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政府開発援助（ODA）では、特定地域社会が広く裨益する「社会的プログラム」を対象とする

ことが多い。社会的プログラムはミッションが開始時点では具体的でなく、かつ多数のステー

クホルダーが関係する複雑な構造を持つ。本論文は、ベトナムにおける農業開発とカンボジア

の上水道開発の事例を検討し、プログラムが対象とする問題群の構造、価値創出のためのプロ

セス、望ましいプロファイリングと統合マネジメントのあり方の具体的留意点を抽出した。更

にその結果を P2M理論により考察し、望ましい価値創出のための全体マネジメントの枠組みの

提案及び、プロジェクト群のプロファイリング及び統合マネジメントのあり方の提案をおこな

った。更にステークホルダーマネジメントに関する留意点の検討と、当事者に対する外部介入

の望ましい役割を検討した。 

キーワード： 3Sモデル、システム構造、創発性、価値実現、キャパシティデベロップメント 

 

Official Development Assistance (ODA) often deals with “Social” programs that have many 

stakeholders and benefit specific regional societies, with ambiguous mission and complicated structure. 

This paper is focused on profiling of programs and projects with such problems so as to examine desirable 

management framework. For that purpose two cases such as agricultural development in Vietnam and wa-

terworks in Cambodia, are analyzed. The analysis leads to conclusion that problems consist of combination 

of system groups extending into plural dimensions and necessary countermeasures in their management. 

And by applying P2M theory to the conclusions, this paper propose hypothetical management framework 

for value creation of such programs and profiling and integration management of specific projects. And the 

stakeholder management and desirable role of program owner and external parties of such program are 

considered. 

Keywords: 3S-Model, System Structure, Emergence, Value Creation, Capacity Development 

 

 

1. 本研究の目的 

政府開発援助（ODA）による開発途上国に対する支援は、幅広い分野にておこなわれてい

る。ODAの取り組みの多くは相手国社会が広く裨益することを目的とし、しばしば目標像が



Journal of IAP2M  F. Okiura, et al.     

214  Vol.11 No.1 (Oct., 2016) 

明確に定義困難な「あいまいミッション」の状態にあり、複雑な構造を持つ。本論文は、こ

のような複雑なプログラムにおける持続的価値創出のあり方を考察するために、政府部門が

関与し特定の個人や法人の利益ではなく特定地域社会と人々が広く裨益するプログラムを

「社会的(Social)プログラム」と定義して検討の対象とする。そして外部介入を伴う複雑な社

会的プログラムにおいて、事例検討により望ましい価値創出のための留意点を抽出するとと

もに、その結果に P2M理論を適用しマネジメント枠組みの提案することを目的とする。 

本論の構成は次の通りである。第２章にて先行研究を含むこれまでの検討を整理する。そ

の上で「社会的プログラム」の事例検討として、第３章ではベトナム・ラムドン省農業開発

の取組みを、第４章では取組み開始より 20年以上が経過しているカンボジア・プノンペン市

上水道整備を検討し、ODAを通じた価値創出のための課題と、それを解決するマネジメント

の留意点抽出をおこなう。それら成果を基に第５章にて P2M理論体系を適用した社会的プロ

グラムマネジメントの枠組みの提案、及び外部介入の役割の考察をおこなう。最後に第６章

において結論と今後の課題をまとめる。 

 

2. ODA事業実施構造と価値創出ステップに係る先行研究とこれまでの検討 

2.1.先行研究のまとめ 

ODAにおける P2M理論の適用は、2007年に発行された P2M標準ガイドブック[1]において

ODAが活用分野として明示されるなど、これまでも多くの検討がなされている。特に価値創

出に関連する内容として、2010年に中村[2]により ODA事業への 3Sモデルの適用について検

討されており、本論の 3Sモデルの適用解釈はこの内容に依っている。同じく 2010年には 3S

モデルのサービスモデル段階での中心的主体が相手国政府にあること及び、バックキャステ

ィング等 P2Mによるミッションプロファイリングの基本的枠組みが村瀬[3]により検討されて

いる。また ODAでのステークホルダーマネジメントについては、中村ら[4]が 2011年に合意

形成を中心課題として検討をおこなっている。更に中村ら[5]は持続可能な社会形成のための

「キャパシティデベロップメント」について検討し、構造物である「ハードウェア」、知識、

組織、しくみなどの「ソフトウェア」に加えて人間の意識行動や関係者間の関係性、社会的

規範などの「ヒューマンウェア」の重要性とそのプログラムマネジメントへの取り込みを検

討している。 

これら成果は、ODAに 3Sモデルをはじめとする P2M理論を適用することによる、価値創

出体系の整理、プログラムの階層性、支援対象の構造分析と検討の基礎となっている。これ

らを含めて P2M理論は ODA事例を検討する一般的な指針を提示しているが、一方、あいま

いミッションからの出発となる多くの要素が複雑に組み合わさる状況において、ODA事業を

いかにプログラムとして具体的にプロファイリングし、持続的な成果が実現できるよう実施

していくかという、具体的留意点と枠組みは十分明らかになっていない。 
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2.2. 3S モデルによる価値創出ステップと社会的プログラムの問題構造 

筆者はこれまで政府開発援助（ODA）事業、特にベトナムにおける取り組みを中心的題材

に、その国家開発における位置付け、実施マネジメントにおける特徴と留意点、価値創出の

ための枠組み等を検討してきた。2014年の前論[6]では、ODAが国家開発という大きな目標へ

の貢献を意図するものであることから、そこでの取り組みは多くのプログラムの連関の中に

位置付けられること、価値を実現するサービスモデルを相手国が実施するにあたっての人

材、資金、しくみなどリソース確保の重要性、同リソース確保のためには「下部システム」

と呼称できる国家を通底するガバナンス、経済、教育などの課題が重要となってくることを

指摘した。 

2015年の前論[7]では、ベトナム・ラムドン省の農業振興に対する日本の支援を事例とし

て、ODAによる価値創出について考察した。同論では 3Sモデルに基づく価値創出の時系列

プロセスを考察するとともに、多くの要素とステークホルダーが関係する複雑なプログラム

における、プロジェクトの連関のあり方を考察し、プログラムを構成する各プロジェクトは

3Sモデルの枠組みに従い時系列にスキームモデルからシステムモデル、サービスモデルへと

進化するとともに、複雑課題に関する社会での価値創出は対応する多くのプロジェクト等の

総体によりなされるという概念的モデルを示した。また同事例の考察を通じて、個別問題の

構成要素は単純な因果関係ではなく相互関係となっているとともに問題に階層構造があるこ

とを示した。 

 

3. 事例検討１；ベトナム・ラムドン省における農業開発 

3.1.事例の概要 

ベトナム政府と日本政府は「日越農業協力対話」の枠組みを 2014年 6月に両国農業担当大

臣間の合意により創設し、ベトナム中部高原に位置するラムドン省が「食品加工・商品開

発」についてのモデルとして選定された。これを受けて JICAは 2014年 10月より 2015年 11

月まで基礎情報収集調査[8]を実施し、ベトナム社会科学院とともにラムドン省共産党及び人民

委員会と対話を重ねてきた。その結果導出された目標像、戦略は表３−１のとおりまとめられ

る。 

表３−１ ラムドン省農業開発のための目標と戦略 

目標像 短期戦略 中長期戦略 

ベトナムにおける圧倒的な No.1
ブランド（野菜・花卉） 
 

- 野菜「ポストハーベストセ
ンター」建設 

- 花卉「集荷センター」建設 
- 農業金融の改善 

- ブランドディング活

動促進 

 

東南アジア No.1 の野菜 
供給基地 

- 「農業団地」建設 
- 農業投資促進デスク開設 

 

ベトナム No.1 のアグロ 
ツーリズムサイト 

- アグロツーリズムの促進 
 

- ブランディング活動促

進 

ベトナム中部高原エリア No.1 の
農業人材育成センター 

- 有能農業人材の育成 
- R＆D機能の強化 

共通事項 - 関連活動の全体的コーディネーション 
- 必要なインフラ整備 
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3.2. 検討対象となる課題群（プロジェクト群）の状況 

2.2.も記載したとおり社会的プログラムにおいては複数のプロジェクト群による対応が必

要となるが、ここでは本事例について、ステークホルダーに着目して、検討対象となるプロジ

ェクト群の状況について具体的に検討する。 

本事例ではステークホルダーは大きく、政府部門と民間部門に分けることができる。更に政

府部門はベトナム側（国、地方）と日本側（ODA）があり、民間部門もベトナム企業（法人、

農家）と国外企業に分類できる。そしてそれらステークホルダーそれぞれが、フードバリュー

チェーンの各段階において役割を持つ。例えば「技術」に着目した場合、ステークホルダーご

とに取り組みが必要な領域は表３−２のとおり整理され、多くの領域にてプロジェクトが組成

可能であり検討対象とする必要がある。 

表３−２「技術」に関するステークホルダーと取り組みが考えられる領域の例 

 

 

 

 

 

 

 

実際には「技術」以外の要素として、生産物（野菜、果樹、花卉等）、実施/対象の主体、内

容等のバリエーションがあり具体的取り組みは多岐に渡る。想定可能なプロジェクトバリエー

ションは、『「生産物・品種の数」×「バリューチェーン構成要素の数」×「内容の種類数」×「実

施主体の種別数」』に表され、理論的には極

めて多数となる（図３−１）。これらのプロ

ジェクト候補群すべてを ODA にて支援し

実施することは不可能であり、ベトナム政

府によるこれらプロジェクト群への支援も

資金等を投入し実施するもの、政策の中で

カバーするものから何ら対応のないものま

で様々である。限定的なリソースと期間の

下で社会的プログラムに取り組み価値創出

をするためには、これら候補群の中から取

捨選択する必要がある。表３−１に示された

戦略とプロジェクト群は、包括的な基礎情報収集調査を経てベトナム側と日本側で協議を重ね、

実施可能で効果が高いと考えられるものが選択されている。この取捨選択の考え方や視点につ

いては、次項以降に検討を進める。 

 

図３−１ 理論的プロジェクトバリエーション 
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3.3.課題群の相互関係の状況 

前論[7]にてラムドン省の農業にかかる問題は、「問題 Aがあるが故に状態 Bがある」という

問題 A を解決すれば状態 B も解決する一方向の因果関係ではなく、相互に問題が入り組んだ

「膠着状態」となっている構造を検討した。ここではかかる問題意識より、「問題 A」となる

3.2.で考察した多数の課題群について、その相互関係を検討する。合わせて「技術、人材、（農

業）金融、市場、種苗」の階層と、「ガバナンス、金融制度、教育（制度）、インフラストラク

チャー、社会条件」の階層性について詳しく検討したい。 

農業開発には多くのステークホルダーがあるが代表例として「農業生産農家（法人）」に着

目し、そこでの大きな課題の一つである「技術」と、問題が解決された状況の指標となりえる

「収入（収益）」の関係を見てみたい。「技術」向上の裨益には生産量向上、生産性向上（コス

ト削減）、品質向上などがあるが、いずれも「技術が向上」することで収入（収益）が向上する

という「技術向上→収入（収益）向上」という論理となる。しかし同時に現実には「技術向上」

のためには相応の投資が必要な場合が多く、そのためには投資余力を生み出す収益が必要であ

る。すなわち「収入（収益）向上→技術向上」という、先ほどと逆方向の論理も成立する。す

なわち「技術」と「収入」は一方通行の因果関係ではなく、循環を形成する相互関係にある。 

さらに「技術」と「収入」の間の循環は、その間に「フードバリューチェーン」を構成する

多くの要素が連関して存在している。すなわち、「技術」を用いて「生産」がなされた後に「加

工」され、「輸送」により市場に「流通」し、「販売」される。「販売」により初めて「収入（収

益）」が生み出され、それを元手にした「マーケティング」と「計画・投資」がなされ、更なる

「生産」がなされるという、循環構造を構成している。これら要素すべてが満たされることに

よりシステムの好循環が生まれ価値を生み出す。また、この部分は可視的である。 

同時にフードバリューチェーンは、その一連のプロセスを「人材」が担うとともに、必要な

資金を「農業金融」にかかる制度より調達することとなる。「適切な品種」は国全体の「品種保

護・登録」制度が整備され諸外国から信用されるレベルで機能しないと、特に輸出用のものは

入手が困難となる。「農業金融」は国全体の金融制度に根付く担保の制度や金融機関の審査能

力、資金動向などに大きく規定される。「人材」は初等教育から高等教育、職業教育（訓練）に

至る国全体のシステムに規定される。またそれらソフト的な面のみでなくハードウェアも関係

し、効率的な生産には地域に「灌漑施設」や「農道」があることが望ましく、消費地への円滑

な輸送のためには「整備された道路網や高速道路」が不可欠である。このように可視的で直接

価値を創出するシステムの個々の要素は、2014年の前論[6]にある「下部システム」であるガバ

ナンス、金融制度、教育、インフラストラクチャーなどが規定する構造となっている。 

 

3.4.課題群の構造考察 

3.3.にて考察した連関は P2M標準ガイドブック第 3版[9]の「知識基盤」にある「システムズ

アプローチ」にて意義されている「システム」を構成していると言える。すなわち「構成要素

から成り立ち」「構成要素は連結されており」「全体としての秩序を保ち一定の目的を達する」
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関係にある。かつこのシステムは、資源制約（土地など）や、資材価格など各種コスト、市況、

競合、天候などの環境（システム境界の外側）の下に存在し、かかるシステム構造全体により

価値を創出している。その関係は図３−２のとおり示すことができる。 

このシステム全体が好循環、

つまりすべての要素が連関し

て機能する結果「技術が向上す

れば収益も向上し、更に技術も

向上する」という状態、になる

ことが望ましい。しかし個別要

素がうまく機能しないためそ

の連関が機能せず、その結果シ

ステムの特定部分のみを改善

してもシステムとしての価値創出がなされないのが膠着状態である。 

そしてこのシステムを「下部構造」を構成するシステムが、規定している。さらに「社会的

条件・意識・通年」が、それら全体に影響を与える。これは五百井ら[10]が「四層構造モデル」

として提唱しているものと同様である。五百井らは入力 X から出力 Y が出るにあたって「外

から見える行動をつかさどる層」「論理的処理をつかさどる層」「論理に載らない部分をつかさ

どる層」と「集団的無意識、風土・民族の特性」と言える層」が規定するとしている。国によ

る差異のみならず国の中の地域毎でもこの社会的条件等は異なり、例えば原[11]はベトナム農村

における紅河デルタとメコンデルタの農村村落の歴史的経路依存性の差異を例示して農村経

済の構造の違いを記述している1。ラムドン省を含む中部高原も同様に地域特有の性質を持ち、

プロジェクト・プログラムマネジメントにあたってもこの「社会的条件・意識・通年」の層が

存することを認識して留意しなければならない。またこのポイントは中村ら[5]の指摘する「ヒ

ューマンウェア」の構成要素である。以上に検討した関係性は図３−３のとおり表現できる。 

                                                 
1 ODA等の協力にて相手国の体制、組織等を知ることは重要であるが、ここでの議論は特に「社会的通年」

等に注目したもので、「地域研究」「人類学」等の範疇において多くの検討がなされている。 

 

図３－２ 農業生産法人の「技術」と「収入」の関係 
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図３－３ 農業生産農家（法人）からみたバリューチェーンと必要要素 

「プログラム」が一般的に持つ階層性として技術等の内容や対象地域の拡がりによる階層

性があるが、これに加え問題の次元と言える内容的階層性もあることがわかる。またここで検

討した「農業生産法人からみたバリューチェーン」システムは、より高次なシステムの一部で

あると言える。すなわち野菜、花卉など産品により異なる内容のシステムが存在し、それらの

総合として農業の総合システムがある。扱う産品（野菜、花卉）等により「上部システム」の

内容は異なるが、「下部システム」は相当部分が共通である。また「下部システム」は広がりが

大きい課題であることから、「上部システム」に比して改善に長い時間と労力を要する。 

システム全体の構造が好循環を生み出し価値を創出するためには、この構造を構成する多

数の問題群に対応するプロジェクト群は単に並列するだけでなく、「システムの創発性」を発

揮することが重要である。換言すれば、P2M標準ガイドブック第 3版[9]にある P2M理論にお

けるプログラムの性質である「プログラムの価値＞Σ（配下のプロジェクトの価値）」を発揮

させねばばらない。「創発性」発揮には、図３−３の「システム」を構成する要素が相互に好

影響を与えながら循環する必要があり、それを可能となるマネジメントが必要である。3.2.で

検討した多数の潜在的プロジェクト群からの実施プロジェクトの選択も、このシステムを好

循環させる、創発性を発揮させる、という基準でおこなうことが望ましいと言える。 

 

3.5. 小括 

本章ではベトナムの農業開発事例の詳細検討をおこない、問題の構造化と価値創出の実際

に関する留意点を明らかにした。第２項と第３項の事例分析において複雑な社会的プログラム

にて取り組む課題は、極めて多数の問題群が存すること、本事例における問題群相互の構造と

階層構造を示した。第４項ではそれらの結果を「システム理論」の観点から考察し、課題の全

体像は価値を直接生み出すシステム（上部システム）と、それを実現するための規定条件であ

るシステム（下部システム）があり、それら全体に「社会的条件・意識・通念」が影響すると

いう階層性があること、価値をシステムの「創発性」により生み出す必要性を明らかにした。  
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4. 事例検討 2；カンボジア・プノンペン市における上水道事業整備 

本章では、取り組み開始から 20年以上が経過し成果が確認可能であり、成果発現に ODAが

大きな役割を果たした複雑な社会的プログラムである、カンボジア・プノンペン市の上水道事

業の事例を検討する。 

 

4.1. カンボジア・プノンペン市上水道事業に対する支援と実績 

プノンペン市の上水道システムは長年の内戦により破壊され、また汚職や不正が蔓延し、極

めて低いサービス水準で推移していた。同国の和平成立後、1993年より日本など多くのドナー

が入り本格的な援助が再開され、その後 20年間弱で劇的にサービス水準と経営を改善させた。

プノンペン市の水道開発については多くの既往研究があり、代表例かつ包括的なものに「プノ

ンペンの奇跡 世界を驚かせたカンボジアの水道改革」[12]がある2。同書は日本のものを中心に

網羅的にプノンペン水道公社（Phnom Penh Water Supply Authority : PPWSA）に対する支援経緯

と特徴をまとめており、本論に用いた事実関係の多くは同書に依っている。 

PPWSAには、日本を中心にフランス、世界銀行などのドナーが多くの協力を実施しており、

1993 年〜2012 年の間に合計約 2.2 億米ドルの支援がなされ、日本はその約 50%を実施してい

る。支援内容（方法）は技術協力、無償資金協力、有償資金協力（借款）に大別される。 

PPWSA に対する支援本格再開後の日本の最初の取り組みは、1993 年の 2010 年目標のマス

タープラン作成[13]であった。包括的に作成された同マスタープランは日本のみならず他ドナー

の支援にも活用された。日本は引き続き浄水場復旧・高架水槽建設にかかる無償資金協力を実

施し、同時期にフランスが市内給配水網の更新を開始しているが、これは水道事業にとってハ

ードウェアの整備改修が極めて重要であるためである。その後、日本は専門家を派遣して技術

協力プロジェクトを開始し水道関連技術、組織経営手法、職員個人能力などの向上を図るとと

もに、浄水場拡張に関する無償資金協力を実施し、給水能力の拡大を図った。そして 2004 年

より 2006 年にかけて再度マスタープラン策定調査[14]を実施し、2020 年を目標とする PPWSA

の開発戦略を構築した。2007年以降は有償資金協力（借款）による上水道拡張及び、プノンペ

ン以外の地方水道事業体を支援するリソースに PPWSAがなる技術協力等を実施してきている。 

これらの結果による具体的改善状況は表４−１のとおりである。この成功プロセスは世界的

に高く評価されており、PPWSAは 2010年に権威あるストックホルム水産業大賞を、開発途上

国の水道事業体として初めて受賞[15]した。 

表４−１ プノンペン水道公社（PPWSA）のパフォーマンス指標推移[12] [16]より筆者作成 

指標 
職 員 数
/1000 
給水栓 

水 供 給
能 力
m3/day 

水 質 基
準 

給 水 普
及率 

1 日当
たり給
水時間 

配 水 菅
網水圧 

接続数 無収水
率 

水道料
金徴収
率 

1993年 22 65,000 不明 25% 10時間 0.2bar 26,881 72% 48% 

2012年 2.75 430,000 
WHO 
準拠 

85% 24時間 2.5bar 234,022 5.85% 99.9% 

                                                 
2 JICA研究所が JICAのこれまで実施してきた支援についてその軌跡と成果をまとめた「プロジェクト・ヒ

ストリー」として刊行しているシリーズに所収されている。 
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4.2. システムとしての上水道 

本項では本事例を考察する前提として、上水道事業の特徴をまとめたい。 

上水道供給サービスは簡略にまとめると、（１）水源から原水を取水し浄水場まで導水、（２）

浄化処理・殺菌等をおこない上水を生産、（３）上水に圧をかけて送水・配水管網を通じて配

水、（４）給水管を通じて最終需要者に給水し、（５）給水量の測定と課金し料金徴収、という

流れとなっている。この過程を運営するためには、取水設備、浄水場、管網等のハードウェア

と、土木、電気、機械、化学等の専門技術及び組織運営、会計、広報、顧客対応等極めて多く

のソフトウェアから構成される総合的な事業である。そしてこれら複雑な要素は密接に連結し、

全体で秩序を保ち一体として上水供給という目的を達成する、システムを構成している。 

上水道分野の ODAにて、「悪循環から好循環への転換」という議論がなされる3。これは ODA

をレバレッジとして、良好なサービスを提供できれば料金収入も増加し、その結果さらなる投

資余力が生み出されそしてサービスが向上するという好循環と、その逆たる悪循環から脱出し

て移行する必要性の議論である。また汚職、料金設定（公共料金故に政治的に極めて低い料金

設定を強いられる例も多い）、投資や人材配置などに関する経営の独立性等の環境もこれらシ

ステムに大きく影響する。そしてこれらシステムを構成する要素は、相互に「創発性」を発揮

することにより価値を生み出す。これらの関係は図４−１のとおり図示できる。 

このように本事例は、取り扱う分野は異なるが前章の事例と共通の構造を持っている。 

 

図４－１ 上水道システムの「好循環」と「悪循環」 

 

4.3. カンボジア・プノンペン市上水道事業支援に関するマネジメント 

これまで記載したとおりプノンペン市の上水道事業改善は、システムを構成している対象

に対して、ソフトとハード両面の数多くのプロジェクトを実施し、その総体として成果を挙げ

てきたものである。すなわち ODA の観点からは PPWSA をカウンターパートとしてプノンペ

ン市上水道改善に関するプログラムを実施していると考えることができる。 

PPWSAに対する一連の支援をプログラムとして見た場合、２回にわたるマスタープラン作

成と、専門家派遣による PPWSA体制整備の方向性検討が、その後の全体プログラムと整合を

                                                 
3 例えば、JICAと横浜市が共催し公益社団法人日本水道協会が後援した「第３回アジア地域上水道事業幹部

フォーラム」[16]においても、同様の議論がなされている。 
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取りながらの具体プロジェクト検討と実施に、大きな役割を果たしていることが指摘できる。

特に協力開始時に実施したマスタープラン調査は、プノンペン市水道の課題全体をカバーし日

本と PPWSAのみならずフランスなど他ドナーとの共通基盤としてプロジェクト群アイデア、

ステークホルダー間の役割分担、資源配分に大きな役割を果たし「全体プログラム案の検討」

がなされたと言える。実際に日本を含むドナーは、この枠組みにおいて協調と役割分担を図っ

ている。そしてその方法論によりプノンペン市の実態に即しつつ、上水道のシステムとしての

性質に応じた対応、すなわち応急的ハードの改修、一定の目処がついた段階での水質への取り

組み、SCADA など高度なシステム導入時期の判断と展開、技術協力や有償資金協力による大

規模投資の組み合わせなど、システムトータルでの価値向上を図る対応をしてきた。 

具体的にはマスタープラン作成では包括的な課題把握と必要なメニューの整理がおこなわ

れ、各ドナーはマスタープランに基づき役割分担により個別支援プロジエクトを実施し、

PPWSA は独自の取り組みを含む全体マネジメントを実施した。また日本からの専門家は

PPWSA 幹部と対話を積み重ね、必要な対応を検討してきた。これらマスタープラン作成や専

門家と PPWSAの対話は「スキームモデル検討」に他ならず、その結果を受けて「システムモ

デル」たる支援プロジェクト群が組成・実施され「サービスモデル」に移行するとともに、一

定の時間経過による状況変化を受けて「スキームモデル」プロジェクトを繰り返し実施し、時

系列的な状況変化を反映したプロジェクト等の検討と、ドナー連携を含めその後のシステムモ

デル、サービスモデルの実施をおこなった。これら経緯は図４−２の通り示される。 

上水道というシステムが「創発性」を常に最大限発揮できるための、適切なプロジェクトの

プロファイリング、必要なリソースの配分として、「最初期段階における包括的な全体プログ

ラム案の設計」及び「スキームモデルの繰り返し」による時系列の状況の変化、時点毎の実情

に合わせた複数プロジェクト開発・問題への取り組みは有効であると思料される。 

 

 

図４－２ プノンペン水道公社への支援経緯 
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4.4. マネジメントの観点からの特徴；オーナーによるガバナンス 

表４−１にまとめた「水道料金徴収率」の改善には、工学的技術の向上のみならず社会的な

取り組みが必須である。図４−１の左半分にあるサービスは料金徴収にとっては必要条件であ

る。これに加えて「料金を支払わないのが当たり前」「盗水は生きていくための知恵として当然

必要なこと」という市民らが持っていた価値観や PPWSA側に蔓延していた不正や汚職の改善

が必要であり、これが十分条件となる。これら社会の固有の文脈に強く依存する事項改善は、

外部者たる日本の専門家のみにできることではなく、プログラムのオーナーたる PPWSA、特

にエクソンチャン総裁（当時）の強いリーダーシップがあった。また貧困層への水供給を早い

時期から優先したこと、日本人専門家は早期から「水質」への取り組みを進めるよう進言した

ものの「時期尚早でありまずは供給水量の確保を優先し、それが一段落してから水質の問題に

本格的に着手する」という方針を打ち出し実行したことなども、PPWSA 側によるイニシアチ

ブである。また政策的に低いものに抑えられがちな水道料金を、プノンペン市当局と折衝し、

持続的組織管理が必要な水準への引き上げも実現した。 

A.K.Biswas ら[17]はこれらを Good Water Governance であるとし、PPWSAサイドの強いリー

ダーシップとガバナンスを評価している。ストックホルム産業水大賞の受賞理由[15]にも多くの

国際ドナーの支援を受けつつ、自らの管理により持続的組織となった(it managed to become self-

sustainable)ことが評価されている。このように、PPWSA側が強いコミットメントとオーナーシ

ップを持って、自らが主体となり適切なガバナンスの基に改善を続けたことが、成功要因とし

て指摘できる。また、Good Water Governanceのためには、適切なプロジェクトの選択と実施の

ために組織経営、工学的技術に関する能力も重要である。PPWSA との協力では資金協力によ

る施設整備のみならず長く累次の技術協力を実施しており、リーダー及び中堅層を含む多くの

職員の技術面や組織経営面の能力向上がなされたことも、大きな役割を果たしたと言える。 

 

4.5. 小括 

本章では開始から時間が経過し成果が確認できる事例としてプノンペンの上水道の事例を

検討し、価値実現のためのマネジメント上の留意点の抽出をおこなった。上水道という問題構

造がシステムを構成し、「創発性」発揮による価値創出が求められるプログラム及びプロジェ

クトのプロファイリングにおいては２回にわたるマスタープラン作成、特に最初期のマスター

プラン作成がスキームモデルとして大きな役割を果たした。その後 PPWSAがシステムモデル、

サービスモデルに的確に展開していくための Good Water Governanceには、当事者たる PPWSA

側のオーナーシップとリーダーシップと、それを可能とする工学技術や組織経営を含むキャパ

シティの向上が外部介入により実現されたこと、が良い影響を与えたことを明らかとした。 

 

5. 複雑な社会的プログラムのマネジメントの枠組みと留意点 

前２章では、事例検討により社会的プログラムにおける価値創出のための留意点を抽出し

た。本章ではその成果を P2M 理論の枠組みに適用し、社会的プログラムのマネジメントの枠
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組みの提案と関連する考察をおこなう。最初に複雑な社会的プログラムにおいて価値を創造す

るためのプログラム全体のマネジメントの枠組みを提案し、続いて同モデルの中に位置付けら

れる個別プロジェクト群のプロファイリングマネジメント及び統合マネジメントの枠組みを

提案する。更にステークホルダーマネジメントのあり方について提案と留意点をまとめ、最後

に ODAの外部介入としての望ましい役割を考察する。 

 

5.1.価値創出のための全体マネジメントモデル 

第３章では社会的プログラムが取り組む問題が、直接価値を創出する上部システムと、それ

を支える下部システムから構成されること、価値創出には多数の潜在的取り組みのバリエーシ

ョンからリソース制約等を考慮しながら価値創出のシステムを好循環させるものを選択する

必要があることを考察した。第４章では社会的プログラムにて成果を挙げるマネジメント枠組

みとして、最初期のスキームモデルプロジェクト（群）の実施による全体プログラムデザイン

とその後の定期的スキームモデルプロジェクト（群）の実施を通じた、システムモデル及びサ

ービスモデルプロジェクト群のプロファイルと実施が有効であることを考察した。 

これらの成果を踏まえるとODAを含む複雑な社会的プログラムでの価値創出に関してその

構造は図５−１に、実現のための枠組みは図５−２にそれぞれ示されるモデルにより表現できる。

図５−１は、社会的価値は多数のシステムが創発性を発揮した結果生み出す個々の価値の累積

であること、その実現のためには「下部システム」との相互連関があることを示す。この価値

創出に必要なプロジェクト群について、P2M 理論の 3S モデルにある時系列観点を導入し、マ

ネジメントの枠組みとして表現したものが図５−２である。 

 

図５−１ 社会的プログラムの価値創出の構造 
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図５−２ 社会的プログラムの価値創出モデル 

価値創出には必要な多数のプロジェクト群をプロファイルするとともに、その中から実施

に移すものの取捨選択が必要である。そのためには、ベトナム・ラムドン省における「基礎情

報収集調査」、プノンペン市における最初のマスタープラン調査のように最初期段階に調査を

実施して、（１）現状の確認による問題状況（膠着状態）の分析、将来のあるべき姿の設定（こ

の段階ではあいまいな部分が多い）、（２）あるべき将来像に至るために必要な取り組みプロジ

ェクト群の整理と検討（3Sモデルによる価値創出、各主体の役割、リソース制約及び問題状況

分析に基づく取捨選択）、及び（３）現段階で開始するプロジェクトの選択、をおこなうことが

重要かつ有効であり、これが当初段階における「全体プログラム」の設計となる。 

その上でリソースを配分して最初のシステムモデルプロジェクト群を立ち上げサービスモ

デルまでプロジェクトとして実施する。この一連の 3S モデルに基づくプロジェクトの立ち上

げと実施の成果等を見ながら、当初作成したメニュー群を参考に、新たに必要なプロジェクト

群を立ち上げ、その後そのサイクルを繰り返すが、この過程にて目標像である「あるべき姿」

の達成時期と内容を確定していく必要がある。このプロセスを経て「システムの創発性」を構

成する多くのサービスプロジェクト群が立ち上がることとなり、それらの成果の蓄積によりあ

るべき姿が実現される構造であると言える。 

 

5.2.プロファイリング及び統合マネジメントモデル 

全体としてのプロファイリングは前項にまとめたとおり、プログラム開始の最初期段階の

「全体プログラム」の設計をおこなうことによりなされるが、本項ではこれに加えて現行の

JICA のプロジェクトマネジメント手法を考察し、価値実現のためのプロジェクトプロファイ

リングと統合マネジメントについて考察する。 
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JICAはその手法として Project Design Matrix (PDM)を採用している[18]が、その論理はプロジ

ェクト構成要素間の因果関係を前提として、『「活動群」→「各活動の成果」→「プロジェクト

目標」→「上位目標」→「スーパーゴール」』という連関の間それぞれに「外部条件」が存する

という、階層構造である。この手法は特定プロジェクトに係る論理整理とモニタリング等には

有効であるが、「外部条件」が満たされないとプロジェクトの成果発現に支障が生ずる。すなわ

ち社会における価値創出のためには、「外部条件」をコントロールすることが必要である。 

特定プロジェクトの「外部条件」コントロールにあたって、いかなる「外部条件」の類型が

存するかを整理したい。第３章及び第４章で検討したプログラム・プロジェクトはシステムの

一部を構成するものであるとの考え方に立つと、特定プロジェクトの外部条件の主要構成要素

は同プロジェクトが位置するシステムの他構成要件及びシステムを取り巻く環境である。例え

ば図３−３の構図の中で「生産」に関するプロジェクトを実施するにあたっては、外部条件と

して「輸送」「流通」「市場」と、「品種保護・登録」に関するガバナンスが考えられる。これ以

外に当事者たる相手国による政策変更や不可抗力があり、次の類型にまとめられる。 

（１） 外部条件①「システムの他要素」：プロジェクト・プログラムが直接の構成要素となっ

ているシステムの他構成要素（上述の「技術」の例で言う「輸送」「流通」「市場」など。

水道の例の場合は上水と配水など同じシステム内の要素。） 

（２） 外部条件②「関連する下部システム」：プログラム・プロジェクトの改善等内容や進捗

を規定する「下部システム」要素（上述の「技術」の例で言う「品種保護・登録」に関

するガバナンスなど。水道では教育、インフラ、ガバナンス等が該当。） 

（３） 外部条件③「プログラムの全体方針」：プログラム実施の前提となるプログラムオーナ

ーの方針等（システムから見た環境） 

（４） 外部条件④「不可抗力」：活動や成果に関係する天候、自然災害、国際市況など 

外部条件①及び②はその内容を達成目標とする他プロジェクトを実施することにより、コ

ントロールの対象となり得る。外部条件③は当事者である相手国側への政策支援あるいは対話

活動や支援の条件とすることにより一定程度コントロール可能である。このように特定プロジ

ェクトの「外部条件」の多くは、高次な「プログラム」の視点から適切にプロファイリングマ

ネジメントができれば、コントロール不能な条件ではなくプログラムの内部条件と位置付けて

考えることができる。すなわち「外部条件を内部化」できる。現実にはすべてのプロジェクト

のあらゆる外部条件に対応する別プロジェクトを実施することは困難だが、重要な外部条件に

ついては対応し、システムを好循環に移行させ「創発性」を発揮する戦略を持つ必要がある。 

また「外部条件の内部化」を図りプロジェクト相互が統合して相乗効果を発揮するためには、

時系列の実施順を適切に設定する必要がある。プノンペン市上水道の事例のように、応急的対

応を優先することもあれば、「下部システム」関連など時間を要する取り組みを早期に開始す

ることが必要な場面もある。プロジェクトプロファイリングにあたっては、常に時系列の推移

を見通し、適切なタイミングと内容の投入をおこなうことが必要である。 
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この点に配慮しながら「個別プロジェクトの外部条件のプログラムの中への取り込みによ

る内部化」を図る統合マネジメントが必要である。また 5.1.のモデルの価値創出にはサービス

モデルを長く運用することが最重要であり、そのためのリソース確保（人材、しくみ、施設、

予算）には 3Sモデルによるプロジェクト統合マネジメントが必須である。 

 

5.3.ステークホルダーマネジメントのあり方 

ベトナム・ラムドン省農業開発とプノンペン市上水道開発の差異の一つに、プログラムを構

成するステークホルダーが広く開かれたものか、限定的なものかという点が挙げられる。この

差異は中心的役割を果たすのが民間か公営事業体という農業と上水道の性質の差異に依るが、

PPWSA の上水道事業事例はその事業の性質からプログラムオーナーの管理範囲にて活動を完

結することができたが4、農業開発は政府部門のみで完結することは不可能である。 

プログラムの定義として、プログラムにおいてステークホルダーをプログラムオーナーの

指揮命令の下で活動を実施する者とするか、情報共有、ボランタリーな参加などを含むプラッ

トフォームの構成者と位置付けるかに依って、そのマネジメントのあり方は異なる。プノンペ

ンの水道は少数のステークホルダーによる閉じたプログラムであるのに対して、ラムドン省の

農業振興は民間など広い範囲の参加を得ている。ただしこれら民間がすべて直接の管理の範囲

とはならない。本論では詳しい検討ができないが、数多くの課題を抱える社会的な課題におい

ては、多くのステークホルダーがそれぞれの強みを生かして参画できるプラットフォーム作り

をおこない、随時さまざまな動きを取り入れられるようにしておくことが有効と考えられる。 

ベトナム・ラムドン省の農業開発では日本企業がこれまで培った経験やモデルを生かして、

ベトナムの農村部が抱える社会的な問題解決ニーズの解決を図りつつ、経済的価値を創造し事

業を継続することを意図する動きが盛んである5。これは日本企業にとっては共通価値の創出

（Creating Shared Value（CSV））[19]のコンセプトでの戦略展開[20]であると言え、ラムドン省に

とっては必要な技術の導入や開発であり、ビジネスとして成功裏に展開されれば持続的なサー

ビスモデル運用となる。また、これらの成果を地域社会全体に裨益させるためには、民間セク

ターとの関係性を考慮したプラットフォームマネジメントを中心に適切なプログラムマネジ

メントが重要となると思われる。 

 

5.4.全体マネジメントにおける外部介入の役割 

ODA など外部からの技術や資金などリソースの投入を伴う介入（協力）プロジェクトは、

支援側のリソース制約により実施可能な数は限られており、その外部介入をプログラムの中の

どこに投入するかは重要なポイントであった。本論のこれまでの検討から、全体プログラムが

                                                 
4 PPWSAは 2012年に株式化され上場するなど組織形態が変更されている。近年は上水道分野でも公営企業

体のみならず、民間企業参画の動きが盛んである。 
5 この動きの背景として、JICAが 2011年より本格化させた「民間連携事業」が大きな役割を果たしてお

り、ラムドン省でも数件当該事業が実施されている。 
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多くのシステムの組み合わさった高次システムであり、個別システムの問題が「膠着状態」や

「悪循環」になっていると言えることから、システム全体を好循環に変化させるために介入す

べきポイントである「レバレッジポイント」に、そして当事者だけでは対応が困難なポイント

に投入することが適切と考えられる。いかなる内容がメドウズ[21]の指摘する「小さな変化が挙

動の大きなシフトをもたらすシステムの中の場所」たる「レバレッジポイント」となりうるか

は、複雑な社会的プログラムにおける価値創造モデルのプロセスで検討する必要がある。 

価値創出のための全体マネジメント枠組みを成功裏に運用するためには、当事者であるプ

ログラムを統括する責任者（PPWSA総裁など）やプログラムマネージャー、各実務責任者（政

策、産業、民間）の役割が大きく、そのキャパシティ向上が大きな鍵である。キャパシティ向

上のために、技術協力等を通じた技術面、経営面、マネジメントなど能力の向上をおこなうこ

とが重要である。更に外部者の役割として、当事者自身での変革は容易ではない「社会的条件・

通年・意識」に、新たな価値観の持ち込みや「外圧」的立場から取り組むことも有効である。 

 

6. 結論と今後の課題 

本論文ではこれまでの研究成果[6] [7]を踏まえて、ベトナムにおける農業開発及びカンボジア

における上水道整備の事例を検討した。ベトナムの事例からは社会的プログラムにおける望ま

しい価値創出のマネジメントに関する留意点として、その問題群は複層的なシステムを構成し

ていること、価値実現にはシステムの創発性を発揮させる必要があるということを抽出した。

カンボジアの事例からは、最初期の包括的スキームモデル検討による「全体プログラム」設計

とそれを受けたプロジェクト群の実施、定期的なスキームモデル検討の有効性、当事者のキャ

パシティデベロップメントの重要性という留意点が抽出された。 

第５章ではこれら抽出された留意点を P2M理論体系に適用し、「価値創造モデル」として一

般化したモデルとその実現のための全体マネジメント枠組み及びプロジェクトプロファイリ

ング及び統合マネジメントの枠組みを提案した。更にプログラムの性質に依るステークホルダ

ーマネジメントの留意点と全体マネジメントにおける外部介入の望ましい役割を考察した。 

一方ステークホルダーマネジメントと関連して、かかる社会的プログラムへの民間セクタ

ー等の取り込み方、参加のあり方については、十分検討ができていない。民間企業の持つ技術

やノウハウは開発途上国の問題解決に有用なものが多くあると思われ、また民間企業側も CSV

戦略などで関心がある企業もあろう。今後は複雑な社会的プログラムへの、CSVなどに関心を

持つ民間企業の参画のあり方、「ブーストゲート法」をはじめとする技術開発等における「イノ

ベーション」に関する理論群や枠組みの応用可能性、についても検討を進めたい。 

また、実際のプログラム実施にあたっては関係するステークホルダー（政府、民間、外部介

入者）毎の役割のみならず、プログラムを運営する際の責任と分担を明らかにする必要がある。

具体的にはプログラムオーナー、ダイレクター、マネージャー、各レベルの責任者と実施担当

者などの役割決めとそれぞれの責任の明確化、これらを踏まえた外部からの支援のあり方など

である。本論ではこの点について十分な考察ができておらず、今後の課題としたい。 
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