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１－１　協力の背景と概要

2002 年 5 月に独立した東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」と記す）は、就業

人口の 86％が農林水産業に従事し、その生計を主に農業に依存している。しかし、1999 年の政

局混乱に伴う農業人口の流出、一部灌漑施設の破壊、公共及び民間サービスの停止などが原因

で農業生産性が低下している。その結果、同国の主要食用作物のうち、トウモロコシ、キャッ

サバはほぼ自給できているが、コメは国内需要を満たしておらず、水田のコメ生産量は全国平

均で約 1.5t/ha（籾ベース）と、他の東南アジア諸国に比べ低い。

マナツト県はバウカウ、ボボナロ、ビケケの各県などと並んで水稲栽培の大きなポテンシャ

ルを有しており、灌漑稲作が広く行われている国内有数のコメ作地である。ラクロ灌漑施設は

ポルトガル時代の 1960 年代に建設され、インドネシア政府によって修復されたが、1996 年の

洪水による被害を受けた後はほとんど使用できない状況となっていた。

独立後の同国へのコメ生産性改善に係る支援として、わが国は緊急無償資金協力を実施し、

同灌漑施設（660ha）の修復を行い、開発調査「農林水産業開発調査」により中期総合農業開発

計画を策定し、同地区において実証プロジェクトを実施した。かかる経緯を受け、東ティモー

ル政府はこれまでの活動実績の強化等を目的として、上記ラクロ灌漑施設を活用したコメの生

産性向上と水利組織の強化を主な内容とする技術協力プロジェクトの実施をわが国に要請し、

これを受けて独立行政法人国際協力機構（JICA）は 2005 年 6 月から 2010 年 3 月まで「マナツ

ト県灌漑稲作プロジェクト（フェーズ１）」を実施した。

同プロジェクトでは、収量向上を目的に、水利組合（WUA）への支援とともに栽培方法や種

子生産の改善に対する取り組み活動を行った結果、周辺地域への波及可能な栽培方法や種子生

産についての有効な方法が見いだされるなど、生産基盤の構築が図られた。しかしながら、本

プロジェクト成果を彼等自身で持続的に発展させるためには、更なる能力の向上を図る必要性

が認められた。そこで、県農業事務所及び WUA の更なる能力の向上と、さらには、隣接する

周辺灌漑地区（マララハン、サウ、スマセ、レンボール、ディリマネ）を含めた合計 860ha へ

のプロジェクト成果の拡大をめざした「マナツト県稲作灌漑プロジェクト（フェーズ２）」が東

ティモール政府から要請された。

これを受けて JICA は、2010 年 5 ～ 6 月に詳細計画策定調査を実施し、同年 8 月 10 日に討議

議事録（R/D）に署名、2010 年 11 月から 2014 年 11 月までの 4 年間の計画でフェーズ２プロジェ

クトを開始した。

本プロジェクトは、現在、2 名の長期専門家（チーフアドバイザー／灌漑水管理、業務調整／

研修）を派遣中であり、農業水産省（MAF）灌漑管理局、農業園芸局、農業コミュニティ開発

１．案件の概要

国名：東ティモール民主共和国 案件名：マナツト県灌漑稲作プロジェクトフェーズ２

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所管部署：農村開発部水田地帯第一

課

協力金額（調査時点）：約 1.4 億円

R/D 署名日：2010 年 8 月 10 日

協力期間：2010 年 11 月 23 日～

2014年 11月 22日（4年間）

先方関係機関： 農業水産省（MAF）

日本側協力機関：農林水産省

他の関連協力； 特になし
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支援局をカウンターパート（C/P）とし、マナツト県農業事務所における農民指導体制強化、改

良稲作システム（IRCS）1 の普及、WUA による灌漑システム維持管理体制強化に係る活動を行っ

ている。

１－２　協力内容

（１）上位目標

改良された灌漑稲作システムが、他の灌漑地区にも適用される。

（２）プロジェクト目標

プロジェクト対象地区におけるコメの生産性が改善する。

（３）成　果

１．農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制 2 が強化される。

２．（ラクロ灌漑地区 3）

改良稲作システムが持続的に機能 4 する。

（ラクロ灌漑地区外 5）

改良稲作システムが適用される。

３．（ラクロ灌漑地区）

水利組合による灌漑システム 6 が適正に維持される。

（ラクロ灌漑地区外）

伝統的灌漑手法 7 が、現地適応型技術の試行を通じて改善される。

（４）投入（2012 年 9 月末時点）

＜日本側＞

専門家派遣：延べ 7 名（長期専門家 2 名、短期専門家 5 名）

機材供与：約 1,130 万円

ローカルコスト負担：約 1,730 万円 （2012 年度分を含む計画値）

＜東ティモール側＞

C/P 人材の配置：19 名
土地・施設提供（専門家執務室、展示圃場など）

プロジェクト運営費：C/P 給与、水道・光熱費など

1　 フェーズ１で確立された稲作システム。圃場準備（均平作業）・除草・定条植え、優良種子利用から構成される。
2　 農民指導体制：MAF が農民に対して改良稲作システム及び灌漑システムの指導を行うために必要な農業技術普及体制を意味す

る。
3　 ラクロ灌漑地区：507ha
4　 持続的に機能する：プロジェクト対象農民により、圃場準備・除草・定条植え、優良種子生産が継続して実施されている状態

をいう。
5　 ラクロ灌漑地区外：マララハン、サウ、スマセ、レンボール、ディリマネの各地区、合計 564ha。
6　 水利組合による灌漑システム：適切な配水、維持管理を意味する。
7　 東ティモールにおける灌漑施設は 3 タイプに分類される（テクニカル灌漑、セミーテクニカル灌漑、伝統的灌漑）。ラクロ灌

漑地区はセミーテクニカル灌漑、ラクロ灌漑地区外は伝統的灌漑である。
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３－１　実績の確認

（１）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標：　プロジェクト対象地区におけるコメの生産性が改善する。

２．評価調査団の概要

調査者

担当分野 氏　名 所　属

団長／総括 山根　誠 JICA 農村開発部　水田地帯第一課　企画役

灌漑／水利組合 田中　宏
農林水産省　農村振興局設計課　海外土地改良技術室

課長補佐

計画管理 吉田　実 JICA 農村開発部　水田地帯第一課　特別嘱託

評価分析 東野　英昭
株式会社レックス・インターナショナル

シニアコンサルタント

調査期間 2012 年 10 月 27 日〜 11 月 16 日 調査種類：中間レビュー

３．評価結果の概要

指　標 達成状況

（ラクロ灌漑地区）

コメの生産性

（2.5t/ha）

2012 年 10 月の第１回モニタリングの結果によれば、調査対象 79 農家中 35 農家（44.3％）

が推奨の 4 品種を使用した。また、推奨品種については、1ha 当たりの収量は 3.0t であった。

推奨品種の生産性については指標を満たしているものの、使用割合（普及度合）がまだ不十

分なことに加え、除草や条植えなど IRCS を構成する技術要件の普及率は低く、プロジェク

トの実施による効果とは認めがたい（成果２の項参照）。プロジェクトの後半で技術の普及

を更に拡大していく必要がある。

ラクロ灌漑地区における水稲収量性

品　種 使用農家数
収量

（kg）
作付面積

（ha）
ヘクタール当たりの収量

（t/ha）

推奨 4 品種

① Nakroma
② Barito
③ Membrano
④ IR64

35
（44.3％）

77,739
（43.7％）

26.1
（43.5％）

3.0

在来品種
29

（36.7％）

61,913
（34.8％）

22.8
（38.0％）

2.7

ハイブリッド
14

（17.7％）

35,555
（20.0％）

10.1
（16.8％）

3.5

不明
1

（1.3％）

2,632
（1.5％）

1.0
（1.7％）

2.6

合計 79 177,839 60.0 平均 3.0
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（２）成果の達成状況

成果１：農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制が強化される。

指標 1-1：農業水産省職員普及員向けの研修回数（7 回）と受講人数（10 名）

＜改良稲作システム＞

8 名の普及担当職員と 2 名の栽培担当職員を対象に、技術研修はこれまでに 5 回実

施された。研修のカリキュラムは現在作成中で、2012 年 11 月には完成する予定である。

普及担当職員の能力は向上しているものの、プロジェクトの後半で更なる向上が望ま

れる。

＜灌漑システム＞

灌漑技術に関するマナツト農業事務所職員研修と、マナツト農業事務所職員及び農

民 OJT（On-the-Job Training）が、それぞれ 4 回、10 回実施された。

指標 1-2：農業水産省職員／普及員による農家のモニタリング回数（6 回）

改良稲作システム（IRCS）の定着、導入に関する農家のモニタリングは、第 1 回目

が 2012 年 10 月に実施された。今後は年 1 回実施される予定である。灌漑分野のモニ

タリングとしては、2011 年 11 月に、ラクロ灌漑地区への取水口地点における堆積状況、

流速、水位が項目として定められ、それ以来、基本的に週 1 回の計測が行われている。

指標（モニタリング回数 6 回）はプロジェクト終了までに満たされる予定である。し

かし、IRCS モニタリング活動は、マナツト県農業事務所の普及職員の参加の度合いが

低く、改善が必要である。

指標 1-3：農業水産省職員／普及員向け普及材料の作成

4 種類の普及教材（フェーズ１で作成された教材を基に作成された苗床作成／圃場

均平／条植えの教材、及び現地適応化灌漑技術の教材）が作成された。優良種子とモ

（ラクロ灌漑地区外）

コメの生産性が

20％増加する。

同様に 2012 年 10 月の第 1 回モニタリングの結果によれば、推奨品種の使用率は 25.4％で、

ヘクタール当たりの収量は 1.9t であった。今回のモニタリング調査の結果を基に、今後指標

が満たされるかどうかを検討していくことが必要である。

ラクロ灌漑地区外における水稲収量性

品　種 使用農家数
収量

（kg）
作付面積

（ha）
ヘクタール当たりの収量

（t/ha）

推奨 4 品種

① Nakroma
② Barito
③ Membrano
④ IR64

18
（25.4％）

32,608
（28.4％）

17.5
（26.0％）

1.9

在来品種
42

（59.2％）

56,210
（48.9％）

40.0
（59.4％）

1.5

ハイブリッド
10

（14.1％）

25,206
（21.9％）

8.8
（13.1％）

2.9

不明
1

（1.4％）

880
（0.7％）

1.0
（1.5％）

0.9

合計 71 114,904 67.3 平均 1.8
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ニタリングに関する教材がプロジェクト後半で作成される予定。

成果２：（ラクロ灌漑地区）改良稲作システムが持続的に機能する。

指標 2-1：改良稲作システムを継続採用する農家数（80％）

ベースライン調査では、ラクロ灌漑地区調査対象 256 農家の中で 80％、79％、9％
が優良種子、条植え、複数回の除草を実施している。79 農家を対象としたモニタリン

グでは、これは、それぞれ、50％、50％、6％となっている。指標の設定数値に対して、

圃場の均平を除いては、IRCS の定着はいまだに不十分である。特に除草はほとんど行

われていない。

成果２：（ラクロ灌漑地区外）改良稲作システムが適用される。

指標 2-2：改良稲作システムの内の少なくとも一つ以上の技術が農家採用された数または

割合（農家数 340 戸、または農家の 50％）

ベースライン調査では、調査対象 85 農家の中で 59％、35％、10％が優良種子、条

植え、複数回の除草を実施している。71 農家を対象としたモニタリングでは、それぞ

れ 25％、28％、0％となっている。

ラクロ灌漑地区と同様に圃場均平は広く行われているものの、それ以外の技術の

IRCS のラクロ灌漑区以外への導入は、指標に対して未達成である。

指標 2-3：推奨品種の優良種子の配布割合（10％）

マナツト県農業事務所のデータによれば、2012 年度、推奨品種（優良種子）は 309
農家に配布されている（1,300 戸の農家に対し約 24％）。また 2011 年のベースライン

調査でも、推奨品種の使用割合はラクロ灌漑区で 80％、ラクロ灌漑区以外で 59％であっ

たため、指標は満たされている可能性が高い。しかし、今後のモニタリングで配布状

況を継続して確認することが必要である。

指標 2-4：農家向けの研修回数を参加人数（10 回、100 人）

IRCS 農民研修はサウ、マルラフン、及びラクロで、計 4 回実施された。参加者は延

べ 50 名である。したがって、指標 2-4 に関する活動の進捗状況は順当とも評価できる。

しかし、本来、IRCS の技術移転は、優良種子の使用、条植え、複数回の除草、圃場の

均平作業のすべてが農民に習得されて達成されるものである。これまでの研修には、

優良種子の使用、除草、圃場の均平作業が含まれていない。今後は、この点を配慮して、

より計画的な研修の実施が望ましい。

成果３：（ラクロ灌漑地区）水利組合による灌漑システムが適正に維持される。

指標 3-1：配水計画に基づいた配水の実施

灌漑施設の故障や、WUA の機能停止・再建などの理由により、配水計画に基づいた

配水は、中間レビュー調査の時点では実施されていない。 水利費徴収の前段階として、

各圃場の耕作者の氏名が確認され、配水計画策定の準備がなされた。

指標 3-2：水利組合員からの水利費の徴収率（70％以上）

ベースライン調査では、水利費の徴収率は 70％程度であったとされる。しかし、

WUA が再建の途上である現在、水利費徴収の情報が入手できないため、指標の判定は
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困難である。

成果３： （ラクロ灌漑地区）伝統的灌漑手法が、現地適応型技術の試行を通じて改善され

る。

指標 3-3：普及員／農家向けの現地適応型灌漑技術手法の研修回収 3 回）

灌漑技術に関するマナツト農業事務所職員及び農民 OJT がこれまでに 10 回実施され

た。延べ参加人数：243 名。

指標 3-4：普及員向けの現地適応型灌漑技術マニュアル

現地適応型灌漑技術マニュアルのドラフト 2 種が作成された。試験施工の結果を反

映し、修正と更新を行っていく予定である。

３－２　評価結果の要約

評価５項目に基づくレビュー結果は以下のとおり。詳細については、中間レビュー調査報告

書の第４章に記述している。

項　目 レビュー結果 主な理由

妥当性 高い （＋）東ティモールの政策との整合性

（＋）日本政府の援助方針／ JICA の支援方針との整合性

（＋）地域社会のニーズとの整合性

有効性 中程度 （－）活動の進捗の遅れ／成果の発現の遅れ

効率性 低い～中程度 （－）成果の発現の遅れ

（－）プロジェクト前半の投入が計画どおりに実施されなかった。

インパクト

（見込み）

• 正のインパクトが期待できる。

• 負のインパクトは現状では想定されない。

持続性

（見込み）

（＋）東ティモールの政策との高い整合性から政策上の支援を期待。

（－）普及分野での人材が不足。

３－３　成果の発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

特になし（フェーズ２の計画はフェーズ１での経験を生かし対象地区の状況を十分把握・

理解したうえで策定されている。しかし、フェーズ２の前半においては、成果の発現その

ものが遅れている）。

（２）実施プロセスに関すること

フェーズ１で供与した資機材の継続使用は、本プロジェクトの効率性の向上に一定の貢

献があったと考えられる。

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

PDM の記述（用語の定義、成果とその指標の標記、活動の記述など）にあいまいな点が

みられ、活動の進捗に関するデータ・情報の収集の方針に混乱が生じた。
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（２）実施プロセスに関すること

東ティモール側の普及担当職員（C/P）が MAF の他の業務との兼務で多忙となり、プロジェ

クト活動に十分に参加できなかった。

３－５　結　論

プロジェクトは、フェーズ１において C/P であった者の多くがフェーズ２開始時には異動し

てしまっていたこと、フェーズ１で構築された IRCS が必ずしもマナツト県農業事務所に定着

していなかったこと、また WUA の内紛による機能停止など、当初の前提が崩れていた。加えて、

プロジェクト開始時点でベースライン調査の実施に多くの時間を費やし、これに続く他の活動

の遅れが認められた。

一方で、マナツト県農業事務所の農民指導能力は全体としてある程度向上したと判断される。

しかし、まだ満足できるレベルではなく、日本人専門家の支援の下で継続した努力が求められる。

普及担当の C/P については、プロジェクトの前半期間中、フルタイムでのプロジェクト活動

への参加が困難であったことから、IRCS の普及のためには、今後は、より積極的な参加が不可

欠である。

灌漑技術の面では、対象河川の不安定な流況や WUA の問題などが原因で、進捗は遅れ気味

であるものの、土砂や礫の堆積抑制のために実施されてきたフトン籠と大型土嚢を用いた応急

措置工法の試験施工が良好な結果を示している。プロジェクトの後半では、ティモール側 C/P
による現場での本格的な適用が期待される。

３－６　提　言

詳細については、レビュー調査報告書第５章に記述している。

３－６－１　プロジェクトへの提言

（１）PDM の改訂

プロジェクト目標の指標として耕作面積の増加を追加するとともに、成果３のプロジェ

クト活動内容を明らかにすべく修正した PDM 案（version 2.0）を提案した。

（２）ミーティングによる情報共有の徹底

当初行われていたプロジェクト実施に係る計画、進捗及び課題にかかわる日本人専門

家とマナツト県農業事務所 C/P の定期的ミーティングは現在行われていない。関係者間

の連携強化を通じ今後のプロジェクト持続性を高めるためには、東ティモール側 C/P 及

び JICA 関係者間で定期的ミーティングの場を早急に設けるだけでなく、農民や WUA の

関係者を交えたステークホルダー会議の定期開催も重要である。

（３）IRCS の啓発促進と研修体制の改善

IRCS 研修の継続的に拡大には、その利点を認識する農民の数を増加させていく必要が

あるため、同手法の効果を紹介する資料（リーフレット、パンフレット等）を制作し積

極的に配布することの意義は大きい。

また、IRCS の農民研修では、これまで、条植えや除草などの作業項目別に研修を実施

する計画であったが、複数回の参加が必須になるなど必ずしも効率的ではないため、参

加者が一日で必要な技術を習得できるようパッケージ化した研修カリキュラムに基づく

実施が望ましい。
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（４）活動促進に向けた方策

短期専門家の不在時を中心にプロジェクト活動に遅れが発生しており、2014 年 11 月ま

でのプロジェクト目標達成が困難となるおそれがある。これ以上の活動の遅れを防止し、

また現在の遅れを取り戻すためには、既述のとおり、C/P 人員の配置検討に加え、プロジェ

クト活動ごとの東ティモール側及び JICA 側双方の責任者の任命、専門家交代や不在時の

C/P を含めた引き継ぎ徹底などの対策を講じることが必要不可欠である。

３－６－２　東ティモール側への提言

（１）普及員の効率的な業務参加

今後ラクロ灌漑地区外への本格的な IRCS 普及活動の展開が計画されているが、同活動

の中核となるべき普及員は他ドナーの事業や通常業務などを兼務することから非常に多

忙である。よって普及員の効率的な活動環境確保のため、普及員の配置の見直しや人員

の強化、必要に応じてプロジェクト活動重点地区の絞り込み、普及員の交通手段の確保

などの方策検討が望まれる。

（２）東ティモール側の主体的取り組みの強化

本プロジェクトの趣旨は、マナツト県農業事務所の職員（普及員及び灌漑技術者）の

農民指導体制の強化により、彼ら自身によって農民に対して IRCS や適切な灌漑技術の

普及を図るものであるが、実際には C/P の数の不足や多忙さから、IRCS 普及・モニタリ

ングのためのデータ取得活動のように日本人専門家とプロジェクトのローカルスタッフ

のみでの活動となっているケースが認められる。プロジェクト期間が残り 2 年であるこ

とにかんがみ、今後の持続性を確保するためにも、プロジェクトのあらゆる活動につい

て東ティモール側の C/P が参加できるよう適切な人員配置とプロジェクト活動計画の速

やかな見直しが必要である。

（３）優良種子配布活動に係るマナツト県農業事務所との連携

推奨品種の優良種子は IRCS の効果を発揮するためには必要不可欠である。マナツト県

における優良種子の増殖・配布はマナツト県農業事務所が担当しているが、プロジェク

トの種子配布計画に沿うように調整するとともに、モニタリングを通じた同事務所との

緊密な連携が重要である。

３－６－３　日本側への提言

（１）現地適応化技術の確立と活用

灌漑施設の維持管理に係る現地適応化技術（大型土嚢とフトン籠から成る応急措置工

法）は現在の試験施工を通じて広く現場に適用される必要がある。そのために JICA は短

期専門家による適応化の検討を行ったうえで簡易マニュアルの作成などにより活用を図

ることが重要である。

（２）適切な投入の検討

短期専門家や資機材に係る投入については、現地の作付時期を念頭に置き、時宜を得

た投入及び立地上の利便性の観点からインドネシアなどにおける JICA の農業協力成果を

活用し、第三国専門家や第三国研修などの積極的な投入を検討する。
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３－７　教　訓

３－７－１　現地でのコミュニケーション

日本人専門家と C/P とのコミュニケーションに通訳を要する場合、コミュニケーション

ギャップが避けられない。特にプロジェクト立ち上げ初期において効率的な活動展開が難し

くなるため、可能な限り現地の言語に精通した専門家を 1 名以上配置することが重要である。

３－７－２　ベースライン調査の円滑な実施

プロジェクト開始時のベースライン調査においてローカルコンサルタントの活用が困難で

あることがあらかじめ見込まれる場合は、必要に応じてプロジェクト開始時の短期専門家派

遣等による支援を検討すること。

３－７－３　投入の効率性

現地の環境や農業事情が本邦と大きく異なる場合には、本邦研修や本邦派遣専門家の投入

に代わり、言語や立地面で類似環境にある第三国リソースの投入可能性をあらかじめ検討す

ることが望ましい。


