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評価調査結果要約表 
1. 案件の概要 

国名：エクアドル国 案件名：ガラパゴス諸島海洋環境保全計画 

分野：環境 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部森林・自然環境グループ

森林・自然環境保全第二課 
協力金額（予定額含む） 
計：約 5.9 億円   

協力期間：2004 年 1 月～2009 年 1 月 先方関係機関：国立公園局 

(英)Galapagos National Park Service (GNP(S)) 
(西)Servicio Parque Nacional Galápagos ((S)PNG) 

日本側協力機関名：環境省、農林水産省 

他の関連協力： 
なし 

1-1 協力の背景と概要 
エクアドル国ガラパゴス諸島は、同国沖約 1,000Km の太平洋上に位置する火山群島であり、大陸から隔離された

環境により特異な生態系を形成している。ガラパゴスでは、内陸域に比べて沿岸域では生態系保全の取組みが遅れ

ており、また公園局と漁民をはじめとする住民の間の軋轢が海洋保護区の生態系保全の障害となっている。そのた

め、ガラパゴス諸島の海洋保護区生態系の維持・保全活動の推進を目的として我が国に技術協力が要請された。本

プロジェクトは、この要請を受けて 2004 年 1 月から 2009 年 1 月までを協力期間として開始されたもので、ガラパ

ゴス海洋保護区の参加型管理システム強化を目的としている。主な活動としては、漁業コミュニティの情報伝達、

環境教育、海洋調査、水質モニタリング、持続的資源管理があり、多分野での活動が計画されている。 
 
1-2 協力内容 
 本件はガラパゴス海洋保護区の参加型管理システムの強化を目指し、ガラパゴス国立公園局（PNG）を C/P として、

ガラパゴス諸島の住民を対象とした多面的な支援を行うものである。 
(1) 上位目標：ガラパゴス海洋保護区の保全と持続的管理がキー・アクターの参加により推進される。 
(2) プロジェクト目標：ガラパゴス海洋保護区の参加型管理システムが強化される。 
(3) アウトプット： 
   アウトプット 1：海洋保護区管理情報が漁業コミュニティに伝達される。 
   アウトプット 2：地元住民の環境理解が促進される。 
   アウトプット 3：海洋生物と海洋環境の情報が増加する。 
   アウトプット 4：サンタクルス島における水質モニタリングシステムが構築される。 
   アウトプット 5：伝統漁民のための持続的資源管理活動が支援される。 

 
1-3 投入（2008 年 6 月まで） 

＜日本側＞ 
    延べ 7 人の長期専門家と 15 人の短期専門家が派遣され、10 名のカウンターパートを本邦研修に受入れ

た。また、車両、事務所用機材、海洋モニタリング用機材等の機材供与を実施しており、携行機材を含め

た機材供与総額は約 2,700 万円。これに加え、プロジェクト雇用のローカルスタッフ給与を含めたプロジ

ェクト活動に係るローカルコストを 2007 年度までに約 1 億 3,100 万円負担した。 
＜エクアドル側＞ 

18 名のカウンターパートを配置した。また、プロジェクト事務所と環境教育コミュニケーションセン

ター（Community Centre for Environmental Education：CCEE）の土地を提供し、プロジェクト活動に必要

な経費の一部を負担した。 

2. 中間評価調査団の概要 

調査者 1. 遠藤浩昭  （総括）     JICA 地球環境部森林・自然環境保全第二課長 
2. 足立佳菜子（評価計画） JICA 球環境部森林・自然環境保全第二課職員 
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. 東恩納弘美       通訳 

調査期間 2008 年 8 月 17 日～2008 年 9 月 6 日 評価種類：終了時評価 

3.評価結果の概要 

3－1 実績の確認 
（1)プロジェクト目標の達成状況 
 プロジェクト目標は達成しつつある。参加型管理委員会（JMP）の会合は、ファシリテーターが途中から退職した

2007 年を除き、定期的に開催されている。JMP の合意議決数は、指標を見る限りでは、明確に増加しているとは言え

ないものの、インタビューによれば長い期間にわたり合意が得られなかった議題で協議が活発になり、ここ 2 年間の

間にこれら議題のいくつかで合意が見られたとのことである。これは、JMP における協議の質が向上していることを

意味すると考えられる。各セクターからの代表者は JMP により積極的に参加するようになり、協議のプロセスがより

友好的かつ建設的になったと報告されている。 
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（2) 成果の達成状況 
成果 1：海洋保護区管理情報が漁業コミュニティに伝達される。 
 海洋保護区管理に関する情報とコミュニケーションが、漁業コミュニティの中で拡充されている。パンフレット、

ラジオ・TV放送、携帯電話のショートメッセージを通じて、情報の伝達が進んでいる。これらの内容は、漁業・漁協

に関するもの、ガラパゴス海洋保護区（GMR）の自然資源に関するもの、参加型管理委員会（JMP）における協議の

進捗や結果の報告等である。インタビューによれば、漁協では、GMRに関する知識と参加型管理手法に関する知識が

向上した、としている。プロジェクトで実施した社会経済調査では、GMR管理に関する情報を「常に受け取っている」

と感じている回答者は、2005年には全体の31.3%であったが、2008 年には48%に増加している。一方、GMRに関する

情報を「全く受け取っていない」としている回答者は、2005年の13.4%から2008年には4.7%に減少している。インタ

ビューの結果、これらアウトプット1の活動に関連して、漁協では、自分たちの立場や意見がコミュニティによく伝達

され、コミュニティの漁民の状況に対する理解が以前より高まった、と感じていることがわかった。その結果、漁業

コミュニティとPNG、また漁業コミュニティと他のコミュニティ組織との関係が改善した、と見られる。なお、漁協

は適切な情報を発信していると感じている漁民は2004年には全体の27％にすぎなかったが、2008年には調査した漁民

の48.6%が、漁協内でのコミュニケーションは「良い」または「大変良い」と回答している。 
  
成果２：地元住民の環境理解が促進される。 
 中学校やCCEEでの環境教育活動を通じ、地元住民のGMRに関する知識が向上している。また学校での環境教育に

より、海洋資源に関する生徒の関心や知識が高まっている。一部の生徒は、親とGMRに関して対話を行っており、環

境保全に関する情報が生徒からコミュニティの他の人々に広まっている。プロジェクトでは、中学校で海洋エコシス

テムに関する授業を実施した。大多数の教員は環境教育に関心を持っており、活動を支援している。環境教育の授業

は、すでに生物のカリキュラムに取り込まれている。エクアドルでは、環境教育に特化した科目はなく、他の科目の

一部として実施されており、GMR保全に関する内容が、地元の全ての教育機関で実施されることが望まれている。学

校での環境教育活動をさらに拡充するためには、カリキュラムの中での環境教育の位置づけを明確にすることが効果

的と考えられる。 
 CCEEは、土地所有権の問題により、予定よりオープンが遅れたが、開設後は、施設はよく活用されており、観光客

とともに地元住民に対する環境教育の機会を提供する場となっている。CCEEの研修棟は一般住民に開放されており、

CCEEの研修等を利用した地元住民は、展示棟の見学に訪れている。このことで、CCEEの利用者が環境に関する意識

や知識を高めるのに役立っている。CCEEには、ボランティアが常駐し、環境教育と施設の管理を行っている。現在、

PNGでは、CCEEの活用計画を策定しているところである。 
なお、CCEEにおいては2007年に55件のイベントが実施され、2008年には7月の時点で26のイベントが実施されてい

る。またCCEEで実施された保全活動に関し、2008年7月時点で研修棟を1500名が利用しており、また展示棟には4578
名が入館した。 
 
 
成果３：海洋生物と海洋環境の情報が増加する。 
 海洋環境とイセエビの幼生に関する分析は定期的に行われており、データが蓄積され、一般住民に公開されている。

海洋生物と海洋環境に関する情報は、明らかに増加していると言える。ただし、一般的に、科学的に根拠あるデータ

として活用可能な適切なデータを取得するには、5年から10年にわたりモニタリングと分析を続ける必要があると言わ

れている。この意味では、プロジェクトで蓄積された情報とデータは、まだ初期段階と言わざるをえない。しかしな

がら、PNGで海洋生物のモニタリングシステムが確立され、モニタリングを継続していくシステムができたことは特

筆すべきことである。これにより、十分に科学的なデータを提供するために今後継続的に活動を行っていくための基

盤が整備されつつあると言える。アウトプット3の活動を開始する以前は、PNGには、研究手法のノウハウがなく、こ

うした経験を持つ職員もいなかったからである。この状況に鑑み、プロジェクトではモニタリングを行うにあたって、

日本人専門家がエクアドル側カウンターパートに技術移転を行うとともに、ダーウィン財団との協調を図った。こう

した活動により、プロジェクト期間を通じ、PNGの研究能力は明らかに向上している。また、海洋環境システムモニ

タリングの一部としてダイビング受入れ能力に関する調査を、観光管理部門等PNGの他の部署と協力し、開始した。

海洋生物と海洋環境に関するモニタリング結果は、アウトプット1及び2の活動に利用する教材の開発に活用されてい

る。 
 
成果４：サンタクルス島における水質モニタリングシステムが構築される。 
 水質モニタリングと参加型水質モニタリングは定期的に行われており、レポートがまとめられ地域で配布されてい

る。PNGでは、水質モニタリング実施の手法に関する知識を習得した。参加型モニタリングに参加した地元住民は、

水質に対する関心を高めている。水質モニタリングのレポートは、地元の行政機関において、政策決定の材料として

活用されている。例えば、サンタクルス市役所では、水質モニタリングレポートに基づき、2つあった水源のうちの1
つにつき、汚染度に考慮して、取水量を削減した。現在、水質モニタリングは、イサベラ島とサンクリストバル島で

も、不定期ながら実施されている。 
 
成果５：伝統漁民のための持続的資源管理活動が支援される。 
伝統漁業のための持続的資源管理に関するさまざまな活動が実施され、一定程度の成果を出している。体験漁業を

促進するための活動が実施され、約30名の漁民が体験漁業ツアーを実施できる態勢になっている。しかしながら、体

験漁業が代替収入として有効な手段となるためには、市場を開拓することが、重要な鍵になっている。このため、プ

ロジェクトでは、2008年9月に米国で開催されるマーケティングフェアに参加することを計画している。 
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 本アウトプットに関し、枯渇資源回復戦略の一環として、プロジェクトでは、漁民とともにナマコの海洋資源モニ

タリングを行った。モニタリングのデータは、年間漁業計画に盛り込まれている。漁民は、この活動に参加すること

で、モニタリング技術に対する意識を高め、PNG等の行政機関が作成するデータに対し信頼を持つようになった。ま

た、この活動を通じ、漁業資源に関する漁民の理解が高まり、漁民が行政機関の出す決定を科学的データに基づいて

判断できるようになったことから、漁民と行政機関との関係が向上した。参加型水産資源モニタリングについては、

当初予定していたイサベラ島での漁民との合意が得られず、プロジェクトとしては、サンタクルス島において、専門

家とカウンターパートで実施したものの、漁民を含めた参加型では実施しなかった。モニタリング結果の透明性を確

保するためには、PNGが実施するモニタリングに漁民が参加することが望ましいが、漁民にとって参加するインセン

ティブがない現状では、困難であった。 
 女性グループに対する活動として、イサベラ女性組織（OMAI）、イサベラフィンチ女性組織（OMPAI）に対する

支援を行った。OMAIでは、ある程度継続的に利益が出ており、組織内の女性が毎月収入を得られるようになってい

る。インタビューによれば、世帯によっては、追加的な収入手段を得られたことで、漁師が利益を求めて漁をするプ

レッシャーが軽減されたとのことであり、海洋資源保全にとって明るい材料となっている。OMPAIでは、女性の活動

による利益はまだ少なく、組織メンバー世帯の追加的収入手段として継続的に期待できるまでに至っていない。 
 代替収入手段に関する活動に関しては、体験漁業、女性グループ支援のいずれも、対象者の規模が小さいことに留

意する必要がある。 
代替収入手段創出に係る活動は、PNGの従来の業務に含まれていなかった。そのため、活動は、専門家、カウンタ

ーパートとともに、プロジェクトのローカルスタッフが多くの役割を担った。プロジェクト終了後の活動継続につい

て、PNGの実施体制について検討し、イサベラ島のみならず、他の島にも活動を拡大していくことが必要である。 
 

3－2 評価結果の要約 
(1) 妥当性 

対象地域のニーズ、及びエクアドル国と日本の政策に照らし、妥当性は高い。プロジェクトのデザインは、いくつ

かの課題が指摘できるものの、慎重に検討を重ね策定されている。 
 プロジェクト目標と上位目標は、ガラパゴス諸島のニーズと合致している。ガラパゴス諸島の海洋資源保全はエク

アドル国にとって非常に重要である。漁業資源が減少しており、海洋資源の保全は、漁業コミュニティにとって喫緊

の課題である。観光業にとっても、海洋資源は重要である。さらに、環境汚染により水質や地元住民の健康が脅かさ

れるなど、環境問題は一般住民にも大きな影響を与える。なお、GMR保全については、参加型管理が重視されている。

 エクアドル政府は、GMRの参加型管理システムに重点をおいている。国家開発計画（2007-2010）においては、重要

戦略が9項目挙げられており、そのひとつが、自 
然環境の保全となっている。また、同国家開発計画では、住民の参加を通じたプログラムの計画と実施が重要である

としている。 
 日本の対エクアドル国政府開発援助（ODA）政策において、環境保全は、重点項目のひとつとなっている。対エク

アドルODA政策では、貧困削減、環境保全、防災、の3点が重点分野であり、環境保全には、自然環境とエコシステ

ムの保全、及び環境汚染対策が含まれている。 
  プロジェクトのデザインは慎重に検討されている。プロジェクト目標を達成するために、海洋資源との係わりの

深い漁民及び地域住民を対象に、海洋環境保全と関連するさまざまな分野の活動を計画し多角的に取組もうとしたこ

とは、評価されよう。一方で、問題点もいくつか指摘される。まず、プロジェクトのコンポーネントには、PNGの通

常業務として実施されていない活動が含まれていた。例えば、漁協に対する情報伝達活動、体験漁業支援、水質モニ

タリング、参加型水質モニタリング、女性グループ活動の支援、等である。こうした活動をプロジェクトに取入れる

ことは、当初のPNGの能力や実施体制を越えるとも考えられていた。このため、プロジェクトでは、PNG内でこれら

活動の実施能力を開発することとした。またそのための手段として、ダーウィン財団やローカルNGOであるFUNDAR
等の関連機関と協調することを計画した。こうしたことにより、成果を挙げることが可能になった。代替収入手段創

出の活動については、ターゲットグループの規模が小さいことが挙げられる。この活動は、漁民世帯に代替収入手段

を確保してやることで漁業資源枯渇の圧力を削減することを目的として、実施されたものである。しかしながら、終

了時評価時点で、体験漁業に従事しているかその予定がある漁師は、わずか30名程度であり、プロジェクトが支援す

る女性グループのメンバーは合計20名程度である。 
 
(2) 有効性 
 有効性は達成されつつある。プロジェクトを通じ、JMPの能力は向上したと評価できる。JMPの会合は、ファシリ

テーターが途中で退職した2007年を除き、定期的に開催されている。JMPの合意議決数は、指標を見る限りでは、明

確に増加しているとは言えないものの、インタビューによれば、長い期間にわたり合意が得られなかった議題で協議

が活発になり、ここ2年間の間にこれら議題のいくつかで合意が見られたとのことである。これは、JMPにおける協議

の質が向上していることを意味すると考えられる。各セクターからの代表者はJMPにより積極的に参加するようにな

り、協議のプロセスがより友好的かつ建設的になったと報告されている。 
 5つのアウトプットは全て、プロジェクト目標の達成に必要な要素であり、プロジェクトは目標達成に必要な要素を

組込んでデザインされていると言える。いくつかのアウトプットは相互に関連性を持っている。例えば、海洋環境モ

ニタリング（アウトプット3）の結果は環境教育（アウトプット2）の教材作成に取込まれており、参加型水質モニタ

リング（アウトプット4）は環境教育（アウトプット2）の機会ともなっている、等である。こうしたアウトプット間

の相互関連性により、各アウトプットによる便益の相乗効果が期待できる。 
 アウトプットからプロジェクト目標に至るための外部条件「JMP/AIMが存続する」については、JMPは2005年以降、

かなり順調に機能してきたと言える。ただし、課題もある。まず、JMPの財政基盤は脆弱である。このためもあって、
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JMPには、コーディネーター、ファシリテーター、コミュニケーターの3つの役員ポストが規定されているが、現在フ

ァシリテーターしかいない。また、エクアドルでは、9月28日に新しい憲法の是非を問う国民投票が予定されており、

この結果がJMP/AIMの今後のあり方に影響を及ぼす可能性も予測されており、今後の動向に注目する必要がある。た

だし、現地調査によれば、GMRの参加型環境管理は、何らかの形で維持されるという見方が一般的である。 
 

(3) 効率性 
効率性に関しては、中程度である。一部の投入が遅れるなど、予定通り実施されなかったものの、実施された投入

は適切に活用され、成果の発現に貢献している。アウトプット5については、投入に対して成果の規模が小さいと言え

る。 
エクアドル側は、アウトプットごとに活動を担当するカウンターパートを配置した。一方で、PNGの局長が頻繁に

交代したことにより、プロジェクトの前半は、実施体制が不安定であった。一部のカウンターパートは、PNGにおけ

る通常業務が多忙であるため、プロジェクトに十分関与することに困難を生じることがあった。また、プロジェクト

事務所とCCEEの土地を提供した。CCEEの土地については、所有権をめぐる係争があり、CCEEの開設が遅れること

となった。PNGはその他プロジェクト活動に必要な資機材を提供した。 
日本側は、プロジェクトの初期に専門家を予定通り派遣することができず、そのためプロジェクトの進捗が遅れる

こととなった。2005年以降は、専門家は予定通り派遣されている。一部のカウンターパートがPNGの通常業務で多忙

であったため、これを補完するため、プロジェクトではローカルスタッフを雇用した。プロジェクトの円滑な進捗に

ローカルスタッフの果たした役割は大きい。特に、環境教育、情報伝達、女性グループの支援等では、言語や文化的

背景に精通し、地域の状況やニーズに適した活動ができることから、ローカルスタッフの活動は重要であった。本邦

研修に参加したエクアドル側カウンターパートは、日本で習得したことをプロジェクト活動に十分活用しており、PNG
の他の職員にプレゼンテーション等を通じて技術を普及している。本邦研修に参加した10名のカウンターパートのう

ち、3名が研修後にカウンターパートから外れた。2名はPNGを退職しているが、1 名はPNGの別のポストにおり、現

在も必要に応じプロジェクトに対する助言や支援を行っている。日本からの機材供与はほぼ予定通り行われた。一部

の機材は、調達手続き上の問題により予定した時期に納入されなかったが、プロジェクトの活動に大きな支障をきた

すことはなかった。供与された機材は、適切に活用され、アウトプットの発現に貢献している。機材の維持管理状況

は良好である。CCEEについては、土地所有権問題により開設が当初の予定より大幅に遅れたが、開設後は、地元住民

が頻繁に施設を訪れ活用しており、環境教育の実施に役立っている。訪問者に対しては、プロジェクトで採用したボ

ランティア（無給）が展示の説明を行っている。PNGでは、すでに、CCEEの運営維持のための体制を策定している。

投入に対する成果の発現の度合いという観点からの効率性は、活動により異なっている。情報伝達（アウトプット1）
及び環境教育（アウトプット2）については、成果が比較的明確で、受益者の規模も大きく、効率性は高いと評価され

る。一方、代替収入手段創出活動については、終了時評価時点では、まだ目立った成果が出ておらず、受益者の規模

が小さいなど（体験漁業では漁民30世帯、女性グループ支援では20名程度）、効率性は高いとは言えない。 
 
(4) インパクト 
 現在の活動がプロジェクト終了後もエクアドル側カウンターパートで継続されれば、上位目標の達成が見込まれる。

また、予期していなかったインパクトがいくつか見られる。 
上位目標達成の見込みはかなり高い。プロジェクトを通じて、漁民、教員、生徒を含む地域住民の環境保全に対す

る意識や知識が向上しており、これら地域住民の環境保全向上のための態度に変革が見られる。こうした地域住民が、

PNGやNGOとともに、GMR保全に関わるキー・アクターとなるものと考えられる。プロジェクトを通じPNGとJMPの
組織力が強化されたことにより、これら機関と漁協を含むコミュニティとの関係も向上しているため、コミュニティ

がキー・アクターとなり提案したことに基づく環境保全活動が増加するものと期待できる。上位目標達成のためには、

プロジェクトで導入した活動を終了後も継続して実施することが不可欠である。 
 PDM記載の外部条件については、終了時評価時点では大きな影響は見られないものの、引続きモニタリングしてい

くことが重要である。プロジェクト目標から上位目標に至るための外部条件のうち、漁獲量については、インタビュ

ーによれば、魚貝類資源が減少しているのは事実であり、漁民は持続可能な漁獲量を確保するための努力を続けてい

る。PNGと漁協の関係が好転していることから、適切な漁獲努力量に関する提案が建設的な方向で協議されるものと

見込まれている。ガラパゴス諸島への移流民の数については、公式なデータは入手できず、インタビューによれば、

増加を示す統計があるものの、環境保全管理に影響を及ぼすような急激な増加ではないとのことであった。上位目標

が継続されるための外部条件である観光客の数については、インタビューでは、増加しているという見方が大勢であ

った。しかしながら、観光客の受入れ体制や行動規準が整備されており、環境保全に大きな問題を与えることは起き

ないであろうと見られている。 
 予期せぬ正のインパクトが認められる。プロジェクトでは、当初サンタクルス島のみで水質モニタリング活動を行

う予定であった。しかしながら、活動を実施する中で、エクアドル側からの要求により、イサベラ島とサンクリスト

バル島でも実施するようになった。また、水質モニタリングに関するもうひとつのインパクトとして、サンタクルス

市役所が水質モニタリングレポートの結果を受けて取水量を削減したことが挙げられる。さらに、援助機関とローカ

ルNGOと協力活動に関する調整・協議を行う中で、これら機関間のコミュニケーションと協調関係が向上した。特に

体験漁業支援の活動に関して顕著であった。 
 プロジェクトでは、漁協と漁民を中心的なターゲットグループとしていたが、これにより環境保全に関与する他の

グループからの誤解や嫉妬を招いたと考えられるできごとがあった。これは予期せぬ負のインパクトと言える。この

件は、漁協組合のある幹部が、個人的に、漁協に関するパンフレットを発行した際に起こった。プロジェクトでは、

コミュニケーションに関する活動の一環として、漁協活動に関するパンフレットを発行しているが、これは、この漁

協幹部があくまで個人的に行ったもので、通常のパンフレットの決まりや様式を遵守していなかった。このパンフレ
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ットにより、観光セクターの幹部は非難されたと受止め、これは、プロジェクトが漁業セクターを対象としたために

起こったことだと感じていた。この一件は、プロジェクトがコミュニティの特定のグループをターゲットとしている

ことから情報が歪められた例と言える。 
 
(5) 自立発展性 
 自立発展性はある程度見込める。 
 政策面での自立発展性は概ね高い。前述した通り、エクアドル国の開発計画において環境保護は優先課題のひとつ

であり、参加型管理システムに重点が置かれている。さらに、エクアドル国の現政権は、ガラパゴス諸島がUNESCO
の「危機に瀕した世界遺産」に指定されたことから、ガラパゴス諸島の観光保全に高いイニシアティブを見せている。

政策面において若干の懸念材料となりうるのは、新憲法採択に関する国民投票後の政策の動きである。ただし、一般

的には、参加型環境保全を重視する政府の政策は維持されるものと見られている。 
 PNGの組織的自立発展性は、比較的高いと言える。プロジェクト開始当初と比べ、PNGの組織的能力は明らかに向

上しており、PNGの局長は以前ほど頻繁には交代していない。局長以外の人員配置についても、プロジェクトで技術

移転したカウンターパートの多くは同じ担当に留まっていることから、安定していると見られる。また、2008年8月に、

150人の「パーク・レンジャー」が契約雇用から常勤雇用になったことで、PNGの人員配置がより安定した。さらに、

漁協など関連する組織・団体との関係が改善していることも、組織的自立発展性を高める要因となっている。こうし

た組織面での向上が見られるものの、PNGの人員配置はまだ十分とは言えない。PNG職員の人員数と技術的能力が拡

充された組織体制を新たに導入する必要がある。JMPに関しては、ここ数年比較的順調に機能するようになったもの

の、財政的基盤が不安定である。また憲法の国民投票後のJMPの位置づけや機能に若干不透明な点がある。 
 PNGの財政的自立発展性も比較的高い。ガラパゴス諸島における財政制度では、入島税の一部がPNGに配分される

こととなっており、PNG財政基盤は安定している。PNGにおいて予算の策定・執行手続きの効率化・合理化を図れば、

より財政的自立発展性が高まると考えられる。  
 技術的自立発展性はある程度見込める。技術移転がほぼ順調に進捗しており、カウンターパートは習得した知識や

技術を日常の業務の中で活用している。供与した施設と機材の維持管理システムは、これまでのところほぼ適切に機

能している。しかしながら、プロジェクトで導入した一部の活動は、PNGの従来の業務内容に含まれていなかったた

め、活動を継続するための努力と組織内での調整を引続き行っていく必要がある。これらの活動には、教材開発、水

質モニタリング、体験漁業と女性グループの支援等がある。これら活動の実施にあたっては、プロジェクトのローカ

ルスタッフがかなりの部分を担ってきたため、プロジェクト期間終了までに、ローカルスタッフからPNGのカウンタ

ーパートへの技術移転を行うことが必要である。またこれら活動については、ダーウィン財団等関連機関との協力を

強化することも、技術面での自立発展性を高める要因となりうる。 
 より自立発展性を高めるには、コミュニティとの活動を継続し、プロジェクトの便益を普及していくことが重要で

ある。プロジェクトにおけるターゲットグループであった漁協や女性グループは、活動を継続していく強い意志を見

せている。カウンターパート及び関連機関から適切な支援があれば、プロジェクトの便益をより拡大していくことが

可能であろう。水質モニタリングについては、すでに当初予定されていた島以外にも活動を拡大している。他の地域

にも便益を拡大することができれば、プロジェクトの自立発展性はより確実になる。そのためには、他の島における

行政機関の組織能力の強化が必要となる。 
 
3－3 効果発現に貢献した要因 
（計画内容に関すること） 
環境保全に係るさまざまな分野に関する活動が盛込まれており、多面的に取組むことができたことが挙げられる。

また、プロジェクトの形成にあたっては、かなりの時間を要したが、日本側、及びガラパゴス諸島住民を含むエクア

ドル側のステークホルダーの意見が反映された。この計画プロセスは関係者から高く評価されている。結果として、

PDMの策定・改訂に関係者の意見が広く反映され、プロジェクトに関する関係者の関心が高かった。 
（実施プロセスに関すること） 
特にプロジェクトの後半で、日本人専門家が予定通り派遣され、エクアドル側カウンターパートの配置も安定した

こと、プロジェクトのローカルスタッフがコミュニティのニーズに即した適切な活動を積極的に行ったこと、漁民の

デモが鎮静化したこと、等が貢献要因である。また、ダーウィン財団等、環境保全に係る組織は、環境教育の実施等

において、プロジェクトに適切な支援を行ったことも貢献要因としてあげられる。 
 
3－4 問題点及び問題を惹起した要因 
 
（計画内容に関すること） 
環境保全に多角的に取組む計画になっていた反面、PNGの通常業務に含まれていない活動がPDMに盛込まれたため

実施体制の整備に困難があったことが挙げられる。 
（実施プロセスに関すること） 
一部のカウンターパートが多忙でプロジェクトに十分関与できなかったことがある。また、プロジェクト開始時に、

日本人専門家が予定通り派遣できない、PNGの局長が頻繁に交代する、漁民のデモが頻発する等、問題が多かった。

 
3－5 結論 
プロジェクト開始後2年間は、進捗があまり順調でなく、プロジェクトのデザインや投入の効率性にいくつかの問題

点が指摘されるものの、プロジェクト後半は順調に進捗した。アウトプットは、いくつかのコンポーネントでは、目

標通り達成できていないものもあるが、概ね成果が発現している。 
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プロジェクト目標達成の見込みは高い。したがって、プロジェクトは当初の予定通り終了するものとする。 
いくつかの活動は、終了後の自立発展性に課題を残している。情報伝達、環境教育、代替収入手段創出については、

プロジェクトで雇用したローカルスタッフが中心となって活動を進めているのが現状である。海洋資源モニタリング

と水質モニタリングは、プロジェクト開始前はPNGで実施していなかった。参加型漁業モニタリングは、漁協の協力

が得られなかったため、予定していた参加型では実施しなかった。特にこれらの活動については、プロジェクト終了

後の活動実施体制を検討する必要がある。 
 

3－6 提言 
(1)PNG はプロジェクト終了後に活動を継続できる体制を整備する。そのために、プロジェクトでの活動を PNG の年

間計画（POA）に取入れ、人員と予算の配置を行う。 
・コミュニケーション：PNG において、パンフレット作成や TV・ラジオの制作を含めた情報伝達活動の実施体制を

整えること。漁協に関する情報の伝達については、漁協で情報発信を行えるよう、プロジェクト活動の中で漁協に対

し訓練を行う。 
・環境教育：カウンターパートが活動を継続できる体制を整えること。学校における環境教育については、プロジェ

クト終了後の活動計画について、時間帯の確保や教員との協力等に関し学校との協力関係を整備すること。今後の実

施計画について、教育省と協議を行う。 
・海洋モニタリング、水質モニタリング：ダーウィン財団等関係機関との協力を強化すること。 
・代替収入手段支援：何らかの支援を継続できるよう、融資の案内、情報提供等を行うことを検討する。女性グルー

プの支援については、特定のグループに対する支援を継続するのではなく、同様のコミュニティ活動を支援していく

ための行政的な支援の仕組みや必要に応じ関連する支援団体との協力体制を検討する。 
(2)PNGは、コミュニティにおける環境教育の実施のために、CCEEの活用計画を早期に作成し実施に移すこと。CCEE
の運営・教育に関わる人材を確保する計画を整備すること。 
(3)PNG が中心となり JMP の財源の確保を支援する。憲法改正後の JMP のあり方について、関係者の合意をとり、

その機能の存続を図ることを促進する。 
(4)特にこれまでプロジェクトのローカルスタッフが中心になって行ってきた活動については、プロジェクト終了後に

PNG が実施できるよう、専門家とカウンターパートは技術移転を確実に行う。 
(5)プロジェクト終了後については、基本的に PNG の努力で活動を継続していくこととするが、必要に応じた、何ら

かの日本からの協力も期待される可能性もある。 
 
3-7 教訓 
(1)参加型管理の確立をめざしたことにより、関係者のコミュニケーションの向上やコンフリクトの減少等の成果が見

られている。環境保全については参加型管理システムが有効である。 
(2)プロジェクトの計画にあたり、カウンターパート機関の従来の業務とは異なる活動をプロジェクトとして計画する

場合は、カウンターパートの実施体制整備の意思や関係機関との協力について綿密に確認すること。 
(3)プロジェクトの活動は、カウンターパート機関の通常の業務計画の中に組入れることで継続性が確保される。 
(4)環境保全のプロジェクトでは、コンポーネントが多岐にわたることが多い。目標を明確にしたうえで、より効果の

上がる活動を選択することが重要。プロジェクトの活動をデザインする際には、ターゲットグループの選定に留意が

必要。規模が小さいと、特定のターゲットグループに対する便益があっても、その活動のプロジェクト目標全体との

つながり、インパクトが見えにくくなる。一方で、ターゲットグループが小さいと成果が達成しやすい利点はあるの

で、その活動を普及していくことも見込んだ計画にすることが有用。 
(5)コミュニケーションの向上をめざしたコンポーネントは、さまざまなコミュニケーションツールを使うことで、関

係者のコミュニケーションの向上を図り、関係を改善することが可能であり、有用なコンポーネントとなる。コミュ

ニケーションツールとしては、携帯電話の活用が有効である。これは、多くの人が所有していること、携帯所有者は

いつでも情報を得られること、発信者は１度に多くの人に情報を送れること、双方向のコミュニケーションが可能で

あること、等による。 
(6)学校を核とした環境教育は、子供に働きかけることができ将来的に有効。より活動を定着させるためには、正規の

カリキュラムの中に組込むことが必要で、そのためには教育省ラインとの協力を考慮する。 
(7)プロジェクトで雇用するローカルスタッフの活用は、言語・文化の点で対象国に適した活動ができることから、有

用である。一方で、ローカルスタッフが多くの活動を担い、ローカルスタッフに活動を過度に依存するようになると、

プロジェクト実施後の運営体制に課題を残すこととなる。 
(8)プロジェクトが特定のグループをターゲットにすると、他のグループからの誤解や嫉妬を招く場合がある。通常は

プロジェクトが社会全体の中で通常好意的に受け入れられていたとしても、些細な出来事から、ターゲットグループ

以外の集団からの反発を引き起こすことがある。コミュニケーションと情報の管理を慎重に行うことが必要である。

 


