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バングラデシュ

ジャムナ橋アクセス道路事業

外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 稲澤 健一

０．要旨

事後評価時において、本事業は運輸インフラ整備計画などの政策および道路網の整備・

拡充などの開発ニーズとの整合性が認められる。本事業整備により首都ダッカ近郊からジ

ャムナ橋方面間における近年の交通需要および農産物輸送量の増加に対応している。また、

受益者調査結果のとおり、本事業は地域住民の生活環境改善に寄与し、バングラデシュの

経済活性化に寄与していると推察できる。事業期間は 1998 年に発生した大規模洪水による

工事遅延等により計画を大幅に上回り、事業費は計画比で若干超過した。一方、本事業の

運営・維持管理面には特段大きな問題は見受けられない。以上より、本事業の評価は高い

といえる。

1．案件の概要

案件位置図 本事業で整備された道路

1.1 事業の背景

バングラデシュ（以下「バ」国）では主要回廊上において河川で分断されている箇所が

幾つかあり、道路ネットワークは十分に整備されているとは言えなかった。既存道路･橋梁

の中には大型貨物車・バス等が重荷重に耐えられない構造のものもあり、また幅員狭小の

ため交通渋滞を引き起こしていた。国内の主要 5 回廊のひとつである「ダッカ～北西部1区

間」においても、同国の標準幅員規格である 7.3m に満たない区間が多くあり、破損が生じ

ていたり、一部の橋梁では対面相互通行が強いられているなど、車両の通行は円滑とはい

えなかった。このため、既存道路・橋梁等を整備し安全・円滑な交通輸送を確保すること

1 主にジャムナ多目的橋の西・北西側地域を指す。
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が喫緊の課題とされていた。加えて、本事業対象区間が整備されることにより、延長上に

ある 1998 年に完成したジャムナ多目的橋（円借款融資事業）と連結する。同区間の整備は

ダッカ～北西部間の円滑な交通の実現を目指す上で不可欠と認識されていた。

1.2 事業の概要

ダッカ近郊のジョデプール～タンガイル間（国道 4 号線：約 64km）の改修・改良を行う

ことにより、輸送効率の向上を図り、もって物流促進および同国経済の活性化に寄与する。

円借款承諾額／実行額 62 億 600 万円／61 億 6400 万円

交換公文締結／借款契約調印 1997 年 6 月／1997 年 7 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

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（Roads and Highways Department; RHD）

貸付完了 2009 年 6 月

本体契約

（10 億円以上のみ記載）

Sungjee Construction Co., LTD.（韓国）、Abdul Monem

Limited（バングラデシュ）

コンサルタント契約

（1 億円以上のみ記載）
日本海外コンサルタンツ（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

F/S

（1991-92 年）ADB「第 2 次道路改良事業」

関連事業 円借款「ジャムナ多目的橋建設事業」

（供与額は 21,290 百万円）

ADB 融資「ジャムナ橋アクセス道路事業2」

（供与額は約 72 百万 US ドル）

2．調査の概要

2.1 外部評価者

稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社）

2 本事業は ADB 事業とのパラレル協調融資案件であるが、当 ADB の融資対象区間は本事業区間とは別で

あるため、今次事後評価対象には含まれない。なお、本事業の審査時において ADB は国道 1 号線（ダッカ

-チッタゴン間）および 4 号線の一部の道路整備を対象に借款供与を行っていた。ADB による整備対象区間

は、1 号線はフェニ-チッタゴン間、4 号線はデムラ－ダウディカンジ間、ミルプール-サバール間、ナビナ

ガール-チャンドラ間であった。
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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：2011 年 8 月～2012 年 6 月

現地調査：2011 年 11 月 12 日～11 月 25 日、2012 年 2 月 25 日～3 月 2 日

3. 評価結果（レーティング：B3）

3.1 妥当性（レーティング：③4）

3.1.1 開発政策との整合性

審査時の「バ」国家計画である「第 5 次 5 ヶ年計画」（1997-2002 年）では、貧困緩和を

最大の開発目標に据えて、年平均 7％台の経済成長を目指していた。その中で、農業・農村

開発、工業および運輸交通セクターへの投資に力点が置かれていた。加えて、アジア開発

銀行（ADB）は 1991 年に道路セクター開発計画の方向性に関する提言を行うなど、国際援

助ドナーも「バ」国の運輸交通セクターを重要視していた。

一方、事後評価時においても「バ」国政府は「第 6 次 5 カ年計画」（2011-2015 年）を策

定し、交通システムの改善を同国の経済開発および市場拡大にとって重要と位置づけてい

る。その中で、本事業対象区間を含む主要 5 回廊（ダッカ～チッタゴン、ダッカ～北西部、

ダッカ～クルナ、ダッカ～シレット、クルナ～北西部間）の交通網整備を今後の重点課題

としている。

以上より、事後評価時においても運輸・交通セクターの重要性は引き続き高いと認識さ

れており、審査時・事後評価時ともに開発政策との整合性が認められる。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

審査当時、「バ」国の道路・橋梁の中には大型貨物車、バス等の重負荷に耐えられない構

造のものが存在し、円滑な通行が確保されているとは言えなかった。本事業対象区間に関

しても、同国の標準幅員規格 7.3m に満たない区間が多くあり、一部で対面交互通行が強い

られていた。加えて、1994 年から建設が始まったジャムナ多目的橋と本事業が一体として

完成することにより北西部～ダッカ近郊間の物流促進、ひいては経済活性化が見込まれて

いた。これらから、本事業対象区間の道路整備の必要性は高かった。

事後評価時においては、本事業の完成によって同国北西部地域からジャムナ橋を経由し

てダッカ都市圏へ流入する物資・農産物の増加に貢献している。また近年、同区間の交通

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」
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量は増加傾向5にあるため、現在 ADB が同区間の車線増加（片側 2 車線化）に向けた事業化

調査（フィージビリティ・スタディ）の実施を企図している。これらから、増大する交通

量への対応を図り、高い開発ニーズを有しているといえる。

以上より、事後評価時においても本事業対象区間では増加する交通量の増加への対応が

確認されるなど、審査時・事後評価時ともに開発ニーズとの整合性が認められる。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

1992 年に閣議決定された政府開発援助大綱（ODA 大綱）では、「開発途上国の民主化の

促進、市場指向型経済導入の努力、基本的人権や自由の保障状況への注意を払う」ことを

原則のひとつとしていた。また重点項目として、経済社会開発の重要な基礎条件であるイ

ンフラストラクチャー整備への支援を掲げていた。本事業は、国営企業改革など経済改革

を推し進め 1996/97 年度6以降は平均 5％以上の GDP 成長率を遂げている「バ」国にインフ

ラ整備の支援を行うもので、当該原則と合致しており、日本の援助政策としての整合性が

認められる。

以上より、本事業の実施は「バ」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。

5 有効性・運用効果指標「年平均日交通量」を参照
6 バングラデシュの会計年度は 7 月が期首、翌年 6 月が期末であるため、このような表記となる。
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図 1：プロジェクトサイトの位置図

（ジョデプール～タンガイル間：約 64km）

3.2 有効性7（レーティング：③）

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標）

本事業の有効性評価（定量的評価）にあたり、年平均日交通量（台/日）について調査し

た結果を以下表 1 に示す。

表 1：本事業対象区間（ジョデプール～タンガイル間）の年平均日交通量

（単位：台/日）

7 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。

1995 年

（事業実施前）
2004/05 年 2005/06 年 2006/07 年 2007/08 年 2008/09 年 2009/10 年

4,087 11,315 N/A 13,660 17,275 N/A 16,333
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1）年平均日交通量

実施機関は交通量データを毎年計測していない8ものの、表１のとおり、2009/10 年は

16,333 台/日である。実態として、昨今の急激な経済発展に伴い、本事業対象区間ではトラ

ック・バスをはじめ交通量は増大し、一部では既に混雑が顕著である。特に首都ダッカに

近いガジプール（ジョデプール周辺）では工場建設や企業進出が目覚ましい9。審査時（1997

年）における 2010 年時の将来予測は 11,258 台/日とされていたところ、増大する交通需要に

充分以上に対応していると言えるが、これら外部環境の変化を考慮する必要がある10。なお、

本事業は 2009 年に完成した首都ダッカ近郊からジャムナ橋方面の双方 2 車線の道路整備事

業であるが、年々増大する交通量に対応すべく、既出のとおり ADB により 4 車線化の事業

化調査が企図されている。渋滞が顕著（以下図 2 参照）であるため、実施機関も当該区間

の拡幅工事や周辺のバイパス工事実施の優先度は高いとしている。

2）・3）所要時間の短縮、平均走行速度の向上

事業実施前において、同国の標準幅員規格である7.3mに満たない区間が多くあり、また

破損が生じていたり、一部の橋梁では対面相互通行が強いられていた。一方、本事業によ

り対象区間の道路幅員が拡幅されたことにより、常に片側1車線が確保されており車両の円

滑な通行が実現し、所要時間の短縮および平均走行速度は向上している。本事業対象区間

における所要時間の短縮および平均走行速度の向上に関するデータは計測されていないが、

以下受益者調査結果に拠れば、沿線住民およびドライバーは走行時間の減少および所要時

間の短縮が実現したとの回答が多数を占めることが、その判断根拠となり得る。なお、所

要時間の短縮については、ジョデプール～タンガイル間において平均で30分程度11との回答

が得られた（＝事業完成前の所要時間は平均149分であったが、現在は115分）。これらから、

本事業対象区間における走行性も向上（平均走行速度の向上）しているものと推察できる。

8 実施機関によると、交通量データ計測は地元コンサルタントに委託して行っているが、予算の制約もあ

り、毎年計測は行っていないとのことである。
9 ガジプールは首都ダッカ近郊（北部）に位置する。首都圏に近く、交通の要所である。また、平坦な土

地も多い上、若干の標高もあり洪水被害を受けにくいと言われている。それら要因から工場や企業が多く

進出している。
10 補足説明になるが、当地域における産業発展・工場進出が想像以上であった点、国全体としても急激な

経済発展を遂げている点等の要因は審査時には予想できなかったと考えられ、2009/10 年の年平均日交通量

は審査時予測（11,258 台/日）以上となったと推察される。また、審査時の予測値自体、1991～92 年に作成

された ADB の F/S データを基に作成された古いものであったことを含み置く必要がある。なお、同国の経

済成長・拡大の要因としては、貿易投資規制緩和や経済改革を背景に、好調な縫製品輸出や海外労働者送

金に支えられた好調な民間消費、堅調な農業成長による下支えが挙げられる。
11 当数値は受益者の回答、かつ感覚的な数値の平均値であるため、実測データほどの精緻さは有しない点

に留意する必要がある。



7

図 2：本事業対象区間（ジョデプール周辺）の混雑状況

3.2.2 定性的効果（地方都市の貧困緩和および住民の生活環境の向上）

今次調査では、本事業 3 区間（ジョデプール～カリアコア間、カリアコア～カロシア間、

カロシア～タンガイル間）の沿線住民およびトラック・ドライバー（計 121 名）に対して

それぞれアンケート形式で聞き取り調査を行った。結果を以下に示す。

図 3：受益者調査結果（本事業の満足度）

図 3 では、住民･ドライバー共に「非常に満足している」、「満足している」の回答が大半

を占めていることから、本事業の満足度は高いといえる。以下図 4 のとおり、住民･ドライ

バー共に交通量の増加を認識しつつも、走行時間の減少を事業効果として認識している。

これは、ガジプールなどダッカ首都圏地域を中心に経済が活性化し交通量も増える一方、

事業実施前は（既出のとおり）道路標準幅員規格 7.3m に満たない区間が多くあり、対面相

互通行も一部区間で強いられていた実例があるように、道路未整備による交通渋滞が（完
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成後の）現在より深刻であったことが大きな要因として挙げられる。また、走行時間が減

少したとの回答のうち、事業実施前と後ではどの程度、短縮となったかについては、34 分

との回答12を得た。一方、交通事故発生件数は増加しているとの回答が多い。これは、以下

インパクトにて後述するが、地元警察等が事故防止の啓発活動等には取り組んでいるもの

の、交通量増加に則して事故数増加となるのは避けられないためと推察される。また、後

述のとおり、リキシャ13のような車両が本事業対象区間上で交通の妨げとなっており、事故

防止の観点から交通ルールの改善は必要と考えられる。

図 4：受益者調査結果（直接的効果に関する質問）
（サンプル数は、住民 N=81 およびドライバーN=40）

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、有効性は高い。

3.3 インパクト

3.3.1 インパクトの発現状況

3.3.1.1 物流促進への貢献

以下図 5 は本事業対象区間に隣接した箇所で計測された農産物輸送量データ14である。

12 「減少した」と答えた回答者の平均値（時間）について、事業実施前が 149 分、実施後が 115 分と回答

を得た。
13 「バ」国では手軽に始められる人力タクシー・ビジネスである。国道・地方道問わず、乗用車の通行の

妨げになっている。現状として取り締まり・規制も行われず、交通渋滞の要因のひとつとみなされている。
14 本データはＮ405 上で計測されたものである。Ｎ405 はジャムナ橋を経由してタンガイルに入るまでの区

間であり、本事業対象区間に接続する。農産物を輸送するトラックは、主に同国北西部地域からジャムナ

橋を経て、Ｎ405、本事業対象区間を通過し、首都ダッカに至るため、本事業対象区間上で計測されたデー

タとして捉えて問題ない。
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（単位：日平均トン）

出所：バングラデシュ橋梁公社

図 5：本事業対象区間に隣接した箇所で計測された農産物輸送量の推移

（点線丸枠は本事業コンポーネント完成15に合わせて特に上昇割合が高いことを示す）

2010/11 年は本事業開始直後（1998/99 年）の約 4.6 倍の輸送量である。特に、本事業の工

事区間である Contract 2 と 3 が完成した 2002～2004 年にかけての輸送量（2,864→3,642→

4,309 トン/日）と、Contract 1 が完成した 2009 年前後（5,739→6,470→7,015 トン/日）の輸

送量は、他の年度間の上昇割合と比べ高いことが窺える。著しい貨物輸送需要の増加に対

し、輸送のボトルネックの発生を防ぎ、順調な貨物輸送の拡大、物流の活性化を支える役

割を果たしたと考えられる。

（参考）以下表 2 はインドと国境を接する「バ」国北西部の町 Hili における主要農産品

評価額16データである。インドからのトラックが Hili～北西部幹線道路～ジャムナ橋～本事

業対象区間を通過し首都ダッカに農産物・物資を輸送している。上位 5 品目は年度により

変化があるものの、直近 2010/11 年の総評価額は 2004/05 年より大幅に上昇（4,820,097→

7,406,286 千タカ）している。

表 2：インドから「バ」国北西部に流入する

主要農産品評価額の推移 -上位 5 品目-
（単位：千タカ）

2004/05 年 2010/11 年

米 1,793,080 トウモロコシ 3,105,157

小麦 833,242 肥料/油かす 1,170,068

レンズ豆 645,122 玉ねぎ 811,665

玉ねぎ 328,253 米粉ビーフン 543,698

15 後述の効率性・アウトプットにて完成時期等を説明する。
16 市場売値に換算された金額
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トウモロコシ 295,684 スナック菓子 429,820

その他

↓

…

↓

その他

↓

…

↓

総計 4,820,097 総計 7,406,286

出所：Hili 税関当局（インド国境）

3.3.1.2 生活環境・社会経済面へのインパクト

以下図 6 のとおり、生活環境・社会経済面に関する質問を行ったところ、1）～6）のと

おり、概ね肯定的な意見が出された。特に、1）の雇用と 6）の農業収入に関しては、大き

な変化があったことが窺える。昨今の急激な経済成長の存在に加え、本事業は周辺住民に

雇用や収入増加の機会をもたらしたと考えられる。ある沿線の個人商店経営者17の例として、

本事業実施前より所得が約 2.5 倍に増えたとのことである。また農家の例として、食品加工

業者の農家へのアクセスが向上し、農産品を直接購入するなど、業者にとっては時間･コス

トの短縮、農家にとっては販路の拡大・収益の増加が実現しているとのことである。これ

らから、本事業は商業・公共施設へのアクセス向上、交通の時間短縮を実現し、彼らの生

活レベルの向上に寄与しているものと推察される。

図 6：受益者調査結果（生活環境・社会経済面に関する質問）
（サンプル数は N=81。但し、6）は沿線農家のみを対象としたため N=42）

3.3.2 その他、正負のインパクト

3.3.2.1 交通事故発生件数

17 主に日用雑貨を販売
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以下表 3 は、本事業対象区間における交通事故数データ18である。実施機関や地元警察に

よると、2011 年の事故件数・負傷者数・死亡者数は前年比で減少しているが、それ以前に

おいては、増加傾向にあったとのことである。急激な経済成長、首都ダッカへの人口・物

資の流入および交通量増大に比例して、事故件数も増加したとのことである。加えて、場

所によってはリキシャのような車両が円滑な交通の妨げとなっており、今後は交通ルール

の徹底・改善も必要と考えられる。

なお、実施機関および地元警察によると、近年は周辺住民や児童に対する啓発活動（ポ

スター、DVD 作成による講習会開催等）、警官による違法通行の取り締まり強化を行ってい

るとのことである。但し、既出の受益者調査結果のとおり、周辺住民・ドライバーは事故

数が増加したとの回答も少なくないことから、今後も引き続きこれら啓発活動に鋭意取り

組むべきと考えられる。

表 3：本事業対象区間における交通事故発生件数

2008～2010 年

（合計 3 カ年の総数）
2011 年

*注 1

事故件数 383（127.6）*注 2 45

負傷者数 877（292.3） 105

死亡者数 437（145.6） 73

出所：本事業対象区間を管轄する警察署（計 6 カ所）

注 1：2011 年のデータは 10 月末迄

注 2：表内のカッコ内の数値は 1 年あたりの平均値

図 7：リキシャ（Rickshaw） 図 8：長距離バスの通行

3.3.2.2 自然環境へのインパクト

実施機関によると、事業実施中には環境汚染や騒音など特段大きな自然環境への負のイ

ンパクトはなかった。今次現地調査でも、特段大きな自然環境への負の影響は見受けられ

なかったものの、以下図 9 の受益者調査結果のとおり、沿線の居住者は、大気汚染や騒音・

振動は増加しているとの回答が少なくない。回答者にインタビューを行ったところ、理由

18 2008-2010 年のデータは 3 カ年の合計値である。当該 3 カ年における各年のデータは入手できなかった。
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としては年々増加する交通量と渋滞による影響を挙げている。環境破壊や生態系への影響

は無いが、呼吸器系疾患（喘息、咳、風邪等）はやや増加したとしている。特にダッカ近

郊のジョデプール周辺は人口密集地域であり、また交通渋滞が激しい地域であるため、同

地域の住民からは環境への懸念を示す意見が比較的多かった。但し、本事業との直接的な

因果関係は不明との意見も少なからずあった19。交通量は増加し、また（同地域は特に人口

密度も高いがゆえ）現状として有益な改善策は期待できないが、例えば今後、都市計画の

策定や関連する事業が形成される際には、環境への配慮にも取り組む必要があると考えら

れる20。

図 9：環境に関する受益者調査結果

（サンプル数は住民（沿線居住者）N＝66、ドライバーN＝40）

3.3.2.3 住民移転・用地取得

以下表 4 は、本事業の住民移転・用地取得見込み（計画）および実績である。本事業の

移転対象住民は主に PAP と SREP21に分類される。計画と実績の差は、事業開始後に実施さ

れた詳細設計により、必要とされる用地、PAP、SREP が確定したことによって生じたもの

である22。これは、住民移転は住民移転計画（Resettlement Action Plan; RAP）に基づいて実

施されるが、RAP が事業開始前に PAP 等の数を完全に把握できなかった（=特定が困難で

あった）ことが背景にある。また、用地取得面積も見込み（計画）と実績に若干差異があ

る。実施機関および現地 NGO によれば、詳細設計後に正確な取得面積が算定されたとのこ

とから、差異が生じたと判断される。

19 車両の規制（性能や駐車）等の影響もあるため、そのような意見もあると考えられる。
20 なお、「バ」国政府の取り組みとして、2002 年以降、都市部の大気汚染改善を目的としてタクシーや輸

入中古車を中心に CNG（Compressed Natural Gas: 圧縮天然ガス）を利用するよう義務づけている。天然ガ

スは国内で産出され、購入価格も化石燃料より安いことから、CNG 使用・転換は順調に進んだ。
21 ①PAP（Project Affected People：影響を受ける住民）、②SREP（Socially Recognized Entitled People：①で

カウントされない不法居住者等）
22 この段階で土地共有者の特定も行われたとのことである。事業実施前のデータはベースラインとしては

正確とは言えず、事業実施前の見込みと実績を比較することにあまり意義はないと判断される。
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表 4：住民移転数・用地取得面積

見込み（計画） 実績

①PAP 10,620 18,310住民移転
（単位：人） ②SREP 586 772

用地取得面積（単位：ha） 87.0 93.2

出所：CCDB（現地 NGO）

以下表 5 は、住民移転・用地取得に係る補償金額の見積もりと実績である。本事業沿線

の地方政府（Deputy Commissioner, DC）が直接支払ったものと、実施機関が NGO（CCDB）

を経由して支払ったものとに分類される。補償金額実績は見積以下となっているが、主に

DC が予算不足等の理由により対象住民（PAP、SREP）に十分な補償金額を支払えなかった

ことが大きな要因として挙げられる（なお、事業実施前に推計された見積金額自体もラフ

なものであった。そのため見積もりと実績は単純比較できないともいえる）23。これには、

住民移転の法的根拠とされる土地関連の法律に曖昧な部分があったことが影響している。

現地の社会経済学者（ダッカ大学教授）にインタビューしたところ、審査時の法的根拠で

あった「1982 年 不動産の取得および要求に関連する条例（Acquisition and Requisition of

Immovable Property Ordinance, 1982）」に一部内容の不備や曖昧な箇所があったため、住民移

転･用地取得および補償金額の支払い・手続き等に不備が認められるとしている。一例とし

て、土地評価額の算定プロセスが不明瞭、異議申し立てが十分に汲み取られない等である。

（今となっては実情を把握は出来ないものの）同様の理由から事業実施前の移転対象者

数・見積金額の算定方法も完全なものではなかったと考えられる。但し現在、土地法およ

び用地取得プロセスの再検証が検討されており、将来的には整備・改善に進捗があると期

待されている。

今次現地調査時に一部の対象住民にもインタビューしたところ、「満足な補償を受け取れ

なかった。補償金額は受領したものの、当初聞いていた金額より少なかった（既出のとお

り、特に DC からの支払いが少なかった）」等のコメントが出された。

しかし、既出の NGO が窓口となり対象住民から苦情等を受付けていた（合計 24 件）も

のの、係争案件となり裁判に至ることはなかった。この背景には、対象住民は上述の土地

関連の法律不備等により訴訟に二の足を踏んだ（＝勝訴は難しいと判断した）ことが挙げ

られる。また一方で、本事業が整備されたことにより、沿線の土地価格が上昇し、対象住

民は、買収対象以外にも土地を所有していた場合には、それらを売却することで利益を得

ることができたり、商売が繁盛したりと、対象住民にとって必ずしも不利益でなかったケ

ースも背景として挙げられる。

23 DC は充分な補償金を準備・支払執行できなかったとのことである。
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表 5：住民移転・用地取得に係る補償金額
（単位：タカ）

補償支払元 見積（計画） 実績

地方政府 266,123,771 169,740,000

実施機関/NGO 173,734,953 137,194,427

出所：CCDB（現地 NGO）

3.4 効率性（レーティング：①）

3.4.1 アウトプット

以下表 6 は、本事業のアウトプット計画および実績である。

表 6：本事業のアウトプット計画および実績

計画（審査時） 実績（事後評価時）

①土木工事

・工区：全長約 67km

- Contract 1：26.60km

（ジョデプール～カリアコア間）

- Contract 2：21.40km

（カリアコア～カロシア間）

- Contract 3：19.09km

（カロシア～タンガイル間）

・道路の路床改良・舗装改良・線形改良

：51.50km

・バイパスの建設：15.50km

・カルバート構造物の改良：59 基

・橋梁改良：27 橋

①土木工事

・工区：全長 63.50km

- Contract 1：26.40km

（ジョデプール～カリアコア間）

- Contract 2：21.00km

（カリアコア～カロシア間）

- Contract 3：16.10km

（カロシア～タンガイル間）

・道路の路床改良・舗装改良・線形改良

：48.19km

・バイパスの建設：15.33km

・カルバート構造物の改良：81 基

・橋梁改良：14 橋

②コンサルティング・サービス

M/M 量：520M/M（外国：100M/M、ローカ

ル：420M/M。TOR は、上記土木工事の入

札評価の補助、施工監理、実施機関の技術

者の教育。

②コンサルティング・サービス

M/M 量：2,552M/M（外国：188M/M、ロー

カル：2,364M/M。予定どおり、土木工事の

入札評価の補助、施工監理、実施機関の技

術者の教育等が実施された。

Contract 3 の区間24が減少した理由は、先ず 1998 年の大規模洪水25後に事業資金の不足（以

下「インプット・事業費」にて後述）が見込まれた結果、詳細設計を見直して整備優先度

の低い箇所を洗い出した。その後、対象区間の現況確認が行われ、当該約 3km 区間の舗装

状況に問題がないと判断された結果、スコープから除外された26。また、道路の路床改良・

舗装改良・線形改良の減少、カルバート構造物（暗渠）の増加、橋梁の改良数の減少など

24 約 3km.。タンガイル（最終地点）から同市街地までの距離である。
25 同年 7-9 月に発生した歴史的な洪水被害。国土の 7 割以上が冠水し、死者 700 名以上を記録した。
26 今次現地調査でも同区間の現況を確認したが、現状として特段大きな修復･オーバーレイの必要性はない

と見受けられた。
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の差異も、大規模洪水後の詳細設計見直しによる結果である。

3.4.2 インプット

3.4.2.1 事業費

本事業の事業費は、当初計画では総事業費 90 億 5,600 万円（うち円借款対象は 62 億 600

万円）であったのに対し、実績額では 91 億 2,300 万円（うち円借款対象は 61 億 6,400 万円）

となり、計画を若干上回った（計画比 101%）。計画を超過した主な理由は、以下のとおり

である。

1）1998 年 7～9 月に大規模洪水が発生し、本事業対象区間の基礎工事に甚大な被害を与え

た。その後に、洪水対策に係る設計変更（工法変更）が行われることになり、路面の嵩上

げやカルバート構造物（暗渠）の改良数は追加となった。その結果、工事費が増加した。

2）Contract 1 のカリアコア・バイパス建設区間において、詳細設計の段階で詳細な地質調査

を行ったところ軟弱な地盤が発見された。地盤改良工事が必要とされた結果、工事費が増

加した。

3）Contract 1 の受注企業（イラン系）は、上記の契約変更に関して実施機関に異議を唱え、

大規模洪水による基礎工事被害に係る復旧工事費の支払いを拒否した。加えて、同企業は

工事対象区間に存在する地中ガスパイプライン27の移設を求めて実施機関と係争を起こし、

土木工事を停止（2000 年 11 月）した。かかる経緯を踏まえ、結局 Contract 1 区間の工事契

約はキャンセルせざるを得なくなった（2001 年 9 月）。実施機関は新たにコントラクターの

再入札を行い、別企業と工事契約を結んだ（2003 年 4 月以降は地元バングラデシュ企業が

請負った）。その結果、事業期間は大きく遅延し、管理費やコンサルティング・サービス費

等は増加した。

なお、以上 3 つの要因があったにもかかわらず、事業費が計画を「若干」上回った点に

関して、審査時と事後評価時の為替レートに差異（審査時 1 タカ＝2.9 円、事後評価時（事

業実施中の平均レート）1 タカ＝1.97 円で計算）があるためである。つまり、総事業費・実

績は上記の要因により大幅に増加・嵩んだものの、実態は為替の減額により 101％となった。

その点も考慮して、効率性評価を判断する必要がある。

3.4.2.2 事業期間

本事業の期間は、以下表 7 のとおり 1997 年 7 月から 2000 年 9 月までの 3 年 3 ヶ月（39

ヶ月）と計画されていたが、1997 年 7 月から 2009 年 6 月までの 12 年（144 ヶ月）を要し、

27 審査時には想定されておらず、事業開始後に埋設されていることが発覚した。
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計画を大幅に上回った（計画比 369％）。主な遅延理由としては、1）上述のとおり、1998

年 7～9 月に発生した大規模洪水により Contract 1～3 の工法が変更となり時間を要した点、

2）同洪水により事業資金の不足が見込まれたことから、既出のカリアコア･バイパス区間

（2.9km）の整備は一旦見送られることになった。その後、「バ」国側では同バイパス区間

工事の資金確保の見通しが立ち、工事は再開されたものの、この経緯により時間を要した

点、3）Contract 1 の受注企業による土木工事中断・キャンセルおよび別企業との契約手続き

等に想定以上に時間を要した点等が挙げられる。また表 7 のとおり、Contract2 および 3 は

2002 年中に完成していたものの、Contract 1 は 2009 年まで工事が行われていた。その点が

大きく影響して総期間が 105 ヶ月の事業遅延となった点にも留意する必要がある。

表 7：事業期間の計画と実績

計画 実績

Contract 1: 1998 年 3 月～2009 年 6 月

Contract 2:1998 年 3 月～2002 年 12 月

1．土木工事

1997 年 10 月～2000 年 9 月

Contract 3:1998 年 3 月～2002 年 1 月

2．用地取得 1997 年 7 月～2000 年 6 月 1997 年 7 月～2000 年 6 月

3．コンサルティン

グ・サービス
1997 年 7 月～2000 年 9 月 1998 年 3 月～2009 年 6 月

以上より、本事業は事業費が計画を上回り（但し、為替の減額により若干のみ上回る形

となった）、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。

3.4.3 内部収益率（参考数値）

経済的内部収益率（EIRR）

審査時には走行費用の低減および通行時間の節約を便益、投資コスト（事業費）および

運営・維持管理費を費用、プロジェクト・ライフを20 年間に設定して財務分析が行われ、

経済的内部収益率（EIRR）は14.5％と算出されていた。事後評価時において、再計算を試

みたが、審査時の算定根拠に不明な部分があったことに加え、今次調査を通して便益に係

るデータ入手が極めて困難（バングラ側のデータ未整備等）であったことにより内部収益

率は算出できなかった。
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3.5 持続性（レーティング：③）

3.5.1 運営・維持管理の体制

事後評価時における本事業の実施機関は運輸省道路局である。組織トップである技術総

監（Chief Engineer）の下、5 つの部（計画・維持管理部、技橋梁管理部、技術サービス部、

管理サービス部、機械部）があり、各部の下部組織として複数の課が存在する。2011 年 11

月の総職員数は 2,805 名（うち技術者は 392 名）である。一方、実際に本事業コンポーネン

ト（道路・橋梁、カルバート構造物等）の運営･維持管理を担うのは実施機関の各地方局で

ある。ジョデプール-カリアコア間（26.40km）はガジプール地方道路局が、カリアコア-カ

ロシア間（21.00km）およびカロシア-タンガイル間（16.10km）はタンガイル地方道路局が

管轄している。前者のスタッフ数は 15 名、後者は 9 名である。地方道路局の主要業務は道

路･橋梁の維持管理である。

本事業道路上の運営・維持管理（O&M）業務は、原則として「日常的（Routine）」と「定

期的（Periodic）」の 2 種類に分類される。前者の日常的業務は地方道路局が日常的な補修や

点検を行うものである28。一方、後者の定期的業務は、必要に応じて、大規模な補修･修復

を行うものである。首都ダッカに拠点を有する大手建設業者が実施機関本部から予算の配

賦を受けて定期的業務として大がかりな補修等を行うことが多い。

3.5.2 運営・維持管理の技術

ガジプールおよびタンガイル地方道路局では運営維持管理経験が豊富なスタッフが配属

されている。特に日常的維持管理（補修・点検業務等）に関して、業務経験年数が豊富な

スタッフが多く配属されている。研修・トレーニングは実施機関本部のトレーニングセン

ターで行われており、地方道路局のスタッフも参加している。マネージャー向け、調達プ

ロセス、PC スキル向上等の研修が実施されている29。2009/10 年には合計 56 名が、2010/11

年には 28 名が参加した。また、当本部では新規スタッフへのトレーニング（オリエンテー

ション・トレーニング）を毎年実施している。

3.5.3 運営・維持管理の財務

以下表 8 は直近 3 年の本事業の O&M 予算額（ガジプールおよびタンガイル地方道路局の

予算合計額）である。既出のとおり、本事業の O&M は「日常的」と「定期的」とに分類さ

28 なお、路面の補修等は必要に応じて地元の民間建設業者に委託されている。地方道路局は彼らの監督・

モニタリングを行う役割を有している。
29 実施機関によると、「近年は研修・トレーニング予算は減少しつつあるものの、その中で最大効率を図っ

ている」とのことであった。
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れる。予算の扱いも別々であり、「日常的維持管理予算」は毎年各地方道路局が予算書を作

成し、実施機関本部に申請する。本部は、路面の状況や交通量等を勘案し、優先順位付け

を行い、配賦額を決定する。一方、「定期的維持管理予算」に関しては、特に大がかりな改

修が必要と判断される区間に対して本部が各地方道路局に配賦する30。両地方道路局にイン

タビューしたところ、「（表 8 のとおり）日常的維持管理予算は必ずしも要求どおり配賦さ

れるとは限らないが、ここ数年は O&M を遂行するには必要最低限の予算は配賦されてい

る」とのことであった。加えて、2011/12 年には定期的維持管理予算として 390 百万タカが

計上され執行中である31。特にカリアコア～カロシア間およびカロシア～タンガイル間（タ

ンガイル地方道路局の管轄下）の O&M 業務に当予算が重点的に執行32され、今後補修工事

が実施される予定である。以上のような予算配賦状況から判断するに、O&M を行う上での

右予算の財務レベルに大きな問題はないと考えられる。

表 8：ガジプールおよびタンガイル地方道路局の運営維持管理予算（合計額）

（単位：百万タカ）

日常的維持管理予算
年度

予算申請額 実績

定期的維持管

理予算（実績）

（参考）実施機

関 O&M 全体

予算

2008/09 年 23.10 15.95 40.72 5,143.84

2009/10 年 30.35 21.55 18.04 6,094.74

2010/11 年 35.59 24.67 N/A *注 6,678.00
出所：実施機関資料

注）2010/11 年に予算の配賦はなかったが、2011/12 年に 390 百万タカの予算が配賦・執行中である。

3.5.4 運営・維持管理の状況

ガジプールおよびタンガイル地方道路局は、必要に応じてアスファルト補修や清掃など

の日常的維持管理を地元の建設会社に委託し、技術監督・モニタリングを行っている。本

事業のコンポーネントには事業効果発現に悪影響のあるような大きな損傷はみられないも

のの、一部区間（カリアコア、タンガイルバイパス付近）の路面には多少ひび割れ等は見

られた33。なお、以下図 10 の路面状況・維持管理に関する受益者結果のとおり、ドライバ

ーは道路運転時の快適性や維持管理状況は以前に比べ改善したと回答した割合も高い。

30 このため、年度によっては配賦されない時もある。
31 特にカリアコア-カロシア間およびカロシア-タンガイル間（タンガイル地方道路局の管轄下）の O&M に

右予算が重点的に執行されている。その理由のひとつに、同 2 区間の完成は約 10 年前で時間が経過してい

ることから、大規模補修が必要と判断されたことが挙げられる。
32 その理由のひとつに、同 2 区間の完成は約 9 年前（2002 年）で時間が経過していることから、大規模補

修が必要と判断されたことが挙げられる。
33 なお、現地調査終了後の 2012 年 2 月に実施機関配属の専門家が作成したレポートによると、多くの過積

載車が通行することで舗装が痛み、ひび割れ等が発生しているとされている。
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図 10：路面状況・維持管理に関する受益者調査結果
（サンプル数はドライバーN=40）

ガジプール地方道路局は維持管理業務を 24 時間体制で実施している。一方、タンガイル

地方道路局では日中のみである。これはガジプール周辺の交通量が昼夜問わず多いためだ

が、タンガイル地方道路局管轄下の区間では少ないためである。維持管理用機材（ローダ

ー、運搬トラック等）は十分活用されている。一部老朽化している機材もあるが、故障等

はなく維持管理不足は発生していない。維持管理マニュアルやチェックリストも配備され

ている。

図 11：維持管理機材 図 12：維持管理業務の様子

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。

4. 結論及び教訓・提言

4.1 結論

事後評価時において、本事業は運輸インフラ整備計画などの政策および道路網の整備・

拡充などの開発ニーズとの整合性が認められる。本事業整備により首都ダッカ近郊からジ
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ャムナ橋方面間における近年の交通需要および農産物輸送量の増加に対応している。また、

本事業は地域住民の生活環境改善に寄与し、バングラデシュの経済活性化に寄与している

と推察できる。事業期間は 1998 年に発生した大規模洪水による工事遅延等により計画を大

幅に上回り、事業費は計画比で若干超過した。一方、本事業の運営・維持管理面には特段

大きな問題は見受けられない。以上より、本事業の評価は高いといえる。

4.2 提言

（バングラデシュ側への提言）

■本事業の人口密集地域や渋滞発生エリア周辺において交通事故も少なからず発生してい

ることから、実施機関は地元警察等とも協力してドライバーへの指導強化、車両規格の厳

格化、交通ルールを徹底することが望ましい。また昨今、交通安全の啓発活動が行われて

いるが、加えて歩道やリキシャ（人力車タクシー）専用通行路の整備、簡易分離帯（車線

分離標、ブロック、防護柵等）の設置等のようなハード面の整備34について検討を行うこと

も交通事故防止・住民の安全確保の観点から有意義であると考える。

■住民移転・用地取得に係る補償金支払いについて、一部の住民からは不満が示された。

審査時以前における土地法の内容等が曖昧であったことや沿線自治体の予算不足等が要因

であるが、同国では本事業以外にも道路整備プロジェクトが進行中、あるいは今後実施予

定のものが少なからずあるところ、「バ」国政府をはじめ関係諸機関（地方自治体含む）は

速やかに土地法等の整備を進め、住民移転・用地取得に係る補償金支払いの確実性を高め

ることが望ましい。

4.3 教訓

■事業開始後の1998年7-9月に歴史的な大規模洪水が発生した。その直後に洪水対策に係る

設計変更（工法変更）が行われ、路面の嵩上げ等が実施された。同国ではその後も予測で

きないような規模のサイクロンや洪水などの自然災害35が度々発生しているところ、当該変

更は洪水対策として有効に機能している（事業完成後、洪水により本事業対象区間は寸断

されていない）。自然災害の未然リスク防止という姿勢をバングラデシュ側が早い段階で打

ち出し設計変更に反映させたが、JICAとしてこれを柔軟に受け入れたことは有益な判断で

あったと言える。

以 上

34 なお実施機関によれば、現在国内でリキシャ等の車両専用通行路は未建設なものの、将来的に国道に限

って本道に併設する方針とのことである。仮に本事業対象区間の双方 4 車線化が実現する場合、専用通行

路併設の実現可能性はあると見込まれる。
35 一例として、2007 年 11 月に発生したサイクロン「シドル」は広範囲で被害をもたらした。死者数は 4,000

人以上、被災者の数は約 900 万人、損壊建物は約 150 万棟以上を数えた。
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主要計画／実績比較

項 目 計 画 実 績

（土木工事）

・工区：全長約 67km

- Contract 1：26.60km

（ジョデプール～カリアコア間）

- Contract 2：21.40km

（カリアコア～カロシア間）

-Contract 3：19.09km

（カロシア～タンガイル間）

・道路の路床改良・舗装改良・線

形改良：51.50km

・バイパスの建設：15.50km

・カルバート構造物の改良：59 基

・橋梁改良：27 橋

（土木工事）

・工区：全長 63.50km

-Contract 1：26.40km

（ジョデプール～カリアコア間）

-Contract 2：21.00km

（カリアコア～カロシア間）

-Contract 3：16.10km

（カロシア～タンガイル間）

・道路の路床改良・舗装改良・線形

改良：48.19km

・バイパスの建設：15.33km

・カルバート構造物の改良：81 基

・橋梁改良：14 橋

①アウトプット

（コンサルティング・サービス）

520M/M（外国：100Ｍ/Ｍ、ローカ

ル：420M/M）

（コンサルティング・サービス）

2,552M/M（外国：188Ｍ/Ｍ、ローカ

ル：2,364M/M）

②期間 1997 年 7 月～2000 年 9 月
（39 ヶ月）

1997 年 7 月～2009 年 6 月
（144 ヶ月）

③事業費

外貨

内貨

合計

うち円借款分

換算レート

2,681百万円

6,375百万円

9,056百万円

6,206百万円

1タカ＝2.9円

（1997年7月）

5,689百万円

3,434百万円

9,123百万円

6,164百万円

1タカ＝1.97円

（1997年7月～2009年6月平均）


