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アフガニスタンに対する研究支援無償として実施されていた「地雷除去活動支援機材開発研究計画」がさき頃、無事終了した。
この計画は日本の地雷除去機や探知機のアフガニスタン現地における実用化試験を目的としたもので、地雷除去機分野で4社、
探知機分野で2社・1大学が参加した。厳しい自然・気候風土に加え、途中、治安の悪化に伴い試験の一時中断に追い込まれる
など、関係者の苦労も大きかったようだ。現地での苦労や今回の研究支援無償の成果などを関係者が語り合った。

～「地雷除去活動支援機材開発研究計画」をふり返って

厳しい環境のなか、
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現地試験で貴重なデータを収集

地雷分野におけるJICSの活動は
1998年度の一般無償案件「カンボジア地
雷除去活動支援機材整備計画」を皮切り
に、これまで4件の調達監理サービスを
提供しています。今回は研究支援無償と
いう新しい枠組みのなかで、アフガニス
タンにおける地雷対策に取り組んでまい
りました。対アフガニスタン地雷研究支
援無償の交換公文（E/N）が結ばれたの
は2003年11月。同月に同国政府とJICSは
エージェント契約を締結し、実証試験参
加者を公募したわけです。その結果、地
雷除去機分野では本日ご出席いただいて
いる各社を含め4社、また探知機分野で
は2社・1大学が現地での実証試験に参加
されました。
アフガニスタンというきわめて厳しい
環境のなか、皆さんのご苦労も並大抵で
はなかったと思いますが、まず地雷対策
に着手されたきっかけや、今回の研究支
援無償に参加された動機、目的などから

櫻田

お聞かせいただけますか。
川崎重工業は防衛庁関連の業務

として、10数年以上も前から地雷探知車
両にかかわる研究・開発を続けていま
す。そこで培った技術を地雷除去分野に
生かし、人道支援、国際協力という側面
からも研究を深めていかなければならな
い。こうした問題意識が社内で急速に深
まっていったのは、いわゆる「9.11」の米
同時多発テロ事件以降のことで、社長の
方からも強いプッシュがありました。
しかし、対象となる地域は地雷以外に
フラグメント（鉄片）が多く、そういった
環境下で現地の地雷除去活動を効率的、
かつ安全に進めることの出来る機材とし
ては、フラグメントのなかから地雷を探
知できる機材、地雷を除去するとともに
フラグメントを回収できる機材が必要に
なります。また対象地の地形や土質など、
さまざまな条件により開発方向が決まっ
てくるものであり、どうしても実証試験
が欠かせません。そこで社内ファンドを
使って地雷探知車と対人地雷除去車を開
発しました。地雷探知車に関する性能テ
ストでは、ある程度の結果を出せたので
すが、実際の戦場になると鉄片はさらに
多く存在し、これが誤った識別結果を招
き、探査作業の効率を落とすことになり
ます。そこでNEDO（新エネルギー・産
業技術総合開発機構）にお願いして、地
雷を除去するとともにフラグメントを取
ることと、そのなかから地雷を探知する
ことを効率的に実現することをポイント
に機材改良・開発を進めました。

角

こうした取り組みを経て、今回の研究
支援無償に参加させていただいたわけで
すが、日本国内では十分なテストケース
がとれないなか、アフガニスタンではま
さに実地に何百回とテストし、データを
得ることができました。その意味で非常
に良いスキームだと思っています。

小松製作所の地雷除去分野に対
する取り組みは、1998年のカンボジア灌
木除去機案件から始まっており、そこで
は実際に地雷を使った耐爆テストなども
行いました。以来、社是としての社会貢
献、人道支援の一環として地雷問題に対
する取り組みを継続しています。ビジネ
スとして見れば、量的にも規模的にもそ
れほど大きなものではない。やはり国際
貢献としての位置づけが強いですね。
ご承知のとおり、コマツは建機メーカ
ーであり、油圧シャベルやダンプカー、
ブルドーザー、ホイールローダーなど、
ほとんどの建機を自社開発し、世界中で
販売およびサービスサポートをしており
ます。こうした技術を生かし、地雷除去
分野において一番特徴を出していくため

柳樂



にはどういうタイプ、
機材が良いか、社内で
相当議論を積み重ねま
した。アフガニスタン
という国を見ると、国
土面積は日本の1.7倍、
しかも山岳地帯が多
い。地雷被害について
調べると、放牧地など斜面の多いところ
で数多く発生している。こうした点を踏
まえ、私たちはブルドーザーなど斜面を
得意とする車両をベースに開発を進め、
地雷除去からインフラ整備まで一貫して
使っていただけるもの、かつ現地の技術
力に合わせ、できるだけシンプルな形で
現地の方々に使っていただけるものを、
常に念頭に置いて開発を推進したわけで
す。開発においては、経済産業省と
NEDOから助成金事業という形でバック
アップしてもらいました。
そして2003年に外務省、JICSが研究支
援無償という枠組みで、現地でテストを
行う本案件を立ち上げ、私たちに貴重な
機会を提供していただいたわけです。

新キャタピラー三菱の取り組み
は、92年にカンボジア向けにブルドーザ
ータイプの地雷除去機を納入させていた
だいたのが最初ですね。その後、98年の
カンボジアに対する灌木除去機供与案件
に参加させていただき、地雷の本当の威
力というものを初めて痛感させられた次
第です。それを契機としてベトナムなど
のブッシュカッター供与案件に参加させ
ていただいております。

鹿又

今回の研究支援無償では、従来のブッ
シュカッターではなく、本格的な地雷除
去機の開発を念頭に置き、力を入れて取
り組んできました。当初、NEDOの公募
案件にも参加するかどうか検討したので
すが、先進的な技術をあまり求めず、極
力シンプルな形で現地の人びとが使いや
すく、しかもメンテしやすいものという、
開発に当たっての基本認識を確認し、ま
ずは社内の独自プロジェクトに位置づけ、
開発費についても自己経費で賄い、開発
を進めていきました。その上で今回アフ
ガニスタンに持っていける機会を得たわ
けです。
現地での実証試験では、耐爆テストに
もっとも比重を置き、次に実際、地雷に
対して処理能力があるのかどうか、大き
くこの2点に的を絞りテストに臨みまし
た。テストではほぼ思っていたとおりの
結果を得ることができたと捉えています。

厳しい自然環境、
治安悪化のなかで

皆さんのお話をお聞きして現地
で活用可能なもの、あるいは使いやすい
櫻田

ものを開発するという、今回の研究支援
無償の目的は達成されたのではないかと
思います。ところで、自然・気候の厳し
さに加え、治安上の問題からテストが一
時中断に追い込まれるなど、ご苦労も多
かったと思いますが…。

実際の試験は6～7月の一番暑い
時期での開始となりました。その後、大
統領選挙に伴い現地の治安状況が悪化す
ることが予想されたため、9月から11月
にかけ一旦中断した後に再開となり、本
年2月まで続いた結果として、アフガニ
スタンのもっとも暑い季節と一番寒い時
期のなかで試験を行うということになり
ました。皆さんのご苦労も大きかったと
思います。
私たちJICSの仕事は、公募から一連の
試験終了まで、プロジェクト全体の工程
管理、資金管理、そして安全対策が主な
内容となったわけですが、とくに安全対
策に関しては十分注意を払い、試験サイ
ト間の往復の警護はもちろん、試験サイ
ト自体についても24時間警備を民間の警
備会社にお願いしました。関係邦人だけ
で延べ50人近くになり、UN、アフガニス
タン側を含めると200人近い人が短期間
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アフガニスタンでは、20年にわたる戦争の間に埋
められた地雷が、国家の発展にとって大きな障害と
なっています。
これらの除去活動は、いくつかの友好国の協力を
得て始まり、現在に至っています。本「地雷除去活
動支援機材開発研究計画」において、日本の高度な
技術を備えた機械の実用化試験が実施されたことは、
わが国の地雷除去活動に素晴らしい影響を与えたと
思います。
私たちは、アフガニスタンにおいて対人地雷を含
むすべての地雷の除去が達成できるまで、日本の友
好的な協力が続くことを願っております。

すべての地雷除去を達成するまで
友好的な協力を
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アフガニスタン
地雷除去局局長

Mr.Abdul Haq 
Rahim

国連アフガニスタン
地雷除去センター
（UNMACA）

Mr.Dan Kelly

アフガニスタンでは依然として約2400の村が地雷
の影響を受けており、420万人のアフガン人が帰還で
きない、あるいは爆発物の残存により通常の生活が
営めない状況が続いています。加えて地雷除去は、
復興プロジェクトの前提として必要な活動となって
います。日本政府は、そのような地雷除去活動の効
果を高めるため新技術を利用した除去機・探知機の
研究開発を支援してきています。日本の技術は世界
的にも有名であり、「犠牲者ゼロ」支援の一環として
日本の学会･研究機関を活用して、新しい技術開発に
取り組む日本政府のイニシアティブは犠牲を減らす
ためにも、また地雷埋設国の開発へ向けての取り組
みのためにもきわめて有用だと考えます。

「犠牲者ゼロ」支援に生きる日本の技術Message 02



で関係したプロジェクトで、まずは大き
な事故もなく、各試験を終えることがで
きた点も成果の一つではないでしょう
か。JICSはこれまで物資の調達業務を主
に展開しており、こうしたサービスの提
供という分野ではまだまだ経験が浅いで
すが、皆さんのご協力を得ながら、プロ
ジェクトを終えることができたと思って
います。

輸送時の盗難と、振動による機
材の故障には困りました。とくに地雷探
知車については現地に機材が届いたら、直
ちに試験に着手する計画だったのですが、
どうにも前に進めないような状況に追い
込まれた。ところが、治安の悪化に伴い、
試験が一時できないことになり、うちに
とっては格好の“時間稼ぎ”になったん
ですね。中断時期がなければ本当にギブ
アップしていたかも知れません。また、修
理についても部品やインフラがないため
十分にできないという状況でした。

夏は最高気温が45度以上にな
り、逆に冬はマイナス20度くらいにまで
下がる。土質についていえば、夏場は埃
もものすごく舞い上がるという状況で、
そういう厳しい自然環境をひと通り体験
できたことは良かったと思っています。
また、現地のオペレーターを日本に呼
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アフガニスタンでは地雷除去作業の進行とと
もに、地雷検知装置に要求される質が高まって
いる。現在普及している金属探知器の作業効率
改善が新しい地雷検知装置に対する最も大きな
課題である。患者を診察しないで病名を知るこ
とはできない。われわれが開発する地中レーダ
（GPR）と金属探知機の複合地雷検知装置（ALIS）
の開発には現地の土壌や地形、作業状況だけで
なく電池など消耗品の調達状況などの情報が不
可欠であった。
今回のアフガニスタンにおける現地評価実験
は、こうした情報を得る上でも有意義であると
ともに現地NGO、国連機関スタッフにもわれわ
れの開発した装置が実用に極めて近い段階にあ
ることを認知していただく機会となった。また
実際の地雷除去現場でのデモンストレーション
では現地NGO指導員から、今後、長期間現地で
試用することによって、より実用性が高まるだ
ろうという意見をいただいた。

有意義であった現地評価実験
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東北大学教授 佐藤 源之 氏

アフガニスタンでの現地試験に際しては、ロ
ータリ・カッタ刃が地雷接触する際の爆発温度
800度から1000度に耐える強度、また石や岩盤
に覆われた場所に埋設された地雷除去で耐摩耗
性と耐久性を持たせることが最大のポイントで
その対応に苦戦したが、カッタ刃部分に特殊合
金を埋め込むことで解決することができた。
また、現地への機材輸送中、難所のカイバル
峠を越えた直後の隘路で、除去機のキャビンが
岩にあたって大損傷を受けたことから始まり、
2004年5月末からの現地実地テストは、砂漠で
の日中40℃から50℃の猛暑、また5月から7月中
旬までの砂嵐と厳しい条件の中で続けられたが、
8月には宿舎近辺にロケット弾が着弾しテスト中
断に追い込まれる事態となった。その後テスト
を再開し、11月から12月まで厳しい寒さの中で
の耐爆テストなどを行った。
地雷除去機を実際に使用するアフガニスタン
の地でのテストを実施出来たことは、機材の開
発に大きな成果をもたらしたと考えている。

厳しい気候・風土のなかで得た
大きな成果
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山梨日立建機（株）代表取締役

雨宮　清 氏

び、2週間ほどトレーニングを施しました
が、現地での試験に際しても地元のNGO
が主導をとり、現地の人に操縦してもら
いました。弊社が開発した機材はラジコ
ンで動かすものが中心で、練習からテス
トまですべてラジコンで操縦させまし
た。もしもオペレーターが事故でも起こ
したら、この研究支援無償はそこでスト
ップと覚悟を決めていましたから、ラジ
コンでしか使わせなかったわけです。

柳樂さんがいわれるように、夏
は気温が高いし、冬はものすごく寒くな
る。やはり体力の消耗は激しかったです
ね。宿舎では水は飲めないし、シャワー
は付いているものの、まともに温度調節
はできない。こちらも知恵を出さざるを
得ないから、バケツにお湯をためて、そ
れをかぶったりしましたね。

2004年8月29日にテロと思われ
る爆破事件がカブール市内で発生しまし
た。さあ、テストを始めようという、ま
さにその時にやられたので日程の問題な
ど、どう調整したものか、とジレンマに
陥った時もありましたね。その時にJICS
に音頭をとってもらい「まず安全第一で
いこう」と方針を打ち出していただいた。

角さん、柳樂さんにお話いただ
き、私の方から付け足すことはあまりな
いのですが、一番苦労したことは土質が
日本とまったく違うということですね。
夏場の乾燥したなかで機械を使うと埃や
砂が舞い上がるため、メンテナンスでは
フィルター類の清掃など相当気を使いま
した。
また、柳樂さんがご指摘されていた日
程の問題もかなり気を揉みましたね。

使ってもらうことが大事

アジア、アフリカ、中央アジア
など、世界には地雷埋設国が数多く残っ
ています。これからの地雷除去に対する
思い、抱負なりを最後にお聞かせ下さい。

地形や土質なども含め、まずは
相手国の実情を十分に調べ、その上で問
題を解決する手段として機械を実用化し
ていくアプローチが大事だと思います。
とくに弊社はこの分野に入ったばかりな
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ので、世界の実情をつぶさに見ているわ
けではありません。困っている国があれ
ば、現場を見て、解決策をよく考えて、
技術のソリューションはどのようなもの
か、こうした点を注意深く検討していく
姿勢が必要だと思います。

今回、アフガニスタンでテスト
する機会を得たわけですが、きっちりと
評価していただくためには、実際に現地
で使ってもらうことが欠かせません。機
械の性能の向上や発展にとっても、使っ
ていただくことが大事だと考えていま
す。

1社の機械ですべての地雷を除
去するということは現実的ではありませ
ん。相手国の植生の問題や地形、土質の
違いなどを十分調査し、さまざまな機材
の組み合わせを考えていくことが大切に
なってくると思います。また、開発した
機械に関しては、なるべく早く使っても
らいたいというのが、やはりメーカーの
一番の希望ですね。
今回はアフガニスタンでテストする機
会を得たわけですが、また別の地域、国
でいろいろテストできる場を設けていた
だきたいという希望を持っています。

鹿又
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