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バングラデシュ 
ルプシャ橋建設事業 

 
外部評価者：OPMAC 株式会社 小林 信行 

0. 要旨 
本事業はバングラデシュの開発政策とも合致し、開発ニーズの点でも意義は大きい。本

事業の実施に際しては、地盤改良が必要となる難工事となり、土木工事期間が計画に比べ

て長引いたが、仕様や工法の改良でその遅延を短期間にとどめた。モングラ港の貨物取扱

量の減少に伴い、クルナ～モングラ間の交通需要は想定ほど伸びず、事後評価時点の交通

量は計画比 5 割の水準に留まっている。サイト調査の結果、ルプシャ橋では事業効果を損

なう深刻な毀損は確認されなかった。しかし、長期的な観点からは、実施機関の維持管理

予算が逼迫し、長大橋の維持管理工事に十分な監督経験を有していない点は持続性上の課

題と考えられる。以上より、本事業は一部課題があると評価される。 
 
 

1. 案件の概要 

 

  
案件位置図 ルプシャ橋 

 
1.1 事業の背景 
バングラデシュは南アジアのベンガル湾沿いのデルタ地帯に位置しており、その国土は

多くの河川により分断されている。主要都市を結ぶ幹線道路上のフェリー渡河地点は円滑

な物流を妨げてきた。バングラデシュ政府は主要回廊のフェリー渡河を廃止するため、橋

梁の建設に取り組んでおり、2000 年代初頭の時点では「ダッカ～チッタゴン」回廊のメグ

ナ橋・メグナグムティ橋、「ダッカ～北西部」回廊のジャムナ橋はすでに完成し、「北西部

～クルナ」回廊においてもパクシー橋の建設が進められていた。日本は有償資金協力（円

借款）および無償資金協力を通じて、このようなバングラデシュ政府の取組みを支援して

きた。 
バングラデシュ第二の貨物取扱量を有するモングラ港は南西部の中心都市であるクルナ

市の南約 40km に位置している。2000 年代初頭の時点ではルプシャ川の渡河にはフェリー

が使用されており、フェリー渡河は同港への円滑な交通を妨げる要因となっていた。ルプ



 

 2 

シャ川への架橋はジャムナ橋、パクシー橋を経由して、首都ダッカからモングラ港を陸路

で結ぶことになり、モングラ港の利便性改善が期待されていた。 
このような背景のもと、ルプシャ川への架橋が計画され、JICA「ルプシャ橋建設計画調

査（フェーズ 1）/同（フェーズ 2）」により事業化調査および詳細レベルの技術検討及び設

計が進められた結果、ルプシャ橋の建設に対して円借款が供与された 1。 
 

 

図 1：バングラデシュの主要橋梁 

 
1.2 事業概要 
クルナ市南部においてルプシャ川に架橋することにより、同河川の渡河交通の円滑化を

図り、もってバングラデシュ南西部の地域開発やモングラ港の利便性向上に寄与する。 
 

円借款承諾額／実行額 8,300 百万円／7,966 百万円 
交換公文締結／借款契約調印 2000 年 8 月／2001 年 3 月 

                                                        
1 ルプシャ橋は完成時にカーン・ジャハン・アリ橋と命名されている。本報告書では、事業名との整合性

を保ち表記の混同を防ぐため、ルプシャ橋で表記を統一した。 
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借款契約条件 土木工事等：金利 1.0％、返済 30 年（うち据置 10 年）、

一般アンタイド 
コンサルタント：金利 0.75％、返済 40 年（うち据置

10 年）、一般アンタイド 
借入人／実施機関 バングラデシュ人民共和国大統領／運輸省道路局 
貸付完了 2008 年 7 月 
本体契約 
 

清水建設（日本）･ Italian-Thai Development Public 
Company Limited（タイ）（JV） 

コンサルタント契約 パシフィックコンサルタンツインターナショナル(日本) 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：

F/S）等 
JICA「ルプシャ橋建設計画調査（フェーズ 1）/同（フ

ェーズ 2）」 
関連事業 なし 

 
 

2. 調査の概要 
2.1 外部評価者 
小林 信行 （OPMAC 株式会社） 
 

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 12 月～2011 年 11 月 
現地調査：2011 年 2 月 21 日～3 月 16 日、2011 年 7 月 2 日～7 月 14 日 
 

2.3 評価の制約 
本事業に関連して実施された土質調査の適切さを精査する上で、実施機関、案件監理コ

ンサルタント、土木工事コントラクターに聞き取りを実施したが、技術面での知見が必要

とされるため、評価判断が困難であった。移転住民に関しては、移転後のモニタリングが

なされておらず、移転先の特定が難しいことから、聞き取り調査を行うことができなかっ

た。そのため、用地取得の分析は実施機関から提供された情報に基づいている。 
 
 

3. 評価結果（レーティング：C2） 
3.1 妥当性（レーティング：③3） 

3.1.1 開発政策との整合性 
審査時における国家開発計画は第 5 次 5 ヶ年計画（1997/98 年度-2001/02 年度 4）であっ

た。同計画では運輸セクター戦略の重点政策として 14 項目が選定されている。その重点政

策には主要 5 回廊 5の整備や主要 2 港湾（チッタゴン、モングラ港）とダッカ間の連結強化

                                                        
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
4 バングラデシュ政府の会計年度は 7 月に開始され、翌年 6 月が年度末となる。 
5 「ダッカ～チッタゴン」回廊、「ダッカ～北西部」回廊、「ダッカ～クルナ」回廊、「ダッカ～シレット」

回廊、「北西部～クルナ」回廊 
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まれ、優先される投資として北西部～モングラ間での橋梁建設が挙げられている。また、

第 5 次 5 ヶ年計画での投資予算配分では、バランスのとれた地域開発への配慮がなされ、

南西部が含まれる沿岸地域への投資が優先されている。沿岸部における投資の重点にはネ

ットワーク型インフラ（電力、運輸、通信）の整備が含まれている。ルプシャ川はクルナ

～モングラ港間の円滑な道路交通を妨げると同時に、バングラデシュ南西部を東西に分断

しており、ルプシャ橋の建設は地域交通のネットワークを強化するものである。 
事後評価時点での国家開発政策である第 2 次貧困削減戦略文書（National Strategy for 

Accelerated Poverty Reduction II、NSAPRII）では、ダッカ～南西部を結ぶパドマ橋の建設が

運輸セクターの開発政策に含まれている。NSAPRII はパドマ川の架橋を通じて東西交通の

円滑化を進め、ダッカ～クルナ/モングラ港のアクセス改善を目指している。また、NSAPRII
ではバングラデシュ国内の開発格差を主要な開発課題と位置づけ、低開発地域であるクル

ナ管区は投資等の開発リソースの優先的な配分が望ましいとの言及がある。 
審査時および事後評価時において、本事業は開発政策との整合性を有している。ルプシ

ャ橋建設は審査時点の第 5 次 5 ヶ年計画の投資計画に沿うものであり、事後評価時点でも

国家開発政策において東西交通の円滑化が引き続き取り組まれている。また、同計画にお

いて、低開発地域である南西部への投資は優先事項と位置づけられている。 
 
3.1.2 開発ニーズとの整合性 
審査時点では、ルプシャ川への架橋によるモングラ港～クルナ間の道路交通の円滑化は

バングラデシュのみならず、内陸国であるネパールやブータンの貿易促進にも寄与するこ

とが期待されていた。また、既存の道路網では渡河交通はクルナ市街に流入し、クルナ市

南郊ではフェリー待ち渋滞が市内交通の大きな課題となっていた。ルプシャ橋の建設によ

る交通改善により、フェリー待ち交通のクルナ市内への流入を抑制し、渋滞を解消するニ

ーズは大きかった。 
事後評価時において、バングラデシュ政府、ネパール政府、ブータン政府は、モングラ

港利用促進に向け協議を継続している。加えて、アジアハイウェイ（AH）道路網に関する

政府間協定が 2004 年に調印され、バングラデシ

ュも同協定に参加している6。この協定に基づき、

バングラデシュにおいてもアジアハイウェイ整

備が進められている。アジアハイウェイの整備

は 1950 年代から進められてきたが、政府間協定

の調印を機に参加国の取組みに弾みがついてい

る。クルナ～モングラ間は AH41 号の一部とな

っており、バングラデシュを横断する AH1 号線、

AH2 号線と接続している。域内物流を改善する

には、モングラ港へのアクセス確保は引き続き

重要であり、ルプシャ川の円滑な渡河に対する

開発ニーズは維持されている。 

                                                        
6 アジアハイウェイは 32 か国を通過する総延長約 14 万 km の国際道路網である。 

表 1：最低貧困ライン以下の人口比率

単位：％

地域 2000 年 2005 年 

全国 34.3 25.1 

ボリシャル管区 34.7 35.6 

チッタゴン管区 27.5 16.1 

ダッカ管区 34.5 19.9 

クルナ管区 32.3 31.6 

ラシャヒ管区 42.7 34.5 

シレット管区 26.7 20.8 

出所：Bangladesh Bureau of Statistics “Report of 
the Household Income and Expenditure Survey 
2005” 
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クルナ管区の貧困率は、2005 年時点でも依然として全国平均を大きく上回る水準であっ

たが、ルプシャ橋建設時の 2000 年～2005 年にかけて多少の改善が見られた。地域経済の振

興、雇用創出を通じた所得向上の観点から、同地域への投資は意義が大きい。 
 
3.1.3 日本の援助政策との整合性 
旧 ODA 大綱（閣議決定 1992 年）では、日本とアジア地域が歴史的、地理的、政治的お

よび経済的に密接な関係にある点を重視し、アジア地域への支援に重点がおかれた。同大

綱ではインフラストラクチャー分野を経済社会開発の重要な基礎条件と定義し、同分野で

の支援を重点項目に掲げていた。バングラデシュ国別援助計画（2000 年）では、ダッカ～

クルナ/モングラ港を結ぶ地域を成長センターの一つと位置づけ、同地域での経済インフラ

整備への重点的な支援を援助方針に含めていた。国際協力銀行 海外経済協力業務実施方

針（1999 年策定）においても、アジア地域の重視、経済成長の下支えとなる経済・社会イ

ンフラ整備が全体方針に盛り込まれていた。 
本事業はアジア地域におけるインフラ整備を支援するものであり、ダッカ～クルナ回廊

にて円滑な道路交通を妨げているルプシャ川への架橋を行った。審査時の日本の援助政策

はアジア地域、特にバングラデシュではダッカ～クルナ/モングラ港間でのインフラ分野を

重視していたため、本事業との整合性は高かったと判断される。 
なお、現在、ルプシャ橋はバングラデシュ有数の長大橋の一つとなり、2010 年 11 月の日

本バングラデシュ首脳会談において、ハシナ首相よりバングラデシュにおけるわが国支援

の具体例として言及されている。本事業は物流改善のみならず、二国間関係の強化の観点

からも意義のあるものであったと考えられる。 
 
以上より、本事業の実施はバングラデシュの開発政策、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：②） 
3.2.1 アウトプット 
本事業のアウトプットの計画と実績は、以下の通りである。 
 

表 2：本事業のアウトプット 

計画（審査時） 実績（事後評価時） 

(1) 土木工事 
①ルプシャ橋の建設：全長 1360ｍ、幅員 16m 
②護岸工の建設：擁壁 東岸 150m 
③接続道路の建設：西側：5,880m、東側：2,799m 
④接続道路の小橋梁の建設：2 橋梁 
⑤関連施設：料金所 1 カ所、バス停 2 カ所等 

 
(2) コンサルティングサービス 

外国人コンサルタント：222 M/M 
現地コンサルタント：639 M/M 
内容：入札補助、D/D レビュー、施工管理、環境モニタリング等 

(1) 土木工事 
①計画どおり 
②擁壁 145m、砕石等 37m 
③計画どおり 
④計画どおり 
⑤計画どおり 

 
(2) コンサルティングサービス 

外国人コンサルタント：249.9 M/M 
現地コンサルタント：689 M/M 
内容：計画どおり 

出所：事業完成報告書、RHD 
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土木工事に関しては、仕様変更があったものの、ほぼ計画どおりのアウトプットとなっ

ている。軟弱地盤により支持力が不足したため、杭の工事に対策工事が加えられ、杭先端

部分に対しグラウト（液状セメント）が施工されている。コンサルタント調達に必要な時

間を短縮するため、土木工事の施工監理業務等を行うコンサルタントが随意契約で選定さ

れた。本事業の事業化調査、詳細設計を担当し、調達補助を実施していたコンサルタント

が施工管理業務も行っている 7。 
 
3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 
事業費（計画）105 億 4,900 万円に対し、実績は 121 億 5,100 万円となり、事業費は計画

を若干上回った（計画比 115％）。事業費の増加は工事費の増加、材料費の上昇、バングラ

デシュ政府に支払った税金（借款対象外）の増加等に起因している。杭の対策工、接続道

路の小橋梁建設時の地盤改良等が工事費の増加につながった。 
 

3.2.2.2 事業期間 
事業期間は計画を若干上回った（計画比 119％）8。軟弱な地盤のため、難工事となり、

土木工事期間が計画に比べて長引いたが、仕様や工法を改良することで、その遅延を短期

間にとどめることができた。土木工事期間の遅延を抑えるため、杭の技術仕様（杭径を

2,500mmから 900mmに変更し、杭の本数を 16 本に増加）を変更した。杭径を変更すること

で、設置がより容易で時間のかからない杭打ち用の機材を使用できるようになった。 
 

表 3：本事業の事業期間 

 計画（審査時） 実績（事後評価時） 

L/A 調印 2001 年 3 月 2001 年 3 月 

コンサルティングサービス 2000 年 7 月～2004 年 9 月 9 2000 年 6 月～2006 年 6 月 

本体工事入札 2000 年 9 月～2001 年 3 月 2000 年 6 月～2001 年 4 月 

土木工事 2001 年 3 月～2004 年 9 月 2001 年 5 月～2005 年 5 月 

事業完成（事業期間） 2004 年 9 月（43 ヵ月） 2005 年 5 月（51 ヶ月） 
出所：審査時資料、RHD 

 
事業実施に先立ちJICA「ルプシャ橋建設計画調査（フェーズ 2）」において土質調査が実

施され、土木工事コントラクターにより事業開始後にも土質調査が再度行われた。施工監

理コンサルタントへの聞き取りでは、上記調査の土質検査のみで地盤の固さを推計するに

はその精度に限界があるため、杭長を決めるための載荷試験を計画段階から予定していた 10。

                                                        
7 本事業実施に先立ち、JICA「ルプシャ橋建設計画調査（フェーズ 1）/同（フェーズ 2）」にて事業化調査、

詳細設計が行われている。 
8 事業開始は L/A 調印時点、事業完成は土木工事完了時点。 
9 バングラデシュ政府は L/A 調印前よりコンサルタントを雇用していた。また、審査時資料ではコンサル

ティングサービス期間の終了時点を明記していないため、工事完成時点をコンサルティングサービスの完

了時点とした。 
10 施工監理コンサルタントの聞き取りでは、周面摩擦力を期待していた層の深度が深く、N 値（地盤の固

さを示す指標）が過大評価されている可能性があった。 
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載荷試験を実施したところ、大きな沈下が生じ、杭の支持力が十分ではないことが明確と

なり、上記のように杭に対策工が加えられた。 
 
以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画を若干上回ったため、効率性は中程度

である。 
 

3.3 有効性 11（レーティング：②） 
3.3.1 定量的効果 
本事業では橋梁の新設を行ったため、交通量のみではなく、走行時間短縮も考慮すべき

事業効果と位置づけられていた。審査時点では開通初年の目標値を設定しており、開通初

年度（2005/06 年度）の交通量（実績）はその目標値の約 4 割であった。しかしながら、①

2006/07 年度以降は交通量が増加していること、②走行時間短縮はほぼ計画どおりの効果発

現となっていることを踏まえて、レーティングの判断を行った。 
 

3.3.1.1 運用効果指標 
(1) 交通量 
ルプシャ橋に接続するクルナバイパスの北側部

分の整備 12が未完成のため、開通初年度の交通量は

計画値の約 4 割となったが、同バイパスの完成後、

交通量は増加傾向を見せている。経済的内部収益率

での交通量予測と比較した場合、事後評価時点の交

通量は計画比 5 割程度の水準となった。 
交通量が審査時計画を下回っている要因の一つ

として、モングラ港での貨物取扱量、特に陸上交通

需要に直結する桟橋での取扱量が計画未満となっ

ていることが挙げられる 13。審査時点の配分交通量

（2015 年予想）からは、モングラ港を終起点とする

区間がルプシャ橋の交通量に与える影響が大きい

ことがわかる（図 2 を参照）14。1997/98 年度のモン

グラ港の貨物取扱量 287 万トンに対し、審査時には

2015 年に 581 万トンが予想されていた。しかしなが

ら、2009/10 年度実績の貨物取扱量は 165 万トンと

なっている。また、審査時は貨物のコンテナ化を想

定し、桟橋での貨物取扱量は 1997/98 年度の 16 万ト

                                                        
11 有効性判断にあたり、インパクトも加味してレーティングを行う。 
12 クルナバイパス北側部分は本事業の実施機関である RHD が整備を行った。 
13 バングラデシュ「パクシー橋建設事業(I)/(II)」事後評価報告書でもクルナ・モングラと北西部間の交通

量が相対的に少なく、モングラ港の不振がモングラ～北西部間の交通量の増加を鈍らせる一要因となって

いることに言及がある。 
14 JICA「ルプシャ橋建設計画調査（フェーズ I）」で推計を行った。PCU（Passenger Car Unit）は各車種を

乗用車に換算し合計した場合の交通量を示す。 

 

図 2：配分交通量（2015 年予想） 
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ン（貨物取扱量の 6％）から 2015 年には 213 万トン（同 37％）に増加することが予想され

ていたが、2009/10 年度実績では 22 万トン程度（同 13％）15にとどまった。 
事後評価時点では、パドマ川において大規模橋梁の建設が計画されており、同橋の完成

後（2016 年を予定）、ダッカ～クルナ間の交通量の増加が想定され、ルプシャ橋の交通量も

一段の増加が期待されている。 
 

 
審査時点の計画値と比べた場合、車種別の交通量（実績）では、バス、オートリキシャ

が低い比率にとどまる一方、二輪車の比率が高い。その理由として、個人の移動手段とし

て、二輪車の利用が進んだことが挙げられる。また、事業完成後、国道 7 号線上のフェリ

ーは計画どおり廃止されたものの、歩行者・自転車向けの渡し船は運行されている。ルプ

シャ川東岸にある中・長距離バスのターミナルの利用者は引き続き渡し船を利用している

ことも、バス、オートリキシャの交通量が計画比で低い水準にとどまっている一要因と推

察される。 
 

表 5：一日あたり車種別交通量（計画と実績） 
・計画 

 二輪車 オートリキシャ 乗用車 バス トラック 

年 台数 比率 台数 比率 台数 比率 台数 比率 台数 比率 
2005 664 10.6% 1,409 22.6% 627 10.0% 2,060 33.0% 1,484 23.8% 

2006 701 10.6% 1,486 22.5% 661 10.0% 2,173 32.9% 1,585 24.0% 

2007 739 10.6% 1,568 22.4% 697 10.0% 2,293 32.8% 1,693 24.2% 

2008 780 10.5% 1,654 22.4% 736 10.0% 2,419 32.7% 1,808 24.4% 

2009 823 10.5% 1,745 22.3% 776 9.9% 2,552 32.6% 1,931 24.7% 

 
・実績 

 二輪車 オートリキシャ 乗用車 バス トラック 
年 台数 比率 台数 比率 台数 比率 台数 比率 台数 比率 

2005/06 819 32.1% 83 3.3% 309 12.1% 757 29.7% 583 23% 

2006/07 1,028 34.0% 109 3.6% 348 11.5% 891 29.5% 647 21% 

2007/08 1,509 38.4% 159 4.0% 393 10.0% 1,103 28.1% 765 19% 

2008/09 1,543 38.5% 172 4.3% 388 9.7% 1,104 27.6% 799 20% 

2009/10 1,568 40.1% 223 5.7% 362 9.3% 980 25.0% 774 20% 

出所：審査時資料、RHD 
                                                        
15 モングラ港湾局での聞き取りに基づく。 

表 4：一日当たり交通量（計画と実績） 

計画 実績 実績/計画 

年 交通量 年 交通量 ％ 

2005 6,243 2005/06 2,552 40.9% 
2006 6,606 2006/07 3,024 45.8% 
2007 6,990 2007/08 3,930 56.2% 
2008 7,396 2008/09 4,007 54.2% 
2009 7,827 2009/10 3,913 50.0% 

出所：審査時資料、RHD 
 

写真 1：ルプシャ橋を通行する車両 
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・計画 

 
 
・実績 

 

図 2：車種別の交通量比率（計画と実績） 

 
(2) ルプシャ川渡河の所要時間 
事後評価時点の交通量と比較した場合、ルプシャ橋には十分な容量があり、渡河の所要

時間はほぼ計画どおりに低下した。渡河の所要時間短縮は長距離バス運行会社、トラック

ドライバー組合のインタビューでも裏付けられており 16、完成前は、フェリー待ち時間も含

めて渡航時間は通常 30 分、混雑時には 2 時間となることもあったが、事後評価時点ではル

プシャ橋の通過時間は 2.5 分となっており、渡河の所要時間は大幅に短縮した。 
 

表 6：ルプシャ川渡河の所要時間 

基準値（2001 年） 目標値（2005 年） 実績値（2010 年） 

（フェリー渡航）約 30 分、 
混雑時 2 時間 

（ルプシャ橋の通過） 
約 2 分 

（ルプシャ橋の通過） 
2.5 分 

出所：審査時資料、RHD 

                                                        
16 ルプシャ橋開通後の地域交通の変化を確認するために、モングラ輸出加工区（EPZ）事務所、トラック

ドライバー組合、長距離バス運行会社 5 社、事業会社 1 社に聞き取り調査を実施した。 
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3.3.1.2 内部収益率 
(1) 財務的内部収益率（FIRR） 
事後評価時点での再計算では、FIRR はマイナスとなり、計画値（2.4％）を下回った。事

業費が増加した上、二輪車を除いて交通量が計画値に達しておらず、通行料収入（実績）

が当初予定を下回っている。また、審査時の前提と比較した場合、O&M 費用は約 3 倍とな

っており、FIRR を引き下げる一要因となっている。なお、通行料金を事後評価時想定の約

1.5 倍とした場合に、FIRR はプラスに転じる。 
 

表 7：FIRR 計算の前提 

 審査時 事後評価時 

費用 本件事業費（橋梁

のみ）、O&M 費用 
本件事業費（橋梁のみ 17）、O&M費用（05/06 年度～09/10 年度：実

績、10/11 年度～29/30 年度：RHD予想-年 2％増加） 

便益 橋梁の通行料収入 橋梁の通行料収入（通行料収入 05/06 年～10/11 年度：実績、通行

料金 11/12 年度以降：審査時前提、交通量 10/11 年度～14/15 年度：

RHD 予想交通量、交通量 15/16 年度～29/30 年度：14/15 年度までの

伸び率で推計） 

プロジェクト

ライフ 
2029 年まで 
（完成後 25 年） 

2029/30 年度まで 
（完成後 25 年） 

出所：審査時資料、RHD 
 
(2) 経済的内部収益率（EIRR） 
事後評価時点での再計算ではEIRRは 0.8％となり、計画値（26.2％）を下回っている 18。

FIRRと同様に、事業費の増加、O&M費用の増加、交通量の減少がEIRR計画値に達しない理

由となっている。EIRRの走行費単価、移動時間費用単価は正確な推計が難しく、審査時と

同じ前提としている。EIRR計算では完成後 16 年をプロジェクトライフとしており、FIRR
と同じプロジェクトライフ（完成後 25 年）を設定した場合、EIRRは 5.1％に改善する。 

 
表 8：EIRR 計算の前提 

 審査時 事後評価時 

費用 本件事業費（バイ

パスおよび橋梁）、

O&M 費用 

本件事業費（バイバスおよび橋梁）、O&M 費用（05/06 年度～09/10
年度：実績、10/11 年度～29/30 年度：RHD 予想-年 2％増加） 

便益 走行費用の節減、

輸送時間短縮によ

る便益 

走行費用の節減（走行費単価は審査時データを使用）、輸送時間短

縮による便益（移動時間費用単価は審査時データを使用）。便益の

算出に必要となる交通量は FIRR と同じ前提。 

プロジェクト

ライフ 
2020 年まで 
（完成後 16 年） 

2020/21 年まで 
（完成後 16 年） 

出所：審査時資料、RHD 
 

                                                        
17 審査時と算出条件をそろえるため橋梁のみとしたが、FIRR 計算では事業費全額を費用とすることが望ま

しい。 
18 EIRR の走行費単価、移動時間費用単価は審査時データを使っており、便益は交通量の変化のみを反映し

ている。便益の更新が完全ではないため、EIRR 結果はレーティングでは考慮していない。 
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3.3.2 定性的効果 
(1) フェリーターミナル周辺の渋滞解消 
ルプシャ橋の完成により国道 7 号線上のフェリーが廃止され、フェリーターミナル周辺

の渋滞は解消された。地域住民によると、架橋以前はフェリー待ちによる渋滞が数百メー

トル離れた交通量のある交差点近くまで伸びており、交通混雑を引き起こしていた。事後

評価時点のサイト調査でも、歩行者、自転車向けの渡し船が運行されているため、クルナ

側（ルプシャ川西岸）の船着き場付近には、バスの通行、客待ちがあるものの、渋滞は発

生していないことが確認された。 
 
(2) 貨物車両の大型化、物流コストの低下 
トラックドライバー組合のインタビューでは、フェリーに乗せられるトラックの重量に

は制約があるため、架橋後はより重量のあるトラックが使えるようになったとの意見が聞

かれた。モングラ港近くのセメント工場のインタビューでは、ルプシャ橋の完成後、クル

ナまでの時間が 2 時間から 1 時間に短縮され、クルナ～モングラ間の物流コストが 4 割程

度低下したとの意見が聞かれた。物流コストの低下は、運搬時間の短縮に伴う労働コスト

や燃料代の低下に起因している。 
 
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 
(1)地域住民の生計・生活環境への影響 
事業効果の把握のため、ルプシャ川東岸、西岸の住民のそれぞれに対してフォーカスグ

ループディスカッション（FGD）を実施した。定性的な意見を定量的に把握するために、

ディスカッションテーマに対しての意見を導出した後、投票を実施した。FGD の概要は次

の通り。 
 

• 場所：クルナ市内 
• 日時：2011 年 3 月 2 日（ルプシャ川西岸住民）、同 3 日（同東岸住民） 
• 参加者：ルプシャ川西岸住民（9 名－男性 7 名、女性 2 名）、同東岸住民（8 名－

男性 6 名、女性 2 名） 
• ディスカッションテーマ：本事業が生活をどのように変えたか？ 
• 投票方式：意見を 5 つ前後まで絞りこんだ後、1 名 3 票まで投票（強く同意する場

合同一意見への複数回答も可とした） 
 
投票結果は、西岸住民では「社会的な問題が発生した」が、東岸住民では「移動が容易

になった」が最も支持された。西岸住民はクルナ市街に住んでおり、渡河が必要な移動は

比較的少なく、交通改善による直接のメリットが少ないため、交通事故の増加、不十分な

駐車場等の流入交通増加のマイナス面を指摘している。一方、ルプシャ橋は東岸地域から

クルナ市街への交通を容易にするため、東岸住民は交通改善を強く意識している。西岸に
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建設された工場への通勤のため、ルプシャ橋の利便性を高く評価する意見が東岸住民から

聞かれた。「ビジネスの幅がひろがった」は両岸で支持されたが、西岸での支持がより高か

った。土地価格の上昇や通行人の増加により、西岸住民にとって事業環境の改善が顕著と

なっている。また、自然環境への影響として、河川水路での土砂堆積 19やルプシャ川での漁

獲量の減少に指摘があった。 
 

表 9：フォーカスグループディスカッション結果 

西岸住民 東岸住民 

順位 意見 得票数 順位 意見 得票数 
1 社会的な問題が発生した。 15 1 移動が容易になった。 8 
2 ビジネスの幅が広がった。 7 2 橋が観光スポットとなった。 5 
3 移動が容易になった 3 3 ビジネスの幅が広がった。 4 
4 環境問題が発生した 2 4 雇用機会が増えた。 4 

 合計 27 5 環境問題が発生した。 3 
    合計 24 

 
(2) モングラ港の取扱貨物量 
2000/01 年度から 2009/10 年度にかけモングラ港の

貨物取扱量は約 4 割減少した。モングラ港は河川港

のため、ベンガル湾から遡上する必要がある一方、

浚渫が十分でなく、大型船舶の寄航が困難な状況が

続いている。加えて、主要な輸出産品であるジュー

トの輸出減少も重なった結果、2007/08 年度まで取扱

貨物量は減少傾向が続いた。事後評価時点において

は、バングラデシュ政府が穀物輸入の一定割合をモ

ングラ港経由とする政策をとっているため、取扱貨

物量は回復している。 
モングラ港湾局の聞き取りで、輸入/輸出貨物の約

9 割は内陸水運で運ばれていることが分かった。陸上

輸送の占める比率が大きくない点は、ルプシャ橋の

インパクトの発現を妨げる要因となっている。 
ルプシャ橋の建設により、「3.3.2 定性的効果」で言及されたような物流条件の改善はあ

ったものの、モングラ港の入港船数や貨物量は本事業実施以外の要因も影響している。港

湾当局による不十分な浚渫、ジュートの輸出減少、内陸水運への依存度のような外部条件

が本事業のインパクト発現を妨げていると考えられる。 
 

                                                        
19 橋梁の建設が河床の土砂堆積に影響し、内陸水運を妨げているとの指摘があったが、内陸水運への影響

に関しては、水路浚渫が適切に行われていない等の他の要因も想定される。 

表 10：モングラ港の貨物取扱量 

年度 入港船数 取扱貨物量 
（トン） 

2000/2001 313 2,766,461 
2001/2002 268 2,252,880 
2002/2003 291 1,800,516 
2003/2004 446 1,494,231 
2004/2005 455 1,476,172 
2005/2006 385 1,482,644 
2006/2007 193 914,375 
2007/2008 128 722,834 
2008/2009 151 1,137,826 
2009/2010 190 1,649,283 
出所：モングラ港湾局 
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3.4.2 その他、正負のインパクト 
(1) 自然環境へのインパクト 
施工監理コンサルタントが事業実施中の環境モニタリングを実施し、その結果は実施機

関に提出された。情報共有を求められた場合には、実施機関は JICA とも環境モニタリング

結果を共有している。実施機関の説明では、事業実施中にアスファルトプラントからのば

い煙に対して住民から苦情があり、煙突の設計変更が行われたが、ばい煙を効果的に防ぐ

ことはできなかった。事業完成後、環境モニタリングは実施されていない。FGD では、ル

プシャ川での漁獲量が減ったとの意見があったが、詳細な調査は実施されておらず、因果

関係は証明されていない。 
 
(2) 用地取得・住民移転 
用地取得・移転世帯数は計画を上回り、用地取

得は 774.5 千 m2、移転住民世帯数は 94 世帯となっ

た。その理由として、①側道の設計変更により追

加の用地取得が必要となったこと、②同国におけ

る土地登記の整備が十分ではなく、地権者の特定

が難しかったこと、があげられる。取得面積の増

加に伴い、用地取得に必要となった期間も伸びている。補償は現金補償のみで、代替地へ

の移転は実施されていない。 
住民移転計画の精査、用地取得予算の策定、補償金の支払い手続きへの支援を実施する

ため、本事業では NGO が雇用された。住民への金銭補償は原則としてバングラデシュの法

規に沿って行われたが、事業サイト近隣地域の平均地価（政府価格）の 150％が地権者に支

払われた。また、市場価格が政府価格を大幅に超える場合には追加の支払いが認められた。

不正確な土地登記や書類の不備等により、地権者の特定に時間がかかり、土木工事開始後

に補償金が支払われる例があった。NGO を通じて地権者を特定し、適切な水準の補償金を

支払ったため、実施機関は用地取得には問題はないと判断している。 
 
(3) 交通事故 
開通後、動力車両と非動力車両を分離するフェンスに車両が衝突する事故がルプシャ橋

で多発した。実施機関の調査では、アプローチ道路の整備により車両速度が速くなる一方、

カーブ部分でフェンスにより幅員が急に狭まるため、フェンスに衝突する事故が発生した

と結論づけている。2009/10 年度以降、警察が交通違反の取締りを強化し、同橋の運営維持

管理コントラクター20が夜間に事故多発箇所で交通誘導を行った結果、交通事故は減少に転

じた。事後評価時点では、夜間の事故防止のため、道路際に反射板が設置された。さらな

る事故防止に向け、幅員が急に狭まらないよう、実施機関では改良工事（フェンスの延伸、

中央分離帯の短縮）を実施する予定である。 
 

                                                        
20 ルプシャ橋の日常的維持管理は外部委託されており、民間企業が実施主体となっている。詳細は「3.5.1 
運営・維持管理の体制」を参照。 

表 11：用地取得、移転世帯数 

 計画 実績 

用地取得（単位：m2） 755,000 774,500 

移転世帯数 53 94 
出所：RHD 
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表 12：ルプシャ橋での交通事故数* 

年度 交通事故数 負傷者数 死者数 

2005/2006 18 9 7 

2006/2007 35 24 11 

2007/2008 41 55 7 

2008/2009 42 86 7 

2009/2010 16 10 3 
出所：RHD 
注：* アプローチ道路を含む 

 
 

 

図 3：ルプシャ橋の事故多発地点 

 
(4) フェリー廃止の地域住民への影響 
事後評価時点では、国道 7 号線上のフェリーは廃止されたが、審査時に計画されていた

シャトルバスは運行されていない。運輸省は、渡し船の料金が想定されるバス運賃を下回

り、十分な利用者が見込めないため、シャトルバスの運行は適切ではないと判断している。

但し、渡し船が運行されており、歩行者、自転車の渡河には支障が生じていない。そのた

め、フェリー廃止後も地域住民の交通には問題はないものと判断される。 
 
ルプシャ橋の建設は地域住民の生計改善への寄与が推察される。自然環境への影響につ

き地域住民から意見があったが、ルプシャ橋との因果関係は明確にはならなかった。実施

機関は、用地取得は適切に実施されたと判断している。 



 

 15 

3.5 持続性（レーティング：②） 
3.5.1 運営・維持管理の体制 
運営維持管理の責任は明確に定義されており、運輸省傘下のRHDがルプシャ橋およびア

プローチ道路の維持管理、通行料金徴収を管掌している。RHDはルプシャ橋の日常的維持

管理、通行料金徴収等を外部委託先である運営維持管理コントラクターをとおして実施し

ている。RHDは契約管理の一環として定期的な橋梁の点検を実施する一方、運営維持管理

コントラクターは、日常的維持管理（舗装面の点検や補修、清掃、照明灯、航路ランプの

点検・交換等）を担当している。運営維持管理コントラクターは入札で決定されており、

事後評価時点ではNEA－TEC JV21が受託している。2010 年時点では、運営維持管理コント

ラクターにてルプシャ橋の維持管理に関連する職員数は 117 名（うち 95 名が運営維持管理

に直接従事）となり、過去 3 年間で職員数に大きな変動はない。なお、定期的維持管理に

関しては外部委託されず、RHDが直接の責任を有している。 
 
3.5.2 運営・維持管理の技術 
通行料金の徴収に関しては、ルプシャ橋の通過車両数を記録するシステムが導入されて

おり、徴収金額と通過車両数を比べて徴収漏れを少なくする取り組みが行われている。ま

た、運営維持管理コントラクターのうち 1 社は他国で料金回収システムの開発・供給を行

っており、同分野で十分な技術力を有している。運営維持管理コントラクターは、維持管

理に従事する職員に対して、料金徴収に関して契約開始時にトレーニングを実施した。料

金徴収に関しては十分な技術水準があるものと考えられる。 
日常的維持管理に関しては、作業内容（点検、軽度の補修作業）は高度な技術を必要と

するものではないと推察される。運営維持管理コントラクターは、職員に対して、日常的

維持管理に関して契約開始時にトレーニングを実施した。日常的維持管理に関しては十分

な技術水準があるものと考えられる。 
定期的維持管理に関しては、課題がある。RHDにおいて、橋梁点検に関するトレーニン

グ予算は十分ではなく、十分な要員確保が難しい。また、幹線道路上の長大橋でも維持管

理工事後に想定を超えるインフラの毀損が生じており 22、長大橋の維持管理工事の品質を適

切に管理する能力には課題がある。 
 
3.5.3 運営・維持管理の財務 
バングラデシュ政府が策定した道路マスタープランでは、定期的・日常的維持管理合計

で年 122 億タカが必要と見積もられる一方、RHD の予算配分は必要額の半分程度となって

いる。RHD 全体では維持管理予算は逼迫している状態にある。ルプシャ橋の O&M 予算（実

績）は運営維持管理コントラクターへの支払いであり、日常的維持管理と料金徴収に充当

されている。「3.3.1.2 内部収益率」でも言及した通り、O&M 費用は審査時の前提を大幅に

                                                        
21 EFCON AG（オーストリア）、National Civil Engineers Limited（バングラデシュ）、Asian Traffic Technologies 
Ltd.（バングラデシュ）による共同企業体 
22 運営維持管理コントラクターからの聞き取りでは、メグナ橋、メグナグムティ橋では通常 10 年以上の耐

用年数があるエクスパンションジョイントが交換後 2 年未満で破損している。橋体寿命への影響があるた

め、早期の補修が望ましいが、1 年以上修理がされていない。 
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超えている。本事業で建設されたルプシャ橋における定期的維持管理に関しては、審査時

には 7 年毎の実施が想定されており、事後評価時点で完成後 6 年であるため、定期的維持

管理の予算はこれまでのところ計上されていない。 
 

表 13：維持管理予算の推移 
単位：百万タカ 

年度 RHD の O&M 予算 ルプシャ橋 O&M 予算必要額 ルプシャ橋 O&M 予算（実績） 
2007/2008 6,178.21 45.60 42.95 
2008/2009 5,143.84 40.13 40.73 
2009/2010 6,094.74 40.13 37.73 

出所：事業完成報告書、RHD 
 
通行料金はバングラデシュ政府の歳入となるため、RHD が維持管理に直接充当すること

はできない。通行料金は開通前（2005 年 3 月）に設定されて以降、改定されていない。通

行料金は架橋前のフェリー料金から大幅な値上げとならないよう設定され、RHD が運営維

持管理に責任を有する他の幹線道路上の長大橋（メグナ橋/メグナグムティ橋、パクシー橋）

と比較して、総じて通行料金は低く設定されている。他橋梁との比較からは、利用を妨げ

るような通行料設定ではないものと判断される。 
 

表 14：主要車種の通行料金 
単位：タカ 

 ルプシャ橋 メグナ橋/メグナグムティ橋 パクシー橋 
二輪車 5 10 10 
乗用車 30 50 50 
大型バス 150 150 215 
トラック 150 400 215 
出所：RHD 

 
3.5.4 運営・維持管理の状況 
事業サイト調査では、事業効果の発現に影響するような大きな損傷は見られなかった。

エクスパンションジョイントには故障はなく、洗掘も確認されなかった。 
事業実施中に橋脚（MP2、MP7）にひび割れが生じた。実施機関の説明では、橋脚杭のク

ラックはいずれも幅の狭いヘアクラックであり、RHD の基準の範囲内であった。土木工事

コントラクターは工事完了後も橋脚のひび割れの状態を定期的に調査しており、2011 年初

頭には橋脚に塗装と防水加工を施工している。 
日常的維持管理に関しては、サイト調査結果から適切に行われていると判断される。運

営維持管理コントラクターへの聞き取りでは、RHD は日常的維持管理の外部委託契約を管

理するため、橋梁の点検（舗装 5～6 回/年、橋体 2 回/年）を実施している。RHD、運営維

持管理コントラクターともに橋梁点検車を所有していないため、橋体側の点検には双眼鏡

が使われている。 
定期的維持管理に関しては、「3.5.3 運営・維持管理の財務」にて上述のとおり、定期的維

持管理を想定した年数に達していないため、完成後から事後評価時点までには行われてい

ない。 
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以上より、本事業の維持管理は技術および財務状況に軽度な問題があり、本事業によっ

て発現した効果の持続性は中程度である。 
 
 

4. 結論及び提言・教訓 
4.1 結論 
本事業はバングラデシュの開発政策とも合致し、開発ニーズの点でも意義は大きい。本

事業の実施に際しては、地盤改良が必要となる難工事となり、土木工事期間が計画に比べ

て長引いたが、仕様や工法の改良でその遅延を短期間にとどめた。モングラ港の貨物取扱

量の減少に伴い、クルナ～モングラ間の交通需要は想定ほど伸びず、事後評価時点の交通

量は計画比 5 割の水準に留まっている。サイト調査の結果、ルプシャ橋では事業効果を損

なう深刻な毀損は確認されなかった。しかし、長期的な観点からは、実施機関の維持管理

予算が逼迫し、長大橋の維持管理工事に十分な監督経験を有していない点は持続性上の課

題と考えられる。 
 
以上より、本事業は一部課題があると評価される。 
 

4.2 提言 
4.2.1 実施機関への提言 
なし。 
 
4.2.2 JICAへの提言 
なし。 
 

4.3 教訓 
（事故対策の検討） 

ルプシャ橋での交通事故数は開通後から 2009/10 年度まで高い水準が続き、西岸住民は交

通事故の増加を社会的な問題として受け止めていた。本事業の審査時点では橋梁完成後の

事故増加は想定されておらず、交通事故防止に向けた措置は検討されていなかった。交通

事故は複数の事故要因（走行速度の上昇、走行路線のカーブ、フェンスによる幅員減少）

が重なる区間で多発した。そのため、案件形成や実施段階においても、多面的な観点から

事故対策（ドライバーへの交通安全キャンペーン、周辺住民への交通安全教育、道路線形

の検討、標識の設置等）を検討することが望ましい。 
 

（交通量予測前提の検討） 
ルプシャ橋の交通量予測はモングラ港の桟橋での貨物取扱量の大幅な増加を想定してい

た。桟橋での貨物取扱量の増加は、①モングラ港の貨物取扱量増加、②コンテナ化の進展

による内陸水運から陸上交通への転換、を前提としていた。これらの前提条件が達成され

なかったことにより、交通量は大きな影響を受けた。交通量予測に重大な前提条件がある



 

 18 

場合、前提条件が達成されなかった場合の交通量の変化を想定し、IRR 計算の感度分析や対

応策の検討に活用することが望ましい。 
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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) 土木工事 
①ルプシャ橋の建設：全長

1,360m、幅員 16m 

②護岸工の建設：擁壁 東岸

150m 

③接続道路の建設：西側：5880m、

東側：2,799m 

④接続道路の小橋梁の建設： 
2 橋梁 

⑤関連施設：料金所 1 カ所、 
バス停 2 カ所等 

 
(2) コンサルティングサービス 

外国人： 222 M/M 
現地： 639 M/M 

 

(1) 土木工事 
①計画どおり 

 

②擁壁 145m、砕石等 37m 
 

③計画どおり 
 

④計画どおり 
 

⑤計画どおり 
 

 
(2) コンサルティングサービス 

外国人： 249.9 M/M 
現地： 689 M/M 

 

②期間 
 
 

2001年3月～2004年9月 
（43ヶ月） 

2001年3月～2005年5月 
（51ヶ月） 

③事業費 
  外貨 

  内貨 
 

  合計  

  うち円借款分 

  換算レート 

 
8,045百万円 

2,504百万円 
（1,160百万タカ） 

10,549百万円 

8,300百万円 

タカ＝ 2.16円 
（2000年5月現在） 

 
7,766百万円 

4,385百万円 
（2,160百万タカ） 

12,151百万円 

7,966百万円 

タカ＝ 2.03円 
（2001年1月～2005年12月平均） 
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