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評価調査結果要約表 
1. 案件の概要 
国名：エクアドル共和国 案件名：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：地球環境部水資源・防災グループ 
   防災第二課 

協力金額（評価時点の暫定値）： 
計 3.3 億円 

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 

協力期間： 
（当初計画）2004 年 5 月 1 日～2007 年 4 月 30 日 
（延長期間）2007 年 5 月 1 日～2009 年 4 月 30 日 

日本側協力機関名：独立行政法人 防災科学技術研究

所 (NIED) 
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実施され、得られたデータをもとに

同研究所が火山活動レポートを作成し、防災関係機関、自治体等の関係機関へ定期的に発信されるという体

制が組まれていた。 
しかしながら、IG に設置されている地震計は短周期の地震波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

することが課題であった。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、リアルタイムのデータ収集システム、それによって得られる定量的な

データの分析、及び解析技術の導入が急務であった。 
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、火山モニタリングに関する技

術協力の要請がなされた。これを受けて、2004 年 5 月、独立行政法人国際協力機構（JICA）は、IG 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 は、協力開始時からの実績を確認し、残る協

力期間の対応を協議するため、2006 年 11 月に終了時評価調査団を派遣した。同調査の結果、2006 年の 7 月

から 8 月にかけて発生したトゥングラワ火山（２つの観測対象火山のひとつ）の噴火によってプロジェクト

で設置した火山モニタリング機器が被害を受け、火山観測データの解析技術指導に必要なデータが収集でき

なくなったことから、2007 年 5 月 1 日から 2009 年 4 月 30 日まで 2 年間延長し、火山モニタリングネット

ワークを復旧し完成させるとともに、同ネットワークにより取得されるデータを用いて解析技術を指導する

ことにより、プロジェクト目標の完全な達成を目指すべきとの提言がなされた。同提言を受けて、2007 年 4
月に延長に係る討議議事録が署名された。2009 年 4 月 30 日にプロジェクトの延長期間が終了するにあたり、

2009 年 4 月 13 日から 5 月 1 日にかけて、再度、終了時評価調査団が派遣された。 
 

1-2 協力内容 
プロジェクトは、IG の火山モニタリング及びモニタリング・データ解析に係る能力開発を支援するため、

トゥングラワ火山、及びコトパキシ火山における火山モニタリングネットワークの構築と、そこから取得さ

れるモニタリング・データの管理・解析に関する技術指導を行った。プロジェクトの構成は以下のとおりで

ある。 
(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及び超長周期地震波データを含む火山活動

のデータがリアルタイムで取得できるよう IG 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及び超長周期地震波のデータを含む火山活
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動データを適正に処理、蓄積できるよう IG の能力が改善する。 
アウトプット 3 

IG の噴火の前兆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記述される。 
アウトプット 5 

改善された火山活動レポートと補足情報が防災関係機関により適切に受領される。 
 

1-3 投入 
＜日本側＞ 
1) 短期専門家派遣 

地震観測、地震解析、観測網構築総括、火山防災、プロジェクト総括の各分野で延べ 15 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 4 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

5 回実施した。 
3) 機材供与 

観測用機材等、総額約 225,311 千円の機材供与を行った。また供与機材の設置に係る技師派

遣費用を負担した。 
4) ローカルコスト 

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資金

の合計は、3.3 億円である。 
 

＜エクアドル側＞ 
1) カウンターパート配置 

31 名のカウンターパートを配置した。 

2) ローカルコスト 
プロジェクトのために負担した費用の合計は 406,582.39 米ドルである。 
 

2. 終了時評価調査団の概要 
調査者 
（日本側） 

1. 益田信一（総括）  国際協力機構 地球環境部 水資源・防災グループ 防災第二課長 
2. 佐藤一朗（協力評価） 国際協力機構 地球環境部 水資源・防災グループ 防災第二課 
3. 三浦順子（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. 樋口安紀（通訳）  財団法人 日本国際協力センター 
注：短期専門家として同時期に派遣された防災科学技術研究所（NIED）地震研究部主任研究

員の熊谷博之専門家が、現地において終了時評価調査に協力した。 
調査期間 2009 年 4 月 13 日～2009 年 5 月 1 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：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。 

指標：各防災関係機関に提供する火山活動情報の質が向上する。 
プロジェクト目標であるコトパキシ及びトゥングラワ火山における火山監視能力の向上は達成されたと

言える。プロジェクトの協力期間延長を決定する要因となった火山の噴火による観測網の損傷は復旧され、

現在ではプロジェクトで設置したすべての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てい

る。これらのデータを用いてデータ解析技術の指導をおこなったことで、プロジェクト開始前と比較し、よ

り高度な解析がなされている。この結果、IG の火山活動レポートおよび補足情報が、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。これを裏づける例として、2006
年 8 月 16 日のトゥングラワ火山の噴火の際には、同年 7 月に噴火した際の微動データと比較・分析するこ

とにより、火山活動が活発化していることがわかり、火砕流発生の少なくとも 9 時間以上前に、火砕流を伴

う大規模な噴火の発生を予測し、トゥングラワ火山周辺の市長らに電話で直接詳細な状況を伝え、情報を受

けた各市が住民に対して警戒警報を発出し、犠牲者の数を 小限（避難勧告に従わなかったり逃げ遅れた住

民 5 人）に抑えることに貢献した。 
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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及び超長周期地震波データを含む火

山活動のデータがリアルタイムで取得できるよう IG の能力が改善する。 
指標 1-1：長周期及び超長周期地震波を含む火山活動データが IG においてリアルタイムで取得される。 
長周期及び超長周期地震波を含む火山活動データが IG においてリアルタイムで取得されている。カウン

ターパートの研究員及び技師が、リアルタイムデータの取り扱い、及び観測網の問題解決ができるように

なった。観測データの無線送信に使っていた 2.4GHz 周波数帯が一部の通信区間において通信飽和状態に

なったため、2008 年 6～7 月に、5GHz 用の無線機材への入れ替えが行われた。対象となったのは、IG 基

地、無線中継点 6 ヵ所、コトパキシ火山の 1 観測点である。この入れ替えにより、無線通信障害は解消さ

れ、IG においてデータが円滑に取得できるようになった。 
 

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及び超長周期地震波のデータを含む

火山活動データを適正に処理、蓄積できるよう IG の能力が改善する。 
指標 2-1：連続的な火山活動データが系統的に監視され、火山活動の発生源が決定される。 

コトパキシ、トゥングラワ火山とも、観測網からの連続的な火山活動データにより監視され、火山活動の

発生源が決定された。地震の自動イベント検出システムが両火山に導入され、火山活動が系統的に監視さ

れている。 
指標 2-2：連続データが蓄積され地震の波形データがデータベース化される。 

両火山とも、取得された連続データはデータベースに蓄積され、波形データは系統的に保存されている。

地震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た。 
 

アウトプット 3：IG の噴火の前兆の解析能力が高まる。 
指標 3-1：長周期及び超長周期地震波や関連する兆候の解析について、より高度な定量解析が可能な研究員

が２人育成される。この２人の研究員の指導の下で同様の解析が実施できる研究員が、２人育成される。 
本邦研修に参加した研究員 2 名が、長周期や超長周期地震波や関連する火山活動の兆候の解析についてよ

り高度な定量解析をできるようになった。また、ほかの研究員 2 名、研究生 5 名も、本邦研修参加者の指

導のもとで定量解析ができるようになった。なお、本プロジェクトの成果に基づいて、論文や国際学会の

発表を数多く行った。 
指標 3-2：その他の観測データの解析能力が高まる。 
カウンターパート研究員が火山性土石流（ラハール）に関連した微動シグナルを解析できるようになった。

 
アウトプット 4：解析結果が適切に火山活動レポートに記述される。 
指標 4：長周期及び超長周期地震波を含むデータ解析結果が火山活動レポートに記載される。 

長周期及び超長周期地震波を含むデータ解析結果が火山活動レポートに記載された。 
 
アウトプット 5：改善された火山活動レポートと補足情報が防災関係機関により適切に受領される。 
指標 5-1：改善された火山活動レポートが防災関係機関に定期的に受領される。 

改善された火山活動定期レポート、及び火山活動が活発化した際には特別レポートが、電子メールまたは

ファクスにて約 150 の防災関係機関に受領された。 
指標 5-2：補足情報が防災関係機関に適時受領される。 

火山活動が活発化した際、補足情報が、特別レポート、電話・無線・会議などによる直接的なコミュニケ

ーションにより、防災関係機関に適時受領された。詳細な火山活動情報は、IG のウェブサイトにおいて

提供された。 
指標 5-3：防災関係機関が改善されたレポートや情報に満足する。 

インタビューやアンケートの結果によれば、多くの防災関係機関が改善されたレポートや情報に、適時性、

正確さ、信頼性の点において満足している。 
 
3-2 評価結果の要約 
（１） 妥当性 
エクアドル国の防災政策とニーズ及び日本の対エクアドル国 ODA 政策に照らし、妥当性は高いと言える。

自然災害のリスク軽減の重要性は、現行の国家開発計画（2007～2010 年）、憲法 389 条及び 390 条、国家

災害リスク軽減戦略案（2008～2013 年）において明確に掲げられており、自然災害のリスク軽減の一つの手

段として災害監視システムの強化を重視している姿勢が窺われる。 
一方、日本の対エクアドル国 ODA 政策における重点分野は、2005 年の政策協議により「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。したがって、防災を目的とした火山モニタリングは、日本の対エクアドル国 ODA 政策と合致している。
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アプローチの適切性も高い。コトパキシ、トゥングラワ両火山は、エクアドルの数多い火山の中でも も

災害リスクの高い火山であり、これら 2 つの火山を対象に選んだことの妥当性は高い。日本が火山モニタリ

ングにおいて比較優位があることからも、モニタリング能力強化における協力は妥当である。 
IG のカウンターパート機関としての適切性も高い。2003 年に発布された大統領令 3593 により、IG が今

後も引き続き火山モニタリング及びリスク分析を行う唯一の機関として機能する可能性が極めて高い。 
 

（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いる。コトパキシ、トゥングラワ両火山におけ

る火山監視能力の向上がみられ、プロジェクト目標は達成されていると考えられる。したがって、有効性が

高いと判断される。 
本プロジェクトを通じて広帯域地震計や空振計などの観測機材が導入されたことにより、コトパキシ、ト

ゥングラワ両火山の観測網から、短周期地震計では取得できなかった質の高いデータが、リアルタイムで IG
において取得できるようになった。プロジェクト開始前と比較してデータの質が向上したことにより、マグ

マの動きのプロセスの理解が進んだ。プロジェクト延長期間においては、課題となっていた本プロジェクト

の供与機材を用いて取得したデータの解析に係る技術移転が進んだ。また、データの解析結果に基づいて改

善された火山活動レポートや補足情報がタイムリーに送付されている。 
 

（３） 効率性 
効率性は高いと判断される。実行された投入は概ね有効に活用されている。日本側・エクアドル側共に、

プロジェクトに対して適切な投入がなされた。 
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。

本邦研修は円滑に実施された。火山観測及びデータ分析に必要な技術は、本邦研修を通じてカウンターパー

ト研究員に移転され、習得した技術は IG における通常業務において活かされている。 
供与機材は活動に有効に活用されており、機材は技術移転に十分であった。機材の維持管理も良好で、問

題があった際には IG の機材担当者が適切に対応している。本プロジェクトにより提供された機材を完全に

維持管理することができる技師が４名、技師を適切に補助することができるアシスタントが 8 名いる。 
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。本邦研修に参加した IG のカウンターパート 2 名がいずれも研修終了

後に IG を離職したが、その後本邦研修に参加した別の研究員 2 名が円滑に活動を行っている。また、IG 側

は活動の円滑な実施に必要な機材・予算も提供した。 
 

（４） インパクト 
上位目標のいくつかの指標が既に達成されており、エクアドルの火山災害軽減能力の向上がみられる。し

たがって、インパクトは現時点で既に高いと判断される。 
例えば、緊急オペレーションセンター（COEs）に代表される州・市町村レベルの防災関係機関が、火山

災害も含めたリスクへの緊急計画を策定・更新し、それらの計画に沿った対応をとっている。2006 年 7 月及

び 8 月、2008 年 2 月のトゥングラワ火山の噴火に際しては、IG が発信した火山情報が適時防災関係機関に

受領され、各地方行政府により発出された警報に従って危険地域のほとんどの住民が避難した。 
また、コトパキシ、トゥングラワの 2 火山における成果に基づいて、IG が国家科学技術事務局（SENACYT）

の資金による新たなプロジェクトを開始し、エクアドルの他の活火山の監視能力を強化しようとしているこ

とから、近い将来、他の活火山の監視能力が強化される見込みも高い。 
予期していなかった正のインパクトが研究面、社会面において確認された。研究面では、本プロジェクト

で蓄積されたデータ及び解析結果に基づいて、トゥングラワ火山の火砕流噴火の直前に超長周期地震が発生

することが判明し、火砕流噴火のメカニズムの理解が進んだこと、コトパキシ火山の超長周期地震の解析が

進み、マグマシステムの理解が進んだこと、などが挙げられる。また、本プロジェクトで蓄積されたデータ

及び解析結果が、火山だけでなく（活断層型地震やプレート境界型地震などの）地震の監視・解析にも貢献

していることが、IG の研究者へのインタビューにより確認された。また、本プロジェクトによって得られ

た成果に基づいて執筆された論文が、Journal of Volcanology and Geothermal Research や Eos （米国地球物理

学連合発行の科学情報誌）など国際的に権威のあるジャーナルに掲載され、IG の火山監視及び火山研究に

関する国際的な地位が向上したことが特筆できる。 
社会面では、防災関係機関及び住民の IG への社会的信頼性が高まったことが挙げられる。例えば、バニ

ョス観光協会は、かつて IG の火山活動情報が観光業に悪影響を与えることを懸念し、IG に対して強い不信

感を抱いてきたが、プロジェクト活動の一環として開催された 2008 年 11 月のバニョス観光協会との懇談会

を通じて、バニョス観光協会と IG 間の相互理解が進んだ。 
負のインパクトは、特に認められなかった。 
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（５） 自立発展性 
自立発展性は制度面、技術面、財政面において全般的に高いと判断される。 
制度的自立発展性は高い。憲法、国家開発計画、国家災害リスク削減戦略案にも表れているとおり、エク

アドル政府は防災及び災害監視システムの強化を重要課題としてとらえており、大統領令 3593 において規

定された火山監視、火山防災における IG の役割に変化はないと考えられる。 
技術的自立発展性も次の理由から高い。（1）広帯域地震計や空振計などの機材を含む観測点を IG 側のみ

で設置できるようになったこと、（2）本プロジェクトで供与した広帯域地震計や空振計などの機材を維持・

管理できる技術者 4 名、補助員 8 名、合計 12 名が機材の維持管理に従事しており、観測点・中継点が適切

に点検・保守されていること（3）運用管理マニュアルが作成・更新され、活用されていること、（4）デー

タ取得・解析及び火山活動レポートの作成など、IG 側のみでほぼ滞りなく遂行していること、（5）解析面

においては、中心的な研究員 2 名のほか、彼らの指導の下で多くの技術者や研究生が自立的に解析を行って

いること、（6）微動解析プログラムと土石流監視プログラムを、それぞれ自動イベント検出システムに連携

させたことで、前者では長周期地震の震源地とメカニズムを、後者では土石流の発生場所を自動的に推定す

ることが可能となったこと、（7）プロジェクト終了後も、防災科学技術研究所（NIED）との研究協力を通

じて火山監視・解析にかかる専門性を継続的に向上させることが期待できることなどが挙げられる。 
財政的自立発展性も概ね見込める。IG では独自に資金調達の仕組みを持っており、資金源は政府からの

予算配分のほか、コンサルティング業務による収入、民間企業からの寄付、国際機関による協力などがある。

IG の全収入に占める本プロジェクトにより設置された観測網の維持管理費の割合は 0.01％～5%で推移して

いる。したがって、維持管理費用については十分確保されることが期待される。また、先述した、他の活火

山の監視を目的とした「IG 強化（地震学・火山学国家サービス拡大・近代化）プロジェクト」を通じて、

国家科学技術事務局（SENACYT）から 2 年間で 900 万 US ドルの予算が配分されることになっている。た

だし、経済状況の悪化に伴う将来的な予算削減の可能性については、若干懸念される。 
 

3-3 効果発現に関する貢献要因 
（１）計画内容に関すること 
なし。 

（２）実施プロセスに関すること 
日本人専門家およびカウンターパートの火山モニタリング能力向上に対するモチベーションが高かった

ことが貢献要因のひとつとして挙げられる。日本人専門家はすべて短期専門家であり、プロジェクト実施期

間中に日本人専門家が現地にいない時期も少なからずあった。日本人専門家が不在の時期は、カウンターパ

ート研究員と技師が、日本人専門家から移転された技術を活用して、活動を円滑に遂行した。 
2006 年 11 月に実施された終了時評価において、日本側とエクアドル側によるプロジェクト運営に係る調

整と進捗管理のためのメカニズムの導入が提言された。これに対して、プロジェクト延長期間において右提

言のような特別なメカニズムは導入されなかったが、以前の JICA ボランティア調整事務所が JICA エクアド

ル支所となったことで現地でのバックアップ体制が充実したことなどにより、調整と進捗管理は円滑になっ

た。 
 

3-4 効果発現に関する阻害要因 
（１）計画内容に関すること 
なし。 

（２）実施プロセスに関すること 
2006 年 7 月から 8 月にかけて起こったトゥングラワ火山の噴火によって火山観測機材が損傷を受けたこ

と、無線通信障害が発生したことにより、十分な観測データが収集できなくなった。しかし、その後観測機

材の修復・入れ替え等によってこれらの課題は解消され、IG においてデータが円滑に取得できるようにな

った。 
2008 年 6 月に、トゥングラワ火山の 1 観測点の機材が盗難に遭った。ただし、幸い主要な機材が見つかっ

たため復旧され、2009 年 4 月に盗難防止用ケージと共に再設置された。 
トゥングラワ火山は 2006 年の 7 月から 8 月の噴火以降、2007 年末から火山活動が再度活発化してきてお

り、火山灰により太陽光パネルの発電ができずに、2007 年 12 月から 2008 年 2 月にかけて、観測が一時的に

中断することがあった。 
 

3-5 結論 
2006 年 11 月の終了時評価以降、活動はほぼ順調に実施され、アウトプット及びプロジェクト目標も達成

された。上位目標についても指標の多くが既に達成されている。評価 5 項目の観点からの評価結果について

も、「妥当性」、「有効性」、「効率性」、「インパクト」が高いと判断され、「自立発展性」は財政面において世

界的な経済危機などの影響に若干の不安はあるものの概ね高いと判断される。以上の点から、プロジェクト
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は適切であり、所期の目標が達成されたことから、計画どおり 2009 年 4 月末日にプロジェクトを終了する

ことが妥当である。 
 

3-6 提言 
（１）キャパシティ・ディベロップメントの継続 

IG は、組織的なキャパシティ・ディベロップメントの観点から、研究員をできるだけ長期に雇用するこ

とが望ましいが、ある程度の人員交替は不可避である。したがって、本プロジェクトを通じてカウンターパ

ートが獲得した技術や知識を、組織内で十分に共有・普及しておくことで、人員交替に際しても技術や知識

の継承を組織として確保することが望まれる。また、日本や海外の大学・研究機関との共同研究や研究交流

プログラムを通じて、火山研究の前進に努めると同時に、火山のモニタリング・分析にかかる専門的能力を

継続的に向上させていくことが望まれる。 
 

（２）機材の維持管理及び更新 
IG は、関係機関と協力して、設置された観測機材の盗難防止策も含め、火山モニタリング・分析システ

ム及び機材を適切に維持する必要な措置を取るべきである。また、火山モニタリング・分析システムの継続

性を保持するため、本プロジェクトで供与された機材の更新に備えて、予算計画・機材運用計画を作成する

べきである。 
 

（３）火山情報の普及 
中央・地方の防災関係機関、地方の自主防災組織、及び危険地域の住民の火山災害リスクに対する更なる

理解を促進するため、IG は今後も火山モニタリング・分析を通じて得た科学的情報や知識を広く普及する

努力を継続すべきである。 
 

（４）火山防災の実施 
火山災害を軽減するため、国家リスク管理技術局（STGR）や火山災害危険地域の地方自治体による災害

リスク管理や緊急対応に係る対策を、さらに強化するべきである。 
 

3-7 教訓 
本プロジェクトの経験を通じ、類似の他案件にも適用されると考えられる教訓は以下のとおりである。 

（１）IG と防災科学技術研究所（NIED）の研究協力は、IG の火山研究を前進させ、本プロジェクトの目標

達成に貢献した。研究機関との技術協力においては、技術移転だけではなく、科学研究の前進を促進するよ

うな仕組みを組み込むことにより、研究者であるカウンターパートのモチベーションを高め、結果的にプロ

ジェクト目標の達成にも貢献する。 
 
（２）自然災害モニタリングや防災に係る技術協力においては、モニタリング機関の科学者とコミュニティ

ーや防災関係機関との平時からの緊密なコミュニケーションが、緊急時において情報を適時に、直接、分か

りやすく伝達するために重要である。このことが災害の軽減につながる。 
 




