
事業事前評価表 

 

１．案件名 （国名） 

国名    ：スリランカ民主社会主義共和国 

案件名    ：ケラニ河新橋建設事業 

L/A 調印日 ：2014 年 3 月 28 日 

承諾金額  ：35,020 百万円 

借入人        ：スリランカ民主社会主義共和国政府  

（The Government of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka） 

 

２．事業の背景と必要性  

（1）当該国における運輸セクターの開発実績（現状）と課題 

スリランカでは国内旅客・貨物輸送の 90%以上が道路輸送網に依存しており、同国

の社会・経済活動において極めて大きな役割を果たしている。近年、同国の堅調な経

済成長を背景に自動車登録台数の伸びが著しく、特にコロンボ市内においては、朝晩

の通勤・通学時間帯を中心として、交通渋滞の悪化が急速に進んでいる。コロンボ市

内から、北東方面へのアクセスについては、コロンボ市の北側を流れるケラニ河に架

かる 3 本の橋に交通が集中しており、円滑な交通のボトルネックになっている。とり

わけ、新ケラニ橋については、同国第ニの都市キャンディーへ通じる国道 A01 号線、

国際空港に通じる国道 A03 号線、港湾アクセス道路及びコロンボ市内を縦断するベー

スライン道路と 4 本の幹線道路が 1 箇所に集中する交通の要衝であり、慢性的な渋滞

が著しい。更に、2013 年 11 月に、コロンボと国際空港を結ぶコロンボ・カトナヤケ

高速道路（CKE）が同橋に接続したことからより一層渋滞が悪化している。そのため、

新規架橋等による新ケラニ橋周辺の渋滞緩和が喫緊の課題となっている。 

（2）当該国における運輸セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

国家開発計画「マヒンダ構想」（2010－2016）では、2016 年までの 6 年間で年平

均 8%の実質 GDP 成長率を達成し中進国入りを目指すとしており、同目標達成のた

め、基幹インフラである道路ネットワークの改善・強化を 重要課題としている。 

ケラニ河新橋建設事業（以下、本事業）はケラニ河に新橋及び高架アクセス道路を

建設することを通じて、ケラニ河周辺地域の交通分散化と慢性的な交通渋滞を改善す

ることを目的とするものであり、同国の開発政策に合致するものである。 

（3）運輸セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の｢対スリランカ国別援助方針｣（2012 年 6 月）では、重点分野「経済成長

の促進」にて、経済成長に資する運輸インフラの整備を支援する協力方針を定めてい

る。また、「対スリランカ JICA 国別分析ペーパー」（2012 年 10 月）では、「運輸ネッ

トワーク強化プログラム」にて、大コロンボ圏における都市交通網の改善が重点課題

であると分析しており、本事業はこれら方針・分析と合致する。 

JICA はこれまでコロンボ圏における運輸セクターに対して、円借款では「ベース

ライン道路建設事業（1）、（2）」（1993、97 年度 L/A 調印）、「日ス友好橋拡張事業」

（1993 年度 L/A 調印）、「大コロンボ圏都市交通整備事業（1）、（2）」（2006、08、10



年度 L/A 調印）等による道路網整備を支援している。また、無償資金協力では、「ビ

クトリア橋架替計画」（1988～91 年）により、交通の要衝となる日ス友好橋の建設を

行っている。更に、技術協力では「コロンボ都市交通調査プロジェクト」（開発計画

調査型技術協力、2012～14 年）等を実施してきている。 

（4）他の援助機関の対応 

アジア開発銀行（ADB）がコロンボ市内の高架高速道路網整備に係る F/S を実施中

であり、本事業で建設予定の区間から先の、将来的な延伸計画を策定中である。本事

業との重複はなく、将来的な相乗効果が見込まれる。 

（5）事業の必要性 

本事業は、コロンボ市内において円滑な交通のボトルネックになっているケラニ河

において、新橋及び高架アクセス道路を建設することで、交通の分散化と慢性的な交

通渋滞の改善を図るものであり、スリランカの開発政策並びに我が国及び JICA の援

助方針に合致することから、JICA が本事業の実施を支援する必要性・妥当性は高い。 

 

３．事業概要 
 

（1）事業の目的 

本事業は、コロンボ市北部を流れるケラニ河に新橋及び高架アクセス道路を建設

することにより、同市における交通の分散化と慢性的な交通渋滞の改善を図り、も

って道路輸送の円滑化・経済成長の促進に寄与するものである。 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名：コロンボ市 

（3）事業概要 

1） 準備工事（既設建造物移設、送電線地下埋設）（国内競争入札） 

2）  土木工事（主橋梁（380m）及び高架道路（1,050m）等）（国際競争入札） 

3） コンサルティング・サービス（詳細設計、入札補助、施工監理等）（ショー

ト・リスト方式） 

（4）総事業費 

41,429 百万円 （うち、円借款供与額：35,020 百万円） 

（5）事業実施スケジュール（協力期間） 

 2014 年 1 月～2020 年 11 月を予定（計 83 か月）。施設供用開始時（2019 年 11 月）

をもって事業完成とする。 

（6） 事業実勢体制 

1）借入人：スリランカ民主社会主義共和国政府  （The Government of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka） 

2）事業実施機関／実施体制：道路・港湾・海運省（Ministry of Highways, Ports and 

Shipping） 

3）操業・運営／維持・管理体制：道路開発庁（Road Development Authority: RDA） 

（7）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境社会配慮 

① カテゴリ分類：A 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」



（2010 年 4 月公布）に掲げる影響を及ぼしやすい特性に該当するため。 

③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は、2013 年 10 月 30

日にスリランカ国スリランカ中央環境庁（Central Environmental Authority）

により承認済み。 

④ 汚染対策：工事中は、建設機械の稼働に伴う粉塵や騒音が予見されるため、

散水、車両荷台の被覆、工事機材へのサイレンサーの装着、住居近隣におけ

る騒音を伴う作業時間の制限等の対策が取られる。水質汚濁については、河

の中に橋脚を建てないため河川への影響を与えない設計となっていることに

加え、車両整備場へのオイル・トラップの設置等の対策を講じることで、工

事中の河川への濁水流出を防ぐ計画である。本事業で生じる掘削土（約

91,000m3）は、全て盛土に転用される。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその

周辺に該当せず、自然環境への望ましくない影響は 小限であると想定され

る。 

⑥ 社会環境面：本事業は、約 1.6ha の用地取得、395 世帯及び 54 事業主（計

1,797 人）の非自発的住民移転を伴い、同国国内手続き及び住民移転計画

（RAP）に沿って取得が進められる。RAP 作成過程で実施された住民協議で

は、事業概要、補償や支援策、苦情処理メカニズム等について説明され、参

加者から、事業の影響範囲やスケジュールに関する質問、非正規居住者に対

する移転先（代替住居）の提供に係る要望等が寄せられた。協議全体を通し、

事業に対する特段の反対意見は確認されていない。 

⑦ その他・モニタリング：住民移転については、実施機関による内部モニタリ

ングと外部の専門家による移転状況や移転後の生活状況に関するモニタリン

グが行われる。環境面では、実施機関が、工事中及び供用後（苦情があった

場合）の、大気質、騒音、水質等についてモニタリングする。  

2）貧困削減促進等：特になし。 

3）社会開発促進等（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害

者配慮等）：本事業においては、工事労働者に対するエイズ対策の実施を入札書

類に含めることとし、コントラクターがエイズ対策を実施する予定。 

（8）他スキーム、他ドナー等との連携：技術協力「橋梁維持管理能力向上プロジェ

クト」を通じて RDA の維持管理能力向上を図る予定。 

（9）その他特記事項：既存交通を妨げない急速施工、狭小地帯での施工、エクスト

ラドーズド橋建設工法といった本邦技術の活用が見込まれる。 



 

4. 事業効果 

（1）定量的効果 
 1）運用・効果指標 

指標名 対象 
基準値 

（ 2013 年実績
値） 

目標値（ 2021
年） 
【事業完成 2 年

後】

年平均日交通量（台／
日） 

既設新ケラニ橋
ケラニ河新橋* 

ベースライン道路上

92,700 
- 

86,400 

67,900
58,100 
113,400

所要時間の短縮（分） A01 道路－オルゴダワッタ交
差点（約 2km）

7.7 4.0 

平均速度 （km／時
間） 

既設新ケラニ橋
ケラニ河新橋* 

ベースライン道路上

18 
- 

13.6 

40
40 
20

*本事業において建設予定の新橋。 
2）内部収益率 

以下の前提条件に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 13.4％となる。 
費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 

 便益：走行費用節減、走行時間節減、交通事故減少 
 プロジェクトライフ：施設供用開始後 16 年 
  なお、本事業により直接的な収益は発生しないため、財務的内部収益率（FIRR） 
は算出しない。 

（2）定性的効果 
 円滑な道路輸送の確保による国民全体の利便性の向上、物流促進。 

5. 外部条件・リスクコントロール 

洪水等の自然災害による事業の遅延。 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

（1）類似案件の評価結果 

 スリランカ国「日ス友好橋拡張事業」の事後評価結果等において、事業の維持管

理が必ずしも十分なレベルとは言えないため、よりきめの細かい維持管理活動を実

施することが必要との教訓が得られている。また、過去の類似案件において、移転

住民に対する適切な補償を通じた円滑な移転手続きの実施が重要との教訓が得られ

ている。安全面に関しても、事業実施機関に対する安全管理能力強化支援が重要と

の提言を得ている。 

（2）本事業への教訓 

 本事業においても、建設する新橋及び高架道路の実施機関による維持管理体制強

化が必要とされるため、今後、技プロによる実施機関の橋梁維持管理に係る技術レ

ベルの向上及び長期の維持管理計画策定を通じた維持管理体制の強化を図っていく

予定である。また、住民移転に関しても、十分な補償や移転地の提供が住民移転計

画に基づき実施される予定である。また、安全管理に関しては、JICA の安全管理体

制確認チェックリストに基づき安全管理体制を構築する。 

7. 今後の評価計画 

（1） 今後の評価に用いる指標 

（1）年平均日交通量（台／日） 

（2）所要時間の短縮 （分） 



（3）平均速度（km／時間） 

（4）経済的内部収益率 （EIRR）  （%） 

（2） 今後の評価のタイミング 

事業完成 2 年後 

以 上  


