
事業事前評価表 
 

１．案件名 
国名：チュニジア共和国 
案件名：首都圏通勤線電化事業（Ⅱ） (Metropolitan Railway Electrification Project (II)) 
L/A 調印日：2010 年 3 月 11 日 
承諾金額：4,596 百万円 
借入人：チュニジア共和国政府（The Government of the Republic of Tunisia） 
 
２．事業の背景と必要性  
(1) 当該国における鉄道セクター 

チュニス大都市圏は人口約 239 万人(2008 年)を擁する同国の経済・社会・行政の

中心である。同大都市圏の人口増加率は年 1.5%に達しており、かかる人口増加は、

チュニス市の地理的制約から市の南北への都市地域の急速な拡大を伴うこととなり、

ピーク時における激しい道路交通の渋滞や環境悪化を引き起こしている。近年では、

車両輸入の規制緩和等により、人口 1000 人当りの自家用車両台数は 60 台（1994 年）

から 100 台（2002 年）へと上昇している。また、2021 年まで交通量が年平均 2.6%
の割合で増加することが見込まれており、問題は深刻化していることを示している。 
(2) 当該国における鉄道セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

チュニジア政府は、国家計画である第 9 次経済社会開発 5 ヵ年計画（1997～2001
年）の中では、鉄道セクターにおいては、①国営鉄道公社（SNCFT）の経営改善、

②都市公共交通手段としての鉄道網整備（特に、本事業を含むチュニス南部郊外通勤

線の整備）、③長距離幹線路線のアップグレードの 3 点を掲げてきている。また上記

(1)の状況を受け、第 11 次 5 ヵ年計画（2007～2011 年）の中では、運輸セクターに

ついて、チュニス大都市圏における鉄道、バス等を含む公共交通網、特に前者の整備

に も高い優先度をおいている。2005 年、チュニス市の中心部と郊外をつなぐ快速

鉄道網を整備する方針が固められたが、本事業は、右事業の 初期の重要事業として

位置づけられている。本事業を含むこれら事業の実施のため、チュニジア政府は鉄道

セクターへの予算を第 10 次経済社会開発 5 ヵ年計画（2002～2006 年）の 452 百万

ディナールから、第 11 次経済社会開発 5 ヵ年計画（2007～2011 年）では 1,782 百

万ディナールへと約 4 倍増額している。 
(3) 鉄道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、我が国の方針及び JICA の援助重点分野のうち、「産業のレベル・アップ

支援」及び「環境への取り組みに対する支援」の方針に合致しており、運輸セクター

への経済インフラ整備、また大気汚染防止として支援する必要性・妥当性は高い。我

が国は、これまでも 1999 年に「ラデス～ラグレット橋建設事業」の供与等を通じて

首都圏の渋滞・大気汚染緩和に貢献している。 
(4) 他の援助機関の対応 
チュニジア鉄道セクターに対する他ドナーの支援としては、主に世界銀行、アフリ

カ開発銀行（AfDB）、欧州投資銀行（EIB）、フランス開発庁（AFD）等が支援を行っ



てきた。 
(5) 事業の必要性  
本事業は 2001 年 2 月に L/A 調印した既往案件「首都圏通勤線電化事業」の追加的

融資である。右既往案件は、為替変動、世界的な資材（鉄・銅・アルミ等）価格の高

騰する状況下で行われた入札（2007 年）の結果、事業費が当初見込みを超過するこ

ととなったため、電車車両の台数など、事業スコープの削減を実施したが、契約金額

はなお当初見込み金額を上回ることとなり、チュニジア政府は、2008 年 1 月、追加

借款の供与を要請越した。 
 本事業は、前記(2)及び(3)のとおり、チュニジア政府内における重要度も高く、か

つ我が国及び JICA の支援方針にも合致している。チュニジア政府による、事業スコ

ープの削減、自己負担の増大等の自助努力にも併せて鑑みれば、本事業に対して追加

借款を供与する必要性は高い。 
 
３．事業概要  

(1) 事業の目的 
本事業は、首都圏南部の通勤線（チュニス～ボルジュ・セドリア）23km の電化を

実施することにより、チュニス首都圏南部で増え続ける交通需要への対応を図り、渋

滞緩和及び大気汚染の改善に寄与するもの。 
(2) プロジェクトサイト/対象地域名 
 チュニス首都圏 
(3) 事業概要 

1) 電車車両の調達（64輌） 
2) チュニス～ボルジュ・セドリア間23kmの路線電化 
3) 一部関連施設整備（信号、軌道、施設、土木） 
4) コンサルティング・サービス  

(4) 総事業費 
25,430 百万円（うち、Ⅰ期円借款対象額：13,171 百万円、今次円借款対象額：4,596

百万円） 
(5) 事業実施スケジュール 

2001 年 12 月～2010 年 9 月を予定（計 106 ヶ月）。施設供用開始時（2010 年 9 月）

をもって事業完成とする。 
(6) 事業実施体制 
 1) 借入人：チュニジア共和国政府（The Government of the Republic of Tunisia）  
 2) 事業実施機関：国営鉄道公社（Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens） 
 3) 操業・運営／維持・管理体制：2）に同じ。 
(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:B 種 
② カテゴリ分類の根拠：本事業は、既存路線の電化事業であり、「円借款におけ

る環境配慮のための JBIC ガイドライン」（99 年 10 月制定）上、セクター、地



域特性及び事業特性が A 種の要件に該当しないことから、B 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、鉄道セクターのうち大規模なものに該当せず、環境への望ま

しくない影響は重大でないと判断され、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を

及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため、カテゴリ B に

該当する。） 
③ 環境許認可:本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は、同国国内法上作成が

義務付けられていないものの、2006 年 2 月に作成済み。 
④ 汚染対策：建設工事中の環境影響については、実施機関及び施工業者が適切な

緩和策を取る。 
⑤ 自然環境面：事業対象地域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 小限であると想定される。 
⑥ 社会環境面：本事業は既存の鉄道用地などのチュニジア政府所有地内で実施さ

れるため、用地取得・住民移転を伴わない。 
⑦ その他・モニタリング:その他・モニタリング：本事業では、コンサルタント

が（工事中の環境影響等について）モニタリングする。 
2) 貧困削減促進 

本事業の実施により、低所得者層を含む幅広い人口層への裨益が見込まれる。 
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） 
(8) 他ドナー等との連携：特になし。 
(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 
Ⅰ期承諾時

基準値 
（1999 年）

基準値 
（2007 年 

実績値） 

目標値 
（2012 年） 

【事業完成 2年後】

①運用指標  
牽引車 61.2 78.00 95.90 稼働率 

（稼働日/365 日）（％） 客車 84.4 81.00 95.90 

車輌走行時間/日（時間） 93 93 86 

車輌走行距離/年（1,000km） 995 985 1,313 

運行数（列車本数/日） 118 112 160 

②効果指標  

各駅停車 48 46 35 
特定区間の所要時間（分） 

急行 32 32 25 

 
(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 32.67％、財務的内部



収益率（FIRR）は 3.28％となる。 
【EIRR】 
費用：事業費、運営・維持管理費（税金を除く） 
便益：旅客の時間節約、既存道路の渋滞緩和、減少した自動車交通の運行費用、路 

 上事故減少、維持コストの減少、ディーゼル車輌投資の軽減 

プロジェクトライフ：20 年 
【FIRR】 

費用：事業費、運営・維持管理費 
便益：料金収入、補助金 
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 
過去の他国類似事業の事後評価には、「円借款事業の実施と運営維持管理が、公企

業により行われる場合、当該公企業の財務面の持続可能性に特に注意することが必

要」とある。これを踏まえ、本事業においては、財務面持続性確保のため、政府の補

助に係る方針が採られているが、適切な政策が引き続き維持され、またそれをフォロ

ーしていくことが重要である。 
 
7. 今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 稼働率（％） 
2) 車輌走行時間/日（時間） 
3) 車輌走行距離/年（1,000km） 
4) 運行数（列車本数/日） 
5) 特定区間の所要時間（分） 
6) 内部収益率 EIRR、FIRR（％） 

 
(2) 今後の評価のタイミング 
 事業完成 2 年後 

以 上  


