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フィリピン

パンパンガ河及びアグノ河洪水予警報システム改善計画

外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 稲澤 健一

０．要旨

本事業は、ルソン島中部のパンパンガ河及びアグノ河の流域において、洪水予警報シス

テムの機能向上を目的に、洪水予警報システム関連施設の整備・資機材の調達・据付等を

行った。事後評価時において、本事業は「中期国家開発計画」等の政策及び洪水予警報シ

ステム整備の更なる開発ニーズとの整合性が認められ、妥当性は高い。本事業を通じて同

システムのテレメータ観測データ欠測率及び観測収集時間の改善等が概ね計画どおり実現

している。加えて、両流域内の地方政府機関や町村レベル（バランガイ）等へのインタビ

ュー結果から、整備された洪水予警報システムは精度の高い雨量・河川水位の情報を迅速

に関係機関や住民に伝達し、洪水時における避難までの余裕時間（リードタイム）が十分

確保されていることを踏まえると有効性・インパクトは高い。事業費は計画内に収まった

ものの、事業期間は計画より遅延したため、効率性は中程度である。一方、実施機関であ

る気象天文庁（PAGASA）の運営維持管理の体制面、技術面、財務状況に問題は見受けられ

ないことから、持続性は高い。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。

1．案件の概要

案件位置図 整備されたアグノ・サブセンター

1.1 事業の背景

ルソン島中部のパンパンガ河及びアグノ河の流域では高速道路の建設などのインフラ整

備が進み、近年は人口増加も著しい。両河川流域の洪水予警報システム1は、整備後10～30

1 洪水予警報は、雨量予測・観測雨量・観測水位・台風の進路予測等から、各地で今後どの程度の洪水と

なるかについて本事業実施機関である気象天文庁（PAGASA）が判断し洪水警報発令文（Flood Bulletin）

として流域内の地方政府機関等に発令するものである。
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年が経過しており、域内各地の雨量・水位観測局をはじめとした施設の老朽化が著しかっ

た。また、1990年代のピナツボ火山噴火による火山泥流、コルディレラ行政地域バギオ付

近を中心とした地震被害、台風の常襲（年平均3-5回）等、両流域では多くの自然災害に直

面し、被害が確認されていた。具体例として、上流から多量の崩壊土砂や火山堆積物が河

道に流入・堆積し、河床が上昇し、中流域では河床上昇による堤防決壊、下流域において

は氾濫域の拡大や氾濫時間の長期化などが発生していた。また、1990年以降の河床上昇に

よって洪水氾濫の危険度が増していた。観測水位の計測を目的とする水位観測所15箇所の

うち、11箇所では正確な水位観測が不可能であった。したがって、両流域において洪水予

警報システムの整備を進め、住民への的確な洪水情報の提供を行うことは喫緊の課題であ

った。

1.2 事業の概要

ルソン島中部パンパンガ河及びアグノ河流域において、洪水予警報システムに関する施

設の整備・資機材の調達・据付等を行うことにより、洪水予警報システムの機能向上を図

り、もって流域住民への迅速かつ的確な伝達と安全な避難の実現に寄与することを目的と

する。

E/N 限度額/供与額 【限度額】総額 1,155 百万円

（第 1 期事業：779 百万円、第 2 期事業：376 百万円）

【供与額】総額 1,055 百万円

（第 1 期事業：730 百万円、第 2 期事業：325 百円）

交換公文締結 第 1 期事業：2007 年 7 月

第 2 期事業：2008 年 10 月

実施機関 気象天文庁

Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical

Services Administration（PAGASA）

事業完了 2011 年 2 月

（第 1 期事業：2009 年 3 月、第 2 期事業：2011 年 2 月）

案件従事者 本体 豊田通商株式会社

コンサルタント 日本工営株式会社

基本設計調査 2006 年 10 月～2007 年 3 月

詳細設計調査 N/A
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関連事業 【技術協力】

・「洪水予警報業務強化指導プロジェクト」(2004-2006 年)

・「ダム放流に関する洪水予警報能力強化プロジェクト」

（2009-2012 年）

・専門家派遣（計 8 名、2004-2006 年）

・本邦研修（計 5 名、2005 年）

【無償資金協力】

・「パンパンガ河洪水予警報及び警報システム整備計画」

（1973 年）

・「パンパンガ河洪水予警報システム改善計画」（1981 年）

【有償資金協力（円借款）】

・「ダム操作洪水予警報システム」（1982 年 借款契約調印）

・「アグノ川洪水制御緊急修復改善事業」（1995 年 借款契

約調印）

・「アグノ川洪水制御事業（II）及び（II-B）」（1998 年、

2001 年 借款契約調印）

2．調査の概要

2.1 外部評価者

稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社）

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：2013 年 11 月～2014 年 9 月

現地調査：2014 年 1 月 19 日～2 月 1 日、2014 年 4 月 20 日～26 日

3. 評価結果（レーティング：A2）

3.1 妥当性（レーティング：③3）

3.1.1 開発政策との整合性

事業開始前において、フィリピン政府は「中期国家開発計画」（2004-2010 年）を策定し、

その中で災害被害の軽減対策を重要項目として位置づけ、防災組織強化や洪水予警報シス

2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」
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テム等のソフト面での防災対策の強化を提唱していた。また、2020 年を目標年次とする科

学技術能力の向上を目的として策定した「国家科学技術方針」において、科学技術を駆使

した災害防止機能の向上を重要な項目として掲げていた。

事後評価時において、政府は「フィリピン国家開発計画」（2011-2016 年）を策定し、気

候変動とそれによる自然災害への影響は、貧困の拡大と環境の質的低下に至ると認識して

いる。同認識を踏まえ、政府は 2010 年に「災害リスク軽減管理評議会法」（共和国法 10121

号）を制定し、自然・人的災害等に対する統合的な管理手法を用いた「国家災害リスク軽

減の枠組みを策定することが必要」と位置づけている。その中で洪水予警報システムを含

む早期警報システムは、地域社会の災害に対する強靭性を高め、災害への対応能力を強化

するための重要な役割を担うものと認識されている。

以上により、フィリピンの防災・災害対策は事業開始前及び事後評価時ともに国家計画、

セクター計画等それぞれにおいて政策・施策との整合性が認められる。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

我が国はフィリピンに対して1970年代より洪水予警報システムへの支援を続けている。

パンパンガ及びアグノ河流域に関して、有償資金協力・無償資金協力事業を通じて同シス

テムの整備、パイロット事業や既存機材のリハビリ等をこれまでに実施している。事前評

価時において、両河流域の洪水予警報システムは整備後10～30年が経過し、施設の老朽化

が進んでいた。観測水位の計測を目的とする水位観測所15箇所のうち、11箇所では正確な

水位観測が不可能となっていた。加えて、雨量・水位観測局及び地方監視事務所（以下、

サブセンターという）とマニラに位置する中央監視センターを結ぶ既設基幹多重通信網は、

携帯電話による混信のため通信の中断が頻発するなど不安定であり、中央監視センターで

のリアルタイム監視や洪水関連情報の正確かつ迅速なデータ伝送が充分でない状態となっ

ていた。そのため、地域住民に対して適時的確な情報提供ができず、避難活動が遅延し被

害が拡大する可能性が見込まれていた。かかる経緯より、両地域において洪水予警報シス

テムの整備に関するニーズは高かった。

事後評価時において、本事業実施機関である気象天文庁（以下、PAGASA という）は新

たに 13 流域4において洪水予警報システム導入を検討するなど、災害リスク減少に努める方

針を示している。JICA もフィリピンの洪水予警報を取り巻く現状を踏まえつつ、我が国の

洪水予警報分野における先端技術の適用可能性も視野に入れた今後の支援ニーズを見定め

4 アブラ、アブラグ（ルソン島）、パナイ、ハラウール、イログ・ヒラバンガン（ビサヤ諸島）、アグサ

ン、アグス‐ラナオ湖、ブアヤン‐マルンゴン、カガヤン・デ・オロ、ミンダナオ/コタバト、ダバオ、タ

ゴロアン、タグム‐リブガノン（ミンダナオ島）の計 13 流域。なお既に洪水予警報システムが導入されて

いる流域は、いずれもルソン島のアグノ、ビコール、カガヤン、マリキナ、パンパンガの 5 流域。
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るため、フィリピン全土の洪水予警報に関する基礎情報収集調査5を行っている。

以上により、洪水予警報システム整備に関するニーズは引き続き重要視されていること

から、事業開始前・事後評価時ともに開発ニーズとの整合性が認められる。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

2000 年に外務省が策定したフィリピン国別援助計画では、①「持続的成長のための経済

体質の強化及び成長制約要因の克服」、②「格差の是正（貧困緩和と地域格差の是正）」、③

「環境保全と防災」、④「人材育成及び制度造り」が重点分野・課題別援助方針とされた。

このうち③については、「大規模な自然災害の頻発によって開発が制約されるとともに、貧

困層がより大きな 打撃を受けがちであることから、治水、砂防、地震対策等への支援を引

き続き進めるとともに、中長期的な観点から関係政府機関の体制整備・能力向上のための

支援を行う」必要性が提唱されていた。本事業は、フィリピンの災害防止機能強化への支

援を行うものであり、かつ、上記の重点分野・課題別援助方針（環境保全と防災）に合致

していることから、日本の援助政策としての整合性が認められる。

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6（レーティング：③）

3.2.1 定量的効果

本事業では雨量・水位計測局のテレメータ及びデータ処理等のサブシステム調達・据付

により、パンパンガ及びアグノ河流域における洪水予警報システムのテレメータ観測デー

タの欠測率が 50％から 3.6%までに改善され、その観測データ収集時間は 10 分程度で収集

可能になることが企図されていた。表 1 は事業開始前及び完成後の目標値・実績データで

ある。

表 1：テレメータ観測データの欠測率及び観測データ収集時間の推移

成果指標

事業開始前 事業完成後

実績

（2007 年）

完成後目標

(2010 年)
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

1) テレメータ観測デー

タの欠測率
50% 3.6% 約 3.0% 約 2.7% 約 0.3% 約 1.2%

2) 観測データ収集時間7 2 時間程度 10 分程度 5-10 分程度
出所：JICA 提供資料（事前評価時）、質問票回答（事後評価時）

5 2013 年 9 月に完了。
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 テレメータ観測装置が自動的にデータを収集する最短時間を意味する。
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1）テレメータ観測データの欠測率

表 1 のとおり、本事業完成後のテレメータ観測データ欠測率は 3.6％と見込まれていた。

この数値は、JICA 提供資料によれば「（本事業による機材・装置の調達により洪水予警報シ

ステム）改善後の欠測率はほぼ 0%となることが想定されるが、洪水による破壊等により 1

局の観測局が観測不能となる場合（＝3.6%）を想定する」ことを根拠に設定された。2010

年は、マヤプヤップ雨量観測局において据付されたセンサー信号ケーブルが盗難にあった

ため、欠測が生じた8。2011 年は、前年から引き続きマヤプヤップ雨量観測局で復旧工事が

行われていた一方、ペネランダ観測局及びアラヤット観測局においてもセンサー信号ケー

ブル等が盗難に遭ったため、欠測が生じた9。2012 年は、前年から引き続きアラヤット観測

局で復旧作業が行われていたため、欠測が生じた10。2013 年は、10 月に発生した暴風を伴

う台風によりマヤプヤップ観測局のアンテナ塔が破損したため、欠測が生じた11。以上より、

各年において欠測は生じているものの当初目標値の範囲内を達成していることから、洪水

予警報システムのテレメータ観測装置は総じて良好な運用と言える。なお、センサー信号

ケーブル盗難に関するフィリピン側の対処等については、後述の持続性「運営・維持管理

状況」にて説明する。

2）観測データ収集時間

事業開始前には、主にテレメータ観測装置の故障により目視によりデータが計測されて

いたこともあり、同観測データ収集に係る所要時間は 2 時間程度であった。本事業により

雨量・水位の観測データ計測の精度が高まると同時に、収集時間の大幅な短縮が見込まれ

た（2 時間→10 分程度）。今次調査では、PAGASA スタッフへのインタビューを通して、本

事業によるテレメータ観測装置の更新等が主要因となり、同収集時間は 5-10 分程度である

ことを確認した。観測データ収集時間についても当初の目標を達成していると言える。

8 2010 年 3 月に盗難に遭い 2011 年 3 月に復旧作業が完了した。つまり、2010 年は 3～12 月の約 10 ヶ月間

において同観測局によるデータ欠測が生じたため、約 3.0%（＝3.6%×（12 月分の 10 ヶ月））と算定される。
9 2011 年は、①前年から同年 3 月迄マヤプヤップ雨量観測局で盗難からの復旧工事が行われていたため、

同データ欠測率は約 0.9%（＝3.6%×（12 月分の 3 ヶ月））、②5 月にペネランダ観測局においても盗難に遭

い、6 月末に復旧作業が行われたが、5-6 月の約 1 ヶ月間の欠測であるため、欠測率は約 0.3%（＝3.6%×

（12 月分の 1 ヶ月））、③8 月と 12 月にアラヤット観測局においても盗難に遭ったが、8 月の盗難は 11 月に

復旧作業が完了し、12 月の盗難は翌 2012 年 1 月末に復旧作業が完了したため同年中のアラヤット観測局

のデータ欠測期間は 5 ヶ月間（8～12 月）、約 1.5%（＝3.6%×（12 月分の 5 ヶ月））と算定される。以上よ

り、①～③の欠測データ率を合算すると約 2.7%（0.9+0.3+1.5%）となる。
10 2012 年は、前年 12 月にアラヤット観測局においてセンサー信号ケーブルが盗難に遭い、その復旧作業

が 1 月末まで続いた。同年中のアラヤット観測局のデータ欠測期間は約 1 ヶ月間であるため、約 0.3%（＝

3.6%×（12 月分の 1 ヶ月））と算定される。
11 事後評価時（2014 年 1 月）において復旧作業は進んでいないが、PAGASA は重機調達や復旧予算承認手

続きを鋭意進めている。同年の欠測期間は約 4 ヶ月間（9～12 月）であるため、欠測データ率は約 1.2%（＝

3.6%×（12 月分の 4 ヶ月））と算定される。
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出所：JICA 提供資料

図 1：プロジェクトサイト位置図

写真 1：建設されたパンパンガ・

サブセンター

写真 2：整備された雨量観測局

（アグノ川流域・サンタマリア地区）
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3.2.2 定性的効果

1）テレメータシステム運用の安定

事後評価時において、本事業により新たに調達・据付されたテレメータ観測設備は故障・

不具合もなく良好に稼動している。パンパンガ及びアグノ・サブセンター、PAGASA 本部

のスタッフへのインタビュー、現地視察を通じて、動作不良やデータ精度の低下は見られ

ないことを確認した。スタッフへのインタビューでは、「丁寧に日々の業務に取り組むこと

で、調達・据付された設備のトラブルを未然に防止できる。また、耐久力も向上させるこ

とができる」等のコメントがあった。かかるコメントも踏まえると、適切な維持管理が継

続することで運用性は事業開始前より安定していると判断できる。

2）PAGASA スタッフの運用技術･運用管理の向上

本事業のソフトコンポーネント研修では、洪水予警報システムの運用管理技術、流出解

析技術、氾濫解析技術に関する技術者研修等が実施された。参加者にインタビューしたと

ころ、「研修内容は有意義なものであった。研修中に習得した内容は業務に活かす機会もあ

り、業務上の自信にも繋がっている」等のコメントがあった。同研修を通じて参加者は流

出予測及び氾濫解析ソフトの運用・管理方法について十分な知識・技術を習得していると

判断できる。加えて、PAGASA では他のスタッフへの内部研修も計画されており、スタッ

フの知識向上及び蓄積の継続も見込まれると判断できる。

3.3 インパクト

3.3.1 インパクトの発現状況

3.3.1.1 洪水予警報の流域住民への迅速かつ的確な伝達及び安全な避難の実現への貢献

1）洪水予警報の流域住民への迅速かつ的確な伝達

PAGASA による洪水予警報システムの情報発信は、まず雨量・水位・台風進路・洪水規

模を予測する。次に、同予測に基づき、PAGASA は洪水警報発令文（Flood Bulletin）等を

作成し、流域ダム管理機関（国家灌漑庁（NIA）や国家発電公社（NPC））、地方政府機関

（地方自治体、州緊急災害対策本部）、市民防衛局（OCD12）、メディア等に対して発令す

る。そして、対象河川流域の住民は地方自治体や州緊急災害対策本部から発令される放送

（防災行政無線）、ラジオなどのメディア、インターネット等を通じて洪水予警報に関す

12 災害リスク軽減･管理を担う政府機関。フィリピンでは 2010 年 5 月に「災害リスク軽減・管理法（共和

国法第 10121 号：DRRM 法）」が制定されたが、従来の災害後対応に加え、予防・軽減を含んだ総合的な 災

害リスク管理を実施するため、災害リスク軽減･管理（DRRM）という新たなアプローチに基づく防災の基

本枠組みが提唱された。DRRM 法において国レベルの災害管理に関する最高意思決定機関である国家災害

リスク軽減管理評議会（NDRRMC）の設置が定められ、OCD はその事務局を担う組織とされている。
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る情報を知り得る。なお、洪水予警報情報等を享受できる推計人口（本事業の裨益人口）

は、パンパンガ河流域が約 7～8 百万人13、アグノ河流域が約 3～4 百万人14（2010 年人口デ

ータを基に算定）である。

本事業で整備された洪水予警報システムに関して、パンパンガ河・アグノ河流域の地方

行政機関等にインタビューを行ったところ、以下のとおり各方面からコメントが得られた。

精度の高い雨量・河川水位等の情報が的確かつ迅速に関係機関に伝達され、有効に活用さ

れていることが窺えた。

Box 1. 関係地方行政機関に対するインタビュー結果

■パンパンガ河上流に位置するパンタバンガンダムの運営を行う国家灌漑庁（NIA）

にインタビューを行ったところ、「事業開始前の洪水予警報は、主にラジオ放送に頼

っていた。当時、携帯電話も現在ほど普及していなかったため、正確な情報を迅速に

知ることは容易でなかった。本事業により洪水予警報システムが整備されたことによ

り、住民、農家、地元自治体、市民防衛局（OCD）等に対して瞬時に雨量・河川水位

レベルの情報データが提供されている。つまり、避難するタイミングを何時でも容易

に知ることができる（データを何時でも活用できる）。これが大きな変化だと思う」

とのコメントが出された。

■ブラカン州及びパンパンガ州緊急災害対策本部（PDRRMO）にインタビューを行っ

たところ、「直近 2-3 年、甚大な豪雨や洪水被害が大きくないため具体例は少ないが、

PAGASA が管理する河川水位や雨量データには信頼を置いている。PAGASA より発

せられる洪水関連情報については、住民にタイムリーに避難経路・場所等を知らせる

ことに役立っている。言うなれば、洪水時の避難管理（Evacuation Management）を円

滑に行える」等のコメントが出された。

■パンパンガ河流域において、洪水時に被害が比較的大きいコミュニティを管轄する

バランガイに対してインタビューを行ったところ、「最近では洪水時における避難の

際、充分な時間を確保できているのではと考える。住民は家財を持ち出すのに相応の

時間が必要だが、充分である。以前（本事業実施前）は、雨量・河川水位情報を入手

するのに時間を要し、関係機関間の情報伝達・連携も完全とは言えなかったが、現在

は機材システム一式の整備・改良が進んでいることもあり信頼性は高い。また、SNS

13 ヌエバ・エシハ州、パンパンガ州、ブラカン州、タルラック州の一部の全人口を推計した。
14 ベンゲット州の一部、パンガシナン州、タルラック州の一部の全人口を推計した。
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などインターネット上で PAGASA からの雨量・河川水位の情報が入手できることも

有意義だ」等のコメントが出された15。

事業完成後、実際に発令された洪水予警報発令文等に関して、パンパンガ河流域を例に

取ると、2011 年に台風ペドリン（Pedring）、キエール（Quiel）が発生した際には合計 18 回

発令されている。2012 年は 8 月の豪雨時には合計 22 回発令されている。実態として、本事

業と相まって、同発令文には洪水が到達するまでの時間等が事業開始前の発令文に比べて

より正確かつ具体的に記載できるようになったことが挙げられる。その結果、上記のよう

な各方面からの肯定的なコメントが得られていると推察できる16。

2）ハザードマップ整備による安全な避難の実現への貢献

今次調査時に訪問したパンパンガ州及びタルラック州の地方自治体では洪水ハザードマ

ップを作成していた17ところ、本事業で整備された洪水予警報システムは精度の高いハザー

ドマップの作成に寄与している。両州の州緊急災害対策本部（PDRRMO）にインタビュー

を行ったところ、「一例として、正確かつタイムリーに雨量・河川水位の状況を各自治体に

知らせることにより、どのエリアで洪水が発生しやすく、いつ水位が高くなるか、避難場

所までの経路など、以前よりも具体的な情報を提供しやすい」とのことであった。また、

今次訪問した前述のバランガイでは年に数回程度、洪水ハザードマップに関する啓発セミ

ナーを地域住民に対して行っている18。洪水ハザードマップの活用方法、避難経路の指導、

洪水時の対処等の講習を行うことで、より安全な避難が行えるよう取り組んでいる。かか

る事例を踏まえると、本事業による洪水予警報システムの整備も相まって両州のコミュニ

ティレベルでは、洪水ハザードマップを活用した安全で迅速な避難が行えるような取り組

みも進んでいると推察される。

15 インタビューを行ったバランガイには、上流域に位置するパンパンガ・サブセンターから提供される雨

量・水位データをモニタリングしている専属スタッフがいる。当該データを活用し、地域住民に避難時刻

等の情報提供を行っている。
16 加えて、PAGASA と関係機関との関係も良好であることがインタビュー時に窺えた。
17 実態として、妥当性「開発政策との整合性」にて記載した「フィリピン国災害リスク軽減管理評議会法」

（共和国法 10121 号）が策定されたことにより、同法の通達に基づき各自治体はハザードマップの整備を

鋭意進めている。
18 PAGASA によれば、具体的な数・活動状況は不明なものの、訪問したバランガイ以外にも同様な啓発セ

ミナーを行っているところについて、洪水被害がより大きいパンパンガ河及びアグノ河下流域を中心に少

なくないとのことである。
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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

本事業において環境社会配慮に関連するのは河川沿いに設置する水位観測局、学校や自

治体等の敷地に設置する雨量観測局であったが、これら施設は自然への影響や住民移転等、

環境社会に対して負となる項目はなく、環境影響評価（EIA）の実施は必要なかった。

PAGASA は環境天然資源省（以下、DENR という）から EIA が必要ないという証明（Certificate

of Non-coverage）を事業開始前に建設予定施設において取得していた。

事業実施中及び事業完成後における事業サイト内の環境問題（騒音、大気汚染、車両通

行に伴う粉塵の発生等）について、PAGASA 本部及びパンパンガ/アグノ・サブセンターの

スタッフへのインタビューを通じて問題が発生していないことを確認した。

事業完成後、本事業で整備された施設・機材の環境モニタリングは特段必要とされてい

ない。PAGASA も監督官庁である科学技術省（DOST）も環境モニタリング実施体制を敷い

ていない。PAGASA によれば、仮に環境に係る負の問題が発生した場合は、DENR が先ず

は確認を行い対処に努めるとのことである19。

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なかった。一方、用地取得については、パンパンガ・サブ

センターや雨量計測局整備に伴う用地が対象となった。多くの用地面積は元より政府が保

有する土地（国有地）であったため、PAGASA は地元自治体とも協議を行った上で、円滑

に取得手続き等を進めた。通信鉄塔の整備用地に関しても、政府保有（国家灌漑庁（NIA）、

19 但し、事後評価時までに何ら問題は発生していないことから実例がないため、モニタリング実施体制に

ついて確固たるものは定まっていないものと考えられる。

写真 3：PAGASA 本部

（水文気象局：HMD）

写真 4：2012 年 8 月の豪雨による洪水

（パンパンガ地域）
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国家電力公社（NPC）、国家送電公社（NGCP））の土地であったため、手続き等は円滑に進

み、特に問題は発生しなかった。

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。

3.4 効率性（レーティング：②）

3.4.1 アウトプット

表 2 は、本事業のアウトプット計画及び実績である。

表 2： 本事業のアウトプット計画及び実績20

計画（事業開始前） 実績（事後評価時）

【日本側投入予定】

1）土木工事（新設観測局）

- テレメータ観測設備の更新及び増設：

計 28 観測局

2）土木工事（観測局におけるその他土木・

建設工事）

- 護岸工事：2 箇所

- 局舎建設工事：15 観測局

- 水位計サポート工事：12 観測局

3）機器設置・据付・調整工事（全局）

- テレメータ観測設備の更新：新設 1 観

測局、更新 2 観測局

- 多重無線設備の更新及び新設：7.5GHz

帯 7 区間、18GHz 帯 2 区間（うち 18GHZ

帯の 1 区間のみ新設）

- 関連機関設備（PAGASA と連携を行う

防災関連機関（例：公共事業道路省

（DPWH）、国家灌漑庁（NIA）等）内の

機材設備）、ダムサイト等）の更新 5 箇

所、新設 2 箇所

4）通信鉄塔工事（新設・補強を含む全工事）

- 新設 4 箇所、改修 4 箇所

【日本側投入実績】

（第 1 期）

1)テレメータ・サブシステム21（①雨量計測

局：新設 4 箇所、既設改修 3 箇所、②雨量・

水位計測局：新設 2 箇所、既設改修 8 箇所）

2)データ処理・サブシステム22（①新設監視

局：新設 1 箇所、②中央監視局：既設改修

1 箇所、③防災関連機関：改修 4 箇所、④

ダムサイト：既設改修 3 箇所）

3)基幹多重無線サブシステム23（7.5GHz：5

区間、18GHz：2 区間）

4)通信鉄塔工事（新設 3 箇所、改修 3 箇所）

5)土木工事（護岸工事 2 箇所、局舎建設 9

箇所、水位計サポート工事 7 箇所）

（第 2 期）

1)テレメータ・サブシステム（①雨量計測

局：新設 3 箇所、②雨量・水位計測局：新

設 3 箇所、既設改修 5 箇所）

2)データ処理・サブシステム（①新設監視

局：新設 1 箇所、②中央監視局：既設改修

1 箇所）

20 計画（左側コラム）と実績（右側コラム）で日本側負担の事業コンポーネントの名称が異なるが、その

理由は期毎に事業が実施され、施工監理コンサルタントより提出された完了届において名称に相違が発生

したためである。
21 雨量・水位データを現場にて計測し、中継局宛に 150MHz 無線にて伝送する。
22 計測データを収集・保存し、監視局（DIC とサブセンター）にて監視し、かつ関連機関やダムサイトへ

情報提供を行う。
23 計測データや音声情報の伝送（VoIP 電話）を目的として 7.5GHz 及び 18GHz 帯域を使用する無線システ

ム。
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5）機器撤去工事

- 一式

※上記の円滑な運営維持管理に資する技術

の移転（ソフトコンポーネント）

・運用管理技術面の支援

・流出予測・氾濫解析技術面の支援

【フィリピン側投入予定】

1）パンパンガ・サブセンター建屋の建設

2）周波数使用及び通信機器使用許可

3）維持管理体制の強化

4）既設施設の修復

5）既設施設及び機器の撤去・再使用

6）洪水予警報システムの観測監視中断によ

る関連機関との調整

7）VAT 予算の確保

8）許認可事項（サイト周辺樹木の伐採許可、

土地収用等）

9）その他の手続き（機材の借り保管場所の

提供、鉄塔建設許可等にかかる手続き）

3)基幹多重無線サブシステム（7.5GHz：2 区

間）

4)通信鉄塔工事（新設 1 箇所）

5)土木工事（護岸工事 2 箇所、局舎建設 7

箇所、水位計サポート工事 6 箇所）

※左記のソフトコンポーネントは計画どお

り実施された。

【フィリピン側投入実績】

左記のアウトプットについて、ほぼ計画

どおりに実施された。

出所24：JICA 提供資料（主に計画の名称は基本設計調査報告書、実績は完了届より引用）

当初計画時の日本側・フィリピン側のアウトプットはほぼ計画どおり実施された。一方、

以下に示すとおり若干の差異が生じた。主な理由として詳細設計時における変更が挙げら

れる。

① 局舎建設工事（計画時・15 局→実績・16 局）及び鉄塔工事（計画時・改修 4 箇所→実

績・改修 3 箇所）

当初アグノ・サブセンターにおける洪水予警報システム設備の有効活用を図るべく、「ロ

サレス（アグノ・サブセンター）～ターラック（既存超短波（以下、UHF という）無線中

継所）～カバナトゥアン（既存 UHF 無線中継所 ）間」に 7.5 GHz 多重無線の構築が計画さ

れた。通信鉄塔も附帯する計画であり、ロサレスでは既存 28ｍ鉄塔から 35ｍ鉄塔への建て

替え、ターラックでは既存鉄塔の建て替え、カバナトゥアンでは 35ｍ鉄塔の建設が予定さ

れていた。しかし、詳細設計時においてロサレス近郊に小規模な飛行場25の存在が確認され

たため、ロサレスでの鉄塔への建て替えについて航空当局に申請が出されたものの許可が

得られなかった。そのため、新たな中継所を少し離れたクヤポという場所に建設すること

になった。したがって、多重無線の構築については「ロサレス～クヤポ（新規中継所）～

24 「事業開始前」のアウトプット情報は基本設計調査報告書より引用し、「事業完成後」の同情報は事業完

了届より引用したところ、左右両コラム欄の用語・記載が異なる（後者は期分け（第 1 期・2 期）形式で

記載されているが、前者は全体計画情報のみ判明しているため、厳密な記載の一致は困難であった）。
25 但し、当時から現在に至るまで使用されていない。
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カバナトゥアン間」となった。この結果、本詳細設計変更はロサレスとターラックの新規

鉄塔建て替え（2 基分）が不要となり、クヤポには新規局舎建設と鉄塔（20ｍ、1 基）が必

要となった26。

② 水位計サポート工事（計画時・12 局→実績・13 局）：

当初計画ではアグノ・サブセンターにおいて水位計を 1 つ設置する予定であった。しか

し事業実施中に、周辺で洪水が発生した場合、その水位が同センターの 2 階部分まで到達

する可能性が判明した。水位が上昇した際もその計測が可能となるよう万全を期すべく、

更に 1 箇所が新たに増設された。

③ データ処理・サブシステムの新設（計画時・新設 1 ヶ所→実績・新設 2 ヶ所）：

事業開始前、パンパンガ・サブセンターはマニラの PAGASA 本部内（ケソン市）に設置

されていた。しかし、より地域に密着した業務推進を目指すべく、詳細設計時に同サブセ

ンターをパンパンガ州に建設することになった。かかる経緯を踏まえ、データ処理・サブ

システムも新規サブセンター内に新設されることになった（つまり、アグノ･サブセンター

に加え、パンパンガ･サブセンターも対象となった）。

3.4.2 インプット

3.4.2.1 事業費

当初計画では総事業費1,216百万円（日本側負担は1,155百万円、フィリピン側負担分は約

61百万円）であったのに対し、実績額では約1,129百万円（日本側実績は1,055百万円、フィ

リピン側実績は約74百万円）と、計画内に収まった（計画比93％）。日本側の事業費が計

画比で約1億円減少しているが、効率的な競争入札により予算節減が実現したことが挙げら

れる。一方、フィリピン側の事業費が計画より超過している。その理由は主に付加価値税

（VAT）実績額と事業設計時の見積額との間に差異が生じたためである27。

26 なお、施工監理コンサルタントへのインタビューによると、クヤポでの局舎建設及び鉄塔建設費用はロ

サレス及びターラックでの鉄塔建設費用に比べて安く抑えられた。
27 基本的に VAT はフィリピン国内で発生する工事・資機材費に対して掛かるものであるが、差異が生じた

写真 5：アグノ・サブセンター内

のデータ処理システム

写真 6：整備された通信鉄塔
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3.4.2.2 事業期間

本事業の期間は 2007 年 7 月から 2010 年 2 月までの 2 年 8 ヶ月（32 ヶ月）と計画されて

いた。実績期間は 2007 年 7 月～2011 年 4 月までの 3 年 8 ヶ月（46 ヶ月）を要し、14 ヶ月

程度の遅延が生じた。遅延の主な要因として、①機材調達の入札に関して第 1 回目の業者

選定が不調となり、再入札となった結果、業者決定に時間を要したこと、②前述の局舎建

設工事及び鉄塔工事における詳細設計時の変更により積算見直し等が生じ、PAGASA との

協議及び変更に伴う手続きに時間を要したこと等が挙げられる。

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：③）

3.5.1 運営・維持管理の体制

PAGASA は主に気象観測・通信・解析、洪水予警報、及びそれらに関連する研究や啓発

活動を行っている。PAGASA の監督官庁は科学技術省（DOST）、総スタッフ数は 881 名（2013

年 9 月現在）である。実態として、事業開始前の 1,122 名（2005 年時）より減少している。

その理由は、2008-09 年にかけて実施された組織合理化計画（Rationalization plan）によるも

ので、早期退職の奨励や新規採用の抑制、組織内において既存スタッフの配属転換等が行

われたためである。PAGASA 幹部にインタビューを行ったところ、「組織全体のスタッフ数

は減少したが、適材適所に人員配置を行い、業務の最適化を図っている。運営・維持管理

業務に当たる人員の必要数も確保されている」とのコメントがあった。

PAGASA で洪水予警報業務を担っているのは水文気象局（Hydrometeorological Division;

以下、HMD という）である。HMD では、雨量・水位など洪水に関するデータ収集・分析、

データベースの管理、洪水予測、洪水情報の発信、テレメータ機器の維持管理等を担って

いる。HMD 全体のスタッフ数は 49 名（2013 年 9 月現在）である。一方、地方部において

洪水の観測及び観測局の運営を担っているのは各サブセンター（計 4 ヶ所28）である。各サ

ブセンターは HMD と常時連携し、洪水関連情報を地元政府機関やメディアに発信・提供し

ている。表 3 は PAGASA 及び本事業の運営・維持管理を担当するスタッフ数である。表内

の水理・水文技術者は、洪水予警報に関する業務を担うスタッフであり、同じく電気通信

主な理由として、事業開始時の政権下（アロヨ政権）では国家予算が緊縮傾向にあり、事業予算に掛かる

VAT も低く積算されてしまっていた。一方、VAT 実績額は当初の積算額より高かったため、差異が生じた。
28 パンパンガ及びアグノ・サブセンター以外に、ビコール・サブセンター及びカガヤン・サブセンター。
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技術者は雨量・水位観測局や通信鉄塔等の維持管理を担うスタッフである。HMD 配属の電

気通信技術者は、各サブセンターを巡回訪問し、各サブセンターに配属されている同技術

者と連携・共同で維持管理業務に取り組んでいる。HMD、パンパンガ及びアグノ・サブセ

ンターの幹部にインタビューしたところ、「必要最低限の人員数であるが過不足なく業務に

当たっている」とのコメントがあった。

表 3：HMD 及び各サブセンターの職員体制

部署名 水理・水文技術者 電気通信技術者

水文気象局（HMD） 20名 13名

パンパンガ・サブセンター 4名 1名

アグノ・サブセンター 5名 2名
出所：質問票回答

本事業で調達・据付された洪水予警報システムの施設・機材の維持管理体制に関して、

HMD 配属の電気通信技術者が 4 半期毎に保守・点検を行っている。仮に通信機材等に大が

かりな修理が必要、かつ、PAGASA で対処できない事態が生じた場合は、納入業者（日系

企業）の現地法人に問い合わせて対処する体制となっている。

以上より、HMD 及びサブセンターではスタッフ数は十分確保されていると判断され、施

設･機材の維持管理体制も整っていると見受けられる。したがって、本事業の運営・維持管

理の体制面については大きな懸念はないと考えられる。

3.5.2 運営・維持管理の技術

本事業完成後、PAGASA では水理・水文技術者 や電気通信技術者、パンパンガ及びアグ

ノ・サブセンターのスタッフ向けに定期的に研修･トレーニングが実施されている29。また、

スタッフへのインタビューを通じて、運営・維持管理業務の重要性や本事業で調達された

設備･機材の性能を理解していることが確認できた。加えて、施設及び機材の運営・維持管

理を担当する電気通信技術者は職務経験が豊富であり、テレメータ観測装置に不具合や故

障が生じた場合の対処スキルも備わっていることもインタビューを通じて確認できた。

新規スタッフ向けの研修・トレーニングも実施されている。その一方で、将来的には若

手スタッフ数を増やして組織の活性化を図る必要があると見受けられた。現在若手スタッ

フ向けのトレーニングが提供されているものの、今後はさらにスタッフ数及び研修トレー

ニング回数を増やし、組織活性化を図る必要もあると推察される。

29 一例として、「アグノ河・パンパン河流域の洪水予警報設備・機材の運営維持管理業務に関するトレーニ

ング」（2011 年）、「定量的降水量予測トレーニング」（2012 年）、「全国洪水予警報におけるデータ収集セミ

ナー」（2013 年）、等といった実務的な内容の研修・トレーニングが開催されている。
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なお、PAGASA は上記のスタッフ向けのトレーニングとは別に、一般人向けの水理・水

文技術に関する研修を行っている。これは将来、PAGASA が新規事業を開始する上で研修

参加者の人材登用を見込んで開講している。2013 年 8 月の開講以来、累計 32 名が参加して

いる。PAGASA でこれらニーズに応じた研修が実施できる背景には、我が国の長年の技術

支援による人材養成実績があることに加え、PAGASA 自身も 1990 年代後半から組織内研修

を着実に行い、国内外での派遣型研修にも鋭意参加してきた実績が挙げられる。

以上より、PAGASA では研修・トレーニングが頻繁に行われており、スタッフの業務経

験も豊富であることから、定期的な運営・維持管理への対応に必要な技術は十分備わって

いると考えられる。したがって、運営・維持管理の技術面には特段大きな問題はないと考

えられる。

3.5.3 運営・維持管理の財務

表 4 は PAGASA 全体の人件費・維持管理費の推移である。事業開始前の 3 年間と比較し

て事業完成後は増加している。その理由として、近年 PAGASA 全体で気象観測・通信・解

析・予警報、洪水予警報、及びそれら関連する研究と啓発活動に関する業務量が増え、必

要予算として中央政府より配賦されていることが挙げられる。

表4：PAGASA全体の人件費・維持管理費
（単位：千ペソ）

費目
事業開始前 事業完成後

2003年 2004年 2005年 2011年 2012年 2013年

人件費･維持管理費 314,825 305,264 303,986 564,034 493,423 618,029

出所：PAGASA

また、表 5は本事業の運営・維持管理を担うHMDの年間予算の状況を示すデータである。

PAGASA にインタビューを行ったところ、本事業で整備された装置や雨量及び水位計測局

の運営・維持管理を行うにあたっては充分とのことであった。なお表内データの留意点と

して、事業開始前 3 ヶ年より完成後 3 ヶ年の HMD 予算合計額は低いが、その要因としては

人件費の差異が挙げられる。PAGASA によれば、事業開始前 3 ヶ年の人件費は各サブセン

ターのスタッフ人件費を含んでいたが、事後評価時の人件費は各サブセンターの分は含め

ず HMD のスタッフ人件費のみとのことである。今次現地調査を通じて各サブセンターの人

件費を照会したものの入手できなかったが、PAGASA によれば充分な人件費は支払われて

いるとのことであった30。その他の費目については、事業完成後は概ね増加傾向であること

30 なお、パンパンガ及びアグノ・サブセンターの幹部及び一般スタッフにインタビューしたところ、特に

給与額等に懸念は示されなかった。
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が窺える。これは前述の通り、目下 PAGASA では業務が拡大傾向にあることが反映されて

いる。本事業の運営・維持管理費に関して HMD、パンパンガ及びアグノ・サブセンターの

幹部にインタビューを行ったところ、整備されたテレメータ観測装置や雨量・水位観測局、

両サブセンターの施設・機材に対する運営・維持管理費は必要充分とのことであった。以

上を踏まえると、本事業の運営・維持管理上の財務面に関して特段問題は見受けられない

と判断できる。

表5：PAGASA水文気象局（HMD）の予算推移
（単位：千ペソ）

費目
事業開始前 事業完成後

2003年 2004年 2005年 2011年 2012年 2013年

人件費 22,807 22,556 19,335 2,248 3,302 3,609

旅費 1,052 1,427 1,370 2,014 2,185 1,981

通信費 586 181 196 1,074 577 2,047

施設維持費 1,583 413 893 3,383 2,151 2,073

車輌維持費 701 1,232 1,215 2,858 2,114 643

輸送費 327 262 252 612 612 612

資機材費 2,594 4,301 3,482 8,741 3,344 4,033

借地費 353 928 906 812 812 336

水道光熱費 3,879 3,783 4,403 6,692 6,589 7,089

研修費 440 225 215 325 761 414

燃料費 200 251 340 383 487 634

保険等費 - - - 150 150 164

その他 3,259 3,487 4,037 4,059 4,185 8,034

合計 37,781 39,046 36,644 33,351 27,269 31,669

出所：PAGASA

3.5.4 運営・維持管理の状況

今次現地調査では、HMD、パンパンガ及びアグノ・サブセンター内に調達・据付された

テレメータ観測装置、雨量・水位観測局、通信鉄塔等の運営・維持管理実施状況には特段

問題は見受けられなかった（但し、以下に述べるマヤプヤップ雨量観測局を除く）。維持管

理マニュアルの点検項目に従って、定期的に機材の稼働状況の確認や清掃等が行われてい

る。運営・維持管理を担当する電気通信技術者へのインタビューや現地視察時の目視等を

通じて、各機材の稼働状況も良好かつ不具合等も発生していないことを確認した。一方、

パンパンガ河流域のマヤプヤップ雨量観測局は 2013 年 10 月に発生した暴風を伴う台風の

影響により、同観測局内のアンテナ塔が破損している。事後評価時において、PAGASA は

復旧作業計画を策定中であるものの、可能な限り早急に対処することが望ましいと考えら
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れる31。

スペアパーツは、PAGASA 本部（ケソン市）で保管されている。PAGASA にインタビュ

ーを行ったところ、調達状況については不足・配送の遅れ等はないとのことであった。

なお、有効性「3.2.1.定量的効果」にて記載した各雨量観測局におけるセンサー信号ケー

ブルの盗難32に関して、フィリピン政府は 2012 年に共和国法第 10344 号（資機材の盗難罰

則に関する法令）を施行し、罰則強化に努めている。2012 年以降は盗難が発生していない

ものの、PAGASA は引き続き盗難防止に努めていくことが期待される。

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。

4. 結論及び教訓・提言

4.1 結論

本事業は、ルソン島中部のパンパンガ河及びアグノ河の流域において、洪水予警報シス

テムの機能向上を目的に、洪水予警報システム関連施設の整備・資機材の調達・据付等を

行った。事後評価時において、本事業は「中期国家開発計画」等の政策及び洪水予警報シ

ステム整備の更なる開発ニーズとの整合性が認められ、妥当性は高い。本事業を通じて同

システムのテレメータ観測データ欠測率及び観測収集時間の改善等が概ね計画どおり実現

している。加えて、両流域内の地方政府機関や町村レベル（バランガイ）等へのインタビ

ュー結果から、整備された洪水予警報システムは精度の高い雨量・河川水位の情報を迅速

に関係機関や住民に伝達し、洪水時における避難までの余裕時間（リードタイム）が十分

確保されていることを踏まえると有効性・インパクトは高い。事業費は計画内に収まった

ものの、事業期間は計画より遅延したため、効率性は中程度である。一方、PAGASA の運

営・維持管理の体制面、技術面、財務状況に問題は見受けられないことから、持続性は高

い。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。

4.2 提言

4.2.1 実施機関への提言

1）マヤプヤップ雨量観測局では、2013 年 10 月に発生した台風によりアンテナ塔が破損状

31 復旧工事には重機等が必要なものの、PAGASA はそれらを保有していないため、今次現地調査時（2014

年 1 月）において公共事業道路省（DPWH）に対して重機一式の借用を願い出ているところである。PAGASA

によると、本年の早い段階（遅くとも雨期（6 月頃）に入る前）で復旧完了を見込んでいる。
32 2012 年以降発生していない。
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況にあるが、PAGASA は可及的速やかに復旧工事を進め、雨量データ計測に不備が生じて

いる状況の改善に努めることが望ましい。

2）運営・維持管理の体制面（特に人員数）に関して、PAGASA 本部の通信技術者チームの

スタッフを中心に、経験年数が長く、維持管理業務に熟練しているものの、その主要メン

バーはほぼ 40 歳代以上で構成されている。本事業で調達・据付された施設･機材を将来に

亘っても維持管理を遂行できるよう、若手スタッフの入職も増やしつつ組織活性化を通じ

て万全な維持管理体制の構築に努めることが望ましい。

4.3 教訓

（事業開始前の事業サイト及びスコープに係る正確な情報収集の必要性）

詳細設計時に事業サイト周辺に空港の存在が確認されたため局舎建設・鉄塔工事に係る

スコープ変更が生じたが、日本側・フィリピン側双方は事業開始前に可能な限り徹底して

情報収集を行い、事業遅延に至らないようなスコープ設定に努めることが望ましい。

（研修・人材育成の蓄積と持続性確保）

PAGASA でニーズに応じた研修が円滑に実施されている。その背景には、我が国の長年

の技術支援による人材養成実績によって PAGASA の技術レベルが着実に高まったことが挙

げられる。1990 年代後半より PAGASA は組織内研修を自ら行う意志・行動力も示しつつあ

った点、国内外での派遣型研修にも継続して参加してきた点等も、技術レベルを高める要

因となったと考えられる33。かかる経緯を踏まえると、研修ニーズを的確に捉え34、研修プ

ログラムを一過性なものではなく継続して取り組むことで実施機関スタッフの技術レベル

向上を可能にし、事業持続性を高める可能性も高いと考えられる。

以 上

33 加えて、PAGASA は自然災害発生により高まりつつある洪水予警報に係る国民からのニーズを鋭意捉え

た点も要因として挙げられる。
34 JICA も 2009-12 年に「ダム放流に関する洪水予警報能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

を実施し、PAGASA スタッフの能力強化を行った実績がある。


