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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：トンレサップ西部地域農業生産性向上プロジェ

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：農村開発部水田地帯第一課 協力金額（評価時点）：約3億8,000万円 

協力期間： 

（R/D）2010年8月18日署名 

2010年10月1日～2015年3月31日まで

（54カ月） 

先方関係機関： 

農 林 水 産 省 （ Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries：MAFF）、3州（Battambang, Pursat and Kampong 

Chhnang provinces）の農業局（Provincial Department of 

Agriculture：PDA） 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）は1人当たりGDPがUSドル912（IMF、2011年）

と周辺国に比べ低く、今なお30％の人口が貧困層に属している（世銀、2007年）。カンボジアの

人口の約60％以上が従事するといわれる農業は、GDPの34.4％を担う重要な位置を占めており

（2008年、MAFF）、安定的な経済発展のためには農業の生産性向上が重要課題となっている。

カンボジア農林水産省（Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries：MAFF）は、コミューン

単位の農業ポテンシャル分析の結果に基づいて地域に適した農業技術を普及させる取り組み

（アグロエコシステム分析：Agro-Ecosystem Analysis：AEA）を全国で進めているが、普及機関

の人員・予算・能力等の不足によりその実施は限られ、AEAに基づく農業普及サービスを受け

ている農家は人口の約1％にすぎない状況にあった。こうしたなか、カンボジア政府からの要請

に基づき、 JICAは技術協力プロジェクト｢バッタンバン農業生産性強化計画（Battambang 

Agricultural Productivity Enhancement Project：BAPEP）｣を2003年4月から2006年3月までMAFFを

カウンターパート（C/P）機関として実施した。BAPEPは農業生産において国内で重要な位置を

占めるバッタンバン州内のコンピンプイ灌漑地区（対象10村、2,850ha）をモデル地区とし、優

良種子生産を核とした営農体系の確立、州農業局の職員による農家への生産技術指導を通じて

対象地区の農業生産性強化に貢献した。 

この成果を踏まえ、2006年11月から2010年3月にかけては技術協力プロジェクト｢バッタンバ

ン農村地域振興開発計画（Battambang Rural Area Nurture and Development Project：BRAND）｣が

実施された。BRANDはバッタンバン州内の4郡4コミューン（23村）まで対象地域を拡大し、農

業普及サービスの充実を図ることを目的として、AEAに基づいた普及計画の策定や普及活動の

実施、民間セクター・農家・行政組織間の連携強化を通じた農産物流通の仕組みづくりに取り

組んだ。BRANDはモデル農家の圃場を利用した農民圃場検討会（Farmers’ Field Day：FFD）の

実施を通じて簡易かつ低コストの稲作技術（種子選別・施肥等）を普及し、農家の収量増加や

播種量減少等の成果を上げたが、普及地域は依然4コミューンにとどまっているうえ、組織間の

連携によって生まれた付加価値の高いコメ（｢BRAND Rice｣）も安定的な生産や販路の確保には

至らなかった。普及能力を十分に有する普及員の数も不足しており、独力での州内全域への普



 

ii 

及拡大は困難な状況にある。 

このため、カンボジア政府は州内全域（畑作中心の5郡を除く9郡）に技術普及を定着させ面

的に拡大させること、BRAND Riceの流通促進を通じ収入向上に結びつく仕組みを強化すること

を目的に｢トンレサップ西部地域農業生産性向上プロジェクト（Agricultural Productivity 

Promotion Project in West Tonle Sap：APPP）｣（以下、本プロジェクト）の実施をわが国に対し要

請した。これを受けてJICAは2010年6月に詳細計画策定調査を実施し、2010年10月から2015年3

月まで4年5カ月の予定で本プロジェクトを開始した。現在、長期専門家4名（チーフアドバイザ

ー/普及、営農/種子生産、業務調整/研修/普及、コミュニティ活動/流通改善）を現地に派遣し、

MAFF・バッタンバン州農業局・プルサット州農業局・コンポンチュナン州農業局をC/Pとして

ともに活動を展開している。 

今回の中間レビュー調査は、2015年3月末のプロジェクト終了を控え、現時点でのプロジェク

ト活動の実績や成果を評価及び確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び

今後の類似事業実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

トンレサップ西部3州の対象地域において農家の生産性及び所得が向上する。 

 

（2）プロジェクト目標 

トンレサップ西部3州においてプロジェクト活動に参加した農家の生産性及び所得が向

上する。 

 

（3）成果 

成果1：普及員の普及実施能力が向上する。 

成果2：対象コミューンにより営農改善のための活動が促進される。 

成果3：参加農家の農業生産技術が改善される。 

成果4：優良種子の生産/配布が促進される。 

成果5：州政府/民間セクター/農家の協働を通じ、農産物流通が受益農家のために改善さ

れる。 

 

（4）投入（評価時点） 

1）日本側 

専門家派遣： 

長期専門家4名：チーフアドバイザー/普及、営農/種子生産、コミュニティ活動/流通

改善、業務調整/研修/普及 

短期専門家1名：農民組織強化支援 

機材供与： 

普及員向けモーターバイク、プロジェクト車両、農機具等の機材 

ローカルコスト： 

2012年6月30日時点USドル63万7,822相当。また、このほかに種子生産グループ（Seed 
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Growers’ Group：SGGs）に対して、倉庫、乾燥場の建設資材等の購入費として、USド

ル6万3,672相当が提供されている。 

 

2）カンボジア側 

C/P要員： 

C/P 10名配置（内訳：バッタンバン州PDA 5名、プルサット州PDA 2名、コンポンチ

ュナン州PDA 2名、MAFF本省GDA 1名） 

土地、施設等の提供： 

プロジェクト事務所等 

ローカルコスト： 

プロジェクト事務所の光熱費、モーターバイクの登録料等 

 

２．合同評価調査団の概要 

 担当分野 氏 名 所 属 

日本側 総括 小林 健一郎 JICA農村開発部 水田地帯第一課 課長 

協力企画 富松 愛加 JICA農村開発部 水田地帯第一課 

評価分析 土井 弘行 株式会社 生活工房do 

カンボジ

ア側 

総括 Sameng Keomonine Department of Agricultural Extension, MAFF

メンバー Mak Mony Department of Planning and Statistics, MAFF

調査期間 2012年10月7日～ 

10月26日 

調査種類 中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ 成果の達成状況 

成果1：C/P及び普及員の能力向上が図られ、普及員22名による研修実施回数は合計451回に

達するまでに至っている。デモ農家は普及員の技術普及に対し満足度は87％までに

達している。 

成果2：対象コミューンの営農改善を図るために必要な地域特性の把握や関係者の分析等の

基礎調査が行われた。 

成果3：農民圃場学校（Farmers’ Field School：FFS）においてデモ農家を拠点とした技術普

及が図られている。2011年は、参加農家の97％が紹介された農業技術のなかで、少

なくとも1種類の技術を利用できるまでに至っている。 

成果4：種子生産グループに対する技術支援等の結果、優良種子の生産と供給が行われるま

でに至っている。 

成果5：種子生産グループのグループ化及び共同販売活動を支援している。また、2012年7

月よりインディカ米流通調査が行われている。 
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３－１－２ プロジェクト目標の達成状況 

中間レビュー時点において、プロジェクト目標に掲げられている指標値（PDM Ver.2, 2012

年1月26日）の達成状況は下記のとおりである。 

指標1との比較結果：デモ農家のインディカ米の単収は、2011年は4.55t/haにまで増加した。

指標2との比較結果：研修に参加した農家のインディカ米の単収は、2011年は2.72t/haであっ

た。 

指標3との比較結果：デモ農家の2011年のインディカ米の総生産量（販売価格換算）はUS

ドル1,237/ha〔USドル1,741/世帯〕であり、一般農家〔USドル696/ha、USドル980/世帯〕

と比較した場合、増加が確認されている。 

指標4との比較結果：研修に参加した農家の2011年のインディカ米の総生産量（販売価格換

算）はUSドル789/ha〔USドル1,111/世帯〕であり、一般農家〔USドル696/ha、USドル980/

世帯〕と比較した場合、増加が確認されている。 

 

３－１－３ 進捗のプロセス 

（1）プロジェクト業務の実施プロセス 

MAFF本省GDA（General Directorate of Agriculture：農業総局）及びバッタンバン州、プ

ルサット州、コンポンチュナン州のPDAにプロジェクトの拠点が設置され、GDAが3州を

統括する構造になっている。日常業務はバッタンバン州のPDAに設置されたプロジェク

ト事務所が牽引役を担っている。 

 

（2）プロジェクト業務における関係者間の意思疎通 

次の取り組みによって関係者間の意思疎通がはかられている。①バッタンバン州の

PDAに設置されたプロジェクト事務所における朝礼会合の実施、②月に1度C/P10名と普

及員23名が一同に会する月例会合の実施、③2012年6月からは2カ月に1度プロジェクト対

象3州のPDA局長によるプロジェクトマネージャー会合の実施。 

 

（3）他のプロジェクトとの連携 

1）流域灌漑管理及び開発能力改善プロジェクト（The Improvement of Agricultural River 

Basin Management and Development Project：TSC3）との連携 

2012年7月から4カ月間、TSC3と連携し、プルサットPDA所管のトゥール・ラポウ農

業センターにおいて、23名の研修員（うち14名がTSC3側のC/P）を対象に技術研修が実

施された。 

 

2）バッタンバン州の洪水被災農家に対する緊急支援 

2011年の洪水によって被災した農家に対し、プロジェクト側はJICA本部からの追加

予算を受け、種子の提供等の緊急支援を実施した。 

 

３－２ 評価結果の要約 

３－２－１ 妥当性 

下記事項を確認したことから、妥当性は高いと判断される。 
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（1）カンボジア国家政策との整合性 

カンボジアの「農業水資源戦略（2010年4月策定）」、「四辺形戦略フェーズ2（2009～2013

年）」、「国家開発戦略（2009～2013年）」、及び「農業セクター開発計画（2009～2013年）」

との整合性が保たれている。 

 

（2）日本政府の政策との整合性 

わが国の対カンボジア「国別支援計画」では、「持続的な経済成長と安定した社会の実

現」という重点分野の援助方針として、「農業・農村開発と農業生産性向上」を掲げてい

る。本プロジェクトは、農業技術（インディカ米栽培）の改善と普及を通じて、主に貧

困農家の増収に寄与することをめざしていることから、わが国の政策と一致していると

判断される。 

 

３－２－２ 有効性 

下記の理由により、有効性は高いことが期待される。 

（1）プロジェクト目標達成の見込み 

本プロジェクトは、農業技術（インディカ米栽培）の改善と普及を通じて、主に貧困

農家の増収に寄与することをめざしている。プロジェクトでは、従前のBRANDプロジェ

クトから引き継がれた技術手法に改良が施され、FFSの運営を通じて普及が行われてい

る。 

本プロジェクトは、行政に多くを依存することなく農業技術が普及されることをめざ

し、農業技術普及手法の1つとして、FFSによる農家間普及（Farmer-to-Farmer Extension：

FTF）の強化を進めている。具体的には、デモ農家への重点指導と普及教材の配布が挙げ

られる。また、優良（保証）種子の生産・普及が行われている。これらの活動によって、

順調に成果が生み出されつつある。 

 

（2）プロジェクト目標に対する各プロジェクト成果との関係 

成果1では、C/P及び普及員の能力強化が図られている。成果2では、プロジェクト対象

地域の特性の把握や関係者分析等の基礎調査が実施されている。成果3では、FFSにおい

てデモ農家を拠点とし、参加農家に対しても実習等が行われており、プロジェクトで紹

介した技術が広がりつつある。成果4では、優良種子の生産と供給が行われている。成果

5では、生産から市場へのつながり、すなわちインディカ米の流通が改善されることをめ

ざしている。以上の成果が達成されることで、プロジェクト目標が達成される道筋にな

っている。 

 

３－２－３ 効率性 

下記の理由により、現時点での効率性は高いと判断される。 

（1）成果の達成状況 

これまでの活動は、順調に進められていると判断でき、プロジェクト終了時までには、

成果の指標値はおおむね満たされると考えられる。 
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（2）投入の状況 

カンボジア政府及びJICAの投入は、専門家派遣、C/P要員の配置、プロジェクト事務所

の供与等、予定どおり実施されている。 

 

３－２－４ インパクト 

現時点での評価は時期尚早であるが、農業大臣が現場を視察し高く評価していること、NGO

等が頻繁に視察に訪れるなど正のインパクトが発現しつつあることを確認することができ

た。 

（1）上位目標達成の見込み 

上位目標の達成は、プロジェクト終了後にカンボジア政府が農業技術普及活動を継続

することにかかっている。上位目標達成の鍵は、FFSによるFTFの拡大、及びSGGによる

継続的な優良種子生産であると考えられる。FFSによる農家間普及は、移植栽培の占める

比率が高いプルサット州とコンポンチュナン州においては、バッタンバン州に比べて、

プロジェクトが普及する技術を取り入れる可能性が高い。また、FFSに参加していない近

隣農家が、健苗の移植技術を取り入れている事例も報告されている。したがって、慣行

農法と比較して播種量や肥料の投入が少なくてすむ技術については、普及する可能性が

あると判断される。 

 

（2）波及効果 

2012年7月に農業大臣はプロジェクトサイトを訪問し、プロジェクトに強い関心を示し

ていたとのことである。加えて、大学生によるプロジェクトサイトの視察も行われてお

り、これらの出来事は、プロジェクト活動推進のための追い風となっている。 

種子生産活動においては、シェムリアップ州のNGOから、技術指導を受けたいとの要

望を受け、SGGを通じた技術指導の準備が進められている。また、HARVESTプロジェク

ト（USAIDのプログラム）がSGGを訪問し、種子生産技術に関する指導を受けるまでに

至っている。 

更には、TSC3プロジェクトとの連携研修を通じて、本プロジェクトの支援対象地域外

のPDA（州農業局）職員へ技術研修が実施されている。こうした流れのなかで、本プロ

ジェクトのインパクトは、各地へ拡大することが期待される。 

 

３－２－５ 持続性 

現時点での評価は時期尚早であるが、2011年8月に借款契約（Loan Agreement：L/A）が調印

された有償資金協力「トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業」において、本プロジェクト

で能力が向上したC/Pや普及員が活用されることが期待される等、本プロジェクトの成果が上

位目標達成に貢献していくためのいくつかの手がかりとなりうる点を、今回の調査において

確認することができた。 

（1）政策面 

カンボジアの稲作振興における政策の持続性は高いと考えられる。 
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（2）組織・財務面 

カンボジア政府の財政難や政府機関の脆弱な組織体制をかんがみると、ドナーの支援

終了後の持続性は高くはないことが想定される。そのため、有償資金協力「トンレサッ

プ西部流域灌漑施設改修事業」の活用や他のドナーからの支援を得る等、カンボジア政

府による財源の確保が必要である。 

 

（3）技術面 

プロジェクトで普及している農業技術の内容は、従前のBRANDプロジェクトにより一

定の効果が確認された技術・手法に、農家定着度の向上を期待して改良が加えられたも

のである。普及技術の定着度については、移植栽培が主流のプルサット州やコンポンチ

ュナン州では、プロジェクトが普及している条植えを採用している農家がみられる。他

方、直播が主流のバッタンバン州では、移植栽培技術の導入にとまどう農家がみられる。

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）現地に腰を据えた専門家の活動 

C/Pからのヒアリングによれば、PDAは専門家の活動を高く評価していることが分かっ

た。専門家による理論とFFSにおける実践を交えた技術移転方法はとてもわかりやすいこ

と、FFSは週末に開催される場合も多いとのことであり、専門家が休日を返上して業務を

行っていることに対して敬意を示していることがわかった。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）自然災害の発生 

プロジェクト対象地域は、2011年には甚大な洪水被害をうけ、2012年の播種期には旱

魃にみまわれるなど、自然災害に対しては脆弱な地域である。 

 

３－５ 結 論 

合同評価チームは、プロジェクト活動が順調に行われており、成果が順調に生み出されてい

ることを確認した。妥当性については、プロジェクトはカンボジア政府の各種政策に沿ってい

ること、日本政府の国別援助方針の重点分野と整合がとられていることから、高いと判断され

る。有効性については、FFSが継続して実施されており、プロジェクトの成果発現に大きく寄与

するものと判断できることから、高いことが期待される。効率性については、日本側とカンボ

ジア側の投入が計画に沿って実施されていることから、高いと判断される。 

インパクト及び持続性については、現時点での評価は時期尚早であるが、インパクトについ

ては、正のインパクトが発現しつつある。持続性については、有償資金協力「トンレサップ西

部流域灌漑施設改修事業」にて本プロジェクトの成果教訓が活用され、能力向上したC/Pや普及

員が同円借款プロジェクトで活用されることも期待される等、本プロジェクトの成果が上位目

標達成に貢献していくためのいくつかの手がかりとなりうる点を確認することができた。 
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３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

３－６－１プロジェクトへの提言 

（1）インディカ米の品質向上が流通改善（成果5）にも資する 

2012年7月より実施しているインディカ米流通調査を通じて、精米業者にとって一定以

上の品質のインディカ米を安定的に出荷できる農家グループのほうが魅力的であること

が判明した。このため、プロジェクトは農家グループに属する各メンバーが一定以上の

品質のインディカ米を生産できるようより注意を払うことで、品質の良いインディカ米

を生産する農家グループに対する精米業者の関心は高まっていくことが予想される。さ

らにプロジェクトはこれら農家グループに精米業者を引き合わせ、良好な関係を構築し

ていくよう支援を行っていくことが望まれる。 

 

（2）プロジェクトの持続性を確保していくため、プロジェクト後半では下に記載する諸活

動に力点を置いていくべきである 

a）プロジェクトは引き続きFarmer-to-Farmerによる普及に注力すべきである。このために

は、できるだけ多くのデモ農家へ研修を行うことが重要である。 

b）種子生産農家への支援についても持続性確保のためには重要である。SGGはいまだ自

力での種子生産・販売が行える状況には至っていない。このため、特に事業計画作成

や市場ニーズの事業への反映といった点について支援が必要。 

c）一部種子生産グループは現地NGOへの技術支援を開始。また、USAIDによるプロジェ

クトは種子生産グループを訪問し、種子生産のノウハウを学んでいる。このように関

連機関による本プロジェクトの成果への関心度合いは高まってきていることが確認

されたため、本プロジェクトの成果の普及については、NGO等関係機関を通じた普及

を図っていくべきである。 

 

３－６－２ カンボジア側MAFFへの提言 

（1）本プロジェクトの成果は将来の二国間協力でも活用すべき 

カンボジア、日本両政府はバッタンバン、プルサット、コンポンチュナン州を対象と

した有償資金協力「トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業」をスタートさせつつある。

この灌漑プロジェクトには営農改善のための活動も含まれており、本プロジェクトでの

成果や教訓は当該灌漑プロジェクトへ反映させるべきである。 

 

３－７ 教 訓 

３－７－１ 継続的な調査の重要性 

一般的に技術協力プロジェクトの成果はインフラ開発等に比べて成果が見えにくい傾向に

ある。現在プロジェクトで計画中の継続的な調査により、技術移転を受けた農家が、どの程

度それら技術を継続的に使用するのかが明らかになれば、他国で将来実施される技術協力プ

ロジェクトにとって非常に貴重な材料となりうる。 

 

 




