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パキスタン 

国道 25 号線（カラロ－ワッド間）改修計画 

外部評価者：EY 新日本サステナビリティ㈱ 髙橋久恵 

０. 要旨 

本事業は、パキスタンのバロチスタン州に位置する国道 25 号線のカラロ－ワッド間にお

いて、円滑かつ安全な交通の確保を図り、幹線道路としての機能の改善及び地域住民の生

活改善に寄与すことを目的とし、道路の改修工事を行った。本事業の目的は、経済成長に

資する分野としてインフラ整備の重要性を示してきたパキスタンの国家開発政策及び同国

の開発ニーズ、更には日本が掲げる援助政策と高い整合性を有している。なお、事業費、

事業期間ともに計画を上回ったことから効率性は中程度とされる。道路の改修後、急勾配・

急カーブといった危険な道路状況が改善され、計画されていた走行速度の加速、輸送・移

動時間の短縮、事故数の減少といった効果の目標値は概ね達成された。さらに、市場や病

院を含む社会サービスへのアクセス改善、商売の活性化等のインパクトが確認されたほか、

車両の維持管理コストの節約やカージャック（車の乗っ取り）件数の低下といった想定外

のインパクトも発現した。よって、有効性・インパクトは高い。対象区間の道路の運営・

維持管理に関しては、技術面・財務面に深刻な問題は生じていないものの、維持管理を担

当するクズダール県事務所の人員不足や過積載車両、さらに一部老朽化した橋梁や本事業

の改良の対象外となった区間におけるスムーズな走行に今後も改善の余地があることから、

効果の持続性は中程度と判断される。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

１. 事業の概要 

 

      事業位置図               改良された道路 
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１.１ 事業の背景 

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」という。）の運輸セクターは、国内

総生産（GDP）の 10％及び約 200 万人の雇用を生み出す重要セクターの一つである。なか

でも道路輸送は主要な輸送手段とされ、計画時における同国の国道総延長は 9,252km で、

道路網全体の 3.5％に過ぎないものの、旅客・貨物の全輸送量の 80％を支えていた1。 

バロチスタン州は住民の 75％以上が農村地域に居住し、社会的・経済的開発が遅れてい

る地域である。本事業の対象区間（カラロ－ワッド間2）は、このようなバロチスタン州を

唯一縦断する国道 25 号線の 1 区間であるため、幹線道路としての機能が年々高まり、さら

に周辺内陸国とカラチ港を最短で結ぶ国際道路としての重要性も高まっていた。しかし、

カラロ－ワッド間は道路幅員が狭く、見通しが悪い急カーブや急勾配区間が多数存在して

おり、急カーブでのスピード走行や追い越し車両に伴う事故が頻繁に発生していた。これ

に対し、道路公団（以下、「NHA」という。）は独自の改修を行ってきたが、本事業対象区

間を本格的に改修するには技術的・コスト的に難しく、同区間の改修は実施されておらず、

安全な走行のボトルネックとなっていた。この状態は、将来的にカラロ－ワッド間の交通

に支障を来し、ひいては国道 25 号線の機能に悪影響を与えると考えられていた。 

係る状況を受けて、パキスタン政府は 2003 年にカラロ－ワッド間（96km）での走行安

全を確保するため、我が国に支援を要請し、7.3m の道路幅の確保、急勾配、急カーブの改

良及び排水溝の改修につき、我が国による無償資金協力で対応することとなった3。 

 

１.２ 事業概要 

パキスタンの国道 25号線のカラロ－ワッド間において、道路改修工事を行うことにより、

円滑かつ安全な交通の確保を図り、もって幹線道路としての機能の改善及び地域住民の生

活改善に寄与する。 

E/N 限度額/供与額 4,052 百万円 /    4,038 百万円 

交換公文締結 2006 年 5 月  

実施機関 道路公団（National Highway Authority: NHA） 

事業完了 2011 年  1 月 

案件従事者 
本体 大成建設株式会社 

コンサルタント 株式会社アンジェロセック/日本工営株式会社（JV） 

基本設計調査 2005 年 9 月 

詳細設計調査 2006 年 12 月 

関連事業 NHA への専門家派遣（2002 年）：運輸交通分野 

                                            
1 JICA 提供資料より。 
2 本報告書では案件名に準じ、カラロ－ワッド間と表記するが、区間（カラロ－ワッド間）等も併用する。 
3 対象区間 96km のうち、44.8km では線形（急勾配・急カーブ）の改良を含む道路の整備が行われ、残り

の 51.2km については路肩の整形や区間線の敷設といった改善が行われた。 
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２. 調査の概要 

２.１ 外部評価者 

 髙橋 久恵 （EY 新日本サステナビリティ株式会社） 

 

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：2014 年 10 月～2015 年 9 月 

 現地調査：2014 年 12 月 10 日～12 月 20 日、2015 年 2 月 25 日～3 月 8 日 

 

２.３ 評価の制約 

 本事業の対象地域は、治安の悪化に伴い邦人の渡航が禁止されているため、評価者は本

事業の対象区間のサイト視察を行わず、主にイスラマバード及びカラチ等を拠点として調

査を実施した。分析に必要な情報の収集にあたっては、質問票を通じて NHA より回答を得

るとともに、対象区間の維持管理を担当する NHA クズダール県事務所の担当職員をカラチ

へ招聘し、聞取り調査を実施した。また、サイト視察は現地調査補助員が担当し、対象区

間の現状調査・周辺住民への聞取り調査、受益者調査を実施した。 

 

３. 評価結果（レーティング：B
4） 

３.１ 妥当性（レーティング：③5） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

本事業の計画時、パキスタンの従来の 5 ヵ年計画に相当する文書とされた「貧困削減

戦略文書（以下、「PRSP」という。）」（2003 年）は、貧困削減のためには経済成長が不可

欠であるとし、インフラ整備は経済成長を加速するための重要な要素として位置づけら

れていた。特に道路整備に関しては、将来の需要に即した適切な整備・維持管理のため

の施策が必要であると述べられていた。事後評価時の長期計画「VISION2025」（2014 年）

では、同国の成長と開発を支えるための 7 本の柱6を掲げているが、近代的な交通インフ

ラの整備は、経済開発及び投資の誘致に重要な役割を果たすとして、7 本の柱の一つに

含まれている。具体的には、効率的且つ統合的な輸送システムの確立、輸送コストの削

減、輸送の安全性の確保、地方と主要都市のアクセス向上を目標としている。 

また、パキスタンの国道を一元管理している NHA は 5 年ごとに投資計画を策定して

おり、計画時の「5 ヵ年中期投資計画」（2005/2006 年～2009/2010 年）では、適切な改修・

                                            
4 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
5 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
6 7 本の柱は次の通り。「人的資本と社会資本の開発」、「持続的かつ包括的な成長の達成」、「公的セク

ターの統治改革、制度改革、近代化」、「エネルギー、水、食料保障」、「民間主導の成長」、「付加価

値を通じた競争的な知識経済の発達」、「輸送インフラの近代化および地域間の連結性の拡大」 
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維持管理による現有道路システムの最適利用化を重視するとした。そのため、同計画は

既存道路の改修を中心に策定されており、本事業「カラロ－ワッド間改修計画」は新規

の既存道路改修計画として、同投資計画に組み込まれていた。事後評価時点における「5

ヵ年中期投資計画」（2014/2015 年～2019-2020 年）7は、今後の経済発展及び将来の需要

に即した道路ネットワークを確立するため、重要性の高い道路から改修を行うとしてい

る。同計画においても、カラロ－ワッド間で本事業において改良の対象外となった区間8

が投資対象として含まれている。 

上記の通り、パキスタンでは、計画時から事後評価時に至るまでインフラ整備を経済

成長に資する重要な分野として位置づけ、なかでも国道の整備を輸送システムの柱と見

なしてきた。国道網の改修は NHA が策定する中期投資計画においても重視され、本事業

対象区間であるカラロ－ワッド間改修は同計画にも組み込まれてきた。よって、円滑か

つ安全な交通の確保及び幹線道路としての機能の改善・地域住民の生活改善に寄与する

ことを目指し、国道を改修した本事業の実施は、パキスタンの開発政策と合致している。 

 

３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

パキスタンの計画時及び事後評価時の道路概要を表１に示す。計画時のパキスタンの

国道総延長は 9,252km であり、同国の道路網全体（約 250,000km）の 3.5％に過ぎないが、

鉄道網の劣化も影響し、旅客・貨物の全輸送量の 80％を支えていた。しかし、NHA に

より実施されてきた道路状況調査の結果では、国道の道路状況は 40％が優良、11％が良、

不良/非常に不良が 49％と分類されており、約半分の国道で何らかの改修が必要な状況と

なっていた。事後評価時において道路の総延長は 263,415km、国道の総延長 12,131km、

道路網全体に占める国道の割合は 4.6%、旅客・貨物の全輸送量に占める国道の割合は依

然として 80%を占めている。道路状況は不良・非常に不良に分類される割合が 60％へと

増加しており、これは州道の一部が国道に格上げされたこと、格上げされた区間の大部

分の道路状況が不良・非常に分類される状態であった為である。 

                                            
7 事後評価時点においては、骨子は固まったものの、ドラフトとして位置づけられていた。 
8 脚注 3 で記載した「路肩の整形や区間線の敷設といった改善が行われた 51.2km」の区間の一部にあたる。 
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表１ パキスタンの道路総延長と国道の状況 

道路総延長と国道総延長 計画時（2001 年） 2013 年 

道路総延長 （km） 250,000 263,415 

国道総延長 （km） 9,252 12,131 

国道の占める割合（％） 3.5 4.6 

旅客・貨物全輸送量に占める国道の割合（％） 80 80 

道路状況 

計画時 事後評価時 計画時（2001 年） 2013 年 

優良 
良 

40％ 
15％ 

良 11％ 

－ 普通 － 25％ 

不良・非常に不良 
不良 

49％ 
30％ 

非常に不良 30％ 

出所：計画時：JICA 提供資料。事後評価時：質問票回答及び NHA「Annual Maintenance Plan FY 2013-14」 

注：NHA 提供による道路状況の分類（優良・良・普通・不良・非常に不良）が計画時と事後評価時

で異なったため、提供資料の分類に合わせた記載とした。 

 

また、バロチスタン州は天然資源・農産物の産地として同国の経済発展に資する地域

である。本事業の対象区間はバロチスタン州を唯一縦断する国道 25 号線の 1 区間であり、

生産物の効率的な輸送ひいては同国の経済の発展にとって、同区間を整備するニーズの

高さが確認できる。さらに、同線は計画時復興期にあったアフガニスタンや周辺内陸国

とカラチ港を最短で結ぶ国際道路としての重要性が高まっていた。一方で、対象区間は

道路幅が狭く、見通しが悪い急カーブや急勾配区間が存在しており、安全走行上の深刻

な問題となっていた。係る状況は国道 25 号線の機能に悪影響を与えることから、改修は

緊急性かつ必要性を有していた。事後評価時においてもバロチスタンの首都クエッタと

イランとの国境の都市を繋ぐ国道 40 号線に繋がる重要な国道として位置づけられ、トル

コ・ヨーロッパへの陸路での入口となっていることから、同国の重要なルートと位置付

けられている。 

以上の通り、計画時・事後評価時の両時点において、国道の半数以上が何らかの改修

を必要としている状況にあること、さらに本事業の対象区間はバロチスタン州を縦断す

る唯一の道路として、さらに国際道路として重要な区間として位置づけられてきたこと

から、対象区間における道路整備のニーズの高さが確認できる。 

 

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

 計画時において、日本はパキスタンに対する援助の上位目標を「持続的社会の構築と

その発展」とし、以下の 3 つの方向性を援助戦略に設定した9。 

 1) 人間の安全保障の確保と人間開発 

                                            
9 政府開発援助（ODA）「国別データブック 2004 年度版」より。 



6 

 

2) 健全な市場経済の発達 

3) バランスのとれた地域社会・経済の発達 

上記のうち、2)「健全な市場経済の発展」では貧困削減を支援する経済インフラの拡充

と整備を含んでおり、本事業との整合性が確認できる。 

 

以上より、本事業の実施はパキスタンの開発政策、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：②） 

３.２.１ アウトプット 

本事業では、同国のバロチスタン州を縦断する国道 25 号線の一区間であるカラロ－ワ

ッド間において、道路の改良・改善、道路横断構造物（カルバード）改修、付帯施設設

置が実施された。その計画と実績の詳細は表 2、表 3 の通り。 

 

表 2 主なアウトプット（日本側） 

改修内容 計画 実績 

1）道路改良 

 車道・路肩部 
44.8 km 計画通り 

2）道路改善 

  路肩整形、道路区画線（中心線、

側線等）の敷設 

51.2 km 計画通り 

3）道路横断構造物改修 

    カルバート全面改修 

  カルバート拡幅 

 

113 ヵ所 

12 ヵ所 

計画通り 

4) 付帯施設設置 

  用排水敷設工 

擁壁工 

標識 

ガードレール 

ガードポスト 

エッジマーカー 

区画線工 

キロポスト工 

 

集水桝、流入部管渠 

石積擁壁、布団籠 

103 ヵ所 

5,500m 

300 ヵ所 

191 ヵ所 

中心線、側線等 

97 ヵ所 

 

計画通り 

 出所：JICA提供資料 
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表 3 主なアウトプット（パキスタン側） 

計画 実績 

・事業用地及び仮設用地の確保  

・資材採取場所の確保 

・銀行口座開設と支払授権書費用負担  

・無償援助により建設されたものの維持管理 

計画通り 

- 日本人の警備の手配 

 出所：JICA提供資料及び質問票回答 

 

日本側のアウトプットに関しては、カルバートの工法が長方形のボックスカルバート

から円形のパイプカルバートへ変更した。これは現場の状況に即したもので、カルバー

トの改修という趣旨から逸れるものでなく、効果の発現に影響を与える変更ではない10。

それ以外の変更はなく、ほぼ計画通りとなった。 

パキスタン側では、計画された負担事項に加えて地方警備隊の配置が実施された。こ

れは、同国内の著しい治安悪化を受け、邦人の安全確保のために、必要不可欠な事項で

あったと判断される。 

 

３.２.２インプット 

３.２.２.１ 事業費 

本事業の事業費は、計画 4,095 百万円であったのに対し、実績は 4,682 百万円（計

画比 114%）となり、計画を上回った。以下の表 4 に記載の通り、日本側負担の事業

費は計画内に収まったものの、同国内の治安の悪化を受けて、安全確保のために必要

不可欠とされた地方警備隊の配備をパキスタン側の尽力により実施されたことが増

額の要因である。 

 

表４ 事業費の計画と実績 

（単位：百万円） 

 計画 実績 

事業費合計 4,095 4,682 

日本側 4,052 4,038 

パキスタン側 

（ ）内はルピー(Rs.)表示 

43  

（約 24 百万） 

644 

（約 443 百万） 
注：為替レート 計画時 Rs.1＝1.8 円（2005 年 2 月時点）、実績 Rs.1=1.45 円（事業期間の単純平均） 

出所：JICA提供資料及び質問票回答 

 

３.２.２.２事業期間 

本事業の事業期間は詳細設計・入札期間を含め 54 ヶ月と計画されていたが、実際

                                            
10 実施機関への聞取り調査より。 
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には詳細設計 2005 年 12 月 23 日～2006 年 12 月 6 日、入札・施工・調達 2006 年 5 月

24 日～2011 年 1 月 10 日までの 60.7 ヶ月を要し、計画を上回った（計画比 112％）。

主な要因は以下の通り。 

・地方警備隊への警護費用支払い遅延による工事の中断 

 事業開始後、同国の著しい治安悪化を受けて邦人に対する警備の必要性が生じた。

警備の負担は計画に含まれておらず、NHA により対応がなされたが、地方警備隊

への支払いに係る予算措置の調整に時間を要した。その結果、地方警備隊への支払

いが遅れ、作業開始時に地方警備隊を配置することができず、その間工事も中断せ

ざるを得なくなり、遅延が生じた。NHA では同費用は計画に含め事前に対応して

おくことが望ましかったとしている11。 

・主要都市での爆弾テロ発生による待機時間の発生 

 事業実施期間中に、対象区間の近隣都市において自爆テロが発生した。この事件

を受けて、安全確保のため作業を一時中断し、邦人はカラチに避難・待機となった。

その後、安全が確認されるまで工事を中断したため作業工程に遅延が生じた。但し、

自爆テロ発生後の待機時間に伴う遅延は、予測不可能かつ避けようのない事態であ

ったため、本事項に係る遅延期間は事業期間計画比の算出に際して外部要因として

考慮した12。 

・コンクリートプラント等仮設用地借用に係る遅延 

 バロチスタン州は土着の部族長が実質的統治を行うという特殊性を有する地域

である。土地の借用は公用地であっても私有地として権利を主張されることも多い。

このように土地借用の交渉・手配には一定の時間を要することは計画時においても

ある程度想定できたことから、可能な限り事業開始時には借用に必要な対応を済ま

せておくことが望ましかったとされた13。 

・住民妨害による工事の妨害 

バロチスタン州の特殊性もあり、本事業では地元住民を雇用する等、出来得る範

囲で地元の協力・支援を行ってきた。しかし、収監されていた部族のリーダーの出

所に伴い政情が不安定化したことで、工事への妨害が生じ、作業の一時中断という

事態となった。NHA は度々協議や仲介を行ったものの、地域住民による工事妨害

が一定期間継続され、解決・事業再開までに 1 ヶ月程の遅延が生じた。 

  

  以上より、本事業は事業費、事業期間が計画を上回ったため、効率性は中程度である。

                                            
11 NHA 職員への聞取り調査より。 
12 但し、具体的にこの期間がどの程度事業期間の遅延に影響したかは算出困難であることから、実際には

事業期間の評価判断には加味していない。 
13 NHA 職員への聞取り調査より。 
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但し、事業費の増額に関して、計画時に想定されていなかった治安の悪化に伴い、事業

実施に不可欠な警備の配置がパキスタン側の尽力により手配されたことは特筆すべき事

項と評価される。 

 

３.３ 有効性14（レーティング：③） 

３.３.１ 定量的効果（運用・効果指標） 

３.３.１.１ 効果指標 

（１）輸送・移動時間の短縮 

 本事業の対象区間には山岳区間や丘陵区間が含まれる。約 30 カ所の急カーブ、急勾

配の影響により、計画時における通過車両の速度は約 30km/hr に制限されていた。本事

業の実施において道路線形を改善したことで15、事業完成後には 70－80km/hr 程度を保

持した走行が可能になったことから、本事業の目標値は達成された（表 5 参照）16。 

走行速度の改善に伴い、目的地までの走行時間も短縮された。事後評価時に実施した

受益者調査17の結果によれば、回答者全員が目的地までの到達時間が短縮したと回答し

ている。回答者により目的地点は異なるが、最も回答者の多かったカラチ－クズダー

ル（475km）の所要時間について、計画時の約 10 時間程度から事業実施後には 5～6 時

間に短縮されたことが確認された。但し、対象区間では老朽化した橋梁が事後評価時

点においても使用されており（橋梁は本事業の対象外）、橋梁付近や本事業による改良

の対象外となった一部区間では走行速度が若干落ちる点も確認された。 

 

表 5 走行速度の改善及び輸送・移動時間の短縮 

  

基準値 目標値 実績値 

2005 年 2010 年 2014 年 

計画時 事業完成年 事業完成後 3 年 

対象区間平均走行速度  30 km/ hr 60 km/ hr   70－80 km/ hr 

対象区間走行所要時間  180 分 短縮される  90 分 

出所：基準値及び目標値：JICA 提供資料、実績値：NHA 提供資料及び受益者調査  

  

（２）交通事故の減少 

                                            
14 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
15 本事業前には 10.4％であった急勾配が 7％に、最小曲線半径が 50m であった急カーブも 135m へ改良さ

れた。 
16 なお、現地調査補助員が実際に対象区間を走行した際にも平均速度が約 70－80km/hr であることが確認

された。 
17 本事後評価調査実施中に、対象区間及びその周辺区間において、定量的効果を補完する情報収集を目的

とし、受益者調査を実施した。回答者はバス、トラック、乗用車等の運転手（38 名）、沿線住民（38 名）、

路肩の商人等（13 名）、農業従事者（7 名）、その他（4 名）の合計 100 名。なお、パキスタン及び同国

バロチスタン州の特性上、女性が国道を運転する、又は単独で行動するケースは稀であり、インタビュー

対象とすることは困難であった。このような特殊事情により回答者は全て男性となった。 
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 本事業の実施を通じ、安全走行上の障害となっていた道路の線形が改善されたこと

で、対象区間の交通事故数が減少し、安全性が改善した。本事業対象区間における事

故件数は、基準値（計画前数年分（1999 年～2004 年）の年平均）115 件から、事業完

成後の 3 年間（2012 年～2014 年）の年平均 21 件へと大幅に減少した（表 6 参照）。 

 なお、事後評価時に実施した交通量調査の結果（「３.２.２ その他の効果 対象道路

の交通量」参照）では、事後評価時の交通量は計画時の 35％となっている。この交通

量を考慮したうえで交通事故数を再度分析すると、計画時の年平均事故数 115件の 35％

は約 40 件と計算される。したがって、交通量の推移を反映しても、事業完了後の事故

件数は計画時の同数と比較し、改善したと判断できる。その主な要因には、本事業に

よる道路の線形（急勾配・急カーブ）の改善の他に路肩の整備や安全標識、ガードレ

ールの設置などが事故数の減少に貢献し、対象区間の安全性の確保に繋がっていると

いう意見も挙げられた18。 

 

表 6 対象区間（カラロ－ワッド）の交通事故件数 

（単位：件/年） 

  

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 実績値 

1999 年～

2004 年ま

での年平均 

2010 年 2012 年 2013 年 2014 年 2012 年～

2014 年の

年平均 

事業完成

年 

事業完成 

後 1 年 

事業完成 

後 2 年 

事業完成 

後 3 年 

死傷者がでた重大事故 46 

減少する 

5 5 6 5 

軽い事故 68 15 14 19 16 

事故合計 114 20 19 25 21 

 出所：基準値及び目標値：JICA 提供資料、実績値：NHA クズダール県事務所提供資料 

 

他方、受益者調査の結果では、95％の回答者が事故件数は増加したと回答しており

（図 1 参照）、統計情報との矛盾が生じている。NHA 本部や NHA クズダール県事務所

に確認をしたところ、明確な要因は判明しなかったものの、メディアの報道の仕方や

事故件数が多い時点の記憶を参照している可能性もあり得る等が説明されており、事

故の発生回数よりも発生した事故に対する強い記憶により事故件数の増加という回答

が導かれたとも捉えられる。実際に、対象区間の道路の安全性に関する問いに対して

は、図 2 に示す通り、回答者の 90％が事業完成後対象区間は安全になったと回答して

おり、対象区間の安全性の改善が確認された。なお、「安全になっていない」とした 10％

の回答者からは、要因として道路状況による安全性に問題はないとしつつ、「スピード

運転」や「過積載車両の増加」が挙げられた。 

                                            
18 NHA 本部、NHA クズダール県事務所及びパキスタン運転手組合カラチ支部への聞取り情報より。 
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図 1 事故数の変化           図 2 安全性の向上 

出所：受益者調査の結果 

 

表 7 は全国の道路網及び対象区間であるカラロ－ワッド間の事故発生率を示してい

る。計画時に全国の 6 倍以上であった対象区間の交通事故発生率は、2012～2014 年の

平均同率において 4 倍強へと低下している。また、対象区間の事故発生率の実績は計

画値の 70％程度まで減少しており、同区間の安全性が事業実施前と比較して改善した

といえる。（表 7 参照）。 

 

表 7 交通事故率の比較 

 全国（A） カラロ－ワッド間（B） 
事故発生 

率(B)/(A) 
重大事故車数 舗装同 1km に対

する事故数 

重大事故車

数 

舗装同 1km に対

する事故数 

基準値注１ 11,146 0.074 46 0.48 6.48 

実績値注２ 8,985 0.049 21 0.22 4.49 

注 1：1999 年～2003 年の年平均 

注 2：2012 年～2014 年の年平均 

出所：基準値：JICA 提供資料、実績値：NHA 本部及び NHA クズダール県事務所提供資料より。 

 

３.３.２ その他の効果 

（１）対象道路の日平均交通量 

交通量の増加は計画時において効果指標に指定されておらず、目標値も設定されてい

ない。しかし、交通量は道路としての機能を把握する基本的な指標であることから、計

画時と事後評価時の情報の入手を試みた。なお、NHA は対象区間の交通量を調査して

いないため、本事後評価実施中に参考情報として対象区間の交通量調査を実施し情報を

収集した。その結果を表 8 に示す。 

 



12 

 

表 8 対象道路の日平均交通量 

                                   （単位：台数/日） 

  

基準値注１ 目標値 実績値注 2
 

2003 年 － 2015 年 

計画年 － 事業完成後 4 年 

バイク 954 

設定なし 

120 

普通車 903 454 

ミニバス（ワゴン、ピックアップ） 754 94 

バス 346 260 

トラクター 74 31 

トラック（2 軸、3 軸） 980 332 

トレーラー（4 軸、5 軸、6 軸） 302 199 

合計 4,313  1,490 

 出所：基準値及び目標値：JICA 提供資料、実績値：事後評価実施中に実施した交通量調査結果 

注 1：JICA 提供資料。2003 年 1 月に実施された調査。 

 注 2：事後評価時に現地調査補助員及びアシスタントにより 2015 年 1 月に実施。 

 

  同調査の結果、事後評価時の交通量は計画時の約 35％となった。この理由には、対

象区間周辺の治安の悪化が挙げられる。対象区間の位置するバロチスタン州では、自

治獲得を目指す勢力等の活動が展開されており、2006 年以降、その活動が活発化して

いる。特に、カラロ－ワッドが通過するクズダール県は反政府活動の拠点であり、夕

方以降の車両の通行が大幅に減少している19。統計的なデータは入手できなかったが、

クズダール県の道路沿線で聞取り調査を行ったところ、治安の影響を受け、同地域の

人口は減少しており、対象区間の通行車両も 3 割程度まで減っているのではないかと

いう意見が挙げられた20。したがって、対象区間の車両交通量は現状では対象地域の治

安に大きな影響を受けていると考えられ、治安が改善することで交通量は必然的に増

加することが見込まれる。 

  

３.４ インパクト 

３.４.１ インパクトの発現状況 

（１）アフガニスタン国の復興事業支援 

本事業対象区間を含む国道 25 号線は、パキスタンのカラチ港とアフガニスタン、中

央アジアを最短で結ぶ国道である。本事業では、急勾配や急カーブ等の多い対象区間

の改良を行うことで、国際道路としてのボトルネックが改善され、急速に進行してい

たアフガニスタン国の復興事業を支援することが想定されていた。 

実際に対象区間はアフガニスタン支援に資する物資の輸送ルートとして重要な役割

を担ってきた。関連する統計的なデータの入手が困難であったため、アフガニスタン

                                            
19実際に対象区間の視察を行った現地調査補助員によれば、夕方 4 時以降通行車両はほぼ確認できない現

状が確認された。 
20NHA では事後評価時に実施した交通量調査の結果に疑問を呈しており、実施月、実施時間、実施曜日等

の実施条件は変わらないものの、基準値となる調査と何らかの前提条件が異なる可能性も考え得る。 
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の復興支援事業に対する本事業のインパクトを量的に図ることは困難であるものの、

事業完了後は同区間の輸送時間が短くなったことから、アフガニスタンへの支援物資

のよりスムーズな輸送に一定程度貢献してきたとの回答が得られた21。しかし、同国か

らアフガニスタンへの輸送には、国道 25 号線を経由し、連邦直轄部族地域（以下、

「FATA」という。）の町トルクハム（Torkham）又はバロチスタン州とアフガニスタン

の国境の町チャマン（Chaman）を通過する必要がある。上述の通り（「３.３.２ その他

の効果（１）対象道路の年平均日交通量」参照）、近年 FATA 地域及びバロチスタン州

の治安が急激に悪化し、本事業対象区間の交通量は一時的に減少していることから、

同地域の安全性確保が課題になっている。 

 

（２）周辺住民の社会サービス等への便宜改善 

  本事業では、道路の改良により、近隣の主要な都市への

移動が容易となること、救急輸送時間の短縮や就学機会の

増大等といった周辺住民の便宜の改善が期待された。受益

者調査を通じて、本事業実施後の社会サービスへのアクセ

スについて確認したところ、全員が「社会サービスへのア

クセスが改善した」と回答した。具体的には、道路状況が

改善した後、対象区間周辺住民の市場、病院などへのアクセスが改善したことが確認

された（表 9 参照）。 

 

（３）地域住民の生活改善 

  対象区間の位置するバロチスタン州は、果物・野菜などの栽培が盛んな地域であるこ

とから、本事業の実施を通じて、農産物のカラチへの輸送が容易になり、地域住民の生

活が改善することがインパクトとして期待されていた。 

  事後評価時にバロチスタン州の産物である農産物や大理石の輸送量について情報の入

手を試みたが、信頼し得る統計データの入手が困難であったため、受益者調査を通じて

地域住民の経済面における生活改善状況を確認した。その結果、回答者の 99％が地域経

済が変化し、生活が改善したとしている。道路利用者や対象道路沿いの住民・商人に確

認したところ、道路状況が改善したことで、物流が以前よりスムーズになったことや道

路の改修に合わせて道路沿いに商店や食堂が開店したこと、また人・物流がスムーズに

なったことによる商売の活性化が貢献要因として挙げられた。また、パキスタン運転手

組合カラチ支部への聞取り調査でも、バロチスタン州は果物・野菜の産地として有名で

あるが、以前は道路状態が悪く、輸送の途中でダメージを受け廃棄される農産物が多か

ったものの、道路状態が改善して以降そのような問題が解消されており、道路の改良は

農家及び運搬業者の損失の減少に貢献したとの意見が寄せられた。 

                                            
21 NHA やパキスタン運転手組合カラチ支部への聞取り調査より。 

表 9 アクセスが改善した      

社会サービス 

市場 100 人 

病院 72 人 

主要な都市 28 人 

学校 25 人 

出所：受益者調査より 



14 

 

 

３.４.２ その他、正負のインパクト 

（１）運転コスト、維持管理コストの節約 

 本事業実施前、対象区間には急勾配や急カーブが多数存在していた。本事業で線形を

整備したことで道路状況が改善したことは、走行時間の短縮、消費するガソリンの節約、

車のメンテナンスコストの低下といったインパクトの発現に繋がった。受益者調査の結

果によれば、回答者全員が本事業の実施後、車両の維持管理コストが大幅に低下した

（70％）、または低下した（30％）と回答している。 

 

（２）対象区間の治安の改善 

 対象区間では、計画時にはカージャック（車の乗っ取り）が頻繁に発生していた。カ

ージャックは現在も対象区間の懸念事項であるものの、受益者調査の結果によれば、事

業実施前と比較するとその数が減少したとの回答が 9 割近くを占めた。受益者調査時に

回答者への聞取り調査を行い、以下の 2 点において本事業の実施がカージャック対策に

一定の貢献をしていることが確認された。 

1）同区間では急カーブ・急勾配によりスピードが抑えられていたが、改良後は一定程

度のスピード走行が可能となり、道路走行中のカージャックが困難となったことか

ら、その回数が減った。 

2）ガードレールが設置されたことで、道路の脇から飛び込む形で行われてきたカージ

ャックの回数が減った。 

 

（３）自然環境へのインパクト 

   本事業の実施に際しては、環境予備調査が実施され、環境管理計画（以下、「EMP」と

いう。）が作成された。事業実施中は EMP に沿い、騒音、大気基準、地下水の水質等が

定められた水準に収まっているか適宜確認された。また、本事業の実施による負の事項

が発生していない点を NHA への聞取りを通じて確認した。 

 

 （４）住民移転・用地取得 

    本事業は道路の改修事業であり、現路線の道路境界内の全てが NHA の所有する国有

地のため、住民移転・用地取得は発生していない。コンクリート及びアスファルトプラ

ント（約 10 エーカー）の仮設用地に土地借用が必要となり、交渉に若干の遅れは生じた

が、NHA と民間の土地保有者の間で、事業期間中の土地借用補償の合意が取り付けられ、

借用料（Rs.100 万）が支払われた。 

 

以上より、本事業の実施によりおおむね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・イ

ンパクトは高い。 
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３.５ 持続性（レーティング：②） 

３.５.１ 運営・維持管理の体制  

 同国の国道は、NHA の地方（県）事務所が運営・維持管理を担っており（図 3 参照）、

本事業の対象区間は NHA クズダール県事務所が管理している。なお、クズダール県事

務所は国道 25 号線のうち、カラロ－ワッド間を含む 451km の維持管理を担当している。 

 

 

図 3 NHA 組織図 

出所：NHA ウェブサイト http://nha.gov.pk/organisational-structure/ 

  

  事後評価時の NHA 本部の総職員数は 2,500 名で、うち維持管理に関与する職員数は

55 名である。NHA 本部職員によれば、運営・維持管理体制及び職員数に深刻な問題は

生じていない。一方、NHA クズダール県事務所では、事後評価時において維持管理を担

当する職員数が 5 名、全員がエンジニアである。うち、2 名が道路の維持管理を担う検

査官であるが、道路状況の把握や管理を行うために十分な人数とは言えない。したがっ

て、深刻な状況ではないものの同事務所の職員数は不足傾向にあるといえる。NHA 本部

や NHA クズダール県事務所への聞取り調査によれば、パンジャブ州等に配置を希望す

る職員が多く、特に治安面で不安定な状況が続くバロチスタン州への配置を拒む例も出

ていることが、同地域での人員不足の要因の一つとして説明された。NHA クズダール事

務所は、特殊な地形に位置する国道 451km の維持管理を担当していることや後述（３.

５.４ 運営・維持管理の状況）のとおり過積載車両の走行による道路への損傷の影響を

考慮すると、同事務所の人員数を増加することが望ましい。 

 維持管理作業は NHA クズダール県事務所が地元の建設会社に外注し、NHA クズダー

ル県事務所はその管理を行っている。外注先は競争入札で決められているが、建設会社

が維持管理作業の入札に参加するためには、事前に“パキスタンエンジニア評議会
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（Pakistan Engineering Council）”への登録が求められている。登録時には、事前審査が実

施され、一定程度の維持管理業務経験を有することや財務状況に問題のない会社が登録

を許可されている。但し、バロチスタン州ではバロチスタンを拠点とする建設会社以外

は地元の有力者や住民に受け入れられないという特殊な事情や、または治安の悪化によ

り他州の業者が同地域の案件を請け負うことを避ける傾向があり、現状では応札する会

社がバロチスタンを拠点とする会社に限られていることから、入札の競争率が低く選択

肢が限られている。他州の業者も含め、より幅広い選択肢から業者を選択することは、

質を担保する、さらに価格競争を促す観点から望ましいことから、バロチスタン州の抱

える課題の一つと考えられる。 

 

３.５.２ 運営・維持管理の技術 

NHA はパキスタンの全国道の運営・維持管理及び新規建設を担当する機関である。国

道の維持管理に関しての豊富な経験も有しており、計画時において国道の運営・維持管

理の技術に関しては、独自で運営可能なレベルまで到達していると判断されていた22。 

また、NHA は資格・経験等の実績の有無を基準として職員を採用しており、地方事務

所においても維持管理に従事する職員は十分な経験を有するエンジニアが採用されてい

る。さらに、定期的にニーズアセスメントを行い、入社後も必要な研修を提供してきた。

JICA の支援により設立された研究訓練施設（Highway Research & Training Centre）では技

術者向けの研修も提供している。外部の委託先に関しては、事前審査において技術面の

問題がない会社のみが入札に参加する仕組みとなっている。従って、技術面で運営・維

持管理に深刻な支障をきたすような懸念事項はないと判断できる。 

 

３.５.３ 運営・維持管理の財務 

 表 10 に示す通り、NHA の予算は近年増加傾向にある。2013/2014 年度の歳入は約

Rs.82,426 百万で、うち 2 割強は通行料等から得る NHA 独自の予算収入となっている。

NHA によれば独自予算の大部分が維持管理に利用されており、同年の維持管理費用は

Rs.15,817 百万で、ここ数年は横ばいの状態である（表 11 参照）。このうち対象区間の

2013/14 年度の維持管理費用（約 Rs.93 百万）は、計画時に見積もられた対象区間の日常・

定期維持管理費用の見積額（年間 Rs.4.3 百万）23を大幅に上回っている。これは、対象

区間に位置する橋梁の維持管理費用や本事業の改良に含まれなかった一部区間の維持管

理費用が想定より高かった為である。また、2014/15 年度には改良の対象外となった区間

のオーバーレイ24を含む定期維持管理が予定されており、必要となる予算の大幅な増額

が見込まれている。その金額（673 百万ルピー）は NHA 全体維持管理費の約 4％となり、

                                            
22 JICA 提供資料より。 
23 JICA 提供資料より。 
24 既設アスファルト舗装、コンクリート舗装の上に３ｃｍ以上の厚さでアスファルト混合物を舗設する修

繕工事のこと。 
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NHA にとって対応が不可能な金額ではないと判断できる。NHA によれば、維持管理費

は適切な道路状態を保つために決して十分とは言えないものの、手当された金額で出来

得る限りの維持管理が実施されており、現状日常の維持管理の実施に深刻な問題は発生

していない。また、計画時には、2018/19 年（事業完了 8 年後）に路盤補修やオーバーレ

イといった定期的維持管理をすることが求められており、約 Rs.8.4 百万が必要になると

試算されていた。この金額は 2012/13 年及び 2013/14 年の維持管理費と比較し、現状では

確保可能な金額であると考えられる。 

 

             表 10 NHA の財政・予算状況  
                           （単位：Rs.百万） 

項目 2011/12 年 2012/13 年 2013/14 年 

歳
入 

一般会計予算 
開発投資予算 39,990 50,727 63,038 

投資以外予算 1,683 1,772 1,827 

NHA独自予算 
通行料徴収 13,345 13,536 13,990 

その他 3,322 2,800 3,571 

合計 58,340 68,835 82,426 

歳
出 

開発投資 39,900 50,727 63,038 

維持管理 15,028 15,308 15,817 

合計 54,928 66,035 78,855 

出所：質問票の回答 
 

 

 

  

 表 11 対象区間（カラロ－ワッド）の維持管理費*  

                              （単位：Rs.百万） 

 2011/12 年 2012/13 年 2013/14 年 2014/15 年 

日常維持管理 9.2 10.0 24.1 20.4 

定期維持管理 0 85.0 68.7 653.0 

合計 9.2 95.0  92.8 673.4 

注１： 2011/12 年～2013/14 年の金額は支出実績、2014/15 年の金額は予算案による。 

出所：質問票の回答 

 

３.５.４ 運営・維持管理の状況 

 現地調査補助員による対象道路の現状調査の結果、対象区間の道路は概ね良好な状態

に保たれていたが（表 12 参照）、一部の区間で以下の点が課題として確認された。 
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－過積載車両の通行による一部路面のダメージ 

現地調査補助員による実走中、対象区

間の道路では、大理石や農産物等を大

量に積む過積載の車両が散見された。

同国では4車線以上の国道には道路警

察（Motorway Police）が配置されてい

るが、同区間は 2 車線道路であり、道

路警察配置の対象外となっている。

よって、過積載車両に監視の目が行

き届かず、一部の路面でダメージが

確認される等の影響が生じていた。また、対象道路区間には重量計も設置されてい

ないことから、過積載車両の取り締まりに向けた対策が必要と考えられる。 

 

 

 －対象区間の橋梁の老朽化 

カラロ－ワッド間のうち、本事業で改良が実施されなかった 51.2km 区間及び橋梁の

老朽化が始まっている。特に旧橋が使用されている箇所では、橋梁前後で道路幅が

狭くなっている。また、道路の表面も改良が行われた区間と比べると損傷が進んで

いることから、全体のスムーズな交通確保のために、同区間及び老朽化した橋梁の

改修を確実に進める必要がある25。この区間の改良については、運転手組合カラチ

支部への聞取り調査時にも強い要望が出された。 

 

表 12 現状調査（実走）による対象区間の現状 

 優良 良 普通 悪い 非常に悪い 

路面 

 ✔    

改良された道路の路面状況は非常に良い。一部に過積

載の影響による表面のダメージ有。 

路肩 

 ✔    

概ね良好。一部の丘陵地では雨の影響により路肩が一

部損傷を受けている。 

マーキング 

✔     

非常に良好。NHAは日常維持管理の一部として、マー

キングを実施している。 

排水システム 

  ✔   

一部の排水システムで十分に水が排水されておらず、

改善の余地あり。 

出所：現地調査補助員による現状調査 

                                            
25 NHAによれば、サイト視察実施後に複数の橋梁の架け替えが開始されており、また KM285－318区間

の 25km は定期メインテナンスの一環として修繕を行うことが計画されている。 

（写真）大量の農産物を運ぶトラック 
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なお、計画時に示された対象区間道路に必要な維持管理は以下の通りである26。 

1)日常的維持管理（毎年） 

アスファルト表層面のパッチング（穴埋め）、必要に応じた路盤の補修、路肩整形（法

面整形）、構造物の補修 

2)定期的維持管理（8 年毎） 

路盤保守、表層補修、構造物の補修 

  上記項目に加え、布団籠27の修復、交通標識の確認などが定期的に実施されていること

が NHA クズダール県事務所職員への聞取り調査で確認された。また、事業完了 8 年後に

必要とされる定期的維持管理は 2018/19 年度に実施されることが想定されているが、NHA

への聞取り調査によれば、維持管理計画は年単位で作成されるため、2018/19 年の計画は

未定との回答を得た。但し、NHA は 8 年後に維持管理が必要となる点は認識しているこ

とから、計画通り実施されることが期待される。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、維持管理状況に軽度な問題があり、本事業によっ

て発現した効果の持続性は中程度である。 

 

４. 結論及び提言・教訓 

４.１結論 

本事業は、パキスタンのバロチスタン州に位置する国道 25 号線のカラロ－ワッド間にお

いて、円滑かつ安全な交通の確保を図り、幹線道路としての機能の改善及び地域住民の生

活改善に寄与すことを目的とし、道路の改修工事を行った。本事業の目的は、経済成長に

資する分野としてインフラ整備の重要性を示してきたパキスタンの国家開発政策及び同国

の開発ニーズ、更には日本が掲げる援助政策と高い整合性を有している。なお、事業費、

事業期間ともに計画を上回ったことから効率性は中程度とされる。道路の改修後、急勾配・

急カーブといった危険な道路状況が改善され、計画されていた走行速度の加速、輸送・移

動時間の短縮、事故数の減少といった効果の目標値は概ね達成された。さらに、市場や病

院を含む社会サービスへのアクセス改善、商売の活性化等のインパクトが確認されたほか、

車両の維持管理コストの節約やカージャック（車の乗っ取り）件数の低下といった想定外

のインパクトも発現した。よって、有効性・インパクトは高い。対象区間の道路の運営・

維持管理に関しては、技術面・財務面に深刻な問題は生じていないものの、維持管理を担

当するクズダール県事務所の人員不足や過積載車両、さらに一部老朽化した橋梁や本事業

の改良の対象外となった区間におけるスムーズな走行に今後も改善の余地があることから、

                                            
26 JICA 提供資料より。 
27金網の内部に、自然石、砕石などを中詰して、河川・治山等の工事に使用する工法。 主に、緩やかな勾

配の法面に設置され、法面保護等の用途で採用される。 
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効果の持続性は中程度と判断される。 

以上より、本プロジェクト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 

・過積載車両への対策 

事後評価時において、対象区間では過積載車両が散見されている。過積載車両を放置

しておくことは、道路の表面へのダメージに繋がる。また、安全性の観点からも望まし

くない。2 車線の国道である対象区間は道路警察配置の対象外であり監視の目が届いて

いない状況となっているが、NHA は計測機械の設置や警察と連携した運転手への啓発

活動等、早急に過積載車両の対策に取り組む必要がある。 

・対象区間において本事業改修の対象とならなかった区間及び橋梁の改修 

本事業では、カラロ－ワッド間 96km のうち 44.8km に関して線形及び道路の改良を

行っており、残り 51.2km においては、路肩の整形やマーキングの敷設といった改修の

みが行われた。事後評価時点においてこの 51.2km の区間及び橋梁の老朽化が始まって

いることが現状調査時に確認されている。対象区間さらには国道 25 号線全体における

スムーズな交通の確保の維持に向けて、NHA は 51.2km の区間及び旧橋の整備を確実に

進めていく必要がある。 

・適切な維持管理を行うための維持管理職員数の確保 

本事業対象区間の維持管理を担う NHA クズダール県事務所には、事後評価時におい

て維持管理を担当する職員数が 5名、うち 2名が道路の維持管理を担う検査官である。

しかし、同事務所は、特殊な地形に位置する国道 451km の維持管理に対応しているこ

と、過積載車両の走行による道路への損傷の影響を考慮すると、同事務所の人員数を

増加することが望ましいといえる。 

 

４.２.２ JICA への提言 

なし。 

 

４.３ 教訓  

・政情が不安定な地域におけるリスクを踏まえた事業計画の策定  

  本事業では、治安の著しい悪化を受けて、地方警備隊配置による日本人（技術

者）の警備強化が図られた。この費用は計画時には明記されておらず、予算の措

置に時間を要し、警備に対する支払の遅延が生じたため、結果的に事業の遅延を

招くこととなった。このように、政情が不安定である地域においては、事業開始

後に治安が悪化するリスクを想定し、事業計画時にリスクが生じた際の対応策に
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ついては、誰が費用を負担するのか等も含めて検討しておく必要がある。  

・地域の特殊性に起因する問題への事前策の検討  

本事業では、実施段階において借用地の確保に時間を要し、さらに住民による

工事妨害も生じるなど、部族支配の影響が多く帰属意識の高いバロチスタン州の

特殊性に起因した事業遅延が生じた。同州では、土地借用に時間を要することや

住民の理解・協力を得る過程において、一定のリスクが生じることは想定が可能

であったと考えられる。今後、本事業のように特殊性を有する地域を対象とする

際には、事業の計画時に起こり得る課題やリスクを念頭に置いたうえで、事業計

画時に事業の立案者及び実施者が協議の上、事前の策を検討しておく必要がある。

例えば、土地の収用に関し、地元住民との協議に時間を要することが想定される

場合、事業開始前に必要な土地が借用済みであること、または収用済みであるこ

と義務づけ、正式な書類に記載することを通じるなどリスクに備えることが有効

である。  

以上  


