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3.1 案件の概要 
 
3.1.1 案件の背景 
 
 アゼルバイジャン共和国（以下、「アゼルバイジャン」）の主要農業生産地であるアラン

地方の 4 地区（ネフトチャラ、サリヤン、サビラバード、サートゥリ）には、202,000ha
の灌漑農地があり、5,900km の用水路網と 10,400km の排水路網が建設されていた。しか

し同 4 地区の用排水路は、水路内の土砂堆積等により通水能力が低下し、適正な分水が妨

げられていただけでなく、圃場での塩害を引き起こしていた。そのため、水路の維持掘削

を担当している各管理事務所が土砂堆積に対する掘削作業を行っていたが、機械台数の制

約により、土砂堆積量に対して掘削量が追いつかない状況となっていた。 
 こうした状況に対応するため、アゼルバイジャン首相府の土地改良・灌漑水資源委員会

(CAWF)（現農業省土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF)）は、「土地改良・灌漑開発計

画 2004 年－2010 年」を策定し、そのなかで 61,000ha の既設灌漑用排水路の改修を計画し

ていた。  
このような経緯のもと、アゼルバイジャン政府は日本国政府に対し、同計画で使用する

機材を調達すべく、土地改良・灌漑機材整備計画の実施に係る無償資金協力を要請した。

日本国政府はこの要請に応え、2003 年 12 月から 2004 年 3 月まで基本設計(B/D)調査団を

アゼルバイジャンに派遣し、要請の内容・範囲等を確認するとともに、要請の内容及び協

力の妥当性等を検討した。そしてその結果、2004 年 3 月 30 日に土地改良・灌漑機材整備

計画の E/N が締結されることとなった。 
 
3.1.2 案件の目的 
  
アラン地方の 4 地区において、灌漑用掘削機材の供与を行うことにより、灌漑用排水路

機能の回復を通じた農業生産の拡大を図り、もって同地方の経済開発に貢献すること。 
 
3.1.3 案件の内容 
 

(1) E/N 締結日：2004 年 3 月 30 日 
(2) E/N 供与限度額：6 億 2,400 万円 
(3) 実施機関：土地改良・灌漑水資源委員会(CAWF) 

（現土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF)） 
(4) 協力内容：機材（掘削機材、支援機材）の供与 
(5) 事業サイト： アラン地方の 4 地区（ネフトチャラ、サリヤン、サビラバード、サー

トゥリ） 
 



 42

事業サイト位置図 

 
出典：基本設計(B/D)調査報告書 
 
3.2 評価分析  
 
以下において、「1.3.2 評価分析の手法」で説明した各項目の評価指標に基づいて評価分

析を行う。 
 
3.2.1 案件の妥当性 

 
(1)  対象事業が我が国の被援助国に対する援助方針に合致しているか 
 
本項目では、2004 年 3 月 30 日に E/N を締結したアゼルバイジャン「土地改良・灌漑機

材整備計画」事業が、基本設計(B/D)時（事業実施前）及び事後評価時（事業実施後）の我

が国の「政府開発援助(ODA)大綱」、「政府開発援助(ODA)中期政策」及び「対アゼルバイジ

ャン国援助方針（国別データブック上の方針）」に合致しているかどうかの検証を行う。 
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基本設計(B/D)時（2004 年 3 月） 事後評価時（2009 年 3 月） 
現行の ODA 大綱 
ODA 大綱（2003 年 8 月 29 日閣議決定）

は、アジアを重点地域としているものの、そ

の他の地域についても、この大綱の目的、基

本方針及び重点課題を踏まえて、各地域の援

助需要、発展状況に留意しつつ、重点化を図

るとしている。 
また、「開発途上国の自助努力支援」とい

う基本方針のもと、「経済社会基盤の整備」

を ODA の重要な考え方の一つとしている。

このことから、アゼルバイジャンにおい

て、灌漑に係る機材の供与を行う本事業は、

ODA 大綱の援助方針に概ね合致していたと

言える。 

現行の ODA 大綱 
ODA 大綱（2003 年 8 月 29 日閣議決定）

に変更はないことから、左記の理由により、

依然として ODA 大綱の援助方針に概ね合致

していると言える。 

旧 ODA 中期政策 
旧 ODA 中期政策（1999 年 8 月 10 日策定）

は、アジアを重点地域としているものの、経

済その他の面での相互依存関係が世界的な

拡がりと深化を見せる中、・・・（省略）・・・

アジア以外の地域への取り組みも進めてい

くとしていた。中央アジア・コーカサス地域

においては、「自立的な経済開発の基礎とな

る経済・社会インフラ整備への支援」を掲げ

ていた。 

また、重点課題の一つである「経済社会イ

ンフラの支援」の中では、「灌漑施設の整備」

を重視していた。 
このことから、アゼルバイジャンにおい

て、灌漑に係る機材の供与を行う本事業は、

旧 ODA 中期政策の援助方針に合致していた

と言える。 

現行の ODA 中期政策 
現行の ODA 中期政策（2005 年 2 月 4 日

策定）は、重点地域について明言していない。

一方で、重点課題の一つとして「持続的成

長」を掲げ、同課題を解決するための具体的

な取り組みとして「経済社会インフラの整

備」を重視している。 
このことから、アゼルバイジャンにおい

て、灌漑に係る機材の供与を行った本事業

は、現行の ODA 中期政策の援助方針にも概

ね合致していると言える。 

旧アゼルバイジャン国援助方針 
旧国別データブック 2004（2003 年策定）

によると、重点分野の一つとして「経済イン

フラの整備」が掲げられていたことから、灌

現行のアゼルバイジャン国援助方針 
現行の国別データブック 2007（2006 年策

定）によると、重点分野の一つとして「経済

インフラの整備」が依然掲げられていること
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漑に係る機材の供与を行う本事業は、旧アゼ

ルバイジャン国援助方針に合致していたと

言える。 

から、灌漑に係る機材の供与を行った本事業

は、現行のアゼルバイジャン国援助方針にも

合致していると言える。 
 
 上記より、本事業は我が国の被援助国に対する援助方針に概ね合致していると言える。 
 
(2)  対象事業が被援助国により策定された開発戦略に合致しているか 
 
本項目では、土地改良・灌漑機材整備計画が、基本設計(B/D)時（事業実施前）及び事後

評価時（事業実施後）のアゼルバイジャンにより策定された「国家開発計画」及び「セク

ター計画」に合致しているかどうかの検証を行う。 

 
基本設計(B/D)時（2004 年 3 月） 事後評価時（2009 年 3 月） 
旧国家開発計画 

旧貧困削減・経済開発国家計画（2003 年

～2005 年）は、「貧困削減に資する農業・地

方開発」を掲げ、その中の重点事項として、

灌漑用排水路機能の回復を重視しているこ

とから、灌漑用排水路機能の回復を目的に機

材の供与を行った本事業は、旧国家開発計画

に合致していたと言える。 

現行の国家開発計画 

現行の貧困削減・経済開発国家計画（2008
年～2015 年）は、「貧困削減に資する地方の

経済開発」を掲げ、その中の重点事項として、

農業機材の利用機会の拡大を含む農業開発

を重視していることから、灌漑用排水路機能

の回復を目的に機材の供与を行った本事業

は、現行の国家開発計画にも合致していると

言える。 
現行のセクター計画 
現行の土地改良・灌漑開発計画（2004 年

～2010 年）は、「61,000ha の既設灌漑用排

水路の改修」を掲げていることから、既設灌

漑用排水路の機能回復を目的に機材の供与

を行う本事業は、セクター計画に合致してい

たと言える。 

現行のセクター計画 
現行の土地改良・灌漑開発計画（2004 年

～2010 年）に変更はないことから、左記の

理由により、依然としてセクター計画に合致

していると言える。 

 
上記より、本事業は被援助国により策定された開発戦略に合致していると言える。 
 

(3)  対象事業が現地でのニーズに合致しているか 
 
本項目では、土地改良・灌漑機材整備計画が、基本設計(B/D)時（事業実施前）及び事後

評価時（事業実施後）における現地のニーズに合致しているかどうかの検証を行う。 
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基本設計(B/D)時（2004 年 3 月） 事後評価時（2009 年 3 月） 
アゼルバイジャンの主要農業生産地であ

り、本事業対象地でもある 4 地区（ネフトチ

ャラ、サリヤン、サビラバード、サートゥリ）

には、 202,000ha の灌漑農地があり、

5,900km の用水路網と 10,400km の排水路

網が建設されていた。しかし同 4 地区の用排

水路は、水路内の土砂堆積等により通水能力

が低下し、適正な分水が妨げられていただけ

でなく、圃場での塩害を引き起こしていた。

そのため、水路の維持掘削を担当している各

管理事務所が土砂堆積に対する掘削作業を

行っていたが、機械台数の制約により、土砂

堆積量に対して掘削量が追いつかない状況

となっていた。 
このことから、灌漑用排水路の掘削を行う

ための機材供与を行う本事業は、現地でのニ

ーズに合致していたと言える。 

本事後評価調査でも、本事業の実施機関の

みならず、対象地である 4 地区の受益者から

灌漑用排水路の掘削に係る強いニーズを確

認しており、灌漑用排水路の掘削を行うため

の機材供与を行った本事業は、現在も現地で

のニーズに合致していると言える。 

 
上記より、本事業は現地でのニーズに合致していると言える。 

 
(3)  環境、ジェンダー、貧困削減、人間の安全保障の観点からの妥当性が伺えるか否か 

 
本項目では、本事業が事業実施前及び事業実施後において、環境、ジェンダー、貧困削

減、人間の安全保障の何れかに合致しているかどうかの検証を行う。 
 

基本設計(B/D)時（2004 年 3 月） 事後評価時（2009 年 3 月） 
本事業は、経済開発が遅れているアラン地

方を対象とするものであり、貧困削減に資す

る農業・地方開発の一貫として、灌漑用排水

路機能の回復を図るものであることから、

「貧困削減」の観点から妥当な事業であった

と言える。 

本事業は、依然として経済開発が遅れてい

るアラン地方を対象としたものであり、貧困

削減に資する農業・地方開発の一貫として、

灌漑用排水路機能の回復を図ったものであ

ることから、現在も「貧困削減」の観点から

妥当な事業であると言える。 
 



 46

【妥当性の結論】 
 

上述の通り、(1)、(2)、(3)の全てにおいて妥当性を確認でき、(4)においても妥当性を

確認できることから本事業の妥当性は「A」と判断される。 
 

3.2.2 施設の適切性・効率性 
 

(1)  施設の使用見通しが適切であったか、現在の使用状況 
 
機材については、ブルドーザーを除き計画通りに供与された。本事後評価調査時に供与

された全機材の使用状況を確認したところ、何れも適切に使用されていることが確認され

たことから、基本設計(B/D)時の機材使用見通しは適切であったと言える。なお、参考まで

本事業により供与された主要機材を以下に記す。 
 

表 1：主要機材の一覧 

出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 
 
 

油圧掘削機（1.4 ㎥） 油圧掘削機（0.8 ㎥） 

アイテム 計画 実績 変更等に係るメモ 
油圧掘削機（1.4 ㎥） 4 台 同じ なし 
油圧掘削機（0.8 ㎥） 19 台 同じ なし 
油圧掘削機（0.5 ㎥） 2 台 同じ なし 
ブルドーザー（21ｔ級） 2 台 7 台 
ブルドーザー（15ｔ級） 10 台 0 台 

入札での予定価格超過により 15ｔ
級を削除し 21ｔ級を増加させた 

トラッククレーン 1 台 同じ なし 
荷物運搬車 1 台 同じ なし 
トラクタ付セミトレーラー 1 台 同じ なし 
修理器具搭載工作車 1 台 同じ なし 
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油圧掘削機（0.5 ㎥） ブルドーザー（21t 級） 

トラッククレーン 荷物運搬車 

トラクタ付セミトレーラー 修理器具搭載工作車 
 
(2)  事業全体の費用効率 
 
本事業の供与限度額は 6.24 億円であったところ、実際の総費用は 5.94 億円であった。 

上述のように、入札での予定価格超過によりブルドーザーの台数が減ったため、減額となった。 
本事業実施機関である土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF)の長官をはじめ、副長官、

機械・産業部長等によると、本事業で供与された機材の費用は決して安くはないものの、機材



 48

の質は他の機材の質に比べ高く、耐用年数も長いため、結果的に効率的・効果的であるとの見

解であった。 
上記より、本事業の費用効率は高いと言える。 
 

【施設の適切性・効率性の結論】 
 
 上述の通り、本事業により供与された機材は現在も全て適切に使用されていることから、案

件全体として適切・効率的な機材の選択・投入であったと考えられ、費用効率も概ね高いため、

施設の適切性・効率性は「A」と判断される。 
 
3.2.3 効果の発現状況（有効性） 
 
(1)  基本設計(B/D)調査報告書において想定されている効果が発現しているか否か 
 
 B/D 調査報告書では、16 本の「灌漑用排水路の流量」が事業効果（有効性）の指標として

採用されているが、本事業の効果（有効性）を適正に分析するためには、同指標のみによる分

析では不十分である。従って、基本的にレーティングは同指標の評価をもって行うこととする

も、他の事業効果（有効性）も全般的評価への＋もしくは－の付与として反映させ、「平成 20
年度無償資金協力に係るプロジェクト・レベル事後評価実施ガイドライン」を踏まえて、効果

の発現状況（有効性）を総合的に判断することとする。 
 

 灌漑用排水路の流量 
    

  表 2：灌漑用排水路の流量 
   （単位：㎥/秒）      

 2006 2007 2008 
B/D 計画値 － － 1.0 

① アブドゥラー用水路 
実績値(達成率) 0.8（80%） 1.0（100％） 1.0（100%）

B/D 計画値 － － 3.5 
② SHA 用水路 

実績値(達成率) 2.4（69%） 2.8（80%） 3.0（86%） 
B/D 計画値 － － 2.0 

③ M-0 用水路 
実績値(達成率) 1.6（80%） 1.7（85%） 1.8（90%） 

B/D 計画値 － － 3.5 
④ S-2 用水路 

実績値(達成率) 2.8（80%） 3.0（86%） 3.2（91%） 
B/D 計画値 － － 3.5 

⑤ KHOL-2 用水路 
実績値(達成率) 2.8（80%） 3.0（86%） 3.2（91%） 

B/D 計画値 － － 2.5 
⑥ デブル用水路 

実績値(達成率) 1.8（72%） 2.2（88%） 2.4（96%） 
B/D 計画値 － － 4.5 

⑦ グムシュアルク用水路 
実績値(達成率) 3.0（67%） 3.5（78%） 4.0（89%） 
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B/D 計画値 － － 3.5 
⑧ D 用水路 

実績値(達成率) 2.8（80%） 3.0（86%） 3.1（89%） 
B/D 計画値 － － 3.5 

⑨ KL 用水路 
実績値(達成率) 2.8（80％） 3.0（86%） 3.1（89%） 

B/D 計画値 － － 4.5 
⑩ スワルツ用水路 

実績値(達成率) 3.4（76%） 3.7（82%） 4.0（89%） 
B/D 計画値 － － 200 

⑪ ギルディマン放水路 
実績値(達成率) 115（58%） 120（60%） 150（75％）

B/D 計画値 － － 1.2 
⑫ クルヤニ排水路 

実績値(達成率) 0.7（58%） 0.9（75%） 1.1（92%） 
B/D 計画値 － － 2.0 

⑬ サビル排水路 
実績値(達成率) 1.4（70%） 1.7（85%） 1.9（95%） 

B/D 計画値 － － 1.8 
⑭ VPK-24 排水路 

実績値(達成率) 1.3（72%） 1.5（83%） 1.7（94%） 
B/D 計画値 － － 4.5 

⑮ K-1 排水路 
実績値(達成率) 3.8（84%） 4.0（89%） 4.3（96%） 

B/D 計画値 － － 0.6 
⑯ PBK 排水路 

実績値(達成率) 0.4（67%） 0.5（83%） 0.55（92%）

出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 
 
   B/D 計画値（2008 年）に対し、同年の計画達成度(平均)は 90%であり、灌漑用排水路

機能の回復というプロジェクト目標の一つを達成していると言える。 
上記より、灌漑用排水路流量の計画達成度は、想定されていた効果がほぼ発現している

高いレベルにあると考えられる。 
 
本事業実施前・実施後の様子 

 
(2) 基本設計(B/D)調査報告書では想定されていないが重要な指標 
  

1.  油圧掘削機による土砂掘削量 

掘削前の状況（事業実施前） 掘削後の状況（事業実施後） 
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本事業は、油圧掘削機（25 台）を供与しているため、それらの運用指標である土砂掘

削量についても分析を行った。 
 

    表 3：油圧掘削機による土砂掘削量 
    （単位：1,000 ㎥） 

 2006 2007 2008 
SAAWF 計画値 100 

4 油圧掘削機（1.4 ㎥） 
実績値(達成率) 118（118%） 125（125%） 130（130%） 
SAAWF 計画値 60 

19 油圧掘削機（0.8 ㎥） 
実績値(達成率) 80（133％） 109（182%） 148（247％）

SAAWF 計画値 40 
2 油圧掘削機（0.5 ㎥） 

実績値(達成率) 50（125%） 53（133%） 56（140%） 
出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 

 
   油圧掘削機（25 台）は、何れも良く稼動している。     

上記より、油圧掘削機による土砂掘削量の計画達成度は高いレベルにあると言える。 
 
 2.  受益面積 

本事業は、農業生産の拡大をプロジェクト目標としていたため、主要農作物の受益面積

についても分析を行った。 
 

表 4：主要農作物の受益面積  
（単位：ha） 

出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 
 

    主要農作物受益面積の計画値がないため、経年での受益面積の比較をもって分析を行っ

た。主要農作物の市場における価格変動により、小麦や綿花の受益面積が減少傾向にある

が、反対に大麦やアルファルファは増加傾向にある。しかしながら、主要農作物の合計受

益面積は本事業実施前の 2004 年以降、一貫して増加傾向にある。 
上記より、本事業は農業生産の拡大というプロジェクト目標の達成に貢献していると言

える。 
 

アイテム 2004 2005 2006 2007 2008 
小麦     73,988     64,074    61,154    60,842     67,670 

大麦     24,967     26,051    26,876    30,154     38,404 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ      2,271      2,424     2,297     2,357      2,298 

綿花     32,309     43,902    39,968    28,740     16,093 

ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ     33,349     33,554    39,873    52,474     57,805 

合計  166,884  170,005  170,168  174,567   182,270 
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 3.  単位収量 
同様に、主要農作物の単位収量についても分析を行った。 

 
表 5：主要農作物の単位収量 

（単位：ton/ha） 

出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 
 

    主要農作物単位収量の計画値がないため、経年での単位収量の比較をもって分析を行っ

た。本事業実施前の 2004 年以降、ほぼ同レベルの維持或いは小幅ないし大幅な増加傾向

にある。 
上記より、本事業は農業生産の拡大というプロジェクト目標の達成に貢献していると言

える。 
 
4.  収量 

同様に、主要農作物の収量についても分析を行った。 
 

表 6：主要農作物の収量 
（単位：ton） 

出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 
 

    主要農作物収量の計画値がないため、経年での収量の比較をもって分析を行った。小麦

は、受益面積が減少傾向にあるが、単位収量が若干の増加傾向にあるため、収量はほぼ同

レベルにある。大麦は、受益面積が増加傾向にあるため、収量も増加傾向にある。ジャガ

イモは、受益面積にほぼ変化がないものの、単位収量が増加傾向にあるため、収量も増加

アイテム 2004 2005 2006 2007 2008 
小麦         3.5          3.5          3.6          3.8          3.6  

大麦         2.8          2.9          3.0          2.9          2.9  

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ         7.7          8.1          8.7          9.0          9.8  

綿花         1.5          1.6          1.5          1.6          1.6  

ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ         5.0          5.4          5.6          5.9          6.0  

アイテム 2004 2005 2006 2007 2008 
小麦  255,573  223,427  220,035  233,376   245,552 

大麦     70,019   74,277   79,470   87,993   111,410 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ     17,404   19,609   19,876   21,124    22,616 

綿花     47,682   71,766   60,020   45,150    26,340 

ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ  166,393  181,191  223,421   309,881   346,636 

合計  557,071  570,270  602,822  697,524   749,554 



 52

傾向にある。綿花は、単位収量がほぼ同レベルの維持にあるが、近年受益面積が大幅に減

少傾向にあるため、収量も減少傾向にある。アルファルファは、受益面積、単位収量とも

増加傾向にあるため、収量も増加傾向にある。一方で、主要農作物の合計収量は本事業実

施前の 2004 年以降、一貫して増加傾向にある。 
上記より、本事業は農業生産の拡大というプロジェクト目標の達成に貢献していると言

える。 
 
(3) 基本設計(B/D)調査報告書中のベースライン値及び想定される効果の適切性 
 
 B/D 調査報告書に記載の事後評価に用いるとされていた指標は、「灌漑用排水路の流量」の

みで、供与された機材そのものの運用指標（「土砂掘削量」）並びに他の効果指標（主要農産物

の「受益面積」「単位収量」「収量」）が欠けており、十分に適切であったとは言えない。 
 
【効果の発現状況（有効性）の結論】 
 
 上述の通り、B/D 計画値に対する灌漑用排水路流量の実績値の達成率は高いレベルにあり、

土砂掘削量、受益面積、単位収量、収量とも増加傾向にあることから、総合的な効果の発現状

況（有効性）は「A」と判断される。 
 
3.2.4 インパクト（上位目標への影響） 
 
(1)  案件実施により予期された上位目標への影響など、肯定的なインパクトが発現している

か否か 
 

1. アラン地方経済への貢献 
 

表 7：国内地域総生産(GRDP) 
（単位：百万マナト） 

出典：国家統計委員会（2008 年） 
 
アラン地方の国内地域総生産(GRDP)は堅調に成長しており、GRDP の約半分を占める

農業セクターもほぼ同様の成長率で成長している。 
上記 GRDP の成長は、本事業のみならず本事業とは関係のない外部要因によるところ

もあるが、本事業はアラン地方の経済成長に少なからず貢献していると思われる。 

 2004 2005 2006 2007 2008 
国内地域総生産 275,144 318,163 386,671 464,419 578,339

うち農業セクター 140,625 171,785 190,856 225,767 271,701
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2. 収入の増加 
   本事後評価調査時に 120 世帯を対象に実施した受益者調査*によると、1 世帯当たり平

均の収入（ネット）は、本事業実施前には 2,450 マナトであったが、本事業実施後には

5,426 マナト（調整価格後）へと大幅に増加していることがわかった。 
   上記より、本事業は上位目標である貧困削減に貢献していると言える。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2)  環境、ジェンダー、貧困削減、人間の安全保障の観点において、当初予期していなかっ

たインパクト（肯定的・否定的）が発現しているか否か 
 

1. 就学率の向上 
   上述の受益者調査によると、対象 120

世帯のうち 107 帯（89％）が、本事業が

実施され収入が増えたことで子供達を高

等教育機関（中学校、高等学校、職業専

門学校、大学等）に通わせられるように

なったと回答している。    
   上記より、本事業は就学率の向上にも貢   

献していると思われる。 
 

2. その他（生活レベルの向上） 
上述の受益者調査によると、120 世帯中 44 世帯（37%）が、農業に係る雇用が増えた

ことで首都バクーへの若者の人口流出が減ったと回答し、32 世帯（27%）が、テレビや

DVD 等の娯楽品を買うことができるようになったと回答している。また 13 世帯（11%）

では、コンピューターを買うことができるようになったとも回答している。 
上記より、本事業は生活レベルの向上に貢献していると言える。    

中学校・高等学校に通う女子生徒（後列 3 人）

* 受益者調査について 
本受益者調査ではサンプル調査を実施。サンプルの抽出にあたっては、4 地区における

総受益者数の分散の割合を考慮し、ネフトチャラから 20 世帯、サリヤンから 34 世帯、サ

ビラバードから 40 世帯、サートゥリから 26 世帯、合計 120 世帯をランダム・サンプルに

て抽出。 
                              （単位：人・世帯） 

 総受益者数 割合 調査対象世帯数 割合 
ネフトチャラ 約 78,800 約 18% 20 約 17% 
サリヤン 約 120,900 約 27% 34 約 28% 
サビラバード 約 151,200 約 34% 40 約 33% 
サートゥリ 約 92,200 約 21% 26 約 22% 
合計 約 443,100 100% 120 100% 

 出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 



 54

3. 環境へのインパクト 
   上述の受益者調査によると、120 世帯中 117 世帯（98%）が、本事業により排水路機能

が回復したことで洪水被害が減り、110 世帯（92%）が、圃場の塩害が減ったと回答し

ている。 
上記より、本事業は環境の保全に貢献していると言える。 

 
【インパクト（上位目標への影響）の結論】 
 
 上記の通り、本事業を実施した結果、上位目標、関連指標の改善が十分認められるため、イ

ンパクトは「A」と判断される。 
 
3.2.5 自立発展性 
 
(1)  案件実施後も、被援助国自身のオーナーシップにより、援助効果を持続または発展でき

るか否か、或いは持続できる見込みがあるか否か 
 
本項目では、案件実施後も、被援助国自身のオーナーシップにより、援助効果を持続または

発展できるか否か、或いは持続できる見込みがあるか否かを判断するために、供与機材の維持

管理機関であるアリバイラムリ機械修理センターの 1）組織体制、及び 2）財務状況を分析す

ることとする。これは維持管理機関の組織体制が適正で、財務状況が健全であれば、大抵の維

持管理上の問題は解決できるとみなせるためである。また 3）当初計画において現地の運営能

力、スペアパーツ、資材の調達可能性等の検討を通じた自立発展性確保の視点が含まれていた

か否かについても検討することとする。 
 
1. 組織体制 

 
表 7：アリバイラムリ機械修理センターの組織体制 

エネルギー部機械部実施部 機材供給部 建設技術部

所長

主任技師

副所長

人事部 財務部 経営計画部  
出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 

 
   アリバイラムリ機械修理センターでは、所長以下 98 人が勤務し、本事業により供与さ

れた機材を維持管理する機械部には 13 人が所属している。本事業により供与された機材

の維持管理は同部の 13 人のうち 8 人が行っており、うち 4 人が技術に関する国家資格を
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有している。また、上記 8 人は本事業実施中に機材の維持管理に係るトレーニングも受け、

当該機材を維持管理できていることから、同センターは当該機材を適正に維持管理する技

術力を有している。 
上記より、アリバイラムリ機械修理センターの組織体制に概ね問題はないと言える。 
 

2. 財務状況 
 

表 8：収支バランス 
（単位：1,000 マナト） 

費目 2006 2007 2008 
販売収入 378 492 687

サービス収入 419 495 825

総収入 797 987 1,512

人件費 113 202 222

運営費 498 552 940

維持管理費用 40 50 78

総費用 651 804 1,240

バランス 146 183 272

出典：土地改良・灌漑水資源国家機構(SAAWF) 
 

   アリバイラムリ機械修理センターは独立採算制をとるが、常に黒字バランスを保ってお

り、黒字額も増加傾向にある。 
   上記より、本事業にて供与された機材の維持管理を行う同センターの財務状況は健全で

あると言える。 
 

3. 当初計画における自立発展性確保の視点 
基本設計(B/D)調査報告書によると、アゼルバイジャンには本事業にて供与される機材

の予備部品調達に対応できる組織として、日本の業者の支店や関係現地法人等が複数存在

する、とされていた。また、大規模修理の際には、上述の業者がモスクワ等にある日本の

業者の支店や関係現地法人等の支援を受け、専門技術者の派遣や必要部品の調達、輸送も

含めて円滑に対応してきており、本事業にて供与される機材についても同様に対処するこ

とが可能、とされていた。 
上記より、自立発展性確保の視点は当初計画において含まれていたと言える。 
 

【自立発展性の結論】 
 
 案件実施後も、被援助国自身が機材の維持管理に努力している点が伺われ、援助効果が持続
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または発展する見込みがあると考えられるため、自立発展性は「A」と判断される。 
 
3.2.6 広報効果（ビジビリティー） 
 
(1)  支援を実施した案件が、日本からの「顔の見える」援助として被援助国において認知さ

れているか否か（広報手法の適切性の検討も含む） 
 
アリバイラムリ機械修理センターでは引渡式が開催され、本事業が日本による援助である

ことは被援助国政府関係者をはじめ、裨益者間においても十分に認知されている。また、本

事業内容は全国紙の“Respubliko”等や、テレビ番組でも放送される等広く宣伝されており、

アゼルバイジャン国民一般にも広く認知されていると判断される。 
 

引渡式の模様 

見出し（仮訳）：灌漑事業の成功 

 
新聞記事 

 
【広報効果（ビジビリティー）の結論】 
 
全国紙やテレビに取り上げられる等、被援助国政府関係者・裨益者に加え、一般市民、マス

コミ等にも当該案件が日本からの援助であることが広く認識され、広報手法も適切であり、十

分な効果を挙げていると思われることから、広報効果（ビジビリティー）は「A」と判断され

る。 
 

3.2.7 被援助国関係者による評価 
 
(1)  支援を実施した案件が被援助国政府、実施・監督機関、裨益者、一般市民、マスコミ等

からどのような評価を受けているのか 
     

本事後評価調査では、本事業による日本の援助は、中央政府から地方政府に至るまで、ま
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た、政府上層部から事業対象地の一般市民に至るまでのあらゆるレベルにおいて深く感謝さ

れていることが確認された。 
 
(2)  案件実施によりどのような外交的効果があったか 
 

本事業完了から約半年後の2005年9月に在日アゼルバイジャン共和国大使館が開設され、

2006 年 3 月にはイルハム・アリエフ大統領が来日。アリエフ大統領と小泉首相（当時）は

国連安全保障理事会の改革実現に向け取り組むことを確認し、同大統領は日本が安全保障理

事会の常任理事国となることの支持を表明した。また両国家元首は、両国のエネルギー分野

における協力を更に発展させる意向を表明し、2008 年より日本はアゼルバイジャンからの

原油の輸入を開始。両国の関係強化は、日本の原油輸入の中東への依存を低減させるなど、

エネルギー安全保障にも貢献している。 
加えて、2007 年にはこれまでにアゼルバイジャンで実施された日本からの援助を称え、

両国の友好を謳った切手も発行されている。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【被援助国関係者による評価の結論】 
 
  上記より、被援助国関係者による本事業の評価は高いと言える。 
 
3.3 提言・教訓 
 
3.3.1 提言 
 
基本設計(B/D)調査報告書に記載の事後評価に用いるとされていた指標は、「灌漑用排水路の

流量」のみで、供与された機材そのものの運用指標（「土砂掘削量」）並びに他の効果指標（主

要農産物の「受益面積」「単位収量」「収量」）が欠けていた。 
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農業・農林業セクターにおける施設/機材の整備/供与を伴う事業については、B/D 調査時に

適切な運用・効果指標を設定することが望まれる。 

 
3.3.2 教訓 
  
 本事後評価調査で実施した受益者調査の結果が示すように、農業・農林業セクターにおける

事業の実施は、多くの就労人口を抱える地方での雇用創出に貢献し、都市への人口流出の抑止

に貢献するなど、社会的インパクトも期待される。 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




