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ラオス人民民主共和国  

ビエンチャン 1 号線整備計画 

外部評価者：（一般財団法人）国際開発機構 藤田伸子 

００００．．．．要旨要旨要旨要旨 

本無償資金協力は、首都ビエンチャンの幹線道路である 1 号線の改良、冠水防止に

より安全で円滑な交通の実現を図る目的で実施された。国際的にも国内的にも道路網

の要の位置にある 1 号線の整備は、経済成長著しいラオスにとって極めて重要性が高

かった。本事業は、走行時間の短縮や冠水の減少をもたらし、沿線の経済活動の活性

化や観光産業の発展にも貢献している。また本事業の工事区間には埋蔵文化財の包蔵

可能性の高い地域が含まれていたが、埋蔵物に対し細心の配慮を行いつつ工事を進め

たことから、ビエンチャン市の礎石とされる重要な文化財の発掘につながっている。 

事業費は計画内に収まっているが、重要文化財の出土により一部区間で予定外の工事

の休止が発生し事業期間が計画をやや上回ったため、効率性は中程度である。実施機

関は路面の損傷に対して迅速な補修に努めており、路肩の清掃や側溝の草刈りなどで

は沿線住民の協力もあって、維持管理状況は良好である。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

１１１１．．．．案件案件案件案件のののの概要概要概要概要 

 

     案件位置図                 ビエンチャン 1 号線 

 

1.1 事業事業事業事業のののの背景背景背景背景 

ラオスの首都ビエンチャン市の道路網の整備については、1997 年に市内の 7 幹線道

路の改修計画が策定され、1998 年よりアジア開発銀行の資金等により順次着工、6 路

線計 45.1km が完成したが、最も長いビエンチャン 1 号線（約 28.9km。以下、「１号線」）

のみが未改修のままとなっていた。 

1 号線は、ラオスの二大玄関口であるワッタイ国際空港およびタイ国境のメコン河

に架かる友好橋と市の中心部を結ぶ道路である（図１）。基本設計調査（以下、B/D）

時の 2003 年には、ラオス入国者の 12%はワッタイ空港から、60%は友好橋から入国し

ラオス 
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ていた1。加えて１号線は、国道 13 号とリンクし、ビエンチャン市とラオス北部・南

部地域、またタイ北部との交通を確保する、重要な国際道路でもある。しかしながら

1 号線は、路面の劣化の進行と、道路排水施設の不良による浸水被害等により、円滑

な交通がままならず、社会経済活動や日常生活に支障を来していた。 

本事業は、道路改修及び道路排水改善を行うことにより、1 号線の機能を回復し、

安全で円滑な道路交通を実現することを目的として実施された。 

 

1.2 事業概要事業概要事業概要事業概要 

 ビエンチャン 1 号線のシカイ交差点～タナレン保税倉庫間の道路改良及び排水施設

整備を実施することにより、安全かつ円滑な道路交通の実現を図る。 

 

E/N 限度額／供与額 4,645 百万円／4,162 百万円 

交換公文締結 1 期：2005 年 7 月 2 期：2006 年 6 月 

実施機関 公共事業省（MPWT） 

事業完了 2007 年 12 月 

案件従事者 本体 1 期：清水建設株式会社 2 期：株式会社大林組 

コンサルタント 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 

基本設計調査 2003 年 5～7 月、及び 2004 年 7 月～2005 年 7 月 

関連事業 ビエンチャン特別市総合都市交通計画調査（2007~ 

2008）、首都ビエンチャン都市開発マスタープラン策定

プロジェクト（2010.1~2011.3）、道路維持管理能力強化

プロジェクト（2011.9~2016.9） 

 

図 1 ビエンチャン 1 号線 

                                                   
1
 2010 年の入国者は、ワッタイ空港 10%、友好橋 39％であるが、人数で見るとワッタイ空港 72,224

（2003）→158,713 人（2010）、友好橋 357,038（2003）→719,347 人（2010）といずれも倍増してい

る。 

ノンガイ交差点 

メコン河 

チナイモ交差点 

市の中心部 

タナレン保税倉庫 

ワッタイ空港 

シカイ交差点 

友好橋 

1 号線 

（B/Dを元に作成） 
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2．．．．調査調査調査調査のののの概要概要概要概要 

2.1    外部評価者外部評価者外部評価者外部評価者 

藤田伸子（一般財団法人）国際開発機構 

 

2.2    調査期間調査期間調査期間調査期間 

 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：2011 年 11 月～2012 年 9 月 

 現地調査：2012 年 2 月 6 日～2 月 18 日、2012 年 5 月 14 日～5 月 18 日 

 

2.3    評価評価評価評価のののの制約制約制約制約 

 特になし。 

 

3．．．．評価結果評価結果評価結果評価結果（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：A
2）））） 

3.1 妥当性妥当性妥当性妥当性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③
3）））） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 ラオス政府は、「第6次社会･経済開発5ヵ年計画（2006~2010）」において、国外の市場

と人々に容易にアクセスできるようなインフラの整備を目指し、2010年までに道路総延

長2,300~2,400km、アスファルト舗装率65.0～66.7％を目標に掲げ、1号線から友好橋に

至る道路を含め道路の舗装･改良を進めていた4。 

 現行の「第7次社会･経済開発5ヵ年計画（2011~2015）」においても、運輸セクターの

強化により生産の効率化をはかり、同セクターを近代化・産業化の要とすること、東西

南北及び近隣諸国とのアクセスを向上させることを目標としている。 

交通運輸部門においては、「交通・運輸･郵政・建設に関する開発計画（1996-2020）」

を実施中であり、ラオスの社会経済が近隣諸国と同水準となるよう、道路交通の強化

を図っている。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 ビエンチャン市においては、経済社会活動の発展、自動車登録台数の大幅な増加と

ともに、一層の道路網整備が必要とされていた。1 号線は幹線道路・生活道路・商業

道路として首都の道路ネットワークを構成する重要な道路と位置付けられるが、路面

の劣化が進行し、排水不良による浸水被害が多発して、安全な通行に支障を来たして

いた。 

現在では、大型トラック等は市内の渋滞を避けて新たに建設された遷都 450 周年記

                                                   
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
4 Lao PDR：Sixth National Socio Economic Development Plan（2006～2010）,p129,168 
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念道路等に迂回しているが、１号線の交通量はそれでも大きく増加しており（後述）、

首都の最重要な道路の一路線であることに変りは無い。また凱旋門のあるランサン通

りと並んで、来訪者は必ず通る道として、ビエンチャンを代表するシンボリックな役

割も担っている。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 1998年の経済協力調査団等によるラオス側との政策対話を踏まえた重点 4分野の一

つがインフラ整備であり、ASEAN 地域統合の進展を念頭に置きつつ、日本は幹線道

路・橋梁を中心とする運輸インフラの整備を進めており、日本の援助政策とも整合性

があった。2006 年 9 月に「ラオス国別援助計画」が策定されたが、同計画においても

インフラ整備と既存インフラの有効活用が 6 重点分野の一つとなっている。 

 

 以上より、本事業の実施はラオスの開発政策、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 有効性有効性有効性有効性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③）））） 

3.2.1 定量的効果 

 設定されていた有効性目標（走行時間の短縮、冠水の減少）に関する評価結果は次

のとおりである。 

 

（1）走行時間の短縮効果 

走行時間の短縮効果については、 

1）目標が設定されていた 12.3km 区間（シカイ～チナイモ）の朝・夕のラッシュ時

については、若干短縮している（表 1）。 

2）全 28.9km 区間（シカイ～タナレン）の所要時間は、事業前には 1 時間程度を要

していたのが事業後は約 3 分の 2 になっている。 

 

表 1 走行時間の短縮 

区間 時間帯 
基準値 

（2004） 

目標値 

（2007） 

実績値 

（2011） 

シカイ～チナイモ間（12.3km） 
朝、夕のラッシュ時 平均 30 分 21 分 平均 28 分 

非ラッシュ時 － － 15～21 分 

シカイ～タナレン間（28.9km） 非ラッシュ時 1 時間 － 39～43 分 

 （出所：シカイ～チナイモ間の基準値･目標値は B/D、シカイ～タナレン関の基準値は DPWT、実

績値は本評価調査時の実測値。） 

 

シカイ～チナイモ間のラッシュ時の短縮幅が目標値ほど伸びなかった理由としては、

交通量が想定されていたよりも大幅に増加したことや路上駐車の多さにより走行レー

ンが狭くなっていることが考えられる。まず交通量であるが、1 号線では 2010 年には



 

2007 年の 1.4～2.8 倍に達している

本設計時の交通量予想（年率換算

数自体の増加が、駐車場不足

に拍車をかけている。ビエンチャン

2010 年の間に、2.5 倍に増加

 

（出所：The Project for Urban Development Master Plan Study in Vientiane Capital Final Report:App.1

を元に作成） 

図 2 1

図 3 車両登録台数

 

走行してみても、道路状況

による渋滞）はほとんどなかった

走行時間の短縮という目標

                                                  
5
 2003～2017 年の 14 年間で 48.2%

基本設計調査（その 2）基本設計調査報告書

5

している（図 2。年率換算で 12%~41%の増加）

年率換算で 2.9%の増加5）を大幅に上回っている

駐車場不足の続く同市で路上駐車を増やす原因となっており

ビエンチャン市の車両登録台数の変化を見ると、

増加している（2007 年～2010 年では 1.7 倍。図

The Project for Urban Development Master Plan Study in Vientiane Capital Final Report:App.1

1 号線の交通量の増加と計画時の予測値 

 
 

（出所：Ministry of Public Works and Transport

車両登録台数の推移（ビエンチャン市） 

道路状況の問題による減速（例えば穴をよけるための

はほとんどなかった。これらのことから、悪路による徐行

目標については、達成されたと判断できる。 

 

           

48.2%増と予測されていた。ラオス国ビエンチャン首都圏道路整備計画

基本設計調査報告書（2005,p36） 

）。これは、基

っている。また車両

となっており、渋滞

、2004 年から

図 3）。 

 

The Project for Urban Development Master Plan Study in Vientiane Capital Final Report:App.1-76

 

Ministry of Public Works and Transport） 

をよけるための迂回やそれ

徐行の減少による

首都圏道路整備計画
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（2）冠水回数・時間の減少効果 

冠水は、事業前は土地の低い箇所で頻発していたが、事業後は排水設備が機能し、

著しく減少している6。公共事業省（以下、MPWT）によれば、事業前は大雨の度に冠

水し、通行困難となった回数は 2004 年で 73 回に上っていたが、過去 4 年間で 1 号線

の冠水は年に 0~1 回におさえられている。冠水の際の通行困難時間も、1 回当たり、

事業前の 3 時間から、事業後は 1~2 時間に短縮されている（表 2）。 

2008 年、2010 年にはメコン河が氾濫し、市内の一部が冠水したが、1 号線は周囲に

土嚢を積んで冠水を免れた。また 2011 年には例年を大幅に上回る雨量があり、メコン

河は氾濫しなかったものの、1 号線は一部で数回にわたり 20 センチほど冠水したが、

水は数時間で引いている7。 

沿道住民調査8でも、事業前に冠水のあった箇所のうち 93%で、改善効果があったと

報告された9。また、冠水時間についての回答でも、事業前に冠水があった地区の 87%

が、冠水時間が減少したと回答している。以前は、排水できなかったため、ひどいと

ころでは 6~7 日も連続して通行できなかったという。 

以上より、「冠水回数・時間の減少」効果については目標を達成したと判断できる。 

 

表 2 冠水の減少 

指標名（単位） 
基準値 

（2004 年） 

目標値 

（2007 年） 

実績値 

2008 2009 2010 2011 

冠水回数（回/年） 73  減少する 1 0 0 1 

通行困難時間（時間/回） 平均 3 減少する 1 0 0 2  

 （出所：基準値･目標値は B/D。実績値は MPWT） 

 

 3.2.2 定性的効果 

（1）アクセスの向上 

舗装の改良と、歩道の整備、排水改善により、1 号線の利便性は向上した。車両、

徒歩でのアクセスの向上について、沿道住民ヒアリングでは、97％が目的地までの所

要時間が短縮し、利便性が向上したと回答している。また寺院の多い観光エリアでは、

歩道の整備と排水改善により、観光客の散策や買い物にも便利になった10。 

 

                                                   

6  「冠水」はここでは車両の通行ができない程度の水深。 
7  メコン河の洪水防御には、韓国（Economic Development Cooperation Fund）によるメコン河沿い

堤防道路の建設（Mekong River Integrated Management Project 2009-2013, 30.855milUSD）も役立って

いる。 
8
 沿道住民調査は、シカイ交差点～タナレン保税倉庫の 1 号線の両側 31 ヵ所において、沿道に 10

年以上居住／勤務している 36 人を対象に質問票を使った対面調査方式で実施した（有効回答 30）。

内訳は、商業施設 20、非商業施設（学校、病院等）5、民家（店舗を兼ねる場合も含む）20、寺院 2。

内容は、事業に対する満足度、事前事後の変化（ビジネス、利便性、衛生、景観、冠水状況、安全

面）、文化財保全に関する意見、道路維持管理、事業の認知度等。 
9 「増加した」と報告された 1 ヵ所でも、冠水したのは 2011 年の豪雨時の 1 回のみとのことである。 
10 観光開発局および沿道商店・ゲストハウスヒアリング。 
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（2）安全性の向上 

安全性については、アスファルトコンクリートによる舗装、歩道・バス停・駐車帯・

横断歩道・信号機・街路灯・標識の整備による安全性の向上と、円滑な走行により走

行速度が増したことによる危険性の増加の両面を検討した。 

1 号線のみの交通事故データは取られていないが11、沿線住民調査によれば、近隣の

1 号線での事故は、事業前より「減少している」が 50%、「増加している」が 43%とな

っており、通行が安全になったかどうかという質問では、「安全になった」が 55%（中

央分離帯の設置、路面の穴の解消、歩道の整備による）、「危険になった」が 38%（ス

ピード違反、交通量の増加等による）となっている12。安全になった理由として本事

業による道路整備が挙げられている一方、危険になった理由としては交通量の増加、

運転マナーによるという回答が多い13。 

 

3.3 インパクトインパクトインパクトインパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

（1）社会経済活動の活性化 

道路の改良により、沿線に新しい家屋や商店・工場が増加し、小規模の商店等の中小

企業新興にもつながって、沿線の商業活動の活性化に大きく貢献している。沿道住民

調査でも、商店・観光バス営業所などの 77%で売上げが増加したと回答している14。

商業施設のみならず、病院や寺院でも、来訪者等の利便性が高まった（コラム１参照）
15。 

 2007~2010 年の GDP 成長率を見ると、7~8%台で推移しており、一人当たり GDP も

714US ドル（2007）から 1,088US ドル（2010）に増加しており、好況期にあったこと

も、このような経済活動の活性化に影響したとみられる。 

 

                                                   
11 2011 年のビエンチャン市全体の交通事故数を見ると、2007 年比で事故件数は 15%減、負傷者 21%

減、死者数 18%増となっている（MPWT ヒアリング）。 
12 沿道住民調査によれば、1 号線では、住民の利便性を重視し、多数設置された中央分離帯の切れ

目を左折する際に大回りになるための事故、および車歩分離により安全性を確保するための縁石ブ

ロックにバイクが衝突する危険が指摘された。しかし事故の原因は飲酒、交通違反、速度超過、無

免許運転などの複合的なものであり、道路の設計が主因と特定されるような事故数は不明で、統計

も取られていない。また縁石へのバイクの衝突についても、警察への届出を必要としないような軽

度の事故がほとんどである（ビエンチャン市交通警察、シサタナク区交通警察ヒアリング）。 
13 ビエンチャン市における事故原因の 7 割は飲酒・無免許・16 歳以下の運転（Lao PDR Statistical 

Yearbook 2010）。 
14 「減少した」11%、「変化無し」8%、「わからない」4%であった。「ビジネスが減少した」と回答

した商店は、片側のみが駐車スペースと決められている一方通行道路の駐車スペース側の商店で、

通行する車が駐車中の車に阻まれ立ち寄れなくなったことを理由に挙げている。 
15 沿道住民調査。 
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コラム１：シサタナク地区病院 

（看護士さんの話） 

「以前は、病院前の 1 号線が 3 時間以上も冠水し、バイク通勤の

私は病院までたどり着けず、患者さんたちも病院に来られません

でした。そのような冠水が頻繁に起きていたのですが、今はすぐ

に水が引くようになり助かっています。排水が早いことは、安全

な走行にも貢献していると思います。」  

シサタナク地区病院 

 

（2）観光産業の活性化 

本事業は、ワッタイ国際空港や、タイからの玄関口である友好橋と市中心部へのア

クセスの改善により、観光産業にプラスの影響を与えている16。観光開発局によれば、

友好橋から入るタイの観光バスが、以前は道路状態が悪かったために大きく迂回して

市内に入っていたが、1 号線改良で短時間に市内に入れるようになった。また歩道の

整備により、寺院観光等の観光客にとって、快適に散策・買い物等ができるようにな

ったことは前述のとおりである。さらに街灯の整備により、ラオ正月の夜のパレード

など様々な催しができるようになった17。ラオスが観光を国の主要産業と位置付けて

振興していることもあり、沿線にレストランや新しいゲストハウスが増え、バス会社

等の観光ビジネスも繁盛しており18、ビエンチャン市の 2010 年の観光客数は 2006 年

比で 36.5%増加している。 

 

（3）沿道の衛生環境の改善 

沿道の環境についても改善効果がみられている。沿道住民ヒアリングでは 74%が改

善したと回答している19。改善した点としては、乾季には舗装の改良による土埃の減

少、雨季には冠水の減少による泥や水溜りの減少が挙げられている。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

（対象地域及び周辺住民への裨益、自然環境へのインパクト、住民移転・用地取得等） 

（1）環境へのインパクト 

環境への負の影響はみられなかった。街路樹 485本は全て伐採を免れ、寺院および重要建

造物にかかる区間においては、景観保全に配慮して歩道はレンガで舗装された。沿道住民ヒ

アリングでは、「周辺環境はきれいになった」と回答した人が 90%にのぼった（街路灯の設

置や、中央分離帯・路肩の植栽等による）20。 

 

                                                   
16 友好橋からの入国者数は、2006～2010 で 24%増加、ワッタイ空港からの入国者数は、同区間で

49%増加している （Statistical Report on Tourism in Laos 2010）。 
17 観光開発局ヒアリング。 
18 沿道住民調査。 
19 「変らない」19%、「わからない」6%、「悪化した」0％。 
20 「変らない」が 10%。 
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（2）住民移転・用地取得 

 家屋が車道近くまで迫っているところでは、家屋の移動が不要となるよう歩道幅を調整す

るなどしたため、沿道家屋の移転はなかった。沿道住民への説明は、B/D の際に、日本人コ

ンサルタントと公共事業省道路局環境課の職員が、対象区間約 2000 軒を一軒一軒訪問する

形で行われた。そのほか、公共事業省が、新聞に英語・ラオ語で広告を掲載した。また工事

の際には工事区画ごとに住民説明会が開催され、工事中の住民の苦情もほとんどなく、住民

は敷地内の柵や塀を自発的に移設したり、工事関係者に水や氷を運ぶなど進んで協力したと

いう。工事中の沿道家屋・商店への影響（埃、通行上のの不便など）も最小限に抑えられ、

大きな問題はなかった21。 

 

（3）その他の間接的効果 

B/D の際に、対象区間の一部で過去に文化財が発掘されたことが判明したため、基本設計

を一時中断し、対象区間において文化財予備調査が実施された22。この結果、埋蔵文化財の

包蔵可能性が高いことがわかり、旧城壁内 6km区間23において本事業の地中構造物（配水管

等）建設のため掘削する部分については、細心の注意を払って工事を進めた24。その結果 14

万点に及ぶ陶磁器、瓦などが出土した。これらは分類整理され、国立博物館敷地内の保存庫

に 3000 ケースに分けて保管され、一部は博物館内で展示されている。また工事途中で、ビ

エンチャン市の礎石とされる、ランサン王朝期の配石遺構が出土した（コラム 2参照）。 

 沿道住民調査では、このような工事の際の文化財への配慮や、遺構が発掘されたことにつ

いての感謝の声が多く聞かれ、文化財に対する住民の意識の向上にも貢献している。また日

本の援助の認知度は 67%であり、日本の建設した道路は、他国が建設したものと比べ損傷し

にくいと評価されている。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・イン

パクトは高い。 

 

                                                   
21 沿道住民調査。 
22 本案件は、2003 年 1 月に予備調査が実施され、同 5 月に B/D を開始したが、7 月に埋蔵文化財

包蔵可能性が明らかになり、ラオス側に埋蔵文化財調査を要請して B/D を中断した。その後ラオス

側より埋蔵文化財のパイロット調査支援の要請があり、2004 年 2 月、埋蔵文化財支援予備調査が実

施され、文化財調査への支援が決まり、同年 7 月に B/D が再開される一方、並行して実施された埋

蔵文化財支援予備調査 2 にて試掘調査が実施された。この結果、対象となる区域の層厚約 1.0ｍに

渡り埋蔵物処理を先行して行い、処理完了後、引き続き地中構造物の掘削・建設を行う計画とした。 
23 文化財対応をする対象区域は、「文化歴史自然遺産保護に係る大統領令」（Decree of the President of the 

Lao People’s Democratic Republic on the Preservation of Cultural, Historical and Natural Heritage）に基づ

き教育文化省が選定した。 
24 工事はまず、表面の新しい土約 1m を機械で掘削・撤去し、そのあと作業員が手掘りで約 25cm

ずつ掘り、出土品を水洗・乾燥したのち、説明・数量・所見を記入した整理箱に収納し倉庫に移送、

処理完了確認後、排水管を埋設するという手順で行われた。このために文化財専門のコンサルタン

ト 2 名が工事に常駐した。 
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コラム２：ビエンチャン市礎石の出土 

 

 2007 年 1 月、シカイ交差点から 6.5km のシムアン寺付近の本事業工事現場で配石遺構（奉納

された礎石）が出土した。礎石は、宗教的・儀礼的な目的を持って製作されたものとされ、彫刻

や赤や金の装飾が施された 193片の木の葉形や卵形の石で構成されている（写真左・中。全体で

長さ 177cm、幅 99cm、高さ 55cm）。ランサン王国のセタティラート王がルアンパバンよりビエ

ンチャンに遷都（1560）した頃、王国各地から首都ビエンチャンの礎石として奉納されたものと

推定され、考古学的、宗教的な価値が高いと考えられている。遺構の上部は、20世紀前半の道路

及び側溝敷設作業により破壊されていた。 

 ラオス情報文化省（当時）は、配石遺構は何度も侵略に遭ったビエンチャンの歴史を国民に思

い起こさせ、歴史教育、国民意識の強化のために重要であるとして、発掘場所に奉納堂を建設す

ることとし、最終的に付近の道路 200メートルを 5メートルほど北側に迂回させた（迂回のため

の費用及び奉納堂の建設費は全てラオス側が負担）。現在奉納堂（Vientiane City Pillar Shrine）は

遺構の出土場所に建設中で 2012年秋の完成予定である（写真右）。それまでの間、礎石は国立博

物館に展示されている。 

 情報文化観光省遺産局によると、ランサン王朝期の城壁の内側での工事の際の埋蔵文化財の調

査は大統領令で定められているにもかかわらずほとんど実行されてこなかった。考古学的調査の

ための予算が配賦されない中で、建設プロジェクトの際の調査は唯一の発掘機会であり、本事業

は、近代的なインフラの建設と文化財の保全という二つをどちらも犠牲にせずに同時に達成する

ことができたという意味で画期的であったと評価されている。本事業が先駆となり、その後の同

地区の政府や世銀による大規模プロジェクトにおいても、考古学的調査が実施されるようになっ

た。また同省観光開発局は、奉納堂の完成後、新たな観光名所として一大キャンペーンを企画中

であり、観光開発効果も期待できる。 

 沿道住民調査では、83％が遺構の出土を知っており、33％が実際に見に行っている（工事現場

または一時保存されたシムアン寺において）。半数の回答者が、「聖なる遺構が発見されて良かっ

た」「保存する価値がある」等と回答しており、奉納堂建設のために直線だった道路を迂回させ

たことについて不満に思う人は 36名中 2名のみであった。 

   

（礎石の一つ。1540年と

書かれている） 

（国立博物館に展示された礎石） （1号線。工事中の奉納堂前） 

 

 （写真左：Preliminary Report on the Buried Cultural Properties Salvage Works for the Project for Improvement of 

Vientiane Road No.1） 
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3.4 効率性効率性効率性効率性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：②②②②）））） 

3.4.1 アウトプット 

アウトプットはほぼ計画通り産出された（表 3）。計画からの変更点は、一部照明柱

の設置位置など軽微な点にとどまる。埋蔵文化財の整理については、既述のとおり、

対象区域となった 6.5km にわたり、工事を進めながら出土品の整理･分類、倉庫への

移送・収納が実施された。ラオス側負担事項は、信号の設置（フランスの援助により

実施）を除き、遅滞なく実施された。 

 

表 3 アウトプット 

日本側 

対象区間：シカイ交差点～タナレン保税倉庫前 

道路延長：28.92km 

道路改修 全線アスファルトコンクリート舗装 

道路排水施設 15.5km 

既設水道管移設 6.5km 

街路および道路付帯設備 

 

歩道整備： 10.4km（シカイ～タカオ）マウントアップ型、11.3km（タ

カオ～ビアラオ前）フラット型、7.2km（ビアラオ前~タナレン）路肩

形式 

道路照明：15.5km 

信号機（基礎のみ） 

中央分離帯：9.3km 

埋蔵文化財整理 6.5km 

ラオス側 

工事準備 作業ヤード、資機材置き場、残土ストックヤード、現場事務所等の用

地の提供。 

沿道家屋調査の実施。 

道路照明・信号機用配電盤の設置。 

工事障害物の移設・撤去 本事業の実施に際し障害となる電柱、広告塔、工場からの排水管、お

よび、地下埋設物（ケーブル、マンホール、等）の移設。 

道路排水施設 本事業で設置する公共枡までの民家側からの取付。 

付帯設備 本事業内の改良交差点の信号機の設置。 

 

   

1 号線の始点、シカイ交差点。 

照明灯のデザインは住民に好評。 

朝の渋滞の様子。 バス停をはさんで開店したバッ

ファロースキン売りのスタンド。 
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3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

事業費については、計画内に収まった（表 4）。 

 

表 4 事業費 

 計画 実績 

日本側 4,645 百万円 4,162 百万円（89.6%） 

ラオス側 84 百万円 N.A. 

 
 
 

3.4.2.2 事業期間 

事業期間は計画「約 28 ヵ月」のところ 29 ヵ月と 5 日間（計画比 104％）25と計画を

やや上回った。重要文化財の出土により一部区間で予定外の工事の休止が発生したこ

とが原因であるが、他の区間を先に着工することで、事業期間の延長は最小限にとど

められた。 

 

以上より、本事業の事業費は計画内に収まったが、事業期間が計画を若干上回った

ため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性持続性持続性持続性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③）））） 

3.5.1 運営・維持管理の体制   

維持管理は、MPWT のビエンチャン公共事業運輸局（Department of Public Works and 

Transport、以下 DPWT）とビエンチャン都市開発機構（Vientiane Urban Development and 

Administration Authority、以下 VUDAA）が区間によって分担している。VUDAA がシ

カイ交差点～ノンガイ交差点、DPWT はノンガイ交差点～タナレン保税倉庫間まで、

日常の清掃から大規模な補修工事まで含む維持管理を行っている。ただし国際会議前

の大規模な補修工事などは DPWT の予算により合同で実施することもある。 

DPWT は総勢 97 名、内、道路部は 27 名（2011）となっている。また VUDDA の本

部には約 70 名の職員がおり、都市環境整備部門が 27 名、インフラ担当部道路橋梁担

当は 18 名（2011）である。補修工事は民間に委託（競争入札によって、技術力があり

新型の機材を保有している会社に発注）している。また信号灯や電球の交換はラオ電

力公社（Electricité du Laos、以下 EDL）に委託しているため、実施機関の要員は十分

と報告されており26、維持管理体制面での問題は特にみられない。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

舗装の修理はおおむね問題なく実施されている。地下に水路が通り地盤が軟弱な飲料

                                                   
25 事業期間 2005年 7月 27日～2007年 12月 31日。 
26 DPWT、VUDAAヒアリング。 
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工場付近の箇所については、路面が損傷しやすく、何度か修復が実施されている。原

因は地下水による軟弱な地盤とされている27。本評価の一次調査時は修繕直後で問題

がなかったが、3 ヵ月後の二次調査時には 6~7 個の小さい穴が見られた。この対策と

して DPWT では、該当箇所に雨水がたまることで路面が損傷しやすいとして、今年秋

までに該当箇所を 300m にわたり 1m 嵩上げする計画である。既に 3 億 kip
28の予算を

確保しており、この補修の効果が期待されている。 

維持管理マニュアルは、現地の職員が作成したものを使用

している。上記の補修個所への対応も含め、技術的な問題は

報告されていない。 

 

 

何度か補修された箇所 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

道路維持管理予算は、財務省からの国家予算と、MPWT からの道路維持管理基金

（Road Maintenance Fund、以下 RMF）から成る。全国で 7,200km ある国道の維持管理

はほとんどが RMF から支出されており、RMF は道路の維持管理、緊急の補修、沿線

の雑木の手入れにかかる人件費などにも使用される。 

RMF の財源はガソリン、ディーゼル、エンジンオイルなどの燃料輸入税（現在 1 リ

ットル 420kip）および過積載の課金である。RMF は年々増加し、2007/08 年に比較し

て 2010/11 年は年間 3,000 億 kip (36.78 百万 US$)と 2.8 倍になっている（図 4）。これ

を 17 県に配分するが、首都ビエンチャンには優先的に配分され、必要額が確保されて

いる29。1 号線のみの維持管理費をみると、2009 年で日常維持管理・定期的/緊急維持

管理合計で 4.1 億 kip（54,000US$）となっており、計画額の 4.1 億 kip（54,065US$）

を確保している。燃料価格は高目に推移していることから、今後も安定的な財源が確

保されると見込まれる。 

MPWT・VUDAA とも、年度ごとに補修が必要な箇所に関する工事費を積上げ、年

間計画として予算請求し、予算配賦後、区間ごとに入札を行い、補修工事を実施して

いる。また、道路の植栽や清掃・照明灯や信号の交換に充当するため、市民の支払う

電気料金のうち 2000kip/戸/月がラオ電力公社より VUDAAに提供される仕組みになっ

ており、161mil kip/月（2011）が充当されてきた。同様に水道料金からも 50mil kip/月

（同）が VUDAA に提供される仕組みとなっている。2012 年 2 月からは、街路灯の取

替え・信号のランプの取替えは VUDAA から EDL に委託されている（上記のうち、

1000kip/戸/月を充当）30。 

                                                   

27 DPWT、MPWT、VUDAA、「道路維持管理能力強化プロジェクト」専門家ヒアリング。 
28 100kip=1 円 
29 MPWT ヒアリング。 
30 本事業による照明灯の設置は、シカイ交差点よりチナイモ交差点までである。チナイモ交差点か

らタナレン保税倉庫間は、2011年にタイの援助により照明灯が設置された。 
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 （出所:MPWT） 

図 4 道路維持管理基金収入額の推移 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

運営維持管理はおおむね良好であり、通行に支障が生じるような問題はない。路上

の穴の補修は、迅速に実施されており、清掃、植栽の剪定も行き届いている。雨量に

よっては迅速な排水が困難な箇所が一部にあるが、その大きな原因は排水設備にごみ

や泥がたまることである。市民による清掃や側溝の草刈などは毎週土曜日に行われて

いる（沿道住民調査では、97%が清掃に参加している）が、他方で、沿道の家屋やビ

ルなどの建築現場からの残土や砂が十分に清掃されずに排水溝に流入してしまうこと

が沿道住民から指摘されている。 

また道路の機能に影響があるほどではないが、切れた街路灯の交換や、交通事故等

による街路灯の破損の修理に遅れが見られる。二次調査時点では、シカイ～チナイモ

間の照明灯の 10.8%
31が点灯していなかった。VUDAA にこの点を確認したところ、

2012 年秋のアジア欧州会合までに EDL が全て交換することになっているとのことで

ある。 

また本事業外であるが、道路の使用に関しては、不法駐車やダブルパーキングで通

行幅を狭めているケースが散見され、より安全で円滑な走行のためには駐車スペース

問題への更なる取り組みが必要である。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によ

って発現した効果の持続性は高い。 

 

4．．．．結論及結論及結論及結論及びびびび提言提言提言提言・・・・教訓教訓教訓教訓 

4.1    結論結論結論結論 

本無償資金協力は、首都ビエンチャンの幹線道路である 1 号線の改良、冠水防止に

                                                   

31 2012 年 5 月 15 日、目視であるが、シカイ交差点～チナイモ交差点間の 721 個の照明の内、88

個が点灯していなかった。 
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より安全で円滑な交通の実現を図る目的で実施された。国際的にも国内的にも道路網

の要の位置にある 1 号線の整備は、経済成長著しいラオスにとって極めて重要性が高

かった。本事業は、走行時間の短縮や冠水の減少をもたらし、沿線の経済活動の活性

化や観光産業の発展にも貢献している。また本事業の工事区間には埋蔵文化財の包蔵

可能性の高い地域が含まれていたが、埋蔵物に対し細心の配慮を行いつつ工事を進め

たことから、ビエンチャン市の礎石とされる重要な文化財の発掘につながっている。 

事業費は計画内に収まっているが、重要文化財の出土により一部区間で予定外の工事

の休止が発生し事業期間が計画をやや上回ったため、効率性は中程度である。実施機

関は路面の損傷に対して迅速な補修に努めており、路肩の清掃や側溝の草刈りなどで

は沿線住民の協力もあって、維持管理状況は良好である。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言提言提言提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

（1）排水溝の土砂の除去：雨季に排水設備が詰まったり排水容量が低下したりしない

ように、雨季前に排水溝の土砂の除去作業を引き続き実施することが必要である。 

（2）工事の際の土砂の撤去：沿道の住宅やビルの建築工事、通信ケーブル埋設工事

などの際に出る土砂が排水溝に入らないように徹底させることにより、排水機能の最

大化を図ることが重要である。沿線住民には排水設備の管理に関して理解が浸透して

いるが、建設業者にも徹底させることが必要と思われる。 

（3）不法駐車問題への対応：活用面の問題であるが、路上駐車の車両で道路が塞がれ

ている箇所があり、道路の機能を低減させている。不法駐車取締り･駐車場の増設等、

不法駐車を防ぐための対策が必要である。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

 特になし。 

 

4.3 教訓教訓教訓教訓 

    本事業は、B/D 期間中に埋蔵文化財包蔵可能性が高い地域であることが明らかにな

ったため、詳細な調査を行いながら計画が進められた。そのため時間はかかったが、

文化財に対する市民の意識の高まりやビエンチャン市の礎石という重要文化財の発掘

にもつながり、完成した道路の品質の高さとあいまって、日本の協力に対するラオス

側の信頼を高めている。ビエンチャン市だけでなく、歴史的価値の高い地域でありな

がら様々な理由で本格的な発掘調査が実施されていない地域での工事の際の文化財へ

の配慮は極めて重要である。 

以上  

 


