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略 語 集 

 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

（米国全州道路交通運輸行政官協会） 

ATTC Alemgena Training and Testing Center 

（アレムガナ道路建設機械訓練センター） 

BOP Balance of Payment（経常収支） 

CCAE Construction Contractors’ Association of Ethiopia 

（エチオピア建設企業協会） 

DED District Engineering Division（地方技術課） 

DMO District Maintenance Organizations（ERA地方事務所） 

DRMC District Road Maintenance Contractor（郡直営工事部門） 

ECBP Engineering Capacity Development Programme 

（エンジニア分野強化プログラム） 

ERA Ethiopian Roads Authority（エチオピア道路公社） 

MBO Management by Objectives and Self-Control（目標管理） 

MoCB Ministry of Capacity Building（キャパシティ・ビルディング省） 

PASDEP Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty 

（貧困を終わらせるための急速かつ持続的な開発計画） 

PDM Project Design Matrix（プロジェクト・デザイン・マトリクス） 

RCE Road Construction Enterprises（道路建設会社） 

RRAs Rural Roads Authorities（地方道路公社） 

RSDP Road Sector Development Program（道路整備5ヵ年計画） 

SDPRP 

 

Ethiopian Sustainable Development and Poverty Reduction Programme 

（エチオピア持続的発展・貧困削減プログラム） 

USAID United States Agency for Internaitonal Development （米国国際開発庁） 
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4.1 評価調査の概要 

4.1.1 プロジェクトの背景 

エチオピア国における道路・橋梁分野の交通インフラストラクチャーは、長年の内戦と

維持管理不足のため損傷が激しく、経済・社会の復興、特に農業の生産性向上を目的と

する物資輸送に多大な支障をきたしている。このため、エチオピア国政府が策定した「緊

急復興再建計画」において、道路セクターは地下水開発、農業開発と並ぶ 重点の開発

分野に位置づけられており、具体的には「道路整備10ヵ年計画（Road Sector Development 

Program）」（1997年～2007年）に基づいて開発を進めようとしていた。特に同計画の重

要課題の1つとして道路関係技術者の育成があり、エチオピア国は当初5年間に6,500人を

養成する計画目標を立てていた。公的部門では、大学、職業訓練校などで道路関係技術

者の育成が行われているが、建設機械を用いた高規格の道路建設については、エチオピ

ア道路公社（Ethiopian Roads Authority：ERA）の一部門であるアレムガナ道路建設機械訓

練センター（Alemgena Training and Testing Center：ATTC）が、その人材育成を担ってい

る。 

こうした事情を背景に、エチオピア国政府は1995年8月、我が国に対して道路建設・保守

部門の人材育成を目的とするATTCへの技術協力プロジェクトを要請してきたため、ERA

よびATTCをカウンターパート（C/P）機関とし、2002年4月から4年間で「機械操作部門」、

「職工技術部門」、「土木技術部門」の3分野を対象に技術協力が行われることとなった。 

4.1.2 プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、ERAよびATTCをカウンターパート（C/P）機関とし、2002年4月から

2006年3月までの4年間で「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なっている。プロジェクトの主たる活動は、訓練管理体制の構築、

カリキュラムと教材の準備、指導員の技術及び指導能力の向上である。初年度は供与機

材（総額約3億円）の据付、ベースライン調査、調査結果に基づいた新規訓練コースのカ

リキュラム策定が行われ、2003年4月から新規訓練コースが開始された。 

4.1.3 事後評価調査の目的 

本事後評価調査は、「エチオピア国アレムガナ道路建設機械訓練センター」に関して次

の成果を達成することを目的とする。 

(1) 国民への説明責任を果たすために、案件の成果を評価すること。 

(2) JICA事業の改善を図るために、評価結果を基に案件実施にかかる教訓を導き出し、

フィードバックすること。 
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4.1.4 評価調査範囲 

本事後評価調査は、「エチオピア国アレムガナ道路建設機械訓練センター」に関して、

以下の範囲において行われた。 

(1) C/P機関であるATTC及びERA 

(2) ATTC に訓練生を送った経験のある ERA 地方事務所（ District Maintenance 

Organizations：DMO）、地方道路公社（Rural Roads Authorities:：RRAs）、及び道路

建設分野の民間企業 

調査地域は、首都アジスアベバ及びオロミア州アレムガナ郡である。 

4.1.5 評価調査の制約 

本事後評価調査の実施にあたっては、以下の制約があった。 

(1) プロジェクト終了時から2年8ヶ月を経ており、当時のデータが必ずしもすべて残っ

ていないことから、妥当性、有効性及び効率性の検証の一部は、関係者の記憶・印

象に基づいて行わざるを得なかった。 

(2) ATTCには経営情報システムが整備されておらず、かつ多くの文書・データがアム

ハラ語で作られていることより、基礎的なデータすら一から加工を依頼せざるを得

なかったことから、限られた調査期間において詳細なデータを収集することが困難

であった。その場合は、やはり関係者の記憶・印象に基づいて、概略の数値を把握

するに留まった。 

4.1.6 評価調査団構成 

本事後評価調査は、公平性・中立性・専門性を勘案し、技術訓練プロジェクト及び建設

機材ワークショップ強化プロジェクトに関する、マネジメント専門家及び評価業務を有

する森真一がこれを担当した。 

4.1.7 評価調査日程 

本事後評価調査は下記の日程により行われた。 

事前準備作業：11月11日～17日（7日間） 

現地調査：12月9日～12月20日（12日間） 

国内整理作業：12月21日～25日（5日間） 

現地調査の詳細の日程は次頁のとおりである。 
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  日付 調査行程 

1 12/9 火 東京→ドバイ→ 

2 12/10 水 →アジスアベバ、JICAエチオピア事務所協議 

ERA副総裁インタビュー、キャパシティ・ビルディング省インタビュー 
3 12/11 木 

ATTCインタビュー 

4 12/12 金 ATTCインタビュー 

5 12/13 土 資料整理 

6 12/14 日 資料整理 

7 12/15 月 
インパクト調査（フィンフィネ建設会社、サトゥコン建設会社、エチオピア
建設企業協会） 

ERA人材開発部インタビュー 
8 12/16 火 

インパクト調査（ベルタ建設会社、オロミアRRA） 

9 12/17 水 インパクト調査（ERAアレムガナDMO、アジスアベバ市道路公社） 

10 12/18 木 ATTCインタビュー 

ATTCとの提言についての協議、JICAエチオピア事務所・大使館報告 
11 12/19 金 

アジスアベバ→ 

12 12/20 土 →ドバイ →東京 

 

4.2 評価方法 

4.2.1 評価設問と必要なデータ・評価指標 

評価設問及び必要なデータ・評価指標は、以下の内容を含む評価グリッド（添付資料３

参照）にあらかじめ整理した上で、調査を行った。 

大項目 
終了時評価調査時の 

確認事項・指標 

終了時評価調査の 

評価結果 

事後評価による検討課題・ 

調査事項等 

情報源・ 

調査方法 

評価で何

を知りた

いか？ 

・どのような指標を用いて、

終了時評価が行われたか。

・どのような項目が確認さ

れたか（小項目）。 

左記指標・確認事項に

より、終了時評価では

どのような評価結果

となったか。 

左記を踏まえ、事後評価で

は、どのようなことに留意

し、どのようなデータを収集

するか。 

どこから、どう

いう方法でデー

タを集めるの

か。 

4.2.2 評価手法 

評価の手法としては、ATTC及びERAに対しては、評価グリッドに基づいたインタビュー

調査を行い、ATTCに訓練生を送っている機関に対してはインタビューによるインパクト

調査を行った。インパクト調査の対象機関は以下のとおりであるが、ATTCに比較的多く

の訓練生を送っている組織の中から、アジスアベバ及びその近郊に位置しているものを

抽出した。 

 エチオピア建設企業協会（Construction Contractors’ Association of Ethiopia：CCAE） 

 フィンフィネ（Finfine）建設会社 

 サトゥコン（Satcon）建設会社 

 ベルタ（Berta）建設会社 
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 オロミアRRA 

 アジスアベバ市道路公社 

 ERAアレムガナDMO 

4.2.3 評価のプロセス 

本事後評価調査は、以下のプロセスにより実施された。 

(1) 作成された評価グリッドに沿ってATTCに対する質問票を作成し、現地調査に先立っ

て、JICA事務所を通じてATTCに回答書の準備を依頼した。 

(2) ATTCから得られた回答書を参照するとともに、ERAの人材開発部長及びATTCのセ

ンター長及び各部門長を中心にインタビューを行って、必要な情報を収集し、また、

施設全体を観察して、機材や教材の利用状況を確認した。 

(3) インパクト調査対象機関を訪問し、エチオピアの道路建設業界における人材の需給

動向及びATTCの研修が与えた（または与えうる）インパクトについてヒヤリングを

行った。 

(4) 上記にて得られた情報をもとに提言をとりまとめ、ERA及びATTCに対して説明して

コメントを得るとともに、全体の調査結果を報告書にとりまとめた。 

4.3 プロジェクト実績の検証 

4.3.1 プロジェクト目標の達成状況 

本プロジェクトのプロジェクト目標は、「アレムガナ道路建設機械訓練センター（ATTC）

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」であり、終了時評価調査時

における達成状況としては、「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」とされていた。何をもって「適切な訓

練」とするのか曖昧であるが、終了時評価においては、PDMの指標により「3分野におけ

るコースのトレーニング能力が向上し、卒業生が増加する」ことをもって、プロジェク

ト目標が達成されたとみなしており、本事後評価においても、本指標を検証の材料とし

て使用することとした。 

本プロジェクト目標を達成するための成果1から成果4について、プロジェクト終了時点

における達成度を検証した結果は、以下のとおりである。 

成果1：「訓練管理体制が効果的になる」 

終了時評価においては、「①年間訓練計画を策定することにより、②適切なタイミング

で訓練コースを開設し、③より多くの訓練生を募集できるようになった。④ERA以外の

機関にも年間訓練計画を配布するなど、⑤積極的な訓練生募集も行うようになった。ま
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た、⑥制度を変更し、ERAに依頼せずに、自らの銀行口座を使って消耗品・材料を確保

できるようになった」と判断された。 

①の「年間訓練計画の策定」については、機械操作部門21コース、職工技術部門29コー

ス、土木技術部門18コースから構成される訓練が計画されており、②同計画に基づいて、

訓練コースがほぼ計画通りに実施されている。これにより、③上記68コースで合計年間

745名の定員を募集できるようになり（ただし、「4.3.2 上位目標の達成状況」で述べる

ように、職工技術部門及び土木技術部門については、定員充足率が過去3年でそれぞれ

56％及び26％に留まっている）、④訓練計画をERAのみならずRRAs及び民間企業に配布

するようになった。また、⑥「消耗品・材料の確保」についても円滑に行われるように

なったことが確認され、これらの項目について終了時評価の判断が適正であることが確

認された。しかしながら、⑤「積極的な訓練生募集」については、政府機関であるERA

及びRRAsの職員を訓練することがATTCの一義的な目的とされていることから、これら

の機関から半ば自動的に送られてくる訓練生を訓練しているにすぎず、「積極的な訓練

生募集」とは言えないため、この項目については、事後評価の判断は終了時評価の判断

とは異なる（ATTCの存在意義については、「4.4.1.1 妥当性」を参照）。結論としては、

上記①、②、③、④、⑥が達成されて訓練が計画的に実施されるようになったことによ

り、効率的に指導員や機材を配置することが可能となったことから、「訓練管理体制が

効果的になる」という成果は達成されたと判断される。 

成果2：「効率的な訓練コースが準備される」 

プロジェクト実施以前においては、ATTCでは訓練用機材及び教材が不十分であったた

め、訓練の質・量はともに極めて限られており、2002/03年には機械操作部門で48名、職

工技術部門で20名の訓練しか実施できておらず、土木技術部門は断続的にしか開設され

ていなかった。プロジェクト実施の結果、終了時評価においては、「機械操作部門にお

いては、カリキュラム、シラバス、研修指導書が整備され、職工技術部門でも多くのカ

リキュラムが整備され、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」と判断されている。事後評

価において、上記について検証したところ、以下の点が確認された。 

(1) 機械操作部門においては、機材が充実するとともに、長期専門家の支援によりカリ

キュラム及び研修指導書（一冊）が整備され、有効に利用されている。本指導書が

すべてをカバーしているわけでなく、専門家やC/Pが日本から持ち込んだ操作・メ

ンテナンスマニュアルなどから、指導員が適宜教材（配布資料）を作って使ってい

る。 

(2) 職工技術部門においても、機材が充実するとともに、長期専門家の支援によりカリ

キュラム及び研修指導書（職工技術、並びに油圧装置及びトランスミッション技術

の二冊）が、2名の短期専門家により電気及び溶接技術の研修指導書がそれぞれ一

冊ずつ整備され、有効に利用されている。指導員は、これらの資料や購入した教材

からの情報を用いて、研修教材（配布資料）を自ら作成して、訓練に用いている。 
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(3) 土木技術部門では、機材が充実したことにより、初めてカリキュラムを作成するこ

とができ、訓練を開始することができた。しかしながら、当分野に派遣された長期

専門家が、エチオピア側のニーズに応えるための本分野における技術及び資質を有

していなかったことにより、若干の翻訳物は残したものの、これらは訓練にはほと

んど活用されていない（詳細については「4.4.1.3 効率性」を参照）。土質試験の

短期専門家が残した一冊の研修指導書については、有効活用されているが64、その

他の訓練教材（配布資料）はすべて、20年以上前に米国国際開発庁（USAID）が残

したマニュアルや米国全州道路運輸行政官協会（American Association of State 

Highway and Transportation Officials：AASHTO）の出版物といった海外から購入し

た指導書をもとに、指導員が自ら用意したものである。 

このように、3部門においてそれぞれ訓練コースが充実したが、土木技術部門では専門家

による技術移転の成果はごく限られており、本部門の訓練コースの充実は主として機材

の整備及びATTCの指導員の自助努力によるものであった。 

以上により、成果2については、「3部門について効率的な訓練コースが準備された」と

判断できるものの、土木技術部門については機材の充実に帰する部分が大きいと考えら

れる。 

なお、終了時評価においては「ニーズアセスメントはERA人材開発部の役割だが、その

能力が十分でなく、結果がカリキュラムに反映されていない」ことが指摘されている。

自らトレーニングを実施しているわけでなく技術力もないERA人材開発部に、有効なニ

ーズアセスメントを行う能力が十分でないことは事実であるが65、同部とATTCの役割分

担についての終了時評価の認識は正確でなく、本事後評価調査団員に対してERAの副総

裁が認めたように、ATTCが独自でニーズアセスメントを行うことについては、全く問題

がない。実際のところ日本側の負担により、アジスアベバ大学工学部への委託により2003

年9月にニーズアセスメント報告書が作成されており、その結果がトランスミッションや

油圧装置、ワークショップ・マネジメント、エンジン診断といったトレーニング項目に

反映された66。ATTCがこれと同じレベルのニーズアセスメントを独力で行うのは困難で

はあるが、ATTCのセンター長が認めるように、より簡易な方法（訓練生を派遣している

機関に質問票を送るなど）でニーズを把握することは十分可能である67。しかしながら、

ATTCの役割はERAやRRAsといった政府機関から半ば自動的に送られてくる職員の訓練

であり、自らニーズアセスメントを行ってカリキュラムに反映させるような組織上のイ

ンセンティブをもっていないことから、実際の行動には移されていない。 

                                                      
64 ただし、本教材についても、専門家の滞在期間が短かったことから、記載内容が不十分で
あって、ATTCの指導員が自ら配布資料を作成して補完している。 
65 2008年にも同部が外部コンサルタントに委託してニーズアセスメントを行っているが、
ATTCによれば、道路建設工事に無知な個々人を対象にインタビュー調査を行っていることか
ら、その結果はほとんど役に立たないものとなっている。 
66 このことについては終了時評価報告書には記載されていない。 
67 実際に、事後評価調査において行ったインパクト調査でのインタビューに際し、アレムガ
ナ地方道路公社から「電気系統をもっと充実してほしい」といった具体的な要望が挙がって
いた。 
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成果3：「指導員の技術レベルと指導能力が向上する」 

終了時評価においては、「機械操作部門・職工技術部門の指導員に、本邦研修による技

術レベルの向上、および専門家を通じた指導能力の向上がみられている。土木技術部門

の指導員の能力向上は、本邦研修に参加した3名に限られることとなった」と判断されて

いる。①センター長による評価（指導力、態度の向上）、②職工技術部門の卒業生に対

して行われた2004年及び2005年のアンケート調査結果（満足度の上昇）、及び③2005年

にアジスアベバ大学に委託して行われたインパクト調査結果（卒業生の所属組織の満足

度が概ね高い）が、その判断の根拠となっている。 

上記のアンケート調査結果やインパクト調査結果は、卒業生の満足度を示しているもの

の、指導員の技術レベルや指導能力の「向上」を示すものにはなっていない。技術レベ

ルや指導能力の向上を測るためには、技術力を評価する評価表のようなものを作成し、

例えば四半期ごとに能力の向上を評価するシステムを作ることが必要であるが、そうし

た活動はプロジェクトでは導入されていない（こうした評価システムの導入については

「4.5.2 教訓」を参照）。もっとも、土木技術部門において、ATTCのニーズに合致した

指導技術を有する長期専門家が派遣されていないことから、指導員の技術レベルと指導

能力が向上したとしても、それは技術移転の効果というよりも、（土質試験や溶接技術

を除き）指導員の自助努力によるものであると考えられる。 

以上のように、能力の向上を評価するシステムが導入されなかったことにより、成果3に

ついては、判断ができないと結論づけられる。 

成果4：「訓練機材及び教材が適切に整備・管理される」 

終了時評価においては、「機械操作部門・職工技術部門では教材が開発され適切に使用

されているが、土木技術部門では、日本の資料により作られはしたものの、現地のニー

ズに合わず使われていない」と判断されている。これについては、成果2で述べたように、

訓練機材は3部門で整備され、機械操作部門と職工技術部門では、専門家の協力により教

材が開発され適切に使用されているが、土木技術部門で使われたカリキュラムや教材の

ほとんどは、プロジェクトの開始以前のもの、あるいは、ATTCの指導員の自助努力で開

発されたものであるため、成果4については、終了時評価の判断が適切であったことが確

認された。なお、機材の維持管理状況は良好であり、これについては「4.4.1.5 自立発展

性」において詳述する。 

総合評価：上記に記したように、ATTCの訓練能力の質的な面に関しては、訓練管理体制

は整備されたものの、トレーニング能力が向上したか否かについては判断ができない一

方で、新たに導入された訓練機材やカリキュラム・教材を用いて訓練生の満足度の高い

トレーニングが行われていることは事実である。一方、量的な面に関しては、ATTCの卒

業生の数がプロジェクト開始時の年間68名から終了時の年間664名に増加しているが（詳

細については下記「4.3.2 上位目標の達成状況」を参照）、定員を充足しているのは機械

操作部門のみであって、残りの2部門は定員割れの状態である。したがって、プロジェク

ト終了時における「ATTC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」と
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いうプロジェクト目標の達成状況としては、専門家による技術移転が行われたかどうか

を勘案して、「機械操作部門については質・量ともに訓練が充実し、職工技術部門では

量的には不十分であるものの訓練の質が向上したが、土木技術部門については十分な技

術移転が行われず、応募数も少ないことから、プロジェクト目標は部分的に達成された」

と判断される。 

4.3.2 上位目標の達成状況 

本プロジェクトの上位目標は、「道路建設・保守工事に必要とされる機械化施工分野の

人材能力が質量ともに強化される68」であり、PDMにおけるその指標は、①卒業生の昇

格や職務の変更（Promote or change occupation titles of the graduates）、及び、②熟練工と

なること（Fulfill the skilled labor requirement）、となっている。両者とも質的な指標であ

るため、量的な指標として、事後評価においては、新たに「ATTCのトレーニングの卒業

生数」を指標としてとることとした。 

                                                     

まず質的な能力強化の達成状況を確認するために、本事後評価調査では、ATTCに対して

訓練生を送っている、ERAアレムガナDMO、アジスアベバ市道路公社及びオロミアRRA、

及び道路建設分野の民間企業3社に対してインタビューを行ったところ、これらの組織か

らATTCに送られて訓練を受けた訓練生のほとんどが、技術・能力が向上したとして、組

織内で昇格したことが確認された。機械操作部門の訓練生については、概ね中学・高校

卒業程度の非熟練労働者が主であるが、訓練後には熟練労働者とみなされて、貴重な戦

力となっている。一方、職工技術部門や土木技術部門の訓練生に関しては、高校卒のほ

か専門学校の卒業者が主であるが、やはりATTCでの訓練を経て、より高い技術を得られ

たとして昇格している。 

量的な能力強化の指標とされる、ATTCの3部門におけるトレーニングの卒業生数は、過

去5年間（2003/04年～2007/08年）で年平均650名となっており、機械化施工分野の人材育

成に大きく貢献している。2003/04年（プロジェクト開始時）から2007/08年のATTCの3

部門におけるトレーニングの卒業生数推移を次頁に示す。 

 
68 本プロジェクトのこれまで作成された和文の評価報告書では、すべて「充足される」とい
う言葉が用いられているが、エチオピア側と合意されているPDMではstrengthened（強化され
る）となっており、「充足」という言葉は誤りである。 
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表 4-1 ATTCの3部門におけるトレーニングの卒業生数69（2002/03～2007/08） 

部門 定員 2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007 
/2008 

合計 ERA RRA 
CRA70

民間 

機械操作 250 48 205 175 418 911 437 2,194 76％ 16％ 8％

職工技術 249 20 91 201 183 56 179 730 58％ 41％ 0.5％

土木技術 246 0 19 174 63 55 77 388 51％ 43％ 6％

計 745 68 315 550 664 1,022 693 3,312 100％ 100％ 100％

出所：ATTC 

表4-1からわかるように、機械操作部門は定員を大きく超えて訓練が行われているが、職

工技術部門及び土木技術部門については、定員充足率が過去3年でそれぞれ56％及び26％

と、卒業生数が定員を大きく下回っている。ATTCやインパクト調査でのインタビューに

よってこれら2部門における需要は実際には大きいことが確認されたことから、ERAや

RRAsから送られてくる訓練生数が少なく、一方において積極的な訓練生募集がATTCに

よって行われていないことが、定員割れの主たる要因であると判断される。加えて、機

械操作部門にあまりにも多くの訓練生が送られてくることにより教室が足りなくなり、

他部門の訓練を一部キャンセルする、といった事態も生じており、これも定員充足率の

差の原因となっている。 

なお、職工技術部門及び土木技術部門については、初等教育しか受けていない者でも2～

3ヶ月で覚えられる機械操作技術に比べて、一定以上の技術・教育水準や経験を有する訓

練生を対象としたものであることから、受け入れ可能な母集団の数が非常に限られてお

り、これらの部門の訓練生の増加のためには、情報を相手に適切に伝える必要がある。

また、訓練生を出す側にとって、コースのタイトルのみならず、カリキュラムやシラバ

スを見なければ、どのようなレベルの技術を教えているのかわからず、希少な熟練工を

訓練に出すための意思決定ができない。こうしたことから、本2部門については、潜在的

な需要を掘り起こすために、DMOやRRAs、そして民間企業に対して積極的に情報を提供

していくことが必須であるが、ATTCがそうした努力を怠っていることも、定員割れの状

態が継続している原因と考えられる。 

以上により、3分野において訓練を受けた人材が質・量的に拡大はしているが、土木技術

部門における人材の充足はプロジェクトの技術移転の成果によるものではなかったた

め、本プロジェクトの上位目標は部分的に達成されたと判断される。 

なお、長期的には「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能力が質

量ともに充足される」というスーパーゴールが達成されなければならないが、そのため

には、エチオピアの道路建設業界における人材の需給状況がどのようになっているのか

                                                      
69 2006/07年度には、ERAが3つの道路建設プロジェクトを新規に開始したことから、道路機
械操作部門で緊急にトレーニングが必要となり、訓練生が大幅に増加した。 
70 市道路公社（City Roads Authority） 
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というマクロ的な状況をまずとらえた上で、ATTCの果たしている役割について考察する

ことが必要である。これについては、「4.4.1.4 インパクト」において記述する。 

4.3.3 終了時評価における提言への対応状況 

提言1：「年間活動計画策定の制度化」 

終了時評価では、「ATTCは2003年以来、年間活動計画をいかに策定するかに関して経験

を重ねており、この策定を制度化させていくことが必要である。そうすることにより、

策定作業の自立性は保証されるものと思われる。まず、コース開催のタイミング、コー

ス実施期間、各コースの定員等見直すポイントを洗い出す。それらを次年度の年間活動

計画に反映させ、これらのプロセスをATTCの管理部門に根づかせる」ことが、提言され

ている。これに対しATTCでは、プロジェクト実施中に作成された年間活動計画を適正で

あると判断し、修正する必要がないとしてそのまま踏襲している。この背景として、ERA

から訓練生が自動的かつほとんどアド・ホックにATTCに送られてくる状態にあり、かつ、

機械操作部門の訓練生が定員を大きく超えてERAから送られてくることから、スケジュ

ールをあらかじめ確定することが難しく、合理的なコース設計を行うことが困難な状態

にあり、訓練計画の精緻化には無理がある。道路建設が急激に進み、建設機械のオペレ

ータを大量かつ迅速に育てなければいけない現実があることから、こうした状況はやむ

を得ないものと考えられる。 

提言2：「カリキュラム及び教材未作成のコースにおける作成」 

終了時評価では、「ATTCでは既に機械操作部門、職工技術部門において、トレーニング

コースのカリキュラムと教材が作られている。ATTCはそのノウハウを活用して、専門家

のアドバイスを得つつ、自助努力により、これらの未作成のコースにおいてプロジェク

ト期間内に作成する」ことが提言されている。しかしながら、終了時評価時点において、

「カリキュラムと教材が未作成のコース」がどれであり、どのようにカリキュラムと教

材を整備していくかという具体的なアイディアがプロジェクト内部になかったため、プ

ロジェクト期間終了時までに特に措置はとられなかった。ATTCのセンター長によると、

基本的なカリキュラムは終了時評価時点で揃っており、その後は、日本側からのインプ

ットも特段なかったとのことである。なお、教材については、プロジェクト期間の内外

を問わず、指導員により適宜作成、改善されている。 

提言3：「指導員の能力向上」 

終了時評価では、「ATTCは、セミナーやワークショップの開催を通じ、C/P研修で得た

知識を広く他の指導員に広めるためのシステムを確立する必要がある」ことが提言され

ている。ATTCでは、指導員間で日常的にミーティングを開いて技術を共有しており、本

提言は（手段は異なるものの）実質的に実施された。 

提言4：「本邦におけるトレーニング運営にかかるC/P研修の活用」 

終了時評価では、「2005年11月より2名のC/P（ERA、ATTCから各1名）が、トレーニン
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グ運営に関する研修を日本で受けるため、訓練生の募集、訓練計画・内容の策定等の訓

練実施マネジメント能力の改善を図るべく、研修の成果を十分に活用する必要がある」

ことが提言されている。この2名のC/Pは、日本にて各種訓練機関を視察し、訓練ニーズ

の把握の方法や、そのカリキュラムや教材のへの反映の仕方など、まさに当該プロジェ

クトで改善が求められる項目について研修を受け、自らATTCにおけるアクションプラ

ンをまとめた。本アクションプランについては、ATTCのマネジメント層で共有されたが、

「4.3.1 プロジェクト目標の達成状況（成果2）」に記したように、ATTCには適切なイン

センティブが欠けていることから、具体的な行動はとられていない。 

4.4 評価結果 

4.4.1 評価5項目による分析 

4.4.1.1 妥当性 

エチオピアの第１次貧困削減戦略ペーパーにあたる「エチオピア持続的発展・貧困削減

プログラム（Ethiopian Sustainable Development and Poverty Reduction Programme 2001/02- 

2004/05、SDPRP）」また、第2次貧困削減戦略ペーパーにあたる「貧困を終わらせるため

の急速かつ持続的な開発計画（Plan for Accelerated and Sustained Development to End 

Poverty 2005/06- 2009/10、PASDEP）」では、道路分野を社会経済発展の重点分野として

位置づけている。またERAは、1997年以降5年毎にフェーズを分けて道路整備計画（Road 

Sector Development Program：RSDP）を各ドナーの支援を受けて実施してきており、現在

RSDPIII（2007-2012、合計約522億ブル（約5,220億円））を実施中であり、それに伴う道

路建設・維持管理技術をもつ人材の育成が急務となっている。道路分野における人材育

成についても上記計画において重要な事項として位置づけられていることから、本プロ

ジェクトはこれらの上位計画と整合しており、妥当性は高い。 

ERAには、2008年8月現在12,823名の職員がおり、うち、7,276名が常勤職員、5,547名が契

約職員となっており、その構成は、①上級の技術者・熟練工が460名（3.6％）、②初・中

級の技術者・半熟練工が787名（6.1％）、③非熟練工が11,202名（87.4％）となっている71。

ERAの人材の入れ替わりは激しく、過去3年で①の職員の67％、②の職員の12％、③の職

員の21％が転職し、新規採用で補充せざるを得ないことから、道路建設・維持管理を継

続するためには、大量の職員を迅速に訓練し続ける必要がある。また、ERAは本部直営

の建設部隊及び10ヶ所のDMOを通じて道路の建設及び維持管理を行っているが、RSDP

ではDMOの将来的な民営化を見据えた独立採算化（Commercialization）を進めている。

各DMOは、地方技術課（District Engineering Division：DED）及び直営工事部門（District Road 

Maintenance Contractor：DRMC）から構成されているが、DRMCの独立採算化を見据えて

同部門の職員の能力を向上させ、また、一方においてDEDにおいて契約管理、土木設計

をできる人材を育成するニーズが極めて大きい。エチオピアにおける大学、専門学校や

                                                      
71 ERA 戦略計画（Strategic Plan） (2008年8月)による。 
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職業訓練校においても、道路建設技術や土木技術は教えられているが、座学が中心であ

る上に、大型建設機材を所有しておらず、かつ、ERAで必要とされる建設機械化施工を

中心とした特定の技術レベルよりも低いことから、ATTCのみがこうした人材育成を行う

能力があるため、当センターを支援する意義は大きい。 

一方、地方道路の維持管理を行うRRAsもDMOと同様に、2008年9月より地方道路公社

（RRAs）と道路建設会社（Road Construction Enterprises：RCE）に分割され、後者が地方

道路の建設及び維持管理を州から受注して行うようになった。例えば、2007年6月現在、

合計で1,367名の職員がいるオロミア州のRRAに関し、地方道路の施工方法は必ずしも大

型建設機械を必要とするものではないが72、それでも、高卒レベルの642名の中から機械

操作の訓練生、また100名の専門学校卒レベルの中から職工技術・土木技術の訓練生を

ATTCに送って育成する必要があり、訓練ニーズが極めて高い。 

上述のように、ATTCが一義的に訓練の対象としているのは、ERA特にDMOの職員及び

RRAsの職員である。民間やNGOの人材も訓練生として実際には受け入れているが、その

数は極めて少なく（過去3年で訓練生の総数の1％程度）、コース運営上余裕ができた場

合にのみ、民間からの訓練生を受け入れている程度である。終了時評価においては、「エ

チオピアのキャパシティ・ビルディング省（Ministry of Capacity Building：MoCB）が実施

しているエンジニア分野強化プログラム（Engineering Capacity Development Programme：

ECBP）73においても、建設分野、特に民間部門の強化を図っている」ことを、本プロジ

ェクトの妥当性の根拠の一つとしているが、既存の民間部門へのサービスは、「4.4.1.4 イ

ンパクト」に示すようにERA職員の民間企業への転職を通じたインパクトはあるものの、

現段階では本プロジェクトの妥当性の根拠とはならない。 

4.4.1.2 有効性 

本プロジェクトのプロジェクト目標は、「アレムガナ道路建設機械訓練センター（ATTC）

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」である。「4.3.1 プロジェク

ト目標の達成状況」で記したように、プロジェクト目標の達成状況としては、各部門に

おけるATTCのトレーニング能力の向上の度合い及び訓練生の数、また実際に専門家によ

る技術移転が行われたかどうかを勘案して、「機械操作部門については質・量ともに訓

練が充実し、職工技術部門では量的には不十分であるものの訓練の質が向上したが、土

木技術部門については十分な技術移転が行われず、応募数も少ないことから、プロジェ

クト目標は部分的に達成された」と判断された。 

プロジェクト目標の達成には、成果1から成果4の、「効果的な訓練体制」「効率的な訓

練コース」「指導員の技術レベルと指導能力の向上」「訓練機材と教材の整備・管理」

のすべてが必要であり、どの一つが欠けても効果的なトレーニングとは言えない。機械

                                                      
72 人力の施工については、ERA傘下のギンチ人力施工訓練センターにおいて訓練が行われて
いる。 
73 ドイツが技術援助をしており、事後評価調査時点では、大学や職業訓練校の授業に実務訓
練（企業でのOJT）を取り入れるとともに、達成すべき技術の規格化・標準化を進めている。 
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操作部門及び職工技術部門では、それぞれの成果が上がっているが、土木技術部門では、

「効率的な訓練コース」「指導員の技術レベルと指導能力の向上」「（訓練機材と）教

材の整備・管理」がそれぞれ不十分であることが、目標が部分的に達成されたという判

断につながっている。 

4.4.1.3 効率性 

(1) 専門家の適切さ 

本プロジェクトでは、5名の長期専門家と7名の短期専門家が日本から派遣された。 

機械操作部門及び職工技術部門の長期専門家、及び電気、溶接技術、土質試験の短期専

門家は、「4.3.1 プロジェクト目標の達成状況」で述べたように、それぞれ一定の成果を

あげることができた。 

ワークショップ・マネジメントの分野で派遣された短期専門家については、C/P側のニー

ズを汲み取った指導書などを作ることができず、成果品として役に立つものを残すこと

ができなかった。 

土木技術部門では、日本側とエチオピア側において、プロジェクト開始当初より、「道

路保守分野」の専門家に期待する内容に相違があった。これにより、日本側の理解に従

って建設機械による現場管理を専門とする長期専門家が派遣されたのに対して、エチオ

ピア側から幾度となく、測量、製図、契約管理、施工監理といった土木技術部門の専門

家を派遣してほしい旨の要望が出されていた。しかしながら、プロジェクト終了時評価

の段階に至るまで、日本側とエチオピア側との正式な協議の場でこの問題が十分に議論

されてこず、したがって、有効な対策がとられないままプロジェクトが終了してしまい、

土木技術部門における成果は限られたものとなった。本来、中間評価段階で軌道修正を

することも可能であったと考えられるが、ATTC側のニーズを再認識することなく「日本

人専門家から移転されるべき技術は現場管理を中心とする」と、当事派遣されていた専

門家が提供できる技術に協力の範囲を限定させてしまった。本来、日本には途上国で高

い成果をあげることのできる土木技術者（民間コンサルタントなど）は多くいることか

ら、①長期専門家の交代や、②短期専門家の投入、といった適切な対応をとれば、土木

技術部門においても十分な成果をあげることができたはずであるが、この中間評価時に

おける判断の誤りにより、本来の成果をあげることができなくなってしまったと考えら

れる。 

また、C/P機関ではプロジェクト当初から日本人専門家とのコミュニケーションの不足が

認識されていたが、JICAにおいては解決に向けた対処がなされなかった。特に、職工技

術部門や土木技術部門で求められている機材供与や技術移転の項目を、「建設機械整備」

に直接関係するものだけに限定されたことにより、C/Pとの間で不信感が募っていた。終

了時評価においては、和文のプロジェクト名が「道路機械訓練センター」であり、英文

名である「Training and Testing」と同じでなかったことにその原因の一端があるとされて

いるが、そもそもプロジェクトの運営とは、相手のニーズを汲み取った上で、本評価5項
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目にあるような、妥当性や効率性、有効性など全体を勘案した上で、協力内容やアプロ

ーチを決めていくものである。このように、エチオピア側のニーズに正面から取り組む

姿勢が日本側に見られなかったことにより、プロジェクトの活動に遅れを生じさせたと

ともに、土木技術部門における専門家の技術のミスマッチに対しても有効な対策がとれ

なかったことは、大いに反省すべきことである。 

(2) 供与機材の適切さ 

総額427,750,000円の供与機材と10,230,000円の携行機材が引き渡され、これらは適切に使

用されている。終了時評価において、以下の指摘があった。 

①エクスカベータ（タイヤタイプ）及びタイヤローラー： タイヤタイプは未舗装道路で

は使用困難であり、舗装道路の少ないエチオピアでは不適切。 

②クレーン：機械操作部門の1コースに使用しているが、クレーン運転者の需要は小さい

のが現状。 

③低温伸度試験機：エチオピア国内での維持管理が困難 

終了時評価時点と事後評価時点では、エチオピア国内の事情が変化しており、①及び②

はどちらも、現場で頻繁に使われるようになっていた。③については、終了時評価時点

から変化はなく、運転ができず使用されていないことが確認された。 

また、終了時評価において、「ほとんどの機材は本邦調達であったが、このことがとき

としてスペアパーツ及び消耗品の調達に困難をきたす結果となっている」という指摘が

なされている。エチオピア国内でスペアパーツが手に入らないものについては、海外メ

ーカーと取引を行っている部品ディーラーに注文することが必要となるが、こうしたデ

ィーラーがエチオピア国内には1社（Ries Engineering社）しかなく、エチオピアの全般的

な外貨不足により同社が外貨割り当てをなかなか受けられず、部品の調達に著しく時間

がかかっている。これにより、G7キャタピラ・ブルドーザは6ヶ月稼動を中止した後よう

やく修理ができ、現在は、ローラー・コンパクターが9ヶ月、320キャタピラ・エクスカ

ベータが3ヶ月、部品が届かずに稼動できなくなっている。しかしながら、すべての部品

が国内で容易に調達できるわけではないのはアフリカ諸国では一般的であり、一方でこ

うした機材は現実に国内で用いられているため、ある程度の非効率性は許容せざるを得

ないと考えられる。 

(3) C/P研修の適切さ 

ATTCの機械操作部門から2名、職工技術部門から8名、ATTC 土木技術部門から3名、ま

たERAから1名が本邦研修を受けた。彼らに対するインタビューの結果、日本で収集した

資料などを用いて教材や配布資料を自ら作っていることから、終了時評価における「帰

国研修員は概ね自らのスキルを向上させることができ、指導に活かすことができている」

という判断が正しいことが確認された。 
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4.4.1.4 インパクト 

「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能力が質量ともに強化され

る」という上位目標の達成度合いについては、「4.3.2 上位目標の達成状況」に記載した

とおり、「3分野において訓練を受けた人材が質・量的に拡大はしているが、土木技術部

門における人材の充足はプロジェクトの技術移転の成果によるものではなかったため、

本プロジェクトの上位目標は部分的にのみ達成された」と判断された。 

以上に加えて、エチオピアの民間セクターの道路建設業に対するATTCのインパクトにつ

いて述べることとする。 

「4.4.1.1 妥当性」で述べたように、エチオピアの道路建設業は、RSDPの実施に伴って人

材の需要が急速に拡大している一方で、教育水準、技術水準の高い技術者・熟練工が限

られており、需要に供給が全く追いつかない状況にあることから、民間企業における技

術者・熟練工の人材不足は深刻である。しかしながら、ATTCが一義的に訓練の対象とし

ているのはERA（DMO）及びRRAsの職員であり、コース運営上余裕ができた場合にのみ、

民間からの訓練生を受け入れている。表4-2に示すように、過去5年のATTC卒業生のうち

民間セクターからの参加者は合計195名であるが74、過去3年間では合計34名と、卒業生総

数の1％程度でしかない。 

表 4-2 ATTCのトレーニングの卒業生のうち民間セクターからの参加者の数（人） 

（2003/04～2007/08） 

部門 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 合計 

機械操作 96 39 9 12 13 169 

職工技術 0 4 0 0 0 4 

土木技術 0 22 0 0 0 22 

計 96 65 9 12 13 195 

出所：ATTC 

2003/04年及び2004/05年に民間セクターからの訓練生が増えた理由は、キャパシティ・ビ

ルディング省（MoCB）が研修費の一部（部品・燃料・文房具等の消耗品代）を負担し、

訓練生が残りの研修費（食費）を負担する条件で、同省が募集を行って民間企業から訓

練生を送り込んできたことによる75。2005/06年以降は、道路建設から建物建設へと同省

のプライオリティが移されたことにより、本補助制度はなくなり、同省を通じた訓練生

はいなくなった。 

このように、ATTCは民間企業の人材の訓練はほとんど行っていないものの、ATTC が訓

練したERA（主としてDMO）の職員の多くが政府を短期間で退職しており、より給与の

                                                      
74 2002/03以前は、ATTCは機材が著しく不足していたため、民間からの訓練生は受け入れて
いなかった。 
75 しかしながら、研修終了後、研修生が食費を負担することを拒否したため、食費について
も結局キャパシティ・ビルディング省が負担することとなった。 
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高い民間企業に移り、民間企業の人材不足を一部解消する結果となっている。つまり、

政府予算で次々に政府職員に訓練を提供する一方で、その訓練を受けた人材が民間に

続々と流出する仕組みとなっており、結果的に、民間セクターの道路建設業に対して間

接的に大きなインパクトを与えているのである。 

その他、プロジェクトによる正負のインパクトは特にない。 

4.4.1.5 自立発展性 

(1) 政策面 

「4.4.1.1 妥当性」おいて述べたように、エチオピアの第2次貧困削減戦略ペーパーにあた

るPASDEPにおいて道路建設の重要性が強調されており、また、ドナーの支援により道路

整備計画（RSDPIII）の実施が2012年まで継続されていることから、道路建設・維持管理

の重要性、またそれに伴う人材育成の必要性が、プロジェクト終了後も継続しているこ

とが伺える。特に、ERAのDMOの独立採算制が、およそ3年後に達成されることが目指さ

れており、政策の継続性は高いと判断される。 

(2) 組織／財政面 

「4.4.1.1 妥当性」で示したように、ATTCはERA及びRRAsといった中央・地方政府職員

の訓練を一義的な目的としていることから、ATTCの予算のほとんどはERAから出てお

り、RRAsや民間セクターから徴収するトレーニングの料金は、部品・燃料・文房具等の

消耗品代と食費のみと、費用を度外視したものとなっている（コースによって異なるが、

3週間～3ヶ月の期間で、約1,800～2,500ブル/月（＝1.8～2.5万円/月）76）。RRAsの職員の

トレーニングの際には自動車燃料税77（Road Fund）から料金が支払われており、その合

計が総予算の5～10％を占めている78。以下に、過去3年間のATTCの予算（管理予算及び

トレーニング予算）を示す。 

表 4-3 ATTCの年間予算（2006/07～2008/09） 

年 2006/07 2007/08 2008/09 

管理予算 3.3百万ブル 3.5百万ブル 4.0百万ブル 

トレーニング予算 2.8百万ブル 3.3百万ブル 3.7百万ブル 

合計 6.1百万ブル 6.8百万ブル 7.7百万ブル 

出所：ATTC 

                                                      
76 燃料費の高騰などを理由に、ATTCはERAに対して料金の2倍以上引き上げを要請している
が、認可はまだ下りていない。 
77 1997年に設立以来、2007年までで総額約70億ブル（約7億円）が積み立てられている。65％
が道路公社、25％がRRAs、10％がアジスアベバ市を中心とする都市に配分され、道路の維持
管理の目的に使われている。 
78 RRAs及び民間からの料金収入は、一旦道路公社に入ってからATTCに全額支払われる。 
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上記の管理予算のうち、人件費の占める割合は約半分である。また、トレーニングにか

かるスペアパーツ代は、2008/09年で60万ブル（600万円）と、機材を維持管理するに十分

な金額が計上されている。現有機材の更新については、ERAの予算次第となっているが、

目下、JICAプロジェクトの実施以前から保有している機材についても耐用年数を大きく

超えて長期にわたって使い続けている。なお、ATTCはERAに対して機材更新の要請を出

しているが、（自動車燃料税といった内貨はあるものの）エチオピア国の外貨不足によ

り、機材更新は実現していない。 

このように、同センターに対する政府の予算が毎年安定して得られていること、また、

管理予算がトレーニング予算に比べて著しく高くなっているわけではないことに鑑み

て、現在のATTCの財務的持続性は高いと判断される。ただし、エチオピア国の外貨不足

により、機材の更新やスペアパーツの輸入ができずに、今後機材の稼働率が低下してい

く可能性が大きいことが懸念材料である。 

なお、今後のDMO及びRAAsの独立採算制の導入、そして民営化の動きがATTCに与える

影響をよく考える必要がある。DRMCがDMOから切り離され、またRCEがRAAから切り

離されて独立採算となった場合に、ERA及びRCEの職員の訓練を行うというATTCの役割

ないし存在意義が変化することがありうる。例えば、①DRMC及びRCEの職員に対しては、

民間企業と同様に、ATTCのトレーニングを有償で提供するようになる、そして同時に、

②ATTCが（補助金は受けつつも）独立採算を迫られるようになる可能性は十分に考えら

れる。現在、ERA人材開発部ではインド人コンサルタントを使って、道路建設部門の人

材育成戦略を作成しているところであり、ATTCやギンチ人力施工訓練センターで独立採

算制がとられた場合のフィージビリティも検討されることとなっている。熟練工の需要

が供給を大きく上回り、民間企業も希少な熟練工に対して高い給与を払っていることを

勘案すれば、費用対効果に見合ったレベルの料金を課し、同時に機材・指導員の稼働率

を上げてより多くの訓練生を受け入れていけば、ATTCの独立採算は可能という結論が出

ることは十分ありうる。独立採算制の導入は、ATTCに対して、自ら積極的にカリキュラ

ムや教材を更新し、訓練生を増やすような、組織のメンタリティの変化をもたらすこと

が可能であり、このオプションについて前向きに考えるべきであろう。 

なお、ATTCでは、民間企業やNGOからの訓練生は（制度上は）受けつけているが、個人

の応募は受けつけていない。ATTCは、エチオピア建設企業協会（CCAE）を通じて毎年

民間企業に対して200冊程度のパンフレットを配布して、民間企業からの参加を募ってお

り、これに対して民間企業からは多数の応募がある。ただしATTCによれば、実際に応募

しているのはこれらの企業の社員ではなく、当該企業の名前を借りて個人が応募してい

る場合がほとんど、ということである。ATTCのトレーニング料金は著しく低いにも関わ

らず、エチオピアのほとんどの民間企業には社員を育成する意思がなく、必要なときに

熟練工を労働市場から調達すればよい、という考えをもっていることがその理由である
79。しかし、いずれにしてもATTCのトレーニングに対する民間人の関心は高いことから、

                                                      
79 エチオピアで王手であるBerta建設会社ではOJTで技術者の育成を行っているが、その結果
人材が流出してしまうため、「当社はトレーニングセンター化している」と嘆いている。 
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仮にATTCが独立採算をとるようになった場合には、個人からも多くの訓練生が出てくる

ことが予想される。 

(3) 技術面 

プロジェクト終了後も、年間訓練計画が引き続き毎年作成され、実際の訓練が適正に行

われていることから、（積極的な募集は行われていないものの）センターの運営そのも

のの能力は十分に高いと判断される。また、本プロジェクト実施期間中にATTCで働いて

いた56名の指導員のうち、今回の事後評価時点までに離職したものは2名にすぎない。 

プロジェクト実施中に開発されたカリキュラムが現在も引き続き使われているほか、研

修指導書や配布資料などの教材を、指導員が自ら補充・作成していることは、指導員の

技術や意欲の高さを示していると考えられる。さらに、機械操作部門及び職工技術部門

では、国内の建設機械ディーラーに指導員を派遣して、新規機材に関する操作技術、維

持管理技術を学んでいる。これらにより、技術の自立発展性が認められる。ただし、土

木技術部門では、本来期待されていた成果が得られないままプロジェクトが終了してし

まったことから、本来、より高いレベルでの自立発展性が達成できたであろうことが惜

しまれる。 

(4) 機材の維持管理状況 

ATTCでは、すべての機材の利用状況、維持管理活動を記録しており、予防的な検査・メ

ンテナンスも行っていることから、機材の維持管理状況は極めて良好である。また、日

常的に減耗する部品については一定量の在庫を維持するとともに、定期的に全在庫品の

検査を行うなど、在庫管理が徹底している。「4.4.1.3 効率性」で述べたような、外貨不

足によりスペアパーツの入手に時間がかかることによって稼動してない機材もあるが、

これはATTCの能力の範囲外のことと考えられる。 

(5) 自立発展性の総合的評価 

ATTCの自立発展性については、外貨不足により、スペアパーツの調達や機材の更新がで

きないことによる稼働率の低下が近い将来懸念されるものの、財務面及び技術面の自立

発展が見られる（ただし、土木技術部門の技術的な自立発展性は、技術協力の結果では

なく、自助努力によるものである）。ATTCの総合的能力としては、プロジェクトを通じ

て道路建設分野の人材育成ニーズによりよく対応できるようになり、財務的にも安定し

ているものの、さらに高いサービスをより多くの訓練生に提供していく、また民間セク

ターの人材育成ニーズに応えていくためには、独立採算制への移行といった政策レベル

での要件が満たされる必要がある。 

4.4.2 貢献・阻害要因の分析 

4.4.2.1 プロジェクトの貢献要因 

(1) インパクト発現に貢献した要因 
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ATTCの3部門におけるトレーニングの卒業生数は、過去5年間（2003/04年～2007/08年）

で年平均650名となっており、機械化施工分野の人材育成に大きく貢献している。その背

景としては、「4.4.1.1 妥当性」にあるように、ERAが道路整備計画（RSDP）を各ドナー

の支援を受けて実施しており、それに伴って道路建設・維持管理技術をもつ人材のニー

ズが増加していることがあげられる。ATTCは、ERA及びRRAsの要請ベースで人材育成

を行っていることから、この二者からの訓練者の増加がATTCのトレーニングの卒業生の

増加に直結しているのである。プロジェクトによって、機材が導入されてカリキュラム

が整備され、需要に見合った訓練を行えるようになったのはプロジェクトの成果である

が、訓練生の増加そのものはATTCの努力によるものではない。 

(2) 自立発展性に貢献した要因 

ATTCはERAの一部であることから、政府予算、すなわち道路建設及び維持管理に必要な

予算が安定して確保されていることが、ATTCの予算の安定性につながっており、したが

って、エチオピア国の政策の安定性がATTCの財政面の持続性に大きく貢献している。ま

た、機材の維持管理や在庫管理が極めて良好であるのは、ATTCが機材の維持管理を訓練

生に指導する立場であり、自ら範を示す必要性があることとも関連していると考えられ

る。また、ATTCの指導員は、日本での研修や専門家が収集した資料を用いて自ら研修指

導書や教材（配布資料）を作成しており、個人レベルではあるが、彼らの日常的な努力

が自立発展性に貢献している。 

4.4.2.2 プロジェクトの阻害要因 

(1) インパクト発現を阻害した要因 

ATTCで実施されているコースの中には、訓練生に急な仕事が入ってトレーニングに参加

できなくなったことにより、欠員が生じているものが少なからずある、ということであ

る。欠員が出るのはある程度予測できることから、①若干大目に訓練生を募集する、ま

たは②ウェイティングリストを作って欠員が出たときに補充する、という工夫を行うこ

とが適切であるものの、実際にはこうした工夫は行われていない。これは、訓練生数を

大化しようとするモティベーションがATTCにないことが原因となっている。 

スペアパーツの輸入に時間がかかることにより、機材が修理できずにトレーニングを行

えないコースがあるが、これは外貨不足というエチオピア国全体の問題であり、ATTCの

能力の範囲を超えている。 

(2) 自立発展性を阻害した要因 

ATTCが政府の直営組織であり、政府予算で運営されていることは、ATTCの予算の安定

性につながっている一方で、それが、ニーズ調査を行ってコースを増やしたり訓練生を

増やしたりする、営業努力へのモティベーションが失われる結果ともなっており、ATTC

の自立発展性を阻害している。政府によるトレーニング機関であっても、大学や専門学

校のように、他の類似校との競争があるところは、生き残りをかけて生徒を増やすモテ
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ィベーションが若干なりとも働くが、道路機械施工技術訓練に関してATTCは独占状態で

あり、モティベーションが極めて働きにくい。 

4.4.3 結論 

終了時評価調査時におけるプロジェクト目標達成状況としては、「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」と

されていた。これに対し、その後のプロジェクト終了時までの成果を勘案して、本事後

評価においては、「機械操作部門については質・量ともに訓練が充実し、職工技術部門

では量的には不十分であるものの訓練の質が向上したが、土木技術部門については十分

な技術移転が行われず、応募数も少ないことから、プロジェクト目標は部分的に達成さ

れた」という結論となった。 

本プロジェクトの上位目標である「道路建設・保守工事に必要とされる機械化施工分野

の人材能力が質量ともに強化される」については、3分野において訓練を受けた人材が

質・量的に拡大はしているが、土木技術部門における人材の充足はプロジェクトの技術

移転の成果によるものではなかったため、本プロジェクトの上位目標は部分的に達成さ

れたと判断される。 

プロジェクトのインパクトについては、ドナーの支援による道路整備計画が第3次を迎

え、ERA及びRRAsから機械操作部門を中心として大量の訓練生が送り込まれていること

から、トレーニングの卒業生が増加し、道路建設分野における人材育成に大きく貢献し

ている。また、民間からの訓練生はほとんど受け入れていないが、トレーニングを受け

た後、政府から民間企業に移る熟練工が多くおり、民間セクターの人材育成に対して間

接的に貢献している結果となっている。 

ATTCの自立発展性については、機材の更新ができないことによる稼働率の低下が近い将

来懸念されるものの、技術的な自立発展が見られる。ATTCの総合的能力としては、プロ

ジェクトを通じて道路建設分野の人材育成ニーズによりよく対応できるようになり、財

務的にも安定しているものの、さらに高いサービスをより多くの訓練生に提供していく、

また民間セクターの人材育成ニーズに応えていくためには、独立採算制への移行といっ

た政策レベルでの要件が満たされる必要がある。 

4.5 提言と教訓 

4.5.1 提言 

(1) JICAの橋梁維持管理能力向上プロジェクトとの連携 

現在JICAにより、ERAをC/P機関として橋梁維持管理能力向上プロジェクトが実施されて

おり、ATTCの施設の一部をトレーニングの目的で使用している。同プロジェクトでは、

ERAの職員及びJICA専門家が、カリキュラムや教材を作ってDEDやDRMCの職員を直接
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トレーニングしているが、ERAそのものは人材育成機関でないため、こうした人材育成

をプロジェクト終了後にも継続させるような受け皿が必要であると考えられる。ATTCの

土木技術部門は、専門家による技術移転がほとんど行われなかったために、本来身につ

けるべきレベルの技術を身につけておらず、加えて、ATTCによる訓練生募集が積極的に

行われていないこともあって、稼働率が低い状態にある。ATTCの指導員は基本的な技

術・指導能力は身につけており、日本人の専門家から技術を習得しようとする意欲も高

いため、橋梁維持管理能力向上プロジェクトからTraining of Trainers（TOT）を受けた上

で、橋梁維持管理手法を、将来的にATTCのコースの一つとすることは検討する価値はあ

ると考えられる。 

(2) 外貨を必要とする機材に対する支援 

「4.4.1.3 効率性」において記述したように、エチオピアの外貨不足によりスペアパーツ

の購入に時間がかかり、ATTCの一部の機材の稼動率が低下している。また、本プロジェ

クトで購入した機材の更新を含め、訓練用機材の更新・拡充を図る上で、エチオピアの

外貨不足が深刻な影響を及ぼしている。ATTCの能力の範囲外である外貨不足により、

ATTCの円滑な運営が阻害されるのは極めて遺憾であることから、わが国によるノンプロ

ジェクト無償といったBOP（Balance of Payment）支援、あるいは技術協力のフォローア

ップといったスキームを用いて、スペアパーツや機材の更新の支援を行うことが望まれ

る。 

(3) ニーズアセスメントの実施及びカリキュラムの改善 

今回の事後評価においてインパクト調査を行った際に、アレムガナDMOのワークショッ

プ長より、「電気系統やエンジン診断のトレーニングをもっと充実してほしい」といっ

た具体的な要望が挙がっていた。ATTCは、各DMOやRRAsと直接のコンタクトをもって

いることから、彼らのトレーニングに対する改善の要望を容易に聞くことができ、その

要望に沿ってカリキュラムを改善することも困難ではない。したがって、DMOやRRAs

に対するヒヤリングやアンケートなどを通じて、ニーズアセスメントを行い、カリキュ

ラムを改善することについてATTCに提言を行った。 

(4) 訓練生の募集方法の改善 

「4.4.2.2 プロジェクトの阻害要因」に記載したように、ATTCで実施されているコースの

中には、訓練生に急な仕事が入ってトレーニングに参加できなくなったことにより、当

初予定の3割程度の欠員が出てしまう状況となっている。欠員が出るのはある程度予測で

きることから、RRAsの訓練生募集の取りまとめを行っている道路燃油税オフィス（Rural 

Road Fund Office）に対して、定員を若干超えて訓練生をATTCに送るよう依頼すべきこと

について、ATTCに提言を行った。 

(5) 職工技術部門及び土木技術部門の訓練生の募集 

「4.3.2 上位目標の達成状況」に記したように、職工技術部門及び土木技術部門について

は、訓練生を出す側にとって、コースのタイトルのみならず、カリキュラムやシラバス

を見なければ、どのようなレベルの技術を教えているのかわからず、希少な熟練工を訓
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練に出すための意思決定ができない。そこで、本2部門についての潜在的な需要を掘り起

こすために、DMOやRRAs、そして民間企業との橋渡しをするエチオピア建設企業協会

（CCAE）に対して、カリキュラムを送り、職工技術部門及び土木技術部門の研修生を増

加するように依頼すべきことについてATTCに提言を行った。 

4.5.2 教訓 

(1) 専門家の人選について 

専門家の技術や資質は、プロジェクト目標や上位目標の達成に極めて大きな影響を与え

ることは言うまでもない。本プロジェクトにおいては、現地のニーズに合致しない専門

家が選定され、しかも、その問題に気づきつつも適切な対策を怠った、という二重の誤

りを犯している。長期専門家に適材がいなければ、短期専門家や本邦研修で補完すると

いう方法をとり得るはずであるが、そもそも対策をとろうとする意識が、プロジェクト

の専門家チームにもJICA側にも不十分であり、その結果、プロジェクト目標や上位目標

の達成に大きなネガティブな影響を与えたことは、極めて深刻な事態と捉えるべきであ

る。短期専門家についても、C/Pに利用可能な成果品を残すことは当然であるが、ワーク

ショップ・マネジメント分野ではそうした成果品が残されていない。JICAにおける専門

家人選のプロセス、業務のモニタリング、問題の早期発見と対処について、より責任の

ある管理体制を整備するべきである。 

(2) 能力開発の成果の測定について 

ATTCの指導員の能力向上は、本プロジェクトで達成すべき重要な成果であるが、どのよ

うなスキルを各指導員が身につけたか評価する手段がとられておらず、事後評価におい

ても、判断ができないと結論づけざるを得なかった。例えば、パキスタンの「金型技術

向上プロジェクト（2002/9～2006/9）」では、目標管理（Management by Objectives and 

Self-Control：MBO）のシステムが導入され、各部門で毎月末に、専門家、C/P、部門長、

C/P機関の長が、個々のC/Pの技術移転の進捗を評価表を用いてモニタリングしている。

これによって能力向上の結果がわかるとともに、C/P自身にとっても自らが具体的に取り

組むべき課題が明らかになる、という効果がある。こうした方法を、本プロジェクトの

ような人材育成プロジェクトにおいて採用するべきであろう。


