
 

 

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：灌漑設計・施工能力向上プロジェクト 

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：3 億 7,899 万 9,000 円 

（R/D）：2009.6～2012.6 先方関係機関：オロミア州水資源局（OWRB） 

 日本側協力機関：農林水産省 

 

協力期間 

 他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

エチオピア連邦民主共和国（以下「エチオピア」と記す）では、農業に従事する人口が 85％、

農業生産の GDP に占める割合が 50％以上であり、経済・産業における農業の位置づけは極め

て大きく、2002 年 9 月に策定された「持続的開発・貧困削減プログラム（SDPRP）」において

も、「農業開発に牽引される工業化」を推進することが掲げられている。一方、2002 年後半か

らの干魃による食料不足は深刻であり、エチオピアの経済・産業に大きな影響を与えている。

またエチオピアの中でもオロミア州は、エチオピア最大の州（35 万 9,629km2）であり、州人

口 2,730 万人（2007 年 7 月推計）の約 80％が農村地域で生活しているが、同州の農業は、低地

における不安定な降雨、高地における雨期の土壌流出、人口の密集、市場の未整備等の要因に

より生産性の向上が妨げられ、農業生産性の伸びは低く抑えられていた。JICA は、2000 年の

開発調査「メキ地域潅漑・農村開発計画」以降、オロミア州を対象に支援を行ってきた。2005

年 9 月から 2008 年 9 月まで実施された技術協力プロジェクト「潅漑農業改善計画」では、新規

潅漑開発のために必要とされるオロミア州水資源局職員の潅漑施設建設に係る基礎的能力は低

く、同能力向上が喫緊の課題となっていた。 

上記の背景を受け、オロミア州における効率的な表流水施設建設のための体制の構築を目的

とした「潅漑設計・設計施工管理能力向上計画」がエチオピアより要請され、2008 年 6 月に事

前調査が行われ、プロジェクトの実施体制及び基本計画について検討し、先方政府とミニッツ

を取り交わした。同プロジェクトの円滑な開始をめざし、プロジェクト開始前にパイロット・

サイトの選定、研修計画案の検討など、プロジェクト実施に係る追加調査が実施され、長期専

門家 3 名体制で 2009 年 6 月よりプロジェクト活動が実施されている。 

今回実施する中間レビューでは、オロミア州水資源局（Oromia Water Resources Bureau：OWRB）

と合同で本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析・確認するとともに、プロジェクトの残

り期間の課題及び今後の方向性について確認し、合同評価報告書に取りまとめ、合意すること

を目的とする。 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

効果的かつ効率的に機能する灌漑スキームの数が対象地域で増加する。 

 

 （2）プロジェクト目標 

効果的かつ効率的な灌漑開発・運営に係るキャパシティが強化される。 



 

 

 （3）成果 

＜成果 1＞効果的かつ効率的な灌漑スキーム開発のためのデータベースが運営される。

＜成果 2＞灌漑開発の計画・設計・監理及び維持管理に係るキャパシティが改善される。

＜成果 3＞対象地域における水資源管理・利用が改善される。 

 

 （4）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家  3 名（36.0 人月） 機材供与 2,065 万 8,000 円 

短期専門家  6 名（9.40 人月） ローカルコスト負担 3,657 万円 

研修員受入  5 名 

エチオピア側： 

カウンターパート（CPs） 19 名 

オフィススペース貸与、事務所の光熱費等 ローカルコスト負担 0 ブル（Birr） 
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期間 
2010 年 9 月 11 日～10 月 1 日 評価種類 中間レビュー 

３ 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）プロジェクト目標の達成度について 

  ＜指標 1. OWRB staff plans/designs new irrigation scheme based on technical guideline/manual.＞ 

・技術マニュアル/ガイドラインを作成中であり、それゆえに、新しい技術マニュアル/

ガイドラインに基づく新しい灌漑スキーム（計画/事業）のデータ/情報は得られてい

ない。 

 

  ＜指標 2. Plan/design of new irrigation scheme by OWRB staff conform to technical criteria.＞ 

・本プロジェクトは灌漑スキーム（計画/事業）策定のための OWRB 職員の能力向上に

必要な研修をすべて実施しておらず、技術水準はまだ作成されていない。 

・プロジェクト実施期間の中間時期においてプロジェクト目標の達成度は、適切な指標

データが得られていないため、判定するには適切ではない。しかしながら、評価指標

が適切に定義され、各成果の達成度が確認されれば、プロジェクト目標の達成度を確



 

 

認できるようになる。成果が十分なレベルで産出されるためにプロジェクト活動が適

切に実施されればプロジェクト目標が達成される可能性は十分にある。 

 

 （2）成果 1 の達成度について 

  ＜指標 1. Database is set up until middle of cooperation term of the Project.＞ 

・本プロジェクトの中間時期（現時点）において、データベースは構築されていないた

め、更新もされていない。 

 

  ＜指標 2. OWRB staff participate in trainings concerning output 1.＞ 

・本プロジェクトは、OJT により研修教材を作成・開発している。成果 1 に関する研修

に関しては、GIS の活用方法及び衛星データの活用に関する GIS 概論の研修が 2010 年

3 月に実施された。今後も主に OWRB 職員を対象として今後も GIS のほかに成果 1 に

関する研修を継続していく予定である。 

 

  ＜指標 3. Database is updated regularly.＞ 

・データベースの枠組みを GIS を活用しながら作成中である。データベースの更新は行

われていない。 

・以上のように成果 1 は、プロジェクト活動の全体的な遅れもあり、十分満足なレベル

の成果を産出していない。評価指標が適切に定義されていないため、成果 1 の達成度

を検証することは適切でない。 

 

 （3）成果 2 の達成度について 

  ＜指標 1. Technical guideline/manual are prepared.＞ 

・施工管理マニュアルは作成されており、ブラ工事の経験を基に改訂・修正される予定

である。プロジェクト計画に関するガイドラインのドラフトも作成されている。その

後、ソギドサラエボサイトとヒルナサイト等の経験を基に改訂される予定となってい

る。 

 

  ＜指標 2. Training material/manual are prepared.＞ 

・本プロジェクトは、「施工管理マニュアル（Construction Management and Supervision 

Manual）」「プロジェクト計画ガイドライン（Project Planning Guideline）」の第 1 ドラフ

トを完成させている。今後、「設計ガイドライン（Design Guideline）」「施工管理マニュ

アル（Construction Management and Supervision Manual）」「プロジェクト実施の手引き

（Guidance of Irrigation Project Implementation）」 をプロジェクト終了までに改訂・修

正を行って完成させる予定である。 

 

  ＜指標 3. OWRB staff participate in training concerning output 2.＞ 

・CAD、イーグルポイントといったソフトウエアの研修が 2009 年 12 月に行われ、44 名

が参加した。2010 年 2 月には、施工管理研修が実施され、合計 23 名が参加した。施

工管理に関するワークショップが合計 3 回実施されて、施工管理マニュアルのドラフ

トを基にグループディスカッションによってその改訂・修正が行われた。成果 2 の研

修に関しては、合計で 277 名の職員が研修に参加している。 

・以上のように、成果 2 は、いくぶん成果を産出しはじめている。しかしながら、評価



 

 

指標が適切に定義されていないため、成果 2 の達成度を検証することは適切でない。

 

 （4）成果 3 の達成度について 

  ＜指標 1.Training manual of water management and utilization are prepared.＞ 

・本プロジェクトでは、現在 2 種類のマニュアル（維持管理のマニュアルと水利用のマ

ニュアル）の内容を検討中である。プロジェクト終了時までに「運営維持管理マニュ

アル［Operation and Maintenance（O&M）Formation Manual］」と「水管理作成の手引き

（Guidance of Making Water use Manual）」を作成する予定である。今後も能力開発のた

めの研修を成果 3 の活動の中で実施する予定である。 

 

  ＜指標 2. OWRB staff participate in training concerning output 3.＞ 

・本プロジェクトでは OJT の方法を用いて、研修教材を作成している 3 名の OWRB 職

員（ゾーンレベルのエンジニア、ゾーンレベルの営農専門家、局レベルの経済専門家/

調整業務担当）が 4 日間の先進サイト訪問ツアーに参加した。 

 

  ＜指標 3. WUA/WUC and farmers participate in training.＞ 

・本プロジェクトは、2 つのサイト（ブラとアワデ）にて OJT により水利用者協会（Water 

Users’ Association：WUA）設立のためのプロジェクト活動を実施している。地元農民に

よるブラとアワデでの研修への参加や、ブラサイトの農民による 4 日間の先進サイト

訪問ツアーへの参加など、効率的な農業経営や施設の管理を行い小規模灌漑の成功例

とされている Ija Galama Wako、Hargeti スペート灌漑サイトを視察している。 

・以上のように、成果 3 は、いくぶん成果を産出しはじめている。しかしながら、評価

指標が適切に定義されていないため、成果 3 の達成度を検証することは適切でない。

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

・本プロジェクトは、エチオピアの国家開発計画、水資源開発、農業・農村開発計画のセ

クター開発計画、日本の援助方針と合致している。ターゲットグループ・受益者のニー

ズとも合致しており、本プロジェクトの妥当性は高い。 

 

 （2）有効性 

・本プロジェクトの有効性は中程度である。「3-1 実績の確認」に記述されているとおり、

プロジェクト実施の中間時点（2010 年 9 月）において、確認された指標データが十分得

られていないため、プロジェクト目標の達成度の見込みについては、判定できる時期で

はない。 

・プロジェクト実施前半期間において主要活動（追加データ収集、WUA 設立・強化等）

が計画どおりに実施されていないため、本プロジェクトの有効性は満足できるレベルで

はない。しかしながら、各成果は、プロジェクト目標の達成に貢献しはじめている。 

・①データベースとマスタープランの作成、②灌漑施設の計画、設計、施工管理、③適切

な水管理・利用は、OWRB の灌漑開発・管理能力開発には不可欠であり、3 つの成果部

分とプロジェクト目標（「効果的・効率的な灌漑開発・管理能力が向上する。」）の因果関

係は十分説明できる。 

 



 

 

 （3）効率性 

・本プロジェクトの効率性は中程度である。投入の質と量に関しては、CP の配置、本プロ

ジェクトの投入は、エチオピア側、日本側とも問題なく行われている。施工管理、GIS、

プロジェクト計画、首頭工といった分野の短期専門家の派遣は適切に実施されており、

長期専門家が専門分野として特化して技術移転が難しい分野を適切に補完している。 

・投入のタイミングに関しては、調達手続・税関手続の遅れがあり、プロジェクト車輌

（4WD）の調達の遅れが発生し、ゾーン・郡レベルのサイトの基礎調査、サイト調査に

影響を及ぼした。 

 

 （4）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは中程度であると判断される。上位目標のほかに、以下の

インパクトの発現が認められており、今後他のゾーン・郡への普及の可能性も考えられる。

負のインパクトは現時点では観察されていない。 

・ブラ工事の経験を基にオロミア州における小規模灌漑事業の発注の際に簡略化された手

順・書類にて実施し、今年度（2010/11 年度）は 20 件の小規模灌漑事業を発注する予定

である。 

・ゾーンレベルの職員が、WUA/WUC の強化のため、地元農民のための意識啓発プログラ

ムを始めている。 

・プロジェクトの支援により、事業地域における地元農民/コミュニティの意識は高まって

いる。 

 

 （5）自立発展性 

制度面、組織/財政面、技術面における自立発展性は以下のとおりであり、総合的に本プ

ロジェクトの自立発展性は中程度であると判断される。 

    

  1）制度面での自立発展性 

・制度面での自立発展性は比較的高い。農業セクターは、現在においてもエチオピアに

おいて最も大きな生産セクターである。政治的にも農業セクターは、エチオピアにと

って最重点セクターのひとつである。 

 

  2）組織/財政面での自立発展性 

・ローカルコストの先方負担がなされていないため、本プロジェクトの財政面での自立

発展性は比較的低い。組織面においては、プロジェクト開始以来、現時点で 2 名の

CP が異動になったのみである。組織面での自立発展性は現時点では比較的高いと判

断される。 

 

  3）技術面での自立発展性 

・技術面での自立発展性は比較的高い。本プロジェクトは、OJT を通した能力開発に焦

点を置いており、技術面においては波及可能性のある技術協力の形態であると期待さ

れている。 

 

 

 



 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

・特になし。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

・各対象ゾーンオフィスには本プロジェクトより無線インターネット端末が貸与されてお

り、電話だけでなく、書類のやりとりなど電子メールによるコミュニケーションは問題

なく行われていること。 

 

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 

・当初計画と実際のプロジェクト活動実施の実績の間には大きなギャップがあり、CP 側の

要求やニーズを満たすにはプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：

PDM）と活動計画（Plan of Operations：PO）の大幅な修正が必要である。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

・本プロジェクトの CP である OWRB の組織改編のプロセスは、2009 年 4 月には完了して

いたが、新しく改編された組織内における組織改編プロセスの結果としてもたらされた

組織内の職掌の不明確さ及び OWRB の日本側に対する対応の遅延により、成果 1 のデー

タベースの構築などいくつかのプロジェクト活動は予定どおりのタイミングでは実施さ

れなかったこと。 

 

３－５ 結 論 

・先方の機構改革によってプロジェクト開始当初に遅れがみられたものの、日本人専門家や

CPの尽力によって、同局の灌漑技術者の能力強化に向け、当初計画に比べれば十分とはい

えないまでも、将来有望なレベルで一定の成果が生み出されつつある。 

・同局はオロミア州のすべての灌漑事業の発注主体であるが、若手を中心に技術・経験の不

足が顕著であり、同局に対する技術支援には引き続き妥当性が認められる。また、モデル

地区における実際の灌漑事業を通じたOJT、ガイドライン・マニュアル類の取りまとめ、

灌漑技術者に対する集合研修といったアプローチの有効性も確認された。 

・加えて、プロジェクトの成果を適切かつ実践的に測定するためにいくつかの評価指標及び

PDM中の記述を改訂することが必要である。 

・成果及びプロジェクト目標達成のためには、現在想定しているプロジェクト期間・投入で

はその度合いが限定的となることが確認された。 

 

３－６ 提 言 

 （1）プロジェクトの枠組み 

  1）PDM改定 

・これまでの活動進捗を踏まえて PDM の見直しを行う必要がある。主な変更点は、①

プロジェクト目標に係る指標の明確化、②各成果・活動の書きぶりの明確化、③現実

的な外部条件の導入が必要である。 

 

 



 

 

  2）プロジェクト期間延長 

・各成果達成及びプロジェクト目標達成に必要な期間を見積もった結果、2 年間のプロ

ジェクト期間の延長の必要がある。 

 

  3）専門家追加派遣 

・現在の長期専門家 3 名体制では PDM 改定により想定される業務量を実施することは

困難であることから、成果１に係る技術指導を行う長期専門家「水資源計画」の追加

投入（2 年間）の必要がある。 

 

 （2）灌漑技術面 

  1）オロミア州全体における経験の共有 

・研修等を通じて地区間、さらにはオロミア州全体で本プロジェクトの経験を共有する

ことが重要である。 

 

  2）水資源計画の基礎となるデータの蓄積 

・OWRB が基礎データ蓄積の重要性を改めて認識し、まずは OJT 実施地区において持

続的な観測体制が整備されることが望まれる。 

 

  3）プロジェクトOJT成果の活用 

・事業計画及び水利施設の設計施工に係る OJT の結果は、全地域事務所の技術者を対

象とした研修においても事例教材として効果的に活用されており、当該地区の農民の

水利組合等に対する意識向上にも寄与している。今後も引続き、OJT の成果をプロジ

ェクトの広報も含めたさまざまな場面で活用されることが望まれる。 

 

  4）過去の灌漑案件の教訓活用  

・OJT 地区以外にも、オロミア州では事業を実施していることが確認されている。これ

らの事例及び実施状況を OJT に活用するとともにマニュアル等に反映されることが

期待される。 

 

 （3）プロジェクト運営 

  1）詳細活動計画に基づくプロジェクト進捗管理 

・これまでプロジェクトでは細分化された活動項目・タイムライン・実施担当者名を明

記した詳細活動計画（現行 PO をより精緻化したもの）の作成及び同計画を用いたよ

り精緻な進捗管理の必要がある。 

 

  2）工事費を含むローカルコストの先方負担 

・工事費を含むローカルコストの先方負担はこれまで履行されてこなかったため、合同

調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）において改めてローカルコストの先方

負担について申し入れを行った。エチオピア側からは、既に予算を獲得済みの小規模

灌漑事業を本プロジェクトの OJT 実施対象地区として提供する旨の提案があり、技術

的観点から本提案の妥当性を検討することとしている。 

 

 



 

 

  3）オフィス執務スペースの拡充 

・現プロジェクトオフィス執務スペースが手狭となっており、機材の保管や資料整理等

に不便であるため、大きな執務スペースを確保する必要がある。 

 

３－７ 教 訓 

・現時点では特になし。 

 

 




