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評価調査結果要約表 
１．案件概要 

国名：エジプト・アラブ共和国 案件名：橋梁維持管理能力向上プロジェクト 

分野：公共・公益事業-運輸交通-道路 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：社会基盤・平和構築部運輸

交通情報通信グループ 第三チーム 

協力金額：4 億 833 万円 

協力期間： 

2012 年 3 月～2015 年 3 月（3 年間） 

R/D 署名日：2011 年 10 月 30 日 

先方関連機関：道路橋梁陸運総庁（GARBLT） 

日本側協力機関：本州四国連絡高速道路株式会社、 

大日本コンサルタント株式会社、株式会社長大 

他の関連協力スキーム：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

エジプト・アラブ共和国（以下、「エジプト」と記す）内の道路延長は 6 万 4,000km 以上に

及び、そのなかにおよそ 3,000 橋以上の橋梁が存在している。統計によれば、国内貨物輸送量

の約 98％がこれらの道路及び橋梁を利用していることから、道路交通網はエジプトの経済活動

において非常に大きな役割を果たしている。 

他方で、国内の交通インフラの整備及び維持管理上の課題として、多くの老朽化した橋梁が

存在するため、それらの維持管理を適切に行うことが必要となっている。 

エジプト政府は、この課題を解決するため、道路の建設と維持管理を所掌している道路橋梁

陸運総庁（General Authority for Roads, Bridges and Land Transport：GARBLT）において、橋梁の

維持管理補修に関する改善プログラムに取り組んでいるが、知識と技術をもった人的リソース

と、橋梁を適切に検査・評価するために必要な機材が十分でないことから、更なる改善の余地

がある。加えて、GARBLT は、エジプト政府の人件費抑制の方針の下、若手職員の採用を控え

たことから人員不足を招いているが、現在及び今後も橋梁点検については主に GARBLT が直営

で実施する方針であり、GARBLT に所属するエンジニアの技術レベルを向上させることが喫緊

の課題となっている。 

以上の経緯から、日本政府は、エジプト政府の要請を受け、技術協力「橋梁維持管理能力向

上プロジェクト」“The Project for Improvement of the Bridge Management Capacity in Egypt”（以下、

「本プロジェクト」と記す）を実施することを決定し、2012 年 3 月より、3 年間の協力期間で

同プロジェクトを開始した。中間レビュー調査は、2014 年 2 月に実施された。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、GARBLT 本部及び地方事務所において橋梁維持管理能力の向上を図り、

もってエジプトにおける適切な橋梁維持管理能力の強化に寄与することを目的として実施し

ている。 

 

(1) 上位目標 

エジプトにおいて橋梁維持管理が適切に実施される。 
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(2) プロジェクト目標 

GARBLT の橋梁維持管理能力が向上する。 

 

(3) 成果 

1． GARBLT における橋梁維持管理サイクルが強化される。 

2． GARBLT のエンジニアの橋梁点検能力が強化される。 

3． GARBLT のエンジニアの橋梁補修能力が強化される。 

4． GARBLT において橋梁維持管理システム（Bridge Management System：BMS）が整備

される。 

 

(4) 投入 

＜日本側＞総投入額 4 億 833 万円（2014 年 10 月末時点） 

1．専門家の派遣：11 名（3 年間合計 117 人/月、2014 年 10 月末時点で 97.60 人/月投入）

 長期専門家：1 名（チーフアドバイザー/橋梁維持管理サイクル） 

 短期専門家：10 名（総括/橋梁維持管理、橋梁点検、橋梁補修、BMS 開発、斜長橋、

業務調整、橋梁点検、鋼橋疲労） 

2．研修員受け入れ：10 名（2 コース） 

 研修テーマ「橋梁維持管理能力向上（第 1 年次）国別研修、橋梁維持管理能力向上

（第 2 年次）国別研修」、第 3 回本邦研修を 2014 年 11 月 8～22 日で実施予定 

3．機材供与：1 億 975 万 8,000 円（2014 年 10 月末時点） 

 シュミットハンマー、超音波コンクリート亀裂探査器、中性化試験用フェノールフ

タレイン試薬、腐食電流測定器、塗膜厚計、鉄筋探査計、鋼板厚計、高圧水洗浄機、

発電機、補修用ショットクリート材料、防錆塗料、マイクロコアドリル、鉄筋探査

計（レーダータイプ）、BMS システム、BMS サーバー、橋梁点検車 

4．現地業務費：1,285 万 2,000 円（2014 年 10 月末時点） 

 傭人費、借料損料、消耗品費、旅費・交通費、資料等作成費 

＜エジプト側＞ 

1．カウンターパート配置：9 名（2014 年 10 月末時点） 

2．執務室、倉庫 

3．ローカルコスト：現地研修のためのカウンターパート（C/P）とワーキンググループ

メンバー（WG）の交通費等 3 万 7,800LE（エジプトポンド）（2014 年 10 月末時点）

２．評価調査団の概要 

調査員 

担当分野 氏  名 所  属 

団長/総括 田中 総東 JICA 社会基盤・平和構築部  

運輸交通・情報通信グループ第 3 チーム課長 

協力企画 若林 康太 JICA 社会基盤・平和構築部  

運輸交通・情報通信グループ第 3 チーム職員 

評価分析 皆川 泰典 ㈱システム科学研究所 コンサルタント 

調査期間 2014 年 10 月 24 日～2014 年 11 月 7 日 調査の種類 終了時評価調査 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１成果の達成度 

【成果 1】GARBLT における橋梁維持管理サイクルが改善する。 

成果 1 は橋梁維持管理サイクルに関する終了試験が実施されていないため現時点では達成

されていないが、プロジェクト終了時までに達成される見込み。橋梁維持管理サイクル、予

防保全の重要性等については、WG 活動、技術作業部会（Technical Working Group：TWG）

活動、JCC 等の機会に日本人専門家から説明がなされており、橋梁維持管理サイクルに係る

GARBLT エンジニアの理解度は向上している。事実、橋梁維持管理サイクルの概念を基に、

上エジプト地方のアスワン橋においては GARBLT エンジニアが点検のための清掃の実施、照

明の設置に取り組んだ事例が確認されている。 

【成果 2】GARBLT エンジアの橋梁点検能力が向上する。 

成果 2 は、現時点では 2013 年にエジプトの治安情勢が悪化し、橋梁点検車の搬入が遅れ

たことによりこれを活用した橋梁点検を実施できていないことから、達成されていない。橋

梁点検車の搬入遅れに対応してプロジェクト期間が延長された場合、プロジェクト終了時ま

でに達成される見込み。3 種類の点検マニュアル案のドラフトが作成され、これまでに同点

検マニュアル案に基づく現地研修（On-Site-Training：OST）が、全国の全地方事務所をカバ

ーして実施されてきている。中間レビュー後に設立された点検コアチームのメンバーは、他

業務で忙しく OST に十分に参加できていないが、現在 GARBLT は新規職員の採用を行うな

どして、その改善に向けて取り組んでおり、実際プロジェクトの専任として 4 名の技術者が

採用されている。また、供与機材である橋梁点検車は、まだ GARBLT に搬入されていないた

め1、今後、同点検車の操作研修、同点検車を用いた OST の集中的実施が必要である。 

【成果 3】GARBLT エンジニアの橋梁補修能力が向上する。 

成果 3 は、「GARBLT エンジニアの橋梁補修能力が向上する」であり、現時点で橋梁計画

及び維持管理に関するマニュアルがほぼ完成しており、補修のデモンストレーション等も計

画どおり実施されていることから、プロジェクト終了時までに成果 3 は達成される見込みで

ある。すなわち、指標 3-1 の補修マニュアルは 12 月中旬での完成をめざしており、指標 3-2

の補修工法のデモンストレーションについては 11 月下旬に予定されている。 

【成果 4】GARBLT における BMS が整備される。 

成果 4 については、現時点でおおむね達成されており、プロジェクト終了時までに達成さ

れる見込みである。すなわち、中間レビュー後、追加した写真管理システム機能を含めて、

step1 及び step2 のシステム本体の開発が完了した。残りのプロジェクト期間では、システム

のより効果的な活用のため、step2 の補修費用査定機能については、GARBLT が保有してい

るエジプトでの橋梁補修単価などの実データの提供などをシステムに取り込み、より精度の

高い補修費用査定を可能にすることをめざす。このため、プロジェクトチームと GARBLT

との間で、必要データの様式、BMS で利用可能な機能等の説明会が 10 月に開始されている。

また、現在、定期点検の点検記録を使用して、データ入力を実施している。 

 

                                                        
1 橋梁点検車は、本調査団が帰国した 11 月 7 日に GARBLT 本部に納品された。 
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３－１－２ プロジェクト目標の達成の見込み 

本プロジェクトの成果としては、OST の対象 20 橋のうち、17 橋での OST が終了しており、

また、BMS の開発は終了している。今後はよりエジプトの実情に即した補修費用査定をする

ために、エジプトでの実際の補修単価等のデータの組み込みを実施する予定である。現在、

本プロジェクトの持続性を更に確保するための GARBLT 技術者主導による点検の開始のた

め、技術者の専任化、人員増を含めた維持管理体制の強化について GARBLT が取り組んでい

る。 

一方、当初から予定していた橋梁点検車を活用しての橋梁点検 OST については、橋梁点検

車の搬入遅れのため、いまだ実施されていない。このように、現状でプロジェクト目標はお

おむね達成されているものの、当初から予定していた橋梁点検車を活用した橋梁点検が実施

されていない状況である。なお、現在のプロジェクト期間では橋梁点検車を活用した橋梁点

検が十分に実施されないことが想定されるが、プロジェクトが延長された場合、当初から予

定していた橋梁点検車を活用した橋梁点検が実施されることにより、本プロジェクト目標は

達成される見込みである。 

 

３－１－３ 上位目標の達成の見込み 

GARBLT が管轄する主要な橋梁において、本プロジェクトで技術移転した橋梁点検に係る

一連のプロセスが継続して実施され、適切な維持管理がプロジェクト終了後 3～5 年後に実

現するためには、GARBLT 本部及び地方事務所の橋梁エンジニアが本プロジェクトで得た点

検・補修技術を共有できる体制を構築していく必要がある。その 1 つとして、地方事務所の

エンジニアへの技術指導を担当するトレーナーを育成する必要がある。この点における現段

階での進展は部分的であり、上位目標は達成されていない。本プロジェクトの残り期間では、

コアとなるトレーナーを育成するため、集中的なトレーニングを全地方事務所で実施するこ

とを計画しているが、これらの活動の結果、点検コアチームメンバーが育成され、地方事務

所向けの定期的な訓練が実施されれば達成される見込みである。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

プロジェクト目標は、エジプト政府の運輸セクター開発の基本戦略に合致するものであ

り、日本政府の対エジプト向け援助計画にある運輸セクターの道路網整備への支援にも合

致している。また、C/P の GARBLT はエジプト国内の主要な橋梁を管轄しているものの、

組織内のエンジニアのスキルが低下しているという強い危機感をもっており、人材育成の

重要性の認識は極めて高いことから、本プロジェクト業務の実施機関としての選定は妥当

である。また、日本の橋梁維持管理に係る技術レベルは高く、本プロジェクトに類似した

技術協力プロジェクトを数多く実施しており、日本の技術の優位性が高い。以上より、妥

当性は高いと判断した。 

 

(2) 有効性：やや高い 

プロジェクト目標は、橋梁点検車を活用した橋梁点検に係る技術移転を除けば、プロジ

ェクト終了時までにほぼ達成される見込みである。貢献要因としては、PAD（Project 
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Assistant Director）の任命、BMS チームの設置などの GARBLT による組織強化であり、一

方阻害要因は、治安情勢の悪化による橋梁点検車の搬入遅れ及び GARBLT 点検コアチーム

の OST への低い参加率である。これらの理由から、有効性はやや高いと判断された。 

 

(3) 効率性：中程度 

各成果については、おおむねプロジェクト期間内に達成される見込みであり、現時点で

プロジェクト目標もおおむね達成されている。日本側の投入については、おおむね計画ど

おりではあるが、外部要因として 2013 年の治安情勢の悪化により日本人専門家の一時帰

国、橋梁点検車の搬入遅れが起きるなど、OST 活動の実施に支障が出ている。また、GARBLT

側では、エンジニアが多忙なことから、点検コアチームメンバーが OST に十分に参加でき

ていない。これに対し、現在 GARBLT は 2014 年 10 月には、4 名の職員の新規採用を行い、

本プロジェクト専任とするなどの改善を図っている。以上より、効率性は中程度と判断さ

れた。 

 

(4) インパクト：中程度 

上位目標の達成については、本プロジェクトで作成されたマニュアルは、アラビア語化

されていることもあり、徐々に地方事務所へ普及すると思われる。また、プロジェクトの

対象橋梁以外の橋梁の点検データについても BMS へのデータ入力を始めるなどの波及効

果が確認されている。一方、橋梁維持管理に関する研修・セミナーについては、現時点で

実施されておらず、残りのプロジェクト期間で、点検コアチームのメンバーがそれらの研

修を担当するトレーナーとして育成されることが期待される。以上より、インパクトは中

程度と判断された。 

 

(5) 持続性：やや高い 

政策・制度面として、GARBLT はより効率的な橋梁維持管理を実施すべく、地方事務所

のエンジニアを活用する方針を打ち出している。また、中間レビュー時には組織面の整備

も進んでいなかったものの、その後は、PAD の任命、点検コアチームの設置など組織強化

を進めている。技術面での持続性として、予防保全の有効性の理解は進んでいる。以上の

理由により、持続性はやや高いと判断された。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

エジプトにおける橋梁の維持管理は事後保全型で実施されてきたが、本プロジェクトが

取り組む点検を主体とした予防保全型の維持管理の有効性が理解され始めたことは、意義

が大きかった。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 本邦研修 

本邦研修の後、GARBLT の研修員は、橋梁維持管理システムの重要性を理解し、エジ

プトにおける維持管理の現状、維持管理の体制の課題を知るようになった。本邦研修後
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は、グループ活動がより活発化した。 

2) 現地語を使った活動 

プロジェクトでは、ワーキンググループ活動において、C/P の理解促進のため、資料

の説明等においてできる限りアラビア語を用いる努力をした。また、点検マニュアルな

どの 5 種類のマニュアルについてはアラビア語版を作成し、OST 参加者の理解促進に役

立った。 

3) 鋼橋のベルケットエルサブ橋の事故 

2013年 6月タンタ地方事務所の管轄の鋼橋のベルケットエルサブ橋が下方に歪んだ事

故をきっかけとして、橋梁の設計や点検についても GARBLT が重要視するようになり、

予防保全の促進を目的とした本プロジェクトの意義がより重要視されるようになった。

4) PAD の任命 

中間レビューの提言を受け、GARBLT は橋梁局長を PAD に任命した。同局長は

GARBLT において人事権をもっており、着任後、点検コアチーム、BMS チームの設置

などの組織強化が進められた。また、終了時評価調査実施中の 2014 年 10 月に、4 名の

新人エンジニアが本プロジェクト専任として新たに GARBLT に採用されている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 頻繁な長官の交代 

新長官が、2014 年 3 月 30 日に着任した。これまで 4 名の長官が交代している。プロジ

ェクトチームは、新たな長官が着任するたびにプロジェクトの内容、活動を理解説明する

のに時間を要し、プロジェクト活動の進捗に影響が出た。 

 

(2) 点検コアチームの OST への低い参加率 

上記のとおり、中間レビュー後に点検コアチームが任命されたが、他の業務による多忙

のため、同チームとしての活動がうまく実施できていない。現在 GARBLT は新規職員の採

用を行うなどして、その改善に向けて取り組んでいる。 

 

３－５ 結論 

本プロジェクトは、エジプト政府の運輸セクター開発の基本戦略の 1 つと合致しており、ま

た、日本の対エジプト国別援助計画のなかの深刻化する交通問題対策としての道路網整備に対

する支援とも合致していることから、妥当性は高いとした。 

プロジェクト目標は、橋梁点検車を活用した橋梁点検の実施を除けば、現在のプロジェクト

期間内に達成されると判断し、有効性はやや高いとした。 

一方、本プロジェクトは、2013 年のエジプトの政情不安により、大きな影響を受けた。特に、

供与機材である橋梁点検車の調達の遅れは今も続いている。2014 年 11 月半ばに GARBLT への

搬入が予定されているが、プロジェクトの残期間に計画されている同点検車を用いた点検に関

する OST が十分に実施できないことが懸念されている。このことから、効率性については中程

度と判断した。 

上位目標の達成について、GARBLT 本部及び地方事務所の橋梁技術者は本プロジェクトで得

た点検・補修技術を、GARBLT 主体の定期的なセミナーや研修を通して共有する必要がある。
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しかしながら、この点での進展は少ないことからインパクトは中程度と判断した。 

GARBLT は、中間レビューの提言を受けて橋梁維持管理部門の組織強化に継続的に取り組ん

でいることから、持続性はやや高いと判断した。 

以上より、プロジェクト目標及びアウトプットの達成を確実にするために、橋梁点検車の調

達の遅れに対応して、プロジェクトの実施期間を延長することを提言する。具体的には、「３

－６ 提言」を参照されたい。 

 

３－６ 提言 

(1) プロジェクト期間の延長 

橋梁点検車の調達の遅れに伴い、橋梁点検車を活用した橋梁点検に係る技術移転が十分

に実施されない可能性があることから、プロジェクト期間を延長し十分な OST を実施する

ことを提言する。延長する期間は、政変による橋梁点検車の調達手続き遅れ分に相当する

3 カ月間が妥当であると考えられるが、今後以下の活動の進捗状況を考慮して決定するこ

とを提言する。 

1) BMS の step2 運用のための補修単価等を GARBLT と協議のうえ設定 

 （目途：2014 年 11 月末） 

2) 橋梁点検車の納品後の、橋梁点検車習熟度訓練の実施 

 （目途：2014 年 11 月末） 

3) 点検コアチームも参加した地方事務所での詳細点検 OST の実施 

 （目途：2014 年 12 月末） 

4) 橋梁点検車を活用した、アスワン橋の外面点検の実施 

 （目途：2014 年 12 月末） 

 

(2) 中核となる GARBLET のトレーナーの育成 

点検コアチームのメンバーの多くが地方事務所勤務であり、かつ業務多忙不足のため、

ほとんど OST 活動に参加できていない。今後の OST 活動の持続性の観点から、中核とな

るトレーナーが育成され、GARBLT 内でそれらのトレーナーから技術移転がなされる体制

を構築することを提言する。 

 

(3) BMS ネットワーク運用のための体制構築 

BMS ネットワークについては、エジプトの現状に沿った補修単価、橋梁補修の優先順位

の決定等、GARBLT 側との協議のうえで設定すべき事項が未決定である。これらについて

は、早急に GARBLT とプロジェクトチームの間で協議を行い決定することを提言する。ま

た、BMS のより効果的な活用の観点から、BMS を用いて橋梁維持管理用予算を管理し、

点検結果を分析する技術者の配置を提言する。 

 

３－７ 教訓 

(1) プロジェクトの状況に応じた人員配置 

プロジェクトの状況に応じ、C/P を柔軟に選定・追加することがプロジェクトの進捗を

より促進させると考えられる。 




