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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 
国名：ボリビア多民族国  案件名： 北部ラパス小規模農家の生計向上のため

の付加価値型農業プロジェクト 
分野：農業開発・農村開発 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）：2.8 億円 

協力  
期間 

（R/D）：  
2010 年 3 月 13 日～2013 年 3 月

12 日 

先方関係機関：農村開発・土地省、ラパス県、サ

ンブエナベントゥーラ及びイクシアマス市 
日本側協力機関：なし 
他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 
ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）北部ラパス地域は、農業生産のポテンシャ

ルが高いとされつつも、これまで十分な開発が行われてこなかった地域である。国立統計院

（2001 年）によると、当該地域の貧困率はラパス県の平均（66.2％）を上回る 87.1％となって

いる。対象地域の農村の現状としては、経済活動人口の 90～95％が農業に従事している。1953
年の農地改革の実施に伴い内国移住地域に指定されたため、土地を所有しない農民であった多

くの移住者が 1 戸当たり平均 50ha を分譲されたものの、農業生産拡大のために必要な再投資

に必要な収入を得ることができないケースが多く、農牧業生産に利用している土地は平均して

所有面積のわずか 10～20％のみである。基本的な農業形態は焼畑移動耕作であるが、多くの農

家では焼畑による各種農作物の適切な栽培技術を有していないため、市販できる品質の農産物

を収穫できていない。農業による収入が十分に得られないことから、違法な森林伐採を行って

収入を得る農民も少なからず存在するが、森林減少に伴う収入の低下から、農民自身も別の方

法による安定した収入の必要性を認識しつつある。 
このような状況において、ラパス県はその開発計画において｢経済･社会の停滞｣｢地域や社会

の分断｣｢県内外をつなぐ道路インフラの不足｣を当該県発展上の障害であると分析しており、

2007 年から｢農業産業化プログラム｣により農村部における産業活動の活性化を試みている。こ

うした背景からボリビア政府は、北部ラパス地域において奨励作物の生産･加工･流通を総合的

に強化し、農業生産性向上による地域の振興を図るため、わが国に対し技術協力を要請した。

この要請を受けて、独立行政法人国際協力機構（JICA）は 2009 年 7 月に協力準備調査を実

施し、プロジェクトの妥当性及び案件枠組みについてボリビア政府関係機関との協議を通じて

確認した。その結果、国立農牧林業研究所（INIAF）、ラパス県庁、サンブエナベントゥーラ市

役所、イクシアマス市役所の 4 機関を実施機関として、2010 年 3 月から 2013 年 3 月までの 3
年間の予定で技術協力プロジェクト｢北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農

業プロジェクト｣が開始された。 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、北部ラパス地域の小規模農家の貧困削減に向け、付加価値型農業に向け

た実施基盤を確立することを目的とし、基幹作物であるコメと換金作物であるカカオの生産シ

ステムの改善を通した付加価値型農業戦略の策定、農業戦略の具現化に向けた実施体制の構

築、関係機関と生産者の能力強化に取り組むものである。 
 

（１）上位目標：  
プロジェクト対象地域の小規模農家の貧困が削減される 
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（２）プロジェクト目標： 
プロジェクト対象地域の付加価値型農業に向けた実施基盤が確立される 
 

（３）成果： 
１．生産システムの改善を通して、付加価値型農業戦略計画が策定される 
２．付加価値農業型戦略の具体化に向けた実施体制の構築と関係機関技術者と小規模農

家の能力が強化される 
 
（４）投入（終了時評価時点）： 

＜日本側＞（総投入額 2.8 億円） 
専門家派遣人数： 10 名 
機材供与： 76,380 米ドル（239,323.48 ボリビアーノ） 
研修員受入れ： 日本    10 名 

 ブラジル  12 名 
在外事業強化費： 2,531,876.07 ボリビアーノ 
 （2012 年 7 月末までの支出実績合計） 

＜ボリビア側＞ 
カウンターパート（C/P）配置人数： 36 名 
土地・施設提供： プロジェクト事務所、試験圃場 
ローカルコスト負担： 605,378.04 ボリビアーノ 
 （2012 年 9 月末までの支出実績合計） 

２．評価調査団の概要 
日本側 総括／団長： 永代 成日出  JICA 国際協力専門員 

計画運営： 瀧口 暁生   JICA 農村開発部 畑作地帯第一課 主任調査役 
評価分析： 山田 千晶   ペガサスエンジニアリング株式会社 技師 
通訳： 松崎 悦子   財団法人日本国際協力センター 

調査期間 2012 年 10 月 9 日 2012 年 11 月 4 日 評価種類 終了時評価 
３．評価結果の概要 
３－１ 実績の確認 
（１）成果の達成度 

１）成果１：部分的に達成されている。 
付加価値型農業戦略計画の策定に向け、水稲とカカオに関する増産を目的とした実証

試験は実施され、単収の増加などの成果が確認された。また、収穫後処理、加工、流通

に関しては、一部の活動は既に着手されている。しかし、C/P の長期にわたる不在や頻

繁な交代、C/P 機関の連携不足などの影響を受け、計画の策定までには至っていない。

今後、計画策定を進める必要がある。 
２）成果２：部分的に達成されている。 

付加価値型農業戦略が検討中のため、戦略における国、県、市、生産者組織の責任範

囲と役割分担が明確にできない状況にある。関係機関技術者の能力強化に関しては、こ

れまでの頻繁な人員交代により C/P の技術レベルには個人差があり、多くの C/P は技術

指導を行う能力の習得段階にあると判断される。小規模農家の能力強化に関しては、一

部の小規模農家は、プロジェクトの指導により習得した水稲やカカオの栽培技術を活用

しているものの、今後も継続した技術指導が必要である。 
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（２）プロジェクト目標の達成度 
現在の協力期間内ではプロジェクト目標達成の見込みは低い。 
プロジェクト実施機関である 4 機関は、2013 年度の予算を年間計画に計上しているもの

の、付加価値型農業戦略が策定途上であるため、その実施のための資金と人材の確保は今

後の課題である。付加価値型農業戦略における各機関の役割と責任分担に関しては現時点

では検討中であり、付加価値農業戦略に基づいた詳細活動計画の策定については、各種の

技術的検討や関連データの収集・分析を実施している段階にある。 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

以下の 3 つの観点から妥当性は高いと判断される。 
・ボリビアの開発計画政策と合致している。「国家開発計画 2006～2011」（ボリビア政

府、2006 年）では、農村部の貧困削減を最も重要な課題としており、「農牧開発セク

タープラン」（農村開発・土地省、2010 年）は、農牧・森林関係機関の組織強化の推

進や農牧による収入増などを重点課題としている。また、プロジェクトは県レベルに

おける「ラパス県開発計画」の指針とも合致している。 
・日本の対ボリビア援助方針との整合性が高い。本プロジェクトは、対ボリビア「国別

援助方針（2012 年）」に定められた重点開発課題（地方開発等を通じた生産力向上）

及び協力プログラム（小規模農家の貧困削減プログラム）に位置づけられている。 
・評価時点においても、プロジェクト対象地である北部ラパス地域は、ボリビアの他地

域と比較して開発が遅れているため、開発のニーズは高い。「国家開発計画 2006～
2011」では、優先課題地域として位置づけられおり、また、経済活動人口の約 90～95％
が主に自給的農業に従事しているため、当該地域で農業プロジェクトを実施するニー

ズは高い。 
 

（２）有効性 
プロジェクト目標達成に関する論理性は正しいものの、現在の協力期間内でプロジェク

ト目標が達成できる見込みが低いことから、評価時点では本プロジェクトの有効性は低い

と判断される。 
・プロジェクト目標である「付加価値型農業に向けた実施基盤の確立」のための要件は、

その戦略の策定と、実施体制の構築及び関係者の能力強化であるが、それらはプロジ

ェクトの成果として設定されている。よって、成果からプロジェクト目標達成に向け

たロジックは正しいと判断される。 
・評価時点での成果の達成状況から、現在の協力期間が終了する 2013 年 3 月までにプ

ロジェクト目標を達成することは難しいと判断される。 
・外部条件は「プロジェクトの実施体制が大幅に変わらない」である。これまで、適切

に人員が配置されず、予算の執行も停滞したという点にかんがみると、実施体制に大

幅な変更はないものの、プロジェクト目標達成に向けた実施体制が十分に整備されて

いたとはいえず、外部条件が大きな負の影響を与えた。 
 
（３）効率性 

日本側の人的・物的投入は効果的に活用されているが、評価時点では成果の達成度合い

が高くないことから、効率性は低いと判断される。 
・実証試験により水稲とカカオの単収の増加などの成果が得られているものの、プロジ
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ェクトの成果として設定された付加価値型農業戦略計画の策定には至っていないこ

と、また、C/P 及び対象集落の小規模農家は、栽培、加工に係る技術を習得しつつあ

るが、技術レベルは十分ではないことから、成果の達成度は低いと判断される。 
・外部条件である「C/P 4 機関は、締結された協定書に基づきプロジェクトを実施する

責任をもつ」について、2010 年 4 月に C/P 4 機関の間で締結された協定書では予算計

画書に沿って予算を執行するとしているが、満たされていない。 
・プロジェクトに対する日本側の人的・物的投入は効果的に活用され、成果発現に貢献

した。他方、ボリビア側においては C/P の頻繁な交代と長期にわたる不在や予算執行

の遅延などがあり、評価時点では成果発現に十分な活動が実施できていない。全般的

に活動が遅延した。 
 

（４）インパクト 
複数の正のインパクトが確認され、負のインパクトは確認されなかった。上位目標の達

成見込みを判断することは評価時点では困難であった。 
・上位目標については、具体的な数値指標を設定するために詳細調査及びベースライン

調査を実施したものの、違法な木材伐採などの収入があり、対象地域における小規模

農家の収入の正確な把握は困難であった。このため具体的な数値指標が設定できず、

評価時点において達成可能性は判断できない。指標の見直しが必要である。 
・プロジェクトの波及効果により発現した正のインパクトは以下のとおりである。 

  水稲導入によるコメの単収の増加（焼畑陸稲の 4～5 倍） 
  一部の集落における焼畑移動耕作から持続的集約農業への転換 
  一部の小規模農家のカカオ生産量及び販売収入の増加 
  一部の小規模農家による農民間の技術普及（カカオ栽培に関する講習会の開催な

ど） 
  プロジェクトが導入した水稲やカカオの栽培技術に関する近隣集落における関心

の高まり 
  水田灌漑における水資源の合理的活用を通じた環境保全及び自然資源管理への貢献

 
（５）持続性 

現在の協力期間でプロジェクトが終了する場合、持続性は低いと判断される。 
 

１）政策・制度的側面：高い 
「国家開発計画 2006～2011」や「農牧開発セクタープラン」には、農林業開発、食糧

自給及び食糧安全保障のための農牧生産の改善に高い重要性が置かれており、ボリビア

側でプロジェクト効果の持続性を確保するための政策は維持されるものと判断される。

２）組織的側面：低い 
これまでのプロジェクト実施過程にかんがみると、現在の協力期間でプロジェクトが

終了した場合、プロジェクト終了後も 4 つの C/P 機関の実施体制が維持されることに関

して懸念が残る。プロジェクトに従事する C/P は期間雇用であり、継続的な人員配置も

不安要素のひとつである。 
３）財政的側面：低い 

プロジェクト開始時より予算計上は行われているものの適切に執行されていないと

いう問題がみられた。今後、予算執行に係る改善がない限り、財政的側面に係る持続性
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は低いと判断される。 
４）技術的側面：低い 

プロジェクトに従事している期間が長い一部の C/P については、技術レベルの向上が

認められているものの、C/P の度重なる離職により、ボリビア側に対して技術の定着が

十分に行われているとは言い難く、現在の協力期間でプロジェクトが終了した場合、技

術的な持続性は低いと判断される。他方、展示圃場に参加している農民は着実に技術を

蓄積しており、農家への技術指導を強化することで、技術的な持続性を確保し得るもの

と考えられる。 
５）社会・文化・環境面：高い 

女性、貧困層、社会的弱者、環境への配慮不足により持続的効果を妨げる可能性は見

込まれない。 
６）総合的持続性：低い 

政策・制度的側面における持続性は確保される見通しがあるものの、組織的側面、財

政的側面及び技術的側面における持続性の確保には課題が残るため、現在の協力期間で

プロジェクトが終了する場合、持続性は低いと判断される。 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

効果発現に貢献した要因は特に確認されなかった。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

１）マネジメント体制 
プロジェクト開始当初から INIAF を主幹機関とする 4 機関の連携体制が脆弱であった

ことから、2011 年にナショナル・コーディネーターを配置し、徐々に、プロジェクトの

運営が円滑に行われるようになった。 
２）技術移転 

C/P が頻繁に離職、交代するたびに指導をやり直さなければならない状況であったが、

専門家の適切な指導により、C/P や農家への技術移転が適切に行われた。 

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 

１）マネジメント体制 
ボリビアのこれまでの農業開発事業などにおいては、国、県、市の横断的な連携が不

十分であったため、期待された成果が発現しないという問題が指摘されていた。この問

題を解決するため、本プロジェクトでは、INIAF を主幹機関として当該地域の 2 市、県、

国の 4 機関の連携体制が組まれた。しかしながら、プロジェクト開始以来 INIAF 所長が

3 回も交代したことや各機関の連携の弱さが活動の進捗の大きな支障となった。 
 

（２） 実施プロセスに関すること 
１）C/P の配置 

プロジェクト期間中、必要な C/P の定着が行われず、プロジェクトの進捗に多大な影

響を及ぼした。プロジェクト開始後から 2012 年 9 月末までに 24 名の C/P が離職した。

また、これまでの C/P の不在期間は延べ 110 カ月にも及んでいる。2011 年 10 月の運営

調査時のミニッツ（M/M）をはじめ、JICA から累次にわたり改善要求をしたにもかかわ

らず、結果として C/P 不足の事態が継続した。 
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３－５ 結 論 
プロジェクトでは、集落の展示圃場において北部ラパス地域で初めて水稲作の実証を行って

高い収量を実現し、また、カカオについても接ぎ木による優良品種導入、圃場管理の改善、少

量加工技術の指導などにより、収量や品質の向上などの成果を出しつつあることが確認され

た。 
他方、プロジェクトの実施過程においては、C/P の配置が確約されていたにもかかわらず、

C/P の不在と頻繁な交代が生じ、活動の進捗が大幅に遅れた。2011 年 10 月に、この状態を改善

することが JICA とボリビア側関係機関との間で M/M 署名により合意されたにもかかわらず、

その後も C/P の頻繁な交代が継続し、技術者の育成に困難を生じた。対象集落の農家は、水稲

作及びアグロフォレストリーによるカカオ栽培から得られた成果に高い関心を寄せ、熱心に参

加しているが、学んだ技術を自立的に活用し得るまでの状況には至っておらず、継続的な技術

支援が必要である。 
以上のことから、現在の協力期間内では、プロジェクト目標である対象地域の付加価値型農

業に向けた実施基盤の確立は達成することが困難であり、また、現在の協力期間でプロジェク

トが終了した場合、これまでの協力で得られた成果が持続する見通しも低いと判断される。よ

って、プロジェクト目標を達成し、協力成果の持続性を確保するため、協力期間を延長するこ

とが必要である。延長期間の協力内容、期間などは以下の提言を踏まえて設定し、PDM につい

ても見直しが必要である。 
３－６ 提 言 

１．今後の協力においては、農家に対する直接的な技術指導により重点を置くことが望まし

い。具体的には、コメについては、3 つの展示圃場のうち 1 カ所を選定し、水稲作の規模

を現在の試験的規模から、収入が得られる規模に拡大して、地域の農家が水稲作を継続で

きるよう、実践的な技術指導を行うことが望ましい。カカオについては、引き続き、接ぎ

木による優良品種導入、圃場管理の改善、加工技術の指導などを継続することが望ましい。

また両作物の技術指導を行う際、当該展示圃場設置集落以外の近隣集落からも農民を集め

た研修（escuela de campo＝農民学校）を通じて技術の波及を図ることが推奨される。 
他方、サンブエナベントゥーラ市、イクシアマス市に設置した試験圃場では、これまで

の活動の結果、地域に適した品種の選定、作付適期、肥培管理、病害虫の適切な防除法に

ついて一定の知見を得ることができた。今後はその成果を生かして、集落の展示圃場にお

ける実証及び人材育成に注力する必要があることから、プロジェクト活動としては、試験

圃場活動を終了させることが望ましい。INIAF が独自に試験研究活動を継続させる場合は、

プロジェクトによる技術的な助言は可能である。 
２．協力の延長期間は、プロジェクト目標達成に向けて、展示圃場の拡大整備に要する期間

と水稲栽培に要する期間を勘案して、展示圃場整備後に 2 作期を確保できるようにするた

め、また、カカオ圃場についてはアグロフォレストリーを継続するため、1 年 6 カ月間確

保することが望ましい。 
３．これまでプロジェクト実施 4 機関の連携体制が脆弱であった。今後は C/P 機関が各々の

責任範囲の中で活動のフォローをすることが必要である。また、ナショナルコーディネー

ターの責任と役割を明確にする必要がある。 
４．これまでボリビア側の人員配置及び予算執行が適切にはなされてこなかった。今後は各

機関の役割分担に従い、人員の継続的な配置、また予算の確実な確保及び執行が不可欠で

ある。 
  



vii 

３－７ 教 訓 
本プロジェクトでは、試験圃場における基礎的な試験により得られた成果を活用し、農民が

直接管理運営する展示圃場において、農民との共同作業を通じて技術指導を行い、技術の農民

への定着と周辺への波及という効果が現れつつある。 
このように、農業技術普及プロジェクトにおいては、試験圃場における基礎的な試験と展示

圃場における農民への直接的な指導を組み合わせたアプローチは有効であると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


