
 

中間レビュー調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ベトナム、カンボジア、

ラオス（調査実施順） 
案件名：東メコン地域次世代航空保安システムへの移行に係

る能力開発プロジェクト 

分野：運輸交通－航空・空港 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 協力金額（中間レビュー時点までの実績）：約 2.8 億円 

協力期間：2011 年 1 月～ 
2016 年 1 月 

先方関係機関：カンボジア民間航空庁（SSCA1）、ラオス民間

航空局（DCA2）・ラオス航空管制機関（LATM3）、ベトナム民

間航空局（CAAV4）・ ベトナム航空管制機関（VATM5、ACV6）

等 

日本側協力機関名：国土交通省航空局交通管制部 

他の関連協力： 
＜東メコン地域＞ 
・ 開発調査「東部メコン地域次世代航空保安システム開発

整備計画調査」（2009-2010 年） 
＜ベトナム＞ 
・ 技術協力プロジェクト「ノイバイ国際空港運営・維持管

理計画策定支援プロジェクト」（2012-2015 年） 
・ 円借款「ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設

事業」（2010-2016 年） 
＜カンボジア＞ 
・ 専門家「空港整備アドバイサリーチーム」（2002 年） 
＜ラオス＞ 
・ 無償資金協力「次世代航空保安システムへの移行のため

の機材整備計画」（2013-2015 年） 
・ 無償資金協力「ビエンチャン国際空港拡張計画」

（2011-2013 年） 
・ 技術協力プロジェクト「航空交通における安全性向上」

（2006-2009 年） 

１－１ 協力の背景と概要 

 国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization：ICAO）は、航空交通の安全性及

び効率性を向上させ、増大する需要に対して適切に対応すべく、衛星技術を用いた次世代航空

保安システム（新 CNS/ATM システム：New Communications, Navigation, Surveillance and Air 
Traffic Management Systems）の導入を決定し、加盟各国は同システムの整備を急いでいる。こ

のような課題に対し、わが国は 2009～2010 年に東メコン地域 3 カ国〔ベトナム社会主義共和国

                                                        
1 State Secretariat of Civil Aviation 
2 Department of Civil Aviation 
3 Lao Air Traffic Management 
4 Civil Aviation Authority of Vietnam 
5 Vietnam Air Traffic Management：ベトナム航空交通管理会社 
6 Airports Corporation of Vietnam：ベトナム空港会社 



 

（以下、「ベトナム」と記す）、カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）、ラオス人民民

主共和国（以下、「ラオス」と記す）〕を対象に開発調査「東部メコン地域次世代航空保安シス

テム開発整備計画調査」を実施し、新システムの導入に必要な機材整備、能力開発、技術基準

整備等に関する計画立案を支援した。これら 3 カ国の政府は、近隣国と協調して新 CNS/ATM
システムへ移行することを国際的な責務と認識し、それぞれ航空保安システム機材等の近代化

に取り組んでいるが、機材等の近代化と並行して新 CNS/ATM システムに対する職員の知識と

能力の向上が必要との理解の下、技術協力をわが国政府に要請した。 
 これを受け、JICA は 2011 年に｢東メコン地域次世代航空保安システムへの移行に係る能力開

発プロジェクト｣を開始し、①性能準拠型航法（Performance Based Navigation：PBN）による飛

行方式の設定、②航空管制官等に対する新システムに関する訓練の実施、及び③安全管理シス

テム（Safety Management System：SMS）の導入による安全監督機能の強化に関する技術移転を

進めている。なお、本プロジェクトはベトナムに長期専門家を派遣し、首都ハノイを拠点とし

てベトナム、カンボジア、ラオスの 3 カ国を対象に実施する広域プロジェクトであるが、その

枠組みはわが国と 3 カ国各国との間の二国間協力として実施している。 
 本プロジェクトは、2011 年 1 月から 2016 年 1 月までの 5 年間の予定で実施されており、現

在、4 名の長期専門家〔総括/航空管制、航空管制技術、飛行方式設定室（Flight Procedure Office：
FPO）、業務調整〕を派遣中である。 
 今次プロジェクト開始から 2 年あまりが経過したことを受け、プロジェクトの目標達成度や

アウトプット等を分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性につい

て確認し、合同レビュー報告書に取りまとめ、合意することを目的とする中間レビュー調査団

が派遣された。 
 
１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
東メコン地域における次世代航空保安システムへの移行を通じて、航空機運航の効率

性・安全性の向上及び空域容量の拡大を行う。 
 
（2）プロジェクト目標 

ベトナム国（カンボジア国及びラオス国）に次世代航空保安システムが導入される。 
 
（3）アウトプット 

1）性能準拠型航法（PBN）飛行方式の設定に係る能力を開発する 
2）航空管制官及び管制技術官に対する次世代航空保安システムの訓練制度を整備する 
3）安全管理システム（SMS）の導入を通じて航空保安業務に係る安全監督能力を強化す

る（ベトナム、ラオス）、航空保安業務に係る安全監督体制を確立する（カンボジア）

 
（4）投入（2013 年 3 月現在） 

  日本側： 
  ・日本人専門家 
    長期専門家：延べ 4 名 



 

    短期専門家：延べ 70 名 （1,080 日間）  
  ・本邦研修：ベトナムから 10 名、カンボジア・ラオスから各 7 名、計 24 名 
  ・機材供与：約 33 万 5,000 ドル（うち、ベトナムに設置した PANADES に 32 万 2,000 ドル）

  ベトナム、カンボジア、ラオス国側： 
・カウンターパート配置：ベトナム CAAV（17 名）、VATM（8 名）、ACV（6 名）、ベトナ

ム航空アカデミー（Vietnam Aviation Academy：VAA）（1 名）、計 32 名、カンボジア SSCA
（18 名）、ラオス DCA（9 名）、LATM（6 名）、計 15 名 

・プロジェクト事務所スペース：CAAV、DCA 及びカンボジア航空交通サービス（Cambodia 
Air Traffic Services：CATS）内に各 1 カ所供与 

  ・オフィス設備：3 カ国において討議議事録（R/D）に基づき供与 
研修等の開催時には、付加的な施設・機器を提供 

 

２．中間レビュー調査団の概要 

調査団 日本国側 
総 括 上田 博之 JICA 国際協力専門員（運輸交通セクター） 
航空管制 原野京太郎 国土交通省 大阪航空局中部空港事務所 次席

航空管制官 
航空管制技術

（ベトナム） 
森山 秀幸 国土交通省 航空局交通管制部 管制技術課

教育第二係長 
航空管制技術

（カンボジア、

ラオス） 

森川 賢一 国土交通省 航空局交通管制部 管制技術課

基準管理係長 

協力企画 岡田 薫 JICA 経済基盤開発部運輸交通・情報通信グル

ープ 運輸交通・情報通信第三課 主任調査役 
評価分析 田中 祐子 合同会社適材適所 コンサルタント 
 

調査期間：2013 年 4 月 14 日～2013 年 5 月 18 日 
 

評価種類：中間レビュー 

３．調査結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成見込み 
プロジェクト目標：ベトナム国（カンボジア国及びラオス国）に次世代航空保安システム

が導入される。 
 

プロジェクト目標の達成度は、後半期に予定されているアウトプット・レベルの実績達

成状況にもよるところが大きく、特にアウトプット１に関してはいくつかのリスク要因も

確認されたため、プロジェクト目標の達成見込みに関する正確な検証は、中間レビュー時

点では時期尚早であると判断される。 
他方、今般調査では、プロジェクト目標の達成度合いをより的確に把握するためプロジ

ェクト文言の見直しをするとともに、その達成度を示す指標の改訂を行った。プロジェク

ト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）は今般の調査で 3 カ国ともに



 

現行 PDM（ベトナム・ラオスでは version 1.2、カンボジアでは version 1.3）から改訂 PDM
（同 version 1.3 及び version 1.4）への提案がなされ、合同調整委員会（Joint Coordinating 
Committee：JCC）を通じて協議・合意が取り付けられた。 

また、同様の理由から、今般調査では上位目標の指標及び入手手段の見直しも行った。

PDM のすべての変更点と変更理由に関する詳細は第６章を、改訂した PDM は各国合同レ

ビュー報告書 Annex12 を参照されたい。 
 
（2）各アウトプットの達成状況 

  アウトプット１：性能準拠型航法（PBN）飛行方式の設定に係る能力を開発する 
 

PBN 飛行方式の設定は、以下 7 つのサブコンポーネントから成り立つ。 
1）WGS-84（World Geodetic System 1984：世界測地系 1984）測量 
2）PBN 飛行方式の設計 
3）PBN 飛行検査・検証 
4）管制官の PBN 飛行方式訓練 
5）航空会社による PBN 運航の承認 
6）RAIM（Receiver Autonomous Integrity Monitoring：受信機完全性自律的監視）予測情

報の提供（ベトナムのみ） 
7）PBN 飛行方式の公示 
これらサブコンポーネントごとの各国における進捗状況を以下に概観する。 

 
1）WGS-84 測量 

＜ベトナム＞ 
プロジェクトではハノイでのセミナー、ハイフォンのカットビ空港での実地研修や

フエのフーバイ空港での測量等を実施した。これらの研修を通じて長基線解析を含む

測量手順がカウンターパート（C/P）に教授された。また、いくつかのベトナムの測量

会社には測量実施能力が十分にあることが短期専門家により確認された。その後、C/P
である ACV 職員は、フエ空港の補完的測量と、フーコック空港の測量を 2012 年 11
月までに完了した。 
＜カンボジア＞ 

2012 年にプノンペン空港とシェムリアップ空港で WGS-84 測量を実施し、長基線解

析を含む測量技術の理論と実地訓練（On the Job Training：OJT）による研修を実施し

た。SSCA は測量データの検証や標準的な測量手順・手続きに関する知見を深めてい

る。SSCA、空港コンセッション会社（Societe Concessionaire Aeroport：SCA）、国土・

都市計画・建設省（Ministry of Land, Management, Urban Planning and Construction：
MLUC）間で WGS-84 測量に係る協力について文書（MOU）を締結し、関係機関の役

割分担を定めた。2013 年第 3 四半期には独自にシハヌーク空港での測量を計画してい

る。 
＜ラオス＞ 

2011 年にビエンチャン空港で、2013 年にパクセ空港でそれぞれ WGS-84 測量を実施



 

し、長基線解析を含む測量技術の理論と OJT による研修を実施した。DCA は測量デ

ータの検証や標準的な測量手順・手続きに関する知見を深めている。WGS-84 測量は、

ラオスでは国土地理局（National Geographic Department：NGD）が実施しているが、

長基線解析を実施する能力があるかについては今般調査で確認できておらず、NGD の

測量手順が航空目的にも適用するものかについても今後検証が必要である。DCA は

NGD と WGS-84 測量に係る協力について文書（MOU）を締結し、2013 年にはルアン

パバン空港の再測量を計画している。 
 

2）PBN 飛行方式の設計 
プロジェクトを通じて PBN 飛行方式設計に関する基礎研修（座学と OJT を含む）

を実施し、基礎的な PBN 飛行方式設計〔標準計器出発方式（Standard Instrument 
Departure：SID、標準計器到着方式（Standard Instrument Arrival：STAR）、進入（Approach：
APCH）〕に関する知識が伝えられた。2012 年 7 月には CAAV 内に PBN 飛行方式設計

のための機材（PANADES）が設置され、各国の PBN 飛行方式の設計が同機材を用い

て実施された。 
 

＜ベトナム＞ 
プロジェクト開始時 CAAV には従来型の飛行方式設計者がおり、何名かは PBN 飛

行方式設計の基礎研修を修了していた。プロジェクトの基礎研修の結果、2013 年 4 月

現在 CAAV 内に 1 名、VATM に 4 名、ACV に 2 名、ベトナム航空に 1 名の計 8 名の

PBN 飛行方式設計者が育成された。タスクフォースのメンバーによりフエ空港の PBN
飛行方式〔SID、STAR、計器進入方式（Instrument Approach Procedure：IAP）〕が設計

され、2013 年 3 月から暫定的に運用が開始された。 
＜カンボジア＞ 

SSCA の最新 PBN ロードマップによれば、2015 年までに 3 つの国際空港と 4 つの国

内空港（Battmbang、Stung Treng、Koh Kong、Preah Vihiear）で PBN 飛行方式導入を掲

げている。プロジェクト開始時 SSCA には従来型の飛行方式設計者が 1 名おり、航空

業務方式－航空機運航（Procedures for Air Navigation Services-Aircraft Operations：
PANS-OPS）の基礎研修を修了した職員が 1 名いた。プロジェクトの基礎研修の結果、

4 名の SSCA 職員が PBN 飛行方式設計者として任命された。タスクフォースのメンバ

ーによりプノンペン空港の 34 の PBN 飛行方式（SID、STAR、IAP）が設計され、航

空会社と航空保安業務提供機関（Air Navigation Service Providers：ANSP）を含むステ

ークホルダーに対する説明会が実施された。 
＜ラオス＞ 

DCA の最新 PBN ロードマップによれば、2015 年までに 4 つの国際空港と 3 つの国

内空港で、2016 年までには更に 4 つの国内空港で、PBN 飛行方式導入を掲げている。

プロジェクト開始時 DCA には従来型飛行方式についても設計者が 1 名もいない状況

であったが、プロジェクトの基礎研修の結果、計 4 名（DCA 2 名、LATM 2 名）が PBN
飛行方式設計者として任命された。タスクフォースのメンバーによりビエンチャン空

港の 13 の PBN 飛行方式（SID、STAR、IAP）が 2013 年 1 月に設計され、4 飛行方式



 

が更に策定中である。2013 年にはパクセ空港とルアンパバン空港で PBN 飛行方式設

計を計画している。 
 

3）PBN 飛行検査・検証 
設計された飛行方式は、導入に移される前に航空機による飛行検査・検証を通じて

飛行能力、障害物との間隔、GPS 信号の受信可否等を検証する必要がある。飛行検査

官を育成するため、プロジェクトでは 2013 年 1 月に短期専門家による研修を実施し、

2013 年 8 月には本邦研修を予定している。 
 

＜ベトナム＞ 
フエ空港に設計された PBN 飛行方式はベトナム航空のシミュレーターを使って検

査が行われたが、実機での飛行検査は行われなかった。実機による飛行検査・検証の

必要性は認識されており、現在、VATM の子会社である ATTECH が PBN 飛行検査・

検証に必要な機材を 2014 年に調達すべく準備を進めている。 
＜カンボジア＞ 

SSCA では 2013 年 5 月にプノンペン空港の PBN 飛行方式の飛行検査・検証を実施

予定である。飛行検査の実施は海外からの飛行検査サービスを外注し、SSCA の飛行

検査官が同席する。SSCA では今後予定されているプロジェクトでの研修を受け、3
名の飛行検査官を任命する予定である。 
＜ラオス＞ 

DCA と LATM は、タイの会社に委託して 2013 年 6 月にビエンチャン空港の PBN 飛

行方式の飛行検査・検証を実施予定である。DCA では現在 2 名の飛行検査官を任命し

ているが、今後予定されているプロジェクトでの研修を受け、見直しを行う予定であ

る。 
 

4）管制官の PBN 飛行方式訓練 
プロジェクトでは管制官向けの訓練を実施するための合同研修を 2012年 9月にベト

ナム（ハノイ）において実施した。その後各対象国の C/P により、自国の管制官への

訓練が計画されている。 
 

＜ベトナム＞ 
プロジェクトの研修を受けた C/P により、ダナン空港のアプローチとフエ空港のタ

ワーでそれぞれ管制官向けの研修が実施された。CAAV では現在管制官向けの研修プ

ログラムや教材を策定している。 
＜カンボジア＞ 

プロジェクトの研修を受けた C/P により、プノンペン空港で研修が実施された。

SSCA ではプロジェクトの研修で提供された教材を更新し、今後の研修に活用する予

定である。 
＜ラオス＞ 

プロジェクトの研修を受けた C/P により、LATM が 2013 年 5 月末から 6 月初旬にか



 

けてビエンチャンでの研修を計画している。LATM の研修細目は DCA 内で承認手続

き中である。 
 

5）航空会社による PBN 運航の承認 
運航承認の手続きは、プロジェクト開始前より各国で度合いの差はあれ進捗がみら

れた。プロジェクトではより高度な PBN 飛行方式（APV/Baro-VNAV や RNP AR APCH
等）に関する研修を計画している。 

 
＜ベトナム＞ 

CAAV がプロジェクト開始前には PBN 運航承認の基準を既に策定しており、プロジ

ェクト開始後ベトナム航空の B777 とエアバスに対して RNP（Required Navigation 
Performance：航法性能要件）10 及び RNAV（Area Navigation：広域航空航法）5/1 の運

航承認を与えている。CAAV 内には現時点で PBN 運航承認を行える担当者は 2 名いる。

＜カンボジア＞ 
SSCA がプロジェクトの開始後 2012 年 9 月から PBN 運航承認の基準を策定し始め

た。2013 年 7 月にはプノンペン空港で PBN 飛行方式の導入を予定しており、これに

先行して PBN 運航承認ハンドブックの策定・承認手続きを進めている。SSCA では現

在 PBN 飛行基準担当者 1 名を任命する手続きが進められている。 
＜ラオス＞ 

DCA がプロジェクト開始前から COSCAP（Cooperative Development of Operational 
Safety and Continuing Airworthiness Programme：航空安全及び耐空性維持のための共同

開発）の PBN 関連文書を参照し 2010 年に PBN 運航承認ハンドブックを策定した。2013
年 5 月には同ハンドブックに基づきラオス航空の A320（2 機）とラオ中央航空の RRJ
－95B（1 機）の PBN 運航承認を与えた。DCA ではプロジェクト開始時には計 3 名の

PBN 飛行基準担当者が任命されていたが、中間レビュー調査時点では 2 名が引き続き

飛行基準担当者として任命されていた。 
 

6）RAIM 予測情報の提供（ベトナムのみ） 
＜ベトナム＞ 

ベトナムでは、ベトナム上空空域で RAIM 予測情報を得るための機材の調達が当初

計画に含まれていたが、VATM の予算的な制約もありその調達は 2014 年に延期され

た。 
＜カンボジア、ラオス＞ 

RAIM 予測情報に関する活動は PDM 上含まれていないが、将来 PBN 飛行方式の導

入がより進められていくなかで必要となる情報であることから、SSCA では既にタイ

のエアロタイからの調達を検討しており、DCA でも RAIM 予測情報に関する検討が

JICA 専門家からの支援を得つつ今後なされることが今般調査で確認された。 
 
 
 



 

7）PBN 飛行方式の公示 
＜ベトナム＞ 

2013 年 3 月 15 日にフエ空港で最初の PBN 飛行方式が導入された。同飛行方式での

運航はベトナム航空に限定され、他の運航者は使用できないことから、国際基準に沿

った航空路誌（Aeronautical Information Publication：AIP）での公示はされなかった。3
月 20 日から滑走路の補強工事のために空港が閉鎖され、2013 年 11 月に再開が予定さ

れている。 
＜カンボジア、ラオス＞ 

プノンペン空港・ビエンチャン空港での飛行検査が予定どおり実施されれば、プノ

ンペン空港で 2013 年 7 月に、ビエンチャン空港で 2013 年 9 月に、それぞれ最初の PBN
飛行方式導入が予定されている。 

 
上述のとおり、アウトプット１は全体として順調な進捗をみせており、各国ともに PBN

飛行方式の設定や運航承認に至る一連のプロセスに進捗がみられた。他方、WGS-84 測量

に係る細則とガイドラインの策定、飛行検査の実施など 3 カ国に共通した課題（リスク要

因）も存在することから、今後これらの分野に対する JICA 専門家のより直接的な支援が

望まれる。 
 

アウトプット２：航空管制官及び管制技術官に対する次世代航空保安システムの訓練制度

を整備する 
 

アウトプット２は、以下 2 つのサブコンポーネントから成り立つ。 
1）CNS/ATM 基礎研修 
2）CNS/ATM 上級研修 

 
プロジェクトでは、前半期に基礎研修に係る研修を実施し、対象 3 カ国で一定数の教官

を育成した。後半期には、これら育成された教官により基礎研修を継続する一方で、上級

研修に係る研修にも着手する計画である。以下、サブコンポーネントごとの各国における

進捗状況を概観する。 
 

1）CNS/ATM 基礎研修 
＜ベトナム＞ 

プロジェクトの研修を通じて 16 名の教官が育成され、研修実施機関である VATM
と ACV ではその数を今後 42 名まで増加させる計画である。管制官・管制技術官の数

はカンボジア・ラオスに比しても多いことが特徴的だが、教官の数を増やすことで地

方に拠点をもつ管制官や管制技術官に対しても効率的に研修を実施するねらいがあ

る。 
研修実施機関である VATM と ACV で 2013 年～2015 年の研修計画を策定しており、

教材はベトナム語に翻訳されたものが CAAV による承認手続き中であった。なお、新

任航空管制官等の教育を行う VAA では、CNS/ATM 基礎研修を教科として取り入れて



 

おり、ベトナムでは当該アウトプットの持続的な発現が行える体制となっている。 
＜カンボジア＞ 

プロジェクトの研修を通じ SSCA 内に 4 名の教官が育成され、SSCA により教官と

して任命された。育成された教官により 2013 年 2 月に管制官対象の基礎研修がプノン

ペンで実施された。2013 年末までには管制官の約 39％、管制技術官の約 45％をカバ

ーする計画である。 
＜ラオス＞ 

プロジェクトの研修を通じ LATM 内に 4 名の教官が育成され、DCA により教官と

して任命された。LATM では更に 1～2 名の教官を管制官向けと管制技術官向けの研修

に育成したいとしている。育成された教官により 2013 年 3 月に管制技術官対象の基礎

研修が 2 回実施された。2013 年末までには管制官の約 46％、管制技術官の約 68％を

カバーする計画である。なお、LATM では現職の管制官に加え、民間航空訓練センタ

ー（Civil Aviation Training Center：CATC）にて研修中の 43 名の新規採用管制官訓練生

に対しても同様の研修を実施する計画である。 
 

2）CNS/ATM 上級研修 
プロジェクトでは 2013 年から上級研修に係る活動に着手する計画であり、中間レビ

ュー時点で活動は実施されていない。上述のとおり、上級研修はすべての管制官・管

制技術官を必ずしも対象とするものではないことから、研修の分野や内容に応じてそ

の対象者を絞り込む計画であり詳細は今後プロジェクトメンバー間で協議される見通

しである。 
 

以上により、アウトプット２の進捗はおおむね順調であり、基礎研修に関しては各対象

国で教官が育成された。プロジェクト後半期は、上級研修に係る教官の育成と教官たちに

よる研修の実施が計画どおり実施できれば、想定されている目標を達成する見通しは高い

と判断される。 
 

アウトプット３：安全管理システム（SMS）の導入を通じて航空保安業務に係る安全監督

能力を強化する（ベトナム、ラオス）、航空保安業務に係る安全監督体制を確立する（カン

ボジア） 
 

アウトプット３は、航空保安業務に係る安全監督官と航空管制機関（ANSP）を対象に、

それぞれ以下のサブコンポーネントから成り立つ。 
安全監督者（CAAV、SSCA、DCA）： 
1）航空保安業務（ANS）に係る国家安全プログラム（State Safety Program：SSP）と安

全管理システム（SMS）規定の策定 
2）ANSP の SMS 認定 
3）ANSP の安全監査の実施 
航空管制機関（ANSP）（VATM、ACV、CATS、LATM）： 
1）SMS マニュアル及び手順書の策定 



 

2）SMS の運用 
3）航空当局による安全監査受入れと提言事項への対応 

 
アウトプット３に関しては、その大部分の活動がプロジェクトによる直接的な介入なし

で相手国側独自の努力により進められてきた。その主な理由としては、日本側の短期専門

家の投入が必要なタイミングで実施できなかったことが挙げられる。 
 

＜ベトナム＞ 
CAAV では航空保安業務に係る SMS の規則とガイドラインを 2011 年に策定した。VATM

は SMS マニュアルを作成し、CAAV は 2012 年 11 月これを承認した。VATM は 2013 年 1
月から SMS 運用を開始している。ACV では既存の空港業務の SMS に航空保安業務のコン

ポーネントを追加することで現在改定作業を進めている。SSP については、2013 年 5 月に

ベトナム運輸省（Ministry of Transport：MOT）が承認した。 
＜カンボジア＞ 

SSCA では民間航空に係る規定（Civil Aviation Regulations：CARs）の整備に取り組んで

いる。CARs 策定にあたってはフランスからの専門家の支援を受け、そのなかで航空保安

業務に係る規則の策定を進めた。航空保安業務に係る SSP と SMS 規定は SSCA により策

定され、2013 年第 3 四半期には正式に承認される見通しである。ANSP 側に関しては、プ

ロジェクト開始前から CATS では SMS マニュアルを作成し、SMS 運用を開始している。 
＜ラオス＞ 

DCA はプロジェクト開始前の 2010 年 10 月に既に SSP を策定し、2012 年 12 月には SMS
規定を策定した。JICA 専門家からはこれらに加えて SMS の細則及びガイドラインを策定

する必要がある旨指摘されたが、ラオス国の SSP 及び SMS 規定の内容とも照合しつつ、

その具体的なイメージを今後プロジェクトメンバー間で共有していく必要があるものと思

料される。ANS 施設の安全監査に関しては、DCA ではプロジェクト開始前の 2010 年 5 月

ごろから非公式な安全監査を実施しており、2012 年には LATM の 11 施設に対する安全監

査を実施した。ANSP 側に関しては、LATM ではプロジェクト開始前には限定的な内容で

あるものの SMS マニュアルを策定しており、現在 DCA の規定に準拠する形で SMS の改

定作業を進めている。 
 

上述のとおり、アウトプット３の進捗は対象 3 カ国ともにプロジェクトの研修が実施さ

れないなか、独自の努力により進められてきた部分が大きく、アウトプット１と２の進捗

に比して進捗に遅れがみられた。その原因として日本側の短期専門家の投入のタイミング

や長期専門家の業務配分に課題があることが確認されたため、プロジェクト後半期には年

間計画で予定されている研修等を着実に実施することで、これら投入がより適切になされ

ていくことが望まれる。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
本プロジェクトの上位目標とプロジェクト目標の内容は、対象各国の国家政策、日本の



 

協力方針及び同分野における協力手段としての適切性に照らして再検討した結果、現時点

においても妥当性が高いといえる。 
国家政策に照らしての優先度として、本プロジェクトはベトナム国“Aviation Transport 

Development Master Plan of Vietnam（2009）”及び“CNS/ATM Implementation Plan up to 2020 
and Vision to 2030”、カンボジア国“Aviation Transport Policy and Strategies 2009-2013”、並び

にラオス国“Strategic Development Plan for 2010-2020 and Action Plan for 2011-2015”にそれぞ

れ合致している。 
対象国はいずれも ICAO の加盟国であり、本プロジェクトで目標とされている新

CNS/ATM システム移行に国としてコミットしている。C/P 機関である各国の航空当局

（CAAV、SSCA、DCA）はいずれも ICAO のアジア太平洋州航空保安計画・実施地域グ

ループ（Asia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group：APANPIRG）

に PBN ロードマップを報告しており、2015 年までのロードマップは ICAO が定めるグロ

ーバルゴール及びアジア太平洋地域計画に合致したものである。 
日本政府の協力方針にかんがみれば、本プロジェクトは対ベトナム国国別援助方針（2012

年 12 月）重点課題「成長と競争力強化」下の開発課題「経済インフラ整備・アクセスサー

ビス向上」内に、対カンボジア国国別援助方針（2012 年 4 月）の重点分野「経済基盤の強

化」下の開発課題「経済インフラの整備」内に、対ラオス国国別援助方針（2012 年 4 月）

の重点分野「経済・社会インフラ整備」下の開発課題「交通・運輸網の整備」内に位置づ

けられる協力であり、本プロジェクトの内容はわが国及び JICA の開発援助戦略にも合致

している。 
 
（2）有効性 

上述のとおり、プロジェクト目標の達成見込みの検証は今般レビュー調査では時期尚早

と判断されるが、プロジェクトの有効性を確保するため今般調査では当該部分に係る文言

や指標及び入手手段の修正案を提示した。特に指標に関しては現行 PDM 上では「JICA マ

スタープランにおける短期アクションプランの達成度」などプロジェクトのスコープ外の

内容を含む指標が設定されていたため、本プロジェクトのアプローチや活動分野にかんが

み見直しを行った。 
これにより、プロジェクト目標「ベトナム国（カンボジア国及びラオス国）に次世代航

空保安システムを導入する」をプロジェクトの結果として 2015 年までに達成する見通しは

おおむね担保されていると判断され、3 つのアウトプットからプロジェクト目標に至るロ

ジック上の関係も明確である。 
他方、カンボジアとラオスに関しては、PBN を導入する空港の数に関してそのターゲッ

ト値がプロジェクトメンバー間で見解が一致しておらず、今般の中間レビュー調査でも導

入空港の数の見直しに関する問題提起がなされたが、2015 年までの長期目標でもある目標

値を変更するには各組織レベルで十分に時間をかけて検討する必要性が確認された。ター

ゲット目標値が今後プロジェクトメンバー間で明確に合意されれば、プロジェクトの有効

性の更なる向上につなげることができる。 
 
 



 

（3）効率性 
本プロジェクトの効率性は、対象 3 カ国すべてにおいて適切であったと判断される。投

入したインプットはおおむね適切に活用され、アウトプットの産出につながっている。そ

の一例として、PBN 飛行方式設計のための機材はハノイの飛行方式設定室（FPO）に設置

され、対象 3 カ国の関係者間で共同に利用された。研修コースの一部は 3 カ国からの関係

者を一堂に招集して合同で実施したこともプロジェクトの効率性に貢献した。 
他方、効率性を低減させる事象として、アウトプット３に係る日本側のリソースが限定

されていたため計画された活動の遅延につながったケースが確認された。プロジェクト後

半期には、アウトプット３に対する日本側の投入が適切に配分され、またアウトプット１

下で認識されたリスク要因（例：WGS-84 に係る細則及びガイドライン等）のフォローア

ップに対しても十分な業務配分が確保されれば、プロジェクトの効率性も更に高まると考

えられる。 
上述の阻害要因に関連して、長期専門家の各アウトプットに対する業務分担についても

再度検討する余地があることが確認された。具体的には、カンボジア・ラオスへの短期出

張計画やプロジェクトミーティング（JPM）の構成などの見直しが含まれるが、これら活

動の効率化を図ることでプロジェクトの効率性の向上が見込まれる。 
 
（4）インパクト 

本プロジェクトではベトナム、カンボジア、ラオス各国での PBN 飛行方式導入をめざし

ており、プロジェクト目標達成から東メコン地域にて「航空機運航の効率性・安全性の向

上及び空域容量の拡大」を図るという上位目標達成への道筋は関連性が強い。 
プロジェクト実施による予期しなかったインパクトとして、ベトナムの国内線（ハノイ・

フーコック間）に飛行ルートの変更があり、新たな飛行ルートとしてカンボジア・ラオス

の上空を通るより直線的なルートに変更する際にプロジェクトの対象国である 3 カ国間の

連携や協調がなされた。3 カ国ではプロジェクト開始以前からこれらに関する連携・協調

体制をもっていたが、プロジェクトの実施はその協力体制を側面から支援するものであっ

たことが報告された7。なお、プロジェクト実施による負のインパクトは、現時点で確認さ

れていない。 
 
（5）持続性 

プロジェクト効果の持続性は、①政策面、②組織・財政面、③技術面の 3 つの側面から

分析した。以下それぞれの観点からの持続性について概観する。 
 

1）政策面 
政策面では、対象 3 カ国においていずれも比較的高いと判断される。ベトナムでは

上述の“CNS/ATM Implementation Plan up to 2020 and Vision to 2030”で、カンボジアでは

“Aviation Transport Policy and Strategies 2009-2013”、ラオスでは“Strategic Development 
Plan for 2010-2020”内で、それぞれ新 CNS/ATM システムへの移行が重点課題として掲
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げられており、プロジェクト終了後も政策面での優先度が維持される見通しは比較的

高いと判断される。 
 

2）組織・財政面 
組織・財政面においては、対象 3 カ国すべてで、プロジェクト効果の持続性の度合

いを判断するには時期尚早と判断される。その理由として、①WGS-84 測量や飛行検

査の実施など、アウトプット１下では対象 3 カ国すべてで共通したリスク要因が確認

された。これら活動の持続性は、組織・財政面において脆弱性をもっていると判断さ

れること、並びに、②（カンボジア・ラオスでは、）管制官と管制技術官に対する新

CNS/ATM 研修（アウトプット２）の実施体制の組織・財政面での持続性が今後強化

されるべき課題と判断されることが挙げられる。 
なお、ベトナムではハノイ FPO 内に設置された機材（PANADES）の維持・管理に

関し、その組織・財政的な役割分担が中間レビュー調査時点では明確になっておらず、

組織・財政面の持続性の観点からも、今後この点を関係者間で明らかにしていく必要

があると判断される。 
 

3）技術面 
プロジェクトでは後半期から新たに取り組む上級レベルの技術に関する研修や技術

移転を計画しており、現時点で技術面での持続性を判断するのは時期尚早であると判

断される。他方、技術面での持続性に貢献する要素として、①PBN 飛行方式の設計能

力をもつ設計者が対象 3 カ国で育成されたこと（ベトナム 8 名、カンボジア、ラオス

で各 4 名）、及び②新 CNS/ATM システムの基礎研修を実施できる教官が対象 3 カ国で

育成されたこと（ベトナム 16 名、カンボジア・ラオスで各 4 名）が確認された。 
 
３－３ 効果発現に係る貢献・阻害要因 

（1）貢献要因 
・JICA 開発調査「東部メコン地域次世代航空保安システム開発整備計画調査」（2009-2010

年）の実施は、本プロジェクトの準備フェーズとして位置づけられ、対象 3 カ国の新

CNS/ATM 移行に向けてのより適切なアプローチを設定することに貢献した。 
・プロジェクト開始後に実施されたベースライン調査結果はアウトプット・レベルの指標

に対する現状把握とターゲット値の設定に貢献した。 
・プロジェクトの内容は PBN や SSP/SMS に関連する ICAO 加盟国に対する任務に合致し

ており、そのためこれら分野の活動は相手国側 C/P の強いイニシアティブの下で進めら

れたものも多い。 
・（ラオスでは）無償資金協力「次世代航空保安システムへの移行のための機材整備計画」

（2013-2015 年）が現在実施されており、LATM 内に PBN 飛行方式設計のための機材が

設置される見通しである。 
・（ラオスでは）ベトナム及びカンボジアに先行して既に 2012 年から ANSP 施設への安全

監査を実施した。 
 



 

（2）阻害要因 
・（ベトナムでは）詳細計画策定調査時に WGS-84 データは国内すべての空港に関して入

手可能であるとされていたが、プロジェクト開始後、データの精度に課題があることが

明らかになった。プロジェクトでは、全国レベルでの WGS-84 測量の実施を CAAV 側に

提案したが、その測量を完了するための資金が CAAV と ACV 側に十分には確保されて

おらず、アウトプット１の達成にあたってもリスク要因となっている。 
・（カンボジア・ラオスでは）WGS-84 測量に係る活動は、ベトナム同様アウトプット１達

成にあたってのリスク要因として認識された。具体的には、今後新たに計画されている

測量が相手国側の能力のみで実施可能かどうかに関し、技術面・資金面の両面からのリ

スク要因として認識された。 
・アウトプット３達成に係る阻害要因として、プロジェクト前半期には特に日本側のリソ

ースが限定されていたため必要な投入がタイムリーになされなかったことが挙げられ

る。 
・PBN 飛行方式に係る飛行検査・検証の実施については、外部委託が必要となる国もあり、

今後検査の対象となる空港すべてに対し実施できるかどうかについて主に資金面でのリ

スク要因があることが確認された。 
 
３－４ 結 論 

本プロジェクトはこれまで順調な進捗をみせており、各アウトプットの進捗はアウトプット

１と２で良好であった。アウトプット３については１と２に比較してその進捗に遅れが見受け

られたが、対象 3 カ国の強いイニシアティブの下で各国ともに進捗がみられた。プロジェクト

目標の達成見込みに関しては、中間レビュー調査時点で得られた情報は限定的であり、その達

成度への判断は時期尚早と判断される。 
評価 5 項目の分析結果は、妥当性は依然として高く、有効性はおおむね確保されており、効

率性は適切であると判断される。インパクトについては上位目標につながり得るプラスの要素

が確認され、持続性については政策面では比較的高いと判断されるが、組織・財政面及び技術

面での持続性は今後のプロジェクト活動に左右されることから現時点では時期尚早と判断され

る。 
 
３－５ 提 言 

調査結果に基づき、調査団は以下のとおり提言を行った。 
 
（1）PDM の修正（3 カ国に対し） 

   修正箇所の対比表は本文表６－１のとおり。 
 
（2）アウトプット１に係る提言 

・アウトプット１の進捗にとって重要な活動への対応（ベトナムに対し）：WGS-84 測量、

飛行検証、RAIM 予測情報の提供がアウトプット１の目標を達成するうえで、極めて重

要な活動である。ベトナム運輸省からの予算配分の増額を含め、ベトナム側及び日本側

が適切な行動をとることが求められる。 



 

・PBN ロードマップの見直し（カンボジア・ラオスに対し）：2015 年までのターゲットに

挙げられている国内空港への PBN 導入について、費用対効果の観点からロードマップの

見直しを行っていくことが望ましい。 
・航空路における PBN の導入（3 カ国に対し）：ターミナル空域への PBN 飛行方式が進め

られているが、今後航空路への RNAV5 の設定が望まれる。関係者、隣接国と調整を行

っていく必要がある。 
・WGS-84 測量（3 カ国及び JICA 専門家に対し）：プロジェクトでは、今後対象 3 カ国で

WGS-84 測量に係る技術的ガイドラインの策定が必要であると認識しているが、同ガイ

ドラインの策定にあたっては対象各国で JICA 専門家からの支援を強化することが期待

される。 
・PANADES のプロジェクト終了後の維持管理（ベトナム及び JICA 専門家に対し）：

PANADES メーカーとのトラブルへの対処法について、JICA 専門家から CAAV 担当者に

対し知識移転を行うことが期待される。その他、PANADES のオペレーションマニュア

ルの作成が望まれるほか、CAAV、メーカー、ユーザー（3 カ国の C/P）間の維持管理に

係る役割分担を文書に明記し、関係者間の共通認識を醸成する必要がある。また、

PANADES の技術サポートを含む維持管理費用に係る予算措置については、プロジェク

ト期間中からプロジェクト終了後に向けた見通しを立てておく必要がある。 
 
（3）アウトプット２に係る提言 

・新 CNS/ATM システムに係る研修の組織・財政面の持続性担保（カンボジア・ラオスに

対し）：組織・財政面からの持続性を担保するために PDM のアウトプット２に係る指標

の改訂を行った。今後は当該分野の研修を組織内の既存の研修プログラムに組み込むこ

とで、新規採用管制官及び管制技術官を持続的にカバーできる体制を整えていくことが

望ましい。 
 
（4）アウトプット３に係る提言 

・活動の促進（JICA 専門家に対し）：プロジェクト前半期は、アウトプット３について日

本側のリソースに起因した遅れが生じた。プロジェクト後半期には、長期専門家間の業

務をアウトプット３に可能な範囲で多く分配するとともに、必要に応じて追加的な本邦

研修や第三国研修を行って活動を促進することが期待される。 
・安全監査官の担当分野の明確化（ベトナムに対し）：今後 SMS を実施するにあたっては

各専門分野別〔航空交通管理（Air Traffic Management：ATM）、航空情報業務（Aeronautical 
Information Service：AIS）、PANS-OPS、CNS、気象（Meteorology：MET）、捜索救難（Search 
and Rescue：SAR）等〕に安全監査官の育成をしていく必要がある。 

 
（5）プロジェクトの進め方に係る提言 

・プロジェクトミーティング（JPM）での技術移転（JICA 専門家に対し）：各国で定期的

に実施されているプロジェクトミーティングは、活動のモニタリングが主要な目的と見

受けられるが、これをより有効かつ効率的に活用し、例えば WGS-84 測量に係るガイド

ラインの策定や SMS ガイドラインの策定、航空管制業務に係る安全監査といった技術移



 

転を行う場とすることが望まれる。 
・ JICA 専門家、国土交通省航空局（ Japan Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism of Japan：JCAB）、JICA 間のコミュニケーション（日

本側関係者に対し）： JCAB からの短期専門家派遣や JICA 側の派遣手続きがタイムリー

に行われるよう、関係各機関の密な連携と円滑なコミュニケーションがなされる必要が

ある。 
・事務手続きの円滑化（ベトナムに対し）：ベトナムでは意思決定に時間を要する傾向があ

り、これは JICA 専門家の活動や地域的協力の枠組みで実施されるプロジェクトの進捗

に影響を与えている。プロジェクトの有効かつ効率的な実施のために、ベトナム側での

事務手続きの円滑化が求められる。 
 
３－６ 教 訓 

 今後の類似案件に対する本プロジェクトの経験からの教訓には以下が挙げられる。 
・高度な CNS/ATM システムや SSP/SMS など、最新の技術や概念に関する分野の技術協力を

実施するにあたっては、日本からの投入に加え第三国のリソース（研修機関や教官など）

を戦略的に組み込むことでプロジェクトを効率的かつ効果的に実施することができる。 
・スタート地点が異なるレベルにある複数国をターゲットにした広域プロジェクトの実施に

あたっては、対象各国で共通した課題に着目しそれらをプロジェクトの主なコンポーネン

トに据えることがプロジェクトの効果的な実施につながる。 
・これまでに実施した、他の JICA 技術協力プロジェクトにおいては、プロジェクトに初め

て携わる長期専門家が派遣される場合、中間レビューがプロジェクトの運営を改善する良

い機会になったとの意見が出されている。同様なケースのプロジェクトを実施する際は、

その初期段階にプロジェクト経験者を運営支援として短期間派遣することにより、より円

滑なプロジェクトの実施が見込まれる。 
 

 

  




