
円借款用 

事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：モロッコ王国 

案件名：地中海道路建設事業（II） 

L/A 調印日：2010 年 3 月 19 日 

承諾金額：8,455 百万円 

借入人：モロッコ王国政府（Government of the Kingdom of Morocco） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における道路セクターの開発実績（現状）と課題 

モロッコには 57,622km の公道があり、設備・運輸省 道路局（DR）が管理する高

速道路（1％）、国道（20％）、州道（17％）、県道（62％）に区分されている。国道、

州道については、舗装率が 80％を超える一方、県道の舗装率は 46％、地方住民の道

路アクセス率は 54％（以上、2005 年）に留まるなど、地方部の道路整備は相対的に

遅れている。 

(2) 当該国における道路セクターの開発政策と本事業の位置付け 

モロッコ政府は「経済・社会開発計画（2000～2004 年）」において、都市・地方間

の格差是正、道路整備を通じた地方の経済開発、交通アクセスの確保等を重点課題と

しており、2005 年にはモハメッド 6 世国王が「人間開発国家イニシアティブ（INDH）」

を発表し、地域間格差の是正等を国家の優先政策に位置付けている。 

上記の政策の下、「地中海道路整備計画」については、既存の国道 16 号線の輸送能

力の向上を図ることによって、山岳地に隔てられインフラ整備が遅れてきた北部地域

の経済的・社会的格差を是正することを目的に 1999 年より実施されている。また、

他の地方道路整備については、1995 年に「第一次全国地方道路計画」が策定され、

2005 年までの 10 年間で 10,062km の地方道路の整備が行われ、さらに 2005 年に策

定された「第二次全国地方道路計画」では、2012 年までに 15,500km の地方道路を

整備し、地方住民の道路へのアクセス率を 80％に引き上げることを目標としている。 

(3) 道路セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

本事業は、我が国の方針および JICA の援助重点分野のうち、「経済競争力の強化・

持続的な経済成長」および「都市・地域間の格差是正及び貧困削減のための地方開発

分野への支援」の方針に合致する。円借款については、近年では、2007 年「地方道

路整備事業」（「第二次全国地方道路計画」の一部）等を承諾。無償・技術協力につい

ては、1991 年に道路の維持管理に携わる技術者の研修施設である「道路保守建設機

械訓練センター」を設立する等、道路セクターに対する支援を継続的に行っている。 

(4) 他の援助機関の対応 

本事業については、近接区間について EU、イタリア政府及びアブ・ダビ基金が支

援を実施。また、「第二次全国地方道路計画」については、世界銀行、アフリカ開発

銀行、等が支援を実施。 



(5) 事業の必要性 

本事業は 2001 年 9 月に L/A 調印した既往案件「地中海道路整備事業」の追加的融

資である。上記（2）のとおり、道路セクター開発及び地域間格差の是正に資する案

件として同国の政策上、重要な位置を占め、かつ我が国及び JICA の支援方針にも合

致することから、円借款を供与する必要性は高い。 

 

３．事業概要  
(1) 事業の目的 

「地中海道路整備計画」のうち、テトゥアン－エル・ジャブハ間の 120km の道路

の新規建設、拡幅・強化を行うことにより、地域住民の経済・社会インフラへのアク

セス向上を図り、もって同国の地域間格差の是正に寄与するもの。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

テトゥアン県及びシェフシャウエン県 

(3) 事業概要 

1） 土木工事：道路の新規建設及び拡幅・強化、橋梁建設、法面保護等（一般アン

タイド） 

2） コンサルティング・サービス：詳細設計レビュー、調達支援、施工監理、環境

社会配慮支援等（一般アンタイド） 

(4) 総事業費 

36,555 百万円（うち、I 期円借款対象額：12,764 百万円、今次円借款対象額：8,455

百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2001 年 5 月～2012 年 11 月を予定（計 139 ヶ月）。施設供用開始時（2011 年 6 月）

をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：モロッコ王国政府（Government of the Kingdom of Morocco） 

 2) 事業実施機関：設備・運輸省 道路局（Ministère de l’Equipement et du Transport, 

Direction des Routes） 

 3) 操業・運営／維持・管理体制：設備・運輸省 県支局（Directions Provinciales de 

l’Equipement et des Transports） 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：A 種 

② カテゴリ分類の根拠：本事業の内容は大規模な道路の新設であり、「円借款に

おける環境配慮のための JBIC ガイドライン」（1999 年 10 月施行）上、A 種

に該当する。（なお、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」

（2002 年 4 月制定）においても、道路セクターに該当するため、カテゴリ A

に該当する。） 

③ 環境許認可：事業実施機関により 2000 年 4 月に環境影響評価（EIA）を作成

済み。 



④ 汚染対策：施工業者により環境管理計画書に基づいた対策が実施される。 

⑤ 自然環境面：事業対象地は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺

に該当せず、自然環境への望ましくない影響は最小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：1,916,025 ㎡の用地取得と 305 世帯の住民移転が発生する見込み。

今後の留意点として、当初審査時から増加しているため、変更部分及び補償手

続き等の継続的なモニタリングを要する。 

⑦ その他・モニタリング：地方設備・運輸支局が環境管理計画書に基づきモニタ

リングを実施する。 

2) 貧困削減促進：特になし。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者

配慮等）：特になし。 

(8) 他ドナー等との連携：「地中海道路整備計画」の他区間に対し、EU、イタリア政

府及びアブ・ダビ基金が支援を実施。 

(9) その他特記事項：特になし。 

 

4. 事業効果 

(1) 運用・効果指標 

指標名 
基準値 

（1998 年基準値）

目標値(2015 年) 

【事業完成 4 年後】

（注 1） 

年平均日交通量（台／日） 2,000 7,800 

走行費の節減（千 Mdh／年）（注 2） － 117,297 

所要時間の短縮（千 Mdh／年）（注 2） － 102,260 

注 1：本件事業では、先方政府から入手し得た事業完成後直近の将来推計値が 2015

年のものであったため、事業完成後 4年の数値を目標値とした。 

注 2：Mdh は、モロッコ・ディルハム。 

(2) 内部収益率 

以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 4.98％。 

【EIRR】 

費用：事業費、運営・維持管理費（税金を除く） 

便益：走行費節減、時間短縮 

プロジェクト・ライフ：20 年 

   



 

5. 外部条件・リスクコントロール 

 特になし。 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

過去の同国の類似事業においては、事業実施中のスコープ変更によって住民移転等

の問題が発生する可能性があることが指摘されている。これを踏まえ、本事業におい

ては、用地取得・住民移転につき、適切な手続き・補償がなされているかをプログレ

ス・レポート等でフォローしていく。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 年平均日交通量（台／日） 

2) 走行費の節減（千 Mdh／年） 

3) 所要時間の短縮（千 Mdh／年） 

(2) 今後の評価のタイミング 

 事業完成 2 年後 

以 上  


