
応急復旧した20km以降を対
象に、車両が通常走行できるように簡易
舗装しました。その特徴は、排水機能な
ども十分に確保するというよりも、カンダ
ハルからカブールまで、車輌がまずは時
速50km～60km程度の通常の走行速度
で走れるようにしたことですね。
今回のセクター・プログラム無償の前

段として、2003年度に緊急無償が実施さ
れているわけですが、その時に調達され
た骨材プラント、アスファルトプラントなど
が大いに役立ちました。

工事を円滑に進めていくため
には機械も必要だし、骨材や石材などの
資材も確保していかなければならない。
そのため工事に先行して、緊急無償など
でアスファルトや砕石機、建設機械を先
行して供与することができました。またこ
れだけ工期をかけ、役務を調達して工事

今津
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問題も依然山積する
なか、現場で実際に
工事を推進した民間
関係者の苦労も多か
ったと思いますね。

K・K道路は
1964年頃に建設され
ており、以後40年の間、
ほとんどメンテナンス
されてこなかったこと
から、その損傷劣化の
状態は実にひどいも
のでした。路線の改
修状況を簡単に説明しておくと、まずカン
ダハル・ゲートから20km地点までの応急
的復旧が緊急開発調査の枠組みで行わ
れました。これはポットホールをふさぐな
ど、文字どおり応急的に補修したもので、
エンジニアリングの伴わない簡易な工事
です。しかし、こうした応急的な措置では
早くて数カ月、長くても1年のうちに元の
状態に戻ってしまいます。
その後、道路セクター・プログラム無償
による道路補修工事の実施が決まり、コ
ンサルタントは日本工営と建設企画コン
サルタントの共同企業体となり、JICSが行
った入札の結果、施工は大成建設、飛島
建設、大日本土木の共同企業体が選定
され、プロジェクト1の工事が昨年8月か
ら始動したわけです。
─プロジェクト1は、簡易舗装工事がメ

インだったわけですね。

桧垣

日本のODAを変える一歩に
─カブール・カンダハル間幹線道路改修

の第一プロジェクト分工事の完工式が昨

年12月に現地で開催されました。アフガ

ニスタンの復興支援において、幹線道路

の復旧は最重要課題に位置づけられて

いた。

カブール・カンダハル間幹線道
路（以下、K・K道路）は、アフガニスタン
の南北の物流を支える重要な道路であ
り、われわれJICSはカンダハルを起点と
する50km区間の簡易舗装工事につき、
同国政府の代理人として案件監理を担
当しました。
多くの部族で構成される国を“統一国

家”としてまとめ上げていくためには、や
はり物資や人の流れを活性化し、国民生
活を安定させていくことが必要であり、そ
の意味で幹線道路の整備が急がれたわ
けです。
─しかも、きわめて限られた期間で工事

を完了させる必要があった…。

日米首脳会談の結果もあり、と
りあえず応急整備を2003年12月までに完
了することが求められた。それを達成す
るためには通常の一般プロジェクト無償
ではなく、迅速な対応が可能なセクター・
プログラム無償により実施されることに
なったわけです。
タリバンは排除されたとはいえ、地方に
はいまだ軍閥が割拠し、治安や行政上の

今津

今津
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2002年1月、東京で開かれたアフガニスタン復興支援国際会議で日本は2

年半で約5億ドルの支援を行うことを表明。同支援は平和の定着構想として

「和平プロセス支援」、「治安支援」、「復旧・復興支援」の3つを柱としており、カ

ブール・カンダハル幹線道路改修は「復旧・復興支援」の一つとして実施。

アフガニスタン　カブール・カンダハル（KK）間幹線道路改修計画

舗装工事の概要

●第2プロジェクト

工事日程：2004年1月～10月

工事内容：本格アスファルト舗装工事

道路幅、路肩拡張

サイドおよびセンターライン引き

標識設置

耐久性：10年以上

●第1プロジェクト

工事日程：2003年8月～12月

工事内容：簡易舗装工事

耐久性：2～3年程度

道路セクター・プログラム無償により工事が進められていたアフガニスタンのカブール・カンダハル間幹線道

路改修の第1プロジェクトがさき頃完工、現地で完工式がとり行われた。これまで緊急性の高い復興支援などに

ついては国際機関を経由するケースが多かったが、今回は二国間協力の位置づけを強め、日本国際協力システ

ム（JICS）がコンサルタント、ゼネコンを選定し、工事の推進に当たるなどノン・プロ型援助では初めての試みと

して工事が進められた。いまだ不安定な治安状況のなか、民間関係者の苦労も多かったと聞く。今回のプロジェ

クトの意義、安全対策などを関係者が語り合った。

民生ベースによる戦後復興支援の雛形に
カブール・カンダハル幹線道路改修第1プロジェクトが完工

特 別 座 談 会
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ェックポストがあり、50km地点には軍のポ
ストがあった。このポストで警備に当たっ
ていた兵士が銃撃され、負傷するという
事件も起きている。これが米側工区に引
き続いて日本工区が攻撃対象になって
いるという印象を強めたのです。カブー
ルの日本大使館、JICA事務所の緊張感
も一気に高まった。
われわれは、工区の中間地点にベー

スキャンプを設営しており、当時、ベトナ
ム人やタイ人など外国のサブコン関係者
が宿泊していたことから、とりあえず彼ら
をカンダハルに引き揚げさせ、日本人に
対しては高山さんがご指摘されたように、
実質的な“禁足令”が出されました。これ
に対応してエンジニアとしてコントラクタ
ーに対して工事中断の指示を出しました
が、日本工区が攻撃対象ではないという
ことが明らかになったことから、3日後に
中断指示を解除しました。大使館の方か
らは依然、慎重に動くべしとの指示が出
され、その結果、工事は8日間の中断を
余儀なくされたわけです。
―工事中断の最終的なご判断は、桧垣

さんが下されたわけですね。

われわれは「セキュリティ・コス
ト」といったものを認めていただいてい
ます。私はプロジェクト1のプロジェクト・
マネージャーを務めさせていただいたわ
けですが、PMの仕事はほとんど非常事
態が生じた場合のクライシス・マネジメン
トや危機の回避、予防を含めたセキュリ
ティ・マネジメントであろうと思います。そ
のなかで得た情報などを分析し、工事の

桧垣

が多い。計画設計段階と施工時では、多
少ズレが生じることが多い。したがって、
現地の状況に合わせて施工できるという
ことは、工事する側にとってフレキシブル
な、やり易い方式といえるわけです。

無償ではまったく新しい方式
が今回は採用された。あくまでも“一般無
償の変形”という考え方で進めていれば、
おそらく工事は未だ終わっていなかった
でしょうね。

あるいは国際機関などに丸投
げして終わりになっていたかも知れない。
ただ、それでは民間も含めた日本の顔が
まったくみえないことになります。

治安問題と安全対策費
―一時悪化した治安状況と日本側の対

応を少しご説明いただけますか。

昨年11月、カンダハルに国連
の事務所があり、その前に爆弾が仕掛け
られた。幸い国連関係者にケガ人は出な
かったんですが、市内の数カ所でも爆発
事件があり、国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）などの職員が一時、カンダハ
ルからカブールに退避しました。われわ
れ工事関係者には日本大使館の方から
状況説明があり、市内から外には出ない
ようにとの勧告を受けました。

プロジェクト1の工事は、カンダ
ハルを起点として20km地点から50km地
点となったわけですが、通常、道路沿い
に州警察や軍のチェックポスト（検問所）
が置かれています。われわれの工区内に
は35km、41km、50km地点にそれぞれチ

桧垣
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を実施したのは初めてのことです。JICA
が実施した緊急開調も含め、多様なスキ
ームがうまく連携した点、ノンプロ型で工
事の実施を行った点などを考えると、今
回のアフガニスタンの経験は、日本の
ODAが変わる“大きな一歩”になったと
思いますね。
―工事契約はどのような方式ですか。

通常の一般無償の工事だと、
お金も契約も最初に決まっている。これ
に対して今回の場合は、精算方法も実際
の工事状況に応じて精算していくBOQ
（Bill of Quantity）方式が採られました。
支払いについては、前途金として20％を
いただき、後は毎月の出来高にもとづき
精算、支払っていただくという方式です。
これは国際コンサルティング・エンジニヤ
連合（FIDIC）の国際契約方式がベース
になっていると思います。
プロジェクト1では、30kmにわたる簡易
舗装工事を行ったわけですが、やはり現
地に入り施工のための詳細な測量を進
め、現地の状況に合わせ調整していくこ
とが必要になります。この点、BOQ精算
だと数量が変わっても吸収していける柔
軟性があり、緊急性が求められる事業に
ついては有効な契約方式だと思います。

無償資金協力では初めての仕
組みとなったわけですが、一般的な国際
契約の仕事としては、そうめずらしいこと
ではない…。

たとえば国際協力銀行（JBIC）
の円借款の仕事に似ていますね。道路
工事やトンネル工事は非常に不確定要素

高山
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高山

（株）建設企画コンサルタント 代表取締役社長
（日本工営・建設企画コンサルタント企業体 プロジェクトマネージャー）

桧垣陽一氏

（株）大成建設 プロジェクトマネージャー
（大成建設・飛鳥建設・大日本土木特定建設共同企業体　作業所長）

高山勉氏
（財）日本国際協力システム 専務理事

今津武氏
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一時中断を判断したわけです。また、事
件の背景をJICAあるいは国際機関のセ
キュリティ・コーディネイターらの意見をよ
く聞いて、高山さんと一緒に分析し、わ
れわれのプロジェクトを攻撃するもので
はないと判断した段階で、工事中断指示
を解除させてもらいました。

平和構築、復興支援は、言葉
としては非常にきれいですが、現場では
常に危険が伴う分野です。これまでは、
安全面については民間の責任において
しっかり対応して下さいというのが一般
的だったわけですが、今回はそれで済む
話ではない。日本国としてアフガニスタ
ンの復興にどう取り組んでいくかを考え
た時、一定の形で事業費のなかで安全
対策に対応していくべきだろうと判断した
わけです。
逆にいうと、安全対策費といったもの

を入札の対象にすると、民間企業の考え
方によって全然違ってくる。たとえば、社
員の安全を全然考えない企業は当然価
格が低くなり、何か起きた時、工事は即ス
トップに追い込まれ、われわれが求める
成果はとても望めない。そこで今回は入
札価格とは別に、建設会社にアメリカの
セキュリティ会社と契約を結んでいただ
きました。費用についてはJICSも参画し
てセキュリティ会社と交渉し、建設会社と
の契約に入れています。

建設コストの1割近いセキュリ
ティ･コストをコンサルタント側のリコメン
デーションに応じて認めていただいた。
外務省をはじめとする関係者の工事にか
ける決意といったものを感じました。

平和構築分野で日本はそう経
験を持っているわけではありません。今回
の幹線道路整備計画で、いわゆるモダリ
ティとしてさまざまなものを開発し、スキル
別にもいろいろ整備できたと考えていま
す。安全対策費というものをしっかり入れ
込んだのも今回が初めてのケースです。
―工事期間中、地域住民との円滑な関係

構築にも力を入れたと聞いていますが。

日本大使館、JICA、JICSも含高山

今津
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めて、地元の住民とは緊密にコミュニケ
ーションをとっていました。たとえば、工事
区間の沿道には21の村々があるわけで
すが、毎週水曜日に「長老会議」なるもの
が開かれ、われわれも必ず顔を出させて
いただいた。すると地元の物を使ってく
れとか、地元の人間をもっと雇用してくれ
とか、さまざまな要望が出るわけです。そ
れに対して対応できるところは極力対応
し、その見返りとしてわれわれの安全に
ついて配慮してもらうという関係を作り上
げていきました。治安が不安定な復興支
援の仕事では、地元の人からソッポを向
かれたら絶対にダメですね。不審者が入
ってきても、われわれには分からない。で
すから、セキュリティに関しては地元の
人々の協力が一番心強かったですね。
ひとつエピソードを紹介させていただ

きますと、昨年の12月13日、カンダハル
から15kmくらいのところに不審物がある
と、地元の人から通報があった。警察が
調べてみると爆発物だったんですね。地
雷処理チームが処理し、事なきを得たわ
けですが、われわれは長老会議で感謝状
を贈らせていただきました。

軍事によらない貢献に道開く

自分たちの身を守るだけでな
く、日本の援助というものを理解してもら
いながら、地域の人 と々友好な関係を作
っていくことは、その地域の安定にもつな
がっていく。それは日本にとっても大きな
“財産”になりますね。
さて、今回は応急手当として50kmの簡
易舗装を行ったわけですが、プロジェク
ト2として本格的なアスファルト舗装工事
が残っています。道路セクター・プログラ
ム無償という、いわばノン・プロジェクト
無償をきわめて明瞭に日本の顔を見せ
る形で行っていくわけですが、最後にこ
の方式に対する提言なり、今後への期待
なりをお聞かせいただけますか。

アフガニスタンにとどまらず、
たとえばイラクなど難しい地域に対して
も今回の経験は十分に生かされると考
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えています。当面はノン・プロ型や一般
無償、あるいは緊急開調など、現地の状
況に応じて組み合わせていくことが必要
でしょうが、新しい地平を切り開いてい
くという視点から、より多様なセクターに
対してセクター・プログラム無償を数多
く採用していただきたい。その過程で、
実践的に改善点が議論されていくので
はないでしょうか。
また、契約のなかに十全なセキュリテ
ィ・エレメントが入っていれば、現場の実
態調査を踏まえたうえで、われわれ民間
人は自らの危険負担であっても、積極的
にプロジェクト実施に進出する手がかり
になると思う。しっかりとしたセキュリティ
計画を持ち、かつビジネスライクにプロジ
ェクトに参画していける時代がくると考え
ています。JICSにはその“先導役”になっ
ていただきたいと考えています。

通常の一般無償とは別に、今
回の改修工事のように迅速性が求められ
るケースでは今後ともノン・プロジェクト無
償で対応していく機会が増えていくので
はないかと思います。工事を進める側に
とっては、比較的短期間に所定のものを
完成させる必要があることから、さまざま
な面で迅速な意思決定が欠かせません。
今回は非常にスピーディに対応していた
だき、われわれも随分助けられたんです
が、今後も同様の方式を有効に活用して
いけるのではないかと期待しています。

現在関心を集めているイラク
の復興支援についても、日本は軍事力を
もって貢献するというわけにはいきませ
ん。そういう意味において、今回の幹線
道路整備事業は、民生ベースでも復興支
援に貢献できるんだという、いわば一つ
のドアを開いたといえる。外務省もこの
点、大きく評価しています。ただ、その際、
リスクを他人に押しつけるのではなく、自
分たちの事業であるという意識を共有し、
政府も民間も一緒になり日本国として取
り組んでいく姿勢が大切だと思います。
JICSは、その中継ぎの仕事ができれば良
いと考えています。

今津
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