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終了時評価結果要約表

１．案件の概要

国 名：東ティモール民主共和国 案件名：道路施工技術能力向上プロジェクト

（CDRW）

分 野：道 路 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：社会基盤・平和構築部

     運輸交通・情報通信グループ

     第三チーム

協力金額：約 3 億 5,000 万円

協力

期間

2010 年 7 月～2013 年 2 月 先方関係機関：公共事業省（MPW）、道路橋梁治水

局（DRBFC）、資機材管理庁（IGE）

日本側協力機関：－

他の関連協力：道路維持管理能力向上プロジェクト

      （CBRM）

１－１ 協力の背景と概要

東ティモール民主共和国（以下、「東ティ」国）においては、道路交通が移動手段の中心で

あり、荷役の 70％、旅客の 90％を占める。「東ティ」国は、2002 年の独立以降「国家開発計画」

及び「東ティモール戦略的開発計画（Strategic Development Plan for East Timor：SDP）2011-2030」
に従い、道路網の整備・改善を推進してきている。インフラ省〔Ministry of Infrastructure、2012
年に名称変更：現在は、公共事業省（Ministry of Public Works：MPW）〕は、定期点検による損

傷箇所の特定や補修、自然災害による被災箇所の応急復旧工事などを行っているが、「東ティ」

国はその大半を急峻な山岳地帯が占める島嶼国であり、豪雨、地すべり、洪水などの自然災害

にたびたび見舞われている。この自然災害により、毎年道路は深刻な被害を受けており、「東

ティ」国が道路整備を進めているにもかかわらず、道路状況は年々悪化してきている。

このような状況から脱し適切な道路維持管理を行うため、独立行政法人国際協力機構（JICA）

は 2005 年から 2007 年にかけて、道路橋梁治水局（DRBFC）及び資機材管理庁（IGE）の能力

向上を目的とした技術協力プロジェクト「道路維持管理能力向上プロジェクト（CBRM）」を実

施した。このプロジェクトにより、DRBFC 及び IGE では計画に基づいた一定の道路維持管理

業務を行うことができるようになり、維持管理に必要な予算要求、維持管理作業が実施される

ようになった。他方、維持管理対象路線の劣悪な状態に加え急峻な地形条件により頻発する自

然災害（土砂災害）への対応に追われており、さらに DRBFC 及び IGE での慢性的な人手不足、

組織及び個人の能力不足等により、道路を健全な状態に保てるまでの組織的能力は依然不足し

ている状況にある。

かかる状況の下、「東ティ」国政府は日本政府に対して、「道路維持管理能力向上プロジェク

ト（CBRM）」の成果の更なる活用に向けた技術協力プロジェクトの実施を要請し、本技術協力

プロジェクト（CDRW）が、2010 年の 7 月より開始された。

１－２ 協力内容

（１）上位目標

いくつかの主要な国道（幹線）の道路状況が改善される。
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（２）プロジェクト目標

DRBFC 及び IGE による道路の施工（維持管理を含む）に係る技術・マネジメント能力

が強化される。

（３）成 果

１）道路維持管理業務を適切にマネジメントできるようになる。

２）DRBFC により道路建設工事（維持／補修を含む）が、十分な品質で行われる。

３）IGE 保有の機材が適切に維持管理される。

（４）投 入

日本側：短期専門家 4 名、機材供与 5,000 万円 総計 3 億 5,000 万円

相手側：カウンターパート（C/P）配置、プロジェクト事務所提供、ローカルコスト負担

２．評価調査団の概要

調査者 団長・総括：恒岡 伸幸 JICA 国際協力専門員

評価分析： 兼田 公揮 ペガサスエンジニアリング（株）

協力企画： 間宮 圭 JICA 経済基盤開発部運輸交通・情報通信第三課

調査期間 2013 年 1 月 15 日～2 月 5 日

３．評価結果の概要

３－１ 実績の確認

３－１－１ 成果の達成度

【成果１】道路維持管理業務を適切にマネジメントできるようになる。

成果１は、おおむね達成されたと判断される。DRBFC 職員は道路状況の調査・点検を自

立的に行うことができ、道路維持管理データベース（D/B）を更新できるようになった。維

持補修や自然災害発生時の緊急対応は、プロジェクトによる技術移転をベースにほぼ実施さ

れている。また、更新された道路維持管理 D/B を基にした道路維持管理計画の策定が可能と

なり、また必要な予算計画の策定ができるようになった。

【成果２】DRBFC により道路建設工事（維持／補修を含む）が、十分な品質で行われる。

成果２は、おおむね達成されたと判断される。ケーススタディ（C/S）の現場においてカ

ウンターパート（C/P）への工事管理手法の技術移転を図った。その後、C/S に従事した C/P
からその他職員へセミナーや現場訓練（OJT）を通して、特に施工計画・施工監理について

技術の再移転が進められた。DRBFC の関係職員の多くは、今回実施した技術移転の内容が

災害時の復旧工事においても役立つものとして技術移転の価値を認めている。

【成果３】IGE の保有機材が適切に維持管理される。

成果３は、達成されたと判断される。IGE の機材管理は、損傷の種類や原因毎の補修方法

が体系的かつ具体的に技術移転されたほか、機材管理 D/B に運転履歴や補修履歴が記録され

るなど、適切に維持管理されるようになった。

３－１－２ プロジェクト目標の達成の見込み

プロジェクト目標は、「DRBFC 及び IGE による道路の施工（維持管理を含む）に係る技術・
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マネジメント能力が強化される」である。3 つの成果がおおむね達成される見込みであり、

プロジェクト目標はおおむね達成されている。また、一部未達成の指標があるものの、プロ

ジェクト目標を評価する指標より、道路の施工（維持管理を含む）に係る技術･マネジメン

ト能力はプロジェクト前と比較しておおむね向上していると判断できる。特に指標１（道路

維持管理 D/B）及び指標２（調査及び評価の状況）は道路維持管理サイクルの根幹を成すも

のであり、プロジェクト目標達成への寄与率は高い。

３－１－３ 上位目標の達成の見込み

上位目標は、「いくつかの主要な国道（幹線）の道路状況が改善される」である。現時点

で道路の劣化箇所は減少しておらず、道路維持管理予算の潤沢な確保ができているわけでは

ない。しかし、本プロジェクトにて向上した施工・マネジメント能力により、DRBFC 自身

によって維持補修・改修工事が実施される見込みがあることに加え、プロジェクト期間内に

供与される小規模補修機材による維持補修工事が各事務所において実施されることで、道路

の劣化箇所は減少していくと考えられる。また予算についても必要最低限は確保されている

ことから、上位目標はプロジェクト終了より 3～5 年後に達成される見込みである。

３－２ 効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

特になし。

（２）実施プロセスに関すること

道路維持管理 D/B が本プロジェクトにおいて改善されたことで、維持修繕費用の見積も

りに活用できるようになるとともに、定期点検の結果をベースに優先順位づけされた工事

が重視されるようになった。DRBFC は、道路維持管理 D/B の実践的な手法を高く評価し

ている。

３－３ 問題点及び問題を惹起した要因

（１）計画内容に関すること

特になし。

（２）実施プロセスに関すること

プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）はプロジェクト実施上の基本でありな

がら、C/P による PDM の理解が不足している。JICA 専門家によるセミナーや C/S の工事

における OJT の内容は高く評価されるが、その反面で C/P にとっては受動的になりやすく、

C/P のコアメンバーによる DRBFC・IGE のその他職員への技術移転の機会を設けるなど、

C/P 側のオーナーシップ醸成の工夫をすれば、その過程で PDM・プロジェクト自体への理

解も深まるものと思料される。

３－４ 評価結果の要約

（１）妥当性

プロジェクト目標は、「東ティ」国政府の「国家開発計画」及び「東ティモール戦略的

開発計画（Strategic Development Plan for East Timor：SDP）2011-2030」に合致するもので

あり、日本政府の対東ティモール国向け援助計画にある運輸セクターの道路網整備への支
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援にも合致している。また、C/P の DRBFC 及び IGE は「東ティ」国内の道路維持管理を

実施しているものの、その道路維持管理が十分に機能していなかったこと、維持管理能力

の不足から人材育成の重要性が高かったことから本プロジェクトの実施機関としての選

定は妥当である。以上より、プロジェクトの妥当性は高い。

（２）有効性

DRBFC 及び IGE 職員を対象に、道路の施工（維持管理を含む）に係る技術マネジメン

ト能力を向上させるというプロジェクト目標がどの程度達成されたか、3 つの成果から判

断する。

まず成果１として、道路維持管理については自立した道路状況の調査が可能となってお

り、道路維持管理 D/B を基にした道路維持管理計画の策定が可能となっている。次に成果

２として、維持補修を含む道路建設工事は、自然災害の多発が道路品質を保つのに大きな

障害となっているものの、C/S では工程管理から品質管理まで十分な品質を保って実施さ

れた。最後に成果３として、保有機材については、機材点検の指導、運行工程表・機材運

行表の徹底により、適切に管理されている。

以上、3 つの成果がおおむね達成されたことに加え、一部課題は残るものの、プロジェ

クト目標の評価指標もおおむね達成されたことから、プロジェクトの有効性は「高い」と

判断される。

（３）効率性

投入と活動は、成果達成のために適切に実施されている。例えば、C/S などの第 2 年次

活動に伴う専門家の増員調整があり、成果を効果的に達成するために適切な対応であった

と判断できる。小規模補修機材についても 2014 年 8 月に供与され、同機材を使用した OJT
が実施される予定である。また、小規模補修機材はその機材の特殊性により調達が難しく、

当初予定よりも供与が遅れているものの、2014 年に納品される予定であり、プロジェクト

の延長により同機材を使用した OJT が実施されることにより、プロジェクトの効率性はよ

り高まると考えられる。

以上より、プロジェクトの効率性は高い。

（４）インパクト

上位目標は中間評価時に「東ティモール国における道路の円滑な通行が安定的・継続的

に確保される」から「いくつかの主要な国道（幹線）の道路状況が改善される」へ変更さ

れた。これは、「東ティ」国の道路状況にかんがみて、道路の円滑な通行（走行性）より

も道路状況の改善（通行可能性）に重きを置いた変更である。この上位目標は、プロジェ

クトで向上した施工・マネジメント能力により、DRBFC 自身によって維持補修・改修工

事が実施される見込みがあることに加え、プロジェクト期間内に供与される小規模補修機

材による維持補修が実施されることで、道路の劣化箇所は減少していく見込みである。ま

た、必要最小限の予算は確保されており、道路維持管理が困難になるほど交通量は増加し

ない見込みであることから、上位目標の阻害要因はほとんどないといえる。さらに波及効

果については、他機関・他プロジェクトとの関わりが多く、プロジェクト活動を通じた「東

ティ」国の道路関係者への影響は大きいといえる。よって、上位目標はプロジェクト終了

より 3～5 年後に達成される可能性は高いといえる。

以上より、プロジェクトのインパクトは「やや高い」と判断される。
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（５）持続性

維持管理能力の向上が図られ、C/P による技術の再移転の機会がつくられたものの、維

持管理能力に改善の余地があることや計画どおりに予算を執行できないなどの課題も残

されている。よって、プロジェクトの持続性は「中程度」と判断される。

３－５ 結 論

本プロジェクトは、「東ティ」国政府の運輸セクター開発の基本戦略及び日本の方針と合致

していることから、妥当性は非常に高い。

おおむね達成された 3 つの成果より、一部課題は残るものの、プロジェクト目標もおおむね

達成されたことより、有効性は高い。ただし、残る一部課題に関しては、プロジェクト期間の

延長により対応することが望ましい。

投入及び活動について、機材投入の遅れを除けば、本プロジェクトはほぼスケジュールどお

り良好に実施されており、効率性は高い。

上位目標について、「東ティ」国の現況に合わせた目標に変更されており、他ドナーを含め

た道路整備プロジェクトと継続的な道路維持管理により、上位目標は達成される見込みである

ことから、インパクトは比較的高い。

C/P による技術の再移転はあったものの、維持管理能力に改善の余地があることや計画どお

りに予算執行できない課題があることから、持続性は中程度である。

以上より、プロジェクト全体の評価結果は、「高い」と判断した。

なお、小規模補修機材の未供与、橋梁台帳 D/B（BRDB）の機能拡張により、維持補修工事

の実施状況の更なる改善やより適切な道路維持管理の達成を期待できることから、プロジェク

ト期間を延長し対応することを提案する。

３－６ 提 言

（１）短期的提言（プロジェクト終了までの提言）

・プロジェクト実施期間の延長について

- BRDB は、当初の PDM には含まれていなかったことから、道路維持管理 D/B の補完

的役割として構築されているが、その役割は限定的で損傷情報を含む基本的な橋梁情

報のみが登録されているのみである。道路維持管理予算の中でも大きな部分を占める

橋梁維持管理についても予算に反映できるようにするため、BRDB の機能を拡張し、

道路維持管理 D/B と同様に予算計画策定にも活用したいとの意向は強く、共通した要

望となっていること、BRDB の機能拡張がプロジェクト目標達成のために必要と考え

られることから、本プロジェクトのスコープとして追加することを提案する。

- 到着が遅延していた小規模補修機材が供与されることから、プロジェクト期間を延長

し、小規模補修機材の取り扱い・小規模な補修工事に関する OJT を実施することを提

案する。

（なお、2014 年 5 月よりプロジェクトを延長し、BRDB の機能拡張及び小規模補修機

材を用いた OJT のスコープを追加している。）

（２）中・長期的提言（プロジェクト終了後に対する提言）

・公共事業省への提言

中間評価チームの行った提言の内容の多くは対応済みであるが、やむを得ない理由があ

って完了していないものもある。このため、以下について継続した努力が望まれる。
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- 道路維持管理 D/B の継続した更新及び活用

- 地方事務所から橋梁維持管理 D/B へ容易にアクセスできるようにすること

- IGE による地域支局での機材管理の推進

- プロジェクトで作成されたマニュアル、教材等のプロジェクトの活動結果の普及

３－７ 教 訓

（１）C/P のオーナーシップ

プロジェクト成功要因のひとつとして、セミナーにおける C/P 自身による講義など、自

立性を醸成する協調アプローチがあった。このアプローチは、今後も C/P の自立性の向上

やセミナーを受けていない DRBFC 職員に対する水平展開などの波及効果が期待されるも

のである。

（２）受益国の道路状況と実施能力に合わせたプロジェクト目標の設定

支援と技術移転で重要なことは、相手国の現状をどのレベルまで改善するかといった

C/P のニーズと、支援する技術レベルに合わせることである。本プロジェクトで高く評価

できる点は、「東ティ」国の既存道路の状態や頻発する自然災害といった状況にかんがみ、

走行性よりも通行可能性に重点を置き、自国のレベルに合わせた目標設定をしたうえで、

プロジェクトを実施したことである。




