
バングラデシュ 
コックスバザール及びケプパラ気象レーダー整備計画 

外部評価者：財団法人国際開発高等教育機構 
房前理恵 

 

０．要旨 
本事業は、サイクロンをはじめとする自然災害が多く、災害管理を重視するバングラデ

シュ国の政策、ニーズに合致したものである。事業は計画どおりの事業費・期間で実施さ

れ、効率性も高い。気象レーダーの稼働時間は目標を大きく下回ったものの、今後稼働時

間の拡大の見込みは高く、また、降雨探知距離については目標どおりとなっている。さら

に本事業は、計画時に想定された間接的効果（サイクロン情報・警報の改善、コックスバ

ザール管区の気象予報の質向上など）を概ね生むと同時に、サイクロンの被害軽減にも貢

献している。20 年以上の間、同国のすべての気象レーダーの運用維持管理を行ってきた実

施機関の能力は高く、持続性も高いと判断できる。 
以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

１．案件の概要 
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     （案件位置図） 
コックスバザール気象レーダー観測 

 

コックスバザール 

ケプパラ 

案件位置図 

 

1.1 事業の背景 

自然災害の多いことで知られるバングラデシュ国において、 大の被害をもたらしてき

たのはサイクロンであり、その犠牲者数は、記録に残っている過去 40 数年の同国の自然災

害犠牲者数の 7 割近くを占めている。同期間内に襲来した大型サイクロンは 52 に及び、死

者・行方不明者数は公式記録で 70 万人を超える。 

サイクロンの被害の中心となるベンガル湾岸に位置するコックスバザール及びケプパラ

の気象レーダーは、1988 年に我が国の無償資金協力により完成し、サイクロン監視を行っ

てきた。しかし、通常の更新時期である設置 10～12 年後を超えた 16 年が経過し、老朽化

により十分な観測業務ができなくなり、2004 年には稼働停止・修理不能状態に陥った。 
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サイクロン情報、警報を含む気象情報の発信の役割を担うバングラデシュ気象局

（Bangladesh Metrological Department、以下、BMD）は、レーダーの停止により、サイクロ

ンの強さや中心位置、方向などについてのタイムリーな情報を得ることができず、警報の

精度が低下していた。バングラデシュ国政府は災害管理体制におけるサイクロン監視機能

の重要性に鑑み、その早急な復旧と改善を重要な課題としつつも、自己資金による施設更

新が困難であることから、施設更新のための無償資金協力を要請した。 

 

1.2 事業概要 

コックスバザール及びケプパラの気象レーダーの更新、超小型地上局（Very Small Aperture 

Terminal 、以下 VSAT）通信網の整備、気象衛星データ受信システムの導入等を実施するこ

とにより、バングラデシュ国におけるサイクロン監視機能の改善を図る。 

 

E/N 限度額／供与額 第 1 期 866 百万円／865 百万円 

第 2 期 803 百万円／791 百万円 

交換公文締結 第 1 期 2005 年 7 月 

第 2 期 2006 年 6 月 

実施機関 バングラデシュ気象局 

事業完了 2008 年 2 月 

本体 三菱商事株式会社・清水建設株式会社 案件 

従事者 コンサルタント 財団法人日本気象協会 

基本設計調査 2004 年 10 月～2005 年 3 月、2005 年 4 月～5 月 
関連事業（if any） 技術協力：気象解析・予測能力向上プロジェクト（2009-12）

無償資金協力：気象観測用レーダー更新計画（1986-88）、

気象用マイクロウェーブ網整備計画（1992-94）、自然災

害気象警報改善計画（1997-99）、自然災害気象警報改善

計画フォローアップ協力（2005）、モウルビバザール気象

レーダー設置計画（2007） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 房前理恵（財団法人国際開発高等教育機構） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2010 年 10 月～2011 年 10 月 

 現地調査：2011 年 2 月 6 日～2 月 21 日、2011 年 6 月 10 日～6 月 16 日 
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3．評価結果（レーティング：A1） 
3.1 妥当性（レーティング：③2） 
3.1.1 開発政策との整合性 
 基本設計時、本事業はバングラデシュ国の 3 カ年国家投資プログラム（2004-2006 年）に

おいて早急な実施促進が必要な計画とされていた。 
 事後評価時の同国の開発基本政策は、2009年12月に策定された貧困削減戦略文書（Poverty 
Reduction Strategy Paper: PRSP）「Steps towards Change: National Strategy for Accelerated Poverty 
Reduction II (Revised), FY 2009-11」では、特に社会的弱者の保護、気候変動への対応の観点

から災害管理を重点分野としている。同分野での目標として、災害管理・リスク軽減能力

の強化、災害リスク軽減に関する知識管理の強化が掲げられており、具体的な政策アジェ

ンダには、災害予報能力の強化、警報・予報システムにおける BMD の能力強化が含まれて

いる。サイクロンを中心とする災害の予警報の改善を図る本事業はそれらの政策アジェン

ダに沿ったものである。 
 
3.1.2 開発ニーズとの整合性 
 バングラデシュ国はサイクロンにより大きな被害を受けてきており、多数の死者、行方

不明者が出ている。しかし、同国の 4 つ（当時）の気象レーダーのうち、サイクロン予警

報に重要な役割を果たしてきた沿岸部のコックスバザール及びケプパラの気象レーダーは

老朽化により 2004 年から稼働停止に陥り、BMDが発信するサイクロン警報に、サイクロン

の強さや中心位置、方向などの正確なサイクロン情報を盛り込むことができなくなってい

た。バングラデシュ国のサイクロン警戒・避難体制において中心的役割を担う食糧・災害

管理省災害管理局（Disaster Management Bureau、以下DMB）3、サイクロン対策プログラム

（Cyclone Preparedness Programme、以下CPP）4、マスメディアはいずれもBMDによる警報

に依存しており、BMDのサイクロン監視機能の復旧と改善は災害管理体制の維持・充実を

図るために喫緊の課題であった。 
 計画時以降、事後評価時までの間にも 7 つの大型サイクロンがバングラデシュ国内ある

いは周辺に上陸しており、特に 2007 年 11 月のサイクロンシドルは 大規模で、死者 3,363
人、行方不明者 871 人を出した5。早期警戒体制は改善しているものの、サイクロンは依然

として同国の経済、社会に大きな影響を与えており、正確で迅速な予警報に対するニーズ

は引き続き高い。 
 

                                                  
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
3 バングラデシュ政府の中で、サイクロンを含む災害のリスク軽減、災害時の警戒から復興までの対応を

担当する部門。災害管理関連法や規則の立案、国民意識向上などの責任の他、災害時を含む関係機関の調

整、警報伝達・避難・救助活動のモニタリングも行う（バングラデシュ政府災害規定）。 
4 1970 年の大型サイクロンの翌年に国際赤十字・赤新月社連盟とバングラデシュ赤新月社により警報伝

達体制構築のため開始された。1973 年から同赤新月社とバングラデシュ政府（経常費用負担及びプログラ

ム運営委員会参加）の共同プログラムとなり、サイクロン警報の伝達、サイクロン時の避難誘導、復興支

援などを行っている。現在 11 県の沿岸部 37 郡をカバーする。（CPP ヒアリング） 
5 BMD 提供資料 
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3.1.3 日本の援助政策との整合性 
災害を含む地球的規模の問題への取り組みは、ODA 大綱において重点課題とされている。

また、本事業計画当時の対バングラデシュ国別援助計画（2000 年 3 月策定）においても災

害対策は 4 つの重点分野の 1 つであった。従ってサイクロンの監視機能の改善により被害

軽減を目指す本事業は、当時の日本の援助政策と合致している。 
 
以上より、本事業の実施はバングラデシュ国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致しており、妥当性は高い。 
 

3.2 効率性（レーティング：③） 
3.2.1 アウトプット 
 本事業のアウトプットは以下の表のとおりで、計画どおりであった。 
 

表 1 アウトプット実績 
計画 

設置システム

／建設施設 

設置場所／建

設場所 

調達機材 実績 

気象レーダー

システム 

 

コックスバザ

ール（以下、

CB）・ケプパラ

両観測所 

レドーム、空中線装置、空中線制御装置、送信装置、

増幅管装置、受信信号処理装置、導波管加圧装置、導

波管、レーダー動作制御装置、データ・プロトコル変

換装置、耐雷トランス、レーダー定電圧供給装置、フ

ライホイール型電源バックアップ装置、メンテナンス

機器等 

計画どおり 

両観測所 気象擾乱・ドップラー速度表示装置、サイクロン追尾

表示装置、データ解析装置等 

計画どおり 

暴風雨警報セ

ン タ ー (Storm 

Warning Centre: 

SWC） 

通信制御装置、通信制御装置、南方合成装置、積算降

水量処理装置、サイクロン追尾表示装置、プロダクト

再生装置、レーダーウェブサーバ、ドップラー風向風

速表示装置、気象データ記録装置等 

計画どおり 

気象レーダー

データ表示シ

ステム 

CB 気象台 レーダー画像アクセスユニット等 計画どおり 

両観測所 音声信号符号化装置、スペクトラム拡散方式無線装置

及び屋外器、アンテナ、音声信号符号化装置、音声信

号符号化変換装置等 

計画どおり 

CB 気象台 音声信号符号化装置、スペクトラム拡散方式無線装置

及び屋外器、アンテナ等 

計画どおり 

気象データ通

信システム 

SWC 音声信号符号化装置、音声信号符号化変換装置等 計画どおり 

両観測所 VSAT 局屋外装置、VSAT 局アンテナ装置、VSAT 局屋

内装置、メンテナンス機器等 

計画どおり 気象データ衛

星通信システ

ム SWC HUB 局屋外装置、HUB 局アンテナ装置、HUB 局屋内 計画どおり 
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 装置、周辺機器、メンテナンス機器等 

気象衛星デー

タ受信システ

ム 

SWC 気象衛星データ受信ユニット、気象衛星データ受信ワ

ークステーション、気象衛星データ処理装置等 

計画どおり 

気象レーダー

塔 

両観測所  計画どおり 

出所：基本設計調査報告書、事業完了届 

  
バングラデシュ国側の負担事項として想定されていた BMD による気象予報官、技術者への

研修は、本事業の一環としてではなく、各職員の必要に応じた OJT、本事業のカウンターパ

ート研修を含む各種の海外研修参加者による帰国後の内部研修などの形で適宜行われた。

その他負担事項として、レーダー塔建設に必要な土地・建設許可の取得、整地、電源・水

道・電話回線の供給、電波周波数の確保、衛星通信システム使用許可・スペースセグメン

ト取得は、計画どおり行われた。 
 
3.2.2 インプット 
3.2.2.1 事業費 
 本事業の総事業費の実績は、計画 1,676 百万円に対し 1,664 百万円（計画比 99%）であり、

ほぼ計画どおりであった。総事業費のうち、交換公文（E/N）限度額は 1,669 百万円、相手

国負担は 7 百万円であったのに対し、実績は日本側負担 1,657 百万円、相手国負担は 7 百万

円であった6。 
 
3.2.2.2 事業期間 
 本事業の詳細設計から事業完成までの事業期間は、計画 32 ヵ月に対し実績 31 ヵ月（計

画比 97%）であり、計画内に収まった。 
  
 以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性は高い。 
 
3.3 有効性（レーティング：②） 
3.3.1 定量的効果 

気象レーダー 

3.3.1.1 サイクロン監視能力の向上 
 気象レーダーのサイクロン監視能力を示す有効探

知距離は、雨量強度 1mm/h 以上の降雨に対し半径

300km となっており、旧レーダー故障前の半径 200km
を超え、目標どおりの距離である。 大の探知距離（全

ての雨量を把握できるわけではない）は半径 440km
となっている。 

                                                  
6 相手国負担の計画額は基本設計報告書にて使用の為替レート（1BDT=1.822 円）、実績は事業完了時のレ

ート（1BDT=1.55 円）を使用して計算した。 
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3.3.1.2 気象レーダー稼働時間 
気象レーダーの運用状況を示す年間稼働時間は、いずれも基本設計時に設定された 4,000

時間を下回った。コックスバザールでは目標の 88%、ケプパラ観測所は目標の 15%となっ

ている。 
 

表 2 気象レーダー稼働時間の目標と実績 

 基準値 
（2005 年） 

目標値 
（2009 年） 

実績値 
（2009/10 年） 

コックスバザール 
観測所 

故障のため不稼働 
（故障前は約 2000 時間）

4,000 時間/年 3,529 時間/年 

ケプパラ観測所 同上 同上 589 時間/年 

出所：BMD 

 
ケプパラ観測所の稼働率が目標と著しく離れている主たる要因は、特に停電の激しい地

区に位置しており、発電機を動かすための燃料が十分確保できていなかったことである。

しかし、2010/11 年度は燃料のための予算が確保され7、プレモンスーン季（3 月～5 月）は

前年の 142 時間に対し 589 時間（計画比 85%）、うち、一気に降雨量の増加する 5 月は前年

78 時間に対し 319 時間稼働しており、今後もポストモンスーン季が終わる 11 月までは同レ

ベルの稼働を予定している。BMDは、今後は年 3,000 時間以上の稼働を計画している。 
コックスバザール観測所も目標稼働時間には及ばなかったが、4,000 時間という目標自体

が適切ではなかったことが考えられる。BMDは、4,000 時間は 大の稼働時間であり、実際

の稼働時間は気象状況によって毎年変動するものと認識している。実際、電力や燃料の節

約のために、降雨が無い時の稼働時間を減らすことに大きな問題はなく、コックスバザー

ルの実績稼働時間に関しては、一概に目標が達成できなかったとは判断できない8。 
また、レーダーの運用状況を適切に評価するための指標として「稼働時間」が適当であ

ったかどうかに疑問が残る。稼働時間には、点検時間や降水現象が無いために意図的に稼

働を停止した時間は含まれないため、①稼働時間と意図的な稼働停止時間の合計、あるい

は、②停電や故障により観測が不可能になった計画外の停止時間を指標に用い、目標値は

それまでの実績に基づいて設定することがより適切であったと思われる9。 
なお、コックスバザール、ケプパラ共に人員の不足も特にモンスーン季の稼働率に多少

の影響を与えているが、BMD は現在人員数を増やすべく新しい組織構成を人事省に提案し

ており、同省で検討中である。（3.5.1「運営・維持管理の体制」を参照） 
 
 以上のように、本事業による気象レーダーの整備により、サイクロン監視能力は向上し

ているものの、稼働時間は計画を下回っており、十分な効果発現の支障となっている。た

だし、稼働時間の目標設定は必ずしも適切とは言えない点に留意が必要である。 

                                                  
7 発電機の燃料代は BMD 本部の予算でカバーされている。 
8 本邦気象専門家コメント 
9 本邦気象専門家コメント。稼動率＝（稼働時間＋意図的な稼働停止時間）／（365×24 時間）とすること

により、停電や故障などによる停止以外は稼動実績に参入することが可能となることから、気象条件に左

右されない評価が可能である。 

 6



3.3.2 定性的効果 
(1) サイクロンの強風監視機能の追加 

本事業による気象レーダーの更新により、降雨探知距離が延びただけでなく、ドップラ

ーモード機能の付加によりサイクロンの風向・風速の分布情報が得られるようになった。

バングラデシュ国では、サイクロンの襲来時、強風による高潮が被害を甚大にしてきたが、

1988 年に設置された気象レーダーは、風に関する情報を得る機能は備わっていなかった。

本事業により整備された気象レーダーは、雨量強度監視のみでなく、風監視も可能なドッ

プラー気象レーダーである。 
 
(2) サイクロンの早期監視能力の復旧 

本事業は新しい気象レーダーシステムとレーダーデータの通信システムを整備すると同

時に、レーダー探知範囲外のサイクロン情報を得るための気象衛星データ受信システムを

BMD の暴風雨警報センター（以下、SWC）に設置した。BMD では日本の静止気象衛星（GMS）
対応の受信システムを有していたが、GMS が故障で 2003 年 5 月に機能を停止した後、代替

となった米国の静止気象衛星（GOES）の衛星データを受信できない状態にあった。本事業

の下で、GMS の後継となる運輸多目的衛星（MTSAT）に対応した気象衛星データ受信シス

テムが設置され、レーダーデータに加え、同システムを通じて受信される衛星画像を活用

してベンガル湾及びインド洋上の遠方にあるサイクロンを早期に監視できるようになった。

ただし、同システムは現在故障中であり、近々修理の見込みである（3.5.1「運営・維持管

理の状況」を参照）。 
 

(3) サイクロン情報・警報の即時性の向上 
 1988年に設置したコックスバザールとケプパラの気象レーダーの稼働停止に伴い、2004
年以降、BMDでは気象レーダーの数十分毎の観測情報に基づいた即時性の高いサイクロン

情報・警報を発信することができなくなっていた。本事業によって気象レーダーが更新さ

れたことにより、現在は30分～1時間毎（サイクロン時）にレーダー観測データが得られる

ようになっている。また、本事業で気象レーダーの更新と同時に気象データ衛星通信シス

テムを新設したことにより、気象予報を担当するダッカのSWCにレーダーデータが安定的

かつ迅速に送信されるようになり、SWCでは平均通信時間15分程度でデータを受信できる

ようになった。SWCは受信後直ちに特別天気速報を作成し、マイクロ波等の手段にて災害

管理関係機関やメディアに配信している。 

 
 以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 
 
3.4 インパクト 
3.4.1 インパクトの発現状況 
3.4.1.1 サイクロン情報・警報の改善 
(1) 精度の向上 
 サイクロン情報・警報について、受益者は精度の向上を感じているようである。住民は

サイクロン情報・警報（中心位置、進行方向、 大風速、波の高さ、影響が予想される地
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域、警戒レベルなどが含まれる）を主としてラジオやテレビなどのメディアにより入手す

るが、警報の伝達、避難誘導には、CPP及び末端の行政機関であるユニオン評議会の防災委

員会が重要な役割を果たしている10。ユニオン防災委員会のメンバーを中心に 10 ユニオン

から抽出した計 155 人11に対し行った受益者調査12では、ほとんどの回答者がサイクロン情

報・警報の精度が向上したと回答した（図 1 を参照）。 
 

 

あまりそう思わ
ない
10%

多少はそう思う
57%

非常にそう思う
33%

わからない
0%

全くそう思わな
い
0%

Q：サイクロン情報の精度は
近年向上したと思うか？

あまりそう思わな
い
6%

多少はそう思う
55%

非常にそう思う
39%

わからない
0%

全くそう思わない
0%

Q：サイクロン警報の精度は
近年向上したと思うか？  

図 1 サイクロン情報・警報の精度に対する受益者調査結果 
 
 また、DMB、CPPもBMDの発信するサイクロン情報・警報の精度が向上したと感じてお

り、特に住民への警報伝達を担うCPPの近年の警報に対する満足度は非常に高い13。 
 
(2) 警報発令のタイミングの改善 
 サイクロン警報の発令は、政府の災害時服務規程により、サイクロン上陸予測の 12 時間

前とされているが、非常に大型のサイクロンの場合、危険警報が 24 時間前に発令されるこ

とになっている。我が国の無償資金協力によるコックスバザール、ケプパラの気象レーダ

ーが完成した 1988 年以降に襲来した 大風速 200km/h 以上の大型サイクロンの警報発令か

ら上陸までの時間（リードタイム）は次のとおりである。 
 

                                                  
10 スピーカーによる警報伝達や旗による警戒レベルの表示などが効果を上げている（DMB ヒアリング）。 
11 内訳は、ユニオン防災委員会のメンバー115 人（ユニオン評議会議員含む）、その他ユニオン評議会関係

者 40 人。うち、女性は 22 人。 
12 事業完了後のサイクロンの被害の大きかった地域から４県（ボルグナ県、ポトアカリ県、クルナ県、コ

ックスバザール県）を抽出、４県の中で特に被害を受けた郡を 10 抽出し、各郡から 1 ユニオン、計 10 ユ

ニオンを抽出した。なおバングラデシュ農村部における行政機構は管区、県、郡、ユニオンから成る。被

災地域は多くが沿岸部のアクセスが難しい場所にあるため、アクセスのしやすさを考慮すると共に、ユニ

オン評議会議長が協力的であるところを優先的に選定した。 
13 DMB、CPP ヒアリング。CPP は警報が 95%の確立で当たっていると認識している。 
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表 3 大型サイクロン時のリードタイム 
年 1991 1994 1997 2007 

リードタイム 32 時間* 21 時間 25 時間 27 時間 

    *サイクロンの進度が非常に遅かったためリードタイムが長くなった。 
出所：BMD 

 
本事業で設置した二つの気象レーダーシステムのうち、一つ（コックスバザール）が完成

した 2007 年 2 月以降に襲来した大型サイクロンは 2007 年のシドルのみであるが、その際

BMD は、気象レーダーデータを中心とする情報が確実と判断し、早めの警報発令を行った。 
 警報発令のタイミングの改善は受益者によっても認識されている。上述の受益者調査で

は、155 人中 139 人（90%）の回答者が、警報発令が以前よりも早くなったと回答している。 
 
3.4.1.2 コックスバザール管区の気象予報の質の向上 
 BMDのコックスバザール気象台は、コックスバザール管区の地域気象予報を作成してい

る。本事業では、気象レーダーデータ表示システム、気象データ通信システムを同気象台

にも設置し、コックスバザール気象レーダーのデータを受信できるようにした。その結果、

同気象台では地域気象予報に 新のレーダーデータを反映できるようになった。また、以

前は入手できなかった雲、暴風の動きのデータが入手できるようになったため、より詳細

な情報が気象予報の検討に活用できるようになった14。 
 
3.4.1.3 サイクロンの被害軽減 
 バングラデシュに気象レーダーが導入された 1988 年以降現在までに襲来した主要サイク

ロンの規模と被害状況は次のとおりである。 
 

表 4 サイクロンの規模と被災者数 

年 上陸地点 
( )内はサイクロン名 

大風速 
(km/h) 

波の高さ 
(ft) 

死者数・

行方不明

者数 

被災 
県数 被災人口 

1998 クルナ 160 2-14.5 12,133* － －

1991 チッタゴン 225 12-22 138,882 19 10,798,275

1994 コックスバザール沿岸 278 5-6 188 － 416,000

1997 シタクンドゥ 232 15 155 10 2,835,472

1997 シタクンドゥ 150 10-15 300 － 2,015,669

1998 チッタゴン沿岸 173 3 114 － －

2000 ションドルボン沿岸 50-60 2-4 253 － －

2002 ションドルボン沿岸 65-85 5-7 182 － －

2004 コックスバザール 65-90 2-4 30 － －

2007 クルナ・ボリショル 
沿岸（シドル） 

223 15 4,234 30 8,923,259

                                                  
14 コックスバザール気象台ヒアリング 
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2008 クルナ・ボリショル 
沿岸（ラシュミ） 

83 5-7 11 17 321,831

2009 チッタゴン・コックスバザ

ール沿岸（ビジリ） 
60-80 － 5 15 92,558

2009 クルナ沿岸（アイラ） 92 6-8 1,278 11 4,826,630

*インドの死者を含む 
出所：BMD 提供資料、DMB ウェブサイト 
 
 サイクロンの単純比較により被害軽減を検証するのは難しいが、被災人口の多い 1991 年

のサイクロンと 2007 年のシドル（本事業によるコックスバザール気象レーダー整備後に襲

来）を比較すると、被災人口に比し、死者数・行方不明者数はシドルが圧倒的に少なかっ

たと言える。 
バングラデシュ政府も 近のサイクロンの死者数が過去と比較して減少していると認識

しており、その要因として、第一に早期警戒システムの改善を挙げている15。災害予防・対

応を担当するDMB、ボランティアを通じ警報を危険地域住民に伝達しているCPPの関係者

いずれも、BMDのサイクロン情報の質の向上を認めている。また、CPPは、2007 年以降襲

来のサイクロンに対するBMDの警報発令のタイミングは十分早く、CPPによる伝達経路16

を経ても住民が避難に十分な準備時間を取ることができたとしている17。2007 年のサイク

ロンシドルの際は 3,000 人を超える死者が出たが、CPPによれば、犠牲者の多くは警報を無

視した漁師であり、自宅等での死者は 1,000 人程度であった。 

                                                 

 上述の受益者調査では、155 人中 142 人（92%）が以前よりサイクロンに対する備えがで

きていると回答しており、その理由として、警報が早期に届き避難時間が十分取れること

（63 人）、過去の大規模サイクロンの経験により住民の意識が高まったこと（54 人）が挙

げられた。また、近年のサイクロンによる死者については、CPP と同様に、警報を無視し

たためとする回答が も多く、79 人（51%）に上った。 
  
3.4.2 その他、正負のインパクト 
本事業による自然環境への影響など、負のインパクトは確認されていない。また、本事業による

住民移転・用地取得は発生していない。 
 
以上のとおり、本事業はサイクロン情報・警報の改善、コックスバザール管区の気象予

報の質向上などの間接的効果を生むと同時に、サイクロンの被害軽減に貢献しており、正

のインパクトをもたらしている。 
 
3.5 持続性（レーティング：③） 
3.5.1 運営・維持管理の体制 
両気象レーダー共に観測は、サイクロン発生・襲来時の特別観測は 1 チーム 2 名、3 交替

 
15 PRSP II 改定版（2009）”Steps towards Change: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction 
II (Revised) FY 2009-11” 
16 BMD→ダッカの CPP 本部→CPP 地域事務所及び郡事務所→CPP ユニオンチーム→CPP ユニットチー

ム及び CPP ボランティア→住民、という経路で警報が伝達される。住民への伝達手段はメガホン、ハンド

サイレン、放送システム等。（CPP 提供資料） 
17 CPP ヒアリング 
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の 24 時間体制、通常観測は 1 チーム 2 名、2 交代の 12 時間体制で行っており、計画当時の

体制と同様である。観測体制に入るのは電子技師/技師補、電子アシスタント、予報官補佐、

監督官/機械工であるが、合計人数は両観測所共に計画当時から変わっていない18。 
 

表 5 両観測所の職員配置状況 
コックスバザール ケプパラ 

職種 計画時 

職員数 

当時期待

増員数 

事後評価

時職員数 

計画時 

職員数 

当時期待

増員数 

事後評価

時職員数 

電子技師/技師補 1 1 2 1 1 1 

電子アシスタント 4 1 3 4 1 3 

予報官補佐 1 － 1 1 － 1 

監督官/機械工 5 － 5 4 1 5 

無線機械工 0 － 1 0 － 0 

バルーンメーカー 0 － 0 0 － 3 

その他 5 2 3 3 2 5 

合計 16 － 15 13 － 18 

 
通常観測体制は計画当時のままで、特別観測時には BMD 本部からの応援が得られる。しか

し、モンスーン季の観測拡充のため計画時に期待された増員はなされておらず、両観測所

共に電子アシスタントは逆に 1 名減員となっている。これは、政府の採用基準の変更が影

響して電子アシスタントの採用が難しくなり、定年退職等による減員の補充ができないた

めで、BMD では人員を増やし観測を拡充すべく、新しい組織構成を人事省に提案している。 
 各種機材の日常の維持管理は観測所の電子技師補の監督の下で行われているが、旧レー

ダーの維持管理を通じ体制が確立されている。 
 
3.5.2 運営・維持管理の技術 
 観測所の技術者をはじめとするBMDの技術者の多くは長年気象レーダーの運用維持管理

を行っており、今回の機材導入時に研修も受けていることから技術力に問題はない。新規

採用者あるいは異動してきた技術者も、それら経験豊富な技術者の指導の下、OJTを通じて

技術を習得しており、通常の運用維持管理に支障はない。さらに機材を有効に、また長期

間利用することができるように、技術協力プロジェクト「気象解析・予測能力向上プロジ

ェクト19」（2009～12 年）の下で維持管理研修が行われているが、BMD、同プロジェクト専

門家20の双方とも、現時点においても通常の運用維持管理に支障はないという認識である。

BMDでは技術者に対する定例の研修は行っていないが、必要に応じ、外国での研修受講者

                                                  
18 稼働時間が少ないケプパラ観測所でもコックスバザール観測所とほぼ同じ数の観測人員を抱えているが、

これは両者の技術力に差があるためである。 
19 同プロジェクトでは、本事業を含む日本の無償資金協力による気象レーダー整備事業のインパクトを高

めるため、レーダー雨量値のキャリブレーション解析（レーダーデータを地上雨量計のデータで補正する

こと）による推定雨量の算出にも取り組んでいる。 
20 本事業受注コンサルタントと同じ日本気象協会の専門家を含む。 
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による内部研修等が行われている。 
 日常の運用維持管理に問題はないものの、両観測所の技術者とも、本事業により初めて

BMD にソフトウェアベースのシステムが導入されたことから、何らかのトラブルがあった

際の対処のため、リナックスソフトウェアに対する知識、サーキット分析の知識が必要と

感じている。 
  
3.5.3 運営・維持管理の財務 
 BMD の関係部門予算は順調に伸びており、通常の維持管理予算に不足はない。本事業に

より新たに衛星通信回線の回線料が必要となったが、BMD 本部予算にて十分カバーできて

いる。また、2007 年以降、特に 2009 年まで停電が頻発し、特にケプパラでは大きな影響を

被ったが、BMD は、上述のとおり発電機の燃料代増加分は本部の光熱費により 2010/11 年

度から確保しているとしている。予算実績（表 6）では光熱費の顕著な増加が確認できない

ものの、 近の稼働時間は大きく拡大しており（3.3.1「定量的効果」を参照）、財務的な問

題による本事業の効果の持続性への影響は小さいと考えられる。 
 

表 6 BMD 本部・コックスバザール観測所・ケプパラ観測所予算 
                          （単位：BDT1,000） 

費目 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
(見込み) 

BMD 本部 

人件費 42,500 45,000 46,000 50,000 

消耗品費 3,000 3,500 4,000 5,500 

光熱費 3,800 4,000 4,100 4,500 

スペアパーツ費 35,090 37,000 41,000 65,000 

通信費 8,500 9,000 9,500 10,000 

スペースセグメント費 1,200 1,500 1,700 2,500 

合計 94,090 100,000 106,300 137,500 

コックスバザール観測所 

人件費 3,500 3600 3,700 3,900 

消耗品費 820 920 1,120 1,320 

光熱費 700 800 910 1,110 

レーダー維持管理費 810 910 1,110 1,310 

合計 5,830 6,230 6,840 7,640 

ケプパラ観測所 

人件費 3,580 3,680 3,780 3,860 

消耗品費 400 500 600 710 

光熱費 500 600 750 910 

レーダー維持管理費 1,000 1,100 1,200 1,330 

合計 5,480 5,880 6,330 6,810 

    出所：BMD 
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3.5.4 運営・維持管理の状況 
 レーダー観測所の機材の維持管理状況は非常に良く、新品同様に清掃され、現在すべて

問題なく稼働している。両観測所共に、日間、週間、月間、半期のメンテナンスシートを

使用し、維持管理が漏れなく行われており、スペアパーツの交換は詳細に記録されている。

両観測所共、機材の不具合は適切に修理あるいは部品交換されているが、バングラデシュ

国初のデジタルレーダーシステムを導入したことから、部品によっては交換に数か月かか

っている。 
 施設の維持管理状況も良い。清掃は徹底して行われており、レーダー塔内はゴミ一つ落

ちていない。レーダー塔の点検・補修（外壁、屋根、内装等）は、不具合が見つかった場

合に行うことになっており、これまでの所、施設完成後 1 年の保証期間終了時に行ったの

みであるが、BMD では長年同様の方法で施設の補修を行ってきており、問題は生じていな

い。 
 気象レーダーデータ表示システム、気象データ通信システム、気象データ衛星通信シス

テム、衛星データ受信システムを設置した SWC では、衛星データ受信システムが 10 か月

以上稼働不能となっている。ハードディスクの交換により修復できず、また、観測に必須

のシステムではないことから対応が遅れていたが、本事業受注コンサルタントの支援によ

り問題の診断が行われ、現在必要なスペアパーツを手配済みである。なお、修復までの間、

日本の気象庁により、インターネットを通じた衛星データへのアクセスが認められている。 
 
以上より、維持管理の体制については拡充が望ましいものの、本事業の維持管理の技術、

財務面はともに概ね問題なく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び提言・教訓 
4.1 結論 
本事業は、サイクロンをはじめとする自然災害が多く、災害管理を重視するバングラデ

シュ国の政策、ニーズに合致したものである。事業は計画どおりの事業費・期間で実施さ

れ、効率性も高い。気象レーダーの稼働時間は目標を大きく下回ったものの、今後稼働時

間の拡大の見込みは高く、また、降雨探知距離については目標どおりとなっている。さら

に本事業は、計画時に想定された間接的効果（サイクロン情報・警報の改善、コックスバ

ザール管区の気象予報の質向上など）を生むと同時に、サイクロンの被害軽減にも貢献し

ている。20 年以上の間、同国のすべての気象レーダーの運用維持管理を行ってきた実施機

関の能力は高く、持続性も高いと判断できる。 
以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 
4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

 職員の能力の高さから両レーダーの運用維持管理は適切に行われているものの、本事業

の効果を 大限にするためにも観測時間の拡大が望まれ、そのためには観測所の観測体制

の拡充が必要である。現在提案中の新組織体制の政府承認に向け、一層の働きかけを行い、
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 14

できる限り早い増員を実現することが望ましい。 

 SWC に設置された衛星データ受信システムについては、モンスーン季を含む長期間に亘

り全く稼働しなかったことになり、一刻も早い復旧が求められる。また、今回のような長

期間の稼働不能状態を避けるため、問題の報告体制、早期対処のための体制を整える必要

がある。特に、本事業受注コンサルタントの支援に依存しない問題解決体制の整備が望ま

れる。 
 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 
4.3 教訓 
成果指標はプロジェクトの直接的効果を測定する重要な指標であることから、設定の際

は、指標の妥当性を実施機関と十分に協議し、目標値については過去の類似事業の実績を

勘案しつつ定めることが必要である。 
 

以上  


