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●表紙説明●

　アフガニスタンの首都カブールの近郊。澄みきった青い空
を背景に並んでいるのは、川崎重工が独自に開発した地雷
探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ（マインドッグ）」（右）と、対人地雷除
去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ（マインブル）」（左）です。川崎重工は、
この探知車と除去車で構成される「Ｋａｗａｓａｋｉ ＢＵＬＬＤＯＧ
システム」の実証実験を、２００４年から２００５年にかけてアフ
ガニスタンで実施し大きな成果をあげました。現在は、その試
験結果を基にさらなる改良作業を進めています。
　安全な大地を取り戻すために、より安全で効率的な地雷
除去システムの開発に取り組む川崎重工の活動については
「最前線カメラルポ」をご覧ください。

イラストぎじゅつ入門－◯

新開発の「舶用電子制御
ディーゼル機関」とは
どのようなエンジンなのか

61

しゅく　　ね　　　ぎ

　戦争や紛争の残酷な置土産－地雷。
　現在、世界中に埋設・設置されている対人地
雷は１億１，０００万個以上と推定され、年間およ
そ１万５，０００～２万人（推定）が被害に遭い、死
傷している。しかも、その多くが一般市民や子
供である。対人地雷という兵器の残虐性は、人
を無差別に死傷させることだ。また、一度埋め
られた対人地雷は長年にわたって無害化せず、
一般市民を危険にさらし、戦争・紛争終結後の
復興を妨げる。
　わが国は、１９９９年３月に発効した「対人地雷
禁止条約（オタワ条約）」に署名する際、「犠牲
者ゼロ・プログラム」を提唱して対人地雷除去・
犠牲者支援などを実施。また、技術開発支援と
して、より安全で効率的な対人地雷除去活動
のための地雷探知機や対人地雷除去機の研究・
開発を積極的に支援してきた。さらに、２００３年

度からはアフガニスタンの復興支援の一環と
して、対人地雷除去活動のための地雷探知機
や対人地雷除去機の研究・開発を進めてきた。
　川崎重工は、２００２年度から社内に人道的地
雷除去プロジェクトを立ち上げ、独自の発想と
技術で地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ」と、対人地雷
除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」で構成される遠隔制御
の「ＫａｗａｓａｋｉＢＵＬＬＤＯＧシステム」の開発
を開始し、初号機を完成。翌年からはわが国の
研究開発活動にも参加し、実用型システムを
開発した。２００４年から２００５年にかけて、アフ
ガニスタンで半年以上にわたってその実証試
験を実施し、試験結果を基に改良作業を進め
ている。
　安全な大地を取り戻し、その国や地域の復興・
発展を支援する－川崎重工の取り組みを紹
介しよう。

安全な大地を取り戻すために

地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ（マインドッグ）」・
対人地雷除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ（マインブル）」を
開発し、アフガニスタンで 実証試験を実施
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※地雷は埋設されるため、埋設状況はもともと正確な把握が難しい側面があり、
また、その国や地域の政情などで十分に調査できない場合がある。１９９８年の
アメリカ国務省の報告では６，０００万～７，０００万個という数字が発表されている。
国連の数字としては、このグラフの数字が直近のデータとしてよく用いられている。

クロアチア
3,000,000

ウクライナ
1,000,000

ラトビア
17,000

グルジア
150,000

ボスニア・
ヘルツェゴビナ
3,000,000

セルビア・モンテネグロ
500,000

レバノン
8,795

サイプラス
（キプロス）
16,942 ヨルダン

206,193

リベリア
18,250

チャド
70,000

エジプト
23,000,000

アンゴラ
15,000,000

ナミビア
50,000

モザンビーク
2,000,000

ルワンダ
250,000 スーダン

1,000,000

エチオピア
500,000

ソマリア
1,000,000

エリトリア
1,000,000

イエメン
100,000

アフガニスタン
10,000,000

イラク
10,000,000

アゼルバイジャン
100,000

イラン
16,000,000

中国
10,000,0000

ベトナム
3,500,000

カンボジア
10,000,000

ホンジュラス
35,000 ニカラグア

108,297

グァテマラ
1,500

エル・サルバドル
10,000

コスタリカ
1,500

エクアドル
60,000

フォークランド
25,000

デンマーク
9,900

■対人地雷の埋設状況

右の写真４点は、アフガニスタンで行
なった川崎重工の対人地雷除去車
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ（マインブル）」の実証
試験に関わるものである。
　土手のようなうねりのある場所でも
　スムーズに地雷除去ができる。
　ハードグランドにも容易に対応し、
　地雷除去ができる。
　急な傾斜地でも連続地雷除去が
　可能である。
　カブール国際空港周辺の実地雷
　原で地雷除去中。５０ｍ進んで３２
　個の対人地雷を処理（除去率１００
　％）した。

　地雷には２種類ある。人や動物が近
づいたり、踏んだり、地雷につながれたワ
イヤーに引っかかったりすると爆発する「対
人地雷」と、戦車や車両など重いものが
通過する時に爆発する「対車両地雷」だ。
（２，３ページでは、「地雷」とは「対人地
雷」のことを指す）。
　地雷は、１８００年代のアメリカ南北戦
争で初めて使われたといわれる。その後、
第一次世界大戦（対車両地雷が開発
された）、第二次世界大戦、朝鮮戦争、
ベトナム戦争、そして世界各地で起こっ
た戦争・紛争などで使われた。現在、地
雷の埋設数は世界の約７０か国で１億
１，０００万個以上と推定されている。仮り
に年間１０万個を除去できたとしても、す
べてを除去するには１，１００年もかかる。
気の遠くなるような数字だが、２１世紀初

めの地球の“残酷な現実”である。
　現在、地雷は主に人の手により金属
探知機などを用いて探知し、掘り起こし
た地雷に火薬をしかけて爆発させると
いう方法で除去されている。まさに命が
けの手作業で、草の根的な廃絶活動を
展開しているＮＧＯ（非政府組織）の熟
練の作業員（２人一組）でも、１日にクリア
できるのは３～６ｍ2。世界中で１年間に
除去できるのはせいぜい１０万個。「仮り
に年間１０万個を除去できたとしても」は、
この方法による最大数である。

　地雷の残虐性は、人 に々無差別に必
要以上の苦痛を与え、長年にわたって
深刻な影響を及ぼし続けることだ。地雷
は、兵士が踏んでも、市民や子供が踏ん
でも爆発する。「ランドマイン・モニター報

告 ２００３」によると、２００２年から２００３年
にかけて６５か国で新たに地雷の被害
者が出た。その大部分の４１か国は戦争・
紛争中ではない。しかも、２００２年の死
傷者のうち、軍人は約１５％だった。
　地雷は、畑や森の中、牧草地、道端な
ど至る所に埋められている。一度埋めら
れた地雷は腐食せず、５０～１００年にわ
たって無害化されない。
　地雷による死傷者は年間約１万５，０００
～２万（推定）。被害者の約５０％が死
亡し、生存者は少なくとも四肢のひとつ
を失なっている。被害の多い途上国では、
不衛生な処置が原因の感染症などによっ
て死亡するケースが全体の５０％を超え
ている。しかも、子供の死亡率は大人に
比べて極めて高い。
　この被害者の約８０％が、地雷がある
かもしれないと思いつつその日の生活の
ため、薪を取ったり農作業をしに地雷原
（地雷が埋設された土地）に入らざるを
えなかったという。これでは、戦争・紛争
終結後も復興・開発どころではない。一
説には、地雷がなければ農業生産の面
でアフガニスタンでは約９０～２００％、カン
ボジアでは約１３５％の増産が可能とさ
れている。
　地雷は安価（１個当たり３～１０ドル）で
容易に製造できる。それ故に地雷は“貧
者の兵器”あるいは“貧者の守護神“な
どと呼ばれて多用されてきた。高価な兵
器を購入できない途上国・反政府ゲリラ
などにとっては手頃な兵器なのだ。
　一方で、除去費用は１個当たり１００～
１，０００ドルかかるとされる。地雷の被害
に苦しんでいるのはほとんど途上国であ
り、紛争終結後の除去費用も自国で捻
出できないケースが多い。そのため、除
去が遅れ、それだけ被害者が増えてい
くのである。

　地雷をこのまま放置しておいてよい
わけがない。まずは使用を禁止しようと、
１９９０年代初めから国際社会の関心が
高まり、曲折を経て１９９９年３月、「対人地
雷禁止条約（オタワ条約）」が発効した。
　この条約には２００５年１２月現在、日本
をはじめ１４７か国が加盟している。地雷
の生産や使用を全面的に禁止するだけ
ではなく、保有する地雷を廃棄するという、
従来の部分的な禁止条約と異なる画
期的な条約である。わが国はこの条約
に従い、貯蔵していた１００万個の地雷
の廃棄を２００３年までに完了した。
　さらにわが国は、この条約に署名する
際、「犠牲者ゼロ・プログラム」を提唱。

地雷の除去、犠牲者支援などのために
１００億円の支援を行なう旨を表明し、
２００２年までにこの支援を達成した。また、
技術開発支援として、地雷除去活動の
効率性や安全性向上を目的に、地雷探
知機や地雷除去機の研究・開発が進
められているが、日本政府もこれを積極
的に支援してきた。
　２００４年に開かれた「オタワ条約第１
回検討会議」（１１０か国および２６の国
際機関のほかＮＧＯも１３団体が参加）で、
わが国は２００９年までの５年間、アジア・
中東、アフリカ地域に力点を置きつつ、（１）
「平和の構築」への貢献、（２）「人間の
安全保障」の視点の重視、（３）産官学
民の連携およびその一環としての技術
開発への取り組み、の３原則に従って地
雷対策支援を行なっていくとの新たな

地雷政策を表明し、実行している。
※主な資料：「ランドマイン・モニター報告 ２００３ 地雷のない
世界へ（要約日本語版）」（翻訳：日本赤十字語学奉仕団、
監修：地雷廃絶日本キャンペーン（ＪＣＢＬ）、発行所：地雷
廃絶日本キャンペーン（ＪＣＢＬ））

　地雷除去後にその土地を畑にしたり、人が
住んだりすることを考えると、除去作業は当然
ながら１００％でなければならない。
　こんな話がある。１９９６年、モザンビークのあ
る村が、地雷が埋設されているというので村民
約１万人全員が村を去った。ノルウェーのＮＧＯ
が地雷除去を行なったところ、埋設されていた
地雷は４個だった。４個の地雷によって村は立
入禁止となったわけだが、村人の安全を考え
ればやむを得ない措置だったといえる。見えな
い兵器の怖さである。

現行の方法ではすべての除去に
１，１００年かかる

被害者の多くが
一般市民や子供という現実

日本は先端技術を駆使して
技術開発に尽力

●たった１個でも―
　見えない兵器の怖さ

●対人地雷という兵器の特性
　地雷は、埋設の場合は一般的に地表から
約１０～３０ｃｍの深さに置かれ、普通５～１０ｋｇ
の力がかかると爆発するように設計されている。
そのため、小さな子供が踏んでも爆発してしまう。
　本来は、敵方の兵を殺すのではなく、負傷さ
せて敵軍の進行を遅らせるのが目的だ。負傷
した兵士は放置できないので、敵方に負傷兵
を連れて帰る手間をとらせられる。味方が負傷
して苦しんでいるのを見せることで、相手の戦
意を喪失させることもねらった極めて非人道的
な兵器である。
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左の写真４点もアフガニスタン
での実証試験に関わるもの。
試験後、「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は国
連職員やＮＧＯ関係者などの
視察を受けた。
「ＭＩＮＥＤＯＧ」が探知・マーキ
ングした、信管を抜いた実地
雷を掘り出す。
ＮＧＯが「ＭＩＮＥＤＯＧ」を遠隔
操作中。
変形の試験エリア内を
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」が遺漏なく掘
削していく。

川崎重工・角一郎理事。

独自のデータ信号処理技術を備えた地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ」。 対人地雷を掘り出して爆 破させる対人地雷処理車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」。

　川崎重工が、対人
地雷除去システム
の開発に着手した
のは、「２００１年１０月、
当時の田 雅元社
長（現会長）から『わ
が社の技術で、アフ
ガニスタンの現地で
使えるような対人地
雷除去機材や探知

機はできないものか、検討してみなさい』、
と指示を受けてからです」と、川崎重工
航空宇宙カンパニーの角一郎理事は話
し、こう続けた。
　「具体的に開発に着手したのは翌年
の６月からで、最初、トップからは開発期
間３か月くらいでできないかとの話があり
ましたが、それはとても無理でした。それ
でも建設機材などを製造している播州
工場の人たちと協力し、半年で最初の
試作機を完成させました」
　川崎重工では従来から、地雷探知お
よび対人地雷安全化処理の分野では
長年にわたり社内研究活動を重ねてきた。
また、防衛庁における同分野の研究活
動について積極的に技術支援を行ない、
多くの試作品を開発して同庁の試験・
評価に提供してきた。この試作機は、そ
うして培ってきた地雷探知・処理分野の
知識と経験を基に、車両技術、航空宇
宙技術、プラント技術など川崎重工の総
合技術を結集して開発したものである。
　探知機も除去機も外見は車（建設機
械）に似ているが、運転は遠く離れたシェ
ルターの中からリモコンで操作する。これ
は、本システムの構想として、極力、無人
のシステムに探知センサあるいは処理
機構を搭載し、遠隔操縦あるいは遠隔
操作によって対人地雷などの爆発物に
接近し、対人地雷除去作業を行なうこと

を基本にしているからだ。いうまでもなく、
オペレーターの安全確保が最大の目的
である。遠隔操縦に関してはロボットで
蓄積したハイレベルの技術を投入し、万
全を期している。

　地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ（マインドッ
グ）」（以下「ＭＩＮＥＤＯＧ」）は、川崎重
工の関連会社である（株）日本除雪機
製作所が製作した歩道用除雪車がベー
スで、全長約７ｍ、全幅約２ｍ、全高約３ｍ。
最前部に埋設地雷探知装置のレーダ・
アンテナを装備し、また、センサ保持機構
や埋設地雷探知装置回路部、センサ監
視カメラ、散布地雷監視カメラ、経路監
視カメラ、インクマーキング・ノズル、遠隔
制御装置ＧＰＳアンテナなどを装備して
いる。車体は耐爆・耐弾板で覆われ、タ
イヤは耐爆・耐弾タイプである。
　「ＭＩＮＥＤＯＧ」の機能の中枢となる
センサは、地面に応じて上下する新開発・
多チャンネルの地中レーダで、電波を発
信して目標に当て、反射波から地雷や

爆発物との距離や大きさを測定する。
「ＭＩＮＥＤＯＧ」は、対人タイプなら地中
３０ｃｍ、対車両タイプなら同５０ｃｍの深さ
まで地雷を自動的に探知する。
　探知データは、人員輸送用の車に設
置した遠隔操縦・操作装置に無線伝送
され、探知・識別処理を行なう。処理結
果は、位置情報と合わせて識別マーキ
ングのために「ＭＩＮＥＤＯＧ」に返送さ
れるとともに、遠隔操縦・操作装置内の
コンソールにも表示され、作業員は地雷
の探知と識別の状況、爆発物の分布を
容易に把握できる。

　「課題は地雷の探知率１００％の達成。
探知の対象エリア内にある地雷は必ず
見つけなければなりません。見落とした
地雷がひとつでもあれば、そのエリアは
危険で立ち入ることができないからです。
ひとつでも残っていれば危険率１００％。
ここが地雷探知の厳しいところです」（角
理事）
　センサの感度を上げると、探知率は

高くなるが、戦場跡に残る砲弾の破片
や金属片など地雷でないものにも反応し
て誤警報率も高くなってしまう。
　「それだけではなく、地中の穴（空洞）
や大きな石なども擬似目標となり反応し
てしまいます」（角理事）
　地雷を探知するたびに探知車を停車
させていては、たちまち作業効率が低下
するので、数の多い対人地雷に対して
は対爆性を持たせ、車が破壊されるよう
な対車両地雷や不発弾を探知した時
のみ警報を作動し探知車を自動的に停
車させるようにしている。しかし、それでも
誤警報率が高いと作業効率は極端に
低下するので、データ処理過程で混入
するノイズを極限し、探知率１００％を維
持しつつ画期的に誤警報率を下げるこ
とに成功したという。その結果、最初の
試作機は１ｍ2当たり３個ほどの誤警報
があったが、最終的には同じ面積で対
人地雷で０．０１個程度にできた。
　このように「ＭＩＮＥＤＯＧ」は独自の
探知データ処理技術により、さまざまな金
属遺物が存在する地域でも確実に地
雷を探知する。「ＭＩＮＥＤＯＧ」による地
雷探査は、１時間当たり最大３，０００ｍ2 
が可能である。

　「ＭＩＮＥＤＯＧ」が探知した対人地
雷を土ごと安全に掘り出して爆破処理し、
爆片などを回収するのが対人地雷除去
車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ（マインブル）」（以下
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」）だ。
　「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は、車道用の除雪
車がベースで、全長約９ｍ、全幅約３ｍ、
全高約４ｍ。ワンマン制御（遠隔、搭乗
の場合も）で、車体前面に強力な掘削
刃を多数装備した独特な耐爆構造の
高速掘削ドラム装置を装備しているほか、
掘削深度モニター装置、掘削ドラム監
視カメラ、遠隔制御装置、ＧＰＳアンテナ、
経路監視カメラ、鉄片回収バケットなど
を装備。車体は耐爆・耐弾板に覆われ
ている。フロントガラスは耐弾ガラスで、
エアコン装備。
　高速掘削ドラム装置は、掘削深度を
一定に制御でき、最大で深さ３０ｃｍの地
雷まで安定して土ごと掘り出せる。そして、
掘り出した地雷を鉄製の掘削装置の中
でドラムとドラム・カバーに装備した掘削
刃にぶつけて爆発させる。

　「高速掘削ドラム装置はアスファルト
道路などの掘削機の応用なのですが、
当初は小さな地雷模型を破壊できずに
そのまま回収することが多かったので、
掘削刃を増やして配列を工夫するととも
に、カバー側にも掘削刃を配列し、対人
地雷を噛むような機構に大改修しました。
また、ドラム・カバーには爆風逃し機構を
設け、爆発の衝撃を緩和するとともに重
量の軽減を図りました」（角理事）
　その結果、対人地雷の除去率は通
常の地雷で９０％以上、最も小さなもので
も７０％以上が達成でき、さらには100％も
期待できるようになった。その陰には「掘
削ドラム装置内での土砂と対人地雷の
動きを調べ、対人地雷が土砂と一緒に
運ばれないように対策を考え、部分試作

モデルをいくつも作ってひとつ一つ確認。
それを基に掘削する刃物の数と配列、
掘削土砂の中から対人地雷を放り出す
ブレードの位置を工夫しました」（角理事）
という苦心があった。
　掘り出した地雷を爆破するとともに、
土中の鉄製遺物を永久磁石プーリィで
自動的に回収して回収バケットに収める。
その回収率は９０％以上（当社調べ）で、
対人地雷除去作業後の残存地雷の確
認作業も容易である。
　基本は遠隔操作だが、有人運転も可
能な地雷原では１時間当たり最大３，３００
ｍ2の面積を連続除去することができる。
　「車輪型の対人地雷除去システムと
しては、現時点で世界一の性能といえる
でしょう。対人地雷除去の作業効率が
数百倍高まります」（角理事）

　川崎重工では、アフガニスタンから研修生を
受け入れ、西神工場（神戸市西区）で研修を
行なった。
　第一陣（３名）は対象機種が「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」
で、２００４年３月２６日から１８日間。第２陣（２名）
は対象機種が「ＭＩＮＥＤＯＧ」で２００４年５月
１４日から１８日間。研修生は熱心に研修に励み、
それぞれの機種のオペレーションを習得した。
　「私たちが実証試験でアフガニスタンに行っ
た際、研修生の彼らに再会し、お互いに喜び合
いました。日本での研修の成果もあってチームワー
クもよく、現地での試験がスムーズに進み、試験
が成功しました。研修生たちはまた日本に行き
たいと盛んに言っていました」（川崎重工営業
推進本部プロジェクト部の河村量介参与）
　研修生たちは日本の一般的なレストランや社
員食堂の料理は食べないので、もっぱらパンや
野菜、鶏唐揚などを特別手配した。しかし、こ
のままでは体調を崩すのではないかと心配し、
休日にインド料理、アフガン料理をご馳走すると、
この時ばかりは食欲旺盛だったという。お祈り
は朝晩はホテル、昼食後は研修所（西神工場）
で欠かさなかった。また、彼らは女性や年長者
を非常に大事にする。「地下鉄に中年女性が
乗ってくると、率先して席を譲るんです。驚きま
した」（河村参与） 

研究開発の着手から
半年で試作機を完成

地中レーダ方式で
地雷を自動的に探知

地雷探知率
１００％に挑む

対人地雷を掘り出して爆破させ、
爆片も回収

対人地雷を爆破させる掘削刃の
数や配列に苦心

●研修生を受け入れ、
　西神工場で研修
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ＮＧＯのテントで楽しい昼食会。
ＩＳＡＦ（国際治安支援部隊）の地雷除去部長に
試験結果を説明する。
試験完了後、アフガニスタンの政府関係者やＮＧＯ
関係者、現地スタッフなどと記念撮影。
防護壁の中から遠隔操縦を行なう。
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」の高速掘削ドラム装置。
５０ｍの距離の地雷除去で回収した鉄片。
現地爆発物処理班が「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」の耐爆試
験のための火薬を設置している。
実地雷による「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」の耐爆試験。
「ＭＩＮＥＤＯＧ」のセンサ部。
作業エリアと探知した地雷のマップ表示。
地雷探知マーク箇所に赤いペイントでマークする。

アフガニスタンでの試験結果を基に「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は播州工場（左）で、「ＭＩＮＥＤＯＧ」は播磨工場
（右）でさらなる性能向上を目指して改善作業が行なわれている。

　「ＭＩＮＥＤＯＧ」と「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は、
２００３年度には経済産業省・ＮＥＤＯ（独
立行政法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構）からの補助事業としてシス
テム開発が続けられ、防衛庁下北試験
場で耐爆実験を行なった。そして２００４
年度に、外務省の研究支援無償資金
協力でアフガニスタンにおける現地試験
が行なわれた。
　アフガニスタンへの派遣期間は、
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」が２００４年６月２３日か
ら２００５年２月２０日まで３回にわたり通算
１５５日間、「ＭＩＮＥＤＯＧ」が２００４年８
月１８日から２００５年２月２０日まで３回にわ
たり通算９６日間だった。
　アフガニスタンには各国製の多種類
の地雷や不発弾が存在し、その除去に
は広範な対処能力が求められている。
また、探知の際の電波特性や除去にお
ける掘削特性は日本の土壌では確認
できない。このため、現地の土壌で実証
することが不可欠で、また、「Ｋａｗａｓａｋｉ 
ＢＵＬＬＤＯＧシステム」を国連に受け入
れてもらうためにも必須といえる。実証
チームはアフガニスタン政府職員、国連

職員、現地ＮＧＯを主体に構成され、川
崎重工からは角理事ら１１人（関係会社
からの派遣を含む）が参加した。

　試験場所は首都カブールの近郊（標
高約１，８００ｍ）で、夏は気温が５０℃を超
える（最高気温は６０℃以上に達する）
が夜間は一挙に下がる。冬はせいぜい
５℃という過酷な気象だ。加えて衛生面
も極めて不備である。
　「私たちは日本でいえば民宿レベル
の高いレンガ塀に囲まれた宿舎で生活
しましたが、シャワーのお湯はまともに出ず、
ベッドに厚手のブランケットだけで冬は
寒くて眠れず、本当に厳しい生活環境
で誰もが１か月に１キロは痩せていました」
（角理事）
　想定外のトラブルもあった。
　「対人地雷除去車は日本からパキス
タンに海上輸送し、現地まで陸送したの
ですが、陸送の間に部品や燃料が盗ま
れまして……。現地で応急処置するな
ど大変な騒ぎでした」（角理事）

　試験は、「遠隔操縦・操作距離試験」
「信頼性試験（位置精度確認）」「性能
試験（探知・除去）」「耐久性および耐
爆性試験（除去車のみ）」「実地雷探
知試験」「実地雷除去試験」「探知と
除去のシステム統合試験」の７項目。
　遠隔操縦距離は、「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」
が９６５ｍ、「ＭＩＮＥＤＯＧ」が５５０ｍと確
認された。
　探知試験は、国連が用意した実地雷を
用いて平坦地で行ない、探知率は１００
％だった。不発弾探知の試験は、現地
ＮＧＯがこれまでの除去活動で収集し
た教育・訓練用のものを用いて行ない、
バトルフィールドで１００％探知できた。
　実物対人地雷の除去試験は、カブー
ル空港周辺で行なった。この一帯に埋
設された対人地雷は、欧州の国際治安
支援部隊の地雷除去隊が除去しつつ
あるが、そこで実際に対人地雷を除去し
た。除去作業は完全に防護されたシェ
ルターの中から遠隔で操縦した。結果は、
５０ｍ長×２ｍ幅で３２個を爆破し、除去
率１００％だった。バトルフィールドでの除
去試験も行なったが、その場所での戦

闘の激しさを物語るように、たった１回の
１００ｍ走行で約４００個の鉄片が回収さ
れた。
　耐爆試験では、対人地雷除去の際
の連続爆破性と、地雷に触雷した場合
の運転者保護性と補修性について実証。
爆発時の計測には航空宇宙カンパニー
の計測技術を適用し、貴重なデータが
得られた。耐久性実証では、ハードグラ
ウンドなど各種のエリアで長時間連続オ
ペレーションを行なった。
　システム統合試験では、国連からの
作業指示書に基づいた作業を模して
試験を実施。本システムは、ＧＰＳを用い
て国連の指示する地雷除去エリア・デー
タから電子マップを半自動生成する機
能を備えている。現地ＮＧＯメンバーが
電子マップを生成し、まず地雷探知作
業を行ない、その結果得られた対人地
雷エリアの電子マップに従い地雷除去
作業を高い精度で安全に実施すること
ができることを実証した。
　「こうした試験を通じて、『Ｋａｗａｓａｋｉ
ＢＵＬＬＤＯＧシステム』はアフガニスタン
地雷除去チームや欧州国際治安支援
部隊から高く評価されました。ラジコン
感覚で操縦でき、“誰でも動かせること”
を前提に開発しましたが、アフガニスタン

の地元のＮＧＯ関係者が『３日で自由に
動かせるようになった』と言ってくれたの
がうれしかったですね」（角理事）

　「ＭＩＮＥＤＯＧ」と「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は、
アフガニスタンでの実証試験でのさまざ
まな経験、試験データを基に改良作業が
播州工場と播磨工場で進められている。
　「アフガニスタンの土漠の砂埃は非常
に小さくて、直径１ミクロン以下。機械の
内部に入り込んでしばしば故障の原因
になりました」（角理事）
　そこで「ＭＩＮＥＤＯＧ」ではセンサ・ボッ
クス、電装品およびキャビンの微粉塵対策、
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」では掘削ドラム、ベルト
コンベヤおよびキャビン、電装品の微粉
塵対策と整備性向上が図られた。この

ほか、「ＭＩＮＥＤＯＧ」の夏季（高温低
湿度）での探知性向上（回路部温度補
償および利得の向上）、探知識別能力
の向上（目標は誤警報率が１ｍ2当たり
０．０１個以下）など、「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」のキャ
ビン内爆風圧の低減（地雷爆破時のオ
ペレーターの安全性向上）、故障時の
地雷原脱出手段としてウインチ２連の装
備などさまざまな改良が加えられた。
　「アフガニスタンで協力してくれた現地
ＮＧＯメンバーはリーダーを中心によくまと
まり、対人地雷除去作業に対する姿勢は
非常に真摯でした。試験で無数に散乱
した模擬地雷の破片を文句ひとつ言わ
ずに集めてくれましたし、機材の改善ポイ
ントあるいは機材を使った除去作業の方
法についても積極的に提言してくれました。
彼らの期待に応えるためにも、究極の目
標である対人地雷の根絶に寄与できるよ
う取り組んでいきたいと思います」（角理事）

現地で電波特性や
掘削特性などを試験

過酷な環境下で試験

実地雷の100％探知、
100％除去を達成

現地での試験結果を基に改良
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