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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）における農業は、国内総生産（Gross Domestic 
Product：GDP）の約 30％を占め、就業人口の 65％以上を吸収している重要な産業であり、国家

開発政策上においても重要セクターとして位置づけられている。しかしながら、長期にわたる内

戦によって実践的技術・経験を有する灌漑技術者が著しく減少した結果、農業生産に不可欠な灌

漑施設の多くが維持管理不全、機能低下などの問題に直面しており、稲作を基幹とする同国の農

業発展に向けた取り組みの障害となっている。そのため、灌漑施設を管轄する MOWRAM では、

内戦時に荒廃した中小規模の灌漑施設の改修と適正な維持管理を戦略の要に据えている。現在、

各地でさまざまな援助機関による灌漑施設の改修・開発支援が実施中ないし計画中であるが、ほ

とんどの援助事業では、ドナーの事業費で雇用されたコンサルタントが計画、設計、施工管理業

務を担っている。また、これらの灌漑事業の実施にあたり、河川流域単位での計画が十分に行わ

れていない例も散見され、将来的には流域単位での水利調整に問題が生じることが危惧されてい

る。

将来的なカンボジアの灌漑開発、灌漑施設の適正かつ効率的な計画・実施・維持管理のために、

流域単位での灌漑策定を含め、灌漑システム全体に関する総合的な技術能力を有する自国の技術

者の育成は急務であるが、同国の灌漑分野における人材育成システムは極めて脆弱である。

このような灌漑分野の課題に対応するため、JICA は 2001 年 1 月～ 2009 年 7 月まで「灌漑技術

センター計画（フェーズ 1：2001 ～ 2006 年、フェーズ 2：2006 ～ 2009 年）を実施した。フェー

ズ１では、灌漑分野の人材育成の基幹組織である TSC の設立支援、末端圃場整備に係る研修教材・

マニュアルの整備、PDWRAM 技術者の研修を行い、フェーズ 2 では、同じく末端圃場整備に係

る研修の継続、モデルサイト内水路・関連施設の建設支援と指導（計画、路線測量、維持管理等）

を行った。結果として、TSC、PDWRAM 技術者は末端圃場整備レベルでの灌漑事業に係る知

識・技術力をほぼ習得するに至った。これらの協力の成果を踏まえ、カンボジア政府（The Royal 
Government of Cambodia：RGC）は、末端レベルでの灌漑技術に加え、流域レベルの水資源・灌漑

管理、開発を実施促進のため、TSC の更なる研修実施及び技術支援、PDWRAM 職員の能力向上

実務研修や技術支援を目的とした本プロジェクトを日本国政府（The Government of Japan：GoJ）
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に要請した。これを受け、JICA は、2009 年 9 月～ 2014 年 8 月までの 5 年間の予定で本プロジェ

クトを開始し、現在、3 名の長期専門家を派遣中である。今回の中間レビュー調査では TSC と合

同で本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題

及び今後の方向性について確認し、合同評価報告書に取りまとめ、合意することを目的とする

１－２　協力内容

（1）上位目標

プロジェクト対象地域において、適切な灌漑事業を通じた効率的な水資源管理が実現する

ことにより、農業生産が安定する。

（2）プロジェクト目標

プロジェクト対象地域において、灌漑事業が適切に計画、実施、管理される。

（3）成　果

1）TSC 技術者が、MOWRAM 及び PDWRAM 技術者に対して、流域灌漑管理・開発に係る

研修と技術支援を実施できる能力を獲得する。

2）MOWRAM 及び PDWRAM の技術者が、流域灌漑管理・開発に関する知識・技術を習得

する。

3） MOWRAM 及び PDWRAM の技術者の灌漑システム全体における施設計画、調査、設計、

施工及び維持管理に関する技術力が、向上する。

4） PDWRAM 技術者による灌漑事業実施を促進するための TSC の技術支援体制が構築され

る。

（4）投入（評価時点）

1）日本側：

長期専門家派遣  3 名（チーフアドバイザー／流域灌漑、参加型水管理、業務調整の

3 分野で派遣

機材供与 約 7,400 万円（87 万 5,000US ドル相当）

短期専門家派遣 延べ 9 名　　 ローカルコスト負担　 約 5,200 万円（61 万 5,000US
ドル相当）

研修員受入 10 名

2）カンボジア側：

カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）配置　14 名　　　土地・施設提供

ローカルコスト負担　27 万 US ドル（約 2,300 万円）

２．評価調査団の概要

調査者 担当分野 氏　名 所　属

団長 / 総括 小林健一郎 JICA 農村開発部 水田地帯第一課長

灌漑技術 田中 宏 農林水産省 農村振興局 整備部 設計課 海外土地改良技術室 課長補佐

評価分析 松本 彰 A&M コンサルタント有限会社 代表取締役

調査期間 2011.8.30 ～ 2011.9.14 調査種類：中間レビュー
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３－１　実績の確認

３－１－１　成果の達成状況

成果 1：個人差はあるものの、TSC 職員のほとんどが自ら流域灌漑管理・開発に係る研修と

技術支援を実施できる能力を習得しつつあり、おおむね協力期間内にその研修及び

技術支援を行う能力を TSC 技術者が獲得することによって、プロジェクト目標の達

成に貢献することが見込まれる。

成果 2：流域灌漑管理・開発に関する研修は既に 5 コース実施され、技術レベル 1 以上の上

昇目標達成度は 63.6 ～ 100% であり、MOWRAM 及び PDWRAM の技術者の知識・

技術を修得しつつある。

成果 3：MOWRAM 及び PDWRAM の技術者の灌漑システム全体における施設計画、調査、

設計、施工及び維持管理に関して、既に 15 コース実施され、 技術レベル 1 以上の上

昇目標達成度は 73.7 ～ 100% であり、技術力が向上してきている。

成果 4：PDWRAM から要請を受けて灌漑事業申請に関して、TSC が技術支援し、採択され

た実績は、全国で 15 事業（うち草の根事業が 9 件、見返り資金事業が 6 件）あり、

PDWRAM の灌漑事業実施を促進するための TSC の技術支援体制が確立されつつあ

る。

３－１－２　プロジェクト目標の達成状況

一部計画より遅滞あるものの、能力強化に関する活動は適切に実施され、その成果はプロジェ

クト目標の達成に貢献している。今後も更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。とりわけ、流域

単位での水管理に関する技術や、基幹から末端までの灌漑システム全体を網羅した技術に関す

る研修を実施することと併せ、プロジェクト活動としてモデル灌漑事業を実施する PDWRAM
技術者への技術的支援体制の整備が進められていることから、これらの技術研修、技術支援を

受けた PDWRAM 技術者によって、プロジェクト対象地域における適正な灌漑事業の実施が可

能になり、プロジェクト目標は達成されると考えられる。

なお、モデル灌漑事業については、プロジェクト前半は TSC が主体となり、事業の計画、設

計、施工、維持管理を進めてきたが、プロジェクト後半は、モデル灌漑事業をより円滑に進

め、かつ PDWRAM の活動参画を一層促すため、研修技術を習得し、かつ実地訓練（On-the-Job 
Training：OJT）で指導を受けた PDWRAM 技術者が中心となる実施体制に変更を行う予定であ

る。

①　技術協力の開始からプロジェクト中間時点までの実績と実施プロセスを確認し、その情報に

基づいて、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）の観点から日本・

カンボジア双方で総合的に評価する。

②　プロジェクト後半の活動計画について協議し、必要な助言を行い、必要に応じて計画の修正

を行う。

③　円滑なプロジェクト運営のために取るべき措置について協議し、結果を GoJ、RGC 及び関係

当局に報告・提言する。

３．評価結果の概要
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３－１－３　進捗のプロセス

討議議事録（Record of Discussion：R/D）やプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 
Design Matrix：PDM）に記されたとおり、投入及び活動は順調に実施されている。

３－２　評価結果の要約

３－２－１　妥当性

以下の理由から、プロジェクトは妥当であると評価される。

（1）カンボジア国家政策との整合性

RGC の開発政策では、現政権の基幹政策文書である「四辺形戦略」において、「水資源・

灌漑管理」及び「農業生産性の向上」は優先度の高い開発課題として明示されている。また、

国家戦略開発計画（National Strategy Development：NSDP）2009 ～ 2013 年では、灌漑面積

の増加とコメの単位収量の向上が開発指標とされ、現政権の最重要施策として位置づけら

れている。さらに、RGC とドナーから構成される「農業と水」タスクフォースが 2009 年

に策定した「農業・水戦略（Strategy for Agriculture and Water：SAW）2010 ～ 2013 年」では、

河川流域単位での土地・水利用計画の策定、灌漑管理・開発のための取り組みを重視して

いることから、本プロジェクトとの整合性が保たれている。

（2）ターゲットグループのニーズとの整合性

長期にわたる内戦によって実践的技術・経験を有するカンボジアの灌漑技術者は著しく

減少しているうえ、国内に唯一設置されていた工科大学（ITC）の灌漑学科が廃止される

など、技術者育成の制度・組織は極めて脆弱であり、灌漑分野における人材育成は喫緊の

課題となっている。こうした状況のなか、TSC はカンボジア唯一の灌漑技術者育成・研修

機関であり、総合的な技術能力を有するよう技術者の養成を行い、同国全体の水管理の向

上、灌漑施設の拡大を目的としていることから、本プロジェクトの C/P 機関として妥当で

あると判断される。

また、プロジェクトが実施してきている各研修評価結果でも明らかなとおり、PDWRAM
の技術者はじめ研修受講生は TSC での研修を高く評価し、研修内容に満足している。一方、

対象地域の農民へのインタビューからは、末端水路の整備によって、水配分の問題が改善

され、その結果、二期作をはじめとした乾期の作物の栽培や耕地の拡大が現実化したとの

回答が多くあったように、プロジェクトは裨益対象者の課題やニーズに応えたものである

といえる。

（3）日本政府（GoJ）の政策との整合性

わが国の対カンボジア国別援助計画においては、「持続的な経済成長と安定した社会の実

現」という重点分野の援助方針として「農業・農村開発と農業生産性向上」が挙げられて

おり、農業・農村開発は貧困削減の観点からも重要な協力分野と位置づけられている。具

体的な方策としては、灌漑施設の整備、水管理システムの改善、水利組織の育成など、本

プロジェクト関連分野での協力が重視されており、日本の援助政策における優先度は高い。
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（4）JICA の援助方針との整合性

JICA はカンボジア国別事業実施計画において、「農業・農村開発」はカンボジアの経済

基盤の強化に向けた主要な開発課題の一つとして挙げており、同課題への対応として、「水

資源・灌漑開発管理プログラム」及び「農業普及・流通改善プログラム」の 2 つが設定さ

れて、本プロジェクトは、日本の支援実績がある灌漑施設の改修及び灌漑施設の機能向上

に必要な能力の強化を支援する「水資源・灌漑開発管理プログラム」に含まれ、その中核

となる技術協力として位置づけられており、実施意義は高い。

（5）プロジェクトのアプローチ・デザイン

本プロジェクトは、最終便益となる農民とともに、TSC 並びに MOWRAM、PDWRAM
の技術者といった関係者の流域単位での水資源及び灌漑管理・開発に関する能力向上を

図っていくものであり、人材が不足している現状、更にカンボジアの将来的な課題の一つ

に挙げられている流域単位での水利調整にも対応するアプローチとして妥当である。また、

本プロジェクトで示されている「流域灌漑管理・開発」は、複数の灌漑システム（流域単

位）への効率的な水配分を可能とする水資源管理に係る包括的な基本概念であることから、

流域単位の課題解決に向け、適切な対応と思われる。

３－２－２　有効性

本プロジェクトは、以下の理由から、有効性が高いと判断できる。

MOWRAM 関係者間の流域灌漑管理・開発へのニーズ・関心は高く、積極的な取り組み姿勢

が確認されている。なお、プロジェクト目標にある「プロジェクト対象地域において、灌漑事

業が適切に計画、実施、管理される」については、現時点で判断するのは早急であり、事業の

進捗更にはターゲットグループに対する技術支援の継続など、今後も引き続きその進捗と成果

を検証していく必要がある。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 4 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てい

ると判断される。

３－２－３　効率性

本プロジェクトに対する日本側、カンボジア側の投入は、カンボジア側の人材配置、予算配

布の点を除けば、その量、質、タイミング的にもおおむね適正で、すべての投入は実施に係り

十分に活用されている。また、これまでに投入された資源は、投入量に見合う成果を有してい

ると思われる。研修実施についても、フェーズ 1 に比べてより短い期間で、より多くの研修コー

スが実施され、かつ研修／ OJT の対象者も PDWRAM 職員及び農民グループまで広がっている

ことから、効率性は高まっていると判断される。

一方、これまでに投入された本プロジェクトの経費は、日本側は当初の見込みを超えるペー

スで進んでいるが、これは主にモデルサイトにおける灌漑施設の整備費用によるところが大き

い。その理由は、モデルサイトが広大であり、現地精査の結果、当初見積もり以上の経費を必

要としていること、更に関連する事業進捗と水源確保の必要性を考慮した整備水準を確保した

ことなどによるものである。
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３－２－４　インパクト

（1）上位目標への貢献

本プロジェクトの上位目標である「プロジェクト対象地域において、適切な灌漑事業を

通じた効率的な水資源管理が実現することにより、農業生産が安定する」、その指標として、

「プロジェクト対象地域におけるコメ及びその他の作物の単位収量が全国目標値に到達す

る」と設定されているが、プロジェクト実施を通しての貢献については、まだ時間を要し、

まだ現時点では評価できるまでには至っていない。

なおプロジェクト目標と上位目標とでは、論理的な飛躍がある。農業生産の安定のため

には、適切な灌漑事業実施は不可欠ではあるが、十分条件ではなく、例えば、種子の質、

投入財の利用、営農技術、更に天候はじめ自然条件に大きく左右されるからである。よっ

て中間レビューでは、PDM を修正し、「プロジェクト対象地域における水の有効利用や水

配分で拡大した耕作地の拡大した面積総数」を書き足すことを提案した。

（2）波及効果

なお、中間レビュー時点でのインパクト検証は時期尚早であるが、さまざまな正のイン

パクトが発現していることが調査団によって確認された。

1） 農民並びに農民組織への波及効果（参加型水管理の先行事例としてのモデル灌漑事業

成果の波及）

本プロジェクトによる技術者の能力向上により、灌漑施設が適切に改修され、その後、

農民参加型の維持管理が行われつつあるので、対象地域の配水や水利用状況が改善し、

二期作の導入や、水利費徴収など農民の生計向上に貢献しているとの報告もあり、ひい

ては収量増や貧困削減など、本プロジェクトによるインパクトとして高く評価される。

加えて、水路整備に伴い施工されたアクセス道路の整備によって、道路が改修され、ま

た幹線道路への連結がなされただけでなく、農産物の輸送、流通に役立つことができ、

コミュニティ全体へ便益が及んだと農民が実感している。なお対象地域での改修あるい

は建設された灌漑施設並びに周辺の農家圃場は、灌漑用水による効果を目の当りにする

ことによって、対象農家だけでなく、周辺農家にも非常に良い展示効果をもたらしている。

2）灌漑事業の推進

今後も、対象地域ではわが国による有償事業や草の根無償並びに他ドナー等による灌

漑施設の改修・開発支援が計画されていることから、プロジェクト実施後半において、

本プロジェクトの技術移転を受けた C/P による事業実施支援による灌漑事業の計画や建

設の継続が期待され、またプロジェクト研修やモデルサイトでの実践を通じて、カンボ

ジアにおける流域単位での効率的な水管理に有益となることが期待される。

3）全国各州水資源気象局（PDWRAM）技術者への波及効果

全国 24 州を対象とした TSC での研修参加を通して、MOWRAM 及び 6 州以外の

PDWRAM 技術者も、各職場でその習得技術を生かしており、草の根事業はじめさまざ

まな灌漑事業の設計から調査、計画策定、建設までを行える自信を有するようになって

きており、ドナーや農民からの高い要望にも何とか応えられる技術的水準になるなど、

プロジェクトによるインパクトを期待できる。
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一方、負のインパクトと見なされるものは、現在までのところ観察されていない。

３－２－５　自立発展性

（1）技術面

過去の協力を通じ、TSC の技術者はじめカンボジア側 C/P は、流域灌漑管理・開発に関

する基本的な技術を習得し、指導できるまでの能力を獲得していると判断される。一方、

MOWRAM 及び PDWRAM の技術者からは、引き続き、更なる技術研修を期待しており、

特に、流域単位での水管理の必要性に関する認識が高いことも確認されてきた。こうした

ことから、本プロジェクトの技術面での受容度は高いと考えられ、プロジェクト終了時ま

でに更に活動を実施し、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 
をはじめ C/P は、十分な能力を有することになると期待される。なお、こうした技術的自

立発展性を確保するためには、常勤 C/P が TSC 勤務を継続させることを可能とするような

インセンティブの付与等が必要である。また、対象地域では将来的にわが国の有償資金協

力やその他のドナーによる灌漑事業も計画されており、それらの事業が実施される際には、

本プロジェクトを通じて獲得された知識・技術の活用を図ることが肝要である。なおモデ

ルプロジェクトサイトでの活動は、TSC2 から継続的に行っているものの、TSC3 での新規

採択サイトでは緒に就いたばかりの地域もある。現地での活動の主役である農民組織に対

しては、施設の維持管理や組織運営面で引き続き指導や支援が必要と思料される。さらに

地方の農民はカンボジアの最重要産業の担い手であるが貧困層が多いこと、特に女性が農

業に担う役割も高いことから、社会的弱者を自立させるといった側面からも、本プロジェ

クトでの継続支援は妥当と考えられる。

（2）政策・制度・組織面

政策面では、農業生産の向上に向けた灌漑開発の促進とそのための技術人材育成は、現

在のカンボジアの関連政策において優先分野とされており、今後もそれらの政策が継続さ

れる見込みは高い。また、水資源管理法が制定されてから、農民水利組合副令が整って、

これに従って組織の育成強化活動を進めているが、制度・政策面での充実が活動の進捗と

その後の自立発展性に欠かせない。現在、MOWRAM は、水質副令、水利権副令及び流域

管理副令の検討が進められていることから、今後、当該 3 副令の制定が見込まれて、本プ

ロジェクトで技術導入を進めている流域灌漑管理・開発技術の導入促進と普及への側面支

援が期待される。一方、TSC の組織機能強化に係る将来像として、中長期の人的資源開発

戦略がロードマップとして描かれており、同ロードマップを基に、今後、カンボジア側で

人材育成に係る具体的な方策やアクション計画を策定する計画となっており、本プロジェ

クトからも支援することで、TSC の組織的持続性が一層確保されることが期待される。

（3）財政面

カンボジアの財政は全体として依然厳しい状況にあり、現時点で財政的自立発展性の見

込みは必ずしも高くない。例えば、上記の TSC の人的資源開発戦略に係るロードマップも

国のビジョンとしては明確ながら、実行計画更に優先戦略といった政策は不透明であり、

何より国家政府予算の裏づけはなく、まだまだドナー依存の状況にある。また試験研究機
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関化はじめ、ロードマップの実施状況を見ても、段階的な増員や予算強化の具体的方策は

計画どおり順調に進んでいるとは認めがたい状況である。このため、プロジェクト活動及

び灌漑事業の継続のため、RGC からの活動予算並びにわが国からの支援経費の確保につき、

その動向や経緯を見守る必要がある。

３－３　効果発現に貢献した要因

３－３－１　計画内容に関すること

特記事項なし。

３－３－２　実施プロセスに関すること

（1）円滑なマネジメント：カウンターパート（C/P）と日本人専門家との強いコミットメン

トと良好な関係

プロジェクトの多様で過重な活動にもかかわらず、効果的かつ円滑に実施されてきたの

は、カンボジア職員と日本人専門家の強いコミットメントのお陰である。特に TSC の C/P
と専門家のモチベーションとリーダーシップが、プロジェクト活動を成功裏に行える原動

力となっていた。また TSC での研修のみならず、モデルサイトの活動に係るスケジュール

管理や人材の効率的配置活用のため、活動計画（Plan of Operation：PO）のみならず、毎月

のワークプランを作成したことで、プロジェクトが円滑に進められていた。一方、カンボ

ジア側と日本人側との間での相互信頼関係があり、円滑なコミュニケーションがとられた

ことも大きな促進要因である。

（2）農民の参加意欲とコミュニティ指導者のリーダーシップ

わずか一部の対象地域を除いて（コンポンチュナン州では、政治的な背景等から現地農

民の実施反対運動に見舞われ、サイトの変更を余議なくされた）、プロジェクト対象地域

の農民のモデルプロジェクト活動への参加意欲は高く、モデル灌漑事業実施に係る基本的

な理解を得てきている。なかでも中核農民やコミューンの指導者（郡長、コミュニティや

村のリーダー）によって、対象農民へ粘り強い説得が行われ、リーダーシップが発揮され

ていること、更に農民組織としての自主活動（定期的な会合はじめ、施設の維持管理活動

あるいは水利費徴収等の活動など）が活発化しつつある。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

３－４－１　計画内容に関すること

特記事項なし。

３－４－２　実施プロセスに関すること

（1）灌漑事業の資金充当の遅れ

対象地域に予定されている灌漑事業の資金充当は、有償資金協力事業の実施を想定して

いたところ、プロジェクト開始当初に見込まれた充当時期から大幅に遅れている（ローン

に係る E/N 署名は 2011 年 8 月に行われ 2014 年には建設事業が始まる見通し）。これにより、

関連するサイトの住民からの不満をもたらし、モデル灌漑事業を当初計画どおり、すべて
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達成することは困難な状況を引き起こしている。

（2）プロジェクトに対する外部条件の悪影響

プロジェクト活動、特に対象地域での活動についてはさまざまな外部要因による影響が

あった。例えば、農家間の紛争解決あるいは農民参加のためには時間が多くかかったこと

などである。また、TSC で開催される研修では、その受講生の募集は TSC で一定の資格を

設けて実施しているが、各 PDWRAM で選定される受講生は必ずしもその資格を満足して

いない場合が多く、状況はフェーズ 2 プロジェクトのときからほとんど変わっていない。

加えて、受講生の知識・経験に格差があることも多く、研修受講の効果ないし研修実施側

の運営の難しさを引き起こしている。

３－５　結　論

本プロジェクトは開始以来 2 年を経ており、今回、上記のとおり、現地調査並びに関係者との

協議を行い、評価 5 項目によって、中間レビューを行った。本件の活動は円滑に行われ、かつそ

の成果が蓄積されつつあり、本件を通じ、関係者の能力や技能の強化が図られつつあると中間レ

ビュー調査団は結論づけた。現時点では、まだ本件のインパクトや自立発展性を判断することは

時期尚早ながら、本件の活動及び成果が着実に軌道に乗っており、プロジェクト目標達成に向かっ

て着実に前進しているといえる。なお、残りプロジェクト期間も、以下述べるような提言を踏まえ、

引き続き、本件の活動を円滑に進めていくことが求められている。

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）

３－６－１　プロジェクト活動内容の見直し

（1）モデルプロジェクト地区の活動内容について

プロジェクト活動はおおむね順調に進んでいるものの、モデル灌漑プロジェクトの進捗

は当初計画に比べると遅滞しており、プロジェクト期間中に 6 州 11 地区において完了させ

ることは困難な見通しである。

・　 投入面の制約〔TSC C/P 配置数は計画上 17 名が実績 14 名、PDWRAM C/P は 10 名配

置のところ 2010 年度上半期実績は各州 3 ～ 6 名の参加にとどまる、日本人専門家は

基本的には水管理専門家 1 名が対応、政府開発援助（Official Development Assistance：
ODA）予算削減の流れ〕

・　 TSC2 までに比較してモデル灌漑プロジェクトの地区数が多い（TSC3：6 州 11 モデル

プロジェクト、TSC2：モデルサイト 1 地区、パイロットサイト 3 地区）

・　 モデル灌漑プロジェクト地区の地理的条件（11 地区中 8 地区は TSC から数百 km 離れ

ており各地区の現場管理には多くの移動時間を要する）

・　 モデル灌漑プロジェクト地区における施設整備には各地区 2、3 名の技術者が必要で

あるが TSC の C/P は事務職 3 名を含めて総数 14 名と限られている

・　 円借款事業（トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業）案件形成に時間を要し、2014
年着工予定となったため、モデル灌漑プロジェクトで対応すべき施設整備水準の変更

を要した

上記の状況、及び成果４「PDWRAM 技術者による灌漑事業実施を促進するための TSC 
の技術支援体制が構築される」達成のためには各州でのモデル灌漑プロジェクトは必要で
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あるものの、必ずしも 11 地区すべての事業実施が成果 4 達成の必須条件ではないことに

かんがみ、現有の体制にてプロジェクト後半で実施可能な計画量に見直す必要がある。具

体的には、同一州内に複数のモデル灌漑プロジェクト地区がある 3 地区（バッタンバンリ

アムコン地区、プルサット州ワットチュレとワットルオン地区）の施設整備をモデル灌漑

プロジェクトの対象外とし、2 地区（プルサット州スレアマオーム地区、カンダル州カン

ダルスタン地区）においては必要に応じて対象面積も削減すべきである。ただし、施設整

備を対象外とする地区においても、農民組織化に向けてのソフト面の支援は有効であり、

引き続きプロジェクト活動の対象として位置づけるべきである。プロジェクトでは、モデ

ル灌漑プロジェクトまたは円借款事業で整備される施設を農民組織が自ら適正に維持管理

し、水管理を行っていける体制づくりを優先すべきであり、施設整備に時間を取られすぎ

て維持管理や水管理体制づくりに係る活動が停滞することは避けなければならない。

（2）基幹灌漑システム研修内容について

現在、基幹灌漑システム研修内容には「ダム」及び「ダム関連」コースが含まれている

が、モデル灌漑プロジェクトではダムを整備対象としていないこと、かつ内容が高度であ

りプロジェクト期間中に一定の研修成果が発現できる見通しが立たないことから ｢ ため池

堰堤 ｣ コースで代替する等して、研修の対象外とし、それ以外の用排水施設の技術導入を

優先して取り組むべきである。

３－６－２　農民参加の重要性と農民組織強化

モデル灌漑プロジェクト 3 地区においては、これまで、調査、計画、設計、農民組織設立、

建設までが行われている。今後、維持管理、農民組織強化に係る活動が行われていくが、農民

の自主参加やオーナーシップがより一層重要になってくる。特に水利費の徴収が継続的に行え

るかどうかがポイントとなるが、水田ごとの地形条件等により灌漑用水利用量が大きく異なり、

費用負担の合意形成は容易ではない。先行事例を参考に、灌漑利用量の把握方法、利用量に応

じた料金徴収方法、将来想定される維持管理費用、灌漑による農家の収入増などを総合的に勘

案し、水利費徴収制度を確立する等して維持管理・農民組織強化活動に重点を置く必要がある。

３－６－３　プロジェクトの実施体制の見直しについて

本プロジェクトの R/D では、TSC への C/P 配置 17 名、各対象郡の PDWRAM への C/P 配置

10 名が計画されているが、TSC への C/P 配置実績は 14 名、PDWRAM への C/P は任命されて

いるもののC/Pのプロジェクト参加実績は十分ではない。このため、特に PDWRAMにおいては、

TSC での研修を受講済みであるなど技術力や専門家とのコミュニケーション力のある者のなか

からコアスタッフとなるべき者を 3 名選定し、常時本プロジェクトのモデル灌漑プロジェクト

に従事するような体制を取ることを提言する。

また、併せてモデル灌漑プロジェクトの実施体制について、TSC と PDWRAM の関係を見直し、

調査、計画、設計、農民組織設立、建設、維持管理、農民組織強化の一連の活動を PDWRAM
が主体的に実施できるよう、TSC は措置を講じるべきである。
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３－６－４　プロジェクトの持続性確保

持続性確保の観点から、次の取り組みを行うことを提言する。

（1）技術的観点

・　 TSC は策定済みの人材育成ロードマップに沿って、新人研修のあり方等その具体化を

急ぐべきである。また、日本人専門家は TSC に対し技術的支援を行うことを提言する。

・　 TSC での研修参加者の一部は、語学力や専門知識に係る資格要件を満たしていない状

況がみられる。また、研修終了後にモデル灌漑プロジェクトに参加し、貢献するとい

う面が弱い。このため、PDWRAM においては、研修参加者選定に際しては、資格要

件を満たしているかどうかの確認を十分行うべきである。また、モデルプロジェクト

対象郡の PDWRAM においては、研修終了後に当該受講者がモデル灌漑プロジェクト

へ参加するよう人員配置を行うべきである。

・　 本プロジェクトでの研修成果やモデル灌漑プロジェクトにおける技術移転成果は今後

実施される円借款事業にて活用できる。プロジェクト後半では、必要であれば追加投

入も含め、円借款事業にて技術移転成果を活用できるよう活動内容を工夫すべきで

ある。なお、本プロジェクトと円借款事業の活動の整合性を保つため、MOWRAM、

TSC は円借款事業の定例進捗会議等を通じて、一体的なスケジュール調整を行うべき

である。

（2）財政的観点

・　 2011 年度の C/P ファンド 6 万 US ドルのうち 50% はリリースされているが、TSC は年

度後半の予算の早期リリース、及び 2012 年度以降の予算確保への努力が求められる。

・　 インタビューを通じて、C/P からは JICA からの手当てが少ないという指摘が多数あっ

た。カンボジアにおける対策として考えられるのは、優先実施コスト負担（Priority 
Operating Costs：POC）と呼ばれるドナーによる給与補填のスキームであるが、JICA
は制度上 POC を支給できない。このため、JICA が負担できない費用の支援をアジア

開発銀行（Asian Development Bank：ADB）から受ける等の検討を行うべき。この際、

本プロジェクトへの悪影響は避ける必要がある。詳細な役割分担については TSC、
JICA、ADB の間で議論を進めるべきである。

３－７　教　訓

３－７－１　技術研修とモデル灌漑プロジェクトの補完効果について

TSC2 の中間評価調査時にも指摘されている事項であるが、研修での知識習得とモデル灌漑

プロジェクトでの実践というソフト面とハード面の両方をカバーしている点は、本プロジェク

トでも車の両輪のように相互に補完しながら機能しており、座学と実践の組み合わせた技術協

力の効果は高いといえる。

また、TSC2 との違いとしては、本プロジェクトでは同時並行して円借款事業である「トン

レサップ西部流域灌漑施設改修事業」の案件形成・実施が予定されていることである。技術協

力プロジェクトと円借款事業という観点からは、それぞれの案件形成プロセス、担当部署、開

始までに要する手続きや時間等がスキームの性格上異なるため、明確な連携を事前に調整し、

それぞれのプロジェクトの活動に組み込むことは容易ではない面がある。例えば本プロジェク
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トにおいては、円借款事業の対象サイトとモデル灌漑プロジェクトの対象サイトを重ねて、技

術協力プロジェクトの成果を円借款事業で面的に展開する計画である。しかしながら、円借款

事業の案件形成に時間を要したため、技術協力プロジェクト側のモデル灌漑プロジェクト内容

の見直しが必要となり、技術協力プロジェクト側の事業進捗に影響を与える結果となった。今

後の教訓としては、円借款事業のソフトコンポーネントとは別途技術協力プロジェクト等の技

術支援を計画する場合は、相互のスケジュールを一体的に管理し、各プロジェクトの進捗に応

じて活動内容を柔軟に調整できる体制を先方政府内及び JICA 本部・現地事務所で事前に取る

か、それが難しい場合は、役割分担を明確化して、それぞれのプロジェクトがお互いの進捗状

況にかかわらず基本的には独立して実施できるよう計画すべきである。

一方で、本プロジェクトでのモデル灌漑プロジェクトは同円借款事業のモデル事業として

の展示効果が十分期待できることから、今後も円借款事業で灌漑事業を計画する場合は、そ

の前段階として先方実施機関の調査、計画、設計、建設監理、水利組合（Farmer Water User 
Community：FWUC）設置／強化に係る能力強化、及び農民参加型の FWUC による維持管理体

制構築に係る技術協力を実施していくことは有効である。

３－７－２　モデルプロジェクトの地区数設定について

本プロジェクトでは 6 州 11 地区のモデル灌漑プロジェクトが当初計画されたが、地区数の設

定にあたっては、TSC2 までの活動エリアや無償資金協力事業／円借款事業との連携は考慮さ

れたものの、先方政府の C/P の人数や能力、派遣予定の日本人専門家の人数、プロジェクト期

間を踏まえて詳細な計画を立てたうえで決定されてはいない。プロジェクト開始時点では C/P
の人数や能力等不確定要素が多く、詳細な計画を立てることは困難である場合が多いが、対象

とすべき地区数はその必要性のみならず、投入量等実施可能性も踏まえて設定されることが望

ましい。

プロジェクト後の成果の普及という観点からは、モデルプロジェクトの数を多く設定すべき

という議論がある一方で、面的展開が期待できる円借款事業が同一対象エリアで実施予定であ

る場合などはむしろ技術協力の目的である人材育成により焦点をあてて活動すべきであり、成

果が目に見えるハード面の整備を必要以上に重視すべきではない。


