
i

１－１　協力の背景と概要

アフガニスタン・イスラム共和国（以下、「アフガニスタン」と記す）では、長期にわたる破

壊的な紛争により、国内の道路や橋梁などのインフラが大きな損傷を受けた。2001 年 12 月の

ボン合意以降、アフガニスタンでは主にドナーの支援により、道路インフラの再構築が始まっ

ている。道路インフラの復興において、ドナーは大きな役割を果たしたが、道路行政にかかわ

る人材の育成や道路の維持管理が課題として残された。道路インフラの復旧が進むにつれ、道

路の維持管理が早晩問題となることは明らかであった。国際協力機構（JICA）は、2006 年にプ

ロジェクト形成調査を実施し、道路の維持管理にかかる組織能力の強化を図るプロジェクトの

実施をアフガニスタン政府に対して提言した。これを受け、アフガニスタン政府は、2007 年に

日本国政府に対して、道路の維持管理システムの構築と人材育成を目的としたプロジェクトの

実施を要請し、日本政府は承諾した。

１－２　協力内容

公共事業省インフラ維持管理総局の職員が道路維持管理の計画から技術検査までの業務の流

れを習得し、また自ら効率的な道路維持管理計画を立案できるよう、道路維持管理マニュアル

の作成と実務に習熟するためのパイロットプロジェクトを通して、人材育成を図る。

（1）上位目標

カブール州にて道路維持管理体制が機能する。

（指標）2015 年までに、カブール地域事務所（Kabul Regional Office：KRO）が管理する道

路の 80％に道路維持管理システム（Rord Maintenance Management System：RMMS）が適

用される。

（2）プロジェクト目標

カブール州にて道路維持管理体制の原型が完成する。

（指標）

1） 　プロジェクト開始後 2 年経過時までに、KRO が管理する道路に対する、次年度予

算を含む道路維持管理計画が策定される。

１．案件の概要

国名：アフガニスタン・イスラム共和国 案件名：道路維持管理システムの構築および人材育成

プロジェクト

分野：道路 援助形態：技術協力

所轄部署：経済基盤開発部

運輸交通・情報通信第三課

協力金額（評価時点）：5 億円

協力期間 （R/D）： 2008.3.3 ～ 2011.9.
（延長）： 2008.3.3 ～ 2012.1.6

先方関係機関：公共事業省インフラ維持管理総局

日本側協力機関：特になし

他の関連協力：特になし

関連協力：カブール道路技術センター
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2） 　プロジェクト終了時までに、KRO の管轄道路の 39.3％ （994km） において、維持

管理が実施される。

（3）成果

1） 　公共事業省（Ministry of Public Works：MPW）の道路維持管理局やカブール地域事務

所及びカブール建設機械センター（Kabul Constraction Machinery Center：KCMC）におい

て、道路維持管理システムの導入かかる業務及び組織体制が構築される。

2） 　道路維持管理局、カブール地域事務所及び KCMC において、調査、企画、予算、契約・

調達に関わる人材の能力が向上する。

3） 　道路維持管理局及びカブール地域事務所において、工事、施工監理、検査にかかる能

力が向上する。

4） 　KCMC において、道路建設経済の維持管理にかかる能力が向上する。

5） 　道路維持管理体制の将来の展開のため、他地域事務所に関する情報が収集される。

（4）投入（評価時点）

日本側：総投入額　2.27 億円

専門家派遣：9 名（延べ 76 人 / 月）

研修員受入：本邦研修 3 名、第三国研修（マレーシア）12 名

パイロットプロジェクト：2 億円（3 プロジェクト）

アフガニスタン側：

カウンターパート配置：11 名

施設提供：ローカルコスト負担 195,000AFN（アフガニ）

３－１　実績の確認

（1 ）成果 1：MPW の道路維持管理局やカブール地域事務所及び KCMC において、道路維持

管理システムの導入かかる業務及び組織体制が構築される。

道路維持管理にかかるマニュアルがプロジェクトによって作成され、2011 年 11 月に

MPWによって承認された。同マニュアルは既にカウンターパート（Counterpart：C/P）によっ

て業務に活用されていた。道路建設機材の台帳も整備され、道路維持管理を行う際の前提

となる道路台帳の整備については、カブール及びバーミヤンの両県においては、300km 以

上の道路について整備された。一部の道路区間については、治安のため実施できなかった。

２．評価調査団の概要

調査者

担当分野 氏　名 所　属

総括 宮本　義弘 JICA　経済基盤開発部　運輸交通・情報通信第三課

主任調査役

評価企画 田中　顕士郎 JICA アフガニスタン事務所　次長

調査期間 2011 年 12 月 22 日～ 12 月 29 日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要
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（2 ）成果 2：道路維持管理局、カブール地域事務所及び KCMC において、調査、企画、予算、

契約・調達に関わる人材の能力が向上する。

事務系職員の能力向上は、主にマニュアル作成の過程における日本側専門家との協働、

ディスカッションによって行われた。また、同マニュアルをより理解するための研修も実

施されている。プロジェクト終了までに、延べ 93 名のスタッフが研修に参加した。主要な

C/P からのインタビュー及び質問表の回答でも、すべての項目について研修が行われかつ

有効であったとの評価が多い。

（3 ）成果 3：道路維持管理局及びカブール地域事務所において、工事、施工監理、検査にか

かる能力が向上する。

技術系の職員に対しては、事務系の職員と同じくマニュアル作成の過程における日本側

専門家との協働、ディスカッションにより行われたが、さらに 3 つのパイロットプロジェ

クトを実施し、実践的な技術移転が行われた。パイロットプロジェクトには、延べ 49 名の

C/P が参加し、そのうち 14 名の C/P は計画から建設までの OJT（On-the-Job Training）によ

り、技術移転が行われた。パイロットプロジェクトの実施による技術移転はとりわけ C/P
より高い評価を受けている。

（4 ）成果 4：KCMC において、道路建設経済の維持管理に係る職員の能力が向上する。

MPW が直営で実施する道路建設及び機材の維持管理にかかる人材育成のため、機材台

帳の整備と維持管理にかかる技術的な研修が行われ、延べ 45 名の技術者が研修を受けた。

KCMC は日本の無償資金協力により整備された施設であるが、電源が導入されておらず、

同センターを活用した研修の制約条件となった。

（5 ）成果 5：道路維持管理体制の将来の展開のため、他地域事務所に関する情報が収集される。

アフガニスタン国内すべての地域事務所の調査が実施された。カブール以外の地域にか

かる情報は、今後アフガニスタン側がプロジェクトで構築した維持管理体制を展開してい

くための基礎情報となることが期待されている。

（6 ）プロジェクト目標：カブール地域において、道路維持管理システムのプロットタイプが

完成する。

道路維持管理のマニュアルが作成され、MPW の承認を受けている。MPW では、2010 年

の予算計画を 2009 年度の実績に基づいて作成し、これは 2011 年の予算計画でも同様な方

法がとられている。道路維持管理延長の実績については、2010 年度の予算執行率と 2011
年度の予算額及び道路維持管理延長の計画値から、2011 年においても同程度の予算執行率

と仮定し、対象路線の 57.2％（1,313km）について維持管理が行われたと推測される。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性：非常に高い

アフガニスタンの開発戦略である“Afghanistan National Development Strategy：ANDS”
や MPW の政策にとって、道路建設及びその維持管理は引き続き高い優先度が置かれてお
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り、その妥当性は高い。

特に、道路セクターの改善はアフガニスタンの復興と開発に重要な分野であり、多くの

ドナーが道路分野へ支援を行っている。維持管理については、近年の復興支援などにより、

道路資産が急激に増えたことにより、その重要性がますます高まっている。

（2）有効性：高い

プロジェクト目標を達成するために、計画や技術等を担当する職員に対する支援が組ま

れており、また多くのワークショップなどを開催することで、組織内における手続きなど

が明らかになり、それらがマニュアルに反映された。さらに、2 つのパイロットプロジェ

クトの実施にあたっては、C/P が計画から実施のあらゆる段階で関与しており、実践的な

能力強化に正の影響があった。

プロジェクト目標の指標は、おおむね達成できている。道路維持管理計画は、前年度の

実績に基づいた年間計画が策定されており、道路維持管理延長も予算の増加と計画延長か

ら目標値を達成できると推測できる。

（3）効率性：中

治安の問題で、専門家の派遣が計画どおりに行われなかったなどのマイナスの要因はあ

るものの、目標達成のために十分な投入が行われた。また、機材の通関手続きに時間がかかっ

たことなどにより、計画変更を余儀なくされたが、臨機応変に対応し、目的は達成できた。

専門家の派遣については、2009 年の大統領選による 8 カ月間の中断期間があり、また

2011 年 3 月以降は、カブールに滞在できる日本人専門家の制限により、計画どおりの派遣

ができなくなるなどの制約を受けた。また、KCMC での研修のために専門家が持ち込んだ

機材が税関を通過するのに時間がかかり、研修計画の変更を余儀なくされている。これら

の結果、プロジェクト期間は延長された。

（4）インパクト：高い

現在の予算執行状況、計画延長から判断して、2015 年までに上位目標であるカブール地

域事務所の 80％に対して維持管理業務が実施できる確率は高い。2010 年の予算に対する支

出実績は 72％であり、同年に維持管理された道路延長は 918km であったと推測される。こ

れは、カブール地域事務所が管轄する道路の 40％に相当する。2011 年の道路維持管理予算

は 2010 年比で 47％増、17 千米ドルから 25 千米ドルに増加している。このまま道路維持管

理予算が増加すれば、2015 年には目標値（管轄道路の 80％）以上の達成が見込まれる。

（5）持続性：高い

アフガニスタンにおける道路開発は、依然として社会・経済の発展の基礎を成すものと

して、政府の優先事項となっている。道路の舗装延長は、過去 5 年間に 3,000 ～ 6,000 ㎞

へと倍増している。それらのほとんどは、他ドナーの支援によってなされたものであるが、

MPW は道路の維持管理の重要性を強く認識している。

過去 6 年間において、道路維持管理にかかる予算は 23％ / 年の増加率を示しており、支

出実績は年間 70％程度に達している。
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MPW の職員は 1,424 名であるが、2006 年からは若干減少している。プロジェクトによっ

て能力開発を受けた職員が他の職員に技術移転を行うことが重要であるが、その活動は既

に実行されており、維持管理局の職員が他州の職員に対して道路台帳の作成にかかるセミ

ナー等を開催している。

よって、予算上は自立発展できる可能性が高く、人員に関しては増加する傾向はないも

のの、既にプロジェクトの C/P が MPW 独自の活動のなかで技術移転を行いながら、能力

強化を実行しており、今後も継続していくことが持続性の鍵となる。

３－３　効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

パイロットプロジェクトやマニュアル作成において、計画段階から C/P を巻き込んで実

施したことが、これまでの C/P の経験から他ドナーの取り組みと違った点として認識され

ており、それらがプラス効果の発現に寄与した。

また、これまでの国際的な支援により、舗装延長が拡大しているが、MPW 幹部はその維

持管理の重要性を強く認識しており、この点がプロジェクトに対するサポートにつながっ

たものと考えられる。

（2）実施プロセスに関すること

このプロジェクトより以前に実施された他ドナーとの道路プロジェクトにおいては、人

材育成の観点は重視されておらず、MPW の職員がそれらのプロジェクトに関わることは多

くはなかった。本プロジェクトでは、能力開発を主要な目標の 1 つとしており、そのため

多くの時間が C/P との議論や研修に費やされた。また、パイロットプロジェクトには計画

当初から参加するなど、能力開発に多くの投入を実施したことが、C/P からの高い評価に

つながっている。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

アフガニスタンにおいては、治安上の制約により活動が制約される。本プロジェクトにおい

ては、大統領選による中断や派遣人数の制限による計画変更等を余儀なくされているが、C/P
によれば、それらは大きな問題とはならなかった。また、現場活動も同様に制限されており、

活動できる範囲が限定されたが、活動場所を選ぶことによって、現場での直接指導も可能となっ

た。C/P によっては、パイロットプロジェクトの調達・契約については、通常それらの業務を

行うアフガニスタン財務省も関わるべきであったとのコメントがあった。

PDM（Project Design Matrix）の外部条件に関連する負の影響は特段見られなかった。

３－５　結論

プロジェクトの終了時点において、成果はそれぞれの予定されていた指標を達成できたと結

論づけることが可能である。一部の成果指標については、主に治安の理由により十分な投入が

できなかったことにより、未達成の部分もあるが、大きな負の要因ではないといえる。

妥当性も非常に高く、道路維持管理はアフガニスタンの国家の方針に合致している。有効性

も高く、成果の達成により、プロジェクト目標が達成したといえる。効率性は中程度であり、
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主に治安の問題によりプロジェクトの変更を余儀なくされたためである。インパクトは高であ

り、道路維持管理の重要性が継続し、内部人材の育成も同時に進行していくと考えられる。持

続性についても、最近の予算の伸びから十分な状態であるが、道路台帳の記録が極めて重要で

ある。

３－６　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

（1）道路台帳及び補修記録

道路台帳の管理は、道路の維持管理において極めて重要である。MPW は本プロジェクト

において、日本人専門家と共同で初めて道路台帳の作成を行っているが、MPW は道路台帳

の作成を続け、管轄内の道路を記録するだけでなく、すべての補修維持管理にかかる情報

の記録を心がけるべきである。これにより、道路管理者だけでなく、道路利用者のコスト

も下げることが可能となる。

（2）MPW の職員対する能力強化

プロジェクト期間中においては、本邦研修だけでなく、マレーシアでの第三国研修も行

われている。これらの研修は道路の維持管理計画を策定する能力を向上するうえで非常に

重要であるため、プロジェクト終了後も JICA や他ドナーが提供する研修やその他の能力強

化制度を最大限に活用すべきである。

（3）基本的インフラストラクチャー

KCMC に対する電力供給は、プロジェクト期間を通じての懸念事項であったが、終了時

評価調査の段階でも KCMC には電力の供給がされていなかった。KCMC に導入した機材を

適切に利用するためには、電力は不可欠であるため、KCMC は早期に電力会社と交渉し、

電力供給を開始すべきである。

３－７　 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄）

（1）カウンターパート（C/P）の参加

本プロジェクトでは専門家と C/P がディスカッションや研修で綿密に協力したことによ

り、ほぼすべての C/P が、非常に有意義であったと回答している。このような能力開発プ

ロジェクトでは、あらゆるプロセスを通じて、専門家と C/P が信頼関係を築くことが重要

である。

（2）パイロットプロジェクトの実施

パイロットプロジェクトで道路補修工事を実施したことは、道路の状況を改善しただけ

でなく、C/P の能力強化に大きく貢献した。パイロットプロジェクトの実施にあたっては、

初期の計画段階から C/P と専門家が合同で実施したが、それによって道路補修計画の全体

プロセスを習得することができた。ただし、業者の調達プロセスはアフガニスタンで通常

のプロセスとは違うため、本来のプロセスとの比較をすることでより理解が深まった可能

性がある。
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