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１．海外道路調査団について

　公益財団法人高速道路調査会が講習等事業として主
催する海外道路調査団は，海外の高速道路に関する最
新または日本とは異なる取組みを調査・情報収集する
機会を広く提供することを目的に，一般公募により調
査団を結成し派遣している。
　2000 年以降に派遣した同調査団は，本調査団を含
め計 33 回，延べ 649 名に上る。

２．調査団概要

　本調査団は，東南アジアにおける高速道路の官民連
携事業，アセットマネジメントシステム，交通情報提
供および日本企業の国際協力業務に関する最近の取組
みを調査するため，今回はフィリピン共和国に着目
し，同国の政府機関および同国で活躍中の本邦企業を
訪問した。具体的には，公共事業道路省（Department of 
Public Works and Highways：DPWH）の PPP（Public-
Private Partnership）Service と Planning Service の
２部署を訪問し，前者においては，官民連携事業の最
近の取組みに関するヒアリングを行うと共に，同事業
で建設中のニノイ・アキノ国際空港高速道路（Ninoy 
Aquino International Airport Expressway：NAIAX）

および供用中であるモンテンルパ・カビテ高速道路
（Muntinlupa-Cavite Expressway：MCX）の現地視察
および現地事務所を訪問した。後者においては，DPWH
におけるアセットマネジメントシステムに関して，舗
装マネジメントシステム（Pavement Management 
System：PMS）をはじめ，橋梁マネジメントシステ
ム（Bridge Management System：BMS）や地理情
報システム（Geographic Information System：GIS）
等の各種システムの最近の開発・運用状況を調査し
た。また，マニラ首都圏開発庁（Metropolitan Manila 
Development Authority ：MMDA）では，道路交通
情報提供等の取組みを調査すると共に，交通管制セン
ターを視察した。さらに，㈱片平エンジニアリング・
インターナショナル（KATAHIRA & ENGINEERS 
INTERNATIONAL：KEI）のマニラ支店を訪問し，
最近の国際協力業務に関して調査すると共に，同社が
設計したスービック・クラーク・ターラック高速道路
（Subic-Clark-Tarlac Expressway：SCTEX）等の現
地視察を行った。
　現在，フィリピンでは，官民連携事業により，高速
道路の新設や延伸，既存路線の拡幅など，急ピッチで
高速道路の整備が進められている。一方，道路の管理
面では，スマートフォンアプリ開発企業とのパート
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ナーシップによる道路交通情報提供の実施や道路管理
者権限による違法車両の取締り等，日本とは異なるさ
まざまな取組みが行われている。
　本調査団は 12 名により編成され，11 月８日㈫から
12 日㈯までの４泊５日の行程で，同国における課題
やわが国との相違点等について，現地職員へのヒアリ
ングと共に意見交換を行ったものである。以下に本調
査団における調査概要を報告する。

３．調査結果概要

　⑴公共事業道路省（DPWH） PPP Service 
　DPWHはフィリピン共和国のインフラプロジェク
トを推進する政府機関であり，高速道路，国道，橋
梁，洪水管理，水資源等のインフラに係る計画，設
計，建設，維持管理を所掌している。
　PPPプロジェクトはDPWHの組織部署PPP Service
が担当しており，国家開発目標に沿った PPPプロジェ
クトを促進することを目的として，副大臣と共に
PPP プランを統括するセクションを筆頭に，PPP プ
ロジェクトの監督官庁の下，開発担当，実施監督担
当，運営維持管理担当の３つのセクションが組織され
ている。
　フィリピンでは，1993 年に BOT（Build-Operate　
-Transfer）法が発令され，1999 年の法改正によりBOT
法に PPP 調達が追加整備された。PPP では，民間セ
クターが PPP 調達で満たすべきガイドラインに基づ
き，マーケティング，交通管理，経営，設計，建設，
運営管理等に至るまでのリスクを含めてプランニング
を行い，その後，入札が行われ，運用時の料金設定が
現実的で，政府の行う資金調達ができるだけ少ない企
業と政府はパートナーシップを組むことになる。PPP
プロジェクトのコンセッション契約期間は，基本的に
30 年を上限（法律上は最大 50 年）と設定しており，
契約期間満了後は政府に返還されることが有料道路コ
ンセッション合意書（Toll Concession Agreement：
TCA）で定められている。また，PPP プロジェクト
は，以下の 12 ステージを段階的に進む流れとなり，
Stage１：プロジェクトの明確化，Stage２：実現可

能性の調査，Stage３：プロジェクトの承認（許可），
Stage４：資金調達／準備，Stage５：用地取得／移転，
Stage６：入札，Stage７：契約締結，Stage８：通行
料金設定，Stage９：詳細設計，Stage10：建設，
Stage11：運営／維持管理，Stage12：契約終了／施設
譲渡となっている。現時点でDPWHが PPPプロジェ
クトとして取り上げている路線は，①既供用路線（２
路線），②現在建設中路線（３路線），③優先度が高く
これから取り掛かる路線（５路線），④提案を受けて
いる路線（３路線），⑤実現可能性を調査している路
線（６路線）となっている。
　今回，われわれ調査団は既供用路線の１つであるモ
ンテンルパ・カビテ高速道路（MCX）の現場事務所
を訪問した。MCXは，2015 年６月に供用され，延長
４㎞，４車線と延長は短いものの，フィリピンで初め
ての高速道路 PPP プロジェクトであり，成功事例と
言われている。この道路の事業主体の民間セクターは
地元企業のアヤラ・コーポレーションであるが，運
営・メンテナンスはスペインの提携会社が自国での経
験を生かして行っている。交通量は開通当初 15,000
台／日を割っていたが，１年５カ月後の現在は 25,000
台／日程度（最大 31,706 台／日）であり順調に推移し
ている。基本の料金は全長を走行して 17 ペソ（約 40
円）に設定されており，２年ごとの見直しが認められ
ている。また，収入に関しては，通行料金以外に広告
掲示や土地のレンタル等からも得ており，運営は順調
とのことであった。実際，現地の料金所上屋には，ス
ポンサーである車会社のロゴマークの入った広告が掲
載されていた。今後は，交通量が増えて良い反面，メ
ンテナンスとの闘いになって行くことを認識してお
り，30 年の契約期間終了後，国に良いコンディショ
ンで移管するため，収支に見合うオペレーションの実
施が課題となっているとのことである。

　⑵公共事業道路省（DPWH） Planning Service
　フィリピンにおけるアセットマネジメントシステム
は，データの電子化を進めるべく世界銀行からの資金
調達によって 2004 年ごろから始まっている。システム
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はRBIA（Road and Bridge Information Application）
というデータベースを中心に構成されており，舗装マ
ネジメントシステム（PMS）ではより多くの道路を整
備するということを目標に定め，RBIA に集められた
データを活用して HDM- ４（Highway Development 
Management ４）と名付けられたシステムにて路面
の損傷状態，交通量等を指標のうえ，舗装種別ごとに
サービスレベルを勘案し，修繕サイクルおよび予算計
画の策定を行っている。橋梁マネジメントシステム
（BMS）でも同様に国内の橋梁の状態の管理・監視
を行い，業務計画，作業工程を計画している。また，
それらを地理情報システム（GIS）を使って各種指標
を設定し，モニタリングや地図上への可視化を実施す
ることによって，DPWHによるインフラストラクチャ
の整備推進を果たしている。さらには洪水・災害対応
のためにプロジェクトの明確化，設計・建築・管理・
運用時の安全度の監視・監査・メンテナンスという全
てのプロセスに関して有効にデータを活用している。

　⑶マニラ首都圏開発庁（MMDA）
　MMDAは，大統領直属の機関として 1995 年に設
立され，マニラ首都圏における中長期開発計画の策
定，輸送・交通管理，固形廃棄物処理，洪水管理およ
び都市排水管理，再開発，用途規制および住宅サービ
ス，保健衛生，市街地の保全と公害抑制，公共の安全
確保（防災など）を管轄している機関である。
　マニラ首都圏では人口の増加・経済成長によるミド
ル層の増加に伴い車両所有率も増加し，道路に対する
車両の占める割合が高くなったため交通渋滞が日常的

に発生している。同機関では渋滞緩和・解消に向けさ
まざまな取組みを行っている。
　渋滞緩和・解消の取組みとしては，交通渋滞が著し
い９つのエリアを対象としてトラフィックナビゲー
ターというグラフィック監視システムを採用してお
り，CCTVカメラの監視映像を基に交通状況をスマー
トフォン等に配信している。情報をより的確かつ最新
のものにするため，カメラ映像だけに頼らず路上に配
置されたスタッフからの情報も随時取り入れ，情報提
供を行っている。また，フェイスブックやツイッター
などのソーシャルネットワークを使用しさまざまな情
報を配信しているが，ユーザー側からも情報を得て事
故や災害時の情報拡散等に活用している。さらに同機
関の情報のみだけではなく，Waze（ウェイズ）とい
う IT 企業と連携し，同社のスマートフォンアプリ
ケーションからの情報も併せて相対的な情報操作や拡
散が出来るようにしている。このほか，ロードアクシ
デントアラートと呼ばれるアプリケーションも有り，
ユーザーが事故による渋滞を回避するため，移動した
い方向に関する情報，交通情報，地図上での動き，そ
の他の情報を随時配信している。また，道路上に設置
された LED式の情報板に上記と同様な情報を配信し
ているサービスがある。これは民間企業と協力して成
り立っている。
　交通管制センターでは，設置されているCCTVカメ
ラ 250 台について，その監視映像は単に交通状況把握
や情報配信に留まらず，交通違反等の摘発にも用いら
れている。MMDAでは，公共バス等による駐停車禁
止区域における乗降者のための一時停車やスピード違
反，信号無視などの交通違反の取締権限を持ってお
り，CCTVカメラの監視映像から交通違反等を抽出し，
実際に路上に配置されたスタッフが交通違反等を摘発
している。フィリピンでは交通違反取締り業務の多く
は警察官以外の事業者に委託されており，取締権限を
有している公的組織が複数存在するとのことである。

　⑷㈱片平エンジニアリング・インターナショナル
　東南アジアを中心に世界各国で土木建設コンサルタ

写真―１　DPWH会議室
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ント業務を展開している㈱片平エンジニアリング・イ
ンターナショナル（KEI）を訪問し，フィリピン共和
国における高速道路事業の現状と国際協力業務の役割
について意見交換を行った。
　KEIは昭和 62年に設立され，フィリピンマニラを支
店としてインドネシア，ベトナムを中心に計６つの営
業所で構成され，道路・橋梁部門を中心にプロジェクト
の調査，計画設計，施工管理業務を行っている。KEI で
は主にコンセッションネアとなる民間セクターの計画・
設計業務を受注して事業に参画しており，これはEPC
コントラクト（Engineering Procurement Construction）
と言われている。この場合，民間セクターは，建設会
社であるコントラクター（以下，「施工者」）を特命，
あるいは入札・決定の後，KEI で行った設計成果の
全てをその施工者に売却するため，設計・施工の全て
のリスクは施工者が受け持つ形で建設は実施される。
　フィリピンの高速道路は，1970 年代のマルコス政
権時代にマニラ北部と南部の一部の高速道路が建設さ
れたが，1999 年の PPP 法制定により民間セクターに
おける道路建設が可能となったことで，現在では，強
いて分ければ，マニラ首都圏の北側は上下水道，不動
産，インフラなどの事業を行っている投資会社「メト
ロパシフィック」，南側はフィリピンのナンバーワン
食品会社であり，現在，大手複合企業に成長した「サ
ンミゲール」などが民間セクターとなって建設事業が
推進されている。PPP 方式で建設された最初の高速
道路は，先にも紹介したが，2015 年６月に開通した
MCXが成功例とされており，近年は新規事業よりも
既存高速道路の延伸事業という形の事業認可が多く
なっている。
　一般的に，PPP 方式による道路事業は政府提案プ
ロジェクトの公募・入札により行われるが，政府のプ
ライオリティリストに含まれていないプロジェクトに
ついては，民間提案プロジェクト（BOP）の受け付
けも可能となっている。ただし，この場合は民間セク
ターの自由度がある一方で，計画段階から建設，管
理，運営の全てのリスクを受け持つことになり，政府
の審査・承認に長時間を要する。

　また，ミーティング時には，同社が現在手掛けてい
る大規模プロジェクトであるマニラ都心の高架区間
「メトロマニラ スカイウェイ ステージ３」に加え，
フィリピン以外の国の事例として，ケニア首都下の原
野区間「モンバサ～ナイロビ」の設計プレゼンテー
ションを映像で紹介して頂いた。KEI マニラ支店は，
同社における国際協力業務の海外本部として，最近で
は東南アジアのみならず，アフリカや中南米の国まで
業務範囲を拡げている。発展途上国における業務の品
質管理面で苦慮されている点では，施工会社の職員や
作業員の施工計画や施工方法による知識・理解不足を
補うため，分かりやすい情報の提供や教育，小まめな
指示，実施の確認を心掛けているとのことである。ま
た，日本の建設コンサルタントとの違いは，より多く
の場面でエンジニアリング・ジャッジメントを求めら
れ，その権限と責任の範囲は国内業務に比して格段に
大きいとのことであった。

　⑸高速道路調査
　今回現地調査を実施した高速道路は，３ルート（合
計約 160 ㎞）である（図―１）。
　１つ目のルートは，1977 年供用した北部ルソン高
速道路（North Luzon Expressway：NLEX）の約 80
㎞ である。マニラから北西に約 90 ㎞ の街，Angeles 
City（アンヘレス）へ通じる片側２車線（両側４車
線）の高速道路である。現在は，片側３車線（両側６
車線）にする拡幅工事（中央分離帯部を改良）が進め
られている。調査時においても，行く先々で中分規制
がはられ，拡幅工事の状況が確認できた。移動の途中

図―１　高速道路調査ルート
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で立ち寄った休憩施設では，テナントも多く充実して
おり，利益を追求している姿勢が感じられた。ここで
は動物園も併設され，日本では見られない商業施設で
あった（写真―２）。
　２つ目のルートは，2008 年に供用したスービック・
クラーク・ターラック高速道路（SCTEX）の約 70 ㎞
（全長 93.8 ㎞）である。Angeles City（アンヘレス）から
南下し，Hermosa（ヘルモサ）を経由し，Subic（スー
ビック）へ通じる片側２車線（両側４車線）の高速道
路である。当該高速道路は，われわれが訪問した
KEI を含む３社の日本のコンサルタントが設計して
おり，日本の設計思想が繁栄された高速道路であると
感じた（写真―３）。
　３つ目のルートは，1996 年供用したスービック・
ティポ高速道路（Subic-Tipo Expressway）の約９㎞で
ある。海沿いの街 Subic（スービック）へ通じる片側１
車線（両側２車線）の有料道路である。フィリピンで
最初に高速道路の収受業務を行った有料道路である。

おわりに

　今回のフィリピンにおける高速道路の建設・管理，交
通情報提供等の調査を通して，同国の経済成長の様子
を肌で感じることが出来た。同国では国の成長・発展
に伴い，マニラ首都圏では慢性的に渋滞が発生してお
り，年々，酷くなってきているとのことだった。これは
交通量の増加に加え，トライシクル（三輪バイク）や
ジープニーなどの乗合バス・タクシー等が無秩序に停
車していること，また，クラクションを鳴らしながら
の車線割り込みなどが日常的に行われていること，さ
らに鉄道が発達していないこと等も交通渋滞の原因に
なっているようである。今回，われわれはPPP制度を活
用した高速道路の新規建設や既存路線の延伸・拡幅事
業等の調査を行ったが，われわれが数キロ先の訪問先
へ移動するだけでも，市内の通過時間は優に２～３時
間はかかる交通状況であったため，同国におけるその
制度の必要性を十分に実感することが出来たとも思う。
　道路交通情報に関して言えば，道路標識は基本的に
シンプルな案内標識が設置されているだけで，注意喚
起標識がほとんど見られなかった一方で，本文でも述
べた通り，道路監視カメラや交通監視員，ソーシャル
メディアを通じて，広く情報を収集し提供を行ってお
り，ここでもインフラ整備の不足分を補うためか，民
間事業者の協力を得ながら最新の IT技術を積極的に
取り入れる姿勢を窺い知ることができ，これらの IT
技術や民間事業者の活用という点では，日本の事業者
よりも進んでいる面もあるのではないかという感さえ
覚えた。
　また，現地のミーティングでは，DPWHの担当者
から，東日本大震災における高速道路災害の早期復旧
がどのようにして実現できたのかとの質問を受け，日
本の高速道路会社の組織体制や災害協定等について回
答を行う場面もあった。
　今回の海外道路調査団は，非常に短期間であり十分
な情報交換が出来たとは言えないものの，お互いに学
ぶべき点も多く，両国における道路事業の今後の発展
に向けて有意義な調査・意見交換が出来たと考える。

写真―２　休憩施設の状況（動物園）

写真―３　KEI の設計によるSCTEX
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