
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 人当たり国内総生産（GDP）が 
912 USD（IMF、2011 年）と周辺国に比べ低く、今なお 20％の人口が貧困層に属している（世

界銀行、2008 年）。同国の人口の約 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〔カンボジア農林水産省（MAFF）、2008 年〕、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。

このような状況下、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プロジェクト（BAPEP）」（2003 年 4 月～ 2006 年 3 月）及び、

BAPEP の成果を踏まえた技術協力プロジェクト ｢ バッタンバン農村地域振興開発プロジェクト

（BRAND）｣（2006 年 11 月～ 2010 年 3 月）を実施した。BRAND の実施結果、対象農家の収量

増加及び播種量減少などの成果が確認された。しかしながら、移転技術の普及範囲はプロジェ

クト対象地域であるバッタンバン州内の 4 郡 4 コミューンにとどまっており、組織間の連携に

よって生まれた付加価値の高いインディカ米も安定的な生産や販路の確保には至らなかった。

さらに、普及能力を十分に有する普及員の数も不足しており、独力での州全域への普及拡大は

困難な状況にあった。

このため、カンボジア政府は、BAPEP 及び BRAND で蓄積してきた技術を更に定着させ、面

的に拡大普及すること、生産米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

目的とした技術協力プロジェクトの実施支援をわが国に要請した。この要請を受けて、JICA
は、2010 年 5 月から 6 月に詳細計画策定調査を実施し、同年 8 月に R/D に署名、同年 10 月か

ら 2015 年 3 月 31 日までの 4.5 年間の計画で、農林水産省（MAFF）・バッタンバン州農業局

（PDA）・プルサット PDA・コンポンチュナン PDA をカウンターパート（C/P）機関として、「ト
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ンレサップ西部地域農業生産性向上プロジェクト（APPP）」（以下、本プロジェクト）を開始した。

対象 3 州は、カンボジア国内でも農業生産のポテンシャルが高い地域であり、そのポテンシャ

ルを最大限に引き出すべく、改善技術の普及の責務を担う中央、州、郡レベルの関連部署から

C/P が選定され、プロジェクト活動を実施した。

本プロジェクトの中間時点である 2012 年 10 月には、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を導くことを目的として中間レ

ビュー調査が実施された。

１－２　協力内容

本プロジェクトは、トレンレサップ西部 3 州（バッタンバン州、コンポンチュナン州、プル

サット州）の合計 37 コミューン
2
において、農家の生産性及び所得の向上を目的として、普及

員の能力向上、対象コミューンによる営農活動の促進、農家の稲作技術の向上、優良種子の生

産・配布の促進、受益農家のインディカ米の流通の改善を行うものである。

（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

１）普及員の普及実施能力が向上する。

２）対象コミューンによる営農改善のための活動が促進される。

３）参加農家の農業生産技術が改善される。

４）優良種子の生産・配布が促進される。

５ ）州政府、民間セクター、農家等の協働により、受益農家のインディカ米の流通が改善

される。

（４）投入（終了時評価調査時点）

日本側：総投入額 3.7 億円

専門家派遣：長期専門家 4 名、短期専門家 3 名

資機材の供与：約 14 万 4,000 USD
現地経費の支出：約 131 万 3,000 USD

カンボジア側：

C/P の配置

プロジェクトオフィスや研修施設の提供

プロジェクト経費の支出： 約 4 万 4,000 USD（対象 3 州におけるプロジェクトオフィスの

光熱費代：年間約 1 万 2,000 USD 程度）

2
　  カンボジア国の行政単位は、州－郡－コミューンとなっており、コミューンは最小の行政単位である。
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（１）実績の確認（成果の達成状況及びプロジェクト目標達成の見込み）

（２）成果の達成状況

終了時評価調査時において、5 つの成果の指標はすべて達成済みとなっている。指標の

達成度や、関連調査結果（エンドライン調査やモニタリング調査）、プロジェクト関係者（日

本人専門家や C/P、普及員、プロジェクト支援農家等）の各成果の達成度に関する認識等

から、5 つの成果はすべて達成されたと評価される。以下に各成果の指標の達成度をまと

める。

＜成果１（普及員の普及実施能力の向上）：達成済み＞

2011 年から 2013 年の 3 年間で、農民圃場学校（Farmers’ Field School：FFS）研修（以下、

FFS 研修）の実施回数は、目標値の 880 回を大きく上回り、2011 年から 2013 年の 3 年間で 1,3033

（累計）実施された（指標 1-1）。種子生産グループ（Seed Growers’ Group：SGG）の担当普及員

は、プロジェクト活動を通じて、保証種子の栽培、圃場検定、種子の品質検査に係る技能を十

分に習得し、作期ごとに各 SGG に対して計 4 回の圃場検査及び 2 回の品質検査を、本プロジェ

クトで策定された検査基準に基づいて実施した（指標 1-2）。2012 年及び 2013 年度に実施され

た FFS 研修エンドライン調査
4
結果では、デモ農家の満足度は 100％となっており、指標の目

標値（80％以上）を達成している（指標 1-3）。

＜成果２（対象コミューンにおける営農改善活動の促進）：達成済み＞

対象コミューンによる営農改善活動を促進するため、2011 年にバッタンバン州 6 郡でのコ

ミューン投資計画（Commune Investment Plan：CIP）会議において、FFS 研修に関する説明を行っ

た。また、2012 年には、同州の 9 郡全 30 コミューンの関係者を対象にしたワークショップを

開催し、FFS 研修の有効性について説明を行い、営農改善活動を CIP に取り入れることの重要

２．評価調査団の概要
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３．評価結果の概要

3
　 この研修実施回数は、一般参加農家向けの FFS 研修（累計 1,156 回）及び、優良種子の生産及び販売を促進するために形成され

た種子生産グループ（累計 62 回）及びインディカ米の流通を促進するために形成されたパイロットグループを対象にして実施さ

れた FFS 研修（累計 85 回）の実施回数を含む。
4
　 本報告書では、FFS 研修エンドライン調査は、デモ農家（2013 年度調査は卒業デモ農家も含む）及び一般研修参加農家を対象と

する調査を指すこととし、SGG 及びパイロットグループを対象とする調査は、モニタリング調査と記すこととする。
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性について理解を促した。その結果、本プロジェクトで作成された研修実施計画（FFS 研修モ

ニタリングマトリックス）が CIP に組み込まれた形で実施されている（指標 2-1）。また、2012
年度の CIP には 30 コミューン、2013 年度の CIP には 27 コミューン、2014 年度の CIP には 26
コミューンにおいて、農業関連活動が各コミューンの CIP に組み込まれた（指標 2-2）。

＜成果３（FFS 研修参加農家の稲作技術の改善）：達成済み＞

成果１の達成状況で既述のとおり、2011 年から 2013 年の 3 年間で、FFS は 1,303 回実施され

ており、延べ約 2 万人の農家が参加した。成果３の指標では、FFS 研修の参加農家が FFS 研修

で学んだ稲作技術のうち少なくとも 1 種類を利用できるようになることとされているが、2012
年度及び 2013 年度の FFS 研修エンドライン調査結果によると、すべての調査対象農家（一般農

家向け FFS 研修参加者）は、1 つ以上の稲作技術（目標値）を活用している（指標 3-1）。また、

2013 年度のエンドライン調査結果では、52％の回答者が 5 種類以上の新技術を取り入れている

と回答している。

＜成果４（優良種子の生産・配布促進）：達成済み＞

優良種子の生産及び配布を促進するため、4 つの SGG が形成され、プルサット州 PDA 所管

のトゥール・ラポウ農業センター（Toul Lapov Agriculture Station：TAS）が種子生産専用農場と

して整備された。2011 年から 2013 年の 3 年間で SGG を対象とした FFS 研修は 62 回実施され、

累計 844 名の SGG メンバーが FFS 研修を受講した。その結果、2013 年には、指標の目標値（年

間 100 t 以上）を大きく上回る 110.8 t の保証種子が 4 つの SGG 及び TAS によって生産された（指

標 4-1）。原種の生産は、2011 年には 3.3 t、2012 年には 3.3 t、2013 年には 4.4 t の原種が生産さ

れ、指標の目標値（年間 1 t）を達成している（指標 4-2）。プロジェクトの概算によると、2011
年から 2014 年の間に優良種子を利用してインディカ米を生産している農家数は約 2,500 人とさ

れ、この数字は指標の目標値（1,000 名以上）を大きく上回っている（指標 4-3）

＜成果５（受益農家のインディカ米の流通の改善）：達成済み＞

本プロジェクト支援農家によって生産されたインディカ米の流通を促進するため、合計 15 の

パイロットグループが対象 3 州で形成された。パイロットグループを対象にした活動や本プロ

ジェクトの広報活動、SGG が生産した優良種子の販売促進活動等が行われた結果、優良種子を

利用して生産されたインディカ米は 2012 年には 2,413 t5
、2013 年には 1,712 t が市場に出回っ

たと推計された。さらに、2014 年には目標値の年間 2,000 t 以上を上回る 3,010 t が市場に出回

るとされる（指標 5-1）。成果５の指標では、18 以上の農家グループにおいてそれぞれ共同活動

が 1 つ以上実施されることとされているが、本プロジェクトでは、合計 19 の農家グループ（4
つの SGG 及び 15 のパイロットグループ）が形成され、農業資材の共同購入、推奨技術の実践、

価格情報の共有が行われた（指標 5-2）。SGG による優良種子の共同販売は毎年行われている。

一方で、パイロットグループによるインディカ米の共同販売は、2012 年には行われたものの、

2013年には実施されなかった。その理由には、乾燥籾から湿籾へと市場ニーズが変化したこと、

湿籾販売においては足の速い品質劣化防止の理由から収穫直後に速やかに買取り業者に引き渡

す必要があり、メンバー間で収穫時期のずれが発生した場合、共同出荷では収穫籾の品質の維

持が困難となることが挙げられる。

5
　 インディカ米の市場流通量は、SGG 及び TAS が生産した優良種子の量及び生産農家自家消費量から算出された。
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（３） プロジェクト目標（プロジェクト活動に参加した農家の生産性及び所得画の向上）の達成

見込み：高い

プロジェクト目標の 4 つの指標は、達成済みかあるいはおおむね達成されており、5 つ

の成果も達成済みであることから、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標が達成さ

れる見込みは高いと判断される。デモ農家が生産したインディカ米の単収は、プロジェク

ト開始以来、3 年連続で目標値である 4.0 t を超えている。FFS 研修に参加した農家が生産

したインディカ米の単収は、目標値である 3.5 t に達していないものの、2011 年から 2013
年まで順調に増加している。インディカ米生産による売上収入は、ベースライン値と比べ

るとデモ農家、一般参加農家ともに大きく増加している。

（４）評価結果の要約

１）妥当性：高い

本プロジェクトの妥当性は「高い」と評価される。本プロジェクトは、カンボジア政

府の中期的開発戦略枠組みである「第三次四辺形戦略」（2014 ～ 2018 年）に合致してお

り、「国家戦略開発計画」（2014 ～ 2018 年）、「農業戦略開発計画」（2014 ～ 2018 年）な

どの主要開発政策とも整合している。わが国の「対カンボジア王国 国別援助方針」（2012
年）における援助重点分野は、「経済基盤の強化」「社会開発の促進」「ガバナンスの強化」

である。「農業・農村開発」は、「経済基盤の強化」の枠組みの中で主要課題として位置

づけられており、同方針には、農業セクターの振興及び貧困農家の生計向上を図るため、

主要作物であるコメの生産性と品質の向上をめざし、稲作技術の向上のための支援を行

うことが明記されている。また、世界有数の稲作技術を誇る日本の稲作平均単収は 1 ha
当たり 6.7 t と、世界平均の 4.4 t に比べて非常に高い水準となっていることに加え、先行

案件（BAPEP 及び BRAND）の実績から、技術と経験に基づいた優位性を保持している。

２）有効性：高い

本プロジェクトの有効性は「高い」と評価される。プロジェクト目標の 4 つの指標は、

達成済みか、あるいはおおむね達成されており、5 つの成果も達成済みであることから、

プロジェクト終了時までにプロジェクト目標（「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。」）が達成される見込みは高い。

３）効率性：やや高い

プロジェクトの効率性は「やや高い」と評価される。投入はおおむね計画どおりに実

施され、5 つの成果の達成に向けた活動実施に適切に活用された。プロジェクト活動は、

大きな遅れもなくおおむね計画どおりに実施されており、すべての活動は完了している

か、または協力期間終了時までには完了する予定である。本プロジェクトでは緊密なコ

ミュニケーションがとられ、計画された成果を産出するためにプロジェクトチームが一

丸となって、工夫を凝らした内容及び方法で技術移転を行った。その一方で、先行プロ

ジェクトで育成された人材から本プロジェクトで新規に配置された C/P への技術移転は、

人事異動等の理由で、当初期待されていたようには行われなかった。また、コストシェ

アリングについての具体的な合意が事前に十分に図られていなかったため、プロジェク

ト活動にかかわっている C/P や普及員の残業代の負担や支払条件などについての合意は

プロジェクトが開始してからなされることとなり、特にプロジェクト初期にプロジェク

ト実施に支障を来した。

４）インパクト：やや高い

プロジェクトのインパクトは「やや高い」と評価された。上位目標（「トンレサップ西
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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。」）が協力期間終了 3 年か

ら 5 年後に達成される見通しは本調査時点では予測困難である。その理由としては、カ

ンボジア政府の財政的制約及び人的制約から協力終了後には本プロジェクトで育成され

た普及員による普及活動が極めて限定的となることが懸念されること、また、農家の生

産性及び所得の向上には自然災害、病虫害による被害の発生、市場の変化、灌漑の有無

など、さまざまな要因が複雑に影響することが挙げられる。その一方で、トンレサップ

西部 3 州の対象地域においては、プロジェクト活動に参加した農家から近隣農家への技

術移転により、対象地域の農家の生産性及びインディカ米生産による収入が徐々に増加

し、上位目標達成に寄与することが期待される。加えて、本プロジェクトでは、デモ農

家による生産種子販売、農家グループの自主的な形成、本プロジェクトが支援した農家

の各種農業関連コンテストでの入賞や総理大臣表彰、他機関／団体からデモ農家や SGG
への技術研修の要請、MAFF 大臣によるプロジェクト訪問など、上位目標の達成に貢献

し得る正のインパクトが多数確認されている。また、カンボジアでは家計は女性（妻）

が管理していることから、農家の収入向上は村落部の子どもの教育へのアクセス改善に

もつながっている。

５）持続性：中程度

本プロジェクトの持続性は「中程度」と判断される。政策・制度面に関しては、本プ

ロジェクトはカンボジア政府の開発政策や農業セクターの主要政策に合致しており、現

時点では近い将来に農業セクター政策の方向性が変わる見込みはない。また、組織・

財政面では、カンボジア政府の財政難や普及員数の絶対的少なさが課題となっている。

MAFF への予算配分は年々増加の傾向にあるものの、政府予算総額における農業セク

ターへの予算配分は極めて限定的となっている。2014 年度の農業セクターへの予算は政

府予算総額の 1.6％程度であり、世界銀行の報告によると、普及事業への予算配分は農業

セクターの予算の 3.5％を占めるにすぎない。普及員の数も不足しており、1 人の普及員

が担当する世帯数は平均 2,000 世帯
6
である。技術面では、対象 3 州で本プロジェクトが

推奨する稲作技術や種子生産技術を他の農家に普及できる中核となる人材が育成された。

また、本プロジェクトで作成されたマニュアルや普及教材は、農家や普及員にとって使

い勝手のよいものであると高く評価されている。

（５）効果発現に貢献した主な要因

１）計画内容に関すること

ａ）バリューチェーンに沿った一貫した技術支援

本プロジェクトでは、農家の生産性と所得の向上に向けて、稲作技術のみでなく、

種子栽培からインディカ米の販売促進まで一貫した技術支援が行われた。包括的な支

援を行うことで、インディカ米生産による収入向上が実現し、支援農家のやる気や農

家間普及（Farmer-to-Farmer Extension：FTF）が促進された。

２）実施プロセスに関すること

ａ）緊密なコミュニケーション及び強いチームワーク

プロジェクト内での定期会合を通じて、プロジェクトチーム内での情報共有が十分

に行われていたことにより、強いチームワークが構築され、円滑なプロジェクト実施

が促進された。

6
　 日本では地方自治体により異なるが、平均的には１普及員当たり約 350 ～ 360 戸を担当している。
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ｂ）関連プロジェクトや NGO との積極的な連携

ドナー機関や国内外の NGO が支援している関連プロジェクトとの積極的な連携及び

協力がプロジェクト関係者の能力強化及び推奨技術の普及に貢献した。

ｃ）マスメディアの積極的な活用

テレビやラジオ、新聞などのメディアを戦略的に活用して行われた広報活動や販売

促進活動が、プロジェクトや SGG の知名度を高め、優良種子の販売促進や技術普及に

貢献した。

（６）問題点及び問題を惹起した主な要因

１）計画内容に関すること

ａ）特になし。

２）実施プロセスに関すること

ａ）自然災害の発生

本プロジェクト期間中、毎年大規模な洪水や干ばつが発生した。災害の発生により、

① 21 日苗の移植など、本プロジェクトが推奨する稲作技術の実施が困難になり、② 
インディカ米の生産による収入が減少し、③ 都市部やタイなどの外国へ出稼ぎに行く

農家（特に若者）が増え、人手不足問題が悪化した。

ｂ）カンボジア政府推奨の 10 品種の市場需要の低さ

カンボジア政府は、国民の食料安全保障を確保するため、10 品種の稲の栽培を推奨

している。本プロジェクトでは、カンボジア政府の方針に沿って、同推奨品種のなか

から数品種を選定し技術普及を行っている。しかしながら、これらの 10 品種のうち 2
～ 3 品種以外の市場需要は対象地域では概して低く、他方、市場需要が比較的高く高

値で取引され、農家の収入増に貢献できる香米品種は病害抵抗性が低く、栽培適期が

干ばつや洪水期に重なるなどの問題がある。また毎年降雨パターンが異なる気象変化

が近年著しくなっているため、作付けのタイミング判定や対応を更に難しくしている。

このことは、推奨技術の実践・普及の阻害要因となった。

（７）結　論

日本・カンボジア両国の調査団から構成された合同評価調査団は、現地踏査、関係者と

の一連の協議及び評価５項目による評価を実施した結果、プロジェクト目標が達成される

見込みは高いと判断し、本プロジェクトは計画どおり、2015 年 3 月に終了することが望ま

しいとの結論に至った。

（８）提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

上記の分析結果に基づき、上位目標の達成見込みを高め、持続性を向上させることを目

的とし、以下のとおり提言を行う。

１）プロジェクトへの提言

ａ）本プロジェクトが推奨する技術の普及拡大

2014 年度に実施予定であるマスメディアを使った販売促進活動を通じて、推奨技術

の普及をより大規模に実施することを提言する。加えて、本プロジェクトの成果に関

する情報を他州とも共有し、成果品を配布することで、MAFF がプロジェクト終了後

に本プロジェクトの成果を拡大普及できる環境を整備する。
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ｂ）農家間の技術普及の更なる推進

本プロジェクトの推奨技術の普及を積極的に行っている SGG リーダーやデモ農家に

対して、本プロジェクトが作成したパンフレットや技術マニュアル等を追加的に配布

するとともに、メディアを使った販売促進活動の一環として SGG やデモ農家による研

修サービスを宣伝し、農家間の技術普及をこれまで以上に推進していくことを提言す

る。

２）MAFF への提言

ａ）普及事業への予算及び普及員数の増加

プロジェクト終了後、プロジェクト効果を定着、拡大普及するために、普及事業に

係る予算と普及員数を増加させ、新規普及員に対して十分な研修を実施することを提

言する。

ｂ）本プロジェクトが推奨する技術の継続的な普及

上位目標の達成及び持続性の強化には、プロジェクト終了後も MAFF が本プロジェ

クトの成果〔本プロジェクトで作成されたマニュアルや普及教材並びに本プロジェク

トで育成された州農業局（PDA）職員や普及員〕を活用して、本プロジェクトの推奨

技術を継続的に普及していくことが重要である。技術マニュアルや普及教材等がプロ

ジェクト終了後も継続的に活用されるために、MAFF がプロジェクト対象外の州や類

似プロジェクトを実施している開発パートナーにも同マニュアルや教材の活用を推奨

することを提言する。加えて、普及員数が不足していることを踏まえて、本プロジェ

クト推奨技術の普及には、SGG グループリーダー、パイロットグループリーダー、デ

モ農家等の人材をリソースパーソンとして有効活用していくことを提言する。

ｃ） 本プロジェクトによる成果（技術マニュアルや普及教材、人材）の灌漑プロジェク

ト（有償資金協力案件）での有効活用

わが国の有償資金協力案件「トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業」は水資源気

象省（MOWRAM）を実施機関、MAFF を協力機関として、2015 年から本格的に開始

される予定である。同灌漑プロジェクトのソフトコンポーネント（営農指導）の実施

にあたり、本プロジェクトによる成果が有効活用されるように、必要な調整を行うこ

とを提言する。

ｄ）稲作技術の劣化防止

本プロジェクトで技術移転された稲作技術の劣化を防止するため、MAFF は農家が

取り入れている稲作技術について細やかなモニタリングを継続して行っていくべきで

ある。また、カンボジア農業開発研究所（CARDI）、国際稲研究所（IRRI）、高等教育

機関との連携を強化し、稲の病虫害などの課題に適切に対応する体制を整えることを

提言する。安定的なコメや優良種子の生産を行うために、組織の技術力や管理能力を

常に改善していくことが極めて重要である。

ｅ）カンボジア政府が推奨する 10 品種の定期的な見直し

精米の主要輸出国になるという、カンボジア政府の政策目標を達成するには、市場

の需要を満たし、また、病害虫への抵抗性が高く環境変化へも対応できる高収量品種

を安定的に生産することが重要である。市場需要や CARDI や IRRI などの研究機関の

先駆的な研究結果を踏まえて、政府推奨 10 品種を定期的に見直し、再検討することを

提言する。
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（９）教　訓

１）農家間の技術普及

プロジェクト活動を通じて育成された人材は、農家などの最終受益者であっても新し

い知識や技術を普及する役割を担うことができる。このような人材は、リソースパーソ

ンとしてプロジェクトの効果を効率的に広めるために、積極的に活用されるべきである。

FTF のような有機的な技術普及（社会的なつながりから生じる学び、いわばソーシャル

ラーニング）を促進するには、プロジェクトの実施によって実現した「改善」が目に見

える形で示され、その改善プロセスが理解されやすいような環境を整えることが重要で

ある。また、活動対象農家のモチベーションの向上につながる工夫（品評会や優秀農家

コンテストなど）も必要である。

２）気候変動リスクへの対応

案件形成において、これまで自然災害は外部要因とされてきたが、世界的にも干ばつ

や洪水などの自然災害の発生頻度が増加し、規模も大きくなる傾向があり、本プロジェ

クトのようにプロジェクトの活動に大きく影響する規模の災害に見舞われるケースもで

てきた。農業セクターの一プロジェクトにおいて、災害リスクの軽減や災害対応まで組

み込むことは非常に困難であるが、少なくとも案件の要請段階から詳細計画策定調査に

おいては、災害リスク評価を行ったうえでプロジェクトの詳細を検討することが望まし

い。
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