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終了時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）：約5.51億円 

協力期間 RD：2009年6月～2014
年5月 
（5年間） 
 

先方協力機関：オロミア州灌漑開発公社 ［旧オロミア州

水資源局（OWRB）から2010年10月に旧オロミア州水・

鉱物・エネルギー局（OWMEB）へ、2013年7月にOWMEB
からOIDAへ組織再編に伴い変更］ 

日本側協力機関：農林水産省 

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40％以上にのぼる。2010年から2015年までの国家開発5カ年計

画（Growth and Transformation Plan：GTP）のなかでも、農業を核として経済成長を図ることが

目標として掲げられている。しかしながら、農業生産の大部分が伝統的な技術に依存している

のが実情で、単位面積当たりの生産性が低く、安定的な食料生産・供給が行われていない状況

にある。 
オロミア州は、エチオピア国内最大の州（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る。また同州では潜在的に約170万haの灌漑農業

適地が存在するとされているが、2005年までに灌漑された面積はそのうちの約12％（20万6,337ha）
にとどまっている。同州は近年灌漑開発のための予算を拡大し、州を東西に分け、緊急対策地

域とされる東オロミアにおいては季節河川を利用した灌漑（洪水灌漑）を中心とした開発を進

める方針を立てているが、新規灌漑開発のために必要とされるオロミア州や郡の水資源担当職

員の灌漑施設建設に係る技術能力は低く、同能力向上が喫緊の課題となっている。 
このような状況のなかで、JICAは、「メキ地域灌漑・農村開発計画調査」開始の2000年以降、

「灌漑農業改善計画（IFI）」（2005～2009年）を含め、オロミア州での技術協力を実施している。

IFIでは、農民の所得向上や水利組合の組織強化など、農民レベルの成果を実現したが、同時に、

オロミア州の灌漑事業の発展には、灌漑行政を主管するオロミア州水資源局（Oromia Water 
Resources Bureau：OWRB）の強化が緊急に必要であることが判明し、エチオピア政府により、

OWRBの灌漑開発のための能力強化プロジェクトへの支援要請が、JICAへ出された。 
この要請に基づき、オロミア州における灌漑事業の改善と拡大を目的とする「灌漑設計・施

工管理能力向上プロジェクト」“Project for Capacity Building in Irrigation Improvement：CBID”

が2009年より開始された。調査時点で、「水資源管理」「計画・設計・施工管理」「施設・水管

理」の3分野で技術者の能力強化のための活動が実施されており、これまで、チーフアドバイ

ザー/灌漑技術、水資源計画、施設設計/施工管理、研修/業務調整等の長期専門家と、事業管理・

計画、頭首工設計、施工管理、営農計画、流出解析、リモートセンシング、地理情報システム

（Geographic Information System：GIS）概論、GIS作成、GIS活用によるDB作成、GISマニュア

ル作成、水利組織強化等の短期専門家が派遣されている。 
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１－２ 協力内容 
本プロジェクトでは、灌漑事業の実施に必要となる、適切な水資源管理、適切な建設事業の

実施、適切な水管理に関する技術について、エチオピアのカウンターパート（C/P）に対し指

導を行うものである。 
（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・運営のためのオロミア州水・鉱物・エネルギー局（Oromia 

Water, Mineral and Energy Bureau：OWMEB）の能力が強化される。 
 
（3）成果 

成果1：OWMEB灌漑技術者の持続的な管理のためのデータベース構築及び灌漑水資源開発

マスタープラン策定能力が向上する。 
成果2：OWMEB灌漑技術者の灌漑事業の計画、設計、施工監理の能力が向上する。 
成果3：OWMEB灌漑技術者の灌漑施設と水管理の能力が向上する。 

 
（4）投入（2013年10月現在） 

総投入額 約5.51億円 
＜日本側＞ 

長期専門家： 7名         供与機材：4.3 百万Birr 
短期専門家：16名         携行機材：0.8 百万Birr 
研修員受入            その他機材*：1.7百万Birr 
現地研修（エチオピア）**：1,214名 
日本・エジプト研修：14名     ローカルコスト負担：22.9百万Birr 

総額：551,000千円 
*、**： 経費はローカルコストに含む

＜エチオピア側＞ 
C/P配置：延べ31名 
専門家執務室、駐車場 
ローカルコスト負担：光熱費、電話料、研修2コース分の会場費等 

２．評価調査団の概要 

調査者 

担当分野 氏 名 所 属 

総括 天目石 慎二郎 JICA農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 課長 

灌漑 北川 和彦 
農林水産省 東北農政局 西奥羽土地改良調査管

理事務所計画課 課長 

評価計画 松本 賢一 
JICA農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 主任調査

役 

評価分析 宮川 眞木 合同会社ミヤカワ 代表社員 

調査期間 2013年11月17日～12月6日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果達成の実績 
成果1：成果1は協力期間終了までに達成見込みである。 
中間レビューにおいて、「水資源計画」の長期専門家を追加派遣し、活動の進捗を促す

ことが提言され、2011年より同専門家が派遣された。また、同レビューでの提言を踏まえ、

計画されたガイドラインとマニュアルのドラフトはすべて作成され、2014年2月に最終化

される見込みである。これらのガイドラインとマニュアルを活用し、ランガノ湖流域とカ

レタ川流域の2件のマスタープランは作成中で完成に近い状態であり、前記レビューにて

同じく提言のあったもう1件のマスタープランについては、調査時点ではマスタープラン

の策定に必要なデータ収集と流域選定作業が行われている。なお、このもう１件のマスタ

ープランはプロジェクト期間中の完成は困難と見込まれているが、マスタープラン策定に

必要なC/Pの能力は向上していると判断され、協力期間終了後にC/Pが独自に策定すること

が見込まれる。 
その他、4件の研修テキストが作成され、11の研修コースで377名が研修を受けた。研修

プログラムは調査時点でまとまっていないものの、これらの実績に基づき近々に完成する

見込みである。インタビューとアンケート結果によると、参加者は研修の質に満足を示し

ている。本局と対象4ゾーン事務所に所属する関連専門領域の技術者の10％以上が、研修

講師を務めている。 
 

成果2：成果2は協力期間終了までに達成見込みである。 
中間レビューでの提言に従い、異なる事業計画（灌漑方式の違い、改修事業等）や異な

る条件下における事業に対応するためのものとして計画されたガイドラインとマニュア

ルのドラフトはすべて作成され、2014年2月に最終化される見込みである。これらのガイ

ドラインとマニュアルはプロジェクトの4モデルゾーンにおけるOJT（On-the-Job Training）
で活用され、他の新規灌漑プロジェクトでも活用例が出始めている。なお、中間レビュー

ではC/P機関が実施するすべての新規事業に適用することが提言されたが、最終化された

ガイドライン/マニュアルが州内すべての関係者へ配布されるのは2014年2月以降であり、

調査時点ではすべての新規事業に適用されるには至っていない。 
その他、26件の研修テキストが作成され、15の研修コースで653名が研修を受けた。研

修プログラムは調査時点でまとまっていないものの、これらの実績に基づき近々に完成す

る見込みである。インタビューとアンケート結果によると、参加者は研修の質に満足を示

している。本局と対象4ゾーン事務所に所属する関連専門領域の技術者の10％以上が、研

修講師を務めている。 
 

成果3：成果3は協力期間終了までに達成見込みである。 
中間レビューの提言を受け、ガイドライン/マニュアルは施設維持管理や水管理に加え水

利組合運営に関するものが計画されており、調査時点では計画された4件のガイドライン

とマニュアルのうち3件のドラフトが作成されている。2014年2月までに4件すべてが最終

化される見込みである。これらのガイドラインとマニュアルはプロジェクトのOJTで活用

され、他の新規灌漑プロジェクトでも活用例が出始めている。ただし、同レビューで提言

のあったC/P機関が実施するすべての灌漑事業へ適用するには至っていない。 
その他、44件の研修テキストが作成され、12の研修コースで639名が研修を受けた。研

修プログラムは調査時点でまとまっていないものの、これらの実績に基づき近々に完成す

る見込みである。インタビューとアンケート結果によると、参加者は研修の質に満足を示

している。本局と対象4ゾーン事務所に所属する関連専門領域の技術者の10％以上が、研
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修講師を務めている。 
 

（2）プロジェクト目標の達成の見込み 

協力期間終了までにプロジェクト目標は達成見込みである。 
プロジェクトで計画された14件のガイドラインとマニュアルのうち、12件のドラフトが

オロミア州灌漑開発公社（Oromia Irrigation Development Authority：OIDA）内で標準文書

として認識され、OIDAの全ゾーン事務所に配布されている。14件すべてのガイドライン

とマニュアルが、プロジェクト期間中に最終化され、各ゾーンに配布される見込みである。

アンケート結果によると、OIDA本局と対象4ゾーンにおいて、ガイドラインとマニュアル

は通常業務のなかで既に活用され始めていることが判明した。32の研修コースが実施さ

れ、75冊の研修テキストが作成された。これらの研修実績を基にして今後成果1、2、3そ
れぞれに研修プログラムが作成され、それらが「研修方法（Training Methods）」として取

りまとめられ組織内に認知されることとなる。 
上記についてはいずれも協力期間中に達成可能と判断される。 

 
３－２ 調査結果の要約 

（1）妥当性 
プロジェクト目標は、エチオピア政府の国家開発政策と日本政府の対エチオピア支援方

針と整合性が高く、オロミア政府の灌漑実施機関の能力強化をめざすアプローチも適切で

あり、妥当性は高い。 
エチオピアでは、農業開発主導の工業化（Agriculture Development Led Industrialization：

ADLI）戦略が実施されており、“Plan for Accelerated and Sustained Development to End 
Poverty（2005/06-2009/10）”とそれに続く“Growth and Transformation Plan（2010/11-2014/15）”
に反映されている。灌漑開発はこれら国家計画において重要事項ととらえられており、こ

の傾向は当分続くと考えられる。さらに、水資源省が策定した“Water Sector Development 
Program（2001-2016）”のなかの灌漑開発計画では、「灌漑プロジェクトの計画、実施、運

営における能力向上」が5大目標の1つに挙げられている。また、農業/農村開発への支援は、

日本政府の対エチオピアODA政策の重点領域となっている。他方、灌漑開発に重要な役割

をもつオロミア州政府の灌漑技術者の技術レベルは低く、彼らの技術向上により灌漑事業

の発展をめざす方法は、アプローチとして適切であった。 
 

（2）有効性 
前述のようにプロジェクト目標の達成見込みが高く、アウトプットとの因果関係も明確

であり、有効性は高い。 
①ガイドライン・マニュアルのOIDA内での普及、②それに従った灌漑開発の実施、③

研修方法と経験のOIDA内での認知と活用の、プロジェクト目標の3つの指標は、いずれも

プロジェクト終了までに達成される見込みが高い。さらに、プロジェクトの活動を通して

「水資源管理」「調査、設計、施工管理」「灌漑スキーム管理」の3分野でのOIDA技術者の

能力強化という成果は産出されてきており、これら技術者の能力強化と、実施機関の組織

としての能力強化をめざすプロジェクト目標の達成との因果関係は強い。一方、外部条件

である「行政組織の重大な変更は生じない」は満たされず、C/P機関を含む行政組織の変

更は起きたが、プロジェクト目標の達成にかかわるほどの重大な影響には至らなかった。

 
（3）効率性 

効率性は、以下の理由で中程度と判断される。 
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プラス要因 
・3つの成果は、すべてプロジェクト終了までに達成する見込みが高い。 
・7名の長期専門家と延べ16名の短期専門家の派遣により、質の高い技術移転がなされた。

・技術機器の他、車両、パソコン等の機器が、有効に活用され、成果の産出に貢献した。

マイナス要因 
・水資源管理専門家の派遣が計画されない等のさまざまな要因で、前半の活動に遅れが

みられた（中間レビューにより同専門家の派遣が提言・実施され遅れは改善された）。

・研修効果についての定期的モニタリングが行われなかった。 
 

（4）インパクト 
上位目標の達成見込みが高く、その他の正のインパクトもみられ、インパクトは高い。 
プロジェクトの経験が活用された灌漑現場の数のオロミア州内での増加という上位目標

の達成の見込みは高い。他に、上位目標達成以外のインパクト産出の可能性が大きい。農

業省や他州の農業関連局が、プロジェクト作成のガイドライン・マニュアルに関心を示す

ようになり、将来の普及の可能性が出てきた。また、オロミア州の対象4ゾーンでは、プロ

ジェクト活動を通したOIDAの支援により、水利組合の活動に進展がみられた。 
 

（5）持続性 
持続性は、以下の理由により中程度と判断される。 

1）プラス要因 
政策面：農業生産拡大につながる灌漑開発重視の政策は継続される可能性が高い。 
組織面：2013年、OWMEBの灌漑部門・州農業局の灌漑部門・州水施設建設公社の合併

により設立されたOIDAにより、資源集中、事業効率向上が期待できる。 
2）不安要因 

財政面：OIDAの州政府関連の予算は州の灌漑開発ニーズを満たすには不十分である。

ガイドライン・マニュアルを普及させるには、技術者に対する研修予算を確

保し、研修を強化する必要がある。 
技術面：成果１の水資源管理は、エチオピアにとって経験の浅い分野であり、他の成

果の分野と比べ、プロジェクトで修得した技術レベルが同等としても、その

維持、発展には水資源管理の必要性の認識の維持と努力を要する。 
社会・：エチオピアはアフリカで最大規模の家畜頭数を誇る国であり、農村部におい

文化面 ては、農業用水に加え、家畜用の水の確保も重要である。灌漑事業実施に際

しては、植生に基づいた水資源配分のみならず、畜産部門での用水量も考慮

に入れる必要がある。また、灌漑事業を行うことにより、受益者には事業運

営費用の負担が求められることになる。事業実施前には河川から自由に利水

している場合もあり、事業に伴う農村住民への負担増の影響について慎重に

分析することが求められる。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
「ガイドライン/マニュアル作成」「研修」「OJT」の3つの組み合わせが、シナジー効果

を発現し、灌漑技術者の能力強化に機能した。原則的に日本人専門家が用意したガイドラ

インとマニュアルの原案は、オロミア州の現状に適応するように、OJTを通じてC/Pのコメ

ントを基に修正され、この作業を通じてC/Pのガイドラインへの理解がより明確になった。

研修は灌漑開発のための必要な知識と技術を提供し、OJTはそれらの知識技術をより実践

的なものへ強化し、ガイドラインとマニュアルの現場での活用を促進した。結果として、
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3つの組み合わせは、オロミア州の灌漑技術者へ、効果的で実践的な研修環境を提供し、

ガイドラインとマニュアルの現場での活用についての自信を与えた。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
PDM上に記述されていないが、水管理に重要な役割を占める水管理組合への能力強化活

動は、重要であり、プロジェクトは、同組合を研修に招いたり、OJTを通じて彼らにさま

ざまな支援を行った。OIDAのゾーンやワレダ事務所と水管理組合との良好な関係の下で、

OIDAの技術者は、同組合への支援のための能力を高めていった。 
 

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、水資源計画の長期専門家の配置が計画されておらず、この分野の活動の遅れが目

立つようになった。その後、中間レビューで同分野の専門家の派遣の必要性が確認され、

派遣が実現した後、活動が促進されるようになった。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
プロジェクト期間中、エチオピア側実施機関に、2回の組織変更が行われた。1回目は

OWRBからOWMEBで、2回目はOWMEBからOIDAへの変更である。関連政府機関の変更

はPDM上にも外部条件として設定されているが、その影響は、プロジェクト計画の全体の

変更を必要とするようなものではなかった。しかしながら、活動の進捗へある程度影響し

た。 
 

３－５ 結論 

プロジェクト目標は、プロジェクト終了までに、達成が見込まれる。本プロジェクトは、活

動が遅れプロジェクト目標の達成もおぼつかない困難な時期も経験したが、エチオピア側C/P
と日本人専門家の努力と協力でそれらを乗り越えてきた。 

評価5項目については、妥当性、有効性とインパクトが高く、効率性と持続性が中程度であ

った。妥当性に関しては、両国政府の政策と整合性が高くアプローチも適切である。プロジェ

クト目標の達成の可能性が高く有効性は高い。同様に上位目標の達成も見込まれインパクトも

高い。プロジェクトが開発したガイドラインとマニュアルの普及はオロミア州の灌漑サービス

の拡大と農業生産の増大に貢献することが期待されるが、更には、建設土木工事や行政サービ

スの質の向上により、公共事業全体及び農民と行政との関係の改善を推進する可能性をもつも

のである。 
CBIDガイドライン/マニュアルの最終化及び配布、各成果1、2、3で作成される研修プログラ

ムに基づく「研修方法（Training Method）」の取りまとめ等、今後対応すべき事項も残されてい

るが、計画されたほとんどの活動は、プロジェクト終了までに実施可能である。したがって、

プロジェクト目標の達成が見込まれることから、予定どおり2014年5月をもって協力を終了す

ることが適当と判断される。 
一方、増大が見込まれる灌漑事業へのニーズに対し、そのための政府予算は限られている。

また、灌漑技術者の研修はプロジェクトの成果を持続させるために重要であるが、そのための

予算確保は重視されてこなかった。OIDAは職員の研修を含め、灌漑事業拡大のための予算を、

政府または他の財源から確保することが求められる。 
もう1つの新流域のマスタープランはプロジェクト期間中の完成が望めないが、この分野の

技術の維持と向上のためにも、プロジェクト終了後、エチオピア側によって完成されることが

強く望まれる。 
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３－６ 提言 

（1）プロジェクト終了（2014年5月）までに取り組むべき活動 
1）CBIDガイドライン/マニュアルの作成 

計画された14件すべてのCBIDガイドライン/マニュアルを2014年2月までに最終化し、

2014年4月までに州とゾーンレベルのOIDAの灌漑技術者へ配布すること。 
2）灌漑開発に係るマスタープランの作成 

現在作成中のランガノ湖流域とカレタ川流域の2つの灌漑開発に係るマスタープラン

を完成させ、更に、もう1流域のマスタープラン作成については、プロジェクト終了

後に関連の活動が開始できるように、サイト選定とデータ収集を完了させること。 
3）シャヤ灌漑プロジェクト工事の完成 

灌漑技術者の能力強化の一環として実施しているシャヤ灌漑プロジェクトの工事を、

計画どおり2014年2月までに完成させること。 
4）研修方法（Training Methods）の開発 

今後作成される「研修方法」は、ガイドライン/マニュアルの活用促進を念頭に体系的

なものを取りまとめること。併せて、協力終了後エチオピア側で活用可能となるよう

財政面、技術面の双方から実効性の高いものとすること。 
5）研修とワークショップ 

計画中のすべての研修とワークショップを予定どおり実施すること。 
 

（2）協力終了後に向けた取り組み 
1）予算面の確保 

①政府予算確保 
各ゾーンには予算がなく事業化に至っていない灌漑事業計画が多数ある。灌漑開発

は政府の優先分野であること、また、本プロジェクトの成果を礎に技術能力の強化に

係る活動を継続的に実施する必要があることから、OIDAは灌漑開発向け予算につき

必要額を確保するよう努めること。 
②他ドナーの事業との連携 

現在複数のドナー（IFAD、WB、KOICAなど）が灌漑分野に対する支援を展開して

いる。エチオピア側は、協力終了後の技術能力向上に関する活動の継続及び発展をめ

ざし、他ドナーとの連携の可能性を積極的に探ることが求められる。その際、本プロ

ジェクトで策定したガイドライン/マニュアルの活用を図ることにより、各灌漑事業の

質の向上とともに灌漑技術者（Experts）の一層の技術能力の向上に努めること。 
2）技術能力の継続的な向上 

①技術研修の実施 
今後策定される研修方法に基づき、OIDA、ゾーン、ワレダの灌漑技術者を対象に

技術能力強化に係る活動を継続的に実施していくことが望まれる。 
②CBIDガイドライン/マニュアルの利用の推進 

CBIDガイドライン/マニュアルは、オロミア州の民間のコントラクターやコンサル

タントを含め幅広く灌漑技術者に配布されることが望まれる。 
③CBIDガイドライン/マニュアルの利用状況のモニタリングと改訂 

引き続きガイドライン/マニュアルの利用状況につきモニタリングを行い、ガイドラ

イン/マニュアルの改訂すべきポイントの蓄積を行うとともに、必要に応じ改訂を行う

ことが望まれる。 
④第3の流域のマスタープランの策定（残る1流域） 

残る1流域につき、協力終了までに対象地区の選定、データ収集を行うこととなる

が、その後エチオピア側により協力終了半年以内にマスタープランを策定することが
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望まれる。 
 

（3）エチオピア側による灌漑開発/技術能力向上に対する積極性の継続 
本調査を通じてOIDA、ゾーン、ワレダともに灌漑事業、灌漑技術者の能力向上に対す

る強い意欲が認められた。一層の技術能力の向上・拡大をめざし、今後も引き続きOIDA
を中心に、1）灌漑技術者の経験の蓄積の観点から必要予算を確保のうえ数多くの灌漑事

業を行うとともに、2）灌漑技術者に対し①技術研修/ワークショップ、②事業地訪問（Site 
Visits）、③OJT等を積極的に行っていくことが望まれる。そのためにはOIDAにおいて技術

能力強化を公式にマンデートと位置づけるなど組織的に永続性の高い体制を確立するこ

とが望まれる。 
 

３－７ 教訓 

（1）「ガイドライン/マニュアル作成」「研修」「OJT」導入の有効性 
灌漑セクター政府職員の技術者に対する能力強化において、「ガイドライン/マニュアル

作成」「研修」「OJT」の3つを組み合わせて導入したことが有効に機能した。 
CBIDガイドライン/マニュアルの原案は、原則として日本人専門家が提案したが、OJT

でのそれらの利用を通して、C/Pの意見や考えを採用し、協議しながら、オロミア州の実

態により即したものに改善・調整してきた。この経験は、C/PのCBIDガイドライン/マニュ

アルへの理解とオーナーシップを促進した。研修は、灌漑開発における必要な知識と技術

を提供し、CBIDガイドライン/マニュアルの普及の場ともなった。OJTは、研修で取得した

知識と技術をより実践的なものにし、参加者によるCBIDガイドライン/マニュアルの業務

上での実際の活用を促進した。これら3つの組み合わせは、オロミア州の灌漑技術者に効

果的で実践的な研修環境を提供し、彼らのガイドライン/マニュアルの活用に対する自信を

強めた。 
（2）長期専門家追加派遣の迅速な決定 

当初の計画では、水資源計画分野の長期専門家の派遣は想定されておらず、その結果当

該分野の活動の進展が制限され、プロジェクト前半の進捗に遅れが目立っていた。プロジ

ェクト開始1年3カ月後の中間レビューで、水資源計画分野の専門家の派遣の必要性が確認

され、その1年後に派遣が実現したことにより、活動の遅れが是正され、プロジェクト目

標の達成が見込まれることにつながった。専門家追加に関する迅速な判断と実行が、プロ

ジェクトの有効性と効率性を高めたといえる。 
 
 




