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国名
第五次地雷除去活動機材整備計画

カンボジア

Ⅰ 案件概要

事業の背景

カンボジアは、400～600 万個の地雷が埋設していると推測されており、完全撤去には百年単位の時

間を要するといわれていた。このため地雷の除去により住民の安全な生活を確保し、帰還、再定住を促

進することや地雷被害者の支援は、社会経済を発展させる上での緊急の問題と認識されていた。

地雷・不発弾の汚染面積は、一般的に約 4,466km2と認識されていたが、これまで、約 412km2 が除去

され (1992～2007 年)、そのうち 200km2は、カンボジア地雷対策センター(以下 CMAC)により除去され

ていた。

しかし CMAC の機材は酷使や劣化により損傷が激しく、現状のままでは、作業効率の低下は免れない

状況であった。

事業の目的
地雷探知機・不発弾探知機など地雷除去活動に必要な機材を整備することにより、CMAC による地雷

除去活動が促進される。

実施内容

1. プロジェクトサイト：バンティ・メンチェイ州、バッタンバン州、プルサット州、パイリン州、シ
エム・リアップ州、オダー・メンチェイ州、カンポン・トム州、プレア・ビヒア州、カンポン・チ
ャム州、クラチエ州

2. 日本側の実施:
- 地雷･金属探知機(2 タイプ、各々388、100 セット)
- 高深度用埋設物探知機(3 タイプ、各々27、14、 3セット)
- スペアパーツ(既存潅木除去機のロータリーカッター、足廻りの部品、既存地雷・金属探知機

および高深度用埋設物探知機部品) 1 セット
- 修理工作車: 1 式
- 車両修理用積載工具（車両用）: 1 式
- 定期整備部品消耗部品（本事業調達機材用）: 1 式

3. 相手国側の実施:
- n.a.

交換公文締結 2009 年 3月 18 日 事業完了 2010 年 2 月 17 日

事業費 交換公文限度額：548 百万円、供与額：512 百万円

相手国実施機関 カンボジア地雷活動センター(Cambodian Mine Action Centre、CMAC)

案件従事者 株式会社アンジェロセック、伊藤忠商事株式会社、丸紅株式会社
関連調査 基本設計調査：2008 年 7 月－2009 年 2 月、詳細設計調査： 2009 年 4月–6 月

関連案件

我が国の協力：
- 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(技術協力、2008-2010 年)
- 専門家派遣(1999-2008 年)
- 地雷除去活動機材整備計画（第一次～四次、六次）（無償資金協力、1998-2012 年）
- 地雷除去活動支援機材開発研究計画（第一次・二次）（2005 年、 2007 年）
他ドナーの協力：
- UNDP、ユニセフ、米国、ドイツ他。

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに、国家地雷活動戦略（2003 年、および 2010-2019 年）に掲げられた、「退
陣地雷および不発弾の脅威からのカンボジアの解放」というカンボジアの開発政策、地雷・不発弾による汚染の除去というカ
ンボジアの開発ニーズ、および持続的成長と安定した社会実現のための地雷除去の優先という日本の援助政策（カンボジア国
別援助計画 2002）と十分合致しており、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「地雷探知機・不発弾探知機など地雷除去活動に必要な機
材を整備することにより、CMAC による地雷除去活動が促進される」については、概ね計画どおりの効果発現が見られた。CMAC
のデータベースによれば、本事業により調達された機材は、耐用年数を超え劣化した既存機材を交換するものであり、CMAC の
全ての地雷除去活動に十分に活用されている。また、本事業で調達されたスペアパーツは、既存機材の耐用年数より長い期間
の稼働に貢献している。潅木除去機は、CMACの除去システムの変更後、より効率的な除去活動に貢献している。変更前は、潅
木除去機は、草木を全て除去していたが、現在は低木や大木のみを除去し、除草は人の手で行われている1。この結果、潅木除
去機の稼働時間は減少し、耐用年数の延長が見込まれる。CMAC によれば、地雷探知機、ドッグチーム、潅木除去機などの組み
合わせ、さらに 1マン 1レーン方式の採用などにより、除去活動はより効率的・生産的となった2。この結果、本事業実施後、

                                                  
1 除草する職員は防護具着用が義務になっている。さらに、稼働中の機材には散乱する破片から防護する安全器具が取り付けられるなど、

活動の安全対策は十分取られている。
2 また、CMACは、汚染の可能性の高い土地を対象に非技術的調査、技術調査、除去の組み合わせにより除去を行う効率的な手法であるラ

ンド・リリース方式など地雷除去の新しい手法を導入している。



年間除去面積は CMACの行動計画を上回るペースで拡大しており、除去活動には本事業調達機材が主要な役割を果たしている。
また、CMAC の現場マネジャーによれば、機材更新により、 地雷除去機材オペレーターは除去活動がより安全になったと感じ
ている。
インパクトに関しては、地雷・不発弾による死傷者数は減少傾向にある。カンボジア地雷不発弾犠牲者情報システムのデー

タによれば、犠牲者が2007 年の 352 人から 2012 年の 186 人に減少している。また、地雷除去後の土地再利用は増加し、主に
再定住地・農業に利用されている。さらに、CMAC の活動はカンボジアの様々なインフラ開発に貢献している。例えば、JICA
のカンボジアにおける最大の無償資金協力事業であるネアックルン橋梁建設計画においても、CMAC は残存不発弾除去に際し活
躍した。
よって、本事業の有効性・インパクトは高い。

定量的効果

指標
2007 年 (事業実施前)

実績値

2011 年

(目標年) 

目標値

2011 年

(目標年) 

実績値

2012 年

(事後評価直近年)

実績値

指標 1:

CMAC による年間除去面積(km2) 
27 54 52 76.7

指標 2:

CMAC による累積面積(km2)
200 データ無 データ無 469.5

指標 3:

CMAC 保有の地雷探知機・高深度

用埋設物探知機総数（うち稼働探

知機数）

地雷探知機

・総数: 2,570

・稼働台数: 1,815

・使用可能台数*1: 1,562

高深度用埋設物探知機

・総数: 115

・使用可能数:112

データ無.

地雷探知機

・総数: 2,740*2

・稼働台数: 1,275

高深度用埋設物探知機

・総数: 202

・使用可能数: 137

地雷探知機

・総数 3,127*3

・稼働台数: 1,543

高深度用埋設物探知機

・総数: 265

・使用可能数: 216

指標 4

既存潅木除去機の稼動時間
平均 1,600 時間/年 データ無. 1,388 時間/年 1,443 時間/年

出所: CMAC

*1 稼働台数 1,815 台 は修理中の 253 台を含むものであり、そのうち、BD時の使用可能探知機数は 1,562 台であった。1,562 台のうち、795

台は機材寿命内のものであり、残りの 767 台はほぼ寿命に達していた、または寿命に達していた。

*2 2007 年から 2011 年にかけて機材の償却を行っており、従って 2011 年の台数は 2,740 台となっている。

*3 2012 年の数字は、日本の無償資金協力「第六次地雷除去活動機材整備計画」において調達した機材数も含む。

注：上記指標は、事後評価時に本事業の効果を測る指標として設定した。

3 効率性

本事業は計画どおりのアウトプットが確認され、事業費・事業期間ともに計画内に収まり（それぞれ計画比 93％、69％）、
効率性は高い。
4 持続性

本事業により整備された機材は実施機関である CMAC によって維持管理されている。CMAC は、首相直属の政府機関であり、
カンボジア政府は、地雷除去のマンデート実行のため、CMAC を活用している。CMAC は 5 ヵ年戦略計画に基づいて活動を行っ
ている。CMAC の職員数は現場オペレーターを含め 1,749 名であり、現在の 5ヵ年活動戦略計画（2014-2018 年）を実施するの
に十分な人数である。維持管理スタッフ 32 名も維持管理活動に十分な人数となっている。

技術面に関しては、CMAC の職員は本事業調達機材と同様の機材の使用経験が長く、問題は見受けられない。これらの経験豊
富な職員が機材の運営維持管理の知識を他職員に移転している。さらに、メーカーが機材引渡し時に、機材の使用・維持管理・
修理に関する研修を CMAC に実施しており、CMAC 自身も同様の研修を実施している。また、JICA は、シニアボランティアの派
遣、技術協力プロジェクト実施により CMAC の能力向上を支援している。CMAC の技術力は高く、JICA の南南協力の下、地雷除
去技術をコロンビアやラオスなど他国に移転するほどである。コンポンチュナンの CMAC トレーニングセンター、中央整備工
場、地雷除去オペレーターへのインタビューによれば、地雷除去マニュアルは非常に有用である。マニュアルは英語で作成さ
れているが、中央整備工場はいくつかのマニュアルをクメール語に翻訳し、その結果、英語を理解しないオペレーターも機材
を扱いやすく感じている。

財務面では、CMAC に対する政府からの資金供与は限定的である。政府は地雷除去のマンデートがあり、地雷除去は優先事項
であるものの、全ての活動に必要な資金を配分することは出来ていない。代わりに、維持管理予算含む CMAC の予算はドナー
から安定的に供与されている。殆どのドナーは CMAC の運営費用を支援しているが、JICA 以外に設備資金（潅木除去機、車両、
地雷探知機等の購入など）を支援しているドナーはなく、一方、機材の劣化は比較的早い。従って、将来の機材更新の際に問
題が生じる可能性もある。

維持管理状況に問題は見受けられない。機材は CMAC の中央整備工場で適切に維持管理されている。CMAC は消耗品について
年に二回、機材については年一回棚卸を行なっている。棚卸の際には、消耗品・機材の点検がされ、必要に応じ修理・スペア
パーツの取り替えを行っている。また、スペアパーツの取り替えは、適切な時期に行われている、

以上より、財務面に課題があることから、本事業の効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

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「地雷探知機・不発弾探知機など地雷除去活動に必要な機
材を整備することにより、CMAC による地雷除去活動が促進される」については、概ね計画どおりの効果発現が見られた。累積
地雷除去面積は、本事業調達機材の効率的・効果的使用により拡大しているからである。また、地雷・不発弾による死傷者数
の減少、地雷除去後の土地の再利用など正のインパクトも発現した。



持続性に関しては、限られた資金源という課題があるものの、CMAC の体制面には問題がなく、またその技術力は高い。また、
機材の維持管理も適切な手続きに基づき実施されている。

以上より総合的に判断すると、本事業の評価は非常に高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：
CMAC の機材・スペアパーツ購入へのドナー支援は限られており、CMAC は、スペアパーツの購入や地雷探知機の購入のために
資金源を確保することが勧められる。地雷除去活動の持続性を確保するために、CMAC はカンボジア政府に定期的な予算配分を
要求することと同時に、将来的に独自財源獲得の仕組みを考えることが勧められる。例えば、CMAC が過去に JICA の南南協力
で実施したように、地雷除去の高い技術・知識を他国に移転するトレーニングの実施をすることなどは、将来の資金源の一つ
と考えられる。また、企業の所有する土地の地雷除去に関し、活動費用を請求するなど商業的な地雷除去活動も考えられる。

JICA への教訓：
CMAC の機材の購入・更新への支援はほぼ日本のみが行ってきており、日本政府が機材・スペアパーツ購入のための無償資金協
力を終了した場合、CMAC がどのように地雷除去機材を調達出来るか不明である。持続性のドナー資金への依存が高い事業にお
いては、JICA は相手国政府に機材の維持管理・更新への予算手当を前提条件として提案することも一案である。

バナン郡での潅木除去機による伐採 バナン郡地雷原での高深度用埋設物探知機使用による活動


