
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：フィリピン共和国 

案件名：マニラ首都圏主要橋梁耐震補強事業 

L/A 調印日：2015 年 8 月 25 日 

承諾金額：9,783 百万円 

借入人：フィリピン共和国政府（The Government of the Republic of the Philippines） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国のマニラ首都圏における運輸交通セクターの開発実績（現状）と課題 

フィリピンは東南アジアにおいて も自然災害の多い国の一つであり、なかでも環

太平洋火山帯に位置するという地理的特性により、大規模地震の被害が多く、当国政

府は、フィリピン開発計画（2011 年-2016 年）において、包摂的成長を阻害する要因

の一つに不十分な投資によるインフラ不足を挙げている。 

係る状況下、JICA が実施した開発計画調査型技術協力「大規模地震被害緩和のため

の橋梁改善調査プロジェクト」（以下、「先行調査」という）によれば、主要都市圏の

幹線道路上の複数の大規模橋梁が、当国の地形・地質の特徴を踏まえた耐震要求性能

を充足しておらず、大規模地震時の損壊可能性が高いことが明らかとなっている。中

でも、当国の GDP の約 4割が集中するマニラ首都圏の基幹交通網であり、当国の旅客

輸送の約 9割及び貨物輸送の約 5割を担い、 大の輸送手段でもある幹線道路上に位

置する橋梁は、大半が建設から 40 年以上が経過しており、耐震機能強化を含む減災

対策は喫緊の課題である。 

本事業は、先行調査において、マニラ首都圏における幹線道路上の主要な橋梁のう

ち、交通量の多い重要路線に位置している他、マニラ首都圏を分断するパッシグ川を

渡河する要路にあり、マニラ首都圏における経済活動や周辺住民の生活上重要である

こと、液状化する可能性の高い軟弱地盤上にあること、災害が発生した場合の避難経

路・緊急物資運搬経路確保、及び、被災後の早期復旧において重要性が高いと考えら

れる 2橋梁（ガダルペ橋、ランビンガン橋）を優先として選定した。本事業は、上記

2 橋梁について、先行調査を通じて提案された改訂橋梁耐震設計基準（案）に基づき

架替及び補強を実施することにより、マニラ首都圏内の交通・運輸ネットワークの強

靭性を高め、マニラ首都圏の持続可能な経済活動に資することを目指すものである。 

(2) マニラ首都圏における運輸交通セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

フィリピン中期開発計画（2011-2016 年）では、投資を呼び込み、経済成長を加速

させる運輸交通インフラの整備を重点課題に掲げており、中でも自然災害に強いイン

フラの整備は投資環境整備の観点から優先取組課題とされている。また、事業の計

画・設計段階から災害リスク低減策を織り込むことで、より強靭なインフラを整備す

ることを目標とし、特に道路・橋梁において、既存道路・橋梁の改善・修復を具体的

な戦略として掲げている。 

(3) マニラ首都圏における運輸交通セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と

円借款用 



実績 

「対フィリピン共和国 JICA 国別分析ペーパー」（2012 年 3 月）において、大首都圏

を中心としたインフラ整備は、投資促進を通じた持続的経済成長に向けた重要課題の

一つと分析されており、また、投資促進を通じた持続的経済成長は、「対フィリピン

共和国国別援助方針」（2012 年 4 月）における重点分野に定められており、本事業は、

これら分析・方針に合致する。さらに、フィリピンにおける政治、経済、文化の中核

であるマニラ首都圏中心部の震災被害の軽減を図ることは、上記援助方針にも触れら

れている、特に貧困層への影響が大きい自然災害等のリスクに対する脆弱性の克服及

び生活・生産基盤の安定・強化につながり、もってフィリピンの持続的な経済発展に

寄与するものと位置づけられる。 

当国への橋梁の建設等への支援実績としては、円借款「幹線道路橋梁改善事業」（フ

ェーズ I～IV）（1990 年～1999 年 L/A 調印）、無償資金協力「地方道路橋梁建設計画」

（フェーズ I～IV）（1988 年～1993 年 E/N 署名）をはじめとして、地方の橋梁建設を

中心に 20 件程度実施している。また、技術協力「道路・橋梁の建設・維持に係る品

質管理向上プロジェクト」（フェーズ I・II）（2007 年 2 月～3年間／2011 年 10 月～3

年間）において、DPWH の能力向上も支援してきた。 

(4) 他の援助機関の対応 

2012 年から現在までの間、世界銀行がフィリピンにおける橋梁設計基準の改善を支

援しており、主に技術設計プロセスの改善、及び公共事業道路省（Department of 

Public Works and Highways）（以下、「DPWH」という）の「道路・橋・洪水対策施設

等の技術設計基準」（DGCS）の改訂を行っている。DPWH は、世界銀行作成の基準が完

成次第（2015 年に予定）、先行調査により作成済みの耐震設計基準と合わせて橋梁設

計基準とする予定。 

(5) 事業の必要性 

上記のとおり、本事業はフィリピンの開発課題、フィリピン政府の開発政策、及び、

我が国並びに JICA の援助方針と合致するものであり、本事業の実施を JICA が支援す

ることの必要性・妥当性は高い。 

３．事業概要 

(1) 事業の目的 

本事業は、マニラ首都圏内における幹線道路上の 2橋梁（ガダルペ橋、ランビンガ

ン橋）について、耐震性向上のための架替及び補強を実施することにより、マニラ首

都圏の交通・運輸ネットワークの強靭性、及び大都市での災害発生時における都市機

能維持能力の強化を図り、もってマニラ首都圏における安定的かつ持続的な経済活動

の活性化に寄与するもの。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

マニラ首都圏（対象橋梁：ガダルペ橋およびランビンガン橋） 

(3) 事業概要 

1) 土木工事（橋梁架替・補強） 

2) コンサルティング・サービス（詳細設計、入札補助、施工監理、安全対策支援、

技術移転、環境社会配慮等） 



(4) 総事業費 

11,116 百万円（うち、円借款対象額：9,783 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2015 年 8 月～2022 年 1 月を予定（計 78 ヶ月）。2021 年 1 月施設供用開始時をもっ

て事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

1) 借入人：フィリピン共和国政府（The Government of the Republic of the 

Philippines） 

2) 保証人：なし 

3) 事業実施機関：公共事業道路省（Department of Public Works and Highways：

DPWH） 

4) 操業・運営／維持・管理体制：事業完成後の橋梁の維持管理は、DPWH の地方事

務所の一つである首都圏地域事務所が担当する。同事務所は既往の円借款事業にお

ける維持管理経験と実績を有している上、技術協力「道路・橋梁の建設・維持に係

る品質管理向上プロジェクト（フェーズ II）」（2011 年 10 月～2014 年 9 月）にお

いて、橋梁維持管理サイクルの改善のためのマニュアル作成やワークショップ実施

等を支援済み。 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・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：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4 月公布）（以下「JICA ガイドライン」）に掲げる道路、鉄道、橋梁

セクターのうち大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大で

ないと判断され、かつ、JICA ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性

及び影響を受けやすい地域に該当しないため。 

③ 環境許認可：本事業に係る初期環境影響評価（IEE）チェックリストは 2015

年 9 月に環境天然資源省（DENR）により承認見込み。 

④ 汚染対策：工事中の河川水汚濁を防止するため、工事排水の河川への流れ込み

を封じるパネルを構築する。大気汚染対策としては、重機の排気口における汚

濁防止マフラーの設置、排気汚染対策型重機の利用等の対策を取る予定。また、

騒音・振動対策としては、既存構造物の取り壊しの際に騒音抑制型機械を利用

し、杭設置に当たっては、圧入工法や場所打ち RC 杭基礎工法を用いる等の対

策をとる予定。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周

辺に該当せず、生態系への重大な影響は 小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：本事業実施に当たり、約 268m2の用地取得、21 世帯（85 名）の非

自発的住民移転が発生し、JICA ガイドライン、フィリピン国内法及び住民移

転計画に沿って手続きが進められる。移転に関する住民協議では、移転先に関

する質問が出され、関係自治体から移転地の詳細な説明が行われた。被影響住

民から事業実施に係る特段の反対意見は出ていない。 



⑦ その他・モニタリング：実施機関（DPWH）が工事中の大気質、水質、騒音・振

動についてモニタリングを行う。用地取得・住民移転の実施状況及び生計回復

状況については、地方自治体等がモニタリングを実施する。 

2) 貧困削減促進：特になし 

3) 社会開発促進エイズ等感染症対策：工事期間中に、地元住民以外の作業員の外

部からの流入（出稼ぎ）が想定されるため、プロジェクトサイトにおいて感染

症（HIV/AIDS 等を含む）が発生する可能性がある。対策として、入札書類にエ

イズ条項を含めるものとし、工事請負契約者が工事労働者に対しエイズ感染症

対策を実施する。 

(8) 他ドナー等との連携 

2012 年から現在までの間、世界銀行がフィリピンにおける橋梁設計基準の改善を支

援している。主に技術設計プロセスの改善、及び DPWH の「道路・橋・洪水対策施設

等の技術設計基準」（DGCS）の改訂を行っている。DPWH は、世界銀行作成の基準が完

成次第（2015 年に完成予定）、先行調査により作成済みの耐震設計基準と合わせて橋

梁設計基準とする予定。本事業では、先行調査により作成済みの耐震設計基準の制度

化に向けたキャパシティ・ディベロップメント（途上国の課題対処能力の向上）を実

施するため、上記 DGCS 改訂の進捗状況をフォローする。 

(9) その他特記事項 

1) 本邦技術の活用：事業対象の 2 橋梁（ガダルペ橋、ランビンガン橋）はマニラ

首都圏の主要幹線道路上に位置しており、本体工事に伴う既存道路の交通制限を

小化することが必要であるため、近接施工、急速施工等の日本の技術が活用される

可能性がある。これを踏まえ、施工監理コンサルタントにより、DPWH の技術者を

対象に上記技術の導入に係る研修を実施し、同技術の活用促進を図る予定。また、

同 2橋梁の耐震補強において、落橋防止システム、基礎の耐震補強等、日本の橋梁

建設工事の経験を活かすモデル事業とすることが可能と考えられる。 

2) 他の JICA 事業との連携：円借款附帯プロジェクトにより、先行調査において提

案された改訂橋梁耐震設計基準（案）の制度化の後、円滑な運用のための能力強化

支援を実施する方針。 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1)アウトカム（運用・効果指標）： 

指標名 
基準値 

（2015 年実績値） 

目標値（2023 年） 

【事業完成 2年後】 

各橋梁の耐震設計基準 なし（注） 1000 年確率 

（注 1）1960～70 年代の古いインフラで、先行調査および本事業の協力準備調査を通じて調査し

た結果、関連情報がないことを確認済。 

（注 2）なお、事後評価時は、各橋梁の利用状況を確認するため、年平均日交通量（台／日）も

活用すること。2015 年実績値は、ガダルペ橋で 220,466 台／日、ランビンガン橋で 30,255 台／

日（「フィリピン国マニラ首都圏主要橋梁耐震補強事業準備調査報告書」（2015 年 2 月））。 

 



 

 (2) 定性的効果 

・マニラ首都圏における橋梁（ガダルペ橋およびランビンガン橋）が位置する交通

網での災害に対する強靭性の強化。 

・大都市での災害発生時における都市機能維持能力の強化、経済活動の活性化。 

 

(3) 内部収益率 

以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 23.7％となる。なお、

本事業は既存の橋梁を架替または補強する事業であり、フリーアクセス道路で料金を

徴収しないことから財務的内部収益率（FIRR）は算出しない。 

【EIRR】 

費用：プロジェクト費用（工事費および維持管理費） 

便益：橋が通行不能となった場合と比較した車両運転経費、車両通行時間費用の削減

および地震発生時の復旧経費削減 

プロジェクト・ライフ：50 年 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

特になし。 

 

6. 過去の類似案件の教訓と本事業への適用 

(1) 類似案件からの教訓 

フィリピン「幹線道路橋梁改修事業（I）」（1990 年 2 月 L/A 調印）の事後評価に

おいては、台風や洪水等の自然災害により建設中の橋梁への補修の必要性が生じたこ

と等を背景に工事完了が計画から大幅に遅延したことから、雨季・乾期を考慮し自然

災害による事業実施への影響を 低限に抑制する観点から施工時期の妥当性を判断

すべきとの提言がなされている。 

また、運輸交通セクターの他案件においては、渋滞緩和等のため急速施工等を提案

し本邦技術活用条件（STEP）での実施とした案件があるが、施工段階において品質管

理（強度不足）の問題が生じている経緯があり、品質管理を徹底すべきとの教訓が得

られている。 

(2) 本事業への教訓の活用 

上記を踏まえ、本事業においては、雨季・乾季を考慮した施工行程の計画を行うと

共に、施工段階における品質管理については、ア）入札段階における、共同企業体（JV）

も含む体制・企業のトラックレコードの確認徹底、イ）施工監理段階におけるコント

ラクター及びコンサルタントからの JICA への報告ならびに問題発生時の早期相談・

対応体制を確保する。 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 各橋梁の耐震設計基準 

2) 経済的内部収益率（EIRR） 



(2) 今後の評価のタイミング 

事業完成 2年後 

以 上  


