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事業事前評価表 

 

国際協力機構 地球環境部 水資源第一課 

１．案件名                                 

 国 名：アフガニスタン・イスラム共和国 

 案件名：水文･気象情報管理能力強化プロジェクト 

Project for Capacity Enhancement on Hydro-Meteorological 

Information Management in Ministry of Energy and Water 

 

２．事業の背景と必要性                          

（1）当該国における水資源開発･管理セクターの現状と課題 

農業が主要産業（2011 年現在の推定人口 2,499 万人の約 80%が農業を営む）

であるアフガニスタン国（以下、「ア」国）の年間降水量は、南西部の 75mm か

ら北東部の 1,270mm と地域的に変化に富んでいる。降雨は 12 月から 4 月に集

中し、80%以上の降雨は標高 2,500m 以上での降雪である。これらの積雪は、3

月頃から融け始め、5 月頃にピークを迎え 6 月・7 月頃まで続く。年間に利用可

能な水資源量は 75 億 m3（表流水：57 億 m3、地下水：18 億 m3）と言われてい

る。これら豊富な水資源を有する同国の耕作可能面積は 7.9 百万 ha、そのうち

灌漑施設を有する面積は、2.8～3.0 百万 ha であると言われている。しかし、長

期に及ぶ戦乱により、多くの灌漑施設は破壊または放置され、2003 年時点では

灌漑農地のうち、1.0 百万 ha しか耕作されていない。また、河川流域の荒廃に

よる保水力の低下等に起因した洪水や流域の浸食が増加しており、下流の灌漑

システムに大きな被害を与えている。2003 年以降、各国ドナーにより多くの既

存灌漑施設で改修事業が実施され、現在では灌漑面積は 1.8 百万 ha に回復して

いる。しかし、未だ灌漑面積は耕作可能地の 1/4 以下であり、灌漑面積の回復と

豊富な水資源の持続的な有効利用は、今後の経済発展に向けて大きな課題とな

っている。 

「ア」国国家開発戦略（Afghanistan National Development Strategy: ANDS）

では、これらの状況の改善に必要な水資源分野の課題及び開発方針を 7 項目掲

げ、この方針の下、水資源の有効活用に向けた様々な対策を講じているものの、

水資源開発計画策定に必要とされる各種データの欠如が、最も基本的かつ深刻

な課題として挙げられている。 

「ア」国においては、農業開発における水資源の有効利用、特に灌漑農業にお

ける水資源開発や水資源の配分等の適切な水資源管理が重要であり、そのため

には水・エネルギー省（MEW）を中心として、農業灌漑牧畜省（MAIL）と密接

に連携しながら、それら水資源開発計画策定に必要な各種データを一元化して、
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有効活用していく必要がある。しかし、現状では長く続いた戦乱により水資源

データを収集するシステムが機能しておらず、データを取り扱うスタッフの人

員不足、能力低下が顕著である。加えて、表流水や気象に関するデータが MEW、

MAIL など別々の機関で管理されており、また必要なデータを共有する仕組みが

なく、収集したデータが政策決定に有効活用されていない。 

水資源開発及び灌漑施設整備のために、MEW は国家予算を用いて、また、世

銀、ADB、EC、USACE（アメリカ工兵隊）、USAID、JICA などの多くの開発パ

ートナーの支援を得ながら、数多くの水資源事業を実施してきた。しかし「ア」

国には国境をまたがる国際河川が多く、大規模水資源開発事業の下流関係国と

の協議の基礎となる水文・気象情報が不確かであるため、協議のテーブルに着

くことが困難となっており、このことが各開発パートナーにとって大規模水資

源開発事業に消極的にならざるを得ない理由ともなっている。 

このような背景から、水資源管理に関して高い技術力を有するわが国に対して、

水資源データの一元化や解析能力の向上、関連セクターとの連携等の水資源を

統括的に管理する統合水資源管理の推進に係る支援が求められており、水文気

象データベース構築を目的とした技術協力の要請が「ア」国政府よりあった。 

 

（2）当該国における水資源開発･管理セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

アフガニスタン国政府は、2007 年に ANDS を策定し、2008 年には MEW に

より Water Resources Management Sector Strategy が策定された。この中で「水

文情報は水資源計画の基礎であり、関係機関が有する情報は MEW の中央デー

タベースに集約され、情報利用は SCWAM（Supreme Council for Water Affairs' 

Management。現在の Supreme Council on Water （SCoW））の管理の下に実

施される」と述べられており、また「水文・気象観測ネットワークの整備と運

用は短期に達成すべき目標の一つ」とされている。 

また、国家優先プログラム（National Priority Program 1 (NPP1), Natural and 

Water Resources Development, Program A: Water Resources and Irrigation）に

は、水セクターの計画･評価活動には水資源情報へのアクセスが必要であること、

各機関に散在している水文･気象情報を一元化して情報の質を向上させると共

に利用者が使えるようにすることが必要であること、明確な意思決定フレーム

ワークが必要であることなどが述べられている。 

さらに、MEW は「Basic Framework for Hydrological Services in Afghanistan」

の中で、水文気象情報サービスの目的を規定し、水文･気象情報管理の必要性を

確認すると共に、情報管理組織の役割や組織体制などを提言している。 

本案件は、これらの開発政策に合致したものである。 
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（3）水資源開発・管理セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国は、都市と農村の双方に対するバランスの取れた開発事業を重視する観

点から、「インフラ整備」と「農業・農村開発」の 2 分野を最重点支援分野と定

めている。本案件は、開発課題「農業・農村開発」の農業・農村開発プログラ

ムに位置づけられている。 

「農業・農村開発」分野については、緊急復興向け支援から自立発展的で持

続的な開発への移行ステージを見据えた中長期展望に基づく各種支援を実施し

ていくこととし、農業・農村開発分野支援プログラムを 4 つのサブ・プログラ

ム（①Change Management（行政機能・能力強化、人材育成支援）、②農業・

農村活性化に不可欠な水資源開発・管理への支援、③農業生産性の向上、④農

村開発・コミュニティ開発の推進）に分け、各サブ・プログラムの方針を作成

し、それに従った協力を行うこととしている。本案件はサブ・プログラム「②

農業・農村活性化に不可欠な水資源開発・管理への支援」に位置づけられる。 

 

（4）他の援助機関の対応 

他の援助機関は JICA と同様に、先方政府の国家政策及び国家優先プログラム

に沿った形で支援を実施している。各開発クラスターにおいて、定期的にドナ

ー会合等が開催されており、相乗効果による成果発現を目指している。 

 

① 世界銀行（WB）/FAO 

Emergency Irrigation Rehabilitation Project（EIRP）及び Irrigation Restoration 

and Development Project（IRDP）を通じ、FAO によるアドバイザリーサービス

を始めとして、灌漑インフラのリハビリ、F/S 調査の実施、水文気象観測網の改

修等を実施中。On-Farm Water Management Program（OFWMP）を通じ、水

資源管理能力の向上に向け支援を実施中。 

② アジア開発銀行（ADB） 

Emergency Infrastructure Reconstruction and Rehabilitation Project（EIRRP）

及び Water Resources Development Investment Project（WRDIP）を通じ、灌

漑インフラのリハビリ及びヘルマンド川・アムダリヤ川の開発調査を実施中。

Rural Recovery through Community-Based Irrigation Rehabilitation Project 

（JFPR）及び Western Basins Water Resource Management and Irrigated 

Agricultural Development Project（WBWRMP）を通じ、中央高地及び北部地域

の灌漑施設の整備復旧を実施中。 

③ EU/EC 

Kundus 川及び Panj-Amu 川流域における統合的水資源管理プロジェクト、園

芸果樹振興プロジェクト等を実施中。 
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④ USAID 

小規模ダム建設にかかる実証調査、商業的農業振興を促進するプロジェクト、

コムギ配布プロジェクト、代替生計の確立を目的としたプロジェクト等を実施

中。 

⑤ USACE（Unites States Corps of Engineers） 

灌漑主目的の小規模ダムサイトの候補地選定等、水資源調査を実施中。 

⑥ GIZ/KfW 

MEW、都市開発省（MoUD）、アフガニスタン都市給水排水公社（AUWSSC）

等を対象とした都市給水事業、持続的水供給に向けた支援を実施中。 

⑦ CIDA 

Dahla ダム改修に係る技術・経済面での支援を実施。 

⑧ JICA/FAO 

コミュニティ開発支援無償にて、カブール・バーミヤン州における灌漑施設

の復旧・整備、小規模水力発電施設の整備を実施中。 

 

３．事業概要                              

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本技術協力プロジェクトは、MEW における水文･気象情報管理に責任を持つ

水資源局（WRD）の水文･気象情報管理能力を強化するプロジェクトであり、

WRD が本来備えるべき責務の遂行能力を向上させ、持続可能な形で水文･気象

情報を管理する能力を強化することにより、水文・気象情報が MAIL 等の関連機

関と共有され、農業開発等に有効活用されることを目的とする。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

カブール市/アフガニスタン全域 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：WRD スタッフ、各州の流域事務所及びサブ流域事務所（組織的

には水資源総局の下に位置している）のスタッフ 

間接受益者：水資源情報を必要とするすべての省庁、国民 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

4 年間（2012 年 12 月～2016 年 11 月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約 5.7 億円 
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（6）相手国側実施機関 

水･エネルギー省水資源総局水資源局（Water Resources Department

（WRD）,General Water Management Department（GWMD）, Ministry of 

Energy and Water（MEW）） 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

・専門家 

- チーフアドバイザー 

- 副チーフアドバイザー/水文・気象 

- データ品質管理と情報処理 

- データ保存、検索、公開 

- 水文・気象解析 

- データベース 

- 情報技術（IT） 

- 組織制度 

・機材：コンピューター、プリンター他 

・研修：本邦及び第三国研修実施費用 

・在外事業強化費：プロジェクトチームの為の一般的な事務経費 

 

2）アフガニスタン側 

・カウンターパートの配置 

・プロジェクトの専門家及びスタッフに必要なオフィススペース、機器 

・研修設備 

・その他双方により必要と合意された設備 

・必要なデータと情報 

・予算確保 

- 水文気象情報管理のメンテナンスの為の経費 

- カウンターパート職員への給与とその他手当 

- 光熱水費 

- プロジェクトで提供される機材の通関手続き、保管、国内運送経費 

- その他関連費用 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境社会配慮 
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① カテゴリ分類：Ｃ 

② 影響と緩和・軽減策 

本事業では水文気象情報管理というソフト面での技術協力を行うものであり、

環境への影響が最小限かあるいは全くないと考えられる。 

2）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減 

特になし。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

 2011 年より MEW に「水資源開発・管理アドバイザー」を派遣中であり、適

正な水資源開発・管理を実現する政策立案及び事業計画策定のための行政能力

向上を支援している。本案件は、同アドバイザーによる各種基礎データ整備支

援、政策立案支援、他省庁・開発パートナーとの調整支援に係る全体調整の下

で、データ処理、情報公開、データ利用等の実務面から集中的に協力を行うも

のである。 

 また、農業・農村開発分野においては、「農業灌漑牧畜省組織体制強化プロジ

ェクト」（2012～17 年）を実施中であり、政策立案、プログラム策定・実施管

理能力、灌漑農業計画策定・実施管理能力等の向上を支援することとなってい

ることから、MEW と MAIL の連携強化及び水文気象データの農業分野における

有効活用の促進において、本案件と一体的な協力を進める。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

世銀（WB）が IRDP プロジェクトにおいて水文観測ネットワークの復旧及び

更新を実施中である。また、USAID が MAIL を対象に流域管理の改善、灌漑管

理等の技術支援を行っており、MEW のエネルギー部門に対し気象観測ネットワ

ークの構築支援を行ってきている。 

これら当該分野に協力している開発パートナーとは、引き続き緊密に連携を

行う。現時点では以下の役割分担とすることについて協議、合意済みである。

本案件は、世銀の支援により設置される 110 か所の観測所等からのデータを効

果的に活用することを支援するものであり、JICA 関係者の「ア」国内地方部で

の活動範囲が制約を受けている中、世銀との連携により全国を対象としたデー

タの取りまとめ、解析、活用が可能となるという相乗効果が期待できる。 

- 世銀は気象水文観測インフラの改善（気象水文観測所及び機材・施設）及び

データ送信に係る支援を行う。 

- USAID は MEW 職員に対し気象水文観測にかかる研修を行い、専門家を派遣

する。 
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- JICA は気象水文情報サービスの改善（データ処理及び品質管理、情報管理・

検索・管理、データ解析）に係る支援を行う。 

 

（10）その他特記事項 

特になし。 

 

４．協力の枠組み                              

（1）協力概要 

1）上位目標：水エネルギー省（MEW）とその他の水文･気象情報管理機関（農

業灌漑牧畜省（MAIL）や気象局（NMS）など）の間で協力関係が促進され、ア

フガニスタン国の水文･気象情報が相互に交換され、適切な灌漑農業開発への活

用等、一般ユーザーにより利用されるようになる。 

指標：要求すれば利用者が水文・気象データと情報にアクセスできる。 

 

2）プロジェクト目標： 

MEW の水資源総局水資源局（WRD）が、十分かつ信頼できるデータベースシ

ステムの開発を通じて、水文･気象情報をユーザーに提供する。 

指標：データ開示に係る窓口部局が設立され、運営される。 

公認されたデータが利用者に利用されるようになる。 

 

3）成果及び活動 

成果１：水資源局の組織、果たすべき役割･機能、運営および予算等に係る短期

および長期計画が策定される。 

指標 1-1  計画、ガイドライン、運営マニュアルが整備される。 

活動：以下に係る計画策定：観測ネットワーク、観測及びデータ送付、データ

ベースシステムの設計、データ解析、中央及び地方における組織計画、

 O&M 計画、持続性のある予算計画、人材育成及び研修計画 

  プロジェクトマネージメント及び水文学一般に関する研修実施 

 

成果２：観測･収集された水文･気象データが、持続可能な形で、品質管理され、

適切にデータ処理される。 

指標 2-1 妥当性を確認されたデータの公認 

活動：基準の整備、データのコード化・処理、データの品質管理、欠損データ

の補完、データの不確実性の記録、妥当性が確認されたデータの公認準

備 

データ処理と品質管理に関する研修実施 
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成果３：処理された水文･気象データおよび情報が、整備するデータベースシス

テムに適切に保管されると共に、持続可能な形で、利用・検索され、情

報公開される。 

指標 3-1 データベースシステムが十分に機能している。 

指標 3-2 取得可能なデータの一覧、月報、年報が準備される。 

活動：データベースシステムの構築及び品質確保済データの格納、データ保管・

データ検索・データ公開に係るシステムの開発 

データベースシステムの設計と活用に関する研修実施 

 

成果４：整備されたデータベースを用いて、持続性のある形で、水文･気象解析

が実施され、解析結果が適正に国民に公開される。 

指標 4-1 データ解析がなされ公開される。 

活動：水収支解析、極値解析(時系列、空間解析、確率降雨、低水解析、高水解

析、渇水解析、洪水解析等)、水文数値モデルの構築(降雨流出、融雪、地

下水)、水文現象予測(洪水予測、低水予測、融雪予測)、欠損データ補完

の検討と評価 

解析報告書の作成と公開、解析結果のデータベースへの格納 

データ解析方法に関する研修実施  

 

成果５：関係政府機関（MAIL や NMS）および関係ドナーの間で、水文･気象デ

ータおよび情報の相互利用が促進される。 

指標５-1 水文・気象情報協力委員会合同調整会議が毎月開催される。 

活動： 関係政府機関間の水文・気象情報協力委員会の設立に向けた準備 

MEW によるドナー間の役割分担の主導  

 

4）特記事項 

プロジェクト開始直後に、現時点での WRD の能力及び現存する気象・水文状

況の品質及び管理状況を確認するためのベースライン調査を実施し、最終的な

目標値を設定する予定。 

 

5）プロジェクト実施上の留意点 

①「ア」国派遣人数枠制限に対する工夫 

 「ア」国は治安上の懸念により専門家の現地派遣人数に制約があり、さらに

地方を中心に活動可能な地域も限られている。よって、本案件では専門家の現

地派遣を同時に 2名までと想定し、スカイプやテレビ会議を用いた遠隔指導や、
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現地リソースの活用を積極的に進める。 

②Capacity Development（CD）にかかる留意事項 

技術力のみならず、基本的な業務実施能力（目標管理能力、PCM 等を用いた

事業実施管理能力、論理的な説明能力、レポーティング、語学等）の向上が必

要である。また、技術研修は、On-the-job training と座学を組み合せて、効果的

なものとする。 

③短期･長期計画の策定 

計画策定に当たっては、C/P である WRD のみならず、水資源管理総局

（GWMD）および水資源担当副大臣とも十分な協議を行う必要がある。特に、

WRD による水文･気象情報管理の職務を検討する際には予算の裏付けが不可欠

である。持続可能な職務遂行のための予算計画の立案と MEW による予算確保

は必須である。逆に、確保可能な予算額から持続可能な職務遂行のための計画

を検討していくことも必要である。 

③ 水文･気象データの品質管理 

観測･収集された水文･気象データは、根本からその信頼性をチェックしてい

く必要がある。世銀の支援により設置中の水文観測所のデータについてもチェ

ックし、結果をフィードバックする。また、1980 年以前のデータについては、

既存のデータブックを電子データ化すると共に、それ以外の記録を再調査して

収集し、できる限りの信頼性検査を実施する。 

⑤水文･気象情報協力委員会の役割 

本案件は、「アフガニスタンの水文･気象情報が関係機関で相互利用される」

ことを上位目標として設定しており、その実現のため、水文･気象情報協力委員

会（Cooperation Committee on Hydro-meteorological Information）を MEW の

リーダーシップの下に立ち上げ、「水文･気象情報の相互利用または統合につい

て協議を始める。この委員会は、基本的には独立した委員会とするが、Technical 

Secretariat of Supreme Council on Water (TS-SCoW) ま た は National 

Hydrological Committee for Afghanistan を上部組織として想定し、協議の内容や

結果を適宜報告していくこととする。専門家チームは、この委員会の開催を技

術面･運営面でサポートし、水文･気象情報の相互利用･統合に向けての協議がス

ムースに行われ、有意義な議論･結論が導き出されるよう、関係機関の調整を図

っていくものとする。 

⑥Incentive Plan 

政府職員の給与がドナーの Project Coordination Unit（PCU）スタッフなどの

給与と比べて極端に低いこと、また PCU スタッフはプロジェクトが終了すれば

MEW を離れることが、技術経験の MEW 内への蓄積がなされず、技術の持続性

が失われる原因になっている。このような背景から、世銀の MEW への支援で
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は、成果達成に対する Incentive Plan が含まれており、プロジェクトのコスト縮

減および効率性の向上、C/P の意欲向上に効果を示している。本案件においても、

世銀との重複を避けつつ、何らかの Incentive Plan の導入を検討する。 

 

（2）その他インパクト 

１）国際河川の水資源利用問題における水文･気象情報の利用 

「ア」国は内陸国であり、ほとんどの流域が国際河川である。そのため、大

規模な水資源開発を行うためには、周辺の流域関係国との協議が不可欠である

が、自国の雨量、河川流量及び水資源の情報に信頼性が無いため、他国に水資

源開発の妥当性を説明できない。このため大規模水資源開発による、効果的な

灌漑面積拡大や水力発電によるエネルギー供給は、進んでいない状況である。 

信頼できる水文･気象情報を十分把握することによって、「ア」国政府は周辺

関係国との協議の席に着くことが可能となる。協議が成功すれば、大規模水資

源開発への開発パートナーからの支援が期待でき、「ア」国の農業セクターおよ

び電力セクターの問題を大きく解決できる可能性を持っている。 

信頼できる水文･気象情報の整備は、その第一歩となるものである。 

 

５．前提条件・外部条件（リスクコントロール）                     

（1）事業実施のための前提 

・MEW が保有する水文・気象データがプロジェクトの専門家に提供される。 

（2）成果達成のための外部条件 

・水資源局への予算が適切に配分される。1 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・関連政府機関がデータ共有に合意する。 

・他開発パートナーによる水資源局向け支援（特に観測支援）が継続する。 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・ 特になし。 

 

６．評価結果                               

本事業は、「ア」国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致し

ており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                

類似案件であるシリア国「水資源情報センター整備計画プロジェクト」及び

「水資源情報センタープロジェクトフェーズ２」では、①目指すべきデータの

                                                   
1
 本案件の活動において、予算計画の策定を支援する。 
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品質に関する目標値を明確にしておくべき、②C/P に対するインセンティブ付与

を考慮すべき、③データの加工・分析にあたる室内作業員と、観測・収集にあ

たり野外作業員の相互理解と協力関係の構築が効果的、④シンポジウム等を通

じた関係機関や近隣国との関係構築が効果的、などの教訓が得られており、本

案件における活用を検討する。 

 

８．今後の評価計画                           

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

 事業開始 6 ヶ月以内  ベースライン調査 

 事業中間時点     中間レビュー 

事業終了 6 ヶ月前   終了時評価 

 事業終了 3 年後    事後評価 

 

以 上 


