
i

１－１　協力の背景と概要

カンボジア王国（以下、カンボジア）では、約 20 年間に及ぶ内戦による灌漑施設をはじめとす

る農業インフラの破壊、1975 年～ 1979 年のクメール・ルージュ体制下での不適切な技術による

灌漑開発もあり、適正な灌漑施設の整備が大きく遅れている。また、長期にわたる内戦によって

実践的技術・経験を有した灌漑技術者が著しく減少し、さらに、灌漑事業の実施機関として 1999
年に設立された水資源気象省（MOWRAM）でさえも技術者の技術力向上を図る人材育成制度が

確立されていないばかりか、国内の高等教育機関、職業教育の場で灌漑技術が総合的に習得でき

る枠組みが確立されていない。このような灌漑技術者の不足がカンボジアの稲作において低く不

安定な生産性の主要な要因となっており、農業の進展の大きな障害になっている。この現状を踏

まえ、MOWRAM が新たに灌漑技術センター（TSC）を設立した上で、2001 年 1 月から 2006 年 1
月までの 5 年間に中小規模の灌漑施設の改修と適正な維持管理の確保及びそれを可能とする技術

者の養成、さらには農民による自主的な有効利用を定着させるための農民組織の育成を目的とし

た技術協力プロジェクト「灌漑技術センター計画（フェーズ 1）」が実施された。その結果、灌漑

事業の中心となる TSC の技術者に基礎的な技術が定着するなど、協力期間終了までに人材育成に

おいて一定の成果が得られた。これらフェーズ１であげた実績（育成した C/P 及び移転した灌漑

技術）を踏まえて、具体的な技術普及を組織的に図り、多くの灌漑技術者の育成を行うとともに、

その手法の確立や普及技術の体系化を目的として、2006 年 1 月から 2009 年 7 月の 3 年 6 ヶ月の

計画で本プロジェクト「灌漑技術センター計画フェーズ 2」が実施された。

１－２　協力内容

（１）上位目標

育成された水資源気象省（MOWRAM）及び同省地方事務所（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
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（３）アウトプット

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

アウトプット 2： TSC での研修およびモデルサイトでの OJT を通じて MOWRAM 及び

PDWRAM の技術者の技術力が向上する

アウトプット 3：TSC の技術支援の下、パイロットサイトにおいて、

3-1：PDWARM の技術者により農民が用水にアクセスしやす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　

日本側：総投入額：3.6 億円

長期専門家派遣：3 名

短期専門家派遣：延べ 14 名（評価調査後の予定 2 名を含む）

研修員受入：本邦・第三国研修 16 名

機材供与：237, 119.65US ドル

ローカルコスト負担：721,017.76US ドル（計画額を含む）

カンボジア側：カウンターパート配置：延べ 50 名

ローカルコスト負担：266,837.98US ドル（計画額を含む）

プロジェクト執務室および光熱費

３－１　実績の確認

３－１－１　各アウトプットの達成状況

アウトプット１：これまでに実施された 32 の研修のカリキュラムと 14 の研修マテリアルが完

成しており、プロジェクト終了時までには合計で 39 のカリキュラムが完成する予定である。

技術マニュアル整備については、既に技術マニュアルリストが完成しており、収集された

マニュアルや設計図書等が収集されている。本評価調査時点では英文技術マニュアル 6 種

類（測量、水文・気象観測、計画、設計、品質管理、灌漑計画のための GIS）の作成作業

が進められており、プロジェクト終了時までには英文版、クメール語版各々 9 種類が完成

する予定である。技術情報管理に関しては、技術情報の収集と並行して TSC 内の技術図書

館のスペース確保・改修が実施され、図書館運営準備が進められている。収拾された技術

２．評価調査団の概要

３．評価結果の概要

調 査 者

調査期間

（担当分野：氏名　　職位）

団長・総括　西牧　隆壯　　　JICA 農村開発部　国際協力専門員

灌漑技術　　國廣　博昭　　　農林水産省農村振興局海外土地改良室農林水産技官

評価分析　　板垣　啓子　　　グローバル ･リンク ･マネジメント（株）研究員

計画管理　　仲宗根　邦宏　　JICA 農村開発部　水田地帯第二課

2008 年 11 月 16 日〜 12 月 5 日 評価種類：終了時評価
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情報は随時入力され、蔵書リストが整備されつつある。

アウトプット２：これまでに実施された 32 回の研修の受講者の累計は 502 名であるが、プロ

ジェクト終了時までにさらに 7 研修（受講者 113 名）の実施が予定されており、受講者総

数は 615 名に達する見込みである。また、これまでに実施済みの 18 研修及び今後実施予

定の 4 研修についてはモデルサイトでの OJT が実施され、すでに 365 名、今後 98 名が受

講することから、受講者総数は 463 名となる見込みである。一方、先進地視察等による農

民間 OJT（Farmer-to-Farmer OJT）はこれまでに 8 回実施され、パイロットサイト農民代表

125 名が参加している。今後実施予定の 2 回の農民間 OJT にはさらに 28 名の参加が予定

されており、農民間 OJT 参加者総数は 153 名に達する。モデルサイトでの末端水路建設に

関しては、評価調査時点までに 6 末端水路が完成、これら水路の合計延長は指標 2-1 の目

標値を上回る 5,700m に達している。なお、後述の通り、パイロットサイトでも水路建設

･ 改修事業が行われているが、モデルサイト及びパイロットサイトでの事業実施にかかる

OJT は合計で 34 回実施されており、各州 PDWRAM のカウンターパート全員（30 名）が

これら OJT に参加している。

アウトプット３：カンダルスタン、プルサット、タケオの各パイロットサイトにおいて、路線

測量、地形測量、GIS に関する OJT、地形図及び縦横断図の作成、水利設計 OJT 等が実施

された。これらの活動とプロジェクトからの技術支援を通じて、3 パイロットサイトの基

本設計書が作成された。また、PDWRAM 技術者による設計・工事契約・施工管理のもと、

タケオでは約 650m のコンクリート水路、プルサットで約 1,000m のレンガブロック水路が

建設された他、プロジェクトの技術支援と農民の労働提供により、タケオで 2,750m、プル

サットで 3,359 ｍの末端水路が整備された。これらの活動の結果、効率的に配水できる末

端水路の総延長は約 7.8km に達している。農民による水管理活動に関しては、先進地域視

察による農民間 OJT や、FWUC/FWUG 活動に関する理解促進、施設維持管理活動計画策

定のための農家ワークショップ等の活動の結果、各パイロットサイトで水利用に関する会

合や水路清掃 ･補修作業などが農民グループにより実施されている。

３－１－２　プロジェクト目標達成の見込み

プロジェクトでこれまでに実施された 32 の研修において、平均で 70％の受講者がカリキュ

ラムで設定された到達目標を達成し、総受講者の 94％が研修に満足している。パイロットサイ

トでの末端水路水管理については、全体で 10 のグループが組織され、維持管理活動が実施さ

れている。プロジェクトの記録によれば、これらの活動に参加した農民数は、合計 411 名であり、

既に指標の目標値を超える実績を上げている。以上の通り、本評価調査時点でプロジェクト目

標の指標が概ね達成されており、本プロジェクトの目標達成はほぼ確実であると予測される。

３－１－３　上位目標達成の見込み

プロジェクトで実施された研修には、これまでに全国 24 州の PDWRAM から延べ 500 名以

上の技術者が参加しており、研修受講者は全て各州の灌漑事業の実施を担う技術者であること

から、農民参加型の水管理も含めた研修成果の活用が期待されている。上位目標指標について

も、灌漑面積は 773,320ha、コメの単位面積当たり収量は、2.62 トン／ ha に達していることから、

指標そのものの達成見込みは高いと判断される。
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３－２　評価結果の要約

（１）妥当性

妥当性は高いと判断される。

カンボジア政府の中 ･ 長期開発政策、灌漑開発戦略の重点分野に変更はなく、本プロジェ

クトの方向性は日本の協力政策にも沿っていることが確認された。また、研修受講者が TSC
の研修を高く評価し、継続的な実施を期待していること、パイロットサイトでの配水・水利

用改善が二期作等営農改善をもたらしていることから、本プロジェクトは受益者ニーズに対

する適切な対応であったと評価される。以上のことから、本プロジェクトの妥当性は依然と

して高いと評価された。

（２）有効性

有効性は高いと判断される。

プロジェクト目標である MOWRAM 及び PDWRAM の技術者の技術力向上と農民による末

端水路水管理については、協力期間内に達成が見込まれており、プロジェクト実施の有効性

は高いと言える。また、アウトプットがプロジェクト目標に至る論理性は妥当なものであり、

プロジェクトの 3 つのアウトプットはいずれもプロジェクト目標達成に貢献した。

（３）効率性

効率性はおおむね適切であると判断される。

本プロジェクトの運営において、日本・カンボジア側双方の投入、活動がアウトプット達

成に至る関係性は、効果的に結びついている。カンボジア側の予算執行の遅れがパイロット

サイトの活動に一部遅延をもたらした面はあるが、本プロジェクトの効率性は、おおむね確

保されていると言える。

（４）インパクト

マイナスのインパクトは特に生じていない。プラスのインパクトは上位目標の達成の可能

性が期待される。

パイロットサイトでは配水改善による二期作の導入や収量増加、さらに灌漑施設管理道路

の併設による農地へのアクセス改善など、ポジティブな効果、影響が確認され、ネガティブ

な効果、影響は特定されなかった。灌漑技術者の技術的能力向上によって将来開発される灌

漑事業地区において効率的な水利用が可能となり、農業生産の安定化と農家の生計向上が期

待されることから、上位目標達成へのインパクトに関しても正の効果が予想される。

（５）自立発展性

自立発展性評価には、留保が認められる。引き続き自立発展に配慮した取り組みが必要で

あると判断される。

灌漑開発のための技術者の能力向上の必要性はカンボジアの関連政策において強く認識さ

れており、本プロジェクトによってカウンターパートが獲得した知識や技術の維持と更なる

波及展開についても、実施機関が継続的に取り組んでいく姿勢が確認された。しかしながら、

灌漑システム全体にかかる人材育成・技術支援機関としての技術的能力が限定的であるこ

と、また、今後の TSC の組織強化や活動継続、州 PDWRAM による灌漑事業実施のための財

政的な裏づけが現時点では制約されていることから、本プロジェクトの自立発展性には留保

が認められる。



v

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 が水資源気象省の正式な部局として設立承認されたことにより、MOWRAM の人材育

成機関としての TSC の位置づけが明確になり、小規模ながら独自予算獲得の目処が立った。

このことはプロジェクトの目標達成及びプロジェクトの自立発展性に対する貢献要因となっ

た。

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

当初、MOWRAM が手当てする予定であったパイロットサイトの水路工事予算の確保が遅

延や対象サイトにおける農民グループメンバー間での末端水路建設に要する農地の無償提供

の調整が滞ったことにより、末端水路の建設と同水路を活用した水管理活動の実施に若干の

遅れが生じた。当該事項はプロジェクト関係者間での密な協議・調整と当初活動計画の修正

等の対応によって、活動進捗や成果達成への直接的な影響は回避できた。当該事項は農民参

加型灌漑開発プロジェクトを実施する上での問題となりうる阻害要因として留意する必要あ

り。

（２）実施プロセスに関すること

研修実施に際して、各 PDWRAM から選定される研修受講者が必ずしも研修内容にマッチ

した適任者が選定されてない事例が散見された。加えて、研修受講者の技術・知識レベルに

格差があったことが円滑な研修実施の阻害要因として指摘されている。

３－５　結論

調査の結果、本プロジェクトの活動が遅滞・障害なく実施され、期待された成果が概ね得られ

たことが確認された。今後の継続的な努力によって、プロジェクト目標は協力期間内に成功裏に

達成される見込みであり、本プロジェクトは R/D 記載の期間を以って終了するものとする。

３－６　提言

３－６－１　プロジェクト終了までに実施すべき事項

（１）カンボジア政府側予算の迅速な執行

本プロジェクトに対しては、カンボジア側の努力により相当額の予算が手当てされてい

るが、カウンターパートファンドの執行の遅れが指摘されており、今後のプロジェクト活

動を遅滞なく実施するためにも、カンボジア側関係者には、同ファンドの迅速な執行のた

めの一層の努力が求められる。

（２）パイロット州以外の州 PDWRAM 研修受講者に関するフォローアップの実施

本プロジェクトにおいて、パイロットサイトの 3 州の PDWRAM には人員が配置され、

末端灌漑施設整備事業が実施されたため、技術者の能力向上の成果について確認できた。

他州 PDWRAM からの研修受講者についても能力向上の成果がどのように活用されたか、

プロジェクト終了までに研修受講者に対する総合的なフォローアップを実施し、研修成果
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の活用状況等を把握しておくことは重要である。

（３）プロジェクト成果をとりまとめたワークショップ等の開催

プロジェクト終了までに、TSC 及び PDWRAM のカウンターパートを中心として TSC、
パイロットサイト双方で得られた成果を取りまとめ、ワークショップ等で成果発表を行う

ことが望ましい。MOWRAM 関係者を中心として、可能であれば他の政府関係諸機関やド

ナーに対しても成果共有の機会を設けることは、TSC の実績や能力を周知する上でも有益

であると考えられる。

３－６－２　プロジェクト終了後に実施すべき事項

（１）TSC 強化のロードマップ実現に向けた取り組み

MOWRAM が作成した TSC のインスティテュート化（局レベルから総局レベルの試験研

究機関）に向けたロードマップによれば、TSC には将来的に① MOWRAM 技術者（初任者

を含む）に対する技術研修機関、②調査・試験研究機関、③学位授与資格を有する高等教

育機関、④ MOWRAM 及び PDWRAM が実施する灌漑事業への技術支援機関としての役割

が期待されている。したがって、MOWRAM をはじめとするカンボジア政府関係機関には、

TSC の組織的陣容や予算の強化に関しては特段の配慮が必要である。

（２）TSC の人材育成

上記のロードマップにおいて、TSC に期待されているいずれの役割を果たす上でも、

TSC の人材自体の更なる能力強化は必須である。TSC の職員にとり、カンボジア国内にお

ける就学・技術研鑽や海外への留学によって、より高位の学位取得や経験を積むことは極

めて重要であり、カンボジア政府の努力、日本側の協力の双方において、これらの人材育

成に対する継続的な支援が行われるよう提言する。

（３）プロジェクト経験の MOWRAM による活用

末端灌漑施設関連の技術に関しプロジェクトが整理するマニュアルは、実践的な経験か

らの示唆を含むものであり、特に水管理の分野に関しては、先進事例や他地域での取り組

みのレビューも含めた検討が行われており、MOWRAM 内に新設された水利組合局の今後

の活動や制度整備の検討にあたって有益であると考えられる。したがって、これらの成果

に関し、MOWRAM 内での周知徹底と将来的な活用が強く望まれる。

３－７　教訓

（１）短期派遣専門家の継続的関与の確保 
類似分野で複数回にわたる短期専門家の派遣が計画される場合、各専門分野にシャトル型

で同一の専門家を配置することにより、技術移転の効果・効率性の向上につながると考えら

れる。

（２）プロジェクト支援による実施機関の広報 
プロジェクトの支援によって、実施機関がドナー会合や訪問者受け入れ等の機会を活用し

た広報を行うことを通じて、実施機関への支援の可能性が高まることが期待され、自立発展

性の確保に貢献すると考えられる。 
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