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中間レビュー評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：道路維持管理能力強化プロジェクト 

分野：経済基盤 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：経済基盤開発部 運輸交通・情報

通信グループ 運輸交通・情報通信第二課 
協力金額（評価時点）：約 7 億 5,000 万円 

協力期間 （R/D 署名年月日） 
2011 年 7 月 21 日 

先方関係機関：公共事業・運輸省（MPWT）、公

共事業・運輸研究所（PTI）、道路局、ビエンチ

ャン県・サバナケット県公共事業・運輸局

（DPWT） 

協力期間：2011 年 9 月 22 日～

2016 年 9 月 21 日 
他の関連協力：  
・無償資金協力「国道 9 号線改修計画」（1999
～2002 年度） 
・無償資金協力「第 2 次国道 9 号線改修計画

（D/D）」（2000 年度） 
・無償資金協力「第 2 次国道 9 号線改修計画（本

体）」（2001～2003 年度） 
・無償資金協力「国道 9 号線（メコン地域東西

経済回廊）整備計画」（2011～2014 年度） 

１－１ 協力の背景と概要 

 ラオス人民民主共和国（以下「ラオス」という。）は内陸国であり、隣接国との交通網、特に

道路輸送による物流の重要性が非常に高く、道路輸送に関しては貨物輸送（80％程度）と旅客

輸送（85％程度）を担っている。   
 ラオス政府は道路交通網整備に力を注いでいて、国道の舗装などの整備を行っているが、既

に建設された道路の維持管理に課題があると認識しており、第 7 次国家社会経済開発計画

（2011～2015 年）において道路維持管理の重要性を述べている。これまで世界銀行が公共事

業・運輸省（Ministry of Public Work and Transport。以下「MPWT」という。）の関係部署に対す

る制度・体制構築に係る支援を実施してきており、2009 年に道路維持管理システム〔道路管理

システム（Road Management System。以下「RMS」という。）と県道路維持管理システム（Provincial 
Road Maintenance Management System。以下「PRoMMS」という。）〕を導入している。ラオス政

府はこのシステムの活用を進めてきたが、道路・橋梁の予算計画策定、維持管理作業などの一

連業務の効率化・改善には至っていない状況である。 
 このような状況のなか、ラオス政府は日本政府に対して道路維持管理状況の改善をめざすこ

とを目的として支援要請を提出した。この要請を受け、JICA が 2011 年 9 月に本プロジェクト

である「道路維持管理能力プロジェクト」が開始された。 
 
１－２ 協力内容 

（１）上位目標 
ラオスの道路・橋梁が適切に維持管理される。 

 
（２）プロジェクト目標 

パイロット県（ビエンチャン県・サバナケット県）の道路・橋梁が適切に維持管理され
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る。 
 

（３）アウトプット 
① 道路・橋梁の維持管理計画能力が強化される。 
② 道路・橋梁維持管理のための技術マニュアルが作成される。 
③ 道路・橋梁維持管理に関する実務能力が強化される。 

 
（４）プロジェクト対象機関 

MPWT、道路局（DOR）、公共事業・運輸研究所（Public Works and Transport Institute。以

下「PTI」という。）、ビエンチャン県・サバナケット県公共事業・運輸局（Department of Public 
Works and Transport。以下「DPWT」という。） 

 
（５）投入（終了時評価時点） 

【日本側】 
専門家派遣：13 人（12 専門分野）、長崎大学教員 1 人 
本邦研修員受入：10 人 
第三国（タイ）研修員受入：5 人 
在外事務強化費支出：2 億 3,057 万 7,707 円（2013 年 12 月時点） 

 
【ラオス側】 

カウンターパート（C/P）人員：8 人、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee。以

下「JCC」という。）とテクニカルワーキング・グループ（Technical Working Group。以

下「TWG」という。）メンバー 
土地・施設提供：専門家チーム用の執務室、プロジェクトメンバー・関係者等の執務ス

ペースと会議室など 
ローカルコスト負担：1,663 万 4,000 円1（2013 年 12 月現在）  

２．評価調査団の概要 

調査者 三宅繁輝 総括 JICA 経済基盤開発部 運輸交通・情報通信第二課長  

伊勢大樹 企画・協力 JICA 経済基盤開発部 運輸交通・情報通信第二課  
三谷絹子 評価分析 アイ・シー・ネット株式会社 シニアコンサルタント 

 

調査期間 2014 年 3 月 23 日～4 月 5 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

【プロジェクト目標の達成度】 
本プロジェクトは目標の達成に向けておおむね順調に進捗している。 
・ 指標 1：PTI と DPWT・郡公共事業・運輸局（Office of Public Works and Transport。以

下「OPWT」という。）が主な責任を担い、2012 年と 2013 年にデータ収集に関する集

中研修（ラオス全県の DPWT と一部の OPWT 職員を対象）を実施した。2012 年には、

DPWT・OPWT 職員向けの PRoMMS 研修が 2 回計画・実施された。PTI 向け研修は、

長崎大学が開発した舗装路面性状簡易評価システム（Vehicle Intelligent Monitoring 
System。以下「VIMS」という。）の紹介と試験的導入が行われている。 

                                                   
1 1 ラオスキップ＝0.01 円で計算した。 
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・ 指標 2：主に道路局と PTI が中心となって計画された活動を実施中である。世界銀行

の支援も活用して、DPWT・OPWT 収集のデータが PRoMMS により入力され、PTI に
よって分析された。RMS も PTI がある程度運用できるようになってきている。その結

果、RMS／PRoMMS の分析結果を道路局作成の維持管理計画・予算申請に反映される

ことが可能になった。一方で、道路局の組織改編に沿って、今後どのタイミングでど

の部局・部署が維持管理計画・予算申請を作成するのか不明確になってしまっている。

・ 指標 3：パイロットプロジェクトを 2 回実施済みであり、サバナケット県におけるオ

ンザジョブ・トレーニング（On-the-Job Training。以下「OJT」という。）、実際の国道

9 号線上の補修工事も計画どおり完成した。TWG レベルにおいても、ビエンチャン県

でのパイロットプロジェクト実施の必要性、予算確保の方法・可能性などに関して協

議が行われている。 
 

【上位目標の達成度】 
 中間レビュー時において、上位目標の達成度を測るためのデータや資料が整理・整備され

ていないこともあり、達成度を評価するには時期尚早であるといえる。 
 

【アウトプット 1】 
 RMS/PRoMMS の操作可能な技術者が育成されてきている。 

 
【アウトプット 2】 

・ 三つの技術マニュアルのラオス語版の第 1 版が作成された（以下の表を参照） 
マニュアル名 ラオス語版 適用 配布 
道路維持管理 第 1 版は完成 サバナケット県で試験適用済み 2014 年 6 月までに

DOR と DPWT へ各

マニュアル 50 部を

配布予定 

橋梁維持管理 第 1 版は完成 サバナケット県で試験適用済み 
法面維持管理 第 1 版は完成 ビエンチャン県で開催の「防災マニ

ュアルの使い方」研修で使用済み 
・ 国道 9 号線上の補修状況は、1 年次に 61 カ所、2 年次に 67 カ所の道路補修工事が完了

した。 
 

【アウトプット 3】 
・ DOR、PTI、DPWT の職員 150 人以上に対して、道路維持管理、橋梁維持管理、法面

維持管理、性能規定型契約に関する研修を実施した。中間レビュー時における研修参

加者の能力強化度合いはおおむね順調である〔一方で、プロジェクト・デザイン・マ

トリックス（Project Design Matrix。以下「PDM」という。）（バージョン 1.0）の指標

に基づいた評価をプロジェクトでは実施していないことが判明した。そのため、PDM
上の指標の変更が求められる〕。 

・ 行政側に独自の維持管理ユニットを設置することを計画していた。しかしながら、道

路局の組織改編に伴う道路維持管理業務の責任が、県から国へ移管されたことが確認

された。そのため、早期にプロジェクトで計画された維持管理計画・実施体制、直営

方式での維持管理の実施体制の組織・運営に関する見直し作業が必要である。 
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３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 
ラオス政府が発表した第 7 次国家社会経済開発 5 カ年計画（2011～2015 年）においては、

四つの目標を掲げている。そのなかで「安定的な経済成長の確保」と「文化・社会の発展、

天然資源の保全、環境保全を伴う持続的な経済成長の確保」は、本プロジェクトの目標と

整合性があると判断できる。 
日本の「対ラオス人民民主共和国国別援助方針（2012 年 4 月）」で示す重要課題のなか

の中目標として、「経済・社会インフラ整備」が重点分野の一つとして位置づけられ、持続

可能な経済成長の実現に向けた ASEAN 連結性強化に直接寄与する道路・橋梁整備を含む

インフラ整備をめざしている。よって、本プロジェクトは日本の対ラオス支援方針と合致

している。JICA の経験としては、ラオスとその周辺国においても道路セクターへの支援を

行ってきた。これらの経験から得た教訓は、本プロジェクトに大変有益で役立つものであ

る。そのため、本プロジェクトに対する優位性があると判断できる。 
 

（２）有効性：やや高い 
プロジェクト目標達成度については、計画された活動がおおむね予定どおりに実施され、

期待されるアウトプットの発現を見込める可能性が高めの傾向にあると判断できる。よっ

て、プロジェクト目標の達成に向けて、プロジェクトはおおむね順調に進捗しており、達

成の見込みは高いといえる。 
アプトプット 3 に関連して自立発展的で持続性のある道路維持管理ユニットの設置につ

いては、道路局の組織改編に沿って見直しが必要であることを特に指摘する。 
 

（３）効率性：やや高い 
投入については、おおむね適切な量・タイミングであるが、ラオス側の予算申請・承認

に関しては改善の余地がある。予算申請後の手続きは道路局でコントロールできないため、

プロジェクト側からどのような対策や啓発行動ができるかは不明である。 
組織改編に沿って、JCC メンバーの見直しの必要性があることが確認された。 
本プロジェクトでは、世界銀行を含む他ドナー機関との連携を促進・図っている。 

 
（４）インパクト 

今次調査団は、プロジェクトによって発現された正のインパクトを確認することができ

た。この傾向を考慮するとともに、以下の状況からプロジェクト終了後には更なる正のイ

ンパクトの発現が期待される。 
本プロジェクトを通じて上位目標の達成と波及効果の発現に寄与している根拠となる正

のインパクトが確認された。道路局、DPWT、公共事業・運輸訓練センター（Public Works 
and Transport Training Center。以下「PTTC」という。）、PTI はそれぞれ本プロジェクトを通

じて、主に上記機関・部局の所属職員と一部地元民間建設業者職員のアスファルトコンク

リート（AC）舗装道路の改修などを含む維持管理技術能力の開発・強化を図っている。座

学レベルであれば、全県の DPWT が本プロジェクトの直接的な恩恵を受けている。今後、

JICA 支援のプロジェクトのみならず、他ドナー機関である世界銀行、アジア開発銀行

（Asian Development Bank。以下「ADB」という。）、復興金融公庫（Kreditanstalt für 
Wiederaufbau。以下「KfW」という。）などが支援するプロジェクトの実施においても、プ

ロジェクト終了時までに向上されることが見込まれる技術能力を惜しみなく発揮すること
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ができた場合、上位目標が達成される可能性があるといえる。 
 

（５）持続性：中程度 
・ 政策面：日本とラオス双方の開発方針や開発計画などに合致している。ターゲットグ

ループの選定も妥当であることが再確認された。 
・ 組織面：MPWT は組織改編（大臣交代を含む）を実施中である。これに伴い、道路局

内でも組織改編が行われている。この改編に基づき、プロジェクトで計画しているパ

イロット県レベルでの維持管理ユニットの組織化の妥当性を早期に検証することが期

待される。よって、中間レビュー時においては、持続性を確保できる維持管理体制は

まだ未整備であると評価せざるを得ない。 
・ 技術面：技術面での持続性はやや高くなる可能性があるといえる。中間レビュー調査

時の聞き取り調査の結果、道路局、DPWT、PTTC、PTI から選抜されたプロジェクト

メンバーに対し、その技術能力開発・強化に向けた活動が順調に進捗していることが

確認できた。 
・ 財務面：財政面の持続性はやや低くなることが見込まれる。例えば、ラオス側の主要

プロジェクトメンバーによると、大半の本プロジェクトの実施機関・部局（道路局、

DPWT、PTTC、PTI）は、それぞれに課せられた責任業務を遂行するための十分な予

算を確保することが困難であると述べている。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

【計画内容に関すること】 
 上記 4 つの機関・部局から選定されたカウンターパート人員を通じて関係機関・部局間の

コミュニケーションが円滑・強化されてきたこと。 
 

【実施プロセスに関すること】 
・ アスファルトコンクリート舗装された国道 9 号線の補修工事を実質担う民間コントラ

クター側の一部職員が、本プロジェクトで実施した研修に参加したことである程度の

知識・ノウハウを習得できたこと。 
・ 日本とラオス双方のプロジェクトメンバー、その他関係者のラオスにおける道路維持

管理の能力強化と実施に対するコミットメントが依然高いこと。 
・ 世界銀行の財政支援を受け、本プロジェクトで必要とするデータ収集が実施できたこ

と。 
 
３－４ 問題点と問題を惹起した要因 

【計画内容に関すること】 
 該当なし。 

 
【実施プロセスに関すること】 

・ パイロットプロジェクトをサバナケット県とビエンチャン県で実施するための予算を

ラオス側が確保するための難易度が高いこと。 
・ タイムリーさが求められる意思決定を行うための JCCが必要なときに必ずしも実施さ

れなったこと。 
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３－５ 結 論 

 投入、活動ともにほぼ計画どおりに実施されており、アウトプット 1、2、3 ともに一定の進

捗、達成度合いが確認されている。 
 しかし、アウトプット 3 にあるとおり、MPWT の道路メンテナンス組織の改編がなされたた

め、プロジェクト成果が新組織に引き継がれるかどうかが不明である。また、「３－３ アウト

プットの達成状況」及び「４－２ 有効性」に記載されているとおり、ビエンチャン県での試

験工事の予算のめどが立っておらず、試験工事にて習得した技術が同県で生かされていない。

さらに道路維持管理基金（Road Maintenance Fund。以下「RMF」という。）による道路維持管理

予算が今後プロジェクトにネガティブなインパクトを与え、自立発展性を阻害するおそれもあ

る。 
 これら諸問題については、世界銀行等の他ドナーも Strategic Planning & Management Consulting 
Service（SPM）を策定する等の支援を展開していることから、これら動向を見極め、必要に応

じ PDM の改定を行う必要がある。 
 
３－６ 提 言 

 道路維持管理予算の確保 
現在 RMF の予算が全国の道路維持管理に必要な予算の 30％程度にとどまっており、今後

継続的に道路を維持管理していくうえで解決すべき、最も重要な課題の一つとなっている。

現在、世界銀行が行う SPM のなかで、道路維持管理のための中長期計画（5 カ年計画及び 20
カ年計画）及び予算確保について 2014 年 6 月の予定で何らかの提案がなされる予定のため、

今後も世界銀行等他ドナーと継続的に情報交換を行い、RMF 予算の適正化について引き続き

検討する必要がある。また、世界銀行が調査を行っているビエンチャン近郊の官民パートナ

ーシップ（Public-Private Partnerships。以下「PPP」という。）による道路維持管理の可能性に

ついても引き続き情報収集を行い、ラオス国内における PPP による道路維持管理の可能性を

探る必要がある。本プロジェクトでも国道 9 号線において、料金徴収による道路維持管理予

算の確保を行うモデルをパイロット的に試行するなど、独立採算による予算確保モデルを検

討する余地はあるため、JCC で更に議論を深めていただきたい。 
 

 組織改編への対応 
今般調査により、各県レベルで実施されていた道路維持管理が、全国を 4 つに分割した地

域事務所（Regional Office）の体制で実施されることが判明した。現在、県単位を想定したプ

ロジェクトの実施体制が変わる可能性もあり、早急に新組織体制及び業務所掌を確認し、必

要に応じ、PDM 等の見直しを行っていただきたい。 
 

 過積載車両への対応 
現在、ラオス国内では過積載車の横行による道路損傷の進行が指摘されている。本プロジ

ェクトは道路維持管理能力の向上を目的としていたため、現行の TOR の範囲内で抜本的な対

策は難しいと考えられるが、過積載車対策を担当する DOT から JCC への参加を求めるなど

し、道路維持管理と密接にかかわる過積載車への対応について、問題意識の共有を関連省庁

に対して行うことが過積載車対応の第一歩として重要であると考えられる。また、過積載車

から徴収する罰金は RMF の収入の一部となるため、RMF のメンバーからも JCC への参加を

求め、過積載車対応と予算確保の拡大について同時に議論を進めることも有益である。 
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 パイロットプロジェクトの実施方針 
これまでサバナケット県で 2 回のパイロットプロジェクトが実施された。1 回目は日本人

専門家による設計、JICA ラオス事務所の発注で改修工事を行い、2 回目は RMF からの拠出

によりサバナケット県 DPWT が発注を行い、日本人専門家が設計支援を行っている。3 回目

は日本人専門家の支援によるコンセプト設計に基づき、道路局が実施する補修工事の施工管

理を日本人専門家が支援する予定である。これまで段階的にパイロットプロジェクトに必要

な予算と責任を日本側負担からラオス側負担に移行してきたとおり、今後もプロジェクト終

了後の持続性を考慮し、ラオス側の予算で行う工事に対し、日本人専門家が技術的側面支援

を行うという体制を引き続き取るべきである。また、これまでに行った機材供与やマニュア

ル整備の効果を最大限発揮し技術・地検の定着を図るため、ビエンチャン県でのパイロット

プロジェクト予算が確保された場合、3 回目の方式を用いて実施することを JCC 内で検討願

いたい。 
 

 
  


