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バングラデシュ        
パクシー橋建設事業（I）（II） 

評価者：株式会社グローバル・グループ２１ジャパン 
薗田 元  

現地調査：2008年3月 

１．事業の概要と円借款による協力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       事業地                パクシー橋 
 
1.1 背景： 

バングラデシュ（人口1億4100億人：2004年）は世界有数の大河川（ガンジス川／パドマ

川、ジャムナ川、メグナ川）により国土が分断されている。これら大河川を渡河するため

のフェリーが道路交通の隘路となり、国土の均衡のとれた開発を妨げてきた。1993年当時、

首都ダッカと国際港湾都市チッタゴンを結ぶ道路では日本の無償資金協力によりメグナ川

への架橋がすでに完了し、ダッカと北西部を分断するジャムナ川にはJBIC、世界銀行、ア

ジア開発銀行の協調融資により多目的橋（ジャムナ橋）の建設が計画されていたが、北西

部と南西部を分断するガンジス川および東部と南西部を分断するパドマ川（ガンジス川の

下流）への具体的な架橋計画はなく、同国第3の都市クルナと第2の国際港湾モングラ港を

擁する南西部への道路交通は非効率的なフェリーの利用を余儀なくされていた。 
本事業の対象地であるパクシーには英国植民地時代に建設された鉄道橋（ハーディンジ

鉄橋）があるが、この区間への道路橋の建設は、北西部～南西部間の道路輸送を効率化す

るだけでなく、将来パドマ川への架橋が実現するまでの間、ジャムナ橋を用いてダッカと

クルナ、モングラ港を連結する迂回路を構成すると考えられた。さらにこの道路橋を通過

する国道はアジアハイウェイの一部となり国際的に重要な幹線になると考えられていた。 
そこで、わが国は1993年にパクシーへの架橋に関する事前調査（建設省）を行い、SAPROF

により経済的妥当性の確認と基本的な技術検討を行ったうえで1995年にエンジニアリン
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グ・サービス借款（以下E/Sと標記）

を供与し、1997年より2次の円借款に

より片側2車線、全長1786mのパクシー

橋（現在の正式名称ラロン・シャー

橋：Ralon Shyah Bridge）を建設した。 
 
1.2 目的： 

バングラデシュを東西に流れるガ

ンジス川に橋梁を建設することによ

り、同国西側を縦貫する陸路を確立し

効率的かつ安全な輸送網を整備する

ことで、南西部に位置するモングラ港

を活用した西側経済の活性化および

東西地域間の経済活動を活発化させ

る。 
 
1.3 借入人／実施機関： 

バングラデシュ政府／運輸省道路

局（Road Highway Department） 
 
1.4 借款契約概要： 

円借款承諾額／実行額 第 1 期：87 億 700 万円／86 億 2000 万円 
第 2 期：92 億 900 万円／72 億 1100 万円 

交換公文締結／借款契約調印 第1期：1997年6月／1997年7月 
第 2 期：2003 年 3 月／2003 年 3 月 

借款契約条件 金利1.0％、返済30年（うち据置10年） 
一般アンタイド 

貸付完了 第 1 期： 2004 年 9 月、第 2 期： 2007 年 5 月 

本体契約(10 億円以上のみ記載） MAJOR BRIDGE ENGINEERING BUREAU（中国） 

コンサルタント契約（1 億円以

上のみ記載） 

KS CONSULTANTS LTD.（バングラデシュ）・KULJIAN 
CORP.（アメリカ）・PARSONS BRINCKERHOFF 
INTERNATIONAL, INC.（アメリカ）・SARM 
ASSOCIATES LTD.（バングラデシュ）・WORLEY 
INTERNATIONAL LTD.（ニュージーランド）の共同企

業体 

事業化調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ･ｽﾀﾃﾞ 1993年   事前調査（建設省） 
1993～94年 SAPROF 

図１ バングラデシュ幹線道路網（現状） 
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ｨ：F/S)等 1995～96年 E/S 

 

2. 評価結果（レーティング：B） 
2.1 妥当性（レーティング：a） 
2.1.1 審査時点における計画の妥当性 

バングラデシュの第5次5カ年計画（1997年～2002年）では「適切で効率的な輸送システ

ムは、経済開発を促進するための前提条件であり、当該セクターへの投資はマーケットの

国内的・国際的な統合・拡大に貢献する」とされ、運輸セクターが重要視されていた。 
第5次5カ年計画は市場統合および開発拠点アプローチ（market integration / poles of 

development approach）に基づき、運輸セクターの投資を集中させる5つの回廊を提示し、中

でも「ダッカ～チッタゴン」「ダッカ～北西部」「クルナ～北西部」の3回廊が重要である

とした。これらの回廊では地域間交通・国際交通にふさわしい道路とするために必要な橋

梁建設、フェリー改善、道路改善への投資を行うとされた。本事業は重要度が高いとされ

た「クルナ～北西部」回廊上にあり、同5カ年計画の優先事業のひとつに挙げられている。 
同5カ年計画には「クルナ～北西部」回廊が重要視された理由は明示されていないが、審

査ミッションは、この回廊を整備することにより「モングラ港を活用した西部地域の経済

開発」および「東西地域間の経済活動の活性化」がはかられるとして本事業の必要性を認

めた。すなわち、本事業は ①モングラ港で想定された開発が実現すること1、②フェリー

によるパドマ川の渡河が隘路となっている東部～南西部間の交通が、ジャムナ橋～パクシ

ー橋を経由する迂回ルートを活用するようになること、という2点を前提に必要性が確認さ

れたと言える。 
「クルナ～北西部」回廊はパクシーでRHDが運営するフェリーによりガンジス川を横断

していた。待ち時間を含めると渡河に要する時間はトラックで5時間、バスや乗用車は2時
間に達した。さらに、河川水位が変化するたびに桟橋を移動する必要があり、年間20回前

後、2日間ほどフェリー・サービスが停止されていた。このように、フェリー・サービスの

渡河時間の長さと信頼性の低さが同回廊の交通に大きな障害となっていた。したがって、

フェリーに代わる橋を建設することは同回廊の整備にとって重要であり、必要性は高かっ

たと判断される。 

                                                  
1 SAPROFはパクシー橋等の建設により、チッタゴンで輸入されて北西部に向かう貨物の一部がモングラ港に移

る可能性があると考え、モングラ港の貨物取扱量の増加を予想した。審査当時の貨物取り扱い量は約 270 万ト

ン（1996 年）であったが、ADB資金で実施された調査では港湾の改善とルプシャ橋建設が行われた場合 2010
年までに貨物取り扱い量が 600 万トンまで増加すると予測されること、輸出入をチッタゴン港に過度に依存す

ることにリスクがあること、モングラ港はインド東部、ネパール、ブータンなどを視野に入れたサブ・リージ

ョナルな経済圏構想で重要な位置にあることなどを理由に、審査時には「モングラ港を活用した西部地域の経

済開発」の必要性が認識された。なお、1999 年にJICAが実施したルプシャ橋のF/Sは 2015 年の取り扱い貨物量

を 581 万トンと推計している。 
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2.1.2 評価時点における計画の妥

当性 
 現在もインフラ分野において運

輸セクターはエネルギー・セクタ

ーとともに重要課題である。運輸

セクターでは道路･鉄道･内陸水運

の連携による効率化、民間参入、

利用者による費用負担などにより、

利用者のニーズにあった低コスト

の運輸サービス提供をめざすあら

たな政策が採用されつつある2。こ

れらの政策にそって、計画省は全

国を複数の運輸回廊で結び、国内

外の市場へのアクセスを改善する

ために、鉄道･内陸水運との連携を

考慮したうえで、より効率的な投

資を行う方針である。これらの回

廊は、バングラデシュ経済が首都

ダッカを中心に成長してきたこと、

ダッカ～南西部を結ぶフェリー・

サービスや道路網の整備が進んだことなどを反映し、ダッカを中心に放射状に展開するも

のと考えられる3。パクシー橋はこれらの回廊上にはない。大河川で大きく3地域（東部・

北西部・南西部）に分けられたバングラデシュのフェリーと橋梁による地域間渡河交通量

は、東部～北西部（ジャムナ橋など）が14年間で5.7倍に増加、東部～南西部（フェリー）

が4.2倍に増加したのに対し、南西部～北西部（パクシー橋）は2.8倍に増加したにとどまる

ことから、ダッカ中心の交通パターンが強まるなかで「クルナ～北西部」回廊は相対的な

重要性を低めたと考えられる（図3）。 

図２ バングラデシュの主要運輸回廊 

東部～南西部間の交通はフェリー・サービスが大幅に改善したことから、ジャムナ橋～

パクシー橋経由のルートへの迂回の原因となると考えられていた交通上の隘路は審査時に

                                                  
2 陸上運輸政策（National Land Transportation Policy: NLTP）、統合マルチ・モード運輸政策（Integrated Multi-modal 
Transport Policy: IMTP）。これらの政策では、これまでの投資が道路の新設に偏重していたとの反省に立ち、

道路の建設よりも維持管理が重視されているほか、鉄道や内陸水運にも相応の投資を行い、これらを統合した

効率的な交通網を整備することがめざされている。これに応じて世銀、ADBなどドナーも鉄道、内陸水運分野

に本格的な援助を開始しつつある。 
3 計画省へのヒアリングおよび計画省が作成した“Road Master Plan: Integrating Rail and IWT, 2007”による。 
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比べ改善した4。さらに、今後2014年にはパドマ橋が建設される予定であることから、この

隘路は大幅に改善される可能性がある。他方、モングラ港では審査時に想定された投資は

実現せず、取り扱い貨物量が激減し、チッタゴン港に比べシェアが大きく失われた5。した

がって、審査時に本事業の必要性を確認した際の2点の前提条件は、当時に比べ大幅に弱め

られたと考えられる。 
 

図３ ガンジス川、パドマ川、ジャムナ川の渡河交通量の推移（台／日） 
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                            （出典：RHD、ジャムナ橋公社、内陸水運庁） 

主要幹線道路上に遅かれ早かれ架橋が必要であったことに疑いの余地はないが、

SAPROFに始まる一連の経済的妥当性の分析は代替案の検討が不十分で、交通量予測は不

完全な前提に基づいており、精度が低い6。これまでに実現した交通量からは、予測交通量

                                                  
4 パドマ川を渡河するアリチャ～ダウラディア間のフェリー・サービスは、ジャムナ橋建設により交通量の減

ったアリチャ～ナガルバリ間のフェリーの転用とあらたなフェリー4台の調達により総フェリー数が増えたこ

と、アリチャの約5km下流のパトリアにあらたな埠頭を建設して渡河時間を100分から30分に短縮しフェリー1
台1日あたりの渡河回数を増やしたことなどにより著しく改善された。現在、待ち時間を含めた平均渡河時間は

トラックが55分、バス・乗用車が35分である。下流のマワにおけるフェリー・サービスも、稼働フェリー数が

増加したこと、埠頭からクルナに至る道路がADBの援助により改善されたことなどにより利用が増加し、クル

ナ～ダッカのおもなルートとして使われるようになった。このため、ジャムナ橋～パクシー橋を経由する迂回

ルートを使う交通量は審査時予想の3分の１程度にとどまっている（有効性の項で詳述）。 
5 モングラ港の取り扱い貨物量は 1998 年度（320 万トン）から 2006 年には 98 万トンまで低下し、取り扱い能

力 650 万トンの 15％しか利用されていない。他方、チッタゴン港は過去 10 年間に取り扱い貨物量を 3 倍近く

の 2707 万トン(2006 年)まで増加させ、現在はモングラ港の 27 倍の貨物を取り扱っている。1996 年には 20％だ

ったモングラ港のシェアは 2006 年には 3％に低下した。モングラ港は河川港であり定期的なしゅんせつが必要

であるが、費用がかかるためしゅんせつを十分行えず水深がしだいに減少し、大型船舶が利用できるチッタゴ

ン港に対して競争力を完全に失った。後背地のクルナ地域の経済停滞も影響していると見られる。政府はチッ

タゴン港の近くであらたな深水港の建設に向け調査を開始する一方、モングラ港にまとまった投資が行われる

予定はなく、今後モングラ港が取扱貨物量を回復できる見通しはないと考えられる。 
6 SAPROFではパクシーにおけるフェリー改善案の検討は定性的なものにとどまるほか、迂回の対象となった東

部～南西部交通のフェリー･サービス改善の代替案が十分検討されていない。アリチャでは埠頭の位置を下流に

移動させることにより渡河時間を短縮し、フェリーを効率的に運用することで大幅なサービス改善を実現した

が、SAPROFでは埠頭を動かさずにフェリー台数を増加するとの代替案のみが検討の対象とされた。交通量予
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および経済性（EIRR）は結果的に過大評価であったが、投資を正当化できる経済性は確保

できる見通しである7。 
なお、「クルナ～北西部」回廊は国際幹線道路としての役割が想定されていたが、その

実現は、インドとの国際関係が改善されることが前提であり、現時点では不確かである8。 
 
以上を総合すると、本事業は基本的な必要性は高いものの審査時の交通需要と経済性の

予測は過大であった。評価時においては、パドマ川横断フェリーの整備とモングラ港の地

位低下を背景に、広域幹線としての重要性は審査時の想定に比べ低下したと見られる。し

かし投資を正当化できるだけの交通需要が見込まれることから、本事業の必要性は失われ

ていないと判断される。 
 
2.2 効率性（レーティング：b） 
2.2.1 アウトプット 
 本事業ではほぼ審査時の計画どおり、片側2車線、全長1786mの橋梁が建設された。施設

の現状およびRHDの意見をふまえると、施工品質は十分高いと見られる。コンサルティン

グ・サービスによる施工管理の質が高く、施工品質の確保に貢献したと考えられる。

SAPROFおよび審査時からのおもな計画・設計変更は次のとおりである。 

・ SAPROFは〔片側1車線＋低速度車両車線〕（総

幅員14.5m）を提案したが、E/Sによる予測交通量

の上方修正を根拠に片側2車線（総幅員18.3m）に

拡大された。 

・ 水理モデルと現地調査で詳細に検討した結果、西

側護岸は下流に位置する灌漑施設との間をつな

ぐため359m追加して809mに、東側護岸は470mに

伸延した。さらに、鉄道橋の上流部にある護岸

（ハーディンジ鉄道橋建設時に建設）1321mの

ハーディンジ鉄橋とパクシー橋 

                                                                                                                                                        
測の前提については脚注 17 を参照。 
7 2.3.3.経済分析の項を参照。 
8 審査時には、パクシー橋を経由する南北方向の回廊は内陸国であるネパールやブータンがモングラ港を使っ

た輸出入のためのトランジット貨物の輸送に利用される可能性が指摘されていた。実際、1997 年にネパールか

らモングラ港への貨物がインド国内を通過できる国際的な合意が行われ、同回廊を使ったトランジット貨物の

輸送が開始されたが、その後インドが貨物の通過を拒否し、6 万トンが輸送されただけで 1998 年を 後にスト

ップしている。また、この回廊の一部は国際港湾の間を結ぶ幹線としてアジアハイウェイの支線候補になって

いるが、アジアハイウェイのルート選定をめぐってバングラデシュとインドは利害が一致せず、現在認定され

ているルートはおもにインドを利すると考えられることから、バングラデシュはアジアハイウェイ整備に関す

る国際協定への署名を留保している。 
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修復が行われた9。 

・ 橋脚下部のパイルはE/Sで予備設計が行われたが、実施段階で見直して深さが90mに増

加した。 

・ 料金所および管理棟はE/Sで１カ所が計画されていたが、実施段階で反対側にもう1カ所

追加された。 
 

  
    北側料金所からパクシー橋を望む          片側２車線の橋梁部分 
 

車線数および幅員については、実績交通量および今後予測される交通量から判断すると、

SAPROFで提案されたものを拡大する必要がなかったばかりか、片側1車線でもよかった可

能性がある。また、交通量や橋梁運営管理の効率を考えると、料金所・管理棟は１カ所で

十分であった。 
また、設計上の弱点として、橋脚に航行灯がないため夜間、船舶の衝突・転覆事故が起

きていることが指摘される。なお、橋梁の勾配が大きいため重い貨物を積んだ軽車両が自

力でのぼれない状況が見られ、積載量の制限等の対策が必要と考えられる。 
 

2.2.2 期間 
本事業は1997年4月～2001年10月の55カ月間で完成する計画であったが、実際には1997

年7月～2004年2月の79カ月間（計画比144％）を要した。開通は予定から31カ月間遅れた2004
年5月であった。完成が遅れたおもな原因は、橋梁本体工事の調達が、入札不調により2年
近く遅れたことである10。橋梁本体の工期に遅れはなかったが、護岸工事は計画より12カ月

                                                  
9 ハーディンジ鉄橋の上流にはガンジス川が大きく屈曲する地点があり、下流の河道を安定させるために鉄道

橋事業の一環として護岸が建設されていたが、損傷が激しかったため、本事業により修復が行われた。 
10 初の入札で第 1 位になった企業が辞退したため、第 2 位、第 3 位の企業と契約交渉を試みるが、いずれも

契約交渉決裂。交渉順位第 1 位と第 2 位の 2 社に限定した再入札を行ったが、2 社中 1 社のみ応札で不成立。3
回目の入札で調達先が決まった。 
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伸延した。その理由は、省庁間の調整に時間を要したため西側護岸工事に必要な作業用地

の確保が大幅に遅れたこと、雨季の増水などによる工事中断･補修作業などである。 
 
2.2.3 事業費 
 総事業費は195億円で、計画の93％に収まった。護岸とパイルの伸延、料金所・管理棟追

加などの計画変更により工事量は増大したが、競争入札による価格圧縮と為替レート変動

による差益がこれを補った。 
 

表１ 事業費の計画・実績比較（百万円） 

  計画   実績  
 内貨 外貨 合計 内貨 外貨 合計 
コンサルタント 448 478 926 199 473 672 
橋梁・護岸 5,564 7,358 12,922 4,290 9,332 13,321 
取付道路 568 1,041 1,609 1,649 0 1,649 
土地 377 0 377 294 0 294 
税金 3,649 0 3,649 3,518 0 3,518 
一般管理費 17 0 17 13 0 13 
予備費 586 819 1,405 0 0 0 
合計 11,111 9,797 20,908 9,662 9,805 19,467 

（注）計画時の為替レート：1 タカ＝2.9 円（97 年 2 月） 
事後評価時の為替レート：1 タカ＝2.27 円（実施期間中の実効レート） 
橋梁・護岸、取付道路は物価上昇分を含む。 

 
以上から、橋梁本体工事の調達が大幅に遅れ開通が2年半遅れたものの（計画比144％）、

河川制御施設などのスコープ増加にもかかわらず予算内（計画比93％）で質の良い橋梁が

できたことから、事業実施の効率性は中程度と判断される。 
 

  
北側の料金所および管理棟（南側にも同じものがある） 
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2.3有効性（レーティング：b） 
2.3.1 効率的で安全な渡河の実現 
 パクシー橋の建設により渡河時間は4～5分程度に短縮された。低水位時のフェリー埠頭

移動による長時間の待ち時間もなくなり、渡河交通の効率性、定時性は計画どおり大幅に

向上した11。 
事業前はフェリーで事故が起きることがあったが、橋梁部分でこれまでに人身事故は起

きておらず、本事業は渡河交通の安全性の向上に貢献したと考えられる12。 
 
2.3.2 交通量 

2005年以来の実績交通量は2000～2500台／日で、審査時計画の約3分の2である。交通量

の3分の１はおもに近距離移動に使われる軽車両（2、3輪車および2輪車に荷台等を加えて

人貨用に改造したもの）が占めており、4輪車以上の交通量の実績は審査時計画の半分弱と

なる13。2007年は全交通量の43％が軽車両、13％が乗用車・バン・ピックアップトラック等、

54％がトラックとバス（トラック41％、バス13％）であった14。 
 

表２ パクシーにおける年間平均渡河交通量（台/日） 

 審査時計画15 実績（計画比） 
 4 輪車以上 合計 4 輪車以上 合計 
2005 2,869 3,105 1,280 (45％) 1,945 (63％) 
2006 3,084 3,338 1,481 (48％) 2,292 (69％) 
2007 3,316 3,589 1,599 (48％) 2,445 (68％) 

 （出典）計画値は審査時資料をもとに算出。実績値はRHDによる料金所データ。 
 
 
 
 

                                                  
11 事業前の渡河時間については 2.1.1 を参照。 
12 開通後 18 カ月間に延長 16kmの取り付け道路で 46 件、死者 10 名の交通事故が発生したが、道路線形や道路

付帯施設に安全上の問題は見られず、本事業が事故を増加させたとは言えない。 
13 本事業はバングラデシュの広域輸送網の改善を目的に実施されたことを考慮し、有効性・インパクトはおも

に 4 輪車以上の交通量に着目して分析した。 
14 パクシー橋の交通量は料金所で記録されているが、車両の大きさに基づく料金区分はバスとトラックを区別

していないため、そのデータからはバスとトラックの内訳は得られなかった。ここでは別に実施した交通調査

のデータに基づきトラックとバスの内訳を推計している。 
15 審査時計画は第 1 期審査時の計画値。第 2 期審査時の計画値は、交通量予測手法にSAPROF、E/S、第 1 期

審査時の予測手法との連続性がない上、初期交通量の実績データを取り違えて過大な予測を行ったと考えられ

るため、実績との比較対象としては不適である。 
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図４ パクシー橋交通量の車種構成（2007年） 
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橋を通行する各種車両：バス（左上）、トラック（右上）、 

輪タクシー（左下）、バイクを改造した軽車両（右下） 
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今回実施した交通調査、運送業者・運転手へのヒアリングなどを総合すると、交通量が

計画を下回った理由には以下が考えられる。（図５を参照） 

① 事業前の渡河交通量（通常交通）の3割(1993年に1日約200台)がクルナ・モングラ港を

起終点とする交通であり、これが年率8％で増加すると予想されていたが、実際は年

率3％しか増加しなかった。クルナなど南西部の産業停滞16、モングラ港の停滞が原因

と考えられる。 

② クルナ・モングラ港～東部間の内陸水運から道路への転換交通量（2007年予想：375
台／日）、ベナポール（インドとの国境貿易地点）と東部間（おもにダッカ周辺）の

交通（2007年予想：207台／日）は時間のかかるパドマ川のフェリーを使わずパクシ

ー橋、ジャムナ橋を経由する迂回ルートを使うと予測されていたが、実際にはほぼす

べてフェリーを使った。 

③ 東部～南西部間でパドマ川のフェリーを利用していた交通のジャムナ橋、パクシー橋

を使うルートへの迂回が予想を下回った（2007年予想416台／日に対し、実績340台／

日）。 

④ パクシー橋・ジャムナ橋経由の迂回路を使う交通量（上記b＋c）は予想の3分の1にと

どまった（2007年予想998台／日に対し、実績340台／日）。そのおもな理由は、時間

短縮のみを迂回の根拠とした過大予測、燃料費の高騰とフェリー・サービスの改善に

よる迂回メリットの減少であると考えられる17。 

                                                  
16 クルナはバングラデシュ第 3 の都市であり、クルナとその北方の都市ジェソールを結ぶベルト地帯はジュー

ト産業をはじめとした産業と商業の集積地であった。しかし、国有企業であった世界 大のジュート工場The 
Adamjee Jute Millsが 2002 年に閉鎖されたのをはじめ、クルナおよびジェソールにある８つの国有ジュート工場

のうち 7 つがこれまでに閉鎖されたほか、同じく国有企業である印刷工場、織物工場、ハードボード工場など

が相次いで閉鎖されるなど、2000 年代に入ってからは産業が停滞している。多くの国有企業が閉鎖される背景

には、経営上の課題、国際競争の激化とともに同地域における深刻な電力不足が挙げられる。バングラデシュ

商工会議所連盟によると、南西部は電力不足とともに天然ガスの供給がないことが産業振興における 大の課

題である。 
17 SAPROFでは、東部～南西部で想定される交通量の起点・終点ごとに、パクシーおよびアリチャにおける1993
年当時のフェリー渡河時間、ジャムナ橋およびパクシー橋ができた場合の渡河時間を考慮して、橋がある場合

とない場合の所要時間を算出し、すべての交通量は所要時間の短いルートを選択すると仮定して交通量を予測

した。その結果、2007年には迂回路を使う交通量が約1330台／日に達すると予測された。 
しかし、所要時間が短くなっても走行距離が長くなるに従い燃料費などの車両走行費用が増大するため、経

路によっては必ずしもそのような迂回は起こらない。交通量予測において所要時間だけを比較してルートを決

めるのでなく、トラック、バスなど車種別に総費用（車両走行費用＋時間費用）を比較してルート決めるよう

にすれば、所要時間の短縮をより重視するバスなどで橋梁ルートへの転換が起こりやすいといった特性をより

適切に予測できたと思われる。また、トラック運転手へのヒアリングによると、彼らはたとえフェリーで2、3
日待たなければならない場合でもフェリー・ターミナルを休憩所として利用し、習慣的に同じフェリー・ルー

トを使う傾向があると見られるが、このようなルート選好特性に注意が払われなかった。 
E/Sによるレビューでもこの点は見過ごされたが、第1期審査時にRHDが行ったあらたなレビューはこの問題

点を認識し転換交通量の下方修正を行った。RHDのレビューにおける仮定は「SAPROFの方法で転換すると想
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図５ パクシー橋を利用する2007年交通量についての 

審査時（1993年）予測（上）と評価時（2007年）実績（下） 
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フェリーの交通量は

約 800 台から増加し

ないと仮定 

フェリーを使わず迂回すると

予測された交通量（998 台/日） 

ベナポールとの交

通量（207 台/日） 

内陸水運が全て

道路に転換と予

想（30 台/日） 

北西部 
通常交通＋誘発交通（2179 台/日）

＋鉄道・内陸水運からの転換で、

合計 2707 台/日 

鉄道から転換（鉄

道輸送量は増加

しないと仮定）

（498 台/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 南西部 

東部 

フェリーを使わず迂回する

交通量（340 台/日、クシュ

ティア周辺にほぼ限定） 

フェリーからの迂

回は約 340 台/日 
フェリー交通量は

3000 台/日に増加。 
ベナポールとの交

通量はほぼ全て 

フェリーを利用 

通常交通＋誘発交通＋鉄道・内陸

水運からの転換で、合計 2100 台

北西部 鉄道輸送量は 
3 割程度増加 

内陸水運から

の転換はなし

定された交通量のうち、現在フェリーを利用している交通量（約1000台）は今後もフェリーを利用し続け、そ

れを超えた増加分の交通量がジャムナ橋～パクシー橋の迂回ルートを選ぶ」というもので、パドマ川を渡河す

るフェリー・サービスが改善される可能性を考慮しないものであった。これにより2007年の予想転換交通量は

約750台と修正されたが、実際にはフェリーの交通量は3倍に増加し、迂回交通量は予想の半分以下、約340台
／日にとどまった（脚注4を参照）。なお、実質燃料価格は1995年からの12年間で約2.6倍に高騰した。 
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⑤ 車両の大型化（積載量・旅客数の増加）により見かけの交通量が減少した。 

 
2.3.3 経済分析 
 審査時に以下の前提で経済的内部収益率（EIRR）を算出したところ、19.1％と算出され

た。本評価において同様の前提で再計算したところ12.2％となった18。審査時の値を下回っ

たおもな理由は交通量が計画を下回ったためである。 
 

表３ 経済分析の前提条件 

費用： 橋梁建設費用、維持管理費用 
便益： 旅客・貨物の渡河所要時間短縮、車両走行費用削減、フェリー埠頭移

動に起因する待ち時間の短縮、本事業がなかった場合に必要なフェリ

ー施設の維持管理費用・投資費用の節減 
プロジェクト・ライフ：30年 

 
以上を総合すると、本事業は橋梁建設により計画通りガンジス河の効率的で安全な渡河

を実現したものの、4輪車以上の交通量は計画の半分程度と少なく、EIRRが約12％に下が

ったことから、有効性はあまり高いとは言えない。 
 
2.4 インパクト 
2.4.1広域的な社会経済開発へのインパクト 

審査時には「西部地域の開発のためには、まず、南西地域にあるモングラ港を起点とし

て、西部地域の中核都市であるクルナを経由し、北西部につなぐ陸路を確立する必要があ

る」として、「ジャムナ橋の完成により（中略）ダッカ、チッタゴン、クルナ間の基盤道

路網が確立し、それによりモングラ港を活用した西部地域の経済開発、および、東西地域

間の経済活動の活性化をはかる」との上位目標を掲げ、広域的な社会経済インパクトが想

定された。具体的には、パクシー橋～ジャムナ橋を使った迂回ルートが①ダッカ～モング

ラ港の陸路による連結、②東部と南西部の物流活性化、③インド国境ベナポールからの輸

入経路などとして活用されること、および④南西部～北西部の物流効率化により北西部の

農業・産業が好影響を受けることが想定されていた。いずれもパクシー橋が広域幹線道路

                                                  
18 所要時間短縮による便益の計算において、審査時には、2000 年以降は時間価値が 1 人あたりGDPの増加率

に等しい年率 5％で増大すると仮定された。再計算においては、時間価値増加率は 1 人あたりGDP増加率の半

分程度になるとの近年のバングラデシュにおける研究結果を参照し、2000～2006 年の 1 人あたりGDP増加率

5.4％の半分、2.7％と下方修正した（審査時同様 5％と仮定するとEIRR=13.8％を得る）。なお、円借款事業に

おける道路・橋梁事業の経済分析では時間価値を一定とするのが一般的であり、そのように仮定して再計算す

るとEIRR=10.5％となる。 
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として、さらには東部と南西部のクルナ、モングラ港を結ぶ迂回ルートの一部として活用

されることを前提にした想定であった。 
ここでは、今回のOD調査の結果と1993年のSAPROFによるOD調査の結果を比較しつつパ

クシー橋完成後の交通パターンの変化を整理した上で、現地で報告された具体的な社会経

済インパクトの内容とあわせ、審査時の想定がどのように実現したかについて分析する19。 
今回の交通調査は、SAPROFが実施した交通調査の結果と比較できるように、パクシー

橋において4輪以上の自動車交通を対象に全国を19地区に分割したOD（起点・終点：Origin 
/ Destinationの略）調査を行った。表４、図６、図７はその結果を簡略に示したものである。 
 

表４ パクシー橋の交通量（4輪車以上）のOD分布（台／日、2007年） 

北西部  
パブナ 

ラジシャヒ ボグラ 北西部 
その他 

北西部 
合計 

ダッカ 
東部 

北西部・ 
東部合計

クシュティア 337 
(2.3倍/ 6.1％) 

48 
(2.0倍/ 5.1％)

29 
(1.3倍/ 1.9％)

414 
（2.1 倍/ 5.4％）

482 
(7.5倍/ 15.5％) 

896 
(3.4倍/ 9.1％)

ジェソール 
ファリドプール 

164 
(4.0倍/ 10.4％) 

39 
(3.2倍/ 8.7％)

116 
(5.0倍/ 12.2％)

318 
（4.2 倍/ 10.8％）

0 
(NA) 

318 
(4.2倍/ 10.8％)

南
西
部 

クルナ 
南西部その他 

231 
(2.5倍/ 6.8％) 

29 
(0.8倍/ -1.6％)

87 
(1.0倍/ 0.0％)

347 
（1.6 倍/ 3.4％）

39 
(3.9倍/ 10.2％) 

385 
(1.7倍/ 3.9％)

 南西部合計 732 
(2.6倍/ 7.1％) 

116 
(1.7倍/ 3.9％)

231 
(1.7倍/ 3.9％)

1,079 
（2.2 倍/ 5.8％）

520 
(7.0倍/ 14.9％) 

1,599 
(2.8倍/ 7.6％)

構成比（2007年） 46％ 7％ 14％ 67％ 33％ 100％ 

注： 簡単のためここでは19のOD地区を7つにまとめ、かつ起点と終点を区別していない。カッコ内

の数字はSAPROF調査時（1993年）の交通量に比べた倍率および平均年間増加率。NAはSAPROF
調査時に交通量がなかったため計算不能。 

   
パクシーでガンジス川を渡る4輪以上車両の交通量は1993年から2007年にかけて2.8倍に

なった。これは平均年率7.6％の増加である。この期間、全国道路網の交通量は平均年率7
～8％で増加したが、ダッカを中心としたおもな回廊ではジャムナ橋が年率13.3％、バイラ

ブ橋（ダッカ～チッタゴン回廊）が年率15.2％、パドマ川フェリー（2ヶ所）が年率10.8％
と、交通量はさらに大きく増加している。したがって、パクシー橋は全国道路網の一部と

して運輸物流の促進に寄与しているが、その貢献は他の主要回廊ほどではない。 
                                                  
19 本事後評価では現地調査において以下の調査を実施した。 

・ パクシー橋料金所が提供する交通量データの精度を確認するための交通量調査（3日間） 
・ パクシー橋を利用する自動車交通のOD調査（質問票調査、24時間、約200サンプル） 
・ パトリアのフェリーを利用する自動車交通へのOD調査（質問票調査、24時間、約100サンプル） 
・ ダッカ、ボグラ、クシュティア、クルナの商工会議所、運送業者へのインタビュー 
・ パクシー橋両端近くで活動するNGO２団体へのインタビュー 
・ モングラ港庁、イシュワルディ輸出加工区（パクシー橋北側）へのヒアリング 
・ 関連文献の収集と精査 
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図６ ＯＤゾーン区分（表４）     図７ 交通量発生集中量の分布（2007年） 

   
 

乗用車・バス・トラックの比率に大きな変化はなく、およそ1：2：7である。乗用車・バ

スの交通量は67％がダッカ～クシュティア間のバス、28％が橋に隣接する地区間のもので

ある。南西部～北西部間の長距離交通のほとんどはトラックである。 
交通量の発生集中量（ODの起終点の分布：図７）はクシュティア、パブナ、ラジシャヒ

など橋の近くがほぼ半分を占めるが、ダッカやクルナを起終点とする交通も全体の4分の1
程度を占める。 

今回の調査結果によると、以下のODに交通量の大幅な増加が見られる。 

① 東部とクシュティアの交通量は7.5倍（平均増加率15.5％、2007年交通量482台／日）

に増加した。3分の2はバスである。東部ではその85％がダッカを起終点としている。

一方、東部とジェソール、クルナ・モングラ港の間の交通はほぼすべてがパトリアあ

るいはマワのフェリーを利用し、橋への迂回はほとんどない20。クシュティアは本事

業によりダッカとのつながりが大幅に深まったが、それより南の地域では同様のイン

パクトは見られない21。 

                                                  
20 パクシー橋およびパトリアにおけるOD調査結果による。 
21「クルナ・南西部その他」と「東部」との交通量は 3.9 倍に増加したが、交通量そのものは 39 台／日と少な

く、これが重要なインパクトをもたらしたとは考えられない。 
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② 南西部ジェソール、ファリドプールと北西部との交通は4.2倍（平均増加率10.8％、2007
年交通量318台／日）に増加した。ほとんどトラックである。ジェソールを起終点と

する交通はその15％程度が国境貿易を行うベナポールと北西部との交通である22。フ

ァリドプールではボグラを除く北西部との交通が大幅に増加した（7.1倍・平均増加

率15.0％、2007年交通量106台／日）。この両地域は本事業により北西部とのつなが

りが深まったと考えられるが、パドマ川フェリー経由の交通量はこの4倍であり、む

しろ東部地域とのつながりの方が大きい23。 

他方、南西部、北西部で橋から も遠い地域を起終点とする交通においては（ジェソー

ル、ファリドプールとの交通を除き）交通量があまり増加しなかったODが見られる。たと

えば「北西部その他」～「クシュティア」、「北西部その他」～「クルナ・南西部その他」、

「ボグラ」～「クルナ・南西部その他」の交通量は1993年に比べ0.8～1.3倍にとどまってい

る。パクシーでの渡河を経由した南西部～北西部の長距離道路交通量の増加が全国道路網

の交通量増加に比べて少なかったということであり、これらの地域ではパクシー橋のイン

パクトは小さいと考えられる。 
クルナ・モングラ港に起終点を持つ交通量は審査時に重視されていたが、実際には増加

は平均以下で（1.6倍、2007年337台／日）、パクシー橋の全交通量に占める比率も37％か

ら21％に低下した。クルナ地域における産業の停滞、モングラ港の停滞、および経済成長

が進むダッカを中心とした運輸交通パターンへの変化が背景にあると考えられる24。 
北西部のボグラと南西部との交通量もあまり増加していないが、これは、ボグラがジャ

ムナ橋のインパクトをより大きく受けてダッカ方面とのつながりを強めていることが一因

と考えられる。 
各地の運送業者、商工会議所、NGO等にヒアリングを行ったところ、橋周辺地域で以下

のようなインパクトが報告され、なかでもクシュティアではさまざまな好ましいインパク

トが明確に確認できた。しかし、さらに南方の地域（ジェソール、クルナ）および橋の北

側地域（ボグラ）では顕著なインパクトは報告されなかった。ボグラでは「ジャムナ橋の

インパクトが格段に大きいがパクシー橋はよく分からない」という意見が聞かれ、クルナ

ではパクシー橋の影響は特になく、「パドマ橋の実現に大きく期待する」との意見が多か

った。 
                                                  
22 ベナポールと東部との交通量は大きく増加しているが(1993～2007 年に 4.5 倍、2007 年 1011 台／日)、パク

シー橋のルートは使わない。 
23 ジェソール、ファリドプール両地域は、フェリーによる東部との交通量が合計 1272 台／日に達する。 
24 過去15年間、バングラデシュの経済はダッカのやや突出した成長に牽引されてきた。西側地域では、北西部

に比べて南西部の成長は緩慢である。地方商工会議所によると、西部地域においては商業活動の9割はダッカと

結びついており、ダッカに起終点を持つ運輸交通需要の伸びが大きい。1990～2004年の各地域のGDP平均年

間成長率（ドル建て、名目値）は以下のとおり：ダッカ（7.0％）、北西部（5.0％）、南西部（4.0％）、東部

（4.1％）、南部（4.2％） 
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表５ 事業周辺地域で見られた社会経済インパクト 

・ パクシー橋およびクシュティアに、日帰り行楽客が多数訪れるようになった。 

・ クシュティアの住民がダッカに行きやすくなった。バスの本数が大幅に増加し、移動時

間短縮された。ラジシャヒ等のよい病院に行きやすくなった。ダッカから専門医が来る

など社会経済サービスを受けやすくなった。 

・ 南側の精米施設が優れているため、北側の米が南側クシュティア付近で精米されるよう

になった。 

・ 北側から新鮮な野菜や果物が南側に入りやすくなり、北側では生産量が増加、南側では

価格の低下・消費量が増加した。ただし、北側での野菜等生産量の増加分のほとんどは

ジャムナ橋によりダッカ方面に出荷される。 

・ 南側から新鮮な魚類が北側に入りやすくなり北側で消費量が増加した。 

・ パクシー橋すぐ北側に橋の開通後まもなく輸出加工区が開設されたが、全国8カ所ある

輸出加工区のうち入居率は も低く、25％程度にとどまる。入居企業はチッタゴン港あ

るいはベナポールから製品をインドに輸出しておりモングラ港は使っていない。 

 
以上から、審査時に想定された広域的な社会開発インパクトについて、以下のように判

断される。 

①「ダッカ～モングラ港の陸路による連結」：本事業はモングラ港への迂回ルートとし

てはほとんど用いられておらず、特に貢献はないと考えられる。 

②「東部と南西部の物流活性化」：ダッカ方面との交通が大きく増加したクシュティア

で明確なインパクトが確認できるが、他の地域では目立ったインパクトはない。 

③「インド国境ベナポールからの輸入経路などとして活用される」：パクシー橋は北西

部への輸入経路として使われているが、おもな輸入先である東部への輸入経路はフェ

リーが使われている。したがって本事業の貢献は限定的である。 

④「南西部～北西部の物流効率化により北西部の農業・産業が好影響を受ける」：ジェ

ソール、ファリドプールなど一部の地域では南北間のトラック交通量の大きな増加が

認められ、本事業が何らかの貢献をした可能性がある。ただし北西部においてはジャ

ムナ橋のインパクトがより大きいと考えられる。また、南西部・北西部の双方におい

て、南北方向の物流へのパクシー橋のインパクトはあまり遠くまで及んでいない。 
 
2.4.2住民移転・自然環境に関するインパクト 

本事業では約143haの用地取得があり、土地･建物を一部または全部失うなどの影響を受
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ける住民が1362世帯確認された。RHDはNGOを雇用して1999年に補償に関するアクション

プランを策定し、手続きを開始した。影響を受ける住民のうち土地･建物の補償を受ける資

格があると認定されたのは2544名であったが、2007年8月末までにうち2248名が補償を受け

た。その他の間接的な影響を受けると認定された741名にも補償が行われた。補償のプロセ

スや結果に関し、社会問題は特に起きていないが、土地所有権を明確に証明できない西岸

に住む一部の住民は補償を受ける資格を認定されておらず、現在も交渉が続いている。ま

た、フェリー着き場のモスクの移転建設予算があったが、住民が適切な土地を提供できな

かったので、仮設モスクを建設しただけで終わった。 
環境面では、建設中は実施機関が雇用したコンサルタントが環境影響についてモニタリ

ングを行っており、特に問題は見られなかった。 
  
2.5 持続性（レーティング：a） 
2.5.1 実施機関 
2.5.1.1 運営・維持管理の体制 
 パクシー橋はRHDが2006年に設置した橋梁管理部門（Bridge Management Wing）の橋梁

建設維持第一部（Bridge Construction and Maintenance Division 1）が運営維持管理を担当し

ている。料金徴収と点検保守は外部委託し、バングラデシュとマレーシアの合弁企業が継

続して受注している。同企業はダッカに本社を置き、バングラデシュ国内で他にも橋梁の

運営維持管理を受注しているが、パクシー橋現場事務所では警備65名を含む154名が従事し

ている。RHDは受託企業のダッカ本社より月例報告を受け取るほか、1～2カ月に一度職員

が現場を訪問し視察等を行っている。 
受託企業は料金徴収、定期点検と通常の補修を行う。RHDの責務は、10万タカを超える

電気機械設備の補修・更新および自然災害による土木施設の被害の修復である。 
 
2.5.1.2 運営・維持管理における技術 

本事業の運営維持管理を受託した企業はジャムナ橋の運営管理に従事した経験者もおり、

技術水準は高いと考えられる。主任技術者は橋梁管理の資格（ISO）を取得している。 
RHDは料金徴収の経験は豊富だが、長大橋の維持管理を実施した経験はなく、受託企業

を技術的に監督する能力は高くない。維持管理については事実上、任せきりとも言え、万

一、受託企業が不適切な維持管理を行った場合でも、見逃してしまう恐れがあると考えら

れる。RHDにはJICA長期専門家として日本の橋梁技術者が常駐し、橋梁維持管理について

も技術移転に努めているが、現在は過去の日本の援助事業（メグナ橋など）を中心に活動

しており、パクシー橋にはいまだ直接関与していない。 
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2.5.1.3 運営・維持管理における財務 
運営維持管理の財源はRHDの道路維持管理予算である。外部委託費として6年間で1億

6500万タカ（年間2750万タカ、約4300万円相当）が支払われる。外部委託費以外の維持管

理予算は必要に応じて確保されることになっているが、これまでその必要性は生じなかっ

た。 
パクシー橋で徴収された通行料金は2006年度で約1億タカにのぼるが、すべて国庫に入り

RHDは直接は使えない。料金は「フェリーと同等水準にする」との指針に基づき運輸省が

定める。なお、道路の維持管理財源を確保するために、政府は道路基金の設立に向けて法

律の整備を進めている。 
 
2.5.2 運営・維持管理状況 

目視の限りでは、橋梁上のランプが数個切れていることを除き、施設状況は非常に良好

であった。これまで、降雨による取付道路路肩の損傷が補修されたことがあるが、橋梁本

体で補修が必要とされたことはない。受託企業は点検保守マニュアルを整備し、点検結果、

補修作業の記録などを適切に保管している。 
委託契約において、受託企業側が用意するべき設備のなかに、橋梁の下部や側部を目視

等により点検するために通常、必要とされる橋梁点検車が明記されていない。受託企業は

これを提供しておらず、また、RHDも所有していない。このため橋梁の下部や側部の詳細

な点検は行われていない。ただ、パクシー橋

は建設後間もないので、問題が生じている可

能性は低く、本事業においてこれは必ずしも

緊急課題ではないと考えられる。 
なお、本事業により修復された橋梁上流の

護岸において、2007年以前の洪水に起因する

と思われる大規模な被害が確認された。この

護岸は本事業と並行するハーディング鉄橋の

ためにバングラデシュ鉄道が建設したもので、

事業開始後にその補修の必要性が確認され事

業範囲に追加されたものである。完成後はバ

ングラデシュ鉄道が維持管理を行うとされていた。修復の予定について、バングラデシュ

鉄道からは明確な回答を得られていない。 

洪水被害を受けた上流の護岸 

 
以上を総合すると、本事業は実施機関の能力および維持管理体制ともに問題なく、高い

持続性が見込まれると評価される。 
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３．結論および教訓・提言 
3.1 結論 

本事業は質の高い橋梁を建設しガンジス川の安全で効率的な渡河を実現したが、完成は2
年半遅れであった。審査時の交通量予測は過大で、その後モングラ港やクルナの停滞、パ

ドマ川渡河フェリーの改善などにより交通量は予想ほど伸びなかった。現在の交通量は審

査時計画を大幅に下回り片側2車線は必要でなかった可能性があるものの、投資を正当化で

きる経済性は得られる見込みである。これまでのところ社会経済的なインパクトは限定的

であるが、運営維持管理に問題はなく、高い持続性が見込まれる。 
結論として、本事業の評価はおおむね満足であると判断される25。 

 
3.2 教訓 

転換（迂回）交通量が事業の経済的妥当性を左右するような場合、転換（迂回）対象の

ルートについても代替案を十分に検討するとともに、交通の特性をよく理解して転換交通

量を正確に予測する必要がある。事業の経済的妥当性を 初に確認する際はもちろん、事

業の規模や規格を拡大するような計画変更（たとえば車線構成・橋梁幅員の拡大など）を

行う際においても、十分慎重な調査を行う必要がある。 
 
3.3 提言 
① RHDは外部委託による橋梁の維持管理を適切に監督できるよう、技術者の研修などに

より、十分な技術能力を備える必要がある。 
② RHDは、建設されてから年数を経た橋梁の点検においては、下部や側部の詳細な点検

を行うため、橋梁点検車を用いる必要がある。 
③ バングラデシュ鉄道は、移管されたハーディング鉄橋上流の護岸の被害について調査

を行い、適切な修復事業を計画する必要がある。 

                                                  
25 各項目の評価結果に基づきJBICのレーティング･システムにそうと本事業の総合評価はB（満足）となるが、

4 輪車両以上の交通量が審査時計画の半分以下で必ずしも片側 2 車線が必要とされなかった可能性があること

は看過できないと考え、総合評価は「おおむね満足」とすることが適当であると判断した。 
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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) パクシー橋の建設 
全長        ：1,786m 
車道幅員    ：7.5ｍ×2 
総幅員      ：18.3m 
スパン数    ：17 

(2) 護岸工の建設 
西側      ：450m 
東側      ：425m 
 

(3) 取付道路の建設 
西側取付道路：5.84km 
東側取付道路：9.77km 
料金所 1 カ所 

(4) 灌漑水路橋の建設 
全長 61.8m 

(5) コンサルティング・サービス 
・ 設計レビュー 
・ P/Q および入札補助業務 
・ 施工監理 
・ 環境管理 
・ 研修の計画および実施 
・ 料金設定の調査 
・ プログレスレポートの作成  

(1) パクシー橋の建設 
   パイルの伸延以外は計画どおり 

 
 
 
(2) 護岸工の建設 

西側      ：809m 
東側      ：470m 
上流の鉄道橋用護岸を補修 

(3) 取付道路の建設 
ほぼ計画どおり 
料金所をもう 1 カ所追加 
 

(4) 灌漑水路橋の建設 
計画どおり 

(5) コンサルティング・サービス 

ほぼ計画どおり  

②期間  
 
コンサルタント調達  

橋梁護岸調達  

橋梁護岸工事  

取付道路調達  

取付道路工事  

開通  

1997 年 4 月～ 
2001 年 10 月（55 カ月間）

1997 年 4 月～1997 年 12 月 

1998 年 1 月～1998 年 12 月 

1999 年 1 月～2001 年 10 月 

1998 年 1 月～1999 年 6 月 

1999 年 6 月～2001 年 3 月 

2001 年 10 月 

1997年7月～  
2004年2月（79カ月間）

1997年7月～1998年5月  

1998年12月～2000年8月  

2000年8月～2004年2月  

1999年10月～2001年6月  

2001年5月～2003年10月  

2004年5月  
③事業費  
  外貨  
  内貨  
 
  合計   
  うち円借款分  
  換算レート  

 

 
97億9700万円  

111億1100万円  
（38億3100万タカ）  

209億800万円  
168億6500万円  

1タカ＝2.9円  
（1997年2月現在）  

 
98億500万円  

96億6200万円  
（42億5600万タカ）  

194億6700万円  
158億3100万円  
1タカ＝2.27円  

（円借款分は JBIC 貸付実行額を採用）
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