
評価調査結果要約表 
1. 案件の概要 

国名：エクアドル共和国 案件名：エクアドル共和国火山監視能力強化プロジェクト

分野：防災 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部第三グループ（水資源・

防災） 防災チーム 

協力金額（2006 年 11 月現在）： 

計 217,296 千円 

先方関係機関：国立理工科大学地球物理研究所 

(英) Geophysical Institute/Department of Geophysics, 

National Polytechnic University 

(西) Instituto Geofísico- Depto. de Geofísica, Escuela 

Politécnica Nacional 

日本側協力機関名：独立行政法人防災科学技術研究所 

協力期間：2004 年 5 月 1日～2007 年 4 月 30 日

他の関連協力： 

 
1-1 協力の背景と概要 

エクアドル共和国は、アンデス山脈の山麓に位置し、トゥングラワ火山、コトパキシ火山をはじめ、現在

も噴火を続ける活動的火山が多く存在する。こうした火山の麓地域には多くの人々が生活しており、火山災

害の軽減はこの国の重要な課題の一つである。 

 活動的火山のモニタリングは、国立理工科大学の地球物理研究所（Geophysical Institute：IG）により実

施されている。モニタリングは主に短周期の地震計ネットワークを用いて進められ、このネットワークで噴

火の前兆的現象と密接に関連した地震波が観測されるなど、防災のためのデータが取得され、その得られた

データをもとに同研究所が防災レポートを作成し、防災局、自治体等の関係機関へ定期的に発信されるとい

う体制が組まれている。 

 しかしながら、IG に設置されている地震計は短周期の振動のみをとらえるものであり、火山活動の初期に

見られるゆっくりとした振動（微動）を観測することができず、噴火の予兆を十分に把握することができな

かった。そのため、火山内部の活動状況を十分に反映した火山活動レポートを作成することができず、IG に

おいては、各防災関係機関がより適切な災害軽減対策を取れるよう、火山活動レポートを改善し発信するこ

とが必要となっていた。こうした理由から、火山活動を正確に把握するため、長周期の地震波を観測するこ

とのできる地震計と空振計の導入と、リアルタイムのデータの収集システム、それによって得られる定量的

なデータの分析、解析技術の導入が急務となっていた。 

こうした状況のもと、2002 年 7 月、エクアドル国政府から日本政府に対し、火山性地震分析に関する機材

供与と技術指導（専門家派遣、研修員受入）の要請がなされた。これを受けて、2004 年 5 月、独立行政法人

国際協力機構（JICA）は、国立理工科大学地球物理研究所をカウンターパートとして「火山監視能力強化プ

ロジェクト」を開始した。 

2007 年 4 月 30 日にプロジェクトが終了するにあたり、JICA では、これまでの実績を確認し残るプロジェ

クト期間の対応を協議するため、2006 年 11 月 5 日から 11 月 25 日にわたり、終了時評価調査団を派遣した。

 

1-2 協力内容 

(1) 上位目標：エクアドルにおける火山災害軽減能力が向上する。 

(2) プロジェクト目標：コトパキシ火山及びトゥングラワ火山における火山監視能力が向上する。 

(3) アウトプット： 

アウトプット 1 

コトパキシ火山及びトゥングラワ火山において長周期地震波データを含む火山活動に関するデー

タがリアルタイムで取得できるよう地球物理研究所の能力が改善する。 

 アウトプット 2 

コトパキシ火山及びトゥングラワ火山において長周期地震波のデータを含む火山活動データが適

正に処理、蓄積されるよう地球物理研究所の能力が改善する。 

  アウトプット 3 

   地球物理研究所の噴火活動に関連する火山活動の解析能力が高まる。 

  アウトプット 4 

   解析結果が適切に火山活動レポートに反映される。 

  アウトプット 5 

   地球物理研究所が発信する火山情報が防災関係機関に理解され効率的に利用される。 

 

1-3 投入（2006 年 11 月現在） 

＜日本側＞ 
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1) 短期専門家派遣 

地震解析、地震観測、観測網構築の分野で延べ 8名の日本人専門家を派遣した。 

2) 研修員受入 

地球物理研究所の 2 名を対象に、火山観測及びデータ解析の分野でカウンターパート研修を

実施した。 

3) 機材供与 

観測用機材、車両等総額 181,985 千円の機材供与を行った。機材供与に伴う技師派遣費用を

負担した。 

4) プロジェクト関係費用 

日本人専門家の活動に必要な経費の一部を支出した。日本人専門家派遣、カウンターパート

研修、機材供与・技師派遣を含め、本プロジェクトに支出した費用の合計は、217,296 千円で

ある。 

 

＜エクアドル側＞ 

1) カウンターパート配置 

プロジェクト・ディレクターのほか、25 名のカウンターパートを配置した。うち、火山学・

地震学担当 10 名、機材担当 15 名である。 

2) ローカルコスト 

IG のスペースをプロジェクト活動のために改装した。観測点・中継点の設置に必要な土地を

購入し、観測点・中継点の設置に必要な人件費及び車両・馬・ラバを提供した。その他プロ

ジェクトのために負担した費用の合計は 138,605.94 ドルに上る。 

2. 終了時評価調査団の概要 

調査者 1. 三村悟（総括） 国際協力機構地球環境部第三グループ（水資源・防災）防災チーム長 

2. 藤原真吾（協力企画）国際協力機構地球環境部第三グループ（水資源・防災）防災チーム 

3. 田中恵理香（評価分析） グローバルリンクマネージメント社会開発部研究員 

4. 吉川敦子（通訳） 財団法人日本国際協力センター 

調査期間 2006 年 11 月 5 日～2006 年 11 月 25 日 評価種類：終了時評価 

3. 評価結果の概要 

3-1 実績 

プロジェクト目標 

プロジェクト目標であるコトパキシ・トゥングラワ火山における火山監視能力の向上に関しては一定の成

果をあげつつあるものの、主としてトゥングラワ火山の噴火活動と機材設置の遅れにより活動が遅れたため、

当初期待していた火山監視能力向上を達成するためには、さらに若干の時間が必要である。 

本プロジェクトで設置した観測網が機能しており、データがリアルタイムで取得され解析されている結果、

IG の火山情報レポートが、プロジェクト開始当初に比べより正確な内容となり関係機関にタイムリーに発信

されている。特に、2006 年 7 月と 8月に起こったトゥングラワ火山の噴火の際には、プロジェクトで設置し

た機材によりリアルタイムに正確なデータが取得でき、適切な解析が行われ、IG から関係防災機関やマスコ

ミに対して的確な情報がタイムリーに発信された。 

ただし、十分な火山監視能力の向上にはまだ課題が残されている。噴火活動が続いているため、トゥング

ラワ火山に設置予定の 5観測点のうち 1 観測点が未設置であり、2観測点の機材が噴火で一部破損したため、

現在プロジェクトにおいては 2観測点のみで観測を行っている状況である。また、無線の通信障害が発生し

ており、IG における観測データのリアルタイム監視の障害となっている。観測点が予定より少ないことと通

信障害により、当初目指していた質の高いデータの取得が十分にできていない。データ取得が予定通りでき

ている観測点においても、機材設置が遅れたことによりデータの取得開始が遅れた。このため、IG において

新しい機材によるデータを使っての観測の経験が十分にできておらず、適切な解析システムの改善・適用が

遅れており、また、プロジェクトの観測網により取得したデータを用いて関係機関に発信する情報を十分に

改善するに至っていない。 

 

各アウトプット 

アウトプット 1：コトパキシ火山及びトゥングラワ火山において長周期地震波データを含む火山活動に関する

データがリアルタイムで取得できるよう地球物理研究所の能力が改善する。 

指標 1-1：長周期地震波データを含む火山活動に関するデータが地球物理研究所においてリアルタイムで取得

されている。 

エクアドル側カウンターパートが観測点設置に必要となる技術を習得し、エクアドル側のみで

観測点の設置が可能になった。カウンターパートはリアルタイムデータ受信システムの取扱い

を習得し、観測のトラブルに迅速に対応できるようになった。コトパキシ火山の 5点の観測点

のうち 4点については、ほぼデータの欠落なくリアルタイムで IG でデータを取得している。1
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点については通信の過密による無線データ受信の途切れにより、データの欠落が平日の日中に

発生する。トゥングラワ火山から来る信号については、2006 年 8 月 17 日の噴火の影響による

機材の破損や設置の遅れのため、2か所のみでデータ受信を行っているが、無線データ受信の

途切れにより、データの欠落が平日の日中にしばしば発生する。 

 

アウトプット 2：コトパキシ火山及びトゥングラワ火山については長周期地震波のデータを含む火山活動デー

タが適正に処理、蓄積されるよう地球物理研究所の能力が改善する。 

指標 2-1：収集されたデータが連続的に受け取られているかどうか系統的に監視され、地震波の到来方向が決

定される。 

コトパキシ・トゥングラワ火山とも、取得されているデータについては、データ受信サーバと波形

表示用 PC に導入されている波形表示システムを用いて波形モニタリングが行われている。コトパ

キシ火山については、自動処理による震源決定が行われている。トゥングラワは観測点数が少ない

ため取得データのみでは震源決定はできないが、既存短周期地震計のデータを用いて震源決定が行

われている。コトパキシ・トゥングラワ火山とも、IG によるこれまでの震源決定に比較し、震源

決定の精度が格段に高まった。 

指標 2-2：連続データが活用可能な形で蓄積され地震の波形データがデータベース化される。 

コトパキシ・トゥングラワ火山とも、取得されているデータについて、連続データは系統的に

保存されている。イベントデータについては、データベース化のためのシステムが構築されつ

つある。 

 

アウトプット 3：地球物理研究所の噴火活動に関連する火山活動の解析能力が高まる。 

指標 3-1：長周期地震波や関連事象の解析についてより高度な定量解析が可能な研究員が 2人育成される。2

人の指導の下長周期地震波の解析が可能となる研究員が 2人育成される。 

地球物理研究所の研究員 2 名の解析能力が向上した。現在は両名とも個人的事情により研究所から

離れているが、両名から指導を受けた 2 名と、さらにこの 2名から指導を受けた１名が、ほぼ支障

なく火山活動の基本的な解析を行っている。 

指標 3-2：その他の観測データの解析能力が高まる。 

定量的な地震波形解析手法の能力が高まり、トゥングラワ及びコトパキシ火山のマグマシステムの

理解が向上した。これら解析手法を本プロジェクトのデータへ適用する解析システムの導入は、ま

だ十分に完了していない。 

 

アウトプット 4：解析結果が適切に火山活動レポートに反映される。 

指標 4：長周期地震波を含む解析結果が火山活動レポートに記載されている。 

火山活動レポートは、短周期地震計によって取得されたデータに基づいた解析結果を記載してい

る。さらに、プロジェクトで設置された機材を活用して得られた一部の解析結果が徐々に記載され

るようになっている。 

 

アウトプット 5：地球物理研究所が発信する火山情報が防災関係機関に理解され効率的に利用される。 

指標 5：改善した火山活動レポートを防災関係機関が理解している。 

IG からの火山活動レポートは定期的に防災局や自治体等の関係機関に発信され、これら関係機関

から、時宜を得た明確な情報であると高く評価されている。2006 年 7 月から 8 月にかけてのトゥ

ングラワ火山の噴火活動では、今回設置した広帯域地震計と空振計のデータがモニタリングに大き

く貢献するとともに、マスコミや防災機関への情報発信に大きく活用された。活動の遅れから、長

周期地震波を含むデータの解析結果は、火山活動レポートに十分に反映されていない。そのため、

こうした情報については、まだ防災関係機関が十分に活用するに至っていない。 

 

3-2 実施のプロセス 

プロジェクトでは、所期の成果を挙げつつあるものの、全体的な進捗は、当初の予定より若干遅れ気味で

ある。 

その要因として、プロジェクト活動を進めるにあたって必要な機材設置にやや時間を要したことが挙げら

れる。この理由として、機材設置の準備に時間を要し、また、機材準備後にも、現地のストによる交通止め

や悪天候などにより設置が遅れた。2006 年 7 月から 8 月にかけてのトゥングラワ火山の噴火により、2か所

の観測点において機材の一部が破損したほか、噴火により現場に近づけないため設置を行っていない観測点

が 1か所あり、観測点を移す可能性を検討している。その他、無線の通信障害によりデータの取得が継続的

に行われないことがある。以上の理由により、当初の予定よりは、データの取得・解析がやや遅れているが、

IG の既存のデータを利用するなどして活動を進め、成果を挙げてきた。 

プロジェクト実施にあたっては、適宜 PDM を参照し、概ね計画に基づいた適切な運営を行ってきたと言え
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る。PDM の改訂は行っていない。課題としては、日本側とエクアドル側で、プロジェクトの進捗・成果を確認

して共有するシステムを明確化し改善することが挙げられる。 

日本側・エクアドル側とも、高いイニシアティブを持ってプロジェクトを遂行した。また、日本側専門家

とエクアドル側カウンターパートのコミュニケーションは、良好であった。日本から機材設置のために派遣

した一部技師は、主として言語の問題によりコミュニケーションに困難をきたす場合があったが、カウンタ

ーパートは必要な技術を吸収することができた。 

 

3-3 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

エクアドル国のニーズと政策、及び日本の対エクアドル国 ODA 政策に照らし、妥当性は高い。 

エクアドル国において、火山災害は、エルニーニョに伴う気象災害、地震、洪水、土砂崩れと並んで自

然災害の中でも大きな脅威となっている。火山災害においては、被害の前に必要なアクションをとれるよ

うにするリスクマネージメントの強化が課題であり、リスクマネージメントで重要な鍵となる火山監視能

力の向上をプロジェクト目標とした本プロジェクトは妥当性が高いと言える。また、コトパキシ火山、ト

ゥングラワ火山は、エクアドルの数多い火山の中でも現在最も災害リスクの高い火山である。 

エクアドル国における 2003 年から 2007 年においての国家開発計画では、冒頭に掲げられた 6つの基本

方針のひとつが「国民の安全、治安、司法の保障、食糧保障および環境保全」となっており、このなかに

火山の脅威に関することも含めた自然災害防災が含まれている。この基本方針に基づく「活動方針 3」の

中で、環境保全に対する政策として「さまざまな災害（自然災害、人災、技術災害）の防止」が挙げられ

ている。 

日本の対エクアドル国 ODA 政策における重点分野は、2005 年 7 月の政策協議により「貧困対策」「環境

保全」「防災」の 3点となっており、「防災」においては、「自然災害に対する脆弱性の緩和」となっている。

 

(2) 有効性 

実施した活動に対しては十分なアウトプットが達成されており、コトパキシ火山、トゥングラワ火山に

おける火山監視能力の向上が見られる。しかしながら、活動が遅れた分だけ、監視能力の向上が十分では

ない。 

観測機材の導入により、コトパキシ、トゥングラワ火山について、以前の地震計では測定できなかった

データが IG においてリアルタイムで取得できるようになり、このデータを含む適切な火山情報を関係機関

に 24 時間体制で発信できるようになっている。IG からの情報に対しては、関係機関も以前より信頼性が

高まったと評価している。ただし、トゥングラワ火山では、観測点の設置が全て終わっておらず、また噴

火による破損で機能していない観測点があることから、プロジェクト開始前よりはデータの質が上がった

ものの、的確にマグマの動きを理解するに至る科学的解析を行うだけの十分なデータがとれていない。ま

た、機材の設置が遅れていることで、IG のカウンターパートは、JICA が供与した機材を使ってデータを解

析する訓練が十分にできておらず、プロジェクトの観測網によるデータを使って総合的に判断できる能力

をさらに高めることが課題となっている。解析した結果を関係機関が効率的に活用することについては、

トゥングラワ火山噴火の際には、IG 及び関連機関の尽力により、適切に対応できたと評価される。しかし

ながら、観測点設置の遅れにより、プロジェクトの観測網によるデータの解析結果を使って関係機関に対

して行う研修はまだ実施しておらず、今後緊急事態に対応したより総合的な火山監視能力を向上させてい

くためには、プロジェクトの観測網によるデータの解析結果を取入れて、火山活動レポートの改善や関係

機関に対する活動を行っていく必要がある。 

5 つのアウトプットは、いずれも火山監視に必要なものであり、プロジェクト目標である火山監視能力

向上に貢献するものである。 

外部条件を受けたこととして、トゥングラワ火山の噴火により、観測点の設置が遅れたこと、また機材

の一部が破損したことが挙げられる。またプロジェクトの初期に技術移転を受けたカウンターパート 2名

が IG を離職したが、この 2 名の指導を受けた IG の職員の努力により、当初めざしていたアウトプットを

達成しつつある。 

 

(3) 効率性 

予定していた投入が計画より遅れたこと、火山の噴火による機材の破損があったこと等により、終了時

評価時点では、効率性にはやや課題を残すものの、実行された投入は概ね有効に活用されている。 

派遣された日本人専門家は、高い専門性を持つ適切な人材であり、期待されていた技術移転を遂行した。

機材設置の技師に関しては、派遣時期に関し IG の通常業務との調整ができれば、より効果的な活動ができ

たと考えられる。 

日本で研修を実施した IG のカウンターパート 2名がいずれも研修終了後に IG を離職し、観測点の設置

後に活動できなくなったことは、投入の効率性という点では残念なことであったが、この 2名は、IG の他

の職員に技術指導を行っており、カウンターパート研修の成果は IG 内で引き継がれていると判断される。

供与機材は、火山監視能力の向上に不可欠なものであり、機材の投入により従来より技術的に高度な観
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測点・中継点が設置され、以前にはできなかった情報把握・解析ができるようになった。トゥングラワ火

山噴火における際の前兆となった地震と空振は、プロジェクトの供与機材によって正確に記録され、IG 及

び日本の専門家によって解析され、大規模な噴火の予測をすることができた。一部の機材は、噴火で破損

したりしたが、それ以外の機材は、概ね適切に活用され、火山監視に貢献していると言える。機材の維持

管理も良好である。 

ただし、機材供与に関しては、設置のタイミングが遅れたことが、プロジェクト全体の効率的な実施に

影響を与えた。また、テレメーターについては、用いた周波数帯での外部通信が多いため、設置場所によ

っては電波の相互干渉によりデータ受信に支障をきたしている。これについては、今後周波数帯域の詳細

な調査を行い、火山データの伝送に支障をきたさないようにシステムを改修し、対応する予定である。さ

らに、外部条件ではあるが、トゥングラワ火山の噴火により、設置した機材の一部が破損し、現在使用不

能になっている。被害を受けた観測点については、今後も火砕流・土石流の影響を受ける可能性があるが、

設置場所を再検討し、破損した機材を交換すれば、再び機能するものと推測されている。 

エクアドル側の投入では、適切な専門性を持つ十分な数のカウンターパートを配置したことが、プロジ

ェクトのアウトプット達成に貢献した。また、事務管理部門の職員もプロジェクトを支援した。中継点・

観測点の設置にあたり、エクアドル側が負担した技能労働者や荷役は、迅速・適切な設置に効果的であっ

た。 

 

(4) インパクト 

トゥングラワ火山噴火の際に犠牲者の数を最小限に抑えた IG 及び関係機関の対応から見ても、上位目標

達成の見込みは高い。 

プロジェクトでは、コトパキシ、トゥングラワの 2火山の観測網を設置したにとどまるが、この 2火山

に関する活動により IG の火山監視能力は向上しており、プロジェクトで習得した解析能力は他の火山にも

応用できるものであり、エクアドル全体の火山に関する監視能力の向上が期待できる。火山災害の軽減は

監視能力の向上だけでは実現できないが、IG と関係機関は長年にわたり良好な協力関係を築いており、自

治体や各地域の防災局同士の間でも情報交換を行っていることから、プロジェクトの効果はエクアドル国

の他地域にも波及していくものと考えられる。将来的なインパクトの発現には、プロジェクトで発信する

情報を関係機関がより適切に理解すること、関係機関がそれぞれ防災に対する措置を強化していくことが

鍵となる。 

予期されなかった正のインパクトとしては、IG からの火山情報の質が高まったことで、IG 全体の組織と

しての信頼性が高まったこと、トゥングラワ火山噴火の際の情報発信を通じ、関係者の間で火山に対する

関心や理解が深まったことが挙げられる。また、日本とエクアドル国の協力が一般の人々に知られるよう

になった。負のインパクトは、特に認められない。 

 

(5) 自立発展性 

自立発展性は概ね高いと判断されるが、活動が遅れていたことから、自立発展性を十分に高めるには、

今後さらなる対応をとることが効果的であると考えられる。 

技術的自立発展性に関しては、終了時評価時点で IG は持続可能な十分な能力をある程度有していると判

断される。ただし、機材の設置の遅れにより、プロジェクトの観測網により取得されたデータを使って情

報を解析する時間が十分にとれなかったため、IG の職員の総合的な解析能力をさらに高めていく必要があ

る。また、技術的持続性を高めるためのシステムを構築するには至っていない。例えば、ルーティン業務

の中で自動的にデータを取り込み解析結果を出せるようなシステムを構築できれば、技術的自立発展性が

高まると考えられる。技術的自立発展性においては、IG の人材が現在のそれぞれのポジションにとどまる

ことと、スペアパーツの安定的な供給が、鍵である。 

制度的自立発展性は概ね高い。エクアドル政府は防災を重要課題と考えている。また、大統領令におい

て規定された火山防災における IG の位置づけに変化はないと考えられる。今後制度的自立発展性を阻害す

る可能性のある要因としては、現在の防災に関する枠組みが変わること、国及び自治体の防災責任者の一

部の防災に対する関与が弱いことである。 

財政的自立発展性も概ね見込める。現在のところ、IG には国家からは十分な予算が配分されていないも

のの、IG では独自に資金調達の仕組みを開発していることから、財政的自立発展性がほぼ見込める。政権

交代や大学の組織再編に伴う将来的な予算削減の可能性は、皆無ではないものの、現在のところ、その可

能性は小さいと見られている。 

 

3-4 効果発現に関する貢献・阻害要因 

プロジェクトの効果発現を促進した要因として、日本人専門家、エクアドル側カウンターパートの専門性

と熱意が挙げられる。トゥングラワ火山噴火における対応では、プロジェクトにより IG の監視能力が向上し

ていたことのほかに、かねてより IG と市民防災局や自治体等防災関係機関との関係が緊密であったことが、

効果発現の促進要因となった。一方、プロジェクトの成果発現を阻害した要因として、機材の設置が遅れた

ことなどが挙げられる。トゥングラワ火山の噴火は、機材の一部を破損しすでに設置した観測点を使用不能
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な状態にし、現在も噴火のため予定していた観測点の設置ができていないなど、プロジェクト実施プロセス

における阻害要因となったが、一方で、プロジェクトの観測網を使って取得したデータの解析を行い関係機

関に必要な情報を発信する機会ともなった。 

 

3-5 結論 

プロジェクトは、順調に成果を発現しつつあるものの、いくらかの遅れが見られる。実施プロセスについ

ては、機材の設置が遅れ、また火山の噴火により一部機材が破損したため、予定されていた活動の一部が完

全には実施されていない。アウトプットは達成されつつあるが、実施プロセスが遅れたため、プロジェクト

で導入された機材により取得された観測データを使って火山監視能力を十分向上させるためには、まだ課題

が残っている。したがって、プロジェクト目標の達成には、まだ時間がかかると考えられるが、トゥングラ

ワ火山噴火の際の対応は高く評価されるなど、残された課題が解決されれば、将来的な上位目標の達成見込

みは高い。 

 

3-6 提言 

1. 期間の延長 

プロジェクト目標を期間内に達成することは困難であるが、プロジェクト期間を延長すれば、目標を完

全に達成できると思われるところ、プロジェクト実施期間を 2年間延長する。 

 

2. 今後のプロジェクト運営方針 

(1) 火山噴火の影響を受けた機材の復旧 

1) 既存の機材設置地点とは異なるサイトを含めて、適切な機材設置場所を検討する。 

2) 破損した機材の修復、もしくは交換を行う。 

(2) 無線通信の通信状況の改善 

1) 観測データの通信・伝達経路（中継地点の場所）を改めて確認する。 

2) データ伝送時に混線の生じない周波数帯を明らかにする。 

3) データ伝送に必要な機材計画を立て、次の作業を行う。 

a) 周波数帯の使用許可を関係機関に申請する。 

b) 上記周波数帯の許可取得後、機材調達及び設置を行う。 

(3) 技術移転の実施 

上記の機材に関係する状況を改善させると共に、データの解析にかかる技術移転を行う。 

(4) 防災関係機関との連携の強化 

災害対応に責任を持つ国家防災局や自治体に対して、火山情報（火山データの定量的な解析結果の解釈

を含む）の活用方法を理解してもらうための普及活動を行う。 

 

3. プロジェクトの運営、進捗管理について 

日本側、エクアドル側による、プロジェクト運営に関する調整と進捗管理のためのメカニズムの導入を

検討する。ここには IG、JICA、専門家が参加する他、国際協力庁（INECI）、日本大使館などを必要に応じ

てオブザーバーとする。 

 

4. PDM の見直しについて 

プロジェクト期間を延長する場合、延長 R/D の締結時あるいは調査団派遣などの機会を捉えて PDM を修

正し、指標の整理や表現の修正を行うことが望ましい。 

 

3-7 教訓 

・ 機材供与が大きな役割を果たすプロジェクトにおいては、機材の準備は時間をかけて慎重に行うべき

である。可能であればプロジェクト開始前に、機材仕様書作成を目的とする専門調査団や専門家を派

遣することも一案である。また、機材設置に付随する土地取得及び無線に関する機器や周波数使用許

可の手続き等は、設置作業を円滑に進める重要な要素であり、また国によって事情が異なるため、入

念な調査及びフォローが望ましい。 

・ 自然現象を対象とするプロジェクトでは、緊急性を要する場合もあり、入札から納入・設置までの機

材に関する手続きの効率化・時間の短縮が望まれる。 

・ 防災に関するプロジェクトでは、プロジェクト期間中に災害の被害を受ける可能性も考慮し、スペア

パーツに関しては柔軟な対応をする。 

 


