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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表    

I. I. I. I.     案件の概要案件の概要案件の概要案件の概要    

国名： カンボジア王国 案件名： 建設の品質管理強化プロジェクト 

分野： 運輸交通 援助形態： 技術協力プロジェクト 

所轄部署： カンボジア事務所 協力金額（評価時点）： 4.3億円 

協力期間 2009年 5月～2012年 10月 

（42か月） 

先方実施機関： 公共事業運輸省（MPWT） 

日本側協力機関： 国土交通省 

1111----1111 協力の背景と概要協力の背景と概要協力の背景と概要協力の背景と概要    

公共事業運輸省（MPWT）は持続可能かつ効率的な社会経済開発および貧困削減のために、これま

でドナーおよび自国の資金を用いて道路や橋梁等の運輸交通インフラ整備・改修に取組んできた。

各国ドナー支援による道路整備は、施工監理のためのコンサルタントや請負事業者らによる品質管

理がなされている。一方、自国予算による道路・橋梁の建設や維持管理においては、MPWT 内の道路

インフラ部（RID)、重機センター（HEC）、州レベルの公共事業局（DPWT）が直営で実施しており、

建設資材の規格確認や施工方法の確認等による品質管理が徹底されていないのが実情である。 

かかる状況からカンボジア政府は日本政府に対し、道路・橋梁建設における品質管理・保証(QC/QA)

システムの構築を行なう技術協力プロジェクトの要請があった。これを受けて日本政府は、建設の

品質管理のための抜本的な体制強化を行なうことを目的に「建設の品質管理プロジェクト」を実施

することを決定した。 

1111----2222 協力内容協力内容協力内容協力内容    

（１） 上位目標： 「カンボジア公共事業運輸省が直営で実施する道路・橋梁の建設・維持管理の

品質が向上し、持久する」 

（２） プロジェクト目標： 「プロジェクトが構築する品質管理・保証システムの適用によってMPWT

が直営で実施 する道路・橋梁工事の品質管理に関する能力が向上する」 

（３） アウトプット： 

1） 道路・橋梁建設の品質管理に関する実施規定、取扱要領が整備される 

2） 完成図書（図面、報告書）の統合集中管理のためのシステムが構築される 

3） 建設の品質管理向上のための研修が強化される 

（４） 投入 

日本側：  総投入額        4.3億円 

               長期専門家派遣 2名（75.78MM）    短期専門家 9分野（72.63MM） 

  機材供与  約 0.14億円 ローカルコスト 約0.23億円 

  研修員受入れ  11名 

カンボジア側：   カウンターパート配置   16名 

       土地・施設提供 専門家執務室、パイロットプロジェクト  

                    ローカルコスト負担 2,960,000米ドル 

II. II. II. II.     評価調査団の概要評価調査団の概要評価調査団の概要評価調査団の概要    

調査者 団  長： 平田 仁  JICAカンボジア事務所次長 
品質管理： 勝田穂積 JICA国際協力専門員 
評価分析： 渡邉恵子 (財) 国際開発高等教育機構（FASID）次長代理／主任研究員 
評価企画1： 江上雅彦 JICAカンボジア事務所所員 
評価企画2： Say Bora JICAカンボジア事務所職員 

調査期間 2012年 8月 20日～2012年 8月 30日 評価種類： 終了時評価 
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III.III.III.III.    評価結果の概要評価結果の概要評価結果の概要評価結果の概要    

3333----1111 実績の確認実績の確認実績の確認実績の確認    

3333----1111----1111 アウトプットアウトプットアウトプットアウトプット 1111：：：：道路・橋梁建設の品質管理に関する実施規定、取扱要領が整備される道路・橋梁建設の品質管理に関する実施規定、取扱要領が整備される道路・橋梁建設の品質管理に関する実施規定、取扱要領が整備される道路・橋梁建設の品質管理に関する実施規定、取扱要領が整備される    

 当初パイロットプロジェクトの開始など活動の一部に遅れが生じたが、アウトプットの達成には

影響がでておらず、アウトプットは本プロジェクト終了時までに達成されると判断できる。 

指標指標指標指標    達成状況達成状況達成状況達成状況    

本プロジェクト終了までにパイロット

プロジェクト実施を通して習得、検証し

た内容が反映された実施規定および取

扱要領（改訂版）が作成される。 

・プロジェクトでは品質管理のための実施規定

（Regulation: RG）、取扱要領（Standard Guideline: 

SG）の第1版は2010年 8月に作成され、それらを適用

しながらパイロットプロジェクト5件（2011年度2件、

2012 年度 3 件）を実施した。5 件のうち最初のコンポ

ンチャム州の国道 71 号線は、全てのプロセスを完了

し、品質管理プロセスに使った必要書類は完了図書に

とり纏められている。他 4 件については、2012 年 12

月までに完了する予定である。  

・上記パイロットプロジェクトの実施を通じてSG、RG

の第1版をより現地に合うよう改善をし、2012年 8月

に第 2 版が作成された。翻訳したクメール語版もカウ

ンターパートにより作成された。  

・土質検査など建設に必要な試験のための機材が計画

どおり調達され、MPWTの試験所に設置された。 

 

3333----1111----2222 アウトプット２：アウトプット２：アウトプット２：アウトプット２：完成図書（図面、報告書）の統合集中管理のためのシステムが構築される完成図書（図面、報告書）の統合集中管理のためのシステムが構築される完成図書（図面、報告書）の統合集中管理のためのシステムが構築される完成図書（図面、報告書）の統合集中管理のためのシステムが構築される    

    カンボジア側および日本側双方の多大なる努力によりアウトプット 2 は達成された。しかしなが

ら、データベースおよび図書室の持続可能な運営管理のためにはカンボジア側の今後の関与を一層

確実なものにする必要がある。 

指標指標指標指標    達成状況達成状況達成状況達成状況    

データベースシステムが構築され、同シ

ステムが MPWT 職員によって活用され

る。 

・完成図面、標準図集、図書館の書籍リストを入力す

るデータベースシステムが構築された。データベース

は MPWT 内部のネットワークに接続され、MPWT 職員か

らの閲覧が可能となった。 

・過去のプロジェクトの完成図面を可能な限り収集し、

データベース化した。 

・アウトプット 3 で策定された道路・橋梁の標準図集

についてもデータベース化した。 

・以前図書室に積まれていた必要書籍や書類の整理を

しながら、プロジェクトで図書室を 2 度改修し、2012

年 4月に新しい図書室が完成した。 

・データベースを使った検索方法、新規に入手した図

書や図面のデータ化など、データベースや図書室の運

営維持管理に関するマニュアルが2012年7月に策定さ

れた。活用状況は終了時評価を経て、Web アクセスカ

ウントを設置してモニタリングを行うこととした。 
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3333----1111----3333 アウトプット３：アウトプット３：アウトプット３：アウトプット３：建設の品質管理向上のための研修が強化される建設の品質管理向上のための研修が強化される建設の品質管理向上のための研修が強化される建設の品質管理向上のための研修が強化される 

活動はほぼ計画通りに進み、アウトプットの達成度は高い。プロジェクト終了までにアウトプッ

トは達成される見込みである。 

 

指標指標指標指標    達成状況達成状況達成状況達成状況    

プロジェクトで策定した技術研修プロ

グラムが担当する部署によって、MPWT

内の研修プログラムとして組み入れら

れる。 

・MPWT職員の能力および既存の研修に関する評価を実

施した後、研修計画が2010年 2月に策定された。 

・講師育成研修（TOT）が2010年と2012年の2回実施

され、合計13名のMPWT職員が受講、講師となった。 

・品質管理に関する研修内容がMPWTの定期研修に組み

込まれることとなった。実際の研修は、TOT で育成さ

れたMPWT職員を講師に2011年 11月より実施された。 

・2012年 8月時点で、プロジェクトでは上記定期研修

以外に 6 回地方職員向けのワークショップ研修を行

い、定期研修と合わせると合計約200名のDPWT職員が

研修を受講した。 

    

3333----1111----4444 プロジェクト目標の達成度プロジェクト目標の達成度プロジェクト目標の達成度プロジェクト目標の達成度    

「「「「プロジェクトが構築する品質管理・保証システムの適用によってプロジェクトが構築する品質管理・保証システムの適用によってプロジェクトが構築する品質管理・保証システムの適用によってプロジェクトが構築する品質管理・保証システムの適用によって MPWTMPWTMPWTMPWT が直営で実施する道路・橋が直営で実施する道路・橋が直営で実施する道路・橋が直営で実施する道路・橋

梁工事の品質管理に関する能力が向上する」梁工事の品質管理に関する能力が向上する」梁工事の品質管理に関する能力が向上する」梁工事の品質管理に関する能力が向上する」    

SG、RG の策定、研修講師としての講義活動、実際の直営工事の運営管理など、プロジェクト活動

を通じてカウンターパートであるMPWT職員およびパイロットプロジェクトを実施した州と研修を受

講したDPWT職員は、品質管理に関する能力を向上させた。また、完成図面や標準図集がデータベー

ス化により簡単に活用できるようになったことは、設計や維持管理の品質を向上させることに貢献

している。以上によりプロジェクト目標はプロジェクト期間内に達成する見込みである。これらプ

ロジェクト成果を全国のDPWTに継続的に普及させていくために、MPWTはプロジェクト終了までにそ

の方法について日本人専門家の協力の下、確立していく必要がある。 

指標指標指標指標    達成状況達成状況達成状況達成状況    

プロジェクト終了までに、改訂された規

定および取扱要領が2013年から実施さ

れる道路・橋梁の直営工事の中で、既に

パイロットで実施された 2 州以外の 3

州において少なくとも 3 直営工事に適

用される。 

・終了時評価時点において、2013年から実施される直

営工事のうちSG、RGが適用される案件についてまだ選

定はされていなかった。しかしながら、評価団は、MPWT

が各州少なくとも1件（全部で24件）、SG、RGを適用

した直営工事が計画されていること、及びMPWTの強い

意志を確認した。  

TOT を受講したカウンターパートが

2012 年定期研修コースの受講生に対し

て品質に関する知識を向上させるよう

に講義ができるようになる。また、受講

生は受講後確認試験において 70%の得

点がとれるようになる。 

・専門家の評価によると、講師となったMPWT職員は、

研修教材を自分で準備したり実際の研修を行うこと

で、SG、RGに関する理解が深まり、また教え方にも向

上が見られた。  

・研修受講生の事前・事後テストの結果から、品質管

理に関する理解度の向上が見られた。しかしながら、

平均点数は研修によって54%から68%であり、目標値で

ある70%にはまだ達成していなかった。 
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3333----2222 評価結果の要約評価結果の要約評価結果の要約評価結果の要約    

(1)(1)(1)(1) 妥当性妥当性妥当性妥当性    （高い）（高い）（高い）（高い）    

カンボジアでは一層の経済成長を促すために運輸交通インフラの更なる整備が優先課題となって

おり、その実施には建設の品質の向上が不可欠である。その点で、プロジェクト目標・上位目標と

もに、カンボジアの上位政策である四辺形戦略（フェーズII）、５ヵ年開発計画（NSDP）（2006～2010

及び 2009～2013）と整合している。また、道路や橋梁の維持管理コストが高まり国家予算を圧迫し

ている中、ライフサイクルコストを抑えられる建設の品質の向上は急務となっている。本プロジェ

クトはこのような品質管理の必要性に対応しており意義も高く、MPWT のニーズとも合致している。

また、日本政府の対カンボジア援助計画、JICAの国別事業実施計画（2007年）にも整合している。

従ってプロジェクトの妥当性は高い。 

 

(2)(2)(2)(2) 有効性有効性有効性有効性    （高い）（高い）（高い）（高い）    

各アウトプットの実績から判断して、プロジェクト目標が達成される見込みは高い。本プロジェ

クトではSG、RGを直営工事に適用することで以前と比べると品質管理に対して大きく3つ分野で変

化をもたらした。工事前に土質検査などを行うことによる設計面での改善、工事実施のための施工

計画書の作成、品質管理の記録を残す書類を作成することによる施工監理面での強化である。これ

らは品質管理には重要なことであるにもかかわらず、プロジェクト以前には必ずしも実施されてい

なかったことである。また、品質管理における一連の活動の中で契約者（Party A）、実施者（Party 

B）、監督者（Party C）、検査者（Party D）の役割がそれぞれ明確化され、透明性が高まった。更に、

MPWT 職員のインタビューでは、設計や維持管理に必要な完成図面や標準図集がデータベース化され

容易に活用できるようになったとの回答もあり、有効性を高めることとなった。従って、プロジェ

クトの有効性は高い。 

 

(3)(3)(3)(3) 効率性効率性効率性効率性    （中程度（中程度（中程度（中程度））））    

各アウトプットの達成に影響はなかったが、効率性を損なういくつかの要素が確認された。日本

側のインプットでは、専門家の配置、機材の調達、本邦研修、ローカルコストの拠出など、全体的

にはほぼ計画通りに実施された。しかし、初期の短期専門家の配置及びカンボジア側のカウンター

パートの配置の遅れ、洪水、MEFとの協議に時間を要したこと等により、パイロットプロジェクトの

開始の遅れが発生し、実施時期が変更になったため、当初予定されていたパイロットプロジェクト

の一部がプロジェクト期間内に完了することができなかった。この結果、限られたパイロットプロ

ジェクトの期間で所期の成果を達成するためには集中的に OJT を実施する必要が生じたため短期専

門家を追加投入する必要が生じ、投入額も増加した。また、主要なカウンターパートはプロジェク

トに積極的に関わっていたが、初期段階において数人の配置変更があり、変更する度に初めからプ

ロジェクト内容を教えるなど効率性を損なった。これまでのパイロットプロジェクトでSG、RGを見

直す作業が不十分であった訳ではないが、計画どおりであればパイロットプロジェクト実施におけ

るOJTで受けられる効果がより高まったであろう。従って、効率性は中程度である。 

 

(4)(4)(4)(4) インパクトインパクトインパクトインパクト    （比較的高い）（比較的高い）（比較的高い）（比較的高い）    

プロジェクト終了後も SG、RG を適用した直営工事を継続することに対する MPWT の強いイニシア

ティブがみられ、上位目標の指標である「MPWT が直営工事で実施する道路・橋梁の建設において、
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大規模な瑕疵が瑕疵担保検査で確認されないこと」はプロジェクト完了後、達成が期待される。そ

の他、いくつかの正のインパクトがすでに発現している。本プロジェクトを通じて日本人専門家と

の協議、ワークショップ、本邦研修、論文執筆など様々な機会を通じて品質管理以外にも道路・橋

梁に関する様々な知識や技術を習得しているというCPの能力強化のインパクトが見られた。また、

開発調査や無償資金協力の経験はあったがMPWTにとって初めての技術協力プロジェクトを通じて、

技術協力プロジェクトにおけるカウンターパートの役割を認識し、技術協力プロジェクトの理解が

深まった。更に、本プロジェクトは直営工事におけるMPWTの様々な部局を巻き込んだことによりMPWT

内に品質管理における部局間を跨ぐネットワークを構築した。なお、負のインパクトは発現してい

ない。 

 

(5)(5)(5)(5) 持続性持続性持続性持続性    （比較的高い、しかしデータベース管理（比較的高い、しかしデータベース管理（比較的高い、しかしデータベース管理（比較的高い、しかしデータベース管理で財政面の懸念あり）で財政面の懸念あり）で財政面の懸念あり）で財政面の懸念あり）    

プロジェクト効果の持続性は比較的高いが、図書館およびデータベース管理における財政面の持

続性に懸念が残る。 

政策面においては交通インフラの整備は未だカンボジアの優先課題であり、政策的な優先度は引

き続き高い。体制的にはプロジェクトによりMPWTの各部局間のネットワークが構築され今後品質管

理を実施する基盤ができ、強固となった。また、本プロジェクトで適用した知識や技術はCPが十分

に習得しており、彼らが引き続き定期研修等の機会を通じて州レベルの関係者に普及していくこと

により技術的な持続性は担保できる。財政面に関しては、SG、RG を適用した直営工事を実施してい

くための予算を確保できる見込みである。しかし、プロジェクトで整備した図書館やデータベース

管理は予算措置がまだ確定しておらず、今後必要な措置を取る必要がある。 

    

3333----3333 効果発現に貢献した要因効果発現に貢献した要因効果発現に貢献した要因効果発現に貢献した要因    

(1)(1)(1)(1) 計画内容に関すること計画内容に関すること計画内容に関すること計画内容に関すること        

プロジェクトでは、日本人専門家による技術的なワークショップの開催、日本土木学会やカンボ

ジア工科大学（ITC）と共催した共同セミナーの開催、カンボジアで実施中の無償資金協力案件（国

道一号線改修計画、ネアックルン橋梁建設計画）の現場視察、MPWT 職員による論文集の作成および

発表会の開催を実施し、道路・橋梁における幅広い知識刺激を与える機会を設けることで 3 つのア

ウトプットについて更に強化を図った。 

(2)(2)(2)(2) 実施プロセスに関すること実施プロセスに関すること実施プロセスに関すること実施プロセスに関すること    

CP と日本人専門家とのコミュニケーションは良好であり、プロジェクトの進捗状況、課題など情

報共有が定期会合やe-mailなど様々な機会を通じて取られていたことはプロジェクトの効果発現に

寄与した。 

    

3333----4444 問題点及び問題を問題点及び問題を問題点及び問題を問題点及び問題を惹起惹起惹起惹起した要因した要因した要因した要因    

短期専門家およびカウンターパートの配置はプロジェクトが始まってから直ぐには行われず、プ

ロジェクトとしての体制が全体的に整ったのは2010年 1月であった。このためプロジェクト初期の

段階でのいくつかの活動に遅れが生じた。経済財務省（MEF）との協議に時間がかかったことや洪水

などの理由もあるが、第一フェーズのパイロットプロジェクトの開始も影響を与えた。これらはプ

ロジェクトの進捗が遅れ、効果の発現に少なからず影響を与えた。しかしながら中間レビュー以降、

他業務による負担があるにもかかわらずカンボジア側からの積極的な参画がプロジェクト目標の達
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成に貢献していることが確認された。また、このような積極的な参画によりプロジェクトのアウト

プットに対してオーナーシップが高まり、プロジェクト開始当初の遅れを挽回した。 

 

3333----5555 結論結論結論結論    

    プロジェクトはカンボジア側および日本側双方の努力により所期の目標を達成する見込みが高

い。プロジェクトはカンボジアの政策および開発ニーズおよび日本の援助方針とも整合している。

プロジェクトでは直営工事の品質管理システムを導入したことで品質の改善に大きく貢献し、有効

性およびインパクトが高い。特にプロジェクト以前には適切な実施ができていなかった面において

大きな効果がだされている（工事実施に先立つ設計面での改善、工事実施のための施工計画書の作

成、施工監理面での強化）。効率性においては、初期の段階での日本側短期専門家やカンボジア側カ

ウンターパートの配置のタイミング、そしてパイロットプロジェクトの実施の遅れにより中程度で

ある。持続性においては比較的高いが、図書館およびデータベース管理における財政面の確保がで

きておらず、適切な措置を取る必要がある。 

  プロジェクトは予定通り終了するが、終了後の状況をモニタリングして必要に応じてフォローア

ップを検討する必要がある。 

  

3333----6666 提言提言提言提言    

（1） MPWTがデータベースおよび図書館の持続的な運営管理体制を確立すること。 

（2） MPWTが MPWTおよび州レベルのDPWT職員への品質管理に関する研修の継続と更なる強化を

行うこと。 

（3） MPWTが品質管理の重要性について外部関係者の理解を促すための積極的な広報活動を、経

済財務省、農村開発省等の政府内、大学、民間企業、他ドナーに対して実施すること。 

 

3333----7777 教訓教訓教訓教訓    

（1） 予算面で持続性の懸念が予想される成果についてはプロジェクト計画時には慎重に検討

し、実施中にはプロジェクトおよびJICA側からMEFに対してプロジェクト終了後の予算措置に

ついて頻繁な協議を通じて働きかける必要がある。 

（2） CPコストを含めた適正な予算配分について実施機関とMEFで協議をし、案件形成時にJICA

が CPコストの予算配分及び予算負担能力を確認すべきである。 

（3） プロジェクト開始時において業務実施型の短期専門家の調達には時間がかかるため、プロ

ジェクト活動のタイミングを十分考慮して前広に計画すべきである。 

（4） 直営の長期専門家と業務実施型の短期専門家を組み合わせた形での派遣はそれぞれの専門

家の特性、期待する役割を十分に踏まえ、それぞれの特性が発揮でき、更にチームとしての一体

感を高める工夫が必要である。今後の案件形成において、どのようなチーム構成が望ましいのか、

プロジェクトの内容も踏まえつつ、メリット、デメリットを検討し、改善を図ることが必要。 

 


