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事業事前評価表(案) 

2009 年 12 月 01 日 

国際協力機構地球環境部 

森林・自然環境保全第二課 

１． 案件名（国名） 

国 名：ブラジル国 

案件名：アマゾンの森林における炭素動態の広域評価1 

２． 事業の背景と必要性  

(1) ブラジル国における気候変動対策/森林保全分野の現状と課題 

アマゾンの熱帯林は世界最大の広さを持ち、その二酸化炭素吸収量の多さから「地球の肺」とも呼ばれて

いる。アマゾン熱帯林の 60%以上はブラジル国に位置するが、世界自然保護基金（WWF）は現状のままでは

2030 年までに最大この 60%が消失する恐れがあると警告している。世界の温室効果ガス放出量の約 20％は熱

帯林の消失に起因するともいわれており、急激な森林減少がすすむアマゾン熱帯林の保全は、気候変動対策

の観点からも世界的に重要な課題となっている。 

森林保全を効果的に実施するためには、まず森林の状況を様々な観点から調査・モニタリングする必要が

あり、既にブラジルにおいては衛星等を用いた森林モニタリングシステムが複数構築され、これらにより得

られた情報が森林保全のために活用されている。他方、森林保全による気候変動の緩和効果を最大限に引き

出すためには、森林がもたらす大気中の二酸化炭素量への影響を評価し、この結果を森林保全活動に反映さ

せることが必要となる。しかしながらアマゾンが広大な面積を有することもあり、アマゾン全体の二酸化炭

素動態の評価については技術的な課題を抱えている状況にある。 

森林保全による二酸化炭素の排出削減については、2007 年 12 月に行われた第 13 回気候変動枠組条約締約

国会議（COP13）において「途上国における森林減少及び劣化に由来する排出の削減（REDD)」が重要課題と

して取り上げられる等、近年世界的な注目を集めている。REDD については現在、森林減少及び劣化の防止に

よって得られる二酸化炭素排出削減量を排出権として認め、森林保全活動に経済的インセンティブを付与す

るためのフレームワークの構築が進められている。ブラジル国は REDD の重要性を深く認識し REDD の自国で

の適用に高い関心を示しているが、この実現のためにも二酸化炭素排出削減量の定量的評価が技術的な課題

となっている。 

かかる状況のもと REDD の適用を含め森林保全を通じた気候変動対策の効率的な実施を可能とするため、

アマゾンの森林における炭素動態の広域評価技術の開発に資する研究の実施が求められている。 

 

(2) ブラジル国における気候変動対策/森林保全分野の開発政策と本事業の位置づけ 

最新のブラジル国家開発計画である「多年度計画（PPA）2008 年－2011 年」において環境保全が重点分野

の一つとして位置づけられている。中でも気候変動対策については COP13 に締約国中最大の政府代表団を送

り込む等、ブラジル国政府が特に重視している課題である。 

アマゾンの森林保全については、2003 年に大統領令に基づく「アマゾン森林減少阻止・管理計画」が策定

                                                  
1詳細計画策定調査の結果を踏まえ、要請時の案件名「アマゾン熱帯林における炭素動態」から変更予定。 
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され、この計画に基づき政府の 13 省庁が協力してアマゾン森林減少の諸問題への対策に当たっている。ま

た 2008 年には大統領自らがアマゾンの森林保護を目的とした「アマゾン森林基金」設立を表明し、現在基

金を活用した森林保全プロジェクトの形成が進められている。 

森林保全を進めるにあたって必要な研究・モニタリング活動も長期にわたって実施されている。1954 年に

アマゾン地域の科学的研究を目的とした国立アマゾン研究所（INPA）が設立され、現在に至るまでアマゾン

熱帯林を対象とした様々な研究活動が継続されている。また国立宇宙研究所（INPE）においては 1988 年よ

り衛星情報を用いたアマゾン森林減少のモニタリングプロジェクト「PRODES」が開始されており、現在では

PRODES を含め 4つの異なる森林モニタリングプロジェクトが実施されている。 

ただし現在使用しているモニタリングシステムは森林の面積に着目した方法を採用しており、森林減少・

劣化に関わる面積情報などはある程度の精度を持って得られるものの、これらが森林バイオマスとは関連付

けられておらず、森林の炭素蓄積量や動態の評価には至っていない。 

本件はアマゾン熱帯林の研究機関である INPA と衛星情報の利用技術を有する INPE を C/P とし、我が国の

有する知見を活用して炭素動態の広域評価技術を開発することを目的として実施する。 

 

(3) ブラジルにおける気候変動対策/森林保全分野に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の政府開発援助に関する中期政策（平成 17 年 2 月）では、4つの重点課題の一つとして「地球的規

模の問題への取り組み」があげられており、この中で「地球温暖化対策」が重点分野の一つとされている。

また JICA も「環境」を重点協力分野に位置づけており、この中でも特に「生態系保全・天然資源の持続的

利用」は重点課題としている。また JICA は、世界最大の熱帯林を有するブラジルを地球規模の課題を共同

で解決するためのグローバル・パートナーとして位置づけており、その中でも温室効果ガスの総排出量削減

に向けた取組みが主要課題とされている。 

本件は森林炭素動態の評価技術の開発を通じて気候変動対策の効果的実施に貢献することを目的として

実施するものであり、我が国及び JICA の援助方針と合致している。 

なお JICA の森林保全分野協力として「ブラジル・アマゾン森林研究計画フェーズ I,II」（1995 年 6 月～

2003 年 9 月）が過去実施され、INPA の森林に関する研究能力の向上が図られた。また連邦警察及びブラジ

ル環境・再生可能天然資源院（IBAMA）を C/P として「アマゾン森林保全・違法伐採防止のための衛星画像

の利用プロジェクト」を 2009 年 3 月より開始しており、現在衛星データを用いた森林伐採地モニタリング

システムの構築が進められている。本件については現在までのこれら協力により育成された人材や開発され

た技術を有効に活用して実施するものである。 

また、開発途上国からの我が国の科学技術を活用した地球規模課題に関する国際協力の期待が高まってお

り、2007 年 6 月には、閣議決定により、「イノベーション 25」において途上国との科学技術協力を強化する

方針が打ち出された。2008 年には、地球規模課題に対し、開発途上国と共同研究を実施するとともに、途上

国側の能力向上を図ることを目指す「地球規模課題に対応する科学技術協力」事業が創設された。本プロジ

ェクトはその一つとして採択されたものであり、我が国政府の援助方針・科学技術政策に合致している。な

お、「地球規模課題に対応する科学技術協力」事業は、文部科学省、独立行政法人科学技術振興機構（以下、

JST）、外務省、JICA の 4 機関が連携するものであり、国内での研究支援は JST が行い、開発途上国に対する

支援は JICA が行うこととなっている。 
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(4) 他の援助機関の対応 

アマゾンの森林保全に関しては、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が将来の消失面積を予測し各国

へ保全への取り組みを呼びかける等、世界的な重要課題であり、多くの援助機関が様々なアプローチで長期

間支援を行ってきている。2008 年 8 月にはブラジル国大統領により、アマゾン森林の保全を目的とした「ア

マゾン森林基金」の設立が発表され、将来にわたり 210 億米ドルの基金を集める構想が打ち出されている。

既にノルウェー国が総額 10 億米ドルの基金への出資を申し出ており、今後はこの基金を活用した支援活動

も活発化することが予想されている。なお本件で取り組むアマゾンの炭素動態の広域評価技術の開発を目的

とした援助機関の協力は現在まで実施されていない。 

 

３． 事業概要 

(1) 事業の目的 

アマゾン熱帯林の急激な減少・劣化と、これによる気候変動への負の影響が危惧される状況のもと、本件

は森林保全を通じた気候変動対策を効率的・効果的に実施するために必要な科学的データの入手を可能とす

べく、ブラジル・アマゾンの現地調査により得られるデータや当該地域の衛星データ、及びリモートセンシ

ング技術を活用し、ブラジル・アマゾンの炭素動態評価技術を開発することを目的として実施する。 
具体的には INPA が設置してきた中央アマゾン2に存在する森林インベントリー・プロット約 400 ヶ所と、

新規に設置するインベントリー・プロットにより、「中央アマゾンの炭素蓄積量の動態を把握するための継

続的な森林インベントリー・システムを構築する」こと、原生林や択伐施行林のインベントリー・プロット

での調査と解析により、「林分3タイプと炭素蓄積量の動態の関係を明らかにする」こと、さらに国立宇宙研

究所（INPE）を中心として、上記森林インベントリー・システムから得られるデータと衛星データ及びリモ

ートセンシング技術を活用し、「炭素蓄積量の動態を表すマップを作成する」ことを成果として目指すもの

である。 

開発された広域森林の炭素動態の評価技術については、REDD の枠組みの中で、二酸化炭素排出量を算定す

るための信頼性の高いモニタリング技術として利用されることが期待されている。 

本プロジェクトの直接的裨益者は、C/P 機関である INPA 及び INPE の研究者が想定される。また間接的裨

益者は、REDD 等により本件の成果を活用するブラジル国の機関・団体、具体的には「科学技術省」、「環境省」、

「外務省」、「州政府」、「民間セクター」、「NGO」が想定される。 
 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

専門家活動拠点は以下の 2ヶ所 

1）アマゾナス州マナウス市（INPA 所在地） 

2）サンパウロ州のサン・ジョゼ・ドス・カンポス（サンパウロ市）（INPE 所在地） 

研究対象地域はブラジル・アマゾンの森林地域 

 

                                                  
2 アマゾナス州及びアクレ州 
3林相（森林を構成する樹種、林齢、林木の成長状態などによって示される森林の全体像）がほぼ一様であり、森林の取

り扱いの単位となる樹木の集団及びそれがはえている林地 
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(3) 事業概要 

1) プロジェクト目標と指標・目標値 

プロジェクト目標： 

ブラジル・アマゾンの森林における炭素動態の広域評価技術が開発される。 

指標： 

1. 炭素蓄積量と炭素動態の広域評価システム4が構築される。 

2. REDD や環境保全に関係するブラジルの機関（森林局、IBAMA、 農業牧畜研究公社、民間セクター、

NGO など）により、評価システムが有用であると認識され、その利用が計画される。 

 

2) 成果と想定される活動と指標・目標値 

成果 1：中央アマゾンの炭素蓄積量の動態を把握するための、継続的な森林インベントリー・システムが

構築される。 

指標： 

1-1 中央アマゾンの森林に 400 ヶ所以上の永久プロット、および 800 ヶ所以上の非永久プロットが設

定される。 

1-2 ブラジル・アマゾンの 4 地域で、気候変動にかかる政府間パネル（IPCC）のガイドライン（2006

年）で許容されている範囲内の不確実性精度5のアロメトリー式6が開発される。 

1-3 中央アマゾンの森林インベントリー・データベースが構築される。 

活動： 

1-1  Atalaia do Norte (Peru 国境付近)や、Sao Gabriel da Cachoeira 地域等において、継続的な森

林インベントリーのための新規プロットをそれぞれ約 100 個設定し、IPCC のガイドライン(2006)

に沿った森林インベントリー調査を実施する。 

1-2 中央アマゾンの 6地域にすでに設置されている 400 以上の継続的森林インベントリー・プロットに

おける再調査を実施する. 

1-3  Sao Gabriel da Cachoeira 地域において、地上部（葉、枝、幹）と地下部（根）のバイオマスと

炭素量を推定する。 

1-4 ブラジル・アマゾン森林の Sao Gabriel da Cachoeira、Manaus（INPA ZF-2）、Amapa や、Tome-acu

の地域で収集されたデータをもとに、地上部と地下部の炭素量を推定する精度の高いアロメトリー

式を開発する。 

1-5 中央アマゾンにおける森林インベントリーのデータベース構築を行う。 

 

成果 2：原生林及び択伐林において、林分タイプと炭素蓄積量の動態の関係が明らかになる。 

指標： 

2-1 中央アマゾンの浸水林、移行帯林及び台地林において伐採がもたらす炭素動態（炭素蓄積量、減少

量と撹乱後の回復量）が具体的数値として算出される。 

2-2 科学分野の学術論文が 5つ以上提出される。 

                                                                                                                                                  
4 アマゾン森林地域に設定された森林インベントリー調査プロット、調査プロットにおけるデータ入手手法、森林イン

ベントリーデータを蓄積するためのデータベース、インベントリーデータとリモートセンシングデータを用いて広域評

価を行うための技術と具体的な実施プロセス等、基礎データ入手から評価の実施までに必要とされるソフトとハードを

包括したもの。これを用いて炭素蓄積量・動態を継続的に評価できる状態になることを、システムが構築されたとする。 
5理論値の信頼性を表す尺度。「誤差」に似た概念であるが、「誤差」が理論値と真の値のずれを示すものであるのに対し

「不確実性精度」は真の値が理論値からどの程度のばらつきの範囲内にあるかを示す。 
6相対成長式とも呼ばれる。生物体の部分のサイズは、体全体のサイズの変化とは異なる成長率をとり、その関係は一般

にべき乗式かその変形で表される。 
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2-3 中央アマゾンの森林の林分構造と炭素蓄積量に関するデータベースがウエブサイトで公開される。

活動： 

2-1 森林インベントリー調査データをもとに、IPCC のガイドライン（2006）にしたがって、炭素蓄積

量の動態を推定する。 

2-2 原生林（INPA：ZF-2）に設定した大面積インベントリー・プロットと、長距離ベルトトランゼクト
7において、浸水林、移行帯林及び台地林における種組成・林分構造および炭素蓄積量などの森林

特性の経年的な変化を調査、解析する。 

2-3 Itacoatiala 地区の択伐施業林8において、択伐年が時系列的に異なる林分に継続調査プロットを設

定し、種組成、林分構造、炭素蓄積量の経年的な変化を調査、解析する。 

 

成果 3：継続的な森林インベントリー・システムや、リモートセンシング技術と衛星データを利用して、

炭素蓄積量の動態を表すマップが作成される。 

指標： 

3-1 アマゾンの森林における炭素蓄積量がマッピングされる。 

3-2 アマゾン森林の、炭素減少と増加地図が作成される。 

3-3 ワークショップやセミナーが少なくとも 2回以上開催される。 

活動： 

3-1 リモートセンシング情報と地理情報を用いて、立地環境区分図を作成するための技術を開発する。

3-2 地上インベントリー情報とリモートセンシング情報を使い、林冠高9、葉面積指数10、バイオマスな

どの林分構造パラメータを取得する解析技術を開発する。 

3-3 広域の林分構造パラメータを推定するリモートセンシング技術を開発し、アマゾンの森林の炭素分

布図を作成する。 

3-4 成果 1 から 3 で開発された技術と情報について、気候変動問題や REDD に携わる関係諸機関にワー

クショップやセミナー等の開催を通して周知する。 

 

3) 投入の概要 

日本側 

(a) 専門家： チームリーダー 

 森林インベントリー分野専門家 

リモートセンシング分野専門家 

(b) 業務調整 

(c) 本邦修員受入： 8 名程度／4年 

(d) 機材： 森林インベントリー分野機材、リモートセンシング分野機材、その他プロジェク

トの実施に必要な機材 

(e) 在外事業強化費: 専門家の一般活動費等 

 

ブラジル国側 

                                                  
7
調査対象地に計測線を設定し、計測線から両側の一定距離以内の地域を調査する調査手法をベルトトランセクト調査と

いう。ベルトトランセクトとはこの際に設定される帯状の調査対象区画。計測線の長さや計測線からの幅は調査目的に

よって異なる。 
8
内部の樹木の一部を抜き伐りする（択伐）ことにより、林分の状態を大きく変化させずに、持続的に管理・経営された

森林。 
9
樹冠（樹木の上部、枝や葉の集まった部分）が相接して連続状態となったものを林冠という。林冠高は林冠の高さ。 
10
単位土地面積あたりの全葉面積。すなわちある一定の面積の土地上に存在する葉を全部すきま無く敷き詰めた場合に

何重に重なるかを示す値。 
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(a) カウンターパート（C/P） 

プロジェクト・ダイレクター 

プロジェクト・マネージャー 

プロジェクト・サブマネージャー 

森林インベントリー分野カウンターパート 

リモートセンシング分野カウンターパート 

その他、プロジェクト運営に必要なスタッフ 

(b) 施設、機材等（プロジェクト用土地、施設、設備の提供）： 

1000 ヶ所以上の継続的森林インベントリー・プロット 

INPA と INPE におけるプロジェクト事務所 

野外調査のための車輌の提供 

その他プロジェクト運営・実施に必要な設備、機材の提供 

(c) プロジェクト運営費 

 

(4) 総事業費/概算協力額 

合計：3.9 億円（JICA 予算ベース） 

 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2010 年 3 月～2014 年 2 月（4年間）での実施を予定 

 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

本プロジェクトは、ブラジル国科学技術省が管轄する研究機関である INPA と INPE を C/P 機関とする。成

果 1及び成果 2は主に INPA による活動から、成果 3は成果 1,2 を活用して主に INPE による活動から達成さ

れる。 

INPA は「アマゾン地域の物理環境及び生活環境の科学的研究を行うこと」を使命として、「人材の育成や

知識と技術の開発と普及を行う」ために設立された国立研究所で「アマゾン研究」の世界的権威を持つ機関

である。研究体制は自然科学や人文科学などの 12 のテーマに分かれており、このうち研究所の主要な研究

テーマの一つである「熱帯森林管理」研究部門が本プロジェクトのカウンターパートとなる。 

INPE は、「宇宙と大気、宇宙技術、気象、宇宙エンジニアリングと技術などの科学分野における科学的調

査・研究、技術開発、及び人的資源の開発」を使命とし設立された国立研究機関であり、活動は、4 部門に

分かれて実施されている。4 部門の一つである「地球観測部」には「アマゾン・プログラム」があり、衛星

を活用アマゾンの森林をして監視するための「PRODES」、「DETER」、「DEGRAD」、「DETEX」と呼ばれる 4つのシ

ステムを稼動させる等、衛星を使った森林減少評価・モニタリングにかかる世界最先端の試みを実施してい

る。この地球観測部のアマゾン・プログラムに関わる研究者が本プロジェクトのカウンターパートとなる。

2 つのカウンターパート機関間での円滑なコーディネーションを可能とするため、本プロジェクトの具体

的な運営・管理については以下の体制で実施する。 

プロジェクト・ダイレクター  ：INPA 所長 
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プロジェクト・マネージャー  ：INPA 上級研究員 

プロジェクト・サブマネージャー：INPE 上級研究員 

またプロジェクトの最終的な意思決定機関として、科学技術省次官を議長とし、プロジェクト・ダイレク

ター、プロジェクト・マネージャー、プロジェクト・サブマネージャー、外務省科学技術局、JICA 専門家、

JICA ブラジル事務所等をメンバーとする合同調整委員会を設置する。合同調整委員会の事務局は INPA と

INPE が担う。 

日本側はアマゾン森林地域にかかる優れた知見を有する森林総合研究所が日本側研究代表機関となり、リ

モートセンシング技術を用いた森林モニタリング分野において最先端の知見を有する東京大学生産技術研

究所が共同研究機関として本プロジェクトに参加する。 

 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

② 影響と回避・軽減策 

本プロジェクトでは森林における炭素蓄積量計測を目的として新規インベントリー・プロットにおいて

立木を切り倒す作業を行うが、これは IPCC のガイドライン（2006 年）に沿って実施する予定であり、森

林に必要以上に過大な負荷を与えるものではない。 

 

2) 貧困削減促進 

本プロジェクトにおいては関連が少なく、特段の配慮要因は無い。 

 

3) ジェンダー 

本プロジェクトにおいては関連が少なく、特段の配慮要因は無い。 

 

(8) 他ドナー等との連携 

本プロジェクトについては現段階では直接的な他ドナーとの連携は想定していない。しかしながら、アマ

ゾン熱帯林についてはドナーや研究者の世界的な注目を集めており、また C/P 機関である INPA 及び INPE は

国際的にも非常に高いレベルの研究を行っている機関であるところ、多くの援助機関・研究機関が両 C/P 機

関と様々な共同研究・活動を実施している状況にある。このため、将来的に本プロジェクトも INPA や INPE

を通して間接的に他のドナーと連携する可能性を十分に有する。 

また、本プロジェクトにおいては成果品として炭素動態の地理的情報マップが作成される予定であり、こ

れについてはアマゾンで活動を行う他ドナーにとっても有益なものとところ、成果の普及・活用の面では十

分な連携が期待される。 
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４． 外部条件・リスクコントロール 

(1) 僻地での活動にかかる専門家の健康管理と緊急事態への対策について 

本件のフィールド調査対象地域となる中央アマゾンの森林は都市部から離れた地域が多く、医療機関への

アクセスは必ずしも良好ではない。したがってフィールド調査の実施にあたっては野外活動のための十分な

装備と医薬品等の備蓄確保、さらに携帯電話圏外となる地域では衛星電話等による緊急連絡体制を整備する

ことが必要である。またフィールドにおいては危険を伴う野生生物と遭遇する可能性もあり、作業員など現

場に詳しい人材との行動を心がけ危険を回避するよう最大限の注意を払う必要がある。 

 

５． 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

(1)「アマゾン森林研究計画フェーズ I,II」（1995 年 6 月～2003 年 9 月） 

本件と同様に森林総合研究所が日本側実施機関となり INPA を C/P として実施された技術協力プロジェク

トであり、アマゾンにおける森林インベントリー調査を含め森林分野の多面的な研究が行われた。多くの質

の高い科学論文が研究成果として残されたこと等から概ね良好な評価を得ている。 

 

(2)「アマゾン森林保全・違法伐採防止のための衛星画像の利用プロジェクト」（2009 年 6 月開始） 

我が国が打ち上げた衛星 ALOS から得られる情報をアマゾンの違法伐採取り締まりに活用することを目的

とし 2009 年 6 月から開始されたプロジェクトであり、連邦警察と環境・再生可能天然資源院を C/P として

いる。開始後 4ヶ月を経過した段階であり評価結果や教訓はまだ得られていないが、衛星データを活用しブ

ラジル・アマゾンのモニタリングを行う点で本プロジェクトと共通点があり、参考となる教訓を今後得られ

る可能性も考えられるため、本プロジェクト開始後は、両プロジェクトで定期的な情報交換を行い、その情

報を逐次入手することが望まれる。 

 

６． 評価結果 

(1) 妥当性 

アマゾンの森林保全を通じた気候変動の緩和は世界的な重要課題であり、研究開発の面からこれを支援す

る本件はブラジル国のみならず気候変動対策に取り組む国際社会全体のニーズに合致したものであると言

える。 

政策面においては、我が国の政府開発援助に関する中期政策において地球温暖化対策が重点課題として位

置づけられ、JICA も生態系保全・天然資源の持続的利用を重点課題としており、ブラジル側も「アマゾン森

林減少阻止・管理計画」に基づき政府としてアマゾンの森林保全に重点的に取り組んでいる。かかる状況の

もと研究を通じてアマゾンの森林保全と地球温暖化対策への貢献を目指す本案件は日本・ブラジル両国の政

策に沿ったものであると言える。 

また高度な技術開発を目指す研究プロジェクトにおいては日本側、C/P 側ともに当該分野の研究に高い専

門性をもった人材の参加が強く求められる。本プロジェクトはアマゾン研究にかかる長年の実績を誇る INPA

と衛星データを用いたアマゾン観測に関し高度な知見を有する INPE の両機関がブラジル側 C/P となり、ア

マゾン森林地域のインベントリー調査やリモートセンシングにかかる最先端の知見を有する独立法人森林

総合研究所を中心とした日本人研究者グループが技術支援を実施する構成であり日本・ブラジルの関係機関

の選定の面でも高い妥当性が認められる。 
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(2) 有効性 

本案件は成果 1として森林インベントリー・システムを構築し、これから得られるデータや成果 2で明ら

かにされた森林の種類と炭素動態の関係を基に、成果３で衛星情報やリモートセンシング技術を活用し、炭

素動態を面的な広がりを持った形で分析し、プロジェクト目標である広域評価技術の開発を図るプロジェク

トの構成であり、3 つの成果がプロジェクト目標の達成に直接的に寄与するものであるところ、成果と目標

の関係において高い有効性を有すると言える。 

(3) 効率性 

日本側代表研究機関である森林総合研究所と INPA は JICA が過去に実施した技術協力「ブラジル・アマゾ

ン森林研究計画フェーズ I」（1995 年 6 月～1998 年 9 月）や「ブラジル・アマゾン森林研究計画フェーズ II」

（1998 年 10 月～2003 年 9 月）等で長年共同研究を行っており、本案件の成果１として構築する森林インベ

ントリー・システムについてはこれら過去の協力等で既に一定程度整備が進められている状況にある。また

成果2のうち原生林の林分タイプと炭素蓄積量の動態の関係にかかる調査についても過去に設定された調査

プロットやそこで得られたデータを活用する予定である。広域な森林の現地調査には通常長期間にわたる大

規模な投入が必要とされるが、本案件ではこのように過去に実施された技術協力の成果を有効活用すること

により、投入に比して大きな研究成果が期待できるものであり高い効率性を有する。 

(4)インパクト 

2.事業の背景と必要性(1)に記載のとおり本プロジェクトで開発される炭素動態の広域評価技術はREDDで

活用されることにより森林保全・気候変動対策への具体的な貢献に繋がることが期待されており、REDD の制

度整備が順調に進んだ場合においては、REDD を技術的に支える面から本プロジェクトの大きなインパクトが

期待できる。 

 

(5)自立発展性 

 以下の通り、本案件は高い自立発展性を有すると考えられる。 

1）政策、制度、組織面 

第 2項「事業の背景と必要性」に記載のとおり、アマゾンの熱帯林保全はブラジル国政府に取り重要な政

策課題として位置づけられており、また C/P である INPA、INPE についてはブラジル国を代表する研究機関

として長年研究を実施してきた実績を有する。よって協力期間終了後も本プロジェクトが対象とする研究内

容の政策的な重要性や、当該分野の研究開発をすすめる上での C/P 機関の組織的重要性も維持されることが

見込まれる。 

 

2）財政面 

気候変動対策へ向けた世界的な気運の高まりを受け、ブラジルにおいてはアマゾンにかかる研究活動や保

全事業に関する予算が全般的に増加傾向にある。また昨年設立された「アマゾン森林基金」も今後本格的に

稼動することが見込まれ、本プロジェクトによる研究の発展的継続や研究成果の活用等にかかる財政的な見

通しは比較的良好であると言える。 
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3）技術面 

C/P 機関である INPA 及び INPE は現時点でも非常に高いレベルの研究能力を有しており、本プロジェクト

を通じて更なる向上を図ることにより、両機関がアマゾンにおける森林インベントリーや衛星データを利用

したリモートセンシング及びこれらを活用した炭素動態の評価について、今後も継続的に中心的な役割を果

たすことが期待できる。またプロジェクトの具体的成果である炭素動態評価技術の更なる改善や炭素蓄積量

の動態マップのアップデートについてもプロジェクト終了後ブラジル側が実施する予定でありプロジェク

ト成果の持つ技術的有効性は長期的に確保される見込みである。 

 

4) 実現可能性（リソース確保、前提条件） 

本件は、アマゾン森林地域にかかる優れた知見を有する森林総合研究所が日本側研究代表機関となり、リ

モートセンシング技術を用いた森林モニタリング分野において最先端の知見を有する東京大学生産技術研

究所からも研究者の参加を得て実施するものである。またブラジル側についても既述のとおり研究機関とし

て国際的に高い評価を受けている INPA、INPE の両機関を C/P としており、本プロジェクトに必要な人材リ

ソース・技術的リソースは十分に確保されているといえる。 

７． 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

【プロジェクト目標】 

1 炭素蓄積量と炭素動態の広域評価システムが確立される。 

2 REDD や環境保全に関係するブラジルの機関により、開発された評価システムが有用であると認識され、

その利用が計画される。 

【成果】 

1-1 中央アマゾンの森林に設定される調査プロット数。 

1-2 ブラジル・アマゾンの 4地域で、IPCC ガイドライン（2006 年）で許容されている範囲内の不確実性精

度のアロメトリ式が開発される。 

1-3 中央アマゾンの森林インベントリー・データベースが構築される。 

2-1 中央アマゾンの浸水林、移行帯林や台地林における炭素収支（伐採前後の炭素蓄積量、減少量と回復

量）が具体的数値として算出される。 

2-2 科学論文の提出数。 

2-3 中央アマゾンの森林の林分構造と炭素蓄積量に関するデータベースがウエブサイトで公開される。 

3-1 アマゾンの森林における炭素蓄積量がマッピングされる。 

3-2 アマゾンの森林における炭素減少量と増加量がマッピングされる。 

3-3 ワークショップやセミナーの開催数。 

 

(2) 今後の評価のタイミング 

・中間レビュー  2011 年 10 月頃 

・終了時評価   2013 年 6 月頃 

・（事後評価    協力終了後 2～4年後を目安とする） 
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