
 国道・幹線道路の交通事故多発地域や道路照明のない危険道路にピカロットを埋設することで、夜間の道路空間、道路区分の明示を、確保する。 
 提案製品「ピカロット」の設置により道路空間の視認性を向上し、これにより道路交通事故の防止、事故件数と死傷者数を低減する（政府目標への貢
献）。 

 道路・橋梁と並ぶ物流基盤インフラである港湾に、ピカロットを設置・導入することで、労働災害の防止等の労働安全の確保と、円滑な荷役業務を促
進する。 

調査を通じて提案されているODA事業及び期待される効果 

提案製品「ピカロット」による夜間交通安全対策等への寄与・機能にかかり、普及・実証事業を通じて検証し、カンボジア国内での利用を拡大する。  
物流の基盤インフラである港湾施設において、コンテナ荷役の安全性確保への寄与・機能を普及・実証事業を通じて検証し、カンボジア国内での利用を
拡大する。 

通行の誘導効果（救急車搬送経路、災害時避難経路等）、防犯効果（学校等の夜間安全確保）、いやし効果（公園や民間商業施設でのデザイン性を生か
した利用）を価値とした、顧客・販路の確保を図る。将来的に、メコン経済圏の他諸国への、営業及び販路と顧客の発掘を、進める。 

日本の中小企業のビジネス展開 

案件化調査 

カンボジア国 点滅式LEDソーラライトによる交通危険地域の安全対策を確保す
るシステムにかかる案件化調査 

 提  案  企  業  ：冨士建設工業有限会社 (Fuji CWC) 

 提案企業所在地：徳島県徳島市国府町 

 サイト ・ C/P機関 ：カンボジア国プノンペン／公共事業運輸省 

企業・サイト概要 

 昼間に太陽光発電電力を蓄電し夜に自動点灯するLEDライト。商用電源は不要。  
 夜間に、道路区分・カーブや境界・交差点・歩道域・公園などを明示するほか、
道路空間の視認性を高め、交通安全の確保と事故防止を図ることができる。  

 夜間勤務が多い港湾コンテナターミナルの安全な荷役作業のための明示灯、
避難経路の誘導灯、防犯灯など安心安全施設としての機能を有する。 

 低照度(曇天・雨天時)で充電可能、使用温度範囲も広く(マイナス20～60度)、多
様な地域で効果を発揮する。 

 経済成長に伴う物流と人の移動の量的拡大に加え、道路
交通・陸海運輸の長時間化や長距離化、及び夜間移動・輸
送が急拡大しており、交通事故・死傷者の予防・提言のた
めの交通安全施設の整備等の対応策が求められている。 

 安定した経済成長には道路交通・物流網における安全安
心の確保が必須であり、かかる対策を講じることが急務で
ある。 

カンボジア国の開発課題 中小企業の技術・製品 

 
 
 
 

提案製品ピカロット 
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 Installation of ‘Pikalotto’ at dangerous zones of national roads or arterial highways having high accidents rate and 
without traffic light will clearly show road lanes or segmentation and raise a visibility of road environment at night.  

 Clear indication of road segmentation by enhanced visibility at road environment will prevent traffic accidents, 
reduce number of accidents and its deaths and injuries. (contributing to Cambodian Government’s road safety 
national goal) 

 By installing Pikalotto at port facilities,  another basic infrastructure for logistic & distribution beside Roads & Bridges,  
it will secure occupational safety including labor accident prevention by safe landing & loading works.   

Proposed ODA Projects and Expected Impact 

Feasibility Survey with the Private Sector for Utilizing Japanese Technologies in ODA Projects 
Country(ies), Feasibility Survey for the system to ensure safety of traffic dangerous areas by 

blinking type LED solar light 

 Name of SME：Fuji Construction Work Co. Ltd (Fuji CWC) 
 Location of SME：Tokushima Prefecture, Japan 

 Survey Site ・ Counterpart Organization：Phnom Penh, Cambodia・
Ministry of Public Works & Transports (MPWT)  

SMEs and Counterpart Organization 

 LED light that charges solar power during the day, 
automatically generates lights. 

  Indicates facilities segment such as roads, curve, lanes 
and pedestrian passage. It also enhances visibility over 
road environment so as to prevent traffic accidents.  

 Can be used for guiding light at ambulance or evacuation 
route.  

 Can be charged in a low light condition (clouds or rain) 
having wide range of operating temperature limit, from 
minus (-)20～60c.  

 Along with the rapid economic growth, in 
addition to the movement of persons, its hours, 
distances and volumes of distribution of goods & 
commodity have become longer and bigger than 
ever before in Cambodia. Traffic at night is also 
increasing, by which road accident fatalities & 
injuries on the increase. 

 To ensure safety of road traffic and logistic 
network is required to secure social and 
economic growth of the Country. 

Concerned Development  Issues Products and Technologies of SMEs 

 
 
 

Pikalotto 


