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評価調査結果要約表 

1. 案件の概要 

国名: メルコスール加盟４カ国

（アルゼンチン、ブラジル、パラ

グアイ、ウルグアイ） 

案件名： メルコスール観光振興プロジェクト 

    フェーズ２ 

分野： 民間セクター開発（観光）援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：中南米部／東京国際セ

ンター 

協力金額（評価時点）： 4,273 万円 

先方関係機関： メルコスール各国観光省庁 

日本側協力機関：特になし 

2008 年 1月 14 日 

 2010 年 1 月 13 日 

協力期間 

 

  

他の関連協力： 

・ 地域別研修「メルコスール観光振興セミナー」

（2002 年度～2006 年度） 

・ 技術協力プロジェクト「メルコスール観光振興プ

ロジェクト」（2005 年 1月 14 日～2008 年 1 月 13

日） 

1-1 協力の背景と概要 

南米南部共同市場（メルコスール）は、アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、

パラグアイの４カ国が国際競争力強化を目指して 1995 年に発足した関税同盟であ

る。メルコスール加盟国は外貨獲得、地域間格差の是正、雇用創出の有効な手段と

して観光開発を重視し、従来の市場である欧米以外の新規市場であるアジアに注目

した。この一環として、メルコスール４カ国は日本に対して日本市場開拓の可能性

を把握するための研修を要請し、2003 年 2 月より、地域別研修「メルコスール観光

振興セミナー」が実施された。 

その結果、同セミナーに参加した研修員が技術協力プロジェクト提案書を作成、

この提案書に基づいて４カ国が公式に日本政府に技術協力プロジェクトを要請し、

2005 年 1月 14 日より３年間の期間で「メルコスール観光振興プロジェクト」が実施

されることとなった。 

2007 年 9 月、同プロジェクトの終了時評価が実施され、プロジェクトの観光振興

活動によって日本からメルコスールへの観光客増加など良好な結果が確認できた

が、メルコスール観光局日本事務所（JPMO)の自立発展性は不十分と判断された。あ

わせて、メルコスール側からも協力継続の要請があったため、JPMO の自立的な運営

を目的として 2008 年 1 月 14 日より２年間の予定でプロジェクト延長としてフェー

ズ２が実施されることとなった。 
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1-.2 協力内容 

(1) 上位目標 

JPMO が自立発展的に運営される。 

(2) プロジェクト目標 

日本市場における観光振興活動が強化される。 

(3) 成果 

1) 観光セクターでメルコスール加盟国による地域連携の枠組みが強化される。 

2) JPMO の公的なステータスと自立的な運営体制が確立する。 

3) フェーズ１で作成されたマスタープランに基づいて観光振興活動が実施さ

れる。 

4) 日本市場をターゲットとした観光振興における人材能力が開発される。 

(4) 投入（評価時点） 

日本側： 

 1) 人員配置：研修監理員１名、非常勤アドバイザー１名 

 2) 研修員受入： 

  ・メルコスール観光セミナー（年 1 回、計 2 回実施）：研修員のべ１４名受入

（メルコスール側と経費分担で実施） 

  ・OJT 研修員：計 4 名（各 6 ヶ月間） 

 3) FAM1/プレスツアー通訳謝金：1 名 

 日本側の投入合計：4,273 万円（評価時点） 

メルコスール側： 

 1) アドホックメンバー（各国観光省庁の責任者）の選任：４名（各国から１名）

 2) 各国からの予算配分 

加盟国 主な負担項目 投入額（万円） 

アルゼンチン JPMO オフィスの賃貸料・管理費、メルコス

ール内活動費等 

2,997 

ブラジル JPMO 人件費（所長給与等）、メルコスール

内活動費等 

6,335 

パラグアイ JATA2世界旅行博出展費用負担、メルコスー

ル内活動費等 

1,130 

ウルグアイ JATA 世界旅行博出展費用負担、メルコスー

ル内活動費等 

984 

 

合計                              11,446 

 

                                            
1 旅行業者を対象とした Familiarization Tour の略。 
2 社団法人日本旅行業協会（Japan Association of Travel Agents） 
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 2. 評価調査団の概要 

 調査者 日本側： 

1) 総括：森裕之、JICA 東京 次長（公共政策、産業開発・財政担当） 

2) 副総括：木村弘則、JICA 東京 産業開発・財政課 課長 

3) 協力企画：境勝一郎、JICA 東京 産業開発・財政課 企画役 

4) 評価分析：井田光泰、インターワークス（株）シニアコンサルタント 

メルコスール側： 

1) Mr. Alejandro Victor Garcia, Foreign Affairs Director, National Secretariat of 

Tourism, Argentina 

2) Mr. Patric Lottici Krahl, Director, Department of International Relations, 

Ministry of Tourism, Brazil 

3) Ms. Camila de Moraes Tiussu, High Degree Technician, Department of 

International Relations, Ministry of Tourism, Brazil 

4) Ms. Doris M. Penoni Rojas, Manager, Directorate of Marketing, National 

Secretariat of Tourism, Paraguay 

5) Ms. Patricia Aguilera Laguardia, Assistant, Advertising Department, National 

Secretariat of Tourism, Paraguay 

6) Dr. Gloria Campos Xavier, General Coordinator, MERCOSUR Tourism 

Promotion Project, Ministry of Tourism and Sports, Uruguay 

7) Mr. Martin Traverso, Technical Communication, Strategic Marketing, 

Ministry of Tourism and Sports, Uruguay 

調査期間 2009 年 9 月 16 日 25 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 

3-1-1 成果の達成度 

（１）成果１：観光セクターでメルコスール加盟国による地域連携の枠組みが強化さ

れる。 

 メルコスール加盟４カ国の観光省庁が組織するメルコスール観光特別会議（RET）

が全体方針を定め、その方針に沿って JPMO が日本市場での観光促進活動に関する年

次計画を策定、RET の承認を受けて実施に移された。また、フェーズ２の期間中、観

光大臣会議、RET 定例会議、RET の下部にあるアドホックメンバー会議が計９回開催

されるとともに、プロジェクト活動のモニタリングは主にアドホック会議で行われ

た。このような取り組みにより、メルコスール加盟国による地域連携の枠組みは強化

された。 

 

（２）成果２: JPMO の公的なステータスと自立的な運営体制が確立する。 

フェーズ２では加盟国が合意した負担率に応じて、本プロジェクトに係わる予算計 
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上を行い、JPMO に対して予算を拠出した。この結果、OJT 研修員受入、研修監理員と

アドバイザーの経費以外の JPMO の運営コストは、ほぼメルコスール側だけで負担す

ることができた。また、JPMO の公的ステータスについては継続的に協議が行われ、観

光大臣会合でメルコスールの観光振興のための共通基金を創設することが最良の方

法であるとの結論に達し、2009 年 12 月のメルコスール共同市場審議会（CMC）におい

て承認される予定である。このように、JPMO の公的なステータスと自立的な運営体制

は確立しつつある。（注：上記の CMC において同基金は承認された。） 

 

（３）成果３: フェーズ１で作成されたマスタープランに基づいて観光振興活動が実

施される。 

毎年９月に開催される世界旅行博にブースを出展し、業界関係者や一般の来訪者に

対する観光振興を行った。また各国大使館、旅行関連団体、旅行代理店等が企画した

セミナー、研修、商談会、フェスティバルなどへも支援を行い、その実績は 2008 年

が 23 回、2009 年（1月 8 月）は 21 回に上る。FAM/プレスツアーについても、2008

年にはブラジルとアルゼンチンへのツアーを実施し、５社が参加。2009 年 10 月には

アルゼンチンとウルグアイへのツアーを実施する予定である。ウェブサイトも定期的

に更新し、２年間のサイト訪問数は 312,498、一日平均 548 となる。さらには、日本

の旅行代理店・ツアーオペレータなどの個別企業へのプロモーション活動として、

2008 年はのべ 204 回、2009 年（1月 8 月）は 151 回のビジネスミーティングがもた

れるなど、マスタープランに基づいた観光振興活動が実施された。 

 

（４）成果４: 日本市場をターゲットとした観光振興における人材能力が開発され

る。 

フェーズ２では４名の研修員を JPMO における OJT のために半年ずつ受け入れた。彼

らへの調査の結果、帰国後、政府観光局に戻った研修員以外に民間企業に勤めた者も

いるが、全員がなんらかの形で観光産業に従事していることが確認できた。また、日

本での OJT により、民間企業をクライアントと捉えて信頼関係を構築することの重要

性についての学びがあったなど、日本市場での観光振興の方法やノウハウについて実

践的な知識と経験を得ることができたことが伺える。また、世界旅行博への出展及び

プロジェクト協議のために、毎年、メルコスール観光振興セミナーを開催し、本プロ

ジェクトのアドホックメンバーと各国の観光省庁あるいは政府観光局の職員を研修員

として受け入れ、日本のみならずアジア市場の動向についての理解を深めさせた。 

 

3-1-2 プロジェクト目標の達成度 

 メルコスール側の予算増加によって、日本側との負担割合は 70:30 となり、フェー

ズ１に比しメルコスール側の拠出割合が大幅に増加した。また、アドホックメンバー

会議が定例化し、JPMO の意思決定機関として機能した。さらには、メルコスール加盟
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国の観光振興のための財政的・組織的な手段として共通基金の確立に向けた努力が図

られており、2009 年 12 月の CMC において承認される予定である（「3-1-1 成果の達成

度（２）成果２」にて述べたように同基金は承認された）。同基金が承認されれば、6

ヶ月以内に各国においてその設立のための法律や政令、大統領令を制定することとな

り、2011 年度3からの運用が見込まれる。このように、日本側の支援なしで観光振興

を行うための財政的・組織的な手段は確立されつつあり、プロジェクト目標は協力期

間内に達成される見込みである。 

 

3-1-3 上位目標の達成見込み 

 上記のようにメルコスール観光振興に係わる共通基金は 2009 年 12 月の CMCにおい

て承認され、6ヶ月以内、つまり 2011 年 6 月中には各国でその設立のための法令や政

令などが制定される予定であるが、年度途中での基金への予算拠出は難しいところ、

2011 年度（つまり 2011 年 1 月）から共通基金の運用が開始されることとなろう。よ

って、2011 年 1 月には、この共通基金の運用開始により、「JPMO が自立発展的に運営

される」という上位目標が達成される見込みが高い。 

 

3-2 ５項目評価の概要 

(1) 妥当性 

以下の理由により妥当性は高いと判断される。 

メルコスール加盟国政府は、観光開発を経済開発の効果的なアプローチとして位

置づけており、また各国はメルコスールという地域の枠組強化を通じて経済開発を

推進していく開発政策を重視している。本プロジェクトは、メルコスール加盟国に

とって域外において同じ目的に向かって共同でコスト負担し実施した初めての案件

であり、メルコスール加盟国の観光大臣や在京大使をはじめとする 4 カ国政府関係

者より、本プロジェクトへの協力に対する賛辞とその活動の継続に係わる強い意欲

が表明された。また、評価チームによるインタビューと質問票調査の結果からも、

本プロジェクトは民間セクターなどの重要なステークホルダーのニーズに応える内

容であることが確認された。日本政府も中南米の地域統合の動きには注目しており、

経済面を中心とした関係の活性化に努めている。さらに、日本はメルコスールにと

ってアジア最大の市場であり、日本に観光局事務所を設置することは妥当である。 

 

(2) 有効性 

以下の理由により、有効性は高いと判断される。 

フェーズ１から継続して JPMO の活動レベルは維持・発展しており、プロジェク

ト目標は協力期間内に達成される見込みである。全ての成果はプロジェクト目標

の達成に大いに貢献した。メルコスール加盟国による地域連携の枠組みは強化さ 

                                            
3 メルコスール加盟国の会計年度は１月からである。 
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れ、それはアドホックメンバーによる年間計画の承認やモニタリングなど、JPMO の

体制や活動の強化に繋がった。また、フェーズ１では JPMO の予算運営は日本側に大

きく依拠していたが、フェーズ２ではメルコスール加盟国側が 70％近くにまで負担

比率を高めるとともに、共通基金の設立による財政基盤の確立も進められており、

この基金が正式に創設されれば、JPMO の制度的、財政的な自立が確立されることに

なる。これは JPMO の活動強化のみならず、自立発展性に大いに貢献するものである。

さらに、フェーズ１で作成されたマスタープランに基づいて観光振興活動が実施さ

れ、日本市場をターゲットとした観光振興における人材能力も開発されており、そ

れらは日本における観光振興活動の強化に直結している。 

なお、フェーズ２開始後に世界的な金融危機が発生したが、3-2 (5)に後述するよ

うに、メルコスール加盟国はプロジェクト後を想定して予算増を加盟国間で合意し

ており、本プロジェクト終了後のメルコスール加盟国の予算状況への影響は現時点

では認められない。メルコスール加盟国への日本からの入国者数は、3-2 (4)に 述

べるように、2008 年までは確実に増加傾向であるが、今後、金融危機の影響が発生

してくる可能性は考えられよう。 

 

(3) 効率性 

以下の理由により、効率性は概ね高いと判断される。 

本プロジェクトでは、JICA 側・メルコスール側ともに、日本市場と観光振興の経

験と専門性を有する人材を配置することができ、これにより JPMO は高いレベルで観

光振興活動を行うことができた。コスト負担の大枠はフェーズ１で確認され、フェ

ーズ２では実際に各国が合意事項に沿って計画通りに予算確保・拠出を行った。こ

の点で投入は効率的であった。ただし、各国が項目別に費用負担を行ったため、JPMO

は年次計画にない支出項目には柔軟に対応できず、項目別に各国と協議しなければ

ならないといった運営上の難しさはあった。共通基金が活用できるようになれば、

そうした点は大幅に改善されることが見込まれる。 

活動は、メルコスール加盟国内での民間セクターとの定例会議など、一部、予定

通りに実施されなかったものもあったが、ほとんどの活動は十分に実施され、成果

の発現に繋がった。研修員受入については、帰国後必ずしも継続的に日本市場担当

になるといった措置が取られていないため、研修効果という点では不十分であった。

特に、政府観光局の組織自体が小さい国では、日本やアジア市場に特化した部署が

なく、担当者も配置できないといった要因があった。 

 

(4) インパクト 

正のインパクトとしては以下があげられる。 

プロジェクト期間を通して、メルコスール加盟国への日本からの入国者数が確実

に増加傾向にある。直近の 2007 年（フェーズ２前）と 2008 年を比較しても、４カ
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国合計で 25%の増加となった。また、JPMO は日本の旅行代理店・ツアーオペレータ

への積極的な協力を行い、信頼関係を築いてきた。この結果、こうした企業が企画

するパッケージツアーのうち、メルコスール加盟国が含まれる数が 2007 年の 376 件

から 2008 年には 452 件へと増加した。さらには、JPMO の活動によって、テレビの旅

番組、旅行誌の記事などメディアでメルコスールが取り上げられる件数が増加し、

日本でのメルコスールの知名度が高まったと言えよう。JPMO の試算によれば、フェ

ーズ１とフェーズ２を合わせたメディアでの報道は約２億円の広告費用に相当する

としている。 

JPMO がメルコスールの観光振興を行うことで、在日大使館にとっては、日本で観

光振興を行う機会とルートが増加した。また、大使館規模が小さな国にとっては JPMO

によってその国の観光振興が図られるというメリットがあった。また、本プロジェ

クトを通して、メルコスール加盟国は域内協力の方法を学習し、パッケージツアー

の増加など、域内協力により、その努力に見合った便益が得られることも認識でき

た。この体験によって、各国は将来の域内協力に対する強い動機付けと参加意欲の

向上が得られた。 

上位目標については、上記 3-1-3 の通り、達成の見込みが高い。 

将来的に期待されるインパクトとしては、日本市場だけでなく中国・韓国といっ

た新興市場も JPMO のターゲットに加えていくことが期待される。また、観光分野だ

けでなく、文化事業や貿易分野にも対応する「メルコスール代表事務所」として多

様な活動を行うことも期待される。 

 なお、終了時評価時点において負のインパクトは見当たらなかった。 

 

(5) 自立発展性 

以下の理由により、自立発展性は概ね高いと判断される。 

政策面では、メルコスール加盟国はプロジェクト終了後も JPMO の維持に強いコミ

ットメントを示している。各国の継続的な支援を担保するために、JPMO は一層民間

や大使館に対する情報提供や協力支援活動を行って、具体的な事業効果を各国の政

府観光局に提示することが求められる。財政面では、メルコスール加盟国は既に各

国の年次予算に JPMO のコスト負担分を組み入れており、2010 年度予算にはプロジェ

クト後を想定して、約 10 万ドルの予算増を加盟国間で合意している。このため、短

期的には自立発展性は確保される可能性が高い。また、共通基金も 2009 年 12 月の

メルコスール共同市場審議会（CMC）において承認される予定である（「3-1-1 成果の

達成度（２）成果２」にて述べたように同基金は承認された）。同基金が承認されれ

ば、６ヶ月以内に各国においてその設立のための法律や政令を制定することとなり、

2011 年度からの運用が見込まれる。この共通基金の運用が開始されれば、JPMO の自

立発展性は制度的にも財政的にも確固たるものになると思われる。 

プロジェクト後の自立発展性に最も影響すると思われる点は、JPMO 日本人スタッ
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フの確保である。メルコスール加盟国と日本市場に経験と観光分野の専門性を有す

る人材を継続して確保するためには、アドホックメンバーがプロジェクト終了まで

に雇用契約を含めて事前の措置を取る必要がある。 

 

3-3 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 フェーズ１終了以前から、フェーズ２におけるメルコスール側の経費負担増につ

いての協議が進められ、メルコスール側もそれを前提にフェーズ２開始の準備を進

めた。それにより、フェーズ２においてはメルコスール側が約７割の経費を負担し

た結果となり、JICA の協力終了後の JPMO の自立発展性の向上に繋がった。 

（２）実施プロセスに関すること 

・ ほとんどのアッドホックメンバーや JPMO 所長は、フェーズ２においてもフェ

ーズ１から引き続き同じ者が担当したため、プロジェクトの継続性が確保され

た。また、JICA 側の研修監理員及び非常勤アドバイザーも、本プロジェクトに

参画した人材を配置することができ、プロジェクトの円滑な進捗に寄与するこ

とが出来た。 

・ アッドホックメンバー会議が定期的に開催されるとともに、多くの会合に JPMO

所長も参加したため、メルコスール側で情報の共有が円滑に図られた。 

・ アドホックメンバーの努力により、JPMO の公的なステータス確立や共通基金設

立が観光大臣会合の議題となり、その制度構築の議論が具体的に進んだ。 

 

3-4 問題点および問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

 毎年９月に実施した「メルコスール観光振興セミナー」の研修員受け入れにかか

わる各国の経費分担につき R/D における記載が明確ではなく、特にウルグアイにつ

いては、毎回、経費分担についての協議が難航した。 

（２）実施プロセスに関すること 

 特になし。 

  

3-5 結論 

本プロジェクトはメルコスール加盟国と民間セクターから強い期待があり、妥当

性は高い。フェーズ２では懸案であった JPMO の自立性も高まり、プロジェクト目標

もほぼ達成された。各国は JPMO の活動に必要なコストを年次予算から拠出し、2011

年には共通基金の運用が見込まれている。JPMO の観光振興活動は高いレベルにあり、

日本からのパッケージツアーの増加や日本でのメルコスールの知名度アップといっ

た具体的成果をあげている。JPMO の活動によって日本からの入国者増加といった具

体的なインパクトの発現もみとめられる。JPMO の継続について財政的措置、共通基



 12

金創設などメルコスール加盟国は強いコミットメントを示しており、プロジェクト

終了後もメルコスール観光振興局日本事務所として自立的に運営されていくことが

見込まれる。 

 

3-6 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

【アドホックメンバーへの提言】 

・ プロジェクト終了までに、特に共通基金の設立に向けた取り組みについて、決

定事項や活動の進捗促進とモニタリングの機能を強化すること。 

・ 定例会議の開催等、メルコスール加盟国内での官民の連携の仕組みを確立する

こと、またそうした機会を通して日本市場や JPMO の活動についての情報提供を

行うこと。 

・ ５年間のプロジェクトにより日本の旅行業界においてメルコスールの知名度も

向上したこと、また JICA の協力終了後は JPMO 人員が減ることを考慮して、日

本における観光促進の優先課題と活動の優先度を考え、日本市場に関する戦略

や 2010 年の JPMO の活動を立案すること。 

【JPMO に対する提言】 

日本の旅行代理店・ツアーオペレータは、メルコスール向けのパッケージツアーを

増やしており、メルコスールに関する一層の情報提供を強く望んでいるため、ウェ

ブサイトの充実、観光地に関する情報や写真の提供といった情報発信を強化するこ

と。 

 

3-7 教訓 

・ 地域協力プロジェクトは、対象国によって異なる多様な効果が期待できる。また、

JICA にとって、複数の国を取り込むことで効率的に援助を行うと同時に経験蓄積

を図ることができるため、有効な援助方法に成り得る。ただし、本プロジェクト

については対象とする地域においてメルコスールという関税同盟がすでに存在

していたという点が大きい。上記 3-1-1 成果の達成度（１）成果１に述べたよう

に、本プロジェクトの実施により、観光大臣会合を初め、RET やアドホックメン

バー会議が定期的に行われるようになり、メルコスール加盟国の観光分野の相互

の協力や共同作業が促進されたが、関税同盟のような地域的な枠組みがない複数

の国を対象として、ゼロから地域的な連携を JICA が作り上げるには相当な時間

と労力を要するであろう。よって、地域協力プロジェクトを形成する場合、地域

共同体や経済連携協定など、協力対象地域において既存の枠組みが存在している

方が望ましい。また、その枠組みを利用し、対象国の担当省庁・機関などの定期

的な会議の開催やメールなどを利用したコミュニケーションを促進させ、対象国

相互の連携の強化を図っていくことが有効な方法である。 

・ 本プロジェクト（フェーズ１）の開始に先立ち、メルコスール加盟国への調査団
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派遣や本邦でのセミナーを通して、参加国による行政機構や手続き面の違いや共

通点を把握することができた。地域協力では協力開始前にこうした事前調査と準

備を行うことが有効である。 

・ フェーズ２では先方政府の経費負担を大幅に増やす形でコストシェアリングを

明示して実行した。これによって、結果的に先方のオーナーシップを高め、自立

発展性を高めることに繋がった。これは、フェーズ１終了前から調査団の派遣や

本邦でのセミナーにおけるアドホックメンバーとの協議によって、フェーズ２で

はメルコスール側の経費負担を大幅に増やすことについて、時間をかけながら地

道に交渉していったことによる。このように、コストシェアリングについては、

先方政府の予算状況も確認しながら、プロジェクト開始前に十分な協議を行い、

双方の十分な納得を得た上で、プロジェクトを開始することが肝要である。 




