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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ブルンジ共和国 案件名：公共交通公社運営能力再生プロジェクト 

 

分野：運輸交通 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：経済基盤開発部  

運輸交通・情報通信第二課 

協力金額（評価時点）：3 億 4,500 万円 

 

協力  

期間

（R/D）：  

2009年 4月 1日～2012 年 3月 31日 

（延長）：  

2012年 4月 1日～2012 年 7月 1日 

先方関係機関：運輸・公共事業・機材省（MTPE）、

ブルンジ公共交通公社（OTRACO） 

日本側協力機関：  

他の関連協力：緊急開発調査「ブジュンブラ市都

市交通改善計画調査」2006 年、無償資金協力「公

共輸送改善計画」2009 年 

１－１ 協力の背景と概要 

 ブルンジ共和国（以下、「ブルンジ」と記す）は、1962 年にベルギーから独立以降、フツ族と

ツチ族の抗争が絶えず、インフラの整備及びメンテナンスが十分に行われてこなかった。2006

年9月に10 年以上続いた内戦が終結し、貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction Strategy Paper：

PRSP）の目標の 1 つである「持続的公平な成長の振興」を達成するため、ブルンジはインフラ

の整備及びメンテナンスに関する取り組むこととなった。上記の取り組みの1つとして、人口の

90％が居住する地方部におけるインフラの改善は必須であり、特に地方部と首都ブジュンブラ

をつなぐ交通手段においてはバスの発展が優先課題となる。 

 ブルンジにおけるバスのほとんどの路線を担っているブルンジ公共交通公社（Office Des 

Transports en Commun, Burundi：OTRACO）は、内戦前には 100 台超のバスを有しブルンジ全土

にバス運行サービスを提供していたものの、内戦によりバスの適切な維持管理が行われず、車

両や整備機材、施設の老朽化も進行している。 

以上の背景より、わが国は 2006 年度緊急開発調査「ブジュンブラ市都市交通改善計画調査」

のなかで、OTRACO の将来計画として、運行及び維持管理に関するデータ整備、予防保全、運

行部門と維持管理部門間の情報共有、人材育成・適正配置などを改善することを提案した。こ

れを受け、JICA は 2009 年 4 月から 3 年 3 カ月を協力期間とし、「OTRACO のバス運行サービス

の質・量の向上」を目的とした技術協力プロジェクト「公共交通公社運営能力再生プロジェク

ト」を開始した。 

 また、本プロジェクトと関連する協力プロジェクトとして、無償資金協力「公共輸送改善計

画」により 2009 年度に OTRACO に対して 86 台のバスが供与された。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトでは、ブルンジの公共交通公社の組織強化及び職員の能力強化を図り、それ

を基盤として、OTRACO のバス運行サービスの質・量の向上をめざすものである。 

(1) 上位目標：公共交通機関の構築により住民の移動が円滑になる。 

(2) プロジェクト目標： OTRACO のバス運行サービスの質・量が向上する。 
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(3) 成果 

1) OTRACO のバス運営能力が向上する。 

2) OTRACO のバス維持管理能力が向上する。 

3) OTRACO の運行管理能力が向上する。 

4) OTRACO の支社の機能が再建される。 

(4) 投入（評価時点） 

日本側：総投入額 3 億 4,500 万円 

長期専門家派遣のべ：延べ 3 名   

短期専門家派遣のべ：延べ 3 名 総計 75.50 人/月 

研修員受入 ： 7 名 機材供与        ： 5,710 万 1,010 円  

ローカルコスト負担： 1,616 万 5,000 円    

ブルンジ側  ：総投入額 0 円 

カウンターパート配置： 7 名 土地・施設提供  ： 執務室  

 ＊外貨レート換算（OANDA http：//www.oanda.com/. 2012 年 7 月 2 日のレートを使用）

２．評価調査団の概要 

日本側 担当分野 氏 名 所 属 

総括 三宅 繁輝 JICA 経済基盤開発部運輸交通・情報通信第二課課長 

協力計画 金子 祐太朗 JICA 経済基盤開発部運輸交通・情報通信第二課職員 

評価分析 山田 千晶 ペガサスエンジニアリング株式会社 

通訳 安土 和夫 財団法人日本国際協力センター 

ブルンジ側 氏 名 所 属 

Mr. Philbert NSANSAMAHORO 運輸・公共事業・機材省 運輸局長顧問 

Mr. Nibitegeka HERMENEGILDE ブルンジ公共交通公社（OTRACO）局長 

調査期間 2012 年 6 月 3 日 2012 年 6 月 17 日 評価種類 終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

プロジェクト目標の達成度 

運行サービスの質の改善を除き、プロジェクト目標はおおむね達成されていると判断できる。

改定されたバス運行管理計画に基づき、運行路線エリアが拡大され、バスの運行頻度も

増加した結果、OTRACO によるバス路線は国土の約 8 割を網羅するようになった。また、

OTRACO バスの乗客数は、プロジェクトが開始された 2009 年の 137 名から 2011 年は 1,582

名と約 11 倍に増加した。2012 年は 1,701 名に増加すると予測される。プロジェクト期間中

に実施された研修により、整備士や運転手の能力・プロの意識の向上がみられた。また、

適切なバスの運行管理や運行時間の遵守が可能になり、更には冠婚葬祭の送迎サービスな

どの新たなサービスが開始されるなど、OTRACO 自体が大きなプラスの変化を遂げた。 

一方、2012 年 1 月に実施されたベースライン調査によると、OTRACO はバスの乗り継ぎ

状況、目的地までの所要（移動）時間、運行の規則性などの点で民間企業より劣っている

部分があることが確認されている。今後は、乗り継ぎ状況を改善するために市内に駐車場

を数箇所確保する、運転手に安全運転を徹底する、バス停の数を増やすなど課題に取り組
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むことにより乗客に対するサービスを向上していくことが必要である。 

 

アウトプットの達成度 

アウトプット 1： 

おおむね達成されている。 

無償資金協力により 86 台のバスが整備され、データベースやベースライン調査結果に基

づいたバス運行管理計画が改定された。それによりバスの路線数や運行本数が増加し、プ

ロジェクトが終了する 2012 年にはバスの乗客数がプロジェクト開始年（2009 年）に比べ、

著しく増加すると予想される。一方、バス運行管理計画に沿って本社では適切な人員配置

がなされたものの、3 支社においてはいまだ人員配置が十分ではなく、改善点が確認されて

いる。予算に関しては、予算計画に基づき予算が執行されている。OTRACO の収入は、補

助金も含まれているものの、2012 年にはプロジェクト開始時に比べ約 3 倍となることが予

想される（14 億 2,200 万ブルンジフラン/2009 年、39 億 7,600 万ブルンジフラン/2012 年）。

また、2011 年からは自己資金によりバス車両を新規購入しており、2015 年前の中長期計画

書によると毎年数台の車両購入を予定している。 

 

アウトプット 2： 

十分に達成されている。 

研修により、整備士は自身の能力や技術に自信や責任をもつようになった。また、運転

手に対し内部研修を実施し、バスの簡易的修理方法などの技術移転を行った。 

定期点検、車両修理方法、部品管理に関する維持管理マニュアルが改訂されたことによ

り、維持管理部内の 5 課の業務内容が明確になった。プロジェクト開始前は、バス運行前

後に定期的な車両点検を実施しておらず、車両が故障した際に限り修理を行っていた。プ

ロジェクト活動を通じ、維持管理マニュアルに基づいた運行前後の点検、そして定期的な

車両点検が実施されるなど、維持管理システムが構築された。また点検・修理に使用する

部品を分類し、配置することにより、容易に在庫部品の種類や数を把握できるようになっ

た。 

 

アウトプット 3： 

部分的に達成されている。 

プロジェクト開始前はバス運行管理計画に必要なバスのデータを継続的にとっておら

ず、個人の経験に基づく判断でバスの運行計画が立てられていた。しかし、個人の経験に

基づく計画・管理では、維持管理やサービスの質を一定に保つことができなかったため、3

種類のバス運行管理ツールを整備し、それらを用いて得られたデータに基づく運行管理方

法を取り入れることになった。その結果、運行管理能力が向上した一方で、ツールを用い

たことにより、運行管理の現状の問題点、それに対応する戦略設計、管理の見直し方法な

どが明確となった。課題として、統計課をはじめとする運行部内及び維持管理部の連携を

今後更に強化していく必要があり、またこれらの運行管理ツールを OTRACO の組織全体で

効率的に運用するには更なる時間を要する。バス運行サービスの向上という点では運行数
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が増加したことに伴い、事故の発生件数も増加しているため、運転手に対して安全運転に

関する訓練を実施するようになり、プロジェクト終了後もこのような活動を継続していく

必要がある。 

 

アウトプット 4： 

十分に達成されている。 

プロジェクト開始時はンゴジ支社でバス 1 路線のみ運行されており、実質支社は機能し

ていなかった。その後、2010 年にギテガ支社、2012 年にブルリ支社が開設された。終了時

評価時点では、ギテガ支社 25 路線、ンゴジ支社 16 路線、ブルリ支社 8 路線におけるバス

の運行が確認されている。支社の財務・運営管理に関しては、いまだブジュンブラ本社が

行っているものの、冠婚葬祭のためのレンタカーや送迎スクールバスなどの新たなサービ

スを開始したほか、支社判断による路線作成を含む運行管理、小規模の車両維持管理も行

われていることから、支社機能は再建されたといえる。現在、4 つ目の支社を開設する計画

があり、今後は支社の数が増える可能性がある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

ブルンジの貧困削減戦略文書（PRSP）の「経済成長のための環境整備」において、「交通

インフラの修復と近代化」が重要課題の 1 つとして挙げられている。また、「運輸・公共事

業・機材省セクター政策書 2006～2010」においても 2010 年までに全国レベルでの国民のア

クセス改善を達成目標に挙げるなど、国家政策と合致している。わが国の対ブルンジ支援

においては、2006 年に二国間協力の再開に向けた政策協議が行われ、ブルンジに対し横断

的投入として「インフラ整備と人材育成」を実施し、インフラ整備の一環として、運輸・

交通分野を支援することで合意している。ブルンジには既存の鉄道路線がなく、バスによ

る移動が唯一の交通手段になっている。OTRACO 以外にバス民間企業が多く存在するもの

の、採算制の悪い地方路線にはバスを運行していないため、地方へ移動する際には OTRACO

に頼るしかない。OTRACO のバス運営管理、バス維持管理、バス運行管理に関する能力を

向上すると同時に、3 支社の機能を再活性することはバスの運行サービスを質的及び量的に

向上させるための最も適したアプローチである。このように本プロジェクトはブルンジ政

府の政策、わが国の対ブルンジ援助政策及び国民のニーズに合致し、プロジェクトアプロ

ーチについても適切である。 

 

(2) 有効性：中程度 

アウトプット 1 はバスの運営能力の向上、アウトプット2は維持管理能力の向上、アウト

プット 3 は運行管理能力の向上、そしてアウトプット 4 は支社の再建をめざしている。4 つ

のアウトプットはそれぞれプロジェクト目標の達成に貢献はしているものの、バス停の不

足、バスの駐車場が限られているため乗り継ぎが悪いなど「バス運行サービスの質の向上」

において検討すべき課題が残っている。アウトプットが産出されれば、プロジェクト目標

が達成されるという論理性が不十分であったため、有効性は中程度であると判断される。 
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(3) 効率性：比較的高い 

プロジェクト期間中に OTRACO と類似性の高いルワンダのバス公社、ルワンダ公共交通

公社（Office National Des Transport en Commun, Rwanda：ONATRACOM）と合同で実施した

技術交換セミナーでは、双方による活発な意見交換が行われた。また、キャパシティアセ

スメントを実施することで、OTRACO の職員及び組織全体の課題が明確になり、バスの運

行管理計画における課題が認識され、その課題を克服するためにはどのようなアプローチ

が必要なのかが具体的になった。カウンターパート（Counterpart：C/P）が要請していた分

野及びコミュニケーション能力の高い専門家が派遣されたことは活動の貢献要因でもあ

る。したがって、プロジェクト期間中に行われた投入によってアウトプットの実績の達成

に貢献したといえる。しかし、現段階では、運行管理計画の作成手段を確立されただけで

あり、計画が現状に対して適切だったのかをプロジェクト期間内に明らかにすることがで

きていない。ただし、アウトプット達成のために取り組むべき課題は明確になっているこ

とから、効率性は比較的高いと判断される。 

 

(4) インパクト：比較的高い  

運営能力及び運行管理能力の向上、86 台のバス供与によりバスの路線数や運行本数を維

持するとともに、補助金やレンタカー及び車検サービスによる収益を安定させれば、上位

目標の達成の可能性は高いといえる。 

本調査でのインタビューや質問票を通じて確認された波及効果は以下のとおりである。 

・研修をとおし整備士が技術に自信をもち始めたほか、技術が定着するための自発的研修

を整備士だけでなく、運転手にも行うようになった。 

・運行本数及び路線数の拡張により、乗客数が著しく増大した。 

現時点では、プロジェクトによるマイナスのインパクトは確認されていない。上記のと

おり、いくつかのインパクトが発現しているため、インパクトは比較的高いと判断される。

 

(5) 持続性：中程度 

政策面：運輸・公共事業・機材省（Ministry of Transport, Public Works and Equipment：MTPE）

の傘下である OTRACO の使命は「バスを用いて人々の運搬を行う」ことである。

「運輸・公共事業・機材省セクター政策書 2006～2010」においては、OTRACO は

全国レベルで国民のアクセスを改善するための実施機関として定められている。

現時点で、OTRACO の民営化の計画がないことから、同社の政策面での位置づけ

は当面変化しないと予測される。 

組織面：運行サービスを維持していくために長期雇用のためのインセンティブの設置、プ

ロジェクトをとおして得た技術の定着化のための再活性化研修の実施が必要であ

る。 

財政面：本プロジェクトにより、赤字路線の数、その金額を把握することにより、各路線

に対して収支データを算出することが可能となった。そのようなデータが入手可

能になったため、OTRACO は政府に対し、具体的な補助金金額を申請することが

できるようになった。今後、プロジェクトで得たものを継続させていくにあたり、
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OTRACO 自身による収益を安定させるとともに、地方を含む全赤字路線を賄える

補助金が政府より支給されることが重要となる。 

技術面：本プロジェクトによる技術協力で移転された技術や知識は OTRACO 職員のニーズ

に即したものであるが、技術の定着には時間を要す。技術的持続性を確保するた

めには、継続的な努力が必要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

ワーキンググループ（Working Group：WG）の採用：プロジェクト開始時に、部門ごとに

WG を組織化した。WG がプロジェクトからセクションへの情報共有、問題点の整理・議論、

それを受けての活動の改善を担当した結果、プロジェクト活動はスムーズかつ効率的に実

施された。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

特に要因は確認されていない。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

運行管理計画専門家の派遣期間：運行管理専門家が派遣されたことにより、バス運行管

理能力向上に寄与したものの、2 年目からの採用であったことから OTRACO 職員への技術

移転の時間が不十分であり、プロジェクトを通じて作成された運行管理ツールを OTRACO

の組織全体で効率的に運用にはもう少し時間を要する。プロジェクト終了時までに、ツー

ル活用の確実な定着を図る。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

事故の保険処理担当者の配置：86 台のバス供与によって路線数の拡大などを図れた反面、

2011 年には 95 件の事故が発生した。保険処理や車両修理などの対応業務にかなりの時間を

要したため、プロジェクトの提案により保険処理の担当者を配置することとなった。その

結果、事故後の対応や車両修理が迅速かつ円滑になった。また、事故の発生を減らすため

に普段からの車両整備や運転手への安全教育を行うことで問題の解決に至った。 

 

３－５ 結論 

結論としてプロジェクト終了時までに、プロジェクト目標である「OTRACO のバス運行サー

ビスの質・量が向上する」はおおむね達成されるといえる。評価 5 項目に関し、妥当性、効率

性、インパクトは満足のいくものであった。一方、有効性は十分とはいえず、更なるサービス

の質の向上が望まれる。持続性の確保に関して、技術の定着や収益の安定のために、OTRACO

はプロジェクトによる成果を維持する努力が必要となる。成果を維持し、解決すべき課題が克

服されれば、上位目標が達成される見込みは高い。 
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３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1) OTRACO に対する提言 

1) 不採算路線の継続の判断 

OTRACO は運行している収益性が低いが、地域間の足を確保するうえで社会的意義が

大きい路線は、運賃による収益と公益性のトレードオフから慢性的な不採算路線となる

傾向が高い。不採算路線は経営面のみで評価した場合、廃止する方が合理的と判断され

てしまうが、ブルンジ国民の移動手段を確保することは公的機関に求められる役割であ

り、関係省庁や裨益住民の意見も参考とし、不採算路線であっても極力維持していくこ

とが望ましい。 

2) 収支データに基づいた補助金の申請 

公益性のため維持していくことが重要と考えられる不採算路線については必要経費を

確保しなければならない。本プロジェクトによって収支データを各路線に対して算出す

ることが可能となったため、当データに基づき根拠を示したうえで補助金を申請するプ

ロセスを確立することが望ましい。 

3) スペアパーツ購入、車両更新にかかる費用の予算計上 

2010 年に日本より供与されたバスは、約 2 年分のスペアパーツも含まれている。しか

しながら、それらの枯渇後、損傷箇所、交換部品が一斉に増えることが予想される。同

様に、損傷箇所の放置は更なる故障を引き起こし、バスの老朽化を著しく早める。これ

を最小化するためには、2012 年度において 2 万 5,000 万ブルンジフラン（予測値）の部

品予算措置を行う必要がある。また、すべてのバスを維持していく場合、2012 年度を基

準とし、年率 5％程度増加を見込んだ部品予算措置を行うことが必要であることから、維

持管理費と更新費を比較し、廃車か更新かを判断することが重要である。 

 

(2) 運輸・公共事業・機材省に対する提言 

1) 必要な路線及びサービス水準の策定 

上記(1)において提言したとおり、不採算路線でも維持していくことが重要と考えられ

る路線を定義するため、ブルンジ国民が最低限確保されるべき移動の権利とそれを満た

すバスのサービス水準について明確にする必要がある。上記のサービス水準を決定して

いく際には、ブルンジ国民のニーズと OTRACO 側のリソースを十分に把握したうえで、

市民側の負担（運賃）及び公的機関の負担（補助金）について双方が過度な負担になら

ないよう調整するのが望ましい。 

2) 補助金の確保と OTRACO の経営体質の管理 

上記(2) 1)で定めた路線とサービス水準はシビルミニマムを満たすために必要なもので

あるため、これを保持していくために必要な経費は補助金として確保することが必須で

ある。その際、上記(1) 2)にて OTRACO にも提言したとおり、OTRACO からはデータに

よって必要な補助金が申請される必要があるが、OTRACO が過度に補助金に頼った経営

体質にならないよう、定期的に路線、サービス水準及び経営状況についてチェックを行

うシステムを構築することが重要である。 

 



viii 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

(1) バス公社によるバスサービスに対する先方政府の認識 

本プロジェクトの先方実施機関のような公的機関などが運行する公共バスサービスは、

市場の原理では供給されない収益性の低い箇所（特に地方）においても市民の足が確保さ

れることが国や自治体の政策として重要である、という前提のもとで成り立っている。し

たがって、バス公社による経営努力は重要であるものの、経営努力で賄いきれない部分に

ついては国や自治体が必要な負担（補助金や免税・減税措置など）をしなくてはならない。

以上より、先方政府に対して上記の認識を確認し、適切な政府の支援がなされるよう配

慮する必要がある。 

 

(2) バス公社の経営状態を悪化させる外部要因 

上述した国による負担（補助金や免税・減税措置など）が適切に行われていたとしても、

開発途上国においてはバス公社の経営状態を悪化させるさまざまな外部要因が存在し、そ

れらのリスクをどのように取るかを確認する必要がある。以下に本プロジェクトを通じて

得られた教訓を記載する。 

1) 舗装状態による車両の故障 

道路（特に地方道路）の舗装状態が劣悪なため、このような道路を走行することでバ

ス車両が頻繁に故障し、修理費が嵩むことが多発する。道路の舗装状態の改善を先方政

府に求めることも重要であるが、修理費との兼ね合いでバス車両をより強固なものにす

るなどの工夫が求められる。 

2) スペアパーツなどの他国からの輸入 

内陸国やメーカーの販売店がない国では、スペアパーツや燃料などを他国から輸入し

なければならない場合があり、それらの値段が高くなっている。卸売業者を経由しない

で購入する、大量購入することで単価を抑えるなどの工夫が求められる。 

3) 民間企業組合の存在 

上述したとおり、公共バスサービスは民間企業が多く参入しており、それらの民間企

業が組合を形成している場合がある。組合が政治家へのロビー活動を行った結果、民間

企業に優位となるような政策（好立地なバスターミナルの使用を民間企業のみに認める

など）が実施される場合があり、民間企業と先方実施機関が平等に扱われるよう先方実

施機関経営陣の政治家などへのアピールが重要である。 

 

 


