
 

iv 

中間レビュー調査結果要約表 
I. 案件の概要 
国名： エジプト国 案件名： ナイルデルタ地域上下水道公社運営維持管

理能力向上プロジェクト 
分野： 水資源・防災 援助形態： 技術協力プロジェクト 
所轄部署： 地球環境部 協力金額（評価時点）：約 3 億円 

協力相手先機関： 
全国上下水道公社持株会社（HCWW）、シャルキーヤ

県・ガルビーヤ県・ミヌフィア県上下水道公社

（SHAPWASCO, GHAPWASCO, MCWW） 
協力期間： 2011 年 4 月～2014 年 3 月 日本側協力機関： 
1. 協力の背景と概要 
エジプト国は上下水道整備を開発政策の重点課題の一つとして対応を進めるとともに、実施機

関（上下水道事業体）の経営改善を進めるため、その公社化を進めている。現在、統括機関であ

る全国上下水道持株会社（HCWW）の傘下で県別の上下水道公社が水道運営を行っている。 

公社化に伴い、各県の上下水道公社には一層の経営効率改善が要求されており、特に施設の運

転効率化と無収水（Non-Revenue Water：NRW）の削減が急務となっている。独立行政法人国際協

力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は「シャルキーヤ県上下水道維持管理能力

向上計画プロジェクト（2006～2009 年）」（以下、先行技プロ）を実施し、施設運転標準手順書

（Standard Operation Procedure：SOP）の整備や無収水への対策能力の向上のための支援を実施し

た。同技術協力プロジェクトの結果、シャルキーヤ県の公社の能力向上及び効率改善の効果が確

認された。そこで、HCWW は、先行技プロのノウハウ移転をナイルデルタ地域で展開する構想

を立て、シャルキーヤ県上下水道公社（SHAPWASCO）で育成・向上・蓄積した技術と経験を近

隣県のガルビーヤ県上下水道公社（GHAPWASCO）とミヌフィア県上下水道公社（MCWW）に

移転し、これをナイルデルタ全域への移転のモデルにすること」と「SHAPWASCO の技術をさら

に向上させること」を目的とする技術協力を我が国に要請した。以上の経緯を元に、本プロジェ

クトは 3 年間の予定で実施することになったものである。 

2. 協力内容 
(1) スーパーゴール： 

ナイルデルタ地域において上水道施設の運営維持管理能力が向上する。 
(2) 上位目標： 

シャルキーヤ県・ガルビーヤ県・ミヌフィア県において上水道施設の運営維持管理能力が向

上する。 
(3) プロジェクト目標： 

シャルキーヤ県・ガルビーヤ県・ミヌフィア県のモデル地区・施設において上水道施設の運

営維持管理能力が向上する。 
(4) 成果（アウトプット）： 

1. シャルキーヤ県・ガルビーヤ県・ミヌフィア県において上下水道公社の連携を通した人材

育成が強化される。 
2. シャルキーヤ県の事例を参考に、ガルビーヤ県・ミヌフィア県のモデル施設において運

転・維持管理に係る SOP が作成・運用される。 
3. シャルキーヤ県上下水道公社の無収水削減に係る技術・経験がガルビーヤ県・ミヌフィア

県のモデル地区の職員に移転される。 
4. 先行事例として、シャルキーヤ県上下水道公社の配水管理（以下、WDM）に係る能力が

強化される。 
0. プロジェクトが適切に管理・調整される。 
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(5) 投入（2011 年 4 月～中間レビュー時点） 
日本側： 日本人専門家派遣：12 名（2011 年 4-12 月 29.96M/M、2012 年 1-9 月

19.59M/M） 
ローカルエキスパート配置：5 名（SOP 専門家 1 名、NRW 専門家 1 名、

ファシリテーター3 名） 
機材供与：本邦・現地調達分を合わせて 245 万 LE（約 3,170 万円） 
研修員受入：15 名（本邦研修） 
ローカルコスト：35,157,000 円（2011 年 4 月～2012 年 7 月） 

エジプト側： カウンターパート配置：47 名 
施設の提供：日本人専門家のオフィス、ワークショップ用会場等 
機材供与：SOP 活動に必要な施設の修繕や水量計用チャンバー建設等 
ローカルコスト：C/P が研修に参加する際の旅費、日当宿泊費等 

II. 中間レビュー調査団の概要 
調査者： 
【団長･総括】 
【評価企画】 
【評価分析】 

大村良樹 JICA 国際協力専門員 
濱野 聡 JICA 地球環境部 水資源・防災グループ水資源第一課 
岩瀬 信久 有限会社アイエムジー パートナー 

調査期間：2012 年 11 月 9 日～2012 年 11 月 29 日 評価種類：中間レビュー 
III. 調査結果の概要 
1. 調査結果の要約 

(1) 妥当性 
エジプト国政府は上水道システムの改善を「第 6 次経済社会開発 5 ヵ年計画（2007/08 年～

2011/12年）」、エジプト・ミレニアム開発目標（2005年-2015年）、エジプト国家水資源計画（NWRP、
2003 年-2017 年））において優先課題として位置づけている。このように、本プロジェクトはエ

ジプト政府の開発政策と整合性が取れている。 

本案件の実施機関である SHAPWASCO、GHAPWASCO、MCWW はそれぞれシャルキーヤ県、

ガルビーヤ県、ミヌフィア県における安全な水を供給するための上水道施設を運転維持管理し

ている公社である。HCWW はこれら 3 公社を含めた 24 の上下水道公社の活動を監督している。

3 公社では上水道施設を適切に運転・維持管理できる人材・能力が限られており、その結果、供

給されている上水の量と質は不安定で、能力向上ニーズは極めて高いものであった。このよう

に、本プロジェクトはターゲット・グループのニーズとの整合性が高い。 

我が国の ODA 政策では援助重点分野の一つに「貧困削減と生活水準の向上」を掲げるととも

に、上下水道整備を含む「公共サービス拡充・改善」をその優先セクター目標に定めている。

本プロジェクトは施設運転標準手順書（SOP）の作成や無収水（NRW）削減活動が実施された

「シャルキーヤ県上下水道公社運営維持管理能力向上計画プロジェクト」で育成・向上した効

果的な運営維持管理能力向上のアプローチをナイルデルタ地域全体に普及させることを目指し

ている。また、本プロジェクトでは日本に比較優位がある SOP に基づく上水道施設運営維持管

理や水質データ管理の技術・経験が活用されている。 

以上のような観点から、本プロジェクトの総合的な妥当性は「非常に高い」と評価できる。 

(2) 有効性 
本プロジェクトの実施により、SHAPWASCO、GHAPWASCO 、MCWW において上水道施設

を運転･維持管理する総合的な能力が大幅に向上している。現時点では、プロジェクト終了まで

に 4 つの成果とプロジェクト目標が達成される見通しは高いと評価できる。ほとんどの C/P と

専門家がこれまでの成果に係る達成度に関して高い満足度を示しているものの、まだ完全に達

成されていない部分が各成果分野に残っている。特に、成果 4 の達成度は限定的であり、今後、

配水管理（WDM）に係る活動を着実に実施していく必要がある。 
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また、プロジェクト目標の達成を測る業務指標（PI）が中間レビューまでに設定されていなかっ

たことから、同指標に基づく定量的な評価はできなかった。中間レビュー時に開催された JCC
において同指標が設定されたことから今後、これらの指標に基づいた継続的なモニタリングと

目標達成に向けての努力が、プロジェクト目標達成の上で重要となる。以上を総合的に判断す

ると、本プロジェクトの有効性は「中程度」であると評価する。  

(3) 効率性 
プロジェクト開始から中間レビュー時までに合計 12 名の専門家が派遣され、47 名の C/P が

HCWW、SHAPWASCO、GHAPWASCO、MCWW から配置された。専門家と C/P の間で様々な

研修活動が実施され、概ね効果的・効率的な技術移転が実施されている。本プロジェクトはエ

ジプト側と日本側で円滑なコミュニケーションが確実に図れるよう、エジプト人ファシリテー

ターを 3 名配置し、C/P と専門家との間の情報交換促進や、現地事情の理解に基づいたプロジェ

クト実施上のアドバイスを得る等の工夫をしており、ファシリテーターの存在が密接なコミュ

ニケーションと情報共有のメカニズムの構築に大いに貢献している。機材供与は調達に遅れが

あるものの、日本人専門家によって有効な技術移転が行われる上で概ね適切だったと考えられ

る。C/P の本邦研修は効果的に実施され、本邦研修に参加した C/P の多くがプロジェクト活動に

積極的に参加しており、プロジェクトを牽引する中核メンバーとして機能している。 

本プロジェクトはエジプト・日本側双方の投入が相対的に大きいが、それが広範な技術領域、

地域（3 県にわたる複数のモデル地区・施設）をカバーする 4 つの成果達成に確実に還元されて

いる。エジプトの政治情勢や大統領選の影響、WDM 分野の機材の内容・必要性に係る双方の認

識の違い等により調達の遅れなどがあるが、プロジェクトの効率性を大きく阻害したとは判断

されない。本プロジェクトの総合的な効率性は「比較的高い」と判断される。 

(4) インパクト 
本プロジェクトの先行技プロではモデル地区・施設における SOP の作成や NRW 削減に係る

能力向上が行われ、シャルキーヤ県ではその後、モデル地区以外の地域にプロジェクト成果を

普及する等、一定のインパクトと持続性が確保されている。本プロジェクトを通して、先行技

プロで能力向上したシャルキーヤ県職員がトレーナーとして育成されており、各公社の上水道

施設等で技術職員の能力開発・向上に貢献している。また、他の水道公社への SOP・NRW 削減

活動に関する意識啓発活動を行い、水道公社同士の交流を図ることで、それまでになかったチー

ムワークや公社間連携が生まれつつある。本プロジェクトで引き続き 3 つの水道公社職員の

SOP、NRW、WDM の理解・実践面での能力強化が行われ、モデル地区・施設での成果が 3 県全

体に波及していけば「シャルキーヤ県・ガルビーヤ県・ミヌフィア県において上水道施設の運

営維持管理能力が向上する」との上位目標達成の見込みは十分にあると判断する。 

しかし、「中間レビュー時点では本プロジェクトの成果がどの程度、他の上水道施設や他県に

波及するかは不透明」であり、本プロジェクトの将来的なインパクト発現・拡大の実現可否は、

持続性確保・向上に向けた HCWW と 3 公社のコミットメントや、内部人材育成体制がいかに有

効に機能していくかどうかにかかっている。 

(5) 持続性 
以下の理由により、「比較的高い持続性を有する一方、現時点では持続性確保の見通しは不透

明である」と評価する。 

本プロジェクトを通じて、シャルキーヤ県に加え、ガルビーヤ県とミヌフィア県の主要メン

バーである C/P も SOP と NRW の分野のトレーナーとしての能力を高めている。シャルキーヤ

県では先行技プロ終了後、間もなく専門部署である SOP 部、NRW 部、WDM 部が設置され、そ

れぞれ積極的に活動に取り組んでおり、先行技プロの組織的持続性は高い。ガルビーヤ県とミ

ヌフィア県でもシャルキーヤ県と同様の組織改正の動きがある。本プロジェクトの C/P は自身

や組織の能力開発・向上に対するモチベーションが高く、公社間の人材育成に係るネットワー
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クも整備されつつあるため、組織面、技術面での持続性は比較的高いと判断できる。 

一方、本プロジェクトの成果をプロジェクトの対象 3 県全体に効果的に普及・拡大させてい

くための制度面、財務面の仕組みについては課題があると考えられる。制度面については、

HCWW がどのように各公社への情報共有の仕組みを構築し、連携を促進していくかを具体的に

計画していくことが課題となっている。財務面については、各水道公社の経営効率化と継続的

な人材育成・組織能力開発に係る予算措置努力が重要になる。これらの課題について今後、

HCWW が対応策を検討・明確化していくことが総合的な持続性確保のために必要である。 

2. 阻害・貢献要因の総合的検証 
(1) 貢献要因 
本プロジェクトの貢献要因には以下の 4 点が挙げられる。 

(a) 本プロジェクトでは、多様な技術分野と多くの C/P のニーズに対応するために、様々な

リソースと手法を活用した効果的なプロジェクト運営が行われた。SOP 作成と NRW 削

減活動に関するミニセミナー、実地訓練（OJT）、トレーナー研修（TOT）、本邦研修等

の様々な研修手法が適切に活用された。 

(b) プロジェクトチームはステアリング・コミッティ会議、頻繁なチーム会議、日々の協働

作業で緊密かつ友好的な情報共有・コミュニケーションを取っている。高レベルのチー

ム内の相互理解と C/P の本プロジェクトへの関心が、チーム内の情報共有とプロジェク

ト運営に係わる課題に関する議論をさらに誘発している。 

(c) 専門家チームは日本側の投入として、エジプト人ファシリテーターを 3 名配置し、C/P
と専門家との間の情報交換促進や、現地事情の理解に基づいたプロジェクト実施上のア

ドバイスを得る等の工夫をしてきた。専門家チームに日本人とエジプト人の両方を配置

することにより、効果的な能力向上を実施することができている。 

(d) 先行技プロの SOP や NRW 活動に係る成果や経験が、本プロジェクトの成功の基盤と

なっている。先行技プロの実施以来、SHAPWASCO での成功例や経験がナイルデルタ地

域の上下水道公社に広く紹介されてきた結果、本プロジェクト開始時から GHAPWASCO
と MCWW では、自身の能力向上への期待が大きく高まっていた。同時に、本プロジェ

クトでは、公社間での効果的な情報共有やコミュニケーションを促進しており、C/P の

間で「連携と競争」の適切なバランスを生み出している。さらに、上層部（プロジェク

ト・ディレクターやプロジェクト・マネージャー）やすべての C/P の間に、本プロジェ

クトに対するオーナーシップや高いコミットメントがあり、期待されている成果の発現

やプロジェクト目標の達成に貢献する要因となっている。 

(2) 阻害要因 
上水道施設、特に選定されたモデル施設・地区に関する以下の事項が、本プロジェクトの有

効性と効率性の面でプロジェクト目標達成の阻害要因となったと指摘できる。 

(a) 効果的な設備設計という観点で「初期設計が不適切な施設」が多々あった。そのため、

本プロジェクトでは SOP 作成とそれに基づく運営に係る能力向上を図るために、多くの

時間がこれら施設の改修や交換に費やされた。 

(b) 多くの場合、施設に関する図面、マニュアル、機材説明（書類）が存在せず、本プロジェ

クト実施にあたり必要な図面や文書をゼロから作成しなければならなかった。 

(c) 水道公社職員は水道施設の試運転が行われていた 1 年間に通常は施設建設会社の責任の

下で実施されるごく基本的な施設運営維持に関する研修さえも受けていなかった。 

3. 結論 
本プロジェクトでは、プロジェクト活動に多少の遅れが見られるものの、上水道施設の運営
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維持管理能力の強化が着実に進展している。 

本プロジェクトは、エジプト国政府の開発政策、ターゲット・グループの開発ニーズ、日本

の援助政策のいずれとも整合性が取れており、非常に高い妥当性を有する。プロジェクト目標

と成果の達成度を測る指標が今後、しっかりと設定されモニターされていく必要があるが、総

合的な上水道施設運営維持管理能力は大幅に向上しており、本プロジェクトの有効性は中程度

と判断される。プロジェクト活動に多少の遅れがあるが、これまでの投入全体が、期待される

成果の発現の基盤構築に適切に転換されており、本プロジェクトの効率性は比較的高いと評価

できる。本プロジェクトで期待されるインパクト発現の可能性と規模の見通しを立てることは

中間レビュー時点では難しいが、効果的な上水道施設運営維持管理を継続していくための基礎

は構築されつつある。最後に、現時点の組織的・技術的側面での進捗状況と見通しから、本プ

ロジェクトが持続性を確保していく見込みは比較的高いと評価される。 

本プロジェクトは、上水道施設の運営維持管理に係る標準手順がほとんどないという状況か

ら効果的な施設運転標準手順を体系的に作り上げるという挑戦的なプロジェクトだったと言え

るが、これまでのところ、妥当な成果をもたらしていると判断される。エジプト側 C/P のオー

ナーシップ、モチベーション、コミットメントは非常に高く、残り期間にも高い関心を持って

本プロジェクトに取り組むものと考えられる。プロジェクト目標を確実に達成するには、本プ

ロジェクトの残り期間に C/P と専門家がその連携をより一層高め、活動に取り組んでいくこと

が重要となる。それにより、本プロジェクトのインパクト拡大と持続性の確保につながってい

くこととなろう。 

4. 提言 
(1) 業務指標（PI）目標値（ターゲット）の設定 

業務指標（PI）の項目は、2012 年 11 月 26 日の JCC において PDM のプロジェクト目標の

指標として承認されたが、2013年10月に実施予定の終了時評価で達成度を評価できるよう、

業務指標（PI）の目標値（ターゲット）をできるだけ早く設定すべきである。 

(2) GHAPWASCO と MCWW での専任（フルタイム）プロジェクト・ユニット設置 
両公社では C/P が適切に配置されているものの、通常業務との兼務であり、プロジェクト

活動に必要な車が十分に用意されていない等の課題もある。両公社が正式に、専任（フル

タイム）のプロジェクト・ユニットを設置することを要請する。 

(3) 全国上下水道庁（NOPWASD）と水道公社間のフィードバックと施設移管（引継ぎ） 
NOPWASD と水道公社が両者間の関係を強化し、両者間のフィードバックと施設移管（引

継ぎ）の仕組みを確立することを提案する。それにより、SOP 活動の効率性と有効性が一

層、高まり、ひいては施設設計改善につながることも可能になる。 

(4) HCWW によるプロジェクト成果普及に関するロードマップの策定 
本プロジェクトで育成・向上・蓄積した知識と経験をプロジェクト終了後にナイルデルタ

地域全体に普及していくために、制度的な普及体制、予算とリソースの確保、具体的な実

施スケジュール等を明記したロードマップを、HCWW が策定することが必要である。 

5. 教訓 
(1) 現場（フィールド）での実践的な技術移転アプローチの重要性 

本プロジェクトでは、モデル施設・地区における活動を重点にして上水道施設運営維持管

理能力向上を図ってきた。このような現場中心の実践的な技術移転のアプローチは、多くの

ドナーからの技術支援を受けてきたエジプト側関係機関から「具体的、実践的で効果が高い」

と高く評価されている。このような実践的な技術支援アプローチは JICA 技術協力プロジェク

トの大きな特徴であるが、本プロジェクトでの C/P 機関関係者からの高い評価の声も踏まえ

て、上水道セクターを中心に今後もこのようなアプローチを重視していく必要があると考え
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られる。 

(2) 組織間の「連携と競争」を促進するプロジェクト実施体制の重要性 
本プロジェクトでは先行技プロで一足先に能力向上した SHAPWASCO の技術・経験を活か

して、それに続く 2 つの上下水道公社の能力向上を図ることで、ナイルデルタ地域全体の公

社に技術移転が進む「好循環（サイクル）」をつくり出すことを目指してきた。この好循環形

成は現時点でうまく行きつつあると評価されるが、それを可能にしている要因として、(1) 先
行技プロや本プロジェクトでの成功体験を、セミナー等を通じて幅広い関係者に周知して、

後から追いつくべき組織の目指すべき方向を示していること、(2) セミナーや各種研修等のプ

ロジェクト活動を通じて、関係機関の情報共有と連携のネットワークを形成し、その中で組

織間の「連携と競争」の意識を醸成してきていること、(3)上記 2 つの点を含めて HCWW とい

う統括組織が適切に傘下の上下水道公社への情報提供と指導・調整を行っていること、があ

げられる。このような組織間での連携と競争のバランスの形成・促進は、実施機関側のオー

ナーシップの程度や組織文化にもよるが、組織間ダイナミズムを形成・促進して組織能力の

向上に大きく貢献するメカニズムを生み出すと考えられる。 JICA 技術協力プロジェクトの設

計・実施において、このようなメカニズムを可能にする実施体制をつくりあげていくことが

重要である。 

(3) 技術移転内容に伴う供給資機材の選定について 
本プロジェクトでは配水管理に係る技術移転内容と、それに伴う必要機材の仕様や数量に

ついて、エジプト側と日本側の認識が異なっていたために、両者間の合意を得るまでに長い

時間を必要とし、結果的にプロジェクト活動の遅れを招いた。最大の要因は、プロジェクト

で対応・技術移転すべき効果的な配水管理の方法と、それに伴う必要機材の概要が、プロジェ

クト設計・開始時点で明確になっていなかったことである。具体的な技術移転の概要と、そ

れに伴って必要となる供給機材については、プロジェクト開始以前に、その目的、背景、基

本仕様等の詳細内容を明確にして、関係機関の間の認識の違いを最小限に抑えて、プロジェ

クトの有効性・効率性を確保していくことが重要である。 




