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                 事業事前評価表（開発計画調査型技術協力）    2015 年 2 月 25 日 

社会基盤・平和構築部 都市地域開発グループ 

１．案件名  

国名：西アフリカ経済通貨同盟（UEMOA）、ガーナ 

案件名：(和)西アフリカ成長リング回廊整備戦略的マスタープラン策定プロジェクト 

(英) The Project on the Corridor Development for West Africa Growth Ring Master Plan 

(仏) Le Projet de Plan Directeur de l’Aménagement des Réseaux Logistiques pour l’Anneau 

de Croissance en Afrique de l’Ouest 
２．協力概要 
（１） 事業の目的 

対象地域における開発ポテンシャル及び回廊輸送におけるボトルネックを特定し、沿岸部と

内陸部のバランスある経済発展につながる地域開発戦略及び地域開発計画を策定することに

より、域内の格差是正及び物流改善に資する計画が承認され事業化されることを通じて地域の

経済成長及び民間投資拡大に寄与する。 

（２）調査期間 2015 年 5 月～2016 年 10 月を予定（計 18 ヶ月） 

（３）総調査費用  5.0 億円 

（４）協力相手先機関 

西アフリカ経済通貨同盟委員会(UEMOA：the Commission de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine)地域国土・運輸開発部(DATC:Department de l’Amenagement du 

Territoire Communautaire et des Transports) 

ガーナ国 道路省（MRH: Ministry of Roads and Highways） 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）  

分野：地域総合開発 

地域：ブルキナファソ、コートジボワール、ガーナ、トーゴ及びアビジャン-ラゴス回廊 

裨益者：周辺地域を含むプロジェクト対象地域の住民 約 3億人 

３．協力の必要性・位置付け 
（１）現状及び問題点 

 西アフリカ成長リングは、4か国（ブルキナファソ、コートジボワール、ガーナ、トーゴ）に跨

る 3つの国際回廊（アビジャン‐ワガドゥグ回廊、アクラ‐ワガドゥグ回廊、ロメ‐ワガドゥグ回

廊）から構成されている（ただし、アビジャン-ラゴスハイウェイについても本案件での情報収集

の対象としている）。これらの回廊は、西アフリカの主要都市を結ぶ幹線道路であると同時に、内

陸国にとっては物流上の動脈として機能している。西アフリカ地域は、3億人以上の人口を有して

おり、2013 年には平均約 7％の実質経済成長を果たしており、この経済成長は輸送需要に直接的に

影響している。 

 しかしながら、同地域では高い輸送コスト、低い農業生産性及び高い労働賃金などの共通する課

題を抱えており、雇用拡大、産業振興、経済成長の阻害要因となっている。特に、輸送コストにつ

いては、貧弱なハードインフラと非効率な国境通関・検問システム等の要因からアジアやラテンア

メリカと比較して非常に高額（1.8～3.5 倍）となっている。 

そのため UEMOA 委員会及びガーナ政府は、成長リング回廊地域における開発ポテンシャル及び回

廊輸送におけるボトルネックを特定し、地域全体の物流インフラ整備や産業振興について既存計画

を戦略的に見直し、かつ地域社会への負のインパクトを 小化することを目的とした地域開発計画

策定の支援を要請した。 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

 UEMOA 委員会は、地域経済プログラム（PER II（2012-2016）：Programme Economique Régionale 

pour l’UEMOA II）において、①ガバナンスと経済統合、②経済インフラ開発、③生産性向上、④

人材育成及び⑤ドナー連携と評価の 5分野を重点分野とし、優先案件 102 件をリストアップしてい

る。この予算計画のうち 87%が「経済インフラ開発」に割り当てられている。 

ガーナ政府は、国家中期開発計画（GSGDA II （2014-2017）：Ghana Shared Growth and Development 

Agenda II）において、エネルギー・鉱物・農業資源の持続的開発と民間誘致による投資拡大を通

じたマクロ経済安定化を目標に掲げ、工業化を促進するインフラ整備や人材育成に戦略的に取り組

むこととしている。 
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（３）他国機関の関連事業との整合性  

サブサハラアフリカ交通政策プログラム（SSATP: Sub-Sahara Africa Transport Policy Program）

にて、サブサハラアフリカの貿易活性化のための輸送インフラ整備に係る戦略策定及び研究調査、

政策展開、人材能力開発、研修、セミナー等を行っており、世界銀行をはじめ各ドナー及び協力機

関が本プログラムに沿って、個々のインフラ投資案件を進めている。 

2011 年に設立された Borderless Alliance（BA）は、民間セクターを中心とした企業連合であり、

西アフリカの貿易円滑化の為に回廊上のハラスメントにかかるアドボカシー活動を実施している。

現在は、65 の輸出入業者、製造業者、運送業者、ロジスティックス企業がメンバーとなっている。

主要な活動への資金援助は USAID から受けており、穀物や家畜などのサプライチェーンや輸送にか

かる問題の把握、これら産品の輸出支援などを行う USAID West Africa Trade Hub (WATH) の活動

の一部や Road Governance などのデータ収集を実施している。 

本プロジェクトはこれらの交通に関する豊富な既往分析やデータを 大限活用し、地域開発と回

廊整備を戦略的に結び付けるという観点から開発計画を策定する。 

（４） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

 域内統合推進や広域運輸回廊開発は、TICAD V 横浜行動計画において重点分野に位置づけられて

おり、本プロジェクトは「インフラ整備のための戦略的マスタープラン策定」に該当する。加えて

ガーナ共和国国別援助方針の重点分野のうち、「経済インフラ整備プログラム」及び「産業振興プ

ログラム」、ブルキナファソ国別援助方針の重点分野「域内経済統合の促進」に沿ったプロジェク

トである。 
４．協力の枠組み 
（１） 調査項目 

1）  開発計画や実施済または実施中の調査、官民による投資状況の把握 

2）  対象地域やその周辺地域についてのデータ収集 

3）  物流・人流にかかる起終点（OD）調査の実施 

4）  各回廊の診断調査の実施 

5）  社会経済調査の実施 

6)   関連セクターの調査 

7）  開発ポテンシャル及び課題を特定するための分析 

8）  社会経済フレームワークの設定 

9）  開発シナリオの検討 

10） 戦略的環境アセスメントの考え方に基づいた環境社会配慮も含めた代替案の比較検討 

11） 総合的な開発戦略の策定 

12） 既存開発計画に対する提言 

13） 総合的開発戦略に沿った優先セクターに関するプロジェクトの検討 

14） 対象地域における実施予定の開発プロジェクトの優先順位づけ 

15） 開発戦略策定の進捗・結果報告のための国際セミナーの開催 

（２）アウトプット（成果） 

1) 域内の開発計画及び各国家開発計画と整合のとれた地域開発計画が策定される。 

2) 域内外からの開発・投資を促進するための各種セクターに関する情報が整備・分析される。

3) 起終点調査に基づく交通データが分析・整備される。 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  

(a）コンサルタント（分野／人数） 

 人数：20 名程度 

 合計：82M/M  

分野：1）総括／地域開発、2）産業開発、3）運輸（道路、鉄道、港湾、航空）、4）物流、5）民

間セクター開発、6）資源・エネルギー、7）農林水産・畜産・林業、8）都市開発、9）水資源、10）

農産品加工業、11）情報通信技術（ICT）、12）経済財務分析、13）環境社会配慮、14）業務調整 

(b）その他 研修員受入れ 

地域開発分野にかかる本邦研修 1回を実施。研修期間は 2週間程度を予定。 

５．協力終了後に達成が期待される目標 
（１）提案計画の活用目標  

・適切な開発と投資を促進するための各種政策を含む地域開発計画が UEMOA 及び加盟 3国並びにガ
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ーナ政府により承認される。 

・UEMOA 及び加盟 3国並びにガーナ政府により承認された地域開発計画における優先プロジェクト

が各国/機関により事業化される。 

（２）活用による達成目標  

・当該地域の資源や強みを活用した地域開発が促進され、経済成長及び民間投資拡大に寄与する。

６．外部要因 
（１）協力相手国内の事情  

1）政策的要因：政権交代など政府内部事情によって提案計画が形骸化しない。開発政策の変更

により地域開発分野の優先度が低下しない。 

2）行政的要因：関係省庁・機関の権限が変更されない。 

3）経済的要因：域内の経済状況が極度に悪化しない。 

4）社会的要因：各流域人口の極端な増減･移動が発生しない。 

（２）関連プロジェクトの遅れ  

特になし。 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）  
＜環境社会配慮＞ 

1) カテゴリ分類：B 

2) カテゴリ分類の根拠：本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月公布）」

上、セクター特性、事業特性及び地域特性に鑑みて環境への望ましくない影響が重大でない

と判断されるため。 

3) 環境許認可：本調査で確認 

4) 汚染対策：同上 

5) 自然環境面：同上 

6) 社会環境面：同上 

7) その他・モニタリング：同上 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  
（１）類似案件からの教訓 

マスタープランの提言を受けた個々のプロジェクトを実施する際、各機関が個別に開発を進める

のではなく、これら関係機関を調整する機関の存在が総合的な地域開発を進めていくうえで重要と

の教訓が「プログラム評価手法検討のためのマスタープランの試行的評価」における「フィリピン

国カラバール村地域総合開発計画調査（1991）」の事例より得られている。 

（２）本事業への活用 

本プロジェクトにおいては、総合的な地域開発が行われるようにカウンターパートである UEMOA

の DATC と、ガーナ国の MRH 及び国家開発計画委員会が中心となり関係省庁・機関との調整を行う。

特に UEMOA は加盟 3か国ブルキナファソ国、コートジボワール国、トーゴ国の経済財政省が各国内

での関係省庁間の協調を進めるように調整役を担うとともに合同ステアリング委員会にて加盟国

間の協調を図る。また、UEMOA 側とガーナ政府間の調整については、本邦研修や国際セミナーの開

催の機会等を活用して支援する。 

９．今後の評価計画 
（１）事後評価に用いる指標  

(a)活用の進捗度 

・本プロジェクトの提言が UEMOA 及び加盟 3国並びにガーナ政府の開発計画として承認される。

・承認された開発計画に基づき、優先プロジェクトが開始される。 

(b)活用による達成目標の指標 

・UEMOA 及び加盟 3国並びにガーナ政府に承認された開発計画における優先プロジェクトが、各

国/機関により予算化された件数もしくは、事業開始となった件数。 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  

・調査終了３年後 事後評価 

・必要に応じてフォローアップ 

（注）調査にあたっての配慮事項 


