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スリランカ 

 

道路網改善事業 

 

外部評価者：アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー㈱ 西川圭輔 
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事業地域の位置図 拡張整備された道路（国道 AA005） 

 

1.1 事業の背景 

スリランカの運輸セクターは、1990 年代後半に国内総生産の約 10%に貢献する経

済・社会基盤として重要な役割を果たしていた。また、同国は総延長約 2 万キロに及

ぶ道路ネットワークを有し、国土面積に対する道路密度も南アジア地域の中で比較的

高い数字を誇っていた。 

その一方で、ほとんどの道路が 1948 年の独立以前に建設されており、道路線形が悪

く円滑な交通が阻害される状態に至っていた。また、路肩が未舗装である道路や、車

線幅員も現在の設計基準を満たしていない箇所が多いため、低速車両や歩行者によっ

て高速車両の走行が阻害されていた。さらに、当時の交通量は道路設計時の想定量を

はるかに上回る状態であった。そのような状況にありながら、スリランカの限られた

国家予算では道路の維持・補修に対する投資額は十分ではなく、急速に増加する交通

量によってさらに路面の健全度が悪化するという悪循環に陥っていた。結果として物

流の時間・コストの増加等を招き、ユーザーコストの増大や農業・製造業の発展を阻

害する要因ともなっていた。 

したがって、老朽化した主要道路網の改良・補修を実施する本事業は、スリランカ

の経済活動を活発化させる上で極めて重要であると位置づけられ、実施に至ったもの

である。 

なお、本事業は、アジア開発銀行（ADB）が調査を行った 17 の整備計画路線のう

ち 2 路線の整備を行った協調融資事業である。 
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1.2 事業概要 

スリランカ中部地域において、老朽化した道路網の改良・補修を行うことにより、

道路の車両走行性の向上を図り、もってスリランカの経済活動の活発化に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 3,078 百万円 ／ 3,075 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1999 年 7 月 ／ 1999 年 8 月  

借款契約条件 金利 1.8％、返済 30 年（うち据置 10 年） 

（コンサルタント部分は金利 0.75％、返済 40 年（う

ち据え置き 10 年）） 

一般アンタイド 

（コンサルタント部分は二国間タイド） 

借入人／実施機関 スリランカ民主社会主義共和国／道路開発庁 

貸付完了 2007 年 7 月 

本体契約 China Harbour Engineering Company 

 (中華人民共和国) 

コンサルタント契約 パシフィックコンサルタンツ・インターナショナル  

関連調査 ADB によるフィージビリティ・スタディ（1997 年） 

 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 西川圭輔 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社 

 

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：2009 年 12 月～2010 年 11 月 

 現地調査：2010 年 3 月 3 日～ 3 月 16 日、2010 年 6 月 2 日～6 月 10 日 

 

 

3．評価結果（レーティング：B） 

3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 審査当時、スリランカでは運輸セクター戦略調査（Transport Sector Strategy Study）

に基づいて策定された国家道路政策（National Road Policy）が道路政策として掲げ

られ、同国の経済開発における道路網の重要性が打ち出されていた。道路網整備の

目的として、特に 
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・経済開発活動の促進 

・安全性を兼ね備えた移動時間短縮の実現 

・現在および将来の国内の旅客および貨物交通量に対する十分な対応  

・道路設計、建設、維持管理における、効果的かつ革新的な技法の採用  

が定義されていた。また、5 ヶ年開発計画（1997～2001 年）でも交通セクターに割

り当てられた投資額の約半分が道路整備のために確保されるなど、道路セクターに

は重点が置かれていた。 

現在の開発政策である「マヒンダ・チンタナ 10 ヶ年計画」（2006-2016）において

は、地域バランスのとれた経済成長維持のため、全国民への交通アクセスの提供と

ともに、旅客・貨物の輸送に資する高品質の道路網を整備する必要性が掲げられて

いる。また、2007 年に策定された『国道マスタープラン（2007～2017 年）』におい

ても、今後の経済開発に向けて、全土の経済成長拠点を結ぶ道路網を開発すること

が重要であるとの認識の下、国道の拡幅が重点項目のひとつとして挙げられている。

予算面でも近年の道路セクターの重要性に対する認識を反映し、2003 年から 2008

年にかけて年間 36%の割合で道路セクターへの予算配分額が増加している。  

したがって、審査時以降の開発計画において経済社会の開発のための道路整備が

重要であることが一貫して打ち出されており、その重要性を下支えすべく道路整備

予算も着実に割り当てられている。また、施策面でも基幹国道の拡充は事業実施前

から一貫して重視されてきた目標であり、本事業は国道マスタープランに掲げられ

ている拠点間道路網整備、国道の拡幅に合致するものでもあるといえる。  

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

  スリランカでは、独立以降も長年にわたり道路の維持・補修が不十分であり、円

滑な交通が阻害されていた。また、1980 年代より道路整備への投資が減尐した結果、

道路は老朽化し、改修が必要とされる状態の道路は全体の半分以上に達していた。

特に、地方都市間を結ぶ基幹道路の多くについては、経済発展に伴い交通量が増加

していたにも関わらず、それに対応する投資が行われていなかったことから、交通

容量を大きく超えていた。また、過積載車両の通行による路面の損傷や、道路方向

への商店等の拡大による有効道路幅の減尐も交通容量の減尐の要因となっていたほ

か、様々な形態の交通モード（低速車両、高速車両）が狭い道路にひしめき合うこ

とにより全体的な移動速度が著しく低下する事態が生じるなど、経済発展や安全性

等の観点から問題を抱えていた。 

  現在でも道路交通は国全体の 90％以上を占める交通モードとして国家開発に非

常に重要であるほか、登録車両数も 2001 年の 178 万台から 2008 年には 339 万台に

伸びているように、増加を続ける交通量への対処の観点から、道路網を整備・維持

管理していく重要性は引き続き高い。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 審査当時の日本の援助政策は、基本認識として道路セクターをスリランカの交通

需要全体の約 9 割を担う重要な交通モードであると捉えており、「道路整備にあたっ
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ては、都市内の交通混雑の緩和、都市間の物流体系の整備にも十分に配慮しつつプ

ライオリティの高い案件を支援する方針」を掲げていた。そのため、本事業は、都

市間の物流体系の整備にも配慮しながら道路整備を支援していくという当時の援助

方針に合致しているといえる。 

 また、本事業は ADB が実施したフィージビリティ調査を基に計画された大型の

事業であり、その一部を協調融資事業として実施したことは、この援助政策と合致

しており、大きな意義が認められる。 

 

以上より、本事業の実施はスリランカの開発政策、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：b） 

3.2.1 アウトプット 

 本事業は、ADB との協調融資の下に国道 Class A および B のうち 17 路線の改良・

補修およびコンサルティング・サービスを行ったプロジェクトである。そのうち

JICA では、国道 AA005 と国道 AB013 の土木工事およびこれに係るコンサルティン

グ・サービス（施工監理、入札補助等）を担当した。最終的なアウトプットと審査

時の当初計画とを比較すると表１の通りであった。 

 

表 1 アウトプットの計画・実績比較（JICA 融資分） 

項 目 計 画 実 績 

土木工事 a. 国道 Class A および B の線形改良（道路

開発庁（Road Development Authority: RDA）

道路設計基準の確保）および舗装強化[オプ

ション 1 工事（車道 7.4m、路肩 1.8m の舗

装確保）]  

－国道 AA005 約 20 km（ガンポラ～プセ

ラワ間） 

－国道 AB013 約 20 km（ガンポラ～ナワ

ラピティヤ間） 

a.b.c.は全て実施した上で、以下の項目を設

計レビューにて追加した。 

・当初は拡幅が予定されていなかったオプ

ション 2 工事区間の 10 橋を、2 車線基準に

拡幅 

・路面・路肩舗装素材の変更（シールコー

トやアーマーコートからアスファルトへ

のアップグレード） 

・長さ 200m の岩盤部分を貫通させ、コン

クリート舗装の 2 車線トンネル建設（長さ

220m、幅員 6.0-7.2ｍ、高さ 4.2ｍ） 

・将来の改良に備え、最尐幅員 0.5ｍの共

同溝用敷地（utility corridor）と共同溝の敷

設 

・過積載車両の運行を防止するためガンポ

ラに計量橋（Weighbridge）設置 

・道路脇（片側）への排水溝の設置 

b. 国道 Class A および B の舗装強化[オプ

ション 2 工事（車道 6.0m、路肩 1.2m の舗

装確保）] 

―国道 AA005 約 40 km（プセラワ～ヌワ

ラエリヤ間） 

c. 橋梁の補修／拡幅 

―国道 AA005 2 橋 

―国道 AB013 3 橋 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ

ｸﾞｻｰﾋﾞｽ 

a. 入札補助 

b. 工事施工監理 

c. 維持管理指導業務 

d. 環境配慮 

工事中の環境防護工の立案 

施工中の環境モニタリング 

合計 544 人月 

a. 入札補助（書類作成を含む）、施工業者

事前資格審査 

b. 設計レビュー 

c. 工事施工監理 

d. 維持管理マニュアル作成 

e. 環境保護工事の立案、監理 

合計 772 人月 
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図 1 道路断面図 

 

本事業の対象道路区間は当初 ADB により設計されていたが、借款契約調印後に

道路開発庁（Road Development Authority: RDA）と JICA との間で設計レビューを行

い、改良項目を決定（追加）させたものである。その結果、対象全区間において側

溝及び可能な限り幅広の配線配管溝を設置することとなった。実走を踏まえて調査

した結果、橋梁の拡幅やトンネルの建設は円滑な車両走行に非常に有益であったと

思われた。 

工事中は道路の安全対策のために擁壁や法面保護などを実施し、排水溝に U 字溝

を採用するなど、安全性と耐久性の向上を図った。しかし、工期中の豪雤の影響に

より法面の崩落が起こることもあり、2006 年 11 月には国道 AA005 沿いのパラデカ

（Paradeka）にて大規模な地滑りが発生し、見物に来た市民 6 名が巻き込まれて死

亡するという事故となった。なお、現在遺族と RDA の間の補償等について裁判が

続けられている。 

コンサルティング・サービスについては、ADB が実施した詳細設計においては、

事業予算に制約があることを背景に十分な橋梁幅が確保されなかったため、RDA は

借款契約調印後に設計レビューを追加実施した。また、施工業者の事前資格審査の

業務補助及び工事中の住民対応など、当初の計画よりも業務量が増加した。その結

果、総人月が 42%増加することとなったが、人件費は 13%の増加に収まった。 
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図 2 本事業対象地域・道路 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

 本事業の期間は、計画では 1999 年 8 月～2005 年 3 月（68 カ月間）であったが、

実際には 1999 年 8 月～2007 年 3 月（92 カ月間）と計画比 135％となり、全体と

しての実施期間は計画を上回った。遅延の主な理由は、（1）土地取得の難航、（2）

事前資格審査の情報確認の長期化、（3）住民の採石場や道路脇の爆破に対する反

対運動、（4）例年にはなかった悪天候であった。しかし、設計レビューによる改

良項目の追加という要因もあるため、実質的な遅延はより尐なかったといえる。  

 

3.2.2.2 事業費 

 事業費は、計画の 4,009 百万円（うち円借款部分 3,078 百万円）に対し、実際

には 4,843 百万円（うち円借款部分 3,075 百万円）で計画比 121%（円借款部分は

同 99.9％）となり、計画を若干上回った。ただ、主な要因は設計レビューによる

事業範囲の拡大であり、超過分は RDA と JICA との合意の下、スリランカ政府が

全額を負担しており、設計変更内容を考慮すると妥当な増加であったと思われる。 

 

以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画を上回ったため、効率性は中程

度である。 
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3.3 有効性（レーティング：a） 

3.3.1 定量的効果 

 3.3.1.1 運用・効果指標 

（1）日平均交通量1
 

本事業対象区間における日平均交通量は表 2 の通り推移した。交通量データは

必ずしも十分に収集されているとはいえないものの、事業実施前に比べて概ね増

加しており、道路整備が沿線の人や物の流れの活発化に寄与していることがうか

がわれる。特に主要幹線道路である国道 AA005 では、車両数が大幅に増加してい

る。 

 

表 2 日平均交通量の推移 

（単位：台数） 

地 点 1995 年 2003 年 
2007 年 

（事業完成年） 
2009 年 

国道 AA005（始点：ガンポラ） 

14km 地点 

28km 地点 

1,620 

 

2,431 

1,656 

3,239 

2,495 

 

3,357 

国道 AB013（始点：ガンポラ） 

3km 地点 

11km 地点 

 5,055 6,807 

2,920 

5,877 

 

出所：RDA 提供資料 

 

（2）平均走行速度の向上・所要時間の短縮 

RDA は平均走行速度や所要時間に関するデータを収集していないため、事後評

価においては受益者調査2を通じてこれらの改善度合いを把握した。 

車両の平均走行速度は、事業実施前と事業完成後で大きく変化しており、国道

AA005 では時速 21.1km から同 36.6km へ、国道 AB013 では時速 18.4km から同

32.3km へと、それぞれ 73%、76%向上した。また、事業完成後に車両の流れが円

滑になっていると感じている住民も回答者の 76%に達していることが明らかとな

っており、車両走行性の向上が示された結果であるといえる。 

平均走行速度の向上に伴い、各地間の所要時間も大幅に短縮しており、国道

AA005 では 61%、国道 AB013 では 57%という大幅な時間短縮効果がうかがわれ

た。受益者調査でも、各地間のアクセスについて「かなり向上した」「やや向上し

た」という回答が全体の 94%を占め、時間短縮効果が実感されていることが表れ

た結果となった。 

                                                   
1 調査期間 7 日間（168 時間）における平均交通量 
2 本事業の受益者調査は、事業対象区間の沿線住民や商店経営者、バス運転手など合計 122 名（国

道 AA005 で 62 名、国道 AB013 で 60 名）に対する聞き取り調査により実施した。 



 3-8 

 
 

写真 1：本事業にて建設された国内唯一の 

国道トンネル 

写真 2：改良された道路線形（国道 AA005） 

 

 3.3.1.2 内部収益率の分析結果 

 経済的内部収益率（EIRR） 

 本事業の審査時には、プロジェクト全

体の調整を行っていた ADB による算出

データを EIRR 計画値として想定してい

たが、RDA では 2006 年以降 HDM4 とい

う道路事業の効果測定に用いる世界銀行

開発のソフトウェアを利用しており、実

績値は HDM4 に基づいて算出した。 

 HDM4 による算出値はより多くのデータに基づいているため、計画値との単純

比較には注意を要するが、その結果国道 AA005 では実績値が計画値を下回り、国

道 AB013 では大幅に上回った。国道 AA005 の EIRR が計画時よりも低くなった主

な理由は、設計変更に伴い建設費用が当初の予定を上回ったことにある。一方で、

国道 AB013 の EIRR が大幅に高くなったのは、走行性が大幅に改善したほか、沿

線の経済活動を含め道路の利用が当初の予測を大きく上回っていることによるも

のであった。 

    

3.3.2 定性的効果 

本事業の審査時には、定性的効果として以下の項目が挙げられていた。 

 

（1）運送コストの低減による効率的な物流の実現  

（2）道路構造寿命の延長 

 

以下に、事後評価時に行った受益者調査や状況調査等の結果をふまえ、審査時に

想定されたこれらの効果がどの程度発現したかを確認した。 

 

（1）運送コストの低減による効率的な物流の実現 

表 3 本事業の EIRR 

（単位：%） 

 計画値 実績値 

国道 AA005 21.4 16.6 

国道 AB013 19.2 42.9 

注：費用は事業費、維持管理費用を想定 

便益は時間・走行便益、輸送コスト削減
を想定 

出所：事前審査資料、RDA 提供資料 
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 受益者調査によると、車両維持費が大幅に減尐したという回答が 57%、尐し減尐

したという回答が 34%であり、合わせて 9 割以上の回答者が車両維持費は減尐した

と回答している。車両維持費の減尐がどの程度運送コストの低減及び効率的な物流

に寄与したかの因果関係は定量的にはつかめなかったが、道路の走行性向上による

物流の効率化は沿線の業者や住民への聞き取りからも明らかであり、移動時間の短

縮及び維持費の減尐による物流の活性化は容易に想像される。なお、ADB の調査に

よると、車両走行費用はプロジェクト全体で 25%～35%減尐したという結果が報告

されている。 

 

（2）道路構造寿命の延長 

本事業にて整備した道路は、供用開始後 15 年間は通常の日常的な維持管理のみで

十分な強度のある構造となっている。また、スリランカの道路は車道のみが舗装さ

れ、路肩部分が未舗装である場合が多い中、車道のみならず路肩まで強固な舗装の

対象とした最初の事業であった。 

なお、道路路面の平坦性を評価するための世界共通指標である国際ラフネス指数

（International Roughness Index: IRI、数値が小さいほど平坦であることを示す）も以

下の通り 10 前後から 3 前後へと大幅に改善している。 

 

表 4 国際ラフネス指数の変化 

国道 区 間 
国際ラフネス指数 

事業実施前 事業実施後 

AA005 ガンポラ～パラデカ間 8.93 2.79 

パラデカ～プセラワ間 10.16 3.82 

プセラワ～ランボダ間 9.13 3.00 

ランボダ～ヌワラエリヤ間  9.54 3.24 

AB013 ガンポラ～ウラパネ間 10.18 2.38 

ウラパネ～ナワラピティヤ間 10.33 2.34 

出所：RDA 提供資料 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。  

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

本事業により道路が改良されることにより経済活動が活発化することがインパ

クトとして審査時に想定されていた。 

事後評価では、地域別のマクロデータは入手が非常に困難であったため、主に

受益者調査において事業収入の増加や経済活動の変化に関する住民の認識を把握

することを通じてインパクトの発現状況を検証した。 
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表 5 本事業後の沿線の事業者収入 

プロジェクト後、事業
者の事業収入は増加し
たと思いますか？ 

かなり増
加した 

やや増
加した 

変化
なし 

減尐
した 

かなり減
尐した 

その他／
無回答 

53% 21% 7% 3% 0% 15％ 

注：事業者には実際の収入の伸びを質問し、住民には事業者の収入の増減についての意見を質

問した結果を取りまとめている。 

 

表 6 本事業後の地域社会・経済の変化 

道路の改善後、地域社会や経済に変化
があったと実感したことや、変化があ
ったと思ったことはありますか？ 

はい いいえ 

89％ 11％ 

 

 

雇用創出 地価の上昇 商業活動の活発化 

3％ 58％ 41％ 

 

事業者の事業収入の増加について

は、回答者のほぼ 4 分の 3 が「かな

り増加した」「やや増加した」と回答

しており、道路改善後に経済活動が

活発化したとする意見が多く聞かれ

た。実際に地域社会経済の変化の有

無についても、変化を実感した住民

が全体の 9 割近くに上っており、実

地調査でも道路整備後に新たに商店

をオープンした例や、多くの商業施

設が新規に開業した例などが見られ

た。また、具体的な数値は存在しな

かったが、国道 AA005 は国内の有名

な観光地であるヌワラエリヤ（Nuwara Eliya） 

へつながる道路であり、この改善により同地への観光客数が増加しているとのコ

メントが実施機関及び現地警察より得られた。以上より、沿線住民は概ね経済活

動が以前と比べて活発化したと感じており、本事業は地域の発展にも一定の貢献

をしているといえる。 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

（1）自然環境へのインパクト 

事業計画当時、環境庁（Central Environmental Authority: CEA）より、本事業は

既存道路の改善を行うものであるため初期環境評価（ Initial Environmental 

Evaluation: IEE）の実施は必要ないとされたが、以下の点に留意することが求めら

れていた。 

・ 道路の表面水の効率的な排水 

主な具体的変化 

写真 3：事業後に新たに設置されたバ

ス停と商業施設（国道 AB013 沿い） 
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・ 掘削土の適正保存及び廃棄 

・ 廃棄物・土砂の適正運搬 

・ 建設地境界における騒音レベルの抑制 

・ 移転住民等への的確な補償 

これらの指摘を受け、RDA は事業実施に当たり廃棄物や土砂の処理場の確保を

概ね行い、各地の小川の沈泥などを回避したとのことであり、実地調査において

も、道路建設自体による環境影響が疑われるような事態は見受けられなかった。

採石場の騒音レベルに対しては、事業実施中に周辺住民からの苦情が寄せられた

ため、午前 6 時から午後 6 時のみの操業とした。また、採石場に隣接する 32 世帯

に対しては 2 年間他の場所の賃貸物件に住むための賃料（3,000 ルピー／月）を

補償した。旧採石場周辺の住民への聞き取り調査によると、補償交渉がまとまっ

た後は大きな不満が出されることはなく、採石作業に協力する住民もいたとのこ

とであった。 

 

（2）住民移転・用地取得 

用地取得は事業全体で計画時には 20 ヘクタールが想定されていたが、結果的に

は 12.25 ヘクタールであった。また、移転が見込まれた世帯数も 77 世帯であった

が、実際は国道 AA005 沿いで 17 世帯、国道 AB013 沿いで 16 世帯の計 33 世帯に

留まった。これは特に国道 AA005 沿いのプセラワ（Pussellawa）において、小売

店が移転することなく同一箇所で営業を継続していることが大きな要因である。

また、取得用地の面積が当初計画を下回った主な理由は、道路沿いの拡張予定地

が、当初は民間所有のものと見込まれていたが実際は道路用の保留地であったこ

とが判明したことによる。 

RDA は本事業の実施のために、土地や家屋または雇用の喪失、期限内に移転し

た住民へのインセンティブ提供など、移転住民に対する高い補償基準を定めてい

た3。実地調査時の聞き取りでは、一部により多くの補償額を望んだ者もいたが、

大部分の住民にとって概ね満足のいくものであったことがうかがわれた。道路拡

幅に伴う用地取得により、小売店などの経営者は道路沿いの土地の一部を失い、

その結果店舗面積は若干狭まったものの、補償金で店舗を改装して同じ場所で営

業を継続している者が多く、聞き取り調査でも特段の大きな不満は聞かれなかっ

た。 

 

（3）その他正負のインパクト 

道路改善によるその他の大きなインパクトとして、道路の拡幅、線形改良及び

スムーズな路面の実現により、快適性という点で特に住民の評価が高いことがう

かがわれた。受益者調査によると、バスなどの輸送サービスが向上し乗り心地も

快適になったとする回答者がそれぞれ全体の 97%に達した。また、63%が道路の

安全性が概ね向上したと感じている。その結果、回答者の 96%が現在の道路の状

                                                   
3 その後、RDA はあらゆる事業に適用できる補償水準を定めた文書「Ex-Gratia Package for the People 

Affected by Highway Projects」を取りまとめている。 
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態に満足していることが明らかとなった。調査では、道路線形の改良により車両

速度が増したため、一部の住民は若干の危険を感じていることや、側溝が雤期に

機能せず豪雤時に路面に水があふれ出てくることもあるなどの問題点が住民によ

り挙げられたが、それ以外は住民の生活に大きな正のインパクトを与えていると

いえる。 

 

以上より、本事業は社会環境問題に適切に対処しつつ進められており、当初の

想定通り経済活動の活発化を誘発するとともに、快適性が格段に向上したことに

より住民にとって満足感の高い道路として機能しているといえる。 

 

3.5 持続性（レーティング：b） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

事業完成後の国道の維持管理は、RDAの維持管理・建設部（Maintenance Management 

& Construction: MM&C）が担当している。実際には各州の RDA 事務所が地方部の維

持管理業務を MM&C の指示の下で担っており、本事業はキャンディ（Kandy）及び

ヌワラエリヤの RDA 事務所が該当する。 

 

総裁

理事会

高速・道路開発省

次官

資産開発部門 企画・計画部門

計画部
財務・訓練など

6 部署

8プロジェクト

オフィス

工務部

2プロジェクト

オフィス

研究開発など4部署 内部監査部維持管理・

建設部

プロジェクト部門

財産管理部

資産維持部門

 

出所：RDA 提供資料 

図 3 RDA 組織図（簡略版） 

 

各地方事務所で維持管理に関与している職員の数はキャンディ地域で 111 名、ヌ

ワラエリヤ地域で 82 名であるが、RDA は担当する地域の広さに対して人数が不足し

ていると感じている。 
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表 7 維持管理担当者数（2009 年） 

                     （単位：人） 

 キャンディ地域 ヌワラエリヤ地域 

上級技術職員 1 1 

技術職員 
4（担当官 2、 

補助員 2） 

4（担当官 2、 

補助員 2） 

監督者 3 2 

労働者 103 75 

合計 111 82 

出所：RDA 各事務所への聞き取り結果より作成 

 

RDA は、組織としては維持管理体制が確立されている一方で、予算不足を主な理

由に増員が困難とのことであった。特に現場レベルでの労働者の人数の不足により、

多くの維持管理作業が必要とされる雤期に問題が生じやすくなっている。  

各地域では、さらに県レベルで維持管理のグループを分けており、実際に本事業

区間の維持管理従事者数は表 7 の人数よりも尐ない。また、本事業対象区間は完成

後の期間が短く道路状況も良好であるため、他の路線の維持管理により多くの人員

を投入しているとのことであった。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

RDA によると、維持管理の技術力は十分であり、大きな問題はないとのことであ

った。実際の維持管理は RDA の地方事務所職員によって行われており、道路の良好

な状況から判断しても、技術的な問題はうかがわれなかった。 

RDA ではコロンボにある研修所にて職員への研修を行っている。その中には道路

維持に関するコースも設けられている。技術職員に対しては数日間の研修を年 3 回、

熟練労働者の一部には年 1 回などの頻度で研修・訓練が実施されており、日常的な

維持管理作業における技術の向上を図っている。また、援助国・国際機関による研

修プログラムや、大学や研究所等の外部機関によるワークショップ等にも数多く参

加している。 

ただ、研修・訓練機会には概ね恵まれていると思われるが、習得した知識や技術

等を現場で応用するための機材が不足していることもあり、知識・技術は必ずしも

発揮されていない面もあると感じられた。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

RDA の維持管理予算は増減を繰り返しながらも平均的に増加してきており、同期

間のインフレ率を上回る予算配分がなされている。しかし、道路の建設事業や大規

模な改修事業が数多く行われている一方で、実際の人的資源や資金の投入は維持管

理需要に対して不十分な状態が続いている。これは国レベルのみならず、事業実施

地域（キャンディ・ヌワラエリヤ）においても同様である。 

道路の維持管理が不足していることは長年の問題として指摘されてきた。これに

対処するため、スリランカでは十分な道路維持管理予算を確保することを目的とし
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た「道路維持信託基金(Road Maintenance Trust Fund: RMTF)」が 2005 年 12 月に設立

された。この基金には、ガソリン 1 リッター当たり 1 ルピー、ディーゼル 1 リッタ

ー当たり 0.5 ルピーを徴収し財源に充てることとなっており、毎年約 15 億ルピーの

税金が財源に組み入れられている。その結果、2006 年以降の予算が大幅に増加して

おり、全額ではないにせよ、今後も毎年ある程度の財源を継続的に確保することが

見込まれる。しかし、事後評価時点では RDA は基金の財源を直接的に利用する権限

を与えられておらず、依然として財務省の管理下に置かれている。現在 RDA と財務

省の間で運用方法について協議中とのことであるが、現時点では基金に組み入れら

れている額を含めて財務省から一般予算として配賦されている。  

 

 

出所：RDA 提供資料 

図 4 RDA の道路維持管理予算の推移 

 

表 8 RDA キャンディ・ヌワラエリヤ事務所の維持管理向け予算 

（単位：百万ルピー） 

 キャンディ ヌワラエリヤ 

2008 年 166.8 40.8 

2009 年 427.1 104.7 

注：日常・定期点検等の主な項目の合計額 

出所：RDA 各事務所提供資料 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業にて整備した道路は概ね良好な状態に保たれていた。また、スリランカの

国道で唯一のトンネルであるランボダ・トンネルでも毎週 RDA の技術職員が点検

を行っており、良好に維持されていた。維持管理予算が不足している状況下、本事

業では路面、路肩ともに強度の高い構造の道路整備を行っており、この点は高く評

価できる。ただ、道路方向への商店の不法な拡大により路肩等が塞がれていたり、
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水道管敷設後の再舗装が不十分であったりする箇所が散見されたため、寿命を短縮

させないための措置を十分に講じていく必要があると思われる。また、上述した財

務面での問題以外に、主に以下の点で今後の維持管理に懸念が感じられた。 

 

（1）路肩の清掃 

維持管理に従事する労働者の数が不十分である RDA が全ての作業を担うこと

は現実的ではないと思われた。そのため、住民による自発的な清掃活動も欠かせ

ないが、居住区域に隣接する道路の中には清掃が行き届いていない区間も一部に

うかがわれた。その一方で住民により自発的に道路脇が清潔に保たれている地域

もあり、清掃に対する意識や、家屋や商店からの距離等がその差に影響している

と感じられた。 

 

（2）路面の沈下 

実地調査の際に、国道 AB013 で路面の一部が崖に向かって沈下しつつある箇所

が見られた。本事業の対象区間は山岳地帯であり、豪雤も頻繁に発生するなど、

道路の整備・維持管理に係る条件は厳しい。路面の沈下は設計による問題ではな

く、予期せず発生したものであるとのことであったが、将来的に沈下が進んだ場

合には大規模な道路工事が必要になることが予想される。 

 

（3）保守点検機材の不足 

予算不足とも大きく関連するが、大型機材を中心に機材が不足しているため、

必要なものを必要な時期に常に供給できる体制にはないとのことであった。特に

規模の大きな維持管理作業を行う際に困難が生じることが懸念される。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制や財務状況の一部に問題があり、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．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業は、スリランカで重要な社会経済インフラとして位置づけられてきた幹線道

路の整備を行ったものであり、同国の開発政策やニーズと高い整合性を有している。

事業実施に当たっては、事業期間が計画を上回ったため効率性は中程度であり、今後

の持続性については維持管理に関する人員や予算に若干の懸念が見られる。しかし、

道路整備による対象地域の交通の円滑化ひいては経済活動の活発化を実現しており、

沿線住民の評価も高く、事業目標をほぼ達成している。以上より、本事業の評価は(B)

高いといえる。  
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4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

（1）維持管理予算の確保 

適切な維持管理は道路の新規整備・改修とともに重要な項目であり、整備すれば

するほど維持管理の需要も増大することから、そのための予算を確保し効率的に維

持管理作業を実施することが非常に重要である。RMTF はその重要な一歩であるた

め、維持管理効果を最大限に高められるよう、RDA が柔軟に基金からの支出方法を

検討できるような体制を徐々に実現していくことが望ましい。 

 

（2）住民による路肩管理 

住民の道路に対するオーナーシップや美意識の問題とも関連するが、RDA の労働

者や自治体のみでは全区間を常にゴミのない最適な状態に保つことは雤期を中心に

現状困難である。そのため、RDA が住民の清掃活動に対して予算措置を講じるかど

うかを含め、住民による清掃活動や簡単な維持管理活動を継続的に行う方法を検討

することも一案として考えられる。なお、現在道路の維持管理方策の一つとして、

ADB を中心に、成果ベースの維持管理プログラム4の導入に向けたパイロット事業

が始められるところであり、限られた予算を有効に活用して維持管理を実施する可

能性が模索されている。そのため、その有効性を測りながら、最適な国道維持管理

が行われるような組み合わせを検討していくことが望ましい。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

 本事業の施工監理及び施工自体は、数々の小さな問題を抱えながらもコンサルタ

ントや施工業者により概ね問題なく円滑に行われた。しかし、事業効果の持続性、

すなわち適切な維持管理は RDA の今後の取り組みに大きく依拠するものである。道

路を良好な状態に保ち続けるには新規整備と同時に適切な維持管理が非常に重要な

要素となるため、その充実に向けて具体的な維持管理面での支援を展開している

ADB などの他ドナーと、予算のあり方や維持管理体制強化などに関して継続的に連

携していくことが必要であると思われる。 

 

4.3 教訓 

本事業では、資格審査の段階で事業実施に関心表明を示した海外業者の提出書類の

精査に 1 年という長い時間を要したことが、その後の工事が概ね滞りなく実施された

にもかかわらず全体的に事業が遅れた大きな要因となった。そのため、道路などのイ

ンフラプロジェクトでは、資格審査のための入札スケジュールを可能な限り守ること

が、事業効果の早期発現につながると考えられる。 

 

                                                   
4 一定区間の道路の維持管理を一定額の下に委託する方式であり、維持管理作業の効率化や民間雇

用の促進につながることが期待されている。 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  土木工事 

a. 国道 Class A および Bの線形改良

および舗装強化 [オプション 1 工

事（車道 7.4m、路肩 1.8m の舗装確

保）]  

－国道 AA005 約 20 km（ガンポラ

～プセラワ間） 

－国道 AB013 約 20 km（ガンポラ

～ナワラピティヤ間） 

土木工事 

計画時の工事内容は全て実施した

上で、以下の項目を設計レビューに

て追加した。 

・当初は拡幅が予定されていなかっ
たオプション 2工事区間の 10橋を、
2 車線基準に拡幅 

・路面・路肩舗装素材の変更（シー
ルコートやアーマーコートからア
スファルトへのアップグレード） 

・コンクリート舗装の 2 車線トンネ
ル建設（長さ 220m、幅員 6.0-7.2ｍ、
高さ 4.2ｍ） 

・最尐幅員 0.5ｍ共同溝の敷設 

・過積載車両の運行防止のためガン

ポラに計量橋（Weighbridge）設置 

・道路脇（片側）への排水溝の設置 

b. 国道 Class A および B の舗装強

化[オプション 2 工事（車道 6.0m、

路肩 1.2m の舗装確保）] 

―国道 AA005 約 40 km（プセラワ

～ヌワラエリヤ間） 

c. 橋梁の補修／拡幅 

―国道 AA005 2 橋 

―国道 AB013 3 橋 

コンサルティング・サービス 

a. 入札補助業務 

b. 工事施工監理 

c. 維持管理指導業務 

d. 環境配慮 

工事中の環境防護工の立案 

施工中の環境モニタリング 

合計 544 人月 

コンサルティング・サービス 

a. 入札業務補助、施工業者事前資

格審査 

b. 設計レビュー 

c. 工事施工監理 

d. 維持管理マニュアル作成 

e. 環境保護工事の立案、監理 

合計 772 人月 

②期間  

 

1999年8月～2005年3月  

（68ヶ月）  

1999年8月～2007年3月  

（92ヶ月）  

③事業費  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

1,508百万円  

2,501百万円  

（1,352百万ﾙﾋﾟｰ）  

4,009百万円  

3,078百万円  

1ﾙﾋﾟｰ ＝  1.85 円  

 （1999年1月現在）  

1,466百万円  

3,377百万円  

（2,761百万ﾙﾋﾟｰ）  

4,843百万円  

3,075百万円  

1ﾙﾋﾟｰ ＝1.22 円  

（1999年8月～2007年3月平均）  

 


