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終了時評価調査結果要約表（和文） 
１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：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 

分野：平和構築/計画・行政 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA カンボジア事務所 協力金額：2 億 6,000 万円（終了時評価時点） 

協

力

期

間 

2008 年 4 月 4 日～2010 年 9 月 30 日 

R/D 署名：2007 年 12 月 27 日 

先方関係機関：カンボジア地雷対策センター

（Cambodian Mine Action Centre：CMAC） 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）は、長い内戦の結果として深刻な地雷・不

発弾による汚染に悩まされている。全農村の 40％以上が汚染され、農民の 40％以上、約 500

万人の人々がその脅威にさらされている。地雷・不発弾による年間被災者数は 1996 年の 4,320

人をピークに減少しているものの、2009 年には 244 人の被災者が発生しており、そのほとんど

が民間人であり、経済復興、特に農村地域の開発の足かせとなっている。カンボジアの地雷・

不発弾の処理は、政府機関であるカンボジア地雷対策センター（CMAC）が中心的な役割を担

い、また、NGO も実施しており、これまで、全汚染面積の 15％程度が除去されたと推測され

ている。 

カンボジア政府は、2012 年までに「犠牲者ゼロ」、2015 年までに「汚染影響ゼロ」を目標

に掲げ、CMAC は、これに従って地雷除去の機械化により効率化を進め、また、地雷・不発弾

処理方法の研究事業を発展させ、これまで培ってきたノウハウを内外の機関に移転する構想を

有している。しかしながら、CMAC は、その 90％以上の予算を国連機関、日本・米国・ドイツ

連邦共和国（以下、「ドイツ」と記す）による二国間援助、NGO 等の支援により賄っており、

これらの構想の計画的実施が困難な状況にある。わが国は、CMAC に対し、1998 年以降 5 回に

わたる無償資金協力（主に地雷探査機材、地雷除去支援機材・車両等の供与）、国連開発計画

（United Nations Development Programme：UNDP）への拠出、草の根無償を通じた資金協力と、

機材維持管理と情報機器専門家の派遣を通じた技術協力、地雷探査機材・除去機材の高度化を

めざした研究支援無償を実施してきた。これらの協力により、データ管理部門、機材メンテナ

ンス部門や直接裨益した除去部隊の能力が向上した。一方で、CMAC 組織全体の管理能力の強

化や地雷除去活動の促進・安全性の向上のためには、より包括的な協力が求められた。 

それらを踏まえ、JICA は、CMAC5 カ年計画（2008～2012）の達成に向けた地雷・不発弾除

去活動の促進及び構想の具体化に向けた組織及び人材能力の強化のため包括的な協力（技術協

力プロジェクト）を 2008 年 4 月から 2 年半の計画で開始した。具体的には、地雷・不発弾除

去活動後方支援能力向上のため、人員配置、機材運用・維持管理状況把握等の情報管理システ

ム強化、中央整備工場及び各支部整備部門の人材能力強化、トレーニングシステムの強化を 3

本柱として、プロジェクトを実施している。 
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１－２ 協力内容 

①情報管理システム改善、②機材の維持・管理システムの改善、③研修機能と能力の改善を

目的に、CMAC 本部及び中央整備工場、研修センターのカウンターパートの人材育成を行う。

 

（1）上位目標 

CMAC5 カ年戦略（2010-2014※）が実現する。 

※プロジェクト開始当初は 2008～2012 年の 5 カ年戦略が策定される予定であったが、

その後変更があり、 終的に 2010～2014 年の 5 カ年戦略となった。 

 

（2）プロジェクト目標 

地雷除去に向けた CMAC の機能及び技術移転システムが強化される。 

 

（3）成 果 

成果 1：情報管理システム改善を通じて、CMAC 本部/各支部内及び本部・支部間のデー

タ管理、コミュニケーションが有効化、効率化される。 

成果 2：機材の維持・管理システムが改善される。 

成果 3：研修センターの機能と能力が改善される。 

 

（4）投 入 

1） 日本側：総投入額 2 億 6,000 万円（終了時評価時点） 

長期専門家 2 名（主席アドバイザー/協力管理、研修管理アドバイザー/業務調整） 

短期専門家 2 名（情報システムアドバイザー、ワークショップ管理アドバイザー） 

機材供与：ネットワーク機器、コンピュータ、維持管理機材、AV 機材等 

本邦研修：計 3 名受入れ（2010 年 2 月～3 月）のほか 2010 年 8 月研修実施予定 

第三国研修：4 名〔ケニア、人道的平和支援スクール（Humanitarian Peace Support 

School：HPSS）〕、3 名〔コロンビア、副大統領府対人地雷総合アクシ

ョン大統領プログラム（Program Presidencial para la Accial Integral contra 

Minas Antipersonal：PAICMA）〕 

2） 相手国側 

カウンターパート（C/P）配置：延べ 24 名 

プロジェクト事務所・施設：本部、中央整備工場、研修センター内の執務スペース提供 

２．評価調査団の概要 

団 員 団  長 小林 雪治 JICA カンボジア事務所次長 

平和構築 小向 絵理 JICA 国際協力専門員 

協力計画 亀井 直子 JICA カンボジア事務所所員 

評価分析 荻野 有子 ㈱コーエイ総合研究所 

調査期間 2010 年 6 月 27 日～2010 年 7 月 9 日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ プロジェクトの実績 

（1）成果（アウトプット）の達成状況 

1） 成果 1（情報管理システム） 

①地雷データベースシステム（Operation Database System）、②機材管理システム（Fixed 

Asset Trucking System）、③人材管理システム（Human Resource System）は、追加で新

規開発となった 1 モジュールを除き、いずれもプロジェクト支援による開発/改善を経て

本部、支部（Demining Unit：DUs）のほか、必要に応じて研修センターや中央倉庫、中

央整備工場でおおむね適切に運用されている。 

CMAC 本部/各支部内及び本部・支部間では、エクセル・紙ベースのデータ管理から、

データベースシステムによる管理へと改善され、支部/本部間は、エクスポートファイル

の e-mail または USB によるデータのやり取りが可能となった。この結果、データの正

確さやセキュリティが格段に向上するとともに、CMAC 本部内並びに本部/支部間にお

ける二重データ入力・データ管理は大幅に改善された。また、上記システム開発に加え、

サーバーによるネットワーク・システムにアップグレードしたこと、全支部（DUs）で

専任の情報通信システム（Management Information System：MIS）スタッフを配置し問題

に即応する体制がとれたこと、電源供給安定化のために必要な無停電電源装置

（Uninterruptible Power Supply：UPS）が設置されたこと、関係スタッフに対し、各種ト

レーニングを実施し能力強化が図られたことにより、システムダウン時間も縮小された

と判断される。 

 

2） 成果 2（機材維持管理システム） 

機材使用に係るメカニックの能力は、修理現場における専門家による日常的な技術ア

ドバイスや職場内教育（On the Job Training：OJT）のほか、理論面の基礎強化を目的と

した機材維持管理の基本知識計 7 分野についてのトレーニングや本邦カウンターパート

研修を通じ技術能力が向上したこと、各種マニュアル、ガイドライン、カタログ等を整

備し、参照する習慣を導入し根付かせたこと、以前は時折事故があったが、プロジェク

ト開始以降事故は全く起きていないことなどから、向上したものと判断される。カウン

ターパート（Counterpart：C/P）並びに専門家の認識でも、修理技術の向上が認められる

としている。 

機材の修理期間（日数）並びに稼働可能率（Availability Rate）の改善度については、

修理工場での作業所要時間を把握するために、「機材修理記録」を導入したが、調査時

点で分析可能な数値データの蓄積はないため、改善度合いを測るのは困難である。しか

し、活動内容や中央整備工場、UNDP 等関係者からの聴取を総合し、修理日数が短縮さ

れ、稼働可能率が向上したものとが推測される。また、CMAC 保有機材の個数と稼働状

況リスト（2008 年～2010 年）によればほとんどの機材が使用状態（service）であり、

CMAC 機材管理全体の状況もおおむね良好であるとみられる。ブラッシュカッター、金

属探知機や無線機などで使用不可・故障（un-service/broken）状態にあるものは、使用期

間が長期に及び老朽化により引退（retirement）または新型に転換されているためである。
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なお、成果 2 の活動は当初中央整備工場、本部、支部（DUs）全体の能力強化を目的

としていたが、現状分析の結果、中央整備工場の能力強化が最重要課題であるとの認識

から、中央整備工場に集中して支援することとしたため、本部、支部（DUs）への支援

は限定的である。 

 

3） 成果 3（研修管理システム） 

研修管理サイクルは、本プロジェクトによって CMAC の研修センターに初めて体系的

に導入された。研修管理委員会（Training Management Committee：TMC）や研修支援ユ

ニット（Training Support Unit：TSU）の立ち上げ、研修ニーズ調査（Training Needs 

Assessment：TNA）の実施、全 46 の標準研修コースカリキュラムの整理・文書化を行い、

研修管理マニュアルも作成中である。訓練サイクル確立に向けた準備がほぼ整い、今後

はサイクルを実践していく段階となる。教材としては、上記カリキュラムのほか、配布

資料（ハンドアウト）の整理、研修センター展示室（地雷種類別のデータ、カットモデ

ルなどのパネル等の準備、設置）、不発弾処理研修ツールの整備・改善等を行っている。

研修機材整備状況は良好で、研修に必要な視聴覚（Audio Visual：AV）機器やコンピ

ュータなど基本的に必要な機材が整備された。指導員のプレゼンテーション技術につい

ても、導入機材を用いて効果的にプレゼンテーションを行うトレーニングや、指導法の

トレーニングを行っており、その有用性について指導員の評価が高い。以前は文字ベー

スの授業であったが、視聴覚教材（絵、写真、図、ビデオ等）を取り入れたことにより

受講者の理解が促進され、特に、地雷除去員（deminers）には、非識字者も少なくない

ことから有効な改善となった。 

ネットワーキングについては、広く類似機関と関係を構築するというコンセプトでは

なく、特定国・機関との南南協力を念頭におき、実現可能性の高いケニア共和国、コロ

ンビア共和国（以下、「ケニア」「コロンビア」と記す）に絞って本活動を実施し、第

三国研修として両国の関係機関を訪問し関係強化を図っている。南南協力については、

2010 年 6 月に 2 週間にわたりコロンビア PAICMA からの研修員受入実績があり、今後、

さらに 2 回の受入れが予定されている（2010 年 10 月、2011 年 6 月）。CMAC は、PAICMA

研修の実践により、研修リソースの整備が促進されるとともに、南南協力推進のノウハ

ウや経験を得て、CMAC 側の自信を更に強くする効果もあったとしている。 

 

（2）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標では成果（Output）ごとの達成指標が設定されており、この指標に照

らして検証したところほぼ達成される見込みである。 

 

1） 指標 1（成果 1 に対応）：達成度は高い。 

①地雷データベースシステム、②機材管理システム、③人材管理システムが開発され，

本部、支部（DUs）でほぼ適切に運用されている。加えて、ネットワークやコンピュー

タ関連機器の整備更新、全支部（DUs）にフルタイムの MIS スタッフを配置したことや、

本部・支部の MIS スタッフへのトレーニング等を通じ、CMAC の情報管理はよりシステ

ム化され効率的になっている。地雷データベースを管轄するデータベースセクションが
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ブランチに格上げされ、データの一元管理を可能にした。より正確で効率的な地雷デー

タ管理や、機材管理、人材管理データベースとも合わせて、CMAC の業務はより効果的・

効率的になった。また、現在カンボジア地雷対策・被害者支援局（Cambodian Mine Action 

and Victime Assistance Authority：CMAA）の調整の下に実施されているベースラインサ

ーベイ（Baseline Survey：BLS）の相当部分を担当する CMAC が、正確で効率的な BLS

データを提供することは、カンボジア全体の地雷対策ニーズを測るうえで重要性が高

い。 

 

2） 指標 2（成果 2 に対応）：達成度は高い。 

プロジェクト期間中に機材稼働可能率を維持することは、メカニックの技術・知識の

向上、中央整備工場への必要維持管理機材の供与等を通じて十分達成可能とみられる。

なお、プロジェクトにより維持管理能力を向上させたことの結果として、機材の状況と

課題（数年後には多くの機材が稼働可能期間を超えることから、大規模修理や更新を必

要とする）がより明確になったといえる。 

 

3） 指標 3（成果 3 に対応）：達成度は比較的高い。 

整備された 46 の標準研修コースカリキュラムや研修管理マニュアル、機材について

は、カウンターパートが研修センター運営に有益で必須のものと認識していることか

ら、適切に使用されるものと判断される。指導員の能力についても、AV 機器を活用し

た教材作成など指導法の向上が認められ、受講生（非識字者含む）の学習と理解を促進

したものと判断される。なお、カリキュラムについては、現状整理による整備であり、

カリキュラム開発やコース内容の改善ではない。マニュアルは作成中であり実践はプロ

ジェクト終了以降になる。 

 

4） 全体：成果ごとの指標に照らした達成度は高いが、3 つの分野の成果が合わさって

CMAC 機能強化、技術移転システム強化がどの程度保たれたかについては指標が設定さ

れていなかったこともあり、必ずしも十分確認できない。 

 

（3）上位目標の達成見込み 

上位目標は、指標の推移（特に指標 2 の削減面積を重視）を検証したところ目標達成に

向かっているものと判断される。 

 

1） 指標 1：カンボジアの地雷/ERW（Explosive Remnants of War：戦争によって残された

爆発物）の被災者数は、1996 年をピークに一貫して減少傾向にある。約 50％の大幅な

減少となった 2006 年（450 人）以降 2009 年の 244 人まで減少し続けており、「被災者

ゼロ」の達成に向けて進展している。CMAC はカンボジアにおける地雷除去活動におい

て、最大の実績を有している政府機関であり、CMAC の能力強化は本目標達成のために

は必須であり、プロジェクトが CMAC 戦略計画の実現に貢献しているものである（被災

者数は地雷除去以外の要因も影響する指標であることに留意する必要もある）。 
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2） 指標 2：CMAC による削減面積（Operational Clearance Size）は 2004 年までは、年 10km2

台であったが、2005 年よりほぼ倍増し、27.7km2（2008 年）、35.5km2（2009 年）と確

実に増加傾向にある（本指標が CMAC の機能に直接関連することから、3 つの指標のう

ち最も重きを置く）。 

 

3） 指標 3（参考情報）：対人地雷並びに不発弾（Unexploded Ordnance：UXO）の破壊個

数の推移は、増加と減少の両方の傾向がみられる。2005 年に CMAC は 7 万 4,165 個の対

人地雷を破壊したことをピークに、数値は徐々に減少傾向である。UXO については、ほ

ぼ同じか微増傾向を示している（破壊個数は必ずしも地雷対策の生産性を直接表す指標

として使用されなくなっている傾向から参考情報とする）。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：非常に高い 

カンボジアの被災数は着実に減少してきたが、絶対値は高く国際的にはいまだ地雷・不

発弾汚染大国にランクされており、地雷対策に係るニーズは高い。CMAC はカンボジアに

おける地雷対策の核となる政府系の機関で、CMAC の経験や実績、人材・技術的な蓄積な

どから、今後もカンボジア地雷対策の中核となる政府機関としての役割が期待され、CMAC

の能力強化は地雷対策に係る政府目標を達成するためにもニーズが高い。 

地雷対策は、カンボジア政府の政策〔カンボジアのミレニアム開発目標（Millenium 

Development Goals：MDGs）、国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan：NSDP）

（2006-2010）、国家地雷対策戦略（National Mine Action Strategy：NMAS）（2010-2019）〕

やオタワ条約延長要請（2020 年 1 月まで）の承認にみられるように優先課題としての整合

性が高い。日本の援助政策（新 ODA 中期政策（2005 年 2 月）では、「平和の構築」は 4

つの重点課題のうちのひ 1 つとされ、JICA 国別援助実施方針とも合致している。 

情報管理システム、機材維持管理システム、研修管理システムの 3 分野は、いずれも

CMAC の地雷対策機関としての中核となる分野であり、組織強化の観点から重要である。

また、CMAC に対して日本はさまざまな協力を実施してきているが、特に無償資金協力に

よる機材整備を筆頭に、整合性、相乗効果が高い。他ドナーとは支援分野の重複はないこ

とに加え、本プロジェクトによる CMAC 組織能力強化が、他ドナー支援との補完関係にあ

ることが指摘される。さらに、本プロジェクトは、日本の技術的な優位性や経験を活用で

きたとみられ、手段としての適切性も高い。 

 

（2）有効性：各成果（アウトプット）レベルでは非常に高い 

プロジェクト目標では各成果に対応した達成指標が設定されており、本指標に照らすと

ほぼ達成見込みである。情報のシステム化とデータ検索・加工の効率化もシステム開発や

機材更新、全支部（DUs）のフルタイムの MIS スタッフ配置、関係スタッフのトレーニン

グ等により改善された。メカニックの機材維持管理能力の向上や中央整備工場への必要機

材整備等により現行稼働可能率の維持も十分見込まれる。また、研修カリキュラム、管理

マニュアル、整備機材とも、今後適切に使われる見込みが高く、指導員の能力も各種トレ

ーニングや整備機材活用を通じて向上したものと判断される。 
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ただし、3 分野を統合するような形での CMAC 機能全体の強化、技術移転システム強化

については確認できない。プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：

PDM）上では明確な指標が設定されていないこと等から、本終了時評価で評価することは

適切ではないと判断される一方で、組織の能力強化を目的としたプロジェクトであること

から、考慮すべき視点でもある。各成果レベルを超えたマネジメントの総体も視野に入れ

て個々の成果を統合し、CMAC のマネジメント総体の能力が向上し、より具体的・詳細な

活動計画（機材運用、人材配置、予算配分等）を策定していくことが望ましく、プロジェ

クト後にもそのための組織能力の強化が継続して期待される。 

 

（3）効率性：保留事項はあるが高い 

専門性を兼ね備えた専門家がそれぞれの成果ごとに配置され、成果 1、2 については短

期ベースではあったものの、一度の派遣で、ある程度まとまった期間滞在するなど、適切

なレベルの投入が、一部を除きほぼ適切なタイミングで投入され、おおむね予定された活

動を実施し、ほぼすべての成果が予定どおり達成される見込みである。また、現地リソー

ス（トレーニングやプログラミング等の現地コンサルタント雇用や現地で調達可能な修理

資機材等）の活用も、費用対効果の向上に資したものとみられる。 

効率性に影響を与えた要因としては、①専門家派遣の遅れによるプロジェクト期間の実

質的な短縮、②カウンターパート（Chief of Training）配置の遅れ、③2 年半という比較的

短期のプロジェクト期間中の主席アドバイザーの交代が挙げられる。このような状況にも

かかわらず、成果はほぼ達成見込みであることをみると、効率性は高かったと判断される

が、他方、PDM や運営計画（Plan of Operation：PO）を改定し、プロジェクトのスコープ

を一部変更したこと、技術協力プロジェクトとして一体となった体制で活動を推進するこ

とが難しかったこと、並びに高い効率性を追求する一方で、カウンターパート側への負担

が大きくなった面もあったとみられることから留保事項ありとした。 

 

（4）インパクト：資金調達とマネジメント能力開発が達成されれば高い 

CMAC の機能と直接関連する指標である「CMAC による除去面積」の推移は確実に増加

傾向にあり、被災者数も減少の傾向である。本プロジェクトの 3 つの支援分野は、CMAC

というカンボジアの地雷除去活動の核を担う機関の機能強化に直結しているため、インパ

クトの発現に対するプロジェクトの貢献度も高いといえる。 

しかし、CMAC がその予算の 90％以上をドナー資金に依存する機関であることから、資

金調達が最大の課題とみられる。オタワ条約延長が承認された今後も支援は一定程度続く

ものと想定されるが、見通しは流動的である。また、維持管理の対象機材についても、老

朽化により今後は中規模及び大規模な修理作業を必要とする故障が頻発する可能性が高

い。これも、資金確保の課題に加え CMAC が機材維持管理能力を更に強化して対処するこ

とが求められる。研修管理システムについても、プロジェクトで支援したのは、導入段階

であるため、更なる能力強化も必要であり、そのために予算を確保して訓練部門に必要な

人材が配置される必要がある。 
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（5）自立発展性：条件付で高い 

CMAC が地雷除去という一定の期限つきの活動を主とする機関であることから、オタワ

条約延長期間である 2020 年までの自立発展性、持続性を検証する。地雷対策がカンボジ

ア国家政策の中でも重要な位置づけを占めていること、オタワ条約延長が承認され今後 10

年間の地雷除去活動のスピードアップが必要であること、CMAC が人道的地雷対策の最大

政府機関であることから、政策・制度面での自立発展性は高い。 

CMAC は、本プロジェクトによって育成された人材も含め、経験・実績・人員規模から

基本的に必要な人材が育成されているとみられ、CMAC のオーナーシップも高い。技術面

では、プロジェクトで支援した 3 分野についての技術はおおむね定着していく見込みであ

る。 

プロジェクトで供与した資機材については、ほぼ適切な維持管理が見込める。しかし、

CMAC 保有機材全般については、多くの機材がかなり老朽化している。今後は多くの機材

が更新時期を迎え、機材維持管理部品調達でもかなりの困難に直面することが予想される

ため、CMAC としての検討が急がれる課題である。 

CMAC 内部での普及メカニズムはおおむね機能しているとみられる。また、CMAC 外部

（海外）についてはまだ開始された段階であることから、更なる強化が必要である。 

予算確保が最大の課題であるが、今後 10 年間の具体的な見通しは不透明である。CMAC

が、基本的に必要資金の 90％以上をドナー資金に依存している機関であることから、本要

件の見通しが自立発展性を左右するものであることから条件付とした。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

プロジェクトの実績並びに実施プロセスの検証により、以下が挙げられる。 

 

（1）計画内容に関すること 

特になし 

 

（2）実施プロセスに関すること 

① CMAC、カウンターパート、日本人専門家全員の強いコミットメントと献身的な業務

の取り組みが短期間のプロジェクト期間内での成果達成に貢献した。 

② 日本と CMAC の長期間にわたる協力を通じて築かれていた両者の良好な関係や相互

理解が双方の円滑なコミュニケーションと活動の円滑な実施に貢献した。 

③ 日本の他の支援、なかでも無償資金協力により供与された機材が、特に成果 2 の機材

維持管理の改善との相互補完関係にあり、供与された機材が適切に維持・管理され、現

場で活用されるという良い流れを生み出していた。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトの実績並びに実施プロセスの検証により、以下が挙げられる。 

 

（1）計画内容に関すること 

主席アドバイザーがプロジェクトの途中で交代する計画となっており、一貫したプロジ
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ェクト運営方針の徹底や、効率的なプロジェクト実施が困難な状況があった。各専門家・

カウンターパートの努力により各成果の達成は得られた。 

（2）実施プロセスに関すること 

① 主席アドバイザー以外の専門家派遣が、2008 年 4 月のプロジェクト開始より 3～6 カ

月遅れたため、プロジェクト活動が実際に開始されたのは、2008 年度の後半からとなり、

実質的なプロジェクト期間が短くなった。PDM や PO を見直し、適切な指標・活動内容

を再検討することで軌道修正が図られた。 

② 成果 3 については、研修管理アドバイザーの派遣が 6 カ月遅れたこと、業務調整員と

の兼務であり多忙であること、本部カウンターパートである Chief of Training 配置の遅

れ等により、所定の活動を進めているものの円滑な業務遂行には一定の影響があった。

特に、研修部門は現在も空席が多く、マンパワー、人材不足の状況が恒常的であった。

合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）等の場で、カウンターパートの人

員配置について先方に促してきたものの、すぐに配置されたわけではなく、結果的に担

当カウンターパートの活動実施の負担が重くなった点があった。 

 

３－５ 結 論 

活動の実施状況や成果ごとの達成度はおおむね良好で、5 項目による評価は、妥当性、有効

性、効率性については高く、インパクトと自立発展性については条件付で高いといえる。プロ

ジェクト目標の指標は、成果（Output）ごとの達成指標が設定されているが、この指標に照ら

すと、ほぼ達成見込みである。以上より、プロジェクトは予定どおり終了する。ただし、プロ

ジェクト効果が持続し更に発展するためには、CMAC の一層の予算確保と、マネジメント総体

の能力強化が必要と考えられる。 

 

３－６ 提 言 

（1）プロジェクト終了時までに取り組むべきアクション 

① 成果 1：地雷データシステムのうち、ランドリリースのモジュール開発を継続すると

ともに、プロジェクト終了後も本部・支部において適切に利用されるよう、現在プロジ

ェクトで雇用されている技術者（プログラマー）の継続雇用のための予算措置等も含め

た計画を立てる必要がある。 

② 成果 2：プロジェクトで習得された機材の維持管理に係る知識や技術を補強するため、

プロジェクト終了までに再教育トレーニングが実施される必要がある。また、機材修理

記録がプロジェクト期間中に導入されたが、これを更に習慣化することで、機材維持管

理業務がより効果的に行われるように指導していく必要がある。さらには、本部スタッ

フも巻き込んだ技術移転が必要であることから、本部カウンターパートに対しても、残

りのプロジェクト期間の間に可能な限りアドバイスを行うことが推奨される 

③ 成果 3：サイクルを実施していくための管理マニュアルを完成させる必要がある。 

 

（2）プロジェクト終了後に CMAC により取るべきアクション 

① 成果 1：CMAC は開発されたデータベースシステムを維持するだけでなく、日々変化

する情報のニーズに合わせ、改善していくことが求められている。さらには、これらの
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情報をより精緻な計画の作成等に活用していくことを提案する（例：機材の調達・予算

計画の作成等）。 

② 成果 2：機材の全体のマネジメントは本部が中心となり地方支部も巻き込んで行われ

る必要があることから、本部・地方支部（DUs）の能力強化も今後図っていくことが求

められている。 

③ 成果 3：プロジェクトにおいて、訓練サイクル確立に向けた体制整備がほぼ整えられ

たが、これらを活用した実践を確実に行うことが必要である。これらカリキュラムやマ

ニュアル等については、ユーザーの便宜を考えてクメール語に翻訳されるとともに、必

要に応じて更新していくことが求められる。 

 

（3）より包括的な計画策定に向けて CMAC が取るべきアクション 

本プロジェクトを通じて構築した組織能力の基盤（①情報管理システム、②機材維持管

理システム、③研修管理システム）を統合し、マネジメント総体の能力を向上し、より具

体的・詳細な活動計画（機材運用、人材配置、予算配分等）を策定していくことが望まし

い。そのための組織能力強化は継続して必要である。オタワ条約延長により、今後 2020

年までは地雷除去継続の必要性並びに政府のコミットメントが確認されており、現在実施

中の BLS 結果の分析により、より正確な問題の規模が明らかになる予定である。また、被

災者数は減少傾向ではあるが、最近の傾向としてカンボジア経済発展が進むにつれ、農業

や他の開発目的による土地の開発が広がり、結果として被災者数が上昇傾向に転じること

もあるため、地雷除去活動の重要性は継続して高い。これらを踏まえ、カンボジア最大の

人道的地雷除去機関として、CMAC は今後 10 年間にわたる包括的な計画策定が必要とな

る。 

 

３－７ 教 訓 

（1）プロジェクトマネジメント 

① プロジェクト開始に合わせて専門家派遣を行うことが望まれる。 

② 今回のように 2 年半という短いプロジェクトにおいては、専門家の途中交代は、避け

ることが望ましい。 

 

（2）PDM 改定・運用と数値データ 

① PDM は 2 回の JCC において改定されてきたが、いくつか理論的な矛盾があり、終了

時評価の枠組みとしては新たな解釈を必要とする状況があった。PDM はプロジェクト実

施のガイドであることから、適切に改定されることが望ましい。 

② 定量的データの整備状況に制約があり、プロセス指標や周辺情報に基づいて判断する

ことが少なくなかった。必要で収集可能数値データについては早くから収集・分析され

ることが望ましい。 

 

（3）地雷セクター支援協調 

① プロジェクト活動は、政府によるセクターの政策・戦略や国際的な取り組みの動向、

ドナーの政策・戦略・支援と密接に関係していることから、本プロジェクトもより広く
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情報収集を行い、セクター全体の文脈においてその位置づけ、期待される役割を把握す

ることが大切である。 

② 情報収集の範囲は、プロジェクトの活動範囲だけでなく、セクター全体情報の収集や

他ドナーとの情報交換も有益であり、また、その情報をプロジェクトメンバー間で共有

することも推奨される。 
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