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事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

担当部署：経済基盤開発部平和構築・都市・地域開発 2課 

1. 案件名  

トーゴロジスティクス回廊開発・整備計画策定調査 

2. 協力概要 

(1) 事業の目的  

 トーゴロジスティクス回廊（以下、トーゴ回廊）にかかる整備計画を策定し、そのうち優先

度が高いプロジェクトのフィージビリティースタディ(Feasibility Study, 以下 FS)を実施

する。 

(2) 調査期間  

2012年 8月～2013年 9月（14か月間） 

(3) 総調査費用 約 4億円  

(4) 協力相手先機関  

運輸省、公共事業省 

(5) 計画の対象（対象分野、対象規模等）  

1) 対象分野：公共・公益事業（運輸交通） 

2) 対象規模：トーゴ回廊全体 

①ソフト面：車両関連、通関関連、国際輸送、交通安全等 

②ハード面； 港湾（ロメ港）、道路・橋梁：トーゴ回廊約 2100km（国道 1 号線および国道 1

号線につながる UEMOA 回廊として指定される重要な支線※詳細は調査を通じて精査する。）、鉄道

（ロメ―ブリタ間(277km)）、回廊（回廊都市、ドライポート等） 

3. 協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点  

トーゴ回廊はトーゴ国南端に位置するロメ港から北端に位置するブルキナファソ国境のシ

ンカセまでの道路、鉄道、橋梁、ドライポート、国境の通関を含む 667km に及ぶ回廊でトー

ゴ国の開発及び地域経済にとって高いポテンシャルを有している。 

トーゴ国は 1980 年代以降の一次産品価格の下落による経済停滞および 1993 年以降の政治

的混乱によって、政府による開発や諸外国による支援がなされずにきた結果、天然資源の輸

出以外際立った産業もなく、一人あたり GNI490 ドル（2010 年）、人間開発指数は 169 か国中

162 位（2010年）にみられるとおりの低開発状態を余儀なくされている。 

西アフリカでは地域共同体の西アフリカ経済通貨同盟（UEMOA）が中心となり域内の物流促

進のための施策を進めており、2001 年には域内統一プログラムを通した各国の運輸及びイン

フラ開発セクター戦略の調和化を図ることを目的に 11の整備優先回廊を指定し、ハード・ソ

フト双方の整備を進めており、ブルキナファソ、マリ、ニジェールといった内陸国に物資を

供給するトーゴ回廊はこの優先回廊の一つとして指定されている。 

同回廊の有するポテンシャルから、援助が再開されて以降これまでにアフリカ開発銀行

（BAD）による国道 1 号線の改修や調査の実施、西アフリカ開発銀行(BOAD)によるロメ港の

拡張整備、UEMOA による国道 1 号線の FS、イスラム開銀等による 1 号線及び 17 号線の整備
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が個別に実施されてきてはいる。しかしながら同回廊全体の分析と開発戦略・計画の検討が

十分になされていない状況下では各事業が十分に連携されず、相乗効果を発揮できずにい

る。 

開発資金が限られたなか、同回廊を効率的・効果的に開発するために一連の事業・計画を

整理し、不足部分を補った整備計画の作成がトーゴ国開発、地域物流の観点からも喫緊の課

題となっている。 

(2) 相手国政府国家政策上の位置づけ 

以下(a)～(c)のとおりトーゴ国が定める回廊開発のための方針、戦略に対し、本プロジェク

トを通じて具体的な実現指針を提供できる。 

(a) 大統領の方針：国民議会選挙が実施された 2007 年 12 月以降、大統領は開発着手に際し

ての最重要課題として「港湾立国」すなわちトーゴロジスティクス回廊を活用した物流

による経済成長を掲げている。 

(b) “Sector Profile and Investment Opportunities”；内陸国へのゲートウェイ提供、大

深水のロメ港、ロジスティクスを同国の強みとして掲げている。 

(c) 貧困削減戦略ペーパー 2011-2015（PRSP）；ロメ港を活用した経済の再活性化による経済

成長の達成を主要課題としている。 

(3) 他国機関の関連事業との整合性  

(a) BAD 

国別戦略ペーパーにおいてトーゴ国の運輸セクターにおいてリードドナーになることを掲

げるとともに、2011年 12月に調査を実施し、国道 1号線の改修、支線の整備、運輸交通マス

タープラン策定等への融資を決定している。 

本調査では、BAD を合同調整員会（JCC）のオブザーバーとし BAD が実施する事業内容を十

分に反映させる実施体制を採用している。 

(b) UEMOA 

国道 1号線の FS 実施中であり、交通量調査、道路インベントリー等を適宜取り入れて本整

備計画内容に反映させる。また BAD による融資事業のうち、複数国にかかる事業については

UEMOAが施主代理機関として調整を担っていることから、本事業実施にあたり緊密に情報共有

を行う。UEMOA も BAD 同様合同調整員会（JCC）のオブザーバーとし UEMOA が実施する事業内

容を十分に反映させる実施体制を採用している。 

 

(4)我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ  

我が国はトーゴ国が PRSPに掲げる 4つの戦略的機軸のうち、特に持続的成長のための基盤強

化と人的資源の育成を中心に協力を行うこととしている。これを受け対トーゴ国事業展開計

画では、経済再活性化プログラムをあげ、ロメ港を活用した経済の再活性化による経済成長

の達成を主要課題としており、本調査は同方針に一致する。 

4. 協力の枠組み 

(1) 調査項目  

(a) 調査対象地域の現状調査 
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a 社会経済状況分析 

b 地域におけるロジスティクス回廊の現状及び分析 

  c トーゴロジスティクス回廊の現状及び分析 

(b) トーゴロジスティクス回廊開発計画の策定 

a 主要課題の抽出 

b 2025年を目標年次とした開発ビジョンの設定 

c 既存計画及び事業のポジショニング 

d 総合的な開発戦略の策定 

e 制度整備計画の提案 

f インフラ整備計画の提案（目標年次 2025及び 2018）。 

(c) 優先事業の整備計画（FS）の策定 

a 優先事業の抽出(ショートリストの作成、FS対象事業の選定) 

b 自然条件調査 

c 概略設計 

d 概略工費の算出 

e 財務経済分析 

f 工程計画の策定 

g 維持管理運営計画の策定 

h 環境社会配慮調査の実施 

i 実施計画の策定 

4. 評価及び提言 

(2) アウトプット（成果）  

(a) 2025年を目標年次としたトーゴロジスティクス回廊開発計画が策定される。 

(b) 短期的優先プロジェクトにかかる FS（ハード・ソフト双方を含む）が実施される。 

(c) 調査及び FS結果が開発パートナー（ドナー等）に広く周知される。 

(d) 開発計画の策定及び FSの実施を通じ、カウンターパートの計画策定・事業実施能力が向

上する。 

(3) インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  

(a) コンサルタント（分野／人数） 

総括/回廊計画, 広域物流/物流諸制度/通関/物流情報システム, 交通量解析, 物流調査/

需要予測, 鉄道計画, 港湾計画, 道路/橋梁計画, 道路管理システム,物流施設計画, 自然

条件調査, 施工計画・積算, 経済・財務分析, 環境社会配慮, 回廊計画補助/業務調整 

(b) 研修員受入れ 

本邦研修及び現地国内研修 

5. 協力終了後に達成が期待される目標 

(1) 提案計画の活用目標  

(a) 調査により策定される開発計画が、トーゴ国政府の回廊整備計画として取り入れられる。   

(b) 本調査で FSを実施したプロジェクトが事業化される。 
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(2)活用による達成目標  

整備計画のうち優先度の高い事業が実施され、トーゴ回廊の物流が促進される。 

6. 外部要因 

(1) 協力相手国内の事情  

(a) 政策的要因：大統領によるイニシアチブのもと港湾立国政策及び UEMOA による広域物流

促進のための政策が継続される。  

(b) 経済的要因：船会社等によるロメ港に対する投資が継続される。 

(c) 社会的要因：治安が悪化しない 

(2) 関連プロジェクトの遅れ  

現地調査中の「中西部アフリカ地域 交通量調査」における交通量調査の大幅な遅れが生じな

いこと 

7. 貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 調査にあたっての配慮事項 

① カテゴリ分類 B 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2004年 4月公布）に掲げる道路セク

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。 

③ 環境許認可：協力準備調査にて確認 

④ 汚染対策：協力準備調査にて確認 

⑤ 自然環境面：協力準備調査にて確認 

⑥ 社会環境面：協力準備調査にて確認 

⑦ その他・モニタリング：協力準備調査にて確認 

8. 過去の類似案件からの教訓の活用（注） 調査にあたっての配慮事項 

(1) 他ドナーの融資審査を念頭に置いた開発計画策定及び FSの実施 

 策定された開発計画が開発パートナーによって採用されるようデータ収集及び論理構成を丁

寧に行う。交通量調査を本調査で独自に実施するとともに、実施中の中西部アフリカ地域交

通量調査による域内交通量結果も取り込む内容とする。 

(2) BADによる運輸交通セクターマスタープランとの調整 

 トーゴ国政府は BAD による運輸交通セクターマスタープランを上位計画、本プロジェクトを

その下位にある具体的な計画と位置付けているため、同マスタープランと齟齬がないよう、

十分に調整を行う。 

(3) アジア（特に大メコンサブリージョン）における回廊開発の経験の活用） 

UEMOA圏内同様に地域統合を進める中で回廊整備を実施している大メコンサブリージョンの

経験を参考にロジスティクスとそれに絡む都市の整備および回廊の支線整備を視野に入れ

る。 

(4) インクルーシブな成長も取り込んだ広域交通網 

主要幹線である 1 号線のみではなく、支線を調査対象とすることで、トーゴ国内のインクル
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ーシブな成長に資する開発計画を策定する。 

9. 今後の評価計画 

(1) 事後評価に用いる指標  

(a)活用の進捗度 

・トーゴ国政府により本調査による開発計画が承認される。 

・本調査で優先度が高いとされた事業が我が国及び他ドナーにより実施される。 

(b)活用による達成目標の指標 

トーゴ回廊における交通量の増加（ベースラインは調査中の交通量調査において把握する） 

(2)上記(a)および(b)を評価する方法および時期  

 調査終了後 3年目以降に事後評価を実施 

 


