
 

事業事前評価表 

 

１．対象事業名 

パキスタン コハットトンネル建設事業（Ⅲ） 

（貸付契約調印日：2003 年 2 月 4 日、承諾金額：3,149 百万円、 

 借入人：パキスタン・イスラム共和国大統領） 

２．本行が支援することの必要性・妥当性 

パキスタンの人口は 1億 4,596 万人（2002 年）、GNP は 610 億ドル（2000 年、

世銀資料）、一人当りの GNP は 427 ドル（2002 年）であり貧困開発途上国に分類

される。 

世界第 6 位の人口を保持するパキスタンは、90 年代における経済成長率の低

下および貧困層割合の増加という問題を抱えており、経済再生のみならず貧困

削減を経済政策の中心に据えている。第 8 次 5 ヵ年計画（1992/93～97/98）を

継続するものとして 2001 年に作成された I-PRSP（暫定貧困削減戦略ペーパー）

では、経済復興と貧困及び社会的格差の撤廃を課題としている。同ペーパーの、

インフラストラクチャー開発に関する記述の中でも、特に輸送部門の整備は経

済活動と成長の要とされ、道路網の拡充を通じた農村地域へのアクセスの向上、

輸送力の増加などが重要視されている。 

パキスタンは財政赤字と経常収支赤字を抱えている。財政面においては、IMF

のプログラムのもとで財政赤字削減が進められ、税収が伸び悩む一方、軍事費

や債務返済など支出構造が硬直化しているため、開発予算は削減不可能なレベ

ルまで削減されており、不十分な開発支出によるインフラ未整備は、現段階で

の経済成長に加え、将来的な経済成長への障害となる可能性が懸念される。そ

のような中で、インフラ整備に対する外国援助のインパクトは大きく、本行支

援の意義も大きい。 

本行の海外経済協力業務実施方針の地域･国別方針においても、「貧困層の多

い農村･地方都市の社会的･経済的サービスのアクセス向上を重点に、既往案件

の一層の効果発現のための支援を中心に支援を実施」とされており、道路整備

への支援はその方針とも合致している。また、外務省の国別援助方針において

も、道路網整備に関しては「経済開発の制約要因たる経済基盤整備への協力を

推進する。－中略－輸送網の整備を進めるため、国道及び地方道等の新設・改

修を行っていく」とされている。 

(参考)借入国の経済成長率推移 

 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 

実質 GDP 成長率（％） 1.7 3.5 4.2 3.9 2.5 3.6(暫定値) 

 

 



 

３．事業の目的等 

本事業実施地区である北西辺境州は、隣接するパンジャブ州及び南部のシン

ド州とは国道 5号線及び国道 55 号線で結ばれている。同州の州都ペシャワール

を起点とする国道 55 号線は、同州の主要都市であるコハット、バヌー等を通過

し、1,200km 離れたシンド州の州都カラチに達するパキスタン南北を結ぶ基幹道

路である。本行の円借款事業である「インダス・ハイウェイ建設事業」により

同国道の拡幅・改良工事を進めてきたが、ペシャワールとその南方 65km のコハ

ットとの間に位置するコハット峠はその急峻な地形から拡幅・改良が困難なた

め未改修のままとなっていた。 

現国道 55 号線のコハット峠通過部分は急勾配（最大 8%）、急カーブ（最小半

径 12m）が続き幅員も不十分（6m）なため、通行のネックとなっているだけでな

く交通事故も頻発している。このためコハット峠はインダス・ハイウェイのボ

トルネックとなり、インダス・ハイウェイの基幹道路としての効果発現の障害

となっていた。 

本事業はコハット峠の代替ルートとして新たにトンネル及びアプローチ道路

を建設することにより、交通状態の改善を図るとともに、併せて国道 55 号線の

基幹道路としての機能を発揮させるものである。これは北西辺境州のみならず

パキスタン国土の均衡ある経済発展、地域社会開発に貢献するものと判断され

る。 

なお、本行は 1994 年 11 月に本事業の第 1期分として 54 億 3,700 万円を、ま

た 2001 年 7 月に第 2 期分として 40 億 3,200 万円を承諾済みであり、本件は同

事業を引続き行っていくための資金を第 3 期分（最終分）として供与するもの

である。 

 

４．事業の内容 

(1) 対象地域名 

パキスタン・イスラム共和国 北西辺境州 

(2) 事業概要 

土木工事 

 トンネル（全長 1,885m、幅員 7.3m） 

アプローチ道路（全長 28.745km、幅員 7.3m） 

 コンサルティングサービス（調達・施工監理、及び完成後の運営管理支援） 

(3) 総事業費 

14,845 百万円、うち今次円借款対象額 3,149 百万円（第１期円借款供与額は

5,437 百万円、第２期 4,032 百万円） 

(4) スケジュール 

1996 年 11 月～2003 年 7 月 



 

(5) 実施体制 

国道公団（NHA：National Highway Authority） 

NHA は国道及びその他主要道路の計画、建設、維持・管理を目的とした運輸交

通省(Ministry of Communication)管轄下の機関である。 

(6) 環境及び社会面の配慮 

本事業は大規模道路新設事業にあたるため、本行環境ガイドライン上「A」種

に分類される。 

パキスタンでは、1997 年に環境保護法が制定されたことに伴い、国道につい

ては EIA 実施が必要となった。本事業を含むインダス・ハイウェイ建設事業（フ

ェーズⅢ）の EIA は NHA により作成され、2001 年 5 月にパキスタン環境保護庁

(PEPA：Pakistan Environmental Protection Agency)によって承認された。 

本事業実施に伴う用地取得・住民移転は既に完了しており、補償費用も既に

支払済みである。移転対象世帯は南側アプローチ道路区間で 5 世帯、北側アプ

ローチ道路区間で 4世帯、計 9世帯である。用地取得面積は南側アプローチ道 

路区間で 136.45 ヘクタール、北側アプローチ道路区間で 42.5 ヘクタールで

ある。 

トンネル及びアプローチ道路の大部分は住民のいない土漠地域であり、集落

付近を迂回する形で道路設計を行う等の配慮がなされており、通行車両の騒音

及び排気ガスが周辺住民に悪影響を及ぼす心配はない。なお、北側アプローチ

道路で学校に隣接する区間があるので、クラクション禁止の標識設置等の対策

を施す予定である。更に、全線において道路際に合計 9 万 5 千本の植樹を実施

中。 

(7) その他特記事項 

2001 年 1 月より事業実施機関である NHA 計画部門に対し道路行政一般に関す

る提言・助言を行うことを目的とした JICA 専門家が派遣されている。 

 

５．成果の目標 

評価指標（運用・効果指標） 

 

運用指標：交通量 

効果指標：①走行費の節減、②輸送時間の短縮 

 

運用指標 

指標名 現状 2010 年目標値 
交通量 7,266 台/日（1996 年時点） 16,113 台/日 

 
 



 

効果指標 
指標名 現状 2010 年目標値 
走行費の

節減 
(Rs/km) 

乗用車   ： 3.75 
ワゴン   ： 9.25 
バス    ：20.50 
中型トラック：17.75 
大型トラック：23.00 

乗用車   ： 3.25 
ワゴン   ： 6.25 
バス    ：12.00 
中型トラック： 9.25 
大型トラック：13.00 

輸送時間

の短縮 
乗用車   ：36 分 
ワゴン   ：47 分 
バス    ：61 分 
中型トラック：67 分 
大型トラック：84 分 

乗用車   ：22 分 
ワゴン   ：25 分 
バス    ：28 分 
中型トラック：32 分 
大型トラック：37 分 

 （1Rs=2.09 円） 

 

(1)内部収益率 

（経済的内部収益率）（12.3%） 

① 費用：土木工事費及び完成後の維持修繕費 

② 便益：走行費の節減及び輸送時間の短縮 

③ プロジェクトライフ：20 年 

（計算式） 

n                    n 
 Σ  Ｂt/（１+r）t ＝ Σ  Ｃt/（１+r）t 
ｔ=1                 ｔ=1 
 
Bt：各期（年）の便益、Ｃt：各期（年）の費用、ｒ：割引率（機会費用）＝内

部収益率、n：経済的耐用年数（本プロジェクトでは 20 年）、ｔ：年数 
 

６．外部要因リスク 

  パキスタン及びその周辺地域の政治経済状況の悪化による工事への影響 

 地震等の自然災害 

７．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

  過去の道路セクター案件評価においては、完成後の維持・管理体制の構築お

よび予算手当の重要性が明らかになっており、本案件についても、完成後の維

持管理や緊急･安全対策についての綿密な計画策定および体制構築を実施機関

に申し入れている。 

 

 



 

８．今後の評価計画 

(1)今後の評価に用いる指標 

① 交通量(台/日) 

② 走行費の節減(Rs/km) 
③ 輸送時間の短縮(分) 

④ 内部収益率（経済的内部収益率:%） 

(2)今後の評価のタイミング 

 事業完成後 

 


