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Ⅰ 案件概要 

国名 アフガニスタン･イスラム共和国 

事業期間 2003 年 6 月～2005 年 5月 

実施機関 アフガニスタン国営放送局(RTA) 

事業費 E/N 限度額:794 百万円  供与額:794 百万円 

施工･調達 施工業者:飛島建設  機材調達:三菱商事株式会社 
案件従事者 

コンサルタント 株式会社 NHK アイテック 

基本設計調査 2002 年 9 月 9 日～2003 年 2 月 28 日 

関連案件 
無償資金協力「カブール･テレビ放送局機材整備計画」(2002)、開発調査「カブール市緊急復興支援調査」
(2002)、研修員事業「テレビジョン技術」(2002)、研修員事業「テレビジョン･プログラム制作」(2002)、
無償資金協力「カブール･テレビ放送局建設計画」(1976)、 

事業背景 

カブールにおけるテレビ放送は、市民が保健衛生、教育、社会･政治情勢等の生活に必要な基礎情報を得
る上で重要な役割を果たしていたが、長年の紛争により送信所は破壊され、放送局も老朽化しており、安
定したテレビ放送を行うための環境が整っていない。そのため、放映区域･時間が限られテレビを通じて
生活に必要な情報が得られない状況となっている。 

事業目的 
カブール市において送信所の再建、送信用機材の整備及び放送局施設を改修することにより、同市におけ
るテレビ放送区域の拡大及び放送時間の延長を図る。 

アウトプット 
(日本側) 

1.カブール･テレビ送信所(アスマイ送信所)の施設ならびに鉄塔を含む送信用設備機材が整備される。 
2.カブール･テレビ放送局の施設が改修される。 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価  

 本事業は、1979 年以来の内戦と混乱の中、激しく損傷を受けたカブール･テレビ送信所(アスマイ送信所)の施設及び機送信
用機材を再建、整備すると共に、カブール･テレビ放送局の施設を改善することにより、1996 年のタリバン政権発足以降、
禁止されていたテレビ放送の再開を支援し、カブール市におけるテレビ放送区域の拡大及び放送時間の延長を図ることを目
的に実施された。また本事業は、「カブール･テレビ局機材整備計画」と補完的な関係にあり、両事業の実施により、メディ
アによる啓蒙･教育と通じた人造りを以ってアフガニスタンの国民和解に資する事が期待されていた。 
本事業の実施に際しては、治安の問題に起因する案件従事者の国外退避、20 年ぶりの大雪など不可抗力による工期の遅れ
は見られたが、それ以外は概ね予定通りの事業期間･事業費で施設の再建、機材の整備が行われた。これにより、目標を大
幅に超える 24 時間放送が可能となり(当初目標では 2006 年に 7時間の連続放送)、受信範囲の拡大により他州へのテレビ番
組の放送が可能となったほか、他ドナー支援による衛星伝送と連携してアフガン国内の情勢を憂慮する海外居住のアフガン
人にも放送は届けられ、当初期待されたアフガニスタンの国民和解に資する事業となっている。 
また機材･施設の運用維持管理に関しては、概ねアフガニスタン国営放送局(RTA)のスタッフによって問題なく活用され、
日常的な点検、清掃もよく行われている。予算に関しては機材の維持管理に十分な予算を確保することは困難な状況にある
が、機材の丁寧な維持管理が故障を未然に防止することに繋がっており、予算制約が厳しい中、故障も少なく機材を活用で
きている。現在、現地国内研修を実施している本邦コンサルタント(以下、本邦コンサルタント)によれば、RTA の施設･機材
は非常に綺麗に維持管理されているとのことである。 
以上より、本事業の評価は非常に高いと言える。 
<RTA への提言> 
コマーシャル収入の増加を図るなど、施設･機材の運用維持管理に必要な予算確保に向けてより一層努力されることが望ま
れる。 

 
1 妥当性 

1.アフガニスタン国開発政策との整合性 
事前評価時の国家開発計画(National Development Framework)(2002)では、国民が求める情報配信のため、テレビ局の能
力強化が重要課題とされており、その後改訂された国家開発戦略(Afghanistan National Development Strategy 2008-2013)
においても、メディア(ラジオ、テレビ)の全国的な普及率の向上、放送時間の増加、番組の質の向上は国家の優先課題とし
て挙げられている。 
2.アフガニスタン国開発ニーズとの整合性 
1978 年にテレビ放送が開始したが 1979 年のソ連侵攻以来の混乱と内戦の中、テレビ放送の施設や機材は激しい損傷を受け
ていた。1996 年のタリバン政権発足以降、2001 年の同政権崩壊まで、テレビ放送は一切禁止され、国民は政治･経済ニュー
ス、教養番組などを見ることが出来なかった。現在、アフガンの政治･経済･文化などに関する情報が放送されることにより、
アフガン政府･アフガン国民としてのアイデンティティ形成に貢献しており、RTA の放送番組はアフガン人にとって和平構築
のための有効な情報源となっている。 
3.日本の援助政策との整合性 
事前評価時には対アフガニスタン「国別事業実施計画」は未策定であったが、2002 年、日本が共同議長国となって「アフ
ガニスタン復興支援会議」を開催し、日本政府は「メディア･インフラ」を含む 6つの重点支援項目を掲げ、5億ドルを拠出
した。同方針を受け、2002 年に実施された開発調査「カブール市緊急復興支援調査」では放送分野を調査対象分野の一つし、
その結果、「カブール･テレビ放送局機材整備計画」と同一の上位目標を持つ相互補完的な案件として本事業が実施された。
以上より、本事業の実施はアフガニスタンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高
い。 

2 効率性  



1.アウトプット 
所期のアウトプットから、1)非常用発電機室の給気ファン及び付帯設備の増強、2)送信機室の空調設備の変更、3)宿直室
の固定ベッドの配置場所の変更、4)受水層の容量の拡大、5)送電線引き込み場所の変更が行われたが、それ以外は計画通り
達成された。これらの変更はコンサルタントにより技術面･価格面より審査され、プロジェクト目標達成への影響が無いこ
と、また価格面も E/N 額を超えることが無いことが確認された。 
2.事業期間 
計画されたコンサルタント契約締結以降の事業期間 17 ヶ月に対して、実績は 23 ヶ月であった(計画比 135％)。遅延の主な
理由は、大統領選挙に係る治安の観点からコンサルタント並びに施工業者が国外退去を余儀なくされたことによる工期の遅
延(3 ヶ月)、20 年ぶりの大雪のための工事中断による工期の遅延(2 ヶ月)、及びこれら工期中断による作業員確保の困難な
どであり、これらの理由は不可抗力によるものと思われる。 
3.事業費 
計画額 7.94 億円に対して、実績 7.94 億円であり計画通りであった。 
以上より、本事業は事業費は計画通りであり、事業期間については計画を上回っているものの、治安にかかる国内退避･悪
天候による工期の遅延等が理由であることから、事業期間が延びたことは止むを得ず、総合的に判断し、効率性は高い。 

3 有効性･インパクト 

1.定量的効果 
目標基準年である 2006 年時点の実績数値は得られなかったが、JICA 内部資料により 2008 年時点実績では、受信範囲は目
標値を達成し(283k ㎡)、連続放送時間は目標値 7時間のところ 24 時間終日連続放送が可能となっている。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
2003 年に 5万世帯だったカブール市内の RTA テレビ放送視聴者数は、2009 年には 5百万世帯に増加し、カブール市内テレ
ビ視聴世帯のカバー率は 2003 年の 20%から 80%に上昇した。またカブール市内のみならず、RTA の番組は他州の州都で放送
されている他、海外で生活するアフガン人にも放送が届けられている(注:海外に放送するための衛星伝送は他ドナーの供与
によるものである)。計画時には 20 ほどであったテレビ番組数は、同時期に実施された「カブール･テレビ局機材整備計画」
での番組制作により、現在は 100 を越えており、番組内容は政治･経済･文化･生活習慣などの他、アフガニスタンの国家建
設に関する意識高揚を促進する番組も含まれている。これら番組をアスマイ送信所よりカブール市内、アフガニスタン内別
州州都、また国外に向けて発信、放送している。 
以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 

4 持続性  

1.運営維持管理の体制 
職員の離職率は低く、職員数は 132 名から 100 名に減っているが、経験年数の長いベテラン職員数が増えており(経験年数
が 10～20 年の職員数は、2003 年の 18 人から 2009 年の 52 名に増加)、少ない人数ながらも業務に対応している。送信技術
部職員数も 2003 年時点より減少しており、また放送時間が 24 時間に拡大されたにも関わらず、アスマイ送信所勤務の職員
数は 2003 年時点と殆ど変わっていない(2003 年:8 名(所長 1名、各種技術者 7名)、2010 年:計 9名(所長 1名、各種技術者
8 名))。現在、現地で RTA 職員向け現地国内研修を実施している本邦コンサルタントによれば、アスマイ送信所の規模であ
れば、現在の人数で送信所を運用することは可能とのことであるが、RTA 自身は人数の不足を感じているとの回答があった。
2.運営維持管理の技術 
 職員採用には一定の技術基準を設け、採用後も技術力維持のための研修参加の機会及び研修内容の同僚との共有が行われ
ており(JICA 研修員研修、AIBD(Asia Pacific Institute of Broadcasting Development)及び UNESCO などによる放送技術研
修、2010 年から開始された JICA 現地国内研修「RTA テレビ･ラジオ機材研修(送信機材に関する技術指導も含む)」など)、
技術力を維持できる体制は整っている。一部、新技術(デジタル技術など)の知識不足や、技術書が英語によるものであるた
め RTA 送信技術部技術者の多くには理解できないなど不安な面もあるが、今年度から上述の現地国内研修により、送信技術
における現在の課題にも対応する予定である。なお、本邦コンサルタントによれば、現在、送信用機材は RTA 職員によって
概ね適切に操作されているとのことである。 
3.運営維持管理の財務 
 計画時に期待されたコマーシャル収入については、1.2 億 Afs(アフガニ)の予算があるが、同予算は一旦、情報文化省に入
れ、その後、同省より RTA としての予算配分を受けており RTA は自由に使えない。同予算額については具体的な予算の数字
は得られなかったが、RTA 及び本邦コンサルタントによれば、アフガンの国家予算も十分でなく RTA の予算も低く抑えられ
ているため、維持管理に必要な 低限の予算は部分的に確保されているが、修理やスペアパーツ、新しい機材購入などに対
応することは予算的に困難な状況にある。 
4.運営維持管理状況 
 主要機材の使用状況は、送信機、テレビ入力･監視装置、電界強度測定器、自動電圧調整装置、送信機切替装置などは定期
点検され、これまで故障せず稼動している。英語版･ダリ語版の維持管理ガイドラインはよく利用され、機材点検における
不具合発生時の連絡･修理手順もフォーマットを作成の上、整備されている。 
 施設の維持管理については、アスマイ送信所では温度調整を行い、機材の状態が技術指標に合うよう管理している他、定
期的に清掃が行われている。またカブール･テレビ放送局の施設も、アスマイ送信所同様、定期的に清掃され綺麗に維持管
理されている。 
以上より、本事業の維持管理は、体制･技術面には問題ないが、財務に問題があり、本事業によって発現した効果の持続

性は中程度である。 

 


