
i 

評価調査結果要約表 
１．案件の概要 
国名：カンボジア 案件名： 灌漑技術センター計画フェーズ 2 
分野：農業開発・農村開発-農業開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： 農村開発部第一グループ

水田地帯第二チーム 

協力金額（評価時点）： 
●日本側:456,017USD(2006，2007 年度) 
 カンボジア側:78,525.65USD(2006，2007 年度) 
先方関係機関： 水資源気象省(MOWRAM)、同省地方事務所

(PDWRAM)及び灌漑技術センター(TSC) 
協力期間 
 
 
 

(R/D): 2006 年 1 月 10 日

～2009 年 7 月 9 日 
 
 日本側協力機関：農林水産省 

１－１協力の背景と概要 
 カンボジア国における農業は、GDP の約 35％を占め、就業人口の約 75％（2004 年）が従事する

重要な産業である。豊富な農地や水資源を有するものの、カンボジア国の農業生産性は、灌漑シス

テムの不足等のため、低い水準にあり、特に重要な開発課題となっている。 
 このような中、カンボジア政府は、日本に対し、既存灌漑システムのリハビリに関する技術（測

量、計画、設計、建設、維持管理など）の移転を目的とする技術協力を要請した。これを受けて JICA
は、灌漑技術センター計画と題する 5 年間のプロジェクトを 2006 年 1 月 9 日まで実施した。そして、

カンボジア政府は、MOWRAM の技術能力向上を目的とした次フェーズのプロジェクトについて要

請してきた。この要請を受けて、JICA は事前調査団を派遣し、協力の必要性の確認とプロジェクト

の詳細について議論した。その後、2006 年 1 月 4 日に本プロジェクト実施についての R/D に署名さ

れ、2006 年 1 月 10 日から 2009 年 7 月 9 日までの 3 年 6 ヵ月のプロジェクトが開始された。 
１－２協力内容 
(1) 上位目標 
 育成された MOWRAM 及び PDWRAM の技術者によって実施された灌漑事業地区において、効率

的に水資源が利用されることにより農業生産が安定し、農家の生計が改善される。 
(2) プロジェクト目標 

1)水資源気象省(MOWRAM)及び同省地方事務所（PDWRAM）の技術力が向上する。 
 2)パイロットサイトにおける活動に参加した農民が自主的に末端水路の水管理を実施できるよう

になる。 
(3) アウトプット 
1)TSC において、1-1 研修システムを確立する。1-2 技術マニュアルを整備する。1-3 技術情報の

管理を行う。 
2)TSC での研修及びモデルサイトでの OJT を通じて MOWRAM と PDWRAM の技術者の技術力

が向上する。 
3)TSC の技術支援の下、パイロットサイトにおいて、 
3-1 PDWRAM 技術者により農民が用水にアクセスし易い末端水路が建設される。 
3-2 農民が PDWRAM と協力しながら末端水路の水管理活動を開始する。 

(4) 投入（評価時点） 
日本側 
長期専門家派遣       ：延べ 3 名、 短期専門家派遣 延べ 9 名 
研修員受入         ：本邦研修 8 名、第三国研修 4 名、機材供与 219,454 ドル（2007 年 11

月 15 日時点） 
ローカルコスト負担   ：603,487 ドル（2006 年度及び 2007 年分、計画額を含む） 

相手国側 
カウンターパート配置 ：MOWRAM 本部 18 名と対象 3 州の州事務所（PDWRAM）27 名 
ローカルコスト    ：78,525 ドル（2006 年度及び 2007 年分）、土地・施設提供、事務スペ

ースなど 

２．評価調査団の概要 
調査者 
 
 
 

総括／団長：岩屋照実    JICA 農村開発部技術審議役 
灌漑技術  ：松岡彰博    農林水産省東北農政局西奥羽土地改良管理事務所計画課長

計画管理  ：藤野浩次郎  JICA 農村開発部管理グループ管理チーム 
評価分析  ：道順 勲   中央開発（株）海外事業部 
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調査期間 2008 年 1 月 22 日～2008 年 2 月 6 日 評価種類：中間評価 
３．評価結果の概要 
３－１実績の確認 

アウトプット 1 については、研修コース用のカリキュラム・教材の作成状況は順調であり、技術

情報の管理（技術書庫の整備と蔵書リスト作成）については今後の進捗が期待される状況にある。  
アウトプット 2 については、研修コースの実施やモデルサイトあるいはパイロットサイトでの OJT
活動は、概ね順調に進捗している。アウトプット 3 については、パイロットサイトでの末端水路建

設や農民参加型の水管理活動が進められており、これも概ね順調に進捗している。 プロジェクト目

標についても、研修コースや OJT を通じて、MOWRAM 及び PDWRAM の技術者の技術力向上が順

調に進んでおり、またパイロットサイトでは、農民による末端水路の水管理活動が自主的に実施で

きるよう支援が進んでいる。プロジェクト目標は、プロジェクト終了時までに、満足できる水準に

達するものと予想される。 
 
３－２評価結果の要約 
(1) 妥当性：高い 
カンボジア国では、就業人口の約 75％が従事する重要な産業であり、農家の大多数が米生産に従

事している。近年の米の単位面積当たり収量は、約 2.05 トン/ha へと増加している。しかしながら、

近隣諸国と比較するとまだ低水準にとどまっている。カンボジア国の米の単位面積当たり収量を高

めるためには、米の生産技術の向上と灌漑農地のさらなる開発の進展が必要とされている。カンボ

ジア国では、長期にわたる内戦等のために、実践的技術・経験を有した灌漑技術者が著しく減少し

た。また、国内の高等教育機関、職業教育の場でかんがい技術が総合的に習得できる枠組みが確立

されていない。灌漑技術者の不足も、カンボジアの稲作における低生産性の主要な要因となってい

る。 
カンボジア政府の四辺形戦略の優先戦略の一つは、農業セクターの強化であり、また同様に、

2006-2010 年国家戦略開発計画においても、農業セクター開発と農業の生産・生産性向上が重視され

ている。また、我が国のカンボジア国別援助計画の重点分野の一つは、「持続的な経済成長と安定し

た社会実現」であり、この分野の中には、農業・農村開発と農業生産性向上が含まれ、灌漑施設の

整備、水管理システムの改善、水利組織の育成等への資金協力、技術協力に積極的に取り組んで行

く方針が示されている。 
カンボジアの稲作は、雨期の雨を利用した稲作と、洪水を貯水しその水を乾期に利用する稲作と

に大別される。今回選定されたパイロットサイトは、雨期に稲作を行う地区、乾期に灌漑を実施す

る地区が、それぞれ選定されており、カンボジアの水田灌漑開発を進める上で代表的な地区がパイ

ロットサイトとして選定されており、適切といえる。 
(2) 有効性：高くなる見込み 
 プロジェクト活動の進捗は、概ね計画通りであり、アウトプットは、プロジェクト終了時までに

達成される見通しである。今後もさらに、技術者及び農民の能力強化を図ることにより、プロジェ

クト目標は、プロジェクト終了時までに達成されるものと見込まれる。 
(3) 効率性：満足できる水準 
カンボジア側及び日本側の投入は、その量、質、タイミング等において適切なものであり、プロジ

ェクト活動のために良好に利用されている。 
コスト効率性の点では、フェーズ 1 プロジェクトとの比較において述べると、より短いプロジェク

ト期間でより多くの研修コースが実施され、より多くの農民グループが水管理を改善するものと期

待されること、さらに、TSC の常勤カウンターパートに加えて、3 州の PDWRAM スタッフが技術

移転を受けていることから、効率性は高まっていると言える。 
(4) インパクト：  
1)  上位目標「育成された MOWRAM 及び PDWRAM の技術者によって実施された灌漑事業地

区において、効率的に水資源が利用されることにより農業生産が安定し、農家の生計が改善さ

れる。」達成の見通し 
    今回の PDM 改訂において、国家戦略開発計画（2006-2010）に示されている目標値（2010

年達成目標）のうち、灌漑面積（810,300ha）と米の単位面積当たり収量（2.50 トン/ha）を本

プロジェクトの上位目標の指標として設定した。 近年の灌漑面積増加傾向ならびに米の単位

面積あたり収量の増加傾向、さらにカンボジア政府の灌漑を重視する政策から判断して、2010  
年までに目標値を達成する可能性は高く、したがって、上位目標は達成されると見込まれる。

2)その他のインパクト： 以下のようなインパクトが認められた。 
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a.  「GIS を用いた灌漑・水管理」コースを受講したタケオ州の PDWRAM の 3 名のスタッフが、

TSC での研修コースならびにパイロットサイトでの OJT（農民参加型水管理活動を含む）を

通じて学んだ知識・技術を活用して、灌漑インベントリーマップを作成した。研修コースと

パイロットサイトでの OJT を組み合わせて能力向上を図るこのアプローチは、PDWRAM の

技術者の能力向上を図る上で大変有効であることが確認された。 
b.   AusAID1（オーストラリアの援助機関）は、TSC の研修コース並びに本プロジェクトで用

いている農民参加型水管理に関心を有し、AusAID 支援により実施予定の CAVAC プログラム
2に適用しようと考えている。TSC 側からは、CAVAC プログラムが対象とする州のスタッフ

への研修実施と農民参加型水管理の促進に関わる業務の提供についての提案書を AusAID 側

に提出した。提案書に対する回答はまだないが、この業務を受託できれば、プロジェクトの

成果を普及する良い機会となりうる。 
c.  水路の整備と併せて管理用の農道を整備しており、交通アクセスの向上というインパクト

が発現している。 
 
(5) 自立発展性 
政策面の自立発展性は確保されるものと見込まれる。TSC の組織面、資金面、技術面の自立発展

性については、顕著に強化されているものの、さらに改善する余地が残されている。 
1)政策面： 

「インフラの更なる整備及び増設」と「農業セクターの強化」が、カンボジア政府の「四辺

形戦略」の 4 つの柱のうちの 2 柱として焦点が当てられている。そして、この中で、それぞれ

1）水資源・灌漑の管理、2）農業生産性の向上、という本プロジェクトの方向性に合致する政

策目標が明示されている。また、国家戦略開発計画(2006-2010)においても、灌漑面積の増加や

稲の単位収量の増加に関する数値指標が設定されているなど、灌漑農業は、カンボジア政府の

重要施策の一つに位置づけられている。これらの政策を実現するためには、灌漑事業に従事す

る技術者の育成は、重要であり、本プロジェクトの政策的重要性は将来においても確保される

と思われる。 
2)組織面：  

TSC は、MOWRAM 内の正式な部局（Department）としての組織的位置づけがなされた。TSC
の局長、局次長の下に、3 つの部署（管理室、施工管理・灌漑技術室、水管理・研究情報管理

室が設けられ、現時点では、TSC 全体で、局長を含め計 15 名のスタッフが配置されている。15
名のうち、10 名が本プロジェクトの常勤カウンターパートとして位置づけられている。これら

の常勤カウンターパートは、研修コースの実施に加えて、3 州のパイロットサイトでの OJT 実

施などを実施することを通じて、さらに能力強化が図られている。能力的には、個人差もある

が、TSC 内のカンターパート間で相互に協力しつつ、技術の補完を行い、研修コース等の運営

管理を行っており、継続的に活動を実施する組織力を形成しつつある。なお、TSC の組織的自

立発展性を確保する上では、MOWRAM の中長期人材育成に関するビジョンや計画の枠組みの

中で、TSC の機能をさらに明確化することが重要である。 
3)財政面：  

フェーズ 2 プロジェクト実施においては、世銀等のローンプロジェクトの内貨部分を支出す

るため設置されたカウンターパートファンドを、本プロジェクトの研修コース実施経費等に充

当する予算として、その支出が認められた。これは、TSC の財政的な自立発展性を確保する取

り組みとして高く評価できる。また、TSC が正式の部局として位置づけられたことにより、TSC
が経常予算要求をすることも可能となっている。今年、TSC は、2009 年度の予算要求を行う予

定である。TSC の 2009 年予算が承認されれば、それ以降、継続的に予算を獲得することが容易

になる。カンボジア政府の財政的な制約はあるものの、MOWRAM ならびにカンボジア政府は、

このように、TSC の財政的自立発展性の確保に向けた努力を積み重ねている。 
4)技術面：  

    研修カリキュラムや研修教材の作成、研修コースや対象 3 州の PDWRAM スタッフへの OJT
実施などの活動を通じて、TSC のカウンターパートの能力はさらに強化されており、技術者育

成機関のスタッフとして必要な能力を身につけつつある。そして、MOWRAM ならびに全国の

PDWRAM の技術者を育成するシステム・体制が確立されつつある。プロジェクト終了時まで

に、さらに活動を実施し、技術者育成に必要な能力の向上と経験の蓄積を図ることで、TSC の

                                                  
1 Australian Agency for International Development 
2 Cambodia Agriculture Value Chain (CAVAC) Program 
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カウンターパートは、十分な能力を有することになると期待される。 
 
３－３効果発現に貢献した要因 
(1) 計画内容に関すること 
 特になし。 
(2) 実施プロセスに関すること 
 TSC カウンターパートの指導能力強化のためには、OJT の活動をより多く担当することが必要と

判断され、モデルサイトだけでなく、パイロットサイトでも OJT を実施することに変更された。そ

して、パイロットサイトのある 3 州の PDWRAM の技術者の中から、OJT を受ける対象となるカウ

ンターパートが選定され、これら州カウンターパートへの技術移転は、TSC のカウンターパートが

主体的に実施することになった。その結果、TSC カウンターパートの主体性を高めること、また、

英語能力が不足する州のカウンターパートへの技術移転が円滑に進むといった成果が出ている。 
 
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 
特になし。 

(2) 実施プロセスに関すること 
特になし。 

 
３－５結論 
 灌漑は、農民とカンボア政府双方にとって優先事項であり、日本の援助方針とも合致することか

ら本プロジェクトの妥当性は高い。MOWRAM 及び PDWRAM の技術者の能力向上ならびにパイロ

ットサイトの農民の能力強化が順調に進んでおり、今後さらに能力強化が図られる予定である。し

たがって、プロジェクト目標はプロジェクト終了時までに達成でき、本プロジェクトの有効性が高

くなるものと期待される。カンボジア側及び日本側の投入は適切であり、効率性は満足できる水準

である。上位目標を達成する見通しは高く、いくつかの正のインパクトも確認された。自立発展性

については、政策面で確保されるものと見込まれる。TSC の組織面、資金面、技術面の自立発展性

については、顕著な強化が見られるものの、さらに改善する余地が残されている。 
 
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） 
(1) 効果の最大化 
 プロジェクト活動の進捗状況は良好であり、プロジェクト目標も達成すると見込まれるが、プロ

ジェクト側に対しては、より高度あるいは最新の技術を取り入れ、研修コース及び OJT の質の向上

を図ることが望まれる。また、TSC のスタッフや MOWRAM の主要スタッフに対しても、より高度

なあるいは包括的な技術を提供することが望まれる。 
(2) 農民参加型ファシリテーション手法の普及 
 本プロジェクトで採用している農民参加型水管理のためのファシリテーション手法は、シンプル

であり、カンボジア国における参加型灌漑管理強化において適切な方法であると評価できる。プロ

ジェクト側は、この手法の普及にむけた努力をすることが望まれる。 
(3) TSC の自立発展性のさらなる強化 
 MOWRAM は、将来、TSC を局レベルの組織から Institute レベル（総局レベル）の組織に引き上

げようとの展望を有している。このためには、カンボジア政府が、TSC の Institute 化に向けてのロ

ードマップ（人材・資金計画を含む）を作成することが必要である。特に、次のようなアクション

を早急に取ることが必要である。1) 2008 年度及び 2009 年度の TSC の活動予算を確保すること、2)
まだ支出されていないカウンターパートファンドの早急な支出、3)他ドナーに対して TSC が技術サ

ービス（研修コースや水管理 OJT）を提供できるように公報・宣伝を行うこと、4)TSC に適切な人

材を配置すること等。 
(4) 3 ヵ所のパイロットサイトの末端水路建設のための予算 
 3 ヵ所のパイロットサイトの末端水路建設のための予算は、カンボジア政府側が負担することで

合意していたが、まだ予算の支出には至っていない。カンボジア政府側に対して、プロジェクト終

了時までに、ノンプロ無償見返り資金から予算を支出することを強く求める。 
３－７教訓 

特になし 
 




