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国名
プノンペン市都市交通改善プロジェクト

カンボジア

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背
景

経済成長に伴い、プノンペン市では市民の自動車保有が年率 5％で増加し、2005 年には約 8 万台に至
った。プノンペン市の交通事情は悪化し、交通渋滞・交通事故はプノンペン市の社会問題となっていた。
同時に、二輪車運転手に運転免許取得を義務づける新道路交通法の施行が予定されており、運転者教育
が必要となった。また、プノンペン市の交通規制は十分に機能しておらず、警察の交通規制/取り締まり
能力の強化が必要とされていた。

プロジェクトの目
的

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: プノンペン市及び公共事業運輸省による交差点改良・交通規制・運転者教育1の
実施能力が強化される

3. 想定された課題解決への道筋2:本プロジェクトは、パイロット・プロジェクトや研修実施を通じ、関
係機関が交通管理（プノンペン市公共事業運輸局(Department of Public Works and Transport: DPWT）
が交差点改良、公共事業運輸省運輸総局陸上交通部(Department of Land and Transport: DLT)が運
転者教育、プノンペン市警察本部交通警察署(Phnom Penh Municipal Police: PPMP)が交通規制）を
改善し、交通規則の遵守がより高まることで、プノンペン市の交通渋滞・交通事故の改善を図る。

実施内容

1. プロジェクト・サイト：プノンペン市
2. 主な活動: (1) 2 箇所の交差点(Pet Lok Sang 交差点・Toul Kork 交差点)、1 箇所のコリドー・マ

ネジメントのパイロット・プロジェクトの実施、(2) 二輪車免許証発行を伴う運転者教育パイロッ
ト・プロジェクトの開発・実施および交通安全キャンペーンの実施、(3)研修指導者研修の実施、マ
ニュアル・ガイドラインの開発、交通規制担当警官への技術研修の実施

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）
日本側
1. 専門家派遣: 85.5MM (5 分野 5人) 
2. 研修員受入: 3 人 (本邦研修)
3. 機材：交差点改良にかかる機材・信号設置など
4. 交差点改良等に係るローカル・コスト

カンボジア側
1. カウンターパート配置:16 人
2. 土地施設提供
3. 交差点改良等に係るローカル・

コスト

協力期間
2007 年 3月－2010 年 3月
（延長期間：2009 年 3月－2010 年 3月）)

協力金額 398 百万円

相手国実施機関
(1) プノンペン市公共事業運輸局(Department of Public Works and Transport: DPWT）、(2) 公共事業
運輸省運輸総局陸上交通部(Department of Land and Transport: DLT)、(3) プノンペン市警察本部交通
警察署(Phnom Penh Municipal Police: PPMP)

日本側協力機関 (1) 外務省、警察庁、国土交通省、(2) 契約企業：株式会社メッツ研究所

関連案件
我が国の協力: プノンペン市都市交通計画調査 （技術協力、2000－2001）、シニア・ボランティア（交
通教育・交通取り締まり、2010）

Ⅱ 評価結果

1 妥当性
本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、国家交通安全アクションプラン（2006-2010）、プノン

ペン市都市交通マスタープラン（2001-2015）、新道路交通法（2009）他で掲げられた「安全で効率的な交通ネットワークの整
備」というカンボジアの開発政策、プノンペンにおける交通事情の改善と交通事故の減少という開発ニーズ、および日本の ODA
政策（JICA 国別事業実施計画（2005 年）に掲げられたプノンペン市における物流･人流の円滑化）と十分合致している。

以上より、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本プロジェクトのプロジェクト目標は、プロジェクト完了時、概ね達成された。（i）DPWT は本プロジェクトの社会実験を通
じて交差点改良（信号現示の改良、左折車線の設置など）、コリドーマネジメント（ロードマーキング）の計画・実施をする
ことが出来るようになった。(ii)パイロット教育プログラムの下、48,286 枚の二輪車免許証が発行された。(iii)交通安全キ
ャンペーン・交通規制キャンペーンでの OJT を通じて、交通規制の実施能力が強化された。
プロジェクト完了後、(i)DPWTは信号設置、幾何構造の改良など 4箇所の交差点改良を実施した。DPWT によれば、本プロジ

ェクトは、DWTP の交差点改良の適切な計画・設計・実施のために必要となる知識、技術の向上に大きく貢献した。(ii) 二輪
車運転教育プログラムは 2012 年末に終了し3、代わりに新道路交通法4に基づいて、2010 年以降、運転安全教育は民間の教習所

                                                  
1 DLT はプロジェクト期間中に、免許発行・運転者教育実施の権限をプノンペン市公共事業運輸局・運転免許交通安全課(Division of Driver 

License and Traffic Safety, DDLTS)に委譲したため、本プロジェクトは DDLTS の能力強化も目指した。
2 事後評価時に整理。
3 プログラムは 2015 年まで継続予定であったが、予算の制約と二輪車免許申請者数が停滞していることから、予定より早く終了となった。

免許申請者が少ないのは、交通警察の二輪車の取り締まりが厳格でないこと、また省令により決められている試験料が高額であること、な

どが理由である。
4 交通法では、運転者教育は民間の教習所が実施することとなっている。



（16 時間）、および公立中学校（7-9 年生、各学年 10 時間）の教育プログラム（ライフ・スキル・プログラム5）において実施
されている。事後評価時においても、DDLTSは免許証発行という職務を担っている。免許証申請者は教習所の証明書または校
長からの手紙の提出が必要とされている。本プロジェクトが作成した教材は、現在教習所等で使用されている教材の一部6であ
り、本プロジェクトの教習所・公立中学校への知識・教材の貢献は限定的であると思われる。プロジェクト完了時に開発が予
定されていた再教育システムについては他の交通規制問題に比べて DLT の優先順位が低いため確立されていない。(iii)PPMP
はプノンペン市内の交通取り締まりを毎日実施している。また、PPMP は NGO や他スポンサーと協力し、国家的な行事の前など
時折交通キャンペーンを実施している。PPMP はプロジェクト完了時までに交通規制に関する研修カリキュラムの開発を行うこ
とが予定されていたが、事後評価時点で開発は行われてなかった。しかし、単発の研修は実施している（例：2013 年 3月に交
通規制向技術に関する 9日間の研修を実施）。
上位目標に関しては、プロジェクトはプノンペン市の交通問題の一部に対処したのみであり、同市の交通事情の変化は余り

見られない。しかし、インタビューによれば、プロジェクトの活動と政府による高架道路建設は状況の改善に貢献している。
交通事故死傷者は、人口の増加（2008 年から 2012年に 24％の増加）、登録自動車台数（2009 年から 2013 年まで 50％以上の
増加の増加）・二輪車の急増にもかかわらず、過去数年減少しているからである。
以上より、本プロジェクトの有効性/インパクトは中程度である。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(プロジェクト目標)

プノンペン市及び公共

事業運輸省による交差

点改良・交通規制・運転

者教育の実施能力が強

化される。

(指標 1) プロジェクト 2年目に想定

されている社会実験がカウンターパ

ート機関により実施される。

(プロジェクト完了時)社会実験（交差点改良・コリドーマネジメント）がDWPT

により実施された。

(事後評価時)プロジェクト完了後、DWPT は 4箇所の交差点改良を実施した。

(指標 2)

運転者教育が、新道路交通法が施行

（2007 年 9月施行）された段階で公

共事業運輸省運輸総局陸上交通部に

よって実施される。

(プロジェクト完了時) 運転者教育は、免許発行パイロットプログラムで実施

され、計画を上回るペースの 48,286枚の免許が発行された（計画は 2010年

3月までに 20,000 枚)。

(事後評価時)運転者教育は民間の教習所および公立中学校で実施され、

DDLTS は免許発行を行っている。運転教育を受けた人数に関するデータは入

手できなかった。（免許発行総数は 2012年までで 61,729 枚）。

(指標 3)

交通キャンペーン（交通規制）が定

期的に実施される。

(プロジェクト完了時)交通安全/交通規制キャンペーン時に OJT が実施され、

また、5 人の選抜された警察官に対し集中研修を行った。

(事後評価時) PPMP は、交通安全キャンペーンを実施（2011年 58 回、2012

年 31 回）。交通規制能力強化のための研修カリキュラム/プログラムは開発さ

れていない。

(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。

(指標 1) プノンペン市の交通規則の

遵守率が向上する。

(事後評価時)データは未入手（PPMP によれば、プロジェクト完了後、交通取
り締まりや啓発活動により、運転手の交通規則の遵守は概して向上している。

(指標 2)渋滞長が短くなる (事後評価時)データは未入手（プロジェクト対象の交差点は、プロジェクト
および政府の取り組みにより改善している。しかし、プノンペン市全体の交
通事情は交通量の増加により余り改善は見られない）。

(指標 3) 交差点・道路での通過交通

量が増加する

(事後評価時) プノンペン市の交通量、特に Pet Lok Sang交差点・Toul Kork
交差点の交通量は、登録自動車・二輪車の増加にもかかわらず、2010 年 94,035
台、2011 年 121,488台、2012 年 154,768 台と順調に増加している。

(指標 4) プノンペン市における台数

当たり事故件数・交通事故死者数が

減少する。

(事後評価時) 交通事故数、死傷者数は 2010年より減少し、登録自動車数・
二輪車数の急増にもかかわらずその水準を維持している（図 1参照）。

出所：プロジェクト完了報告書、終了時評価報告書、カウンターパートへの質問表・インタビュー、年報

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し投入要素が適切であったが、協力期間・協力金額ともに計画を上回ったため、（計画比

153％。150％）効率性は低い。これは、プロジェクト期間中の新交通法施行をプロジェクトに反映するためにより時間が必要

であったためである。

4 持続性

本プロジェクトは政策面で引き続き重要な位置付けにある。国家道路安全政策（2011-2020）草案が作成され、現在は、閣
僚評議会の承認を待っている段階である。同政策は道路安全管理、道路インフラ、交通規制、運転免許などに関する行動計画
を含むものである。プノンペン市の交通需要に対応した交差点改良を含む包括的都市交通マスタープランも現在策定中であ
る。

交差点改良に関しては、DPWT の公共事業部および関連部のスタッフが、交差点改良のニーズが生じた際に計画・設計・実施
を行っている。インタビューによれば、DPWT は交差点改良に十分な数のスタッフを有している。運転者教育に関しては、体制
はプロジェクト完了後に交通法に伴い変更となった。DDLTS は二輪車免許発行の責任を引き続き有しているが、運転安全教育
は民間の教習所および公立中学校で行われている。DLT/MPWT は交通安全の技術面に関し教師に研修を実施し証書を発行してい
る。交通規制に関しては、PPMP の交通規制警官の数は、急増する二輪車・自動車の数に比べて十分とは言えず、PPMP は今後
毎年新たな警官の採用を計画している。

現在、交差点改良、運転者教育、交通規制実施に関する技術的問題は見られない。しかしながら、関係機関は内部で技術移
転を行う制度がなく、将来に課題が残る。

財政面に関しては、DPWT への予算配分は従来のレベルと同様であるが、DDLTS、PPMP に関しては詳細な情報は得られなかっ
た。インタビューによれば、DPWT、DDLTS の予算は増加する交通に対処するには十分ではない。

                                                  
5 ライフスキル・プログラムは教育省により承認され、本プロジェクト開始直後に実施に組み込まれた。実際には、道路安全教育（ライフ

スキル・プログラムのトピックの一つ）の実施は義務でなく、教育省による奨励であり、実施の有無は各学校の意思に任されている。教育

省・DLT によりモニタリングは行われていないため、道路安全教育の実施校の数は不明である。
6 教科書は 2003 年に民間の教習所に対し発行され、公立校には 2007年に発行された。



以上より、技術・財務面に課題があることから、本事業の効果の持続性は中程度である。

5 総合評価
本プロジェクトは、プロジェクト目標として掲げられた、DPWT による交差点改良、DLT による運転者教育、PPMP による交

通法執行等の実施能力の強化について、プロジェクト完了時に概ね達成した。事後評価時には、交差点改良は継続されており、
また交通規制キャンペーンは実施されていた。運転手教育は民間の教習所および公立中学校で続けられているが、プロジェク
トの現在の教育プログラムへの貢献は限定的である。交通規制キャンペーンは時折実施されているが、警察官の能力開発研修
カリキュラム/プログラムは開発されていない。上位目標は、増加する自動車・二輪車数にもかかわらず交通事故・死傷者数
が減少したという点で一部達成された。持続性に関しては、関係機関内部に技術移転の仕組みがなく、また DDWT と DDLTS の
予算不足という点で技術面・財政面で課題がある。効率性に関しては、新交通法への対応をプロジェクト活動に組み込むため、
協力金額・協力期間が共に計画を上回った。以上より、本プロジェクトの総合評価は低いといえる。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：
1. 交通規制に関する能力強化のための定期的な研修カリキュラム/プログラムを開発し、本プロジェクトを通じて得た技術・

ノウハウを内部で伝達することが重要である。

JICA への教訓：
1. 運転者教育に携わる民間の教習所（本プロジェクト事例）のように、交通問題に関連するであろう機関を慎重に調査する

ことで、関連機関をより広く適切に把握し、プロジェクト活動を通じてそれら機関の巻き込みを図っていくべきである。
2. プロジェクト実施に際しては、カウンターパートによって行われるべき活動のスケジュールを明確にし、プロジェクト完

了後の実施を確実にする必要がある。本プロジェクトでは、プロジェクト完了時にカウンターパートが再運転教育のシス
テムを確立することを約束していたが、事後評価時には確立されていなかった。

図 1: 交通事故数・死傷者数

改良後の Toul Tompong 交差点 Toul Tompong 交差点道路


