
終了時評価結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：エジプト 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：地球環境部水資源防災グループ 協力金額（評価時点）：4.3 億円 

 

 

協力期間 

(R/D): 2010 年 8 月 9 日 

2011 年 4 月 – 2014 年 8 月（41

か月間） 

先方関係機関：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） 

（政情不安等によるプロジェクト

活動の遅延により、2013 年 2 月に

当初予定していた 2011 年 4 月～

2014 年 3 月より 5 か月間延長）

日本側協力機関：八千代エンジニヤリング株式会社 

 

他の関連協力：JICA「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）」

１-１ 協力の背景と概要 

エジプト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

水道公社持株会社（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。 

2006 年から 2009 年にかけて「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」が実

施され、運転標準手順書（”Standard Operation Procedure” 以下 SOP）、無収水対策を支援し、改

善効果が示された。そこで、HCWW は、同技術協力プロジェクト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。なお、前述（「協力期間の項参照）

の通り、プロジェクト期間を延長したため、終了時評価時点でのプロジェクト期間は 41 か月間とな

っている。 

 

１- ２協力内容 

非効率な施設運転、高い無収水率という課題を解決するため、先行技術協力プロジェクトの経験を

元に GHAPWASCO 及び MCWW を対象にモデル施設における SOP の作成・運用、無収水削減対策

を実施する。また、水圧不足に対応するために、SHAPWASCO を対象に、県都ザガジグ市における

配水管理の技術移転を実施する。これらをもって対象水道公社の上水道施設運営時維持管理能力の向

上を目指すものである。 



（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 

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（Non-Revenue Water: NRW）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。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側：総投入額 4.3 億円 

長期専門家派遣      0 名 機材供与      0.81 億円 

短期専門家派遣     12 名 ローカルコスト負担 0.65 億円 

研修員受入       15 名  

相手国側： 

カウンターパート配置  41 名 土地・施設提供：専門家執務室、資材・計器設置場 

機材購入      144 万 LE  ローカルコスト負担 156 万 LE 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 総括：大村 良樹 JICA 地球環境部水資源・防災グループ 国際協力専門員(上水道計

画) 

協力企画：福島 桃 JICA 地球環境部水資源・防災グループ 水資源第一課 職員 

評価分析：吉永恵実 日本開発サービス 研究員 

調査期間  2014 年 2 月 12 日〜3 月 3 日 評価種類：終了時評価 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

【プロジェクト目標】指標「モデル地区・施設における業務指標（Performance Indicators: PIs）

が改善される」は概ね達成されている。 

 SOP に関する 4 つの PI を、2 県各 2 つのモデル施設でそれぞれモニタリング・評価した結果、

平均で全モニタリング期間の 3 分の 1 の月で目標値以上の結果が得られている。また目標値

に達しなかった個別の指標についても、前年度の同月との比較で改善が確認されており、概ね

達成と評価された。 
 NRW の削減状況を測る２つのＰＩを、2 県各 3 つのモデル地区で確認した結果、厳密に目標

達成を果たしたのは 2 地区のみであった。しかし他の 3 地区では目標値とほとんど変わらな



い達成度、あるいは一定の改善度が確認され、改善が図られなかった地区についても、見つか

った漏水が小規模であった等、背景事情に妥当性が確認されたことから、概ね達成と評価され

た。 
 WDM にかかる PI は、成果４の活動の遅延によりモニタリングが開始されていないため、判

断は時期尚早である。まずは活動をまず完了させ、一定のモニタリング期間を経てから評価す

ることが望ましい。 

 

【成果１】成果１の達成度を測る 2 つの指標は達成済み、あるいは協力期間内の達成が見込まれ

る。 

 指標 1.a 「SHAPWASCO・GHAPWASCO・MCWW に設立された SOP チーム・無収水チ

ームから、それぞれ 3 名以上の職員が、ステアリング・コミッティ（SC）によりセミナー・

OJT の講師に任命される」（達成見込み）：SOP チーム・無収水チームの設立と各 3 名以上

の講師候補の選抜は、2011 年 6 月までに完了。選抜された講師候補は、2014 年 6 月に正式

な講師認定を受ける予定である。 
 指標 1.b 「組織間協調の下、20 回以上の研修・ワークショップがプロジェクトチームによっ

て開催される」（達成済）：参加機関の協力で 2013 年 12 月までに計 20 の行事が開催されて

いる。 

 

【成果２】成果２の達成度を測る 3 つの指標は全て達成済み、あるいは協力期間内の達成が見込ま

れる。 

 指標 2.a「GHAPWASCO・MCWW の SOP チーム職員の 80%以上に、研修の理解度が 5 段
階評価の 3 以上と評価される」（達成見込み）： 研修理解度の評価は 2014 年 6 月頃の予定

だが、質問票と聞き取り調査の結果、今後の活動継続・普及に必要な理解は醸成されていると

判断された。 
 指標 2.b「モデル施設において、SOP に基づいた O＆M が行われる」（達成済）：SOP に基

づく O&M は、2012 年後半から実施されている。 
 指標 2.c「モデル施設における業務指標の改善が、SOP に基づいて評価される」（達成済）：

業務指標（PI）を通して、業績の改善が 2012 年後半からモニタリング・評価されている。 

 

【成果３】成果３の達成度を測る 3 つの指標は全て達成されている。 

 指標 3.a「GHAPWASCO・MCWW の無収水チーム職員の 80％以上に、研修の理解度が 5 段
階評価の 3 以上と評価される」（達成済）： チーム職員計 7 名の理解度を 5 段階で評価し

た結果、平均 4.6 という結果が得られている。 
 3.b「水収支分析が全てのモデル地区で実施される」（達成済）：2013 年 6 月までに 6 箇所全

てのモデル地区において分析が完了している。 
 3.c「モデル地区において、探知された漏水の 100％が修繕される」（達成）：協力期間中に

探知された漏水は全て修理されている。 
 

【成果４】成果４の２つの指標のうち、4.a は活動継続中、4.b の評価は時期尚早である。 

 指標 4.a 「SOP に基づいた配水管理（WDM）（水量・水圧等）が行われる」（活動継続中）：

本指標にかかる活動は終了時評価時点で未だ継続中であり、協力期間中の達成は見込めない。

活動実施のため日本側が供与した遠隔配水モニタリングシステムの機材の調達が遅延し、また

機材設置後に不具合が生じ、エジプトの政情不安もあり、対応に時間を要していることがその

理由である。問題は解決されつつあるが、協力期間内に SOP に基づく本格的な WDM を実施

するまでには至らない見込みである。 
 指標 4.b「配水能力の問題が SHAPWASCO の上層部に報告される」（評価は時期尚早）：本

指標の達成には、指標 4.a の達成を通し、まず遠隔モニタリングが実施されることが前提とな

る。 

 



【成果０】本成果の２つの指標は達成されている。 

 指標 0.a「SHAPWASCO、GHAPWASCO、MCWW の調整方法を記載した合意書が作成され

る」（達成済）：成果１で言及した SC を設立し、メンバーが協力して事業を実施することが、

プロジェクト開始時に協議議事録（M/M）で合意されている。 
 指標 0.b「PO/APO に基づきプロジェクトの進捗が定期的にモニタリングされる」（達成済）： 

プロジェクトが作成した年度ごとの活動計画（Annual Plan of Operations: APO）が JCC を

通して承認され、これに基づくモニタリングが行われている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：「高い」 

 効率的な施設の維持管理・無収水対策・配水管理を通した給水率の拡大を図る本プロジェクト

の趣旨は、国連ミレニアム開発目標の達成に向けたエジプトの努力に直接貢献する。またエジ

プト「第 6 次五ヵ年計画（2007 年～2012 年）」は、水道網での水の損失減少や費用回収率の

向上など、人間・社会開発に資する公益事業の向上を重点分野に掲げてきた。計画省が策定す

る現行の年次開発計画（2013-2014）においても、上下水道施設維持管理の効率化を通した事

業費用の回収がエジプト公益事業の優先目標とされている。 
 水道料金の設定が安価なエジプトにおいて事業運営費の捻出を課された各水道公社にとって、

費用回収率の向上は喫緊の課題である。事業運営の効率化に対するエジプト側のニーズは高

く、施設維持管理の効率化や無収水対策は、これら公社の直面する課題への対応として大変適

切である。また既に SOP・NRW 対策活動を先行プロジェクトで経験し、次なる課題として

同県が直面する水圧不足への対応を目指す SHAPWASCO にとっても、本プロジェクトの焦

点は妥当である。 
 本プロジェクトは日本の国別援助政策において、重点援助分野である「貧困削減・生活の質向

上」に資する支援と位置づけられている。また日本はこれまでシャルキーヤ県北西部における

浄水施設の建設（2003～2007 年）、ガルビーヤ県エルマハラエルコブラにおける浄水施設の

改修（2006～2009 年）、シャルキーヤ県における先行プロジェクト等の実施経験があり、日

本の政策や比較優位に鑑み、本プロジェクトの妥当性が認められる。 

 

（２）有効性：「比較的高い」 

 

 3-1 で述べた通り、プロジェクト目標の指標は概ね達成されている。指標の達成に貢献した要

因として、１）PI の導入により成果が可視化されたこと、２）プロジェクト活動で実施した

調査により、非効率の要因となる施設設計の問題点を分析する技術や、違法接続を発見する機

会が得られたこと、３）参加する複数の公社間で、協力関係と正の競争関係が生み出されたこ

と等が挙げられる。なお、これらの貢献要因は全てプロジェクト活動のデザインと実施プロセ

スに関係するものであることから、プロジェクトの活動の成果はプロジェクト目標の達成に大

きく貢献したと評価できる。 
 プロジェクト目標達成にあたっての課題としては 2 点確認された。１）老朽化し、誤差のある

メーターが多く存在するため、正確なデータの入手が時として困難であったこと、２）PI 等
の定量指標の導入は有用である一方、現場の事情に対する理解や厳選された評価基準なしに数

値のみで判断した場合、実際の成果を反映しない業績評価が行われる可能性がある。例えば濁

度が高い原水に対して、消毒のために薬品を多量に投入する場合、浄水場の運転としては正し

いが、塩素消費量の削減に関する PI の達成は困難になる。 

 

（３）効率性：「比較的高い」 

 

 成果０～３の活動はほぼ終了し、協力期間中の指標達成が見込まれる。他方で成果４の活動が

遅延しており、今後引き続きフォローが必要である。また、各水道公社は全国上下水道庁

（NOPWASD）が発注した施設建設請負業者による運転維持管理に関する研修も無く、マニ



ュアル、設計図等の関連資料も手渡されないまま、上水道施設を引き渡されている。活動を大

きく阻害するまでには至らなかったものの、浄水施設の設計の初期段階より維持管理側との意

見調整が円滑に行われていれば、プロジェクト開始後に改修作業や機材の交換を行う時間や費

用が節約できていたものと思われる。同様に、施設や機材の仕様に関する情報やマニュアルが、

施設の設計や建設監督を NOPWASD から引き渡されていれば、プロジェクトでこれらを調査

する時間が抑えられたであろうと関係者は感じている。 
 日本側・エジプト側からの投入の質・量・タイミングについては概ね適切であり、カウンター

パート（C/P）側も、日本人およびエジプト人専門家の指導に満足している。他方で成果４の

活動のために供与された遠隔モニタリングの機材については、機材の内容・必要性に係る双方

の認識の違い等により機材の仕様の決定に時間を要し、さらに据え付けた機材のソフトウエア

に不具合が生じたため、プロジェクト活動が遅延している。 
 本プロジェクトでは、効率性を高める努力や工夫が複数行われている。SOP・NRW 対策実施

の円滑化のため、GHAPWASCO や MCWW が追加で音聴棒の購入やモデル施設の改修を行

ったこと、先行プロジェクトに携わった人材が本プロジェクトに参加して知見を共有したこ

と、ローカル・エキスパートやプロジェクト・ファシリテーターの活用で技術移転の円滑化を

図ったことがその例である。 

 

（４）インパクト：「高い」 

 モデル地区・施設における活動成果の県内への普及を当初よりプロジェクト活動に含めた事業

設計となっているため、本プロジェクトの実施を通し、既に上位目標達成に向けた取り組みが

具体化されつつある。具体的にはプロジェクト活動を通して今後の活動普及計画が策定され、

これらの計画に基づき、SOP・NRW 対策共に県内への知見普及が開始されている。したがっ

て上位目標の指標が達成される見込み、すなわち「シャルキーヤ県・ガルビーヤ県・ミヌフィ

ア県において、運営維持管理能力にかかる業務指標が改善される」見込みは高い。またスーパ

ーゴールである「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」につ

いて、現時点では域内普及に向けた具体的なロードマップは策定されていないが、他県への活

動展開に向けた個別の取り組みは既に開始されており、JCC の場で県外への普及の必要性が

改めて確認されるなど、取り組みが具体化しつつある。 
 本プロジェクトの結果、プロジェクト外で正のインパクトが確認されている。例えば

GHAPWASCO は 2012 年 9 月、民間企業との連携で NRW 削減活動を全国に普及する特別ワ

ークショップを開催しており、プロジェクト活動が NRW 分野の民間連携に及ぼしたインパク

トの例として評価した。また MCWW の NRW チーム職員が、プロジェクトで修得した知見

を生かし、ミヌフィア県の水技術専門学校で漏水探知の講義を実施していることから、この事

例をプロジェクト外の人材育成へのインパクトとして評価した。 

 

（５）持続性：「比較的高い」 

 政策面では、本プロジェクトの活動を長期的に支援する政策枠組みとして国連ミレニアム開発

目標（MDGs）やエジプト「国家社会経済開発計画のための戦略的枠組み（～2022 年）」が

存在しており、持続性が見込まれる。 
 組織体制については、GAPWASCO・MCWW・SHAPWASCO で既に SOP・NRW・WDM

の活動を担う部あるいはユニットが設立されており、その業務の一部として本プロジェクトの

活動が既に実施されている。 
 成果指標の達成状況を確認する過程で、SOP 及び NRW にかかる技術面の持続性は確保され

ていると判断されたが、WDM にかかる技術の修得度が現時点では確認できず、今後モニタリ

ングが必要である。 
 予算面については、これまでプロジェクトに必要な予算はエジプト側から提供されてきたこ

と・施設改修にかかる予算は県や NOPWASD から提供されうること・HCWW が EU より財

政支援を受けていることなどの理由から、公社全体としては予算が確保されている。本プロジ

ェクト関連活動に当該予算が適切に配布されるよう、引き続き関係者の努力が求められる。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 



（１）計画内容に関すること 

 定量的に計測可能な PI の導入で効率性や資源の無駄が可視化されたことにより、C/P の意

識・習慣に変化が生まれたこと。この変化が、プロジェクト目標達成に向けた取り組みを促進

し、PI の改善という効果発現に繋がった。 
 プロジェクト活動の内容自体が、プロジェクト目標達成に効果的であったこと。活動の一環と

して行ったモデル施設の調査や図面の作成で、C/P は初めて施設の構造を理解し、施設の問題

点を踏まえた上で効率性の向上方法を検討する技能を修得した。NRW 対策についても、モデ

ル地区での漏水調査が違法接続の発見や PI の改善に大きな効果をもたらした。 
 複数県の公社を巻き込む設計となっていたこと。公社間の協力関係と正の競争関係が、プロジ

ェクトに対する各県からのコミット強化に功を奏した。 
 先行プロジェクトに携わった人材が活用されたこと。SHAPWASCO からの同じ水道事業者の

視点に立ったアドバイスが GHAPWASCO・MCWW への技術移転を容易にし、同時に先行プ

ロジェクトの持続性確保に繋がった。 
 プロジェクト成果の普及が、協力期間内の活動に組み込まれていたこと。案件設計に施された

この工夫が、上位目標実現の見通しを高めた。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 プロジェクトの実施にあたり、GHAPWASCO・MCWW が、自費で追加の機材購入や施設の改

修を行うなど、積極的な協力を行ったこと。かかる幹部の関与が、活動の効率的な実施に貢献し

た。 

 ローカル・エキスパートの活用により、日本人専門家の知見との間に相乗効果が得られたこと。

またファシリテーターの存在が、日本側・エジプト側関係者間のコミュニケーションの円滑化に

大きく貢献したこと。これら国内の知見の活用が、日本人専門家による講義や OJT に対する C/P

の理解促進という効果の発現に繋がった。 

 

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：特になし 

（２）実施プロセスに関すること 

 成果４の活動が大幅に遅延していること。これより、プロジェクト目標の指標の一つである、配

水管理に関する PI の達成が阻害されたこと。 

 老朽化し、誤差の生じている戸別メーターが多数存在すること。そのため NRW チームにとって、

データの信頼性確保が大きな課題となった。 

 施設設計に、施設の維持管理者側の意見が十分に考慮されていないこと。これにより、プロジェ

クト開始後の改修作業や機材の交換に費用と時間が割かれた。また施設に関する基礎的な情報

（見取り図、機材の仕様や操作説明書等）が、NOPWASD から提供されていないことにより、

プロジェクトの活動でこれらの情報を整理し直す必要が生じた。プロジェクト開始以前に解消さ

れていれば、より高い効率性が得られたと思われる。 

 

３-５ 結論 

本プロジェクトでは、対象 3 県の上下水道公社の施設運営維持管理能力向上を目的に、SOP

に基づく浄水施設の運営維持管理・NRW 削減・WDM の技術を C/P に提供した。これまでのと

ころ C/P は皆オーナーシップを持って活動に従事しており、実施の過程で先行プロジェクトの



知見や国内の人材を活用するなど、実施効率を高める工夫も見られた。その結果、SOP・NRW

関連活動については協力終了までに成果指標の達成が見込まれ、SOP・NRW 対策に関するプロ

ジェクト目標の指標（PI の達成度）も、協力期間内に概ね達成されている。WDM については、

日本側からの供与機材の遅延と不具合により活動が進まず、今後引き続き対応を行う必要があ

る。なお 2013 年 7 月にエジプトで発生したクーデターにより、WDM 活動に発生している問題

への対応が多少遅延したが、当初想定されたほどプロジェクト全体の実施に大きな影響は見ら

れていない。 

上記を踏まえて行った評価の結果は以下の通りである。プロジェクトの趣旨がエジプトの政

策・ニーズ、日本の政策や比較優位に合致していることから、妥当性は「高い」。プロジェク

ト目標を図る指標である PI のうち、SOP・NRW に関する PI は概ね達成されていることから、

有効性は「比較的高い」。なお活動自体が完了していない WDM の PI については、現時点での

評価は時期尚早と判断した。成果０～４の活動のうち、０～３の成果の指標は達成済みあるい

は達成が見込まれること、効率性を高める数々の努力が行われること、他方で成果４（WDM）

については遅延が生じていることから、全体として効率性は「比較的高い」。プロジェクトの

成果普及が当初よりプロジェクト活動に組み込まれているため上位目標達成の見込みが高いこ

と、また想定外の正の効果が認められたことから、インパクトは「高い」。持続性については、

政策面・組織面・SOP 及び NRW 対策にかかる技術面の持続は確保されている。他方で WDM

にかかる技術の修得度が現時点では確認できず、今後モニタリングが必要であること、全体予

算は確保されているが、現場の活動実施に活用されるかについて懸念が残るという理由から、

持続性は「比較的高い」とした。現時点までに総じて高い成果が得られているものの、成果４

の成果の検証なくして本プロジェクト全体の業績を推し量ることに限りがあるところ、成果４

の活動完了と効果発現を目的に、プロジェクト期間を延長することが望ましい。 

 

３-６ 提言 

(1) HCWW は、浄水施設の維持管理者側から見た施設設計に対する意見を、浄水施設の設計と建

設監督を担当する NOPWASD 関係者と共有すること。また NOPWASD 関係者を本プロジェ

クトのモデル施設に招待するなどの機会を設け、設計側と維持管理側の具体的な情報交換の促

進に務めること。 
(2)  GHAPWASCO・MCWW は、プロジェクトの成果を維持・普及させるため、以下を実施す

ること。 
１）NRW 対策について、策定済みの５ヵ年計画を確実に実施すること。また円滑な計画

実施に向け、以下の措置をとること。 
 現在の NRW 活動実施体制を維持し、県内支局との更なる連携強化に務める。 
 活動に必要な車両、および作業に必要な資機材を確保する。 

 
２）SOP について、策定済みの展開計画を確実に実施すること。また円滑な計画実施に向

け、以下を実施すること。 
 浄水場および鉄・マンガン除去施設の運転維持管理に必要なスペアパーツの購入。 
 計装機器の較正。 

(3) スーパーゴールの達成に向け、GHAPWASCO、MCWW、SHAPWASCO は県内での普及

活動完了後、県外への成果普及にも務めること。 
(4)  GHAPWASCO、MCWW は、職員の技術の維持と更なる意識向上を図るため、プロジェク

トで得た経験・成果を積極的に発信すること。その方法として、本プロジェクトで構築し

た公社間の協力関係を活用し、技術者レベルの経験共有を図るセミナーを主催することな



どが考えられる。 
(5)  適切な水量の計測と水道料金徴収率の向上に向け、HCWW、GHAPWASCO、MCWW、

SHAPWASCO は、定期的なメーター交換の必要性に対する水道利用者の意識向上に努め、

交換を促進する具体的な支援策を検討すること。またメーターの維持管理と定期的交換の

確実な実施に向け、HCWW は、メーターを含む家庭への接続を、利用者ではなく水道公社

の保有とすることを検討すること。 
(6)  成果４の効果を確認した上で、SHAPWASCO は、プロジェクト対象外の県内配水管理施

設に対し、活動の普及を図ること。その際は遠隔モニタリングの機材の普及だけでなく、

モニタリングを通じて判明した問題に対応する技術の普及も実施すること。遠隔モニタリ

ングを通じて収集した正確なデータを元に、SHAPWASCO はザガジグ内の配水管理の現

況を分析し、低水圧や断続給水といった問題の解決策を確立すること。 
(7)  SHAPWASCO はプロジェクトから供与を受けた遠隔モニタリングシステムの適切な維持

管理を行うこと。その具体的な措置として、同システムの製造業者とメンテナンス契約を

結び、同業者との協力でソフトウェアに生じる不具合やアップグレードに適切に対処する。

また上記メンテナンス契約で対応ができない機材の不具合に対応するための予算を確保す

る。 
 
３－７ 教訓 

（１）上位目標達成にかかる活動を組み込んだプロジェクト設計の有用性 
 
本プロジェクトでは、その活動や成果の県内普及を、プロジェクト活動の一環として実施して

いる。その結果、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」は終了時評価の時点で既に達成されつつあり、またスーパ

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」についても、

ワークショップの開催等を通して徐々に具体化している。上位目標達成を協力期間中の活動に

組み込んだ本プロジェクトのデザインは、インパクトや持続性の確保に有用と思われる。 
 
（２）PI 導入の有用性と留意点 
「3-2(2) 有効性」で述べた通り、業務指標（PI）の導入は、活動の進捗を数値で可視化するこ

とで活動の目標・目的を明確にし、関係者の意識を高めるという点で有用であった。他方で PI
は外部要因によって成果がそのまま表れないこともあるという意味で意欲的な指標であり、ま

た「数値＝わかりやすい」という利点が故に、数値が一人歩きする恐れもある。現に本評価に

おいても、モニタリング・データをどう解釈すべきか、多くの議論が交わされた。その結果得

られた教訓は、１）PI の導入にあたっては事前にデータの収集・分析・評価基準・外部条件を

明確にし、これらに関する関係者の理解を共通化すること、そして２）定量評価と定性評価の

双方を用いることが肝要、というものである。 
 

（３）国内人材（ローカル・エキスパート）の活用 
本プロジェクトが行った国内人材（ローカル・エキスパート）は、効率性の向上に有効であっ

た。日本人専門家が先進国の知見を提供し、ローカル・エキスパートがその知見をエジプトの

文脈で解釈されるよう支援したという意味で、両者の専門性に相乗効果が得られた。

SHAPWASCO から活動の有効性や活動実施にあたっての留意事項が GHAPWASCO 及び

MCWW に説明されたことで、彼らの理解が促進した。また専任の通訳に加えプロジェクトの調

整員兼通訳の役割を果たすプロジェクト・ファシリテーターを登用したことで、英語でのコミ

ュニケーションが困難な C/P 間での理解の促進や、３県にまたがる案件運営にかかる日本人専

門家のロジ的負担の軽減に繋がり、効率性に大きく貢献したものと思われる。プロジェクト・

ファシリテーターが現地に期間中滞在し、カウンターパートの活動をモニタリングし続けるこ

とで専門家チームがスポット的に派遣される形式であってもプロジェクト活動が停滞しなかっ

た。 
 
(4) 機材内容の決定に係る留意点 
成果４（配水管理）で日本側が供与した遠隔モニタリングシステムは、配水施設の運転にかか

る問題点が十分に把握されて初めて有効活用されうるものである。システムの運用を担当する

SHAPWASCO 本部職員の問題認識の不十分さを指摘し、導入を時期尚早とする意見が存在した



ことも事実である。しかし、導入前の議論の中で、理解が進み、また縦割り組織の壁を越えて、

必要な情報が伝えられた。本設備の導入に際しては、日本側とエジプト側の間で配水管理に係

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考えの相違もあり、時間を掛け

た議論が行われ、最終的にエジプト側の強い要望により導入された。類似する設備の供与にあ

たっては、まず配水施設の問題点やモニタリングシステム導入の目的をカウンターパート機関

の担当職員と確認し、その目的の達成に遠隔モニタリングシステムを導入することの必要性、

相手機関の運用能力の有無を十分に検討することが重要である。 
 
(5) 機材調達時の留意点 
上述の遠隔モニタリングシステムの導入にあたっては、まずプロジェクトが JICA の調達制度を通

してソフトウェア機材を購入し、これをプロジェクトサイトの既存のデータと連携させる作業を行

った。その際にソフトウェア間のデータの転送や取り込みに問題が生じ、本システムを活用して行

う成果４の活動に遅延していることは既述のとおりである。 
 
今後他の案件では、システム全体として機能するよう据え付けまでの全工程を業者に適切に管理さ

せる、あるいは現場の作業を先方政府に委託する場合でも、システム全体で機能するか具体的なチ

ェックポイントを明確化して業者に確認を委託することが望ましい。 

  

 
 
 
 
 


