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スリランカ 

マナンピティヤ新幹線道路橋梁建設計画 

外部評価者：（一般財団法人）国際開発機構 朝戸恵子 

００００．．．．要旨要旨要旨要旨 

本事業は、新たな道路橋の建設により対象地域の交通のボトルネック（①鉄道・道路併

用橋による列車通過時の車両通行障害、②狭小な幅員による交互通行、③簡易道路床版利

用による車両走行性・安全性の低さ）の解消を図ることを目的として実施された。 

本事業は、相手国の国家開発政策及びセクター方針に合致しており、日本の援助方針に

も整合する妥当性の高い事業であった。実施期間及び事業予算とも計画内に収まり、実施

プロセスも効率的であった。橋での車両の滞留時間は解消され、走行速度は上がり、交通

量も増加するなど事業効果も出ている。住民の日常生活が便利になり、農水産業、建設業、

観光業における経済効果への貢献も見られ、対象地域の経済・社会的発展に寄与している。

その他、内戦により経済的に疲弊した地域（特に東部州）の復興にも貢献しており経済イ

ンフラとしての存在意義は大きい。これら発現効果は、本橋の建設に起因するものの他、

同時期に実施された世銀による A 11 号線の改修事業及び 2009 年の内戦終了1による相乗効

果も大きい。以上より有効性・インパクトは高い。なお持続性については予算措置に改善

の余地があり、それに起因する日常の維持管理状況や長期補修の予算確保などの課題は残

るものの、他の点については概ね問題はなかった。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高い。 

 

１１１１．．．．案件案件案件案件のののの概要概要概要概要 

                  

        案件位置図             マナンピティヤ橋 

 

1.1 事業事業事業事業のののの背景背景背景背景 

スリランカの交通網は植民地時代のプランテーション農業の発展に伴い、農産物の輸送

を目的とした内陸交通から発展した。現在も農業(紅茶、ココナッツ、ゴム、米作など)が主

                                                   
1 本事業は 2002年の停戦合意を受け、その復興支援のために形成された案件であった。しかし、合意違

反が重なり、2008 年には停戦合意が一旦崩壊、本事業は内戦期間中に実施されることとなった。その後、

2009年 5月に内戦は終結し、本事業の効果の発現は 2009年以降の治安回復に拠るところも大きい。 
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要産業であり、その円滑な輸送は経済発展に必須の条件である。事前評価時も旅客・貨物

輸送の多くが陸上輸送で占められていたが、道路の舗装率は低く円滑な輸送が困難な状況

にあった。また幹線道に架かる多くの橋梁は幅員が狭く、老朽化により構造が不安定で鋼

材腐食により耐荷性が低下し、大型車両の通行に支障が生じていた。1999 年以降、年平均

6％で交通量が増加しており、道路交通の安全性の確保及び輸送力の増強が課題であった。 

本事業対象のマナンピティヤ橋はスリランカ政府が早期開発促進都市に選定したポロン

ナルワ及びバティカロアを結ぶ国道 11 号線（以下、A11 号線）に位置しており、本橋の修

復は周辺経済活性化に重要な意義を持っていた。特に本橋は鉄道と車両の併用橋であった

ため列車通過時には車両が通行規制を受けていた。また幅員が狭く対面通行ができないた

め車両の滞留時間も長く、ポロンナルワ－バティカロア間の円滑な交通の妨げとなり、周

辺地域の経済発展を阻害していた。 

同国では 1983 年から続いた内戦が 2002 年 2 月に停戦合意に至った。日本は「平和の定

着」のため 2003 年 6 月に「スリランカ復興開発に関する東京会議」を米国、ノルウェー、

EU と共催する等、同国の復興を支援し、本事業は同会議で表明した「今後 3 年内の 10 億

ドルを上限としたスリランカ支援」の一環であった。内戦時、北部州ではキャンプ生活を

余儀なくされた国内避難民が発生した他、一般世帯の生活においても全国平均と比べ、北

部・東部州では可処分所得が低い（全国平均 15,400 Rps/月に対し北部州 14,251Rps/月、東部

州 12,908Rps/月（2003/04 年）、家電所有率が低い（北部・東部州での冷蔵庫、電話、テレビ

の所有率は全国平均より低い（2003/04 年）2等の地域間格差が見られていた。本事業は地域

の社会経済の発展及び内戦により経済的に疲弊した東部、北部復興への寄与を期待して実

施された。 

 

1.2 事業概要事業概要事業概要事業概要 

新たな道路橋の建設により、交通のボトルネック（①鉄道・道路併用橋のため、列車通

過時には車両が通行できない、②狭小な幅員のため交互通行となる、③鉄道の軌道敷を簡

易な道路床版に改修した利用のため、走行性・安全性が低い）の解消を図る。 

 

E/N 限度額／供与額 1,043 百万円 ／ 989 百万円 

交換公文締結 （詳細設計分）2005 年 2 月 3 日 

（本体分）2005 年 5 月 27 日 

実施機関 道路省 道路開発局 

（Road Development Authority, Ministry of Highway） 

事業完了 2007 年   9 月 

案件従事者 本体 株式会社 間組 

                                                   
2 Central Bank of Sri Lanka “Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2011”より。 
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コンサルタント 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ（日本）、日

本工営株式会社（日本）（JV） 

基本設計調査（以下 BD） 2004 年 7月～2005 年 1月 

関連事業 道路行政アドバイザー派遣 

 

2．．．．調査調査調査調査のののの概要概要概要概要 

2.1    外部評価者外部評価者外部評価者外部評価者 

 朝戸恵子 （一般財団法人）国際開発機構 

 

2.2    調査期間調査期間調査期間調査期間 

 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：2011 年 11 月～2012 年 9 月 

 現地調査：2012 年 3 月 24 日～4 月 5 日、2012 年 5 月 27 日～5 月 31 日 

 

2.3    評価評価評価評価のののの制約制約制約制約 

 特に無し。 

 

3．．．．評価結果評価結果評価結果評価結果（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：A
3）））） 

3.1 妥当性妥当性妥当性妥当性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③
4）））） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 以下のように、本事業は事前評価・事後評価の両時点において、同国の開発政策に整合

している。 

 事前評価時点には、「国家建設計画方針 (National Physical Planning Policy(2002)) 」では 5

つの大都市圏が設定され5、本橋はその中の「トリンコーアヌダラプタ大都市圏」と「アン

パラーバティカロア大都市圏」を結ぶ場所に位置していた。両都市圏の 2030 年の想定人口

は 275 万人であり( 2001 年時点では 100 万人) 、本事業により円滑な交通網を促進し、同地

域の人々に社会経済的恩恵をもたらすことが期待されていた。また本橋は早期開発促進地

域の中心都市であるポロンナルワとバティカロアを結ぶ A11 号線上に架かる橋でもあり、

同橋の建設により地域開発の拠点地域の発展を促進すると考えられた。その他、道路セク

ターの開発計画（Corporate plan(2002-2007)）で優先事業として挙げられていた 4 つの橋の改

修事業のうち、本橋は最長且つ資金的にも技術的にも相手国では対応が困難であったため

他国の支援を必要としていた。 

                                                   
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
5 ①コロンボ大都市圏、②トリンコーアヌダラプタ大都市圏、③ハンバントタ大都市圏、④ジャフナ大都

市圏、⑤アンパラーバティカロア大都市圏 
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 事後評価時点においても、財政・計画省(Ministry of Finance and Planning)が作成した「ス

リランカ新開発戦略」(Sri Lanka New Development Strategy (2009))
6では、「道路ネットワーク

の維持・リハビリ」が投資優先分野に挙げられ、これにより内戦で発展が阻害されてきた

北部・東部州を発展させる必要性が唱えられている。「国家道路マスタープラン」(National 

Road Master Plan (2007-2017)、以下 NRMP)では、道路セクターの強化はスリランカ全域の地

域間格差を解消し、バランスのよい国家発展に貢献する重要な事業と位置づけられている。

2011 年には 2009 年の内戦終了を受けて建設・エンジニアリングサービス・住宅・公共施設

省（Ministry of Construction, Engineering Services, Housing & Common Amenities）が「国家建

設計画（National Physical Planning Policy & Plan）(2011-2030)」を策定している。同計画では

内戦で疲弊した東部州及び北部州の開発計画も策定されており、その実施には A11 号線及

び本橋を通行する物資の運搬が重要であり、本事業は復興支援に貢献していると考えられ

る。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 以下のように、事前評価・事後評価時の両時点において本事業は開発ニーズと整合して

いる。 

 事前評価時、本事業対象橋は地域経済拠点であるポロンナルワとバティカロアを結ぶ A 

11 号線に架かる重要な橋であったが、鉄道と道路の併用橋のため、列車通貨時には車両は

通行規制をうけ、床面は鉄道の軌道敷に簡易な道路床版に敷いただけであるため走行性や

安全性にも問題があった。また交互通行できる幅員がないため通行待ちの車両が滞留し、

取り付け道路のカーブが急であるため視距(対向車両を確認する距離)が十分確保できない

など、構造上の問題を抱えていた。本橋が架かる地域周辺の北中部・東部・ウバ州は農業

が盛んでありそこで収穫される農産物の運搬や、東部州で水揚げされる漁獲物の首都圏他

への輸送にも時間がかかるなど、経済面からも課題のある橋であった。 

また道路ネットワーク強化の観点からも、事前評価時、スリランカは旅客輸送量の 94％、

貨物輸送量の 98％は陸上輸送が占めておりその改善は円滑な物流に重要であった。国道の

総延長は 27,200km であり道路密度は高い（1.5km/㎢）が舗装率は約 23％と低く、幹線道上

には 50-100 年前のイギリス植民地時代に建設された老朽化した橋が 3,900 も架かっていた。

その多くは幅員が不足し、構造が不安定であり鋼材腐食により耐荷性が低く、大型車両の

通行には支障をきたしていたため 1999 年以降、年平均 6％で増加する交通量への対応が困

難な状況にあった。事後評価時においても、NRMP によればスリランカの道路ネットワー

クの維持管理状況は依然不十分で、国家の社会経済発展のためには適切で効率的な道路網

の整備が必要とされている。1997-2006 にかけて登録車両台数の伸びほど道路ネットワーク

用予算は増加しておらず、2007 年には 50％以上の道路ネットワークがリハビリを必要とす

                                                   
6 資料に作成年の記載は無かったが、本文に掲載されているデータ年などから2009年以降の作成と思われ

る。 
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る状況に置かれていた。スリランカでは 2007 年には 30％の都市人口が 2015 年には 50％に

なるといわれており7、都市間の経済格差解消のためにも道路ネットワークの整備（橋梁の

リハビリ及び再建設含む）が必要とされている。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 以下のように、国別援助政策並びに内戦終了後のスリランカに対する支援方針とも整合している。 

 国別援助計画(2004)では、(1)平和の定着と復興への支援、(2)中・長期開発ビジョンに沿

った援助計画が援助政策の２本柱とされていた。後者の実施には①経済基盤の整備、②外

貨獲得能力の向上、③貧困対策が必要とされ、「外貨獲得能力向上」の手段として「基幹交

通網・通信網の整備」が挙げられていた。また国別事業実施計画(2004)においても、国別援

助計画に準じて(1)平和の定着と復興支援、(2)中長期開発ビジョンの援助計画が援助重点分

野とされ、後者達成のために指定された「経済基盤整備」の一環として「運輸・交通プロ

グラム」が設定されている。また本事業は 2002 年の内戦終了を受けて日本政府が表明した

上限 10 億ドルのスリランカ支援の一環である。 

 

 以上より、本事業の実施はスリランカの開発政策及び開発ニーズ、また日本の援助政策

と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2有効性有効性有効性有効性8（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③）））） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

表１の通り、BD 時に設定された定量的指標はいずれも達成されている。 

 

表１：事前評価時に設定された指標の達成度 

指標名(単位) 2004 年 

(基準年) 

2009 年 2011 年 2012 年 

 (実績年) 

2013 年  

(目標年) 

列車通過時の車両の

滞留時間 (分/日) 

80 

(20 分 x 4 回) 

0（解消） 0（解消） 0（解消） 0 (解消) 

交互通行による車両

の滞留時間 (分/日) 

180 

(5 分 x 3 回/時  

x 12 時間) 

0（解消） 0（解消） 0（解消） 0 (解消) 

車両走行速度 km/時 10-15km/時 N.A. 50-60km/時 36-54km/時 40-50km/時 

交通量 (PCU 台/日)
9
 4,600 台/日 7,608 9,046 10,304

10
 増加 

(出所) 2004 年基準値/2013 年目標値：基本設計調査報告書(2005)。 

    2009-2012 データ：RDA に対する質問票回答及び現地調査での実測。 

   

                                                   
7 NRMP (2007) より 
8 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行った。 
9 RDAが適用している乗用車換算台数(Passengers Car Unit)の公式を使って計算。 
10 2012年 5月 11日(金)と 12日(土)に、5時から 22時まで交通量を調査した平均通行車両数。 
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3.2.1.1 車両滞留時間 

 本事業により、幅員の狭い鉄道と道路の併用橋が交互通行可能な二車線幅員の車両専用

橋に架け替えられたため、列車通過待ち及び交互通行による車両の滞留時間は解消し、円

滑に車両は通行できるようになった。 

 

3.2.1.2 走行速度 

本橋の走行速度は、RDA の報告によれば 50-60km/時（2011 年）、本事後評価のための現

地調査時の実測によれば 36-54km/時(2012年)であり、目標値の 40-50km/時を達成している。

橋構造上、車両走行速度を制約するものはなく、走行速度が落ちるほどの渋滞も見られな

かった11。 

 

3.2.1.3 交通量 

本橋を利用する交通量は、表 2 の通り増加している。但し

これら交通量の増加は本橋の建設のみに起因するものではな

く、その他、以下の要因によるところも大きい。  

                                       

１） A11 号線の間の拡幅工事 

 本事業実施後、世界銀行の支援を受け 2008-2010 年にかけて A11 号線上のマラダンカ

ダウェラ (Maradankadawela) －ハバラナ (Habarana) －トリンコディアディマドゥ

(Trikondiadimadu)間（127km）で拡幅及び表面舗装の改修工事が行われた。これにより

A11 号線の通行が改善され、従来他のルートを利用していた車両が A11 号線に流れてお

り交通量は増加している12。なお、RDA 計画局によれば、A11 号線の拡幅工事は本事業

計画時には想定されておらず、2004 年 12 月に発生した津波災害への支援として海外か

ら寄せられた資金で後日計画されたものとのことである。 

 

２） 内戦終了による通行車両の増加 

2009 年の内戦終了以降、多数設置されていた検問所が撤去され、車両はスムーズに

通行できるようになった。また東部州の開発計画が実施に移され、建設事業を含む地域

開発が活発化している13。そのため、東西を結ぶ A11 号線及び本橋を通るルートを利用

する車両が増加している14。なお、本事業は当初、2002年の停戦合意を受け、その復興

                                                   
11 積み荷の重い車両やトラクターなどは通行速度が遅いため、それに連なる車両は走行速度を落として

いたため実測時の走行速度には幅がある。これら車両が無い時は 50-54km/時で一般車両が走行していた。 
12 バティカロア発の公共バスや東部・中部から農産物をポロンナルワ農業省事務所に運搬するトラック

などは、以前はキャンディやヌワラエリヤなど山岳地帯を通っていたが、A11 号線及びマ橋の改修により

交通事情改善されたため、現在は A11 号線・本橋を利用するようになっている。（農業省ポロンナルワ事

務所及びバティカロアのバスターミナルでのバス利用客への聞取りから） 
13 RDA（本部、ポロンナルワ・バティカロア事務所）からの聞き取り。 
14

 RDA 本部（橋梁設計部）によれば、東部地域開発に伴う交通量の増加は今後も見込まれ､2015 年頃がピ

間断なく通行する車両 
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支援のために形成された案件であったが、その後合意違反が重なり、2008年には停戦合

意が一旦、崩壊した。最終的に 2009 年 5 月に内戦は終結し、それ以降治安が回復した

結果、本事業の効果も顕著に発現するようになっている。 

 

３） 国全体での登録車両台数の増加 

スリランカ国全体の登録車両台数も増加しているが、特に 2009 年の内戦終了後、本

橋が架かる北中部州、内戦で反政府側の支配圏にあった東部州や北部州では、全国平均

を超えて登録車両数は増加している。北中部州や東部州の車両が首都に移動するには本

橋を利用することとなるため、交通量は増加していると考えられる。 

 

            表 2：車両登録台数の推移 

 2002 2008 2009  前年比(%) 2010 前年比(%) 2002 比(%) 

北中部 49,163 116,571 120,972 103.8 173,890 143.7 353.7 

北部 26,173 39,740 47,031 118.3 62,744 133.4 239.7 

東部 39,464 99,895 110,760 110.9 192,260 173.6 487.2 

全体 1,104,383 2,163,123 2,280,006 105.4 2,659,847 116.7 240.8 

(出所) 2008-2010 データ：Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2011 (Central Bank of Sri Lanka)より作成 

 2002 データ：BD(2005) 

 

 3.2.2 定性的効果 

  以下の通り、安全性や走行性は本事業実施前と比べて改善している。 

 

3.2.2.1 安全性・走行性15
 

交互通行が可能な幅員があるため橋の高欄との接触事故が減り、橋面の陥没の解消によ

る車両の事故や故障も減少している。また鉄道と共用しなくなったため安心して走行でき

るようになったなど、安全性は改善している。車両専用の橋梁になり橋面も平らになり、

走行性も良くなっている16。 

なお走行性の改善により車両の通行速度は速くなっているが、ポロンナルワ警察によれ

ばそのことに起因した交通事故は特に発生していない17。 

 

3.2.2.3 洪水による影響 

本事業により大雨、洪水などにより橋が利用できなくなる事態も回避されている。本事

業実施前には大雨により橋が利用できなくなることもあったが、本橋の設計は 1983 年以降

                                                                                                                                                     
ークとなると想定されている。 
15 3月 31日及び 4月 2日にバティカロア及びマ橋前後の国道沿いで、マ橋を通行するバス、救急車、オ

ート三輪のドライバー8名にマ橋の安全性及び走行性について聞取りを行った。 
16 以前は鉄道の軌道敷に簡易な道路床板をしいた鉄道・車両の併用橋であり、橋面は不安定であった。 
17 ポロンナルワ警察によれば、A11号線の通行量が増えているため、同警察管轄内での交通事故は増え

ているが、橋周辺での事故は特に増えていないとのことであった。街灯がない夜間、取り付け道路走行車

両が道路のカーブに沿って通行できず発生した飛び出し事故について１件聞かれたのみである。 
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に記録されたマハヴェリ川の最高水位を基準に高さが設定されており、新橋建設以降、取

り付け道路含めて大雨が理由で橋が通行できなくなったことはない18。 

 

3.3 インパクトインパクトインパクトインパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

事前評価時には、インパクトとしてウバ州、東部州にまたがって位置するシステム C 地

区19から西部地域への輸送ルートの改善による同地区の社会経済の発展、及び和平プロセス

の進展による北部・東部州の復興への貢献が期待されていた。事後評価時には、農業分野

だけでなく、東部州からの漁獲物の輸送状況の改善、建設物資の運搬や観光客の移動への

貢献なども確認された。 

 なおインパクト発現と本事業の関係については、本事業により直接引き起こされたもの

と、本事業と他の要因の相乗効果により発現しているものに分けられる。本事業以外の要

因としては、「3.2.1.3 交通量」に記載の通り、世界銀行による A11 号線の改修工事、内戦終

了などが主なものとして考えられる。世銀の改修工事は本事業計画時には計画されていた

わけではないが20、同事業との相乗効果により本事業はより大きなインパクトを生んでいる。 

 本調査では、本橋の建設によりどのような効果が直接的にもたらされたか、また本事業

は現在発現している社会経済的効果になんらかの貢献をしているかの観点から評価を行っ

た。いずれの観点においても地域の社会経済の発展及び東部州の復興支援に貢献している

ことが確認できた。 

 

3.3.1.1 近隣住民の生活へのインパクト 

本事業による直接的なインパクトとしては、保健分野及び周辺住民の往来に以下のプラ

スの効果が見られた。 

 

（１） 保健分野21
 

ポロンナルワ周辺の郡病院では十分な医療設備がないため、必要に応じて設備の整った

ポロンナルワ病院まで救急車で患者を搬送している22。例えばマナンピティヤ郡病院の場

合、以前は列車通過待ちや片側通行の車両通過待ちなどにより、ポロンナルワまで 40-50

分かかることもあったが、現在は凡そ 20分程度で常に到着できるようになっている。以前

は列車の通過待ち中に患者の容態が急変し、重篤な状態に陥ることもあったが23、現在は

搬送時間が短くなりそうした事態も回避されている。 

                                                   
18 RDA及びバス乗客からの聞取りによる。 
19スリランカ有数のコメの生産地。 
20 RDA計画局からの聞き取りによる。 
21 マナンピティヤ、ウェリカンダ、バティカロアの病院で聞取りを行った。 
22 急性喘息、急性心臓病、毒物の服薬、緊急産科などに関連した搬送が多い。 
23 緊急産科の関連では、妊婦の搬送中に橋で足止めを食い、容態が悪くなったことがある。 
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（２） 周辺住民の往来24
 

本橋を通行する公共バスには、橋周辺を往来する短距離バスと地域中核都市間25を結ぶ

長距離バスがある。短距離バスは、主に病院、銀行、買い物、親戚や知人の訪問など日常

的な用務に利用されているが、ポロンナルワまでの所要時間は本事業実施前と比べて短く

なっている。そのためポロンナルワへの移動頻度も増えている。その他、「大雨でも通行

不能にならない」、「到着時間の予測ができるため計画的に行動できる」、「交通事故が

減った」、「病人は早く町の病院にいけるようになった」などの声が聞かれた。 

長距離バスについては、内戦中は定期運行できなかったが、現在は本橋を利用してバテ

ィカロアから毎日、ジャフナ行 4 便、コロンボ行 7 便、マナー行 1 便、バウニア行 1 便等

の通常運行が再開されている。1 台の座席数は 42 席であるが、ハイシーズンや週末には座

りきれないほどの乗客が利用している。コロンボまでの所要時間も短くなっており、中に

は以前はキャンディやヌワラ・エリアなどの山岳地域を経由して移動していたが、本橋が

架かる A11 号線の方が平坦で乗り心地が良く短時間に移動できるため、移動ルートを変更

して本橋を利用している乗客もいた。 

 

以上、本橋は近隣住民の日常生活を便利にし、東西の移動も活発化させており26、その

結果、後述の観光業の促進にも貢献している。 

 

その他、A11 号線の改修及び内戦終了の効果と共に、以下の通り、本橋は周辺地域の社

会経済発展及び特に東部州での和平後の復興にも貢献している。 

 

3.3.1.2 物流・経済活動へのインパクト 

（１）農業分野 

 スリランカでは農産物は農業省が農民から買い上げ、全国に販売する流通制度が取られ

ている。北中部・東部・ウバ州の収穫物は陸路輸送で農業省ポロンナルワ事務所に運搬さ

れている。これら 3 州は「スリランカの穀倉地帯」と呼ばれ、コメ生産量については全国

生産量の約 6 割がこの 3 州で生産されている。本事業実施前は A11 号線や本橋の通行が不

便で、東部州も内戦下にあっため、山岳地域（キャンディ、ヌワラ・エリヤなど）を通っ

て農産物は運搬されていたが、積荷の重いトラックでの山道走行は危険で、かつ通行時間

も長かった。事後評価時点には A11 号線・本橋ルートの方が平坦で走行しやすく所用時間

も短いため、農民は好んで同ルートを通ってポロンナルワまで収穫物を運搬するようにな

                                                   
24 本橋周辺のバス停及びバティカロア・バスターミナルで、本橋を通るルートのバスを利用する乗客 12
名からの聞き取り結果。 
25 ポロンナルワ、コロンボ、ジャフナ、マナー、バウニア、バティカロアなど。 
26 その他、RDA本部からは、ポロンナルワやクルネガラの学校に、本橋より東部に住む 
学生の通学も便利になっているとの効果も聞かれた。 
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っている27。特に東部州のアンパロ郡やバティカロア郡では、内戦終了以降、農業活動も活

発になっており、増加した収穫量の運搬に貢献している（2011 年 1月の大雨により 2010/2011

期の収穫量は減っている）。 

 

（２） 漁業分野 

内戦中は出漁地域の制限や出漁時の

許可取得手続きなどがあり漁業活動も低

調であった。内戦終了後はこれらの制約

がなくなったことも一因となり、バティ

カロア州の漁獲高は増加している(図 1参

照)。これら漁獲物の主な出荷先はコロ

ンボ、ネゴンボ、キャンディ、クルネガ

ラ、マータレ、キャンディなどの西部・

中部州の都市であり、バティカロアから

これら地域に出荷するには A11 号線及び

本橋を通過する。 

コロンボまでの所要時間は、本事業実

施前には 10 時間以上かかっていたが、事後評価実施時には 5-6 時間に短縮されている28。

この時間短縮は、世界銀行の A11 号線改修事業に拠るところも大きいと思われるが、本橋

は A11 号線上にかかる最長の橋の建設であり、本橋がなければ A11 号線の円滑な通行は困

難である。この点から本事業実施の意義は大きい。 

また消費地までの通行時間の短縮は、燃料費の節約をもたらすとともに、漁獲物のポス

ト・ハーベスト・ロスの抑制にもつながっている。これにより漁獲物の鮮度が保持され、

鮮度低下による漁獲物の販売価格の値崩れが阻止されるようになった。特にコロンボ港に

運搬されるツナは EU への輸出も可能になっている。漁獲物の輸出は外貨をもたらし、漁

民の収入向上にもつながるため、現在、漁業省では漁民及び中間業者に対する漁獲物の品

質管理や鮮度保持のトレーニングが行われ、漁獲物の輸出拡大を図っている29。 

漁民からの聞き取りによれば、より多くの漁獲物を販売できるようになり、出漁時の燃

料費、漁具の修理、家の増改築、電化製品の購入、車・バイクの購入、子供の教育などへ

の支出は増加しており、可処分所得は増えている。 

 

（３） 建設分野 

                                                   
27 農業省ポロンナルワ事務所での聞取り。 
28 バティカロア州ワラチェニ港の漁業協同組合及び同港に出入りする中間業者からの聞取り。 
29 現在、NIFNE(National Institute of Fisheries and Nautical Engineering)と組んで、複数日数出漁する漁船

（Multi-Days Boat、以下 MDB）のオーナー、乗組み漁民及び中間業者向けに、鮮度保持のための漁獲物の

取り扱い方に関する指導が行われている。 

7,640

5,461

10,856

14,243
15,499

23,816

41,655

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

千kg

( 出所 ) Statistical Data, Batticaloa District Secretariat 

(2010-2011)から評価者作成 

図 1：バティカロア県での水揚げ漁獲量の推移 



 

 11

2009年の内戦終了以降、東部州及び北部州では地域開発計画が実施に移され、建設事業

が活発化している。それに伴い本橋を通行する建設資材の運搬も増加している。またマハ

ヴェリ川の両岸からは良質の砂が取れるため30、ここで採取された砂が本橋を通って全国に

出荷されている。同川で操業している砂採取業者によれば、一日当たりの採取量は、2008

年の 100-150 台/日から 2012 年には 350-400 台/日に増加している。砂採取業者によれば、

砂の採取量は DWCにより上限が設定されており、現在の採取量は制限の範囲内であり、環

境上の負の影響は特にないとのことである。以上より、本橋は活発化する建設用資材の円

滑な運搬に貢献していると考えられる。 

なお RDA 計画局では北部、東部州の地域開発事業は 2015 年頃までは活発に続くと見て

おり、A11 号線及び本橋整備、運輸交通網の改善はそのためにも重要である。 

 

（４） 観光分野 

本橋が架かる北中部州にはポロンナルワ、シ

ギリヤ、ダンブッラなど古都地域（Ancient Area）

と呼ばれる地域があり、スリランカ内でも有数の

観光地である31。内戦終了後、海外からのスリラ

ンカの観光客は増加しており（図 4 参照）、古都

地域はその主要な訪問先の一つである。また定量

的なデータは得られなかったが、国内観光産業の

観点からも、東部州から古都地域に、西部・

中央部から東部州の海岸に観光に行く住民は

増加しているとのことである32。3.3.1.1.にも記載の通り、本橋の修復は住民の東西移動の

活発化に貢献しており、その結果、観光地への国内観光客の移動も活発化していると考え

られる。 

 

 以上の通り、A11 号線の修復並びに内戦終了との相乗効果もあり、農業、漁業、建設、

観光など多岐の分野にわたって、物流･経済活動の活発化に本事業は貢献している。 

  

3.3.2 その他、正負のインパクト 

3.3.2.1 自然環境へのインパクト 

 野生生物保護局本部及びポロンナルワ事務所によれば、本橋建設による国立公園内の動

植物への影響、マハヴェリ川水質汚染などの影響は特に見られていない。IEE では、自然

                                                   
30 砂採取業者によれば、マハヴェリ川からは、粒子が細かく粒が揃った上質の砂が採取できるため、ス

リランカ国内でも有数の砂採取場所となっているとのことである。 
31 Sri Lanka Tourism Development Authorigy “Annual Statistical Report 2009”によれば、2009 年にはスリラン

カ全体宿泊施設の 19%がこの Ancient Area に集中している。 
32 RDA ポロンナルワ事務所からの聞取り。 
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図 2：海外からの観光客数の推移 
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環境への影響を軽減するため本事業実施に際し、洪水対策、土壌流出の最小化、樹木伐採

禁止、在来種植物等の植栽、騒音の抑制などの環境配慮義務が提案された。DWCによれば、

事業実施期間中のこれら義務の遂行は、RDA 及び DWC ポロンナルワ事務所が定期的にモ

ニタリングしており、規定通り遵守されていたことが DWC 本部に報告されている。 

 

3.3.2.2 住民移転・用地取得・支障物の移設に関するインパクト 

本事業建設予定地のマハヴェリ河の左岸にはポンプ施設と高圧電線と民家、右岸には菩

提樹、発電機、警察用低圧電線及び電話線、少数の砂採取業者家屋と民家が立っていた。 

詳細設計の結果、左岸のポンプ施設と右岸の菩提樹、発電機は移設の必要がなくなった。

電線については高圧・低圧とも電力会社が移設作業を行い、RDA はそれに伴う必要経費を

電力会社に支払った。 

本事業の建設地と重なり移設が必要になった家屋数は 14 軒（右岸 8 軒、左岸 6 軒）であ

るが、彼らは不法居住世帯であり、スリランカ国法上補償対象とならないため自己負担で

移転している。RDA によれば、移設した世帯から不満の声は特に聞かれていないとのこと

である。国立公園内の違法居住者については、DWCも認識しているが、その数も多くなく

国立公園への環境負荷も大きくないことから、彼らを国立公園外の地域に移転させるため

の措置は取られていない。今後、長期的な国立公園管理計画の中ではこれら違法居住者へ

の対応についても議題には上っているが、近々措置が必要とは認識されていない33
。 

なお、事前評価時、本事業建設予定地付近では 150-200 人の砂採取業者が操業していた

が、対象サイトは国立公園内であるため環境への負荷を勘案して、DWCは本橋の建設とは

関係なく 2004 年末までに採取場所を移動することを求めていた。事後評価時には DWC の

指導通り、本事業対象地から約 1km 上流に採取場所を移し操業していることが確認され

た。 

 

 その他、本橋は 2011 年 2 月に新発行された 50 ルピ

ー紙幣のデザインに橋が使われており、国民にも親し

まれている。一方、特筆すべき負のインパクトは見ら

れなかった。 

 

  

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・インパクト

は高い。 

 

3.4 効率性効率性効率性効率性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③）））） 

                                                   
33 DWC本部での聞取りより。 

図 3：2011年 2月より発行された 50ルピー紙幣 
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3.4.1 アウトプット 

本事業では、日本側のアウトプットとして表 3 の橋梁本体及び取り付け道路が建設され

ており、計画通りであった。 

表 3：日本側によるアウトプット 

橋
梁 

橋長(m) 上部工形式 下部工形式 基礎工 幅員(m) 

302 PC 6 径間連

続箱桁橋 

橋台:逆 T 式橋台 2 基 

橋脚：壁式橋脚 5 基 

鉄筋コンク

リート杭 

(Φ1000mm) 

10.4 

車道幅 7.4 

歩道 3.0 

取
り
付
け

道
路 

右岸側(m) 左岸側(m) 車線幅員(m)   

182 264 13.4 

(車道幅 7.4) 

(歩道 6.0) 

  

(出所) 完了届 

 

また相手国側のアウトプットとして、事業用地、資機材置き場・現場詰め所、資材採取

場所の確保及び建設地にある公共施設や民家の移設を行うこととなっていた。公共施設や

民家の移設については、「3.3.2.2.住民移転、用地取得、支障物の移設に関するインパクト」

に記載の通り概ね計画通り実施され、その他資機材置き場・現場詰め所、資材採取場所の

確保についても問題なく行われた。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

日本側が負担した事業費は、表 4 の通りである。 

               表 4：日本側事業費          (単位：千円) 

 
計画(2005) 

実績(2007) 

合計 現地調達 日本調達 第三国調達 

建設費 920,793 920,700 265,729 364,253 290,71 

設計管理費 69,000 69,000 3,100 65,900 0 

合計 989,793 989,700 268,829 430,153 290,718 

（出所）計画額：JICA 内部資料  実績額：完了届 

 

スリランカ側で負担した経費の実績は表 5 の通りである34。     

           表 5：スリランカ側負担事業費         (単位：百万円) 

項目・内容 計画(2004 年) 実績(2007 年*) 

免税措置 国内購入費用 国内購入費用 

事業用地確保 なし なし 

資機材置き場・現場詰め所 なし なし 

資材採取場所 なし なし 

                                                   
34 RDA からの質問票の回答では、実績額は 2,264 百万 LKR であり、計画と比較するため、竣工時 2007

年 9 月の為替レート(LKR=1.02JPY)で換算した。 
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公共施設の移設   

高圧線 1.40 
2.309 

警察低圧線移設 0.27 

砂採取業者家屋移転 0.17 0 

 1.84 2.309 

（出所）RDA への質問票の回答。 

 

E/N 額は 1,043 百万円であり、上記事業費は対 E/N 額比の 95%であり計画内に収まって

いる。一方、相手国側の負担事業費は当初計画を越えているが、全体の事業費としては当

初の計画額を下回っており、事業費は計画内に収まったと考えられる。 

 

3.4.2.2 事業期間 

本事業は 2005 年 3 月 10 日（詳細設計契約日）から 2007 年 9 月 27 日まで実施されてお

り（30.5 ヶ月）、当初計画である 32.5 ヶ月の 94％の期間で実施されており計画内に収まっ

ている。 

 

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。 

 

3.5 持続性持続性持続性持続性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：②②②②）））） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

RDA 本省の維持管理・建設部統括のもと、RDA ポロンナルワ地方事務所が本橋の運営

維持管理を担当している。同事務所の配置職員数は表 6 の通りである。 

 

表 6：RDA ポロンナルワ事務所 職員数 

 事前評価時(2004)  事後評価時(2012) 

所長 1 1 

次長 2 1 

技師 1 2 

技術主幹 4 2 

作業責任者 7 7 

現業ワーカー 14(132)* 60 

事務 7 7 

合計 36(132) 80** 
 
  *2004 年時点のその他（）の人数は、一時雇用者の数。主に現業ワーカーに該当する。 

  **2012 年の 80 人は、一時雇用の現業ワーカー人数も含む。 

（出所）2004 年の数は BD より。2012 年の数は RDA の質問票回答より。 

 

 上記職員のうち、事後評価時点（2012）で本橋の維持管理に主に関わっているのは所長 1

名、次長 1 名、技師 1 名及びその他（橋の日常管理・点検を行う現業ワーカー）5 名である。

次長が維持管理に係る予算や資材を確保し、技師の監督のもと現業ワーカーが橋の清掃他
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日常維持管理及び RDA 本部より指定された項目の点検を行う体制で維持管理されている。

ポロンナルワ事務所次長によれば、技術系職員の人数は足りているが、現業ワーカーの数

が予算不足により十分でなく、雨季後の橋桁の堆積物駆除など日常点検以外の維持管理が

十分に行えないとのことであった。上記、表 6 からも、事前評価時と比べて、現業ワーカ

ー数の減少は顕著であり、十分な人数が配置されていない。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

RDA ポロンナルワ事務所によれば、技術者の採用には学歴、資格、業務経験などの基準

があり、専門分野の知見を備えた職員を採用している。RDA 本部は職員の技術力の強化・

維持のため、技術者を対象とした様々な研修機会を提供している。スリランカ国内の研修

としては、RDA、研修専門機関、大学などが実施する研修の他、技術セミナーやワークシ

ョップが開催されている。また海外の研修機関によって実施される研修に参加する機会も

提供されており、技術力の維持・強化に努めている35。なお、現業ワーカーには労働安全に

関する指導が行われている。以上より、日常的な点検、維持管理業務を遂行する技術力は

備えていると思われる。 

一方、橋梁の維持管理のマニュアルついては、本事業完了時にマニュアルが作成されて

いるがポロンナルワ事務所ではその存在が認識されていない。よって定期点検にマニュア

ルは活用されておらず、RDA 本部が指定するフォーマットの項目に沿って実施されている。

現場の技術者は、指定項目の点検を実施するのに技術上の問題は特に感じていない。 

一方、RDA 本部(Japan Aided Project Management Unit) では、橋の維持管理は一般的な道

路の維持管理に比べて技術的にも難しいため、より高度な機材を整備し、それを使いこな

せるだけの技術力の向上が必要と考えている。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

NRMP(2007-2017)によれば投資予算額のうち道路の維持管理には 19%、橋梁の改修・維持

管理には 2.9％の予算が割り当てられることとなっている。しかし道路の維持管理の優先順

位が高く、橋梁用の予算は道路の維持管理に流用されることもあり予算が十分に確保され

ていない。これら予算の多くは日常的な維持管理経費に充当され、長期補修用の予算は確

保できていない。このような背景の下、2004 年 12 月の津波以降、多くの海外援助資金予算

が入り、事前評価以前は RDA 予算に占める海外援助資金の割合は 2-3 割であったが、

2010-2014 には約 6-7 割を占めるようになっている（表 7 参照）。その結果、RDA では大規

模修繕予算を確保せず、海外援助資金で橋梁の改修を行う傾向が強くなっている。国家予

算に余裕がなく長期補修予算を確保できないための措置であるが、RDA 計画局はこの状況

を問題視しており、国家予算での長期補修予算確保の必要性を訴えている。 

                                                   
35 本橋を担当している技術者も、2011 年には技術研修を 2 回、予算管理研修を 1 回、また管理職も管理

職研修を受講していた。 
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表 7 RDA の歳入の推移と国内・海外の財源比率    (単位:百万ルピー) 

歳入源 2000 2001 2010 2011 
2012 

(申請額) 

2013 

(予測額) 

合計 8,673 9,486 112,085 131,866 144,568 154,139 

国内 6,702 7,925 40,365 42,910 42,409 49,329 

海外 1,971 

(23%) 

1,561 

(16%) 

71,720 

(64%) 

88,956 

(67%) 

102,159 

(70%) 

104,810 

(68%) 

（出所）2000-2001 年：BD (2005) 

        2010-2013 年：Ministry of Ports and Highways “Budget Estimates” (2012) 

 

2012 年からは、道路・橋梁維持管理予算確保のため特別会計「道路維持管理基金（Road 

Maintenance Trust Fund(以下、RMTF)) 」が設けられている36。用途を維持管理に限定した特

別会計の設置と言う点では画期的ではあるが、同予算でも道路・橋梁の予算区別がされて

いないため、橋梁用予算確保には引き続き努力が必要とのことである37。 

RDA ポロンナルワ事務所でも予算は主に日常点検・定期補修に充当され、その 7 割は道

路、3 割が橋梁の維持管理に充当されている。現在の予算額では十分でないため、破損状況

のひどいもの、修理の緊急性が高いものなど、優先順位をつけて対応している。また雨季・

洪水後は陥没や破損箇所の有無を確認し、必要に応じて修復を行っている。2009 年の RDA

ポロンナルワ事務所での支出内訳は以下の通りであった。 

 

表 8：RDA ポロンナルワ事務所 項目別支出額 (2009) 

項目 金額(千 Rps) 比率(%) 

日常点検 11,768 28.5 

定期補修 14,250 34.5 

排水溝改修及び構

造改修 

5,148 12.4 

橋の維持管理 2,481 6.0 

照明・道路標識他 619 1.5 

緊急処置 817 2.0 

その他 6,264 15.1 

合計 41,347 100 

(出所)RDA ポロンナルワ事務所より入手した予算資料より評価者作成。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

ジョイントに詰まった細かい粒子や砂の清掃、陥没箇所確認・修理、排水溝の詰まり除

去、雑草抜き、塗装確認などの上部構造の点検は、RDA からの規程通り 3 ヶ月に 1 度実施

                                                   
36 従来より RDA が徴収していたガソリンのリッター当たり１ルピーの予算を、道路・橋梁の維持管理に

限定して使う事を目的に新たに設置された特別予算。 
37 RDA計画局からの聞き取りから。 
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し、RDA 本部に所定のフォーマット（点検シート）で報告している。不具合発生時は該当

箇所の写真や説明を添付して本部に提出する他、大きな補修対応が必要なものがあれば、

これも定期点検時に本部に報告している。 

また下部構造の点検については、本来、橋桁のクラック、支承、ナット＆ボルトのしま

り具合、洗掘状況等の確認を行うこととなっているが、本橋はまだ新しいため、竣工後一

度も点検は行われおらず、点検シートも白紙で提出されていた。こうした状況について、

北中部を管轄する RDA 地域事務所からは、特に指導は行われていない。なお他の橋の点検

時には、洗掘、支承、橋桁クラックの状況について、写真を取って確認するか、乾季には

近くまで行って梯子を掛けて目視確認しているとのことである。 

 事後評価時の橋の状況は、多くの砂が堆積しており清掃が十分でな

いことが伺えた。ジョイントに詰まった砂は橋の伸縮を妨げ、上部・

下部構造を硬直化させるため、構造物全体に無用な負荷を与える。本

橋は砂を運搬する車両が多く通行するため、3 ヶ月に一度の報告時の

清掃では十分ではない。RDA ポロンナルワ事務所もその点認識して

いるが、ワーカーの数が十分でなく頻繁な点検を実施できていない。 

また橋の耐久性に影響を与える過積載及びスピード違反車両の取

締りについては、警察の協力を得て随所で行われている。しかし 2011

年 6 月に実施された過積載の実態調査(法定最大積載量 15.275 トン

(車両重量込) では、大型ローリー車(8.5 トン以上)の 94%が過積載車

であることが判明しており38（車両全体の過積載車両比率は 16%）、引き続き警察の協力を

得て、過積載車両の取締りを強化していく予定とのことである。 

 

以上より、本事業の維持管理は財務及び維持管理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．．．．結論及結論及結論及結論及びびびび提言提言提言提言・・・・教教教教訓訓訓訓 

4.1    結論結論結論結論 

本事業は、新たな道路橋の建設により対象地域の交通のボトルネック（①鉄道・道路併

用橋による列車通過時の車両通行障害、②狭小な幅員による交互通行、③簡易道路床版利

用による車両走行性・安全性の低さ）の解消を図ることを目的として実施された。 

本事業は、相手国の国家開発政策及びセクター方針に合致しており、日本の援助方針に

も整合する妥当性の高い事業であった。実施期間及び事業予算とも計画内に収まり、実施

プロセスも効率的であった。橋での車両の滞留時間は解消され、走行速度は上がり、交通

量も増加するなど事業効果も出ている。住民の日常生活が便利になり、農水産業、建設業、

観光業における経済効果への貢献も見られ、対象地域の経済・社会的発展に寄与している。

                                                   
38 積荷の内訳は、93％が砂、8%が機械、1.19%がコメ、1.09%が金属であった。 

清掃不足で目詰まりし

ているジョイント 
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その他、内戦により経済的に疲弊した地域（特に東部州）の復興にも貢献しており経済イ

ンフラとしての存在意義は大きい。これら発現効果は、本橋の建設に起因するものの他、

同時期に実施された世銀によるA 11号線の改修事業及び 2009年の内戦終了による相乗効果

も大きい。以上より有効性・インパクトは高い。なお持続性については予算措置に改善の

余地があり、それに起因する日常の維持管理状況や長期補修の予算確保などの課題は残る

ものの、他の点については概ね問題はなかった。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高い。 

 

4.2 提言提言提言提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

� 橋梁用予算の確保 

＜RDA 本部＞ 

橋梁は高度な構造物であり、老朽化の際にはよりコスト高な対応が必要となる。老

朽化の進行を抑え将来的な維持管理経費を最小化するためにも不断の維持管理が重要

であるが、現在は RDA が確保した予算は道路の維持管理に優先的に支出されているた

め、橋梁用にもバランスよく予算を確保する。 

� 長期補修用予算の確保 

＜RDA 本部＞ 

RDA では 10 年目の舗装補修、高欄・地覆補修などの長期補修用予算は確保せず、老

朽化した橋梁の改修は海外援助資金に依存している。さらに 2004 年の津波以降、海外

援助資金への依存が顕著となっている。長期的に安定した維持管理体制を整備するた

めにも、国家予算の中から長期補修予算を確保すべきである。 

� 点検・モニタリング体制の強化 

＜RDA 北中部地域事務所＞ 

現在は、点検シートが十分に活用されておらず、適切に橋梁の点検が行われていな

くても見過ごされている。RDA 地域事務所は、地方事務所から提出された点検シート

に不備がある場合には地方事務所を指導し、また予算を必要とする修理申請が出され

た場合には予算確保を本部に働きかけるなど、適切な点検の実施及び点検結果に応じ

た対応促進のためのモニタリング体制の強化に努める。 

＜RDA ポロンナルワ事務所＞ 

本橋は比較的新しいため、RDA ポロンナルワ事務所では下部構造の点検を実施して

こなかった。今後、同橋を通行する車両の交通量は益々増加することが見込まれるこ

とから、今後は下部構造も含めて不断の維持管理をしっかり行うことが重要である。 

RDA 本部では橋梁の維持管理のためには、より高度な機材(橋梁点検車等)を配備し、

それを使いこなすために地方事務所の技術者の能力強化を行いたいと考えているが、

こうした機材が適切に有効活用されるためには、まずは日常的な点検、報告と対応を
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的確に行う体制を整えることが重要である。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

� 特に無し。 

  

4.3 教訓教訓教訓教訓 

� 本橋の有効活用、社会経済的なインパクトの発現には、A11 号線改修による効果との

相乗効果が大きかった。本事業では、橋梁単体の事業効果のみならず、道路網の中で

重要な位置にある橋梁の修復を行ったことにより、道路網との相乗効果が生まれ、よ

り大きなインパクトが生まれたと思われる。橋梁案件の形成時には道路網での位置づ

けや周辺道路との相乗効果を考慮の上、案件の選定・形成を行うことが肝要である。  

                         

 以  上 


