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運輸・交通第2チーム

1．案件名

パキスタン国国道公団（NHA）研究訓練施設設立支援プロジェクト

Technical Cooperation for Highway Research and Training Centre （HR&TC）

2．協力概要

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

国道公団（NHA）の管轄下に道路研究施設（HR&TC）を設立し、道路建設及び維持管理基準の開発と
技術者養成を直接のプロジェクト目標とし、長期的には道路整備・維持管理の経済効率性向上（舗装
サイクルの延長、ライフサイクルコスト（維持管理費）の低下）を上位目標として本プロジェクトを
実施する。プロジェクトは2つのフェーズに分け実施し、フェーズIにおいては、研究施設の組織体制
の構築及びパキスタン国内の道路状況を踏まえた舗装に関する研究・訓練計画の策定を支援する。環
境及び交通安全に関してもHR&TC側が独自に研究活動を実施する予定であるが、本案件においても実
施計画の策定を支援する。フェーズI終了のタイミングに合わせて中間評価を実施し、プロジェクトの
進捗を確認した上でフェーズIIの実施可否について検討を行う。フェーズIIにおいては、フェーズIで作
成した研究計画に従って、特に道路舗装における研究及びデータ収集に係る技術移転を行い、パキス
タン国の気候特性、道路特性に適した舗装基準を開発する体制を構築する。同時にフェーズIの計画に
基づき建設業者やコンサルタントを含む道路関係技術者・研究者の能力向上のために訓練を実施す
る。またフェーズIIにおいては、フェーズIの進捗と成果をレビューした上で、環境及び交通安全分野
において継続研究を可能とするための基礎試験、モニタリング、基礎研究に係る技術移転を実施する
ことも視野に入れる。

（2）協力期間

2007年2月～2012年1月

（3）協力総額（日本側）

約2.2億円

（4）協力相手先機関

国道公団（National Highway Authority：NHA）

通信省（Ministry of Communications）

（5）国内協力機関

国土交通省

（6）裨益対象者及び規模、等

直接裨益者：NHA職員及び地方自治体道路管理部門、道路建設会社、道路運営管理会社、道路関係コ
ンサルタント、大学などの関係者

間接裨益者：パキスタンの全道路ユーザー

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点



パキスタン国の道路総延長は25万キロあり、そのうち約4％を国、約40％を州・郡、約55％を地方
自治体が管轄している。同国の道路部門は、国内物流の95％及び旅客輸送の90％を支えており、同
国の経済活動を支える上で非常に重要な位置を占めている。しかし、国道に限って言えばそのネット
ワークのうち、良好な状態を維持している道路は40％にしか過ぎず、50％近くの国道の状態は劣悪
と位置づけられている。

同国の国道＊（総延長約9000km）は通信省下にある管理組織である国道公団（NHA）が管轄してお
り、建設、維持、管理を行っている。NHAは年間200億ルピー（約400億円）の予算を持っており、
維持管理費にその予算の4割を充てている。しかし舗装の耐久性は概して低く、維持管理に通常の想
定以上の資金を要しているのが現状である。資金面においては、道路維持管理会計（Road
Maintenance Account）が2000年に導入され改善の方向にあるが、舗装の劣化のスピードが早いた
め資金が維持管理計画に追いついてない状況にある。

舗装の劣化にはコントラクターの施工能力・品質管理の問題や車両の過積載等の問題もあり、NHAは
これらの問題にも対処しているが、その一方で設計・施工基準が道路の性能・耐久性に与える影響も
大きく、その更新に向けた研究サイドからの対策が必要となってきている。現在の舗装設計は米国の
AASHTO基準に従っているが、現場の状況をフィードバックする体制が整っていないためパキスタン
国における交通特性や気候特性などが十分に反映されておらず、舗装の早期劣化に繋がっている。

かかる状況下、NHAは道路建設・維持管理にかかる直轄の研究・研修機関を設置することを決定し
た。しかし、対象分野や目的は明確であるものの具体的な体制や実施方法については漠然とした計画
しか持っておらず、また研究実施能力も十分ではないのが現状であり、研究計画の策定及び研究能力
の向上が課題となっている。
*州レベル以下の道路はそれぞれ州・郡・市の道路管理部門（州政府レベルではCommunication and Works Department）
がそれぞれ州道・郡道・市道の整備・施工管理・維持管理を担当している。施工管理・維持管理の方法については全国的に統
一したものはなく、各自治体において独自の基準を使っている。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

パキスタン国の国家開発戦略としては、2001年9月に発表された10か年長期開発計画及び3か年開発
プログラム、同年11月に発表された貧困削減戦略文書暫定版（I-PRSP）、2003年12月に発表された
最終版（Full-PRSP）がある。これらの政策文書においては「経済成長の加速」が目標の一つとしてあ
げられており、その中で円滑な経済活動の促進及び分断された地域の統合という観点からインフラ整
備を重視している。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付
け）

平成17年2月に策定された国別援助計画の重点分野「健全な市場経済の発達」の中では、課題として
「政策／制度改善と組織強化を伴った効率的なインフラ整備とその持続的利用・管理」が挙げられて
いる。本案件は道路舗装等における研究体制の強化を通じて道路インフラの整備及び維持管理の効率
的の向上を目標とするものであり、国別援助方針と一致している。

4．協力の枠組み

〔主な項目〕

（1）協力の目標（アウトカム）

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値

プロジェクト目標：

国道の建設・維持・運営のための研究・研修体系が確立される。

指標：



1. 国道の舗装および関連分野にかかるパキスタン独自の基準案が開発される。
2. 国道の舗装および関連分野に関わる研究者・技術者が育成される。

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標・スーパーゴール）と指標・目標値

プロジェクトのスーパーゴール（プロジェクト終了後10～15年後の達成を想定）

耐久性・経済性に優れ、安全かつ環境に配慮した国道が効率的に建設・運営される。

指標：（目標値はプロジェクト開始後に具体的に設定）

1. 国道の供用期間が改善される。
2. 国道の維持にかかる費用効率が改善される。
3. 効果的な交通安全・環境対策が実施される。

プロジェクトの上位目標：（プロジェクト終了5～10年後の達成を想定）

HR&TCで開発された現地の状況に適した国道にかかる各種基準が、工事および維持・運営に適用され
る。

指標：

1. HR&TCで開発された国道の建設・維持管理にかかる各種基準が承認され、NHAおよび関係機関
により適用される。

2. 道路関係技術者が国道の建設・維持管理に必要な知識・技術についてHR&TCで研修される。

（2）成果（アウトプット）と活動

アウトプット、そのための活動、指標・目標値

成果1：舗装および関連分野の研究・研修に必要な施設が整備される

活動1：

＜フェーズ1＞（～2009年3月）

1-1-1 HR&TC施設の基本計画および暫定レイアウトを作成する

1-1-2 舗装および関連分野の研究・研修施設の設計作業にかかるTORを作成する。

1-1-3 NHA関係者にHR&TC施設の設計・建設にかかる助言を行う。

1-1-4 機材リストおよび仕様書を作成する。

1-1-5 機材の調達および設置を行う。

＜フェーズ2＞

1-2-1 舗装および関連分野の研究・研修に必要な追加施設を検討し、レイアウト案・仕様書を作成す
る。

1-2-2 NHA関係者にHR&TC施設の設計・建設にかかる助言を行う。

指標1：

＜フェーズ1＞

1-1 HR&TCの施設基本計画およびレイアウトが作成される。

1-2 2009年3月までに、舗装および関係分野の研究・研修のための事務所・ラボラトリー・研修用の
建物が建築される

1-3 2009年3月までに、舗装および関係分野の研究・研修のための機材が設置される。

＜フェーズ2＞



1-4 舗装および関連分野の研究・研修のための追加的な建物・機材が整備される。

成果2：舗装および関連技術にかかる研究レポートや各種基準案が開発される。

活動2：

＜フェーズ1＞

2-1-1 HR&TCにおける研究活動の基本計画を作成する。

2-1-2 基本計画に沿って、舗装にかかる研究詳細計画を作成する。

2-1-3 計画に沿って舗装にかかる研究を行う。

2-1-4 安全対策・環境など、その他関連分野にかかる研究計画を作成する。

＜フェーズ2＞

2-2-1 計画に沿って舗装にかかる研究を行う。

2-2-2 安全対策・環境などの関連分野にかかる研究を行う。

2-2-3 研究結果を取り纏め、レポートを作成する。

2-2-4 研究成果に基づいて各種基準案を作成する。

指標2：

＜フェーズ1＞

2-1 HR&TCにおける研究基本計画が作成される。

2-2 2007年12月までに、舗装にかかる研究詳細計画が作成され、研究が開始される。

2-3 2009年3月までに、舗装に関連するその他の研究詳細計画が作成される。

＜フェーズ2＞

2-4 舗装および関連技術にかかる研究レポートや各種基準案が開発される。

成果3：舗装および関連分野の研究成果が関係者の間で普及する。

活動3：

＜フェーズ1＞

3-1-1 データベースシステムの構成・仕様を作成する。

3-1-2 データベースシステムを開発する。

3-1-3 収集した情報および研究記録をデータベースに入力する。

＜フェーズ2＞

3-2-1 舗装および関連技術のデータ・記録・文献をデータベースに入力する。

3-2-2 舗装および関連技術にかかる情報を出版物やウェブサイトで提供する。

3-2-3 研究成果の関係者・機関への普及についてNHA関係者と協議・調整する。

指標3：

＜フェーズ1＞

3-1 データベースが整備され、蓄積された舗装及び関連するデータ・研究記録が蓄積される。

＜フェーズ2＞

3-2 舗装および関連する研究記録・文献が出版物やウェブサイトで提供される。



成果4：研究者・技術者が舗装および関連技術に関して訓練される。

活動4：

＜フェーズ1＞

4-1-1 HR&TCにおける研修の基本計画を作成する。

4-1-2 舗装技術にかかる研修・セミナー計画を作成する。

4-1-3 研修カリキュラムおよび教材を開発する。

4-1-4 HR&TC職員の実務研修を行う。

4-1-5 関係する研究者・技術者に対する研修やセミナーを行う。

＜フェーズ2＞

4-2-1 研修カリキュラムおよび教材を開発する。

4-2-2 HR&TC職員の実務研修を行う。

4-2-3 関係する研究者・技術者に対する研修やセミナーを行う。

指標4：

＜フェーズ1＞

4-1 HR&TCにおける研修の基本計画が作成される。

4-2 舗装技術にかかる研修・セミナー計画が作成される。

4-3 関係する研究者・技術者が訓練される。

＜フェーズ2＞

4-4 関係する研究者・技術者が訓練される。

（3）投入（インプット）

1）日本側（総額約2.2億円）

専門家

長期専門家（チーフアドバイザー）：1名×5年（約1億円）
短期専門家（研究訓練施設、研究計画、研修計画、データベース構築、実験機器運転維持管理ほ
か）：2～4名×5年（総計約30M/M、60百万円）
供与機材（舗装および関連分野の研究・試験機材、データベース機材、約45百万円）
研修員受け入れ（研修組織・管理、舗装および関連分野研究：2～4名×5年、25百万円）

2）パキスタン国側（総額約15億円）

HR&TC用地（約4億円）
HR&TC施設（約10億円）
HR&TC職員（所長、研究主任、研究員他：約10～20名、開始当初は数名程度）
設備・機材（試験機器、研修用機器、データベース、事務機器、車両、他）
事業費（管理費、研究・研修経費、施設・機器維持管理費、人件費、他）

＊パキスタン側負担事項および必要経費については、別途作成されるパキスタン国の定めるプロジェ
クト企画書（PC1）で具体化される予定。

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

1）プロジェクト開始の前提条件

必要なカウンターパートが配置される。



プロジェクト実施予算が確保される。
HR&TC施設の建設計画が承認される。

2）成果達成のための外部条件

訓練された／能力のあるHR&TC職員が定着する。
NHAの事業予算が適正なレベルで維持される。
世銀が実施中のNHIP（National Highway Improvement Project）の舗装研究にかかる成果・人
材・機材がHR＆TCに引き継がれる。

3）プロジェクト目標達成のための外部条件

パキスタン政府の道路政策が変更されない。

4）上位目標達成のための外部条件

HR&TCがPC1に沿って拡張・強化される。
HR&TCで研修された人材が国内の道路セクターで業務する。

5）スーパーゴールの達成（開発効果の発現）に必要な条件

国道の建設および維持が開発された各種基準を用いて実施される。

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

本案件は、以下の理由から妥当性は高いといえる。

同国の国道管理組織である国道公団（NHA）は年間200億ルピーの予算を持っており、維持管
理費にその予算の4割を充てているが舗装の耐久性は概して低く、維持管理に一層の資金を要し
ているのが現状である。その原因として舗装基準にかかる研究体制の不備があり、現在舗装設計
を行う際にパキスタン国における交通特性や気候特性などを十分に反映できず、不完全な設計に
なっていることで舗装の早期劣化が起こっており、現場の事情に即した舗装規準を策定すること
が求められている。
パキスタン国の国家開発戦略において「経済成長の加速」が目標の一つとしてあげられており、
その中で円滑な経済活動、及び分断された地域を統合する観点からもインフラ整備を重視してい
る。本案件においてパキスタン国の事情に即した舗装基準等を策定することで道路の延命化、道
路建設・維持管理の効率化に繋がることが期待され、国家計画と整合し、本案件のアプローチは
妥当と判断できる。

（2）有効性

本案件は以下の理由から有効性が見込める。

現地に適した各種基準を開発するには現場と密着した息の長い実証的な試験・研究が必要である
が、本案件において国道建設・運営管理の実施機関であるNHA内に恒久的な研究機関の設置への
協力及び研究にかかる技術移転を行うことにより、現場の状況に適した基準が開発される体制が
整うことが期待される。
また研修について、NHAでは国際コンサルタントなどによる限定的なセミナーや研修、ドナー支
援による海外研修（JICA研修を含む）などが実施されているが、現在のところ体系立った研修プ
ログラムはない。本案件ではHR&TCを総合的な道路技術センターと位置づけ研究と共に道路セ
クターに関わる研究者・技術者が対象の体系だった研修プログラムを作成し提供する予定であ
る。HR&TCにおける現場適用を目指した実用的な研究の成果を反映し、NHA職員やその事業を
請け負う民間会社の技術者の研修をNHAの直轄機関であるHR&TCが行うことで、研究成果の普
及と技術者の能力向上が図られ、基準の現場への応用が確実になることが期待される。
外部条件であるカウンターパートの定着や予算の確保について、NHA側は建物・土地を確保する
などプロジェクトに対するコミットメントは高く、継続的にNHA側から予算・人員の確保の努力



が行われる可能性も高いため、満たされる可能性は高いといえる。

（3）効率性

本案件は、以下の理由から効率的な実施が見込める。

本プロジェクトはフェーズ分けを行い、フェーズIで計画を作成した上で、フェーズIIで計画に
沿った研究・研修に対する技術移転を行う。フェーズ分けにより研究体制及び明確な研究目標を
立てた上でプロジェクトを進めることができ、より確実な技術移転を行うことが可能となる。
NHA側は現在世銀事業により進められている国道5号線（N-5）の舗装改良工事（National
Highway Improvement Project, NHIP）では小規模ながら舗装材料・配合比率にかかる試験・
研究を実施し、その結果を実際の工事に適用する計画としている。NHIPの中で構築された試
験・研究体制（人員及び機材）を引き継ぐことでより迅速に研究体制の基礎を築くことが可能と
なる。

（4）インパクト

本案件の実施によるインパクトは、以下の通り期待される。

大規模工事の多くは資金援助により、施工管理にあたるコンサルタントは国際入札で調達されて
おり品質管理の知識と適用能力は十分であると思われる。建設業者もこのケースでは外国企業や
国内大手企業が中心であり、同様に能力を十分持っていると判断できる。そのため、スペックや
基準が改善されればそれが実際に応用されて、道路整備の効率性を向上させる可能性は高いと判
断される。
一方で地方の中小建設会社が関与する小規模の工事とメンテナンス工事においては、技術の未習
熟が原因で施工や品質管理において問題が散見される。施工管理もこの場合には、大規模工事の
ようにコンサルタントが施工管理をするのではなくNHAのRegional officeが直接監理しており、
問題の改善に向けては管理側のNHA現場スタッフ及び施工側の建設業者が訓練の機会を得るよう
な取り組みが必要となる。研修の実施により施工や品質管理の質が向上し、確実に基準を現場に
適用することが可能となる。

（5）自立発展性

本案件の自立発展性は、以下の通り期待される。

本プロジェクトでは、NHA側が建物建設や運営費用の全面的負担を約束しており、高いオーナー
シップ意識のもとHR&TCを維持していくことが期待される。
パキスタンでは社会インフラ整備の重要課題として国内道路網の整備が挙げられており、国家政
策などが大幅に変化しない限りにおいては今後ともNHAによる国道整備・運営管理事業は拡大
し、政府から継続的な予算の配分が期待される。またNHA側は有料道路からの収入も財源として
いるが、有料道路の拡大に伴ってNHAの道路利用料金収入も増加することも見込まれるため、財
政的な自立発展性を確保することが期待される。
現在NHAの内部で人材を育成するシステムはなく、経験・技術を有した人間を中途採用で雇用し
ているのが現状であるが、HR&TCで訓練され経験を積んだ職員が新規の職員を訓練することで
HR&TC内部でエンジニアを再生産する仕組みが構築される。さらに大学と連携して研究を行う
ことで舗装に関する専門知識及び研究能力を有した学生を卒業後NHAが雇用することが可能とな
り、人員面における自立発展性が期待される。
なお、NHA側は現在新規職員の雇用を予定しており、雇用されたこれらの人材がプロジェクトを
通じてHR&TCのコアとなることが期待される。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

本案件では舗装に係る骨材の配合や施工の研究について組織体制及び研究・研修システム構築と能力
向上を目的としている。この中で、環境に配慮した舗装や道路施工の方法について研究を行うことに
より、騒音、土壌汚染といった沿線環境が改善することが期待される。



7．過去の類似案件からの教訓の活用

舗装等における研究に特化した技術協力を行った例はないが、NHAに対しては個別専門家が道路政策
支援の一環として舗装研究に対する助言を行っており、これら専門家の技術移転の成果及び技術移転
プロセスにおける教訓を技プロの実施に応用することが可能である。

また同国においては全国総合交通計画調査が2005年度より実施され、マスタープラン策定の過程に
おいて道路現況が調査されている。本調査の結果を研究計画の策定及び研究の応用方法の検討段階で
活用することが可能である。

8．今後の評価計画

中間評価：2009年3月（フェーズ1の終了後）

終了時評価：2011年10月（プロジェクト終了の数ヶ月前）

事後評価：2017年1月（プロジェクト終了後約5年後）


