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評価調査結果要約表 
 
1. 案件の概要 

国名： エチオピア連邦民主共和国 
案件名： 

アレムガナ道路建設機械訓練センタープロジェクト 
分野： 運輸交通 援助形態： 技術協力プロジェクト 
所轄部署： 社会開発部第三グループ運輸交通第二チーム 

先方関係機関：エチオピア道路公社（ERA） 
アレムガナ道路建設機械訓練センター（ATTC） 協力期間（R/D）： 

2002 年 4 月 1 日～2006 年 3 月 31 日 
日本側協力機関：国土交通省 

1-1 協力の背景と概要 
 エチオピアにおける道路･橋梁は、長年の内戦と維持管理不足のため良好な状態を保てない時期が続き、

経済･社会開発の足かせとなっていた。これに対処するため、エチオピア政府は道路分野を国家開発・貧困

削減の重点項目の 1 つとし、「道路整備 10 ヵ年計画（RSDP）」（1997-2007 年）を実施している。また、同計画

の重要課題の 1 つとして、道路関係技術者育成が掲げられている。これらの流れに先立ち、エチオピア政府

は 1995 年 8 月に日本政府に対して、道路建設・施工監理・土木技術の人材育成機関であるアレムガナ道路

建設機械訓練センター（ATTC）への技術協力プロジェクトを要請した。 
 本プロジェクトにおいては、エチオピア道路公社（ERA）及び ATTC を実施機関とし、2002 年 4 月から 2006
年 3 月までの 4 年間で、「道路建設機械操作部門」、「職工技術部門」、「土木技術部門」の 3 分野を対象に

協力を行っている。 
 
1-2 協力内容 
(1) 上位目標 
 エチオピアの道路建設・保守工事に必要とされる機械化施工分野の人材が質・量ともに充足される。 
 
(2) プロジェクト目標 
 アレムガナ道路建設機械訓練センターが、機械化施工に関する適切な訓練を提供できるようになる。 
 
(3) 成果 
1. 訓練管理体制が効果的になる。 
2. 効率的な訓練コースが準備できる。 
3. 指導員の技術レベルと指導能力が向上する。 
4. 訓練機材及び教材が適切に整備・管理される。 
 
(4) 投入（評価時点） 
日本側 

 長期専門家： 5 名（チーフアドバイザー、業務調整、建設機械操作、建設機械整備、道路保守） 
 短期専門家： 7 名（チーフアドバイザー、業務調整、土壌・アスファルト試験、コンポーネント診断、ワークシ

ョップマネジメント、溶接、電気） 
 研修員受入： 14 名（2005 年 11 月よりさらに 2 名） 
 機材供与： 供与機材 427,750,000 円、携行機材 10,230,000 円 
 現地活動費： 4 年間計 38,000,000 円 
エチオピア側 

 カウンターパート及び ATTC 指導員： 計 40 名 
 ローカルコスト負担： 4 年間計 17,975,790 ブル（約 2,330 万円） 
 土地・施設提供： ATTC 内諸施設 
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2. 評価調査団の概要 

調査者 
総   括：菅野祐一（JICA 社会開発部第三グループ運輸交通第二チーム チーム長） 
評価企画：堀田桃子（JICA 社会開発部第三グループ運輸交通第二チーム） 
評価分析：竹 直樹（アイテック株式会社 海外事業本部 経済協力部 課長） 

調査期間 2005 年 9 月 28 日～2005 年 10 月 12 日 評価種類： 終了時評価 
3. 評価結果の概要 
3-1 実績の確認 
a. 訓練マネジメント 
 2003 年より、ATTC は年間訓練計画を策定し、関係機関に配布している。結果、訓練生の数は増加した

が、実際の訓練生数は定員の約 70%にとどまっている。要因は募集要項の配布の遅れや訓練生の突然の受

講キャンセル等である。 
 訓練に必要な消耗品等の調達については、ATTC が銀行口座を保有することが可能になって以来、独自

に必要な物品調達をできるシステムが出来たため、大幅に効率化された。 
 
b. カリキュラム策定 
 2003 年 2 月の第 1 回合同調整委員会において、ATTC の新しいカリキュラム及びシラバスが発表された。

土木技術部門を除いておおむね適切に実施されている。 
 
c. 指導員の能力 
 土木技術を除く 2 部門においては、多くの講師陣は日本人専門家による技術協力に満足している。 
 
d. 機材の維持管理 
 機材管理には機械操作部門長及び職工技術部門長が責任を負う。本プロジェクトを通じて、機材管理に

必要な諸フォームが作成され、それらは機械操作部門長により適切に使用されている。 
 
e. 修了者数 
 各部門の訓練修了者数は下表のとおり。 

部門別修了者数
部門 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 計 06年3月までの推定修了者数 (A) 目標修了者数 (B) (A)/(B)(%)
機械操作 48 205 175 7 435 635 633 100%
職工技術 20 91 201 100 412 470 671 70%
土木技術 0 19 174 12 205 330 633 52%
計 68 315 550 119 1,052 1,435 1,937 74%

Source: Project Office
注） 2005/06年の実際の修了者数は、7-9月の数値。

 
3-2 評価結果の要約 
(1) 妥当性 
 エチオピア持続的発展・貧困削減プログラム（SDPRP）は、道路分野を社会経済発展の重要課題に掲げて

いる。また、エチオピアのキャパシティビルディング省（MoCAB）が実施しているエンジニア分野強化プログラ

ム（ECBP）においても、建設分野、特に民間部門の強化を図っている。 
 ATTC は、道路機械化施工にかかるエチオピア唯一の人材育成機関であり、本プロジェクトはその強化を支

援することを通じて道路分野の人材育成に貢献している。 
 
(2) 有効性 
 有効性を、以下 a.～f.の 6 点から検証する。 
 
a. 年間訓練計画の策定、及び訓練生募集プロセス 
 日本人専門家のみならず、ATTC 校長及び各部門長が年間訓練計画の策定に参加し、会計年度（7 月か
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ら）の始まる 2 ヶ月前には計画をまとめあげる体制を構築している。ただし、コース開始のタイミングや訓練生

送り出し側の問題もあり、実際の募集数は定員の 70%にとどまっている。 
 
b. カリキュラム策定・改訂プロセス及びカリキュラムの利用状況 
 機械操作部門及び職工技術部門の電気コースにおいては、日本人専門家とエチオピア側カウンターパー

トの緊密な協力により、カリキュラム、シラバス、研修指導書が完成した。カリキュラムは、職工部門のその他多

くのコースにおいて策定され、同部門の機械整備、上級機械整備の 2 コースにおいてはシラバスまで策定さ

れている。2003 年のカリキュラム導入以来、大幅なニーズの変更などが認められずカリキュラム更新はまだ行

なっていないが、訓練ニーズアセスメントの実施・分析、及びそのカリキュラムへのフィードバック機能の構築が

今後は必要である。 
 
c. 教材策定・改訂プロセス及び教材の利用状況 
 プロジェクトを通じ、機械操作部門及び職工技術部門においては各種教材が作成され、適切に利用されて

いる。土木技術部門においては、エチオピアの現状に即した内容になっていないため活用されていないが、

機械操作部門及び職工技術部門において構築した教材作成ノウハウを土木分野インストラクターに対しても

広めることにより、エチオピア側が今後独自に教材開発をしていく能力を構築することが必要である。 
 
d. 指導員の質 
 機械操作部門及び職工技術部門においては、日本による技術協力に対しておおむね満足との評価を得て

いる。ATTC 校長も、上記 2 部門については指導員の指導力、訓練生への態度等に改善が見られるという評

価を下している。土木技術部門については、専門家による技術移転が実質的に行われていないため、実際

の技術移転は指導員 3 名に対するカウンターパート研修のみにとどまっている。 
 訓練生のコースに対する満足度は、おおむね高い。 
 
e. 機材維持管理・物品調達システム 
 機材の修理は、職工技術部門のガレージユニットで行われており、機材の状態は機械操作部門で定期的

に記録されている。訓練に必要な消耗品等の調達については、以前は ATTC の裁量により独自に調達するこ

とができるシステムがなく、上位機関である ERA に伺いをその都度立てていたが、ATTC が銀行口座を保有

することが可能になって以来、独自の判断で調達ができるシステムとなり、機材維持管理・物品調達は大幅に

効率化された。 
 
f. 修了者数 
 2006 年 3 月までの推定修了者数をもとにすると、機械操作部門では目標数値を達成する見通しである。職

工技術、土木技術の両部門における目標達成度はそれぞれ 70%、52%となり、全体の達成度としては 74%の

見通しである。 
 
(3) 効率性 
a. 専門家投入の適切さ 
 5 名の長期専門家と 7 名の短期専門家が派遣された。人数・タイミングは適切と考えられるが、土木技術部

門に機械の専門家が派遣されたことにより、同部門に対して専門家による技術移転への貢献は少なかった。 
 
b. 供与機材の適切さ 
 ほとんどの機材は適切に使われているが、タイヤ式ローラーやクレーンの稼働率が非常に悪い、低温伸度

試験機のエチオピア国内での修理が困難である、等の問題がある。本プロジェクト計画段階における調査結

果の計画への反映に問題がみられる。 
 
c. カウンターパート研修の適切さ 
 おおむね、カウンターパート研修を通じたスキルアップができている。 
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(4) インパクト 
 人材の量的充足については、ATTC は道路機械化施工にかかるエチオピア唯一の人材育成機関であるこ

とから、ATTC の修了者数をそのまま国レベルの人材育成数と考えることができる。 
 また、訓練生を派遣した組織の管理者の 94%は訓練生のスキルが向上したと考えており、彼らの文脈では

道路建設人材の質的インパクトは一定程度あると考えられる。 
 
(5) 自立発展性 
a. 政策面 
 2007 年に始まる「道路整備計画 第 3 フェーズ」においても、人材育成は重点分野に数えられている。今後

は特に民間企業への道路建設委託化が進むにつれ、特に建設機械オペレーションなどに対する民間の需

要が高まってくると考えられる。これらのニーズに応えた訓練を実施することにより、ATTC の将来の役割は確

かなものとなろう。 
 
b. 財政面 
 ATTC 予算はプロジェクト実施期間を通じて増加を続けてきた。現在は、供与機材の維持管理も問題ないレ

ベルと考えられる。 
 
c. 体制・制度面 
 年間訓練計画策定のイニシアティブは現在 ATTC 側にシフトしており、協力終了後も独自での策定は可能

と考えられる。また計画の改善は、訓練生募集面での改善にもつながりうる。 
 カリキュラムの改訂は専門知識を必要とする。現在、訓練ニーズアセスメント実施の責任は ATTC ではなく

ERA 人材開発部人材計画・訓練調整課にあるが、その機能は十分とはいえず、大学等外部専門家の支援

なしにはカリキュラムの改訂は困難である。 
 教材の改訂・新教材の開発には、新技術情報へのアクセスや指導員の継続的技能向上が必要であるが、

未経験なため教材改訂が ATTC 独力で可能かどうかは、確信を持つに至らない。 
 機材の維持管理システム及び調達システムの自立発展性については、問題ないものと考える。 
 
d. 技術面 
 エチオピア側は日本の技術協力を通じて一定のスキルアップを成し遂げてきた。今後、培ってきた知識を

ATTC 内で共有・交換することにより、スキルの持続は可能となると思われる。 
 
3-3 効果発現に貢献した要因 
(1) 実施プロセスに関すること 
・ 日本人専門家とエチオピア側カウンターパートのコミュニケーションがプロジェクト開始時に比べ中間時

点からは円滑になり、特に機械操作部門においては教材やカリキュラム策定に関して両者の共同作業が

十分に行われたこと。 
・ ATTC においては、1 人の人材流出もなく移転された技術が蓄積されていること。 
 
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 
・ 本プロジェクトの協力対象範囲に関する認識の相違があったこと（職工技術、土木技術の両分野）。ま

た、プロジェクト名等の和文・英文タイトルが一致していないことも、認識の相違を助長した。 
・ エチオピア側関係機関の役割、責任範囲、決定権等に関する日本側の理解が不十分であったこと。 
・ 目標値に対する訓練生徒数の低い達成率（PDM における目標達成数の見直し）や土木部門における

十分でない技術移転など、運営指導調査、中間評価調査において指摘された問題への対処が不十分

であったこと。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 
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・ 土木技術部門に機械の専門家が選考され派遣されたこと。また、エチオピア側が求める内容の技術移

転が当該専門家からは技術的に困難であったため、専門家とカウンターパートのコミュニケーションが欠

如したこと。 
 
3-5 結論 
 本プロジェクトは成功に向かって前進しており、機械操作部門、職工技術部門については協力期間内での

目標達成がほぼ可能と考えられるが、土木技術部門についてはまだ改善の余地がある。 
 
3-6 提言 
 プロジェクト期間の残り 6 ヶ月における活動に対する提言は、以下のとおり。 
 
・ 年間訓練計画策定を制度化させること 
・ カリキュラム及び教材が未完成のコースについては、残りの期間で作成するよう努力すること 
・ 指導員の継続的な能力向上を図るためのシステム確立 
・ 2005 年 11 月より実施されるカウンターパート研修（訓練マネジメント）の有効活用  
 
3-7 教訓 
・ カウンターパート機関の権限・業務の範囲の確認：日本側は、相手国関係機関の役割、責任範囲、決定

権等を十分に理解して計画策定し、プロジェクト目標や成果がカウンターパート機関の権限・業務内容

の範囲内にあるか確認すべきである。 
・ プロジェクトデザイン上の留意点：プロジェクトの協力範囲、活動内容および専門用語について、日本

側・相手国側が共通認識を持っているか十分確認すべきである。 
・ PDM 作成上の留意点：PDM 作成の際には、活動範囲・縦横の理論・指標の文言等が明確であり、プロ

ジェクト運営の共通基盤となっているか十分留意する必要がある。 
・ 機材選定の際の留意点：供与機材選定の際は、相手国の事情やプロジェクト活動内容に照らし合わ

せ、活用されるものだけを供与すること。 
・ 相手国政府のオーナーシップ：業務の継続性（予算含む）のため、プロジェクト活動はカウンターパートの

本来業務である必要がある。また持続可能性の観点から、日本側は協力の活動範囲を除々に狭めてい

く方がよい。 
・ 専門家の選定：技術移転を確実なものにするためにも、専門家の選定に際しては、必要とされる専門性

と専門家の持つ専門性を一致させなければならない。 
・ 運営指導・中間評価でのプロジェクトの見直しと修正：プロジェクト実施上の問題点については運営指

導・中間評価段階で把握し、速やかに軌道修正をすべきである。 
 
 




