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助事業として平成 20 年 7 月 24 日からエチオピア国に調査団を派遣し,ブロジニクト・ファ
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案件概要 

国 名    
エチオピア連邦民主共和国 
Federal Democratic Republic 
of Ethiopia 

案件
名 

南部地域クラゲ・セルチゾーン環境保全型灌漑によ
る近郊農業計画調査：Development of sub-urban 
Agriculture by environmentally sustainable irrigation 
Project in Gurage and Selti Zone 

地 区
名 

南部州、クラゲ、セルチゾーン(県) 
South Nation Nationalities People Region Gurage and 
Selti Zone 

相手国担当機関 農業省 Ministry of Agriculture and Rural Development 

１．事業の背景 

エ国の経済は圧倒的に農業に依存しており、農業セクターが国民総生産の 85％、労働人口の約

85％、輸出全体の 80％を占めているが、同セクターの 1992 年から 2002 年にかけての年平均成長率

は 2.8％であり、工業 6.1％、サービスの 8.3％と比較して非常に低い。農業は、天水依存型の伝統

的営農方法のため、依然として生産性が低い状況が続いており、その結果、周期的な干ばつによる食

糧不足に直面している。食料安全保障の確立と貧困削減は同国の最大課題であり、政府は、農業主導

による産業開発（ADLI: Agricultural Development Leads Industry）を開発課題に据えているほか

貧困削減のための取り組みを強化している。 

 

エ国南部地域は、降雨等の自然環境に恵まれ水資源が豊富な地域である。また、特に首都アジスア

ベバに近いゾーンでは、人口密度も高く、ペッパーやジンジャー等の換金作物の栽培が行われている。

1998 年から 2004 年にかけてエ国政府や、NGO によって同地域では小規模な灌漑スキームも整備され

たが、適切な灌漑方法や運営維持管理のための技術的な指導が不足していたこともあり、十分な運営

維持管理が行われず、施設が十分機能していない。また、2007 年には干ばつによるによって大きな

被害を受けた。 

 
農業セクターの商業化および生産性向上のためには、安定的な灌漑農業が不可欠であり、そのため

には、灌漑技術のみならず水管理組合による農民参加による運営維持管理が重要である。対象地域に
隣接したオロミア州では、農民支援体制強化計画（2005 年 7 月-2009 年 7 月）および灌漑農業改善
計画（2005 年 9 月-2008 年 9 月）の技プロが実施されており、そこでの成果の有効活用を図りなが
ら、換金作物を主要作物とした都市近郊農業の整備が望まれている。 
２．事業概要 

本調査では、現地踏査により農業セクターの商業化および生産性向上のためのポテンシャルを調査
する。また、既存小規模灌漑スキームの現状を灌漑技術、水管理組合による運営維持管理の両面から
把握する。さらに、他ドナーの活動状況を調査し、他ドナーとの強調の可能性を検討する。 

３．調査の概算  
南部州とオロミア州での小規模灌漑プロジェクト、また、ディレ・ダワ州にある地下ダムを訪れてい
た。南部州での小規模灌漑開発とマーケティングの支援の必要性確認された。地方政府は、農業開発
の分野での日本政府からの技術協力に関心を示している。   
４．今後の展望 
小規模灌漑リハビリと灌漑農業開発の実施が必要である。マーケティング施設の改善や稲作の導入
は、プロジェクトの重要な要素と考えている。南部州の水資源開発局と農業局が協力しプロジェクト
提案を準備して日本大使館に提出ている。その提案の状況のフォローアップが必要となる可能性があ
ります。 
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イタリアの協力によるアセラ市場開発事業 
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1. 背景 

1.1 エチオピア国の概要 

1.1.1. 一般事情 

 エチオピア連邦民主共和国（以下「エ国」）は「アフリカの角」に位置しており、1.13 百

万平方キロメートルの面積を有する。国境は、北部、北東部にエリトリア、ジプチ、南部

にソマリア、南東部にケニア、西部にスーダンと 5 カ国に接している。 

 国土は起伏の激しい山地、高原や台地、渓谷、低地など変化に富んだ地形からなる。気

候は、比較的穏やかで年平均気温はおよそ 20 度である。 

エチオピアの平均降水量と平均気温 (FAO) 

年平均降水量（mm）    年平均気温（℃） 

 

 

 

 

 エ国の人口はアフリカ大陸で 2 番目に多く 77 百万人で、人口増加率は 2.7% ( 1990-98 年)

である。国土面積はアフリカ大陸で 7 番目に広く、GNP は 100 ドルと言われている。エ国

は、長い歴史を持ち、多様な部族によるさまざまな文化を有している。また、独自のアム

ハラ文字と呼ばれる文字を持ち、英語とともに公用語とされている。 

 国土面積の 66%（113 百万ヘクタール）が耕作可能な土地とされているが、実際の耕作面

積はその 22% に過ぎない。主要流域河川では、漁業、灌漑、水力発電の開発ポテンシャル

が高いと言われているがまだ利用されるに至らない。また、家畜資源に関しては、アフリ
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カ国内で最も多いと言われている。未開発の鉱物資源も多く、外貨獲得の高いポテンシャ

ルを有する。 

 人口の約 85% が農村地域に住んでおり、人口の約半数が労働人口（14 から 60 歳の労働

生産グループ）とされている。宗教は、キリスト教とイスラム教が主要な宗教とされてい

る。 

 エ国の行政州は、部族の居住地域により 9 つの行政州（アムハラ,  ティグライ , アフ

ァル, ベンシャングル, ガムベラ, オロミア, ソマリ、ハラリ と 南部州）に分割されてお

り、さらに 2 つの特別自治都市（アディス・アババ, ディレ・ダワ）からなる。これらの行

政州は、ゾーン、ワレダと順に区分が小さくなり、最も小さい行政単位はケベレとなる。 

 

1.1.2. 社会経済の状況 

 エ国の経済は、GDP の約半数、輸出額の 80%、さらに労働人口の 85％ を農業に依存し

ている。 

 エ国の農業は、過放牧、森林伐採、高い人口密度、不十分なインフラ整備（インフラ整

備が難しく、市場での商品価格が上がる）によって引き起こされる土壌浸食や旱魃に苦し
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められている。農業は国内で有望視されており、穀物の自給、また家畜や穀物、野菜、果

物の輸出に関しては高いポテンシャルがあると言われている。一方で 4.6 百万人以上が毎年

食料援助を必要としている。 

 経済活動の多くを農業に依存しており、マーケティングや農産物加工、農産物の輸出等

が主な活動として含まれている。生産物は生活のためのものが多く、小規模農家が生産す

る商品作物が輸出品の大半を占めている。主にコーヒー、豆類、油糧種子、穀類、ジャガ

イモ、サトウキビ、チャット、野菜が栽培されている。輸出品の多くは農産物が占め、特

にコーヒーは外貨獲得源として重要な作物である。その他の輸出品には家畜、皮革、金、

豆類、油糧種子、チャット（噛むことで向精神作用を得られる葉）が上げられる。外貨獲

得は、わずかな輸出作物に依存しており、油類の多くは輸入に依存している。エ国は外貨

が不足しており、また、大部分が海外からの援助（貧困削減計画等）に依存している。 

エ国の 2003 年から 2005 年までの主要な輸出品を以下に示す。 

エチオピアの主な輸出品目 
（単位：1,000USD、％） 

2003 年 2004 年 2005 年 
品目 

金額 金額 金額 構成比 伸び率

コーヒー,紅茶,スパイス類 191,969 260,212 373,388 47.7 27
油糧種子,油糧果実,種子類 61,771 93,525 180,453 23.1 49
皮革(原料）,なめし皮 45,357 62,764 76,990 9.8 3
野菜類,根菜類 25,090 25,714 33,120 4.2 ―

苗,球根,切花 1,804 6,772 17,045 2.2 109
砂糖,砂糖製品 15,597 10,526 11,046 1.4 74
肉類 6,400 17,993 10,862 1.4 118
加工野菜類 110,371 495 281 0.036 -7
生鮮果実,ナッツ類,メロン等 1,626 263 246 0.031 52
家畜類 1,099 188 132 0.017 135
綿花 18,636 17,975 4,692 0.6 -7
石材,鉱物等 6,050 6,641 230 0.03 ―

鉄鉱石、屑鉄など 3,053 4,048 3,326 0.4 15
樹脂類,植物抽出物 4,147 3,248 2,892 0.4 11
合計 （その他含む） 512,689 588,109 784,326  23

出所：International Trade Center  

1.1.3. 農業セクターの現状 

 エ国の農業は、GDP の 47%、輸出の 80% 、労働人口の 85% を占めており、農業はエ国

経済の最も重要なセクターといえる。農業は過放牧や森林伐採、高い人口密度、不十分な

インフラ（整備が難しく、市場での物価が高くなる）を原因とする土壌浸食や旱魃に苦し

められている。しかし農業は、広大で肥沃な土地や多様な気候、豊富な水資源、更に労働
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力など豊富な資源をもつことから国内で最も有望視されている。穀物の自給及び、家畜、

穀物、野菜、果物の輸出開発は大きなポテンシャルを有している。 

 

 ポテンシャルの高い耕作可能な土地を持ちながら、現在 22% の土地しか利用されていな

い。農業生産のポテンシャルは、標高、降水量により大きく 6 つの農業気候区分（農業生

態区分）に分類される。 

    ⅰ.乾燥気候－42.3 百万 ha 放牧地 

    ⅱ.半乾燥気候－2.9 百万 ha 耕作地、放牧地 

    ⅲ.乾燥・半湿潤気候－19 百万 ha 1 年生作物 

    ⅳ.多雨気候－24.5 百万 ha 1 年生作物 

    ⅴ.半湿潤気候－16.5 百万 ha 1 年生・多年生作物 

    ⅵ.湿潤気候－0.7 百万 ha 多年生作物 

 主要な農産物は、コーヒー、豆類、油糧種子、穀類（トウモロコシ、テフ、大麦、小麦、

ソルガム）、ジャガイモ、サトウキビ、チャット、野菜があげられる。また、近年では海外

からの投資（大規模商業経営）による切花生産が増加している。 

 特に土地や水資源で高いポテンシャルを有しているにもかかわらず、エ国において稲作

は非常に新しい分野で、主食としての米の消費も、近年まで行われていなかった。近年に

なり、コメの生産が、一部地域で始められ、コメ食も紹介され始めた。食料保障の観点か

ら、政策目標に掲げられているコメの生産拡大（特に水稲）は、エ国農業省がプロジェク

トを実施している重要な開発分野の一つである。 

 農業省は 2005 年に国家開発 5 ヵ年計画を策定し、その中で市場生産性の高い作物、家畜

生産とその関連品の強化がプログラムとして含まれている。開発計画では、農村地域の食

糧不足の解消、特定の地域における市場性の高い商品（作物等） の開発、さらに家庭や国

家レベルでの生計改善や収入向上に重点を置いている。  

1.2 国家開発計画 

 エ国における国家経済は、農業に大きく依存しており、GNP の 85％を創出し、輸出では

80％を農業生産物が占め、また、労働人口全体の 85％を農業従事者が占めている。これら

のことから農業セクターが国家経済の成長を牽引する役割を担っている。一方で、伝統的

な天水農業による生産性の低い農業が行われている。このような状況のため、乾期には周

期的な食料不足を引き起こしている。さらに今後の急速な人口増加による慢性的な食糧不

足が懸念される。 

 国家政策の重要課題である食料安全保障に対する取り組みでは、農業に焦点をあてた開
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発計画（ ADLI Agricultural Development Leads Industry ：農業開発主導の産業化政策）を

策定し、貧困削減に関する開発計画が含まれている。農業セクターにおける開発の優先順

位には、以下の 5 項目の達成が掲げられている。（ⅰ）食料供給率の向上；（ⅱ）国内産

業への資源の供給；（ⅲ）雇用機会の創出；（ⅳ） 外貨備蓄；（ⅴ） 環境保全       

ADLI に沿って、政府は 2005 年から 2010 年までの 5 カ年計画（PASDEP：貧困削減のため

の加速的かつ持続可な開発計画）を策定した。 

 PASDEP では、生産性の低い農業からより市場性の高い農業への転換を主要な方針として

掲げる一方で、生計を農業に依存している零細農家に対する支援の必要性も唱えている。

このように 2 つの柱となる戦略が掲げられている。一つは、農業の商業化であり、もう一

つは国家食料安全保障プログラムのフレームワークである零細農家への支援の継続であり、

これらは次期 5 ヵ年計画に含まれる食料安全保障を達成するための目的とされている。 

 農業省は PASDEP のもとで 2005 年に 5 ヵ年開発計画を策定し、優先作物に関する市場性

の高い農産物、畜産品の強化を目標としている。開発計画の方針には以下の項目が含まれ

ている。 

 生産性や市場性、競争性が高い農産物の生産性の向上を通した食料不足の解消 

 生産性及び生産物に適した技術の利用計画 

 数種の輸出品の産地を形成し、徐々に他の地域へと拡大させる 

 様々な手法を農業生産に利用する（例：ウォーターハーベスティング、灌漑、輪

作、間作など適切に生産性を得るための技術） 

 灌漑面積の拡大及び効果的な灌漑用水の管理 

 特に小規模農家の農業生産性を向上させることで、家庭や国家レベルでの食料保

障と収入向上を促進する。 

 これらの背景より、エ国政府は農業や水資源利用の分野に関する開発計画の技術的、財

政的支援を要請している。 

1.3 援助状況 

 エ国はサブサハラアフリカの中でも最大の被援助国家であり、近年では、年間の援助額

も増加しており、その額は 1.2～1.9 千万ドルに上る。主要ドナーは米国や IDA であり、支

出総額の 40% にあたる約 600～800 百万ドルが支出されている。次いで英国、イタリア、

EC、AfDB を併せて全体の 10% 程度の支出額を占めている。 



 6

 わが国のエ国に対する援助額は、サブサハラアフリカ諸国中、ザンビア、マダガスカル、

ケニア、ガーナ、タンザニアに次いで 6 番目である。1998 年に勃発した紛争により援助額

が 26 百万ドルに減少したが、その後 2003 年には 56 百万ドルにまで増額された。その後、

ODA の削減により 33～34 百万ドルに減額している。援助形態では食糧援助や貧困農民に対

する草の根無償を含む無償資金協力が全体額の 61%を占めている。 

1.4 南部諸民族州の概況 

 南部諸民族州（以下「SNNPR」）は、9 つある行政州のひとつであり、州は南部に位置し

ており、面積は約 111,000 平方キロメートル（国土面積の約 10% ）を有している。また、

人口は約 14 百万人（全人口の 20% を占める）といわれている。2007 年には、南部州は 13

のゾーンと 135 のワレダ、さらに 8 つの特別ワレダに再分割された。 

南部州は比較的降水量が国内平均より高いが、中には 1971～2000 年までの 30 年間の平均

降水量が 1000mm 以下のワレダがあると報告されている。しかし、年平均降水量が 600mm

以下の低地及びリフトバレーの一部地域もある。州の年平均降水量は 400～2200mm の範囲

にあり、平均気温は 7.5～27.5 度の範囲にある。 

  

南部州で特徴的な農産物は、南部地域に特有なエンセート（偽バナナ）である。その他の

換金作物には、しょうが、唐辛子、チャットがあげられる。蜂蜜は主に低地で生産されて
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おり、灌漑地区（チャモ・アバヤ地区）では地域消費向けのバナナ加工品が生産されてい

る。家畜や畜産加工品（主にバター）は州の重要な農産品であり、牛の飼育には狭いよう

な農地でさえも利用されている。 

 州は、広大な農地と豊富な水資源に恵まれているといわれているが、耕作地は耕作可能

とされている土地面積全体の 25% に過ぎず、限られた農業用水しか利用されていない。頻

発する旱魃に見舞われ、特に州では、天水農業への依存や、水資源が有効に利用されてい

ない、灌漑農業に適した土地が利用されていないことが問題視されている。 

 最近になり、政府や NGO によって州内の優先地域での灌漑農業開発に関する水の有効利

用の必要性が重視されるようになった。灌漑開発地域の受益コミュニティは、SIDA や NGO

によって次の項目を基準に選定された。選定項目は以下の通り。旱魃の頻度、食料不足、

人口増加、水資源、土地の適性、また、ゾーンやワレダでの資源の公平な分配、灌漑農業

や、プロジェクトへの関与に対するコミュニティの関心 

 南部州には約 90 の部族があり、115 の小規模農家と中規模の灌漑スキームが政府や NGO

によって開発されている。現在多くのスキームが稼動しているが、受益者の多くが適切な

維持管理技術や能力を身につけていないことが問題とされている。従って、国家開発計画

である貧困削減戦略の一つとして、頻発する旱魃や慢性的な食糧不足などの問題に取り組

む州を支援するために、日本のようなドナーからの技術的、財政的支援を必要としている。 

日本の ODA と州が協力して農業農村開発プロジェクトを実施するために、日本に対し南部

州政府から強い関心が示された。 

 

1.5  州農業開発計画 

 プロジェクト地域の大多数が伝統的システムによる小規模農業に従事している。農業形

態は、作物と家畜飼育の複合経営が一般的であり多くの農家で行われている。灌漑用の水

源が利用できる地域を除いて、全ての作物は天水農業が行われている。統計情報によると、

灌漑を利用して生産された年間の農作物はわずか 0.2%であった。 

 州の第 3 次開発計画（2006～2010 年）は、開発計画の中心かつ優先目標を農業開発によ

る生産性の向上及び生産量の増加を通した農家の生活改善と食料確保と定めている。 

 農業農村開発セクターの 5 ヵ年計画で掲げられている目標を以下に示す。 

 農家の年間平均所得を現在の 192 ドルから 2010 年までに 400 ドルに増やす。 

 農業普及パッケージサービスの受益者を 65％から 90％に増やす。 

 生産性と生産量を改良することで、年間生産量を 0.35 百万トンから 0.88 百万トンに増
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加させる。 

 作物の生産性を向上させるために肥料の利用を 0.026 トン／ha から 0.08 トン／ha に増

加させる。 

 州内の森林面積を 8.5%から 11% に増やし、（住民参加）植林作業により 6600km の土壌

保全を行う。 

 農民組合の能力強化、協同組合の市場流通や農業資材の供給システムや小規模農産加工

施設の設立への支援を強化する。 

 

 上記のターゲットを達成するために実施する活動を示す。 

 農業、農村開発セクターに関しては、普及研修を通した農民のキャパシティービルディ

ングを構築する。 

 作物生産セクターについて適正な技術や改良技術を農民へ導入すること、さらに農業生

産物を原材料として利用できる農産加工産業を育成する。また、高品質かつ量産が可能

な輸出農産物を創出する。 

 種子生産農家の問題を軽減することで、農家が種子の生産に参加できるようになる。 

 それぞれの農業活動に関して、土壌や水保全に考慮しつつ、参加型アプローチを通して

オーナーシップが醸成されるような森林開発や土壌保全活動に多くの住民を巻き込むこと

が必要とされる。 

2. クラゲ・セルチゾーン概要 

2.1 自然環境 

 本計画対象地区であるクラゲ・セルチゾーンは、南部州行政州に属し、州の北端部、国

土中央の西、北緯７°20’～8°27’、東経 37°28’～38°38’に位置する。境界はハディヤゾ

ーンとイェム特別ワレダに

南から南西部で接しており、

北部、西部、東部がオロミ

ア州と接している。ゾーン

の地形は概して 3 つのカテ

ゴリーに分類される。 

 クラゲ山脈が走る山岳

地帯、ゾーンを東西に

分割する高原が南北に

走る。標高は 3600masl。 

 平地；“アモラとアンブ

Butajira 

Guraghe mountain 

Rift valley side

Wabe-Gibe Valley side 
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サ プレーンで覆われた地域 

 リフトバレーの西端とワベーギベ渓谷にあたり大陸が伸張している、標高 1000masl 以

下の低地 

 年平均降水量はリフトバレーやワベーギベ渓谷の低地では 600mm 以下で、山岳地帯、高

原では 1600mm である。季節は、4 月が小雨季のピークとなり、本格的な雨季は 6 月から 9

月、乾期は 10 月から 3 月である。年平均気温は、15 度から 32 度である。 

2.2 社会経済概況 

  クラゲ・セルチゾーンの人口はおよそ 2.2 百万人（2000 年センサス）といわれており、

男女比はほぼ等しい。また人口の 94%が農村地域に住み、その殆どが農業を営んでいる。

同地域は国内でも人口密度の高い州に属しており、人口密度は 180～460 人／平方 km であ

る。 

 対象地域の大多数の人々が伝統的システムによる小規模な農業を営んでおり、農業形態

は作物栽培と畜産の複合経営が行われている。また、容易に灌漑が利用できる水源を除い

て、ほとんどの作物生産が天水農業で行われている。 

2.3 農業生態区分 

 計画対象地域は、2 つのアグロ・エコロジカルエリア、1)農業活動に十分な降水量が得ら

れる地域、2)降水量が少なく水不足を起こす地域、に区別することができる。山岳地帯、高

原地域と平地では、十分な降水量を得られる地域に属し、リフトバレーやワベーギベ渓谷

を含む低地は降水量が少なく水不足の恐れがある地域に区分される。ゾーンの開発計画は

それぞれのアグロ・エコロジカルエリアのニーズに沿って計画されている。2008 年に策定

されたクラゲゾーンの開発計画では、ゾーンの農業事務所はそれぞれのアグロ・エコロジ

カルエリアで地域に適した農業活動に焦点を当てている。開発計画の要約を以下に示す。 

i) 十分な降水量が得られる地域での農業開発活動： 

 生産性、生産量を向上させる 

 集約的な農業生産 

 排水不良地域での農業用水利用 

 新しい果物栽培の導入 

 収穫後処理技術への取り組み 

 植林活動の導入など 
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ii) 水不足が起こる地域での農業開発活動； 

 ウォーターハーベスティングや灌漑農業、水管理に重点を置いた農業活動 

 土壌浸食を抑制する流域管理 

 家畜の疾病をコントロールすることで、生産性及び生産量を向上させる 

 集約的な農業（圃場の準備から収穫、収穫後処理技術まで） 

 商品作物の生産や、現金創出のための農産品（農産物の多様性）に重点を置く 

2.4 主要な農産物と農村生活 

 エンセートは当該州の多くの人々の主食となる作物で、葉の形状がバナナによく似てい

ることから“偽バナナ” とも呼ばれている。デンプンをベースとしており、球茎と葉の部分

が食用として利用されている。エンセートは多年生作物で、生育期間は 7 年で、成熟する

までに 4 年ほどかかる。また、耐乾性があり、年間を通して利用できることから地域住民

の食料庫としての役割を果たしており、葉は家畜のエサとして、またロープの原料として

利用されている。 

 州ではエンセート以外にも穀物（トウモロコシ、テフ、コムギ、ソルガム、オオムギ）、

唐辛子、油糧種子、チャット、豆類、ジャガイモが栽培されている。唐辛子は、州の主要

な商品作物の一つとして、国内消費用に生産されている。 

 

左 : エンセート , 
(地域の主要な主
食)  

 

右 : りんごの展
示圃場 

 

 2005 年に実施された南部州生活調査によると、グラゲ・シルティゾーンでは生活形態を

以下の 5 つに分類することができる。（1）グラゲ低地トウモロコシ、テフ栽培ゾーン、（２） 

アラバーマラコ低地唐辛子栽培ゾーン、（３）グラゲーシルティエンセート、テフ栽培ゾー

ン、（4）グラゲーシルティ内陸部エンセート、チャット栽培ゾーン、（５）グラゲーシルテ

ィ高地エンセート、オオムギ栽培ゾーン。全てのゾーンでは家畜が飼育され、地方や都市

部の労働力は、地域の収入創出活動源として、加えて送金源として重要な役割を果たして

いる。 
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2.5 行政システム 

 南部州行政のグラゲとシルティゾーンでは、1993 年から 2001 年にかけて地方分権化が進

められた。州の行政区内は１３のゾーンに分けられており、これらはさらに 19 のワレダに

分割されている（シルティは 6 ワレダ、グラゲは 13 ワレダ）。さらにグラゲゾーンには 2

つの町がある。各ワレダはさらにケベレと呼ばれる最小の行政区に分けられている。 

2.6 農村インフラの可能性 

 行政ゾーンを形成する際に、ゾーンの持つ脆弱な社会経済状況、不十分なインフラ、高

い人口増加といった特徴が見受けられた。その時以降、政府や NGO により状況を改善する

ための活動が続けられている。 

水：グラゲゾーンの水資源セクターに関する資料では、80 箇所以上の井戸、681 箇所以上

の浅井戸や手掘り井戸が作られ、およそ 262 の水源が開発された。ゾーン内の安全な水（飲

料水）の普及率は、33.5%と言われている。  

電気・電話：上記の 11 の地区では水力、火力発電による電力が供給されている。同様に 10

以上の地区で、デジタル、セミオートマティックによる電話サービスが提供されている。 

道路：シルティとグラゲゾーンでは、他の南部州内のゾーンよりも比較的道路網は発達し

ている。道路は、首都アディス・アババから 150km がアスファルトで舗装されており、1000km

以上が雨期でも通行可能な舗装道路が整備されている。 

教育・保健：ゾーン内の教育施設については、中学校が 20 箇所、小学校が 400 箇所、多数

の幼稚園、医療施設については、病院が 3 箇所、ヘルスセンターとクリニックが 40 箇所以

上、さらにヘルスポストが 300 箇所以上設置されている。 

農業：ゾーン内には農業訓練センターがおよそ 250 箇所あり、アニマルヘルスポストが 50

箇所以上、およそ 100 箇所の食肉処理場がある。全体で 879 の開発エージェント（農業普

及員）が配置されているが、農家に対するエージェント（普及員）の数は 268 農家に対し

て一人という割合である。 

灌漑施設：灌漑施設については、15 箇所以上の近代的灌漑施設と、数多くの伝統的な小規

模灌漑施設が地域内に存在する。灌漑施設の多くが、アグロエコロジカルエリア（農業生

態区分）内で水不足が起こる地域で利用されている。特に、リフトバレーの端に位置する

グラゲゾーンのソド、メスカン、マラコや、シルティ e ゾーンのワレダの多くに施設が見ら

れる。既存の小規模灌漑施設を以下の一覧表に示す。 
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南部州で実施された小規模スキームの現状 

位置 
スキーム名 

ゾーン ワラダ 

ポテンシ
ャル面積

実際の栽
培面積 

受益
者数

現状 

ラブ グラゲ ソド 97 60-70 225 石作りの分流堰；幹線水
路での漏水、不良排水 

ウェーディア グラゲ ソド 80 18-20 160 乾季に水不足。上流に伝
統的灌漑のユーザーが
多い。 

アデッレ グラゲ ソド 80 0 200 堰の崩落により水が堰
き止められポンプの利
用不可。 

アナティ・ゴ
ーティ 

グラゲ ソド 116 30 230 新築;  
受益者の技術不足。 
 

ゴギッティ グラゲ ソド 80 48 200 上流部の伝統的灌漑利
用による取水量が多く、
下流域が水不足。夜間貯
水が有効。 

ジョレ グラゲ メスカ
ン 

100 0  アデッレと同様。現在利
用されてない。 

ドビ グラゲ メスカ
ン 

100 40 120 良好な状態、面積拡大と
水利組合の強化が必要。
貯水池建設が有効。 

ドバナ グラゲ メスカ
ン 

100 3  水不足。上流部は多くの
支流で取水される。夜間
の貯水が非常に有効。 

リンザフ グラゲ メスカ
ン 

100 26 105 乾季の水不足 

フルフロ シルティ ダロチ
ャ 

153 - 612 新規計画 

ムルツテ シルティ ダロチ
ャ 

100 -  新規計画 

シルティ シルティ シルテ
ィ 

100 -  NA 

アゼルネト シルティ アゼル
ネト 

100 -  NA 

クルト グラゲ ア ベ シ
ェンゲ 

30 - 89 NA 

ダルゲ グラゲ ア ベ シ
ェンゲ 

60 - 240 NA 

ジョケ グラゲ ア ベ シ
ェンゲ 

100 - 400 NA 

ウンキ グラゲ エ ネ モ
ル 

100 - 400 NA 

アカムジャ グラゲ ソド 100   NA 
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2.7 地域が抱える問題 

 プロジェクト対象地域の農民の生活で、特に水不足が懸念される地域では、天水に依存

しているため水不足による旱魃に苦しんでいる。そのため限られた既存の灌漑システムに

ついて、農業用水の効果的な利用方法を検討する必要がある。地域内には多数の小規模灌

漑施設が存在するが、農民は灌漑の水管理に関する知識に乏しい、利用は非常に限られて

いる、破損している灌漑施設の改修能力も不足している、等の問題点が指摘されている。 

 灌漑施設の多くは、適切に改修が行われなければ劣化が進み、水のロス、土壌浸食、幹

線水路から離れた地域の水不足、農民間での水の争奪などの問題を引き起こす。次に、於

主な問題を取り上げる。 

 

左 : 石造りの分

流堰 
 
 
右 : 排 水 不 良 
（計画地域） 

 

 

1) 水不足に関する問題：村長や灌漑農業を行っている関係者から、乾期の水不足に関

する問題が取り上げられた。特にドバナスキーム（メスカン ワレダ）、ワルディア

スキーム（ソドワレダ）、リンザフスキーム地区では、乾期の終わりの水不足が深

刻で、主に、上流地区の住民が取水していることが問題とされている。レポートで

は、受益者間の水不足に関する水紛争が報告されている。 

2) 構造物に関する問題： ラブプロジェクトについては、頭首工が岩石や石で塞がれ

ている、幹線水路で甚大な漏水が起こっている等、受益者が自力で解決できないよ

うな問題が報告されている。さらに、プロジェクトサイト内では排水問題も深刻で

ある。 

3) 市場に関する問題：灌漑農業に従事している農民は、殆どが同じような作物、ロー

カル品種のタマネギを同時期に生産し、マーケットに売り出すため、低価格で販売

することになる。農民は、農産物を保管する倉庫を持たず、適正価格で取引される

販路(地方の小規模な市場を除く)を持っていない。そのため、農民が農産物を適正

価格で販売できる体制が必要とされる。 
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左: 最も大きな

ローカル市場

の一つ(インセ

ノ) 

右: オニオン市

場（インセノ） 

4) 水利組

合に関する問題：プロジェクト地域の既存の水利組合は組織基盤が脆弱な上、全て

の受益者が含まれてない、権利が明確でない、などの問題を抱えている。オロミア

州の水利組合と比較すると、協力体制や関係者の適切な関与、適切な改修作業を実

施するための能力、また水利組合の解決能力を超えた場合の政府の支援が対象地域

には欠けているといえる。 

5) 能力の不足に関する問題：灌漑農業開発に対する州事務所の責任(能力）は、あら

ゆるレベルにおいて、（改修のためのガイドライン、マニュアル、設計、構造物維

持管理、検査マニュアル、水文や気象データの収集）十分ではない。既存の地形図

（５万分の 1）ではワレダまでの情報しか示されておらず、地図情報もアップデー

トされていない場合がある。 また、1975 年（地図作成年）以降に建設された施設

は地図に記載されていないか、中には異なる情報が示されている場合もある。その

ため、いかなる開発事業を実施するにも、対象地域の特徴を得るためには GIS デー

タ情報を入手するか、調査が必要であると考える。 

3. 開発計画の概要 

3.1 計画の前提条件 

 わが国が JICA を通じてこれまでに実施してきた数多くのプロジェクトの中で、南部州で

は水資源開発セクターを中心とするプロジェクトが実施されている。南部州給水プロジェ

クト、地下水開発、水供給訓練計画は、州で実施されている JICA プロジェクトである。一

方、農業や環境セクターの技術協力は主にオロミア州やアムハラ州で実施されている。こ

れらの州では、「メキ地域灌漑・農村開発計画調査」、「農民支援体制強化プロジェクト」、「ア

ムハラ州流域管理による生計改善計画調査」、「オロミア州灌漑農業改善プロジェクト」が

現在まで実施されてきた。 

 このような背景の中、南部州の行政は、州の開発計画のひとつである灌漑農業開発分野

に対する日本の技術的、財政的支援に関心を示している。 

 地方（行政）レベルでのキャパシティーデベロップメントを通した灌漑用水管理や施設
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改修に関する技術移転は、要望の高い開発計画である。加えて、農産物による収入源の多

様化、作物栽培や家畜飼育の技術、生産性向上、マーケティング施設等の必要性が取り上

げられている。ジェンダー間の平等な所得分配に関する分析といった横断的な問題も必要

とされている。受益者参加による土壌浸食のコントロールも優先課題の一つである。 

3.2 計画の内容 

プロジェクトの基本計画は３つに分けることができる。 

1) 農業活動に関連する問題、既存の小規模灌漑施設やウォーターハーベスティン

グプログラムに関するニーズ調査などの基礎調査を実施して問題を特定する。 

2) 対象地域の農業生産、灌漑用水管理、マーケティングに関するアクションプラ

ンや基本計画を策定する。対象地域での新たな主食として、ネリカ米の導入も

プロジェクト項目に追加する。 

3) 持続可能な灌漑プロジェクトによる都市近郊農業の開発を通した生活改善マス

タープランを策定する。 

3.3 プロジェクト対象地域 

 プロジェクト対象地域としては、南部州のグラゲとシルティゾーン行政地区、特に水不

足が深刻な地域である、グラゲゾーンのソド, メスカン, マラコと、シルティゾーンの全て

のワレダを対象とする。 

4. 総合所見 

 プロジェクト対象地域内の農民、特に深刻な水不足に見舞われる地域では、農業用水の

不足による慢性的な旱魃に苦しんでおり、限られた既存の灌漑システムの中で農業用水を

効果的に利用する方法が必要とされている。地域内には多くの小規模灌漑スキームがある

が、農民の灌漑用水管理に関する知識は不足している。利用されている灌漑施設は限られ

ている上に、破損した灌漑構造物を改修する能力も不足している。 

 このような背景から、南部州の行政は、州の開発計画の一つに挙げられている灌漑農業

開発分野に関するわが国の技術、財政支援に高い関心を示している。 

5. 添付資料 

5.1 その他の開発計画について 

5.1.1. 稲作の導入 

 エ国における稲作栽培はソマリ州の一部を除いては、栽培の歴史は短く、最近になりコ

メの消費や生産が増加傾向にある。最初の稲作栽培は、前政権時代の北朝鮮が支援を行っ
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ていた時期に持ち込まれた X-ジンガという品種が最初と記録されている。栽培は北部地域

に集中しており、アムハラ州のタナ湖周辺やフォガラ湿地のような湿地など水が豊富な環

境を中心に行われている。現在は、ネリカ米の普及が JICA によって行われている。 

 コメは、北部や西部州、アムハラ, ベンシャングル, ガンベラ, オロミア州の一部、豊富

な水源を持ち、年降水量が十分に期待できる地域で栽培され、スーダンのような大きなマ

ーケットが近くにあることもこの地域での生産を促進させている。フォガラでのコメ生産

量や出荷量（特に周辺地域はスーダン国境に接しているため輸出が多い）に関するデータ

は収集されていないが、古くから国境での物々交換（国境貿易）が行われていた。 

 最近では、南部州内で稲作が導入されており、州西部（ケッファ, シェカ、ベンチ・マジ

ゾーン）では、農民による普及活動(Farmer-to-Farmer Extension)が行われている。再定住プ

ログラムを通して北部地域から移住してきた農民が、この地域での稲作をもたらした。過

去 3 年で生産量は大きく増加し、それに伴い農家所得は向上し、農民の中には、農産物を

輸送するための車輌を購入できる農家も出てきた。 

 毎年直面している食糧不足については、国内の耕作可能な土地や農業用水のポテンシャ

ルは十分高いと言われているが、コメの生産量の増加と生産の拡大は非常に低い。そのた

め国全体でコメの栽培面積を拡大することが必要とされている。 

 加えて国内の殆どのコメ生産地域では陸稲が栽培されている。従って、水資源が豊富な

地域では、コメの生産量を増加させる手段として、水稲栽培に重点を置いた普及が必要と

考えられる。 

水稲栽培の適地として以下の地域があげられる。 

 フォガラ湿地や、タナ湖周辺域（アムハラ州） 

 イルバブルやその周辺域（オロミア州） 

 ソマリ平原（ソマリ州、ワビ・シェベレ川） 

 ガンベラ地域（ガンベラ州、バロ川） 

 シルティーマレコ沼地域（南部州；ティニシュ・

アバヤ湖） 

5.1.2. オロミア州灌漑農業改善計画 

オロミア州では、わが国の支援による JICA 技術協力プロジェクトが実施されている。 

1) アラタ・チュファ地区では以下の持続的灌漑開発プロジェクトが実施されている。 

 灌漑地域の拡大 

 灌漑施設（倉庫、道路、水路） 
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 流域管理 

 マーケティングシステムの改善 

 水利組合の強化 

 ネリカ米生産の普及 

2) カタル地区では以次の持続的灌漑開発プロジェクトが実施されている。 

 灌漑面積の拡大 

 灌漑施設（倉庫、道路、水路） 

 流域管理 

 小規模水力発電 

 マーケティングシステムの改善 

 水利組合の能力強化 

 ネリカ米栽培の普及 

5.1.3. 地下ダム開発プロジェクト 

 エ国では、ディレ・ダワ（エ国第 2 の都市）周辺は、帯水層中の地下水の流れをせき止

めることで地下水を貯蔵する方法である地下ダムのポテンシャルが非常に高い。アワシュ

川流域の多くが、ディレ・ダワ周辺地域の砂地やシルト質の山地を水源としている。これ

らは間欠河川であり、乾期の間、基底流は砂土の間を流れている。余剰水は、飲料や農業

用水として利用されている。 
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 ディレ・ダワ地域周辺（ディレ・ダワから 80ｋｍと 15km の距離にある、チリキチケベ

レとハルラベィナケベレ）の流れを横切るように小規模な止水壁が 2 箇所建設されている。

これらは幅 10m、深さ 5m 以下の小規模なものであり、地下水を貯水するための機能という

よりは、水源を開発するため、砂に堆積した基底流を底上げさせるために（川に堆積した

砂を流して基底流を増量させる機能として）利用されている。帯水層中の止水壁は、土壌

浸食の進度及び土壌の流出を抑制するための止水溝として機能するために、地上に突き出

ている場合がある。 

 (穴のあいた)PVCパイプが、巨大パイプに連結されている下流の貯水タンク（壁から 2.5km

離れていて、周辺に受益者の居住地がある。）に結合しているコレクション室(collection 

chamber)に連結されるように、壁の上流に設置されている。水は重力に沿って流れている。 

  

 ローカルエンジニアは地下水開発（小規模な地下水の止水壁（地下ダム）の建設）を行

ってきたが、これらのシステムは近年のディレ・ダワ市内及び周辺に甚大な被害をもたら

した洪水を防ぐことはできなかった。  

 そのため、地下水開発のポテンシャルはまだ高く、地下水を貯蔵するための地下ダム技

術はわが国の ODA 事業により実施されることが期待されている。特に、シニレゾーン(ソ
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マリ州の境界にある)の平地に流入する下流域において、中規模の地下貯水池プロジェクト

（地下ダムプロジェクト）の可能性が示唆される。これについては止水壁の規模、不透水

性層の深度や、透水システムに関する詳細な調査が必要とされる。 

 

5.2 その他添付資料 

5.2.1. 調査日程及び面会者 

日付 日 日程 面会者 所属 
 
エチオピア外務省表
敬訪問 

 
Mahadi Ahmed 

 

Kidanemariyam 
Gidey  

Ambassador, Director 
General Middle East Asia 
and Oceania Affairs 

Cadet 
25/7/08 金 

JICA専門家との会
議 

Otsubo, Yagi, 
Yamanaka, Ono 

JICA Experts 

26/7/08 土 

アサラへ移動 
（オロミア州）。アラ
タ・チュファ灌漑プ
ロジェクト、農民、
専門家から情報袖手 

 
Otsubo, Yamanaka 

Yohanes 

 
JICA Experts 

Coordinator (Oromia water 
resource Bureau) 

27/7/08 日 

 
現地調査、カタル灌
漑プロジェクト 
現地調査、ドドタ・
ボ ル カ バ レ 
（NERICA 栽培） 

 
Otsubo 
 
Yohanes  

 
JICA Expert 
 
Coordinator (Oromia water 
resource Bureau) 

ＪＩＣＡ事務所への
表敬訪問 

SASAKI Katsuhiro 
 
Mitsuake ONO 

JICA Ethiopia 
Representative 
Assistance 
Representative 

オロミア灌漑部門協
議 

Samuel Hussien 
 
 
 
Yohanes 

Oromia, Head Irrigation 
and  drainage
department 

 
Coordinator (Oromia water 
resource Bureau) 

28/7/08 月 

農 業 省  (MOARD) 
への表敬訪問 

Ahmed Nasir 
 
 
Yagi Masahiro 
 
Dr. Abara Deressa 

STATE Minister, 
Ministry of Agriculture
 
JICA Expert 
 
STATE Minister, 
Ministry of Agriculture

29/7/08 火 
南部州灌漑部表敬、
現場調査 

Amare Abate 
 
Mesfin 

SNNPR, Head Irrigation 
Sector  
Irrigation Engineer 
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日付 日 日程 面会者 所属 

南部州政府表敬訪問 
 
 

Shiferaw Jarso 
Tagesse Chamo 
Mitiku Bedru 
 
Meles Keda 
 

President of SNNPR state
Vice president of SNNPR
Head of Water resource 
Bureau 
Head of Energy and 
Mining 

30/7/08 水 

南部州水資源局との
協議 

Mitiku Bedru 
Meles Keda 
 
 
Agosa Abate 
Amare Abate 
 
Nuredin Asaro 
 
Shiferaw Kanebo 

Head of Water resource 
Bureau 
Head of Energy and 
Mining 
Head of Water sector  
Head of Irrigation 
sector 
Head of water supply and 
sanitation 
Head of Irrigation 
design 

水資源省の表敬訪問 

Asfaw Dingamo 
 
Teshome Asefa 
Getaneh Asefa 

Minister, Ministery of 
Water resource 
Head Irrigation dep’t 
Irrigation Team Leader

31/7/08 木 

日本大使館への表敬
訪問 

Kinichi KOMANO 
Naoki MATSUDA 

Ambasador, Embassy of Japan 
2nd Secretary 

農業省 JICA 専門家
との打合せ 

Masahiro YAGI JICA Expert 
01/08/08 金 

ローカルコンサルタ
ントとの打合せ 

Solomon G/Tsadik 
  

Head, Rural and Pastoral 
Consultant 

02/08/08 土 
移動（ディレ・ダワ） 
現地専門家との打合
せ及び現地調査 

Zemedkun 
Dire-Dawa Administration water 
supply Team Leader 

03/08/08 日 データ整理   

04/08/08 月 
ディレ・ダワ水資源
局との打合せ 
 

Birhanu 
Zemedkun  

Irrigation Design Engineer 
Dire-Dawa Administration water 
supply Team Leader 

05/08/08 火 

南部州、現地調査 
グラゲゾ-ン（ソド、
メスカン、ヲラダ）
及びシルティゾーン
（シルティヲラダ） 

Lema Mulu 
 
Nuri Isa 
Zewudie Solomon 

Head, Sodo Woreda 
Agricultural Office  
Agronomist 
Irrigation Engineer 

06/08/08 水 
南部州、水資源局 
データ収集;  

Mitiku Bediru 
 
Amare Abate 
Sirak Alemu 

SNNPR, Head Water resource 
Bureau 
SNNPR, Irrigation Sector Head  
Planing expert 

07/08/08 木 
南部州、農業局での 
データ･情報収集 

Usman Surur 
Simayehu 

SNNPR, Agricultural
dev’t sector、Head 

Head technology 
department 

08/08/08 金 
データ収集（地図購
入） 

Ethiopian 
Mapping Agency 
Geological 
Mapping Anegcy 
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5.2.2. 関係機関組織図 

 

 

 

Bureau of Agriculture and rural 
development (BoARD) 

Planning and civil 
service dep’t 

Information and Public 
relation service 

Audit department 

Support center 

Women Affairs Unit 

Agricultural 
Development 

Sector 

Food Security 
Coordination 

Sector 

Natural resource 
development & Rural 
land administration 

Sector

Agricultural Research
Institute 

Rural Finance Fund 
Service 

Cooperative Agency 

Agricultural 
Marketing and Input 

Sector 

Zone/Special Woreda Agricultural and rural 
development Office 

Woreda Agricultural & rural development 
Office 

Development 
Station 
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5.2.3. 収集資料 

 ５Years Water resource development plan of SNNPR Region 

 5Year Agricultural development plan of SNNPR Region (Amharic) 

 The Potential of SNNPR Region （Amharic） 

 Lists of Small Scale Irrigation Project in SNNPRR Region 

 Local Map (1:50,000) 

 Geological Map of Ethiopia (1:200,000) 

 Hydrological Map of Ethiopia (1:200,000) 

Pool center office  

Planning Programming 
and civil service reform 

Service 

Irrigation 
study and 

design dep’t 

Irrigation 
construction and 
quality control 

dep’t 

Water supply 
study and 

design dep’t

Water 
resource 

development 
dept’

Mines and Energy Agency

Energy 
Department 

Mineral resource 
development 

dep’t 

Irrigation development 
Sector 

Driniking Water 
Supply Sector 

Operation and 
maintenance 

dep’t 

Urban water services 
improvement community 

participations and training 
service

Bureau of Water resource development
(BoWRD) 


