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環境管理第１課 

１．案件名 

パキスタン国環境モニタリング支援プロジェクト 

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 

 環境汚染が深刻化しつつあるパキスタン・イスラム共和国（以下「パキスタン国」と記す）

において、パキスタン国全土を対象とした環境モニタリング実施体制の強化を目的として、連

邦環境保護庁及び地方４州政府環境保護局を対象に、大気・水の環境モニタリング計画の策定

能力、分析・解析能力、ラボラトリ維持管理能力、データ整理・蓄積能力の強化・向上を図る。

（２） 協力期間 

2008 年 12 月から 3年間 

（３） 協力総額（日本側） 

約 3.6 億円 

（４） 協力相手先機関 

パキスタン国連邦環境保護庁（Pak-EPA）及び４州政府環境保護局（州 EPA） 

（５） 国内協力機関 

特になし 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

パキスタン国 Pak-EPA 及び４州 EPA 職員（約 200 名） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

パキスタン国では自動車の排気ガスや生活排水、工業廃水等により、大気汚染や水質汚染が

進行している。JICA が実施した汚染実態調査（2000 年）等によると、汚染物質は、日本や WHO

の環境基準値を 20-90%超過しており、浮遊粒子状物質の大気への排出や廃水の地下水への浸透

等、市民の健康への悪影響が懸念されている。 

 パキスタン国政府はカナダ国際開発庁（CIDA）による支援により、1992 年に国家自然保護戦

略（NCS)を策定、2001 年には NCS に基づく国家環境実行計画（NEAP)を策定しており、UNDP と

の協力の下、現在同計画を推進している。 

 しかしながら、環境モニタリング網の未整備や人材不足のため、パキスタン国の現状に適し

た環境基準の整備や汚染源に対する規制法令の適用が遅れており、適切な環境行政を行う上で

の課題になっている。 

 そのような中で、適切な環境行政を行うために必要な環境モニタリング体制を整備すること

が喫緊の課題となっており、我が国政府は、パキスタン国における定常的な全国環境モニタリ

ングシステムの基礎を確立することを目的として、2006 年度無償資金協力「環境監視システム

整備計画」により、中央環境分析ラボラトリ建設（イスラマバード）、大気モニタリング用機材



（Pak-EPA 及び各州 EPA）、水質モニタリング用機材（Pak-EPA 及び各州 EPA）、ラボラトリ用分

析機材（Pak-EPA 及び各州 EPA）の整備を行い、2007 年 4 月に完了した。 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

パキスタン国は、1992 年に策定した NCS に基づき NEAP を策定し、各州政府の環境管理局を強

化し、州 EPA に改組した上で、大気自動観測局の設置等の政策を促進しており先方政府の国家

政策上の位置づけは高い。 

（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） 

 我が国の対パキスタン国別援助計画では、「分野横断的イシュー」を重点課題の１つとして示

し、全ての案件において常に意識するイシューとして「環境」を掲げているほか、４つの柱の

１つである「人間の安全保障の確保と人間開発」のうち「安全な飲料水の確保と衛生改善」を

重点課題として掲げている。 

また、パキスタン国に対する JICA 国別援助実施方針では、開発課題の協力方針「人間の安全

保障の確保と人間開発」の重点課題「環境改善に向けた取組の推進」に本プロジェクトは位置

づけられる。 

４．協力の枠組み 

 本プロジェクトは、我が国無償資金協力「環境監視システム整備計画」により整備された施

設・機材を活用し、将来的に、パキスタン国における適切な環境行政が実行されることを見据

え、本プロジェクトの成果を活用した環境モニタリングシステムが整備・機能することを上位

目標として、Pak-EPA 及び各州 EPA の大気・水の環境モニタリングを実施する能力が強化される

ことを 3年間のプロジェクト目標として実施するものである。 

 具体的には、環境大気、水の環境モニタリング計画の作成、適切な試料の採取、計測、分析

手法の確立、適切なラボラトリ品質保証/品質管理（QA/QC）システムの導入、取得したデータ

解析能力の強化といった一連の活動をプロジェクトにて実施する。また、環境モニタリング能

力に関連する一連の活動によって得られたデータは全国環境データ管理システムとして蓄積

し、活用できるようにする。 

〔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） 

Pak-EPA 及び州 EPA の大気・水の環境モニタリングを実施する能力が強化される。 

[指標] 

・ パイロット地区の大気・水のモニタリングデータの解析、評価を含む環境モニタリン

グ報告書が作成される。 

・ 大気・水のモニタリングのために採取した試料の分析において、国家環境基準（NEQS）

あるいは国際的に認知された環境基準の精度が確保される。 

・ 各 EPA のラボラトリにおいて、QA/QC システムが導入され、適切に運営、維持管理され

る。 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 



Pak-EPA 及び州 EPA に環境モニタリングシステムが整備されて、機能する。 

[指標] 

・ 各 EPA の環境モニタリングのための予算が確保される。 

・ 各 EPA の環境モニタリング計画が独自に策定される。 

・ Pak-EPA と州 EPA の定期的な環境モニタリング報告書が作成される。 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

① 成果（アウトプット）：Pak-EPA 及び州 EPA が環境モニタリング計画を策定できる。 

[活動] 

1-1 各 EPA のキャパシティアセスメントを実施する。 

1-2 環境モニタリングのための実施体制（組織、業務分担）を確立する。 

1-3 環境モニタリング計画作成過程に関する研修を実施する。 

1-4 環境モニタリング計画作成のための技術ガイドラインを作成する。 

1-5 パイロット地区（※）を選定する。 

1-6 パイロット地区の気象データ、汚染源データのようなモニタリング計画を策定する

ために必要とされる関連情報を収集する。 

1-7 パイロット地区の環境モニタリング計画を作成する。 

1-8 パイロット地区の環境モニタリングを実施する。 

1-9 実際に得られたモニタリングデータに基づき、環境モニタリング計画及び技術ガイ

ドラインを改定する。 

※ パイロット地区は、環境大気質及び水質両方の環境モニタリング計画を策定するた

め、各 EPA 管轄域内に試行的に選定される。環境大気質モニタリングのためのパイロッ

ト地区は、固定大気自動測定局による環境大気質観測が可能な地区を選定することとし、

水質モニタリングのためのパイロット地区は、河川の自然、水利用、環境影響、及びア

クセスのしやすさに基づき、河川流域の一部を選定することとする。 

 [指標] 

・ パイロットエリアにおける環境モニタリング計画が策定される 

・ 環境モニタリング計画作成のための技術ガイドラインが最終化される。 

 

② 成果（アウトプット）：Pak-EPA 及び州 EPA が、採取、計測及び分析を国家環境基準（NEQS）

に則って計測することができる。 

[活動] 

2-1 各 EPA のキャパシティアセスメントを実施する。 

2-2 試料の採取、計測、物理的、化学的、生物学的分析について適切な手法を選択する。

2-3 特定及び非特定汚染源における排水、排気の採取、計測、分析に関する研修を実施

する。 

2-4 水、環境大気の採取、計測、分析に関する研修を実施する。 

2-5 各要素のための標準作業手順書（SOP）の作成／改定を行う。 



2-6 採取、計測及び分析のための品質管理手法を導入する。 

2-7 機材の維持管理計画及びマニュアルを準備・活用するとともに、ラボラトリ管理シ

ステムを設定する。 

2-8 機材の維持管理計画及びマニュアル、ラボラトリ管理システムの改定を行う。 

[指標] 

・ NEQS 対象項目すべてのサンプル採取、測定、分析の SOP が作成される。 

・ 測定機材維持管理計画及びマニュアルが作成される。 

・ 各 EPA ラボの分析品質の管理状況モニタリング、各 EPA 職員の分析精度が確保される。

 

③ 成果（アウトプット）：Pak-EPA 及び州 EPA において、ラボラトリ管理システムが改善さ

れ、QA/QC システムが導入される。 

[活動] 

3-1 各 EPA のキャパシティアセスメントを実施する。 

3-2 ISO17025 に基づくラボラトリ管理の研修を実施する。 

3-3 各 EPA において、ラボラトリ管理マニュアルの作成、QA/QC 組織の設立及び QA/QC

活動計画の作成を行う。 

3-4 QA/QC システムが活動 3-3 に基づき実行される。 

[指標] 

・ 各 EPA におけるラボ管理体制が整備される。 

・ 各 EPA ラボにおける QA/QC 体制が確立される。 

・ QA/QC 活動計画が策定され、実施される。 

 

④ 成果（アウトプット）：Pak-EPA 及び州 EPA が国際的に認知された環境基準あるいは NEQS

に則り、モニタリングデータを解析、評価できる。 

[活動] 

4-1 各 EPA のキャパシティアセスメントを実施する。 

4-2 データ処理及び解析の手法に関する研修を実施する。 

4-3 国際的に認知された環境基準あるいは NEQS に基づき、パイロット地区で得られたモ

ニタリングデータの解析及び評価に関する研修を実施する。 

4-4 パイロット地区のための環境管理計画を作成する（※）。 

※ 環境管理計画は、法的、組織的、技術的観点から、パイロット地区の水・大気汚染防

止のための活動を示す計画であり、4-4 の活動を実施するパイロット地区は、成果１

及び成果４の進捗状況を基に実施を決定する予定（１～数箇所のみでの実施を想定）。

 

[指標] 

・ 環境大気・水の環境モニタリングデータを解析・評価できる。 

・ 国際的に認知された基準に基づき汚染源、汚染負荷を推定する能力が獲得される。 

・ 環境管理計画が一部パイロット地区において策定される。 



 

⑤ 成果（アウトプット）： パキスタン国の環境データ管理システムに基づき、Pak-EPA 及

び州 EPA がモニタリングデータを整理し一般に公開できる。 

 [活動] 

5-1 各 EPA のキャパシティアセスメントを実施する。 

5-2 蓄積したモニタリングデータを用い、データ処理に関する研修を実施する。 

5-3 全国環境データ管理システムを構築する。 

5-4 活動 5-3 に基づき各 EPA がデータ入力を行う。 

5-5 EPA のウェブサイト上に環境大気質及び水質モニタリングデータを掲載する。 

5-6 環境状況報告書の一部として、国家及び州環境モニタリングレポートを発行する。

[指標] 

・ 全国環境モニタリングデータ管理システムが構築される。 

・ ウェブ上の環境モニタリングデータの更新が継続される。 

・ 国家及び各州環境モニタリング報告書が作成される。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 3.6 億円） 

専門家派遣：短期専門家（チームリーダー／環境管理計画、水環境モニタリング（全体

計画／ラボ管理）、水環境モニタリング（分析／解析）、水環境モニタリング（ガスクロ）、

大気環境モニタリング（全体計画／観測）、大気環境モニタリング（解析）、QA/QC など）

供与機材：特になし。 

研修員受け入れ：年間 4名程度 

その他 

② パキスタン国側：8,608.16 万ルピア 

カウンターパート人件費、施設、その他 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 

 ・ プロジェクト実施期間中、プロジェクト実施のための財源及び人材が各 EPA に配分さ

れること 

② 成果（アウトプット）達成のための外部条件 

 特になし 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 

 特になし 

④ 上位目標達成のための外部条件 

 ・ Pak-EPA と州 EPA の役割と責任に変更がないこと。 

・ PC-I 期間後の財源がパキスタン政府により確保されること。 



５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

 この案件は以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

・ JICA による調査では、パキスタン国主要都市の汚染物質は、日本や WHO の環境基準値を

20-90%超過しており、浮遊粒子状物質の大気への排出や廃水の地下水への浸透等、市民の健康

への悪影響が懸念されている状況であり取り組むべき課題として妥当性が高い。 

・ 本プロジェクトは、環境モニタリングシステム構築を支援することから、直接的には 5 市

の人口約 22.1 百万人に、間接的には、全国民約 1.49 億人に裨益をもたらす。 

・ パキスタン国における環境モニタリングシステムの整備は 2010 年を目標年とする「中期開

発フレームワーク」において、緊急性の高い案件として掲げられており、本プロジェクトはそ

の一環として位置づけされると共に、中・長期計画の実施に結びつく重要な役割を担っている。

・ 我が国の対パキスタン国別援助計画において、環境分野は分野横断的イシューのひとつと

して位置づけられるなど、環境モニタリング能力向上への支援の妥当性は高い。 

（２） 有効性 

 この案件は以下の理由から有効性が高いと判断される。 

・ 地方分権を推進しているパキスタン国において、Pak-EPA のみならず、州 EPA の能力向上が

不可欠である。今回の枠組みの中で各州に各分野のチーフ C/P を配しており、各 EPA それぞれ

に対する研修を実施する予定であり、アプローチとして有効性が高い。 

・ パキスタン国ですでに定められている国家環境基準（NEQS）の要素を本プロジェクトの対

象として組み入れることにより、成果の一つである各ラボラトリの分析精度向上に向けた組織

的なインセンティブが高くなり、有効なプロジェクト活動の実施が期待できる。 

（３） 効率性 

 この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、パキスタン国全土をカバーしており、各州で実施するパイロットエリ

アにおける環境モニタリングを礎として、パキスタン国全土の環境モニタリング体制構築に波

及していくと考えられ、プロジェクト実施及びその後の展開を効率的に行うことができる。 

・ 本プロジェクトで活用する機材は、2007 年 3 月末に完了した無償資金協力によって供与さ

れた機材を使うことを予定しており、本プロジェクトの実施により機材活用の効率性を高める

ことが期待できる。 

（４） インパクト 

 この案件のインパクトは以下のように予測できる。 

･ Pak-EPA 及び各州 EPA の環境モニタリング能力の強化は、Pak-EPA に対し工場立入検査等汚

染源規制や環境基準設定等の政策立案権限が環境保護法（1997）により付与・実施されている

こと、企業の自主モニタリングの導入がなされていることなどの既存取り組みを定着させるこ

とが期待できる。 

・ 各州 EPA が州政府に環境モニタリング予算申請を行っており、今回、試行的に定期的な環

境モニタリングを実施することにより、各州行政活動のひとつに定着することが期待できる。

・ Pak-EPA 及び各州 EPA によるパイロットエリアにおける定期的な環境モニタリングの実施



は、パキスタン国環境省における環境モニタリング法制化に向けての動きを促進することが期

待できる。 

（５） 自立発展性 

 以下のとおり、本案件による効果は、相手政府によりプロジェクト終了後も継続されるもの

と見込まれる。 

・ 国家自然保護戦略（NCS)に基づく国家環境実行計画（NEAP)の策定により、パキスタン国政

府は本分野を重視している。 

・ Pak-EPA は各 EPA におけるモニタリング体制強化のために必要な人員を雇用している。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 特になし 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

・ インドネシア共和国における環境管理分野の中核機関と地方環境管理局が協働する環境管

理体制の構築を目標として掲げた「地方環境管理システム強化プロジェクト」では、プロジェ

クトの進捗、成果の発現を大きくする要因として、過去の無償資金協力、個別専門家等、日本

政府の協力スキーム間の連携があげられており、当プロジェクトにおいても、無償資金協力、

過去に派遣された環境分野の専門家の成果の活用を行う。 

８．今後の評価計画 

2010 年 6 月 中間評価 

2011 年 6 月 終了時評価 
 


