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（現地調査 2006 年 4-5 月） 
円借款事業事後モニタリング報告書 

 
評価者：加藤正勝（アイ・シー・ネット株式会社） 
 
案件名：バングラデシュ「ジャムナ多目的橋建設事業」（L/A No. BD-P36） 
 
[借款概要] 
承諾額／実行額 ：21,562 百万円／21,290 百万円 
借款契約調印  ：1994 年 6 月締結 
貸付完了    ：2000 年 8 月 
事後評価   ：2001 年 3 月 
実施機関   ：バングラデシュ国ジャムナ多目的橋建設公団（JMBA） 
 
[事業目的] 
バングラデシュのほぼ中央を南北に流れるジャムナ川に、多目的橋を建設することにより、交通需要への対応及び東西の地域格差の是正を図り、
もって同国の経済発展に寄与する。 

コンサルタント：Ben C. Gerwick Inc.（アメリカ）他   コントラクター：現地企業他 
[結果概要] 
項目 事後評価時  事後モニタリング時 

[有効性・インパ
クト] 
有効性 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
１．交通量 
ジャムナ橋渡河交通量 
全体交通量は計画値を 29.7%上回っている（99 年）。 
 
 
 
 
 
 

 

事後評価時以降、交通量は計画値をはるかに上回って増加し続け
ており、有効性は高い。西岸地域の農業生産性向上にも貢献して
いると考えられる。 

 
 
 
 
１．交通量 
ジャムナ橋渡河交通量（下表）1 
全体交通量は計画値を 80%以上上回っている (2005 年実績は 84%増、
2006 年予測は 88%増)。  

 
 

                                                  
1 出所は質問票の回答（ＪＭＢＡの回答）及び今次現地調査時に得られたデータを元に作成 
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２．渡河時間 
フェリー（片道） 約 2 時間半 
フェリー乗船待ち時間 8 時間～48 時間 
ジャムナ橋（片道） 12 分～18 分 
 
 
３．通行料金 
ジャムナ橋通行料金とフェリー料金との比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
２．渡河時間 
・フェリー（片道）（数 10 キロ下流のアリチャ－ナガルバリ(ア-ナ)
間） 
約 55-80 分（待ち時間 10-20 分、渡河時間 45-60 分） 

・ジャムナ橋（片道）平均 7 分（待ち時間 0.5 分、渡河時間 6.5 分） 
 
３．ジャムナ橋通行料金とフェリー料金の比較 
ジャムナ橋通行料は事後評価時から変更なし。 
フェリー料金（アリチャ－ナガルバリ間）： 
トラック 1090 タカ 
バス 1155 タカ＋各旅客 14 タカ 
乗用車・バイク 115 タカ +各旅客 14 タカ 
ジープ・ピックアップ 305 タカ+各旅客 15 タカ 
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４．河川制御（護岸工事）が適切に保たれているか確認。
 
 
 
 
５．その他 
鉄道、送電線、ガスパイプライン、電話ケーブルを併設予
定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６. IRR 算出 
経済的内部収益率（EIRR）は事後評価時に 14.7%でアプレ
イザル時の 14.9%と同等。 

４．河川制御（護岸工事）の維持管理作業・保安作業は、実施機関よ
り委託を受けた運営・管理会社が行っている。河川パトロール、水路
測量調査、技術調査、保安管理等が実施されており、護岸工事は異常
なく適切に保たれている。 
 
５．その他 
本橋梁は多目的橋であるため、道路に加えて、以下設備が併設され、
事後評価後に運用が開始している。（但し、鉄道、送電線、ガスパイ
プライン及び電話ケーブルは円借款の融資対象外である） 
(1) 鉄道 – 1999 年に試験的に開通し、2002 年より本格的に運行開
始。 
(2)送電線‐送電力 230kＶの設備は完成しているが、実際の送電はま
だ開始されてない。 
(3)ガスパイプライン‐設備の完了は 1999 年、天燃ガス運輸は 2002
年に開始。 
(4) 電話ケーブル－2006 年に敷設予定。 
 
６． EIRR 
17.2% 

インパクト １．橋梁関連 
(1)東西両岸それぞれの GRDP：不明 
(2)西側地域における既存産業（農業、ジュート、絹産業）
の生産高の年次比較：不明 
(3)併設された送電線の設備稼働率：今後稼動予定。 
(4)併設されたガスパイプラインの設備稼働率：今後稼動
予定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．橋梁関連。 
(1) 西岸（ﾗｰｼﾞｼｬﾋ地方）の GDP 成長率（1998-2001 年）：5.5% 

東岸：不明   
   なお、同国のコンサルタント社が2002年に行った*調査によると、

「ジャムナ橋開通後1998-2001年間のラージシャヒ地方のGDPの
成長率は 5.5%で全国平均より 0.5%高い。特に農業生産高は著し
く増加し、2001-02 年間には年率 17.6%で全国平均の 9.5%の 2 倍
近い水準であった。ジャムナ橋を通じて東側から西側へ農業生産
投入材が輸送され西側から東側へ農産物の運送が活発になった。
農業を中心に地域経済が活性化され、地域の平均賃金はジャムナ
橋開通後 5 年間で 45％向上したとみられる。」とあり、本事業は
農業生産高の増加を下支えしているといえる。 
（*2002 年にバングラデシュ・コンサルタント社（BCL）が行った
「ジャムナ橋のラージシャヒ地方（Rajshahi Division）への経済
的インパクト」の研究結果、及び上記の同時期に作成された Louis 
Berger 社のジャムナ橋のインパクト調査） 
 

(2) 西岸(ﾗｰｼﾞｼｬﾋ地方)の農業生産は、ジャムナ橋開通後(2001-02 年)
には開通前(1997-98 年)より高い水準で増加し、特にポテトは
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２．住民移転関連 
・住民移転計画の達成度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

65%、小麦 42%、米 38%、果物 32%、野菜 30%と急増した。それと
同時に生産者価格は全般的に上昇し、特に果物・野菜で 66%、魚・
牛乳・鶏卵が 40%と値上がりした(1998 年と 2002 年の比較)。な
お、生産者価格は、東岸での道路整備の改善、西岸地方の農作物
の主要市場であるダッカやチッタゴンなどへのアクセスが改善
し、経済活動が活発化したため、上昇したと推察される。 

(3) 送電線‐設備は完成しているが、実際の送電はまだ開始されてな
い。（なお、近々関連機関が改修業務に取り組む模様である。補
足までに、橋近辺の移住民への受益者インタビューでは、「電力
が以前より停電が少なくなったので喜ばしいとのこと」だった
が、実施機関関係者によれば、その近辺への電力供給はジャムナ
橋の送電線とは無関係とのこと） 

(4) ガスパイプライン‐供給量は 425mmscfd（設備運輸能力（稼働率）
は 85％）。 

 
２．住民移転関連 
住民移転計画（RRAP、EFAP）における補償金の支払いなどは 1999/2000
年までにほぼ終了し、それ以降は移転先のインフラ整備や移転住民へ
の研修が実施され、2003 年末に計画全体が終了した。住民は移転先の
インフラ改善に満足しているものの、一部には失業・生活水準の悪化
などが起きている。 
※以下は移転住民の現状を把握するために東西岸の移転地に住む 302
世帯を対象にしたインタビューの集計値である（実際の改善・悪化に
ついてのデータなし）。 
 
i) 移転先住居の状態は、「移転前より改善された」が 52%、「劣悪化し
た」が 17%。 
ii)  社会的インフラ・公共施設では、水道、衛生施設、電力アクセ
ス、道路、学校、モスク施設等の改善が大多数の移転住民に歓迎され
ている。 
iii) 農地へのアクセスでは、90%の世帯が農地の所有・アクセス面で
悪化したとし、農業生産者は移転前の 60%から 24%へ減少している（日
雇い農民は 7%から 11%に増加）。なお、JMBA によると、「農地の所有・
アクセス面の悪化はあったが、一方で農業生産者は他の収入源などを
確保している模様である。」と回答があった。 
iv) 就職・収入源（ライブリフッド）の問題では、最も深刻な問題
として農業に代わる就職先・収入源の不足が広く挙げられている。こ
れら諸問題はバングラデシュ農村地区では一般的問題ではあるが、移
転により農地を失い職業・収入源がなくなったことが重要な要因と考
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３．環境関連 
事業実施前に実施した生物、魚類、昆虫、動物の実態調査
を事業実施後に再調査した結果、既存の動植物への重大な
影響は認められていない。 

えられる。(*なお JMBA によれば、「雇用機会の不足はバングラデシュ
では共通の現象であり、また農地を失った農民は東岸に多く、他の雇
用形態の機会、例えば観光産業の発展が失職した人々に雇用機会の拡
大に寄与している。一方で、東岸に比べると西岸の人々の雇用機会の
不足はより憂慮すべきである。政府によって雇用機会の確保に係るさ
らなる改善措置が施されるべきであり、実際に失職した人々に対しア
クションも取られ始めている。」と回答があった。)  
v) 食糧安全保障・現金収入確保では、43%の世帯が移転前より悪化し
たという（28%は改善されつつある）。 
 
３．環境関連 
各種対応プログラムの効果もあり、環境への深刻な影響は起きていな
い。 
 

[持続性] 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1)技術 
ジ ャ ム ナ 橋 東 岸 の JOMAC （ Jamuna Operations and 
Maintenance Contract）事務所に、３人の JMBA（Jamuna 
Multipurpose Bridge Authority）の技術者が常駐してい
る。 
 
(2)体制 
JMBA の職員数は約 100 人。職員の多くは運輸省関係機関
から技術者・経験者を中心に出向・雇用されている。橋梁
の完成から 5 年間の運営・管理は、JMBA から JOMAC（南ア、
イギリス、バングラデシュの三業者により結成された多国
籍企業。総雇用者数 352 人）に委託されている。JOMAC と
の契約期間は 2002 年に終了する予定。 
 
 
(3)財務 
JOMAC への運営管理委託費は年間約 2400 万ドル。99 年の
料金収入は 5 億 9700 万 Tk。本橋梁の運営管理予算は政府

 

実施機関の規模は事後評価時からほぼ変わらず、運営管理の民

間委託後も特に問題はない。財務状況も黒字が続いている。た

だし、運輸省内での組織再編の影響を受け、意思決定機能が低

下している。 

 

(1)技術  

JMBA の全技術者数は 22 人。1998-2003 年の間に８人が技術者研修を

受けた。2004 年以降は、5 年間で合計 15 人に対する研修を実施予定

である。尚、ジャムナ橋東岸に３人の JMBA 技術者が常駐している。 

 

(2)体制 

JMBA の職員数は 157 人。職員の多くは運輸省関係機関から技術者・管

理職経験者を中心に出向・雇用されている。JMBA の組織的地位は事業

実施中は省レベルの独立した組織（トップは次官）であったが、事業

実施後は運輸省内の局レベルに格下げされたため、JMBA の意思決定・

運営・管理能力が低下している。運営・管理は 2003 年より MargaNetOne

社（総雇用者数 300 人）に委託されている。 

 

(3)財務 

JMBA は、過去５年間（ 2000/01－2005/06 年度）黒字経営が続いてお

り、キャッシュフローは良好。また 2004/05 年度以来、JMBA は政府に
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が優先的に支出決定をすることが決まっており、予算措置
上の特段の問題はない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・維持管理状況（アウトプットの現状とその維持管理状況）
JOMAC は、料金徴収、交通監理、周辺警備、橋梁･アプロ
ーチ道路および護岸の日常的な維持管理を担当している。
施設に重大な問題が生じた場合は、JMBA が直接メンテナ

対して上納金(subsidies paid on behalf of Government)を支払って

いる（2005/06 年度 440 万 Tk）。 

 

【表】JMBA 収入と支出  

     （千ﾀｶ） 

年度 収入 支出 維持管理費
（％）*

借款支払
（％）**

残高 

2000/2001 1,080,757 571,574 44 41 509,189 

2001/2002 1,072,909 599,481 47 39 473,428 

2002/2003 1,365,334 670,099 36 35 695,235 

2003/2004 1,580,718 870,324 25 49 710,394 

2004/2005 1,834,365 1,426,444 8.5 72 407,921 

2005/2006*

** 
1,903,794 1,519,087 － － 384,707 

*維持管理費の支出の割合 

**借款返済支払いの支出の割合 

***予測 
 
【表】JMBA 通行料収入と維持管理費 

  （百万タカ）

年度 通行料収入 維持管理費 

2000/2001 811.49 253.8

2001/2002 919.99 280.9

2002/2003 1,070.23 240.6

2003/2004 1,293.00 221.1

2004/2005 1,504.34 120.7

2005/2006 1,560.79 121.0

 
・維持管理状況 
維持管理体制は基本的に事後評価時と同様だが、アプローチ道路の維
持業務を 2004 年から JMBA が直接担当している。2006 年初頭に橋梁の
舗装表面にひびが見つかり、現在調査中。また、貨物車両重量計（ト
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ンスを行う。また、常駐している JMBA のエンジニアが橋
梁のメンテナンス状況などを検査する体制となっている。
 

ラック用）の再稼動、鉄道車両重量計の設置・運用等が必要。 

[教訓、提言及び
資料情報とモニ
タリング方法] 
 
 
 
(1)事後評価報告
書及び事後評
価後に実施し
た評価等の教
訓及び提言を
フォローアッ
プ 

 
(2)事後モニタリ
ング時の教訓
及び持続性確
保の為の提言 

 
 
 
 
 
 
 
(1)(2)教訓、提言の記載なし。 
 
 

 

大規模なインフラ事業では、住民移転問題をはじめ、計画段階か
ら社会・環境面への正負のインパクトを考慮することが重要であ
る。また、それを実施・維持管理するため、実施機関の技術力・
組織的機能を十分に確保することも必要ある。 

 
(1)事後モニタリング時の教訓 
ジャムナ橋のような大規模な道路・橋梁等のインフラ事業（特に広大
な土地の利用転換を伴う場合）では、社会・自然環境へのインパクト
を重要課題として、本事業のように体系的に事業計画中に調査、対応
策を立案し、十分な処置を施す必要がある。住民移転が発生する場合
は、それらの対応策に、住民の将来の生計手段の確保も入れる必要が
ある。また、着実な実行のためには、住民参加型開発に基づいた行政
的・組織的枠組みを明確化しておくことも重要である。 
 
(2)持続性確保の為の提言 
①JMBA の十分な維持管理能力を確保するためには、運輸省内で JMBA
の行政的地位・意思決定権限を向上させ、より長期的観点から業務の
計画・運営ができる専門職員を養成することが必要である（出向型雇
用は最小限にする）。 
②JMBA の財務的持続性のため、今後とも十分な収入を確保することが
肝要であり、中長期的角度から通行料の設定を含む財務計画能力を強
化する必要がある。 
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