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フィリピン 

第二マグサイサイ橋・バイパス道路建設事業 

外部評価者：三州技術コンサルタント株式会社 

冨田 まさみ 

0．要旨 

本事業はミンダナオ島北東部ブトゥアン市において、主要幹線道路であるブトゥアン～カ

ガヤンデオロ～イリガン道路のアグサン川通過地点に新橋およびバイパス道路を建設する

ことにより、ブトゥアン市内および周辺地域の交通混雑の解消、およびミンダナオ島北東部

主要都市間の輸送・交通の円滑化を図ることを目的としていた。 

本事業はフィリピンの開発政策および日本の援助政策における重点分野と整合しており、

開発ニーズも高いことから、事業の妥当性は高い。事業完成 6 年後の本事業対象区間の交通

量は計画値の 8 割程度を達成しており、既存橋周辺の交通所要時間は大幅に削減され、ブト

ゥアン市内中心部の交通混雑も軽減されたほか、事業対象地域周辺における輸送量が増加し、

地域経済活動も活性化されたと考えられることから、事業の有効性・インパクトは高い。本事

業の事業費および事業期間ともに計画を若干上回った為、効率性は中程度である。また、本

事業対象区間は事後評価時（事業完成 6 年後）に国道ステータスへの転換手続きが行われ、

本事業対象区間の運営・維持管理予算は来年度から配分されることとなっており、現時点で

は配分されていないため、本事業による効果の持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

1．案件の概要 

 

プロジェクト位置図 第二マグサイサイ橋 
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1.1 事業の背景 

フィリピンにおいて道路網は 大の輸送手段であり、審査時において旅客輸送の約 9 割、

貨物輸送の約 5 割を道路交通網が担っていた1。本事業対象地であるミンダナオ島は、フィ

リピンの中でも経済水準が低く、貧困緩和の観点からも開発が強く求められており、道路舗

装率も他地域と比べて低く、道路網整備についても課題が多い。同島北東部の幹線道路であ

る、ブトゥアン～カガヤンデオロ～イリガン道路は、同島内および近隣地域との物流に極め

て重要な役割を果たしており、島内の経済社会開発の根幹を担う道路である。同道路は同島

北東部の中心都市であるブトゥアン市中心部において同島 大河川であるアグサン川を通

過するが、審査時において既存橋周辺は交通量拡大に伴い非常に混雑していたほか、既存橋

は 1957 年の建設であり老朽化が進んでおり、抜本的な補修が必要とされていた。この課題

への対応策として本事業は実施された。 

 

1.2 事業概要 

ミンダナオ島北東部ブトゥアン市において、主要幹線道路であるブトゥアン～カガヤンデ

オロ～イリガン道路のアグサン川通過地点に新橋およびバイパス道路を建設することによ

り、ブトゥアン市内および周辺地域の交通混雑の解消、およびミンダナオ島北東部主要都市

間の輸送・交通の円滑化を図り、もってミンダナオ島北東部の経済社会開発に寄与する。 

本事業位置図を図 1 に示す。 

 

 

出典：Google map を基に編集 

図 1 事業位置図 

 

 

 

                                                        
1 出典：国際協力機構（JICA）審査時資料 
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円借款承諾額／実行額 3,549 百万円／3,506 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 2000 年 8 月／2000 年 8 月 

借款契約条件 本体： 
金利 0.95%、返済 40 年（うち据置 10 年）、 

日本タイド2 
コンサルティングサービス： 

金利 0.75%、返済 40 年（うち据置 10 年）、 
二国間タイド 

借入人／実施機関 フィリピン共和国政府／公共事業道路省 

貸付完了 2008 年 12 月 

本体契約 新日本製鐵（日本）・東亜建設工業（日本）（JV） 

コンサルタント契約 片平エンジニアリングインタ－ナショナル（日本）・総

合技術コンサルタント（日本）・Proconsult, Inc.（フィリ

ピン）・TCGI Engineers（フィリピン）／DCCD Engineering
（フィリピン）（JV） 

関連調査 
（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S）等 

Basic Ventures Consultants（1992 年）、片平エンジニアリ

ングインタ－ナショナル・PROCONSULT,INC.・TCGI 
Engineers・DCCD Engineering（JV）（1999 年） 

関連事業 なし 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

冨田 まさみ（三州技術コンサルタント株式会社） 

 

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：2012 年 10 月～2013 年 9 月 

現地調査：2013 年 1 月 24 日～2 月 9 日、2013 年 4 月 14 日～4 月 27 日 

 

3．評価結果（レーティング：B3） 

3.1 妥当性（レーティング：③4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本事業の審査時点では、中期開発計画（1999-2004）において、安全で信頼性のある運輸

サービスの提供によりフィリピン国の社会経済開発を支えることが運輸セクターの開発目

標とされており、これを達成するための戦略として、(1)道路整備における政府関与の軽減

                                                        
2 本事業は特別円借款制度を適用して実施された。特別円借款とは、1998 年に日本政府により導入され

た、アジア通貨危機からの早期回復を目的としたアジア諸国等に対する支援制度であり、物流の効率化、

生産基盤強化、大規模災害対策等の分野におけるインフラ整備等に対する資金援助を行うものである。

本制度の下では緩やかな借款契約条件（金利・返済期間）を提供するとともに、契約者を日本企業に限

定し、借款資金による製品・サービスの調達を日本国原産に限定（他国からの調達は借款額合計の 50%
以下に限定）することにより、日本企業による事業参加機会拡大をも図るものである。 

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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と民間セクター活用の促進、(2)適正な改修・維持管理を通じた既存インフラの質の改善等

が挙げられていた5。特に(2)の達成に向けた優先事項として、①幹線国道の高規格化と道路

網整備の地方分権化、②道路整備における利用者負担原則の導入を掲げ、主として公共事業

道路省（Department of Public Works and Highways: DPWH）の下、幹線国道の改修を順次行う

とともに、利用者負担原則に則した新たな財源の導入を検討し始めていた6。また、経済発

展の遅れたミンダナオ島の地域開発はエストラーダ政権の重要課題の一つであり、フィリピ

ン政府は「ミンダナオ 2000 開発計画」の策定等を通じて同島の開発振興に力を入れていた7。 

一方、事後評価時においては、フィリピン開発計画（2011-2016）第 5 章（運輸セクター）

において、整合性のとれた運輸ネットワークの確立、運輸セクターにおける重複する組織機

能・役割の解決、紛争・貧困地域発展への寄与等が同セクターの目標として掲げられており、

これらを達成するための戦略として、(1)包括的な長期運輸政策の確立、(2)戦略的運輸イン

フラの整備・維持管理、(3)整合性のとれたマルチモーダル輸送システムの整備、(4)運輸セ

クター組織における規制と運営の役割分離、(5)紛争地域・貧困地域における経済機会増加

のための運輸ネットワークの改善等が挙げられている8。特に(2)の達成に向けた優先事項と

して、道路も含めた既存運輸インフラの質・輸送能力向上を優先すること、改修・維持管理

費用確保のため道路等のインフラサービスにおける利用者負担原則や道路基金の活用等が

必要であることが述べられている9。また、カラガ地域10開発計画（2011-2016）において、

既存運輸インフラの維持管理・リハビリを優先すること、および新規道路の建設にあたって

は地域発展への戦略的重要性を有し、都市部の交通混雑を解消するための道路を優先するこ

とが述べられており、同計画期間中に優先的に実施されるべき事業として、本事業フェーズ

2（本事業対象区間から日比友好道路に接続する区間）が挙げられている11。 

従って、フィリピンの国家開発計画において、審査時および事後評価時ともに既存運輸イ

ンフラの質の向上が重視されているほか、 新のカラガ地域開発計画において本事業対象区

間と日比友好道路と接続する区間の建設を優先する旨が述べられており、経済発展の遅れた

ミンダナオ島において老朽化した既存橋の交通機能を補う目的で新橋・バイパス道路を建設

した本事業と開発政策との整合性は保たれている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

既述のとおり、審査時において既存橋は老朽化のため抜本的な補修が必要とされており、

また既存橋周辺は交通量拡大に伴い非常に混雑していたため、これを補うために新橋および

バイパス道路の建設が必要とされていた。 

審査時から事後評価時までのブトゥアン市内における自動車登録台数の遷移を表 1 に示

す。 

 

                                                        
5 出典：JICA 審査時資料 
6 出典：同上 
7 出典：同上 
8 出典：http://devplan.neda.gov.ph/chapter5.php 
9 出典：同上 
10 カラガ地域：ミンダナオ島北東部地方 
11 出典：DPWH 提供資料 
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表 1 ブトゥアン市内における自動車登録台数 
（単位：台/年） 

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
登録台数 10,213 10,550 10,621 11,481 7,748 8,316 

年 2007 2008 2009 2010 2011 - 
登録台数 9,085 13,767 16,109 19,872 21,720 - 

出典：フィリピン運輸通信省陸上交通局 

 

上表のとおり、事後評価時のブトゥアン市内における自動車登録台数は審査時の 2 倍以上

に達しており、市内中心部（既存橋付近）の交通混雑を緩和するために本事業により建設さ

れた新橋の必要性は高い。また、既存橋付近の交通混雑緩和のため、2008 年以降、既存橋

は 15 トン以上の車両は通過しないよう規制されており12、その代替ルートとしても新橋は

必要とされている。 

従って、審査時以降、ブトゥアン市内における自動車登録台数は増加傾向にあり、事後評

価時においても市内中心部の交通混雑緩和を目指した本事業の妥当性は失われていない。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

フィリピン国別援助計画（2000 年作成）によれば、我が国はアジア経済危機の経験を踏

まえ、中長期的観点からの産業構造強化（特に裾野産業育成）や成長制約要因である経済イ

ンフラ（交通輸送、エネルギー）の整備促進を援助重点分野として定めていた13。また、JICA

（旧 JBIC）海外経済協力業務実施方針において、運輸網（地方幹線道路、幹線空港、基幹

港湾等）整備がフィリピン国支援における重点分野となっており、本事業の内容は同方針に

合致するものであった14。 

 

以上より、本事業の実施はフィリピンの開発政策、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15（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

3.2.1.1 年平均日交通量 

既存橋および新橋上の年平均日交通量の予測値および実績値を表 2 に示す。事業完成 6

年後の交通量予測値と実績値を比較すると既存橋ルートの実績値は予測値の 9 割程度、新橋

ルートの実績値は予測値の 8 割程度となる。また、予測値では全体交通量（既存橋＋新橋ル

ートの交通量合計）の 2 割程度が新橋ルートに転換することが予測されていたところ、実績

値においても 2 割程度が新橋ルートに転換している。尚、前掲「図 1 事業位置図」のとお

り本事業完成後、本事業バイパス道路の西側終点からバンカシ空港までのバイパス道路をフ

ィリピン政府自己資金により建設し、2012 年に開通しており、上記交通量の転換にはこの

点も影響しているものと考えられる。 

                                                        
12 出典：実施機関からのヒアリング 
13 出典：外務省フィリピン国別援助計画 
14 出典：JICA 審査時資料 
15 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。 
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表 2 既存橋および新橋上の年平均日交通量予測値および実績値 
（単位：台/日） 

区間 基準値（2000 年） 
予測値（2006 年）
（事業完成） 

予測値（2012 年）
（完成 6 年後） 

実績値* 
（2013 年） 

（完成 6 年後） 
既存橋 15,800 16,300 20,200 19,200
新橋 - 4,100 5,200 4,000
計 15,800 20,400 25,400 23,200

出典： JICA 審査時資料、評価者の実測による 
注*： 実施機関が定期的に実施している交通量計測ポイントは既存橋ルートと新橋ルートに分岐する交

差点の手前に位置し、各ルートの交通量実績を把握するデータは存在しないため、現地調査時

（2013 年 1 月 31 日（木）午前 8 時～9 時）に実施機関の協力を得て、既存橋および新橋上で交通

量の計測を行った。既存橋ルートのピーク時 1 時間の交通量は 1,920 台、新橋ルートのピーク時 1
時間の交通量は 403 台であった。交通量の分布は国、地域、様々な条件によって異なるが、通常、

おおよその目安としてピーク時 1 時間の交通量は 1 日交通量の 10%程度であることから、これを

基に事後評価時の実績値を算出した。 
 

3.2.1.2 走行所要時間/平均速度（ピーク時） 

本事業実施前後における既存橋および新橋上のピーク時走行所要時間と平均速度を表 3

に示す。既存橋ルート（Libertad～Tiniwisan 間）のピーク時走行所要時間については、事業

実施前のデータが存在せず、実施機関によれば概ね 30 分程度であったとのことであるが、

事後評価時は 16.5 分程度であり、大幅に減少している。後述するように、受益者調査結果

によれば、時間帯によって削減された時間は異なるものの、同区間の走行時間は平均して 5

～20 分程度短縮されたと回答した人が多いことから、受益者調査結果とも概ね合致してい

る。既述のとおり 2008 年以降、既存橋は 15 トン以上の車両は通過しないよう規制されてい

ることから、所要時間の減少および平均速度の向上には大型車両が新橋を通過するようにな

ったことが大きく貢献していると考えられ、また 2009 年にフィリピン政府自己資金により

既存橋が改修されたこともある程度貢献しているものと思われる。 

 

表 3 既存橋および新橋上の走行所要時間・平均速度（ピーク時） 

区間 
事業実施前*1 事後評価時*2 

所要時間
（分） 

平均速度
（km/時） 

所要時間
（分） 

平均速度
（km/時） 

既存橋ルート 
（Libertad-Tiniwisan） 

30 程度 20 程度 16.5 程度 35 程度 

新橋ルート 
（Libertad-Tiniwisan） 

- - 13.0 程度 60 程度 

出典：実施機関からのヒアリング、評価者の実測による 
注*1：計測データは存在しないため、実施機関へのヒアリングによる、おおよその値 
注*2：2013 年 1 月 31 日（木）午前 8 時～9 時に既存橋を通るルートと新橋を通るルートで所要時間

の計測を行った。尚、既存橋ルートは約 9km で信号が 3 つあり、新橋ルートは約 13km で信

号はなし。また、本事業では事業費の不足により新バイパスと旧バイパスを接続する西側区

間の建設/改修が行われなかったが、新橋ルートは新バイパス終了地点から既存道路（約

3km）を通って旧バイパスに繋がるルートとした。 
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3.2.1.3 交通事故件数 

既存橋および新橋上・周辺の交通事故件数について信頼性の高いデータが入手できなかっ

たが、受益者調査結果によれば16、本事業実施後に実施前と比して既存橋周辺での交通事故

件数が減少したと回答した人が 81%、増加したと回答した人が 3%、わからないと回答した

人が 16%であり、既存橋付近の交通事故件数は本事業実施後に概ね減少したものと考えら

れる。 

 

3.2.2 定性的効果 

本事後評価において受益者調査を実施した17。以下に受益者調査結果概要を示す。 

 

図 2 事業完成後の既存橋周辺の交通混雑 図 3 事業完成後の既存橋経由の走行時間 
改善されたと回答した 95%のうち、50%が大幅に改

善、34%が中程度の改善、11%が少し改善されたと

回答 

 

短縮されたと回答した 81%のうち、5%が 5 分未満、

35%が 5～10 分、32%が 10～20 分、10%が 20～30
分短縮されたと回答 

 

図 4 事業完成後の走行費 
受益者調査対象 101 人のうち、自家用車を保有して

いる人あるいは公共旅客輸送車両の維持管理責任

を有する人 42 名に対し質問をした。削減された走

行費は主に燃料費および車両維持管理費 

図 5 事業完成後の日常生活における 
重要な拠点（店、市場、学校、病院、 

会社等）へのアクセシビリティ 

 

                                                        
16 受益者調査結果詳細については「3.2.2 定性的効果」を参照 
17 次の要領にて受益者調査を実施した。実施時期：2013 年 2 月、サンプル数：計 101（男性 57 人、女性

44 人、既存橋および新橋周辺の住民および運送業者等を対象）、方法：質問票調査 
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9 割以上の受益者が本事業実施後に既存橋周辺の交通混雑が改善されたと回答した。既述

のとおり 2008 年以降、既存橋は 15 トン以上の車両は通過しないよう規制され、大型車両は

新橋を通過するようになったことが大きく貢献していると思われる。また、8 割程度の受益

者が本事業実施後に走行時間および走行費が削減され、日常生活における重要な拠点へのア

クセシビリティが改善されたと回答した。 

以上、受益者調査結果より、本事業実施により概ね事業目的は達成されたことが伺える。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

3.3.1.1 地域経済社会開発への貢献 

(1) 受益者調査結果 

本事業完成後の事業対象地域における物資輸送量や地域経済活動の変化にかかる

受益者調査結果を以下に示す。 

 

図 6 事業対象地域における物資輸送量の変化 図 7 地域経済活動の変化 
農産物の輸送量が増加したとの回答が多い 

（87%：複数回答） 
農業および商業活動が増加したとの回答が多い

（農業 60%、商業 61%：複数回答） 

 

8 割程度の受益者が本事業実施後に事業対象地域において物資の輸送量や地域経

済活動が増加したと回答した。 

 

(2) カラガ地域への投資額および地域総生産額の変化 

カラガ地域への投資額および地域総生産額（GRDP）の遷移を表 4、5 に示す。 

 

表 4 カラガ地域への投資額 
（単位：百万ペソ） 

年 2008 2009 2010 2011 2012 
外国資本 118 168 0 64 297 
国内資本 1,880 282 2,553 49,585 11,489 

計 1,998 450 2,553 49,649 11,786 
出典：フィリピン投資委員会 
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表 5 カラガ地域の GRDP 
（単位：百万ペソ） 

年 2002 2003 2004 2005 2006 
GRDP 52,649 55,247 60,189 66,270 76,360 
年 2007 2008 2009 2010 2011 

GRDP 96,553 99,806 87,220 99,037 109,765 
出典：フィリピン国家統計調整委員会 

 

実施機関によれば、本事業実施により地域間の移動が効率的になったため、事業対象地域

周辺に多くの住宅地が建設され、また同地域への投資額が増加し、その結果雇用も増加して

いるとのことである。上記のカラガ地域への投資額は年により増減があるものの近年増加傾

向にあるほか、GRDP も増加傾向にあり、これらの増加には様々な要因が影響していると考

えられるが、本事業もブトゥアン市内の輸送・交通円滑化を通じて一定程度貢献しているも

のと思われる。 

 

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 

審査時において、本事業については環境影響評価（EIA）が実施されており、環境天然資源省よ

り環境適合証明（ECC）が 2000 年 2 月に発出済であった18。本事業では工事による環境への負の影

響を 小化するために、コンサルタントが ECC での指摘事項と事業実施段階での対策との整合性

につきモニタリングを行うこととなっていた。事後評価時点では、実施機関によれば、事業実施中

および供用時の環境モニタリングは適切に実施され、JICAにも報告されたとのことである。また、

バイパス道路沿いに、路肩の浸食防止および騒音対策として植林が行われた。しかし、受益者調査

結果によれば、約 7 割の受益者が新橋および新バイパス道路沿線において大気汚染や騒音が増加し

たと回答した。新橋および新バイパス道路は既述のとおり、主に大型車両が通行しており、その影

響と考えられる。一方、数名の受益者が、新橋および新バイパス道路を通るオートバイの走行が危

険で騒音もひどいとも指摘しており、この影響も推定され、対策として警察によるスピード違反の

取り締まりが必要と思われる。 

 

3.3.2.2 住民移転・用地取得 

審査時には建設予定のバイパス道路沿いに約 39ha の用地取得が予定されていたが19、実際の取得

面積は約 22ha であった20。減少の理由については不明であるが、本事業のスコープ変更も影響して

いるものと思われる。大部分は農地であり、住民移転は発生していない。 

 

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。 

 

                                                        
18 出典：JICA 審査時資料 
19 出典：同上 
20 出典：実施機関提供資料 
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3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

本事業において整備されたアウトプット（計画および実績）を表 6 に示す。 

 

表 6 アウトプット比較（計画/実績） 
項目 計画 実績 

土木工事 

鋼斜張橋 
延長 255m 
往復 2 車線 

延長 360m  
往復 2 車線 

アプローチ 鋼鈑桁橋：630m 鋼鈑桁橋：548m 

バイパス 
道路 

延長 13,115m  
往復 2 車線 

延長 9,430m 
（ バ イ パ ス 道 路 建 設 8,100m + 
Maguinda-Las Nieves Road 改修 1,330m）
往復 2 車線 

コンサル
ティング
サービス 

内容 

･ 詳細設計 
･ 入札補助 
･ 施工監理 
･ 環境適合証明に付された条件の履

行状況モニタリング 
･ 用地取得支援 
･ 実施機関・地方政府（ブトゥアン

市）間の連携支援 等 

以下の内容を追加； 
･ バイパス道路設計変更に伴う追加

の測地測量や環境影響調査、追加
の地質工学的調査等 

･ 事業実施中に発生した洪水対応とし
て排水システムにかかる追加の調査

･ 橋台周辺の軟弱地盤対応にかかる
施工監理等 

工数 
外国人： 115M/M 
ローカル： 254M/M 

外国人： 126.5M/M 
ローカル： 791.5M/M 

出典：計画：JICA 審査時資料、実績：実施機関提供資料および JICA 内部資料 

 

詳細設計調査において、審査時の設計では本事業で建設されるバイパス道路とブトゥアン

～カガヤンデオロ～イリガン道路（既存バイパス道路）との西側接続地点に変電所が存在し、

東側接続地点には密集した住宅地もあることが判明した21。ブトゥアン市からの要請もあり、

上記変電所や住宅地を避け、市内の混雑エリアを避けるよう設計変更が行われたが（西側延

長約 5km＋東側延長約 3km の追加）、建設資材（主に鉄材）の急激な高騰等により事業費が

大幅に増加することから、 終的には西側は既存の Bonbon access road と接続する地点まで、

東側は既存の Maguinda-Las Nieves Road を活用・改修するルートを採用することとなった22。

結果として、バイパス道路総延長は計画時の 13,115m から 9,430m（バイパス道路建設 8,100m 

+ Maguinda-Las Nieves Road 改修 1,330m）に短縮された。しかし、本事業により建設された

ルートではブトゥアン市内の交通混雑を解消するには不十分として、本事業バイパス道路の

西側終点からバンカシ空港まで、および東側終点から日比友好道路接続地点までのバイパス

道路をフィリピン政府自己資金により建設中である（西側は 2012 年に開通）23。 

また、鋼斜張橋の延長が増加した理由は（255m→360m）、大雨時にがれき類が流下し橋

脚に衝突するのを防ぐためであった模様であり、これによりアプローチ延長は短縮されたが

（630m→548m）、鋼斜張橋・アプローチの合計延長は増加しており（計 885m→908m）、こ

れは実施機関によれば、軟弱地盤を避けるために川から離れた位置に橋台を建設する必要が

あったためとのことである24。 

                                                        
21 出典：実施機関からのヒアリングおよび JICA 内部資料 
22 出典：同上 
23 出典：実施機関からのヒアリング 
24 出典：実施機関からのヒアリング 
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3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

審査時の事業費計画額は 4,175 百万円（外貨 3,068 百万円、内貨 1,107 百万円）、うち円借

款対象 3,549 百万円であったが25、実績額は 5,722 百万円（外貨 3,683 百万円、内貨 2,039 百

万円）26、うち円借款対象 3,506 百万円であり、計画を上回った（計画比 137%）。事業費実

績が計画を上回った主な理由は、建設資材（主に鉄材）の急激な高騰、工期延長、用地取得

費の増加等による27。既述の通り、本事業には特別円借款制度（日本のコントラクターに限

定される制度）が適用されており、これに係る満足度調査を実施したところ、実施機関から

は、結果として、応札額が通常の案件より高額と感じるが、コントラクターのスケジュール

管理、技術力、プロジェクト管理、工事の品質、現地コントラクターへの技術移転等には満

足しているとの回答が得られた。 

 

3.4.2.2 事業期間 

審査時に計画された事業期間は 2000 年 8 月（借款契約調印）～2006 年 5 月（土木工事完

了）の計 70 カ月であったが28、実績は 2000 年 8 月（借款契約調印）～2007 年 5 月（土木工

事完了）の計 82 カ月であり29、計画を若干上回った（計画比 117%）。実績が計画を若干上

回った理由は、行政手続きの遅延によりコントラクター選定が遅延したこと、輸入された建

設資材が 2 カ月間マニラ港にて足止めされたこと（輸入資材は関税が免除される旨が税関で

認知されていなかったため）、工事費支払の遅延、悪天候（洪水）、橋台付近に軟弱地盤が見

つかり、追加調査等が必要になったこと、用地取得手続きの遅延等による30。 

 

表 7 事業期間の比較 

内容 計画 実績 

コンサルタント選定 
2000 年 6 月-2001 年 7 月 
（14 カ月） 

不明-2001 年 8 月 

詳細設計 
2001 年 8 月-2002 年 10 月 
（15 カ月） 

2001 年 8 月-2002 年 10 月 
（15 カ月） 

土木工事（入札・契約） 
2002 年 9 月-2003 年 11 月 
（15 カ月） 

2002 年 11 月-2004 年 4 月 
（18 カ月） 

土木工事（本体工事） 
2003 年 12 月-2006 年 5 月 
（30 カ月） 

2004 年 5 月-2007 年 5 月 
（37 カ月） 

出典：計画：JICA 審査時資料、実績：実施機関提供資料 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

3.4.3.1 経済的内部収益率（EIRR） 

審査時の算出根拠詳細が不明のため、算出できない。 

 

                                                        
25 出典：JICA 審査時資料 
26 実施機関提供資料に記載された実績額を基に、貸付実行期間（2000 年 8 月 31 日～2008 年 12 月 29 日）

の平均レート：1PHP=2.25JPY にて換算し算出。 
27 出典：実施機関および施工監理コンサルタントからのヒアリング 
28 出典：JICA 審査時資料 
29 出典：実施機関提供資料 
30 出典：実施機関提供資料および実施機関からのヒアリング 
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以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画を上回ったため、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 

審査時には、ブトゥアン市にある DPWH 第 13 地域事務所（Region XIII）配下の地方管

理事務所（District Engineering Office）が維持管理を担当することとなっていたが、本事業完

成後 6 年間、本事業対象区間は事業実施主体である DPWH Project Management Office – 

Philippine Japan Highway Loan （PMO-PJHL）から地方管理事務所へ維持管理責任が移管さ

れていなかった（国道への昇格手続きがまだ行われていなかった）31。従って、本事業対象

区間の維持管理責任はどこにもない状況の中、地方管理事務所が自発的に可能な範囲で維持

管理を行っていた32。しかし、2013 年 5 月に省令 51 号により国道への昇格手続きが行われ、

本事業対象区間の維持管理責任は地方管理事務所へ正式に移管された。 

DPWH 全体の正規職員数は 15,600 名程度（2012 年 10 月末時点）、Region XIII の正規職員

数は 660 名程度（2012 年 10 月末時点）33、地方管理事務所の正規職員数は 60 名程度（事後

評価時現在）34である。同事務所における国道の運営・維持管理に携わる従業員数は正規職

員が 12名および非正規職員が 13名（計 25名）であり、本体制で同事務所が管轄する計 100km

の国道および 21 の橋梁の維持管理を行っている35。 

地方管理事務所の維持管理体制（人数）には大きな問題はみられない。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

地方管理事務所における国道等の運営・維持管理に携わる正規職員 12 名の内訳は、維持

管理主任が 3 名、土木エンジニアが 3 名、重機オペレーターが 3 名、維持管理エンジニアが

1 名、運転手が 2 名であり、非正規職員 13 名は全て作業員である36。土木エンジニアは 20

年程度の業務経験を有する37。同事務所によれば、道路の維持管理技術に問題はないが、本

事業で建設された鋼斜張橋はフィリピンにおける新しい技術であり、維持管理にかかるトレ

ーニングやマニュアルが必要とのことである。尚、本事業実施中にコンサルタントやコント

ラクターから同事務所に対するトレーニングやマニュアル等の提供はなく、現在 JICA の技

術協力プロジェクトの一環として、Region XIII を含む 3 地方において建設された鋼斜張橋

の維持管理マニュアルを作成中であり、維持管理に係るトレーニングも提供される予定との

ことである38。 

 

                                                        
31 出典：実施機関からのヒアリング 
32 出典：同上 
33 出典：DPWH HP（http://www.dpwh.gov.ph） 
34 出典：実施機関提供資料 
35 出典：同上 
36 出典：同上 
37 出典：実施機関からのヒアリング 
38 出典：実施機関および JICA からのヒアリング 
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3.5.3 運営・維持管理の財務 

地方管理事務所に実際に配分された道路・橋梁の維持管理費実績を表 8 に示す。 

 

表 8 地方管理事務所の維持管理費 
（単位：千ペソ） 

 2010 2011 2012 
維持管理費 8,029 14,950 23,008 

出典： 実施機関提供資料 
注： 維持管理費実績が年々増加している理由は、道路ステータスが地方道路から

国道へ昇格した道路延長の増加（国道のみ DPWH の管轄）および人件費の増

加等による。 

 

同事務所によれば、DPWH 本部から配分される維持管理予算は Equivalent Maintenance 

Kilometrage（EMK）と呼ばれる単位と道路維持管理延長を基に算出された額が配分される

とのことである。しかし、この計算方法は現場での実態を反映しておらず、同事務所が管轄

する道路や橋梁の適切な維持管理を行うには本来 48,000 千ペソ程度/年が必要である中、実

際にはその 1/2～1/3 程度しか配分されていない39。つまり、本事業対象区間の維持管理責任

は 2013 年 5 月に同事務所に移管されたばかりであり、同区間の維持管理予算はまだ配分さ

れていないため、同事務所が十分でない維持管理費（本事業対象区間分は含まれていない）

から捻出して自発的に本事業区間の維持管理を行っているのである40。尚、後述するように、

橋梁アプローチ部分のアスファルトオーバーレイ費用として、上表とは別に 5,000 千ペソが

DPWH 中央予算から 2～3 年おきに拠出されている41。実施機関によれば、本事業対象区間

の維持管理予算は 2014 年度から地方管理事務所に配分されることが決定しているとのこと

であり、来年度以降は本事業対象区間の維持管理状況が改善されるものと思われる。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

事後評価のための現地調査時に本事業対象区間の視察を行ったところ、以下のとおり施工

監理上の問題と思われる点がいくつか見られた。 

① 橋梁アプローチ付近の土壌が軟弱地盤のため、少しずつ沈下し続けており、定期的

にアスファルトオーバーレイを施さないと、橋とアプローチのつなぎ目に段差がで

き走行上非常に危険な状態である。2007 年の工事完了後、事後評価時までに既に 2

回のオーバーレイが実施されている。 

② 橋梁上の車道にポットホールがいくつかできており、視察時には地方管理事務所に

より補修済であった。 

③ 橋梁から東側のバイパス道路上で小さな河川をまたぐ箇所があり、本事業にて排水

用暗渠が建設されたが、大雨時に氾濫し、地方管理事務所が定期的にがれき類や沈

泥の除去を行っている。しかし、排水用暗渠では不十分なため、中小橋をつくる必

要がある。 

                                                        
39 出典：実施機関からのヒアリング 
40 出典：同上 
41 出典：実施機関提供資料 
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既述のとおり、本事業対象区間の維持管理予算は地方管理事務所にまだ配分されていない

が、同事務所が自発的にバイパス道路沿線の植生管理、路肩の補修、橋梁上の車道の清掃、

上述のポットホールの補修、橋梁アプローチ部分のアスファルトオーバーレイ、大雨時に川

が氾濫する箇所において排水用暗渠からのがれき類・沈泥除去等の作業を実施している。現

時点で走行上の大きな問題点もなく、適切に維持管理されているといえるが、予防保守等は

できない状況にあるため、来年度以降、本事業対象区間の予防保守等もきちんと行われるこ

とが望まれる。 

 

以上より、本事業の維持管理は技術面および財務状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。 

 

  

橋梁アプローチ部分のアスファルトオーバー

レイ後（段差分だけ地盤が沈下している） 

橋梁車道上のポットホール（補修後） 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業はミンダナオ島北東部ブトゥアン市において、主要幹線道路であるブトゥアン～カ

ガヤンデオロ～イリガン道路のアグサン川通過地点に新橋およびバイパス道路を建設する

ことにより、ブトゥアン市内および周辺地域の交通混雑の解消、およびミンダナオ島北東部

主要都市間の輸送・交通の円滑化を図ることを目的としていた。 

本事業はフィリピンの開発政策および日本の援助政策における重点分野と整合しており、

開発ニーズも高いことから、事業の妥当性は高い。事業完成 6 年後の本事業対象区間の交通

量は計画値の 8 割程度を達成しており、既存橋周辺の交通所要時間は大幅に削減され、ブト

ゥアン市内中心部の交通混雑も軽減されたほか、事業対象地域周辺における輸送量が増加し、

地域経済活動も活性化されたと考えられることから、事業の有効性・インパクトは高い。本事

業の事業費および事業期間ともに計画を若干上回った為、効率性は中程度である。また、本

事業対象区間は事後評価時（事業完成後 6 年後）に国道ステータスへの転換手続きが行われ、

本事業対象区間の運営・維持管理予算は来年度から配分されることとなっており、現時点で

は配分されていないため、本事業による効果の持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 
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4.2 提言 

4.2.1 実施機関（DPWH PMO-PJHL）への提言 

特になし 

 

4.2.2 JICA への提言 

本事業で建設された鋼斜張橋はフィリピン国にとって新しい技術の導入であったにも拘

らず、事業実施中に地方管理事務所に対する維持管理に必要なマニュアルやトレーニングが

提供されていない。現在 JICA の技術協力プロジェクトにて維持管理マニュアルを鋭意作成

中であり、トレーニングも提供される予定とのことであるが、鋼斜張橋の適切な維持管理の

ためにもこれらが確実に提供されるよう、フォローすることが望まれる。 

 
4.3 教訓 

(1) 本事業の詳細設計調査の過程で審査時のバイパス道路の設計では既存の変電所や密

集した住宅地に多大な影響がでること、およびブトゥアン市内の交通混雑を解消す

るには不十分な延長であることが判明し、設計変更が行われたものの、事業費不足

により混雑するエリアを迂回するルートにはならず、本事業完成後にフィリピン政

府の自己資金により迂回ルートが建設されている。審査時の調査が不十分であった

ものと考えられるため、審査時には専門家を配置して道路線形についてより精緻な

審査を行うべきと思われる。 

(2) 本事業では橋梁アプローチ部分の軟弱地盤による地盤沈下、事業完成数年後に橋梁

上の車道にポットホールが発生、バイパス道路が小さな河川をまたぐ箇所で大雨時

に氾濫が起きる等、設計および施工監理上の問題と思われる事象がいくつか発生し

ている。今後このような問題が繰り返されないよう、実施機関による施工監理コン

サルタントの品質管理について、適切にモニタリングを行うべきである。 

(3) 今後実施する事業においては、事業完成後に維持管理責任が円滑に移管されるよう、

JICA としても事業実施中からモニタリング・フォローすることが望まれる。 

 

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  鋼斜張橋：  
延長255m、往復2車線  
 
アプローチ：  
鋼鈑桁橋：630m 
 
バイパス道路：  
延長13,115m、往復2車線  

鋼斜張橋：  
延長360m、往復2車線  
 
アプローチ：  
鋼鈑桁橋：548m 
 
バイパス道路：  
延長9,430m（バイパス道路建設
8,100m + Maguinda - Las Nieves 
Road改修  1,330m）、往復2車線  

②  期間  2000年8月～  
2006年5月  

（70ヶ月）  

2000年8月～  
2007年5月  

（82ヶ月）  
③  事業費  

外貨 
内貨 
 
合計 
うち円借款分 
換算レート 

3,068百万円
1,107百万円

（395百万ペソ）
4,175百万円
3,549百万円

1ペソ＝2.8円
（2000年1月現在）

3,683百万円
2,039百万円

（906百万ペソ）
5,722百万円
3,506百万円

1ペソ＝2.25円
（2000年8月～2008年12月平均）  

 

以 上 
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