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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：プノンペン市都市交通改善プロジェクト 

分野：運輸交通 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：経済基盤開発部 
運輸交通・情報通信第二課 

協力金額：3 億 9,800 万円 

先方関連機関：プノンペン市、公共事業運輸省 

協力期間 2007 年 3 月～2010 年 3 月 日本側協力機関：㈱メッツ研究所 

１－１ 協力の背景と概要 

プノンペン市（Municipality of Phnom Penh：MPP）は、人口 134 万人（2004 年）を抱える、

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）の政治、経済、商業の中心都市である。独立行

政法人国際協力機構（JICA）は 2000 年～2001 年にかけ開発調査「プノンペン市都市交通計画

調査」を実施し、各種の交通問題の解決、持続可能な都市の発展を支えるマスタープラン（Master 
Plan：M/P）を作成した。これを受けてプノンペン市は、2004 年までに 55 路線（延長 73km、

事業費 1 億 8,400 万ドル）の都市内道路を改善し、信号交差点は 21 カ所から 23 カ所へ増加し

た。また、交通安全の分野においては、モニボン通り/シアヌーク通り、ロシア通り/内環状道路、

の 2 カ所の交差点付近に中央分離帯を設置し、交通の整流化が図られた。また、NGO による交

通安全キャンペーン、カンボジア赤十字の協力を得ての交通事故統計の実施も確認されている。 
しかし、急速な経済成長による都市人口の増加・都市化に伴い、市民の自動車や二輪車保有

が急速に増加（人口 1,000 人当たりの二・三輪車登録台数は 250 台で、平均 4 人に 1 人が保有）、

市内の交通事情は年々悪化し、渋滞、交通事故がプノンペン市の社会問題となっている。 
プノンペン市は、これら都市交通問題に対処するため、技術協力プロジェクト「プノンペン

市都市交通改善プロジェクト“Project for Traffic Improvement in Phnom Penh Municipality：PTIPP”」
（以下、「本プロジェクト」と記す）を日本政府に要請した。 

2006 年 8 月に事前評価調査を実施し、先方政府との協力内容について協議を行い、合意事項

につき協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）に記載、M/M の署名・交換を行ったあと、2006
年 12 月、JICA、プノンペン市、公共事業運輸省（Ministry of Public Works and Transport：MPWT）
の 3 者により討議議事録（Record of Discussions：R/D）署名を行った。 

本プロジェクトは主要交差点・道路改良（Engineering：E1）、運転者教育（Education：E2）、
交通人材育成（Enforcement：E3）の 3 つの観点からプノンペン市における交通状況の改善を図

ることを目的とし、当初、2007 年 3 月から 2 年間の予定で開始された。 
一方、当初施行時期が未定であった新道路交通法が 2007 年 9 月に施行されたことを受け、49cc

超の排気量をもつ車両の運転車に運転免許の取得が義務づけられたが、30 万人とも 40 万人と

もいわれる無免許運転者が免許を取得するための仕組みについてはこれまでの免許交付方法を

そのまま踏襲しており（1 日約 150 人程度）、全員の運転免許取得のめどは立っておらず、運転

免許がないということは、免許交付時の運転者への交通ルールなどの教育の機会を逸するとと

もに、交通警察官が行う交通違反の取り締まりの効果を大きく減少させている。また、交通量

も予想以上に増えているなどプノンペン市における都市交通の状況は大きく変化してきてお

り、プノンペン市の対応が十分になされていない。 
このような背景の下、これらの変化に対応した人材育成を行うためには更なる時間がかかる

として、2009 年度要望調査において 1 年間の延長の申請がなされ、運営指導調査（中間評価）

による評価の結果、2010 年 3 月末までの 1 年間、プロジェクトの延長が決定された。 
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その後、2009 年 11 月 9 日～11 月 21 日の期間において終了時評価を実施した。 
 

１－２ 協力の内容 

(1) 上位目標 
プノンペン市にて適切な交通安全対策が実施され、交通渋滞･交通事故が軽減することに

より道路交通状況が改善される。 
 

(2) プロジェクト目標 
プノンペン市及び MPWT による交差点改良・交通規制・運転者教育の実施能力が強化さ

れる。 
 

(3) 成果 
1) プノンペン市公共事業運輸局（Department of Public Works and Transport, MPP：DPWT）

職員の交差点改良などの交通管理能力が向上する。 
[Engineering] 

2) 免許取得者の交通意識が向上する基盤ができ、公共事業運輸省運輸総局陸上交通部

（Department of Land and Transport, MPWT：DLT）職員の交通安全教育･啓発活動の能

力が向上する。 
[Education] 

3) プノンペン市交通警察官の交通規制･安全指導能力が向上する。 
[Enforcement] 

 
(4) 投入（評価時点） 

・日本側 
総投入額 3 億 9,800 万円 
専門家派遣：5 職種、合計 85.5 人月 
研修員受入：延べ 3 名（3 回） 
機材供与：1,028 万 3,300 円（2009 年 11 月時点での見込み） 
交差点改良（社会実験）：26 万 4,145 ドル 

・相手国側 
カウンターパートの配置：16 名 
ローカルコスト負担：建物・施設の提供、予算措置（交差点改良） 
 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 勝田 穂積 JICA 国際協力専門員 

協力企画 伊藤 英樹 JICA 経済基盤開発部運輸交通・情報通信グループ 
運輸交通・情報通信第二課 

評価分析 樋渡 類 有限会社アイエムジー 研究員 

調査期間 2009 年 11 月 9 日～11 月 21 日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

【E1：交差点改良】 
市内 2 カ所（Steung Mean Chey, Pet Lork Sang）の交差点改良（社会実験）を実施した。Toul Kork

交差点については改良計画立案から実施までのプロセスをカウンターパート（Counterpart：C/P）
主導で行う予定で、本評価時点で交差点改良計画立案まで完了している。プノンペン市の予算

執行上の事情により着工が遅れている状況にあるが、プロジェクト期間中には完了する見込み

である。 
そのほか、交差点改良を担当するワーキンググループの週 1 回のセッションのほか、座学で

の教育及び実地訓練（On the Job Training：OJT）を実施しており、交差点の改良に係る基礎的

な計画立案能力は獲得したと判断される。 
成果指標となっている交通容量の増加については、上記両交差点において、2007 年比で渋滞

長が減少していることが確認できており、達成したと判断される。 
 

【E2：運転者教育】 
DLT はプロジェクトからの指導を通じて運転者教育プログラム策定に着手しており、運転者

教育に係る計画策定能力は向上していると判断できる。また、DLT メンバーから構成される国

家交通安全委員会（National Road Safety Committee：NRSC）については、プロジェクトにおい

て実施した組織横断的な交通キャンペーンを主導した実績があり、今後もその役割を担ってい

くことが見込まれる。 
DLT から運転者教育とプノンペン市における免許発行権限を委譲されたプノンペン市公共事

業運輸局運転免許交通安全課（Division of Drivers License and Traffic Safety, DPWT, MPP：DDLTS）
については、独力で運転者教育を実施しているほか、民間の自動車教習所に対する運転者教育

方法の指導計画も作成されている。 
 

【E3：交通取締強化】 
プノンペン市交通警察（Phnom Penh Municipal Police：PPMP）に対しては、プロジェクト当

初の座学中心の指導から 2 年目以降は 5 名のコアメンバーを選出し集中的にトレーニングを行

う方法に変更した。この 5 名のコアメンバーがキャパシティをつけたあと、彼らがほかのスタ

ッフに指導を行う想定である。5 名へのトレーニングは順調に進捗しており、プロジェクト期

間中に交通警察全般への人材育成計画が策定される予定となっている。 
また、OJT を通じてスピード違反及び酒気帯び運転に係る交通取締活動と取締指導のほか、

交差点での交通整理が行われた。 
全体としては、基礎的なレベルの能力強化が着実に進んだという点で、プロジェクト目標は

達成されつつある。ただし、応用的な問題に対処できるほどの能力獲得に至っているとはいえ

ないなどの課題もみえている。 
プロジェクトの実施プロセスについては、交差点改良など、カンボジア側のオーナーシップ

により独力での実施を促進してきたことで、技術移転の実施方法は適切と判断できる。また日

本側と C/P 側との間で良好なコミュニケーションがプロジェクト期間を通じて維持された。ま

た、ワーキンググループ（Working Group：WG）の設置により、組織横断的な取り組みを円滑

に行うことに大きく貢献した。一方、交差点改良については、上述のとおり、先方実施機関が

オーナーシップをもって取り組んできたが、プノンペン市の予算執行上の事情により着工に遅

れが生じており、評価調査団よりプロジェクト期間中の完遂を申し入れた。 



iv 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 
妥当性は高位である。2005 年にアジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）支援

により策定された国家交通安全アクションプランにおける取り組みには、交差点改良及び

運転者教育が含まれており、プロジェクトの成果が寄与する。また、わが国外務省と JICA
の方針にも合致している。 

 
(2) 有効性 

有効性は中位である。プロジェクト目標と成果はおおむね達成されている。また、各成

果で掲げられている能力強化が結果としてプロジェクト目標につながる点で、プロジェク

ト目標と成果のロジックも適切であったといえる。 
C/P のキャパシティはプロジェクトの支援の下、試行錯誤を繰り返すことにより、今後

も努力は必要ではあるが、技術・知識ともに満足できるレベルに向上した。 
また、プロジェクト期間中の道路交通法施行により、プロジェクトの円滑な進行に大き

く寄与した。一方、Toul Kouk 交差点改良については、先方機関の判断により着工に遅れが

生じた。 
 
(3) 効率性 

効率性は高位である。プロジェクトは効率的な方法で実施された。また、道路交通法の

施行はプロジェクトの円滑な進捗に大きく貢献した。 
投入については、専門家派遣及び機材投入などは計画どおりに実施された。交通取締に

ついては、プロジェクト実施中に座学による指導から 5 名のコアメンバーへの集中指導に

切り替えることにより効率的な実施が可能となった。そのほか、WG など、プロジェクト

を通じて組織横断的な情報共有が効果的になされたほか、プロジェクト関係者に対しては

組織横断的な協力の重要性への認知にもつながった。 
 
(4) インパクト 

インパクトは中位である。プロジェクト実施によるインパクトは今後も引き続き効果を

出していくことが見込まれる。特に、交通安全教育・指導については、基礎能力を身に付

けた教育者からの訓練を通じた波及効果も期待できるが、今後、変化するプノンペン市の

交通状況に対応するには先方機関のより多くの努力が必要となる。一方、上位目標達成の

ためには、プロジェクトでの成果以外に対応すべき課題もあるため、今後、より広範な交

通管理の対応が必要となることも考えられる。 
 
(5) 自立発展性 

自立発展性はやや高位である。自立発展性は維持されると考えられるが、今後の円滑な

交通管理を実施していくためには取り組むべき課題がある。 
1) 政策・制度上の自立発展性について 
・道路交通法の施行は制度上の枠組みとして非常に重要な役割を果たしている。今後も

プロジェクトでの主な活動は、この枠組みのなかで着実に進んでいくと考えられる。 
・交差点改良に係る WG については、グループでの調査・議論・発表を通じて、WG メ

ンバーのキャパシティ向上の場として有効であるため、プロジェクト成果を自立的に

発展させていくうえで継続的な活用が求められる。 
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・DDLTS の設立は、DLT から免許発給と運転者教育を引き継ぎ、それを自立的に維持し

ていくための好例であると考えられる。 
2) 技術的な自立発展性について 
・DPWT は交差点改良を行うためのキャパシティ向上はなされているが、今後、より複

雑な交通分析や交差点・道路改良を実施していくキャパシティを獲得するためには、

更なる試行錯誤と適切な専門家の支援が必要と考えられる。 
・PPMP における 5 名のコアメンバーについては、今後も必要な交通取締を実施してい

くための重要な役割を担っている。プロジェクトにおいて効果的な交通取締を実施す

るための能力強化はなされているが、今後、取締実施のための監督や上位クラスへの

教育を実施していくうえでは、短期的な専門家による支援も必要と考えられる。 
3) 財務上の自立発展性について 
・プロジェクトにおける主な活動は各組織における本来業務として行われている内容で

あるため、今後も各組織の優先順位に基づき予算措置がなされる必要がある。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 
・ 都市交通における諸課題のなかで、本プロジェクトでは 3 つのコンポーネントに絞り込

んだ計画としたことにより、成果発現が分かりやすく、またプロジェクト目標にもつな

がりやすい形で活動を進めることができた点は、関係者の理解と協力を得る点でも有効

であった。 
 

(2) 実施プロセスに関すること 
・ 新道路交通法改正により、プロジェクトにおける交通管理・取り締まりの取り組みが C/P

の通常業務として位置づけられることになったことから、E3 活動の大きな推進力となっ

た。 
 

３－４ 問題点および問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 
・ 本プロジェクトは 3 つのコンポーネントに絞り込んだことは効率的な活動実施につなが

った一方、プノンペン市の都市交通改善にはほかの多くの課題が残っていることから、

プロジェクト効果をより大きいインパクトで発現するためには、C/P 機関の他の課題解

決に向けた努力を要する部分も大きい。 
 

(2) 実施プロセスに関すること 
・ C/P 機関は、プロジェクト活動内容だけでなく、多岐にわたる緊急課題を抱えており、

時に C/P 機関と優先順位が異なる場面に直面したが、プロジェクト側の尽力により、プ

ロジェクト活動に支障が出ないよう調整を行い活動を進めることができた。 
 
３－５ 結論 

 上記評価 5 項目での評価を踏まると、今後 C/P のイニシアティブにより取り組むべき事項は

あるものの、プロジェクトの終了予定である 2010 年 3 月までには、プロジェクト目標はほぼ達

成される見込みである。プロジェクトはほぼ成功裏に終了予定であり、十分に持続可能なレベ

ルに到達していると考えられるため、今後は、先方関係機関がプロジェクトで示された活動を
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継続し、定期的にレビューすることを前提として、プロジェクトは予定どおりに終了すること

が望ましい。 
 
３－６ 提言 

(1) プロジェクト終了後行うべき事項 
1) 調整能力の向上 

 交通関連の問題は複雑で多岐にわたるものであるため、今後の交通管理を更に効果的

なものとしていくためには、C/P 機関以外のより広範な機関との調整が重要となる。 
2) 計画能力の向上 

 プロジェクトで向上した能力を自立発展させるためには、C/P 関係機関自らが独力で

計画していく能力が求められる。そのためには、現状分析、優先課題抽出、個別課題へ

の対応のための行動計画策定、人材・資金リソースの配分計画などに関する計画策定能

力が必要となる。 
 
３－７ 教訓 

(1) 支援を受ける C/P 機関がオーナーシップを発揮し、JICA の支援をうまく活用して自らの

優先事項に対処しようとするのは歓迎されるべき姿勢である。しかしながら、例えば、C/P
機関として優先すべき内容と、JICA プロジェクトが活動計画（Plan of Operations：PO）に

沿って段階を経て進めていく内容において優先順位や内容の違いが生じ、JICA プロジェク

トが PO を調整したり、活動深度（C/P の巻き込み）が弱まってしまうケースが生じること

があったため、C/P 機関の優先順位と JICA プロジェクトの制約事項との間に生じる不整合

が原因でプロジェクト実施の遅延などの問題を発生させないためには、往々にして C/P 機

関と JICA との間での入念な事前調整が必要となる。 
 

(2) 本プロジェクトと新道路交通法との間には相乗効果があったと評価される。本プロジェ

クトのアプローチは新道路交通法に則して調整されたが、それによって支援の効果と効率

性は増大した。関連する法規制の変化に応じて支援アプローチを調整しスケジュール変更

などの対応策を講じることは、今後の取り組みにおいても考慮されるべきプロジェクト運

営手法である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




