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事業事前評価表 

 

国際協力機構経済基盤開発部運輸交通・情報通信第三課 

 

１．案件名                                                 

 国 名： ミャンマー連邦共和国 

 案件名： 和名 次世代航空保安システムに係る能力開発プロジェクト 

 英名 The Project for Capacity Development on CNS/ATM Systems 

  

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における航空セクターの現状と課題 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」）では、現在 32 の空港が運用され、そ

れらの内 27 の空港に定期便が就航している。 しかしながら、超短波全方向式無

線 標 識 / 距 離 測 定 装 置 （ VHF Omnidirectional Range/Distance Measuring 

Equipment: VOR/DME）をはじめとする航行援助施設、航空監視レーダー、対空通

信設備など航空機の安全運航に必要な航空保安施設の整備が大きく遅れている

ことから、適切な航空機の監視や誘導、および航空交通容量の増大が困難な状況

となっている。 

また、国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization: ICAO）は、衛

星等の技術を利用することにより、通信・航法・監視の能力を高め、増加する航空

交通量に対応することを目的として次世代航空保安システム（Communications, 

Navigation and Surveillance/Air Traffic Management：CNS/ATM）1の導入を全世界

的に推進している。今後ミャンマー政府が次世代航空保安システムを導入・運用し

ていくためには、実施機関であるミャンマー運輸省民間航空局（Department of Civil 

Aviation: DCA）の CNS/ATM に携わる職員の能力向上が不可欠となっている。 

（2）当該国における航空セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ミャンマー運輸省は「ミャンマーの航空法、規則及び手続、ならびに ICAO の標準

と勧告方式に準拠して、DCA は、国内及び国際航空輸送の安全、円滑で確実な運

用のために、安全な運用、規則的な飛行、経済的な運用、効率的な運用、確実な

運用に向けてその機能を実施する」ことを政策として掲げている。本事業は、ICAO

が推進する次世代航空保安システムへの移行に係る民間航空局の能力向上を通

じて、航空輸送の安全性・効率性の向上に資するものであり、上記の政策に合致

                                                  
1 人工衛星技術を活用した航空機の運航および航空管制に係る新技術で、航空交通の安全性と効率性を高めるもの。 
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するものである。 

（3）航空セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

2012 年 4 月 21 日に制定された対ミャンマー経済協力方針においては、「持続的

経済成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援」を実施するとの方針が

示されており、本事業はミャンマーの航空輸送の安全強化と効率化を目的としたイ

ンフラ整備の支援に位置付けられるものである。 

 

我が国はミャンマーの航空セクターに対して以下の援助を行ってきている。 

 有償資金協力「ヤンゴン国際空港拡張事業」（1984～1986 年度） 

 「日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム 航空保安に係る

第三国研修」（2000 年～） 

 国別研修「航空保安」（2011～2013 年度） 

 無償資金協力「全国空港保安設備整備計画」（2013～2014 年度予定） 

 協力準備調査「全国運輸交通プログラム形成準備調査」（2012～2013 年度） 

（4）他の援助機関の対応 

シンガポールが 1995 年から、中国が 2001 年から、韓国が 2002 年から、タイが

2007 年から航空交通管制関連の訓練生を定期的に受け入れており、2010 年～

2012 年の 3 年間で計 16 名である。ただし、DCA では約 200 名近い航空交通管制

関連の職員を訓練する必要があり、本事業はこの DCA の訓練体制を強化するも

のである。また、DCAは2013年6月にICAOアジア太平洋州サブ事務所（北京）と、

PBN 推進に係る技術協力に係る合意を行っているが、本プロジェクトの協力内容と

重複はない。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は DCA において、マスタープラン策定、新たな飛行方式の導入、通信不

具合解析体制の整備および航空管制・管制技術に係る訓練内容の改善等を行うこ

とにより、次世代航空保安システムへの移行に係る DCA の能力向上を図り、もって

航空輸送の安全性・効率性の向上に寄与するものである。 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

ヤンゴン市 
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（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

次世代航空保安システムへの移行に関連する DCA 職員（約 240 名）  

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2014 年 5 月～2018 年 4 月を予定（計 48 ヶ月） 

（5）総事業費（日本側） 

4.0 億円 （概算額） 

（6）相手国側実施機関 

ミャンマー運輸省民間航空局（Department of Civil Aviation: DCA） 

(7)投入（インプット） 

1）日本側 

【長期専門家】(各 48M/M) 

 チーフアドバイザー／航空保安システム計画 

 航空管制訓練 

 管制技術訓練 

 業務調整／性能準拠航法（Performance Based Navigation: PBN）訓練補助） 

【短期専門家派遣】 

 CNS/ATM 計画専門家 

 PBN 専門家 

 自動位置情報伝送・監視機能／管制官パイロットデータリンク通信

（ Automatic Dependent Surveillance/Controller-Pilot Data Link 

Communication: ADS/CPDLC）専門家 

 CNS/ATM 訓練専門家 

【本邦研修】 

 CNS/ATM 計画立案研修 

 PBN 関連研修 

 ADS/CPDLC 関連研修 

 航空保安システム訓練関連研修 

 CNS/ATM 計画立案研修 (第三国研修) 

【機材供与】 

 航空保安システム訓練に係る教材・機材等（試験機器、視聴覚教材等） 

2）ミャンマー国側 
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【カウンターパートの配置】（下記各 1名） 

 プロジェクト・ディレクター：DCA 次長 

 プロジェクト・マネージャー（CNS/ATM マスタープランおよび PBN 担

当）:DCA 航空保安課長 

 副プロジェクト・マネージャー（ADS/CPDLC 担当）：DCA CNS 課長 

 共同プロジェクトマネージャー（CNS/ATM 訓練担当）:民間航空訓練校教

頭, DCA 

 プロジェクトコーディネーター：（関連部局より必要に応じ選出） 

【タスクフォースの設置】 

 CNS/ATM マスタープラン策定 

 PBN 導入 

 ADS/CPDLC 障害分析 

 ATM 訓練 

 CNS 訓練 

【施設、資機材およびデータ等の提供】 

 プロジェクト事務所 

 世界測地系 1984（World Geodetic System-84:WGS84)測量データ 

 飛行方式設計システム 

 地上検証システム 

 飛行検査用航空機 

 受 信 機 自 律 型 完 全 性 モ ニ タ (Receiver Autonomous Integrity 

Monitoring: RAIM)情報 

 航空交通管制（Air Traffic Control: ATC)訓練用 PC ソフト 

 民間航空訓練校施設 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1)環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類：C 

②カテゴリ分類の根拠：：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年公布）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやす

い地域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるた

め。 

2)ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減 
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特になし。 

3)気候変動対策との関連 

特になし。 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

 有償資金協力「ヤンゴン国際空港拡張事業」（1984～1986 年度）でヤンゴン国際

空港の拡張、ターミナルビルの新設を行った。 

 日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラムで 2000 年から航空保安に係る

第三国研修をシンガポールで行っている。 

 国別研修「航空保安」（2011～2013 年度）で航空保安に係る第三国研修を行って

いる。 

 無償資金協力「全国空港保安設備整備計画」を実施中で、その中でヤンゴン、マ

ンダレー、ヘホー、ニャンウー、タンダウェ、ダウェイを対象に空港保安設備の整

備を行うとともに、飛行方式設計システムを供与し、従来型の飛行方式の設計に

関する基礎訓練を行う予定である。 

 協力準備調査「全国運輸交通プログラム形成準備調査」を実施中で、その中で

2030 年を目標年次とした航空サブセクターの開発ビジョン、開発戦略、段階的実

施計画を策定する予定である。 

2）他ドナー等の援助活動 

 タイ：2007 年より航空交通管制関連の訓練生を受け入れ。 

 中国：2001 年から航空交通管制関連の訓練生を受け入れ。 

 マレーシア：1989～2004 年に航空交通管制関連の訓練生受入れ。 

 シンガポール：1995 年から航空交通管制関連の訓練生を受け入れ。 

 韓国：2002 年より航空交通管制関連の訓練生を受け入れ。 

 

４．協力の枠組み                                            

(1)協力概要 

1）上位目標： 

航空輸送の安全性・効率性が向上する。 

【指標】 
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性能準拠型航法（Performance Base Navigation: PBN）2ロードマップに従って PBN

飛行方式を利用できる空港・航空路が増加3している。 

2）プロジェクト目標： 

次世代航空保安システムへの移行に係る DCA の能力が向上する。 

【指標】 

 次世代航空保安システムマスタープランが策定される。 

 PBN 飛行方式が 17 ヶ所以上の空港において使用される。 

 PBN 航法が 10 ヶ所以上の航空路において使用される。 

 ADS/CPDLC の不具合報告が DCA 職員によってなされるフライトの比率が、

2014 年のベースライン状況に比べて 50%以上改善される。 

 ●名以上4が航空管制に係る改善された訓練コースの修了試験に合格する。 

 ●名以上が管制技術に係る改善された訓練コースの終了試験に合格する。 

3）成果及び活動 

成果１：DCA の航空保安システム整備マスタープラン策定に係る能力が向上する。 

【指標】 

1-1 航空保安システムの現状が分析され、分析結果報告書が作成される。 

1-2 CNS/ATM 整備に係る段階的長期計画が策定される。 

1-3 短期整備計画に係るアクションプランが策定される。 

【活動】 

1-1 航空保安システムの現状を分析する。 

1-2 日本、米国、EU 及び近隣諸国における CNS/ATM 計画を調査する。 

1-3 ICAO のグローバル航空計画および「シームレスな世界規模の航空交通管理

システム」を構築するための構想を確認する。 

1-4 ミャンマーの CNS/ATM に係る段階的長期整備計画を作成する。 

1-5 短期整備計画に係るアクションプランを作成する。 

1-6 短期整備計画に係るアクションプランの進捗を定期的に確認し、必要に応じ

てアクションプランを更新する。 

成果２：DCA の PBN 飛行方式の導入・実施に係る能力が向上する。 

【指標】 

                                                  
2 GPS などの通信衛星から自機の精密な位置・高度を連続的に入手しながら指定された飛行経路に航空機を誘

導する飛行管理システム（Flight Management System: FMS）等を搭載した航空機が行うことの出来る新しい航法。 
3 PBN 飛行方式の利用によって、飛行経路の短縮、着陸時の最低降下高度の引下げ、滑走路に正対した直線進

入等が可能になり、安全性・効率性の更なる向上が実現する。 
4 ●の数値目標は、プロジェクト開始後にベースライン調査を実施した上で設定する。 
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2-1 WGS84 測量が 28 ヶ所以上の空港において完了する。 

2-2 飛行方式設計者 12 名以上の基礎訓練が完了する。 

2-3 PBN 飛行方式の設計が 17 ヶ所以上の空港において完了する。 

2-4 設計された飛行方式の地上検証が 17 ヶ所以上の空港において完了する。 

2-5 設計された飛行方式の飛行検証が 17 ヶ所以上の空港において完了する。 

2-6 PBN に対応する管制官の訓練が 17 ヶ所以上の空港において完了する。 

2-7 RAIM 情報が運航者に提供される。 

2-8 PBN 運航承認基準が制定、運用される。 

2-9 PBN 飛行方式が 17 ヶ所以上の空港において公示、運用される。 

2-10 PBN 航 法 が 9 ヶ 所 以 上 の 航法性能要件（Required Navigation 

Performance ：RNP）4／広域航法（Area Navigation：RNAV）5 国際航空路及

び 1 ヶ所以上の RNAV5 国内航空路において公示、運用されている。 

【活動】 

2-1 ミャンマーの PBN ロードマップをアップデートする。 

2-2 既存 WGS84 測量データの検証と追加測量を実施する。 

2-3 空港の滑走路末端点、無線標識、障害物等の座標を WGS84 に基づいて、航

空路誌（Aeronautical Information Publication：AIP）に公示する。 

2-4 飛行方式設計者の基礎訓練を行う。 

2-5 飛行方式設計基準及びマニュアルを策定する。 

2-6 飛行方式の設計を行う。 

2-7 設計された飛行方式の地上検証を行う。 

2-8 設計された飛行方式の飛行検証を行う。 

2-9 PBN 導入空港における航空管制官の訓練を行う。 

2-10 PBN 運航承認基準を制定する。 

2-11 運航者の PBN 運航承認の審査を行う。 

2-12 PBN 飛行方式の安全評価を行う。 

2-13 RAIM 情報の提供を行う。 

2-14 飛行方式を公示・運用開始する。 

成果３：DCA に ADS/CPDLC の不具合解析体制が整備される。 

【指標】 

3-1 管制技術官 5 名以上が ADS/CPDLC の不具合解析を行える。 

3-2 ADS/CPDLC の通信品質・不具合解析がマニュアルに従って実施される。 

【活動】 

3-1 不具合解析技術に関わる訓練を実施する。 

3-2 現行運用方法の ICAO のデータリンク評価基準への対応状況を確認する。 

3-3 通信品質・不具合解析マニュアルを策定する。 
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3-4 通信品質・不具合解析マニュアルに基づき中央報告機関に報告を行う。 

3-5 問題を解決するための適切な行動をとる。 

成果４：民間航空訓練校における航空管制に係る訓練が改善される。 

【指標】 

4-1 航空管制に係る訓練制度、教程、訓練教材のレビューに係る報告書が作成

される。 

4-2 航空管制に係る訓練改善計画が策定される。 

4-3 航空管制に係る訓練改善計画の対象となったコースについて教材等の改善

が完了する。 

4-4 上記のコースについて、教官の訓練が完了する。 

4-5 上記のコースについて、受講者の 80%以上が修了試験に合格する。 

【活動】 

4-1 航空管制に係る訓練制度、教程、訓練教材、訓練施設等のレビューを行う。 

4-2 航空管制に係る訓練向上計画を策定する。 

4-3 航空管制に係る訓練向上計画に基づいて制度、教程、訓練教材、訓練施設

等の改善を実施する。 

4-4 教官に対する訓練を行う。 

4-5 改善された航空管制訓練コースを運用する。 

4-6 改善された訓練コースの評価、フィードバック及びアップデートを行う。 

成果５：民間航空訓練校における管制技術に係る訓練が改善される。 

【指標】 

5-1 管制技術に係る訓練制度、教程、訓練教材のレビューに係る報告書が作成

される。 

5-2 管制技術に係る訓練改善計画が策定される。 

5-3 管制技術に係る訓練改善計画の対象となったコースについて教材等の改善

が完了する。 

5-4 上記のコースについて、教官の訓練が完了する。 

5-5 上記のコースについて、受講者の 80%以上が修了試験に合格する。 

5-6 航空交通管制技術職員免許・格付制度に係る検討結果が採決のため DCA

に報告される。 

【活動】 

5-1 管制技術に係る訓練制度、教程、訓練教材、訓練施設等のレビューを行う。 

5-2 管制技術に係る訓練向上計画を策定する。 

5-3 管制技術に係る訓練向上計画に基づいて制度、教程、訓練教材、訓練施設

等の改善を実施する。 
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5-4 教官に対する訓練を行う。 

5-5 改善された管制技術訓練コースを運用する。 

5-6 改善された訓練コースの評価、フィードバック及びアップデートを行う。 

5-7 航空交通管制技術職員免許・格付制度を確立する。 

4）事業実施上の留意点 

 ベースライン調査では、事前に DCA が必要な情報を整理し、長期専門家とカウ

ンターパートが共同して、本事業の成果指標の基準となる数値を測定する。 

 ミャンマー側の投入として計画している「地上検証用ソフトウエア」、「飛行検査用

航空機」及び「RAIM 情報」は新たに調達する必要があり、これらを含めてミャンマ

ー政府の必要な予算措置をはじめとする対応の確約を取り付ける。 

 現時点で作成した活動計画は主要な活動のみを示しており、プロジェクトの実施

に当たっては、より詳細な年次活動計画を立案することが求められる。詳細活動

スケジュールの立案に当たっては、他国に比して手続きに時間がかかる状況で

あることも考慮し、十分な時間的余裕を見込んだスケジュールを立案することが

肝要である。 

 カウンターパート職員、タスクフォースメンバー及び訓練生がプロジェクト活動に

必要な時間を割り当てるためには、通常業務の負担軽減がなされる必要があり、

所属部門全体での協力が必要である。また、4 年間のプロジェクト期間中に所属

変更が生じ、プロジェクト活動への参加や訓練の成果の発揮が難しくなることは

望ましくない。したがって、カウンターパート、タスクフォースメンバー及び訓練生

の選定に当たっては、当該職員の所属部門のみならず DCA 全体で合意形成を

図ることが望まれる。 

 CNS/ATM 整備に係る段階的長期計画の策定に当たっては、ミャンマーの

CNS/ATM システムの現状に基づいて今後必要な整備の内容と道筋を明らかに

した上で、維持管理費を含む各整備項目に必要な費用を検討し、各整備項目の

優先度と資金調達・予算措置の可能性を考慮して、計画を立案することが求めら

れる。 

（2）その他インパクト 

航空輸送の安全性・効率性の向上という上位目標が達成されれば、ミャンマー

が管轄する空域を飛行する（上空通過を含む）航空会社および航空旅客もこれら

の便益を享受することができる。 
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５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                         

（1）事業実施のための前提 

 ミャンマー運輸省の次世代航空保安システムへの移行に係る方針を変更しな

い。 

（2）成果達成のための外部条件 

 DCA が主体性を持ってプロジェクトを実施する。 

 カウンターパートが継続的にプロジェクトに従事する。 

 航空会社の PBN 運航体制が整備される。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

 DCA が次世代航法システムへの移行に係る政策を維持する。 

 訓練を受けた職員が DCA に勤務し続ける 

（4）上位目標達成のための外部条件 

 航空機及び空港施設の安全性が適切に維持される。 

 次世代航空保安システムの整備に必要な予算と人員を DCA が確保する。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、ミャンマー国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致

しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

フィリピン共和国「航空航法システム安全性・効率性向上プロジェクト」（2009～

2014 年終了予定）の中間レビューでは、専門的な機材を調達し、多数のカウンターパ

ートが参加するような事業では、事業の初期段階より業務調整員等の人的支援を行

うことが望ましいと指摘されている。従って本事業においては業務調整員を事業開始

から配置し、事業効果の早期発現を目指す予定である。 

 

８．今後の評価計画                                           

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４．（１）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業開始 6 ヶ月以内 ベースライン調査 
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事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3 年後 事後評価 

以 上 


