
 

評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 
国名： ミャンマー連邦共和国 案件名：エーヤーワディ・デルタ住民参加型マ

ングローブ総合管理計画プロジェクト  
分野：自然環境保全 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・自然環境保全第一課 

 

 
 
協力期間 

2007 年 4 月から 5 年間（R/D 上の記載は、

「2006 年 10 月から 5 年間」） 
先方関係機関： 環境保全・林業省森林局 

(変更・延長):2007 年 4 月 1 日～2013 年 3
月 31 日(6 年間) 

協力機関：畜水産省水産局、農業灌漑省ミャン

マー農業サービス 

 
1-1 協力の背景と概要 
 ミャンマーの中でも特に深刻な森林荒廃地の 1 つがエーヤーワディ・デルタ地域のマングローブ林

であり、この地域では 20 世紀初頭に保全林区が設定されたが、炭の生産、水田開発、エビ・魚の養

殖、薪炭材の収穫、塩田開発等の結果、1920 年代の森林面積に比べ、現在はその 4 割弱しか残存して

いない。 このような背景の下、JICA は、2002 年 2 月から 3 年間、開発調査「エーヤーワディ・デル

タ住民参加型マングローブ総合管理計画調査」を実施し、マスタープランを策定した。 
 これを受け、ミャンマー政府は、2005 年 5 月、同計画の実施に必要な森林局及び住民組織の森林管

理能力向上と、それに基づくマングローブ林の再生を図ることを目的とした本技術協力プロジェクト

を我が国政府に要請した。2006 年 9 月にRecord of Discussions（以下「R/D」という。）が署名され、

2007 年 4 月から 5 年間の予定でプロジェクトが開始された。 
 しかし、2008 年 5 月上旬、サイクロン・ナルギスがプロジェクト対象サイトを直撃し、地元住民、

マングローブ林、行政機関に甚大な被害をもたらし、コミュニティ林業（Community Forestry。以下「CF」
という。）等の活動の中断（2008 年 5 月～12 月までの約 8 ヶ月間）を余儀なくされた。その結果、2009
年 1 月には活動計画が見直され、地域住民の生計の復旧及びマングローブ林の補植・造成を通じた防

災機能の強化の視点を加え、活動の継続・拡大をしていく方針となった。この時、活動計画が修正さ

れ、PDM（Project Design Matrix。以下「PDM」という。）及び PO（Plan of Operation。以下 PO という。）

のバージョンが 0 から 1 に変更された。また、プロジェクト期間も当初は 2012 年 3 月までであった

が、1 年間延長して 2013 年 3 月までと変更された。  
 
1-2 協力内容 

(1) 上位目標：エーヤーワディ・デルタ内のマングローブ林が持続的に管理され、コミュニティ

の貧困が緩和される 
(2) プロジェクト目標：エーヤーワディ・デルタ内のプロジェクト活動が実施される地域におい

て、コミュニティとマングローブ林が持続的に共生する 
(3) アウトプット 

① 選定されたコミュニティが環境的にも、経済的にも持続的なCF を実践する 
② 森林局のCF 管理・支援体制が効果的である 
③ エーヤーワディ・デルタのマングローブ林及び関連林の復旧と管理に関するいくつかの造

林技術が確立される 
④ エーヤーワディ・デルタのマングローブ林減少の根本原因に対処するために、主要セクタ

ー間の調整メカニズムが構築される 
Ｘ (2008 年 5 月のサイクロン・ナルギスの被害に対応する追加的アウトプット) 
  サイクロン・ナルギスの被害からの復興が促進される 
 



(4) 投入（評価時点） 
 相手国側： 

プロジェクト要員： 管理スタッフ: 9 名 
技術スタッフ: 18 名 

ローカル・コスト 
 (2011 年 3 月現在) 

US$ 97,016  

 
日本側 

専門家： 
（2010 年 9 月現在） 

計 10 名(92m/m)  機材供与: 
（2010 年 9 月現在）

    2,128 万円 

研修員受け入れ 計 8 名 現地業務費: 
(2010 年 9 月現在) 

1 億 3,813 万円  

 

 
２. 評価調査団の概要 
 調査者  

担当 氏名  所  

団長／総括 池田 修一 
JICA 地球環境部 
次長兼森林・自然環境グループ長 

マングローブ林管理 羽鳥 祐之 JICA 国際協力専門員 

森林行政 清水 邦夫 
林野庁 国有林野部付 
政策コーディネーター 

協力企画 松江 真美 
JICA 地球環境部 
森林・自然環境保全第一課 
ジュニア専門員 

評価分析 廣内 靖世 （株）国際開発アソシエイツ 
 

調査期間 2011 年 2 月 6 日〜2011 年 3 月 5 日 評価種類： 中間レビュー 

3. 評価結果の概要 
3-1 実績の確認 

3.1.1 アウトプットの実績 
(1) アウトプット X: アウトプット X はほぼ達成されている。対象地域のサイクロン・ナルギス

の被災・復興状況調査は、計画通り行われ、結果はすでにまとめられた。2009 年 3 月には衛星

画像に基づいてハザード・マップが作成され、地元コミュニティや関連政府機関に配布された。

サイクロンによって破壊された 4 箇所のCF 普及・苗畑センターは、耐サイクロン強化構造を備

えた施設が再建された。さらに、実施機関・協力機関の災害復旧・防災事業に必要な資材が、

ニーズに基づいて提供された。 マングローブ林の植生復旧調査も実施され、結果は 2011 年 12
月までにまとめられる予定である。 以上から、アウトプットＸは、プロジェクト終了までに達

成される見込みである。  
 

(2) アウトプット 1: アウトプット 1 は部分的に達成されている。これまでのところ、プロジェク

トの支援するCF ユーザーグループ（CF User Group。以下「CFUSG」という。）によって、合計

690 エーカーのマングローブ林が復旧された。1 しかしながら、アウトプット 1 は、 (i) プロジ

                                                 
1 サイクロン・ナルギス後に再選定された対象村落において、2009 年及び 2010 年に、合計 11 のCFUSG が組織化/再組織化された。これら

11 CFUSG のうち、8 グループはプロジェクトによって新規に組織化されたグループだが、残りの 3グループは、プロジェクト開始前に組

織化されていた既存グループである。新規に組織化された 8CFUSG のCF 管理計画は 2009年、2010 年に作成された。一方、既存の 3CFUSG
のCF 管理計画は、7～15 年前に作成・承認されているが、サイクロンによる被害で自然・社会経済条件が変わったにもかかわらず、更新さ

れていない。これまで、プロジェクトが作成支援した 8 のCF 管理計画は、既に県の森林局事務所に提出されているが、まだ承認されてい

ない。 これは県の森林局事務所が、過去、対象地域において他のCFUSG のパフォーマンスが悪かったことから、CF 証書を発行に慎重に

なっており、管理計画承認/証書の発行前に、CFUSG の参加度やパフォーマンスをモニタリングする方針をとっているためである。 



ェクトを通して組織化/再組織化される CFUSG の数及び CFUSG によるマングローブ復旧面積

が、現行指標の設定時に用いられた仮定より少ないこと、及び(ii) 現行の所得創出支援が、CF
に十分に統合されているといえないことから、プロジェクト終了までに十分に達成されること

はないだろう。 
 
(3) アウトプット 2: アウトプット 2 の達成度は、指標のモニタリングが不十分で関連データが入

手できなかったこと、また、現行指標がアウトプット 2 の内容を適切に反映していなかったこ

とから、明確ではない。しかし、外部条件（2008 年 5 月のサイクロン・ナルギス）の影響によ

り、その達成度は計画より低いと推測される。 
 
(4) アウトプット 3: アウトプット 3 は部分的に達成されている。造林技術に関する AR のモニタ

リング報告書は定期的に作成されており、プロジェクト終了までに、モニタリング結果をまと

めた技術報告書が作成される予定である。また、技術ガイドラインについては、現在、ドラフ

トを作成中であり、2012 年 12 月までに 終化される予定である。以上から、アウトプット 3
は、プロジェクト終了まで十分に達成される見込みがあるといえる。 

 
(5) アウトプット 4: アウトプット 4 は部分的に達成されている。デルタ地域のマングローブ林減

少の根本原因を検討するための関連省庁調整委員会の公式な設置は、行政手続き上の困難さか

ら実現していないが、対象地域の土地利用情報は、衛星画像に基づいて更新されており、ポス

ターやニュースレター等を通して、関連省庁と共有されている。また、関連省庁間のシナジー

推進を目的とするセミナーは毎年開催されている。しかしながら、調整委員会の公式設置が困

難であることから、アウトプット 4 は、プロジェクト終了までに十分に達成されることはない

だろう。 
 

3-1-2 プロジェクト目標の実績 
プロジェクト目標の達成度及びプロジェクト終了までの達成見込みは、関連データ不足から判

断できなかった。参考までに、これまで、合計 1,816 エーカーのマングローブ林がCF 活動及び

アクション・リサーチ（Action Research。以下「AR」という。）関連活動によって復旧・植林さ

れている。 
 
3-2 評価結果の要約 

3-2-1 妥当性 
プロジェクトは現在でも妥当であるといえる。 
 
プロジェクトの上位目標及びプロジェクト目標は現在でもミャンマー国及び森林局の組織的ニ

ーズと合致している。また、上位目標はミャンマー国の国家開発計画及び日本の ODA 政策と

も整合性がある。日本の技術優位性も確認された。 
 

3-2-2 有効性（予測） 
プロジェクトの有効性については、情報不足から、現時点では、判断ができない。 

 
プロジェクト目標に向かって進捗はみられる。指標の不明確さや指標データの欠如等から、正

確な達成度は判断できないが、アウトプットの全体的な達成度が外部条件（サイクロン・ナル

ギス）の影響を受けて計画より低めであることから、プロジェクト目標の達成度も、計画より

低めだと推測される。なお、すべてのアウトプットは、プロジェクト目標の達成に貢献してい

るため、アウトプットが外部条件の影響を受けずに計画通り達成されていれば、プロジェクト

目標の達成度も計画通りだったと思われる。 
 

3-2-3 効率性 
全体的にみると、主に外部条件（サイクロン・ナルギス）の影響により、プロジェクトの効率



性は十分ではなかった。 
 
投入は、タイミング、質、量の面で、ミャンマー側の現場出張予算及び専門家チームの人員配

置・活用を除いては、総じて適切であった。しかし、アウトプットの産出は、外部条件（サイ

クロン・ナルギス）の影響が想定以上であったこともあり、計画より遅れている。ただし、ミ

ャンマー側プロジェクト・スタッフの努力及び専門家チームの支援により、外部条件のアウト

プット産出に与える影響はある程度緩和された。 
 

3-2-4 インパクト 
上位目標の達成見込みを判断することは時期尚早であるが、既にいくつかの正のインパクトが

現れていることが確認された。一方、負のインパクトは現時点では確認されておらず、将来的

な負のインパクトについても予測されない。 
 
正のインパクトの例：森林局は、本邦研修、ベトナム・タイにおける技術交換プログラム、AR、
専門家チームのOJT 等を通じて移転された技術を、既に直営の植林に適用している。また、CF
普及・苗畑センターの再建や AR 用植林地の造成を通じて、地元住民に臨時の雇用が創出され

た。さらに、2010 年 9 月にピャーポンの保全林区を高潮が襲った際には、 寄りの CF 普及・

苗畑センターが、近隣住民に避難場所を提供した。 
 

3-2-5 持続性 
全体的にみると、プロジェクトの持続性は、一定の課題（プロジェクト後の戦略策定、現場出

張予算の確保等）がプロジェクト終了までに対処されれば、概ね確保されると考えられる。 
 
制度・組織面: 総合マングローブ管理推進のための法的・政策的支援は今後も継続されるとみ

られる。プロジェクト・スタッフはいずれもミャンマー政府職員であるため、プロジェクト終

了後の雇用は確保されている。彼らは引き続き関連ポストに配置される見込みであり、プロジ

ェクトを通して得た技術・経験を業務に活用していくものと想定される。また、今後開かれる

予定の州レベルの関係省庁プロジェクト調整会合及び県レベルのドナー/NGO 会合を通して、

関連機関との調整/協力は強化されると見込まれる。また、エーヤーワディ・デルタにおける総

合マングローブ管理推進のためのプロジェクト後の戦略は、今後、作成される見込みである。 
 

財政面:これまで、ミャンマー国政府は、おおむね、プロジェクト活動実施に必要な予算を措置

してきた。ただし、現場職員の現場出張経費（交通費・日当）については、日本側が負担して

きており、これらの予算が確保されない限り、プロジェクト後の関連活動の継続・拡大は困難

だろう。 
 
技術面: 造林技術/AR 分野においては、森林局職員の技術能力は着実に向上しており、移転さ

れた技術は既に他の森林局事業に活用されている。プロジェクト後も、移転技術や成果品（技

術報告書、技術ガイドライン等）は活用・普及されると見込まれる。CF 管理・支援体制分野に

おいても、移転技術・成果品（マングローブ地域の CF のための研修プログラム及び標準作業

手順書（SOP）等）の継続的な活用/普及も確保されると期待される。プロジェクトは、研修プ

ログラム・SOP を、森林局中央林業開発研修センターの既存プログラム・森林局の既存の規則

（局令集や共有林令）に基づいて作成し、それらを現場で実証して 終化し、 終成果品を森

林局の既存の制度的枠組みに組み込むことを計画しているからである。ただし、対象地域のCF
の継続性については、情報不足により、中間レビュー調査団は判断を保留する。供与機材につ

いては、マングローブ管理関連活動に不可欠な機材であるので、プロジェクト終了後も活用さ

れると思われる。 
 

3-3 効果発現に貢献した要因 
3-3-1 計画内容に関すること 



特になし 
 

3-3-2 実施プロセスに関すること 
プロジェクト内のコミュニケーションは概ね活動の円滑な実施に十分である。また、プロジェク

トは国内関連機関との連携/協力のもと実施された。プロジェクト・ディレクターである森林局長

のイニシアティブ、現場職員の意欲と勤勉さが効果発現に貢献した要因として挙げられる。  
 
3-4 問題点及び問題を惹起した要因 

3-4-1  計画内容に関すること 
当初 PDM については、一部の活動の表現・用語の定義が曖昧であった。また、特にアウトプ

ット 1 の所得創出支援活動と CF、及びアウトプットの 2 活動全般において、活動間あるいは

活動とアウトプットの戦略的関連づけが十分に明確ではなかった。さらに、一部の「客観的に

検証可能な」指標は、客観的に検証可能ではなく、十分に定義されていない。また、一部の指

標において、達成度を測る基準が明確にされておらず、一部の指標は対応するアウトプット/
プロジェクト目標を適切に反映しているとはいえなかった。PO（活動計画書：PDM の活動ご

との詳細活動や「期待される結果」「スケジュール」「責任者」「実施者」「必要な投入」など、

プロジェクト活動の計画・モニタリングに必要な情報を整理した計画文書）には必要な情報が

十分に記載されていなかった。これらの問題は、プロジェクトが終了時に何が具体的に達成さ

れることを目指しているのか、また、どのように達成されるのかについて、プロジェクト関係

者が明確かつ共通の理解をもつことを困難にした。 
 

3-4-2 実施プロセスに関すること 
PDM と PO の問題は、2009 年の PDM 及び PO 改訂を含むレビュー/モニタリング・プロセスに

おいて、十分に対処されてこなかった。さらに、PDM の指標や PO の活動のモニタリングも十

分に行われてこなかった。この結果、プロジェクトの全体的な実施プロセス、PDM の指標及

び活動の進捗状況について、プロジェクト関係者が明確かつ共通の理解をもつことが困難であ

った。 
 
3-5 結論 
今回の中間レビューの結果、ナルギス被害による甚大な影響や追加した復旧活動の内容と作業量に

対し、PDM1 で設定された指標がかなり過大であることが明確になった。またこれまで実施されてき

た活動の実施プロセスに効果、効率的でないケースがあったことも観察された。 
残りの協力期間中に 4 つのアウトプットを着実に達成し、プロジェクト目標である「地域住民とマ

ングローブ林が持続的に共生する」状況の実現につなげていくためには、プロジェクト期間中のプロ

ジェクト実施戦略を強化し、PDM 及び PO を改定することが必須である。専門家とC/P は各自のタス

クを明確にし、残りの 2 年間を有効活用し、確実に成果を挙げていくことが求められる。具体的に見

直すべき内容等は、以下の提言にて記載する。 
 
 
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） 
 
1．プロジェクトの各アウトプットとの関連事項 
1) アウトプット 1 
 CF 活動のモニタリング対象村落の絞り込みと介入のタイプ分け 
 プロジェクト開始当初、CF 対象村落数は 20 村としたが、ナルギス被害等もあり、これまでに 11
村を対象村落して選定し、CF ユーザーグループを組織化し、CF 支援活動が実施されてきた。他方、

プロジェクトの残りの期間から判断し、今後もプロジェクトとしてモニタリングを継続し CF 活動に

対するデモサイトとしては、さらに対象村落を絞り込むことが必要である。①土地利用にかかる村落

内紛争の有無、②違法養殖の有無、③村落までのアクセス、④村落内の他の紛争要因の有無、⑤村落



住民の参加のレベルの 5 つの基準での比較検討により、上述の 11 村より 6 村を選定することを適当

である。なお選定した 6 村において森林局が継続するCF 支援活動は以下の表のとおりである。 
 

                          
CF 支援活動の内容 

Village 
1 

Village 
2 

Village 
  

Village 
4 

Village 
  

Village 
  

CF 活動のモニタリング及 び

CFUSG によるCF 活動報告書の

作成支援 
√ √ √ √ √ √ 

CF 対象村での啓蒙普及・教育活

動 
√ √ √ √ √ √ 

CF 管理委員会の組織強化支援 √ √ √ √ √ √ 

マングローブ植林地・天然林地

 メンテナンスのための技術支

援 
√ √ √ √ √ √ 

マングローブ植林のための技術

支援 
√ √ √    

CF 管理計画作成支援  √ √    

 
 上記に関連し、共同林管理計画策定対象村で試行的に共同管理計画に基づく一部生活改善支援を

試行実施（例えば、Nature Forest Implementation Operation（NFIO）内の林産物活用、炭焼き技術

の研修） 
 共同林管理計画作成済みのCFUSG に対するCF 証明書の早期発行 
 CFUSG 内の村の内規（Bylaw）の作成支援  
  共同林管理委員会の運営規則、開催頻度、委員交代規則、メンバー変更、脱退規則、共同林メン

テ・監視にかかる各種作業分担にかかる規則、共同林内の林産物・非林産物利用計画・規則と配

分規則などの文書化を対象 6 村で支援することを検討。 
 村落CF 管理地図 

村落 CF 管理計画に添付する村落 CF 管理地図として、当初村落全体の土地利用図を想定した

が、共同林としての特定林地の位置図及び植栽方法等の情報が記載された地図をもって CF 管理

地図とすることとすべき。 
 カキ養殖 
  現在 6 村（上記 CF モニタリング対象村落とは異なる）で実施中のカキ養殖については、引き続

き可能範囲で市場化支援までを試みる。一方、カキ販売の権利と販売収益の取り扱いについて、

森林局と水産局及び参加グループの間で明確化しておくことが必要。 
   
2)  アウトプット 2 
 中央林業開発訓練センター(CFDTC)との連携 
  CFTF メンバー対象のコースの設計、教材の開発、コースの実施に際し、CFDTC と協力すること

が必要。適宜必要な業務をプロジェクトから委託することを提案。 
 合宿形式ワークショップの実施 
  上記のコース設計や共同林 SOP 案作成のための 3 日間程度の合宿形式のワークショップを実施

し、成果品を開発することを提案。なおワークショップには CFTF メンバーのみならず、CFDTC
等からもリソースパーソンを招聘する。 

 CFUSG に対する啓蒙教育活動 
 CF 証明書発行の機会に村落内での啓蒙普及イベントの実施を検討。また対象村民に対する教育



ツール（マンゴローブ林の効用や育て方のポスターや、共同林管理計画に記載されている内容の

うちの基本部分などを要約したものなど）の作成・配布。 
 
3)  アウトプット 3 
 ARP の実施サイトにおける実験圃場プロットにおける植栽情報 

 今後の生育状況等の継続モニタリングのために ARP 全体及び実験プロット毎の植栽時情報を

適切に記録することが必要であり、植林済みのサイトも含め、情報整理フォーマットに記載すべ

き。 
 苗畑記録 

 苗畑についても、将来的に育苗技術ガイドライン作成時に活用することを目指し、各種育苗デ

ータを記録する必要がある。 
 合宿形式のワークショップの実施 
   CFTF メンバー間でARP やRMS の実施結果の共有と意見交換を行い、またその結果を踏まえ、

技術ガイダンスを作成することを目的に 2～3 日程度のワークショップを数回に分けて実施する

ことが有用。 
 
4) アウトプット 4 について 
 県（district）レベルでの調整メカニズムとしては、常設の委員会の設置を検討することに先立ち、

まずはプロジェクト期間中に関係部局を集めた会議を毎年 1 回程度実施し、CF 活動や保存林地

における現状等について情報共有を開始することが現実的である。 
 対象地域で活動するドナー、NGO 等を招集した会議を実施し、情報共有することは、相互に有

益である。また同会議を通じ、CF対象村に対する他のNGO等との連携の可能性やExtension Centre
等を活用した共同教育訓練活動などの検討促進の一助となることも期待したい。 

 
2．プロジェクトのインパクト及び 持続性を向上させるために 
1) プロジェクトの残りの期間に整理・開発する成果品の有効利用のために 

① CFSOP 案に関し、森林局として公式文書化が必要 
② ARP を通じたマングローブ植林技術ガイダンスに関し、森林局として公式文書化が必

要 
③ エーヤーワディ管区内での配布と周知徹底が必要 
④ CFDTC 等訓練教育機関において、上記 CFSOP 及びマングローブ植林技術ガイダンス

を教材として活用することを検討 
⑤ CFDTC と連携して開発実施するCF マングローブ研修コースの継続実施を検討 
⑥ ARP サイトに関し作成する Inventory Book に基づき、プロジェクト終了後も定期的に林

地のモニタリングを行うことが必要。 
 
 
2) 財政的持続性の確保 

プロジェクト終了後もプロジェクト対象地域で継続すべき現場モニタリング活動の内容と頻度を

推定し、必要な活動経費を試算の上、関係者間で共有する。また 2012 年度の予算計上において、可

能な限り上記活動経費の捻出を検討し、プロジェクト終了後の予算確保の準備を開始する必要があ

る。 
  
3．プロジェクト全般について 
 プロジェクト・スタッフの確保 

 残りの協力期間内にVisible products を開発するために,十分の人数と期間のC/P の配置は必須で

ある。また上述した合宿形式のワークショップを数多く実施し、集中的に討議し、各種ドラフト

を作成する方式が適切と考えられるが、同ワークショップにはできるだけ多くの CFTF メンバー

が参加し、積極的に成果開発に貢献することが求められる。 



 PDM の改訂について 
 本評価結果及び上記を踏まえ、現行 PDM1 を改訂した PDM2 が合意されるべきである。本評価

結果に基づく、PDM2 案を別添する。2011 年度の早い段階に同案をベースに PDM2 が合意される

ことが必要である。 
 上位目標、プロジェクト目標、アウトプットレベルの指標の計画値 

 PDM1 で記載されているいくつかの指標の計画値について、より現実的なものを採用すること

が必要。また設定されている指標は確実にモニタリングする必要があり、モニタリング実施能力

も勘案し、モニタリングの方法を十分検討することが必要である。修正する計画値を 2011 年の前

半で決定し、2011 年度中に JCC で合意することが必要。 
 
3-7 教訓 
期限付きのプロジェクトの戦略としては、（共有林の）モデルを広範に設立しようというのは効

果的とは言えず、むしろ無謀とも言える。特に、ターゲットのサイトが遠隔地に拡散する、このよ

うなプロジェクトにおいては、所謂モデルの設立は 3、4 箇所にするのが妥当であったと思われる。

同様のプロジェクトを設計 するに当たっては、以下のような手順を考慮すべきであろう。 
1) 考えられるターゲット・サイトの候補地に関する情報の収集（候補地の数は 10 ないしそれ

以上）し、それらの候補地に対して初期調査を実施する。候補地数が多い場合には、現地

調査実施の前に、二次情報によりスクリーニングを行なう（二次情報の内容は、治安、安

全性、アクセス等）。 
2) 選定のクライテリアを同定し、プロジェクトに可能なインプットを考慮しつつ、数箇所の

ターゲット・サイトを選定する。 
3) 選定したターゲット・サイトにおいて、利害関係者のコンソーシアムあるいは利用者グル

ープの組織化及び管理計画の策定の支援を行なう。 
4) 管理計画の実施に関し、利害関係者のコンソーシアムあるいは利用者グループに対して技

術的な支援を行なう。 
5) 利害関係者のコンソーシアムあるいは利用者グループの活動の進捗・成果のモニタリング

を行う。 
6) 以上の経緯及び経験を、ガイドライン、マニュアルないしケーススタディ・レポートとし

てまとめる。 
 

 

 

 

 




