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プレク ・ト ノ ッ ト・ダム計画

一一カンボディアに対する多数国援助一一

横田知昭

1. ブレク ・卜ノ ッ卜・ダム計画の成立過程

わが国はl958年以来， 3年聞にわたって国際河川＇l. メコン河2）の主要支流域の開

発調査を実施したが，その際カンボディア園内を流れるプレ F・トノ ット ）I J3lに多目

的ダムを建設する計画が極めて有望であると判断し 1961年には本ダム建設計画に対

する可能性調査を実施し， その調査結果をメコン委員会4）に提出 した。一方わが国の

調査と前後して，オースト ラリア，イスラエノレ等も別個に本計画調査を実施してお

り，1966年10月にはメコン委員会主催の下に，これらの調査を実施した諸コンサノレタ

ント会社の技術者会議が開催された。閉会議で 1万8,000kW の発電と，I万8,500haの

濯淑規模の計画が採択され，総工費は3,300万米ドノレ（うち所要外貨 2,200万米ドノレ〉と

見積られた。 メコン委員会は1957年の設立以来，タイ，ラオス両国の開発計画が順調

に進められているのに対し，カンボディアの開発が遅れているため， 1966年を特に

「カンボディア年Jと決議し，同国の経済社会開発計画中の最優先計画としてプレク ・

トノ ット ・ダム計画を採り上げることとした。 そ こで技術者会議の採択内容に基づ

き，メコン委員会， ECAFE, 国連はこの計画実現に必要な外貨資金の確保のため，従

来からメ コン開発に協力してきた諸国に対し，それぞれ拠出を要請することとなっ

た。その際，現地通貨分5）はカンボディアが負担する旨明らかにしているが，当初先

進諸援助国の反応は必ずしも積極的でなかったが，わが国としては日・カ両国間の友

好関係に鑑み，本ダム計画の実現に努力する とともに， また他の援助諸国の拠出を促

進する目的で，一応の態度として，他国の拠出総額がわが国の拠出額と等額になるこ

とを条件として，必要外貨分の半額 1,100万米ドノレまでを贈与と借款の組合せで拠出

する旨，1967年 2月のメコン委員会で明らかにした。わが国の拠出意向表明後も，各

国は拠出の意向を速やかに表明しなかったが，その後各国も拠出意向を順次表明する
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IC至った3 また本計画実現のためにf中介の労を とった国連事主主総長等が各国 ともカソ

ボディアのためにできる限り協力する意向である旨を，カソボディア側：こ伝えたと こ

ろ，カソボディア政府はプレク ・トノット ・ダム計画を同国の経済開発計画の最優先

プロジェクトとして採用する ことに決定し，また計画遂行に必要な工事費（外貨およ

び現地通貨〉に不足が生じた場合には， これを自ら負担するとの方針で，国を挙げて

計画実現のため努力する旨の意向を表明した。 一方1968年 4月，キャンベラで開催さ

れた ECAFE総会において，本計画のt:tl!.翫部門を 1万8,500haから5,000haへ縮小（総

工費2.700万米ドノレ， うち外貨 1,800万米ドノレ）した計画として，その時までに拠出意

向を表明 した各国の援助資金をもって工事を開始する案がメコ X委員会から提案され

た。その後，計画縮小案に対する経済性の確認と資金管理方式についての検討が関係

国間で行なわれ，同年 9月にはプノンペンにおいて， 財政援助；こ関する会議が開催さ

れ，各協力国は必要な場合にはそれぞれの議会の承認を条件と Lて，拠出額について

意図表明を行なった。わが国は各国の全拠出額と等額になることを条件として，所要

外貨分の半額を拠出する旨態度を明らかにしたと ころ，各協力［習の拠出額はオースト

ラリア，カナダ各200万ドノレ， ドイツ連邦，イタリ ア，オランダおよび英国各100万ド

ドノレ， インド20万ドノレ，パキスタン 15万ドノレ，フィリッピン 8万ドノレ，計 843万ドノレ

であった。したがって，わが国は先述の提示条件に従って各国の拠出額と等額の 843

｜拠出額 ｜内容 ｜

千 ドルi I 
2,0751贈与｜コンサノレFントとしてのスノーウィ ・マウソテンズ

水力発電公社の役務に使用

2,00α II ｜タイド

1,000！借款 ｜アゾタイド，金利年 3%，償還25年（据［（（ 7年〉

2001贈与 I.？！ イド，インド製の送電鉄塔用鋼材の購入

1,0001借款｜タイド，金利年 3%，償還18竿（J@iQ'4年〉

1.0001贈与 ｜アンタイド

150! II I.？！イド，パキスタンのセメソトお よび役務の購入

801 II ｜地図作成のために既に支出

l,ODDI借款｜タイド，無利子，償還25年（据置 2年）

4,215! II ｜タイド，金利35%. 償還20年（据置 5年〉

4,21s：贈与 ｜タ イド，原則として 4年聞に亘る等額支出

5001 II Iア γFイド

1,000：借款 I.？！イド，金利3.5%，償還20年

山 ｜贈与 lil/tili!(l'.¥f,門の実施設計
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万ドノレを贈与と借款の組合せで〔それぞれ等額〉拠出する ことと した。これは日本国の

生産物および日本人の役務の購入に対してのみ充てられるものとし（！；イドωの条件〉

贈与は原則として 4年間に豆る等額支出であること，借款は金利年 3.5%，償還期間

20年（鋸置 5年生含む）となっている。843万 ドノレは今後追加拠出国があっても，変更

を受けるものではないことが各国との聞で了解されている。その後拠出の意図表明を

行なったフランス，デンマークを合む各国の拠出の態様は第 1表のとおりである。

2. プロジェクトの概要

プνク・トノット ・ダムはカンボディアの首都フaノンベン市の西方約70km〔コンポ

ン・スプー州〕の地点を流れるメコン河右支プレク ・トノ ットJllと右小支スタン ・ト

ソJllとの合流地点に建設される滋紙発電，洪水調節を目的とした多目的〆ムで，幾

つかの丘陵を述紘一して構築される一連の小ダム群（本川の南方に南ダム 1. 2. 3お

よび 4，北方に北ダム 1）と，本川を横切る主ダムから成るアースおよびロックフ ィ

ノレ・タイプの〆ムで， 余水吐は南ダム 1：および 2の間に狭まれる 丁目loch丘に設けら

れる。

〆ム総延長は10.3km，最大堤高は28.3m，堤頂標度， 63.25 mである。 一方〆ム悠設

と同時に主〆ム下流200mの現河道上に 1万8,000kWの発電所と， 第 1期工期として

5,000 haの農業様車正施設〔分水堰，調整壌および水路〉がダム下流12kmの地点に建

設される。法渡部門については将来 7万 haにまで漉淑面積を拡大する計画となって

おり，本計画が完成すると，合理的な港紙方式の導入による水稲の増収および各種野

菜または換金作物で，乾季にi濯殺を要するももの栽培が促進されるもの と大いに期待

されている。〆ム，発電所および分7Jく収等建，［究工事のそれぞれの規模，諸元はつぎの

とおりである。

( 1〕 ダム

ダム型式

堤！；る

総堤長

天端師

7主生ヨ閉日

天端線高

アースおよびロックフィノレ型

仮大 28.3 m 

10.3 km 〈主〆ムおよび 5小ダム）

傑準断l函 6.00 m 

上流而 1 2.5 

下流而 1 : 2.0 

主ダム，南ダム 2 62.25m 

北ダム1，筒ダム 1• 3. 4 

63.25 m 

満水供給水位 58.5 m 

純貯ノ比容量 ？億8,000刀 m3

盛上量 コアー 179万 m'
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土砂，岩 45万 m3

フィノレタ ー 40 II 

ロック l Q l II 

掘削量 基礎 120 II 

余水吐 l 08 II 

完成予定 1972年 6月

(2) 発電所

型式 地上屋内，二床式発電所

発電機 カプラソ型水車発電機

9,000 kW×2基

付帯工事 屋外開閉所，if/Iiiま用調整装置

完成予定 1972年12月

(3) 分水寝等

i）分水堰

コンクリート量 6,500 m3 

スノレース ・ゲー ト (12.5 m×6.70 m) 5門

且〕調整堰

ラデ ィアノレ ・ゲート ( 4.50 m, 4.80m) 各 2門

皿〉水路

長 1,230m，桓 23m, i菜 Sm，勾配 16%，放流量 44.0m3/sec 

完成予定 i ), ri），皿〉共 1971年 6月

筆者は 8月10日から約10日間，実胞手続きに関する政府交渉のため訪カした際，ダ

ム建設予定地域を視察 したので，その時気付いたことを も折りませtながら，〆ムサイ

ト付近の概況を述べたい。

プノンペンより東に約 1時間国道 4号線（FriendshipHighway とも いい，アメリカの

援助で完成〕を西へ走る。何処まで行ってもダムを建設するにふさわしい地形は現わ

れないまま，車は Highwayからそれて砂利道に入る。もし工事中に現場を訪れていた

ら， このあたりから建設中のダム本体や仮設々備等を遠望する ことができるのであろ

うが，着工前の静けさとでもいおうか，タムの中心軸に立ったときですら，ここに〆

ムが建設されるのかと一瞬奇異に感じる符，あたりの地形は平坦で， 所々に低い丘

が，散見されるばかりであった。〆ムといえば両岸の切り立った紋谷を利用して建設

されるケースがはなはだ多いわが国の例から して，「所かわれば品かわる」とし、う言葉

が全くその場の会話にふさわしいもののよ うにさえ思われた。低い幾つかの丘をアパ

γ トに利用して， これを 6基のダムで連結するこ とにより，貯水池が形成される訳だ
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が， これはダム工事というよりもむしろ延長lOkmの堤防工事と称した方が適当だと，

ある技術者は話していたが，全く 「土子」といった感じがしないでもない。主ダムの

現河道付近以外は，締切工事等による水処理工事を必要とせず， ドライワークが可能

でまbるから，工事そのものは比較的容易であろうが， 11月～ 5月の乾季中に効率的に

盛土工事を実施する必要があり，雨季の土運搬および転圧はきわめて困難であると恩

われる。 一般にダム工事にあっては水処理，転流等の準備工事が工程を左右する極め

て大きな要素となることが通常であるが，本ダムの場合には乾季中にあっても最適合

水比をもって転圧するに十分な水補給が確実に行なえるかどうかという心配の方が大

きかろう。カンボディアを含むインドシナ諸国の気候は 1年が乾季（11月～ 4月〉と雨

季の 2シーズンに分れており，乾季には全 く降雨を見ないことすらあり，これらの国

国では一般に土工を伴う土木工事を雨季に実施する ことは， かなりの手戻り防止工事

（対策）を講じない限 り極めて困難であるとされている。プノンペンおよびコンポン

スプーで記録された気象資料によれば，年平均雨量は1,200mm程度で多い年でも2,000

mmを越えることは極めて稀である。 月平均では 5月から10月の雨季に多雨月が集中

しており，特IC9, 10月が最多雨月（220mm程度〉に当る。最大日雨量は150mm程度

でそれ程大きな値ではなし、（以上1917～41,1957～65年の資料による）。 年平均気温は

27～ 8℃であり，月別には乾季の終りに当る 4月が最も高く（29℃）.12, 1月が最低

(26。C）である ことを見ても， 1年を通じて温度較差が極めて小さいことがわかる。

湿度は雨季の 7～10月が平均85%，乾季の12～ 4月が平均 70% となっている（気温

1907～ 9, 1919～21, 1923～38年， 湿度 1931～38年の資料による〕。一方， 日照時聞

は7～？月は 4～ 5時間， 12～ 4月は 8時間程度である（1934～38年の資料による〉。

ダムサイトの地質は火山岩性の凝灰岩および泥板岩床で，これらがダム地点を各所

で横切っており，特に主タムの北端部に多 く見られる。泥板岩床の走向は一般に北西

一南東で，風化された岩が 3～ 4mの；奈さにあるのが普通であ るが，川の300m以内

地帯では徴細なシノレト，粘土質の沖積土が岩を覆い地表下約lOmからは堅固な岩とな

っている。

3. 計画実施のための協定等

本計画を円滑に実施するに必要な国際的協力を確保するため， 「プレク・トノァト

川電力開発かんがし、計画のための管理情設に関する協定」（以下多数国間協定という〉

がわが国を含む10の協力国（オーストラリ ア，カナダ，インド，イタリア，パキスタ

ン，オランダ，フ ィリッピソ， ドイツ，イギリス，日本〕およびカンボディアの聞で

1968年11月 5日，国速において署名締結され，同日効力を生じた。 この協定には計画

の定義，計画の実施に関する手続要綱，カンボディアの一般的義務，協力国間の協議，

カンボディアと協力国との間にあって計画の実胞のための調整の任にあたる調整官の

任務および権限等，本計画実施のための管理上の措置等を規定した本文12条と付属書
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からなり，その大要はつぎのとおりである。

( l ）前 文

前文は本協定が i）受益国たるカンボディアを含めた多数国間協定で 為 るこ と，

E〕メコン委員会および関係機関が本計画を推進したこと， E〕国連事務総長がこの

ために仲介の労をとったこと， iv)1968年9月のプノンベ・ノ会議て・諸政府の代表者が

カンボディア政府に財政的援助を与える意向を自国政府に代って表明したこと，およ

びv）国連開発計画がカンボディア政府と食糧農業機関 （FAO)Blとの間に別個の協定

を締結し，本計画を援助する用意がゐることを内容としている。

( 2) 協力者および当事者

本協定の協力者は，わが国を含む10ヵ国（前出〕で，その他の政府および政府関機

関も協力者となる ことができ，当事者とはカ ンボディア政府をいう。

( 3) 事業の笑胞

実胞の責任はカンボディア政府が負い，建設および運営については「ダム公社」引が

担当し，必要に応じてカンボディアの国立銀行が資金の管理をする。建設のコンサノレ

タンティングについてはオーストラリ アのスノーウィ ・マウンテンメ水力発電公社が

担当し，港凝施設の設計のコンサノレタ ント I'!FAOが任命する。

(4) カンボディアの約束

i）カンボデ ィア政府lよ本計画を十分な注意と健全な技術上および財政上の慣行に

従って遂行するも の とし， かつ＊計画に対し国内の諸開発計画中最優先順位を与え

る。 ii）カ／ボディア政府：立本計画実施中に生ずるL、かな る外国通貨の不足をも補填

し，かつ現地通貨が必要な場合；三f＇！速 やかにこれを提供する。目）カンボディア政府

は事業の実胞に必要な役務，設備および財産等の供与に関連して課される ことのある

租税，手数料または課徴金を免除する。

(5) 協議および紛争の解決

l〕計磁の完了が不可能となるような事態が生じtヒとき：立，当事者（立直ちに通報を

受け，関係当事者：；：： しかゐべき措置について協議する。 ii）本協定の解釈上の紛争は

まず外交ノレー トで解決をはかるものとし，それによ っても解決されない場合は，いず

れか一方の当事者；土国連事益事総長に紛争解決のための助力を要誇する ことができる。

(6) 計画の内容

本計画（土カンボディアのア レク ・トノット川｜にダムと 1万8.000kWの発電所を建設

し， 5,000 hoに及ぶ農業濯殺を実胞し，プノンベソ市に電力を供給するものである。

カンボディ ア政府は以上の多数国間協定を締結する一方， 1968年 9月のプノンベン

会議での各国の拠出意図表明を基礎として，援助につき具体的な取決めを行なうため，

各協力国と二国間協定のための交渉に入った。わが国は1969年 3月21日プノンベンに

おいて，「プレク ・トノット川電力開発かんがし、計画の実胞工事のための贈与に関す

る日本国政府とカンボディア王国政府との聞の協定」（以下贈与協定〉と L、うに署名す
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るとともに，借款についても「カンボディア王国に対する円借款の供与に関する書簡」

（以下円借款取決めという〕が交換された。贈与協定についてはその後必要な園内手続

きを了して， 8月 1日効力を生じた。

贈与協定に規定された主なる内容はつぎのとおりである。

i）日本国政府はカンボディア王国政府に対し， 4年聞にわたり， 15億1,740万円

(421万 5,000米ドノレ相当〉の贈与を行なう。 ii）この贈与は日本国の供給者とカンボ

ディアのダム公社との間の契約に基づいて行なわれる日本国の生産物および日本人の

役務の購入にあてられる。皿〉 この協定は憲法上必要な手続きがそれぞれの国におい

て完了したことを確認する通告が交換された月の翌月の 1日に効力を生ずる。

円借款取決めに規定された主なる内容はつぎのとおりである。

l〕15億1,740万円（421万5,000米ドノレ相当〉の円借款が， 4年間にわたりかっ原則

として毎年締結される借款契約に基づき海外経済協力基金からカンボディア王国政府

に供与される。 ii）借款の条件は返済期間20年（ 5年の据置期閣を含む〉， 金利年3.5

%でおる。 皿〉借款はカンボディアのプレク ・トノット川電力開発かんがL、計画の実

施のために必要な日本国の生産物および日本人の役務の鱗入にあてられる。

4, 計画の施行体制について

カンボディア政府は本計画を実施するために締結されるすべての契約に関する請

負，監督および実施についての責任を負うことになっているが，以上の目的および計

画の運営のために，その実施機関としてダム公社が政府から指名されている。ダム公

社は本計画実施工事の発注者となって， 施工業者を決定する権限を有しており，その

選定に当っては各協力国に属する土木建築業者を対象とした国際入札方式がとられ

た。ダム公社は 1968年 12月 21日，「プレク ・トノット川電力開発かんがし、計画の概

要」を発表するとともに，本計画の入札に参加を希望する業者は入札に先立ち， 資格

審査（Prequolificotion）に応ずるよう公表し， 1969年 1月 7日， 本計画を国際入札に付

する旨正式に告示した。 l月下旬，資格審査に合格した参加希望業者に対し逐次入札

参加の招請が行なわれ，応札締切は 5月21日とされた。資格審査の結果，外国業者 5

社，わが国からは鹿島建設，間組，前田建設工業の 3社が応札資格を得たが，最終的

にはわが国の前田建設工業が2,027万 2,912ドノレで落札するに至った。一方技術顧問機

関としてオーストラリアのスノーウィ ・マウンテンズ水力発電公社（SnowyMountains 

Hydrc-Electric Aυthority）がカンボディア政府から指名されており， 本計画の実施IC必

要な一切の技術指導業務を担当することになっている。

5. 契約方式

本計蘭の実施方式は建設工事の契約方式と しては前例がなく，殊に資金の使用条件

を十分考慮して資機材の調達を立てねばならなL、。つまり，本工事を実施する ことが
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決定した請負業者（PrimeContractor）は工事を円滑に遂行 し かっこれを予定の工期

内に完成せしめる義務を負うことは勿論であるが，一方資機材の調達に関しても各国

の拠出額とその条件および必婆資機材に関する各協力国の生産状況，輸出実績，製品

の良否等を考慮しつつ，最も効率的且つ経済的に実施しうる方法を案出する必要があ

る。

本計画はダム本体工事，分水堰等工事および発電所工事の 3工事からなり，発電所

工事は設計から施工までの定額請負方式10) (Lump Sum Contract）であるが， 前記2工

事は単価請負方式11) (Unit Price Contract〕をとっている。建設工事の場合，その支払

方式は準備工事等に対する前渡金と，出来高部分に対する数回の分割払を行なうのが

通例となっているが，本計画の実施に要する資金は各協力国の拠出によ ってまかなわ

れるものであり，かつタ イドの条件を考慮すると，上記の一般的な支払方式をそのま

ま採用することはきわめて困難となる。 つまり，出来高払の場合には完成品の一部と

査定された竣功部分に対する支払であって，工事の実施過程で必要とされた資機材お

よび役務に対する支払ではなし、。例えば10m3のマス ・コン クリートを打設する場合，

出来高払の概念からは完成品であるマス ・コンクりートに対する代価として支払は行

なわれるが，それを製作する際に必要なセメント，砂等の資材およびミキサー，運搬

車等の機材の購入， あるいはこれに要した人件費等の個々の＝ンポーネントに対して

支払が行なわれるのではなL、から，支払金額が個々のコンポーネントに対し，どのよ

うに配分されているのか判然としなくなる。したがって タイド条件の拠出国は本計画

に使用される資機材または役務のどの部分が自国の拠出金によってまかなわれている

のか識別することが不可能になることから，出来高払を敬遠することは当然であろ

う。 一方 PrimeContractor の立場からは， タイ ド条件で資機材および役務の購入を義

務付けられているにもかかわらず，購入の時点でこれらのコンポーネントに対する支

払を受けることができない場合には，出来高払を受けるときまでは自己資金で資機材

を調達しなければならず，資金運用の面で組めて大きな負担がかかる ことになる。 そ

こで本計画の円滑なる実施を確保するために， 資機材については PrimeContractor と

拠出国の供給者との聞で購入契約が成立し，且つ船積を完了した時に拠出国政府は自

国の供給者に対し支払を行なう方法をとる ことになる。一方役務l立原則的には出来高

払の形態を採用することとしたが，望号機材については既に支払が完了してし、ることに

鑑み，出来高部分からこれを減額しなければならなL、。 この場合，減額率は竣功率を

採る ことが一般的のようであるが，建設機械等についてはそれぞれの機械の償却率を

もってこれに充てる こともある。しかし，いくつかの工穫にまたがって同時に使用さ

れる場合には，償却率を各工種に配分する必要を生じる ことと，償却率の計算そのも

のの手間も看過できないことから，本計画では機減類についてのみ，金額償還方式を

とること とした。一方資材については実際に工事に使用されて完成品の一部となった

数量のみを減額量の対象としている。この方式は出来形12）実績払と称される方式で，
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出来高13）実績払とは区別して考えるのが至当であろう。

参考までにダム本体工事，発電所工事および分水堰等工事の工種別内訳を第2表に

示す。

第2表

I. Prek Thnot Dαmαnd Appυrtenont Works 

Item N。 Work or Moteri。｜ Estimo↑ed Quantity 

1. Diversion & core of river 1 lot 

2. Cleaning portions of reservoir area 1,300 h。
3. Excavation in open-cut for dam embankment 1,200,000 m3 

4. Excavation in open-cut for spillway 1,082,000 II 

5目 Excavationin open-cut for conduits & structures 7,200 II 

6. Excavation for trenches 1, 150 " 

7. Construction of spillway levee banks 100,000 II 

8. Selected roadway surfacing 110,000 II 

9. Selected backfill 1,000 11 

10. Stone pitching 450 m2 

11. Rubble-masonry walls 5, 130 m3 

12. Topsoil placement 30,000 /1 

13. Core drilling NMLC holes 160 m 

14. Drilling grou↑ holes in foundations 7,900 /1 

15. Hook-ups↑o gr。utholes & connections 1,000 hock-ups 

16. Pressure grouting lounda↑ions 260 m3 

17目 Pressuregrouting joints 1 lot 

18. Furnishing & installing metal pipe & fittings for pressure grout』ng 4,000 kg 

19 Furnishing & installing concrete’pipe culvert 1 lot 

20. Cons↑ruction of Zone I 1,790,000 m3 

Zone 1 A 450,000 II 

22. II Zone 2A 320,000 It 

23. 11 Zone 28 80,000 /1 

24. /1 Zone 3A 790,000 fl 

Zone 38 150,000 11 

Zone 3C 70,000 II 

27. Special compaction of Zone I material 800 11 

28. II Zone 2A material 80 fl 

29. Furnishing & placing reinforcement bars 880,000 kg 
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30. Furnishing & placing plastic water針。ps 580 m II 

31. Furnishing & placげ1gmetal seals 25 II 

32. Cancrete in intake & autle↑ structures 2,400 m3 

33目 Secandstage cancrete in irrigatian intake s↑ructures 35 /1 

34. Cancrete in canduits 4, 100 11 

35. Cancrete in spillway crest 5,000 11 

36. Concrete in spill may walls 7 50 11 

37. Concrete in bridgeロbutments 250 11 

38. Concrete in hollow slob bridges 380 11 

39. Concrete in fiot slob bridges 25 11 

40. Concrete in spillwoy bridge pier 120 11 

4 l. Concrete in grunt cop 600 11 

42. Drilling holes for onchor bars & grouting bars in ploce 2,000 m 

43. Furnishing bull伯 odgotes for power intake山 UC↑U問 （P川 ecost) 

44. Installing bulkhead gotes, for power intake structures 7 5,000 kg 

45. Furnishing cylinder gotes for power intoke山 uctu問 （PrimeC口st〕

46. Inst。llingcylinder gotes for p。werint。kestructures 42,000 kg 

47. Fυrn 

48. Inst。Iii「1gdished bulkhe。dfor irrig。ti。nint。kest『uctures 8,000 kg 

49. Furnishing guard & reguloting volves for ouxiliory i円igationoutlets (Prime cost) 

50. lnstolling guard & regulating volves for auxili。ryirrigotion outlets 8,000 kg 

51. Furnishing ιinstalling troshrocks 7 5,000 11 

52. Furnishing & installing onchor bolts 7, 100 11 

53. Furnishing & ins↑olling miscellaneous embedded metolwork l 3,200 11 

54. Furnishing & installing miscelloneous non-embedded metolwork 9,500 11 

55. Furnishing & ins↑alling metal pipesιfittings 920 11 

56. Furnishing & erecting steel liners 284,000 

57. Furnishing & installing reservoir stoff gouges 13 s↑off goυges 

58. Supply of fine oggreg。↑eto↑he Adminis↑rotion 7,000 m3 

59. sυpply of coarse aggregロteto the Administrotion 15,500 m3 

11. Power Stotior、andAppurtenant Works 

1. Design, construction and maintenance of Prek Thnat Power Stat.on 

。ndAppur↑enont Works 

2. Add汁1onolexcovotion, oll classes, in open cut for the power station 

and appurtenant works 

3. Additionol concrete, for power station ond oppυrtenont works 

l lot 

l I/ 

f
 

／
 

ー
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Ill. Diversion Weir ond Appυ汁enantWorks 

1. Diversion and care of the Prek Thnot 

2. Cleaning a portion of reservoir are。
3. Excavation, all classes, in open-cut for the diversion weir 

4. Excavation in open-cut, for canal head regulator 

5. Excavation in open cut for canal 

6. Compact earthnll 

7. Rip rap 

8. Construction c。。。Ilevee banks 

9. Gravel nil 

1 0. Selected roadway surfacing 

11. Stone pitching 

12. Topsoil placement 

13. Furnishing and placing reinforcement bars 

14. Furnishing and placing joint filler 

15. Furnishing and placing plastic water stops 

16. Concrete in diversion weir m。inslab 

1 7 Concrete in diversion weir aprons 

18 Concrete 1n diversion weir piers 

19. Concrete in diversion weir columns 

20. Concrete in divesion weir walls 

21. Concrete in can。lhead regulator slabs 

22. Concrete in canal head regulator piers 

23. Concrete in canロIIhead regulator walls 

24. Concre↑e in diversion weir bridge 

25. Concrete in canal head regulator bridge 

26. Furnishing and installing Steel sheet piling 

27. Furnishing and installing fixed weel gates 

28. Furnishing and in針。llingcounterweights 

29. Furnishing and installing radial gates 

30. Furnishing and in針。llingelectric winch type hoists 

31. Furnishing and installing diversion weir operating platform 

32. Furnishing and in針。llingmiscellaneous non-embedded m針。Iwork 

33. Furnishing and in針。llingmiscellaneous embedded metalwork 

34. Furnishing 。ndinstalling anchor bolts 

1 lat 

／
 

／
 

ー

16,000 m3 

6,000 II 

125,000 II 

12,000 I/ 

2,800 II 

72,000 II 

360 II 

350 II 

100 II 

4,600 m3 

315,000 kg 

90 II 

150 II 

2,350 m3 

1,200 II 

800 II 

70 II 

1,350 II 

300 II 

130 II 

150 If 

170 If 

50 II 

85,000 kg 

175,000 II 

90,000 II 

88,000 II 

32,000 If 

35,000 If 

8,700 fl 

5,200 kg 

5,000 fl 
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【註記】

( 1 ) 国際河川。

( 2) メコソ河；二国以上にまたがって流下する河川を国際河川とい L、，国境線を

境にして隣国から（へ〉流入（流出〉する場合と，河川の流下平面形に沿って国境線が

設定されている場合（左右岸において国名が異なる〉および両者の複合した形態を と

る場合がある。 メコン河は源を遠くチベット高原に発し，中国南部， ラオス，Fイ，

カンボディ ア およびヴィエトナムと延々に 4,200kmを流下して南νナ海に注ぐ大河

で， 増水期の水量は渇水期のそれの約20倍にも達する。メコンの河水を水資源開発の

一環として効果的に利用することのでき る受益国はラオス， タイ ，カンボディ アお よ

びヴ ィエト ナムの 4カ国であり， これを総称して接岸 4ヵ国ともいう。

(3) プレF・トノット Jil (Prek Thnot）；カンボディア語で Prek は「Jll」を意味し，

正しくは「トノット Jll」という べきであるが，協定条文には 「プレク ・トノッ ト川」

と記述されているので右の表現を用いる。

(4) メコ ン委員会；正式には「メコン河下流域調査調整委員会」といい， ECAFEの

勧告に基づき，1957年10月，主主岸 4方図により設立されたメコソ河関発のための国際

機関である。その目的は「メコン河下流域の水資源開発計画の立案と，それに必要な

調査の促進及び調整並びに監密，統制すること」であり，また 「接岸各国政府を代表

して特別の財政的援助を要請し， この援助を受け管理する」と の権限が付与されてい

る。タイのパンコックに事務局が設置されて いる。

(5) 現地通貨分（LocalCu同 ncy），工事を実施するためにカンボディア国内で調達

される資機材および役務に対して：土，カンボディア通貨で精算される。例えば現地で

購入する方が合理的且つ経済的な砂利，砂等の建設資材の購入および労務者の雇傭資

金として使用される。

( 6) Fイド；協力国の拠出金は当該協力国の生産物および役務の支払に充てられ

ることを意味し，他の協力国が供与する生産物および役務の代価としてその支払に充

てることはできない。したがって各国の拠出金は米ドノレ相当に換算表示されて いて

も，それぞれの図の通貨で精算されるので対外的な通貨の動きは見られない。 これに

対しアンタイドの場合には，拠出国以外の生産物お よび役務に対する文払に充てるこ

ともできるので極めて流動的な使用が可能であり， また実際に通貨の移動が行なわれ

ることもあるので，その拠出金は コンパーティフツレ・ファンド（ConvertibleFund）とも

呼ばれる。

( 7) 国連開発計画（UNDP）；，拡大技術援助計画（ExpandedProgram of Technical Assist-

ance）および特別基金（UnitedNations Special Fund）とを一元化して 1966年 1月に設立

され，経済社会開発上必要とされる専門家の派遣， 技術者の研修セミナーなどの開

催，投資前調査，研究所や訓練所の設立および経済開発計画の作成を行なっており，

これらの援助事業I＂！参加 機関て・ある国連工業開発機関，国連食纏農業機関，国際労働
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機関，世界保険機関等10の専問機関と国際原子力機関に実施が委託されている。運営

資金は国連加盟各国の自発的拠出金によりまかなわれる。

(8) 食糧農業機関（FAO）パ 945年l0月，国連専問機関のーっとして発足 した。

FAOの目的は食糧をは じめとする政産物の効率的な生産，分配を推進するこ とによ

り，世界の栄養水準を引き上げることにある。その任務は栄養，食糧および農業に関

する資料を収集，分析およ び配布すること，それらの改善のために必要と考えられる

園内的および国際的措置を促進し且つ勧告すること， 技術援助の供与その他 FAOの

目的を達成するために必要なすべての措置をとることとされる。 1968年 1月現在の加

盟国は 116ヵ国，準加盟国は 3ヵ国である。本部はロ ーマにあり， 1969年の予算額は

3千万ドノレで各加盟国の分担金によりまかなわれる。

(9) ダム公社（LaSoci岳f岳 Nationalsdes Grands B。rrages），カソボディ ア政府の公共

土木事業を請負うことを目的 とした半官半民の公社で，本計画に関する建設および運

営を担当するために， 1965年 5月初 日付カソボディアの法律 323号に基づいて設立さ

れた。

(10) 定額請負方式（LumpSum Contract）；図面，仕様書に定める工事および役務の一

切を含む工費の総額を契約金額として定める方式である。したがって契約金額は原則

として変更で きないが，発注者が設計もしくは仕様を変更した場合または請負者側の

責に帰さない事由（例えば価格変動〉による場合は，契約金額の変更ができる。本方式

の場合は総工事費そのものが契約の基本をなすもので，各工種別に積算された単価は

むしろ副次的な性格を持っている。 したがって総工事貨を算定するための積算手続き

は必ずしも回一的ではなく ，工種の分類法あるいは直接費と間接費の比率等は建設業

者独自の判断を加味して算定する余地がある。したがってその積算方法は一定のパF

ーンを有するものではないが，一般に用いられている方法は実費積算に よる方式ある

いは工事金額の歩合による方式等である。前者は当該工事を完成せしめるために実際

に必要な経費をすべて積み上げ計算し，その所要経費に対し，応分の報酬を加えて総

工費を算出する方法である。後者は当該工事に必要な直接建設工事貨を算出し，その

直接費に応じて一定率の諸経費を加えて総工事貨を算出する方法である。一般に後者

の方が前者に比し，積算方法も簡単Eつ実用的であり，国内では諸経費の常識的な積

算基準も設定されているので，その妥当性の検討も比較的容易であるが，海外で実施

する工事の場合には不確定要素あるいは変動要素が極めて多く含まれている こ と か

ら，むしろ前者の方法によって積算する方が請負業者のリス Fの軽減という観点から

見れば望ましい場合が多い。

(l l) 単価請負方式（UnitPrice Contract），工事内容を工種別に細分し，それぞれの

Break downされた工事l1（あるいは種別，細別等） 毎に単価を明示せしめ， これにそれ

ぞれの員数を乗じて総工事費を算定する方法である。この方法によれば，員数変更が

生じた場合，総工事授の修正が機械的に算定できるため， 員数変更に伴う増減金額の
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推定，あるいはその修正が極めて容易に行なわれる。 しかし一方発注者側は応札者の

見積単価の内訳を知ることができないため，発注者の意にそわない見積単価であった

場合には改めてその積算根拠の提出を求め， 内容を検討すると同時に Negotiation を

行な う必要が生じる。

(12) 出来JB, (13）出来高 ；出来形 Amountof works completed excluding materialsロc-

tually not used）とは工事現場に搬入されていても，実際に工事に使用されていない資

機材は含まれなL、。 つまり倉庫に保管されている資機材は出来形の一部とは見倣され

危 L、。 一方出来高（Amountof works cample↑ed）は，工事には未だ使用されていないが，

工事現場に搬入する際の品質検査に合格した資機材で，目下保管中の もの も含まれ

る。

（外務省経済協力第 2課〉
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