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事後評価調査結果要約表 
 

評価実施部署：ミャンマー事務所 
１．案件の概要 
国名：ミャンマー連邦 案件名：灌漑技術センター計画フェーズ II 
分野：農業開発 協力形態：プロジェクト方式技術協力 
所轄部署：農業開発協力部農業技術協力課 協力金額：6 億 3 千万円（フェーズ II） 

先方実施機関：灌漑局灌漑技術センター 協力期間：フェーズ II:1999 年～2004 年 
フォローアップ: 2004 年～2005 年 日本側協力機関：農林水産省 
他の関連協力：灌漑技術センター計画フェーズ I（1988 年～1998 年） 
１－１ 協力の背景と概要 

ミャンマー連邦において、農業は GDP の 52％を占め就業人口の 63％が従事する基幹産業であり、農業を

中心とする経済発展が国家経済目標の 優先課題であったことから、ミャンマー政府は、灌漑面積の拡大に

よる農業生産の増大をめざして、1992 年以降全国で灌漑開発を推進してきた。しかしながら生産現場におけ

る灌漑計画が未熟なこと、灌漑施設の操作・維持管理等の水管理技術が確立されていないこと等の理由から、

依然として灌漑圃場に計画どおりに水が行き渡らない状況が見られた。  
こうしたことから、ミャンマー政府は今後の農業生産の安定・向上に資するため、灌漑面積の更なる拡大

と、灌漑技術センター計画フェーズ I（1988-1998）の成果の継続的な発展を目的として、水管理関係技術の向

上をめざすプロジェクト方式技術協力「フェーズ II（1999-2004）」の実施を日本政府に要請した。さらにフェ

ーズ II の成果品である技術図書を完成させるため「フォローアップ（2004-2005）」が実施された。 
本事後評価は、協力終了後２年半の時点で、対象プロジェクトがどのような開発へのインパクトを発現し

ているか、また協力の効果が持続しているかを中心に、「フェーズ II」及び「フォローアップ」を対象として

実施されたものである。 
１－２ 協力内容（フェーズ II） 
バゴー市にある灌漑技術センター（Irrigation Technology Centre : ITC）を拠点とし、レグー市内のガモエを

灌漑事業モデル地区に選定して試験圃場を整備し、①基幹施設水管理、②末端施設水管理、③システム開発、

④灌漑情報管理、⑤研修の５つの分野において技術移転が行われた。 
(1) 上位目標 

灌漑技術の改善により農業（コメ）生産性が向上する。 
（プロジェクト終了約 10 年後における達成目標） 

(2) 中間目標 
中間目標地区（ザラト灌漑地区、マジン灌漑地区、タブラ灌漑地区）で適切な水管理技術が確立される。

（中間目標は、2001 年の中間評価時にプロジェクト目標と上位目標を橋渡しするために導入された、プ

ロジェクト終了後約５年後における達成目標。） 
(3) プロジェクト目標 

フェーズＩで達成された基礎灌漑技術を適用し、ガモエ灌漑地区の水管理技術が向上する。 
(4) 成果 

1) 基幹施設における水の維持管理及び灌漑技術が向上する。 
2) 水管理の観点から、末端水利システムの検討手法が改善される。 
3) 水管理のための技術支援システムが改善される。 
4) 灌漑情報管理技術により灌漑事業のモニタリングが改善される。 
5) 研修を通じて農業灌漑省灌漑局の職員と試験圃場の農家に水管理技術が普及される。 

(5)  投入

（日本側）長期専門家派遣 13 名、短期専門家派遣 19 名、研修員受入れ 29 名、供与機材約 77 万 2 千米ドル、

事業費負担約 50 万米ドル 
（ミャンマー側）カウンターパート配置 35 名、事業費負担約 2 百万チャット 
２．評価調査団の概要 
調査者 （１）奥田浩之、JICA ミャンマー事務所 

（２）Kyaw Lwin Oo、JICA ミャンマー事務所 
（３）寺尾豊光、水産エンジニアリング（株） 
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調査期間 2007 年 9 月 24 日～2007 年 10 月 8 日 評価種類：事後評価 
３．実績の確認 
３－１ 協力終了後のプロジェクト目標の持続状況 
フェーズ II のモデルサイトであるガモエ灌漑地区において、基幹水利施設、圃場の区画整理を行い用排水

路を分離した Intensive Type 試験圃場（15 区画、62 エーカー）、末端水路だけを整備し区画整理は行わない

Extensive Type 試験圃場（36 区画、310 エーカー）を整備し、水管理技術の普及が行われた。フェーズ II 終了

後も、灌漑管理事務所のもと体系的なモニタリングや水管理情報が提供され、両試験圃場において活動は継

続している。フェーズ II（フォローアップ）で作成された技術図書は、灌漑局職員や農家に対する水管理のた

めの研修に利用され、有用性について非常に高い評価が得られている。 
３－２ 中間目標の達成状況 
フォローアップ終了直後の 2005 年 4 月に、灌漑局は「中間目標」達成のため５年間の「中間目標地区

（Intermediate Goal Area : IGA）」プロジェクトを独自の予算により開始した。IGA プロジェクトはフェーズ II
のアウトプットを利用し、ガモエ灌漑地区で達成された水管理技術を、IGA（ザラト、マジン、タブラ）でも

確立しようとするものである。IGA プロジェクトは現時点で開始後２年半であるが、これまで充分な進展が

見られる。例えば、ザラト灌漑地区では試験圃場（130 エーカー）の整備が 2007 年３月に終了し、次乾季（2007
年 11 月）から研究調査が開始される。タブラ灌漑地区では試験圃場予定地（230 エーカー）が決定し、次乾

季より整備が開始される予定である。圃場整備前・整備後の利水状況比較のため、また研修教材や各灌漑地

区ごとの技術図書の作成のため、データや情報についての収集と整理も進んでいる。計画どおり活動が先行

するザラト灌漑地区とマジン灌漑地区では、中間目標の達成は十分に可能と考えられる。 
３－３ 上位目標の達成状況 
上位目標達成に向けた ITC の活動の中心が IGA プロジェクトである。上位目標の達成に向けては、ITC は

全国の灌漑施設に対する技術支援のため、灌漑局職員及び農家に対する研修を実施し、またフェーズ II の成

果である技術図書やモニタリング・テーブルの配付を、IGA に限らず全国的に行っているところである。し

かし中間目標と上位目標の間の開きは依然として大きく、全国の 300 を超える灌漑施設を対象とする上位目

標を ITC が 10 年程度で達成するのは難しい。 
３－４ 終了時評価での提言の活用状況 

2003 年 9 月に実施されたフェーズ II 終了時評価では、①技術図書を完成させるために活動が遅れている分

野に対するフォーローアップの実施、②水管理技術と営農技術の指導を組み合わせた農家研修の継続、③供

与機材の継続的活用と、3 項の提言がなされた。①フェーズ II のフォーローアップについては 2004 年 4 月か

ら 2005 年 1 月まで 10 ヶ月間実施され、②と③についても提言どおり実施されている。 
４．評価結果の概要 
４－１ インパクト  
水管理技術の改善による「期待されるインパクト」、すなわち灌漑地区におけるコメ単収の増加（上位目標

の達成指標）については、プロジェクト対象地区（ガモエ、ザラト、マジン、タブラ）でも未だデータには

現れていない。単収は天候、病害虫、地理など多くの要因に影響されるので、これをもって水管理の効果を

みるのは困難である。そこで代替の達成指標として提案された「作付強度」をみてみると、４灌漑地区では

全国平均より値が高く、また年々上昇傾向にあり、水管理技術の成果が確認された。 
「その他のインパクト」について、ガモエ地区では、水利組合の活動が活発化し、農家の定期的集まり、

取水をめぐる農家間対立の減少、水利費の徴収、組合による施設の管理補修が行われる例がみられた。それ

にともない灌漑局職員の負担が軽減する一方で、IGA プロジェクトを自力で実施することにより灌漑技術業

務に対する職員の自信の醸成が報告された。  
４－２ 自立発展性 
• 技術的観点からの自立発展性は概ね高い。これまでの移転技術は IGA プロジェクトの中で着実に活用され

ており、中間目標の達成に向け成果も上がっている。 
• 組織的観点からの自立発展性は高い。ITC の技術職員 24 人の内、11 人が ITC 副ディレクターの指示の下

に IGA プロジェクトの活動に従事しており、その全てがフェーズ II 実施の際のカウンターパートである。

• 資金的観点からみた自立発展性は高い。ITC に配付される予算は充分と考えられる。一方で灌漑局全体に

みられる外貨不足は、近年深刻な状況となっている。 
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４－３ プロジェクトの促進要因 
（１）インパクト 
• 中間目標の導入は、ITC がフェーズ II 後も灌漑施設への技術向上支援を継続していくにあたり明確な目標

の設定となり、また IGA プロジェクト実施を通して職員に実地業務を経験・蓄積する機会が付与された。

• 1989 年に一旦緩和された米の強制供出制度が 2003 年には完全に廃止され、庭先価格が大きく上昇したこ

とから、乾季稲作を含めて農家のコメ生産に対する意欲が高まった。 
（２）自立発展性 
• 灌漑局による ITC への安定した予算配布、元カウンターパートの IGA プロジェクトへの継続配置、ITC 機

材の経年劣化に抗する良好なメインテナンス努力、の３点の促進要因が認められた。 
４－４ プロジェクトの阻害要因 
（１）インパクト 
上位目標の達成に向けて現在の ITC の技術普及活動の加速化していくための、研究開発を含め継続的に ITC

の能力強化を図っていく具体的計画がなく、研修手法や対象拡大についても検討状況は弱い。 
（２）自立発展性 

灌漑局における外貨不足のため、1988 年の無償援助時に供与された計測機器等の資機材で、必要なスペア

パーツ及び実験用消耗品の購入が不可能なものについては、今後の使用継続が危ぶまれるものがある。 
４－５ 結論 

ITC の努力によりフェーズ II のプロジェクト達成状況は良く維持されている。中間目標の 2010 年までの達

成は可能で、達成指標である技術図書の作成も進んでおり、ザラト灌漑地区とマジン灌漑地区では予定通り

の終了が見込まれる。一方、上位目標については対象地域が全国であり、フェーズ II 終了約 10 年後という設

定を考えると、達成は難しい。しかしながら活動を続けていく中で、ITC 職員の能力強化や水利組織の活性化

などの効果が現れている。ITC の業務は、全国の灌漑地区に対する技術的支援と灌漑局職員と農家に対する研

修の実施である。従って現在 ITC は、水管理技術向上の支援を全国 300 以上の灌漑地区に実施する方法を模

索中である。 
5. 提言と教訓 
５－１ 提言 
灌漑技術センターへの提言 
• IGA プロジェクトを実施していく中で顕在化してきた ITC の各部門間の作業量格差を調整するため、関係

職員の適切な配置計画を検討し、人的資源の投入均衡を図る。 
• 現在の水管理技術を対象圃場の特定条件に合うよう修整・調整できるような低コストかつ現場で実行しや

すい灌漑手法の開発といった灌漑技術の更なる向上、また、職員や農家に対する研修効果を 大化するよ

うな手法の開発のための、研究開発能力を強化する。 
• IGA 実施のためのワーキンググループを ITC と共に構成するミャンマー農業公社、土地登記局と連携しな

がら、プロジェクト対象地区における作物生産にかかるデータの正確で継続的な収集を行う。 
灌漑局への提言 
• 上位目標の達成に向けて現在の技術支援活動が加速化していくよう、ITC の組織として能力強化を評価検

討するような ITC への専門家受入れの可能性を検討する。 
• 灌漑局下には、現在２つの ITC（バゴー、パテンジー）があるが、ITC パテンジーについては、ITC バゴー

と同様に水管理技術の研修を職員・農家に対し実施できるよう、役割、予算、人員等について強化を図る。

• 国内外の研修、セミナー、ワークショップなどへの出席を利用した ITC スタッフの各自分野における技術

知識の向上を支援する。 
JICA への提言 
• 実験器具や建物設備に関し、スペアパーツや消耗品の購入や修理は、外貨不足が深刻な灌漑局では対応で

きない状況にあるので、フォローアップ等により必要な調達を行うことが望まれる。 
５－２ 教訓 
• ガモエ灌漑地区では農家への研修により水利組織の活動が活発化され、配水に係る定期会合の開催、灌漑

施設の自主管理といった効果が現れていることから、水管理における農民参加の重要性が確認された。 
• プロジェクト目標と上位目標との間に大きな開きが認められる時には、中間目標を導入することで上位目

標への道筋を明確化し、その間を橋渡しすることが有益である。 
• 現在みられる上位目標達成の困難さはプロジェクト活動によるものではなく、上位目標及びその達成指標

の設定の仕方に起因するものであり、各種調査時に見直しを行うことも必要と考えられる。 




