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国名
ラジオ放送機材整備計画

カメルーン

Ⅰ 案件概要

事業費 交換公文限度額：917 百万円 供与額：908 百万円

交換公文締結 2007 年 8月

事業完了 2009 年 3月

相手国実施機関 カメルーン・ラジオ・テレビ局（CRTV: Cameroon Radio Television）
関連調査 基本設計調査 2006 年 2月～2006 年 12 月

案件従事者

コンサルタント 株式会社 NHK アイテック

施工業者 －

機材調達 三菱商事株式会社

関連案件

我が国の協力

 ラジオ放送網拡充計画（無償資金協力、1992～1994 年）

他ドナー等による協力

 CRTV 機材デジタル化事業（中国、2012～2015 年）

事業の背景

カメルーン国では一世帯あたりのテレビ受信機普及率が22.2%に対して、ラジオ受信機普及率は約80%
と高く、とりわけインフラ整備が遅れている地方住民にとって、ラジオ放送は最も重要な情報取得手段
であった。また、カメルーン政府は、基礎インフラの整備を政策課題の一つとして位置づけ、特に農村
部住民への情報アクセス改善を課題としていた。カメルーン国唯一の全国ラジオ・テレビ放送局である
カメルーン・ラジオ・テレビ局（CRTV）は、1994 年に日本の無償資金協力を受け 5ヵ所の FM 送信局の
機材整備を実施し、FM 放送サービスが改善された。しかしながら他の 4局の機材は設置から20 年以上
を経過し老朽化が著しく、FM送信機の減力運転をせざる得ない状況にあり、そのうちの 3つの送信局で
はスタジオ機材の老朽化及び損傷により番組制作に支障が生じていた。そのため、これら 4局の FM 放
送設備の早急な復旧及び更新を行う必要があったが、十分な予算が確保できず実施が困難であったこと
から、カメルーン政府は日本に対して、無償資金協力の支援を要請した。

事業の目的

アウトカム

カメルーン国中部州ヤウンデ市、南部州エボロワ市、アダマウア州ンガウンデレ市、極北部州マルア市

において、老朽化・損傷が著しいラジオ放送機材の整備を行うことにより、ラジオ放送サービスの拡大

を図る。

アウトプット

日本側

ヤウンデ、エボロワ、ンガウンデレ、マルア放送局への FM放送システム機材の調達

 10kWFM 送信機システム、FM送信アンテナシステム、番組導入装置、UHF 番組伝送装置、番組監視装

置、電力分配盤、測定装置、保守用工具（各一式）

 その他（ハルマッタン対策資材、スタジオ機材、CDM装置、自動車電圧調整装置、予備品）

相手国側
 送信所局舎改修（ヤウンデ、エボロワ、ンガウンデレ、マルア）

 スタジオ建物改修（ヤウンデ、マルア）

 新スタジオ増築（ンガウンデレ）

 UHF 番組伝送用周波数の取得（ンガウンデレ、マルア）

Ⅱ 評価結果
総合評価

カメルーン国において唯一全国規模で公共ラジオ・テレビ放送を実施している CRTV は、1994 年当時 9 送信所からの FM
放送サービスで全人口の約 70%に当たる 1,140 万人をカバーしていたが、本事業対象 4局（ヤウンデ、エボロワ、ンガウン
デレ、マルア）では送信機材の劣化・損傷が激しく、プロジェクト計画時、受信可能人口は約 51%に縮小していた。また、
そのうち、ンガウンデレ、マルア、ヤウンデの 3局では番組制作機材の老朽化及び損傷により番組制作に支障が生じており、
FM 放送設備の早急な復旧及び更新を行う必要があった。

本事業は、事業目的として目指した「中央州、南部州、アダマウア州、極北部州における FM 放送受信可能人口の拡大と
安定的な FM 放送サービスの提供」について、本事業で供与された送信機材および番組制作機材により、事業実施直後にお
いては、本事業対象送信局からの FM 放送受信可能人口は 512 万人に達し、放送時間や番組数が増加するなど計画どおりの
効果発現が見られた。しかしながら、頻繁な停電を原因とする送信機の増幅器の故障により、送信出力の低下及び放送サー
ビスの受信範囲の縮小が年々進行しており、事後評価時においては上記の事業効果の発現は低下している。他方、放送サー
ビス受信圏内に限られるものの、災害時の避難場所等の情報や教育や保健の情報が現地語で入手可能となるなど生活上のメ
リットがインパクトとして認められた。持続性については、必要最低限の日常的な運営・維持管理は行われているものの、
技術要員の不足、故障機材の修理技術の不足、予算不足による交換部品の入手難を抱えており、故障した送信機の増幅器の
修理も行われていないため、体制面、技術面、財務面、維持管理状況に問題が見受けられた。
また、妥当性については、カメルーン国の開発政策・開発ニーズ及び日本の援助政策と事前評価時・事後評価時の両時点に
おいて合致しているが、効率性については、事業期間が計画を若干上回った。

以上より総合的に判断すると、本事業の評価は低いといえる。



1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・事後評価時ともに貧困削減戦略文書（2003 年）で掲げられた「遠距離通信と情
報・通信技術の開発」、成長・雇用戦略文書（2009 年）で掲げられた「通信基盤整備の開発」というカメルーンの開発政策、
「全国的なラジオ放送サービスの拡大」という開発ニーズ、及び日本の対カメルーン国援助方針の基本方針であるインフラ
整備、人材開発、経済社会基盤を含む基本環境の整備の方向性とも十分に合致しており、妥当性は高い。

2有効性･インパクト

本事業の実施により、事業目的（アウトカム）として掲げられた、事業対象 4送信局からの FM 放送受信可能人口の増加、
ンガウンデレ局及びマルア局における地方放送時間及び地方番組数の増加などについて、事業実施直後においては、事業対
象 4送信局からの FM放送受信可能人口が 202 万人（2006 年）から 512 万人（2009 年）へ増加し、ンガウンデレ局およびマ
ルア局に地方放送時間及び番組数も増加するなど、計画どおりの効果発現が見られた。

しかしながら本事業実施後、頻繁な停電のため送信機に負荷がかかり、送信機に組み込まれた増幅器が故障したことで、
事業対象 4局の送信出力が低下した。これにより、放送サービスの受信範囲が年々縮小している。そのため、事業対象 4
送信局からの FM 放送受信可能人口も事業実施直後の 512 万人（2009年）から事後評価時点では 354 万人（2012 年）へと
31%縮小しており、事業実施直後に認められた上記の事業効果は低減し、後述する正のインパクトは、事後評価時点におい
ては、FM 放送サービスが受信可能な範囲にとどまっている。他方、本事業対象の 4送信局の維持管理台帳記録によれば、
サービス圏内では放送停止の記録はほとんどなく、ヤウンデ市、エボロワ市、ンガウンデレ市、アリア市の住民 20 名に対
するヒアリング結果でも本事業実施前に比して放送休止時間は減少したと回答するなど、FM 放送の休止頻度（時間）に対
する改善効果も認められる。また、環境、農業や健康など住民の生活改善に資する番組が増え、洪水被害にあった際、ラジ
オ情報によって避難場所等の情報を得ることができた、教育や保健の情報が現地語で入手可能となり知識が高まったなどの
生活上のメリットがインパクトとして認められた。

よって、有効性・インパクトは中程度である。
なお、本事業対象外 5ヵ所の送信局の放送機材についても老朽化が進んでおり、そのため全国の FM放送受信可能人口も、

事業実施直後には 1,142 万人（人口比 70%）であったものが、事後評価時点には 624 万人（同 31%）まで落ち込んでいる。

定量的効果

2006 年実績値

（基本設計調査）

目標年計画値

（2009 年）

目標年実績値

（2009 年）

2012 年実績値

（事後評価年）

指標 1

事業対象 4送信局からの

FM 放送受信可能人口 202 万人

512 万人

（中部州 202 万人

南部州 33万人

アダマウア州 42万人

極北部州 235 万人）

512 万人

（中部州 202 万人

南部州 33万人

アダマウア州 42 万人

極北部州 235 万人）

354 万人

（中部州 147 万人

南部州 31 万人

アダマウア州 47 万人

極北部州 126 万人）

指標 2

CRTV の地方放送時間の増

加（ンガウンデレ、マルア）

0時間／日 19時間／日 19 時間／日 19 時間／日

指標 3

ンガウンデレ局およびマ

ルア局における地方番組

数の増加

0 増加

増加

ンガウンデレ：50

マルア：55

増加

ンガウンデレ：72

マルア：55

（出所）カメルーン・ラジオ・テレビ局（CRTV）

（注）対象 4局のサービスエリアは、中部州、南部州、アダマウア州、極北部州

3効率性

本事業は、事業費については計画内に収まった（計画比 99%(15m パンザマストが不要となったため計画額を下回った)）
ものの、入札関連手続きや先方政府承認、機材輸送・通関等に想定したよりも時間がかかったことにより事業期間が計画を
若干上回った（計画比 104%）。アウトプットについては、概ね計画通りであったことが確認された。よって効率性は中程度
である。
4 持続性

本事業で整備された機材は、実施機関である CRTV によって維持管理が行われている。実施機関の体制面については、1988
年以降、技術者の新規雇用はほとんど実施されておらず、退職後者の人員補充もないため、技術要員の減少が顕著である。
ただし、CRTV に対する聞き取りによると、運営維持管理のための人員は確保されている。技術面については、本事業では
CRTV 技術者に対して機材の運用・維持管理研修が実施されており（ただし増幅器故障の修理までは対応していない）、この
研修で得られた技術と知見を活用し各対象放送局の技術者は、日常的な保守・点検を実施しているが、現在の限られた技術
要員において、維持管理技術を長期間にわたって保ち、将来世代に継承できるかの点で課題を残す。財政面については、CRTV
へのヒアリングによると各放送局における最低限の運営・維持管理予算は確保されていると思われるものの、CRTV の全体
予算は年々減少傾向にあることから、増幅器修理部品購入のための予算不足、技術者の新規雇用中止などマイナスの影響を
及ぼしている。運営維持管理の現状としては、各放送局において送信センターやスタジオの供与機材日常の運転管理と定期
点検は適切に実施されているものの、供与した機材の修理サービスや交換部品の提供を行うメーカーの輸入代理店がカメル
ーンにないことや、上述の修理部品購入のための予算不足などの問題により、故障した送信機の増幅器の修理・交換につい
ては、有効な対応策が取られていない。以上より、財務面、維持管理状況に大きな問題があり、また、体制面、技術面に一
部問題があることから、本事業によって発現した効果の持続性は低い。



Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

 各対象放送局送信機の増幅器の機能が回復すれば、本事業実施直後の FM放送受信可能人口まで回復することが見込まれ

ることから、まずは増幅器の故障原因の調査を行い、早急な当該交換部品の調達を促進すべきである。この部品調達の

予算確保の案としては、まずは現行のカメルーン国政府独自予算で実施している CRTV 機材改修にて優先的に予算を回す

ことを検討すると共に、これが難しい場合は他ドナーによる支援を求めることが考えられる。この提言実施によって対

象サイトの FM放送受信可能人口が 675 万人（中央州 289 万人、南部州 44 万人、アダマウア州 54万人と極北部州 278 万

人）に回復することが予測される。

 CRTV の全体予算は年々減少傾向にあり、今後一層の技術者不足が懸念されることから、各放送局の技術者雇用を可能な

範囲で推進する必要がある。この際、既存の技術者から新規雇用者に対する技術移転などを通じて、一定の技術水準で

業務が実施される体制作りも重要な要素となる。加えて、現行の体制で対応が難しい内容の修理については、必要に応

じて製造メーカーおよび民間修理業者への委託など外部リソースを活用した対応の可能性についても検討することが望

ましい。

JICA への教訓：

 機材無償の場合持続性の観点から、供与する機材及びその交換部品の現地での入手可能性、および海外からの交換部品

の輸入や製造メーカーでの修理に頼らざるを得ない場合の調達経路、手続き方法などについても、予め基本設計調査の

段階で検討し、マニュアルに記載の上カウンターパートと共有することが必要である。また、機材の運用・維持管理は

もとより、機材修理に関しても研修内容に含めることは持続性の確保に貢献することから、今後研修内容改善の検討が

必要である。なお、事業実施機関（実際に放送機材の日常管理・点検を実施している技術者）が必要としている研修は、

当該事業で実施した研修に加え、実施機関の技術能力で対応可能な機材の故障修理の範囲については、独自で行えるレ

ベルにまで引き上げることである。

ンガウンデレ局送信用機材 マルア局スタジオ機材


