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ベトナム交通運輸省は、べトナムを南北に縦

断する高速鉄道新設計画の事業化調査（FS）を

完了し、今年 11月にも事業を推進するため国

会に計画を提出し、承認を目指すことが分かっ

た。現地メディアが伝えた。ＦＳには JICA も協力

しており、総事業費は６兆円規模になると見積も

られている。資金調達が大きな課題となるのは

必至だ。南北高速鉄道計画はハノイからホーチ

ミン間約１，７００kmを整備する。現在、在来線が

走っているが、老朽化している上、隘路区間が

点在するため、運行速度が制約され所要時間

は約３０時間。列車本数は１日３０本程度。 

 
 
計画によると、在来線と並行する新線と整備

するもので、ベトナム政府は、コストを圧縮するた

め、ハノイ－ホーチミン間で優先度の高い２区間

（ハノイ－北中部ビン間約２８０km とホーチミン－

中南部のニャチャン間約３６０km）を先行して整

備する方向で検討に入っているという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同国政府は、ハノイ－ホーチミン間を結ぶ南

北高速鉄道の建設計画を閣議決定したものの、

採算確保が難しいなどの理由で、２０１０年６月の

国会で継続審議となり、再度計画を提出するこ

とになった。準高速鉄道方式に切り替えるなどの

修正案が検討されたが、巨額投資への反発が

強く、事実上、事業はストップしていた。ハノイ－

ホーチミン間を結ぶ既存の在来線は、非電化の

鉄道で、１９３６年建設された戦争期での破壊も

あり、老朽化が激しい。現在もリハビリ作業に加

え改良工事が進んでいるが、隘路区間が全線に

わたって存在しているため、非効率的な鉄道運

営を強いられている。 

ハノイ―ホーチミン間で最も大きなボトルネッ

クになっているのが、ハイヴァン、ケネットの２つ

の峠とホアドュエット－タインルエン区間。この３

区間は延長４４，２kmあるが、これに要する時間

は約１.５時間。駅間の距離は平均１０kmが妥当

といわれているが、全１６７区間のうち１０～１５km

の区間が７１.１５Kmを超える区間が２４もある。し

かも単線であるため、列車の運行本数が制約さ

れているのだ。また、平面で交差する場所は２,４

３９カ所、同国政府が認定する１,０４７カ所よりも２

倍以上多い。このため、列車の安全な運行を阻

害しており、事故の大きな要因にもなっている。   

ダナン駅のスイッチバック区間やニャンチャン駅

のループ区間も時間ロスにつながっている。計画

によると、旅客と貨物列車を混在させて、旅客は

複線化させて時速２００ｋｍ／ｈで走行させる案

が有力のようだ。
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ベトナム南北高速鉄道 １１月国会へ   
ハノイ－ホーチミン間１,７００ｋｍ 総事業費６兆円    

 

ハノイ－ビン、ホーチミン－ニャチャン先行整備 



 

 

 

 

 

 

ベトナム・ハロン湾海底トンネル建設へ――。ベトナム北部のクアンニン省人民評議会はこのほど

国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界自然遺産に登録されているハロン湾のホンガイとバイチャ

イを結ぶ海底トンネル建設案件に関する予備事業化調査(プレ FS)報告書を承認したことが分かっ

た。ベトナムのニュースサイトがベトジョーが伝えた。 

このトンネルは、全長２７５０mで、ハロン市バイチャイ街区ブオンダオ(Vuon Dao)交差点が起点、

同市ホンガイ街区ベンドアン通りが終点となる６車線のトンネル道路。投資総額は９兆８０００億ドン(約

４８０億円)。実施期間は２０１９～２０２０年。完成すれば、国内最大規模の海底トンネルとなる見通し。

ハロン市の都心部を通る交通量を減らすほか、バイチャイ街区とホンガイ街区の住民の往来需要に

対応し、ハロン市の東部と西部を結ぶ観光の促進にもつながると期待されている。 

 

 

 

ベトナム北部のクアンニン省人民委員会は、クアラック湾にも海底トンネルを建設する意向である

ことも分かった。同省は、グエン・スアン・フック首相に,建設計画を提出し、承認を得る。オンラインメ

ディア（電子版）が伝えた。整備する海底トンネルは、全長２,７５０ｍで６車線。耐震レベルは震度７。

バイチャイ区ボンダオＴ字路とハロン市ホンガイ区の湾岸道路をつなぐ。総工費は、９兆７０００億ドン

（約４６４億円）超と試算されている。クアンニン省当局は、海底トンネルが建設されれば、バイチャイ

橋の交通渋滞が緩和されるとみており、また、ハイフォン－ハロン－バンドン－モンカイ高速道の交

通の流れが改善し、新設されたバンドン空港との接続も強化されるという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン・メディアによると、クアンニン省人

民委員会のグエン・ドゥク・ロン委員長は、同省

の主要交通網を完成させるには、大きな投資が

必要だと指摘。交通量の大幅増加に伴い、バイ

チャイ橋の交通量は２０２５年までに過剰状態に

なると話した。計画投資局の幹部は、バイチャイ

橋の地域は毎年、暴風に見舞われることが多い

と指摘。「暴風時は、利用者の安全を確保する

ため、通行止めを余儀なくされることがある」と語

った。暴雨は、地元住民の生活に影響が及ぶた

め、クアラック海底トンネル建設計画は、交通の

接続を改善する重要な役割を担うとみられてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ベトナム・ハロン湾海底トンネル建設 
クアンニン省 予備事業化調査を承認 

 

クアラック湾海底トンネル建設意向も 全長 2,750ｍ 

 

 

  

世界遺産地区を抱えるラオス北部の都市，ルアンパバーン市は，配水管網が古いもので建設後 50年を経過して漏水率が高い。また同地域への

給水を担うナムカン浄水場でも，原水濁度の高い雨期には十分な浄水処理ができない問題も抱える。一方，同市を訪れる観光客は 2015年の年間

約 60万人から年々増加しており，地域の水需要も 1日当たり 2015年の約 27,000立方㍍から 2025年には 33,100立方㍍（日平均配水量）に増加す

ると予測している。このため，給水率を増加させるだけでなく、安全で安定的な水を持続的に供給するため，送配水管の更新や浄水場機能の改善が

喫緊の課題となっている。この協力では，総延長約 60kmの配水管の新規敷設・更新，45基の消火栓新設，約 2,400カ所の給水管の切り替え，ナム

カン浄水場の取水・浄水・排水処理施設を新設し、ルアンパバーン市の水供給能力の向上を図る。 

外務省 ラオス「ルアンパバーン市上水道拡張計画（詳細設計）」無償資金 9,700 万円供与へ 
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フィリピンのマニラ首都圏で交通渋滞の緩和

策として、ケーブルカーの導入計画が浮上して

いる。現地経済紙ビジネスワールドが伝えた。同

紙によると、フィリピン運輸省は、フランスから４５

万ユーロ（約５,６６２万円）の助成金を得て、ケー

ブルカー・システムの事業化可能性調査に乗り

出した。調査は今年８月まで行われる予定だ。ト

ゥガデ運輸相は「フランスは世界で最も優れた都

市ケーブル・システムが整備されている。それを

見本に調査を行う」と発言。 

ケーブルカー・システムは、マニラ首都圏だけ

でなく、ルソン島のバギオ高原などフィリピン全

土の山岳、海浜などにも建設が考えられることも

明らかになった。同運輸相は、「このケーブルカ 

 

 

 

 

 

 

 

―計画が進むと、ジープニー、バス、タクシー、

電車の運賃との競合問題が出てくるが、これらと

共存できる運賃設定が望ましい」と語った。 

フランス政府は昨年１１月、マニラ首都圏に

おけるケーブルカー建設事業計画に関する事

業可能性調査を実施するために４５ユーロを資

金供与することでフィリピン政府と合意した。調

査は１０カ月間にわたり実施された。 

トゥガデ運輸相は、ケーブルカー事業がマニ

ラ首都圏の渋滞解消に役立つ可能性があると

指摘したほか、ラウニオン州とバギオ市を結ぶ

区間やカティクランとボラカイ島を結ぶ区間な

どの地方交通機関としても有望との考えを示し

ていた。 

 

 

     

 

 

丸紅は、フィリピンの大手ゼネコン「DMCI」と

共同で、フィリピン運輸省より、マニラ LRT２号線

の東延伸案件（延伸区間・４km、２駅）をこのほど

受注したことを明らかにした。丸紅によると、この

プロジェクトは、日本政府の円借款４３２億円が

供与されている「首都圏大量旅客輸送システム

拡張事業」の一環であり、マニラ首都圏で深刻

化する道路渋滞を緩和させるほか、大気汚染の

削減にも効果がある。丸紅はフィリピン国鉄の軌

道改修案件、マニラ LRT１号線増強案件など鉄

道システム建設や納入に実績が豊富だ。丸紅

はプロジェクト全体の履行管理と鉄道システム

（信号、通信、変配電）一式の納入を担当する。

DMCIは、鉄道システム一式の据え付けと軌道

の納入、工事を担当する。受注額は約６９億円。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マニラ首都圏 ケーブルカー導入を計画 
 交通渋滞の緩和策に 事業化可能性調査へ 

 

 

フィリピンで初めてとなるマニラでの地下鉄の建設工事（フェーズ１）が２月２７日から始まっている。

日本政府がタイド円借款で支援しているもので、総事業費は３，５００ペソ（約７，４５５億円）のプロジェ

クトだ。マニラ首都圏地下鉄事業は、全長３６kmで１５カ所に駅を設置する。また、３つの商業地区を

通り、国際空港にも接続する。３つの駅を通る最初の区間が２０２２年、全区間は２５年の開通をそれぞ

れ目指している。実施機関のフィリピン運輸省は２月２０日、このプロジェクトの先行整備区間（約２㎞、

キリノハイウェイ、タンダン・ソラ、ノースアベニューの３駅分）の「CP１０１工区」の設計・施工を清水建

設（幹事）・フジタ・竹中土木・現地ゼネコン EEIの４社 JVが発注した。設計作業がまだ完了してい

ないため、金額や工期は未定で、正式契約は今年後半になる見込み。トンネル工事用のシールド掘

削機は、日立造船、JIMテクノロジー、川崎重工業の日本企業から調達される見通しだ。 

清水建設・フジタなど JV フィリピン初の地下鉄着工 

丸

紅 

マニラ LRT２号線 
東延伸案件受注 ６９億円 

通行中の LRT２号線 （出所；丸紅） 



 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシアの首都ジャカルタで同国初の地下鉄となる都市高速鉄道

が開業し３月２４日に開業式典が行われた。JICA はジェカルタの南北を結

ぶ都市高速鉄道システム（Mass Rapid Transit : MRT）の建設を円借款に

より支援した。ジャカルタ都市高速鉄道は、土木工事、車両納入、電機・

機械システム等の整備の全てを日本企業が実施したオールジャパンによ

る地下鉄事業。ジャカルタ首都圏で増加する輸送需要への対応、激化す

る交通混雑の緩和、投資環境の改善、環境負荷の軽減が期待されている。

開通したのは、高架区間と地下区間で構成された一部区間。土木工事を

清水建設、大林組、三井住友建設、東急建設が受注していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、開通したＭＲＴ南北線は、ジャカルタ中心部と南西部の市街地を

接続する延長約１５・７キロ（高架７駅、地下６駅）の路線。事業主体はジャ

カルタ州政府が出資するＭＲＴジャカルタ。施工監理はオリエンタルコン

サルタンツグローバル、パシフィックコンサルタンツ、日本コンサルタンツ、

開業前支援コンサルタント業務を日本コンサルタンツ、オリエンタルコンサ

ルタンツグローバル、日本工営、パデコが担った。南北線は今後北側に延

伸する計画がある。延長は約７・８km、終点駅を除く全駅を地下に整備す

る。２０２５年の事業完成に向け、国際競争入札の公告を予定する。南北

線と垂直に交わる東西線（総延長約９０km）も整備する計画。現在、同国

政府とＪＩＣＡが初弾事業（延長約３２㎞）のコンサルタントの選定に向けて

協議中だという。 

JICA は、２０１８年１０月２４日、インドネシア同国政府との間で、「ジャカル

タ都市高速鉄道事業（フェーズ１）（第１期）」を対象として７００億２１００万円

を限度とする円借款貸付契約（L/A）に調印している。この事業に対する

円借款には本邦技術活用条件（STEP）が適用されており、土木工事では、

日本企業が得意とする泥土圧シールド工法や日本の車両、信号システム

も導入された。 

   
 
現地紙によると、ジョコ・ウィドド大統領が１９日、ＭＲＴのホテル・インドネ

シア前ロータリー駅からルバックブルス駅まで往復約１時間を試乗。アニ

ス・ジャカルタ特別州知事やブディ運輸相らも同乗したという。ＭＲＴの試

乗に先立ち、同大統領は、首都圏の公共交通や都市開発について閣議

を開き、１０年間で総額５７１兆ルピアを投じる方針を確認した。ＭＲＴと他

の公共交通との統合を迅速に進めていくことで、ジャカルタ特別州や西ジ

ャワ州、ブカシ市、デポック市などの各首長と合意しているという。 

 フェーズ 1の工費は１６兆ルピア（約１,３００億円）で、JICAが円借款によ

る資金協力を行った。車両は日本車輌が製造しており、優先座席や車い

す、ベビーカー用のスペースも確保されている。運行速度は地下部分で１０

０キロ、高架部分では８０キロ。現地通信社の報道によると、ジャカルタ

MRTは地震や洪水の被害を想定し、日本の基準を採用したそうだ。ジャ

カルタ都市高速鉄道公社のシルビア・ハリム氏によれば、トンネルや高架

橋はマグニチュード８または同程度の災害に耐えることができる設計にな

っており、日本の技術が生かされている。 

ジャカルタ MRT開業 
清水建設などオールジャパン施工 

 

インドネシア初の地下鉄 ２４日式典 

ジャカルタ南北を結ぶ MRT。高架と地下区間で構成された一部区間で開通。（写真は NewSphere より） 

ジョコ大統領も試乗 マグニチュード８に耐える設計 



 

 

 

 

 

インドネシアの首都ジャカルタ特別州のアニ

ス・バズウェダン知事は、州政府が民間２社に委

託して運営、維持管理をしている州内の水道事

業に関し、将来的に再公営するとの方針をこの

ほど明らかにした。現地紙が報じた。 

現地紙によると、同州では以前、水道公社

PAMジャヤが水道事業を行っていたが、１９９８

年から同社がパートナーシップ契約を結ぶ民間

企業に委託する形に移行。現在は、華人系サリ

ム・グループ系列のアエトラ・アイルが州東部、

仏水処理会社スエズ・エンバイロメントなどが出

資する PAM リヨネーズ・ジャヤ（パリジャ）が州西

部で水道運営・管理を行っている。 

同知事は、これら２社との契約期限は２０２３年

だが、２社は投資に消極的だと説明。このため今

後も委託を続けた場合、２０２３年に州内の水道

網の普及率を８２％とする州政府の目標達成が

困難になると述べた。 

同知事によると、州内の水道網の普及率は民

営化時点の１９９８年に４４.５％だったが、１９年を

経過した２０１７年時点でも５９.４％と低い水準にと

どまっている。州政府は現在、➀２社とのパート

ナーシップ契約の継続②パートナーシップ契約

の打ち切り③民事手続きを通じた水道事業の移

管―の３つの選択肢を検討しており、このうち民

事手続きを通じた水道事業の移管が有力となっ

ている。 

 

 

 

 

日本・カンボジアの両政府は、日本の水道事

業の知見を活かし、首都プノンペンの上水道施

設を整備する計画だ。計画が上がっているの

は、プノンペン近郊のカンダール州タクマウ市の

上水道拡張プロジェクト。カンボジア政府が日本

政府に支援を要請しており、浄水場の建設工事

と運営・維持管理業務を一体にして発注する予

定。新たな政府開発援助（ODA）の１つとして数

年前に創設された「事業・運営権対応型無償資

金協力」を利用する初の案件となる。同資金協

力は、開発途上国が実施するインフラ事業のう

ち、商業資金だけではファイナンスが困難な場

合に、施設・機材・サービスなどに必要な資金を

供与するもの。資金は現地政府を通じ、事業を

担う特別目的会社などに支払われる。プノンペ

ンの南側に隣接するタクマウ市は、これまでプノ

ンペン水道公社がプノンペン都内の浄水場から

送排水管を接続して給水を行ってきたが、水需

要の急増に伴い、浄水場新設計画が浮上した。

浄水場設備（約３万立方㍍／日）と取水関連設

備（約３.３万立方㍍／日）を新設する計画で、す

でに JICAが協力準備調査を開始しており、２０

２０年前半に終了する予定。プラント建設工事と

その運営・維持管理を一体として発注する方式

が想定されている。浄水場などの設備は、プノン

ペン水道公社が保有した上で、特別目的会社

が運営管理を担当する。プノンペン水道公社は

２０２０年内にも建設工事などの入札を行い、３年

後の完成を目指す。 

 

日立製作所のシンガポールの子会社、日立ア

クアテックは、モルディブのフルマーレ島向け

に、逆浸透（RO）膜方式の海水淡水化システム

（日量３０００立方㍍）と配水管（総延長９６km）な

どの設備・機器一式を受注した。受注額は８８０

万ドル（約９億７０００万円）で、発注者はモルディ

ブ政府傘下の上下水道運営事業会社 MWSC。

２０２０年６月までに納入する予定。日立アクアテ

ックは海水淡水化システムの設計を行うととも

に、上下水道用の配管について調査・納入を行

う。全体の EPC（設計・調達・建設）の取りまとめ

や配管の敷設などは MWSCが別途、現地の建

設会社を採用する。日立アクアテックは、これま

でアジアや中東などを中心に、RO膜方式による

中小型の海水淡水化システムを約５００機納入し

ており、モリディブで豊富な実績を持つ。プロジ

ェクトでは日立アクアテックと日立キャピタルグ

ループが協力し、プラントとファイナンスを組み

合わせて提供することにより、MWSCは資金確

保の時間を短縮してインフラ整備を実施でき

る。 

 

 

  

 

 

 

 

日本・カンボジアの両政府は、首都プノンペン

で上水道施設を整備する計画だ。プノンペン近

郊のカンダール州タクマウ市の上水道拡張プロ

ジェクトで、カンボジア政府が日本政府に支援

を要請しており、浄水場の建設工事と運営・維

持管理業務を一体にして発注する予定。新たな

政府開発援助（ODA）の１つとして数年前に創

設された「事業・運営権対応型無償資金協力」

を利用する初の案件となる。同資金協力は、途

上国が実施するインフラ事業のうち、商業資金

だけではファイナンスが困難な場合に、施設・機

材・サービスなどに必要な資金を供与するもの。

資金は現地政府を通じ、事業を担う特別目的

会社などに支払われる。プノンペンの南側に隣

接するタクマウ市は、これまでプノンペン水道公

社がプノンペン都内の浄水場から送排水管を接

続して給水を行ってきたが、水需要の急増に伴

い、浄水場新設計画が浮上。浄水場設備（約３

万立方㍍／日）と取水関連設備（約３.３万立方

㍍／日）を新設する計画。JICA は協力準備調

査を開始しており、２０２０年前半に終了の予定。

プラント建設工事と運営・維持管理を一体として

発注する方式が想定されている。浄水場などの

設備は、プノンペン水道公社が保有した上で、

特別目的会社が運営管理を担当。プノンペン水

道公社は２０２０年内にも建設工事などの入札を

行い、３年後の完成を目指す。 

 

 
 

タクマウ市上水道拡張へ 

「事業・運営権対応型無償資金協力」を利用 

民間委託の水道運営・管理 
ジャカルタ特別州知事「再公営」方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日立製作所の子会社で海水淡水化 ROシス

テムなどの設計から製造、販売、メンテナンス

を手掛ける日立アクアテックと、日立キャピタ

ルのシンガポール子会社、日立キャピタルアジ

アパシフィックは、モルディブのフルマーレ島向

けの海水淡水化 ROシステムや配水管などの

設備・機器一式を受注した。受注額は８８０万米

ドル（約９.７億円）で、２０２０年６月までに納入の

予定。受注したのはモリディブ政府傘下の上下

水道システムの開発・管理で豊富な実績があ

る MWSC社。資金融資枠を含めて受注した。 

日立アクアテックが海水淡水化システムの

設計を行うとともに、上下水道用の配管につい

て調査・納入を行う。全体の EPC（設計・調達・

建設）の取りまとめや配管の敷設などは MWSC

が別途、現地の建設会社を採用する。 

 

 

 

今回導入するものと同規模の日立アクアテック社製の ROシステ

ム 

日立・日立キャピタル 
海淡 ROシステム受注 モリディブ向け 



 

 

 

 

 

 

外務省は３月１８日（現地時間同日），南スーダ

ンのジュバ市において，岡田誠司駐南スーダン

大使とニアル・デン外務・国際協力大臣との間で

平成２５年１月１７日（現地時間同日）、署名・交換

済みの無償資金協力「ナイル架橋計画」（８１億

３，４００万円）について，贈与の限度額を１１２億

２，９００万円に変更する書簡の交換が行われた

と発表した。この協力は，南スーダンの首都ジュ

バからウガンダやケニアにつながる国際回廊の

一部として，ナイル川を跨ぐ橋をジュバ近郊に新

たに建設するもの。内陸国である南スーダンは

物資の多くを輸入に頼っているが，ナイル川に架

かる既存の橋は耐久性が著しく低く，円滑な物

流にとって大きな支障となっている。この計画の

実施により，鉱物資源を含む国際物流が円滑 

 

 

 

 

 

化され，南スーダンの経済活動の活性化に寄与

することが期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICAによると、南スーダンでは、２００５年 1月

の南北包括和平合意にいたるまでの５０年間、武

力紛争のため、もともと限られていたインフラは徹

底的に破壊されてしまった。内陸国の南スーダ

ンは紛争の影響もあり、現在も物資の多くを輸入

に頼っているが、国の東西を２分するナイル川に

架かる唯一の橋は老朽化が激しく、物流への大

きな障害になっている。                     

JICAは、２０１２年からジュバ市からウガンダや

ケニアにつながる国際回廊の一部として、新設

を支援してきた。南スーダンの重要な物流路線

であるジュバとケニア、ウガンダをつなぐ幹線道

路上に新規の架橋を建設することで、同路線の

輸送力強化を目指す。現在、幹線道路が通るナ

イル川には仮設のジュバ橋（南スーダン国内で

ナイル川を跨ぐ唯一の橋）が設置されているが、

老朽化が著しい上に、同幹線道路のルートが市

内混雑を招いていることから、これらの課題を改

善するため調査が進められてきた。 

 

 

国際協力機構（JICA）は、３月１１日、スリランカの首都コロンボにて、同国政府との間で、「コロンボ

都市交通システム整備事業（第一期）」を対象として３００億４０００万円を限度とする円借款貸付契約

（ L/A）に調印したと発表した。この事業は、コロンボ市及び近郊における LRT（Light Rail Transit）

システム（高架軌道・１６駅、総延長１５.７km）の整備により、輸送能力の増強と公共交通サービスの安

全性・快適性の向上を図る。大気汚染等の交通公害減少による都市環境の改善と、同地域の社会

経済活動の活性化を目指すもの。この事業に対する円借款には本邦技術活用条件（STEP）が適用

され、事業で整備される車両や電気・機械システム等は日本の技術が活用される。都市交通システ

ムは高架軌道で、１６駅、総延長１５ .７km。JICA によると、コンサルティングサービスを除く本体

事業の金利は０.1％。償還期間は４０年で、１２年間の据置期間を設ける。                       

 

 

スリランカでは近年、港湾、幹線道路、鉄

道など大規模インフラの整備が相次いでいる

が、期待されていた一部のプロジェクトは無用

の長物に終わり、主に中国に対する莫大な債

務のみが残された。スリランカの 

総債務は６兆４，０００億円にも上るといわれ、

全政府収入の９５％が借金の返済に充てられ 

ている。うち中国からの借入は８ ,０００億円に。

完済するには４００年かかるといわれる。 

「ナイル架橋」無償資金贈与額１１２億円に変更 

外務省 南スーダンと書簡交換 ジュバ近郊に新設 

 

老朽化が激しいジュバ橋。物流の支障に。写真は JICAより  

 

） JICA コロンボ都市交通システムに３００億円の円借款 
高架軌道・１６駅 延長１５.７ｋｍ STEPを適用 

スリランカ政府  
中国から借入８，０００億円  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタウォーター（本社：東京都千代田区、社長・中村靖氏）は、クボタ

工建、建設技研インターナショ ナル、ジオクラフトと構成するコンソーシ

アムで、カンボジア・コンポントム州の「コンポントム上水道拡張計画」を

このほど受注したことを明らかにした。受注額は３０.２億円。日本の

ODA（政府開発援助）案件で、水道施設の設計・施工から運営・維持

管理まで一括で担うのは日本企業のコンソーシアムでは初めて。 

この案件は２０１７年３月に日本政府とカンボジア政府が調印した、事

業・運営権対応型無償資金協力の一環で、既に施設の設計・建設の契

約を結んでおり、３月２６日に同国で運営・維持管理について、基本合

意書の調印式が行われる予定。 

 

メタウォーターによると、カンボジア北部のコンポントム州の州都地域

では、配水管網の整備不足のため４１％にとどまる給水率の引き上げに

加え、都市化の進展を背景に、給水対象地域の拡大が求められてい

る。一方で既存の浄水場からの供給量も能力の９０％を超えているため

早急な拡張整備が必要な状況だ。このような状況下で、カンボジア政

府からの要請で、日本政府による ODA 事業が実施されることになっ

た。事業期間は、設計・建設期間約３年で、運営・維持管理は５年（延

長オプションあり）。日量８,２５０立方㍍の取水施設新設と同７，５００mm

立方㍍の浄水場を新設、導水管・配水管の敷設（延長１５２km）の設計

施工。施設建設後は、浄水場管理と維持管理を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

カンボジア「コンポントム上水道拡張計画」を受注 
メタウォーター・クボタ工建・建設技研インターナショナル・ジオクラフト 

日本企業初水道施設設計、建設・運営・維持管理一括で 

 

完成予想図 

完成予想図はメタウォーターより 
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世界で初めて、火災現場に進入し、火元の上

空５ｍから１０mの近距離空撮が可能な 300℃

耐火型ドローンが開発され、報道陣に公開され

た。（写真）NEDOのプロジェクトで、ベンチャ

ー企業の㈱エンルートが開発した「世界初」の耐

火型ドローンだ。３００℃の災から発生する熱量で

も飛行が可能で、はしご車が入ることができない

狭い道路などの現場やビル、工場内での救出ル

ート確認や、隣接建物への延焼も把握できる。さ

らに火災現場だけでなく、山岳地帯や水辺でも

活用できるので、「消防士の空飛ぶチームメイト」

として活躍が期待されている。 

人間用の防火服の耐火基準が２６０℃て゜ある

ことを参考値として、３００℃で１分間連続運用可

能にした。奇体プロペラは、耐火性だけでなく、

軽量で量産ができるチタンなどの素材を採用し

た。また、機体に付けた撮影用のカメラは、熱の

影響を受けにくくするため、カメラの前面を従来

のカーボン素材ではなく、断熱性と透過性に優

れた石英素材で覆った。さらにプロペラのアーム

をカーボン素材からマグネシウム（表面はチタン

加工）などに変更することで軽量化を図った。 

 また、表面塗装に２,０００℃まで耐火性能に優

れたジルコニアを使い実証実験を重ねた結果、

商品化のメドが立ったことから、メディアに公開さ

れた。開発したエンルートは、来月から消防機関

などへ製品サンプル提供とモニタリングを開始

し、今年１０月から受注を開始する予定だとして

いる。 

 

  

 
 
バングラデシュのナラヤンガンジで「カチプール・メグナ・グムティ第２橋

建設及び既存橋改修事業」で新設、改修されたカチプール、メグナ、グム
ティの３橋の開通式が 16日に行われた。式典では首都ダッカの首相官邸
と中継がつながれ、シェイク・ハシナ首相、泉裕泰在バングラデシュ特命
全権大使、平田仁 JICAバングラデシュ事務所所長らが臨席した。 

 
 
 
オリエンタルコンサルタンツグローバル（本社：東京都新宿区、社長：米

澤栄二氏）は準備調査から携わり、詳細設計、工事入札補助、施工監理
までのコンサルティングサービスについても同社 JVが担当。施工は、清
水建設、大林組、ＪＦＥエンジニアリング、ＩＨＩインフラシステムが担当し
た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDOプロジェクト  
エンルート開発「消防士の空飛ぶチームメイト」活躍に期待 

 

「世界初」耐火型ドローン販売へ 

 

バングラデシュ 新設・改修の３橋が開通―― 

――ОＣグローバルＪＶ 詳細設計等担当  

写真はオリエンタルコンサルタンツグローバルより 
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CEATEC JAPANは、1958年に開始し、現在では毎年 10月に幕張メッセで開催

されるアジア最大級の IT技術とエレクトロニクスの国際展示会です。当初は家電の

展示会だったのですが、2018年には建機メーカのコマツが初めて大規模に参加し

話題になりました。基調講演にはコマツの大橋社長が登壇されました。自動車メーカ

も CEATECには、2007年ニッサン、2014年トヨタ、ホンダ、マツダが出展していま

す。ITが関わる場合、産業の垣根は既になくなってきているのです 

ところで CASE という言葉を最近よく耳にされると思います。これは 2016年のパリ・

モータショーでベンツ社長が初めて使った造語で、Connected（コネクテッド）、

Autonomous（自動運転）、Shared（シェアリング）、Electric（電動化）の頭文字を取

ったものです。ベンツの Websiteによると、同社は 1995年には自動（自律）運転ロボ

ットカーでミュンヘンからコペンハーゲンを走りきることに成功したとのことです。そし

て、自動車各社ともパラダイムシフトを迎えたと危機感を露にしています。では建機

ではどうなのでしょうか。前述の CEATECの講演で大橋社長は未来の建設現場のイ

メージを紹介していました。ニュージーランドの自宅でモニターの前に座った青年

が、遠い国の建機を稼働させ、仕事を請負うというものです 

もちろん、自動車と建機は異なります。建機の 10倍の市場規模を持つ自動車の

場合、GAFAなどの異業種からの進出も顕著で、その広がりやスピードについて多く

の示唆があります。建機も負けるな、という気になりますが、ビジネスモデルとして見た

場合はどうでしょうか。今回はコマツを例に取って建機ビジネスの先進性について報

告したいと思います。重厚長大の代表例のように思われている建機ですが、CASEに

ついては既に 20年ほどの実績があり、現時点では自動車より進んでいるとも言える

のです 

1. コネクテッド：KOMTRAX（2001年に標準装備化を開始） 

1) KOMTRAX とは、コマツが開発し建機の情報を GPSや携帯電話の通信を利用

して、遠隔で確認するシステムです。筆者は 2013 年にある講演でニッサンのリ

ーフについて聞いたことがありますが、KOMTRAX とよく似ていました。後で分か

ったのですが、ニッサンは KOMTRAX を研究した、とのことでした 

2) KOMTRAX 誕生について、コマツの坂根相談役はこう言っています。「1998 年

ごろ、盗んだ油圧ショベルで ATM を壊す事件が日本で多発していて、その対

策として、『GPS をつけたらどうか』、というのがスタートでした。当時、既にカーナ

ビが普及し始めていたのですが、GPSで所在場所が確認でき、通信機能を付け

ることで位置だけでなく他のセンサー情報も取れるようになるというのです。例え 

ば飲料の自動販売機では、どの商品が不足しているのかは行く前からリモートで

分かるようになっていると。同じことを建機でやったらすごいことになる、と直感し

たのです。位置情報のほかに、エンジンコントローラーや車体コントローラーから

情報を集めることで、その機械がいまどこにいて、稼働中か休止中か、燃料の残

量はどのくらいかといった情報を取得し、通信機能を使ってコマツのセンターに

データを送る仕組みを開発しました。これが KOMTRAXの始まりです」 

3) 現在ではコマツの Connected は新興国にも広がっています。新興国は、従来、

販売に力点を置いてきたのですが、新発売の油圧ショベルは、長期メンテナン

スにコンポ保証付きメニューを導入しています。こうしてバリューチェーン全体に

関わるビジネスモデルは新興国にも展開しているのです 

2. 自動運転：無人ダンプ（2005 年にチリに試験導入、2008 年に商用導入） 

鉱山のダンプは 24 時間走り続けるため、1 台につき 4～5 名のオペレータが必要

です。ダンプが百台必要な鉱山なら、400～500 人必要です。しかし、鉱山は高地

や寒冷地や砂漠地帯と、人が働くには厳しい環境で、オペレータも集まりにくいの

です。そのソリューションとして誕生したのが無人ダンプです。さらに、最適なスピ

ードで安定運行することで、メンテナンス費用低減、省エネ、CO2 低減も可能にな

ります。無人ダンプは、人にも地球環境にもやさしいのです 

3. シェアリング：レンタル、カーシェア、ライドシェア・配車アプリ 

1) 最近カーシェアが増えてきました。筆者の自宅の周囲でも看板を見かけます。と

ころで、レンタカーとカーシェアの違いが分かりますか。カーシェアとは、自動車

を保有する人が独占的に利用するのではなく、会員制により複数人で利用する

ものです。カーシェアの利用者は、通常インターネットで会員登録し、保険料や

燃料費込みの料金を時間や距離に応じて支払うもので、相対の手続きが不要

で利便性が高いわけです。ポイントは一台の車を複数の人でシェアすることです

が、その会費は Times なら月 1030 円です。この金額で車をシェアすることにな

るのでしょうか。つまり、レンタカーとカーシェアの違いは利便性だけで、ビジネス

モデルの上では違いがありません。言い換えればカーシェア企業が差別化を主

張するキャッチフレーズに過ぎないように思います。また、日本では規制などで

普及していませんが、Uberや Grabなどのライドシェアや配車アプリも ICT革命

のおかげで、不特定多数同士のマッチングが可能になったという意味では革新

的ですが、車の利用をシェアするという意味では同様です 

2) つまり、レンタル、カーシェア、ライドシェア・配車アプリは同じものだと考えること

が出来るのです 

3) Wikipedia によると、レンタカーは自動車の誕生とともにあったそうです。建機の

レンタルの起源については不明ですが、最も早かった国の一つである英国では、

1961 年に既にレンタル関連のガイドブックが出来たそうです。日本では 1960 年

寄稿・阿井安見 建機は最先端のビジネスモデルか 
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代に現在の大手建機レンタル会社が創業しています。途上国では機械を貸した

まま返ってこないリスクもあってかオペレータ付レンタルもありますが、こうなるとレ

ンタルなのかコントラクタなのかその区別すら曖昧になってきます 

4) 現在、建機の Uber という試みもありますが、誰でも運転でき公道での移動も自

由という車と異なり、建機は専門家にサポートしてもらう必要があるので、メーカ側

でも新ビジネスの可能性があります 

 

4. 電動化：960Eエレキダンプ（1996年に導入） 

1) コマツは、1996年、エンジンで発電した電気で駆動するダンプを発売しました。内容は、発電機と ACモータ、インバーター、 

減速ギアなどで、重電メーカの先端技術が織り込まれた電気コンポーネントと、コマツが開発・製造した減速ギアなどが機械コン 

ポーネントとして融合するわけです 

2) また 860Eにはトロリーシステムのオプションも用意され、エンジンで発電する代わりに鉱山の自家発電を使うことも出来ます。 

ダンプにパンタグラフを取付け、鉱山の走路上に張られた架線から取った電気を動力として ACモータを駆動し走行するシステ 

ムです。メリットは、高い登坂性能、そしてエンジン寿命の大幅延長と燃料代の低減です 

3) ただ建機メーカにとっての問題は、電気駆動システムを GEやシーメンスといった重電メーカに握られてしまうことです。これは 

自動車メーカと共通する悩みです。従来、車は本体メーカがトップに君臨するピラミッド構造でした。それが最近 Valeo、

Continental 

や ZF等のメガサプライヤーが力をつけています。ましてや、これが EVになると、GAFAなども参入して、本体メーカの優位性は 

崩れてしまうでしょう。一部の建機では、それが 20年以上前から始まっていたのです 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年１月度                        日本建設機械工業会  

 

 

日本建設機械工業会（会長・大橋徹二氏、コマツ社長兼 CEO）の発表によると、１月の建設機械出荷金額は、内需は１０.２％増加の７４０億円、外

需は２.０％増加の１,３９１億円、総合計では４.７％増加の２,１３１億円となった。その結果、内需は４カ月連続の増加、外需は４カ月連続の増加となり、

総合計では４カ月連続の増加となった。  

 内需について機種別に見ると、トラクタ３１.５％増加の８０億円、油圧ショベル４１.６％増加の２０３億円、ミニショベル０.３％増加の６５億円、道路機械

１２.６％増加の３２億円、基礎機械３４.９％増加の３７億円、油圧ブレーカ圧砕機８.１％増加の１４億円、その他建設機械３.７％増加の４９億円の７機種

と補給部品３.５％増加の９６億円が増加し、内需全体では１０.２％の増加となりました。  

 外需について見ると、トラクタ９.１％増加の１５０億円、油圧ショベル７.９％増加の６１７億円、ミニショベル１.８％増加の１８２億円、建設用クレーン７.

５％増加の５９億円、基礎機械８２.３％増加の３億円、油圧ブレーカ圧砕機２８.７％増加の８億円の６機種と補給部品１７.８％増加の１８０億円が増加し

た。地域別に見ると、アジアが９カ月連続の増加、オセアニアが２カ月ぶり増加、欧州が４カ月連続の増加、北米が１７カ月連続の増加の４地域が増

加し、外需全体では２.０％の増加となった。  

 

  

 

 

ｺﾏﾂのﾄﾛﾘｰｱｼｽﾄ・ﾀﾞﾝﾌﾟ 860E 

建設機械出荷金額統計まとまる 

内需、外需とも４カ月連続増加、総合計２,１３１億円増加 
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