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ラオス 

養殖改善・普及計画プロジェクトフェーズ 2 

外部評価者：OPMAC 株式会社 持田 智男 

0. 要旨 

本プロジェクトは、ラオスの北部、中部、南部のウドムサイ県（Oudomxai Province）、

サヤブリ県（Sayaboury Province）、サバナケット県（Savannakhet Province）、サラワ

ン県（Salavan Province）の協力対象 4 県において、立地条件に適合した養殖手法が普

及することを目的に、パイロット村の立地条件に適合した養殖手法の実証と導入、関

係者の養殖技術と普及能力の改善、普及にあたっての関係機関の連携機能の強化を図

ったものである。 

本プロジェクトは、ラオスの開発政策、開発ニーズ及び我が国の援助政策と整合し

ており、妥当性は高い。プロジェクト完了時には、養殖手法の普及に際しての関係機

関の連携強化以外の成果は概ね達成されたと判断される。また、パイロット村ならび

に普及展開村では魚の生産量の増加が確認され、その背景には養殖技術の導入や稚魚

の品質向上があると考えられた。ただ、協力対象県で養殖開発アクションプランが作

成され、原則的な合意がはかられたものの、関係機関による同プランの承認にまでは

至っていない。また上位目標である水産物の消費量増加の目標も、3 県では未達成で

ある。このため有効性・インパクトを中程度と評価した。協力金額・期間についてほ

ぼ計画通りであるため、効率性は高いが、政策制度面では本プロジェクトで策定され

た標準的養殖振興方式である農村養殖振興パッケージ（以下、RAPP という）は農林

省（以下、MAF という）畜水産局（以下、DLF という）から承認されたものの導入

に至っていないこと、人員不足、維持管理予算の不足など軽度な問題が認められるこ

とから、発現した効果の持続性は中程度と判断する。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

1. 案件の概要 

 

  
プロジェクト位置図 ウドムサイ県の養殖池 
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1.1 協力の背景 

事前評価時点では、魚をはじめとする水産物はラオス国の人々にとって最も重要な

動物性タンパク源であり、同国政府は国家食糧安全保障の立場からその増産を図って

いた。天然及び人工水域からの捕獲による漁業生産は既に頭打ちの状態のなか、水産

物の増産には養殖の開発普及が不可欠とされていた。しかしながら、ラオス農村部に

おける養殖では、適正技術が普及しておらず、粗放的で生産性が低かった。その背景

には、養殖用の種魚の不足、技術普及を担う政府普及員の技術力の不足等の問題が認

められたため、養殖分野の能力強化が必要とされていた。 

我が国は、養殖開発・普及を進めるために適した方法（養殖技術、養殖経営方法、

養殖普及方法）の確立と養殖普及能力の向上に資するために養殖改善・普及計画を実

施した。2001 年から 2004 年に実施されたフェーズ 1（以下、AQIP 1 という）では、

MAF の DLF に属するナムスワン（Namxouang）養殖開発センター（以下、NADC と

いう）の施設建設とともに、NADC 職員の養殖技術の改善と普及活動能力の向上、ラ

オス全国の養殖情報の収集などが行われ、養殖普及に着手する基盤が築かれた。本件

フェーズ 2（以下、AQIP 2 という）は、AQIP 1 の協力成果を活用し、養殖普及の地方

展開に着手したプロジェクトである。 

 

1.2 協力の概要 

上位目標 
協力対象 4 県（ウドムサイ県、サヤブリ県、サバナケット県、サラワン県）

において、立地条件に適合した養殖普及を通じて、小規模養殖農家の

生活が向上される。 
プロジェクト目標 協力対象 4 県において、立地条件に適合した養殖手法が普及する。 

成果 

成果 1 パイロットサイトの立地条件に適合した養殖手法が実証される。 

成果 2 関係者（養殖農家、県・郡普及員及び県技術員）の養殖技術とその普

及に関する能力が改善される。 
成果 3 協力重点郡の養殖農家が改良された養殖手法を導入する。 

成果 4 立地条件に適合した養殖手法の普及に際して関係機関の機能と連携

が強化される。 

投入実績 

【日本側】 
1. 専門家派遣 10 人 
 長期専門家 0 人、短期専門家 10 人 
2. 研修員受入 18 人（本邦研修） 
3. 第 3 国研修 計 21 人（タイでの第三国研修） 
4. 機材供与 14 百万円 
5. 施設整備 18 百万円 
6. 現地業務費 64 百万円 

【ラオス側】 
1. カウンターパート（以下、C/P という）配置：36 人 
2. 機材購入：トラック、四輪駆動車、コンピューターなどの機材 
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3. 土地・施設提供：土地 12ha と建物 
4. プロジェクト業務費：645 百万 Kip 1（＝約 7 万 7 千ドル） 

協力金額 550 百万円 
協力期間 2005 年 4 月～2010 年 4 月 

相手国関係機関 MAF/DLF 

我が国協力機関 農林水産省 

関連案件 

AQIP 1（技協）、南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト（以下、LIPS
という）（技協）、森林管理住民支援プロジェクト（以下、FORCOM とい

う）、青年海外協力隊の派遣、県養殖開発プログラム（Provincial 
Aquaculture Development Program）（国際連合食糧農業機関／国連

開発計画、以下、FAO/UNDP という）、県レベル養殖アウトリーチプロジ

ェクト（Provincial level Aquaculture Outreach project）（アジア工科大

学、以下、AIT という） 

 
1.3 終了時評価の概要 

1.3.1 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

プロジェクト期間中に、パイロット村と普及展開村を合わせて合計約 1,000 名の養

殖農家が養殖生産量を 40％以上増加させていると推定された。また、RAPP 2の考え方

に沿って、プロジェクトでは県養殖開発戦略（以下、PADS という）を策定し、県・

郡レベルの養殖普及の方向性が議論され、関連機関による原則的な合意形成が図られ

ていた。プロジェクトでは、当初から計画されていた個人養殖に加え、グループ養殖

も振興し、プロジェクト目標は達成したと判断された。 

 
1.3.2 終了時評価時の上位目標達成見込み（他のインパクト含む） 

パイロット村での養殖生産量の伸び率は年平均 30％であり、今後養殖を継続的に振

興することにより、上位目標の指標である対象 4 県での 1 人当たり魚 3の消費量を

22Kg/人/年に高める可能性は示されていると判断された。また、農村部の養殖は現金

収入の増加、女性同盟（以下、WU という）によるグループ養殖を通じた農村女性の

エンパワーメントへの貢献、個人養殖農家の自発的なネットワーク形成、民族間の交

流推進、相互扶助意識の高揚などの正のインパクトが確認されていた。 

 

 

 

                                                        
1 Kip はラオスの通貨単位。JICA 外貨換算レートは 0.013Kip/円（2014 年 1 月）。 
2 RAPP はプロジェクトが作成し、DLF により 2009 年 10 月に正式に承認された標準的養殖振興方

式。1 クラスターに 1 パイロット村の設立、各パイロット村に 2 人の村落養殖開発ワーカー（VADW）

を配置するという農山村における養殖普及のためのシステム、クラスターにシステムを確立するた

めのアプローチなどが提示されている。 
3 正確には「魚と他の水生動物を含む水産物」と理解すべきと考える。 
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1.3.3 終了時評価時の提言内容 

提言内容 事後評価時点での対応状況の確認結果 

(1) 種苗生産農家への支援強化（プロジェクトへの提

言）：対象地域では種苗の需要が増大しており、プ

ロジェクトの残りの期間において、種苗生産農家あ

るいはグループに対して集中的な技術支援の実

施を要望する。また、可能なところから村落養殖開

発ワーカー（以下、VADW という）
4
のネットワーク

化を提言する。さらに、種苗場の施設、機材の建

設や改善を行う上で、種苗生産農家が農業振興

銀行あるいは他ドナーなどの資金ソースを利用で

きるよう指導していくことを提言する。 

プロジェクトの残りの期間において、種苗生産農

家やグループへの技術支援は継続された。特

に、サヤブリ県ピアン郡（Phiang district）のナソ

ムニャイ村（Nasomnyai village）などが位置する

平野部は養殖関連活動が活発な地域であり、

VADWを含む種苗生産農家のネットワーク化が

図られた。事後評価時においても、種苗生産農

家の活動を確認した。 

(2) VADW の活動モニタリングとその報告（プロジェク

トへの提言）：RAPP の効果を実証することを目的

に、VADW の普及活動を綿密にモニタリング並び

に指導し、受動的及び能動的な養殖普及につい

ての成功例の報告を要請。 

2009 年に認証された VADW のデータベースが

作成された。データベースには、コンタクトアドレ

ス、生計手段、養殖活動や関連施設などの情

報が VADW ごとにまとめられている。データベ

ース作成の過程で、VADW に対するモニタリン

グは継続された。 

(3) 県養殖普及アクションプランの作成（プロジェクトへ

の提言）：PADS に基づき、各県では詳細な行動

計画が作成され、関係機関により承認されなけれ

ばならない。計画策定を進めるため、可能な範囲

で地域の関係機関への支援をプロジェクトに対し

て要請。 

県養殖普及アクションプランは作成されている

が、その実行を担保するための関係機関による

承認を確認することができなかった。 

(4) クラスターアプローチ 5の枠組みでの RAPP の実施

（DLF への提言）：プロジェクト完了後、関係機関と

協力して本プロジェクトの展開サイトにおける

RAPP の実施促進を提言。 

クラスターアプローチの枠組みでの RAPP の実

施促進について DLF に確認できなかった。ドナ

ーからの支援がなければRAPP の実施は難しい

状況であったと考えられた。 

(5) 複合養殖、学校養殖の振興（DLF への提言）：将

来のプロジェクトにおいて、養殖と畜産・農業を組

み合わせた複合養殖、学校養殖の取り込みを提

言 

複合養殖に関して、MAF の「農業開発戦略

2011～2020 年（Strategy for Agricultural 
Development 2011 to 2020）」の農業開発戦略

実施のための地域特性に基づく手法の中で、

山間部の灌漑農業と養殖の組み合わせなどに

触れられている。 

 

 

                                                        
4 政府の養殖普及関連機関の人員や予算が極めて限られている条件のもとで、農山村部における養

殖普及を推進するためには、農民の積極的な参加を促し、農民から農民への普及体制（FTF）を整

えることが必要不可欠と考えられていた。パイロット事業では、普及を進める農民として、意欲的

養殖農民を選定し、そのなかから中核養殖農民を選抜・育成した。さらに、より積極的な養殖普及

を中核養殖農民に対して促すべく、NADC で訓練を実施し、十分な能力を獲得したと認められた中

核養殖農民を DLF が“VADW”と認証した。中央政府による認証は、VADW に公的な社会的ステ

ータスを与えることを意図したものである。 
5 終了時評価報告書によれば、ラオス政府は 2007 年の首相令に基づき、10 村前後の村を 1 つのク

ラスターとして捉えるクラスターアプローチの導入を進めていた。複数の村をクラスター（開発村

グループ）としてまとめ、水産開発も含むすべての開発事業をクラスターを単位として実施する開

発方式である。 
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2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

持田 智男（OPMAC 株式会社） 

 

2.2 調査期間 

今回の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：2013 年 10 月～2014 年 8 月 

現地調査：2014 年 1 月 7 日～1 月 31 日、2014 年 3 月 22 日～3 月 29 日 

 

2.3 評価の制約 

協力対象県のパイロット村と普及展開村合計 9 カ村で、サンプル抽出による受益者

調査を行った。複数の情報源から入手した養殖関連の統計データ、受益者調査で入手

した生産量などの情報については、一部整合しない点があり、あくまで参考値として

捉える必要がある。 

 

3. 評価結果（レーティング：B 6） 

3.1 妥当性（レーティング：③ 7） 

3.1.1 開発政策との整合性 

プロジェクト開始時、「第 5 次国家

社会経済開発計画（2001～2005 年）」

で掲げられた主目的のうち、本プロジ

ェクトは、「貧困層の半減」と「食糧

安全保障」に寄与すると考えられてい

た。プロジェクト完了時、「第 6 次国

家社会経済開発計画（2006～2010 年）」

でも「貧困削減」と「食糧安全保障」

は引き続き優先順位の高い開発課題で

あった。魚は、ラオス国民の動物性タンパク接種にあたり重要な栄養源とみられてき

たが、事後評価時点でも DLF は、「現在から 2020 年までの水産業の国家戦略―2006

年から 2010 年までのアクションプラン（National Strategy for Fisheries from the present 

to 2020-Action Plan for 2006 to 2010）」において、国民一人あたりの水産物（魚とその他

の水生動物）消費量を 2020 年までに地方部では 22Kg/人/年（都市部を併せた全国平

均では 24Kg/人/年）に引き上げることを目標に設定していた（表 1）。 

AQIP 1・2 に先立ち、AIT による「県レベル養殖アウトリーチプロジェクト」が 1993

年から開始され、また FAO/UNDP による「県養殖開発プロジェクト（1997 年～2000

                                                        
6 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
7 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 

表 1 水産物消費量の目標値 

単位：Kg/人/年 

 

都市/地方部 2005年 2010年 2020年  

都市部 14 16 27  

地方部 9 (8-10) 13 22  

平均 NA 14 24  
出所：2005 年の目標値は事業完了報告書、2010 年と

2020 年の目標値は DLF の「現在から 2020 年までの水

産業の国家戦略―2006 年から 2010 年までのアクション

プラン」による。 
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年）」が実施されている。例えば、AIT の支援プロジェクトは東北タイの経験をラオ

スの条件に適するように調整し、適用したものであり、稚魚の生産と配布に焦点をあ

て、稚魚育成のためのネットワークづくり（中間育成農家の養成）を図った。これら

の先行プロジェクトの経験の積み重ねの上に、本プロジェクトによる養殖普及の地方

展開が進められた。 

本プロジェクトとラオス国の開発政策との整合性は高く、種苗生産、適正養殖技術

の普及面で、先行案件である AQIP 1 の成果の地方展開、他ドナーのプロジェクトの

経験の活用も図られており、それまでのアプローチの積み重ねを踏まえ普及を図ると

いう長期的な観点からも政策的な一貫性・整合性を認めることができる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

プロジェクト開始時、ラオスの一人当たり年間魚消費量は、約 14kg とインドシナ諸

国の中でも最も低い水準にとどまっていた。農村部では、主に小規模農家が自家消費

用に養殖を行っており、農村部で低コストの養殖ニーズが存在していた。 

終了時評価時にも、ラオスの一人当たり年間魚消費量は、インドシナ諸国の中でも

最も低い水準にとどまっていた。消費量は徐々に増加する傾向にあったが、事後評価

時に入手した資料からも、天然水域からの捕獲、供給量について今後大きく増大する

ことは見込めず（漁獲量の推移は図 1 参照）、現金収入の獲得だけではなく、自家消

費も目的とした低コストの養殖ニーズが認められた。このように、開発ニーズと本プ

ロジェクトの整合性は高い。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

プロジェクト開始時の「2005 年度版

ODA 政府開発援助白書」によれば、東南

アジア諸国連合（ASEAN）では、2020

年までの ASEAN 共同体の形成に向けて、

域内の開発格差是正や ASEAN 統合の強

化が最重要課題の一つとなっていた。日

本は、この開発格差是正の観点から、ラ

オスを含む ASEAN 新規加盟国及びタイ

を対象とするメコン地域開発と人材育成

を重視していた。また、「対ラオス JICA

国別事業実施計画」において、4 つの援助重点分野（人造り、ベーシック・ヒューマ

ン・ニーズ（以下、BHN という）支援、農林業、インフラ・エネルギー開発）を掲げ

ており、本プロジェクトは、人的資源開発、BHN、農業の 3 つの援助重点分野に合致

していた。特に農業の分野では、「自然環境と調和した持続的農業・農村開発」が援

助重点課題とされていた。本プロジェクトは、メコン地域開発を重視する政府の援助

単位：トン 

 
出所：DLF 

図 1 ラオスにおける漁獲量の推移 
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政策と一致するとともに、JICA が重点課題の下で取り組んでいる 2 つの協力プログラ

ム（「食料の安全保障」と「村落振興」）の中に位置付けられるもので、日本、そし

て JICA の対ラオス援助方針と一致していた。 

 

3.1.4 事業計画やアプローチの適切さ 

本プロジェクトで対象とされた 4 県は、気候や生活条件の異なる北部、中部、南部

に位置しており、プロジェクト活動を全ての村で一斉に展開するのではなく、まずパ

イロット村（12 カ村）で活動内容を実証し、その結果を踏まえてより広範に普及展開

村（54 カ村）で活動を展開するアプローチが採用された。それぞれの地域に適した養

殖手法を実証し、普及する段階的アプローチは、効率的・効果的なアプローチであっ

たと評価されるが、普及展開段階では支援対象村数が増加したにもかかわらず、パイ

ロット事業と比較すると相対的に期間が短いこと、そしてインプットも極めて少なか

った。加えて、対象県が南北 4 県とあまりにも広範にわたっていたため、普及展開村

を超えて各県内でプロジェクト効果の広がりを確保することに困難が生じたと考えら

れる。 

以上より、アプローチには一部改善の余地があると思われるものの、本プロジェク

トの実施はラオスの開発政策、開発ニーズ、日本の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 8（レーティング：②） 

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） 

1) 成果 1：パイロットサイトの立地条件に適合した養殖手法が実証される。 

活動では、パイロット村の選定、パイロット活動運営計画の策定と実施、主として

NADC において養殖技術の改善が行われた 9。 

 

指標 1-1：現地の状況にあったマニュアルが整備される。 

終了時評価時点でティラピア養殖、コイ養殖など 6 種類の技術マニュアルが作成さ

れ、プロジェクト完了時までにさらに 2 種類のマニュアルが作成される予定であった 10。

事後評価時点では、プロジェクト完了後既に 3 年を経過し、マニュアル・ガイドライ

ンの一部は所在が不明になっており、その一部については、現地調査時に配布事実を

                                                        
8 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。 
9 元 JICA 専門家から、プロジェクトでは、日本の大学（東海大学、東京大学）や国際農林水産業研

究センター（JIRCAS）、FORCOM と養殖に係る共同実験を行い、この連携活動を通して、県・郡

カウンターパートのスキルアップや NADC の活動が広くドナーや研究機関に周知されることにな

ったと聴取している。 
10 終了時評価時に準備中であった 2 つのマニュアル（ヒレナマズとプンティウス）は、事業完了報

告書ならびに元 JICA 専門家によれば、「ヒレナマズとプンディウスの種苗生産マニュアル」とし

てまとめられ、プロジェクト完了時までに完成している。 
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確認することはできなかったものの、

成果 1 の達成の過程において技術マニ

ュアル（あるいはそのドラフト）など

がある程度活用されてきたと推定され

る。 

 

指標 1-2：パイロット村において対

象農家の魚生産が平均 40％増加す

る。 

終了時評価では、2005 年～2008 年の

3 年間のパイロット村の全村平均増加

率は 122％と推定されている。12 パイ

ロット村のうち 9 村で 40％以上の魚生

産の増加が認められた。事後評価では、

受益者調査 11により、世帯当たり魚の生産量の推移を確認したところ、図 2 の結果を

得た。いずれのパイロット村（5 村）の調査対象世帯でもプロジェクト完了年の 2010

年の世帯当たり平均生産量は 2005 年の実績の 40％を大きく超えている。終了時評価

時の評価結果と本結果を併せて考察すると、本指標は達成されていると推定される。 

年によって魚の生産量が減少した村や農家がある。事後評価でのインタビュー時、

減少の理由として、洪水、盗難、養殖農家により放流された稚魚の数の減少、粗放的

な養殖を行ったこと、水不足、池を水田に転換したことなどが理由として挙げられた。

農家へのインタビューでは、常に水の管理が必要とされる養殖に代わり、比較的場所

を選ばないタバコなどの商品作物が導入された事例も確認されている 12。一方、生産

量が増加した村があるが、その理由として、新しい技術の活用、より多くの稚魚を放

流したこと、より品質の高い稚魚を放流したこと、池の改善などが挙げられていた。

また、多くの農家は水産用配合飼料と思われる餌を購入しており、生産性向上の主な

要因と考えられた。 

                                                        
11 事後評価では、全パイロット村、普及展開村での全数調査に代えて、各県でプロジェクトの対

象となった 2 カ村（パイロット村、普及展開村それぞれ 1 カ村）を各県畜水産課（PLFS）の協力を

得て選定し、サンプル調査を実施した。2009 年のモニタリング調査では 1 村あたり 20～30 世帯の

農家を対象に調査をしており、そのリストの中から訪問時インタビュー調査に対応可能な農家に調

査への協力を依頼し、一カ村あたり 15 世帯を選定した。サンプル数が 1 村あたり 15 世帯に充たな

い場合は、プロジェクトの対象となった他の村から農家を選定し、インタビューを行った。2014
年 1 月に実施した調査の結果、9 カ村（パイロット村 5 カ村、普及展開村 4 カ村）から 120 世帯を

抽出した。対象世帯の家族構成員数は 4.9 人/世帯、家族構成員の合計数は 586 人、うち低地ラーオ

（Lao Loum）族 398 人（67.9%）、丘陵地ラーオ（Lao Theung）族 58 人（9.9%）、高地ラーオ（Lao 
Sung）族 63 人（10.8%）、Hmong（モン）族 67 人（11.4%）であった。 
12 元 JICA 専門家からは、養殖はラオスの農村社会における経済活動の一つの選択肢としてとらえ

られていると聴取しており、農民の経済最適化行動の中で養殖が位置づけられているとすれば、年

によっては他の活動に代替されることも当然考えられ、生産量の単線的な増加が毎年継続するとは

必ずしも限らないといえる。 

 
出所：2005 年のデータは終了時評価報告書、2007 年

と 2008 年のデータはモニタリング調査報告書（2009
年）、2010 年と 2013 年のデータは事後評価時受益者

調査。 
注：魚の生産量を回答した世帯数は年によって異な

る。 
 
図 2 パイロット村（5 村）における養殖

農家の世帯あたり平均魚生産量の推移 
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指標 1-3：パイロット村の対象農家のうち 60％以上が、パイロットプロジェクト終

了時に養殖を継続する高い意欲を有す。 

2009 年 8 月のモニタリング調査 13によると、12 パイロット村のうち 10 村において

すべての養殖農家が養殖を継続するという意向を示した。残り 2 カ村のパイロット村

でも、大部分の農民（76％～89％）は他村と同様に養殖継続の意欲を示していた。事

後評価時の受益者調査で今後の養殖に関する意欲を確認したところ、受益者調査対象

の 120 世帯全てにおいて「拡大」の意欲を確認した。2009 年のサンプル調査、2014

年の事後評価結果から、プロジェクト完了時において本指標は達成されていると推定

される。 

 

2) 成果 2：関係者（養殖農家、県・郡普及員及び県技術員）の養殖技術とその普及

に関する能力が改善される。 

活動では、各県の立地条件に適合した養殖技術と普及に関する研修プログラム及び

教材が作成され、県技術員、県・郡普及員及び中核養殖農家の研修が実施されるとと

もに、県養殖ステーション（以下、PAS という）の機能強化が図られた。 

 

指標 2-1： 各県 PAS において 2 名以上の職員が郡県職員や農民に研修を行うことが

できる。 

指標 2-2： 各県畜水産課（以下、PLFS という）においてそれぞれ 2 名以上の職員

が県養殖計画の作成を行うことができ、PAS や郡農林事務所（以下、

DAFO という）に対して養殖普及において必要となる説明指導を行うこ

とができる。 

指標 2-3： 各 DAFO において 2 名以上の職員が農民に説明指導できる。 

指標 2-4： 各パイロット村において少なくとも 1 名以上が他の農家に普及を行うた

めの意欲の高い VADW となる。 

 

終了時評価時点では各県・郡関係者の能力向上について自己評価が行われ、これに

基づいて成果 2 の達成が確認された。また、VADW に対しては、トレーニングを経て

DLF から認定証が発出された。事後評価時においては、引き続き同じ部署で活動を継

続している職員もあれば、プロジェクト活動の中で能力が向上した地方職員が県農林

事務所（PAFO）の普及課や PLFS の水産養殖開発部門などの関連部署に異動している

ケース、当該部門の管理職に昇進し、より高い位置から当該部署の管理を行っている

ケース、プロジェクト期間中に能力向上を測った地方職員が関連プロジェクトにイン

ストラクターとして起用されたケースなどを確認している。プロジェクトでは、農民

から農民へ（Farmer to Farmer）（以下、FTF という）の普及アプローチを念頭に、VADW

による地方政府の普及活動の補完が期待されていた。事後評価にて確認したところ、

                                                        
13 プロジェクトで作成された 2009 年モニタリング調査報告書。 



 10 

VADW 数はプロジェクト完了後ほぼ一定であった（若干減少）14。VADW へのインタ

ビューでは、村を超えて技術移転活動が積極的に行われているケースは多くはなかっ

たが、村内での技術アドバイスは、主に同村内の農民のニーズに応じて行われている

ことを確認した。 

関係者の養殖技術とその普及に関する能力は活用されてきたと判断され、プロジェ

クト完了時において本指標は達成されたと推定される。 

 

3) 成果 3：協力重点郡の養殖農家が改良された養殖手法を導入する。 

活動では、パイロット事業の成果を導入する農村と農家のグループが選定され、研

修、普及活動とモニタリングが実施された。 

 

指標 3：8 つの協力重点郡において、少なくとも 600 農家以上（普及展開村）が改良

された手法を導入する。 

終了時評価報告書では、2009 年の

モニタリング結果を踏まえ、プロジ

ェクトで導入された養殖手法を適用

した養殖農家数は、全ての普及展開

村合計で 1,000 農家以上（普及展開

村の養殖農家の約 80%と推定）にな

ったと報告されている。事後評価で

は受益者調査により、改良された養

殖手法の活用状況について聴取した。

9 村 120 人の回答者うち、80%以上

が何らかの新しい養殖技術を活用し

ていると答えている。地域、農家に

より、改善された技術が選択的に導入されているが、図 3 の通り、広く適用されてい

る技術としては、煮餌、池の管理、池干し、施肥、池の掃除など低コスト技術の中で

も、より低コストの養殖技術と考える。 

 

                                                        
14 但し、プロジェクト協力対象県以外では、新たに VADW への認証が行われている地域がある。

プロジェクト完了後ビエンチャン県で 2 名の認定が行われ、また JICA の技協である LIPS でもその

協力期間の前半に 10 名の認証が行われた。元 JICA 専門家によれば、これらの VADW も NADC で

研修を受け、その後 DLF で認証を受けるというプロセスがとられた。また、DLF によれば、村落

畜産防疫ワーカー（VVW）を各村に 1 人、これまでに計 12,000 人を養成してきた。将来的に同ワ

ーカーに、養殖分野の経験を積ませる構想もある。 

 
出所：事後評価時の受益者調査 

図 3 最近使用した養殖技術 
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出所：事後評価時の受益者調査 
注：設問「誰が新しい技術を教えたのか？」では VADW の数が少ないが、VADW 本人の名前を知

っていても、VADW という呼称をインタビュー対象者が知らなかった可能性がある。 

図 4 技術の伝播経路 

 

技術の伝播の経路としては、パイロット村、普及展開村とも類似のパターンを示し

ている（図 4）。経路としては、テキストや村落養殖振興委員会（以下、VAPC とい

う） 15メンバー、政府職員などがあげられた。近所の先進農家の養殖活動を見よう見

まねで取り入れたケースもあると思われる。また、他の農民に指導したケースは多く

はないが、VAPC 以外の近隣者や他の村の村人への指導も行われている。 

養殖技術を最近適用した回答者と適用したことがない回答者に分けて魚の生産量と

生産性を比較したところ、養殖技術の適用が生産性の向上に寄与したと推定された。

事後評価時点での受益者調査で確認できる限り、プロジェクトで導入された養殖手法

は活用され、生産性の向上に貢献していると判断される。終了時評価時の結果と併せ、

プロジェクト完了時において、成果 3 は達成されたと考えられる。 

 

コラム：サバナケット県普及展開村の養殖農家 
サバナケット県ノンサ・アート村の養殖農家 Aでは、自宅と目と鼻の先にある 2 つの小さな養殖池を使っ

て養殖を行っている。外部評価者が 2014 年 3 月下旬に訪れたときには、300m2 程度と思われる養殖池は

底に少しだけ水を湛え（写真下）、今一つの 150 m2 程度と思われる池からは水が落とされ、池の底に干か

らびた土の割れ目が見える状態であった。とても 83 歳の高齢とは思えない主人は、カクシャクとしてインタ

ビューに答えてくれた。A 家は 5 人家族で、一期作の水田耕作とともに牛や鶏も飼育し、小さな商いも行

っているらしい。娘が政府機関でも働く同家にとって、養殖はあくまで、自家消費を目的とした家族の小さ

な営みである。 
雨期が始まり、増水する 6 月ごろに稚魚の放養を開始する。その頃になると、サバナケットの町から、稚

魚を入れた袋を積み込んだトラックが、稚魚売りの声も高らかに村々を巡る。家に近づいたトラックを呼び

止めて、稚魚を求めるが、値段は稚魚の大きさによるものの、30～40 匹入りの袋が 1 万 Kip、合計 30 万

Kip 程度購入している。主人によれば、放養開始 2 カ月後の 8 月ごろから 6～7 カ月間にわたって、魚が

食卓に並ぶことになるという（生産規模を考えると、もちろん毎日ではなかろうが、手軽に家の前の養殖池

で魚を捕獲することができるため、特に農繁期には重宝されていると考える）。稚魚の購入代金のほかに

                                                        
15 VAPC は、村落全体の養殖振興に取り組むべく、養殖農民、村の指導メンバー、WU 養殖グルー

プのメンバーなどから構成された、10～20 人からなる委員会。全てのパイロット村、普及展開村で

VAPC が設立されたが、パイロット村では選抜された中核養殖農家が、さらに VADW として認証さ

れた。なお、VADW になるためには、VAPC から推薦されることが一つの必要条件とされていた。 
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餌代として 10 万 Kip かかるため、A 家では、この小さな養

殖事業に合計 40 万 Kip の現金を投入していることになる。

魚を市場（いちば）で買うと、ものの 1 週間程度で 40 万 Kip
は消えてしまうが、養殖をして家族で賞味すると、便益が数

カ月にわたって続くような“お得感”がある。 
養殖技術について、主人によれば 2009 年にプロジェクト

が主催した研修に参加して、米ぬかや野菜を使った煮餌

の作り方を学んだ。また研修に参加した他の村の農民か

ら、水牛の糞などの肥料を池に投与する技術も教わった。

煮餌を与えると魚は健康になるようだが、生産量も以前の

50～60Kgから今では年間 100kgまで増加したように感じて

いる。 

 

4) 成果 4：立地条件に適合した養殖手法の普及に際して関係機関の機能と連携が

強化される。 

活動では、協力対象県の養殖普及戦略の策定支援、協力期間後の養殖普及に係る行

動計画の策定、計画に係るセミナーが開催された。 

 

指標 4-1：関係機関が各機関の役割を明確にした協力協定を受け入れる。 

終了時評価報告書は、ラオス政府が 2007 年の首相令に基づき、10 村前後の村を一

つのクラスターとして考えるクラスターアプローチの導入を進めていたこと、この方

針に沿って MAF では 2008 年に大臣令を発出して県レベル、郡レベルの技術サービス

センター（以下、TSC という）づくりを進めていたことを報告している。終了時評価

では、TSC 体制は新しい枠組みであり、そのような状況下でプロジェクト独自に協力

協定の締結は困難と判断されていた 16。事後評価でのインタビューでも本指標の達成

状況を確認できなかった。 

 

指標 4-2：プロジェクトはラオスにおける持続可能な養殖開発に関する提言を行う。 

終了時評価報告書では、プロジェクトが農村地域における養殖普及パッケージとし

て、2009年 4月、RAPPを作成し、修正後、DLFに正式に承認を受けたことを報告してい

る。RAPP では「1 クラスター、1 パイロット村」、「1 パイロット村、2 VADW」の考え方

で、クラスターアプローチを取り入れており、指標 4-2 は達成されたと判断される。 

 

上記より、成果 4 の達成度は限定的と判断される。 

 

 

                                                        
16 協力協定の締結が受け入れられなかった理由は不明である。養殖普及にあたり国レベルでは DLF
と NADC、県レベルでは PAFO と PAS、郡レベルでは DAFO、そして村レベルでは VAPC の関与と

連携が進められ、協力協定は、各機関が担う責任と役割を明確に規定するものであると考えられる。

ただ、10 村前後の村を 1 つのクラスターとして考える開発方式が導入されつつある状況で、協力協

定の内容が同開発方式と必ずしても適合していないと考えられたのではないかと思われる。 
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3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

1) 指標 1：4 県 720 養殖農家（パイロット村 120、普及展開村 600）で魚の生産量

が平均 40％以上増加する。 

事業完了報告書（2010 年 3 月）によれ

ば、パイロット村では 511 人以上の養

殖農民が改善された養殖技術・方式を

採用し、337 人以上の養殖農民（61％）

が生産量を 40％以上増加した。普及展

開村での養殖展開事業においては、パ

イロット事業で改善された技術や方式

が 54 村の対象村に導入され、1,004 人

以上の養殖農民が改善された技術・方

式を採用し、653 人以上の養殖農民

（65％）が生産量を 40％以上増加させ

た。 

事後評価の受益者調査では、4 県の

プロジェクト対象村 9 カ村（パイロッ

ト村 5 カ村、普及展開村 4 カ村）にて、養殖農家における魚の生産量を確認した（図 5

のとおり 2010 年の生産量は、9 カ村合計で 2007 年比で 6.0 倍に、ドンケオ村（Donkeo 

village）を除くと 3.8 倍に増加）。一部のパイロット村、普及展開村でのサンプル調

査であるが、終了時評価時の生産量の増加をある程度裏付けるものと考えられ、指標

1 は充足されていると判断する。 

 
コラム：調査対象村の類型化の試み 

普及展開の速度や範囲については、事後評価でもパイロット村、普及展開村間でかなり濃淡がある。ウ

ドムサイ県のドンケオ村（Donkeo village）（低地ラーオ族）のように、村が町の中心に位置し、池の面積も

比較的広く、二期作ができるほどではないが、灌漑施設も比較的よく整っている村がある一方で、ホアイサ

ン・オー村（Houayxam-O village）（主に、高地ラーオ族）のように高地に位置し、池の規模も比較的小規

模な村がある。魚の生産量の差をもたらした原因として、洪水、盗難、給餌方法、稚魚の投入量、水産用

配合飼料の投与 などがある。さらに、民族（低地ラーオ族、丘陵地ラーオ族、高地ラーオ族）、投資資金

と水源へのアクセスに影響される養殖池の規模、販売世帯数（マーケットアクセスとも関係）の特徴などを

挙げることができる 。同一の村内においても、村によってはかなり回答内容にバラツキがある村も見られる

が、村落別の特徴は表 2 のとおり、「商業的養殖タイプ」「自家消費と現金収入多様化タイプ」「自家消費

タイプ」の 3 タイプに類型化できると考える。「商業的養殖タイプ」では養殖池の平均面積、平均生産量とも

大きく、販売世帯数の比率も高い。「自家消費タイプ」は、池の規模、生産量ともに小さく、販売世帯の比

率も少ない。 
 

 
出所：2009 年モニタリング調査結果と事後評価時

の受益者調査 

図 5 パイロット村普及展開村の年魚生産量 
（インタビュー対象者 n=120） 
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表 2 受益者調査対象の村の特徴 

タイプと県 村 
2010 年 2013 年 生産

量と 
増減 

特徴 
生産量
回答者 

平均面
積 m2 

平均生
産量 kg 

生産量
回答者 

平均面
積 m2 

平均生
産量 kg 

民族 池の
規模 

販売 
世帯数 

商業的養殖タイプ 
ウドムサイ ドンケオ 14 4,060 3,779 13 4,569 4,992 多/増 低地 大 多 
自家消費と現金収入多様化タイプ 
サヤブリ ナソムニャイ 15 3,560 510 15 3,627 612 中/増 低地 大 多 

サバナケット サイサンパン
(Saisamphan) 15 4,160 897 15 3,320 823 中/減 低地 大 中 

サラワン ファオ (Phao) 18 2,317 322 10 2,424 483 少/増 低地 中 中 
自家消費タイプ 

ウドムサイ ホアイトン 
(Houaythong) 12 1,833 279 10 1,000 221 少/減 丘陵

部 小 少 

サヤブリ ホアイサン・ 
オー 13 939 232 13 1,062 239 少/ 

微増 
高地
ほか 小 少 

サバナケット ノンサ・アーン
(Nonsa Ath) 15 1,937 171 14 1,261 186 少/ 

微増 低地 小 少 

サラワン 

ドンドウ/ 
ホアクワセット 
(Dondou/ 
Houakhouset) 

12 1,477 121 6 908 102 少/減 低地 小 少 

出所：受益者調査結果 
注：ホアイトン村とホアイサン・オー村は少数民族が多く居住する村である。 
 

表 2 で分類したタイプ別に 2013 年の魚の売上高、主な生産コスト（稚魚、餌代、薬品代）の平均値と中

央値を比較すると表 3 のとおりである。「商業的養殖タイプ」では、稚魚、餌 の購入代金から判明する通

り、多くのインプットが投下されていることが判明した。「商業的養殖タイプ」、「自家消費と現金収入多様化

タイプ」とも、平均値と中央値に大きな乖離があることから、一部の農民のインプットが極めて大きいことが

わかる。他方、「自給的養殖のタイプ」では、インプット、売上高ともに限られている。 
 

表 3 タイプ別にみた魚の売上高と主な生産コスト（2010 年と 2013 年） 
単位：百万 Kip 

タイプ 平均/中央値 売上高 稚魚代 餌代 薬品代 
2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

商業的養殖タイプ 平均値 55.9 79.0 5.4 8.3 18.6 33.7 0.5 0.9 
中央値 18.0 25.2 3.0 6.5 2.5 5.0 0.1 0.2 

自家消費と現金収入 
多様化タイプ 

平均値 9.6 10.7 1.2 1.0 2.9 2.7 0.2 0.2 
中央値 3.0 3.6 0.5 0.4 0.2 0.3 0.0 0.0 

自家消費的養殖タイプ 平均値 1.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 
中央値 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 

出所：受益者調査結果 

 

上記コラムの通り、近年の急激な生産量の増加の背景には、投入の増加（稚魚 17の

品質向上を含む）とそれを可能にした養殖池の拡張の影響が大きいと推察された 18。

                                                        
17 稚魚はティラピア（Tilapia）を受益者調査回答者 120 人中 114 人が養殖していると答え、コイ

（Common carp）は同 111 人、プンティウス（Puntius あるいは Golden Carp）は同 102 人などと回答

されている。またウドムサイ県のパイロット村訪問調査時には、VADW より配合飼料として中国

産、タイ産の配合飼料を利用しているとの説明を受けた。 
18 このような養殖の広がりの背景について、元 JICA 専門家から、(1) 水産用配合飼料の利用、(2)
道路整備が進む中、整備に必要な土砂の採掘後の跡地が養殖池として活用されるようになったこと、

(3) 養殖がビジネスとして成り立つことが広く認識されてきたこと、(4) 旺盛な消費需要 が指摘

された。 
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このため、養殖技術の向上と生産性の向上の関係を検討すべく、インプットが限られ

ている「自給的養殖農家」タイプを抽出して比較したところ、表 4 のとおり、養殖技

術を適用した農民と適用していない農民の間で、生産性の平均差を推定することがで

きた。このことから、養殖技術の適用とプロジェクト目標である魚生産量の増加との

間に、因果関係を推定することができる。 

 

表 4 養殖技術を適用した農家と適用しなかった農家の比較 

 

生産量回答者

(人) 
平均生産量 

(kg/世帯) 
平均池の面積

(m2/世帯) 
生産性の平均

(Kg/m2) 
2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

養殖技術を適用した農家 36 33 234 225 1,608 1,189 0.23 
(0.029) 

0.23 
(0.021) 

養殖技術を適用しなかった

農家 
16 10 122 111 1,413 711 0.15 

(0.024) 
0.17 

(0.037) 
出所：受益者調査結果 
注：括弧内の数値は標準誤差。仮に無作為抽出と仮定した場合、生産性に関しては、養殖技術を適

用した農民と適用しなかった農民の生産性の平均は、2013 年には 0.1（10％）のレベルでも有意な

差を認めることができない（z 値=1.518）が、2010 年には 0.01（1％）のレベルで統計的に有意な差

を認めることができる（z 値＝2.185）。技術を適用しなかった農民で生産量を回答者した回答者は

2010 年の 16 人から 2013 年は 10 人と減少しており、2013 年の標準誤差が増加している。 

 

2) 指標 2：県及び郡レベルで養殖開発計画が策定される。 

事業完了報告書によれば、DLF は AQIP 2 が提出した RAPP（案）を、2009 年 7 月

に制定された漁業法などに基づいて検討を加え、2009 年 10 月に農山村における標準

的な養殖普及・振興方式として承認した。RAPP を踏まえ、2009 年 2 月に実施された

第 3 年度のワークショップにおいて、DLF、NADC、PAFO、PLFS、DAFO が連携し、

プロジェクト対象 4 県では、県別養殖開発計画が策定された。郡レベル養殖開発計画

の策定状況は不明であるが、DAFO からも職員が参加していることから、実質的に郡

レベルの計画も策定されたと考えられる。さらに、各対象県の PLFS、各重点郡の DAFO

は、プロジェクト完了後の活動計画としてより詳細な 2 年間のアクションプランも作

成した。ただ、省の関係機関がアクションプランを承認したのか否かについて確認す

ることはできなかった。 

プロジェクト目標は指標 1 についてはパイロット村、普及展開村について目標値を

達成したと判断されるが、指標 2 については、終了時評価時点で RAPP の考え方に基

づき PADS、さらに養殖開発アクションプランが作成され、関係者間で原則的な合意

形成が図られていたものの、その実施を担保するための関係機関による承認を確認で

きなかったことから一部達成されていない。 
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3.2.2 インパクト 

3.2.2.1 上位目標達成度 

1) 指標 1：対象 4 県において、村落部の住民の魚 19の消費量が 22Kg/人/年となる。 

事後評価時点で各県 PLFS から入手した水産物消費量のデータは表 5 の通りである。

データの信頼性を高めていく必要があるものの、本データによれば上位目標に対応し

て設定された目標値（22kg/人/年）をまだ達成していない県もある。 

他方、パイロット村において水産物

の消費量についてモニタリングを実

施した結果、その消費量について表 

6 の通り増加傾向を確認することが

できた。2009 年のモニタリング結果、

そして 2014 年の事後評価時に同様

の手法で実施したモニタリング結果

はパイロット村のモニタリング結果

であり、県全体の平均消費量と単純

に比較できないものの、2009 年との

比較で 2014 年の消費量が一般的に増加していると推定できる。 

 

表 6 水産物の消費量に係るモニタリング結果 
単位：kg/人/月 

パイロット村の 
所在県 

2009 年 10～11 月モニタリング結果 2014 年 1 月～2 月モニタリング結果 

サン
プル
数 

平均値 水産物 
消費量 
中央値 

サン
プル
数 

平均値 水産物
消費量
中央値 

水産物
消費量 

（うち魚
消費量） 

水産物
消費量 

（うち魚
消費量） 

ウドムサイ県 7 2.7 2.1 2.3 6 5.4 5.1 4.2 
サヤブリ県 6 2.8 2.3 2.4 6 3.3 2.7 3.3 

サバナケット県 6 2.7 2.2 2.5 6 5.8 4.5 4.1 
サラワン件 6 3.6 3.3 3.2 6 5.6 3.9 5.1 

調査対象村の平均 25 3.0 2.5 2.5 24 5.0 4.0 3.9 
養殖農家 16 3.3 2.9 

 
22 5.2 4.2 

 
非養殖農家 9 2.3 1.7 2 3.3 2.5 

出所：2009 年は事業完了報告書のデータ、2014 年は事後評価時のモニタリングデータによる。 
注：事後評価では、2009 年に水産物の消費量に関するモニタリングの対象となった農民の世帯を

対象（パイロット村 12 カ村の農家合計 24 世帯）に 2014 年 1 月～2 月の 1 カ月間、水産物の消費量

の記録を依頼し、そのデータをもとに、2009 年の消費量調査と同様の方法で月間の消費量を算出

した
20
。 

                                                        
19 正確には「魚と他の水生動物を含む水産物」と理解すべきと考える。 
20 地域によって稚魚の放流から収穫の時期は異なるが、一般的に放流は 6 月ごろに行われる。10
月から養殖魚の捕獲、消費が開始され、その後数カ月間に亘り消費が続く。従って、6 月～9 月の

期間には購入した魚を消費する傾向にあり、また 10 月以降は刈入れ時の農繁期とも重なり、捕獲

の手間を省くことのできる養殖魚の消費が増える傾向にある。季節により魚の消費量と入手パター

ンが異なることから、特定の月のデータを用いて、単純に年換算し比較することは、方法論上問題

がある。ただ、10 月～11 月と 1 月～2 月それぞれの魚の入手経路が比較的類似していると考えられ

るため、両期間のモニタリング結果の比較（月ベースでの比較）は可能と判断した。 

表 5 プロジェクト対象県での一人当た

り水産物消費量（魚と他の水生動物を含む） 

単位：kg/人/年 

県 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ウドムサイ - - - - 13.5 14.0 

サヤブリ - 24.2 22.2 27.0 17.0 12.9 

サバナケット 15.7 16.5 16.9 16.7 18.5 17.3  

サラワン 18.0 19.0 19.0 23.0 23.0 25.3 

出所：各県 PLFS 
注 1：「-」は未回答を示す。 
注 2：サヤブリ県での消費量の減少の原因は不明。 
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2) 成果・プロジェクト目標の上位目標達成への貢献 

事後評価でも、終了時評価と同様に、成果 1～成果 3 に関連する 2 段階の普及アプ

ローチは、効果的かつ効率的に実施されたと判断された。これらの活動は、プロジェ

クト目標の達成度をはかる指標 1 に示されるように養殖手法の普及を通じた魚の生産

量の増加で示され、これを通じて上位目標である小規模養殖農家（特に、先に見た「自

家消費養殖農家」タイプ）の生活向上に寄与していると考えられる。 

成果 4 に関しては、プロジェクトがラオスにおける持続可能な養殖開発に関して

RAPP を提言し、農山村における標準的な養殖普及・振興方式として DLF により承認

されたものの、関係機関間の合意形成は、プロジェクト対象の村や郡を超えた養殖手

法の広範囲な普及のために、十分な人的、財政上の裏付けを有するものではなかった

と判断された。同様のことが、プロジェクト目標の指標 2 についてもあてはまる。養

殖開発アクションプランが作成され、関係者間で原則的な合意形成が図られたものの、

その実施を担保するための関係機関による承認を確認できていない。協力対象 4 県で、

プロジェクトの効果の広がりを確保するための体制整備には至っていないと考えられ

た。 

 

3.2.2.2 その他のインパクト 

1) ジェンダー主流化 

終了時評価では、本プロジェクトが研修、フィールド指導、モニタリングなど養殖

に関連する様々な活動において農村女性の参加を積極的に促したことを指摘している。

事後評価時点では、訪問した 2 カ村で WU による養殖活動は中止されていた 21。プロ

ジェクト期間中に養殖池を WU の養殖グループで借用していたが、プロジェクト完了

後、同養殖池を返却することになったため養殖活動を中止せざるを得なくなったとの

ことであり、インパクトは限定的である。 

 

2) 先進養殖農家のネットワーク化 

プロジェクトは先進養殖農家のネットワーク形成（種苗や親魚の融通、共同での機

材調達、情報共有）というインパクトを醸成した。事後評価では、サヤブリ県にて、

プロジェクトの支援を受けて、種苗生産農家（7 農家）によるグループが形成され、

維持されていることを確認した。グループ化の良い点として、(i) 販売価格の設定、(ii) 

技術交流、(iii) 販売力の強化、(iv) プロジェクトからの支援の受け皿などが挙げられ

た。 

 

                                                        
21 事後評価では、パイロット村（12 カ村）、普及展開村（53 カ村）の VAPC に対して、質問票あ

るいはインタビュー調査による確認を行った。回答を受けた 65 VAPC のうち、各村で WU が養殖

活動を取り入れている村は、2 グループであった。 
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写真 1：プロジェクトが支援したサイヤブリ県ピ

アン郡の種苗生産グループによる種苗生産。

例えば、3 カ月程度のインドゴイ（Indian Carp）
の稚魚を育成し、400kip/匹（＝約 5 円）で販売

するという。 

 
写真 2：ウドムサイ県サイ郡のVADWの養殖池

で捕獲されたコイ。約 2 年間養殖し、2.5Kg と

なった。訪問するトレーダーに庭先価格

25,000Kip/Kg（＝約 320 円/Kg）で販売する。 

 

WU の活動を含め、グループ活動は、グループ形成の最低条件が整っている場合（例

えば、グループによる養殖池の確保）やグループ設立の便益あるいはグループ維持の

インセンティブが共有されている場合（例えば、種苗グループの活動）に継続されて

おり、技術情報の共有や女性の自立などに貢献しているといえる。 

 

3) 村民間の友好と相互扶助 

終了時評価では、異なった少数民族間の連携、村内の村民間の相互扶助意識の高揚

が指摘されていた。プロジェクトでは協力対象村で VAPC の設置を支援した。VAPC

は養殖振興が共同体内の経済的バランスを崩し、社会内部の摩擦発生のポテンシャル

となることを避け、養殖農民の利益になるような支援だけに限定せず、非養殖農民を

含めた村全体の利益になるような活動（例えば、VAPC による WU 養殖グループや低

所得農民へ技術指導）の実施を目指して設置されたものである 22。ただ、事後評価時

に訪問した協力対象村の VAPC や WU ではグループ活動は低調であり、インパクトは

限定的と判断された 23。 

 

以上の通り、プロジェクトの活動を通じて、成果 1（立地条件に適した養殖手法の

実証）、成果 2（関係者の養殖技術と普及に係る能力向上）、成果 3（養殖農家による

改良された養殖手法の導入）は達成されたが、成果 4（普及に関する関係機関の連携

強化）の達成は限定的であった。プロジェクト目標については、指標 2（県及び郡レ

ベルでの養殖開発計画の策定）について一部達成に問題があったものの、指標 1（パ

イロット村と普及展開村の養殖農家の魚生産量の増加）は達成されたと判断する。上

                                                        
22 元 JICA 専門家からのヒアリングによる。 
23 その中でも、技術情報や経験の共有、プロジェクトで支援を受けた機器の共同活用などを実施

している VAPC もあった。インタビューや質問票の回答によれば回答した 65 VAPC の約半数がそ

のメンバーに技術的な支援を行っているとしていた。また約四分の 1 の VAPC からポンプなどの機

器の共同利用を行っているとの回答を受けた。 
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位目標の達成状況については、目標値を達成していない県があるため、一部達成され

ていない。インパクトとして、サヤブリ県で先進養殖農家のネットワーク化が進めら

れたが、グループ養殖活動などは低調でありインパクトも限定的と判断された。これ

らを踏まえ、有効性・インパクトは中程度と判断した。 

 

3.3 効率性（レーティング：③） 

3.3.1 投入 
投入要素 計画 実績（終了時） 

(1) 専門家 
派遣 

・滞在型 3 名 
滞在型 3 名（チーフアドバイザー/養
殖技術、普及・訓練、村落開発 /業務
調整）、 
・短期（親魚育成、種苗生産、参加型
開発、ジェンダー主流化、営農改善他
（第三国専門家を含む）） 

短期専門家 10 名（研修/親魚育成/種苗生産、養
殖技術 1/普及、養殖技術 2/村落開発/流通調
査、チーフアドバイザー、ジェンダー主流化/生活
改善、参加型開発、初期開発、施設設計、営農
改善、域内ネットワーク強化の 10 分野）。短期専
門家 10 名のうち 3 名（研修/親魚育成/種苗生
産、養殖技術 1/普及、養殖技術 2/村落開発/流
通調査）は、プロジェクト協力期間を通じて短期
間の滞在が繰り返されており、計画時の滞在型
に対応していると考えられる。 
専門家派遣人月数：150MM 

(2) 研修員 
受入 

主な研修分野 
 

主な研修分野：内水面養殖、ジェンダー主流化
など。一回あたり 1～6 名の研修員の受入れを 6
回にわたり実施。内水面養殖、養殖魚の魚病防
除と衛生管理などのほか、水産におけるジェンダ
ー主流化もテーマとされた。 
研修員受入 18 人 

(3) 第 3 国 
研修 

主な研修分野 
タイ国等での第三国研修 

主な研修分野：内水面養殖と普及 
21 人（タイでの第三国研修） 

(4) 機材供与 主な投入機材 
車両（研修・モニタリング用）、種苗生
産用機材、各種養殖資機材他 

主な投入機材： 
ミニバス、モーターバイク、コンピュータなど合計
14 百万円 

(5) 施設整備 種苗生産機器、PAS の施設 NADC や PAS などで養殖関連の施設整備：18
百万円 

(6) 現地業務
費 

運営経費の補填 研修・セミナー実施経費、巡回指導経費、普及
教材作成経費など：64 百万円（ローカルコスト負
担） 

協力金額合計 合計約 550 百万円 合計 550 百万円 
相手国政府投
入額 

C/P の配置、県・郡レベルのプロジェク
ト担当職員、県技術員及び郡普及員
の配置、予算措置、プロジェクト用施
設の提供   合計額 不明 

C/P 36 名の配置、その他機材など（トラック 1 台、
四輪駆動車 3 台、ミニバス 1 台、バイク 2 台、パー
ソナル・コンピューター3 台、プリンター1 台など）、
土地（12Ha）、建物、業務費 645 百万 Kip（＝約 7
万 7,000 ドル）   合計額 不明 

注：実績は終了時評価報告書の記載内容を踏まえた。 

 

3.3.1.1 投入要素 

1) 専門家の派遣 

日本人専門家に加えて、水産普及/飼料開発分野でタイから第三国専門家が短期派遣

されている。 
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2) 国内研修 

ラオス国内研修としては、NADC での養殖技術研修、PAS での養殖技術研修、パイ

ロット村などの視察、PAS や DAFO 事務所などでの現場研修などが行われている。終

了時評価時点までに、合計 58 名の地方政府職員、260 名のパイロット村農家、718 名 24

の普及展開村農家が参加した。 

 

 
写真 3：サラワン県の養殖ステーション 

の研修関連施設 

 
写真 4：プロジェクトで供与されたポンプ（サバナ

ケット県ドンドウ村）。VAPC のメンバー間で共同

利用されている。メンバー以外の農民も有料で利

用可能である。 

 

3) 施設整備 

NADC にて実験池・施設の改修などが行われた。 

 

4) 投入に関する改善点 

事前調査の段階で、地方により地形・気候条件などが大きく異なることが判明して

いたため、養殖技術の全国普及にあたり、地域特性を考慮し、最適な技術を普及させ

る必要性が認識されていた。このため、全国展開の足掛かりとすべく、地域特性の異

なる 4 県で技術移転を行うこととなった。プロジェクトスタッフによる巡回技術指導

は高く評価されているが、その一方で、南北に離れた複数の県を対象としたため、移

動に時間と費用を要することになった。事後評価において実施したインタビュー結果

を踏まえると、南北に離れた 4 県ではなく、対象県を絞り込み、対象県の中で条件の

異なる地域を選定することによって、異なる地域特性を考慮に入れた技術移転を、効

率的で効果的に実施できると考えられた。また、対象県を絞ることにより、当該地域

内でより多くの関係者を対象とした研修を実施するとともに、関係者間のネットワー

ク化もはかり易いと考えられた。さらに、パイロット村と比較して、普及展開村への

投入は研修機会、資材や稚魚の支援などの投入面で極めて小さく、支援期間も短期で

あったが、この点も地域を絞ることにより、ある程度改善されると考えられた。 

 

                                                        
24 うち 415 名の研修期間は 1 日であった。 
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3.3.1.2 協力金額 

日本側の投入金額は、約 550 百万円を予定していた。投入金額の実績が約 550 百万

円であり、事業費の実績は計画どおりであった（計画比 100％）。 

 

3.3.1.3 協力期間 

協力期間は 2005 年 3 月から 2010 年 3 月までの 5 年間の計画であり、実績も 5 年間

であり計画どおりであった（計画比 100％）。 

成果 1 のパイロット事業については、当初 3 年次で終了する予定であったが、対象

となるパイロット村の機能をより強化するために、パイロット事業の期間を 1 年間延

長した 25。それ以外の活動はおおむね計画どおりに実施された。 

 

以上より、本プロジェクトは事業費及び事業期間ともに計画内に収まり効率性は高

い。 

 

3.4 持続性（レーティング：②） 

3.4.1 政策制度面 

現行の第 7 次国家社会経済開発 5 カ年計画（2011～2015 年）では、その上位目標の

一つに貧困削減を含むミレニアム開発目標（MDGs）の達成を挙げているが、貧困へ

の対処策の一つとして、地方開発の後押しに言及している。同計画では、農林業セク

ターの経済開発の一環として、肉・魚類の生産目標が設定されており、本プロジェク

トの内容は、第 7 次国家社会経済開発 5 か年計画と整合している。 

一方プロジェクトでは、当時クラスターアプローチというラオス政府の地方開発方

針を考慮しながら VADW の認定制度を含む RAPP が作成された 26。ただ、既述の通

り事後評価時点では、プロジェクトで想定されていた RAPP の実施促進を確認できな

かったため、制度面での持続性は限定的である。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

終了時評価時点において、県や郡では、慢性的な人材不足により安定的な普及活動

に若干の懸念が示されていた。事後評価時点でも、終了時評価時点での状況に大きな

                                                        
25 元 JICA 専門家からは、魚の飼育サイクルは 1 年間に 1 回であるので、適合性を実証するために

は最低でも 3 回程度、即ち 3 年の実証実験を行う必要があること、さらに適合性を考察するには、

同時に条件の異なる複数の飼育池を使う必要があったと説明を受けている。このような実証実験に

時間を要したと考えられる。 
26 クラスター方式は郡の中に複数の村で構成するクラスターを設定し、各クラスターに TSC を設

立することにより、行政サービスへのアクセス改善を推進していた（中間評価報告書（2008 年 1 月））。

中間評価では、本プロジェクトの成果の効率的普及には、クラスター制度を踏まえる必要があると

認識されていた。例えば、VADW が TSC を通じてクラスター内で養殖技術を普及するといった案

が示されている。なお、事後評価時点ではサンサーン（3 つの建設運動）と呼ばれる開発方式が導

入され、その中で県を「戦略をつくる単位」、郡を「強化する単位」、そして村を「開発単位」と

してつくりあげていくことを奨励していた。 
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改善は見られなかった 27。VADW に関しては、プロジェクト完了後においても、種苗

生産・中間育成を継続している農家もいたが、その一方で他の種苗販売業者との競争

などに直面し、一時的に種苗生産を中止している VADW もいた。プロジェクト対象

地域では、新たな VADW が育成されてもいない。普及体制については一部課題があ

ると判断する。 

 

3.4.3 カウンターパートの技術 

事後評価での受益者調査でも、多くの回答者がプロジェクトによって改善された養

殖手法を活用していることが判明した。プロジェクトにて普及された養殖手法は、養殖

農家に受け入れやすい手法であったと考えられ、技術的な持続性は高いと考えられる。 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

事後評価では、水産養殖分野の普及活動に係る予算配分状況を確認したところ、特

に県、郡レベルでの予算配分は極めて少額であった。訪問した養殖ステーションの中

には、施設の維持管理が適切に行われていないステーションもあり、維持管理予算の

配分に一部問題があることを確認した。カウンターパート機関の財務状況は、今後、

普及展開の広がりを確保するには限定的なものと判断する。一方、終了時評価時点で

も、県や郡が慢性的な資金不足を抱え、普及員による安定的な普及活動に支障を来す

可能性が認識されていたが、そのような状況のもとで、中核養殖農家や VADW によ

る FTF 普及アプローチが、地方政府の普及活動を補完することが期待されていた。 

 

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、財務状況に

は軽度な問題がある。プロジェクトでは、地方政府の慢性的な人材不足・資金不足の

中でも技術普及が進むべく、FTF 普及アプローチの推進を念頭に中核養殖農家や

VADW の育成、種苗生産農家の支援を進めてきた。事後評価時に確認したところ、

VADW による技術移転の広がりは限られていたが、VADW や種苗生産農家が、政府

による普及活動の補完的機能を担い、また、低コスト、低リスクで生産性向上に寄与

する養殖技術が導入された結果、多くの養殖農家により継続的に使用されていると判

断された。農民の誘因に基づいた取り組みが政府のサービスに対する補完的な役割を

担うものとしてプロジェクトに織り込まれ、プロジェクト効果の維持につながってい

ると考えられ、本プロジェクトにより発現した効果の持続性を中程度と判断した。 

 

                                                        
27 DLF では 2012 年に水産課（DOF）が設けられたが、その職員数は限られている。その一方で、

事後評価時点では、MAF のもとに新たに普及協同組合局（DAEC)を設立するなど、普及体制を含め

た改組が進行していた（この点について、事後評価では十分な情報を得ることはできなかった）。 
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4. 結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本プロジェクトは、ラオスの北部、中部、南部のウドムサイ県、サヤブリ県、サバ

ナケット県、サラワン県の協力対象 4 県において、立地条件に適合した養殖手法が普

及することを目的に、パイロット村の立地条件に適合した養殖手法の実証と導入、関

係者の養殖技術と普及能力の改善、普及にあたっての関係機関の連携機能の強化を図

ったものである。 

本プロジェクトは、ラオスの開発政策、開発ニーズ及び我が国の援助政策と整合し

ており、妥当性は高い。プロジェクト完了時には、養殖手法の普及に際しての関係機

関の連携強化以外の成果は概ね達成されたと判断される。また、パイロット村ならび

に普及展開村では魚の生産量の増加が確認され、その背景には養殖技術の導入や稚魚

の品質向上があると考えられた。ただ、協力対象県で養殖開発アクションプランが作

成され、原則的な合意がはかられたものの、関係機関による同プランの承認にまでは

至っていない。また上位目標である魚の消費量増加の目標も、3 県では未達成である。

このため有効性・インパクトを中程度と評価した。協力金額・期間についてほぼ計画

通りであるため、効率性は高いが、政策制度面では RAPP は MAF の DLF から承認さ

れたものの導入に至っていないこと、人員不足、維持管理予算の不足など軽度な問題

が認められることから、発現した効果の持続性は中程度と判断する。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 カウンターパートへの提言 

1) グループ活動の支援： 

プロジェクトでは、養殖農家と非養殖農家の経済的ギャップ拡大の懸念からグルー

プ養殖の振興を通じて、社会的観点に注意を払ってきた。ただ、グループ養殖として

プロジェクトが支援した WU による養殖や低所得農民グループの活動の成果は限定的

であった。グループ活動の支援にあたり、実施機関は、グループ活動が機能する条件

や状況について検討し、そのうえで、支援の是非、支援方法を判断すべきである。例

えば、WU による養殖活動の推進では、グループ活動の基盤となる養殖池の使用アク

セスの確保やグループ・リーダーの資質が、持続性を高めるために重要な要素である。

このため、実施機関は支援に先立ち、当該グループが養殖池を継続して使用できる状

況に置かれているのか、グループ・リーダーはグループ活動の推進をはかるだけのリ

ーダー的資質を有しているのかといった点を確認する必要がある。 

 

4.2.2 JICA への提言 

なし。 
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4.3 教訓 

1) 養殖農家の類型を踏まえたターゲッティング： 

プロジェクトでは、その開始直後、パイロット事業対象候補村でベースライン調査

を実施し、そのパイロット村としての適切性を判断している。普及展開事業対象候補

村でも、普及展開村としての適切性を判断すべく村落調査が行われている。プロジェ

クトの対象となったパイロット村、普及展開村は、さまざまな社会・自然条件に置か

れており、これらの条件が養殖の規模、生産量、マーケットでの販売量などに影響を

与えていると考えられた。対象となった養殖農家の中には比較的大規模で商業的な養

殖を行っている農家、小規模で自給的な養殖活動を行っている農家もある。経済・社

会条件の変化の中で、急速に活動が普及展開することもありうることを前提に、プロ

ジェクトで支援の焦点をあてる農家や村の類型（例えば、「自家消費タイプ」の農家

や村に重点を置くなど）をあらかじめ合意することができれば、ターゲットを絞った、

より効果的な支援ができると考えられる。 

 

2) プロジェクト側が技術移転を期待する農民の経済的インセンティブの確認： 

本プロジェクトでは VADW と呼ばれる村落養殖開発ワーカーや中核養殖農民から

一般の養殖農家への技術移転、すなわち農民から農民に技術移転を狙う FTF アプロー

チの有効性が示された。同アプローチが持続的に機能するためには、技術移転を担う

VADW や中核養殖農民が、技術移転にあたって期待する経済的インセンティブの有無

とその規模が重要な要素となる。例えば、VADW が種苗育成や稚魚の中間育成を行え

ば、育成した稚魚の販路を広げるために積極的に養殖技術の普及を周辺農家に行うこ

とができるようになると考えられる。なお、その場合、農民間での携帯電話などの情

報通信手段や道路アクセスなどの交通インフラなどの周辺環境の変化に応じて種苗販

売者に対する VADW の競争力は相対的に変化し得ること、そして、技術移転先の活

動環境（本プロジェクトの場合は養殖農家の養魚池の拡大と水の確保の可能性）につ

いて確認が必要である。 

 

3) プロジェクト対象県の絞り込みと地方でのプロジェクト事務所の設置： 

南北に広範囲に及ぶ地域で技術協力プロジェクトが実施され、プロジェクト事務所

は首都の研修・開発研究機関に設置された。プロジェクト実施期間中、プロジェクト

スタッフは頻繁にプロジェクト対象地域を訪問し、モニタリングや技術移転を行って

いるが、地方での一回あたりの訪問活動期間は短期間とならざるを得なかった。プロ

ジェクト事務所を首都の開発研究機関に設置することにより、同機関での研究成果を

より効果的に活用することができると考えられるものの、プロジェクト対象地域をよ

り絞り込み、プロジェクト事務所を当該地域に設置すること（あるいはプロジェクト

期間において段階的にその機能をプロジェクト対象地域に移管すること）により、よ

り農民に近い行政レベルの職員の能力向上を含め、地方での活動を充実させることが
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できる。また、プロジェクト対象地域が地理的にまとまっていれば、同地域において

関係者・機関のネットワーク化をはかりやすいというメリットもある。 

 

4) プロジェクトの内容をより的確に反映したプロジェクト・デザイン・マトリックス

（以下、PDM という）の指標の選定： 

プロジェクトではその前半の活動経験を通じて、グループ養殖による村内の経済格

差の拡大緩和を期待していた。ただ、PDM では、指標として単純に魚生産量の増加な

どが選択され、このプロジェクトのコンセプトを具体化する成果とプロジェクト目標

に係る指標が新たに設定されていなかった。このため、プロジェクトで実現を目指し

た成果や目標に適した指標の設定が必要である。例えば、指標の一例として、グルー

プ活動に参加した非養殖農家数やグループ活動を通じた魚の生産量の変化が考えられ

る。 

 

以上 
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