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カンボジア

第 4 次地雷除去活動機材整備計画

外部評価者： Value Frontier ㈱ 石森 康一郎

１．案件の概要

案件位置図 地雷を探知している職員

1.1 事業の背景

カンボジアでは、1960 年代初頭から 90 年代初頭にかけてのベトナム戦争及び内

戦の影響により国土全体に地雷が埋設され、世界でも有数の地雷埋設国となって

いた。当時埋設された地雷（推計 400 万～600 万個）は 21 世紀を迎えた今日にお

いても未処理のまま残っており、国民の安全な生活を脅かし、有効な土地利用を

阻害していることで、同国における経済社会開発の足かせとなっていた。

1.2 案件の概要

本事業は、「カンボジア地雷対策センター（CMAC）において、地雷除去活動機

材を整備することにより、地雷除去の促進を図る」ことを目的としていた。

E/N 限度額/贈与額 1,761 百万円/1,525 百万円

交換公文締結 2004 年 8 月

実施機関 カンボジア地雷対策センター (CMAC)

事業完了 2005 年 6 月

案件従事者 本体 ロット(1)(5)(6) 株式会社シリウス(日本)、(2) 豊田

通商株式会社(日本)、(3)(4) 伊藤忠商事株式会社(日

本)、(7) 丸紅株式会社(日本)

コンサルタント 株式会社パシフィックコンサルタンツインターナシ

ョナル

基本設計調査 2004 年 3 月～2004 年 10 月

関連事業 技術協力（人間の安全保障実現化のための CMAC 機

能強化プロジェクト）
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2．調査の概要

2.1 外部評価者

石森 康一郎（Value Frontier 株式会社）

2.2 調査期間

今回の事後評価に当たっては、以下のとおり調査を実施した。

調査期間： 2009 年 11 月～2010 年 9 月

現地調査： 2010 年 2 月 13 日～2 月 26 日、2010 年 5 月 8 日～5 月 17 日

2.3 評価の制約

本事業によって調達された地雷除去活動機材は 8 州・1 市1（約 83,820 ㎢）にお

いて運用されており、その運用状況はカンボジア地雷対策センター（CMAC）が

整備するデータ・ベースにより確認することができた。しかしながら、予算及び

時間の制約から、全地域を見て回ることはできなかった。

3．評価結果（レーティング：A）

3.1 妥当性（レーティング：a）

3.1.1 開発政策との整合性

事前評価時における第 2 次社会経済開発 5 カ年計画（2001-2005）は、重点分野

の一つである経済成長・貧困削減の中で、2005 年までに農村開発の阻害要因とな

っている地雷等を 144 ㎢分除去することを目標に掲げていた。また 5 カ年地雷対

策計画（2003-2007）は、年間 18 ㎢の地雷除去面積を目標に掲げ、2007 年までに

地雷等による犠牲者を 2001 年比で 30％削減させることを重要課題の一つとして

いた。

事後評価時における第 3 次社会経済開発 5 カ年計画（2006-2010）は、重点分野

の一つである農業セクターの改善の中で、2010 年までに農村開発の阻害要因とな

っている地雷等を 120 ㎢分除去することを目標に掲げている。また 5 カ年地雷対

策計画（2010-2014）は、年間 30 ㎢以上の地雷除去面積を目標に掲げ、2012 年ま

でに地雷等による犠牲者をゼロにすることを重要課題の一つとしている。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

カンボジアは当時 400 万～600 万個の地雷が埋設されているとされ、地雷等によ

る年間被災者数は 898 人（2004 年）にものぼっていた。またカンボジア地雷対策

センター（CMAC）が除去対象としていた地雷原面積は約 3,852 ㎢であったが、1993

年 4 月～2004 年 3 月の間に除去された地雷原面積は約 113 ㎢（全体の約 3％）に

過ぎなかった。したがって、地雷除去の促進を目的に地雷除去活動機材の調達や

1 バンティ・メンチェイ州、バッタンバン州、パイリン特別市、プレア・ビヒア州、カンポン・ト

ム州、カンポン・チャム州、プルサット州、シエム・リアップ州、オダー・メンチェイ州。
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それらの維持管理に必要な中央整備工場の建設を行う本事業は当時の開発ニーズ

に合致しており、必要性は高かったと判断される。

カンボジアには依然として数百万個の地雷が未処理のまま埋設されており、地

雷等による年間被災者数は 215 人（2009 年）になっている。またカンボジア地雷

対策センター（CMAC）による地雷除去活動は近年大幅に進展しているものの、

1993 年 4 月以来これまでに除去された地雷原面積はまだ約 260 ㎢（全体の約 7％）

に過ぎない。したがって、地雷除去の促進を目的に地雷除去活動機材の調達やそ

れらの維持管理に必要な中央整備工場の建設を行う本事業は依然として開発ニー

ズに合致しており、必要性は高いと判断される。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

事前評価時における ODA 大綱（2003）は、人間の安全保障の視点に立った「地

雷除去」への支援を重視しており、旧 ODA 中期政策（1999）は、重点課題の一つ

である紛争・災害と開発の中で、人間の安全保障の視点に立った「地雷除去」を

重視していた。またカンボジア国別援助計画（2002）は、重点分野の一つである

持続的な経済成長と安定した社会の実現の中で、「対人地雷問題への包括的支援」

を重視しており、同問題はカンボジアの復興・発展において避けて通れない問題

と位置づけていた。

加えて、本事業は地雷の除去を目的とした人道的な事業であることから、無償

資金協力は援助形態として妥当であったと判断される。

以上より、本事業の実施はカンボジアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政

策と十分に合致しており、妥当性は高い。

3.2 効率性（レーティング：a）

3.2.1 アウトプット

以下の表１に、本事業アウトプットの計画と実績及び計画と実績に差異がある場合

はその理由、また関連するメモを記す。

表 1：アウトプット詳細
計画（事前評価時） 実績（事後評価時） 計画と実績の差異/メモ

(1) 地雷除去活動機材の調達：
・地雷探知機（600 台）
・自動車（66 台）
・トラック（52 台）
・ブルドーザー（2 台）
・オートバイ（51 台）
・灌木除去機（14 台）
・その他、無線機等（一式）

(1) 地雷除去活動機材の調達：
全て計画通り

(1)及び(2)はそれぞれ本
事業の有効性及び持続
性を高めるための適切
な選択・投入であったと
判断される。

(2) 中央整備工場の建設：
1 箇所

(2) 中央整備工場の建設：
計画通り

出所：カンボジア地雷対策センター（CMAC）
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3.2.2 インプット

3.2.2.1 事業期間

事前評価時に計画された本事業の期間は、入札期間を含め約 9 カ月2で、実際の期

間も 2004 年 10 月（公示日）～2005 年 6 月の 9 ヶ月（計画の 100％）であった。

3.2.2.2 事業費

事前評価時に計画された本事業の費用は、17 億 6,100 万円であったが、実際は 15

億 2,500 万円で、計画内に収まった3。

以上より、本事業の事業期間は計画通りで、事業費は計画内に収まっているこ

とから、効率性は高い。

3.3 有効性（レーティング：a）

3.3.1 定量的効果

表 2：各種運用指標

指標名(単位) 2003 2005 2006 2007 2008 2009

地雷除去面積(㎢) 10.5 22.1 26.8 27.7 33.8 35.5

地雷原処理箇所数(箇所) 225 543 585 570 755 572

地雷除去活動中事故件数(件) 6 11 6 4 0 1

出所：カンボジア地雷対策センター（CMAC）

地雷除去面積は、本事業によって灌木除去機が導入されたことなどにより本事業完

了年（2005 年）には本事業実施前（2003 年）に比し倍増し、22.1 ㎢に達し、目標値

（2007 年）であった 20.0 ㎢を早くも達成している。また、2006 年～2009 年の合

計地雷除去面積は 123.8 ㎢で、第 3 次社会経済開発 5 カ年計画（2006-2010）の掲

げている目標である 120 ㎢を計画より 1 年早く達成している。

地雷原処理箇所数についても、上述の理由により本事業完了年（2005 年）には本事

業実施前（2003 年）に比しほぼ倍増し、543 箇所に達し、目標値（2007 年）であっ

た 300 箇所を早くも達成している。

地雷除去活動中事故件数については、本事業完了年（2005 年）には地雷除去面積・

地雷原処理箇所数の倍増に伴い、事故件数もほぼ倍増したが、以降は安全管理の徹底

により地雷除去面積の増加にも関わらず減少している。

2 灌木除去機の試験期間は含まない。
3 灌木除去機の導入により、1 ㎡当たりの地雷除去費用は同国内で地雷除去活動を行う NGO 等の

費用よりも安くなっている。
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灌木除去機 中央整備工場

3.3.2 定性的効果

本事後評価調査時に本事業被益対象地域に住む住民 100 世帯を対象に実施した

受益者調査4によると、100 世帯中 100 世帯（100%）が本事業に満足していると回

答している。また地雷除去作業員を対象に実施したヒアリングによると、5 人中 5

人が（100%）が本事業により地雷除去作業の安全性及び効率性が向上したと回答

している。

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高

い。

3.4 インパクト（間接的効果）

3.4.1 間接的効果の発現状況

表 3：生活環境に係る指標

指標名(単位) 2003 2005 2006 2007 2008 2009

地雷等による年間被災者数(件) 664 741 390 280 237 134

出所：カンボジア地雷対策センター（CMAC）

本事業被益対象地域における地雷等による年間被災者数は、本事業完了年（2005

年）には本事業実施前（2003 年）に比し増加したが、以降は地雷除去面積の拡大及び

住民に対する地雷リスク教育の普及伴って大幅に減少している（2009 年に 134 人が被

災しているが、これは同地域でまだ未処理の地雷原が残っているため）。

また、上述の受益者調査によると、100 世帯中 100 世帯（100%）が本事業によ

り地雷が除去されたことで近隣に新しい学校や保健所が建設されるようになった

と回答している。加えて、同じく 100 世帯中 100 世帯（100%）が本事業により地

雷が除去されたことで安心して暮らせるようになったと回答している。

4 本受益者調査はプルサット州プラモイ村及びアンロン・リアップ村で実施。これは本事業被益

対象地域のうち他の地域では、本事業とは関係のない NGO がそれぞれ地雷除去活動を行っており、

本事業による効果やインパクトを客観的に捉えることが困難なため。なお、世帯数は各村から 50

世帯ずつ、合計 100 世帯を無作為に抽出した。
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上述の様に、カンボジア地雷対策センター（CMAC）からの統計データ及び受

益者調査とも、本事業が本事業被益対象地域における生活環境の改善に貢献して

いることを示している。

3.4.2 その他正負の間接的効果

自然環境へのインパクト、住民移転・用地取得及びその他正負の間接的効果につき、

受益者調査及び実施機関へのヒアリングを通じて確認したところ、特に該当はないと

のことであった。

以上より、本事業は本事業被益対象地域における生活環境の改善にインパクト

をもたらしており、正の間接的効果が認められる。

3.5 持続性（レーティング：a）

3.5.1 運営・維持管理の体制

運営維持管理の体制は、事前評価時に計画された通りである。調達された地雷除

去活動機材の運営は、カンボジア地雷対策センター（CMAC）6 支部それぞれの運

営・計画部に属する職員（支部により 162 人～488 人）がフルタイムで行っている。

また地雷除去活動機材の維持管理は、本事業にて建設された中央整備工場の技術

部に属する 21 人がフルタイムで行っている。

中央整備工場

カンボジア地雷対策センター（CMAC）

第1～第6支部本部 訓練センター

出所：カンボジア地雷対策センター（CMAC）

図 1：カンボジア地雷対策センター（CMAC）の組織図

3.5.2 運営・維持管理の技術

カンボジア地雷対策センター（CMAC）6 支部の運営・計画部職員の教育レベル

は小卒から大卒まで幅広いが、職員は調達された地雷除去活動機材を問題なく運

用している。また職員は訓練センターによる様々な研修5も受け、適宜技術力の向

上に努めていることから、同部職員の技術力に問題はない。

中央整備工場の技術部職員の教育レベルも中卒から大学院卒まで幅広いが、職

員は調達された地雷除去活動機材を問題なく維持管理している。また職員は国際

協力機構（JICA）による本事業とは別の技術協力6を通じて地雷除去活動機材の維

5 研修は地雷原の現況調査、地雷探知、地雷除去活動等多岐に亘る。
6 JICA は 2008 年 4 月より約 2 年半の計画で「人間の安全保障実現化のための CMAC 機能強化プロ

ジェクト」を実施しており、中央整備工場技術部職員の技術力向上を図るなど、本事業の持続性向
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持管理にかかる現任訓練（OJT）を受け、技術力の向上に努めていることから、同

部職員の技術力に問題はない。

3.5.3 運営・維持管理の財務

事後評価時において財務状況が明らかになっていた直近 3 カ年（2006 年～2008

年）は全て黒字であった。カンボジア地雷対策センター（CMAC）の総予算の約

90％を提供している先進国諸政府7は今後も CMAC を支援し続ける旨を表明して

いる。また、残りの約 10％を提供しているカンボジア政府も 5 カ年地雷対策計画

（2010-2014）を重視しているだけでなく、オタワ条約8を署名・批准しており対人

地雷の完全除去を国際的に公約しているため、今後とも CMAC を支援し続ける方

針である。よって、CMAC の財務に問題はない。

3.5.4 運営・維持管理の状況

調達された地雷除去活動機材は、各支部で問題なく活用されており運営に問題

はない。また同機材は本部及び各支部のデータ・ベースで適切に管理されており9、

維持管理についても問題はない。

建設された中央整備工場は、同工場職員により適切に運営維持管理されており、

運営維持管理に問題はない。

以上より、本事業の運営維持管理に概ね問題はなく、本事業によって発現した

効果の持続性は高い。

4．結論及び教訓・提言

4.1 結論

本事業の妥当性、効率性、有効性、インパクト及び持続性は高い。

以上より、本事業の評価は(A)高いといえる。

4.2 提言

4.2.1 実施機関への提言

カンボジア地雷対策センター（CMAC）は、地雷除去活動の更なる促進を図る

べく、これまで CMAC に資金協力を行ってきていない先進国・中進国政府並びに

企業の社会的責任（CSR）に関心のある多国籍企業等に対して資金協力を要請す

上に貢献している。
7 アメリカ、カナダ、ドイツ、オランダ、スウェーデン、オーストラリア等。
8 正式名称は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び委譲の禁止並びに廃棄に関する条約。156 カ国が

署名・批准している（2009 年 3 月時点）。
9 脚注 6 で言及した「人間の安全保障実現化のための CMAC 機能強化プロジェクト」は、本データ・

ベースの開発・改善も行っており、本事業の持続性向上に貢献している。
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ることで、活動資金源の多様化及び活動資金の拡大を図ることが望まれる。

4.2.2 JICA への提言

本事業にて調達された地雷除去活動機材は厳しい環境下での酷使により老朽化

が著しい。現在カンボジア地雷対策センター（CMAC）が地雷除去活動機材を用

いなければ除去できないと把握している地雷原（約 583 ㎢）から地雷を除去する

には、現在の地雷面積除去ペース（年間 35.5 ㎢）を保ったとしても 16 年近くかか

ると思われることから、現在のペースを落とさないためにも地雷除去活動機材を

順次更新していくことが重要である。なかでも灌木除去機10と車両11の老朽化は著

しく、本事業後続の第 5 次地雷除去活動機材整備計画（2009 年 3 月交換公文締結）

でも更新されていないことから、第 6 次地雷除去活動機材整備計画での更新が望

まれる。

4.3 教訓

カンボジア地雷対策センター（CMAC）の調査によると、地雷による被災者数

の減少をもたらしている最大の要因は、本事業による地雷除去面積の拡大のみな

らず CMAC による住民に対する地雷リスク教育の普及であることが判明した。将

来 JICA が他国にて地雷除去活動を支援する際は、地雷リスク教育の実施について

も検討することが肝要。

以 上

10 カンボジア地雷対策センター（CMAC）によると、灌木除去機は通常 10,000 時間が更新の時期

と考えられている。本事業にて調達された灌木除去機の稼働時間はどれも約 7,000 時間（2010 年 3

月時点）を超えており、10,000 時間まであと約 2 年の猶予がある（年間約 1,500 時間使用）。一方、

本事業よりも前から使用されている灌木除去機の稼働時間はどれも約 10,000 時間を超えており劣

化が著しい。
11 車両（自動車・トラック）については、通常 120,000km が更新の時期と考えられている。本事

業にて調達された車両の平均走行距離は約 140,000km（2010 年 3 月時点）で、既に 20,000km を

超えている。また、本事業よりも前から使用されている車両の走行距離はどれも約 200,000km を

超えており劣化が著しい。



Comments from the Third Party Evaluator 

 

1. Comments on the project 

The project has built into a recognizable important part of remedy for Human Security. 

Landmines have been a concrete obstacle to development and rehabilitation of nations 

under post-war reconstruction, such as Cambodia. The contribution to address landmine 

issues itself is addressing the core issue in a more strategic manner toward long term 

sustainable solution of livelihood of communities directly impacted by the landmines and 

the rest of the country. Cambodia needs this contribution and JICA has provided it. What 

this particular project deserves an outstanding attribution is that it has enabled both the 

landmine clearance activities twice faster than before and having reduced significantly the 

number of landmine casualties. 

2. Comments on the way the evaluation is done 

The method that is applied for the evaluation is effective because it has a clear scientific 

frame for its measurement with precise baseline information, clear indicators, and using 

available secondary data as much as possible, such as records and reports from the 

implementing agency (in this case CMAC). That for sure brings about an accurate rating 

for the project; therefore, supporting a conclusion of the success. From hearing about and 

looking at the evaluation report and from my own experience, the recommendations are 

relevant and practical. 

Mr. Soth Plai Ngarm, Board Member/Research Director,

Centre for Peace and Conflict Studies, Cambodia

 


