
事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

担当部署：経済基盤開発部 運輸交通・情報通信第一課 

 

１．案件名  

カンボジア国電子海図策定支援プロジェクト 

２．協力概要 

（１）事業の目的  

カンボジア国シハヌークビル港周辺海域において、航海用電子海図を作成することにより、航行

安全とシハヌークビル港の国際的信用力向上に寄与する。 

（２）調査期間  

2013 年 7 月～2015 年 12 月を予定（計 30 ヶ月） 

（３）総調査費用    約 3 億円 

（４）協力相手先機関 

＜公共事業運輸省（Ministry of Public Works and Transport）＞ 

・公共事業総局 水路局（Department of Waterway, General Department of Public Works） 

・運輸総局 海事局、内陸水運局（Department of Marine Merchant and Department of Inland 

Waterway Transport, General Department of Transport） 

＜シハヌークビル港湾公社（Sihanoukville Autonomous Port）＞ 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）  

電子海図作成対象域は、北緯 10°34’ ～10°45’、東経 103°24’～103°34’の範囲。直接的

な裨益者は、シハヌークビル港に入出港する船舶等の利用者、シハヌークビル港の改修や拡張工

事を行うコントラクター、等。 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

カンボジアでは、シハヌークビル港が唯一の外海に面する大水深港であり、同港及び周辺地域の

開発による国際貿易の活性化が重要な課題となっている。また、我が国もシハヌークビル港への

支援を重要な協力と位置づけ、これまで同港の港湾整備、港湾を運営するシハヌークビル港湾公

社の組織・運営改善、隣接するシハヌークビル港経済特区（SEZ）の整備の支援に取り組んできた。

船舶の航行安全確保には水深や施設等の情報を網羅する海図が必須であるが、シハヌークビル港

周辺で現在使用されている海図は、冷戦時代にフランスとソビエト連邦が作成した海図の著作権

承諾を得て再編集した紙海図（1/20000、1997 年に英国水路部が刊行）のみという状況であり、

海図情報の信頼性に欠けている。また、国際海事機関（IMO: International Maritime 

Organization）は、2012 年 7 月から、500GT(Gross Tonnage:総トン数)以上の客船と 3000GT 以上

のタンカー（いずれも新造船が対象）に対して電子海図情報表示システム(ECDIS: Electronic 

Chart Display and Information System)の搭載を義務化しており、今後新造船のみならず現存船

に対しても船種・規模に応じて ECDIS の搭載が順次義務付けられていく予定であるため、ECDIS

に対応する国際仕様に則った電子海図（ENC: Electric Navigational Chart）が必要である。最

新の測量に基づく国際仕様に則った電子海図が未整備である状況が続くと、航行安全に支障を来

たすだけでなく、シハヌークビル港の寄港とりやめ等、同港の競争力が大きく低下することが懸

念される。 

以上のような背景から、シハヌークビル港において最新の測量結果に基づく電子海図を早急に刊

行することが喫緊の課題となっている。 

なお、国際水路機関（IHO: International Hydrographic Organization）は、世界の海運国の水

路官庁間の協調、水路業務に関する情報および資料の交換、海図等水路図誌の国際的統一を促進

することを目的として、1970 年に設立され、73 カ国が加盟している。IHO を中心に、世界各国で

は、電子海図の整備が進められており、既に世界の主要港湾およびそれらを結ぶ航路の電子海図

はほぼ整備されている。また、前述のように海域の利用者である船舶側も ECDIS 搭載義務化に対



して対応を進めており、世界的に電子海図の整備と ECDIS 搭載の双方が急速に推進されている。

しかし、未だ十分な精度の電子海図が整備されていない海域が存在しており、東南アジアにおい

ては国際港を有しながらも電子海図を刊行していない国として、カンボジア、ベトナム、ミャン

マーが該当する。 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

カンボジアの基本政策である「四辺形戦略」では、グッドガバナンスを中心的課題とし、農業分

野の強化、インフラの復興と建設、民間セクター開発と雇用創出、能力構築と人材開発の四点を

重点課題としており、港湾開発を含む社会資本整備には高いプライオリティが付されている。ま

た、四辺形戦略の具体的行動計画を明確にするために策定された「国家戦略開発計画」

（NSDP,2009-2013）において、水運・港湾分野の記述として「船舶及び港湾の安全確保」が 

含まれており、シハヌークビル港における電子海図の作成はこれに寄与し、以てカンボジアにお

ける社会資本整備の促進に貢献する。 

（３）他国機関の関連事業との整合性  

カンボジアが独自に作成している国際仕様（S-57）に沿った電子海図は現在存在しない。本事業

は他国援助機関が未だ着手していないシハヌークビル港において電子海図作成をするプロジェク

トであり、競合はない。 

メコン川航路域では、EU の技術・資金支援の下、メコン川委員会（MRC : Mekong River Committee）

が支援してカンボジア公共事業運輸省（MPWT）の Department of Waterway に河川深浅測量を実施

させて作成された電子河川水路図（EMRA : Electronic Mekong River Atlas）が存在するが、こ

れは電子海図の国際仕様（S-57）を満たしていない。しかし、EMRA 作成に際して習得した技術・

知識は本事業実施においても有効に役立つと考えられる。 

（４）我が国援助政策との関連 

我が国のカンボジアに対する国別援助方針では、援助の重点分野の一つとして「経済基盤の強化」

を掲げており、その重要な構成要素である「経済インフラの整備」の中で、カンボジアで唯一外

海に面する国際港であるシハヌークビル港周辺の整備を、円借款「シハヌークビル港多目的ター

ミナル整備計画」や技術協力「シハヌークビル港競争力強化調査プロジェクト」、等を通じて取り

組んできた。シハヌークビル港は、カンボジアにとってのみならず、現地の本邦企業にとっても

大型船舶による輸出入が行える国内唯一の大深水港として重要である。また、シハヌークビル港

に隣接するシハヌークビル港 SEZ についても、円借款・技術協力を通じて整備しており、同国へ

の本邦企業進出が進む中、今後更にその重要性は増すと想定される。このように、我が国はシハ

ヌークビル港の整備支援を日本・カンボジア双方にとって意義の大きい国際協力として捉え、こ

れまでハード・ソフト両面で様々な事業を実施してきた。 

現在、電子海図は国際的な潮流の中で、国際港として整備されているべき基本的なソフトインフ

ラになりつつあり、本プロジェクトはこれまで国際港として整備してきたシハヌークビル港にと

って、必要不可欠なものである。本プロジェクトで電子海図を整備することにより、シハヌーク

ビル港に入出港する船舶の航行安全性を高め、シハヌークビル港の国際港としての信用力の向上、

ひいてはカンボジアの国際貿易の活性化に寄与することが見込まれる。 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目  

・ 水路測量調査、海象調査 

・ データ処理、加工、編集 

・ 航海用電子海図編集 

・ 電子海図の作成、刊行、更新、運用維持管理にかかる能力強化、体制整備支援 

（２）アウトプット（成果）  

・ シハヌークビル港周辺の電子海図編集に必要な水路測量データ、潮汐等の海図記載情報が整

備され、公共事業運輸省(MPWT)および関連機関（シハヌークビル港湾公社、等）の職員の水

路測量、海象調査に関する技術（デジタル水路測量・海象データ集録・処理手法・技術）が

養成される 

・ デジタル地勢モデル（DTM : Database of Integrated Digital Geospatial Terrain Model of 

Land and Sea)が構築され、それにかかる技術が養成される 



・ 電子海図が作成される 

・ 電子海図の刊行維持管理にかかるカウンターパートの能力が向上する 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  

（ａ）コンサルタント（分野／人数） 

・ 総括（水路学／潮汐学／電子海図理論・現地調査計画等）：15.0MM(現地 11.5MM、国内 3.5MM)

・ 海上作業指揮、海上位置、誘導・安全確保：9.0MM(現地 8.5MM、国内 0.5MM) 

・ デジタル水路測量データ集録・処理 1：6.5MM(現地 6.5MM、国内 0.0MM) 

・ デジタル水路測量データ集録・処理 2：9.0MM(現地 9.0MM、国内 0.0MM) 

・ 基準点・水準測量・地形測量：1.5MM(現地 1.5MM、国内 0.0MM) 

・ GIS、CAD：5.0MM(現地 5.0MM、国内 0.0MM) 

・ 海図（電子海図）作成技術移転：5.5MM(現地 3.5MM、国内 2.0MM) 

・ 海象観測（潮汐・潮流）：2.0MM(現地 2.0MM、国内 0.0MM) 

・ 業務調整：2.5MM(現地 2.5MM、0.0MM) 

計：56.0MM 

（ｂ）その他 研修員受入れ、調達機材等 

調査機材：約 6千万円程度 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標  

カンボジア政府が安全な海上交通に不可欠な海図（電子海図）・水路情報を適切に利用者（船社等）

に提供する 

（２） 活用による達成目標  

・ シハヌークビル港に入出する船舶の航行安全性が向上する 

・ シハヌークビル港の国際的信用が向上する 

 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情  

・ 本協力で能力強化を行った人材が外部に流出する 

・ 電子海図の更新・運用維持管理に必要となる人員・予算が適切に充当されない 

 

（２）関連プロジェクトの遅れ  

特になし 

７． 貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）  

特になし 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

フィリピン国個別専門家チーム派遣「電子海図技術移転」（2000 年 6 月～2003 年 6 月）おいては、

機材到着の遅れによりプロジェクトの進捗に大きな影響を及ぼしたことが、終了時評価において

指摘されている。本プロジェクトで機材購入ないしリース契約を行う場合は、適切なタイミング

での投入がなされるよう十分配慮した工程とすることが必要。 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標  

（ａ）活用の進捗度 

・ カンボジアの電子海図刊行状況（部数） 

・ 水路通報発行数 

 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

・ シアヌークビル港周辺の DTM 及び測量原図が作成される 

・ シアヌークビル港周辺の海図基準面（水深 0m 面）が決定される 

 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  



調査終了３年後 事後評価 

（注）調査にあたっての配慮事項 


