
外部評価者 評価委託先 略歴 評価対象事業

飯沼 健子
稲田 十一 ※
小林 守

専修大学
東京大学大学院総合文化研究科博士課程。1997年よ
り専修大学教授。また、世界銀行にて在外研究を行っ
た。専門は、開発援助政策分析、社会経済調査。

@3 コロンボ首都圏電気通信網整備事業 

@4 大ダッカ圏電話網整備事業（2）                  

池野 雅文 （株）コーエイ総合研究所
東京農工大学大学院農学研究科修了（農村社会学専
攻）。青年海外協力隊（JOCV）を経て、1996年より現
職。専門は、農村・社会開発。

#4
送電線（フェ－ズD）建設事業

第２次送電網（フェーズB－2）事業                

#5 道路整備事業

#6 トードス・オス・サントス基本衛生環境改善事業

石島 則夫
上北 恭史
黒田 乃生
斎藤 英俊
羽生 冬佳
日高 健一郎※

松井 敏也
モルゴス アンドラス
八木 春生
大和 智

筑波大学

東京大学大学院工学系研究科博士課程建築学専修修
了。豊橋技術科学大学助手、筑波大学助教授等を経て、
2000年より現職（筑波大学人間総合科学研究科教授。
2006年より大学院博士課程世界文化遺産学専攻長）。
専門は西洋建築史・世界遺産学。

@8 アジャンタ・エローラ遺跡保護・観光基盤整備事業（1）

石森 康一郎 Value Frontier（株）
サセックス大学科学技術政策研究所博士課程単位取
得後中退。2006 年より現職。専門は、開発事業評
価、水資源政策。

$2 グベラ－ト灌漑事業

$3 バルバラ灌漑事業

$4 北部地域導水・灌漑事業

伊藤 友見
片桐 寿幸※ （財）日本経済研究所

慶應義塾大学経済学部経済学科卒業。日本開発銀行
を経て、1999年より現職。専門は官民協調（PPP/
PFI）、行政評価、中小企業振興。

!2 レイテ―ボホ－ル連結送電線事業

!3 ルソン系統民活支援送電線連係事業

#8
セヴェルナヤガス火力発電所建設計画

セヴェルナヤガス火力発電所建設計画（2）

稲葉 敦
クロード・シーゲンターラー
下村 恭民※

藤倉 良
不二葦 教治
不破 吉太郎

法政大学
コロンビア大学大学院Graduate School of Business
修了。1999年より法政大学教授。専門は、経済開発、
政策、評価。

2 電力消費効率促進事業 

3 ラムタコン揚水式水力発電所建設事業

今井 剛
金子 慎治※

藤倉 良
広島大学

九州大学大学院工学研究科修了。（財）地球環境戦略
研究機関を経て2002年より現職。専門は開発計画、
環境。

!5 北京第9浄水場3期建設事業

!6 貴陽西郊浄水場建設事業

大平 哲※

菊池 正
高梨 和紘

慶應義塾大学
慶應義塾大学経済学研究科博士課程修了。同大学経
済学部専任講師等を経て、2005年より同大学准教授。
専門は、開発経済学。

1 農業セクタ－ロ－ン

!7 黒龍江省三江平原商品穀物基地開発計画（1）（2）

@1 中小企業支援事業

岡本 義朗 三菱UFJリサーチ＆ 
コンサルティング（株）

中央大学大学院総合政策研究科総合政策専攻博士
後期課程終了。政府機関、銀行、研究所勤務を経て、
2005年より現職。専門は政策評価、公共経営、公会
計。現在は日本評価学会理事、政府機関研究会の委員
等を複数務める。

$1 マショナランド・マニカランド州通信施設整備事業（2）

$5 地方電化事業

$6 クワンデレベ給水事業

川畑 安弘※

坂入 ゆり子
（9、10、11のみ）

三州技術コンサルタント（株）

オレゴン大学土木工学科修士課程、ワシントン大学土
木工学科修士課程修了。日本大学理工学研究科博士
課程（工学博士）。技術士。日本道路公団、民間コンサ
ルタント企業、世界銀行などを経て2005年より現職。
世界銀行顧問兼務。専門は開発計画、運輸・交通計画、
社会基盤など。

9
日比友好道路修復事業（1）

日比友好道路修復事業（2）

!0 海上安全整備事業（2）

!1 航空保安施設近代化事業（3）

!9 杭州―衢州高速道路建設事業

@0 万県―梁平高速道路建設事業

黒田 則博
吉田 和浩※ 広島大学

サセックス大学大学院開発学M.Phil課程修了。世界
銀行、国際協力銀行等を経て、2006年より広島大学准
教授。専門は途上国の教育政策、国際教育協力論。

7 高等人材開発事業（2）

すべての個別事後評価を、外部評価者が実施しています。

当行では国民に対する説明責任および客観性確保の観点から、すべての事業において外部評価者が
現地にて開発途上国政府・実施機関との協議、受益者からの情報収集、事業の実査を行い、事後評価お
よびレーティングを行っています。
今回掲載した個別事後評価に携わった外部評価者は以下の方々です。

※略歴は団長のみ
（50音順、敬称略）
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外部評価者 評価委託先 略歴 評価対象事業

坂入 ゆり子 三州技術コンサルタント（株）
デューク大学大学院公共政策学および経済学専攻修
了。世界銀行等の勤務を経て2006年より現職。専
門は、経済開発、政策、評価。

!4
バガヌ－ル・シベオボ炭鉱開発事業

バガヌ－ル・シベオボ炭鉱開発事業（2）

佐々原 秀史
進藤 裕之※

双木 英人
（独）水資源機構 北海道大学工学部卒業。技術士（建設）。1980年より

現職。専門はダムの調査・計画、設計および維持管理。 @2
サマナラウェア水力発電事業（1）～（3）

サマナラウェア水力発電改修事業 

杉本 正実 新光オームシー（株）
慶應義塾大学大学院経済学研究科（経済政策専攻）修
士課程修了。公認会計士。新光監査法人を経て1987
年より現職。専門は公共財政管理、財務・経営管理。

6 12州橋梁修復事業                                

5 スラバヤ都市環境改善事業（1）

8 小規模灌漑管理事業（3）

スズキS.ヒロミ
中込 昭弘※

（株）エスエヌ・グローバルソリュー
ション

山梨大学工学部電気工学科卒業。新日本監査法人等
の勤務を経て、2007年より現職。専門は評価、財務、
会計、組織改善。

@6 西ヤムナ運河水力発電事業

#3 ウミアム水力発電所改修事業

@5 機関車リハビリ事業（2）

薗田 元 （株）グローバル・グループ21 
ジャパン

東京大学大学院工学系研究科（都市計画）修了。国内
研究機関の研究員、コンサルタント等を経て、2005年
より現職。専門はプロジェクト評価・管理、都市・居住
環境計画。

@9

バクレシュワール火力発電所建設事業（1）（2）

バクレシュワール火力発電所3号機増設事業（1）（2）

中村 正久※

ビクター・ムハンディキ
（財）国際湖沼環境委員会

イリノイ大学環境工学科博士課程修了。WHO西太平
洋地域事務所環境システム専門官、滋賀県琵琶湖研究
所所長等を経て、2005年より現職（滋賀大学環境総合
研究センター教授）。専門は環境工学、湖沼管理。

#2 ボパール湖保全・管理事業 

原口 孝子 （株）国際開発アソシエイツ
国際基督教大学行政学研究科博士課程前期課程修了。
コンサルタントを経て、2005年より現職。専門はプ
ロジェクト計画、モニタリング、評価。

#7 コンスタンツァ南港整備事業

#9 イルティシュ川橋梁建設事業

$0 鉄道輸送近代化事業                                

宮崎 慶司 OPMAC（株） 

イーストアングリア大学大学院開発学部および国際
基督教大学大学院行政学研究科修了。1996年より
現職。開発事業関連調査への従事経験多数。専門は
ODA評価（政策評価・事業評価）、経済・社会分析、人的
資源開発。

4
ワットナコンイン橋および付帯道路建設事業

ワットナコンイン橋および付帯道路建設事業（2）

#1
国道5号線拡幅・改良事業                          

国道5号線拡幅・改良事業（2）

@7 国道2号線拡幅・改良事業

#0 ヤムナ川橋梁建設事業

山本 裕美 京都大学 京都大学大学院農学研究科農林経済学博士課程。
1997年より現職。専門は中国経済、開発経済学。 !8 配電網効率改善事業（重慶）

トーマス・バラトール
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