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（現地調査2007年5月） 
円借款事業事後モニタリング報告書 

 
 

評価者：橋本 淳 （有限会社めなむアドバイザリー） 
 
案件名：パキスタン「国鉄幹線94駅信号設備改良事業」（L/A No. PK-P31） 
 
[借款概要] 
承諾額／実行額 ：3,221百万円/3,167百万円  
借款契約調印  ：1992年3月締結  

貸付完了     ：1999年12月 

事後評価   ：2001年度 
実施機関   ：鉄道省（Ministry of Railways）  
 
[事業目的]  

パキスタン国鉄幹線（カラチ～ペシャワール：1,700ｋｍ）の全234駅のうち、信号設備が旧式で軌道回路が未設置の駅94駅に軌道回路と電気的鎖錠を設
置し、鉄道旅客輸送の安全確保を図り、もって同国の鉄道の安全性向上に寄与するものである。 

コンサルタント：なし        
コントラクター：丸紅（日本）、Simens Pakistan Engineering 

[結果概要] 
項目 事後評価時 事後モニタリング時 

[有効性・イ
ンパクト] 
有効性 

 

本事業は、パキスタン国鉄の対象駅に”Track Circuit System（軌道

回路）”を導入するもの。軌道回路とは、線路に電流（一方に正、他

方に負電流）を流し、列車が入線してきた際に車軸でレールが短絡さ

れることにより、列車の在線を検知する設備である。パキスタン国鉄

は当時鋼製枕木を使用している駅の軌道があって、軌道回路が機能し

ない(鋼製枕木が電流を短絡するため)ことから、この枕木をコンクリ

ートに交換することも事業内容の一つであった。 

 

(1)安全性の向上 

①事故発生件数の推移 

本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが事故発生率低下にどれだけ寄与しているかについて定

量的に検証できていない。（本事業完工後、稼動列車数や列車稼働時

 

導入された軌道回路は、事業完成の後、事後評価時及び事後ﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞによる現地調査時まで有効に機能し、対象駅構内での列車衝
突事故を防止することに役立っている。 

 

(1)安全性の向上 

①事故発生件数の推移 

本事業により軌道回路と電気的鎖錠を導入した駅について、信号
設備に関連した事故は発生していない。また信号故障による事故は
1996年のポイント（転轍機）故障による人身事故を最後に発生して
いない（1996年の事故は死者1名、負傷者6名）。 
（参考: 信号関連での事故は発生していないが、事故件数は減少
しておらず、ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄の運行の安全性が向上しているとはいえな
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項目 事後評価時 事後モニタリング時 

間等のﾃﾞｰﾀが入手できてないため、本事業が事故発生率低下にどれだ

け寄与しているかを定量的に検証することは困難である） 

 
なお、以下の状況が確認されている（事業完成後、事故は発生してない模

様）： 

・新たな軌道回路と電気的鎖錠の設置後、深刻な事故の発生は報告されてい

ない 

・パキスタン国鉄によると、安全な鉄道のイメージは回復しつつある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(2) 内部収益率 

ＦIRR：未計算 
 
 

い。近年では2005年7月に死者170名以上（一説には500名以上）を
出した事故がｻﾙﾊｯﾄﾞ駅で発生している。これは運転手の居眠りによ
る信号無視が原因であり、対応策として勤務時間の削減、給与ﾚﾍﾞﾙ
の引き上げ、新たな安全訓練などの方策を講じた。） 
 
表1: 鉄道事故件数の推移 

 1990 2001 2002 2003 2004 2005* 

衝突・客車 2 0 2 0 1 1 

同・貨車 2 1 0 2 0 1 

同・機関車 0 0 0 0 0 0 

脱線・客車 61 27 24 18 11 10 

同・その他 40 76 85 54 61 50 

有人踏切 11 8 6 5 7 4 

無人踏切 33 42 35 31 40 23 

列車火災 3 0 2 2 2 1 

衝突回避 1 0 0 0 1 9 

計 153 154 154 112 123 87 

*2005年は6月末までの数字。 
出所: ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄 

 

②運行遅延状況 

本事業の信号設備の設備不良による遅延はない。 
ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄全体での定時運行率(10分以内の遅延)は60%前後であ

る。遅延の原因は機関車の不調、軌道不良による徐行、及び特に降
雨時の信号不良である。ﾊﾟｷｽﾀﾝ鉄道ではいまだに一部路線で灯火式
の信号を使用しているため、降雨時に信号不良が起こりやすい。信
号についてはﾗﾎｰﾙ-ﾗﾜﾙﾋﾟﾝﾃﾞｨ間の信号ｼｽﾃﾑ改良事業を計画してお
り、世銀が支援する予定である。 

 

(2)内部収益率 
 計算しない。 
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項目 事後評価時 事後モニタリング時 

インパクト 
 

・鉄道の安全性向上・鉄道ｾｸﾀｰの活性化 
情報・ﾃﾞｰﾀはなし。 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 

 

 

(1)旅客輸送 

①旅客輸送実績 

情報・ﾃﾞｰﾀなし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道の安全性向上・鉄道ｾｸﾀｰの活性化 
本事業は駅構内に軌道回路を設置し、列車の入線、通過を電気的

に感知し、駅長室のﾊﾟﾈﾙに状況が表示、認識されることにより、構
内での列車衝突事故を未然に防ぐことが目的である。事業によって
設備が導入された各駅で事故は発生しておらず、構内での列車衝突
事故を未然に防ぎ、安全な鉄道の運営に貢献したと言える。 

 

＜参考＞以下の指標（１）～（３）は、本事業の期待するインパク

ト「鉄道の安全性向上」に直接的に関係するわけではないが、間接

的には寄与しているとして以下のとおり記す。 

 

(1) 旅客輸送 

過去10年間旅客輸送量は伸び続けており(年間平均増加率0.8%)、
2005年では81百万人の旅客輸送をおこなっている。一人当たりの平
均旅行距離も10年前の248kmから314kmへと増加している。 
ﾊﾟｷｽﾀﾝ鉄道省では総旅客kmは2013年には270億旅客kmまで伸びる

と予想している。 
 
表2: 旅客輸送実績 

 1991 1992 1993 1994 1995 

旅客数(百万人) 73.3 59.0 61.7 66.4 73.6 

総旅客距離(百万人 km) 18138 17082 16380 17555 18905 

平均旅行距離(km) 248 289 266 264 257 

一人当収入(Rs) 36 47 46 47 49 

旅客列車運転数(本/日) 310 326 327 307 305 

 1996 1997 1998 1999 2000 

旅客数(百万人) 68.8 64.9 65.0 67.5 68.9 

総旅客距離(百万人 km) 19114 18774 18980 18495 19590 

平均旅行距離(km) 278 289 292 274 284 

一人当収入(Rs) 64 70 70 72 84 

旅客列車運転数(本/日) 279 209 213 218 223 

 2001 2002 2003 2004 2005 

旅客数(百万人) 69.0 72.1 75.7 78.2 81.4 

総旅客距離(百万人 km) 20783 22306 23045 24238 25621 

平均旅行距離(km) 301 308 304 310 314 

一人当収入(Rs) 95 102 108 119 126 
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項目 事後評価時 事後モニタリング時 
 

 

 

 

 

(2）貨物輸送実績 

ﾃﾞｰﾀなし 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
(3) 環境に対するｲﾝﾊﾟｸﾄ 
環境に対する負の影響は報告されていない。 

旅客列車運転数(本/日) 220 219 228 226 235 

出所: ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄 

 

 

(2)貨物輸送実績 

  貨物輸送実績は上がっており、ﾄﾝ当たり輸送距離も上昇してい

る。 

 

表 3: 貨物輸送実績 
 2000 2001 2002 2003 2004 

総貨物輸送距離 

(千 km-ton) 

4,519,52

8

4,572,73

4

4,819,75

6

4,796,26

9

5,013,54

0 

ﾄﾝ当たり輸送距離(km) 771.0 782.6 779.8 781.2 782.1 

ﾄﾝ当たり収入(Rs.) 790.3 795.5 800.8 706.3 824.8 

出所: ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄 

 

 
(3) 環境に対するｲﾝﾊﾟｸﾄ 
環境に対する負の影響はなかった。 

 

[持続性]  
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 技術 

概ね問題なし。教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを通じて、新たなｼｽﾃﾑを使いこなす技術

を取得し、再教育講習なども行われており、技術ﾚﾍﾞﾙは確保されてい

る模様。 

 
 

 

事後評価時より状況が改善しているとは言えないが、本事業によ
り導入された設備を運営維持管理する体制、技術は十分であり、
本事業の持続性は確保されていると言える。財務的には恒常的な
赤字状況であるが国庫からの補填により損失とはなっていない。
今後の収支改善の方向性はﾊﾟｷｽﾀﾝ政府の方針次第であるが、ｻｰﾋﾞ
ｽの向上により収益増を目指す試みはなされている。 

 
(1) 技術：  

事後評価時と同様な状況であり、技術ﾚﾍﾞﾙは確保されている。な
お、新規採用者であれば単純工の場合 8週間、技能工については 40
週間の教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが用意され、技術の習得体制に問題はない。昇
進の節目ごとに再訓練ｺｰｽが設置されており、技術ﾚﾍﾞﾙは維持され
ている。 
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項目 事後評価時 事後モニタリング時 

(2) 体制 
信号ｼｽﾃﾑの維持管理要員が不足している。政府は1998年から2000年ま
での間、従業員の採用を中止している（若い技術者が不足している模
様）。事後評価時において、ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄には1,949人の従業員がいる
が、十分なｻｰﾋﾞｽを提供するには最大で500人の技術者が不足している
と報告がある。 
 
 
 
 
 
(3) 財務 
下表は、ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄の財務状況を示すﾃﾞｰﾀである。業務収益は
1997-1999年まで徐々に減少しているが、その後回復している。その
理由としては、貨物輸送量・旅客輸送量ともに増加したためである。
また、ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄は財務状況改善にも鋭意努めている 
 
 

表：ﾊﾟｷｽﾀﾝ鉄道の財務状況 
 
 
 
 
 
 
また、財務状況の一環として、ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄は、①赤字ﾙｰﾄでの運転車
両数の削減、②電気使用量の削減、③従業員5,000人の解雇を計画し
ている。 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 体制： 
事後評価時と同様に信号ｼｽﾃﾑの維持管理要員が不足している状

況に変化はない。信号部の定員(ｴﾝｼﾞﾆｱﾚﾍﾞﾙ)は 1,901 名であるが、
現員は 1,689 名でその差は欠員状態である。欠員が生じていること
についてﾊﾟｷｽﾀﾝ鉄道首脳は運営上の問題はないと述べているが、現
場は人員不足を感じているようである。 
なおﾊﾟｷｽﾀﾝ鉄道全体では 2001 年に在職していた職員数は 91,500

人であるが、2005 年には 86,800 人まで減少し人員削減が実現され
ている。なおこの人員削減は退職者がいる一方新規雇用を停止して
いる結果である。 
 

(3) 財務： 
営業支出が上回り、恒常的に営業収支は赤字となっており、毎期

10億から30億ﾙﾋﾟｰの損失を計上している。赤字は国庫からの補填に
より毎期解消されており、損益計算書上は損失となっていない。ﾊﾟ
ｷｽﾀﾝ鉄道は国の鉄道省の一部局という位置づけで、鉄道予算は国家
財政の一部として認識されている。 
ﾊﾟｷｽﾀﾝ鉄道(PR)の旅客構成は長距離旅客(旅行距離100km以上)が

旅客数で5割、収入面では９割以上を占めており、長距離客が旅客
ｻｰﾋﾞｽの柱である。車内ｻｰﾋﾞｽを充実させた等級の導入、低料金ｴｱｺﾝ
車両の導入、急行列車の増発等客単価を上げる方策を取っている。 
 

 
表4: ﾊﾟｷｽﾀﾝ鉄道の収支状況                      (単位:百万Rs) 

 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 

営業収入 13,046 14,810 14,635 17829 

営業支出 15,402 17,072 17,900 18894 

営業損益 -2,356 -2,262 -3,266 -1066 

利払い 2,398 3,394 2,096 2145 

経常収支 -4,755 -5,656 -5,361 -3212 

出所: ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄 
 
赤字ﾙｰﾄの車両数削減、電気使用量の削減は確認できなかった。従
業員の解雇は実施していないが自然減で職員数は評価時より約
5,000人減少している。 
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項目 事後評価時 事後モニタリング時 

 
(4) 維持管理 
人員不足の問題はあるが、新ｼｽﾃﾑが導入される際には、老練従業員を
対象として再教育講習を行うなど教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの成果もあり、ある程
度の質は確保されているものと思われる。また、維持管理ﾏﾆｭｱﾙと定
期点検ﾏﾆｭｱﾙも配布されている。 
 
また、1999-2000年度のﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄の業務支出のなかで修理・維持管
理費が占める割合は45％と高く、燃料費も13％と高い。これらの比率
は日本のJRと比べて高い（JRでは、維持管理費が21％、燃料費が5％
である） 
この理由は、ﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄が老朽化したｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの悪い線路や車両そし
て建物などを継続して使用しているためと考えられる。 
 

 
(4)維持管理状況 
評価時と同様な状況であり、維持管理の質はある程度確保されて

いる。ﾏﾆｭｱﾙの配付もされている。 
なお、信号については、信号部が維持管理を担当している。ｴﾝｼﾞ

ﾆｱ補(Sub Engineer Signal) 1 名, ｱｼｽﾀﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱ補(Assistant Sub 
Engineer )2 名, 作業員(Maintainer)4 名が 1ﾁｰﾑとなって通常 3 駅
を担当する。熟練技術者が不足しているという現場の声である。信
号に限らず設備の維持管理部品の 8割は国内調達できていて問題な
いが、一部の輸入部品の調達に苦労がある。 
 また、2004-05 年度のﾊﾟｷｽﾀﾝ年度のﾊﾟｷｽﾀﾝ国鉄の業務支出のなかで
修理・維持管理費が占める割合は 36％と評価時に比べ低くなって
いるが、燃料費は 31％と高くなっている。ただし、右情報以外に、
実施機関の維持管理能力一般を判断するための情報は揃わなかっ
た。なお、本事業で導入したｼｽﾃﾑの維持管理費用については、もと
もと少額であるため、十分確保されていると判断可能である。 
 
(参考) 
現地調査で往訪した各駅の軌道回路は例外なく作動しており、設

備の問題はなかった。軌道回路の設備に問題はないが、軌道のﾒﾝﾃﾅ
ﾝｽが行き届かないため、木製の接合部品が破損し絶縁すべき箇所の
ﾚｰﾙが接続してしまうことがままある(軌道回路は検知する区間ご
とにﾚｰﾙが離れて絶縁されていなければならない)ようであるが、ｼｽ
ﾃﾑ全体の不良にはなっていない。 
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項目 事後評価時 事後モニタリング時 

[教訓、提言
及び資料情
報とモニタ
リング方法]
(1)事後評価

報告書及
び事後評
価後に実
施した評
価等の教
訓及び提
言をﾌｫﾛｰｱ
ｯﾌﾟ 

 
(2)事後モニ

タリング
時の教訓
及び持続
性確保の
為の提言 

教訓・提言なし  

導入された軌道回路は先進技術ではないが、ﾊﾟｷｽﾀﾝ鉄道の現場の
運営・維持管理能力に見合ったものであり、それがゆえに事業の
持続性が良く確保されているといえる。 

 
 
(1) 事業評価時の教訓・提言 
 なし。 
 
(2)事業完成後7年の観点からの教訓・提言 
 
（教訓） 
本事業で導入された軌道回路は先進技術ではないが、対象駅(乗

降客はあまり多くない小規模駅)の保守員の運営・維持管理技術ﾚ
ﾍﾞﾙには適合しており、そのために持続性が確保されていたと思わ
れる。 
（提言) 
なし。 
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