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１－１　協力の背景と概要

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）における農林水産業の GDP に占める割合

は高く、依然として多くの就業人口を吸収する重要産業である。特に作物栽培に適した土地が

限られ、流通の困難な山岳丘陵地域、少数民族が多数を占める南部地域では、大半の村が政府

により貧困村として位置づけられる等、食料不足や貧困が依然深刻な状態にある。このため、

地域の自然、経済、社会環境に適した形での農林畜水産物の生産振興と、住民の生計向上が喫

緊の課題となっている。ラオス政府は、農村部住民の生計向上を実現するために、5 ～ 15 村を

まとめた ｢ クラスター（Kum Ban）｣ と呼ばれる集合体を構成し、クラスター毎に農業普及を含

むすべての政府サービスを効率的に実施するための体制を整えるための政策を 2004 年より開始

した。農業分野では、各クラスターに農民の普及サービスへのアクセスを改善するために「技

術サービス・センター（Technical Service Center：TSC）」の設置を推進している。しかしながら、

普及に関する政策 ･ 概念が実際に現場で適用されているケースは必ずしも多くはなく、クラス

ター開発や普及手法をより現実的なものとしていく取り組みが不可欠である。こうした課題の

解決に向けて、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は、南部 4 県（アッ

タプー、サラワン、セコン、チャンパサック）を対象に、畜 ･ 水産業やその他関連する農業生

産技術の普及を通じて同地域の生計向上に寄与することを目的とした本技術協力プロジェクト

を開始した。

本中間レビュー調査は、プロジェクト中間時点における成果や目標達成状況を分析し、課題

を整理するとともに、プロジェクト後半の方向性について提言を行うことを目的に実施された。

１－２　協力の内容

（1）上位目標

適正技術の普及を通じて、南部 4 県における地域住民の生計が向上する。

（2）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）

適正技術の普及を通じて、対象クラスター内の農家の生計が向上する。

（3）プロジェクトの成果（アウトプット）

成果 1：　対象のクラスター開発に必要な支援システムが整備される。
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成果 2：イニシャル・クラスターにおいて適正技術の導入・普及が実践される。

成果 3：イニシャル・クラスターの経験・好事例が他の対象クラスターに適用される。

成果 4： プロジェクトの成果が関連機関（畜水産局（農林省）（Department of Livestock 
and Fishery：DLF）、農林業普及局（National Agriculture and Forestry Extension：
NAFES）、南部 4 県の県農林事務所 / 郡農林事務所（Provincial Agriculture and 
Forestry Office/District Agriculture and Forestry Office：PAFO ／ DAFO））に認知

される。

（4）投入（レビュー調査時点）

日本側：　専門家の派遣：長期 3 名、短期のべ 11 名派遣

研修：本邦研修 3 コース実施 11 名参加

投入機材：オフィス・フィールド機材など約 1,400 万円相当分

施設建設・補修：オフィス、TSC 施設建設・補修に約 1,100 万円相当分

現地活動費：総額約 3,000 万円相当の現地活動費（在外事業強化費）支出

ラオス側：カウンターパート人員の配置：26 名（うち 5 名プロジェクト専属）

施設・機材：プロジェクト事務所提供

活動費の支出：（詳細記録は入手できなかった。）

３－１　実績の確認

（1）投入の実績　

上記１－２のとおり。

（2）成果の達成状況

成果 1：対象のクラスター開発に必要な支援システムが整備される。

一部、情報が不足しているものの、プロジェクト前半、プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス（Project Design Matrix：PDM）と実施計画（Plan of Operation：P/O）に沿って活動が

実施されたことで、成果 1 のために設定された 3 つの指標はおおむね達成されていると判

断された。日本人専門家とラオス側カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）双方

の協力により、8 つのパイロット・サイトにてクラスター開発を支援するための仕組みづ

くりが試験的に実施された。このプロセスで、研修や OJT により生計向上プログラムを実

施するためのラオス側関係者の能力が向上したことが、本調査で訪問した対象地域で行っ

た関係者へのインタビューから確認された。

これら成果 1 に向けた活動の進捗は確認されたものの、各サブプロジェクトが、対象ク
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ラスター内の複数の村から活動の中心となる村を選定し、パイロット的に活動を実施して

いる段階にあることから、本件プロジェクトがめざすところのクラスター・ワイドな普及

メカニズムが確立されるためには、引き続き継続した支援が必要である。また、対象クラ

スター毎に普及される「適正技術」は特定されたが、技術の定義づけや標準化はまだ行わ

れていない。展開ステージで特定された技術を普及していくためには技術のパッケージ化

を進め、マニュアルなどの整備を図っていく必要があると考えられた。

成果 2：イニシャル・クラスターにおいて適正技術の導入・普及が実践される。

PDM で設定された 2 つの指標の目標数値は達成されていることから、成果 2 についても、

数値的には達成されたと見なすことができる。つまり、本中間レビュー調査時点で、イニ

シャル・クラスターにおいて適正技術が導入され、その普及は実践されつつあると言える。

しかしながら、一般論として農民が何らかの新しい技術を採用するためには、一定の時

間を要するものであり、研修をとおして農民に伝えられた技術が実際にどの程度採用され

ているか（定着しているか）について、現段階で結論付けることは時期尚早と言える。例

えば、今回の調査中にインタビューを行った中核農家の多くは、研修で学んだ種苗生産に

ついて一定レベルの自信を持っていると回答したが、では何故、実際の種苗生産が増えな

いかとの質問に対しては複数の理由があげられた。このことから、種苗生産にかかわる中

核農家の技術は満足の行くレベルに達していないことが推察された。中核農家の技術レベ

ルがこの程度であれば、その研修を受けた一般農家のレベルはそれ以上を期待できないこ

とは明白である。

このような分析から、本件プロジェクトが事業目標として設置している「農村住民の生

計向上」に対して実際のインパクトをもたらすためには、何名の農民が研修を受けたとい

うことより、何名の農民が技術を採用し、行動を変化させたかに留意する必要があると言

える。その意味で、プロジェクトは、数値上の成果指標は達成されたとしても、イニシャル・

クラスターにおける農家への支援活動を今後も継続する必要があると考えられた。

成果 3：イニシャル・クラスターの経験・好事例が他の対象クラスターに適用される。

本成果は、活動未着手につき、達成度の検証は行わなかった。

成果 4： プロジェクトの成果が関連機関（DLF、NAFES、南部 4 県の PAFO ／ DAFO）に

認知される。

成果 3 に同じ。

（3）プロジェクト目標の達成度（見込み）

プロジェクト目標： 適正技術の普及を通じて、対象クラスター内の農家の生計が向上

する。

今後も計画どおり活動がすすめられれば、プロジェクト活動に直接的、あるいは農民間

普及などにより間接的に参加する住民の農産物生産、主要生産物の消費及び所得が増加し、

設定された 3 つの指標が達成されることが見込まれる。これにより、これらの住民の生計

向上が実現し、設定されたプロジェクト目標は、一定のレベルで達成されるものと推測さ
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れる。

しかしながら、これまで実施されてきたプロジェクト・アプローチが、プロジェクト後

半の展開ステージにおいてもそのまま適用される場合、当初想定されていたクラスター全

般に波及するほどの、まとまった規模で住民の「生計向上」が実現される見込みはあまり

高くないと考えられる。なぜなら、前半の活動で取り組まれてきたサブプロジェクトでは、

いずれも対象とするクラスター内に複数にある村の中から 1 つのパイロット村を選定し、

活動を実施してきたからである。この意味で、プロジェクトは今のところ、村の境界を越

えて開発効果が広がり難い、従来の「村落開発アプローチ」を採っていると言える。

一方、すでに多くのプロジェクト関係者が指摘しているように、クラスター開発に従事

するラオス側スタッフの能力向上を継続的に進めるとともに、プロジェクトの直接対象地

域を越えて、持続的に技術普及が進むようなクラスターレベルの普及アプローチが確立で

きれば、ある程度まとまった規模で住民の「生計向上」が実現される可能性は高まるもの

と推察される。プロジェクトは、そのような長期的な視点に立ち、後半の協力期間中に、

従来の村落開発アプローチを超えた取り組みを展開していくことが求められていると考え

られる。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性：下記分析に基づき、詳細計画策定時同様、妥当性は「高い」と判断された。

・　 開発政策・制度との整合性：ラオス政府は、政策上、特に農村部における貧困削減を

重視しており、農村住民の生計向上のために多くの努力を払っている。地方の社会開

発を促進するための 1 つの方策として、政府は 5 ～ 15 村をまとめた「クラスター」と

呼ばれる集合体を形成し、クラスターごとに種々の政府サービスを提供する政策を

2005 年より実施している。こうした開発政策のもと、農林省は「農業開発戦略」を策

定し、農業セクター開発の方向性や戦略を規定している。本件プロジェクトは、こう

したラオス政府の開発計画や戦略に沿って形成され、実施されていることから、開発

政策・制度との整合性は極めて高いと言える。

・　 わが国援助政策との整合性：貧困削減への貢献は、わが国政府の ODA 政策の重点項

目の 1 つであり、農村開発がラオスにおける貧困削減をすすめるための戦略の 1 つ

と位置付けられている。特に、南部地域の開発は「カンボジア・ラオス・ベトナム

（Cambodia、Laos、Vietnam：CLV）開発の三角地帯」の一角として重視されており、

本プロジェクトのわが国の援助政策との整合性は高い。

・　 ローカルニーズに対する妥当性：畜・水産物は、ラオスの人々の動物性タンパク質供

給源として極めて重要な役割を果たしている。人口増加に伴いますます高まる需要を

満たし、国内の食料安全保障を確保するためには、畜水産物の生産量及び生産性の向

上が不可欠である。本レビュー調査のために訪問した農村住民の多くが、これまでの

過剰な漁獲により河川からの魚の捕獲量は年々減少しており、養殖による水産物の生

産を増加させる必要性が高いことに言及していた。本プロジェクトは、こうしたニー

ズに合致しているといえる。

・　 わが国が援助を行う比較優位性：JICA は、ラオスの農業 ･ 農村開発分野では、これま

でに数多くの事業に取り組んできた。特に近年実施された養殖改善・普及計画フェー
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ズ 2（Aquaculture Improvement and Extension Project Phase Ⅱ：AQUIP 2）（2004 ～ 2009
年）や森林管理・住民支援プロジェクト（Forest Management and Community Support 
Project：FORCOM）（2005 ～ 2010 年）での経験や開発されたアプローチは、本プロジェ

クト実施に直接役立てられている。このように、わが国が本プロジェクトを実施する

比較優位性は高いと判断される。

（2）有効性：下記分析に基づき、有効性は「中程度」と判断された。

・　 すでに述べたとおり、今後も計画どおり活動が進められれば、設定された 3 つの指標

が達成されることが見込まれ、プロジェクト目標は、一定のレベルで達成されるもの

と推測される。

・　 しかしながら、現状の活動は、村の境界を越えて開発効果が広がり難い従来の「村落

開発アプローチ」が採られており、プロジェクトの成果がまとまった規模の住民の生

計向上に結びつく可能性は高くない。協力期間の後半において、従来の村落開発アプ

ローチを超えたクラスターレベルの開発モデルが確立されれば、プロジェクトの成果

がまとまった規模の住民の生計向上に結びつく可能性も拓けるものと推察される。

・　 本プロジェクトのフレームワークは、成果 1 と 2 でモデル的に実施した普及システム

と適正技術が、後半に予定されている成果 3 と 4 に係る活動を通じて他の対象地域で

再現されることで、プロジェクト目標である住民の生計向上が実現するとのロジック

に基づいている。PDM でプロジェクト目標として設定されている「対象クラスター内

の農家の生計向上」がもし「対象となるクラスター全体の住民の生計向上」を意味す

るのであれば、各クラスターでプロジェクトが直接支援できる活動には限りがあるこ

とから（特に現状では村落レベルの活動が中心であるため）、成果とプロジェクト目標

の間には大きなロジックの飛躍があると考えられる。

・　 当初計画では、成果が事業目標に結びつくための外部条件として、予期せぬ自然災害

や異常気象、家畜・魚の病気の蔓延、農業生産物価格の極端な下落などが特定されて

いた。本レビュー調査では、これらの外部条件がプロジェクト活動あるいは成果に深

刻な影響を及ぼすほどの規模で発生したとの事実は確認されなかった。また、予測さ

れなかった阻害要因の影響なども特に確認されなかった。

（3）効率性：以下の分析により、本件プロジェクトの効率性は「ある程度高い」と判断された。

・　 日本側からの主な投入は、専門家の派遣、必要資機材の供与、C/P の本邦研修、現地

活動費の拠出であった。これらの投入は、当初計画どおり実施された。アンケート調

査結果によれば、専門家派遣については、大半の C/P が「とても適切」と回答している。

現地活動費については、「とても適切」、または「ある程度適切」と回答している者が

多かったが、一部「あまり適切でなかった」とする回答者もあった。

・　 一方、C/P スタッフの配置、プロジェクトオフィスなど必要施設・機材の提供、活動

費の拠出がラオス側からの主な投入であった。C/P スタッフの配置と活動費拠出の適

性度に関する C/P への質問票の回答結果によれば、日本側からの投入に比べ、低いレ

ベルを示す回答者が多かったことから、ラオス側からの投入は必ずしも適切でなかっ

たと考えている C/P が多いことが示唆された。
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・　 プロジェクトは、中間点を迎えた段階にあり、受益者の数はこの後増加していくこと

が想定されるため、現段階で「投入－成果」の効率性にかかわる検討を行うことは時

期尚早であると考えられる。

・　 活動が成果に結びつくための外部条件として、大規模な移住が起きないこと、C/P の

頻繁な移動が起きないことが挙げられていた。郡レベルの C/P に多少移動があった模

様であるが、プロジェクト活動に大きな影響を及ぼすほどではなく、本調査時点まで

にこれらの外部条件の影響は確認されなかった。また、その他の要因の影響も特に確

認されなかった。

（4）インパクト：現段階でのインパクトの予測は以下のとおりである。

・　 プロジェクトは今後、展開フェーズとして、対象地を拡大して普及アプローチを進め

ていくため、上位目標へのインパクト（貢献度）を現時点で検証することは困難と考

える。しかしながら、本プロジェクトの投入・活動規模、期待される成果、事業目標

のレベルから判断し、現在設定されている上位目標は論理的に高すぎるため、上位目

標への直接的なインパクトが数値的に現れるのを期待することは適切でないことが予

測される。その一方で、本プロジェクトを通してクラスター開発にかかわるラオス側

スタッフの能力向上が図られ、また適正技術普及のためのクラスタースケールでの普

及モデルが確立されれば、可能性として、将来的にまとまった規模での住民の生計向

上に結びつくことも期待される。

・　 プロジェクト・チームが保有する記録によれば、前半で対象としたクラスター内の養

殖農家数は、2011 年 437 軒であったのが、直近 2012 年には 615 軒に増えた。これは、

プロジェクト活動の直接的な効果とは言えないことかもしれないが、中核農家による

一般農家への研修や種苗生産施設の設置・改修などが、農家の養殖に対する関心を喚

起したことで、間接的には影響している可能性があるものと推察された。

（5） 自立発展性：以下の理由により、自立発展性の見通しは「中程度からある程度高い」と

判断された。

・　 政策・組織 ･ 制度面：「妥当性」で述べたとおり、ラオス政府は農村部における貧困削

減を政策的に重視しており、村落住民の生計向上に向け多くの努力を払っている。現

行の政策や政治的な意志が維持される限り、政策面での自立発展性は高いと判断され

る。農林省計画局におけるインタビューでは、現在、政府は長年棚上げ状態になって

いた地方分権を進める意向であることが強調されたが、近い将来、地方政府への権限

委譲が実現されれば、本プロジェクトをとおして確立されるクラスターベースの開発

モデルが、ラオス政府によって拡大されていく可能性も高くなると推察される。

・　 財政面：ラオス政府の財政事情は厳しく、政府レベルにおける財政面での自立発展性

の見込みは現状では高くない。インタビューを行ったいずれ政府関係者も、行政サー

ビスに対して中央政府から拠出される予算は、必要な活動を行うのに十分でないこと

を指摘していた。このため、本プロジェクトの活動に必要な経費は、実質、日本側か

らの予算に頼っている状況である。プロジェクトは、こうした中央政府の厳しい財政

事情を考慮し、2 つの普及メカニズムを支援している。1 つは、政府組織（DLF-PAFO-
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DAFO-TSC）をとおした普及サービスの強化であり、もう 1 つは農民間（farmer to 
farmer）普及アプローチの導入である。前者は、郡と TSC レベルのキャパシティを強

化し、例えば、種苗や種子の生産・販売などを行い、一定程度の必要経費を賄うことで、

中央政府からの予算に全面的に頼らない普及サービスの体制を整えることをめざすも

のである。他方、農民間普及は、普及サービスを金銭的なインセンティブの働く（中核）

農家の経済活動に組み入れることで持続性の高い普及メカニズムの構築を図るもので

ある。対象クラスターのおかれている状況に応じて、メカニズムを選択、また補完的

に機能させることで、財政的な自立発展性が高まることが期待される。

・　 技術面：インタビューでは、大半の C/P が、技術面では、プロジェクト終了後も、プ

ロジェクトから得た知識・経験を使って、同様の活動を継続する自信があると回答し

ていた。こうしたことから、C/P スタッフのキャパシティは確実に向上している様子

が窺え、プロジェクトで実現した普及モデルを他に展開できる技術は取得されると見

込まれる。他方、プロジェクトで実施した研修を受けた中核農家の多くは、学んだ技

術を自ら実施する兆候が見られ、技術を継続する見込みは高い。このような現状から、

技術的な自立発展性は全般的に高いものと見られる。

３－３　効果発現に貢献した要因／問題点及び問題点を惹起した要因

本プロジェクトが成果を達成するうえで貢献している要因として、特に以下をあげることが

できる。

①　ラオス側 C/P と日本人専門家チームの間に構築された良好な関係

②　ラオス農業分野への技術協力にかかわる日本人専門家チームの豊富な経験

③　農民間普及アプローチの採用

一方、問題点及び問題点を惹起した要因としては、以下が確認された。

①　 専属 C/P と専門家が常駐するプロジェクトオフィスが、首都ビエンチャンから離

れた場所に設置されたことで、中央の C/P 機関である DLF とのコミュニケーショ

ンが十分取られなくなった。

②　 プロジェクトマネージャー及び専属 C/P が、対象 4 県のうちの特定の 1 県（チャ

ンパサック県）から任命されたことで、ラオスの行政の組織系統を逸脱する運営

体制で活動が実施されてきた。

③　 畜産、水産、複合農業の 3 分野の取り組みを進めるに際し、プロジェクトのメンバー

をサブチームに分けて活動を行ってきたため、次第に互いの活動についての情報

共有が希薄になった。

④　 これまで主に従来型の「村落開発アプローチ」に基づいた活動が展開されてきた

ことで、クラスターワイドな開発という視点がやや薄れてしまっている。

これらの課題に対しては、チーフアドバイザーがビエンチャンに移り、DLF に常駐するなど、

一部対応策がとられている。また、未対応の課題に対しては、３－４のとおり、合同レビュー

調査団として、運営体制の抜本的な見直しを行うなど引き続き対応策をとるべく提言を行った。
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３－４　結論と提言

本件プロジェクトはラオス側と日本側関係者の協力によって、おおむね当初の計画に沿って

実施されており、プロジェクト後半も、同様に活動が継続されれば、想定された成果が発現す

るものと期待される。しかしながら、プロジェクトは、掲げた目標（住民の生計向上）に対し

てはいまだ普及モデルの形成期にあり、今後の事業拡大期を通して、より大きなインパクトを

もたらすためのさらなる努力が求められる。合同評価チームは、現地調査の結果に基づき、プ

ロジェクト後半の事業運営に対して以下の提言を行った。

（1）プロジェクト運営管理体制の見直し

プロジェクト管理チーム（Project Management Team：PMT）は、これまでチャンパサッ

ク県 PAFO から任命された C/P と日本人専門家によって構成され、PMT メンバーが中心

となりサブプロジェクトの実施にあたってきた。そのため、他の対象県の PAFO スタッフ

の、サブプロジェクトの形成、実施、モニタリングなどプロジェクトの運営管理への実質

的な参加は、限定的なものとなっていた。そこで、後半においては、4 県すべてのスタッ

フがプロジェクト運営に一定の責任と役割を果たす形で活動を展開することが望ましいと

考える。このために、フィールド活動を各県の PAFO スタッフが直接管理し、オーナーシッ

プが高まるようプロジェクトの運営管理体制を見直すことを提言する。具体的には、各対

象県 PAFO にそれぞれプロジェクト管理チームを組織し、パクセーのプロジェクトオフィ

スは支援オフィスと位置付け、PAFO と DAFO の調整や、資機材の調達、活動費管理など

をサポートする。その一方で、中央の DLF には、技術ユニットを設置、DLF や他の MAF
関係部局、あるいは第三国や日本からの専門家派遣といったリソースを活用し、PAFO や

DAFO のフィールド活動を技術的にサポートするような体制に見直すことが望ましいと考

えられる。

（2）地方政府スタッフの事業管理能力の向上

プロジェクト前半は、PMT の C/P スタッフと専門家が、各サイトでのフィールド活動の

イニシアティブを取ってきた。このため、DAFO や PAFO スタッフは、技術的分野の研修

を受けることと、PMT の補助的な役割を果たすことに止まっており、事業管理に係るキャ

パシティが十分向上しているとは言えない。上記（1）の運営管理体制の見直しと併せ、

DAFO や PAFO スタッフがフィールド活動の計画、実施、モニタリングについてのイニシ

アティブをとり、事業管理に関するキャパシティが高まるよう、後半の活動を実施するこ

とを提言する。

（3）レポーティング体制の改善

各対象県及び対象郡での活動についての進捗情報は、パクセーの PMT オフィスでも十分

把握されておらず、合同評価チームは、各サイトでの活動の全体像を理解することが困難

であった。これは、効果的なレポーティング体制が整っていないことが原因となっている

と考えられた。現状では、多くの活動がサブプロジェクトごとに実施されていて、サブプ

ロジェクトチーム間の有機的な情報共有が行われるような体制が出来上がっていない。し

たがって、後半の活動では、県ごと、郡ごと、あるいはクラスターごとの活動が容易に把



ix

握できるよう、レポーティングの仕組みを改善、強化する必要がある。これを実現するた

めには、DAFO と PAFO スタッフのプロジェクト活動への積極的な参加が重要となる。

（4）村落開発からクラスター開発への軌道修正

前半の活動で取り組まれてきたサブプロジェクトは、いずれも対象となっているクラス

ター内の複数の村の中から 1 つのパイロット村を選定し、活動が実施されてきた。この方

法では、1 つの村の開発が終われば、また次の村で同じような活動を繰り返す必要があり、

持続的なやり方とは言い難い。この意味で、プロジェクトは現状、村の境界を越えて開発

効果が広がり難い、従来型の「村落開発アプローチ」を取っているといえる。プロジェク

トは後半、プロジェクトの直接対象地を越えて技術普及が起こるようなクラスターワイド

な普及モデルを確立すべく、当初のコンセプトに立ち返り、アプローチの軌道修正を行う

必要があると考える。

（5）中核農家育成による農民間普及の促進と TSC の開発

クラスター開発の文脈では、複数のサービス・プロバイダーが農業普及を実践すること

が想定されている。そのようなプロバイダーには、TSC、DAFO、コミュニティ開発組織

（CBO）、中核農家、民間企業、NGO などが含まれる。この中で、本プロジェクトは、特に

中核農家の育成に焦点をあてた活動を行うのが当初のコンセプトであった。プロジェクト

は、この中核農家を軸とした農民間普及を機能させるべく、中核農家の育成に活動を集中

させる必要がある。他方、前半の活動からは、対象地の発展の度合いによって中核農家の

育成が難しい地域（クラスター）が存在することも分かってきており、そのような地域で

は TSC が技術普及に関して重要な役割を担うことが妥当と考えられる。よって、プロジェ

クトは後半、対象クラスターの状況に応じ、中核農家育成による農民間普及と TSC による

技術普及サービスという 2 つの普及アプローチを柔軟に適用させながら活動を進める必要

がある。

（6）適正技術のパッケージ化

前半の活動をとおし、プロジェクトは「適正技術」を特定し、それらの特定された技術

をベースにサブプロジェクトが形成、実施されてきた。しかしながら、特定された技術の

適応範囲や導入プロセス等については十分整理されてきたとは言いがたい。したがって、

後半の展開ステージでは、プロジェクトで導入する畜産及び養殖の技術に関して適性技術

の技術導入パッケージを整備することを提言する。具体的には、普及すべき技術を、その

技術の適応可能条件や導入する順序等も含め、マニュアル化するといった取り組みが考え

られる。ただし、ラオスの農民は、すでに自らのおかれた環境に基づき、農業活動を取捨

選択し、自らの主体性をもって複合的に農業を行っていることから、「複合農業」としての

技術マニュアル作成は必要なく、プロジェクトとして取り組むべきは、畜産や養殖など各

分野における適正技術の導入パッケージを整備し、農民に有用な選択肢を提供することで

ある。


