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カザフスタン共和国 

アスタナ空港改修事業  

外部評価者：ジャイロス 山口高男 

 

1. 案件の概要 

  

プロジェクト位置図 本事業により整備された旅客ターミナルビル 

1.1 事業の背景 

カザフスタンは日本の 7 倍を超える広大な国土を有する内陸国であるため、航空輸送は

社会経済発展のために極めて重要な交通手段であるが、多くの空港は設備が老朽化してお

り、早急な改善が必要とされていた。このため、カザフスタン政府は南部に位置し国内最

大都市であるアルマティ、北部の首都アスタナ及び西部に位置しカスピ海の油田採掘の中

心都市であるアクチュビンスクを中心とする航空交通網の整備を計画していた。しかしな

がら、首都をアルマティからアスタナに移転する際、取り分け需要増大が見込まれるアス

タナ空港の諸設備の老朽化は著しく、安全性の確保のためにも同空港の改修は最優先に位

置付けられていた。 

1.2 事業概要 

カザフスタン共和国の新首都アスタナのアスタナ空港において、滑走路、ターミナル、

誘導システム等の設備拡張更新を行うことにより、同国の航行の安全性の確保並びに将来

の航空輸送需要拡大への対応を図り、もって地域経済の発展に寄与 1する。 

 

                                                   
1 事業の「インパクト」を明白にするため、審査時の事業目的の「航空輸送の活性化」を「地域経済の

発展への寄与」に変更した。 

事業サイト 

アルマティ 

ロシア 

中国 
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円借款承諾額/実行額 22,122百万円/21 ,720百万円 

交換公文締結/借款契約調印 1998 年 6 月/1998 年 12 月 

借款契約条件 本体部分 

金利 2.2%、返済 30 年（うち据置 10 年）、一般ア

ンタイド 

コンサルタント部分 

金利 0.75%、返済 40 年（うち据置 10 年）、一般

アンタイド 

借入人／実施機関 カザフスタン共和国政府／アスタナ国際空港公団

（International Airport Astama；IAA）2  

貸付完了 2007 年 6 月 

本体契約 Alarko（トルコ）・Siemens Aktiengesellschaft（ドイツ）・

Laing Limited（英国）・丸紅（日本）（JV） 

コンサルタント契約 CH22M Hill International, Ltd.（英国）・黒川紀章建築都

市設計事務所（日本）・パシフィックコンサルタンツ

インターナショナル（日本）（JV）3 

関連調査（フィージビリティスタ

ディ：FS）等 

F/S（カザフスタン政府（米 CH2Mhill 社に委託）、1997

年 10 月） 

関連事業 マ ス タ ー プ ラ ン 「 航 空 輸 送 分 野 開 発 」（ Air 

Transportation Development Study）1997 年 3 月 

 

2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

山口高男（ジャイロス） 

2.2 調査期間 

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2010 年 3 月～2010 年 12 月 

                                                   
2本事業の責任機関として、1998 年政府令 No.60 により運輸通信省内にアスタナ国際空港（IAA）が 100％
国営の国営企業（State Enterprise Company; SEC）として設立された。その後 IAA は 2002 年 9 月 27 日

に非上場株式会社（Closed Stock Company; CSC）となり、さらに 2005 年 5 月には株式会社（Joint Stock 
Company; JSC）となった。IAA の株はアスタナ市が 100％保有している。 

3当初は CH2M-KKAA-PCI の 3 社共同体であったが、CH2M 社は設計段階終了後に撤退した。 
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現地調査：2010 年 6 月 21 日~6 月 30 日、2010 年 10 月 18 日～10 月 21 日 

2.3 調査の制約 

事業の完成後、空港公団の組織改編が行われ、建設時の状況を詳しく知る空港公団のほ

ぼ全ての職員が退職していた。また工事代金の支払い及び工事瑕疵についてコントラクタ

ーと実施機関の間で裁判 4が行われているため、空港公団が情報の提供に慎重であったため、

十分な情報を得ることが出来なかった。これにより、IRRの算出といった定量的分析を行う

ことができなかった。また、実施機関の実施体制や財務状況等についての評価にも支障が

あった。 

 

3. 評価結果（レーティング：A） 

3.1 妥当性（レーティング: a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

計画時においては、1996 年 11 月にカザフスタン政府が発表した「公共投資計画（Public 

Investment Program）」（1996 年-1998 年）において運輸セクターが国家開発における最重要

セクターとして位置づけられており、同セクターへの投資額の総投資予定額に占める割合

も最大の 36%であった。また、1997 年 10 月に政府が発表した 2030 年までの「国家開発計

画（National Development Plan）」において設定された 7 つの優先分野の中でも、運輸イン

フラの発展は特に重要な優先分野とされており、さらにその中でもアスタナ空港の改修は

最優先事業として掲げられていた。 

これに対し、事後評価時には、2002 年に大統領が発表した「世界の中で 50 位内の先進国

に仲間入りするための戦略」において、2010 年までに GDP を 2 倍、2015 年までに 3.5 倍に

することが目標とされており、同戦略を実現するために策定された行動計画の中でも、運

輸インフラの発展は 7 つの優先分野の一つとされていた。また、1997 年 10 月に政府が発表

した上述の 2030 年までの「国家開発計画（National Development Plan）」は、事後評価時に

おいても有効であった。さらに、2006 年に交通省が策定した運輸インフラ開発戦略計画に

おいても、航空分野の国際基準への合致とインフラの近代化が重要とされており、アスタ

ナ空港は国の玄関空港と国内のハブ空港としての役割が期待されていた。 

よって、本事業はカザフスタン国の開発政策と合致していると言える。 

                                                   
42010 年 6 月の現地調査時点において、工事代金の支払い及び工事瑕疵についてコントラクターと実施

機関の間で裁判が行われている最中であった。事業の完成後、空港公団の組織改編が行われ、建設時の

状況を詳しく知る空港公団のほぼ全ての職員が退職しており、裁判が長期化しているようである。 
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3.1.2 開発ニーズとの整合性 

計画時には、内陸国のカザフスタンでは、広大な国土に人口、経済拠点が分散しており、

経済発展の阻害要因となっている未整備の経済社会インフラの整備が緊急の課題とされて

おり、インフラ整備の中でも運輸セクターには高い優先度が与えられていた。また、同国

では 1997 年 12 月にアルマティからアスタナに首都を移転させたため、アスタナへの空路

移動の急激な需要増が見込まれていたが、同空港の施設の老朽化は著しく、本事業の開発

ニーズとの整合性は高かった。 

これに対し、事後評価時は、アスタナ市の人口は 1998 年の約 30 万人から 2009 年には 70

万人へと 2 倍以上に増加し、同市の整備と首都機能の移転は進んでいたが、カザフスタン

最大の都市で建国当初の首都であったアルマティ市からは、約 960km も離れていることも

あり、同市への空路移動の需要は依然として高かった。 

よって、本事業はカザフスタン国の開発ニーズと合致していると言える。 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

1998 年の計画時における日本のカザフスタンに対する政策では、同国を含む中央アジ

ア・コーカサス地域の諸国は、ソビエト連邦の崩壊に伴う経済的混乱の中、民主化、市場

経済導入の努力を続けており、これらに協力するため、同国が抱える経済インフラ老朽化

を克服するための協力を積極的に行うこととしていた（1998 年度「我が国の政府開発援助

の実施状況に関する年次報告」（ODA 白書））。 

上記より、計画時、本事業は日本の援助政策と整合性があったと言える。 

以上より、本事業の実施はカザフスタンの開発政策、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。 

3.2 効率性 （レーティング: b） 

3.2.1 アウトプット 

本事業によるアウトプットを以下の表にまとめる。 

項目 計画 実績 
土木施設 滑走路 

改修（1,000m x 45m、7.5m ショルダー） 
延長（1,000m x 45m、7.5ｍショルダー） 

誘導路：64,400m 
エプロン（旅客･貨物）：168,000 ㎡ 

 
削除 
削除 
変更なし 
128,100 ㎡ 

建築施設 ターミナルビル  
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旅客：20,800 ㎡ 2 階建て 
貨物： 2,400 ㎡ 1 階建て 
 

事務棟： 1,900 ㎡ 1 階建て 
管制塔：一棟 
維持管理ビル：3,400 ㎡ 1 階建て 

24,950 ㎡ 6 階建て 
2,200 ㎡ 2 階建て 
屋外上屋：3,370 ㎡  
3,350 ㎡ 2 階建て 
変更なし 
6,110 ㎡ 2 階建て 

航空航法

システム 

レーダー進入コントロール（1 台）、ラジ

オアンテナの位置移動（1 台）、滑走路灯

火（1 台） 

削除 

 

支援施設 電源供給施設：1,000KVA 2 台 
 
廃棄物施設（一台） 
燃料供給パイプライン・給水設備 

給油ハイドラント：4 機、 
パイプライン：2,000m 
燃料収納タンク：3 機 

航空機搭乗ブリッジ：4 機 

1,200KVA  2 台 
変電所：809 ㎡ 
削除 

 
8 機 
変更なし 
3 機（3,000KL 収納タンク） 
6 機 

 

 

 

 
図 1 本事業により整備された電源供給施設 図 2 本事業により整備された管制塔 

上記のアウトプット変更の主な変更理由は以下のとおりである。 

 
(1） 土木 

滑走路については、緊急に現地国家予算で実施されることになったため、本事業の対象

から外された。また、エプロンに関しては、円借款の審査後、既存エプロンの劣化が進み、

大型機の駐機には強度不足となったために面積が増やされた。 

 

(2） 建物 

旅客ターミナルビルは、計画時の「平屋根構造」を先方政府の要請により「ドーム状の

構造」に変更された。また、交通量分析により旅客数が計画時よりも増加すると見込まれ
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たため、出発ゲート、搭乗ブリッジ、入国審査カウンター、チェックインカウンターの数

を増やした。事務棟については、先方政府側の航空交通管制の方針により、アスタナ空港

に航空路管制（ACC）が設置され、カザフスタンの航空管制の中心となったため、ACC/ATC

（航空管制）事務棟の床面積が 1.8 倍となった。さらに、管制塔に関しては、カザフスタン

国内全土の航空管制を運営している国営会社であるカゼロナビガーツィア社

（Казаэронавигация: Kazaeronavigatsia）が航空管制の運営主体となったことにより、航行援助

機器の購入費用は、同社側に別途設けられた。空港維持管理ビルは、地上サービス機器の

必要な数量が増加したことにより、面積が増えた。 

 

(3） 航空航法システム 

カゼロナビガーツィア社が航空管制の運営主体となったため、航行援助機器を購入する

ための国家予算が別途設けられ、この国家予算で購入されることになり、スコープから削

除された。 

 

(4） 支援施設 

電源供給施設については、現地での調査により既存施設での対応予定であった容量を増

やす必要が生じたため、容量が増加された。廃棄物施設については、既存施設を活用する

事にしたためスコープから削除された。さらに、燃料供給システムに関しては、既存空港

施設への対応する範囲増加と航空燃料の安定的運営のため追加された。これに加え、航空

機搭乗ブリッジは、詳細設計時の交通分析の結果、仕様が変更された。これら施設につい

ては、事業開始前にあった樹木をできるだけ移動させないように配慮して設計がなされて

いることが確認できた。さらに、施設の一部は、緑色で塗装をしているため、周辺環境と

の調和が非常に良く取れているといえる。 

 

(5） コンサルティング・サービス 

工期延長に伴い施工監理の期間が追加された。 

アウトプットの変更については、事業のスコープの変更が主であるが、先方負担工事も

適切に実施され、事業完成後の運営状況も特に問題がないため、変更は妥当といえる。 

3.2.2 インプット 

 

3.2.2.1 事業期間 （レーティング: b） 

計画時の本事業期間は 1998 年 12 月～2003 年 8 月（完了定義：試運転終了）であり、57
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ヶ月としていた。これに対し、実績は 1999 年 6 月～2005 年 12 月（完了定義：変更なし）

であり、79 ヶ月であった。これにより、事業期間は、計画比 136%であり、計画を上回った。

ただし、事業範囲が変更した部分もあるため単純比較はできない。 

カザフスタンにおいては、設計や材料等にかかる承認手続きが多いことを考慮すると、

当初計画の方が短すぎたと考えられる。特筆すべきものは以下のとおりである。 

 

（1）コンサルタント契約（約 6 ヶ月遅延）： 

カザフスタン政府の最終承認が遅れた。 

 

（2）設計（約 2 ヶ月遅延）： 

CATT III 用滑走路灯火システムの活用検討調査が実施された。 

 

（3）入札（約 3 ヶ月遅延）： 

当初業務範囲から変更業務範囲についての検討に時間を要した。 

カザフスタン政府による入札評価報告書の承認事務に 3 ヶ月を要した。 

 

（4）建設（約 5.5 ヶ月遅延）： 

当初の計画では越冬による工事の一部休止は 2 回の予定であったが、建設開始が遅れた

ため、実際は 3 回となった。 

 

3.2.2.2 事業費 （レーティング: a） 

総事業費は審査時には 25,677 百万円（外貨：22,122 百万円、内貨：3,555 百万円、うち円

借款部分は 22,122 百万円）であったが、実績は 22,122 百万円（外貨：22,122 百万円、内貨：

ゼロ、うち円借款部分は 22,122 百万円）であった。これにより、計画比は 86.2％であった。

ただし、事業範囲が変更した部分もあるため単純比較はできない。 

計画時の事業費の内貨分は土木部分のみであったが、滑走路やエプロン部分にかかる土

木工事が事業範囲から削除されたこともあり、最終的に事業費の内貨分はなくなった。ま

た、建設業者による応札金額が予備費を除く事業予算を超過していたため、契約交渉の結

果予備費が事業費に組み込まれることとなり、建設開始時においては、予備費が計上され

ない契約となった。 

建設費の増加理由は業務範囲の変更に伴うビルの階数や建築面積の変更であり、コンサ
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ルティング・サービスの増加理由は工期延長によるものである。減額になる要素としては、

削除された滑走路部分や航空航法システム部分である。 

以上により、本事業は事業費については計画を下回ったものの、事業期間が計画を上回

ったため、効率性は中程度である。 

3.3 有効性 （レーティング: a） 

3.3.1 定量的効果 

 

3.3.1.1 運用･効果指標 

計画時、評価時共に共に運用効果指標が設定されていないため、空港事業の運用及び効

果の指標として一般的な航空交通量を以下に示す。 

下記より、2009 年の予測と実績を比較すると、空港の指標として最も重要である旅客数

は予測の 85.4%と予測を下回ったものの、2005-2009年の年平均伸び率は国内旅客が 12.5%、

国際旅客が 25.7%、合計が 16.4%と二桁の堅調な伸びを示した。 

 
(1）旅客数 

旅客数に関しては、表 1 のとおり、計画時における 2009 年の予測と同年の実績を比較す

ると、国内線の実績（867 千人）は、予測（910 千人）の 95.3%である。国際線については、

実績（447 千人）は予測（602 千人）の 74.2%であるが、国際線の割合が少ないために、国

内線と国際線の合計旅客数は、実績（1,314 千人）は予測（1,512 千人）の 85.4%であった。

予測は下回っているものの、2005－2009 年の年間平均伸長率は国内旅客が 12.5%、国際旅

客が 25.7%、合計が 16.4%と二桁の堅調な伸びを示している。 

表 1 旅客数実績（千人） 

 
完成前予測** 完成後実績*** 

2005 2009* 2010 2006 2007 2008 2009 年平均伸長率 

国内線 675 910 980 609 849 933 867 12.5% 

国際線 225 602 770 225 322 383 447 25.7% 

合計 900 1,512 1,750 834 1,171 1,316 1,314 16.4% 

* 2009 年予測は 2005-2010 年の間の平均伸び率を使用して作成。 
** 完成予定：2002 年 12 月 
***完成：2005 年 6 月 

 

(2）貨物 
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貨物については、表 2 のとおり、計画時には国内と国際の区別がなかったため、国内と

国際の合計で比較すると、2009 年の実績は 500 容量トン 5であり、予測（204.4 容量トン）

の 2.1 倍であった。2005-2009 年の年平均伸び率は国内線が 32.6%、国際線が 14.5%であり、

増加の一途をたどっている。 

 

(3）航空機離着陸回数 

航空機離着陸回数の予測はないが、表 3 のとおり、2009 年の実績では国内線が 8,313 回、

国際線が 3,752 回であった。2005－2009 年の年間平均伸び率は、国内線が 28.9%と国際線が

23.7%と二桁の堅調な伸びを示した。 

 

表 3 航空機離着陸回数（回） 

 2005* 2006 2007 2008 2009 年平均成長率 

国内線 3,014 6,343 7,841 9,566 8,313 28.9% 

国際線 1,601 3,151 4,889 4,709 3,752 23.7% 

合計 4,615 9,494 12,730 14,275 12,065 27.2% 
 
 

3.3.1.2  内部収益率の分析結果 

本事業の計画時の FIRR と EIRR は以下のとおりである。評価時についてはデータが入手

できなかったため、IRR の再計算は出来なかった。 

なお、審査時の FIRR（財務内部収益率）は、3.0%と想定しており、費用として建設費用

と維持管理費用とし、収入として空港収入を計算根拠としていた。また、EIRR（経済内部

収益率）は、10.5%を想定していた。費用として建設費用と維持管理費用とし、便益として

空港収入、カザフスタン国民による空港利用に伴う移動時間短縮効果が上げられていた。 

3.3.2 定性的効果 

                                                   
5 １容量トン≒2,832 ㎥ 

表 2 貨物の需要予測及び実績（容量トン） 

 
完成前予測** 完成後実績*** 

2005 2009 2010 2006 2007 2008 2009 年平均伸長率 

国内線 N.A N.A N.A 150 320 350 350 32.6% 

国際線 N.A N.A N.A 100 150 160 150 14.5% 

合計 155.9 204.4 255.5 250 470 510 500 26.0% 
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計画時には、航空交通における安全性向上が定性的効果として期待されていた。それに

対し、評価時には、アスタナ空港での誘導路及び駐機場における航空機の移動が国際基準

に適合した安全離間距離を確保して円滑に行えるようになったことが確認された。また、

運輸通信省への聞き取り調査では、事業完了後、アスタナ空港では重大な航空機事故が一

度も発生していない事から、安全性が確保されている旨の回答を得た。航空交通における

安全性向上には、航空機、航空会社、パイロット、航空管制、空港等、様々な要素が関連

しているが、本事業によって国際基準に合致した空港施設が整備された事により、空港内

の航空機の安全運行を確保する上で重要な、航空機と航空機や他の施設との安全離間距離

を確保した運行が可能になった事は、重大な航空機事故が発生していない一つの要素であ

ると考えられる。 

以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 

3.4 インパクト 

3.4.1 対象地域及び対象者への裨益 

アスタナ市の GRDP、カザフスタン国の GDP の推移を表 4 に示す。2005-2008 年のアス

タナ市 GRDP とカザフスタン国 GDP の年間平均の実質成長率は、それぞれ 12.5%、14.2%

である。 

表 4 GRPD と GDP の推移 

 
アスタナ市 カザフスタン 

GRDP/GDP 
GRDP GDP 

2005 644 7,591 8.5% 

2006 957 10,214 9.4% 

2007 1,134 12,850 8.8% 

2008 1,292 15,937 8.1% 

2009 1302  - - 
実質平均 
伸長率* 

（2005－2008） 
12.5% 14.20% - 

単位：10 億テンゲ 
*CPI（物価上昇率、期間年間平均 12.1%）を除く数値 
出所：カザフスタン共和国統計局、ADB、CIA 

 

本事業の受益者を①従来の交通手段（乗用車･鉄道等）からアスタナ空港の利用（航空機）

に転換した旅客、②新たにアスタナ空港を利用して航空移動するようになった追加的旅客

と捉える。 



 

IV - 11 
 

 

(1) 移動時間の短縮効果6 

事業実施以前はアスタナ市とアルマティ市間 7を乗用車にて移動していた人が事業実施

後に航空機を利用するようになった場合の移動時間短縮効果を貨幣換算すると、一人当た

り一回の往復で 15,300 テンゲ（一人あたりGDPの 2.6 日分に相当）と想定することができ

る。アスタナ空港の旅客全体では 2006-2008 年平均の移動短縮効果は、同期間におけるGRDP

の 1.6%に相当する。 

 

(2) 交通費支出増加 

事業実施以前はアスタナ市とアルマティ市間を全く移動しておらず、事業完成後に、ア

スタナ空港を利用してアルマティ市に移動するようになった旅客が支出した交通費を計算

すると、2006-2008 年の年間平均は、同期間における GRDP の 0.6%に相当する。 

尚、上述の効果の実現には、本事業のみならず、国内外の航空会社、内外の他の空港、

規制緩和、空港アクセス交通等の投資も貢献しており、本事業のみがもたらした効果とは

言えない。 

上記より、本事業は、利用者の時間短縮効果によりアスタナ市のみならず、カザフスタ

ン国全体の経済の効率化･活性化に寄与したと考えられる。さらに、旅客の追加的交通費支

出により、アスタナ市 GRDP のみならず、カザフスタン GDP の成長に間接的に寄与したと

考えられる。 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

3.4.2.1 自然環境へのインパクト 

本事業における借款契約の調印前である 1997 年にカザフスタン政府の資金により EIA を

実施し、カザフスタン国内の環境保護法等に基づき、環境生物資源省の承認を 1997 年 9 月

に受けている。事業実施前に環境保護上必要な承認を受けており、また事後評価時にも特

段の問題はみられなかった。 

 

3.4.2.2 住民移転・用地取得 

                                                   
6 アスタナ空港利用の旅客便のうち最大の 38%が対アルマティ空港であるため、ここではアスタナ市と

アルマティ市の間の移動を代表的な例として扱う。アスタナ市・アルマティ市の往復移動におけて、従

来交通手段（乗用車を想定）から航空機へと変更した転換需要の旅客の移動短縮時間は 28 時間、交通

費削減額は 6,205 テンゲと想定（乗用車移動ではガソリン代を費用として計算。乗用車の減価償却費と

道路摩耗費は含まない。）。 
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新ターミナル建設予定地区等に旧ソ連式の集団農場（コルホーズ）の所有地が点在して

いたが（面積：28.57ha）、これらは耕作地ではなく、住民も居住していなかったため、用

地取得は遅滞なく進み、事業開始前の 1997 年 8 月に終了した。また、住民移転については

計画もなく、実態としても存在しなかった。 

 

3.4.2.3 騒音 

将来騒音が拡大する可能性が懸念され、騒音に応じた土地利用及び規制を実施すること

が必要と考えられたが、空港周辺は農耕地又は荒地であり住民はおらず、航空機騒音の問

題は無かった。 

以上より、本事業の実施により一定の正のインパクト発現が見られ、また負のインパク

トは限定的であったと考えられる。 

3.5 持続性（レーティング：a） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

 

3.5.1.1 空港施設 

空港施設の運営・維持管理は、実施機関であるアスタナ国際空港公団が実施している。

実施機関の運営・維持管理体制に関する詳細情報については、コントラクターとの係争中

を理由として提供されなかったが、維持管理担当者からの聞き取り調査では、運営・維持

管理体制については特に問題が無いとのコメントがあった。また空港運営に係わる財務部

門、渉外部門、技術部門等の責任者との会議においても、空港運営や組織体制についての

問題は無いとのコメントが得られた。空港運営の組織図等の入手はできなかったが、空港

が問題なく運営されている状況から、運営・維持管理体制について特段の問題は無いと考

えられる。 

また、本事業の計画時の同公団の監督省庁は、運輸通信省からアスタナ市に移行 8したが、

空港の安全に係わる国際基準への適合が必要とされる滑走路、誘導路、駐機場等の空港基

本施設の維持管理、空港運営体制、航空会社やパイロットの免許、航空機の検査等の監督

は、アスタナ市ではなく運輸通信省が実施している。 

 

3.5.1.2 管制塔 

管制塔の建物の維持管理はカゼアロナビガーツィア社が実施している。同社での管制塔

                                                   
8国営企業の地方移管の政策により、2008 年に同公団の株式はすべてアスタナ市に移譲された。 
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の建物の維持管理体制については回答を得られなかったが、現地調査時の視察では管制塔

の建物の状態に問題点は見受けられなかった。 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

アスタナ国際空港公団は本事業実施の直前である 1998 年 6 月に設立されたこともあり、

それまでに空港建設、改修の実績は殆どなかったことから、本事業の計画時には、運輸通

信省、国営会社等から経験を有する技術者を含め、訓練を受けた航空、機械、電機、建設

関係の技術者 54 名が配属され、さらに、直接本事業を担当する空港建設局には 10 人の技

術者が配置予定されることになっていた。また、最新の空港建設、維持管理等に係わる技

術を有するコンサルタントを雇用し、経験不足を補う予定であった。 

評価時には、冒頭評価の制約として記載しているコントラクターとの係争中を理由とし

て、計画時において想定されていた技術者の採用の有無や人数を含めて、技術者数や技術

向上の取組等についての情報は、入手できなかった。しかしながら、維持管理担当者から

の聞き取り調査での評価者の技術的な質問への返答も的確であった事、維持管理上の技術

的な問題点は特に無いとのコメントから、実施機関側の運営・維持管理についての技術的

知識・能力は十分であると判断することができる。また、現地踏査では、空港舗装・標識

の維持管理状況は良好であり、また維持管理上の技術的な問題点は特に無いとのコメント

から、空港内の建物の全ての機器は問題なく利用されているといえる。よって、運営維持

管理についての特段の問題は無いと考える。 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

実施機関の維持管理費の内訳データを入手することはできなかった。実施機関担当者か

らの聞き取りでは、維持管理の予算は十分であるという回答を得ているが、根拠を明確化

することはできない。 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

評価時の現地踏査により、本事業で整備された土木施設、建築施設、機材等の運営・維

持管理状況は良好である。しかしながら、コントラクターと建設時の瑕疵が争われている

建物の外壁や建物の周りの簡易舗装については維持管理がなされておらず、これら外壁が

剥がれる等の問題が発生している。 

以上より、事業により整備された施設の維持管理状況が供用開始後 2 年を経ても概ね良

好である事から判断すれば、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、

本事業によって発現した効果の持続性は高い。 
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4. 結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業完成後、アスタナ空港利用者の数は2005－2009年に年間平均で国内旅客が12.5%、

国際旅客が 25.7%と二桁の堅調な伸びを示し、高い事業効果の発現が確認された。また、空

港利用者による移動時間の短縮効果と追加的支出が発生しており、本事業が航空輸送の活

性化を通じて、アスタナ市経済の活性化に貢献していることが確認された。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

本事業では、事業完成後に建設業者との間で係争が発生しており、取り分け瑕疵か否か

が争われている一部の建物の外壁については、維持管理が行われておらず、若干の補修作

業が必要な状況である。これらの外壁をこのまま放置しておくと劣化が一段と進み、雨漏

りが発生する可能性が高いが、その場合には、空港運営にも影響が出てくるため、早急に

補修を行う必要がある。 

4.2.2 JICAへの提言 

なし。 

4.3 教訓 

1) 本事業では、整備された建物の全てが統一的で美しくデザインされており、どの建物

が本事業により整備されたものかが一目瞭然である。このように、美しく統一的にデザイ

ンされた円借款事業には、特に大きな社会的広報効果が期待でき、今後の事業にも応用す

ることが可能である。 

2) 本事業では、事業開始前にあった木をできるだけ移動させないように配慮して設計を

行い、駐車場に設置されている機器室は緑色で塗装をしているため、周辺環境との調和が

非常に良く取れている。このように、環境との調和を考慮した設計及び建設は、環境配慮

の観点からも重要であり、今後の空港事業にも応用することが可能である。 

3) 本事業では、事業期間が当初の計画から 16 ヶ月遅れた。この遅れの主な原因はカザフ

スタン政府内での承認を得るのに時間がかかったためである。今後同国で同様の事業を実

施する際には、事業の計画時にカザフスタン政府内での承認に時間がかかることを十分考

慮して現実的な事業期間にむけて審査時に相手国側と十分協議を行う事が重要である。
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主要計画/実績比較表 

項目 計画 実績 

①アウト

プット 

土木施設 
滑走路 
改修（1,000m x 45m、7.5m ショルダー） 
延長（1,000m x 45m、7.5ｍショルダー） 

誘導路：64,400m 
エプロン（旅客･貨物）：168,000 ㎡ 

 
 
削除 
削除 
変更なし 
128,100 ㎡ 

建築施設 
ターミナルビル 
旅客：20,800 ㎡ 2 階建て 
貨物： 2,400 ㎡ 1 階建て 
 

事務棟： 1,900 ㎡ 1 階建て 
管制塔：一棟 
維持管理ビル：3,400 ㎡ 1 階建て 

 
 
24,950 ㎡ 6 階建て 
2,200 ㎡ 2 階建て 
屋外上屋：3,370 ㎡  
3,350 ㎡ 2 階建て 
変更なし 
6,110 ㎡ 2 階建て 

航空航法システム 
レーダー進入コントロール（1 台）、ラジオア

ンテナの位置移動（1 台）、滑走路灯火（1 台） 

削除 

 
支援施設 
電源供給施設：1,000KVA 2 台 
 
廃棄物施設（一台） 
燃料供給パイプライン・給水設備 

給油ハイドラント：4 機 
パイプライン：2,000m 
燃料収納タンク：3 機 

航空機搭乗ブリッジ：4 機 

 
1,200KVA  2 台 
変電所：809 ㎡ 
削除 

 
8 機 
変更なし 
3 機（3,000KL 収納タンク） 
6 機 

②期間 1999 年 1 月～2003 年 8 月 
（56 ヶ月） 

1999 年 6 月～2005 年 12 月 
（79 ヶ月） 

③事業費 外貨：22,122 百万円 
内貨：3,555 百万円 
合計：25,677 百万円 
うち円借款部分：22,122 百万円 
換算レート：1 テンゲ=¥1.6712 
（1997 年 12 月） 

外貨：22,122 百万円 
内貨：0 テンゲ（0 円） 
合計：22,122 百万円 
うち円借款部分：22,122 百万円 

 

 

 

 


