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フィリピン 

コルディレラ幹線道路整備事業 

 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 

笹尾 隆二郎 

0．要旨 

本事業は、ルソン島北中部の山岳地帯に位置するコルディレラ地域において幹線道路

を整備することにより、人的・物的交流の促進と輸送の効率化・費用削減を図ることを

目的としており、フィリピンの開発政策・開発ニーズに沿い、日本政府の援助政策に

も合致しており、妥当性は高い。事業道路の交通量は順調に伸び、地域住民の各種施

設へのアクセスは改善し通行時間も短縮されているため、有効性は高い。さらに、事

業道路周辺農家の農産物の出荷量が増えたり観光客の数が増えるなどの地域経済への

インパクトも徐々に発現している。 

ただし、本事業は、事業期間が長期化したため、効率性が中程度の評価となってい

る。道路の状況や維持管理面でも改善すべき課題があり、事業によって発現した効果

の持続性は中程度である。 

以上により、本事業の評価は高いと言える。 

 

1．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       案件位置図           コルディレラ幹線道路の一部 

 

1.1 事業の背景 

ルソン島北中部に位置するコルディレラ自治区（アブラ、ベンゲット、イフガオ、

カリンガ、アパヤオ、マウンテン・プロビンスの 6 州）は、域内面積（183 万ヘクタ

ール）の 7 割が起伏の激しい山岳地帯であり、ルソン島北部を流れる河川の水源地と

なっている。主要産業は、域内総生産 507 億ペソ（1997 年）の 58％を占める鉱工業で

あるが、域内人口 125 万人（1995 年）の 6 割は、米、高原野菜などの農業生産に従事
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していた。 

同自治区では、コルディレラ地域開発計画（Cordillera Regional Development Plan）

を策定し、農業・鉱工業・観光業の振興、所得向上・雇用機会拡大による貧困撲滅を

目指しているが、険しい地形に阻まれ、道路、通信などの基礎的インフラ整備が遅れ

ていた。自治区内の各州拠点間の連結、域外大都市との物的・人的交流の促進を通じ

て、同地域内の経済振興、活性化を図るためには、安全かつ効率的な道路網整備が緊

急な課題となっていた。 

 

1.2 事業概要 

ルソン島北中部の山岳地帯に位置するコルディレラ地域において幹線道路を整備する

ことにより、人的・物的交流の促進と輸送の効率化・費用削減を図り、もって同地域経

済の振興・活性化及び住民の福祉向上に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 5,852 百万円／5,522 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1999 年 12 月／1999 年 12 月 

借款契約条件 （工事部分） 

金利  1.8 %、返済  30  年（うち据置 10 年）、 

複合案件 

（コンサルティング・サービス） 

金利  0.75 %、返済  40  年（うち据置 10 年）、 

複合案件 

借入人／実施機関 フィリピン共和国政府／公共事業道路省（Department 

of Public Works and Highways: DPWH） 

貸付完了 2008 年  3 月 

本体契約 China GEO Engineering Corporation(中華人民共和国)

／Cavite Ideal International Construction & Development 

Corp.(フィリピン) 

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(日

本)・Philipp’s Technical Consultants Corp(フィリピン)・

Design Science Incorporated( フ ィ リ ピ ン ) ・ Urban 

Integrated Consultants Inc.(フィリピン) (JV) 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S）

等 

フィリピン側が実施 

関連事業 （技術協力）DPWH への JICA 専門家派遣（道路部門） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

笹尾 隆二郎 （アイ・シー・ネット株式会社） 

本事業では、国家経済開発庁(NEDA)との合同評価を実施した。 

 

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。 
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調査期間：2011 年 1 月～12 月 

現地調査：2011 年 3 月 29 日～4 月 18 日、6 月 8 日～25 日、9 月 25 日～10 月 9 日 

 

2.3 評価の制約 

特になし。 

 

3．評価結果（レーティング：B
1） 

3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時点においては、エストラーダ政権下で策定された新中期開発計画（1999～2004

年）における運輸セクターの開発目標は、安全で信頼性のある運輸サービスの提供に

よりフィリピンの社会経済開発を支えることであり、これを達成する戦略として、(1)

道路整備における政府関与の軽減と民間セクター活用の推進、(2)適正な改修・維持管

理を通じた既存インフラストラクチャーの質の改善、(3)競争市場を育成するための適

正な法的枠組み・価格政策の導入、などが挙げられている。特に(2)の達成に向けた優

先事項として、「幹線国道の高規格化と道路網整備の地方分権化」を掲げており、本事

業は、この「幹線国道の高規格化」に該当する。 

コルディレラ自治区では、コルディレラ地域開発計画（ Cordillera Regional 

Development Plan 1999-2004）を策定し、農業・鉱工業・観光業の振興、所得向上・雇

用機会拡大による貧困撲滅を目指している。同開発計画には具体的にコルディレラ幹

線道路プログラムが取り上げられており、本事業はこの計画に合致するものである。  

事後評価時点では、DPWH が策定した中期インフラストラクチャー開発計画（2011

～2016 年）において、以下のように道路セクターの目標を掲げている。  

「本省の主要な目標は、効率的で環境に優しい国の道路網の保全・改良・拡張を通

じて、市民の商品・サービスへのアクセスを改善することと道路網の安全性と国際的

な展開を強めることである。」 

また、「コルディレラ地域開発計画改訂版 2008～2010」（Cordillera Administrative 

Region, Updated Regional Development Plan, 2008-2010）では、世界銀行や JICA 事業の

実施により国道の舗装率は 2003 年の 31%から 2007 年の 34%強まで伸びたと述べてい

る。同計画では、この数字を 2010 年に 40%まで引き上げることを目標としている。 

このように、事業実施後も交通網の整備の重要性は継続している。審査時とその後

の政策が示すように、フィリピン政府もコルディレラ自治区も、継続して幹線道路の

整備の重要性を認識しており、本事業の開発政策との整合性は高いといえる。 

                                                        
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」  
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3.1.2 開発ニーズとの整合性 

コルディレラ自治区における道路網は脆弱であり（自治区内の国道の約 8 割が未舗

装）、災害時の損傷により幹線道路の交通が遮断される事態がしばしば発生していた。

このため、基礎的インフラとして、幹線道路網の着実な整備が必要であった。本事業

の対象である「バギオ～アリタオ道路」は、コルディレラ自治区の中心都市バギオと

フィリピンを南北に縦断する最重要幹線である日比友好道路を結ぶ東西幹線道路であ

るが、険しい山間の道路であり、道路の質も劣悪であった。本事業は、農産物輸送の

効率化、社会サービスへのアクセス改善などの観点から開発効果が高いとみなされ、

多くの少数民族を含む周辺住民の生活環境改善が期待されていた。 

後述の「有効性」の運用・効果指標に示されるように、本事業道路の交通量は順調

に増加している。またコルディレラ自治区の総人口や登録車両台数は経年的に増加し

ており、開発ニーズの存在が事後的にも確認できる3。 

このように審査時の開発ニーズは明確であり、かつ事後的にも統計で実証されてお

り、開発ニーズに合致している。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査時資料によれば、JICA は、フィリピンの持続的な成長を確保するため、経済発

展のボトルネックを解消するために運輸分野などの経済インフラの整備を支援してい

く方針を持っていた。特に幹線道路網の整備については、それまでも日比友好道路関

連事業をはじめとして、南北に長い国土構造に配慮した南北幹線道路網の整備に注力

しており、今後は国土のバランスある発展のため、南北に加えて、東西を連結する幹

線道路や島嶼部の周回道路の整備も行っていく方針であった。 

審査時点とほぼ同時期に出されている海外経済協力業務実施方針には以下のような

記述がある。「3．地域国別支援、⑤フィリピン、同国の持続的な成長のための経済体

質の強化及び成長制約的要因の貧困緩和と地方間格差の是正、防災を含む環境保全対

策に資する支援、人材育成・制度造りなどへの支援を重点とする。」 

コルディレラ自治区は、フィリピン国内でも貧困率が平均を上回っている地域4であ

り、本事業は海外経済協力業務実施方針に沿った事業である。 

以上より、本事業の実施はフィリピンの開発政策、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 

本事業は、バギオ(Baguio)～アリタオ(Aritao)間（全長約 101km）の道路・橋梁整備

                                                        
3 総人口は、1995 年に約 125 万人であったのが、2007 年に約 152 万人となっている。登録車両台数

（オートバイを含む）は、2003 年に約 5.1 万台であったのが、2009 年には約 7.3 万台となっている。 
4 国際協力銀行「貧困プロファイル・フィリピン共和国」（平成 20 年 7 月）による。 
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を行うものである。 

（1）土木工事 

・バギオ～パンガワン(Pangawan)間の道路舗装、橋梁修復、斜面防護工など。 

・パンガワン～アリタオ間の道路舗装、橋梁修復、斜面防護工など。 

対象道路は地形が極めて急峻な山岳地帯を通過するため、災害対策を十分に行なっ

ておく必要があり、斜面防護工を事業対象に含めていた。道路の拡幅が危険な箇所も

多いことから、車線数は 1 車線とし、要所に緊急退避所を設けることで対処した（予

定どおり）。 

土木工事の計画と実績、変更の要因は以下表 1 のとおり。変更はみな事業目的の達

成のために必要なものであったと考えられる。 

 

表 1 アウトプットの比較表（計画と実績） 

項目 当初計画 実績 変更要因 

バギオ～パンガワン間    

1.道路の距離(km) 59.20 68.128 
中間地点が 2つの州の州境まで延長さ

れた。ルートの変更もあった*2。 

2.舗装方法:PCC*1(km) 59.20 66 

審査時点後に一部が舗装されたため、

道路の距離の実績値(68.128km)より短

い。 

3.法面保護 

22,000(m) 

or 

66,000m2 

117,129m2 
審査時点には認識されなかった必要

性のため。 

4.洪水対策(m) 6,100 700 
上記ルート変更により当初予定され

ていた護岸工事が必要なくなった。 

5. 橋梁 2 2 変更なし。 

パンガワン～アリタオ間    

1.道路の距離(km) 41.5 35.616 
上記 1．と同じ中間地点の見直しのた

め。 

2.舗装方法:PCC(km) 41.5 30 
審査時点以降の DPWH による道路舗

装のため。 

3.法面保護 

15,000m  

or 

45,000m2 

47,102m2 不安定な斜面が発見されたため。 

4.洪水対策(m) 3,500 3,500 変更なし。 

5.橋梁 7 7 変更なし。 

6.追加 該当なし 

道 路 標 識

の 設 置 や

植栽など 

2005 年に発行された環境適合証明（修

正版）であらたに設置の要請があった

ため。 

（註） 
＊1．PCC：Portland Cement Concrete、コンクリート舗装 
＊2．本道路セクションの 35km 地点にアンブクラオ（Ambuklao） ダムというものがあるが、この

ダムを使って発電している NPC(National Power Corporation)が、付近を通過するバイパス道路の建設

はダムの構造に悪影響を及ぼすと工事の差し止めを請求したため、当初ルートの変更が必要となっ

た。 
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（2）コンサルタント 

コンサルタントは、当初予定された詳細設計、入札補助、施工監理業務を実施し

たが、スコープの変更を受けて、それぞれの業務に以下のような業務が追加された。

環境対策関連業務5は予定どおり実施された。 

（追加業務） 

 詳細設計：RCBC
6の追加による D/D（詳細設計）業務の増加、バイパス道路のルー

ト変更に伴う設計業務 

 施工監理業務：工期の延長に伴う施工監理業務の追加 

 

実施機関によると、コントラクターのパフォーマンス（施設の質も含む）や、コン

サルティング・サービスの質に関する評価は全体的に高い。 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

事業費の当初計画は、外貨：43 億 1700 万円、内貨：8 億 5600 万ペソ（25 億 6800

万円＊）の合計 68 億 8500 万円であった7。 

＊為替レート：1 ペソ＝3 円 

事業の実績は、外貨 35 億 800 万円、内貨 12 億 6500 万ペソ（27 億 2000 万円＊）の

合計 62 億 2800 万円であった8。 

＊為替レート：1 ペソ＝2.15 円 

 

このように、実績値は当初予定値を下回っている。（計画比：90.5％、サブレーティ

ング：③）。項目別にみると、建設費はペソ貨でみると当初の金額の 140％程度に達し

ている。これは、バイパス道路のルート変更や全体的な工期の延長による。ただし、

プロジェクト期間中に円高が 4 割程度進行したため、円貨でみると上昇は抑えられて

いる。 

コンサルティング・サービスは、MM の増加にもかかわらずペソ貨でみてもさほど

は増加していない。これは、外貨の部分に関しては、入札の結果により当初予算をか

なり下回る金額で契約が結ばれているためである。  

  

                                                        
5 補足環境影響評価の実施、公共事業道路省の行なう用地取得・住民移転の補助、環境適合証明に

付された付帯条件を順守するための環境モニタリングの実施を意味する。  
6 Reinforced Concrete Box Culvert、鉄筋コンクリート製ボックスカルバート、道路や鉄道などの下を

通る、断面が四角形になっている排水用管路。 
7 68 億 8500 万円のうち 58 億 5200 万円が円借款によるもので、残額の 10 億 3300 万円分は、フィ

リピン政府予算にて手当てされる予定であった。  
8 62 億 2800 万円のうち 55 億 2200 万円が円借款によるもので、残額の 7 億 600 万円分は、フィリ

ピン政府予算にて手当てされた。 
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3.2.2.2 事業期間 

本事業では、円借款契約（L/A）調印（1999 年 9 月）から土木工事完成（2004 年 10

月）までの 5 年 2 ヶ月を予定した。実際には、L/A 調印は 1999 年 12 月であり、土木

工事は 2008 年 3 月に終了した。すなわち事業期間は、予定が 5 年 2 カ月のところを 8

年 4 カ月かかり、計画比は 161.3%と計画を大幅に上回った（サブレーティング：①）。 

主要な遅延要因は、以下のとおりである。 

 

遅延要因 遅延月数 

区間：バギオ～パンガワン  

工事業者の決定の遅れ（失注した業者からの異議申し立てに

よりコントラクターの選定委員会の最終決定が遅れた） 
3 カ月 

詳細設計後に特定区間の工事差し止め要求が出された（前述

の NPC によるアンブクラオ・ダム周辺の工事差し止めを意味

する）。 

6.9 カ月 

アンブクラオ・バイパス道路工事に伴う用地取得のための地

元住民との交渉 
2.25 カ月 

幅の狭い道路や大きな曲線構造による工事の難しさ 2 カ月 

  出所：実施機関への聞き取りに基づいて評価者が作成  

 

上記の遅延要因のうち、「詳細設計後の特定区間の工事差し止め」に関しては、関係

者に対する事前の説明や意見交換で事前に問題を予知し計画に反映することは不可能

ではなかったと思われる。また、「アンブクラオ・バイパス道路工事に伴う用地取得の

ための地元住民との交渉」は、「詳細設計後の特定区間の工事差し止め」の影響により

2 次的に発生した遅延要因である。 

 

3.2.2.3 コンサルティング・サービス 

コンサルティング・サービスは、3.2.1 アウトプットで述べたような追加業務の発生

により、詳細設計・建設前段階・施工監理のいずれの段階でも MM が増加した。外国

人専門家・フィリピン人専門家・現地支援要員の MM もそれぞれ、当初計画と最終実

績で、163→217.4、429→559.72、537→805.06 と増加している。 

以上より、本事業は、事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画

を大幅に上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.3 有効性（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用効果指標 

本事業においては、工事の完成時期が当初予定から大幅にずれこんでいる。それに

ともなう効果の発現時期のずれを考慮し、指標の達成度の分析においては、比較の対
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象を 2001 年作成のフィージビリティ調査報告書（F/S）9に記載された、「完工想定時

期から 2 年後の 2004 年の計画値」と「実際の完工時期から 2 年後の 2010 年の実績値」

とした。その場合、指標〈交通量〉の達成度は、1413 台／1682 台で 84%となる。 

F/Sに示されたバギオ～アリタオ道路の年平均日交通量（Annual Average Daily Traffic、

AADT）の予測値および実績値は、以下のとおりである。 

 

表 2-1 年平均日交通量予測と実績（バギオ～アリタオ） 

単位：台 

年 
1996 

（実績） 
2002 2004 2006 2011 2016 

1.AADT(F/S 予測値)  1,400 1,682 2,020 2,782 3,812 

2.AADT(実績)* 889 na na 584 na na 

*出所：DPWH 

 

本道路の AADT 実績の推移（詳細）は、以下のとおりである。 

 

表 2-2 年平均日交通量推移（バギオ～アリタオ） 

単位：台 

年 2001 2005 2006 2009 2010 

AADT 実績値 516 342 584 1,138* 1,413* 

- バギオ～パンガワン         1,400 1,783 

- パンガワン～アリタオ    637 705 

*2009 年以降は AADT が区間別に記録されているため、2 区間の距離を考慮した加重平均値とした。  

 

所要時間の短縮、走行費の節減などに関しては、公的な統計が入手できなかったた

め、以下の定性的効果の項で補足する。 

本事業道路における交通事故に関しても、地元の警察署（事業道路の起点のバギオ

付近）も訪問したが、公的な統計値は入手できなかった。ただ、署員によると、業務

上の実感としては、交通事故は増えていないとのことであった。道路付近の住民に対

する受益者調査によれば、事業実施後の交通事故の頻度に関しては、増加と減少の回

答がほぼ同じである。結論としては、交通事故は深刻な問題とは思われない。本事業

では、ガードレールも全区間に設置されており、こうした措置の効果もあると推察さ

れる。 

 

                                                        
9 同 F/S においては、1996 年が試算の基礎年（ベースイヤー）であり、2002 年を工事完了年と想定

している。 
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3.3.1.2 内部収益率 

経済的内部収益率（EIRR） 

    

表 3 経済的内部収益率（EIRR）の事前事後比較 

 審査時 事後評価時（再計算）* 

EIRR 15.6% 20.1% 

（計算根拠）   

プロジェクトライフ 20 年 20 年 

費用 事業費 事業費 

便益 走行費用の削減、維

持管理費用の節減 

走行費用の削減、維持管

理費用の節減 

*審査時資料に EIRR の計算過程の詳細が記載されていなかったため、フィリピンでの道路

セクターにおける一般的な計算方法を用いた。  

 

経済的な収益性に関しては、審査時点での便益の計算方法の詳細が分からないため、

正確な差異分析には困難がある。（審査時と比較すると、コストは増加し逆に便益の元

となる交通量の数字は予測値を下回っているため、EIRR の再計算値が減少すること

も予想された。おそらく事後的な便益が結果的に当初想定を上回った形になっている

と思われるが、詳細は不明である10。） 

 

3.3.2 定性的効果 

JICA 内部資料に記載された以下のような効果の項目に関し、事後評価時に検証の作

業を試みた。結果は、PCR に記載された定性的な効果は、現地調査での聞き取りなど

により、一定の数値情報や事例で確認できた。 

1. 通行時間の短縮と輸送コストの安定：通行時間に関しては、バギオ～アリタオ

間約 100km が以前は 5 時間かかっていたのが、3 時間で行けるようになった

（DPWH 地方事務所）。（註：本事業道路は、険しい山間の道路であり、道路

の片側はかなりの区間で切り立った崖になっている。道路もカーブが非常に多

く、日光・いろは坂のような形状のところが多い。事業前には道路の質も大変

悪かった。） 

2. 大雤や洪水の時期の地滑りによる各地域11でのコミュニティの孤立化の軽減：

大雤や洪水の時期の地滑りは、以前は年 3～4 回発生し、1 回あたり 2～3 日間

道路が通行不能となった。最近は、道路の閉鎖時間が数時間に短縮された

（DPWH 地方事務所）。 

3. 農家の市場へのアクセスの改善：農産物の出荷量が増えている。産地は、ボコ

ドやカヤパであり、産物はレタス、ブロッコリ、カリフラワーなどの野菜であ

                                                        
10 ちなみに DPWH の実施した事後的な経済評価(Economic Evaluation Update、2006 年 6 月作成)によ

ると、本事業に関する IRR の再計算値は、22.75%である。 
11 Bokod（ボコド）、Benguet（ベンゲット）、Kayapa（カヤパ）、Nueva Vizcaya（ヌエバ・ビスカヤ）

等 



 

 

10 

る（DPWH 地方事務所）。 

4. 不良な道路状態による高い車両の維持費用や高い交通コストの低減：道路の質

の改善は、明らかに車両の維持管理費を下げている（DPWH 地方事務所）。 

 

次に、事業道路付近で行われたランダム・サンプリングによる受益者調査（居住者）

の結果は、以下のとおり。受益者調査結果をみると、通行時間の短縮に関しては、フ

ィリピン国内の他の道路事業（円借款事業）12に比べてもそん色ない効果が現れてお

り、様々な施設へのアクセスもよくなっている。 

受益者調査の回答者のうち、「少数民族」と「それ以外の回答者」との間で特に回答

内容の違いは見られない。 

 

居住者（少数民族を除く）の回答総数は 118 人であり、本事業道路の沿道や近隣に

住んでいる。回答者のうち女性が半数強であり、定職なし／主婦・事業者（商店経営

者など）・肉体労働者・職業運転手・農家などが主な職種である。8 割近くの 91 人が

毎日この道路を通行している。 

本事業の直接的な便益について以下のような回答があった。 

 本事業は物品（主に農産物）の出荷量の増加をもたらした（3 割超の 36 人）。 

 通行時間の短縮が実現された（7 割近くの 81 人、さらに半数強の 64 人は、以前

の 1 時間の通行時間が 20 分以上短縮されたという）。 

 以下のような割合でアクセスの改善が指摘されている。 

 

表 4-1 アクセス改善状況（少数民族除く） 

目的地 アクセスが改善したとする回答者割合（%） 

市場・商店 85.6 

社会サービス（学校など） 71.2 

病院 63.6 

役所 35.6 

NGO 事務所  6.8 

その他 0.8 

 

居住者（少数民族）の回答総数は 19 人であり、本事業道路の沿道や近隣に住んで

いる。回答者のうち女性が 7 割強であり、定職なし／主婦・農家・事業者（商店経営

者など）・肉体労働者・職業運転手などが主な職種である。8 割以上の 16 人が毎日こ

の道路を通行している。 

本事業の直接的な便益について以下のような回答があった。 

 本事業は物品（主に農産物）の出荷量の増加をもたらした（3 割超の 6 人）。 

 通行時間の短縮が実現された（4 割超の 8 人、なお 3 割超の 6 人は、以前の 1

時間の通行時間が 30 分以上短縮されたという）。 

                                                        
12 昨年フィリピンで実施された道路セクターの事後評価における対象事業との比較による。  
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 以下のような割合でアクセスの改善が指摘されている。 

 

表 4-2 アクセス改善状況（少数民族除） 

目的地 アクセスが改善したとする回答者割合（%） 

市場・商店 84.2 

社会サービス（学校など） 47.4 

病院 57.9 

役所 26.3 

NGO 事務所  21.1 

その他 5.3 

 

以上より、事業道路の交通量は順調に伸び、地域住民の各種施設へのアクセスは改

善し通行時間も短縮され、農産物の出荷量も増えるなど、本事業の実施により概ね計

画どお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 

（1）定量的な指標による評価 

インパクトに関する指標の状況は、以下の表 5 のとおりである。審査調書では、事

業目的は、「コルディレラ地域経済の振興・活性化及び住民の福祉向上」とあるが、本

事業道路はコルディレラ地域の中のごく一部しか通っていないため、指標の範囲を絞

り込んで本事業の直接的な影響を推し量れるように試みた。本事業道路を含むベンゲ

ット州（Benguet）や道路が通過する市の経済指標は、全体的には右肩上がりの傾向に

ある。 

明確な因果関係の立証は難しいが、指標の中で、野菜の増産や観光客の増加の背景

には、本事業道路の改良による農産物運搬の容易化や、同じく道路状態の改善による

通行の容易化・迅速化があるといえよう。今次調査で実施した関係者への聞き取りに

よる発言も、こうした推察を裏付けるものとなっている。 

表 5 事業道路周辺地区の経済指標 

指標 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.野菜の生産高 

（M.T.= Metric tons=1 トン） 
      

-ボコド*1 524.30 565.00 583.00 570.50 625.50 888.33 

-Itogon（イトゴン） 245.50 242.50 278.50 294.50 331.50 321.00 

2.来訪観光客数       

-ベンゲット州 84,192 106,382 117,365 194,491 205,032 228,312 

-バギオ市 637,298 709,671 794,548 814,975 770,187 n.a 

出所：貿易産業省バギオ事務所、コルディレラ自治区農業課、同自治区観光課  

*1．本事業道路のうちバギオ～パンガワンセクション（68km）の大半は、ボコド・イトゴ

ンの 2 市に属している。 

*2．バギオ市は、本事業道路の属するベンゲット州の州都であり、事業道路の起点である。 

註：本道路全体の完成は、2008 年 3 月（パンガワン～アリタオ間は 2006 年 12 月）である。 
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本事業道路の属するベンゲット、ヌエバ・ビスカヤ両州の主産業は農業である。今

次調査では、特にベンゲットに属するボコド・イトゴン両市の主産品である野菜の生

産高の推移を調べた。上の表が示すように、事業道路の完成後の期間は、生産高が順

調に増加している。コルディレラ自治区農業課への聞き取りによれば、本事業道路の

周辺にはラ・トリニダド（La Trinidad、事業道路の起点のバギオ付近）とバンバン（事

業道路の終点のアリタオ付近）には農業交易センターがあるが、本事業道路沿いで農

作物を作っている農家は、収穫の 9 割をいずれかのセンターに運搬し、そこで仲買人

に買い取ってもらうとのことである。したがって、本事業道路の改良によりこれらの

農家は恩恵を被っていると思われる13。 

来訪観光客数に関しては、ベンゲット州の数字は、ちょうど事業道路が完成した頃

から伸び始めているように見える。DPWH の地域事務所によれば、近年旅行者が本事

業道路の両方向に増えている。統計はないが、近年外国人を含む旅行者が明らかに増

加しているのを感じているとのことである。コルディレラ自治区観光課への聞き取り

によれば、バギオ市14に観光客が来る主要なルートは 5 通りあり、交通量でみると本

事業道路は 3 番目位に位置する。聞き取りした職員によると、工事前には本事業道路

のシェアは 5%以下だったが、工事後は 10%には達しているだろうとのことであった。 

 

（2）定性的なインパクト分析 

事業道路付近で行われた受益者調査（居住者）において、本事業のインパクトに関

する結果は以下のとおり。 

相当数の質問票回答者（居住者）が新たな就業機会を得たり、収入が増加したと答

えており、経済効果がもたらされたことが推察される。しかしながら、こうした経済

的効果は、道路沿いの住民であるからこそ享受できているものとも思われる。 

交通事故に関しては、増加と減少の意見がほぼ同じで、少なくとも増加傾向にはな

いようである。周辺環境は改善した（大気など）との意見が多い。  

質問票回答結果全般において、少数民族に属する居住者とそうでない居住者の間に

大きな違いは見られない。 

 

居住者（少数民族を除く）（上記と同じ 118 人）の本事業のインパクトに関する具

体的な回答は以下のとおり。 

1. 就業機会：本事業後に新たな就業機会を得た: はい（27.1%）、いいえ（66.1%）、

                                                        
13  ラ・トリニダドの農業交易センターでの聞き取り調査では、事業道路の北部の町カバヤン

（Kabayan）から来ている野菜（カリフラワー）の栽培農家の女性が、カバヤンからバギオに来る

のに以前は 6～7 時間かかったが、今は 4～5 時間で来られると述べた。さらに彼女は、出荷量は増

え収入も伸びていると語った。農家の増産の背景には、農業省のアドバイスに沿った産品の多角化

や消費者のし好に合わせた産品の変更もあると考えられる。 
14 Summer capital の異名があるように、避暑地として有名であり、毎年数多くの観光客がバギオを

訪れる。 
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無回答（6.8%） 

2. 収入の変化：世帯の収入が本事業後に増加した15：はい（47.5%）、いいえ（40.7%）、

無回答（11.9%） 

3. 交通事故数の変化：増加（37.3%）、減少（37.3%）、不明（25.4%） 

4. 事業の所有地・家屋への影響：本事業による用地取得などの対象者はなし  

5. 工事後環境の変化（主要な項目のみ抜粋、回答者割合：%） 

 

項目 悪化 不変 改善 

大気 0.0 51.7 48.3 

騒音 1.7 44.1 54.2 

水質 0.0 85.6 14.4 

 

6. プロジェクトの便益に対する総合評価 

 

項目 回答者割合（%） 

非常に良い 22.0 

良い 49.2 

ふつう 23.7 

やや悪い 0.0 

とても悪い 0.0 

無回答 5.1 

 

居住者（少数民族）（上記と同じ 19 人）の本事業のインパクトに関する具体的な回

答は以下のとおり。 

1. 就業機会：本事業後に新たな就業機会を得た: はい（26.3%）、いいえ（73.7%）、

無回答（0.0%） 

2. 収入の変化：世帯の収入が本事業後に増加した：はい（36.8%）、いいえ（36.8%）、

無回答（26.3%） 

3. 交通事故数の変化：増加（36.8%）、減少（26.3%）、不明（36.8%） 

4. 事業の所有地・家屋への影響：本事業による用地取得などの対象者はなし  

5. 工事後環境の変化（主要な項目のみ抜粋、回答者割合：%） 

 

項目 悪化 不変 改善 

大気 0.0 57.9 42.1 

騒音 0.0 52.6 47.4 

水質 0.0 89.5 10.5 

 

6.プロジェクトの便益に対する総合評価 

 

項目 回答者割合（%） 

非常に良い 26.3 

良い 36.8 

                                                        
15 回答者には道路沿いで商店を営む者も多いため、交通量の増加が収入増に結びついていると考え

られる。 
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ふつう 26.3 

やや悪い 0.0 

とても悪い 0.0 

無回答 10.5 

 

そのほかのインパクトに関連した聞き取り調査の要約は、以下のとおり。 

・ 本事業道路を利用する定期バス（1 社）の運転手（2 人）によると、通行時間の節

減効果により会社の純利益は、1 割程度伸びているのではないかという。 

・ 本事業道路近隣の民間会社（1 社、精米所）によると、本事業によって通行時間

の節減効果があり、より多量の荷物の運搬が可能になり、台風の影響が少なくな

ったことなどの便益が生じた。これらにより会社の純利益は、3 割程度伸びてい

るのではないかという。 

・ 本事業道路周辺のコミュニティのバランガイ・キャプテン 7 人（町長・村長に該

当する）によると、住民は通行時間の短縮による便益を享受しており、本事業全

体の 5 段階評価では、「非常に良い」が 6 人、「良い」が 1 人であった。ただし、

街灯の設置や路肩の舗装を希望する声も一部にあった。 

 

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 

環境天然資源省（Department of Environment and Natural Resources、DENR）は、本事

業道路建設に先立って環境影響評価（Environment Impact Assessment、EIA）が適切に

実施されているとして、2002 年に環境適合証明16（Environment Compliance Certificate、

ECC）を発行し、工事の実施に際し、環境保全のためになされるべき事柄を列記して

いる。これらの項目は、工事業者の業務指示書にも記載されている。実際に工事中は、

複数の関係者によるモニタリングチーム（Multipartie Monitoring Team
17）が月次会合

を開催し、工事の環境に与える影響について ECC に基づくモニタリングを実施し、問

題のないことを確認した。 

過去の円借款事業の事前審査で用いられていた簡易版の環境チェックリストを用い

て実施機関に聞き取りを行ったところ、大気・水質・騒音・振動・土壌汚染などの面

で、自然環境は総じて良好な状態にある。受益者調査結果に見られるとおり、地域住

民も、大気・騒音・水質などに関し、総じてプロジェクト実施後に環境は改善してい

ると判断している。 

ただし、降雤の影響による土砂の流下が散発しており、その都度対応が必要な状況

にある。 

 

                                                        
16 本 ECC は、詳細設計時の補足環境影響評価に基づく追加的な ECC である。 
17 DENR 地域事務所、DPWH 地方事務所、地方自治体等が参加 
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（2）住民移転・用地取得 

本事業は既存道路の改良であり、本事業に関係した住民移転はない。ただ、詳細設

計段階では用地取得の必要は確認されなかったものの、結果的にアリタオの低地で、

道路の中央線からの 15m という道幅を確保するため、いくらかの私有地の取得が必要

になった。実施機関（DPWH 地方・地域事務所）によると、用地買収の対象となった

地域住民は 34 人。用地取得は、手続きに時間はかかったものの、特に問題なく実施さ

れた模様である18。 

以上を総合すると、事業道路周辺農家の農産物の出荷量が増えたり観光客の数が増え

るなど当初期待されたインパクトはある程度実現されている。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業道路の維持管理体制は、審査時点の想定や PCR 作成時点からの変更もなく、

安定している。各担当地域事務所の指揮命令系統は明確で人員も安定している。しか

しながら、下記のように事業道路の人員規模は必ずしも十分とはいえない。  

当初予定のとおり、事業完成後の維持管理は、DPWH の地方事務所が責任を担い、

実際の維持管理作業は、地方事務所の監督下にある地域事務所が実施している。  

具体的には、以下のように 3つの地域事務所が本事業道路の維持管理を行っている。 

・ ベンゲット第 1 地域事務所（Benguet 1
st
 District Engineering Office） 

・ ヌエバ・ビスカヤ第 2 地域事務所（Nueva Viscaya 2
nd

 District Engineering Office） 

・ バギオ市地域事務所（Baguio City District Engineering Office） 

 

特に事業道路の大半を管轄するベンゲットとヌエバ・ビスカヤの 2 事務所に聞き取

りを行ったところ、経験豊富な技師の下、指揮命令系統は明確で人員も安定している。

しかしながら、地滑りの頻度の高い当地の事情を考えるに現行の人員では十分ではな

いとのことであった。ベンゲットでの聞き取りでは、人員の配置については、3.5km

あたり作業員 1 人を配置するとの政府のルールに従って、全国一律の予算配分がなさ

れているが、地滑りの頻度の高い当地の道路の維持管理の場合は、2km に 1 人の割合

で作業員が必要であると考えているとのことであった。現在、24 人の作業員がいるが、

さらに 12 人必要であるという。 

ヌエバ・ビスカヤ事務所においても、現在作業員が 10 人のところ、さらに 20 人以

上必要であるとの見解が示された。 

実際に人員不足のために、側溝の清掃・繁茂する木々の伐採・舗装されていない路

肩の整備等々の作業が十分に行われていないという（両事務所）。  

評価者も実際に事業道路で側溝が土砂に埋もれている場所を何箇所か確認した。長

                                                        
18 PCR および個別の聞き取りなどで確認した。なお、用地取得の際の補償額などの詳細は不明。  
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期的には道路の質に影響する状況であり、改善が望まれる。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

技術的には特に問題がないが、上述した人員の不足と機材の不足が万全な維持管理

活動を実施する上での制約要因となっている。 

維持管理は、DPWH の標準的なマニュアルであるフィリピン道路維持管理システム

（Philippine Highway Maintenance Management System）に基づいて行われている。ベン

ゲット第 1 地域事務所では、技師・職員・作業員に対する定期的な研修を行っている

ことも報告された。 

主な維持管理活動は、以下のとおりである。 

（日常的維持管理：両事務所共通） 

・側溝の清掃 

・木々の伐採 

・ひび割れの補修 

・道路上のペイントの補修 

（特別な維持管理：ベンゲット第 1 地域事務所19） 

・地滑りが生じた際の道路状態の保全 

 

ベンゲット第 1 地域事務所では、技術に関連した問題点として、ブルドーザーなど

の車両不足を挙げていた。特に大掛かりな地滑りが生じた際には、手持ちの車両・機

材では対処できず、民間の業者に車両の貸与を依頼せざるを得ないという。これが財

務を圧迫する要因の一つともなっている。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

一定の予算は確保されているものの、基本的に両事務所ともあるべき状態からする

と作業員が不足していると言われており、大規模地滑りに対処するような車両・機材

のレンタル費も不足している。両事務所の置かれた状況を勘案して人員・予算が増額

されることが望ましい。 

両事務所の過去 3 年間の予算・実績の状況は以下のとおりである。 

 

表 6-1 維持管理予算と実績（ベンゲット） 
 単位：ペソ 

年度 当初予算 実績 

2008 2,503,055 2,658,696 

2009 3,251,060 3,878,040 

2010 2,154,209 2,474,659 

 

                                                        
19 ヌエバ・ビスカヤ第 2 地域事務所では、予算不足のため、日常的な維持管理以外の予防的な維持

管理はできていないとの声が聞かれた。おそらくベンゲット第 1 地域事務所も同様の状況とみられ

る。 
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表 6-2 維持管理予算と実績（ヌエバ・ビスカヤ） 
単位：EMK* 

年度 当初予算 実績 

2008 34,515 34,515 

2009 13,475 13,475 

2010 33,990 33,990 

*フィリピンの国道・橋梁の維持管理費用は、EMKシステムに基づいて以下のように計算

される。  

維持管理費用＝Basic Cost × EMK  

Basic Cost : 1年間に1kmの道路を維持管理するのに要する費用で、費用項目のインフレ率

を考慮して毎年維持管理局によって決定される。   

EMK : 舗装タイプ、道路幅、交通量によって決定される指標。 

 

このように、両事務所も当初予算と同程度かそれ以上の規模の支出を認められてい

る。しかしながら、基本的に両事務所ともあるべき状態からすると、人員不足・予算

不足の感が強く、財務面で良好な状況にあるとまではいえない。 

参考までに、本事業の維持管理予算の配賦母体となる DPWH 全体の近年の道路維持

管理予算の推移は、以下のとおりである20。毎年一定額の維持管理予算は確保されて

いるが、2010 年はやや減少の傾向にある。 

 

表 7 DPWH の道路維持管理予算の推移 

 単位：百万ペソ 

年度 
定常的道路

維持管理 

定常的路肩 

維持管理 

予防的維

持管理 

国道総延長 

(km) 

2008*1 4,021 1,850 6,690 30,224 

2009 3,500 2,020 7,300 30,594 

2010*2 2,000 2,020 2,960 29,579 

出所：DPWH 維持管理局 

*1. 2008 年には、上表以外に道路安全事業費として、約 6 億 6300 万ペソも計上されて

いる。 

*2. 2010 年には、上表以外に道路安全事業費として、約 2 億ペソも計上されている。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

評価者の目視によると、道路の状態は極めてよく、穴や裂け目はほとんど見当たら

ない。ガードレールも片側が崖になっている個所ごとに設置されている。ただし、側

溝はところどころで土砂に埋まっている。側溝が埋まっていると、土砂が直接道路に

あたり表面を傷つけるので、側溝の清掃作業が必要である。バギオから 20km の地点

では、本事業における補強工事の対象個所ではなかったものの、大規模な地滑り（縦

横それぞれ数十メートル）が生じており21、地肌がはっきり露出していた。既に土砂

などは片付けられているが、ガードレールは破壊された模様で、地滑り区間にはガー

ドレールは全くなく、完全な復旧工事が必要である。 

                                                        
20 DPWH の道路維持管理予算の財源は、主に GAA（一般財源、General Approved Allocations）と

MVUC（車両所有者に対する課税、Motor Vehicle User’s Charge）である。 
21 地滑りは、降雤によるものと見られている。  
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受益者調査結果をみると、事業道路周辺の住民は、道路の維持管理状態には満足し

ている。具体的には、地域住民 118 人の大半の 112 人が道路の維持管理状態に満足し

ている。 

現時点では、本事業による道路状態の改善が過積載による道路への損傷を引き起こ

している事実は確認されなかった。 

要約すると、持続性評価の前提としての道路の状態は、万全ではないものの、良好

と判断した。次に組織・体制、技術、財務の各面の評価を 3 段階（高・中・低）で行

い、いずれの面も中程度と判断する22。 

 

以上より、本事業の維持管理は、体制・技術・財務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、ルソン島北中部の山岳地帯に位置するコルディレラ地域において幹線道路

を整備することにより、人的・物的交流の促進と輸送の効率化・費用削減を図ることを

目的としており、フィリピンの開発政策・開発ニーズに沿い、日本政府の援助政策に

も合致しており、妥当性は高い。事業道路の交通量は順調に伸び、地域住民の各種施

設へのアクセスは改善し通行時間も短縮されているため、有効性は高い。さらに、事

業道路周辺農家の農産物の出荷量が増えたり観光客の数が増えるなどの地域経済への

インパクトも徐々に発現している。 

ただし、本事業は、事業期間が長期化したため、効率性が中程度の評価となってい

る。道路の状況や維持管理面でも改善すべき課題があり、事業によって発現した効果

の持続性は中程度である。 

以上により、本事業の評価は高いと言える。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

(1) 事業道路の一部（バギオより約 20km の地点）で大規模な地滑りが生じており、

土砂は片付けられてはいるものの復旧作業は未了であり、ガードレールの整備な

どが必要である。事業道路全体について、側溝が土砂に埋まっている個所が散見

されるため、良好な道路状態を保全するには側溝の清掃作業を徹底することが望

まれる。 

(2) 事業道路を管轄する DPWH の地域事務所の維持管理予算と職員数について少な

くともヒアリングの範囲では、適切な維持管理を行うのに十分とはいえないこと

                                                        
22 本事業の場合、組織・体制、技術、財務の問題は相互に関連している。  
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が伺える。当地の急峻な地形や降雤による地滑りが生じやすいという特質を考慮

し、維持管理予算を増額することが望ましい。 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 

4.3 教訓 

本調査の聞き取りの過程でフィリピンにおいては、道路の維持管理業務に携わる人

員は、一定の距離あたり作業員 1 人の政府のルールに従って、全国一律の予算配分が

なされていることが判明したが、各地で道路状況や道路の置かれた地形は異なるので、

例えば、山間の道路や土砂崩れの多い地域では作業員の人数配分を厚めにすることを

許容するなど、現地の状況に応じたより柔軟なルールの適用が望まれる。  

以上  
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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    

バギオ～パンガワン間  

1.道路の距離(km) 59.20 68.128 

2.舗装方法:PCC(km) 59.20 66 

3.路肩整備(砂利道,km) 118.40 121.50 

4.排水路   

-側溝(km) 20.00 59.18 

-RCPC(m)*1 3,300 2,203 

-RCBC(m)*2 300 948.50 

5.構造物(n.l. (m))   

-建造 2 計画どおり 

-改修（既存の橋梁） 120 計画どおり 

6.法面保護 22,000m あるいは 66,000m2 117,129m2 

7.洪水対策(m) 6,100 700 

8.橋梁 2 計画どおり 

パンガワン～アリタオ間 

1.道路の距離(km) 41.5 35.616 

2.舗装方法:PCC(km) 41.5 30 

3.路肩整備   

-砂利道(km) 76.00 計画どおり 

-AC/PCC(km) 
 

7.00 
3.50 

4.排水路   

-側溝(km) 20.00 19.60 

-RCPC(m) 2,000 850 

-RCBC(m) 200 72 

5.法面保護 15,000m あるいは 45,000m2 47,102m2 

6.洪水対策(m) 3,500 計画どおり 

7.橋梁 7 計画どおり 

8.追加 該当なし 道路標識の設置や植栽など 

②期間  

 

 

1999年9月～  

   2004年10月  

（ 62カ月）  

1999年12月  

   2008年3月  

（ 100カ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

4,317百万円  

2,568百万円  

（現地通貨： 856百万ペソ） 

6,885百万円  

5,852百万円  

1 ペソ＝  3 円  

（ 1999年 1月現在） 

 

3,508百万円  

2,720百万円  

（現地通貨：1,265百万ペソ） 

6,228百万円  

5,522百万円  

1ペソ＝  2.15円  

（ 2001 年 ～ 2008 年 加 重 平

均）  

*1.Reinforced Concrete Pipe Culvert、鉄筋コンクリート製パイプカルバート、道路や鉄道などの下を

通る、断面が円形になっている排水用管路。 
*2.Reinforced Concrete Box Culvert、鉄筋コンクリート製ボックスカルバート、道路や鉄道などの下

を通る、断面が四角形になっている排水用管路。 


