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グアテマラ国 

地方道路整備事業 

外部評価者：株式会社日本開発サービス 羽地朝新 

 

０．要旨  
本事業は、長年にわたる内戦を終結したグアテマラ国において、整備が遅れ、損傷

も激しかった主要道路の改良を行うことにより、輸送効率を改善し、経済活動の活性

化と和平プログラムの円滑な実施を支援することを目的として実施された。本事業の

実施は、和平維持のためにもインフラ整備を急いでいたグアテマラ国の開発政策、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。本事業の実施によ

り、地滑りのあった一部区間を除き、ほぼ全域において円滑な走行が可能となり、所

要時間は半減した。また同地域では、グアテマラ政府により本事業対象道路から繋が

る県道・市道の建設も進められており、農牧業の活性化が期待されている。反政府勢

力と和平協定1を結んだ地域（和平地域2）への社会経済発展に貢献する道路建設を実

施し、反政府活動も一切起きておらず、和平の維持にも貢献している。他方、一部区

間では地滑り等で円滑な通行に支障があることから有効性・インパクトは中程度であ

る。また、想定外の岩掘削による土木工事費の増加を伴い、事業費は計画を上回った。

一方、事業期間も計画を大幅に上回ったが、これには予期できなかった大規模な地滑

りという要素も大きかった。しかしそれだけでなく、再入札の実施、想定外の岩の出

現に伴う岩掘削、設計変更等の追加作業の発生も事業期間延長の要因となり、効率性

は低い。なお、本事業の維持管理体制、技術面、財務状況には特に問題は見られず、

本事業によって発現した効果の持続性は高い。 

	 以上より、本プロジェクトの評価は一部課題があるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
1  内戦の停止を条件にアルスー（Arzú）政権と旧反政府勢力組織 URNG（Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca）が 1996 年 12 月に交わした協定。URNG 側の停戦
約束に対し、アルスー政権側は、URNG の政治的活動の認可及び内戦によって発展が遅
れた地域（和平地域）の社会経済復興計画の実施を約束した。 

2 1960 年代から反政府勢力 URNG が武装活動を盛んに行っていたグアテマラの東西地域
（図「事業対象地」の赤線範囲内）であり、1996 年の和平協定により定義された。 
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１．案件の概要  

 

 

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	    事業対象地  	 	 	 	 	 	 	    現在の国際道路 CA-01W 

 

1.1 事業の背景  

	 グアテマラ国は高地が多い上に内戦の影響で道路の整備が遅れ、審査時の 1998年に

は総延長 13,238km（国際道路、国道及び県道の合計）のうち 74%は土道であった。同

国は、1960 年代からの内戦を 1996 年 12 月に終結させ、和平地域と定義された 10 県

を対象に復興プログラムが実施されることになったが、中でも道路整備事業は 優先

課題として挙げられた。本事業は、同復興プログラムの内、チマルテナンゴ

（Chimaltenango）県を通過する国際道路 CA-01W（以下、CA-01W）の修復工事及び

アルタ・ベラパス（Alta Verapaz）県、キチェー（Quiché）県及びウェウェテナンゴ

（Huehuetenango）県を横断する国道 RN-7W（以下、RN-7W）の舗装工事を実施した

ものである。 

CA-01W は、グアテマラ市をエルサルバドル国境のサンクリストーバル・フロンテ

ラ（San Cristóbal Frontera）とメキシコ国境ラメシーヤ（La Mesilla）につなぐ主要幹線

道路であるが、路面は亀裂と路肩部の欠損が目立ち、50km/h以上の安全走行は困難で

あった。一方、RN-7W は、CA-01W 及び国際道路 CA-14と結ばれ、グアテマラ市から

の環状ネットワークとして孤立農村地帯へアクセスする機能の他、道路沿線の住民が

サンクリストーバル・ベラパス（San Cristóbal Verapaz）やグアテマラ第 3の都市のウ

ェウェテナンゴへのアクセスや、沿線集落どうしのアクセスのための生活用道路とし

ての機能を有する。審査時には未舗装であり、四輪駆動車でも速度 20km/h 未満でし

か走行できない状態であった。 

1996 年 12 月、グアテマラ政府は反政府勢力との和平協定を締結し、内戦で反政府

勢力の拠点となって特に影響を受けた地域を和平地域に指定して復興・開発を確約し

た。中でも和平地域を横断する RN-7W は、主要な道路であるにもかかわらず、未舗

装のため雨期には通行が遮断されるなど、同地域の開発が遅れる要因となっていた。

また、事業対象地域の住民の大半は先住民であり、主として農牧業に従事していたが、

沿線自治体の平均貧困率は全国平均を大きく上回っていた。 
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1.2 事業概要  

重要と位置付けられている主要道路の改良を行うことにより、同国道路網における

輸送効率を改善し、もって地方住民の経済活動の活性化及び和平地域における和平プ

ログラムの円滑な実施を支援する。 

なお、本事業は、国際道路 CA-01W（以下、A 区間と呼ぶ）及び 国道 RN-7W の 3

区間（以下、B-1・B-2・B-3区間）の改良、及び 2橋梁の架け替えとして計画された。

このうち、A・B-1・B-2 区間は完成したが、B-3 区間で工事中に沿線で大規模な地滑

りがあり、B-3 区間 45.3km のうちの約 2km が通行できなくなっている。またこの約

2km を含む約 20.3km 区間の約 18.3km は、通行はできるが、上記の地滑り発生以降、

国家減災機関により工事禁止区域に指定されているため、舗装が完了していない。 

 

表 1	 計画の概要 
内容 道路区間 距離 

 
道路改良 

A 区間 CA-01W のうち、テクパーン－チマルテナンゴ間 37.0km 
B-1区間 RN-7W のうち、チアントラ－サカプラス間 54.5km 
B-2 区間 RN-7W のうち、サカプラス－チカマン間 45.6km 

B-3 区間 RN-7W のうち、チカマン－サンクリスト—バル・
ベラパス間 45.3km 

本事業区間計 182.4km 
橋梁架け替
え 

チクソイ橋（65m）、リーオブランコ橋（20m） 

 
注）赤線：本事業対象道路、青線：非対象部分、黒線：未完成部分 
出所：筆者作成 

図 1	 事業対象地域図 
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円借款承諾額／実行額 5,781百万円 ／ 5,777百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1998年 10月 ／ 1999年 9月 

借款契約条件 金利 2.2％、返済 30年（うち据置 10年）、 

一般アンタイド 

借入人／実施機関 グアテマラ共和国／ 

交通通信インフラ住宅省道路局（DGC） 

貸付完了 2007年 7月 

本体契約 

 

①	 Constructora Nacional CONASA（グアテマラ） 

②	 Constructora DL（グアテマラ）／Tokura 

Construction（日本） 

③	 Tokura Construction（日本） 

コンサルタント契約 ①	 Construction Project Consultants CPC（日本）・ 

InplaSA（グアテマラ） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）等 

①	 国際道路 CA-01W については世界銀行からの融

資により詳細設計調査済み（実施年不明） 

②	 国道 RN-7W のプレ F/S（Estudio de Factibilidad 

Limitada Técnico-Económica-Ambiental de la Ruta 

National 7W, Tramo: Buenos Aires 

(Chiantla)-Sacapulas-San Cristóbal Verapaz）は世界

銀行の PHRD ファンドによって実施済み（実施年

不明）、米州開発銀行の融資によって詳細設計済

み（実施年不明） 

関連事業 ①	 世界銀行：幹線道路整備及び機構改革（31.5百万

ドル）（Secondary and Regional Road Rehabilitation 

Project：Loan No. 3002 GU：L/A：1993年） 

②	 米州開発銀行：道路リハビリ及びセクターの近代

化（ 150 百万ドル）（ Road Rehabilitation and 

Modernization Program：GU-0017：L/P：1995年） 

③	 地方経済社会インフラ整備事業（円借款 2,962 百

万円）（社会投資基金：FIS）（GT-P3 L/A：1995

年） 

④	 世界銀行との協調融資案件（66.7百万ドル）（Rural 

and Main Roads Project：Loan 4260-GU：M/D：1997

年） 

⑤	 KfW：地方道路建設事業（7.7百万ユーロ）（Rural 

Road Construction I：BMZ 1987 65 927：P/A：1997
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年） 

⑥	 地方道路建設・補修機材整備計画（無償資金協力

992百万円：1998年） 

⑦	 和平地域道路整備事業（円借款 7,357 百万円）

（GT-P5 L/A：2006年） 

⑧	 中米経済統合銀行：既存道路修復及び国際道路

CA-02W の 4 車線拡幅事業（119.4 百万ドル）

（Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a 

cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente：Linea 

2079：L/A：2011年） 

 

 

２．調査の概要  

2.1	 外部評価者  

	 羽地朝新（株式会社日本開発サービス） 

 

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 9月～2012年 12月 

	 現地調査：2012年 3月 4日～3月 17日、2012年 8月 19日～8月 28日 

 
2.3	 評価の制約  

	 グアテマラでは、審査時から本事後評価までに 3 度に及ぶ政権交代が起こり、人事

異動がなされたため本事業実施当時の状況を知る職員が実施機関に残っていなかった。

また、工事に関する先方関係機関の書類の一部が処分されており、一部項目について

の情報収集は関係者からのヒアリング中心とせざるを得なかった。 

 

３．評価結果（レーティング：C3）  
3.1 妥当性（レーティング：③ 4）  

3.1.1	 開発政策との整合性 

反政府勢力との和平協定において、和平地域先住民への政党結成権の付与や同地

域の社会・経済発展のための支援が約束された。この一環として同地域の農牧業の

発展を支援することが目標となり、その 優先手段として道路整備事業が挙げられ

た。これに基づき 1996-2000年の政府計画（Plan de Gobierno）においても和平地域

                                                   
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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の復興のための道路整備の重要性が掲げられた。 

交通通信インフラ住宅省（以下、MCIV）は 2008-2017 年の 10 年に亘る全国を対

象とした道路整備計画（Plan de Desarrollo Vial）を策定しており、全国道路網の近

代化を目指し、主要道路の補修、地方道路の舗装、主要都市へのアクセス道路建設、

橋梁建設を進めている5。現在、和平地域は、開発が優先されている貧困・極貧地域

に含まれており、現政権の政府計画（2012-2016 年）にも和平地域を含む貧困地域

の社会経済発展に寄与するものとして道路整備は重要な課題として挙げられている。 

 

	 3.1.2	 開発ニーズとの整合性 

CA-01W は、グアテマラ市をエルサルバドルとメキシコにつなぐ主要幹線道路で

あるが、審査時には路面は亀裂と路肩部の欠損が目立ち、50km/h以上の安全走行は

困難であった。現在でも、CA-01W は、審査時と同様エルサルバドル、メキシコと

結ぶ主要な幹線道路であり、大型バスやトラックの通行が多く、産業道路として、

また市民の長距離移動に不可欠な路線となっている。一方、RN-7W は、CA-01W 及

び国際道路 CA-14と結ばれ、グアテマラ市からの環状ネットワークとして孤立農村

地帯へアクセスする機能の他、道路沿線の住民が沿線集落どうしのアクセスのため

の生活用道路としての機能を有する。審査時には未舗装であり、四輪駆動車でも速

度 20km/h 未満でしか走行できない状態であった。また、雨期には通行が遮断され

るなど、同地域の開発が遅れる要因となっていた。RN-7W は、沿線地域の人口増加、

農業の活性化により、以前に増して物品の輸送に重要な道路となっている。プロジ

ェクト対象地域の県レベルの人口は審査時から事後評価時の間に 178-277%増加し、

これに伴い交通需要も増大している。 
	 	 1996 年 12 月、グアテマラ政府は反政府勢力との和平協定を締結し、内戦で反政

府勢力の拠点となって特に影響を受けた地域を和平地域（p1「事業対象地」位置図

参照）に指定して復興・開発を確約した。また、事業対象地域の住民の大半は先住

民であり、主として農牧業に従事していたが、沿線自治体の平均貧困率は全国平均

を大きく上回っていた。 

	 	 和平地域における主要道路を整備し、輸送効率を向上させるとともに和平を促進

することを目的とした本事業は、同国の開発ニーズに合致したものであった。 

 

	 3.1.3	 日本の援助政策との整合性 

	 	 日本は、1996 年 12 月の和平合意を受け、1997 年 6 月に政策協議を実施し、イン

フラ整備や治安を含む 5 分野を援助重点分野として、都市と農村の格差是正に取り

組むこととした。また計画当時の「海外経済協力事業実施方針」（平成 11 年）にお

ける中南米地域の方針として、同地域は国内の所得格差が大きく開発が著しく遅れ

                                                   
5 審査時にはセクター政策がなく、世界銀行のプロジェクトで策定された「Rural and Main 

Roads Project」によって道路整備事業が進められていた。 
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た地域が存在することから、所得・地域間格差の是正のための基礎インフラ整備へ

の支援を重点としていた。 

	 	 以上より、本事業の実施は和平地域の開発政策、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 6（レーティング：②）  

3.2.1	 定量的効果（運用・効果指標） 

本事業の効果を測る運用・効果指標として「輸送効率の改善」と「国際ラフネス

指数の向上」が設定されていたが、「輸送効率の改善」については目標が設定されて

いなかった。国際ラフネス指数は計画どおりに達成された。それぞれの状況は以下

のとおりである。 

 

3.2.1.1輸送効率の改善 

	 	 	 （1）走行速度 

	 	 	 A 区間（CA-01W）： 

	 	 	 	 以前は安全な高速走行ができなかったが、現在は A 区間の全域において平均

70km/h の走行が可能となり、所要時間は以前と比べ約半分になっている（DGC、

沿線自治体ヒアリング7）。 

	 	 	 B 区間（RN-7W）： 

	 	 	 	 地滑りによる工事の中断で、B-3区間のうちロス・チョーロス地区の約 2km（本

事業計画区間距離の 1.1％相当）が土砂に埋まっており迂回路（既存の農道）を

利用している。この 2km を含む約 20.3km（本事業計画区間の 11.1％相当）につ

いては舗装は完了していないが砂利舗装8されており 40km/h 程度での走行が可能

な状態となっている。 

	 	 	 	 その他 B-3 の残り約 25km 区間、および B-1 の 54.5km 区間、B-2 の 45.6km 区

間では平均 60km/h の走行が可能となり、以前の半分以下の所用時間で移動が可

能となった。所要時間の短縮に伴い、走行費も以前の半分以下になったと報告さ

れている（DGC、沿線自治体ヒアリング）。 

 

 

                                                   
6 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。 
7 沿線の 7 自治体を対象にヒアリングを実施した。CA-01W（チマルテナンゴ〜テクパー
ン間）：チマルテナンゴ県庁／県企画局、RN-07W（東端）：サンタクルス・ベラパス市
役所／市企画部、RN-07W（サンクリストーバル・ベラパス〜チカマン間）：サンクリス
トーバル・ベラパス市役所／市企画部、RN-07W（チカマン〜サカプラス間）：チカマン
市役所／市企画部、ウスパンタン町役場／町長・町企画部、RN-07W（サカプラス〜チ
アントラ間）：サカプラス市役所／市企画部、アグアカタン町役場／町議員・町企画部。 

8 土道であった RN-7W に砂利の層を敷設して通行の容易性を図る簡易措置 
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	 	 （2）交通量 

	 	 現在の交通量は、審査時との比較でA区間では 61%増（8,479台→13,623台/日）、

B-1 区間では 70%増（255 台→383 台/日）B-2 区間では 213%増（92 台→288 台/

日）、一部未舗装区間のある B-3区間でも 89%増（128台→242台/日）となってい

る9。いずれの区間も、審査時の交通量増加予測（審査時から 14 年間で 47%の増

加）を大きく上回っている。 

	 	 	 	 また本事業は雨期の道路利用を可能にした。事業前は、B-1、B-2、B-3 の全域

が未舗装であったため、雨季（平年：5 月下旬〜10 月初旬）にはその全域で通行

が遮断されたが、事業後は、上記地滑り箇所約 2km を除き、年中通行が可能とな

った。 

 

3.2.1.2	 国際ラフネス指数の改善 

路面の凹凸の程度を示す国際ラフネス指数10（IRI）については、CA-01W では竣

工後（2006年）の測定値は、目標値 2.0〜3.0より良い 1.05〜1.63となった11。RN-7W

に関しては、DGC 担当官によると、竣工直後（B1は 2005年、B2は 2007年）のチ

アントラ〜チカマン（B-1~B-2）間では目標値 3.5を上回る平均 2.8を達成している
12。 

 

3.2.2	 定性的効果 

3.2.2.1	 安全面の改善 

	 	 	 CA-01W 及び RN-7W とも路面の状況は概ね良好であり、一部区間を除いて安全

な通行が可能となっている。国家統計局のデータによると本事業対象地域の全体で

交通事故が減少している（本事業前後、2010 年と 2001 年の比較で、チマルテナン

ゴ県 62%減、アルタ・ベラパス県 20%減、キチェー県 47%減、ウェウェテナンゴ県

64%減）。RN-7W 沿線上の地方自治体へのヒアリング調査では、MCIV 傘下の道路

安全総局（PROVIAL）による通行中の車両の無料点検や運転手や歩行者への交通安

全キャンペーンとともに、路面の改質によって安全通行が可能となったことが事故

の減少に貢献していると報告されている。以上により、本事業が安全面の改善に貢

                                                   
9 DGC。本事業では計画時の交通量は両路線で年率 3%増、即ち過去 14 年間で 47%の増加
を見込んでいた（JICA 提供資料）。 

10国際ラフネス指数とは路面の凹凸を評価するために世界銀行が 1989 年に開発した指数。
完全に滑らかな面をゼロとし、粗い非舗装道路が 8 以上となる世銀のテクニカルペーパ
ー46 号「Guidelines for Conducting and Calibrating Road Roughness Measurements」による
と国際ラフネス指数は、滑走路や高速道路では 2 以下、舗装道路では 1.5～3.5 が推奨さ
れる。グアテマラでは IRI基準は定められていない。 

11 出典：Construction Project Consultants, INC. 2006、測定方法：連続測定、測定機器：Dynatest, 
Road Surface Profiler, model 5051 Mark III L5.2+）、測定期間：2006 年 1 月〜2 月 

12 現在の IRI測定値は得られなかった。 
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献したといえる。 

 

3.3 インパクト  

3.3.1	 想定されたインパクトの発現状況 

3.3.1.1和平地域の安定化 

	 	 道路整備事業は和平協定の 優先課題であり、その遵守状況は和平地域の治安維

持に大きな影響を持っていた。和平協定の対象となった地域には、本事業対象地の

4 県が含まれており、本事業は和平プログラムの 優先課題として実施することが

大統領令 28-99 号として公約されていた。URNG は、和平協定の遂行状況の定期的

な監視を続けており、上記大統領令の公布及びその後の道路整備事業の実現を確認

後、一切武装行為を行っていない。和平庁（SEPAZ）によると、CA-01W 及び RN-7W

が改良されたことで、これらを幹線道路とした県道や農村地の道路建設が進むなど

地方の発展の基盤となりつつある。こうしたことから本事業は地域の安定化に貢献

していると言える。 

 

3.3.1.2 経済活動の活性化 

	 	 農牧業省は、全国の農牧業統計を準備中のため、データの提供は得られなかった

が、農牧業省のヒアリングによると、和平協定によって道路が整備された地域での

農牧業活動が盛んになっているとの回答があった。また、この要因としては運搬コ

ストの削減があると分析している。 

グアテマラでは県別の域内総生産等のデータが整備されておらず、本事業に係る

地域経済の活性化に係る定量的な情報は得られなかった。しかし、本事業対象 4県

の長期開発計画（Plan de Desarrollo Departamental 2011-2025）では、地域経済の発展

戦略として、チマルテナンゴ県で、CA-01W を幹線とした県市道の建設・拡張・補

修が計画されており、RN-7W が横断するアルタ・ベラパス県、キチェー県及びウェ

ウェテナンゴ県でも同様な計画があることから、これらが整備されることによって、

今後の経済活性化へのより高いインパクトが期待される。 

 

3.3.1.3医療サービスへのアクセス改善 

	 	 沿線自治体によると 寄りの総合病院へのアクセスが改善され、救急搬送が可能

となった。チマルテナンゴ県では県内の保健省所轄の総合病院はチマルテナンゴ市

にしかなく、CA-01W はチマルテナンゴ市周辺市群から同病院への唯一の移動ルー

トとして機能している。RN-7W についても、病院へのアクセスの時間短縮・通年通

行が可能となったことにより、医療サービスへのアクセスについては大幅な改善が

図られた。雨季でも通行が可能となった上、例えばウェウェテナンゴ総合病院まで

も遠いクネン町から、乾季の所要時間は約 3時間から約 1時間に短縮された。 
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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 

	 	 本事業では、著しい環境へのインパクトは確認されていない。審査時の課題であった道

路沿いの廃材不法投棄の問題については、現在自治体による廃棄物の収集サービスの向上

及び 終処分場の場所が設置されているため発生していない。 

 

3.3.2.2住民移転・用地取得 

	 	 本事業では、住民移転は発生していない。CA-01W 及び RN-7W の工事は、既存

道路の修復及び舗装工事であり、一部で拡幅を伴ったが、これらは家屋や施設が存

在しない国有地で行われたため住民移転ないし用地の取得は発生しなかった。 

 

	 	 以上より、本事業では、地滑りのあった一部区間以外では円滑な走行が可能となり、輸

送所要時間は半減した。またグアテマラ政府により本事業対象道路につながる県道・私道

の建設も進められており、農牧業の活性化が期待されている。反政府勢力と和平協定を結

んだ地域への社会経済発展に貢献する道路建設を実施したことで反政府活動も一切起き

ておらず、和平の維持にも貢献しているといえる。しかしながら、上述のように、地滑り

による工事禁止措置が現在も続いているため、一部の舗装が完了しておらず、本事業の目

的である輸送効率の改善が一部未達成であることから、有効性・インパクトは中程度と判

断する。 

 

3.4 効率性（レーティング：①）  

3.4.1	 アウトプット（図 1「事業対象地域図参照」） 

	 	 	 本事業の路線は、下表に示すとおり 4区間に分けられる。RN-7W（サンクリスト

—バル・ベラパス〜チカマン間）以外は、計画どおりに完成している。以下に各区間

の現況を述べる。 

 
表 2	 アウトプット 

計画 実績 達成
度 

道 路 改
良 

A 区間 CA-01W（テクパーン－チマルテナンゴ間） 37.0km 100% 
B-1区間 RN-7W（チアントラ－サカプラス間） 54.5km 100% 
B-2区間 RN-7W（サカプラス－チカマン間） 45.6km 100% 

B-3区間 RN-7W（チカマン－サンクリスト—バル・ベラ
パス間） 45.3km 55% 

合計 182.4km 88.9% 
橋梁 
架替え 

チクソイ橋 文化財のため架
替えは不許可、
補強のみ実施。 リーオブランコ橋 

出所：DGC 
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3.4.1.1 A区間（CA-01W：テクパーン〜チマルテナンゴ間） 

	 	 計画どおり 37km の修復工事が完成しており、路面状況は概ね良好である。一部

では補修工事、または、拡幅工事が行われている。 

 

3.4.1.2 B-1区間（RN-7W チアントラ〜サカプラス間） 

	 	 計画どおり 54.5km の舗装工事が完成しており、路面状況は概ね良好である。4箇

所で竣工後に発生した小規模地滑りにより路面への被害を受けたが DGC 管理下の

修復作業によって流下土砂が排除されたため通行は可能である。他に約 50m にわた

って地盤沈下（2〜3cm 程度沈下）しているところが一箇所あるが路面への影響はな

く、通行は可能である。DGC は現在、延長約 20m のほぼ半車線分が崩壊した部分

の補修工事を管理している。 

 

3.4.1.3 B-2区間（RN-7W：サカプラス〜チカマン間） 

	 	 計画どおり 45.6km の舗装工事が完成しており、路面状況は概ね良好である。竣

工後に発生した 1箇所の小規模地滑りの被害があったが、DGC 管理下による補修工

事により土砂が排除され、通行可能である。 

 

3.4.1.4 B-3 区間（RN-7W：チカマン〜サンクリスト—バル・ベラパス間） 

（1）現状 

	 計画の 45.3kmのうち、約 25kmの舗装は完成しており路面状況は概ね良好である。

残り約 20.3km は、前述のとおり砂利舗装が施され、そのうち約 18.3km では平均

40km/hの走行が可能である。 

	 	 前述した大規模地滑りは、ロス・チョーロス地区で、貸付完了後の先方自己資金

による工事中（2009 年 1 月）に発生、約 2km にわたって路面が土砂に埋没した。

これを受けて国家減災委員会（国防大臣、地域住民代表及び地震火山学気象水文庁

長官より構成）は同地域を活動禁止区域に指定した。地滑り発生後、同地域では国

家減災機構（以下、CONRED）により地盤調査が 3ヶ月毎に実施されているが、同

地区ではその後も地滑りや地盤沈下が度々発生しており、現在のところ活動禁止区

域指定解除の見通しは立っていない。 

	 	 RN-7W はチクソイ・ポロチック断層（Falla de Chixoy-Polochic）上に存在するた

め、脆弱な地盤上に道路整備を行うことは事前に認識されており、小規模な地滑り

や地盤沈下については、道路整備の一環として定期的な補修の必要性は事業開始前

から想定されていた。またこのような脆弱性は、RN-7W に限らず、和平地域全域の

問題でもあった。しかし、ロス・チョーロス地区で発生した大規模地滑りは、

CONRED も、その規模と、普段地滑りが起きない乾季に発生したことから、前例の

ない自然災害であったと報告している。 

	 	 埋没した区間の約 2km では、その南部を迂回する一車線の私道（土道）が利用さ
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れている。嶮しい地形で一部は 1 台しか通れない狭い道であるが、大型トラックや

バスなども通行している。 

	 	 B-3 の完成区間 25km 部分の 3 箇所でも小規模な地滑りの影響を受けており、そ

の 1箇所では小規模な地盤沈下（直径 5m ほどの円形型）が起きているが、DGC の

管理下による拡幅工事が進んでおり、範囲も数メートルにとどまっており、大幅な

減速なしでも通行は可能である。 

	 （未完成部分に関する計画については 3.5.4.2を参照。） 

 

	 	 下図にロス・チョーロス地区の地滑り状況の背景を示す（2012年 3月現場踏査中

撮影）。 

 

 

図 2	 国道 RN-7W 線上ロス・チョーロス地区大規模地滑り現場の現況 
 

 

3.4.1.5	 橋梁の架け替え 

チクソイ橋（B-3 区間）およびリーオブランコ橋（B-2 区間）の架け替えが予定

されていたが、両者とも文化遺産として指定されているため、工事許可が得られず、

補強工事のみが実施された。DGC によれば、補強工事によって両橋梁の寿命は 15

年程度延長している。 

 

3.4.2	 インプット 

3.4.2.1	 事業費 

	 	 事業費は、B-3 区間の未完成部分及び橋梁の架け替え工事が補強工事へと変更さ

れたにも拘らず、計画を上回った（143%）。下表に示すとおり、土木工事費は 40%
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増、コンサルタント費用は 66%増となった。土木工事費の増加は想定外の岩の出現

に伴う岩掘削、設計変更等の追加作業のためであり、グアテマラ側の負担増（+314%）

につながった。コンサルタント費用増の主な原因は、RN-7W 全域の舗装工事を担当

していた Constructora DL 社が途中で破産し、Tokura Construction 社へ変更されたこ

となどから、工事期間が延長したためである。 
 

表 3	 事業費の計画と実績 

項目 
金額（百万円） 差額 

計画（税込み） 実績（税込み） 金額（百万円） 増減率 
土木工事 5,957 8,330 +2,373 +40% 
	 CA-01W 1,473 2,091 +618 +42% 
	 RN-7W 4,484 6,239 +1,755 +39% 
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 733 1,214 +481 +66% 
合計 6,690 9,544 +2,854 +43% 
JICA 拠出分 5,781 5,777 -4 0% 
ｸﾞｱﾃﾏﾗ側負担分 909 3,767 +2,858 +314% 
出所：DGC 

 

3.4.2.2	 事業期間 

	 	 事業期間は計画を大幅に上回った（206%以上）。また、本事業の各区間の工事開

始までに約 5〜6年の遅れを伴っている。これは、再入札の実施、想定外の岩の出現

に伴う岩掘削、設計変更等の追加作業の発生、コントラクターの契約譲渡に係る手

続き等に起因している。一方、施工期間に関し、B-2 区間以外の区間では、ほぼ計

画どおりの実績を挙げている。なお、B-2 区間の施工期間の遅れ（+20 ヶ月）に関

しては、上記のとおり想定外の岩の出現に伴う岩掘削、追加作業の発生及びコント

ラクターの契約譲渡に係る手続き等に起因している。また、B-3 区間の一部（約

20.3km）が未完成状態となっていることは 3.4.1.4で既述のとおりである。下表に事

業期間の計画と実績を示す。 
 

表 4	 事業期間の計画及び実績 

項目 
計画 実績 

時期 期間 時期 期間 
A 区間（CA-01W） 1997年〜2000年 30ヶ月 2003年 8月〜2006年 4月 33ヶ月 

B 区間（RN-7W） 

1998年〜2001年 30ヶ月 

2003年 1月〜2009年 1月
中断 73ヶ月 

・B-1区間 2003年 1月〜2005年 5月 29ヶ月 
・B-2区間 2003年 2月〜2007年 4月 50ヶ月 

・B-3 区間 2003年 2月〜2009年 1月
中断 

72ヶ月 

施工管理 CA-01W 1997年〜2000年 30ヶ月 2003年 8月〜2006年 4月 33ヶ月 

施工管理 RN-7W 1998年〜2001年 30ヶ月 
2000年 9月〜2009年 1月

中断 
101ヶ
月 

出所：DGC 
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3.4.3内部収益率（参考数値） 

経済的内部収益率（EIRR）： 

①	 CA-01W（A 区間）：38% 

②	 RN-7W（B-1区間＋B2区間＋B3区間）：7% 

③	 RN-7W（B-1区間）：12% 

④	 RN-7W（B-2 区間）：6% 

⑤	 RN-7W（B-3 区間）：3% 

	 全域が完成し、交通量も大幅に増加した CA-01W の値は高く、RN-7W について

は、完成した西側から未完成部分の東側へ向かって収益率が低くなっている13。 

	 	 以上より、本事業は事業費が計画を上回り、事業期間も計画を大幅に上回ったた

め、効率性は低い。 

 

3.5 持続性（レーティング：③）  

3.5.1	 運営・維持管理の体制  

	 	 道路の維持管理の主管は審査時には DGC で一部が外注されていたが、現在は

DGC 及び道路保全事業ユニット（以下、COVIAL）14が主管し、作業は完全に外注

されている。道路の建設・補修工事及び規模の大きい維持管理は DGC、中小規模の

維持管理は COVIALの担当となっており、円滑な運営・維持管理体制が整っている。

DGC の組織は、局長の傘下に「技術部」と「総務部」があり、技術部は「企画調査

課」（7 名）、「工事課」（4 名）、「メンテナンス課」（5 名）及び「プロジェクト精算

課」（1名）からなり、総務部は「財務課」（7名）及び「管理課」（7名）からなる。

局長、副局長（2 名）、書記、内部監査役や法務顧問を含み 37 名の体制となってい

る。一方、COVIAL は、「技術委員会」（11名）、「技術指導課」（1名）、「操業管理課」

（3名）、「企画課」（8名）、「財務課」（1名）、「精算課」（10名）によって構成され、

局長を含めて 35名体制となっている。CA-01W 及び RN-7W の補修や拡張工事など

は順調に進められており、DGC、COVIAL とも、必要な要員は確保されている。 

	  

3.5.2	 運営・維持管理の技術 

	 	 DGC は道路整備事業の円滑な実施に鑑み、業者選定のための企業応札プロセスの

基準となる道路の改善及び修復プロジェクトの単価カタログ（Catálogo de Precios 

                                                   
13 EIRR の試算には道路整備事業がもたらす道路メンテナンスコストの減少と道路利用者
側の機会費用（通行車両のメンテナンスコスト及び所用時間の短縮から発生する道路利

用者の便益）が含まれている。審査時の EIRR は CA-01W では 20.6%、RN-7W では 12%
とされているが、詳細な算出根拠が不明のため、事後評価時における再計算値との比較

は困難である。 
14 MCIV傘下に DGCからは独立した組織として道路及び橋梁の維持管理を担う。ただし、
金額的に規模の大きい補修作業は DGC が担当する。 
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Unitarios de Referencia de Proyectos de Mejoramiento y Mantenimiento de Carreteras）や

操業・会計管理のための報告書作成マニュアルを分野別に作成しおり、これらの適

用を規定し、委託業者の管理を行っている。一方、小規模の維持管理業務は主に

COVIAL の所掌であるが、全て応札により選定された民間企業が実施しており、

COVIAL は、その入札の管理及び業者の履行管理を担当する。応札に参加可能な企

業は資格取得者として COVIAL に登録されている企業のみであり、技術的及び財務

的な資格基準によって登録されている。COVIAL は、DGC が作成した上記カタログ、

マニュアル等の適用を徹底しており、道路の建設、補修及び保全作業の質の管理が

図られている。 

 

3.5.3	 運営・維持管理の財務 

	 	 本事業の各区間に関し、必要とされる工事費及び維持管理費は長期的に計画され

ている。本事業道路の維持管理として、COVIAL が現在担当しているのは DGC か

ら移管された本事業の対象区間部分にかかる維持管理の入札と施工管理のみである。

RN-7W の維持管理に関しては、斜面の安定性向上を含む補修工事が実施されている

ため DGC が管理している。2012年及び 2013年の修復・維持管理計画には、CA-01W

の一部 4車線拡幅工事が含まれており、RN-7W の場合は、竣工後に発生した地盤沈

下や地滑りによる被害の修復工事（2012年〜2013年分）及び斜面の安定性向上に係

る工事を含んでいる。2014年以降は全ての維持管理が COVIAL の管轄となる計画で

ある。下表に道路維持管理計画における予算を示す。 

 

 
表 5	 DGC 管理下の道路改良・補修実績・計画予算（単位：百万 USD） 

区間 
CA-01W（拡幅・補

修） RN-7W（斜面の安定性向上・補修） 

A 区間 B-1 区間  B-2区間 B-3区間 

2008〜2011
平均値注） 1.675 1.396 1.406 1.691 

2012 7.744 11.644 9.077 8.392 

2013 7.744 11.645 9.078 8.394 

2014 1.640 0.408 0.410 0.598 

2015 1.640 0.408 0.410 0.598 

注）2008～2011 は DGC による推測値。 

出所：DGC 
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表 6	 COVIAL 管理下の道路補修計画予算（単位：百万 USD） 

区間 
CA-01W（補修） RN-7W（補修） 

A 区間 B-1 区間  B-2区間 B-3区間 

担当 COVIAL 

2014 1.640 0.408 0.410 0.598 

2015 1.640 0.408 0.410 0.598 

出所：DGC 

 

	 	 CA-01W は元々舗装道路であったため、表 5 及び表 6 に示すとおり、プロジェク

ト前後の維持管理費用にはほとんど変化がないが、RN-7W の場合は補修・維持管理

コストが高い土道から、維持管理の容易な舗装道路へ改修されたため、2014年以降

の維持管理費の削減が見込まれている。現在のところ、CA-01W 及び RN-7W の補

修工事及び維持管理は表 5 の実績（2008-2011）のとおり作業が進められており、

CA-01W の一部では本事業後の道路改良として拡幅工事も進められている。今後の

維持管理予算は既述 MCIV の 2008-2017年の道路整備計画に含まれており、2015年

分までは維持管理暫定予算額が確定しているが、単価については、既述の「道路の

改善及び修復プロジェクトの単価カタログ」によって実勢に基づき改訂されること

となっている15。大規模な補修の完了する 2014 年以降の予算額は、とくに RN-7W

において、上述の理由から 2008-2011 年の実績を大きく下回ることから、計画通り

の支出は十分可能であると考えられる。 

	 	 DGC 及び COVIAL の全体の財務状況について情報は得られなかったが、全国の

道路網が拡張されていることから、道路整備事業自体は継続的に発展していると考

えられる16。 

 

3.5.4	 運営・維持管理の状況 

3.5.4.1完成部分の運営維持管理状況 

	 	 現場踏査によれば、路面状況は概ね良好である。CA-01W では DGC の管理による

拡幅工事、COVIAL の管理によるメンテナンス作業が進められている。RN-7W では

DGC の管理によって拡幅や修復工事が実施されている状況が確認された。RN-7W

沿線上で発生した小規模地滑りや地盤沈下した箇所に関しても、日常の維持管理作

業として、現在 DGC の管理のもとに補修工事が進められており、ロス・チョーロ

ス地区の約 2km 区間を除いて、通行が可能である。 

                                                   
15 同単価は、COVIAL 及びグアテマラ建設会議所（CGC）によって随時改訂される。 
16 全国の道路網は 2005 年から 2009 年の間に、14,436km から 15,700km まで拡張されてい
る（9%増）。その内訳は舗装国際・国道路が同期間に 6,044km から 6,920km（14%増）、
未舗装国際・国道路が 5,365km から 4,679km（13%減）、地方道路が 3,028km から 4,101km
（35%増）となっている（出典：国家統計局）。 
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3.5.4.2未完成部分の計画 

	 	 DGC は、未完成部分約 20.3km について土砂に埋没しているロス・チョーロス地

区分約 2km と地区外の部分約 18.3 km に分けて対応を検討している。DGC は、

CONRED より活動禁止令が解除され次第、ロス・チョーロス地区以外の舗装工事及

び補修工事を開始する予定である。ロス・チョーロス地区の約 2km に関して DGC

は、①地盤及び斜面の安定化を含む沿線上での工事、②ロス・チョーロス地区の北

部を迂回する道路建設、及び③現在、暫定的に利用されているロス・チョーロス地

区南部の迂回道路の整備（私有地収用必要）の 3 案を検討しているところである。

現行ルートに沿って水力発電所への動力水のパイプラインが並走しているため、

CONRED は道路とパイプラインを保全しつつロス・チョーロス地区の斜面の安定化

が得られる方策を検討している。	 	 	  

	 	 両区間とも、3か月ごとの地盤調査の結果、CONRED より工事が安全と判断され

るのを待って工事を開始することになる。 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに大きな問題はなく、

本事業によって発現した効果の持続性は高い。 

 

 

４．結論及び提言・教訓  
4.1	 結論  

本事業は、長年にわたる内戦を終結したグアテマラ国において、整備が遅れ、損傷

も激しかった主要道路の改良を行うことにより、輸送効率を改善し、経済活動の活性

化と和平プログラムの円滑な実施を支援することを目的として実施された。本事業の

実施は、和平維持のためにもインフラ整備を急いでいたグアテマラ国の開発政策、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。本事業の実施によ

り、地滑りのあった一部区間を除き、ほぼ全域において円滑な走行が可能となり、所

要時間は半減した。また同地域では、グアテマラ政府により本事業対象道路から繋が

る県道・市道の建設も進められており、農牧業の活性化が期待されている。反政府勢

力と和平協定を結んだ地域（和平地域）への社会経済発展に貢献する道路建設を実施

し、反政府活動も一切起きておらず、和平の維持にも貢献している。他方、一部区間

では地滑り等で円滑な通行に支障があることから有効性・インパクトは中程度である。

また、想定外の岩掘削による土木工事費の増加を伴い、事業費は計画を上回った。一

方、事業期間も計画を大幅に上回ったが、これには予期できなかった大規模な地滑り

という要素も大きかった。しかしそれだけでなく、再入札の実施、想定外の岩の出現

に伴う岩掘削、設計変更等の追加作業の発生も事業期間延長の要因となり、効率性は

低い。なお、本事業の維持管理体制、技術面、財務状況には特に問題は見られず、本

事業によって発現した効果の持続性は高い。 
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	 以上より、本プロジェクトの評価は一部課題があるといえる。 

 

4.2 提言  

	 4.2.1	 実施機関（DGC）への提言 

	 	 国家減災委員会は、大規模地滑りが発生したロス・チョーロス地区の地盤の安定

性が確認されるまで、ロス・チョーロス地区と影響地域での事業活動の実施を禁じ

ている。そのため、RN-7W の未完成部分（サンクリストーバル・ベラパス〜チカマ

ン間）での舗装工事の継続が不可能となっているが、DGC は、RN-7W の未完成部

分に関し、活動禁止が解除され次第、ロス・チョーロス地区以外の未完成部分の舗

装工事を速やかに開始するとともに、ロス・チョーロス地区の対応につき早期に解

決案を確定し、その実現に努めるべきである。 

 

	 4.2.2	 JICA への提言 

	 	 特になし。 

 
4.3 教訓  

山岳地帯は一般的に地滑りのリスクが存在するため、そのリスクを十分に踏まえた

上で道路の建設・改良を計画することが重要である。今後の山岳地帯における道路工

事においては、既存道路の改良であっても、あらかじめ特にリスクの高い区間が判明

している場合においては事前に十分な調査を実施し、斜面の安定性向上の必要性も考

慮しなければならない。 

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  

 

 

 

CA-01W：チマルテナンゴ

〜テクパーン間：補修工事  

 

RN-7W：サンクリスト—バ

ル・ベラパス〜チカマン

間：舗装工事  

RN-7W：チカマン〜サカプ

ラス間：舗装工事  

RN-7W：サカプラス〜チア

ントラ間：舗装工事  

施工管理CA-01W 

施工管理RN-7W 

CA-01W：チマルテナンゴ

〜テクパーン間：計画どお

り  

RN-7W：サンクリスト—バ

ル・ベラパス〜チカマン

間：舗装工事（未完成）  

RN-7W：チカマン〜サカプ

ラス間：計画どおり  

RN-7W：サカプラス〜チア

ントラ間：計画どおり  

施工管理CA-01W 

施工管理RN-7W 
②期間  

 

 

1997年～ 2001年  

（約 30ヶ月）  

2003年 1月～  

	 	 	 2007年 7月  

（ 55ヶ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

0百万円  

6,690百万円  

546.12百万 Q 

6,690百万円  

5,781百万円  

   1Q＝ 12.25円  

（ 1999年現在）  

 

0百万円  

9,544百万円  

593.86百万 Q 

9,544百万円  

5,777百万円  

1Q＝ 9.73円  

（ 2000年～ 2007年平均）  

 
 

以	 上 




