JICA プロジェクトブリーフノート

マラウイ国
リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト（第 1 期）
- LiSCaP（Lilongwe Strengthening Capacity Project） 職員の能力強化に着目した持続可能な無収水対策の構築 2020 年 6 月
マラウイ国・リロングウェ市

第１章

プロジェクトの背景と問題点

ていない水量（コマーシャルロス）も含めた無収

リロングウェ市の人口増加率は 3.8％（2018 年
国勢調査）と、全国平均 2.9％（2018 年国勢調査）

水率は、2015 年において 36％（LWB Strategic Plan
2015-2020）にも及んでいる。

を上回っており、これに伴い水需要量も増加して

このため LWB では、効率的に水源を活用するた

いる。2010 年までは 24 時間であった一日当りの

め無収水量の削減を目指し、2020 年までに無収水

給水時間も、2015 年には 18 時間（LWB Strategic

率を 28％に削減する目標を掲げ活動を実施してき

Plan 2015-2020）と減少傾向にある。

ている。

マラウイ国政府では、
「マラウイ国家成長・開発

しかし、LWB が実施してきた無収水削減対策は、

戦略 2017-2022（MGDSIII）
」において「農業、水資

対症療法に留まっており、より包括的、効果的か

源開発、気候変動対策」を重点分野として位置付

つ持続的な無収水削減計画の立案と技術的な能力

けており、リロングウェ市の新規水源として大規

向上に対する支援を望んでいた。

模ダム開発等を計画しているが、順調には進んで
いない。

JICA は、マラウイ国リロングウェ市無収水対策
能力強化プロジェクト（以下、「本プロジェクト」

リロングウェ水公社
（LWB：Lilongwe Water Board） という）を 2019 年 6 月に開始した。本プロジェク
では、給配水管の老朽化等による漏水（フィジカ

トは第 1 期、第 2 期に分けて 2023 年 6 月までを予

ルロス）や、水道メータの不良等により請求でき

定している。
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＜人材開発によるアプローチの柱＞
１）技術協力プロジェクト：
専門家の派遣による LWB 職員の能力強化
２）無償資金協力による無収水対策機材供与：
プロジェクトでも活用する機材をプロジェクトの
開始時期に合わせて調達
３）JICA 海外協力隊（JOCV：水の防衛隊）との連
携：
プロジェクトと連携して市民向けの広報活動をよ
り円滑に行うため、JOCV 隊員の LWB 広報課への
写真 1

配置

LWB の人力による水道管の修繕作業

４）水源林保全の技術協力プロジェクト

第２章

問題解決のためのアプローチ

「ザラニヤマ森林保護区の持続的な保全管理プ

（１）アプローチの全体像

ロジェクト」では、リロングウェの水源林である

LWB の無収水の課題を解決し、かつ将来的にそ

ザラニヤマ森林保護区の保全管理のために、コミ

の効果が持続することを目指し、LWB の職員の能

ュニティを含む関係者に対する普及啓発等の活動

力の強化に着目して、課題解決にあたることが、

を実施中。我が国でも水源の保護と持続的な水道

アプローチの全体像である。また、LWB の無収水

の構築は、一体不可分であり、互いに連携するこ

の課題解決には、水道施設の更新や拡張といった

とによって、双方の改善活動の必要性を効果的に

施設整備の観点で、世界銀行（WB）や欧州投資銀

発信することができる。

行（EIB）等の他のドナーも協力しており、各ドナ
ーの強みを活かす形で協調した課題解決のアプロ

（２）プロジェクトでのアプローチ

ーチを取っている。

本プロジェクトは、
「リロングウェ市における無
収水対策の取り組みが計画的に実施される」こと

人材開発による

施設整備による

アプローチ

アプローチ

を将来的な目標に据え、プロジェクト期間終了時

（ソフト的）

（ハード的）

点で、LWB の無収水対策能力が強化されることを

【JICA】
技術協力
プロジェクト
＋
無償資金協力
＋
海外協力隊

図1

LWB における課題

目的に実施している。具体的には図 2 に示す 3 つ
【世界銀行
無収水の削減

(WB)】
【欧州投資銀行

の成果をあげることで、目的を達成しようとして
いる。

(EIB)】

アプローチの全体像のイメージ

本プロジェクトは主に人材開発の面から LWB
の課題解決に貢献することを目指した JICA のア
プローチの一部であり、技術協力プロジェクト以
外の協力手法も組み合わせて、相乗効果を上げて
いることが特徴となっている。
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2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

プロジェクトによるアプローチ

L
W
B
の
無
収
水
対
策
能
力
の
向
上

成果１：LWB の無収水対策に係る計画策定能力が向上する
無収水量分析、無収水削減計画の策定、運用・評価・更新
計画策定（成果１）とパイロット DMA で
得られた実績（成果２）の連携

成果２：LWB の DMA(配水小ブロック）における無収水対策実施能力が向上する
パイロット DMA の選定、コマーシャル・フィジカルロス対策、機材調達
成果１、成果２の活動で得られた知見を集約

成果３：LWB の無収水対策に係る知見の組織内外への共有・発信能力が向上する
成果１，２で得られた知見の発信（LWB、住民、他の水道事業体、他ドナー等）
本邦研修によるインプット、キャパシティーアセスメント（CA)による効果測定

無償資金協力の活用

海外協力隊との連携

図 2 プロジェクトのアプローチ

図 3 に本プロジェクトの実施体制を示す。
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図 3 プロジェクトの実施体制
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（３）具体的な活動内容

２）成果２：パイロット DMA における無収水削減

１）成果１：無収水対策計画策定

a.概要
成果 2 では、現在 LWB が実施している無収水

a.概要
成果１では、実行可能で持続的な計画策定を通

削減活動の改善に加え、現地の環境に応じた新た

じて、LWB の計画策定能力の強化を狙っている。

な技術を導入していく。第 1 期では図 5 に示す削

具体的には、LWB の現状・課題や、無収水削減の

減活動にかかる準備作業を主に実施し、第 2 期か

取り組みの方向性を把握し、LWB で既に作成して

らはより具体的な個別技術の能力強化と無収水の

いた 5 年間の無収水削減計画を改訂する。計画の

削減プロセスを OJT にて実施することで、LWB が

一部は、プロジェクト期間中に実施し、モニタリ

将来にわたり実施する削減活動の定着を図る。

ング及び評価、必要に応じた計画の更新まで行う
パイロット DMA 選定

活動準備

こと目指す。すなわち、無収水削減を PDCA サイ
クルで実施するものである。

ベースライン測定
高水圧対策

b.無収水削減計画の実効性の確保
成果 1 で策定する無収水削減計画では、計画の

中間計測

実効性や納得性を高めるため、成果２で実施する
コマーシャルロス対策

無収水対策の実践活動の結果や教訓を積極的に計
画策定に活用する。

中間計測
フィジカルロス対策

c.経営戦略、予算との連動による持続性の確保
成果 1 で策定する無収水削減計画では、計画の

エンドライン測定

持続性を高めるため、図 4 のとおり、LWB での最

効果検証

上位の経営戦略（Strategic Plan）及び、各年度の
年間予算と連動させる。また、無収水率の削減の

図 5 パイロット活動削減対策のフロー

みならず、継続して無収水対策を実施するための
削減活動の OJT は、異なる環境を持つ 4 つの

人材育成や実施体制の構築も予算化していく。

DMA（District Metered Area の略称。水量等の管理
を容易にするために、ある程度の世帯数ごとに分

計画の階層

割された給水エリアであり、そのエリアに出入り
LWB 最上位の経営戦略
(Strategic Plan)

する流量を計測できるようにする）をパイロット
DMA として選定し、集中的に実施する。各削減活
動の効果を検証し、LWB の現状に応じた LWB の

無収水削減計画 (成果 1)

適正な無収水削減活動を明らかにすることで、成
果 1 で作成する LWB 全体の無収水削減計画にも

年間予算

年間予算

反映させ、パイロット DMA 以外の DMA も含め

年間予算
時間軸

て LWB 全体の無収水削減に寄与するものである。
また、無収水削減活動の実施にあたっては、プ

図 4 経営戦略、予算との連動

ロジェクトで新たに導入する漏水探知機材を用い
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るだけでなく、すでに LWB が実施している削減活

析するために水収支表（Water Balance Sheet ウォー

動においても職員の技術やサービス（配管修理、

ターバランスシート）が作成され、さらに、無収水

メータ検針、広報活動等）の質の向上にかかる取

量のうち水道メータの不良、誤検針や違法接続等

り組みを実施する。質の向上においては、図 6 に

による請求できない水量（コマーシャルロス）が

示す PDCA サイクルを意識し、その適正や持続性

定量的に把握されなければならない。水道メータ

の確保にあたる。これらの評価に際し、LWB のキ

の不良による無収水量の把握は、まず、パイロッ

ャパシティ・アセスメントに加え顧客満足度を指

ト DMA で次のメータをランダムサンプリングに

標として設定することで、各活動に対する職員の

より選定、交換、回収する。

取組意識の改善を図る。

(a)老朽メータ：8 年経過したもの
(b)不良メータ：検針水量ゼロ、カウンタ表示が

パイロット活動の PDCA【成果２】

判読できないもの

PLAN
・年次ローリング計画
・モニタリング計画

(c)大口使用者メータ：水量が多く重要なもの
次に、回収されたメータは、LWB が所有するメ
ータ流量測定器（写真 2 参照）を用いたメータ器

DO

差調査が実施され、計量精度が確認される。また、

日常アセットマネジメント

ACTION
・活動修正・改善
・知見の共有・普及

メータの更新によって、パイロット DMA での無

点検

収水量・率の効果を検討する。

記録

分析
措置

CHECK
・活動レビュー
・キャパシティー評価
・費用対効果

図 6 PDCA を意識した活動の定着と改善

b.パイロット DMA
パイロット DMA は、指導すべき技術的な要素
を網羅し、かつパイロット活動が今後市全域へ水
平展開できるよう配慮した 8 つの選定基準を設定

写真 2 LWB 所有メータ器差試験

し、選定することとした。パイロット活動の開始
にあたっては、その効果を精度よく検証できる体

違法接続による無収水量の把握は、LWB がすで

制が重要であることから、無収水率のベースライ

に実際に発見された違法接続の状況を数値化し、

ンやエンドラインを適切に計測するため、準備作

無収水量を算出し率の計算がなされていることか

業を重視した取り組み（DMA 境界確認調査、顧客

ら、この調査手法に対する評価を行う。

リストの作成等）を行う。
d.高水圧及びフィジカルロス対策
c.コマーシャルロス対策

リロングウェ市は地形が起伏に富んでおり、最

無収水削減対策において、無収水量の内訳を分

大動水圧が 0.74MPa（日本の配水管における最大

5 / 14

の水圧）を超える管路が多く存在することから、

2 地下漏水探知、3 管路修繕等）に不可欠な機材の

管路への水圧の影響を低減し、管路の破損や補修

選定を行う。調達にあたっては、先行して実施さ

個所からの漏水の復元を抑えるために水圧管理を

れた無償資金協力「リロングウェ無収水削減用機

強化する。

材整備計画」で調達された機材との整合性と補完

また、フィジカルロス（実損失水量）の削減にあ

を図る。また、無償資金協力のフォローアップと

たっては、これまで LWB が実施してきた地上漏水

して、適正な使用方法について継続的な指導を実

対策の改善、新たな技術として位置づけられる地

施する。

下漏水対策を明確に区分し、各々の効果を測定す
ることで効果的な計画を立案する。特に LWB にと

3）成果３：LWB 知見の発信・共有能力向上

って、漏水探知に関する調査機器については未経

リロングウェ市の無収水の原因となっている

験であることから、今後の OJT を通じた無収水の

「フィジカルロス」と「コマーシャルロス」の課題

監視や漏水探知の効率的な実施と技術の定着を目

は市全域に及んでおり、プロジェクトが実施され

指す。

る一部のパイロット DMA での活動だけでは解決

各パイロット DMA においては、その地形的特

されない。パイロット DMA での活動を通じて得

性やフィジカルロス（実損失水量）の実態調査か

られる知見を、LWB 全体に発信・共有していく必

ら課題を抽出し、活動の持続性が担保されるよう

要がある。また、LWB 職員も給水管布設や修繕の

なモニタリング手法、漏水探知手法、重点路線の

品質向上に対する意欲や動機付けが弱いことが課

分析手法などを策定する。加えて、不確実な配管

題となっている。

修理による漏水の再発が多いと考えられることや、

さらに、水道サービスの受益者である住民も漏

断水時間の長さが顧客満足度にも反映されている

水や違法接続に対する意識が低く、コマーシャル

ことからこれらの改善を行う。漏水の探知・特定

ロスの増大に繋がっている。これらの課題に対処

から配管修理までの一連の流れは、日常業務のプ

するため、プロジェクトでは LWB の知見の発信・

ロセスへの落とし込みを行うことで活動の定着と

共有能力の向上を目指す。

効率化を図る。
a.ナレッジシェアリングの構築（アプローチ１）
プロジェクトでは知見・ノウハウの学びあいの
仕組みである戦略「Knowledge Sharing Strategy on
NRW Reduction」
（ナレッジシェアリング）を構築
する。LWB 職員がプロジェクトで得た知見を、
LWB 内部及びマラウイ国内外の他水道事業体へ
自ら発信していくことにより、LWB 職員の「やり
がい」
「手ごたえ」など内発的な動機付けを向上さ
せることができるだけでなく、LWB 及びマラウイ
国内外の他の水道事業体における無収水削減能力
そのものの向上を図ることができる。LWB 内部に

写真 3 地上漏水の状況

おけるナレッジシェアリングの仕組みの例を図 7

e.機材調達
LWB 所有機材とその稼働の確認、DMA の実態

に示す。

を把握しパイロット活動（1 水道メータ器差調査、
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b.水利用者への情報提供と理解促進（アプローチ２）

LWB 本部

無収水削減のためには、住民やドナー等関係機

マネジメントチーム

関の巻き込みによる啓発・情報発信も重要である。

NRW 対策課
（ナレッジセンター）

特に住民の理解と積極的な協力なしには、無収水
の効果的な削減は期待できない。LWB は広報関連
戦略「Communication and Stakeholder Engagement

北部地域
事務所

中部地域
事務所

南部地域
事務所

Strategy（CSES）」をすでに作成していたため、こ
れをベースに C/P と議論を行い、プロジェクトで

（アクションチーム）

は特に無収水削減のための具体的な実施方策とし
LWB ピアアシスト

て、CSES をサポートする形で実施計画「Awareness
Raising Action Plan for NRW Reduction」の作成を進

図 7：LWB 内部におけるナレッジシェアリング体制

めていくこととした。今後、C/P と共同で実施計画
を作り上げていき、住民やドナー等に対して、効

プロジェクトのメインのカウンターパート（C/P） 果的な啓発・情報発信を実施していく。既存戦略
は、LWB 本部職員が中心となるマネジメントチー

からの実施展開を計画することにより、同実施計

ム、及びパイロットエリアを有する南部事務所職

画に対する LWB の理解を深め、また既存戦略に紐

員が中心となるアクションチームである。両者は

づけることにより、継続的な計画実施を狙いとし

プロジェクトの成果を LWB 中部及び北部事務所

ている。

に展開していくが、これらも一方的な受け手では
なく、これまで独自に培ってきたナレッジを他拠

4）キャパシティ・アセスメント

点に共有していく。このように、各拠点（ピア）が

一 般 に キ ャ パ シ テ ィ ・ ア セ ス メ ン ト （ CA:

持つナレッジを双方向で共有できる仕組み作り

Capacity Assessment）実施の目的は、まず C/P のキ

（ピアアシスト）が本戦略の特徴の一つである。

ャパシティ（課題解決能力）そのものの把握にあ

ピアアシストの考え方は、LWB 内部に留まらず、

る。これにより、プロジェクト実施によるキャパ

マラウイ国内外の他の水道事業体もピアとして捉

シティ変化の把握と成果達成度、そのインパクト

えた学びあいの活動が実施・予定されている。例

等が得られる。本プロジェクトにおいても開始当

えば、マラウイ国外とのナレッジシェアリング活

初に CA を実施したが、その際 LWB と十分な協議

動では、
「アフリカ域内協力」が現在実施継続中で

を行った結果、CA ツールの共同開発はもとより結

あり、成果を挙げつつある（第 3 章（3）参照）
。

果の分析とその活用方法についても、「CA をキャ

これらナレッジシェアリング活動全体をコーデ

パシティ・デベロップメント（CD）の１ステップ

ィネートする軸となるのは、NRW 対策課である。

として位置づけ、CA 結果を CD に反映させる。」

戦略では、同課を「ナレッジセンター」と位置付け

方針が得られた。これにより、①無収水削減能力

ている。ナレッジセンターは LWB 内外のナレッジ

を多くの側面から評価するため、CA ツールの開発

を収集し、体系化して活用可能な状態で発信する

段階から LWB 内の多くの部署が CA 参加、②十分

役目を担うが、戦略ではナレッジセンターの役目

な理解の下での CA 実施、③CA 結果分析と課題の

はそれらに留まらず、LWB 内外のピアに積極的に

抽出及び弱点補強等対策への活用として CD へ繋

働きかけ、ナレッジシェアリングを推進していく

げるという一連のプロセスが期待される。

中心機関の役割が求められている。
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り確実で精度の高い計測体制づくりを実施する予
CA 体制の構築
及びツール開発

CA 結果
CA 実施

Design

定である。

分析及び

次に、境界線の設定に合わせた仕切弁の設置状

活用(CD)

況調査を通じ、今後 LWB として新たに導入するこ
ととなる漏水探知を実施するため、DMA 内を 5 つ

図 8 LiSCaP における CA プロセス

に区分しサブゾーン化（図 10 参照）を図ることと

第３章

アプローチの実践結果

した。しかし、既存の仕切弁はほぼ機能しておら

（１）成果２：パイロット DMA における無収水削減

ず、管路補修の際、全面断水となっていた。仕切弁

１）1 つ目のパイロット DMA の準備作業

調査及び修理を実施しサブゾーンを構築したこと

a.DMA 境界の確認

により、今後の無収水率の削減対策として期待さ

1 つ目のパイロット DMA である SZD3 におい

れる。また、今後実施するフィジカルロス対策に

て、現地踏査及びエリア管理者に運用境界をヒア

おいて、サブゾーン単位での管理、モニタリング

リングしたところ、図-9 に示すとおり LWB が GIS

体制を構築することで、フィジカルロスの絞り込

上で管理している境界線と異なることがわかった。

みや優先度に応じたメリハリのある削減対策を行
う予定である。

図 10 サブゾーンの構築

図 9 DMA 境界線の変更

b.顧客リストの作成
このため、管理のし易さや、地形的境界をベー

LWB 顧客台帳における南部地域の顧客数と、

スに DMA の境界線の再設定を実施し、その結果

GIS データ上の顧客数に約 12％の乖離が生じて

として、約 150 世帯（総世帯数の 1 割程度）の DMA

いたことや、また DMA 単位での顧客リストが存

間移動が生じた。また、隣接する DMA の水不足

在していなかったことから、パイロット DMA に

に対する系統連携が常態化していたにもかかわら

おいて全戸調査による位置情報を取得し、DMA

ず、流出部に計測器が設置されていなかったこと

内顧客の特定を行った。特定された顧客のマスタ

から、水理的に分離する措置として新規バルクメ

ーリストを作成し、料金徴収データと整合性を図

ータの設置を実施した。LWB では、これまでも

った結果、1,046 世帯が特定された。特定された

DMA 毎の無収水率の算出を行っているが、このよ

顧客には、料金徴収データ上において DMA コー

うな一つ一つの細かな確認作業や改善を通じ、よ

ドを付与したことで、月ごとに非常に簡便で確実
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な使用量の算出が可能となった。

帯（15～50L/時）のみならず、大流量帯（400L/時
以上）においても、正常な精度範囲を超えてマイ

（２）コマーシャルロス

ナス側（無収水になる方）に振れており、正常な計

LWB にある 3 つに区分された地域のうち、本プ
ロジェクトが対象とする南部地域 (31,325 件)及び

測ができていないメータが多くある。比較のため、
標準的なメータの器差曲線を同図の右下に示した。

SZD3(1,046 件)の顧客メータ設置年数を図 11 に示
す。
設置年代分布からは、給水エリアの拡張に伴い

Meter Error rate

域で 48％、SZD3 では 60％にも及んでいる。

15

50

150

0%
10

Flow

L/hr
4,000
正常と定義
する精度範囲
10%

100

1,000

-20%
-40%
-60%

0%

-80%

-10%

10

-100%

SZD3

1,000

400

20%

形成されていることが分かる。また設置後 8 年以
上経過した老朽メータ（図中橙と赤系）は、南部地

Meter Error Curve

40%

100

1,000

Error Curve of New

-20%
小流量帯

中流量帯

図 12

大流量帯

メータ器差曲線

図 13 に示すメータの設置経年数とメータ器差
率の関係からは、不動メータ（水道水が水道メー

南部地域

1-2 years
3-4 years
5-6 years
7-8 years
9-10 years
11-12 years
13-14 years

タを通過しても水量が計量されない故障したメー
タ）を含む全体の器差率平均は-8.3％(100L の使
用に対して 91.7L を計測)と算定された。なお、LWB
では、メータ器差率(読取・転記誤差等を除く)は
-9.1％と試算している。

図 11 南部地域・パイロット DMA 区域の顧客メータ
の設置年数分布

Meter Error Rate

10%

次に無収水量のうち水道メータの器差がどの程
客メータをランダムに選定・交換し器差試験を実
施した。器差試験においては、年代別のメータ特
性を把握することを目的とし、通常の 3 点ではな
く 5 点(15L/時、50L/時、150L/時、400L/時、1,000L/
時（給水圧不足により 2,500L/時での試験ができ

Meter Error rate

度影響しているかを把握するため、280 件分の顧
0%
0

2

4

6

8

10

12

Meter Age (Year)
-10%

Average Error Rate: -8.3%

-20%

ないため）)で流量を測定した。図 12、図 13 に 2020
年 5 月までに実施（194 個）した試験結果を示す。
図 12 に示すメータ器差曲線は、それぞれの曲線
が個々のメータの試験結果を表している。小流量
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-30%
図 13

メータ設置年数とメータ器差率

14

また、図 14 に設置後 8 年未満及び以上ごとの、

にある。

不良・不動メータの割合を示す。8 年以上経過した

活動はプロジェクト開始前の 2018 年に始まり、

グループの不良メータ（器差率±5％以上）の割合

第 1 回ワークショップがルワンダで開催された。

は 14.9％で、このうち無収水率は大きな低減に直

第 2 回ワークショップはマラウイに会場を移し、

結する器差率-10％以上のメータが 7.2％との結果

前回の盛り上がりを引き継ぐ形で開催され、プロ

であった。また、全く計測できていない不動メー

ジェクトもこれを支援した。ちなみに本域内協力

タも経年によらず 5％程度存在している。
一方で、

活動では、3 事業体がワークショップ開催地提供

8 年を経過したメータにおいても正常に機能して

及び幹事を持ち回りで行っている。これは、ピア

いるメータが全体の 36.5％（8 年以上のグループ

アシストで紹介するナレッジを自国の現場で実際

の中では 62.8％）あることなども踏まえて、今後、

に見てもらう狙いがあるが、同時に幹事国のオー

削減に係る費用対効果を考慮した更新計画の策定

ナーシップにも大きく寄与する効果を生み出して

を実施していく予定である。

いる。

(8≦)不良(±10％以上), 14件, 7.2%
(8≦)不良(±5～10％), 15件, 7.7%
(8≦)不動, 6件, 3.1%

(8>)正常, 63件, 32.5%

(8≦)読取不可, 7件,
3.6%
8年未満
8年以上

(8>)読取不可, 5件, 2.6%
(8>)不動, 4件, 2.1%
(8≦)正常, 71件, 36.5%
(8>)不良(±5～10％), 4件, 2.1%
(8>)不良(±10％以上), 5件, 2.6%

図 14

年代別不良・不動メータの割合
写真 4

モバイルビリングシステムを発表する LWB
現場職員

（３）成果３：LWB 知見の発信・共有能力向上
１）アフリカ水道事業体の域内協力の実施

マラウイで行われた第 2 回ワークショップでは

前述のナレッジシェアリング戦略実施の一環と

LWB が幹事となり、3 つの事業体に加えてマラウ

して、
「アフリカ水道事業体域内協力」を実施して

イ国内から 4 つの水道事業体（ブランタイヤ水公

いる。これは、メンバーであるルワンダ水衛生公

社、北部地域水公社、中部地域水公社、南部地域水

社 （ WASAC ）、 ケ ニ ア の エ ン ブ 上 下 水 道 会 社

公社）も招待し、プロジェクトチーフアドバイザ

（EWASCO）
、そしてマラウイの LWB がピアとな

ーの派遣元である横浜市水道局も参加するという

り、学びあいの活動（ピアアシスト）を行っている

豪華な顔ぶれとなった。

ものである。この活動が始まった背景として、国

ワークショップでは、無収水対策が参加者全員

を跨いだ水道事業体の交流はこれまでにも行われ

の共通の課題であることが改めて認識され、ナレ

ているが、特にアフリカでは現場レベルの交流は

ッジシェアリングと活発な質問・協議が行われた。

あまり行われていなかった状況がある。しかし、

次回のケニアにおけるワークショップも参加者で

水道事業体はその事業形態が似通っており、お互

合意がなされ、ピアアシスト方式におけるナレッ

いに共通した課題を抱えているケースが多い。ピ

ジシェアリングは LWB 内外において順調に展開

アアシストをアフリカ域内で展開する意義はここ

しつつある。
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（４）キャパシティ・アセスメント（CA）

まり、より積極的に研修に参加するモチベーショ

CA 結果を共同分析したところ、LWB の無収水

ンが芽生えつつある。

削減能力は全体マネジメントが優れている反面、

更に CA の活用先として、LWB 内の人材育成計

個別技術においては改善の余地があることが判明

画とのリンクも検討が始まったところである。こ

した。

のように CA 活動は、プロジェクト内にとどまら
ず LWB 既存のシステムに連結することにより、
LWB がより主体的、継続的に取り組める CD 活動

全般
漏水モニタリング

の一部として、位置付けられつつある。

及び管理

漏水調査

第４章

プロジェクト実施上の工夫・教訓

（１）工夫

水理状況分

１）自治体連携
本プロジェクトでは、横浜市水道局から派遣さ

可視漏水管理

れている専門家を通じて、効果的に自治体連携を
図 15 ベースライン CA の一例
（漏水検知及び管理能力）

行っている。日本では、基本的には市町村が水道
事業を行っており、実際の水道事業運営のノウハ

これら分析結果は、今後のプロジェクトや LWB
自身の CD 活動に大いに活用される計画である。
一例を挙げると、プロジェクト本邦研修の研修内
容検討にも活用された。同研修内容はプロジェク
ト専門家がこれまでの経験等からメニューを作成
することが一般的であるが、本プロジェクトでは
専門家が LWB と共に CA 分析結果に基づき検討
を行い、研修内容に反映させている（図 16 参照）。

ウは市町村に蓄積されているためである。一方で、
横浜市においてもアフリカに一番近い都市を掲げ
て、国際貢献事業を積極的に展開してきており、
途上国への寄与のみならず、今後の国際人材育成
にも期待が寄せられている。横浜市水道局では、
局内にプロジェクトサポートチームを設置し、局
一丸となった支援体制を構築し、効果的で迅速な
専門家の活動に繋がっている。具体例の１つとし
て、横浜市の経験に基づいた CA に用いる評価シ
ートの改善が挙げられる。このような連携を通じ

CA

結果分析

て、LWB、JICA、横浜市にとってよい関係性が生

弱点への対策

まれている。
- LiSCaP による活動（プラニング、パイロ

２）他の JICA スキームとの効果的な連携

ット、本邦研修等）に反映

第 2 章のアプローチ全体像でも触れたところで

-LWB 自身の活動に反映

あるが、LWB の課題解決のために様々なスキーム

組織レベル CD

と連携をとって、LWB 全体を見ながら、効果的に
LWB の人材開発（トレーニング計画等）に

成果につなげようとしている。
（図 17 参照）

反映

課題別研修の例を挙げると、本プロジェクトで
個人レベル CD

実施する本邦研修だけでなく、JICA で実施してい

図 16：CA 活用イメージ

る課題別研修も含めて、あらかじめ全体での年間

その結果、LWB 側の本邦研修に対する理解が深

の派遣予定を立て計画的に研修参加者を調整する
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ことで、効果的に LWB の人材開発を図っている。

ジェクトという限られた時間の活動で、新たな仕

a.無償資金協力による機材調達

組みやネットワークを構築していくことはなかな

b.JOCV との連携

か難しい。利用可能な既存の枠組みは積極的に活

c.ザラニヤマ森林保護区の持続的な保全管理プロ

用することはもちろんであり、かつ良好な関係を

ジェクトとの連携

構築することが重要である。

d.課題別研修の活用
４）実施体制の工夫
本プロジェクトの専門家は、マラウイ常駐の 2
顧客サービス課

源
林

名の長期専門家と、出張を繰り返して活動する 5

【LWB】

水
水質課

計画課

広報課

無収水対策課

名の短期専門家（コンサルタント）で構成されて
北部事務所
中部事務所
南部事務所

いる。技術協力プロジェクトでは、あまり実績の
多くない実施体制であるが、実際の水道事業運営
の経験に基づく長期専門家の知見、これまでの海
外での活動に基づくコンサルタントの知見を有機

c.ザラニヤマ
プロジェクト

b.海外協
力隊
JOCV

的に結び付け、他の案件にない深みのある効果的
a. 無償
本プロジェクト 資金協力

d.課題別
研修

な取り組みができると考えている。各専門家間の
意見交換を密に行うため、毎朝、マラウイで活動

JICA スキームの連携

中の専門家が 2 人であっても必ずミーティングを
行い、それぞれの活動を明確にして、チームで活

図 17 連携イメージ図

動を行うようにしている。
３）既存のネットワークの活用
本プロジェクトでは、LWB やマラウイ国が有す
る既存の国内外ネットワークを活用し、プロジェ
クトの効率的、持続的な実施を目指している。前
述の域内連携協力では、農業灌漑水開発省に以前
派遣されていた JICA 専門家（水資源アドバイザ
ー）が構築した仕組みを引き継ぎ、ルワンダの
WASAC、ケニアの EWASCO と第 2 回ワークショ
ップをマラウイにて成功裏に開催することができ
た。また、計画中のマラウイ国内向けワークショ
ップも、マラウイ国内水道事業体の事務局である

写真５ SWG でプロジェクトを紹介する
チーフアドバイザー

WASAMA との良好な関係を構築した結果、
国内水
道事業体の取り纏めなどの協力を得つつ準備を進
めている状況である。更に、プロジェクト開始時

５）広報部門と PR アイテムの活用

に、マラウイ水セクターにおける政府、ドナー、

無収水対策では住民をはじめとする様々なステ

NGO 関係者が一堂に会するミーティング（セクタ

ークホルダーの協力が不可欠である。そこで本プ

ーワーキンググループ SWG）に専門家が参加し、

ロジェクトでは、LWB の広報部門をメイン C/P の

積極的なプロジェクトの宣伝を行っている。プロ

一つとして位置づけ協働している。具体的には広
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報部による LWB の HP へのプロジェクト活動の掲
載、マスメディアを通じた情報発信、LWB 社内報
へのプロジェクト情報掲載、顧客対応部門との協
働による住民集会等である。
このような広報部門との円滑な連携を可能とし
た要因としては、プロジェクトの積極的な働きか
けに加え、同広報部に配置されていた JOCV の存
在が大きく、プロジェクトの存在を表すシンボル
としてロゴも作成したが、これも同 JOCV の協力
により、LWB やマラウイの人々にとって親しみの
あるデザインに仕上がった。また、プロジェクト

写真６ JCC で LiSCaP ロゴデザインを説明する JOCV

で は ニ ッ ク ネ ー ム 「 LiSCaP 」（ Lilongwe
Strengthening Capacity Project）も考案している。

６）プロジェクト活動の内在化

プロジェクトは一般に開始時は知名度が低い。

プロジェクト活動の継続性、主体性を導く方策

そのため、活動内容を表すロゴデザインやニック

の一つとして、プロジェクト活動を LWB に内在化

ネームは、住民をはじめとするステークホルダー

させることを重視している。例えば、成果 1 の活

との接点、コンタクトポイントとなる。また、プロ

動では、プロジェクト開始時点ですでに LWB が独

ジェクトでは名刺を作成しているが、日本人専門

自に包括的な無収水削減計画を策定していたため、

家だけでなく LWB 側の LiSCaP メンバー分も作成

本プロジェクトでは、既存の計画の改訂に軌道修

した。これにより専門家も C/P も同じデザインの

正した。そのうえで、LWB 年度予算との連携と、

名刺を持つことで、自分の所属するプロジェクト

連携のための体制づくりの議論を行い、LWB がす

の存在を認識し、チームの一員としての帰属意識

でに実施している独自の取組みを大きく変えるこ

を高める効果を狙っている。

となく、プロジェクトの目指す形に向かうように

このように、プロジェクトは広報部門の巻き込

工夫している。

みと PR アイテムの開発に力を入れている。これら

成果 2 では、将来的には日常業務として実施す

は無収水対策のメインとなる活動ではないが、プ

る削減活動を見据えたうえで、DMA の確かさにか

ロジェクトを効果的に進める重要な役割を担って

かる初期的活動・調査、設備の追加など準備作業

いる。

を重点的に実施した。また今後は、配水管の修理
やメータ更新など通常業務の改善などを含んだ、
日々の活動プロセスの構築を行う。
CA では前述の通り、分析結果をプロジェクト内
での活用だけでなく、LWB 人材育成計画とリンク
させる等 LWB の既存活動に紐づける工夫を行っ
ている。これにより、LWB 各職員のマインドセッ
トによる主体的な取り組みだけに頼らず、LWB が
組織として既存業務を進める中で、プロジェクト
活動が生かされていくような仕組みづくりを目指

図 18 プロジェクトの想いが詰まっているロゴデザイン

している。LWB の業務の仕組みをある程度変更す
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る必要もあるため時間のかかる作業でもあるが、

提案や指導をしていくことは、とても難しいこと

プロジェクト開始からこのような方針でプロジェ

で、実際に現地での活動でも苦労し、むしろ専門

クト後を見据え、プロジェクト活動を LWB のルー

家側が技術者や指導者として鍛えられている部分

チン作業に埋め込んでいくことは非常に有効であ

もある。

ると思われる。

これまでの教訓として、改めて、プロジェクト
の成功のためには、どれほど環境に恵まれても、

７）新型コロナウィルスへの対応

専門家の技量や日々の研鑽が必要不可欠であるこ

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、2020 年

とを学んだところである。今後のプロジェクトで

３月以降、長期専門家は帰国を余儀なくされ、短

の活動を見据えて、あえて、この点を現時点で得

期専門家も予定された現地への渡航ができない状

られた本プロジェクトの教訓としたい。

況であったが、LWB 側では活動制限など影響が少
なかったこともあり、活動の継続が望まれていた。
このため、早期段階より国内から遠隔で C/P と
業務を行うこととなった。TV 会議を利用して定期
的に、①JICA 担当者と専門家チーム、②LWB と専
門家チームの２つの会議を実施することとした。
また、現地スタッフの雇用を維持し、専門家チー
ムと C/P 間の調整や議事録の作成等の業務を行っ
た。
これらのことは、プロジェクト関係者内の情報
共有と課題整理や遠隔業務の円滑な実施に寄与し
ただけではなく、専門家の現地不在の中での C/P
のモチベーション維持にも繋がったと考える。
（２）教訓
１）C/P の協力姿勢と専門家の技量
本プロジェクトの実施機関 C/P である LWB は、
非常に能力の高い水道事業体で経営幹部から職員
レベルまでが業務に対する高いモチベーションを
維持している。本プロジェクトに対する期待も大
きく、専門家の受け入れや、日々のミーティング
や様々な提案についても前向きで協力的である。
一方、実施機関の能力が高ければ、プロジェク
トが良い結果を出せるかというとそうではなく、
このような状況だからこそ、専門家の技量、C/P に
対して提供できる知見の質が日々厳しく問われて
いる。高い能力を持つ C/P よりも、高いレベルで、
早いタイミングで、場当たり的でない実施可能な
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