
事業事前評価表(開発計画調査型技術協力)

                                                              国際協力機構　経済基盤開発部

                                                            平和構築・都市・地域開発第一課

１．案件名

国名          ：ニカラグア

案件名（和名）：国家運輸計画プロジェクト

      （英名）：The Project for the study of National Transport Plan in the Republic of

                Nicaragua

２．協力概要

（１）事業の目的

2033年を目標年次とする国家運輸計画の改訂と、運輸交通セクターの能力開発計画の策定により、

道路交通網整備を軸とする運輸交通ネットワーク整備の促進に寄与する。

（２）調査期間                   2012年12月  ～  2014年 2月  (計15ヶ月)

（３）総調査費用                                  3.5(億円)

（４）協力相手先機関

運輸インフラ省

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）

1)対象分野：公共・公益事業（運輸交通） �

2)対象規模：ニカラグア全土（13万km2、589万人）

３．協力の必要性・位置づけ

（１）現状及び問題点�

　ニカラグア共和国(以下、ニカラグア)の運輸交通セクターは、運輸インフラ省のデータ(2011年)

によると、国際及び国内の物流の68%、同旅客輸送の98%が陸上輸送であり、海上輸送(物流31%、旅

客0.3%)、航空輸送(物流0.2%、旅客0.8%)となっている。ニカラグアの道路網は22,111kmに及ぶが

舗装率は12%に留まり、年間降水量の95%が雨期に集中することから、簡易舗装道路を含め雨期も通

行可能な道路は68%に留まっている。物流においては、海上輸送は陸上輸送に次ぐ割合を占めてい

るが、その中核を担うニカラグア唯一の国際コンテナ港であるコリント港は十分な設備を有してい

るとは言い難く、また地理的な制約から大規模な改修が困難な状況にある。つまり脆弱な運輸交通

インフラが、ニカラグアの貧困削減及び経済発展に向けたボトルネックとなっている。�

　ニカラグア政府は、米州開発銀行(IDB)の支援を受けて2000年に国家運輸計画(計画年次：2000～

2019年)を策定したが、運輸インフラ省の指摘によれば、①需要予測を含む経済社会状況分析を十

分踏まえていないこと、②実際の年間予算に対し、他資金リソースの手当てを含む2倍以上の予算

を必要とする道路整備計画とする非現実的な計画内容であったこと、③全国道路網(総延長22,111k

m)のうち、主要幹線道路(総延長8,000km)のみを対象としており、近年の運輸インフラ省が特に注

力しているニカラグアGDPの30%を占める農牧畜業振興に必要不可欠な生産地域における主要道路が
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３．協力の必要性・位置づけ（続き）

対象外となっていること、等の課題を抱えている。�

　以上を背景として、ニカラグア政府は、既存の国家運輸計画の改訂によるマルチモーダルな運輸

交通体系(*)に関する長期戦略の策定、短期投資計画の策定、実施能力向上のための技術移転等を

内容とする本プロジェクトを要請した。国内の貧困削減と産業育成に向けた道路交通網整備を中心

とする運輸交通ネットワーク整備の方策や制度改善とともに、限られた財源内で既存インフラの維

持管理と新規建設をバランスよく実施するための長期的な投資計画が求められている。�

　JICAは、2012年3月に運輸交通セクター情報収集・確認調査を実施し、同セクターの関連情報及

び本プロジェクトを含む協力の可能性に係る情報収集を行い、上述した既存国家運輸計画の問題点

及び技術移転の必要性を確認した。また、国家運輸計画の改訂に向けた課題として、目標年次とな

る20年後を展望する将来像を描いた公的計画等が存在しないことを確認した。現在策定中のニカラ

グアの国家政策にあたる「国家人間開発計画(2012-2016)」においても5年後までしか展望されてい

ない。かかる状況から、本プロジェクトの実施にあたっては、長期的視点からの国家開発構想から

議論を始める必要があることが確認されている。�

 *マルチモーダルな運輸交通体系とは、複数の運輸交通機関の連携を通じて、利用者のニーズに対

応した効率的で良好な運輸交通環境が提供される運輸交通体系を示す。�

�

（２）相手国政府国家政策上の位置付け�

　ニカラグアの開発計画の最上位の計画である「国家人間開発計画(2009-2011)」(Plan Nacional

de Desarrollo Humano:　PNDH)では、「国家開発計画(2005)」(第2次PRSP、Plan Nacional de Des

arrollo:PND)の内容を継承し、(1)経済発展、(2)人的資源開発及び社会保護、(3)社会・生産部門

インフラ整備、(4)ガバナンスの向上及び公共セクターの近代化、を重点分野においている。�

　特に、(1)経済発展及び(3)社会・生産部門のインフラ整備に対しては、道路・港湾・空港分野等

の整備を掲げ、特に効率的な物流の促進による域内、地域間を結ぶ幹線道路輸送ネットワークの強

化に重点を置き、民間投資の促進と生産性の向上を通じた貧困の削減を重要な課題としている。�

　本プロジェクトは国家開発計画及び公共投資計画の優先事項に位置付けられ、持続可能性ある国

内経済の発展に貢献するため、国家運輸計画に示す「マルチモーダル交通戦略」の策定と交通分野

における政策立案能力を開発する目標に合致している。

（３）他国機関の関連事業との整合性

　ニカラグアの運輸交通セクター支援に対する主要ドナーには、世界銀行(WB)、IDB、中米経済統

合銀行(BCIE)などがある。�

　道路セクターでは、WBが、2011年11月に道路改良事業として総延長88.0km、事業総額26百万ドル

の事業を計画を行っている。また、道路改良事業の他、運輸インフラ省及び道路維持管理基金(FOM

AV)の職員を対象として、事業総額13.5百万ドルの道路アセット及び災害リスクマネジメントに対

する人材育成を計画している。またIDBにより、国境橋であるサンタ・フェ橋からコスタリカ国境

までの道路が整備されている。�

　港湾／物流に関しては、東部地域において、デンマーク国際開発庁(DANIDA)がコミュニティレベ

ルの支援として、小規模の桟橋(船着き場)を建設している。また、物流に関してはIDBの支援によ

り、内陸における国際輸送に関する調査・分析を実施している。�

　空港に関しては、空港公社(EAAI)が米国の援助を受け、マナグア国際空港(MGA)近代化F/Sを2010

年11月に実施した。�

　全国を対象とした運輸交通セクターの横断的調査／プロジェクトは行われておらず、また前述の
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（３）他国機関の関連事業との整合性（続き）

とおり、2000年にIDBにより策定された国家運輸計画には実現に向けた課題があり、活用されてい

ない。よって、本プロジェクトで改訂される国家運輸計画に基づき、ニカラグア政府及び各ドナー

の資金協力による優先プロジェクトの実現が期待されている。

（４）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ

　「道路・橋梁整備プログラム」は、対ニカラグア国別援助計画において援助重点分野「道路・交

通インフラ整備」に位置付けられ、これまで無償資金協力を中心に内外の生産・流通拠点を結んで

いる主要幹線道路に位置した橋梁整備、道路保守管理等への協力を行ってきている。�

　本プロジェクトはニカラグアの政策レベルの戦略策定を支援することを通じて、同プログラムの

更なる精緻化推進の役割を担い、同援助重点分野の全体像を描くものである。将来のニカラグアの

貧困削減に資する経済成長の達成のために必要となる運輸交通セクター開発の中核をなす重要なイ

ンプットとして、今後の我が国の「道路・交通インフラ整備」分野にかかる協力について、より戦

略性を持った形での実施を進めるための方向性を示し、プログラムアプローチの強化にも資するも

のである。

４．協力の枠組み

（１）調査項目

1.　2012年にJICAが実施した基礎情報収集・確認調査をベースとしたニカラグアの基礎情報及び現

況把握のレビュー�

　1-1　上位計画、関連政策、関連法令、既往の計画のレビュー�

　1-2　既往・現在進行中の関連計画・プロジェクト・調査結果・保有データのレビュー�

　1-3　運輸交通セクター関係機関のレビュー(組織、人数、実施体制、年間計画)�

　1-4　社会経済概況、自然条件の把握�

　1-5　運輸交通セクターにおける関連制度(道路基準、コンセッション契約、等)のレビュー�

　1-6　他ドナーの活動状況、関連プロジェクトのレビュー�

  1-7  環境社会配慮にかかる情報収集・整理�

  1-8  運輸交通セクター整備における制約条件と課題の分析�

2.　ニカラグア国家開発計画にかかる開発ビジョンのレビュー及び国家運輸計画のための長期開発

ビジョンの設定�

　2-1　国家人間開発計画(2009-2011)及び同(2012-16)(案)における開発ビジョンの分析�

　2-2　社会経済開発にかかる既存データ・予測値の分析�

　2-3　社会経済セクターの既存戦略／計画の分析�

　2-4　既存の地域開発・空間計画の分析�

  2-5　既存産業構成、地域開発ポテンシャルの分析�

　2-6　国家運輸計画の長期開発ビジョンと基本構想の設定�

3.　運輸交通セクターの現況に関する調査実施と調査結果の分析�

　3-1  既存の運輸産業・物流サービス業者のレビュー�

　3-2  運輸交通サービスのネットワーク(官民含む)のレビュー�

　3-3  道路・その他の運輸交通施設インベントリー調査の実施�

　3-4  運輸交通セクターに係る既存データ・情報の分析�

　3-5　運輸交通・物流システムにかかる分析(中米地域／国内)�

　3-6  運輸交通セクターの課題の抽出�
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（１）調査項目（続き）

4.　全国運輸交通調査(フィールド調査)の実施�

　4-1  フィールド調査の準備と実施�

　4-2  調査結果の解析�

　4-3  輸送機関別の現況OD表の推計�

　4-4  フィールド調査・収集データにもとづく運輸交通データベースの構築�

5.　社会経済フレームワークの設定と需要予測�

　5-1  社会経済フレームワークの設定�

　5-2  需要予測手法の検討�

　5-3  運輸交通手段の検討�

　5-4  輸送機関別の将来交通需要の予測�

6.  国家運輸計画(2014-2033年)(案)の策定�

　6-1  陸上交通計画・水上交通計画・航空交通計画の策定�

　6-2  国家運輸計画にかかる戦略的環境アセスメントの実施�

　6-3  本プロジェクトにより設定されたクライテリア（戦略的環境アセスメントの考え方を含む

）による計画・プロジェクトの代替案の検討・優先順位付け�

　6-4　短期(2019年)・中期(2023年)・長期(2033年)のアクションプランの策定�

　6-5  短期(2019年)の優先プロジェクトの妥当性の検証�

　6-6  短期(2019年)の投資計画の策定�

  6-7  経済財務分析�

  6-8  国家運輸計画の組織体制、運営管理体制強化に関する計画の策定�

7.　国家運輸計画推進のための能力強化計画の策定及び関係者への技術移転�

　7-1  運輸交通セクターの運営能力強化のための能力開発計画の策定�

　7-2  カウンターパートへの調査手法・計画策定に係る技術移転(ワークショップ・セミナー)�

8.　結論と提言の取りまとめ�

　8-1　全体的な結果、留意事項等を含む、必要な提言の取りまとめ

（２）アウトプット（成果）

1) 国家運輸計画(2014-2033年)(案)の策定�

2) 運輸交通セクターの組織強化・運営能力強化のための能力開発計画の策定

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施

(a)コンサルタント（業務実施契約／15名／約63MM）�

　1)  総括／総合運輸交通計画�

　2)  地域開発計画／空間計画�

　3)  社会経済分析／公共財務分析／事業評価�

　4)  農牧業開発／貧困削減�

　5)　サービス産業開発／観光開発�

　6)　輸出振興・産業立地・投資促進�

　7)　運輸交通調査・データ分析／需要予測�

　8)　陸上交通計画／物流計画�

　9)  道路・施設計画 �

　10)　水上交通計画�
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（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施（続き）

　11)  航空交通計画�

　12)  事業費積算／事業実施計画�

　13)  法制度／組織強化�

　14)  環境社会配慮／戦略的環境アセスメント／防災�

　15)  自然条件／GISデータ整備／業務調整�

�

(b) その他／研修員受入れ�

　・現地にてセミナー、ワークショップ等の実施�

　・調査に必要な機材の購入

５．協力終了後に達成が期待される目標

（１）提案計画の活用目標

・国家人間開発計画と整合性を持った形で更新された国家運輸計画（案）がニカラグア政府により

承認され、同計画に基づく政策により、国内経済インフラ基盤開発のための運輸交通インフラ整備

計画の優先付けがなされ、投資計画に基づく優先プロジェクトが事業化される。

（２）活用による達成目標

・国家運輸計画に基づき、経済的な効率性、信頼性、安全性を有する運輸交通ネットワークが確立

される。

６．外部要因

  （１）協力相手国内の事情�

  　(a) 政策的要因：政権交代・首長交代等による、開発方針の変更、提案事業の優先度の低下�

  　(b) 行政的要因：当該分野に対する予算配分の不足、行政組織の機能不全�

  　(c) 経済的要因：経済成長の失速による財政緊縮及び資金不足�

  　(d) 社会的要因：対象地域の治安悪化、予測を上回る人口動態の変化�

  �

  （２）関連プロジェクトの遅れ�

  　・計画策定・実施の重要な外部条件となるような関連プロジェクトはない。

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

（１）環境社会配慮・貧困削除・社会開発

１）環境社会配慮

①カテゴリ分類：B

②カテゴリ分類の根拠

・本プロジェクトは、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010年4月公布）上、セク

ター特性、事業特性及び地域特性に鑑みて、環境への望ましくない影響が重大でないと判断され

るため。

③環境許認可：�

・本プロジェクトに係る環境影響評価（EIA）報告書は、ニカラグアの国内法上作成が義務付け

られていない�
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④汚染対策、⑤自然環境面、⑥社会環境面、⑦その他・モニタリング�

・本プロジェクトにて確認する。

２）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減

・貧困問題解決のため、国内経済格差の是正を伴う経済成長ための基礎的な経済インフラの改善

及び低所得者層居住地域の公共サービスへのアクセスが改善されるよう、適切なインセンティブ

スキームの導入やサービスの分担等の工夫に配慮する。

３）その他

・特になし

８．過去の類似案件からの教訓の活用

  ・ニカラグアの運輸交通セクター支援に対する主要ドナーには、WB、IDB、BCIEなどがある。国家

  運輸計画の策定、特にアクションプラン及び短期投資計画の策定にあたっては、これら機関の投融

  資審査を念頭に置くことが求められる。

９．今後の評価計画

  （１）事後評価に用いる指標�

     (ａ) 活用の進捗度�

  　　・本プロジェクトにて策定された国家運輸計画(案)が、ニカラグア政府の計画として公式に承

  認される。�

  　　・国家運輸計画(案)で提案された優先プロジェクト及び投資計画がニカラグア政府によりアク

  ションプランに基づき着手されているかどうか。�

  　　・実施機関等の運輸交通セクター関連機関の体制が、本プロジェクトの能力開発計画の提言に

  基づき改善されているかどうか。�

     (ｂ) 活用による達成目標の指標�

  　　・本プロジェクトで提言された優先プロジェクト及び投資計画の実施件数�

  　　・道路交通網の整備総延長距離の改善�

  　　・道路舗装率の改善�

  　　・物流・人の移動コストの軽減（移動時間の短縮等）�

  （２）上記（ａ）及び（ｂ）を評価する方法及び時期�

  　　・フォローアップ調査によるモニタリング�

  　　・プロジェクト終了3年後に事後評価を実施する

注釈
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