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パラオ 

首都圏基幹道路改修計画 

外部評価者：新日本サステナビリティ株式会社 志村 明美 

０．要旨 
本事業はコロール州、アイライ州において幹線道路の改修を行うことにより、パラ

オ首都圏での円滑で安全な交通の確保を図ることを目的としていた。本事業はパラオ

の開発政策及び日本の援助方針に整合しており、事前評価時から現在に至るまで開発

ニーズも高いことから、事業の妥当性は高いと判断される。また、本事業の実施によ

る平均走行速度の向上は交通量の増加により事前評価時の想定より低い水準にとどま

っているものの、路面状況の改善に伴う交通が円滑化し、安全性が向上した。それに

ともない地元住民や観光客の社会サービスへのアクセスの向上、物流の安定化に対す

る効果も確認されていることから、事業の有効性は中程度といえる。本事業のアウト

プット及び事業費は概ね計画通りであったが、事業期間が計画を若干上回ったため、

事業の効率性は中程度である。運営・維持管理の体制については改善の見込みが見ら

れるものの、維持管理の技術、財務、及び現況に一部問題があり、今後の維持管理活

動に若干の懸念がもたれる。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

１．案件の概要 

   

      案件位置図      改修後の幹線道路（区間 A：コロール中心部） 

 

1.1 事業の背景 

首都圏幹線道路は、日本の無償資金協力により 2006年に改修が実施された島間連絡

道路（コーズウェイ）と、コロール島とその周辺島内を走る道路の合計約 17km によ

り構成されており、都市機能が集積されているコロール島、国際空港や新首都が建設

中であったバベルダオブ島、国際港があるマラカル島等を結ぶパラオで最も重要な道
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路であった。しかし、島間連絡道路を除く区間は 1993年の改修以降、大規模な改修が

行われておらず、老朽化による損傷が顕著となっていた。運転免許取得者の急増等に

より当該道路における交通量が年率約 8%増加する中、舗装の著しい損傷は道路利用

者に低速走行を強い、渋滞を頻発させる原因となると同時に安全な道路交通を確保す

る上で大きな支障となっていた。一方、道路管理予算は主に日常の道路維持管理に使

われており、既存道路の改修事業や新設道路の建設を実施するには十分な規模ではな

く、舗装の劣化は毎年進み、ポットホール1や雨の後の大きな水溜まりによる市街地で

の交通障害も深刻化していた。 

また、コロール島からバベルダオブ島への首都機能の移転により本事業の対象区間

はパラオにおける開発並びに行政活動の骨格と位置づけられ、その重要性がさらに高

まりつつあったことから、本事業の実施に至ったものである。 

 

1.2 事業概要 

 コロール州、アイライ州において幹線道路の改修を行うことにより、パラオ首都圏

での円滑で安全な交通の確保を図る。 

 

E/N限度額／供与額 1,405百万円 ／ 1,405 百万円 

交換公文締結 2007年 5月  

実施機関 公共インフラ通商産業省（旧・資源開発省） 

事業完了 2009年 2月 

案件従事者 本体 西松建設 

コンサルタント 建設技研インターナショナル 

基本設計調査 2006年 1月～11月 

関連事業 【無償資金協力】 

道路整備計画(1987年) 

新コロール・バベルダオブ橋建設計画(1998 年

~2001年) 

島間連絡道路改修計画(2004年~2006年) 

 

                                                   
1 ポットホールとは、アスファルト舗装の比較的浅い部分的なくぼみをいう。 
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図 1 事業対象区間 配置図2 

 

 

 

図 2 主要交差点位置図 

 

                                                   
2 事業対象は区間 F-2を除く区間 Aから区間 Fである。 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 志村 明美（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：2011年 11月～2012年 9月 

 現地調査：2012年 2月 26日～3月 17日 

 

3．評価結果（レーティング：C3） 
3.1 妥当性（レーティング：③4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本事業の事前評価時から現在に至るまで進められているパラオの長期開発計画で

ある「国家開発計画 1996-2020 (Palau 2020 National Master Development Plan: 

PNMDP)」で、社会基盤整備は長期にわたってパラオ人の生活を向上させるための

最重要課題に位置付けられている。また、事前評価時には、公共部門開発の見直し

を図ることを目的として策定されていた「公共部門開発計画 2003-2007 (Public Sector 

Investment Program: PSIP)」で、同国政府は経済開発の重点分野を観光、農業、漁業、

貿易、軽工業と定義しており、「首都圏幹線道路改良プロジェクト」は、上記重点分

野の開発に必要な交通プロジェクトの中で優先順位が一番高い区分 Aに分類されて

いた。 

さらに、事後評価時においては 2009年に策定された中期開発戦略 2009-2014（The 

Medium-Term Development Strategy: MTDS）」で(1)農業・漁業、(2)観光業、(3)インフ

ラ、(4)諸外国の関与、(5)持続的な政府の 5 つの優先課題が挙げられており、(3)イ

ンフラについては、資産の耐用年数を延ばすための維持管理が優先分野の一つとさ

れている。 

したがって、本事業は事前評価時以降現在まで引き続き、パラオの開発政策の重

点課題と合致していたといえる。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業の事前評価時、同国では都市機能の一極集中を是正するため、コロールか

らマルキョクへの首都移転が進められていたが、当該道路は首都圏最大の荷揚げ港

があるマラカル島と新首都の建設が行われていたマルキョクがあるバベルダオブ

島を結ぶ唯一の道路であったため、過積載車両を含んだ建設に関連する大型車両が

頻繁に通過し、舗装の損傷を進行させており、ひび割れの発生が進行していた。 

                                                   
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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その後、2006年に首都移転が完了したが、事後評価時においても経済活動基盤は

依然としてコロールに集中しており、同国の基幹産業である観光業もコロールを拠

点としていることから、コロールを中心とした基幹道路の交通量は減少していない。

また、バベルダオブ島の新首都やパラオ国際空港、マラカル島にあるパラオ港、ア

ラカベサン島の国立病院とコロール首都圏の間を移動するためには首都圏幹線道

路を通行する必要があり、代替する道路は存在しない。コロール市街地においても

周辺道路の改修は一部が完了したのみであり、車両は幹線道路に集中している。 

よって、首都圏基幹道路は事前評価時から引き続き、適切に整備・維持管理して

いく必要性が高いと判断される。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 事前評価時の日本のパラオに対する ODA の基本方針は、経済自立の支援、持続

可能な開発の促進を目的とし、以下の重点分野への支援を行うものとしていた。 

(ｲ) 生活基盤分野 

(ﾛ) 教育分野 

(ﾊ) 環境分野 

(ﾆ) 保健・医療分野 

(ﾎ) 観光分野 

(ﾍ) 水産分野 

このうち、本事業は「(ｲ) 生活基盤分野」の運輸インフラ整備に該当するもので

あり、当時の日本の援助政策に整合していたといえる。 

 

以上より、本事業の実施はパラオの開発政策、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5（レーティング：②） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標）6 

(1) ピーク時の平均走行速度（区間 A7） 

 事前評価時には、朝夕の交通量のピーク時間帯に区間 A の平均走行速度が 2006

年の 15km/時（基準値）から改修後には 25km/時（目標値）となることが計画され

                                                   
5 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。 
6 事前評価時には「車道外交通事故の発生件数」が定量的効果として想定されていたが、事後評価
時に警察等による統計が取られていなかった。また、事前評価時に車道外事故件数の算定基礎とさ

れていた統計は歩行者が巻き込まれた事故に限定されておらず、本事業対象区間でない地点での事

故も含まれている可能性があるため、定量的な分析は行わず、「3.2.2定性的効果(2)歩車道の分離に
よる歩行者の安全性の向上」で検討することとした。 
7 本事業対象区間のうち、PVA交差点~Mobil Top-side交差点(2.7km)。コロールの中心部を通過し
ている区間であり、両脇にはデパートや商店、ホテル、レストラン等の商業施設や学校等の公共施

設が立ち並んでいる。 
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図 3：区間 Aの渋滞の状況 
（事業実施前と比較） 

ていた。関係機関は平均走行速度に関するデータを収集していなかったため、事後

評価時に実測したところ8、平均走行速度は 16.3km/時にとどまった。 

実測時、中間点付近を除いては、概ね時速 30～40kmでの走行が可能であったが
9、中間点付近の交差点では渋滞が発生していた。区間 A では平均速度を向上させ

る目的で、路面改修と同時に優先方向の明確化と付加車線10の設置による交差点改

良を実施されたが、この改良は交通量が 5 年間で最大 10.4%11増加した場合を想定

して設計されていた。事後評価時に区間 Aの両端である PVA交差点、Mobil Top-side

交差点、中間点付近に位置する SDA 交差点において交通量を測定したところ、表

1に示す通り区間 Aの両端では交通量が減少しているものの、SDA交差点では交通

量が事前評価時と比較して 18.8%増加していたことから、渋滞が発生し平均走行速

度を低下に繋がっていると考えられる。 

 

表 1 区間 Aにおける交通量(午前 6時~午後 10時までの 16時間)（台） 

測定地点 基準値（2006年）*1 実績値（2012年）*2 
PVA交差点 
(区間 A始点) 

16,868 16,436 

SDA交差点 
(区間 A中間点付近) 

21,114 25,089 

Mobil Top-side交差点 
(区間 A終点) 

12,911 10,394 

 出所：*1 基礎設計調査報告書 
*2 現地調査時の実測値 

 

一方で、簡易の受益者調査12では 62.8%が区

間 Aの渋滞は「著しく改善した」もしくは「改

善した」と回答したため（図 3）、この点につ

き渋滞が改善したと回答した道路利用者に追

加して聞き取りを行った。その結果、事業実施

前には路面状況が悪かったことから低速で走

行しなければならない箇所が多く、渋滞の発生

がピーク時に限定されず、かつ範囲がより広範

であったとのことであった。 

                                                   
8 2012年 3月 1日夕方ピーク時及び 2012年 3月 6日朝ピーク時の平均の平均値。 
9 パラオの法定制限速度は時速 25マイル（約 40km）。 
10 本事業において付加車線は、交差点周辺に設置する右左折車両用の車線のことを指す。右左折す
る車両が停止・減速し直進する車両の進行を妨げることにより発生する、渋滞や追突事故を防ぐ機

能が期待されていた。 
11 事前評価時には年率 1～2%の交通量の増加を想定していたため、5年間で(1.02)5＝1.104となる。 
12 簡易受益者調査は次の通り、アンケートの配布により実施した。実施月：2012年 3月。サンプ
ル数：35。内訳は沿線住民 25、沿線店舗事業者４、観光業者(含・政府観光局)6。 
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図 4：冠水による交通障害頻度 
（事業実施前と比較） 

したがって、ピーク時の平均走行速度は中間点付近の交差点での渋滞により十

分に改善していないものの、道路利用者は渋滞が緩和したとの認識を持っていると

考えられる。 

 

(2) 冠水による交通障害頻度 

 事前評価時には冠水による交通障害頻度の

統計が取られていなかったものの、1 日 1mm

以上の降雨があると路面に雨水が滞留してい

たと考えられたため、1 日 1mm 以上の降雨日

の過去 5年間の平均である年間 208日を路面上

の雨水滞留が発生した日数として集計し、本事

業実施後は雨水滞留日数が年間 0 日になるこ

とを目標としていた。しかし、事業実施後にお

いても交通障害頻度は集計されておらず、雨量

と路面の雨水滞留の関係は記録されていなかった。このため、簡易受益者調査を通

じて改善の度合いを把握したところ、排水溝の整備等により雨水が路面に滞留する

ことが少なくなったため交通障害頻度が減少したとの結果を得た（図 4）。したが

って、冠水による交通障害頻度の実績値は把握できないものの、簡易受益者調査の

結果、同等の効果があったと判断できる。 

 

よって、本事業の実施による路面状況の改善により、事前評価時に想定された定

量的効果が一定程度発現しているといえる。 

 

 3.2.2 定性的効果 

 事前評価時には、「(1)路面状況が改善され、物流の安定化、効率化に寄与する」、

「(2)歩車道を分離するので、歩行者の安全性が向上する」ことが期待されていた。 

 

(1) 路面状況の改善による物流の安定化、効率化 

 本事業の定性的な把握のために実施機関や現地小売店経営者に対して実施した

聞き取り調査によると、商品納入のタイミングの正確性が向上した、配送用車両の

故障が減少したとのことである。本事業による付加車線の設置と舗装改修が移動時

間の一定の短縮や車両の修繕回数の減少をもたらし、それによって物流の安定化、

効率化に寄与している。また、道路利用者に対する簡易受益者調査によると、回答

者の全員が事業実施後は事業実施前と比較して路面状況が著しく改善(42.9%)もし

くは改善した(57.1%)と認識しており、自由回答として、舗装の状態がよくなった

ことにより車両の耐用年数が長くなった、もしくは車両整備費の削減に繋がったと

の回答もあった。よって、想定されていた効果は認められているといえる。 
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図 5：歩行者の安全性向上 
（事業実施前と比較） 

 

 (2) 歩車道の分離による歩行者の安全性の向上 

 道路利用者に対する簡易受益者調査によ

ると、歩道が設置されたことにより道路沿いを

歩く際の安全性が「著しく向上した」、「向上し

た」とした回答者は 94.3%を占めている（図 5）。

また、健康のために歩道上をウォーキングやジ

ョギングする地元住民が見られるようになっ

た、コロール中心街を散策する観光客が増えた

との意見もあった。 

これには、路面表示により車道と歩道が明確

に分けられたことや、U字溝の上を歩行可能に

なったことが寄与していると考えられる。 

  

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

事前評価時において、事業の間接的効果として「道路交通の信頼性の向上により、

基幹道路を利用する地域住民及び観光客の利便性向上に繋がる」、「道路交通の円滑

化により、地域開発、首都圏の機能向上、経済活性化及び医療・教育施設など社会

サービスへのアクセス向上に繋がる」ことが想定されていた13。 

 

(1) 道路交通の信頼性の向上による地域住民及び観光客の利便性の向上 

 事業実施前後における公共施設間の所要時間や陸上交通機関の運行状況に関し

ては、実施機関や関係機関より実施前後の変化を把握するためのデータの入手が不

可能であったことから、道路利用者に対する聞き取り調査により道路交通の信頼性

の変化について調査した。学校関係者によると、パラオでは生徒の多くが親の運転

する自家用車で通学しているため、本事業により交通が円滑化したことは不足の渋

滞に巻き込まれることによる生徒の遅刻の減少に効果があったと考えられるとの

ことであった。また、観光業者より、事業実施前と比較して目的地への到着時間が

予想しやすくなったとの声も聞かれたことから、本事業は道路交通の信頼性の向上

による利便性の向上に一定程度寄与したと考えられる。 

 

 

                                                   
13 事前評価時においては、間接的効果として「交通渋滞が解消され車両の走行速度が上がることに
より、車の排気ガスによる大気汚染が減少する」ことも想定されていたが、関係機関で大気汚染に

関する統計が収集されていなかった上に、関係機関や周辺住民を含む道路利用者により事業実施前、

後のいずれにおいても大気汚染を認識されていなかったため、本事業の間接的効果として確認する

ことはできなかった。 
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図 6：社会サービスへのアクセス
向上（事業実施前と比較） 

(2) 社会サービスへのアクセスの向上 

 簡易受益者調査によると、多くの道路利用者

が、交通の円滑化により学校、病院、役所等の

社会サービスへの所要時間が短縮され、アクセ

スが向上したと認識している（図 6）。また、

国立病院関係者によると、道路中央車線を緊急

車両が優先的に走行できるようになったため、

事業実施前と比較すると救急車による患者の

搬送時間が短縮されたとのことであった。 

 

 

(3) 首都圏の機能向上、経済の活性化 

パラオにおいては州ごとの GDP の集計が行われていないため、産業毎の実質

GDPの分析により首都圏の機能向上、経済活性化の把握を試みた。 

 
表 2 パラオの産業別 GDPの推移 

（千 USドル） 

 

 

 

 

出所：統計局入手資料 

 

上記のように建設業が大きく減少する一方で、都市型の産業である卸・小売業は

微減、ホテル・レストラン業、不動産業・賃貸業は増加している。直接の把握は困

難であるが、パラオで上記のような都市型産業が集積しているのは首都圏のみであ

ることから、本事業の実施後、物流の安定化により人や物資の移動が首都圏で活発

化し、首都圏の機能向上及び経済活動は活性化していると判断することができる。 

 

 
2006 2008 2010 2011 

実質 GDP 185,415 173,114 165,745 175,374 
卸・小売業 34,500 33,344 29,035 30,049 
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ業 19,385 19,724 19,929 25,725 
不動産業･賃貸業 17,542 19,229 21,078 21,707 
建設業 19,069 7,758 4,941 4,522 
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整備された舗装と路面表示（区間 F-1）   ラッシュ時の渋滞（区間 A、Shell交差点14） 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

 3.3.2.1 自然環境へのインパクト 

 パラオは信託統治時代から米海軍の環境基準が適用されてきた歴史があり、環境保全、

環境影響評価に関わる施行令・実施細則等は他の途上国と比較して整備されており、環境

保全局（Environmental Quality Protection Board：EQPB）による規制が行われている。事業

実施中及び実施後の環境への影響の有無を確認するため、環境保全局での関連資料の閲覧

及び聞き取りを実施したところ、事業実施中に工事残土や汚濁した水をマングローブ林に

直接投棄したこと、また指定された場所以外へ土砂を貯蔵したことにより、コントラクタ

ーが環境保全局より環境品質保護条例（Environmental Quality Protection Act）違反の警告

を受けていたことがわかった。しかし、警告の後、コントラクターは直ちにシルトフェン

スの設置等の対策を取っており、マングローブへの影響は報告されていない。 

周辺住民からも、自然環境への影響については特に問題は提起されなかった。 

 

3.3.2.2 住民移転・用地取得 

事前評価時においては住民移転が発生しない範囲で計画されていたものの、地滑り区間

では工事中のう回路の確保や工事機械の工事幅の確保が必要になり、用地取得が必要とな

る可能性があるとされていた。実際には地滑り区間での土地の取得は行われなかったが、

区間 A の一部において道路拡幅のための土地の取得が行われた。複数の地権者が用地の

所有権を主張したため歩道の幅が事前評価時の1.5mから1.3mに変更された部分もあった

が、実施機関によると、この問題を除き、地権者は本事業の意義を十分に理解していたこ

とから土地の取得手続きは円滑に進んだとのことであった。 

 

3.3.2.3 その他の間接的効果 

簡易受益者調査によると、負の間接的効果として、路面状態の向上によりスピードを出

しすぎる車両が増加し、交通事故の増加に繋がることを危惧する住民も見受けられた。警

                                                   
14 Shell交差点より Courthouse交差点方向を撮影。 
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察もスピードの出しすぎには懸念を持っており、朝夕のラッシュ時を中心に学校の周りや

交差点に警官を配置し、運転者に注意を促すと同時に、道路利用者や周辺住民にスピード

運転をしている車両を見かけた場合にはただちに通報するよう呼びかけている。同時に、

実施機関では交通標識の設置を検討している。警察等への聞き取りの結果、スピードの出

しすぎによる事故が直ちに増加し問題となる兆候は見受けられなかったことから、現時点

ではこれらの対策が有効に機能していると考えられる。また、実施機関は道路中央車線に

対向車が同時に侵入することにより衝突事故が起こる可能性に懸念を持っていた。 

 

上記の通り、走行速度の向上については効果が十分に認められなかったものの、路面の

改修や排水溝の設置等により、交通の円滑性が一定程度向上し、住民や観光客にとって利

便性が向上すると同時に、物流の安定、観光客の移動の増加等による首都圏での経済活動

の活性化も図られたと考えられる。また、路面表示や夜間照明の増設等は交通の安全性の

向上に寄与しているといえる。 

 

以上より、本事業の実施により一定の効果の発現が見られ、有効性・インパクトは中程度

である。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

本事業で計画されたアウトプットは概ね当初の計画通りに実施された。アウトプ

ットの概要及び変更内容は表 3の通りである。 
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表 3 アウトプットの概要及び変更内容 

 
出所：JICA提供資料 

 

いずれの変更も、事業の円滑な実施や現地の状況を踏まえての変更であることが

JICA 提供資料により確認されており、また、事後評価時に変更による事業効果へ

の影響は認められなかったことから、妥当であると考えられる。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

日本側事業費は E/N限度額が 1,405百万円であったのに対し実績額は 1,405百万

円となっており、計画通りであった15。 

 

3.4.2.2 事業期間 

事前評価時に計画されていた事業期間は 24ヶ月であったが、実績は 25ヶ月であ

り計画を若干上回った。これは、工事に必要な機材の調達及び日本からの輸送が遅

れ、現地での実際の施工が約 3ヶ月遅延したことが主な要因として考えられる。コ

ンサルタントと施工業者が日本人技術者の増員等の対応を行い、契約期限内に事業

を完了したものの、事前評価時に計画された期間は超過している。 

                                                   
15 パラオ側負担の実績額については、本事業の実施を除いた他の維持管理費用と区分されておらず、
情報を入手することができなかったが、パラオ負担事業部分の進捗の遅延等により本事業の行程や

実施内容への影響は特になかったことから、適時に予定された事業費が投入されたと考えられる。 

間 改修工事内容 事前評価時からの変更内容 距離(m) 
(1) ミナト橋~空港交差点 9,205 

A 舗装改修、付加車線設置工、排水・

歩道、交差点改良、路面表示、証明

灯設置、転落防止 

・一部歩道幅の縮小（1.5m→1.3m） 
・排水工構造の変更 
・道路照明灯の高さ、位置の変更 

2,700 

B 舗装改修、排水・歩道、路面表示、

転落防止 
計画通り 530 

C 舗装改修、路面表示、急カーブ対策、

地滑り対策 
計画通り 2,377 

F1 舗装改修、洪水冠水対策、路面表示、

急カーブ対策、地滑り対策 
・地滑り対策工の断面変更 
・既設ボックスカルバート改良工

の構造変更 

3,122 

F3 舗装改修、路面表示 ・舗装工法変更 
・道路区画線のタイプ変更 

476 

(2) PVA交差点~PPR 3,326 
D 舗装改修、路面表示 計画通り 341 
E1 舗装改修、排水施設、路面表示 計画通り 1,150 
E2 舗装改修、路面表示、急カーブ対策、

地滑り対策 
・地滑り対策工断面の一部変更 
・舗装工法変更 

1,835 

合計 12,531 
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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

若干上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業により改修された道路の運営・維持管理は、公共インフラ通商産業省 公

共事業局16が担当している。現在、道路の維持管理を担当する施設・維持管理部の

人員は 43 名（技術者である部長 1 名を除いて作業員）である。特定の区間ごとに

作業員を割り当てているのではなく、作業員を 3チームに分け、パラオ全土の管轄

道路を巡回することにより、パラオ全土の道路（一部州管轄の部分を除く）を一括

して維持管理している。パラオ最大の島であるバベルダオブ島を周回するコンパク

ト道路（85km）が 2007年に開通したことにより維持管理対象となる道路の総延長

が伸びているため人員は十分であるとはいえず、公共事業局長によると、道路維

持・管理部として今後の退職見込職員の補充も含め 15～20 名、採用するための予

算を請求しているとのことであった。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

 施設・維持管理部によって実施される維持管理活動において技術的に対応できな

い問題は特に発生していないとのことであった。現地視察の際にも通行に支障をき

たすような維持管理の不備は見受けられなかったが、舗装の補修個所の一部で施工

不良が原因と思われる表面の凹凸や剥離が確認されたことから、より品質の高い補

修作業を実施するために技術の向上の余地があると判断された。新入職員以外を対

象とした研修が十分に実施されていないとのことであるが、品質の向上の観点から

継続的な研修が必要であると考えられる。道路維持管理用の機材は故障により使用

されていないものもあり不足しており、使用可能な機材をやりくりして使っている

状態であった。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

公共インフラ通商産業省は、首都圏道路以外も含め維持管理を管轄するパラオ全

土の道路を対象とした道路維持管理予算を計上している。 

 

 

 

                                                   
16 パラオ側実施機関は、2009 年 2 月に、組織改編により資源開発省から公共インフラ通商産業省
に変更となった。公共事業局については、資源開発省からインフラ通商産業省に組織改編された際

にも人員の変更は行われていない。 
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表 4 維持管理予算配賦額及び支出実績額の推移 

（USドル） 

年 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 

予算配賦額 694,281 740,000 750,000*1 750,000*1 

支出実績額 641,028 842,933 292,424*2 368,338*3 
 出所：質問票回答 
 *1 予算請求額(国家予算が成立しなかったため) 
 *2 2011年度予算成立の見通しが立たなかったため、維持管理費用の拠出も制約されていた。 

*3 2012年 2月までの実績 
 

パラオでは予算審議の遅延により 2011年度17と 2012年度に予算が成立しておら

ず、2010 年度予算と同額の予算が継続して適用されていた。このため、2011 年度

については維持管理費の執行が停滞した。現地調査実施中の 3 月 7 日に 2012年度

予算（2011年 10月~2012年 9月）が成立し、維持管理費の 2012年度予算額は 2010

年度との比較で 1.0%増加している。 

2006年度の道路維持管理予算は 300千 USドルであったことから予算額は増大し

ているが、公共事業局によると予算が成立し執行されても維持管理機材の補修用パ

ーツの購入費や舗装等の補修材料の全てを賄うことはできないとのことであり、適

切な維持管理を実施するための財源は不足していると判断される。また、現状では、

公共事業局は維持管理対象となっている道路の総延長等の数値データを把握して

おらず、過年度の予算と実績額の比較や必要とされる維持管理費の実績値に基づい

た試算等による予算の請求は行っていない。そのため、今後は政府に対する効果的

な予算請求と公共事業局内での効率的な道路維持管理予算の配分のため、実績に基

づいた予算計画を策定し予算請求を行うことが求められる。 

また、本事業により整備された道路照明により、公共インフラ通商産業省が負担

する電気料金が増加しているが、公共インフラ通商産業省は LED 電球への付替計

画等の対策を進めている。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

対象道路はパラオ国際空港（アイライ州）から、人口の 70%が集中するコロール

州の中心部に走るメイン道路であり、商業施設や学校、郵便局等の社会サービスが

沿線に集積し今後も地域住民や観光客に非常に良く活用されていることから、施設

の利用状況には問題は見られなかった。 

路肩の草木の伐採や側溝の清掃は概ね行き届いており、交通の障害となるものは

見受けられなかった。しかし、交差点や駐車場からの車両の進入地点、急カーブで

路面のマーキングの薄れ、車線区分線の剥離が目立ち、補修材料が必要な維持管理

活動については、一部に遅れが見られた。また、急カーブが続く区間 F-1では過積

                                                   
17 パラオの会計年度は 10月から翌年 9月まで。 
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載車両が走行した際にできたと考えられるわだち掘れ18も散見された。実施機関は、

特に以下の施設の現状にについて課題があると認識している。 

(1) 舗装の劣化（ひび割れ、わだち掘れ、ラベリング19） 

本事業対象区間の一部で、ひび割れやわだち掘れ、ラベリングが他の区間と比較

して進行している部分がある。  

(2) 路面マーキングの薄れ 

路面のマーキングが不鮮明になっている区間が見受けられる。 

(3) 排水施設の機能不全 

一部の排水施設で、雨天の際に側溝に集められた流水が排出されず、路面にあふ

れてしまうことがある。 

いずれも直ちに大事故に繋がるものではないが、今後、事業完了から年数を経る

に従い、劣化が進行することも懸念される。しかし、現時点では実施機関による原

因究明調査や再発を防ぐための大幅な改修は予定されていなかった。 

なお、事前評価時においても過積載車両の通行による路面損傷の可能性が認識さ

れ、信託統治領政府により最大積載重量は 20 トンと定められていたものの、過積

載を取り締まるための法令は現在に至るまで整備されておらず、過積載車両を取り

締まる機材は導入されていない。交通量調査時においても、過積載車両と思われる

大型車両が早朝や夜間に通行していることが確認された。公共事業インフラ省内の

関係部局においては対策の必要性を強く認識しており議会への働きかけも行って

いるが、法制化には至っていない。 

補修が必要な個所は作業員や道路利用者からの通報によって把握しているとの

ことであり、各道路の状況を検査する方法、補修が必要な個所の優先順位付けや過

去の補修記録に基づいた維持管理のスケジュール、人員計画の策定方法は確立され

ていなかった。 

 

以上より、本事業の維持管理にかかる技術、財務及び現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 

本事業はコロール州、アイライ州において幹線道路の改修を行うことにより、パラ

オ首都圏での円滑で安全な交通の確保を図ることを目的としていた。本事業はパラオ

の開発政策及び日本の援助方針に整合しており、事前評価時から現在に至るまで開発

ニーズも高いことから、事業の妥当性は高いと判断される。本事業による平均走行速

                                                   
18 わだち掘れとは、アスファルト舗装において、その路面の縦断方向に、自動車の車輪が通過する
位置に生じる凹みをいう。 
19 ラベリングとは、舗装表面がはがれ、骨材の離脱が起こっている状態をさす。 
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度の向上は交通量の増加により事前評価時の想定より低い水準にとどまっているもの

の、路面状況の改善に伴う交通が円滑化し、安全性が向上した。それにともない地元

住民や観光客の社会サービスへのアクセスの向上、物流の安定化に対する効果も確認

されていることから、事業の有効性は中程度といえる。本事業のアウトプット及び事

業費は概ね計画通りであったが、事業期間が計画を若干上回ったため、事業の効率性

は中程度である。運営・維持管理の体制については改善の見込みが見られるものの、

維持管理の技術、財務、及び運営・維持管理の状況に一部問題があり、今後の維持管

理活動に若干の懸念がもたれる。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

(1) パラオでは頻繁な降雨により維持管理活動が計画通りに進まないことが多い。ま

た、コンパクト道路が開通したことにより、維持管理対象となる道路の全長が著

しく増加した。しかし、実施時期や費用の実績データが十分に集積されておらず、

計画と実績の比較や上記のような状況や変更が十分に考慮されないまま維持管理

予算の見積りやスケジュール、人員計画が策定されている。また、補修が必要な

個所の把握等、各道路の状況を検査する方法も確立されていない。公共事業局は、

①維持管理の計画と実績を把握し、分析するために必要なデータを集積すること、

②道路の状況把握とそれに基づいた維持管理の優先順位付けの方法を確立するこ

とにより、効果的な予算請求と業務の効率化を図る必要がある。 

(2) 実施機関が指摘している一部施設の劣化、機能不全については、維持管理が十分

に実施されていたかを含め発生原因の客観的な把握を行ったうえで、必要に応じ

た対策を行うべきである。 

(3) 本事業の実施で交通の円滑化が図られたことにより走行速度等の交通状況が変化

していることから、取り締まりのための制度の整備や車両速度測定装置、車両重

量測定装置の導入を含め、警察等の関係機関と協力して交通事故の増加や過積載

についての現状を把握し、安全確保のための施策を充実させる必要がある。 

 

 
4.3 教訓 

自律的な維持管理活動の継続を図るために、維持管理に係る実績データの集積や計

画との比較検討を行うための仕組みを作ることは非常に重要である。類似事業におい

ては、維持管理データの集積や計画との比較検討が行われているかを確認し、十分に

実施されていない場合には、研修や OJT等のソフトコンポーネントを合わせて実施す

ることにより、維持管理活動の計画を立て検証するサイクルが継続できるよう促すこ

とが望ましい。 


