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フィリピン 

幹線道路網整備事業（Ｖ） 

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、フィリピン主要幹線国道のうち路面状態が劣悪な区間において、交通量増加

への対応及び走行時間の短縮を目的に、道路・橋梁の整備・改良を行った。審査時及び事

後評価時において、本事業はフィリピンの開発政策との整合性が確認され、幹線道路の舗

装化及びネットワークの拡張・改良に係る開発ニーズとの整合性も認められる。また日本

の援助政策との整合性も確認できることから、妥当性は高い。本事業により日平均交通量

及び走行時間の短縮については当初の目標値を概ね達成している。また、受益者調査を通

じて対象地域の農業生産性の向上を下支えし、事業サイト周辺住民の生活環境の改善及び

地域経済の活性化に貢献していることが確認されたことから、有効性・インパクトは高い。

一方、事業費は計画を上回り、事業期間は計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。本

事業の運営・維持管理を担う地域事務所（以下、DEO という）では、現場作業員数が不足

気味であることに加え、必ずしも充分と言えない維持管理予算額のため重機・車両が長年

更新できていないことが要因となり、持続性は中程度である。 

以上より、本事業は一部課題があると評価される。 

 

1．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
案件位置図            東イロイロ～カピス道路 

（パナイ島） 
 

1.1 事業の背景 

フィリピンの最大の輸送手段は道路交通である。道路網の基幹となる幹線国道及び 2 級

国道1に対しては集中的に投資が行われていたものの、未舗装道路区間も多く、基幹道路と

                                                   
1 幹線国道は旅客・貨物輸送の根幹となる国道を指し、2 級国道は幹線国道と各市町村とを結ぶ国道を指す。 
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して満足な機能を果たしていなかった。加えて、台風等の自然災害による損傷、代替路不

足による交通効率が阻害される事態もしばしば生じていた。そのため、安全かつ効率的な

幹線道路網の整備が喫緊の課題と認識されていた。また、我が国は「日比友好道路関連事

業2」を始めとして、フィリピンの南北に長い国土構造に配慮した南北幹線道路整備に 1960

年代より支援を行ってきたが、地理的均衡・発展を重要視するべく、南北に加えて東西を

連結する幹線道路や島嶼部の周回道路の整備を行う方針を示した。1990 年代より本事業に

先行する第 1～4 期事業として、レイテ島、サマール島、ボホール島、セブ島、ミンダナオ

島、サマール島における幹線道路や橋梁の整備・改修に対し支援が実施された。これに続

きフィリピン政府は、第 5 期事業として南北幹線道路、東西幹線道路、島嶼部周回道路等

を対象とした整備・改修を行う本事業に係る円借款の要請を行った。 

 

1.2 事業の概要 

フィリピン主要幹線国道のうち路面状態が劣悪な複数区間（①アルバイ州リガオ～ピオ

デュラン道路、②イロコス・ノルテ州パタパト高架橋、③コルディレラ行政地域スヨ～セ

ルバンテス～マンカヤン～アバタン道路及びセルバンテス～サバンガン道路、④サマール

島カタルマン～カルバヨグ道路、⑤パナイ島東イロイロ～カピス道路）の整備・改良を行

うことにより、交通量増加への対応及び走行時間の短縮を図り、もって対象地域周辺の経

済及び社会開発に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 8,294 百万円／7,772 百万円 

交換公文締結／借款契

約調印 
2001 年 3 月／2001 年 5 月 

借款契約条件 本体：金利 2.2％、返済 30 年（うち据置 10 年） 

一般アンタイド、コンサルタント部分：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（DPWH） 

貸付完了 2010 年 9 月 

本体契約 

（10 億円以上のみ記

載） 

E.C. De Luna Construction Corp.（フィリピン）、China State 

Construction Engineering Corporation （中国）、Italian-Thai 

Development Public Company Limited（タイ）、China Harbour 

Engineering Company Limited （中国） 

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）、パシフィッ

                                                   
2 ルソン東北部からミンダナオ島まで南北全長約 2,000km に亘る道路整備の関連事業 
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（1 億円以上のみ記載） クコンサルタンツインターナショナル（日本） 

関連調査 

（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：

F/S)等 

F/S 

全てフィリピン側が実施：コルディレラ道路網整備事業（1996

年 12 月）、リガオ～ピオデュラン道路（1997 年 5 月）、カタル

マン～カルバヨグ道路（1999 年 6 月）、東イロイロ～カピス道

路（1999 年 6 月） 

関連事業（すべて円借款

事業） 

幹線道路網整備事業（I）（L/A 調印：1994 年 12 月） 

幹線道路網整備事業（II）（L/A 調印：1995 年 8 月） 

幹線道路網整備事業（III）（L/A 調印：1998 年 9 月） 

幹線道路網整備事業（IV）（L/A 調印：1999 年 12 月） 

幹線道路網整備事業（VI）（L/A 調印：2002 年 3 月） 

コルディレラ幹線道路整備事業（L/A 調印：1999 年 12 月） 

道路改良・保全事業（L/A 調印：2011 年 3 月） 

 

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 12 月 

 現地調査：2014 年 2 月 15 日～3 月 2 日、2014 年 5 月 26 日～6 月 1 日 

 

2.3 評価の制約・留意点 

今次事後評価調査では調査費用と時間の制約の観点から、全プロジェクトサイト訪問は行

わず、コルディレラ行政地域の道路 2 区間（スヨ～セルバンテス～マンカヤン～アバタン道

路及びセルバンテス～サバンガン道路）とパナイ島東イロイロ～カピス道路に限った。また

2013 年 11 月に発生した超大型台風 30 号（ヨランダ）の影響を考慮し、受益者調査は直接

被害を受けなかったコルディレラ行政地域の道路 2 区間のみで実施した。 

 

3. 評価結果（レーティング：C3） 

3.1 妥当性（レーティング：③4） 

                                                   
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 



 4 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時のアロヨ政権は「新中期開発計画（2001 年～2004 年）」を策定し、運輸セクター

の開発目標として、「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の社会経済

開発を支える」ことを掲げていた。また、「適切な整備・維持管理を通じた既存インフラ施

設の質の改善により、2004 年までに全ての幹線国道を舗装化し5、2 級国道の舗装化を 66％

に上げる6」という戦略目標も掲げていた。その達成に向けた優先事項として、地域経済の

中枢となる地方都市とその周辺地域を結ぶ幹線道路の規格向上（舗装の増加・拡幅）を挙

げていた。 

一方、事後評価時においては、フィリピン政府は「中期開発計画」（2011 年～2016 年）を

策定し、その中で「戦略的な運輸インフラの構築及び運輸インフラの維持・管理」を重要

視し、道路網拡充を優先順位に挙げている。加えて、本事業の実施機関である公共事業道

路省（以下、「DPWH」という）は省独自の「中期開発計画」（2011 年～2016 年）を策定し、

その中で、「運輸セクターにおいて安全性・効率性を追求し、幹線道路ネットワークの拡張・

改良を通じてモノ・サービス等の物流アクセス向上を図る」ことを提唱している。 

以上より、事業審査時及び事後評価時ともに運輸セクターの重要性は引き続き高いと認

識されていることから、開発政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 

事業審査時において、我が国は「日比友好道路関連事業」を始めとして、フィリピンの

南北に長い国土構造に配慮した南北幹線道路網の整備を 1960 年代より支援を行ってきたが、

地理的均衡・発展を目指すべく、南北に加えて東西を連結する幹線道路や島嶼部の周回道

路の整備を行う方針を示した。1990 年代より本事業に先行する第 1～4 期事業として、レイ

テ島、サマール島、ボホール島、セブ島、ミンダナオ島、サマール島における幹線道路や

橋梁の整備・改修が実施された。本事業はその第 5 期事業として南北幹線道路、東西幹線

道路、島嶼部周回道路等を対象とした整備・改修が企図された。以下①～⑤は本事業の審

査時における各対象スコープの開発ニーズの状況である： 

①アルバイ州リガオ～ピオデュラン道路（東西幹線道路）：ビコール地方（Region V）の中

心都市であるレガスピ市（人口約 15 万人）の北西に位置するリガオ市は農業、ピオデュラ

ン市は漁業が主な産業であるが、両市を結ぶ道路はほとんどが未舗装または簡易舗装であ

った。このため、ビコール地方における効率的な農産物・海産物等の輸送を図るべく、舗

装化が必要とされていた。（→既存道路の舗装・拡幅に係るニーズ） 
                                                                                                                                                     
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
5 事業開始前における舗装率は 71％（1998 年データ）であったところ、2004 年迄に 100%を目指していた。 
6 同様に、事業開始前の舗装率は 47％（1998 年データ） 
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②イロコス・ノルテ州パタパト高架橋（東西幹線道路）：パタパト高架橋は、ルソン島北部

の主要都市であるラオアグ市とツゲガラオ市を結ぶ道路の一部として、第 9 次円借款・日

比友好道路事業（II）により 1986 年 10 月に竣工した。同橋の交通量は約 2,000 台/日と地方

幹線道路の橋梁としては多かったが、1991 年 10 月の台風により橋脚基礎が洗掘され不安定

となり、補修が必要となった。（→既存橋梁の修復に係るニーズ） 

③コルディレラ行政地域スヨ～セルバンテス～マンカヤン～アバタン道路及びセルバンテ

ス～サバンガン道路（東西幹線道路）：同行政地域は峻険な山々に囲まれており、道路･通

信等の基礎的インフラ施設の整備は遅れていた。特に道路網は脆弱であり7、自然災害時の

損傷により幹線道路がしばしば遮断していたため、その舗装道路の敷設・既存道路の修復・

改良等が必要とされた。（→舗装道路の敷設、既存道路の修復・改良に係るニーズ） 

④サマール島カタルマン～カルバヨグ道路（東西幹線道路）：サマール島は農業･漁業を中

心とした産業構造である。同島の西サマール州の州都カルバヨグと北サマール州の州都で

あるカタルマンはいずれも島内の経済活動の拠点であるが、両市を結ぶ道路は舗装されて

いなかったため、同区間の整備は重要視されていた。（→舗装道路の敷設に係るニーズ） 

⑤パナイ島東イロイロ～カピス道路（島嶼周回幹線道路）：パナイ島は農業･漁業を中心と

した産業である。イロイロ州の州都イロイロ市とカピス州の州都ロハス市を結ぶ道路のう

ち、バラサン～アホイ区間はイロイロ州東部とカピス州を結ぶ島嶼周回幹線道路として

1994 年にアスファルト舗装が完成した。その後の急激な交通量の増加により劣化が進み、

至る所に損傷が発生していたため、同区間の修復は急務であった。（→既存道路の修復に係

るニーズ） 

一方、事後評価時において、全国の幹線道路舗装率は 88％（2012 年）である。昨今の高

い経済成長率（6.82%、2012 年）にともない、民間企業にとって商機は拡大し、自家用車・

バイクを保有する世帯も増加し、幹線道路上の交通量は増加傾向にある。かかる状況も踏

まえて、DPWH は 2016 年迄に全国の舗装率を 97％にまで引き上げることを目標に幹線道路

の整備を進める方針を示している。 

以上より、事後評価時においてもフィリピンでは引き続き幹線道路網整備に係る取り組

みを鋭意進めていることを踏まえると、事業審査時及び事後評価時ともに開発ニーズは高

いと判断できる。 

 

 
3.1.3  日本の援助政策との整合性 

JICA は、フィリピンの開発課題や日本政府の対フィリピン国別援助方針を踏まえて、1999

                                                   
7 行政地域内の国道の 8 割が未舗装であった。 



 6 

年 12 月に「海外経済協力業務実施方針」を策定した。その重点分野として、1）持続的成

長のための経済体質の強化及び成長制約的要因の克服(適正なマクロ経済運営、産業構造強

化、経済インフラ整備)、2）貧困緩和と地方間格差の是正、3）防災を含む環境保全と防災

対策、4）人材育成･制度造り、等を掲げていた。このうち本事業は、1）の「経済インフラ

整備」に該当し、改良道路の活用による経済成長が期待されることから、日本の援助政策

との整合性は確保されている。 
 

  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8（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

1)日平均交通量 

本事業では既存道路の修復・舗装工事、橋梁の建設等が実施された。表 1 は日平均交通

量に係る事業審査時の基準値及び目標値、また事後評価時の実績値（直近 3 カ年）である

が、整備された対象区間では概ね増大する交通需要に対応していることが窺える。 

 

表 1：対象区間ごとの日平均交通量について 

（単位：台/日） 

対象区間 
事業審査時 実績値 

基 準 値
（2001 年） 

目 標 値
（2007 年） 2011 年 2012 年 2013年 

①アルバイ州リガオ～ピオデュラン

道路（完成時期は 2011 年 4 月） 
273 446 1,407 1,693 2,090 

②イロコス･ノルテ州パタパト高架橋
（完成時期は 2009 年 8 月） 2,069 2,818 952 4,922 6,503 

③コルディレラ行政地域（完成時期は

2011 年 4 月） 
  

a)スヨ～セルバンテス～マンカヤ

ン～アバタン道路 
195 467 N/A N/A 約 600 

b)セルバンテス～サバンガン道路 
(*注) 209 675 303 388 419  

④サマール島カタルマン～カルバヨ

グ道路（完成時期は 2007 年 8 月） 
89 435 N/A N/A 3,050 

⑤パナイ島東イロイロ～カピス道路
（完成時期は 2007 年 4 月） 1,184 1,547 2,019 1,888 N/A 

出所：JICA 内部資料（事業審査時）、質問票回答及び各 DEO へのインタビュー結果（事後評価時）。 
注：事後評価時において DPWH は引き続き舗装工事を行っている。 

 
                                                   
8 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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このうち、③b)セルバンテス～サバンガン道路（大部分は山岳道）については、後述の効

率性・アウトプットの説明のとおり、事業実施中にDPWHが事業予算不足に直面したため、

2007 年に一部区間の舗装工事を一旦見送った。しかし 2013 年より自己資金により改めて舗

装工事を再開している9。 

その他の対象区間に関して、それぞれの対象区間の完成時（2011 年）に①リガオ～ピオ

デュラン道路、⑤東イロイロ～カピス道路が当初の目標値以上を達成している。②パタパ

ト高架橋は、2011 年に目標値を達成していないものの、翌 2012 年以降は達成している10。

③a)コルディレラ行政地域のスヨ～セルバンテンス～マンカヤン～アバタン道路、及び④サ

マール島カタルマン～カルバヨグ道路については、2011 年及び 2012 年のデータは入手でき

なかったものの、2013 年には当初目標値を達成している11。 

 

2)走行時間の短縮 

本事業により既存道路の道路舗装及び改修が行われた結果、車両の走行時間も概ね短縮

している。表 2 は事業審査時の基準値及び完成後の目標値に加え、2011 年～2013 年の走行

時間実績を表す。 

 

表 2：対象区間ごとの走行時間の短縮について12 

（単位：時間） 

対象区間 
事業審査時 実績値 

実 績 値
（2001 年） 

目 標 値
（2007 年） 2011 年 2012 年 2013年 

①アルバイ州リガオ～ピオデュラン

道路 
0.72 0.31 0.3 0.3 0.3 

③コルディレラ行政地域   
a)スヨ～セルバンテス～マンカヤ

ン～アバタン道路 6～7 2 1.8 
～2.0 

1.8 
～2.0 

1.8 
～2.0 

b)セルバンテス～サバンガン道路*
注 2.27 0.71 0.8 

～1.0 
0.8 
～1.0 

0.8 
～1.0 

                                                   
9 DPWH 本部によると全区間完成（舗装化）は 2014 年中とのことである。完成後は交通量も増加すると見

込んでいる。事後評価時、車両の一部が他の地方道路を迂回して目的地に向かっている状況である。その

他、交通量が未だ伸びていない要因として、当該区間のセルバンテス側に位置する長架橋（アロリン橋：

本事業スコープ対象外）の整備完了が 2013 年 4 月迄ずれ込んだことも若干影響していると考えられる。 
10 同橋の維持管理を担う DEO によると、2011 年実績値が目標値と比べて低い点について、「2011 年当時は

同橋の整備完了がまだあまり知られていなかったため、交通需要を吸収しきれていなかった。車輌は他の

道路を迂回する傾向にあった。その後、同橋の完成・利便性が知られることになり、物流・農産物トラッ

ク輸送等が増え始めた」とのことであった（表 1 のとおり、2012 年以降は交通量が急増している）。 
11 効率性・アウトプットにおいても説明するが、カタルマン～カルバヨグ道路は詳細設計時において改め

て路面の状況等が精査されたところ、一部区間（約 20km）の路面状況は良好であった。そのため、舗装工

事を行わなくとも円滑な交通が確保されると判断され、当該区間の舗装工事は見送られた。つまり、詳細

設計時において一部区間は未舗装でも将来の交通量に対応できると判断されて工事が行われた。 
12 ②イロコス・ノルテ州のパタパト高架橋は工事延長数が約 1.1km と短いため、指標化されなかった。 
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④サマール島カタルマン～カルバヨ

グ道路 
2.25 0.65 N/A N/A 0.7～

0.8 
⑤パナイ島東イロイロ～カピス道路 1.0 0.56 0.5 0.5 0.5 
出所：JICA 内部資料（事業審査時）、質問票回答及び各 DEO へのインタビュー結果、現場視察時の実走

（②コルディレラ行政地域の両区間）（事後評価時） 
注：事後評価時において DPWH は引き続き舗装工事を行っている。 

 

当初目標値との比較においては、①リガオ～ピオデュラン道路、③a)スヨ～セルバンテス

～マンカヤン～アバタン道路、⑤東イロイロ～カピス道路の 3 区間における完成後実績値

は概ね目標値を達成している。しかし、③b)セルバンテス～サバンガン道路及び④カタルマ

ン～カルバヨグ道路では目標値に近いものの到達していない。前者は前述のとおり、事業

実施中にDPWHが事業予算不足に直面し、一部箇所の舗装工事が見送られた結果、事後評価

時において路面状況が悪いままであることから通行車両は時間を要している。一方、後者

のカタルマン～カルバヨグ道路については、一部（約 20km）は未舗装状態であることが要

因となり、走行車両は時間を要している13。 

 

 

                                                   
13 なお、同区間において交通量が目標値を大きく上回り、走行時間が短縮していない背景として、同区間

の迂回路（既存の幹線道路）が遠くに位置するため（サマール島北西部地域：図 4 参照）、車両ドライバー

は未舗装区間により時間を要しても通行したいと考えているためである。 
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図 3：③コルディレラ行政地域スヨ～セルバンテンス～マンカヤ

ン～アバタン道路、及びセルバンテンス～サバンガン道路 

図 1：①アルバイ州リガオ～ピオデュラン道

 

図 2：②イロコス･ノルテ州パタパト高架橋 
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3.2.2 定性的効果（利便性・安全性の向上） 

今次現地調査で訪問した③a)コルディレラ行政地域内のスヨ～セルバンテス～マンカヤ

ン～アバタン道路、及び③b)セルバンテス～サバンガン道路の沿線住民及びドライバーを対

象に、本事業による通行の利便性・安全性に関する受益者調査を行った。ランダムサンプ

写真 1：③a)スヨ～セルバンテンス道路 写真 2：③b)セルバンテス～サバンガン道

路の未舗装の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4：④サマール島 

カタルマン～カルバヨグ道路 
 

図 5：⑤パナイ島 
東イロイロ～カピス道路 
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リング方式によりサンプルを抽出し、アンケート形式による調査を行った。受益者調査の

結果は以下の通りである。 

図 6 及び図 7 のとおり、本事業サイト周辺の住民も車両ドライバーも交通量は増加し、

走行時間は短縮したとの回答割合が非常に高いことが窺える。また、図 8 のとおり、快適

性についても「向上した」以上の回答が多いことが窺える。図 9 の安全性に関する質問で

は、「向上しなかった」との回答割合が多い。この背景には、③コルディレラ行政地域内の

道路区間の大部分が山岳道という地形的特徴も要因としてあげられる。後述の「3.3.2.1 自

然環境へのインパクト」でも説明するとおり、大雨や台風時には崖の側面の土壌が脆くな

り、対象区間の完成後も路面上に土砂・落石が発生しやすいことが挙げられる。したがっ

て、コルディレラ行政地域内において整備された道路･橋梁に関しては、通行・路面の安全

性については若干懸念があるものと判断される。 

なお、他の対象区間（パナイ島東イロイロ～カピス道路）の維持管理業務を担う DEO

（DPWH 第 3DEO）に車両の通行・路面の安全性についてインタビューを行ったところ、「本

事業により路幅が広がったおかげで車両の通行は円滑になった。舗装された路面での運転

は快適かつ安全である。維持管理業務も円滑に行っている」といったコメントが出たこと

から、安全性については対象区間によっては状況が異なると判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6：対象区間の工事完成後、交通量は増

加したと思うか（サンプル数：住民 64 名、ド

ライバー50 名） 
 

図 7：対象区間の工事完成後、走行時間

は短縮したと思うか（サンプル数：住民 64
名、ドライバー50 名） 
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3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

3.3.1.1 地域経済及び社会開発への貢献 

表 3 は、事後評価時（直近 4 ヶ年）における各対象地域周辺の主要農産品・生産高デー

タである。いずれの対象エリアにおいても概ね増加傾向であることが窺える。本事業によ

る幹線道路の舗装・改良により、種子・種苗・肥料等の生産投入物の移動が容易になり、

農産物の輸送コストが改善された結果、各地域において農業生産性の向上を下支えしてい

るものと推察される。 

 

表 3：本事業対象地域周辺における主要農産品・生産高の推移 
（単位：トン） 

地域 農産物 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 
1) アルバイ州（①リガオ～ピオデュ

ラン道路） 
ココナッ

ツ 155,663 161,104 160,986 171,040 

2) イロコス州（②パタパト高架橋、

③スヨ～セルバンテス～マンカヤン道

路） 
タバコ 24,341 27,325 30,171 32,538 

3) コルディレラ行政地域（③a）セ

ルバンテス～サバンガン、③b)セルバ

ンテス～マンカヤン～アバタン道路） 

キャベツ 99,155 102,344 98,943 99,362 
米 431,656 400,415 428,949 453,461 

トウモロ

コシ 201,773 172,195 218,788 225,135 

4）北サマール州（④カタルマン～カ

ルバヨグ道路） 
ココナッ

ツ 
317,855 327,895 337,690 345,209 

5) パナイ島を含む西ビサヤ地域
（⑤東イロイロ～カピス道路) 

サトウキ

ビ 791,321 642,212 1,258,358 1,149,658 

出所：フィリピン農業統計局（BAS） 

 

加えて、図 10～12 のとおりコルディレラ行政地域の農民･ドライバーを対象に行った受

図 8：対象区間の工事完成後、道路・橋

梁の快適性は向上したと思うか（サンプ

ル数：住民 64 名、ドライバー50 名） 
 

図 9：対象区間の工事完成後、道路・橋

梁の安全性は向上したと思うか（サンプ

ル数：住民 64 名） 
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益者調査では、農産品の販売機会の拡大、収入向上、物流・輸送の改善等が進んでいると

いう回答が多く得られたことも表 3 の生産高データ増加の裏付けとなると推察される。回

答者にインタビューを行ったところ、「物資の輸送が以前に比べて容易になった。他都市・

村への交通アクセスが向上し、農産物の販売機会も増えた。交通アクセスにより日用品や

農産物価格に（業者間での）競争が起き、以前に比べ安く購入できるようになった」とい

ったコメントも出たことから、本事業による道路・橋梁整備は同地域の農業生産面に正の

インパクトをもたらしていると推察できる。また、図 13 の地域経済に関する質問について

も、「向上した」以上の回答割合も高いことを考慮すると、本事業は直接的及び間接的に正

の経済インパクトをもたらしていると考えられる。加えて図 14 及び図 15 のとおり、本事

業により商業・公共施設への交通アクセス改善、近隣住民との関係性向上が実現したとの

回答が多いことから、住民の社会・生活環境の向上に貢献していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10：対象区間の工事完成後、農業生

産品の販売拡大の機会が増えたと思

うか（サンプル数：農民 39 名） 
 

図 11：対象区間の工事完成後、農業

収入は増えたと思うか（サンプル数：農

民 39 名） 
 

図 12：対象区間の工事完成後、農業生

産品など物流・輸送は増えたと思うか
（サンプル数：ドライバー50 名） 

 

図 13：対象区間の工事完成後、地域経

済は向上したと思うか（サンプル数：周

辺住民 64 名） 
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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 

事業審査時において、環境に対する著しい負の影響は予見されていなかった。本事後評

価の現地調査時にも、事業実施中には大気汚染や騒音・振動など自然環境への負のインパ

クトは無かったことを質問票及びインタビューを通じて確認した。事業実施中の環境モニ

タリングに関して、DPWH は環境天然資源省（DENR）、地元自治体や NGO と共同で行っ

ていた。現地調査時に訪問したコルディレラ行政地域の例では、4 半期毎にモニタリングチ

ームを結成し、大気汚染・騒音・振動等について検査を行っていた。同地域内の DEO にイ

ンタビューを行ったところ、事業実施中には特に環境面の負の影響や地元住民からの不満

はなかったとのことであった。 

 

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、道路拡幅工事に伴う用地取得や樹木の伐採・宅地境界のフェンス撤去等に伴う補

償金について、①アルバイ州リガオ～ピオデュラン間（取得想定面積は 109,000m²）、③a)

コルディレラ行政地域スヨ～セルバンテス～マンカヤン～アバタン間（取得想定面積は

665,200m²）、③b)同セルバンテス～サバンガン間（取得想定面積は 222,200 m²）への支払い

が見込まれていた。①及び③b)については対象者から異論なく、DPWHにより補償金や撤去

費用等が支払われたが、③a)の用地取得や樹木伐採等（主にマンカヤン地域）に対する補償

金に関して、事後評価時、その支払い手続きが遅れている。事後評価時に入手した当初の

図 14：対象区間の工事完成後、公共施

設（教会・学校・市場等）へのアクセス

は改善したと思うか（サンプル数：周辺住

民 64 名） 
 

図 15：対象区間の工事完成後、近隣の

町村との関係は向上したと思うか（サ

ンプル数：周辺住民 64 名） 
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用地取得計画14に基づく情報として、土地所有者総計 273 名、計 354 区画、計 288,637 ㎡、

補償金支払い見込額計 49,336,041 ペソが見込まれていた15。事後評価時において正確な用地

取得対象者数等のデータは算定されていなかったが、最終的には 100 名以下（補償想定金

額は不明）、樹木伐採等の対象者については約 30～40 名（補償想定金額は約 3.8 百万ペソ：

約 8.7 百万円）が見込まれるとのことである。 

③a の区間周辺の特徴として先住民族が居住する地域であるところ、事後評価時迄の経緯

は以下 1）～4）の通りである。 

1）本事業の詳細設計（2002 年 2 月～2004 年 4 月）時に用地取得計画も準備されて手続

きが進められた。取得手続き・ガイドラインの策定や、土地取得に対する上述の概算

補償金額も示された。しかし、補償金手続きを担当する DPWH コルディレラ行政地域・

地方事務所における内部マネジメントの不備が主な要因となり、補償金は直ちには支

払われなかった。 

2）2002 年 7 月に、政府組織である国家先住民族委員会（NCIP）は全国の先住民部族の

土地所有権を認める「慣習的土地権利証明書」（以下、CADT という）を先住民部族に

対して順次発効し始めた。基本的に CADT の発効により先住民族は先祖代々保有する

土地を売却も破棄もできなくなるが、この段階でマンカヤン地域の CADT は発効され

ていなかった。 

3）2008 年 12 月、マンカヤン地域の土地（13,290ha）に関するCADTがNCIPより先住民族

に対して発効された。一方、当該区間の工事は 2008 年 2 月に開始され 2010 年 10 月に

完成したが、工事開始前迄及び完成後には補償金は支払われていなかった（同地方事

務所・幹部クラスの人事異動16により手続きが遅延し、書類管理に不備があったこと等

が要因とされる）。 

4）DPWH コルディレラ行政地域・地方事務所は、CADT の発効を踏まえ、2013 年 11 月

に当該区間の用地取得問題に係る整理及び検証を、DPWH 本部、同行政地域内の各 DEO

と共同で開始した。事後評価時においても法制度の進展及び補償金の扱い等について

引き続き慎重に対応を検討している。 

以上の経緯を踏まえると、DPWH 側は詳細設計後直ちに、あるいは CADT の発効が明確

になった時点で、主体性・責任を持って補償金支払い手続きを速やかに進める必要があっ

たと判断される。なお事後評価時において、DPWH は「補償金の支払いは着実に行う。但

し法制度とこれまでのプロセス等の検証を行った上で履行したい」とコメントしている。 

  

3.3.2.3 その他正負のインパクト（本事業による観光へのインパクト） 
③a)及び③b)コルディレラ行政地域の道路･橋梁及び②イロコス・ノルテ州のパタパト高

                                                   
14 Resettlement Action Plan for Land Acquisition 
15 DPWH によると、これら当初計画の概要・数値は F/S に基づいた概算であったとのことである。 
16 事業開始から事後評価時までに少なくとも 4 回発生し、その都度手続きを見直すなどプロセス自体が遅

延していたとのことである。また、本事業開始後に始まった官公庁の再編・人員整理政策である組織合理

化（Rationalization）の影響も作用しているとのことであった。 
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架橋の整備については観光分野に対するインパクトも確認される。今次現地調査で訪問し

たコルディレラ行政地域内にはユネスコの世界遺産（棚田群）や避暑地の町・村が点在し

ており、観光資源が豊富である。同行政地域内の住民や道路・橋梁の維持管理を担う DEO

にインタビューを行ったところ、「整備された道路は円滑な交通を実現し、交通量増加とと

もに観光客増加をもたらした。宿泊施設も増え、小売商店等も増えた。地域経済にとって

好ましい状況にある」といったコメントが出された。かかるコメントを踏まえると、本事

業実施は観光客のアクセス向上に寄与し、観光業者の収益増加や地域経済の活性化に貢献

していると推察される。 

 

 
 

（有効性・インパクトのまとめ） 

日平均交通量については、①リガオ～ピオデュラン道路及び⑤東イロイロ～カピス道路

が当初目標値以上を達成している。また、2013 年迄のデータが判明し目標値を達成してい

る区間（②パタパト高架橋、③a）スヨ～セルバンテンス～マンカヤン～アバタン道路、④

カタルマン～カルバヨグ道路）も確認できる。一方、③b)セルバンテス～サバンガン道路は

事後評価時においても DPWH の自己資金による舗装工事を実施中であることが要因となり

当初目標値を下回っている。しかしながら、過去 3 年間においては着実に増加傾向にあり、

また実施機関によれば完成後は目標値を達成できる見込みである。 

走行時間の短縮については、近年交通量が増大し混雑が顕著になっているため新たに舗

装工事を行っているカタルマン～カルバヨグ道路、上述のセルバンテス～サバンガン道路

以外の区間では当初の目標値を達成している。農業生産高データ及び受益者調査により、

本事業は農業生産性の向上を下支えし、事業サイト周辺住民の生活環境レベル向上に寄与

し、地域経済活性化に大きな貢献があることが確認されている。以上を総合的に判断する

と、有効性・インパクトは高いと判断できる。なお、セルバンテス～マンカヤン～アバタ

 写真 3：本事業で整備された橋梁 
（サバンガン近郊） 

写真 4：マンカヤン近郊の棚田の風景 
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ン区間の用地取得に係る補償金支払いが遅れている状況に関しては、可及的速やかに解決

する必要があると考えられる。 

 

3.4 効率性（レーティング：①） 

3.4.1 アウトプット 

表 4 は、本事業のアウトプット計画及び実績である。 

 

表 4： 本事業のアウトプット計画及び実績 
計画（審査時） 実績（事後評価時） 

1） 土木工事 
①アルバイ州リガオ～ピオデュラン道路 
：道路（約 21.8km）、橋梁（3 箇所）の整備 
②イロコス・ノルテ州パタパト高架橋 
：橋脚基礎の防波工事（約 1.1km） 
③a)コルディレラ行政地域スヨ～セルバン

テス～マンカヤン～アバタン道路、及び③b)
セルバンテス～サバンガン道路 
：道路（計約 111.4km）、橋梁（10 箇所）の整

備 
④サマール島カタルマン～カルバヨグ道路 
：道路（約 68.3km）、橋梁（1 箇所）の整備 
⑤パナイ島東イロイロ～カピス道路 
：道路損傷部分の修復（約 39.5km） 

1）土木工事 
①アルバイ州リガオ～ピオデュラン道路 
：道路（23.6km）、橋梁（3 箇所）の整備 
②イロコス・ノルテ州パタパト高架橋 
：橋脚基礎の防波工事（1.1km） 
③a)コルディレラ行政地域スヨ～セルバン

テス～マンカヤン～アバタン道路、及び③b)
セルバンテス～サバンガン道路 
：道路（計約 108km、但し一部工事中）、橋

梁（10 箇所）の整備 
④サマール島カタルマン～カルバヨグ道路 
：道路（47.33km）、橋梁（1 箇所）の整備 
⑤パナイ島東イロイロ～カピス道路 
：道路損傷部分の修復（39.0km） 

2）コンサルティング・サービス 
主な TOR は、詳細設計（または詳細設計見

直し）、入札の補助、施工監理、用地取得・住

民移転の補助、環境適合証明に付された条件

の履行状況環境モニタリング、実施機関及び

コントラクターが実施する社会・環境対策へ

の提言等 
（計画 M/M 量合計：詳細設計 604M/M、施工

監理 1,000M/M、その他 57M/M） 

2）コンサルティング・サービス 
左記は予定どおり実施された 
（実績 M/M 量合計：詳細設計 947.17M/M、

施工監理 2,126.41M/M、その他 185.2M/M） 

出所：JICA 内部資料（計画）、事業完成報告書及び質問票回答（実績） 

 

以下は表 4 の計画と実績の差異についての説明である： 

1）土木工事 

①、②及び⑤は概ね計画どおりであった。一方、③は計画比で若干減少、④は約 20kmの

道路延長の減少が生じた。主な理由として、事業実施中にセメントなどの資材価格が上昇

し、工事費の増大が見込まれたため、DPWHは当初計画の事業予算内で完了させる必要に直

面した結果、スコープ減少措置を講じた。また、③b)コルディレラ行政地域のセルバンテス

～サバンガン道路は特に険しい山岳道であるがゆえ、豪雨による土砂崩れ等の影響により
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工事は想定以上に難航し、費用増が見込まれた。そのため、DPWHは事業実施中の 2007 年

に一部区間の舗装工事を見送り、計画比で区間延長に差異が生じた17。④カタルマン～カル

バヨグ道路の延長数の差異については、事業開始直後の詳細設計時に改めて工事計画を精

査したところ、一部区間（約 20km）は路面状況が良好であると判断された結果、差異が生

じた18。 

2）コンサルティング・サービス 

実績 M/M 量が増加した理由は、下記 3.4.2.2 事業期間においても説明するが、主に事業期

間の延長に伴うものである。 
 
3.4.2 インプット 

3.4.2.1  事業費 

本事業の総事業費は、当初計画では総事業費 11,059 百万円（うち円借款対象は 8,294 百

万円）であったのに対し、実績額では 10,950 百万円（うち円借款対象は 7,773 百万円）と

なり、計画比で 99%となった。但し、予算不足により舗装工事が見送られた③b)セルバンテ

ス～サバンガン道路における一部区間の完成までの工事費合計約 1 億 900 万ペソ≒約 250

百万円）、詳細設計時に路面状況から舗装工事が見送られた一部区間（④カタルマン～カル

バヨグ道路における完成までの工事費合計約 1 億 4,600 万ペソ≒約 336 百万円）、及び③a)

セルバンテス～マンカヤン～アバタン道路の補償未払金（判明しているのみの金額だが、

樹木の伐採・宅地境界のフェンス撤去等に係る補償金合計約 380 万ペソ≒約 8.7 百万円）分

の合計金額（約 2 億 5,880 万ペソ≒約 595 百万円）を実績額に加味すると、当初の総事業費

計画を超えた約 11,545 百万円となり、計画比で約 104％となる。したがって、実際のアウト

プット状況と事業費実績の関係における効率性は低いと判断される。 

 

3.4.2.2 事業期間 

本事業の期間は、表 5 のとおり 2001 年 5 月から 2007 年 1 月までの 5 年 9 ヶ月（69 ヶ月）

と計画されていたが、2001 年 5 月から 2014 年 3 月までの 12 年 11 ヶ月（155 ヶ月）を要し、

計画を大幅に上回った（計画比 224％）。その理由として、(1)中央政府からDPWHに対する

内貨手当の配賦が遅れたこと19、(2)豪雨・洪水などの予期できない天候に遭遇し、工事が

                                                   
17 但し 2014 年 3 月現在、舗装工事が見送られた区間について DPWH は自己資金により舗装工事を行って

いる。同年中に全道路区間の舗装化が完了する見込みである。 
18 見送られたものの、近年当該区間の交通量は増加し、渋滞が顕著になり始めている。そのため、より円

滑な車両通行を図るべく、DPWH は自己資金・円借款事業資金（2011 年 3 月借款契約調印の「道路改良・

保全事業」（2011 年 3 月 L/A 調印））等を活用し、現在残りの区間での舗装工事を行っている。 
19 フィリピン中央政府（国家経済開発省（NEDA））より事業費支出の予算承認を得るために多大な時間を

要した。特に 2004 年～2005 年度に集中して、フィリピン政府の財政的制約により他の円借款事業も含め

事業予算の承認手続きが大幅に遅れていた。 
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しばしば中断したこと、(3)コルディレラ行政地域内の道路工事に関して、峻険な山岳道の

ため安全性を考慮し法面保護の施工箇所を増やす必要に迫られ遅延したこと、(4)③a)セル

バンテス～マンカヤン～アバタン道路の用地取得問題が事後評価時において解決していな

いことに加え、(5)③b)セルバンテス～サバンガン道路では引き続き舗装工事が行われてい

るために第 1 次現地調査時点（2014 年 3 月）をもって本事業の完了年月とすること等が挙

げられる。したがって、実際のアウトプット状況に対する事業期間実績に係る効率性は低

いと判断される。  

表 5：事業期間の計画と実績 

項目 計画 実績 

1）コンサルタント選定 2000 年 7 月～2001 年 6 月 2000 年 7 月～2001 年 6 月 

2）詳細設計 2001 年 7 月～2002 年 12 月 2002 年 2 月～2004 年 4 月 

3）施工業者選定 2002 年 5 月～2004 年 1 月 2003 年 2 月～2004 年 4 月 

4）土木工事 2003 年 8 月～2007 年 1 月 2003 年 5 月～継続中20 

5）用地取得 2003 年 1 月～12 月 2005 年 9 月～継続中 

6）コンサルティング・サービス 2001 年 6 月～2005 年 7 月 2002 年 2 月～2010 年 12 月 

出所：JICA 内部資料（計画）、事業完成報告書及び質問票回答（実績） 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値）：経済的内部収益率（EIRR） 

審査時、EIRRは走行費用の節減及び維持管理費用の節減を便益、建設費及び維持管理費

を費用、プロジェクト・ライフを20年として①アルバイ州リガオ～ピオデュラン間道路：

19.1%、②イロコス・ノルテ州パタパト高架橋：16.5%、③コルディレラ行政地域スヨ～セ

ルバンテス～マンカヤン～アバタン道路：16.5%及びセルバンテス～サバンガン道路：72.1%、

④サマール島カタルマン～カルバヨグ道路：15.4%、⑤パナイ島東イロイロ～カピス道路：

26.3%と計算されていた。 

一方、事後評価時の再計算は困難であった。その理由として、DPWHでは、計算の根拠と

なる基礎車両通行経費（BVOC）のデータが事業完成後においては計測・算出されていなか

ったためである。 

 

以上より、本事業の事業費は計画を上回り、事業期間は計画を大幅に上回ったため、効

率性は低い。 
                                                   
20 各工事区間の工期は、①アルバイ州リガオ～ピオデュラン間道路：2009 年 10 月～2011 年 4 月、②イロ

コス・ノルテ州パタパト高架橋：2008 年 3 月～2009 年 8 月）、③コルディレラ行政地域スヨ～セルバンテ

ス～マンカヤン～アバタン道路及びセルバンテス～サバンガン道路：2006 年 6 月～2011 年 4 月（但し、一

部区間は引き続き工事中）、④サマール島カタルマン～カルバヨグ道路：2003 年 5 月～2007 年 8 月、⑤パ

ナイ島東イロイロ～カピス道路：2003 年 6 月～2007 年 4 月であった。 
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3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業を通じて整備された道路・橋梁等の運営・維持管理業務を担当しているのは DPWH

の各 DEO である。①アルバイ州リガオ～ピオデュラン道路はアルバイ第 3DEO、②サマー

ル島カタルマン～カルバヨグ道路は北サマール第 1DEO、③パナイ島東イロイロ～カピス道

路は DPWH 第 3DEO、④コルディレラ行政地域スヨ～セルバンテス～マンカヤン～アバタ

ン道路及びセルバンテス～サバンガン道路はイロコス・スール第 2DEO 及び山岳地区 DEO

及びベンゲット第 2DEO、⑤イロコス・ノルテ州パタパト高架橋はイロコス・ノルテ第 1DEO

である。各 DEO が行う運営・維持管理業務は、舗装・橋梁の清掃及び修繕、路面に発生す

る凹みの補修、雑草の除去、スリップ事故防止のための路面脇路肩の設置工事等である。

また、維持管理機材（例：ローダーなどの重機、資材運搬用トラックなどの車両等）の運

用・保管を行っている。また、各 DEO はその上部組織である地方事務所より監督・モニタ

リングを受けている。各 DEO は 4 半期毎に業務レポートを地方事務所に提出し、同事務所

は各 DEO の査察・指導を行っている。 

本事業の運営・維持管理を担う各DEOのスタッフ数を表 6 に示す。今次調査で訪問した

コルディレラ行政地域の各DEOにインタビューを行ったところ、技師や現場監督者は概ね

充分であるものの、現場作業員は慢性的に不足しているとのコメントが多かった。DPWH

の人員配置基準によると、「道路延長 3.5kmあたり現場作業員 1 人の配置が妥当」とされて

いるものの、全国的に予算不足のため満たせていないDEOが少なくない21。実態として少な

い人員数で道路･橋梁等の維持管理作業を行っている。このため、維持管理予算の規模拡大

による現場作業員数の充分な配置が必要と考えられる。 

 
表 6：本事業の運営・維持管理を担う各 DEO のスタッフ数 

                                                   
21 なお DPWH 本部も全国の DEO における人員不足は認識している。 

DEO 
（括弧書きは管轄区間を示す） 技師 現場監督者 現場作業員 その他 合計 

1）アルバイ第 3DEO 
：①リガオ～ピオドュラン道路 

1 1 20 - 22 

2）北サマール第 1DEO 
：④カタルマン～カルバヨグ道路 

2 4 9 1 16 

3）DPWH 第 3DEO 
：⑤東イロイロ～カピス道路 

2 2 4 3 11 

4）イロコス・スール第 2DEO 
：③a）スヨ～セルバンテス～マン

カヤン道路 
2 1 15 - 18 

5）山岳州 DEO 
：③b）セルバンテス～サバンガン

道路 
2 2 6 - 10 
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出所：質問票回答 

 

3.5.2  運営・維持管理の技術 

 本事業で整備された道路・橋梁を担う各DEOには経験豊富なスタッフが配属されている。

今次現地調査でのインタビューを通じて、同スタッフは運営・維持管理業務の重要性や維

持管理用重機・車両の運用方法等も充分認識していることが確認できた。職務実施研修（OJT）

は各DEOで実施されている。作業員が雇用されると常時OJTは実施されており、維持管理技

術・技能の情報共有も図られている。研修･トレーニング実績については、2013 年 11 月に

DPWH本部で重機の使用方法に関するトレーニングが開催されている22。以上より、各DEO

の運営・維持管理の技術面には特段大きな問題はないと見受けられる。 

 

3.5.3  運営・維持管理の財務 

表 7 は本事業対象地域の道路・橋梁を管轄するDEOの運営・維持管理予算データである。

直近 3 カ年の予算額23であるが、各DEOで推移が異なることが確認できる。DPWH本部及び

各DEOによると、特に前年度に維持管理作業量が多かった道路区間・橋梁を管轄するDEO

には翌年度に多めに配賦される場合が少なくないとのことである24。逆に同予算額が前年比

で減少するDEOは、前年度に路面や橋梁の状態が比較的良好であったところが該当する25。

一方、今次現地調査で訪問したコルディレラ行政地域内のDEOにインタビューを行ったと

ころ、「配賦される運営・維持管理予算は限定的であるため、保有する重機・車両の更新も

容易でない。稼働はするものの償却年数は過ぎているし、更新が必要だと思う。また、現

場作業員も増やせないため、予算増額の要望を本部に行っている」等のコメントがあった。

加えて、今次現場視察でも予算不足のためそれら重機や車両の更新が長年に亘りできてい

ない状態を確認した。以上より、本事業の運営・維持管理予算（財務面）にはやや懸念が

あると判断される26。 

                                                   
22 また、2014 年 3 月以降、DPWH では全国の DEO スタッフ向けに、道路の安全性向上及び維持管理サー

ビス向上をテーマとした「DEO維持管理ワークショップセミナー」という名称の研修開催を予定している。 
23 基本的に幹線道路の運営・維持管理予算額は、道路舗装タイプ、状態、道路幅、交通量等により決めら

れる維持管理費積算単位キロ（Equivalent Maintenance Kilometer; EMK）指標に、全国一律的な EMK 基礎

コスト（ペソ）を掛けることで算定される。 
24 一例として、5）山岳州 DEO が管轄する道路では落石が多く発生し、2011-12 年にかけて除去作業や法

面保護の施工工事が必要であったため、予算配賦額は増加している。 
25 一例として、DPWH 第 3 DEO（パナイ島）が管轄する道路は平坦な区間が多く、維持管理作業も山岳州

に比べて手間が少ないため、予算配賦額が減少傾向にある。 
26 その一方、DPWH では 2012 年～2016 年の 5 年間に機材更新計画（Equipment Procurement Program; EPP）

6）ベンゲット第 2DEO 
：③a）マンカヤン～アバタン道路 

1 1 11 - 13 

7）イロコス･ノルテ第 1DEO 
：②パタパト高架橋 

1 3 10 - 14 
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表 7：本事業対象地域の道路・橋梁に係る運営・維持管理予算（直近 3 カ年） 

                                 （単位：ペソ） 

DEO 2011 年 2012 年 2013 年 
1）アルバイ第 3DEO 3,789,249 3,946,681 3,878,461 
2）北サマール第 1DEO*注 24,456,976 37,964,532 36,733,806 
3）DPWH 第 3DEO 3,272,000 3,070,000 2,821,000 
4）イロコス・スール第 2DEO 3,634,615 3,634,615 3,634,615 
5）山岳州 DEO 4,046,616 8,773,787 8,903,987 
6）ベンゲット第 2DEO 1,522,878 1,522,878 1,522,878 
7）イロコス･ノルテ第 1DEO 1,200,000 1,500,000 1,700,000 

   出所：質問票回答 
注：北サマール第 1DEO の予算額のみは、管轄下全ての道路・橋梁等にかかる予算額合計 
（本事業対象道路・橋梁以外の予算額も含む） 

 
3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業対象区間の道路･橋梁を管轄する各 DEO はメンテナンス計画を策定し、同計画に

基づいて維持管理業務を行っている。今次現地調査で訪問したコルディレラ行政地域の各

DEO が管理する道路・橋梁の運営・維持管理実施状況に関しては、路面や橋梁には重大な

損傷や凹みはないことを現地視察時の目視を通じて確認できた。但し、一部の山岳道（特

に③b）セルバンテス～サバンガン道路）では、路面上に落石や土砂が残っている箇所もあ

り、管轄している DEO による除去・清掃作業が追いついていないと見受けられた。前述の

通り、現場作業員数の不足も影響している可能性もあるが、険しい山岳道であるため、資

機材運搬や人員の配置を含め作業自体が容易でないことも要因として考えられる。一方、

その他の対象区間における運営・維持管理状況に関して、⑤パナイ島東イロイロ～カピス

道路はほぼ平坦で維持管理作業もコルディレラ行政地域の道路に比べて容易であるためか、

特に重大な問題は見られなかった。 

各DEOには道路・橋梁の維持管理に必要なスペアパーツが保管されている。同パーツは

地元の業者に対する入札広告を通じて購入するが、種類によっては調達に時間を要する場

合もあるとのことであった27。なお、メンテナンス・マニュアルは各DEOに配備されている。

同マニュアルも参照してスタッフは維持管理業務を行っている。 

 

 

                                                                                                                                                     
を進めている。これは全国の DEO が保有する重機や車両の更新を行うものであり、同本部で一括調達し、

国内の DEO に供与するプログラムである。2014 年以降の予算額として、463 百万ペソ、15 年は 554 百万

ペソ、16 年は 664 百万ペソが計上されている。同本部によると、事後評価時までに本事業の運営・維持管

理を担う各 DEO は対象になっていないとのことであるが、今後は優先度合いも考慮されて対象となる可能

性があるとのことであった。 
27 但し、パーツ不足により維持管理が行えない等は発生していないとのことであった。 
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以上より、本事業の維持管理は体制及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。 

 

4. 結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業は、フィリピン主要幹線国道のうち路面状態が劣悪な区間において、交通量増加

への対応及び走行時間の短縮を目的に、道路・橋梁の整備・改良を行った。審査時及び事

後評価時において、本事業は幹線道路の舗装化及びネットワークの拡張・改良を目指す開

発政策との整合性が確認され、道路サービス向上を目的とした維持管理能力の強化に係る

開発ニーズとの整合性も認められることから、妥当性は高い。本事業により日平均交通量

及び走行時間の短縮については当初の目標値を概ね達成している。また、受益者調査を通

じて農業生産性の向上を下支えし、事業サイト周辺住民の生活環境の改善及び地域経済の

活性化に貢献していることが確認されたことから、有効性・インパクトは高い。一方、事

業費は計画を上回り、事業期間は計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。本事業の運

営・維持管理を担う DEO では、現場作業員数が不足気味であることに加え、必ずしも充分

と言えない維持管理予算額のため重機・車両が長年更新できていないことが要因となり、

持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

4.2 提言 

(1) 実施機関（DPWH 本部）への提言 

①セルバンテス～マンカヤン～アバタン道路の用地取得に関して、事後評価時までに補償

金が土地所有者に支払われていない。DPWH 本部及び地方事務所は、可及的速やかに補償

金に係る検証作業を完了させ、支払い手続きを鋭意進めることが望ましい。 

②本事業対象地域の各 DEO では全般的に現場作業員数（維持管理スタッフ）が不足してい

るが、DPWH 本部はスタッフの充足及び維持管理レベルのさらなる向上を図るべく、可能

な限り予算増加・執行を行うことが望ましい。 

③コルディレラ行政地域内にて整備された道路は山岳道が多いが、雨期になると道路側面

（崖）の土壌が脆くなり、時折道路上に土砂等が落ちることがある。DPWH には予算・人

員充当への対応に限度があるものの、維持管理面の課題として除去・清掃作業に鋭意対処

することが望ましい。 
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(2) JICA への提言 

DPWH が上述の補償金支払いに関するモニタリングを行うことは前提であるが、着実な

補償金支払いを図るべく、JICA もモニタリング（例：定期的な補償金支出額の確認等）を

行い、DPWH に申し入れ等を行う必要がある。 

 

4.3  教訓 

・用地取得・補償金支払いの速やかな履行 

セルバンテス～マンカヤン～アバタン道路の用地取得に係る土地所有者への補償金に関

して、道路工事が始まる前に用地取得計画に基づいて主体性・責任を持って直ちに支払い

を履行することが望ましかったと考えられる。主に DPWH コルディレラ行政地域・地方事

務所の内部マネジメント・管理の不備が要因となり、工事が始まっても補償金が支払われ

ない状況が続いていた。先住民が元来所有する土地所有権の売買を制限する「慣習的土地

権利証明書（CADT）」が詳細設計前後に全国で進展しつつあったことを考慮すると、当時

速やかに支払いを実行する、或いは直ちに CADT への善後策を打ち出し、対処に努めるこ

とが望ましかったと考えられる。 

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 

1） 土木工事 
①アルバイ州リガオ～ピオデュラ

ン道路 
：道路（約 21.8km）、橋梁（3 箇所）

の整備 
②イロコス・ノルテ州パタパト高

架橋 
：橋脚基礎の防波工事（約 1.1km） 
③a)コルディレラ行政地域スヨ～

セルバンテス～マンカヤン～アバ

タン道路、及び③b)セルバンテス

～サバンガン道路 
：道路（計約 111.4km）、橋梁（10
箇所）の整備 
④サマール島カタルマン～カルバ

ヨグ道路 
：道路（約 68.3km）、橋梁（1 箇所）

の整備 
⑤パナイ島東イロイロ～カピス道

路 
：道路損傷部分の修復（約 39.5km） 
 
2）コンサルティング・サービス 
主な TOR は、詳細設計（または詳

細設計見直し）、入札の補助、施工

監理、用地取得・住民移転の補助、

環境適合証明に付された条件の履

行状況環境モニタリング、実施機関

及びコントラクターが実施する社

会・環境対策への提言等 
（計画 M/M 量合計：詳細設計

604M/M、施工監理 1,000M/M、そ

の他 57M/M） 

1）土木工事 
①アルバイ州リガオ～ピオデュラン

道路 
：道路（23.6km）、橋梁（3 箇所） 
 

②イロコス・ノルテ州パタパト高架橋 
：橋脚基礎の防波工事（1.1km） 
 

③a)コルディレラ行政地域スヨ～セ

ルバンテス～マンカヤン～アバタン

道路、及び③b)セルバンテス～サバン

ガン道路 
：道路（計約 108km、但し一部工事中）、

橋梁（10 箇所）の整備 
④サマール島カタルマン～カルバヨ

グ道路 
：道路 47.33km、橋梁（1 箇所）の整

備 
⑤パナイ島東イロイロ～カピス道路 
：道路損傷部分の修復（39.0km） 
 
 
2）コンサルティング・サービス 
左記は予定どおり実施された 
（実績 M/M 量合計：詳細設計

947.17M/M、施工監理 2,126.41M/M、

その他 185.2M/M） 

②期間 2001 年 5 月～2007 年 1 月 
（69 ヶ月） 

2001 年 5 月～2014 年 3 月 
（155 ヶ月） 

③事業費 

  外貨 

  内貨 

  合計 

うち円借款分 

  換算レート 

 

 

 
6,792百万円  
4,267百万円  

11,059百万円  
8,294百万円  

   1PHP=2.8円  
    （2001年5月）  

 

 
3,707百万円  
7,243百万円  

          10,950百万円  
           7,773百万円  

      1PHP=2.17円  
    （事業実施中平均）  

 

 

 


	本事業の総事業費は、当初計画では総事業費11,059百万円（うち円借款対象は8,294百万円）であったのに対し、実績額では10,950百万円（うち円借款対象は7,773百万円）となり、計画比で99%となった。但し、予算不足により舗装工事が見送られた③b)セルバンテス～サバンガン道路における一部区間の完成までの工事費合計約1億900万ペソ≒約250百万円）、詳細設計時に路面状況から舗装工事が見送られた一部区間（④カタルマン～カルバヨグ道路における完成までの工事費合計約1億4,600万ペソ≒約336百...

