とした住民グループにより上記活動が自主的に継続さ

れ、共有池における水産資源管理活動が定着しつつあった。 

なお、本プロジェクトにおける共有池活動の概要は以下

のとおりで、既存の池に魚を放流・増殖させ、魚道を通じ

て稲田に入ってきた魚を農民が収獲することで、養殖池を

個人で保有できない農民にも養殖の効果を裨益させること

を目的としている。 

 氾濫原の天然池や既存人工池を利用する 

 在来魚を放流する 

 稲田と魚道で共有池との間を連結する 

 稲田や水路で小型漁具により農家が収獲する 

タケオ州 共有池 

表 5 対象州における共有

池の設置数 

年度 共有池の設置数 
2005 4 
2006 4 
2007 6(うち 3 カ所は、 

WFP との連携) 

2008 4 
2009 4 

計 22 
出典：本プロジェクト終了時評価

報告書 
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また、共有池管理のために管理委員会を設置し、①魚道整備と維持管理、②在来魚

の放流、③禁漁管理を行っており、住民には禁漁期間、禁漁区域、一部漁具の使用禁

止、ゴミ捨て禁止等のルールを守るよう啓発活動が行われている。委員会活動はボラ

ンティアであるが、ルール違反を犯すのは住民ではなく他村や他地域からの外部者で

あることが多いため、村の財産を守るために監視活動を担っているという意識が活動

のインセンティブとなっている。 

事後評価では 6 カ所の共有池を訪問し、住民主体の管理委員会へのヒアリングを行

うとともに、水産局への確認を行った。この結果、各共有池の自主管理は継続して実

施され、また周辺住民にも共有池の管理ルール等が周知されるようになったため、禁

漁期間の漁獲や違反漁具の使用等は殆どなくなったとのことである。また、共有池が

設置されたことによる効果として、水田で捕獲される魚が増えたことを指摘する住民

が多く、共有池から水田に流れ込んだ魚が家計の一助となっている。この他、貧困等

で食糧に困窮した際に共有池の魚に頼れることは、貧困層のみならず村全体にとって

の安心材料となっている。一方で、種苗を新規に購入し、追加放流する活動までには

至っていない。 

また、共有池の普及については、水産局が「One commune, one community fish refuge」

構想として啓発活動を全国的に展開し、一部はドナーや NGO の支援を受けながら、

2008 年末までに 207 カ所で共有池が設置された。事後評価時点でも、持続的かつ効果

的な共有池の増設する方針が継続されており、「カンボジア水産戦略計画フレームワー

ク 2010～2019」では 2009 年の基準値（235 カ所）を 2019 年までに 1200 カ所とする数

値目標を掲げている。 

 

以上、本プロジェクトでは、22 の対象村落に共有池管理委員会を設立し、住民主体

の共有池事業として共有池の資源管理活動が各村落で実施されており、成果３はプロ

ジェクト完了時に達成されていたと判断される。また、プロジェクト終了から 3 年が

経過した事後評価時点においても、プロジェクトで整備された共有池は、住民主体に

よる管理活動が継続されている。さらに、全国レベルにおいても、政府の方針を受け

て、持続的かつ効果的な共有池を今後も増設していく方向にある。 

 

4）成果 4 

農村部における養殖ネットワークが構築される。 

（指標） 

4-1：種苗生産農家が、彼らのイニシアティブにより、毎年少なくとも１回は、農民間
研修を行う。 

4-2：ネットワークのミーティングが各州で年３回開催される。 
4-3：ネットワークの４州全体の合同ミーティングが少なくとも年１回開催される。 

（達成状況）上記の３つの指標は、すべて 2008 年度までに達成し、2009 年度も継続し

た活動が行われたことが、プロジェクト終了時に確認されている。 
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農民間研修（種苗生産農家→小規模養殖農家）の受講者数 

指標 4-1 については、プロジェクトによって選定・育成された種苗生産農家 48 戸と

プロジェクト発足以前から種苗生産を行っていた既存農家を加え

た 59 戸で構成される養殖普及ネットワークが各州に設立された。

また、下の表 6 に示すとおり、これらネットワーク農家は 2008

年度に合計 3,608 戸の小規模農家を対象とした養殖研修を 147 回

実施している。各種苗生産農家当たりでは平均 2.5 回となり、目

標とした 1 回を上回り、翌 2009 年度も活動が継続された。 

なお、これらの「研修」は、種苗の購入可能性の高い農家を呼

び集めて飼育方法を説明し、最終的に種苗の購入を促そうとする

ものである。種苗生産農家は顧客ベースの拡大が効率的に達成で

きることから、この集団研修形式の事業宣伝活動を積極的に実施しており、プロジェ

クトが把握していない「研修」を独自に実施していることが、終了時評価時の関係者

インタビューによって確認されている。 

 

表 6 プロジェクト対象 4 州において養殖研修を受講した農家数、および養殖を実践
している農家数の推計 

（単位：世帯） 
  研修受講者数 

養殖実践農家数＊ 養殖基礎研修 

(水産局普及員主導)

農民間養殖研修 

(種苗農家主導) 

プロジェクト

期間中 

2005 640  576 

2006 640 479 1,007 

2007 640 960 1,440 

2008  3,608 3,052 

2009  3,600 2,916 

計 1,920 8,647 8,991 

プロジェクト

終了後 

2010 - 1,480 - 

2011 - 680 - 

合計 - 10.807 - 

出典：2005～2009 本プロジェクト終了時評価報告書、2010～2011 カンボジア農林水産省水産局提

供資料 
注：養殖実践農家数は「研修受講者数×実践率(90～100%)×定着率(90%)」から算出されている。ま

た、この定着率は、各州水産局普及員によるサンプル調査の結果から研修受講１年後に養殖を継続

している農家の割合が 94%～100%だったことから、90％としている。 

 

事後評価調査においても、農民間養殖研修に参加した小規模農家の数は増加してお

り、上の表 6 のとおり 2011 年までの延べ受講者数は１万人を超えている。なお、プロ

ジェクト実施期間中の 2008 年、2009 年の集団研修には、各種苗農家へのアクセスが

容易で、かつ養殖をすぐに始めたい/始められる農家が集まったため、受講者数が急増

しているが、その後は先行農家の成功を確認してから決断した農家や準備をしていた

農家が段階的に参入しているため、緩やかに増加していると想定される。なお、種苗

タケオ州 種苗生産農

家のネットワーク 
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農家が新規の養殖農家に対して実施している研修を受講した農家数を正確に把握する

ことは難しいことから 2010 年と 2011 年の数値は水産局が把握している集団研修によ

る受講者数のみである。 

また、高い技術を有する種苗農家は、政府や NGO 等の支援により TOT(Training of 

Trainer)の講師役として他州も訪問し、孵化方法の指導にあたっている。プロジェクト

終了後では、カンポット州の 4 農家、プレイベン州の 2 農家、タケオ州の 15 農家が、

TOT の講師役を務めている。 

 

種苗生産農家ネットワークのミーティング回数 

指標 4-2 にかかり、設置された養殖普及ネットワークの州ごとの会議は、全州でほ

ぼ四半期ごとに定期的に開催されており、2008 年度には各州で 3 回実施され、延べ

193 名が参加した。州ごとのネットワーク会議は定例化し、翌 2009 年度も実施され

た。 

会議では各メンバーの種苗生産技術に関する意見交換、種苗販売に係る需要と供給

状況の情報交換、資金調達の 3 点が主な議題として話し合われており、技術向上、経

営の安定、施設拡張というメンバー農家が共通に抱える問題解決の糸口を探す貴重な

機会を提供する場となっていることが、プロジェクトの終了時には確認されている。 

事後評価調査時においても、各州の種苗生産農家ネットワークが機能しており、水

産局普及員も積極的に関わっていることが確認された。例えば、タケオ州のネットワ

ークは月１回の会議を開催し、会員への貸付にも力を入れている。カンポット州のネ

ットワークは携帯電話を活用して情報交換、機材や薬品の共同購入等を実施しており、

直接全員が集まる機会は年１回程度である。 

指標 4-3 については、ネットワークの 4 州全体集会が、2008 年度および 2009 年度に

各 1 回開催され、各回 70 名以上の農家が参加しているが、プロジェクト終了後は、4

州のネットワークが集まる機会は設けられてない。 

 

学校における養殖活動 

成果４の活動には、上述の 3 つの指標に加え、「学校における教育活動に、養殖を導

入する。」が計画され、プロジェクトでは、2006 年以降毎年 1 校程度を選定し、4 小学

校、10 中学校、5 高等学校において、学校教育への養殖活動の導入を共同事業として

支援した。この結果、収穫した魚を食べる以外に、養殖事業の利益の学校運営への活

用、学校関係者（児童/生徒、保護者、親類、近隣住民等）への養殖に対する広報活動・

理解促進、実習カリキュラムへの取り込み等につながっていることが確認されていた。 

事後評価では、上記の対象だった 4 校訪問したが、いずれの学校も活動が停止され

ていた。この理由としては、学校関係者のみで池を管理することは負担が大きい、周

辺住民と学校との間に明確なルールがないために無断で魚を捕獲する者が多い、学校

教育と雨に依存した池の水管理を両立することが難しい等の意見が教員より出された。 
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以上から、成果４はプロジェクト完了時においてほぼ達成している。また、プロジ

ェクト終了後も種苗生産農家のネットワークは概ね維持されていることが確認された。

但し、活動内容は各州によって相違が見受けられた。また、農民間研修については、

種苗生産農家から小規模農家という技術移転は各州で継続されており、今後も種苗の

顧客確保のために研修は続けられるものと判断される。 

 

3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

 

プロジェクト目標：対象州において、小規模養殖技術が広く普及する。 

（指標）プロジェクト対象 4 州で、小規模農家が既存の 2000 戸から 4400 戸に増加する。

（達成状況）プロジェクト終了時までに目標の 2 倍以上の約 9000 戸の小規模農家が対

象州で養殖を実施していると推定され、プロジェクト目標は達成されている。

 

先述の成果４のとおり、種苗生産農家の養殖研修に参加した受講農家数の累計は、

プロジェクト終了時に 8647 戸に達している。州普及員のモニタリング結果から、受講

した農家が実際に養殖を実施する割合（実践率）は 90～100％、養殖を始めた農家が 1

年後も継続している割合（定着率）は約 90％である。これらを受講農家数に乗じて、

養殖を実施する小規模農家数を推定した数値が以下の表であり、プロジェクト終了時

には 8,991 戸と推定されている。 

 

表 7 プロジェクト対象４州にて、養殖を実施する小規模農家数の推移（養殖研修受
講者数からの推定） 

（単位：世帯） 

 2005 2006 2007 2008 2009 

養殖基礎研修      

受講者数 640 640 640   

養殖実践率 100% 100% 100%   

１年後の定着率 90% 90% 90%   

養殖実践農家数 576 576 576   

農民間養殖研修      

受講者  479 960 3,608 3,240 

養殖実践率  100% 100% 94% 90% 

１年後の定着率  90% 90% 90% 90% 

養殖実践農家数  431 864 3,052 2,916 

合計 576 1,007 1,440 3,052 2,916 

累計 576 1,583 3,023 6,075 8,991 

出典：本プロジェクト終了時評価報告書 

 

以下の表 8 は、プロジェクトで育成した種苗生産農家が種苗を販売した顧客数の推

移を示している。2008年には 9525戸の農家が種苗生産農家から種苗を購入している。
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2009 年も同等以上の販売数が見込まれていた。また、プロジェクトの開始時は対象コ

ミューンで 70％の農家が政府種苗生産施設から養殖種苗を購入していたが、2007 年時

点では 70％の農家が地域内の種苗生産農家から購入するようになり、 

2009 年にはその割合は 100％を達成している。 

 

以上、種苗生産農家の種苗販売顧客数と地

域内の小規模養殖農家の推定数はともに

9,000 戸程度であり、これらの 9,000 戸がプ

ロジェクト活動の動機づけにより、養殖を開

始し、実施していることを示唆している。ま

た、この数値はプロジェクト目標とした 4,400 戸の約 2 倍の 9,000 戸の小規模農家が

対象州で養殖を実施していることを示唆しており、プロジェクト目標を達成している

と判断される。 

プロジェクト終了後における小規模養殖農家の数、及び種苗生産農家の種苗販売顧

客数ついても、先述の成果 4 で示したとおり、農民間養殖研修の受講者数がプロジェ

クト終了時から 2,000 人増加していることから、さらに小規模養殖農家が増加してい

ることが期待できる。また、種苗生産農家への受益者調査（15 世帯）の結果によると、

15 世帯中 9 世帯が 3 年前と比較して、居住地域全体において養殖を営む農家は増えて

いると回答している。家族の生活改善についても、15 世帯中 14 世帯が 3 年前と比較

して改善したと回答しており、種苗生産農家の投資意欲を高める要因の一つとなって

いる。さらに、小規模養殖農家への受益者調査（80 世帯）の結果によると、「養殖を

始める前と比較して、魚を食べる量は増えたか」との質問に対しては９割以上が増え

たと回答しており、養殖技術の普及が動物性タンパク質の摂取量の改善にもつながっ

ていると判断される。このように順調に普及展開されたのは、表 9 に記載した要因が

挙げられる。 

 

以上から、プロジェクト目標にかかる各指標は概ね達成されたと判断される。また、

プロジェクト終了後においても、農民間養殖研修の受講者数は増えていることから小

規模養殖農家は増加傾向にあるものと判断する。 

表 8 種苗生産農家が種苗を販売した顧客数 

（単位：世帯）

 2006 2007 2008 

タケオ 768 1,036 3,176

コンポンスプー 165 651 1,210

カンポット 88 1,575 1,788

プレイベン 316 1,488 3,348

合計 1,337 4,750 9,525

出典：本プロジェクト終了時評価報告書 
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表 9 本プロジェクトで確立した小規模淡水養殖の特徴と成果の発現を促進した要因
について 
 

 本プロジェクトの特徴 促進要因 

① 農家保有の溜め池等の利用： 

対象地域は生活用水および農業用水を雨水に依存しており、昔から多くの農

家が溜め池を保有している。本プロジェクトでは、農家の初期投資を抑えるた

め、溜め池や水田等を利用した養殖を行っている。 

⇒安価な初期投資、地域

特性の活用 

② 飼料の工夫と豊富な魚種： 

プランクトン等を飼育水に発生させるための肥料として家畜の糞尿を使用すると

ともに、稲作農家が容易に入手できる米ぬか・残飯等を飼料として利用してい

る。このため、魚種は、特別な飼料を必要としないプランクトン食性や植物・雑

食性の魚とし、また同時に 4 種程度は育成可能である。また、カンボジアに生息

する淡水魚は魚種が豊富であり、このことが淡水魚を好む食文化を育む主因と

なっている。さらに、繁殖に一定の技術を必要とする魚種が多いことも、種苗生

産農家と養殖農家との技術力に微妙な差を設けることを可能としている他、近

隣農家と同一魚種での競合を避ける要因ともなっている。 

⇒未利用資源の活用、簡

易技術の適用普及、豊富

な魚種 

（参考情報：アフリカ等で多

く養殖されるティラピアは、

親魚が稚魚を捕食せず、

自然繁殖しやすい魚種の

ため、時間の経過とともに

種苗生産農家の必要性が

低くなる場合がある） 

③ 季節的な淡水養殖： 

本プロジェクトでは普及を図っている淡水養殖は、１年中行うのではなく、雨季

に溜まる雨水に依存する約 9 カ月間の季節的な養殖である。具体的には雨季

(6 月～7 月)に魚を放流し、10 月～11 月頃から成長した魚を徐々に収獲し、水

位が下がる乾季の 3 月～4 月にはポンプ等を使って池の水を排水して残った魚

を全て収獲している。このため、翌年に養殖するためには、種苗の購入が必要

となる。また、完全に排水するため、水質管理も容易としている。 

⇒地域/自然環境の特性

を活用した種苗生産・養殖

サイクルの確立 

④ 自家消費のための養殖： 

カンボジアの農村世帯は、日常のおかずとなる魚は出来るだけ自給し、不足す

る分は市場で購入することが常である。本プロジェクトにおいても、自家消費を

主な目的としており、魚が余った場合には販売し、副収入源としている。 

（事後評価時の受益者調査により、養殖を始めた理由を 80 世帯の小規模養殖

農家に質問したところ、71％が家族で食べるため、23％が副収入のためとの回

答を得た。） 

⇒魚が自給できることに対

する農家の満足度と継続

意欲の高さ 

⑤ 淡水魚を好む食文化： 

カンボジア人の 1 人当り平均年間魚類消費量は 52.8kg であり、この数値は世

界のトップレベルに入る数字である。また、魚類消費量の多い国の殆どが日本

のような海産物の産地であるが、淡水魚が消費の中心となっているのはカンボ

ジアが随一である。さらに、動物性たんぱく質を魚で摂取する割合の国別比較

（FAO2009）では、カンボジアは 68.7%で、タイ(34.9%)、ベトナム(38.3%)、日本

(39.9%)と比べても高い。この背景には家畜生産量が少ないこともあげられる。 

⇒食文 化との整 合、魚 以

外 の 動 物 性 た ん ぱ く 質

（牛、豚、鶏等）の少なさ、

海産魚との競合もない 

⑥ 既存養殖農家の存在： 

プロジェクト開始前から 4 州において養殖を行っていた農家が 2000 戸程度は

存在していた。 

⇒魚の養殖生産に対する

一定の理解（天然魚のみ

に依 存 している地 域 に養

殖文化を普及することは難

しいため） 

⑦ 種苗生産農家への経済的便益の明示： 

本プロジェクトの実施期間中に、種苗生産農家は、対象地域に養殖農家が増

加し、販売収益が得られることを確認しており、将来予測の材料にすることがで

きた。また、対象地域は人口密度・世帯密度が全国平均よりも高いことから、顧

客へのアクセスも容易である。こうした経験や情報を受けて、種苗生産農家は

顧客である小規模農家に積極的な指導・支援を行うとともに、種苗生産を増加

するために施設拡大のための投資を行い、このことが更に小規模農家を増加さ

せることにつながっている。 

⇒種苗生産農 家を核とし

た養殖普及 

 



 18

3.2.2 インパクト 

3.2.2.1 上位目標達成度 

対象州において、養殖生産量が増加する。 

（指標）対象州の養殖生産量が 1.5 倍になる。 

（達成状況）対象 4 州の小規模農家による養殖生産量は、プロジェクト開始前の 2004

年と比較して、2008 年に 1.65 倍になっており、上位目標を達成している。 

 

終了時評価時点において、カンボジア農林水産省の農業統計及び水産局の統計資料

から対象州の養殖生産量を確認したところ、プロジェクト実施期間中に上位目標の指

標である 1.5 倍を達成していることが認められた。 

また、下の表 10 には、終了時評価時に確認された 2004 年から 2008 年までの数値に、

確認された 2009 年から 2011 年までの数値を加え、4 州全体の約 8 年間にわたる養殖

生産量の推移を整理した。この表から 2004 年には 1390 トンであった生産量が、2008

年（終了時評価時）には 2294 トンに増加し、その後も順調に増加傾向にあると判断さ

れる。 

 

表 10  対象 4 州での小規模農家による養殖生産量の推移 

（単位：トン） 

 カンポット州 コンポンスプー州 プレイベン州 タケオ州 4 州全体 

2004 25 40 510 815 1,390

2005 50 110 600 800 1,560

2006 90 163 845 950 2,048

2007 114 208 850 1,000 2,172

2008 158 287 830 1,019 2,294

2009 500 2,500 1,800 3,000 7,800

2010 520 3,000 2,500 3,900 9,920

2011 1,185 3,860 3,500 3,690 12,235

出典：カンボジア農林水産省水産局 

 

以上、上位目標にかかる指標はプロジェクト期間中に達成され、また、プロジェク

ト終了後においても、その効果が維持されていると判断される。 

 

3.2.2.2 その他のインパクト 

①自然環境へのインパクト 

本プロジェクトで普及の対象としている養殖方法は、雨期の天水を池に溜めて乾期

の貴重な家庭用水を確保するための溜池を利用して行われることから、養殖による汚

染水等が周辺の河川等へ汚染水等が排水される可能性は極めて少ない。また、施肥材

料、餌は農業の副産物である厩肥や米ぬかを利用するため、高付加価値養殖のように
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餌原料の競合をめぐって他の生産活動に負担を与えることがない。さらに、対象魚種5

は、メコン水系を原産地としない外来種が含まれているが、いずれも導入時期は古く

既に帰化動物として分布を確立していると考えられ、また、プランクトンやデトライ

タスを食料としており魚食性は弱いので、自然水域に逃亡したとしても地域水系の魚

類相や生物多様性に与える影響も大きくはないと判断されている。また、稲田のオー

プン水域で収獲される共有池増殖事業では、在来魚のみを放流対象魚種としており生

態系に対する適切な注意が払われている。 

 

②住民移転・用地取得 

既存の稲田や季節的に出現する溜め池を利用した養殖振興を実施しているため、住

民移転・用地取得は実施されていない。 

 

③その他の間接的効果 

（1）ジェンダー 

農民間養殖研修の受講者の多くは世帯主である男性が多数を占めているが、受講者

数の増加に伴い、女性の参加も増えていることが終了時に確認されている。 

また、男性は出稼ぎや副業により家を空ける期間が長いため、魚の餌作りや水の管理

を実際に行うのは女性であることも多く、事後評価における小規模農家への現地視察

では多くの女性が日々の養殖活動に従事していることが確認された。 

さらに、種苗生産農家の中にも、女性が主導的な立場で活動している場合があり、

養殖分野への女性の参入が期待される。特にカンポット州の養殖ネットワークのリー

ダーは女性が務めているが、種苗を現金で購入することができない貧困農家を対象に

種苗の貸付（無利子）を行っており、他州のネットワークでは実施されていないこの

取り組みは女性リーダーの発案によるものである。 

 

(2) フェーズ１の成果を活用したフェーズ２の実施 

本プロジェクトが適用した種苗生産農家を核とする農民間の養殖普及アプローチに

より、対象村落の農民間に養殖技術が急速に普及したことを受け、カンボジア政府は、

同プロジェクトの成果を評価し、より貧困程度の高い北西部地域を対象とした「淡水

養殖改善・普及プロジェクト フェーズ 2」を要請した。 

これを受け、JICA は 2010 年 5 月末と 2010 年 9 月末、2 度にわたり詳細計画策定調

査団を派遣し、水産局をはじめとするカンボジア国政府関係者と協議を重ね、プルサ

ット、バッタンバン、シェムリアップの 3 州を対象に、（1）種苗生産・養殖技術の改

善、（2）養殖普及事業にかかる地方行政の能力強化、（3）種苗生産農家の育成、（4）

                                                  
5 本プロジェクトで養殖普及の対象としている魚種は、在来種のシルバーバルブに加え、過去に導

入され既に一般的な養殖対象魚として定着しているティラピア、コモンカープ、シルバーカープ、

ムリガルの 5 種としている。 



 20

小規模増養殖活動の展開、（5）種苗生産農家ネットワークの強化・広域化に資する活

動を行うことにより、小規模養殖の生産量増加をはかることを目的とするプロジェク

トの枠組みを決定し、2011 年 3 月中旬から 4 年間の予定で事後評価時実施中である。 

 

以上より、プロジェクト目標として掲げた小規模養殖農家の数は、計画前の 2000 戸

から約 9000 戸に増加し、目標の 2 倍以上の農家が対象州で養殖を実施していると判断

される。また、上位目標についても対象州の養殖生産量がプロジェクト期間中に 1.65

倍に達していることが確認され、計画とおりの効果発現が見られることから、有効性・

インパクトは高い。 

 

3.3 効率性（レーティング：③） 

3.3.1 投入 

本プロジェクトの投入計画および実績は以下のとおりである。 

 

投入要素 計画 実績（終了時） 

（1）専門家派遣 チーフアドバイザー／普及行政、

養殖技術改良普及、村落開発／業

務調整 
親魚育成／種苗生産、参加型計

画、餌料開発、共有池管理、ジェ

ンダー主流化、養魚流通、施設設

計、入札支援／施工監理 他 

日本人専門家 11 名 
11 分野に対して、計 164.9MM 
 
第三国専門家 8 名、計 10.3MM 
（インドネシア、ベトナム、イン

ド、ネパール） 

（2）研修員受入 日本あるいは第三国での研修に、

毎年 2-3 名受け入れる。 
本邦研修 7 人 
 

（3）第 3 国研修  第三国研修 77 人 
（受入国：フィリピン、ベトナム、

タイ、インドネシア、シンガポー

ル） 

（4）機材供与 車輌や各種養殖資機材等 機材供与 27 百万円 
施設整備 20 百万円 

協力金額合計 合計 550 百万円 合計 513 百万円 

相手国政府投入額 ローカルコストは、カウンターパ

ート給与が主であり、本プロジェ

クトに対する予算のみを切り分

けることが困難であることから、

予算額は設定されていない。 

左記の理由から、カンボジア側の

投入額は積算されていない。 

 

3.3.1.1 投入要素 

日本側の投入は、専門家の派遣、本邦研修、第三国研修、機材供与等、おおむね計

画とおりに実施された。日本人専門家の派遣時期、専門性、指導力については、カン

ボジア側の評価は高く、供与された機材は事後評価時も活用されている。特に、種苗

生産農家には孵化施設等を支援しているが、日本人専門家の技術指導を受けた政府普
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及員が種苗生産農家に対して実施した技術指導により、これら施設は事後評価時にお

いても引き続き活用されている。 

本プロジェクトでは第三国専門家と第三国研修が実施されている。この点について、

関係者に確認を行ったところ、カンボジアと似たような環境（魚種等）を有する国か

ら、カンボジアよりも少し先の技術（手の届きそうな技術）を学べたことは非常に有

効であったと評価された。特に、インドネシアやシンガポールでの第三国研修では、

すべての技術を分かりやすく学ぶことができるため、研修生には好評であった。 

カンボジア側は、プロジェクト活動推進のためにカウンターパートを配置したが、

長期研修や異動で不在となるケースは最低限にとどまり、プロジェクト活動に支障が

生じることはなかった。 

 

3.3.1.2 協力金額 

協力金額は、当初予算の 93％に収まっている。 

 

3.3.1.3 協力期間 

協力期間は、計画どおりであった（計画比 100%）。 

 

以上より、本プロジェクトは協力金額・期間については、効率性は高い。 

 

3.4 持続性（レーティング：③） 

3.4.1 政策制度面 

最新の開発計画は、国家戦略開発計画（2009-2013）であるが、前開発計画と同じく

「農業開発」を重点分野とし、国民の食糧安全保障及び貧困緩和を目指した持続的か

つ効果的な水産資源の管理・保全・開発を進めることとしている。特に、増養殖開発

は、水産資源の保全に重要な役割を果たすことから、養殖農家に対する技術支援や種

苗提供等の必要性が記載されている。 

EU の支援を受けて策定された「カンボジア水産戦略計画フレームワーク 2010～

2019」においては、養殖による生産量を 2008 年（基準値）の 4 万トンから 2015 年に

は 10.2 万トン、2019 年には 18.5 万トンとする数値目標を掲げ、養殖農家の育成（2008

年：44,000 戸→2015 年：65,000 戸→2018 年：85,000 戸）や種苗生産の増加（2008 年：

37 百万匹→2015 年：150 百万匹→2018 年：250 百万匹）等にも取り組むとしている。

この他、コミュニティ共有池についても、2009 年の基準値（235 カ所）を 2019 年まで

に 1200 カ所とする数値目標が掲げ、これに関連して稲田漁業からの生産量を 2008 年

（基準値）の 11 万トンから 2015 年に 22.5 万、2019 年には 50 万トンとする数値目標

を掲げている。また、本フレームワークをより具体化するためのマスタープラン（五

か年計画：2013 年 8 月～2018 年 7 月）についても EU の支援により現在策定中であり、

今後も養殖農家への支援が継続されることが期待できるため、政策・制度面の持続性
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は高いと判断される。 

 

一方で、種苗生産農家へのヒアリングでは、ベトナム等からの輸入種苗に対する規

制を設ける必要性が各州のネットワーク関係者の要望として出された。2007 年の調査

データではあるが、カンボジア国内で流通している種苗は、国内生産が 18%、天然の

稚魚が 26%、残り 55%はベトナム等からの輸入に依存しているとのことである。この

ため、カンボジア政府は、国内の種苗生産を増加させ、輸入量を減らしたい意向を有

しているが、近年のカンボジア国内での養殖技術の普及を受けて、ベトナムからは国

内産よりも安価な種苗が農村部にも流通し始めているとのことである。これら種苗の

一部には品質が低い場合もあり、地方水産局の普及員や種苗生産農家からは懸念の声

が聞かれた。但し、輸入種苗が流入する一因には、国内産種苗が季節に対応した生産

量を確保できないこともある。このため、小規模養殖技術を今後も拡大していくため

には、輸入種苗を含め国内で流通する種苗生産の季節管理と品質管理に取り組んでい

くことが求められる。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

本プロジェクトの期間中に、行政改革の流れの中で、州水産事務所が州政府から水

産局に移管され、水産分野にかかる指揮系統が一本化した。この結果、水産局が示す

基本方針に則って中央と地方が一体となった普及活動を展開するための機動力が高ま

ったことが確認されている。この体制は事後評価時も維持されており、対象 4 州の水

産局職員による種苗生産農家の支援や小規模養殖農家の研修等が実施されており、フ

ェーズ２を担当する日本人専門家からは、中央と州の職員間の意思疎通が円滑である

ことが対象地域で適切な種苗生産農家を選定6することに貢献しているとのことであ

る。 

また、本プロジェクトでは、政府職員の関与と支援を最小限にとどめ、農民間の技

術移転を主体とする普及手法が確立され、この手法の成功がプロジェクト目標の達成

に貢献した大きな要因につながった。具体的には①日本人専門家から政府普及員（州

水産局）、②政府普及員から種苗生産農家、③種苗生産農家から小規模農家への技術移

転が３段階で進められ、そのたびに技術の受け手が拡大する手法が確立されたが、プ

ロジェクト終了後も②と③の体制は継続されている。特に、③の種苗生産農家から小

規模農家への技術移転は事後評価時も継続・拡大しており、本プロジェクトが終了し

てから 3 年が経過する事後評価時においても、対象 4 州では、この普及手法を通じて、

                                                  
6 種苗生産農家の選定：水産局によると、現在の農家選定においては、①環境（自然条件、社会条

件、土地の保有等）、②経済（富裕層でないが、最貧困層でもないこと）、③経験（農業技術等を伝

えるような経験や近隣農家との円満な関係等）、④興味（夫妻の養殖に対する興味）を確認した上で、

テストを実施する。このテストの内容は、候補となる農家の夫妻に成功農家を視察させることで、

本当に養殖に興味がある農家は、支援を待たずに自身の力で養殖を始めるため、ここで④興味の最

終確認を行い、選定を実施しているとのことである。 
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養殖技術の受け手が地域全体に拡大していることが確認されている。 

種苗生産農家が小規模農家の育成に力を入れる要因には、明確な経済的インセンテ

ィブ（収入増）があり、種苗生産農家は小規模農家を大事な顧客と位置付け、種苗購

入を促進する活動に積極的に取り組む原動力となっている。 

また、本プロジェクトの実施機関である農林水産省水産局（FiA）は、日本のみな

らず、EU、オランダ、スペイン等の支援を受け、施策レベルの強化も図られている。 

 

以上から、実施機関の体制および末端普及体制の持続性は高いものと判断される。 

 

3.4.3 カウンターパートの技術 

終了時評価の時点では、本プロジェクトの実施によって、カウンターパートの技術

力、普及能力が向上し、彼らの指導によって種苗生産農家が育成され、さらに種苗生

産農家の種苗販売を通した農民間技術普及により小規模農家に技術が移転された。こ

のプロジェクトの段階的な技術移転戦略は予定どおりに進み、各段階を経るごとに技

術の受け手の数が劇的に増加した。また、既に蓄積されていた技術を最大限に用いた

ことで、技術適性が高かったことも技術移転が進展した要因であるが評価された。 

プロジェクト終了後においても、農民間の技術移転は続いている。この背景には、

導入された技術の地域適正の高さが挙げられる。まず、種苗生産技術については、カ

ンボジアで普及している魚種を対象として、対象地域でプロジェクト実施前から種苗

生産に従事していた先駆的な農家の技術を活用しており、全く新しい技術でなかった

ことが挙げられる。また、小規模養殖技術についても、農家の家畜厩肥や穀物残渣等

を利用した施肥技術を基本とし、給餌に頼らないプランクトン、植物等を摂取する食

性の魚種を対象としており、低投入で小規模農家の負担にならない技術を導入してお

り、これがプロジェクト期間中であるが、研修受講者の１年後の定着率（90％）を高

める要因となっている。さらに、対象地域では乾季の水不足に対応するために庭先に

生活用水のための溜め池を掘る習慣があり、殆どの農家がこの既存溜め池を利用して

養殖を始めることが可能な状況にあったことも対象地域に養殖が拡大する促進要因と

なっている。 

以上から、本プロジェクトの技術移転は順調に進展しており、対象地域で今後も養

殖技術が普及していく可能性は高いと考えられる。また、本プロジェクトの成功を受

けて、水産局では、種苗生産農家の育成を通じた小規模養殖の普及を、他地域や他州

にも展開していく方針を明確に示しており、日本を含むドナーおよび NGO がこれを

積極的に支援している。このため、技術面の持続性は高いといえる。 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

本プロジェクトは、種苗生産農家ネットワークを確立し、農民間普及システムによ

って養殖普及を進めることを目指している。したがって、終了時評価時には、ネット
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ワークが自立することができれば、水産局が多額の予算を使わずに、対象地域でプロ

ジェクトが普及させてきた小規模養殖活動を維持していくことは可能であることが想

定されていた。結果として、事後評価時においてもネットワークは機能しており、小

規模養殖農家の数は増加している。 

但し、プロジェクトで育成した種苗生産農家のみで、対象州全体の種苗を供給する

ことは不可能であることから、今後も水産局による種苗生産農家の育成は必要である。

事後評価にて小規模養殖（全国）にかかる水産局の年間予算を確認したところ、2012

年が約 26,250 US$ (105,000,000 リエル)であった。養殖振興には政策的な後押しがあ

るものの、種苗生産農家の数を今後も対象州内で計画的に増やしていくには十分な財

源とは言えず、ドナーの協力が不可欠な状況にある。 

一方で、ネットワークを通じての信用事業については、終了時評価の段階において

も事業拡張を目指す種苗生産農家の関心事であった。調査にて現状を確認したところ、

各州のネットワークにより資金力には相違が出ており、例えばプレイベンのネットワ

ークは現時点では信用事業を運営できるほどの資金力が保有できていない一方で、タ

ケオ州ではネットワークのリーダーの資金力と実行力が高いことから、信用事業が機

能し始めている。このため、リーダーや会計担当に対する再研修等、ネットワークの

機能を後押しするような支援を行うことも重要である。 

 

以上より、本プロジェクトは、政策制度面、カウンターパートの体制、技術、財務

状況、いずれも問題なく、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本プロジェクトの計画時、カンボジア政府は農村部の人々の栄養改善と貧困緩和を

目指した養殖振興を目指していた。本プロジェクトで対象とした南部 4 州は内水面漁

業の主要漁場であるトンレサップ湖やメコン河から遠く離れ、また農村地域の小規模

農民には内水面養殖が殆ど普及していなかったことから、同地域の小規模農民に対す

る養殖技術の普及と淡水養殖魚の増産を目指す本プロジェクトの実施は、カンボジア

政府の政策および開発ニーズと整合していたといえる。 

本プロジェクトのプロジェクト目標として掲げた小規模養殖農家の数は、計画前の

2000 戸から目標の 2 倍以上の約 9000 戸に増加した。また、上位目標についても対象州

の養殖生産量がプロジェクト期間中に 1.65 倍に達していることが確認され、計画とお

りの効果発現が見られることから、有効性・インパクトは高い。 

本プロジェクトは協力金額・期間については、計画どおりであり効率性は高い。 

持続性については、現行の国家開発政策にて増養殖開発が水産資源の管理・保全・

開発のために重要であることが強調されており、体制面、政策面の持続性は高い。ま

た、対象地域は養殖を普及拡大する上でプラスとなる自然環境、食文化、土地柄、生
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活習慣などの特徴を有していることに加え、政府普及員の指導によって種苗生産農家

が育成され、さらに種苗生産農家の種苗販売を通した農民間技術普及により小規模農

家に技術が移転される段階的な農民間の技術移転はプロジェクト終了後も続いており、

技術面の持続性も高い。財務面は、種苗生産農家のネットワークが事後評価時も活動

を継続しており、水産局が多額の予算を使わずに養殖技術が小規模農家に移転してい

く普及基盤は維持されている。これらの観点から、持続性は高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。  

 

4.2 提言 

4.2.1 カウンターパートへの提言 

農村部への養殖技術の普及により、ベトナム等から安価な輸入種苗が農村部に流通

し始めているが、これら輸入種苗の一部には品質が悪い場合もあり、低い生存率が問

題になっているとの意見が政府普及員および種苗生産農家より聞かれた。本プロジェ

クトで確立された技術は、ため池や稲田等を利用した低投入型の養殖技術であり、ま

た農家の食糧となる魚が成長段階で失われるリスクを極力減らすことが、本技術をさ

らに普及拡大していく上で重要な要因となる。このため、輸入種苗の品質管理が重要

である。加えて、国内産種苗の季節管理や品質管理等にも水産局が取り組み、農民が

必要とする時期に、一定水準の品質が確保された種苗で生産活動が実施できるよう支

援することが重要である。 

 

4.2.2  JICA への提言 

本プロジェクトの成功要因を活用した類似プロジェクトは、他州で本プロジェクト

のフェーズ２として展開されている他、アフリカでも実施中である。これら他地域や

他国での活動結果から、本プロジェクトの成功要因をさらに深く検証していくことは、

有用である。 

 

4.3 教訓 

本プロジェクトの成功要因として、対象地域が保有していた自然環境、食文化、土

地柄、生活習慣などの特徴に、プロジェクトが確立した低投入かつ簡易な養殖技術が

高いレベルで適合したことがあげられる。 

具体的には、以下の事項が指摘される。 

【高い開発ニーズと地域資源の有効活用】 

・ 淡水魚の需要が大きく、自家消費用または販売用としてもニーズが高く、販売市

場も存在した。 

・ 政府が淡水魚を重要なタンパク源として認識し、内水面養殖を政策的に強く推進

していた。 

・ 元々ある溜池や水田を養殖池として活用している他、飼料には米ぬかを用いる等、
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地域にある資源を最大限に活用した。 

【農民間普及を可能とする技術の導入】 

・ 難易度の低い種苗生産技術を採用しているものの、孵化・繁殖には一定の技術力

が必要であり、これにより種苗生産農家と養殖農家との間に継続的な販売・購入

関係を構築した。 

・ 稲作を営む農家にも実施可能である簡易かつ低投入な養殖技術であった。 

【普及展開を市場の拡大に委ねる仕組み作り】 

・ 行政単独での広範な普及は困難であることを認識の上、行政による一定の支援の

後は地域への普及を市場の拡大に委ねるプロジェクト設計だった。 

・ 種苗生産農家は、「種苗の販売収益」という、他の農民へ技術移転を行うインセン

ティブを明確に経済的便益とした。 

・ 多数の農民に研修を実施したことで、農民による事業開始の機運を高め、また、

多数の成功体験が地域の養殖市場の醸成に貢献した。 

 

以上より、対象地域に受け入れられるプロジェクトとするために、政府の政策・施

策の確認、住民のニーズの見極め、地域資源の活用、導入する技術レベルの設定、市

場への拡大を見据えた普及展開の仕組みの検討を、プロジェクトの計画段階で十分行

うことが重要である。本プロジェクトのように、地域資源を最大限に活用しつつ、地

域住民の生産活動と経済活動をインセンティブとしてうまく結び付け、さらには対象

地域にある既存の市場を拡大・熟成していくアプローチは、養殖分野だけでなく、他

のコミュニティ開発プロジェクトにも活用可能な教訓であると考えられる。  

 

 

 

（以 上） 
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