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国名
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

カンボジア

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背
景

カンボジアは、1998 年まで続いた 30 年の内戦の負の遺産として深刻な地雷・不発弾が残されていた。
全農村の 40％以上が地雷・不発弾によって汚染され、500 万人以上の人々がその脅威にさらされている
と言われていた（2007年）。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（Cambodia Mine Action Centre: CMAC）が中心的な役割を担い、事前評価時点では、全汚染面積
の 15％程度が除去されたといわれていた。

わが国は、CMAC に対し、1998 年以降、機材供与（主に地雷探査機材、地雷除去支援機材・車両等）、
国際機関への資金拠出を通じた地雷除去活動への支援、草の根無償を通じた資金協力、機材維持管理や
情報管理の専門家派遣などの支援を実施してきた。これらの協力は個別に実施されたため、CMAC 組織全
体の管理能力の強化や地雷除去活動の促進・安全性の向上にどのように貢献しているか把握するのが難
しい状況であった。より明確・明白な効果把握のため、JICA と CMAC は技術協力プロジェクトを開始した。

プロジェクトの目
的

1. 上位目標: CMAC5 カ年戦略（2010-2014）が実現する。
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。

実施内容

1. プロジェクトサイト: CMAC (プノンペン、バッタンバン、コンポンチュナン、シェムリアップ)
2. 主な活動: 1) 情報システムの開発、2)維持管理に関する研修および技術指導、(3) 研修カリキュラ

ム、マニュアル他の改善
3. 投入実績: (上記活動実施のため)

日本側:
1) 専門家派遣：4人
2) 研修員受入：日本での研修 3 人、第三

国研修７人
3) ネットワーク機器、コンピュータ、維

持管理機材、視聴覚機材など。

相手国側：
1. カウンターパート配置: 24 人
2. 土地・施設提供: プロジェクト事務室など（本部、中

央整備工場、研修センター)
3. ローカルコスト負担: プロジェクト活動に必要な

資金

事前評価年 2007 年 協力期間 2008 年 4 月–2010 年 9 月 協力金額 263 百万円

相手国実施機関 カンボジア地雷対策センター（Cambodian Mine Action Centre：CMAC）

日本側協力機関 -

II. 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、「カンボジアミレニアム開発目標（Millennium 
Development Goals: MDGs）」、「国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan ：NSDP) 2006-2010）その他に
おいて、地雷犠牲者の削減が国家的目標の一つとして掲げられており、カンボジアの開発政策と十分合致している。また、地
雷/不発弾数は依然多く、地雷/不発弾の除去という開発ニーズとも両時点で合致している。更に、本プロジェクトは、事前評
価時において、地雷除去への包括的支援を重要分野の一つと位置づける日本の援助政策「カンボジア国別援助計画 2002」、お
よび能力向上・組織開発、インフラ開発を通じての人間の安全保障を目指す JICA の国別事業実施計画とも十分に合致してい
る。したがって、妥当性は高い。
2 有効性/インパクト

本プロジェクトは、主に CMAC の以下の能力向上のための活動を実施した。（1）情報管理システム（データシステムの開発、
ネットワーク・コンピューターの性能向上）、(2)中央整備工場1の機材管理システム（ガイドライン等の開発、OJT や技術指導、
維持管理技術の基本知識に関する研修）、(3) 研修管理システム（研修管理サイクルの導入、研修カリキュラムの整理、研修
管理マニュアル導入）。これらの活動を通し、プロジェクトは CMAC の機能および地雷除去活動に関する技術移転システムの強
化を目指した。

プロジェクト完了時点で、情報管理能力、維持管理能力、研修の質の改善という点でプロジェクト目標はほぼ達成された。
情報管理能力に関しては、本プロジェクトで開発されたシステムは紙ベースのデータ管理が不要となり、データの正確性やデ
ータ管理の効率性が改善した。本プロジェクトの結果、正確で一元化されたデータの利用により、CMAC の計画策定はより実証
的になり、信頼性が増した。例えば、地雷対策ニーズ測定のため、カンボジア地雷対策・被害者支援局（Cambodian Mine Action 
and Victim Assistance Authority：CMAA）2の調整の下、ベースライン・サーベイが実施された。維持管理能力の面では、機
材の稼働可能率のデータは終了時評価時点で維持されると見込まれていたが、データは期待に反して維持できなかった。研修
に関しては、研修カリキュラムや他の成果物は基本的な研修資料として適切に使用された。

事後評価時には、プロジェクトで新たに開発された情報システムは CMAC の運営管理改善に大きく貢献してきており、継続
して更新・拡大されてきた。例えば、計画・実施の面では、CMAC は全てのデータベースの情報を報告用に統合し、プロジェク
ト管理に適用することが出来るようになった。プロジェクトにより開発されたシステムは機材配備計画、地雷原情報や人事情
報の提供などに使われてきた。維持管理能力に関しては、CMAC は利用可能機材台数の記録を維持しているものの、地雷除去機
材の稼働可能率に関するデータはなく、これはプロジェクトで導入された、稼働可能率算出のための基礎となる維持管理時間

                                                  
1 中央整備工場の機能は、機材の維持修理活動を行うことにあり、主たる施設として、車両、ブラッシュカッター、地雷除去機など地雷関

連機材の修理・維持を実施している。
2 CMAAは 2000年以来、カンボジアにおける地雷対策活動の政策ガイドラインの作成、戦略的計画の策定などを行っている。地雷除去、

地雷リスク教育、地雷被害者支援などカンボジアで実施されている地雷関連の活動は CMAAの権限の下で行われている。



のデータ記録管理が未だ実行されていないからである。プロジェクトにより導入された研修管理サイクルは引き続き有効であ
り、研修マニュアル、カリキュラム、機材は適切に使用・更新が行われている。これらの教材は研修の質向上に貢献しており、
それはコース・研修評価のプロセス、研修要請のプロセス、資格試験などが研修マニュアルに基づいて適用されているからで
ある。機材設置により、講師は研修を効率的に実施することが出来、また受講者も容易に学習することが出来る。

上位目標に関しては、被災者ゼロは達成されていないものの、死傷者数は毎年減少し、地雷汚染地域の削除面積は計画ど
おり増加している。破壊された地雷・不発弾数は目標値に達しなかったものの、総個数は増加しており、目標に着実に近づい
ている。本プロジェクトは、CMAC の能力向上を通じてこれら地雷除去活動の改善に貢献している。自然環境に対する負の影響
は発生しておらず、むしろ CMAC は環境に配慮した形で地雷除去活動を行っている。用地取得および住民移転は発生していな
い。

以上より、本プロジェクトの有効性/インパクトは中程度である。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(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。

(指標 1) さまざまな活動に係る必要情

報がシステム化されデータ検索・加工が

効率的に行われる。

(プロジェクト完了時) (1)データシステムの開発、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（Demining Units: DUs）に

フルタイムの情報通信システム（MIS） スタッフが配置されたこと、

MIS スタッフのトレーニングなどを通じ、CMAC の情報管理能力はよ

りシステム化され効率的になった。(2)これら開発により、正確で一

元化されたデータを活用することが可能になり、CMAC の計画策定は

より実証的かつ信頼性の高いものとなった。

（事後評価時) (1)システムは CMACの計画・実施能力の改善に貢献

している。(2)機材管理システムは、機材計画の監視、データ提供に

役立っている。(3)地雷データベースシステムは、地雷原情報の情報

提供、地雷/不発弾の発見・破壊、ベースライン調査データなどに使

われている。(4)人材管理システムは、人事情報を提供している。

(指標 2) 機材（特にブラッシュカッタ

ー、車両）の現行稼働率が維持される。

(プロジェクト完了時) データはないものの、機材の稼働可能率3*は、

メカニックの技術・知識の更新と、中央整備工場への必要な機材配置

により、維持されると思われる。

(*終了時評価は、稼働率を、“機械が故障等なく使える時間” である

稼働可能率とした。)

（事後評価時) 稼働可能率に関するデータはない。総機材数に対する

使用可能機材数の割合は以下のとおり。  

2012 2013 2014

地雷/不発弾探知機 (%) 50.45 42.37 N/A

ブラッシュカッター (%) 62.50 59.46 N/A

その他(除去機材) (%) 82.64 81.34 N/A

*使用可能機材の若干の減少は、製品寿命によるもの。

(指標 3) 研修のカリキュラム、管理マ

ニュアル、整備機材が適切に使われる

(プロジェクト完了時) 全 46 の標準研修コース・カリキュラム、研修

管理マニュアルおよび配置された機材は使用されており、カウンター

パートにより研修センターにとって基本的な資源と認識されている

ことから、今後も適切な使用が期待される。

（事後評価時) 46 の標準研修コース・カリキュラムと研修管理マニ

ュアルは引き続き使用されている。機材の殆どは引き続き使用されて

いる。

(上位目標)

CMAC5 カ年戦略（2010‐2014）

が実現する

(指標 1)「2012 年までに被災者数ゼロ」

目標に貢献する。

(事後評価時)

(1) 2012 年の被災者は 181 名。

(2) 死傷者数: 

2011 2012 2013 2014

地雷 107 65 48 35

不発弾 104 116 63 54

計 121 181 111 89

(指標 2) 5 年以内に地雷汚染面積を

230km2 削減する。

(事後評価時) 4年間で削減された面積は約 248 km2

2010 2011 2012 2013 2014 Total

削 減 面 積

(km2)

75.8 51.9 76.7 63.9 55.3 323.6

(指標 3) 5 年以内に地雷と不発弾を約

100 万個破壊する。

(事後評価時) 発見・破壊された地雷・不発弾

2010 2011 2012 2013 2014 Total

地雷 18,469 14,573 16,106 11,249 7,056 67,453

不 発

弾

135,176 83,673 96,439 111,428 51,217 477,933

出所：(プロジェクト完了時)終了時評価報告書 (事後評価時) 質問票調査および CAMCインタビュー.  

                                                  
3 稼働可能率とは機械や機材が使用できる日数 /時間のことを指し、セントラルワークショップで故障等修理をより短い時間ですることにより数値を上げるこ

とができる。（出所：合同終了時評価報告書 p11）



3 効率性

本プロジェクトは、協力期間は計画内に収まったが（計画比 100％）、協力金額は計画を上回った（計画比 125％）。従って、
本プロジェクトの効率性は中程度である。

4 持続性

政策面では、地雷はカンボジアMDGsや四辺形戦略など現在の開発政策でも重要な課題として掲げられており、またカンボジ
ア政府はCMACの地雷除去活動を重要視している。制度面では、CMACの組織構造は研修部門を含め若干の変更があったが、組織
構造および各部門の権限は明確な指揮命令系統を示しており、組織体制は適切と思われる。スタッフ数については、CMAC5カ
年戦略及び研修管理マニュアルにて定められている72名のインストラクター及びトレーナーをCMACは有している。そのうちの
一部は研修センターに常駐しているわけではないが、それは彼らがインストラクター/トレーナー以外の業務や役職も同時に
担っているからである。現在のインストラクター/トレーナー数にて標準研修コースを実施できており、スタッフ数について
問題はない。

情報管理システムのスタッフ技術レベルは十分ではない。システムはプロジェクト実施中に雇用された外部のプログラマー
により開発されたが、現在CMACにはプログラマーはおらず、現在のスタッフではシステムに問題が生じた際や新しい報告フォ
ーマットの作成が必要な際に対応出来ない。しかしながら、日常の運営や研修管理システムの技術レベルは十分であり、それ
は研修や内部での技術移転がプロジェクトで開発されたマニュアルに則って実施されているからである。財務面では、CMACの
資金源は主に開発パートナーの支援であり、政府からの資金およびCMACの自己資金は現在まで限定的である。しかしながら、
CMACの持続性確保のため、カンボジア政府はCMACへの資金を増やすべく努力している。実際、過去数年間、CMACが政府から受
け取る資金額は増加している。従って、CMACの財務状況は次第に改善されると思われる。

以上より、本プロジェクトにより発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価
本プロジェクトの実施により、プロジェクト目標および上位目標に関し一定の効果が見られた。プロジェクトにより開発さ

れた情報管理システムは引き続き使用され、CMAC のプロジェクト管理の改善に貢献している。プロジェクトにより導入された
研修管理サイクル、研修マニュアル、カリキュラムおよび機材は研修の質を向上させた。しかしながら、維持管理能力につい
ては、プロジェクトで導入されたデータ記録方法が未だ実践されていないため、改善程度を正確に測るのは困難である。上位
目標に関しては、死傷者数は毎年減少し、地雷削減面積・地雷/不発弾破壊個数は継続して増加している。

持続性に関しては、政策面では現在の政策でプロジェクトは依然重要な位置づけにあるが、技術面・財務面で課題がある。
データシステムのソフトウェアの問題は現在のスタッフの技術水準では対応が困難という課題がある。CMACの活動の主な資金
源は開発パートナーであるが、政府予算も増加傾向にありこの問題は次第に改善されつつある。効率性については、プロジェ
クトの協力金額は計画を上回った。

以上より、本プロジェクトの評価は一部課題があると言える。

III. 教訓・提言

実施機関への提言：  

政府からの資金は増加しつつあるものの、CMAC の財務面は開発パートナーの支援が大きく、その活動はプロジェクトベースで

実施されており、CMAC は常に活動継続の不安定さに直面している。従って、CMAC は政府に継続的に CMAC の予算増加を要請す

る、あるいは、商業的地雷除去活動を通じた自己収入増加の許可を政府に要請するべきである。カンボジアの土地の多くは経

済的特権が民間企業に与えられており、地雷除去活動へのニーズは高い。

JICA への教訓：

JICA はプロジェクトを実施する際、プロジェクト活動の持続性をいかに確保するか、検討を行うことが必要である。本プロジ

ェクトの場合、事後評価を通じ、CMAC の持続性には、例えば技術スタッフ不足、運営予算の不安定さなどの課題が明らかにな

った。従って、将来の持続性に影響を与え得る要因を明らかにし、プロジェクト協力期間中に何らかの対策を取ることが必要

である。

(写真１)本プロジェクトで開発されたデータベースシステムは各 DU

で使用されている。
(写真２) 車両、ブラッシュカッター、地雷除去機など地雷除去関連

機材は中央整備工場の CMACスタッフにより修理されている。


