
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:技術協力プロジェクト
評価実施部署：カンボジア事務所（2016 年 2 月）

国名
港湾政策・行政システム構築プロジェクト

カンボジア

Ⅰ 案件概要

事業の背景

カンボジア王国では、約 20 年に及んだ内戦が 1991 年に終結し、同国は 2004 年に世界貿易機関（WTO）
に加盟した。同国の経済発展の鍵を握る輸出産業の振興のためには、信頼性・効率性の高い国際海上輸
送システムに基づく、競争力のある海上輸送コストの実現が不可欠であった。しかし、国家港湾政策、
港湾行政・管理の一元的な管轄組織、港湾の開発・運営に関する法的枠組み、港湾統計整備の枠組みが
存在せず、各港湾が港湾開発の企画、実施、運営を行っていた。

事業の目的

本事業では、国家港湾政策の策定、港湾統計整備のためのパイロットプロジェクトの実施、パイロッ
トプロジェクト対象港湾に関する港湾統計の作成、港湾法（案）及び関連規定の策定により、実施機関
の国家港湾政策立案能力・行政管理能力の向上（プロジェクト目標）を図り、もってカンボジアにおい
て公共港、民間港の双方に適用される国家港湾政策に基づいた港湾整備・港湾行政実施の実現（上位目
標）をめざした。これを踏まえ、本事業の計画では、以下の目標が設定された。
1.上位目標：国家港湾政策に基づいた港湾整備・港湾行政が実施される。
2.プロジェクト目標：国家港湾政策立案能力・行政管理能力が向上する。

実施内容

1. 事業サイト：プノンペン / パイロットプロジェクト対象港湾：(1)シハヌークビル自治港、(2)プノ
ンペン自治港、(3)オクニャモン港、(4)トムノップロロック港（(1)及び(2)は公共港、(3)及び(4)は民
間港）

2. 主な活動：(1)ワークショップを通じた国家港湾政策立案手法の開発及び必要な組織体制の確立、(2)
国家港湾政策の策定、(3)港湾統計調査手法・集計方法に関するマニュアルの作成、(4)港湾統計に関
するパイロットプロジェクトの実施、(5)港湾関連法令制定に向けた法令骨子及びロードマップの策
定など

3. 投入実績

日本側
(1) 専門家派遣 9 人
(2) 研修員受入 6 人
(3) カンボジア国内の研修（OJT） ワークショップ

61 回、サブ・ワークショップ 15 回など
(4) 第三国研修（タイ） タスクフォース1より 6 名
(5) 第三国研修（ベトナム） タスクフォースより 6

名
(6) 機材供与 ノートパソコン、プリンター

相手国側
(1) カウンターパート配置 40 人
(2) 土地・施設など提供 事務室、事務机、会

議テーブル、インターネットなど

事前評価年 2008 年 協力期間 2009 年 3 月～2011 年 11 月2 協力金額 246 百万円

相手国実施機関
（主要実施機関）公共事業運輸省（MPWT）
（参加機関）MPWT 運輸総局（GDT）、シハヌークビル港湾公社（PAS）、プノンペン港湾公社（PPAP）、
カンボジア海運代理公社（KAMSAB）

日本側協力機関 国土交通省 / 一般財団法人 国際臨海開発研究センター (OCDI)

Ⅱ 評価結果

1 妥当性
【事前・事業完了時のカンボジア政府の開発政策との整合性】
本事業は、事前評価時及び事業完了時において、「国家戦略開発計画（NSDP）（2006年～2010年）」「カンボジア国海運・
港湾セクターマスタープラン（2007年）」「NSDP（アップデート版）（2009年～2013年）」に掲げられた「港湾行政及び管
理の改善」というカンボジアの開発政策に合致している。
【事前・事業完了時のカンボジアにおける開発ニーズとの整合性】
本事業は、カンボジアにおいて戦略的に港湾を開発・管理するための、港湾行政システムの構築・強化という開発ニーズに合
致している。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】
「対カンボジア国別援助計画（2002年）」に掲げられた「カンボジアの経済成長のための、法制度を含む制度インフラ整備及
び国際競争力のある産業の育成」に合致している。
【事業計画やアプローチの適切性】
事前評価時、外部条件として、事業完了後に港湾行政を担当する局が設置され、港湾法（案）が承認される想定であったが、
事後評価時までにこれらは実現しなかった。このことは事業効果の持続性に負の影響を及ぼした（「4 持続性」参照）。政府
において組織改編・新たな局の創設及び法律の制定に要する時間を考えると、事業期間の見積が甘かった可能性はある。もっ
とも、上述の開発ニーズからは、事業のアプローチ・デザインは事業目標の達成のために適切であったといえる。
【評価判断】以上より、本事業の妥当性は高い。

                                           
1 「タスクフォース」は、(1)公共事業運輸省（MPWT）次官（プロジェクト・ディレクター）、(2)MPWT 運輸総局次長（副プロジェクト・

ディレクター）、(3) シハヌークビル港湾公社（PAS）副総裁（副プロジェクト・ディレクター）、(4) プノンペン港湾公社（PPAP）副総裁（副

プロジェクト・ディレクター）及びその他 3 名を含む計 7 名から成る。
2 一部の報告書には協力期間は 2011 年 12 月までと記載されているが、(i)事業完了報告書によれば、2011 年 12 月には特に活動が実施されて

いないこと、(ii)JICA 内部資料によれば、協力期間は計 34 カ月ではなく計 33 カ月であること（協力期間完了は 11 月となる）により、本事

後評価では協力期間完了を 2011 年 11 月とする。



2 有効性・インパクト

【本事業のプロジェクト目標の事業完了時点における達成状況】
プロジェクト目標は事業完了までに達成されたといえる。本事業において、国家港湾政策（案）（指標1）、港湾法（案）及

び関連規程（案）（指標2）、パイロットプロジェクト対象港湾（公共港、民間港双方）の港湾統計（案）（指標3）が作成され
た。また、本事業のカウンターパートは国家港湾政策や港湾法の策定・承認のための必要事項及び港湾統計に係る実務知識を
習得した。
【本事業の効果の事後評価時点における継続状況】

国家港湾政策は2013年5月に閣議で承認され、港湾法（案）は事業完了以降にMPWTにて見直しが行われている。港湾統計
データの集計・解析は二つのパイロットプロジェクト対象港湾（公共港）にて継続的に実施されているが、MPWTは残り二つ
のパイロットプロジェクト対象港湾（民間港）を含む、前述の二つの公共港以外の港湾からは情報が入手できず、港湾統計整
備が行われているか確認ができない。これは、MPWTが事業完了後も民間港に対して確認を行う法的根拠がないためであるが、
今後、制定予定の港湾法ではMPWTが民間港に対して確認を行う法的根拠が与えられる見込みである。
【本事業の上位目標の事後評価時点における達成状況】

上位目標については、事後評価時までに一部達成された。指標1「国家港湾政策が公式に定められ、国家戦略開発計画で具
体化される」について、国家港湾政策は公式に定められ、NSDP（2014年～2018年）及び「カンボジア産業開発戦略（CIDS）
（2015年～2025年）」で具体化された。カンボジアには二つの公共港と七つの民間港があり、MPWTによれば、これらの港湾
は国家港湾政策に基づき開発・管理されているとのことである。指標2「国家港湾統計が公表される」については、国家港湾
統計3の公表に必要不可欠な閣僚会議令が策定・承認されていないため、国家港湾統計はまだ公表されていない。MPWTによれ
ば、港湾統計に係る閣僚会議令の前に港湾法を成立させる必要があるとのことである。指標3「港湾法及び関連規程の制定に
関する工程表に従い、港湾法の制定作業が進捗する」については、港湾法は2013年までに制定される計画であったが、MPWT
にて港湾法（案）の長さや内容について堂々巡りの議論が行われており、まだ制定に至っていない。しかし、MPWTは2015年
末までに港湾法を最終化し閣議に提出すると確約している。そのため、MPWTは同省長官を長とし、港湾法を検討するための
内部委員会を設置した。また上記の指標に加え、公式に定められた国家港湾政策では、同政策のモニタリング、評価、改定、
実施改善のための指標を定めている（国家港湾政策第6点目「モニタリング、監査、評価」参照）。
【評価判断】本事業では国家港湾政策（案）、港湾法（案）、パイロットプロジェクト対象港湾に関する港湾統計（案）が作成
された。国家港湾政策はNSDP及びCIDSで具体化され、いくつかの港湾は同政策に基づき開発・管理されている。しかし、港
湾統計データの集計・解析はパイロットプロジェクト対象港湾以外の港湾には普及しなかった。また、国家港湾統計が公表さ
れておらず、港湾法も制定されていないため、事後評価時における上位目標の達成度は部分的である。以上より、本事業の有
効性・インパクトは中程度である。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

プロジェクト目標

国家港湾政策立案能

力・行政管理能力が

向上する。

指標 1: 国家港湾政策（案）が作成

される。

（事業完了時）達成。国家港湾政策（案）が 2011 年 10 月に作成され、第 6 回

合同調整員会で承認された。

（事後評価時）継続。国家港湾政策が 2013 年 5 月 10 日に閣議で承認され、MPWT
は 2013 年 10 月 17 日に JICA と協力して普及セミナーを実施した。

指標 2: 港湾法（案）及び関連規程

（案）が作成される。

（事業完了時）達成。港湾法（案）及び関連規程（案）が 2011 年 7 月に作成さ

れ、第 5 回合同調整委員会で承認された。

（事後評価時）継続。MPWT にて港湾法（案）の見直しが行われている。見直

しのプロセスを加速させるため、MPWT は内部委員会を設置した。

指標 3: パイロットプロジェクト港

湾に関する港湾統計が作成され

る。

（事業完了時）達成。パイロットプロジェクト港湾（公共港、民間港双方）に

関する港湾統計が 2011 年 8 月に作成され、第 6 回合同調整員会で承認された。

（事後評価時）一部継続。港湾統計データの集計・解析はパイロットプロジェ

クト対象港湾である PAS と PPAP（公共港）にて継続的に実施されている。デ

ータの集計は毎日行われ、関連機関への報告は毎月行われている。しかし、残

り二つのパイロットプロジェクト港湾であるオクニャモン港とトムノップロロ

ック港（民間港）については、統計に係る規則（Sub-Decree）が制定されてい

ないため、統計や報告の受領を継続することは困難。

（補完情報）カウンターパートの

国家港湾政策立案及び行政管理に

係る能力が向上する。

（事業完了時）達成。カウンターパートへのインタビューによれば、本事業で

行われたワークショップ、研修、知識の共有や会議を通じて、港湾管理システ

ム構築能力や国家港湾政策及び港湾法の承認並びに国家港湾統計の公表のため

の必要事項に係る理解がかなりの程度高まったとのことである。

上位目標

国家港湾政策に基づ

いた港湾整備・港湾

行政が実施される。

指標 1: 国家港湾政策が公式に定め

られ、国家戦略開発計画で具体化

される。

（事後評価時）達成。国家港湾政策が 2013 年 5 月に閣議で承認され、NSDP（2014
年～2018 年）及び CIDS（2015 年～2025 年）で具体化された。同政策は MPWT
のウェブサイト上に掲載されている。MPWT によれば、同政策はカンボジアの

港湾開発において活用されており、実用的であるとのことである。

指標 2: 国家港湾統計が公表され

る。

（事後評価時）未達成。国家港湾統計は公表されていない。

指標 3: 港湾法及び関連規程の制定

に関する工程表に従い、港湾法の

制定作業が進捗する。

（事後評価時）未達成。港湾法は 2013 年までに制定される計画であったが、ま

だ制定されていない。MPWT は 2015 年末までに最終化し閣議に提出すると確

約している。

出所：事業完了報告書、JICA 内部資料、MPWT・GDT・PAS・PPAP とのインタビュー。

注：プロジェクト目標は「立案・管理能力」の向上であるが、プロジェクト目標の指標は成果の指標とほぼ同じであり、人材の能力向

上というよりは組織（システム）の発展度合いを測る指標となっている。そこで、本事後評価では「立案・管理能力」を港湾行政にお

                                           
3 MPWT へのインタビューによれば、国家港湾統計は公共港・民間港を含むすべての港湾が対象とのことである。



ける MPWT の組織的能力と解釈した。また、本事後評価では有効性の補完情報として、事業完了時のカウンターパートの能力（カウン

ターパートが既述の組織（システム）発展過程において実際に関与したか）についても確認を行う。

3 効率性

本事業は、協力金額は計画内に収まり（計画比88%）、協力期間は計画どおりであったため（計画比100%）、効率性は高い。

4 持続性

【政策・制度面】
NSDP（2014年～2018年）にはMPWTが海上輸送に関する法律や規定を執行する旨が記載されており、海上輸送の重要性及

び必要性がNSDP（2014年～2018年）において強調されており4、またCIDS（2015年～2025年）は国家港湾政策の重要性を強調
している。このように、国家港湾政策の効果的な実施が標榜されている。
【体制面】

事業完了時までMPWTにおいて港湾行政・管理を一元的に管轄する部署は存在しなかった。事後評価時において、MPWTに
おける組織改革は完了しつつあり、港湾行政・管理を一元的に管轄する港湾局が水上輸送・港湾総局の下に設けられている。
しかし、改編された組織構造はまだ承認されておらず、港湾局もまだ正式に設立されていない。これは、一部局内での変更で
はなく省としての組織改編であるという性質上、時間のかかるプロセスとなっている5。一方、MPWTは2011年4月に民間港湾
管理委員会（PPMC）を設立し、同委員会は事後評価時においても機能している。PPMCの主な役割や責任範囲は、民間港湾の
開発・運営に係る政策策定、民間港湾の開発・運営が国家港湾システムと整合するよう、法律や規定の作成・承認、民間港湾
の開発・運営・管理に係る調査及びモニタリングの実施、民間港湾において関連組織が円滑で効果的な運営・サービスを行う
ための調整などである。
【技術面】

港湾局にはまだ職員が配置されていないため、同局の技術レベルについては確認ができない。一方、二つのパイロットプロ
ジェクト対象港湾（公共港）の職員の技術レベルについては、港湾統計データの集計・解析が継続して行われていることから、
十分であると考えられる。これら2港によれば、本事業において作成された港湾統計調査及び解析マニュアル、国家港湾政策
立案ガイドライン、港湾法及び関連規則の構築のためのロードマップ報告書（行程表）はコンテナターミナルの開発計画作成
などにおいて活用されているとのことである。
【財務面】

港湾局はまだ正式に設立されていないため、同局への予算もまだ配分されていない。
【評価判断】以上より、MPWTの努力・労力にもかかわらず港湾局の正式な設置に至っていない事実にかんがみて、実施機関
の体制面、技術面、財務面に重大な問題があるといえ、本事業によって発現した効果の持続性は低い。

5 総合評価

本事業は、プロジェクト目標を達成し、上位目標を部分的に達成した。港湾統計データの集計・解析は二つのパイロットプ
ロジェクト対象港湾のみで継続して実施されており、全国にあるその他の港湾には普及していない。国家港湾統計は公表され
ておらず、港湾法も制定されていない。持続性については、港湾局がまだ正式に設立されておらず、職員の配置や予算の配分
も行われていないため、実施機関の体制面、技術面、財務面に重大な課題がある。

総合的に判断すると、本事業は一部課題があると評価される。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関（MPWT）への提言：

1. 港湾法ができるだけ早期に制定されるよう、同法案の最終化作業を迅速に行うことが望まれる。港湾法の発布は、MPWT
が完全な港湾統計作成のため民間港から情報を得ることに法的根拠を与えるという観点からも必要である。

2. 港湾局の設立を含め、MPWT の改編後の組織構造の承認を迅速に行うことが望まれる。

JICA への教訓：

1．法律の制定には長期間を要する。したがって、法案の作成、検討、改訂、承認などの必要な手順に対する期限は慎重に定

めるべきである。また、政府の当該法案に対する優先度が変更すると、制定プロセスが影響を受けることにも留意すべきであ

る。各手順の進捗状況について、法案がその国の状況に適合するよう適切な支援を行いながら十分にモニタリングする必要が

ある。

2．目標達成の条件として新たな組織の設置を想定する場合、そのような想定が実現しなかった場合にも事業効果が発現する

（継続する）ように、代替的な計画または少なくとも暫定的な措置を計画しておくことが望ましい。

                                           
4 「海上輸送」及び「交通計画」の項に記載されている。
5 事後評価のためのインタビューにおいて、MPWT からは MPWT の組織改革は最終化されており、港湾局は水上輸送・港湾総局の下に既に

設けられていると回答があった。



PAS の港湾活動 PPAP の港湾活動


