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０．要旨０．要旨０．要旨０．要旨 

本プロジェクトが目指したガラパゴス海洋保護区の管理強化は、エクアドル政府の重要な政策課

題のひとつであり、その必要性は大きく、日本の援助政策との整合性も高い。しかし、計画された

成果の多くはプロジェクト目標に直接結びつかず、プロジェクト設計の適切性に一部問題があるた

め、妥当性は中程度である。成果は概ね計画通り達成され、一部を除き活動が継続されている。そ

の結果、環境教育を通した住民の環境意識改善、新たな研究・水質検査機能による保全活動の強化、

参加型モニタリングによる持続可能な漁業の推進などが実現した。上位目標についても、キー・ア

クターによる新しい環境保全活動が確認され一定の効果発現が見られることから、有効性・インパ

クトは高いと判断される。本プロジェクトは開始当初、カウンターパート機関の混乱、漁民との関

係悪化、及びセンター建設地の借地権の問題によりプロジェクト活動が滞ったが、専門家派遣の増

員やローカルスタッフの雇用などの投入増加で計画どおり5年間で終了した。よって効率性は中程

度と判断される。活動の多くは継続しているが、参加型管理委員会の体制およびカウンターパート

機関の財務状況に課題があり、持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

１．案件の概要１．案件の概要１．案件の概要１．案件の概要 

 

プロジェクト位置図         環境教育コミュニティセンター（CCEE）         

 

1.1 協力の背景協力の背景協力の背景協力の背景 

エクアドル国ガラパゴス諸島（人口約2.5万人、2012年現在）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。その自然と

観光的価値の維持は重要な政策課題であることから、エクアドル政府は1997年に「ガラパゴス特別
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法

1
」を、2002年には「ガラパゴスの保全と持続

的開発のための開発戦略

2
」を策定し、同諸島の

世界的に貴重な生物多様性の保全と観光開発

の両立に取り組んできた。 

離島であるガラパゴスには、本土からの一方

的な意思決定を避け、関係者の意見調整による

意思決定を促進するため、参加型管理委員会と

いう特有の制度がある

3
。しかしながら、2002

年当時、ナマコやイセエビの水産資源の枯渇を

問題視したガラパゴス国立公園局（Dirección del 

Parque Nacional Galápagos: 以下、DPNGという）がそれらの収穫を禁止したため漁民が反発し、DPNG

と漁民の対立が海洋保護区の生態系保全の障害となっていた。また、ガラパゴスでは全般に内陸域

に比べて沿岸域での生態系保全の取り組みが遅れていたが、その背景には、水産資源に関する基礎

データの不足、住民による水質汚濁の海洋への影響、漁民・一般住民の環境意識の低さ、及び漁民

と国立公園当局とのコミュニケーションの悪さが問題点として指摘されていた。 

そのような中、2001年1月タンカーの座礁によるオイル流出事故がサン・クリストバル島沿岸に

て発生した。JICAは同年2月に調査団を派遣、4月には生態系保全にかかわる3名の専門家を派遣し、

さらに長期的な自然資源保護の協力を模索した。 

以上を背景に、エクアドル政府からの要請を受けて、JICAは2001/2002年の2度の短期調査によ

る問題分析を踏まえ、ガラパゴス海洋保護区（Galapagos Marine Reserve: 以下、GMRという）の管

理強化を目的に、DPNGをカウンターパート機関として 2004年 1月から 5年間の計画で技術協力

プロジェクトである「ガラパゴス諸島海洋環境保全計画」（以下、本プロジェクトという）を開始

した。本プロジェクトで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、

持続的資源管理に関する活動が行われ、海洋保全に必要な情報を蓄積するとともに漁民の代替収入

                                            
1 「ガラパゴス州の保存と持続可能な開発のための特別法」（Special Regime Law for the Preservation and 
Sustainable Development of the Province of Galapagos） 
2 「ガラパゴスの保全と持続的開発のための開発戦略」(2010 Strategic Plan for Conservationand the Sustainable 
Devleopment of the Galapagos) 2010年を目標に人口増加の抑制、陸域の総合管理、漁民と観光セクターの間の紛争

を解決した自然資源の効果的な利用、海洋の安全性のシステムの構築の4つを柱にした開発戦略。 
3 参加管理委員会（Junta de Manejo Participativo [Participative Management Council] :以下、 JMPという）とは、

ガラパゴス国立公園の運営に関して何らかの問題が生じた際、ガラパゴスがエクアドル本土から離れていることを考

慮し、本土からの一方的な意思決定を避け島内における円滑な国立公園の運営を実現するために、ガラパゴスを代表

する５セクター（漁業セクター、観光セクター、自然保護セクター、科学教育セクター、及びナチュラリスト・ガイ

ド）の合意により意思決定する仕組み。1998年にガラパゴス特別法に基づいて設置された。漁協連盟、観光会議所、

ガラパゴス国立公園局、チャールズダーウィン財団(以下、CDFという)、ナチュラリスト・ガイド協会の各代表の5

名で構成される。参加型管理委員会は、メンバーの全会一致により意思決定するが、その決定は法的拘束力を持たな

い。参加型管理委員会で全会一致ができない場合は、環境省、観光省、軍などの行政機関が主なメンバーとなる上位

機関の組織間管理委員会（Autoridad Interinstitucional de Manejo [Inter-institutional Management Authority] : 以
下、AIMという）に議題が送られ多数決により決定される。AIMの決定は法的な拘束力を持ち、各機関はその決定

に従う。なお、2012年以降、ガラパゴス特別法の改正に伴い参加型管理委員会のメンバーを改定し、各島の市民代表、

民間自然保護機関、民間観光セクター代表、保健セクター代表、漁民代表をメンバーにすることが提案されている。

（「3.4 持続性」で後述） 

イザベラ島イザベラ島イザベラ島イザベラ島 

サンタクルズサンタクルズサンタクルズサンタクルズ島島島島 

サン・クリストバルサン・クリストバルサン・クリストバルサン・クリストバル島島島島 
●プエルトアヨラ 

ガラパゴス諸島ガラパゴス諸島ガラパゴス諸島ガラパゴス諸島    
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手段の構築や漁民・住民の意識向上などにより海洋保護区管理の体制強化が図られた。 

 

1.2 協力の概要協力の概要協力の概要協力の概要 

上位目標 

ガラパゴス海洋保護区(GMR)の保全と持続的管理がキー・アクター

4
の参加により推

進される。（「ガラパゴス海洋保護区生態系の維持・保全体制が強化される」から中

間評価時に変更。） 

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。（「住民参加による、海

洋保護区生態系の維持・保全活動が推進される」から中間評価時に変更。） 

成果 

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。 

成果2：地元住民の環境理解が促進される。 

成果3：海洋生物と海洋環境の情報が増加する。 

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。 

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。 

投入実績 

【日本側】 

� 専門家派遣 22人 

（長期専門家 7人、短期専門家15人） 

� 研修員受入 10人 

� 第3国研修 なし 

� 機材供与  20百万円 

� 現地業務費 143百万円 

� その他（調査団員派遣など） 

【相手国政府側】 

1. カウンターパート配置 延18名 

プロジェクトディレクター 、プロジェクトマネージャー、カウンターパート(DPNG職

員)など。プロジェクトマネージャー以外はDPNG通常業務と兼任。 

2. 車両を含む機材購入 

3. 環境教育コミュニケーションセンターの土地提供 プロジェクト事務室、電

気・水道代 

4. ローカルコスト負担、カウンターパート給与、研修予算 

協力金額 6億8200万円 

協力期間 2004年 1月 ～ 2009年 1月 

相手国 

関係機関 

環境省ガラパゴス国立公園局（DPNG：Dirección del Parque Nacional Galápagos） 

関連案件 

Environmental Management Program of Galapagos Islands, IDB, 2001-2005 

Control of Invasive Species in the Galapagos Archipelago, GEF, 2001-2006 

ARAUCALIA Project Integral Galapagos, 1999-2004 

Monitoring of Galapagos Islands, Fundacion Natura/World Bank, -2004 

 

 

                                            
4 キー・アクターとは、プロジェクトと緊密な関係を持つ組織、個人及び団体。例えば、学校、漁協、市役所、観光

組合等（中間評価調査による定義） 
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1.3 終了時評価の概要終了時評価の概要終了時評価の概要終了時評価の概要 

1.3.1    終了時評価時の上位目標達成見込み終了時評価時の上位目標達成見込み終了時評価時の上位目標達成見込み終了時評価時の上位目標達成見込み 

終了時評価では、参加型管理委員会のメンバーとなっている5つのセクター及びその他のセク

ター（市役所、教員、生徒、女性グループ）の人々によるGMR保全に対する関心が高まりつつあり、

GMR保全のキー・アクターになることが期待されていることから、プロジェクト活動が終了した後

もカウンターパートによる活動が継続されれば、上位目標の達成が見込まれると判断した。さらに、

漁協など水産資源管理に関するキー・アクターとDPNGとの関係がプロジェクトを通じて改善して

おり、キー・アクターの提案に基づく活動が増加することが見込まれるとした。 

 

1.3.2    終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

 指標の一つである「JMP の会議数及び合意議決数」は2007年に減少したものの、JMPの協議プロ

セス改善等、定性的な面での向上が見られ、プロジェクト目標は達成しつつあると評価された。 

 

1.3.3    終了時評価時終了時評価時終了時評価時終了時評価時の提言内容の提言内容の提言内容の提言内容  

終了時評価における提言内容は以下の通り。 

１） GMRに関する月報作成やTV・ラジオの制作を含めた情報伝達活動に関するDPNGの実施体制

の整備 

２） 高校における環境教育の時間帯の確保や教員との協力等に関し、DPNGと学校との協力関係の

整備。ガラパゴスの総合的教育改革のカリキュラムにプロジェクト活動を統合させるため、教

育省もしくはガラパゴスの教育省事務所と今後の実施計画についての協議の推進 

３） 海洋・水質モニタリングの技術者数の増加、及びDPNG内の関係部署（観光管理部等）やCDF

等関係機関との協力の強化 

４） 代替収入手段支援については、小規模・零細企業の支援のため、訓練、事務管理、商業化、融

資、資金調達、税金などの情報を提供するような行政的な支援の仕組みの検討 

５） DPNGによる地元コミュニティに対する環境教育の実施のために、展示更新を含むCCEEの運

営計画の作成・実施、及び必要人員の確保 

６） DPNGによる参加型管理委員会（JMP）の財源の確保。JMP・AIM（組織間管理委員会）の機

能の存続 
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2．調査の概要．調査の概要．調査の概要．調査の概要 

2.1    外部評価者外部評価者外部評価者外部評価者 

 山本 渉 （グローバル・グループ２１ジャパン） 

 

2.2    調査期間調査期間調査期間調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した

5
。 

 調査期間：2011年10月～2012年7月 

 現地調査：2012年1月15日～28日  2012年3月25日～31日 

 

2.3    評価の制約評価の制約評価の制約評価の制約         

本プロジェクトのプロジェクト目標については、設定された指標がプロジェクト全体の効果を表

すものとして不適切であり、また、成果からプロジェクト目標に至るロジックに飛躍があるため、

その指標の達成度は参考情報としての記述に留めた。よって、有効性・インパクトの評価に当たっ

ては、プロジェクト目標の指標達成度合いを測ることはせず、成果ごとにそれぞれアウトカム、イ

ンパクト、活動の継続状況等を分析し、それらを総合した評価を行う必要があった。 

 

3．評価結果（レーティング：．評価結果（レーティング：．評価結果（レーティング：．評価結果（レーティング：C6
）））） 

3.1 妥当性（レーティング：妥当性（レーティング：妥当性（レーティング：妥当性（レーティング：②②②②

7
）））） 

3.1.1    開発政策との整合性開発政策との整合性開発政策との整合性開発政策との整合性 

協力の背景で述べたように、プロジェクト開始時（2004年）、ガラパゴスの自然と観光的価値の

維持は重要な政策課題であった。1998年にはガラパゴス海洋保護区の自然保護、持続的利用に関す

る管理計画がDPNGによって制定されていた。2008年には新憲法が制定され、エクアドル政府は、

ガラパゴス国立公園・海洋保護区の自然資源とその観光的価値の保存は重要課題であることを再強

調し、ガラパゴスへの大陸本土からの入植制限を開始したほか、ガラパゴスを環境、計画、観光省

を中心とした統治による「特別区」に制定し、その保全体制をさらに強化した。 

従って、本プロジェクトは事前評価時、プロジェクト完了時共に、ガラパゴスの自然保護を推進

するエクアドル政府の政策と整合している。 

 

3.1.2  開発ニーズとの整合性開発ニーズとの整合性開発ニーズとの整合性開発ニーズとの整合性 

本プロジェクト計画当初、DPNGは水産資源の減少に対応するため漁獲規制を導入したが、漁民

は反対活動を活発化させていた。持続可能な資源管理のためには、漁民とのコミュニケーションの

改善、及び漁民の代替収入源の開拓などが必要となっていた。また、島民の海洋環境教育の機会は

                                            
5 受益者調査として、プエルトアヨラの漁民(48名)、環境教育プログラム参加者(30名)、一般住民(32名)、及び女性

グループ(5名)から聞き取り調査を行った。また、なるべく多数の関係者から意見を聴取するために、実施機関、プロ

ジェクト参加者、自治体代表、教育関係者、教育プログラム受講生などが参加する事後評価ワークショップを開催し

た。 
6 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
7 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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限られており、環境教育を通して長期的な視点で、住民による環境保全に対するインセンティブを

高める必要があった。したがって、本プロジェクトの協力内容は、計画時のガラパゴスにおけるニー

ズと合致していた。 

その後、ガラパゴスを訪れる観光客は年間約1万人ずつ増加していることから、海洋環境悪化へ

の対応の必要性は更に増加しており、本プロジェクトの協力内容であるGMRの持続的管理へのニー

ズはプロジェクト完了時点においても高かったと考えられる。 

 

3.1.3    日本の援助政策との整合性日本の援助政策との整合性日本の援助政策との整合性日本の援助政策との整合性 

日本の対エクアドル国政府開発援助政策に関しては、「貧困対策」、「環境保全」、および「防災」

の3分野が重点分野であることが1999 年2 月の政策協議調査団により確認されており、本プロジェ

クトは環境保全分野における重点課題である「自然環境・生態系保全」に該当する。また、外務省

の国別データブックでは、環境保全が重点分野の1つとして挙げられており、また、日本のODA中

期政策において自然環境分野が重要視されている。以上より、本プロジェクトは日本の援助政策と

の整合性が高いと判断される。 

 

3.1.4 プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト設計設計設計設計のののの適切性適切性適切性適切性 

本プロジェクトは、第1回短期調査（2001年7月）で行われた問題分析によりガラパゴス島の保全

に関する様々な課題が明らかにされ、第2回短期調査（2002年3月）で広範囲な活動を含む複数の技

術協力プロジェクトで構成されるプログラムとして提案されたのを踏まえ、最終的に、提案された

幅広い活動の一部を一つのプロジェクトに含めることで形成された。当初提案されたプログラムで

は、ワークショップにおいて問題分析、他のドナーの活動状況の把握、日本の援助の可能性の検討

を行い、５つの成果が掲げられたが

8
、これらはほぼそのまま事前調査時のPDMにまとめられた。

このようにして形成された本プロジェクトは内容が広範囲におよび、しかも、成果同士の関連性が

薄いという問題が残されていた。 

プロジェクト目標は「参加型管理システムの強化」（修正前は「住民参加による海洋保護区生態

系の維持・保全活動の推進」）とされたが、ここで言う「参加型管理システム」（参加型管理委員会）

は漁業セクター、観光セクター、科学セクター（CDF）、ナチュラリストガイドの代表で構成され

る委員会であり、本プロジェクトの活動が行われた教育セクターの代表や市民生活のための環境管

理を司る市役所はメンバーには入っていないため、本プロジェクトにより関連活動の成果が上がっ

てもプロジェクト目標に結び付かない。例えば、環境教育については、本プロジェクトで環境教育

を受けた人や本プロジェクトで環境情報を得た人が、環境保全の必要性を認識し行動に移し、委員

                                            
8 第2回短期調査で提案されたプログラムにおける成果： 

１． ガラパゴス海洋保護区内観光地及び港湾部の責任ある利用計画推進のための参加型環境モニタリングとフィー

ドバック・プログラム実施のためのパイロットプロジェクト 

２． 自然資源・保全に関する管理・意思決定システムを強化するための、社会経済セクター間の意思疎通とフィード

バックシステムの構築 

３． 海洋学要素の変動に起因する沿岸生産性の変化を考慮した暫定的資源管理と保全モデル 

４． 高度な利用資源への依存性・漁獲圧を軽減するための漁家労働力収入多様化戦略と職業訓練プログラム 

５． 特定の海洋観光地における観光活動の影響モニターと管理能力の強化 
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会のメンバーに働きかけたり、場合によっては住民組織を作って啓蒙活動することにより政治的な

支持・力を持ち委員会のメンバーを変更・拡大していくことが必要である。つまり、プロジェクト

目標達成のためには住民のイニシアティブの高まりが不可欠である。しかし、本プロジェクトの成

果の多くはカウンターパートであるDPNGに対して情報や技術を移転するものであり、プロジェク

ト目標の達成に直接結びつかない。さらに、同委員会は仕組み上、問題が起こったときの協議の場

でしかなく、包括的なシステムをつくるような権限も持ち合わせていない。また、本プロジェクト

では、同委員会のあり方を直接改善するような活動は実施されなかった。 

このように、本プロジェクトには、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、多面的な取組みを行うことができた。しかし一方で、プロジェクトの成果間の関連性が薄く、

かつ、プロジェクト目標に直結しないというプロジェクト・ロジック上の問題がある。 

 

以上より、本プロジェクトはエクアドルの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致

しているが、プロジェクト設計の適切性については、一部問題があったと判断され、妥当性は中程

度といえる。 

 

3.2 有効性・インパクト有効性・インパクト有効性・インパクト有効性・インパクト

9
（レーティング（レーティング（レーティング（レーティング：：：：③③③③）））） 

3.2.1    有効性有効性有効性有効性 

本プロジェクトの実施により、プロジェクト目標として掲げられた参加型管理システムの強化は

達成されたとは言えないが、プロジェクト目標と成果との関連性が低くプロジェクト・ロジックの

飛躍を起こしていると考えられるため、本評価ではプロジェクト目標の指標達成状況は参考情報と

してのみ取り扱い、成果ごとの達成度に基づいて評価した。 

 

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

 

1） 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 

 

指標1.1 漁業コミュニティにおけるGMR管理に関する知識レベルが50％増加する。 

指標1.2 ガラパゴスの4 漁協とそのメンバーの内外コミュニケーションレベルが40％ 増加する。 

 

本プロジェクトにより、漁業・漁協に関する情報、ガラパゴス海洋保護区（GMR）の自然資源に

関する情報、参加型管理委員会における協議の進捗や結果にかかる情報が、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、地域漁民に向けて発信された。終了時評価時に

「常に情報を得ている」と感じている漁民の割合は、3年間に31.3%から48%に16.7ポイント増加し

た（増加率は53%）。プロジェクト完了時点での指標達成度合いは不明であるが、事後評価時に実施

した受益者調査では、漁民はDPNGが実施するラジオ（42％）やテレビ番組(54％)からGMRに関す

                                            
9 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
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る情報を得ており、38％が役に立つとしている。本プロジェクトの実施により、GMR管理に関する

情報は、DPNGの活動（ラジオ・TV放送、ニュースレターの配布、携帯電話でのメッセージ送信）

により漁業コミュニティに伝達され、その知識レベルは 向上したと判断される。 

以上のことから、成果１については、プロジェクト終了時点で達成されたと判断される。 

 

2） 成果2 地元住民の環境理解が促進される 

 

指標2.1 環境教育コミュニティセンター（CCEE）で行われたGMR保全に関するイベント数 

指標2.2 CCEEで実施された保全活動への参加者数 

指標2.3 環境教育プログラム受講生の保全活動への参加者度合い・GMRに関する知識の増加度 

 

本プロジェクトにより建設されたCCEEの研修棟は2006年7月、展示棟は2008年3月にオープ

ンした。2007年には、プレゼンテーション、研修、文化交流、国立ガラパゴス庁（Instituto Nacional 

Galápagos：INGALA）の会合等、合計55のイベントが開催された。2008年に月に3～4イベントが

開催されており、プロジェクト完了まで続き、事後評価時も月に3～4イベントが開催されている。

DPNGによると、CCEEの研修棟は 2008年には 7月までに計約 1500名(月平均 215人)が利用、展

示棟に4578人（月平均654人）が入館した。また、環境教育に関して2種類のマニュアル、DVD1

種とビデオ2種類が作成され、展示棟にて常に公開されている。 

本プロジェクトではプロジェクト完了時までに、高校生に対して海洋保全に関して4つのコース、

334時間の講義を実施し、168名が受講した（表1）。卒業した高校生30名に対する受益者調査によ

ると、47％の受講生(30名中14名)が環境保全に対する行動をとったとしており、一般住民(32名中

6名 19%)の 2.4倍となっている。また、61％の受講生がGMRに関する関心を深め、90％がCCEE

を訪問、その83％がCCEEは環境保全に役立つとしている。 

以上から、本プロジェクトで建設されたCCEEは環境保全に関する情報普及に有効に機能し、ま

た、高校における環境教育活動を通じ、地元住民のGMRに関する知識・意識を高めたと判断され

る。 

 

表1：高校生の環境教育プログラム 

コース名 回数 延時間数（時間） 受講生（名） 

環境教育センターボランティア養成  3 184 103 

ガラパゴス海洋生態系  2 60 30 

ガラパゴス海洋保護区に付いての知識の習得  1 80 25 

ガラパゴス海洋保護区潜水技術  1 10 10 

合計 7 334 168 

出典：JICA提供資料 
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環境教育コミュニティセンター展示棟内） 建設されたプロジェクト事務所 

（現在はDPNGの事務所として使用  

  

ボランティアによる海洋モニタリング イセエビの幼生の標本室 

 

3）成果3 海洋生物と海洋環境の情報が増加する 

 

指標3.1 GMRに関する生物学的かつ生態学的なデータが増加し、普及する。 

指標3.2 DPNGの研究能力が改善される。   

 

本プロジェクトにより、DPNGは海洋生物・海洋環境のモニタリングを新しく開始し、イセエビ

の幼生に関する研究が実施された。本プロジェクトでは 9 レポート、5 種類のマニュアル、2 種類

のDVD を作成した。2005年以降、沿岸海洋環境データのモニタリング（深度ごとの温度、塩分濃

度など）がプエルトアヨラ沿岸において毎週実施されており、海洋環境データが次第に蓄積され、

データをまとめたレポートが毎週発行され、公開された。イセエビの幼生に関する研究は 2005年

から 2007年まで実施され、イセエビの幼生のモニタリングにおける調査項目を開発し、その項目

は事後評価時にも有効に利用されている。海洋生物と海洋環境に関する調査結果は、漁民との情報

伝達及び教材開発、および参加型管理委員会（JMP）におけるイセエビの収穫量などの意思決定に

活用された。 

以上より、本プロジェクトによって開始された定期的な調査によりDPNGがもつ海洋生物と海洋
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環境に関する情報が増加し、同局内に蓄積されたといえる。またモニタリング手法の技術移転を行

ったことにより、DPNGの研究能力が向上している。従って、成果3は達成されたと判断される。 
 

4）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 

 

指標4.1 水質モニタリングが定期的に実施される。 

指標4.2 水質モニタリングの結果が年次報告に纏められる。 

 

本プロジェクトでは、2005年に、プエルトアヨラ近辺の陸上 11か所、海上 9か所のモニタリン

グサイトが選定され、19の項目について水質モニタリングが実施された。これらの活動は毎月実施

されるようになり、海洋・陸上水質モニタリングのデータは年次報告、及びウェブページに一般に

公開され、地元の住民により活用が可能となった。DPNGは水質モニタリングを年間運営計画に含

め、専門職員を雇用し、水質モニタリング担当プログラムを創設した。DPNGは独自に測定機材を

購入しサン・クリストバル島とイサベラ島においても水質の測定ができるような体制をとっており、

ガラパゴス島全体の水環境問題に対応する組織となった。また、本プロジェクトでは、市民による

参加型水質モニタリングも実施された。 

水質モニタリングは、計画されたサンタクルス島において定期的に実施され、加えてサン・クリ

ストバル島、イサベラ島でも開始されたことから、成果４は計画された以上の実績を達成したと判

断される。 

 

5)  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 

 

 本コンポーネントの活動は、代替収入手段の支援（指標5.1）と参加型モニタリング（指標5.2）

という全く異なる活動が一つのコンポーネントの中で実施された。本評価では2つのサブコンポー

ネントとして分けて評価する。 

 

指標 5.1 代替収入手段を得た漁民の数が増加する 

 

本プロジェクトでは、1）伝統漁民による観光客向け体験漁業ビジネスのプロモーション活動、

及び、2）女性グループによる家内産業支援（土産物・ジャムの制作）が実施された。本プロジェ

クトでは、体験漁業についてはその規則を提案、プロモーションDVD を作成し、また、女性グルー

プに対して7回の研修を実施した。体験漁業のプロモーション活動では、プロジェクト完了までに

約 30 人の漁民が体験漁業ツアーを実施できる態勢になっていたが、代替収入として有効な手段と

なるためには市場の開拓が課題となっていた。また、JICA提供資料によるとプロジェクト完了時点

では、体験漁業を漁民が行うか、観光業界が行うかで、利権が議論されている状態であった。女性

グループ支援に関しては、終了時評価時点で、イサベラ女性組織（以下、OMAI という）、イザベ

ラフィンチ女性組織（以下、OMPAI という）（合計 20－30名）が T シャツやしおりなどの販売に
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より収入が増加し、OMAI ではある程度継続的な収入が得られるようになったことが確認された。 

以上より、本プロジェクトによる代替収入手段のための活動は、漁民の代替収入向上手段の増加

に貢献したもののその規模は小さく、効果の発現状況は限定的であると判断される。 

 

指標 5.2 漁民が参加型管理委員会に提案したモニタリング結果に基づく持続的な海洋資源管

理方法の数 

 

本プロジェクトでは、漁民の社会調査について2レポート、漁獲モニタリング について2レポー

トと1マニュアル（収穫する魚の大きさ、年齢などに関する漁獲規定）を作成した。ナマコの漁民

参加型モニタリングは当初予定のイサベラ島で漁民の協力を得られなかったため、サンタ・クスル

島において、漁民に金銭的インセンティブ（日当支払い）を与えることで協力を得て実施された。

漁民によるナマコの参加型モニタリングにより、漁民はナマコの実態を把握し、2008年には漁民が

参加型管理委員会へナマコの採取方法と収穫量などの技術的な提案をおこない、漁民合意のもとナ

マコ収穫量を決めナマコ漁解禁が実現した。DPNGによると、参加型モニタリングにより実現した

ナマコ漁解禁は現在、ガラパゴスのナマコ漁師約500人の生計を支えている。 

以上より、本プロジェクトによる参加型の海洋資源モニタリングについては、漁民の提案に基づ

くナマコ漁の解禁が実現し、プロジェクト完了時点で達成されたと判断される。 

 

 

女性グループが生産物を売る土産物屋 

 

漁協の集荷所 

 

3.2.1.2    プロジェクト目標達成度プロジェクト目標達成度プロジェクト目標達成度プロジェクト目標達成度 

 

指標 1 参加型管理委員会の会議数、合意議決数、及び本プロジェクトで構築されたデータや報

告に基づく決定事項の数 

指標210
 JMP の出席者がそのセクターの意見を代表している度合い 

指標3 本プロジェクトで構築されたデータや報告に基づく決定事項の数 

                                            
10 指標2についてはその評価が極めて困難であるため本評価では評価対象から除外した。 
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以下に述べるように、本プロジェクトの実施期間中、参加型管理委員会の会議数、合意決議数は

減少しており、参加型管理委員会の体制そのものは強化されていない。しかしながら、本プロジェ

クトのプロジェクト目標はプロジェクトの活動及び成果との関連が薄いため、本評価においては、

これらの指標の達成度は参考情報と位置付ける。 

 

DPNGによると、参加型管理委員会は 2004～2006年に会議数、議決数ともに多いが、その後は

減少している（表2）。会議数の減少は、参加型管理委員会の活動予算を支援していた米州開発銀行

（以下、IDB という）のプロジェクト

11
が2007年に終了し、その後DPNGに十分な予算がなく2008

年にファシリテーターが離職したこと、2008年 11月の国民投票によりエクアドル国憲法の改正が

認められたため参加型管理委員会の活動が法に則ったものかどうか照合する必要があることなど

によるものである。本プロジェクトでは成果1に関する活動の一環で、参加型管理委員会の運営管

理に直接携わり、議事録作成、会議結果の会報発行、ラジオ・TV での報告に貢献している。また、

本プロジェクトで構築されたデータや報告に基づき、体験漁業導入やナマコ資源の持続的管理に関

して、参加型管理委員会で5件の合意がなされている。 

 

 

表2: 参加型管理委員会の会議数と合意決議数の推移 

年 会議数 合意決議数 

2004年 9 26 

2005年 11 32 

2006年 9 17 

2007年 5 9 

2008年 8 16 

2009年 3 11 

2010年 5 11 

2011年 5 NA 

   出典：DPNG 

 

                                            
11 Environmental management program of Galapagos Islands, IDB 2001-2007. 
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補足補足補足補足：：：：本プロジェクトにおける活動内容のタイプと効果の発現方法本プロジェクトにおける活動内容のタイプと効果の発現方法本プロジェクトにおける活動内容のタイプと効果の発現方法本プロジェクトにおける活動内容のタイプと効果の発現方法 

開発プロジェクトにおける自然保護活動は、開発と環境保全という 2 つの必ずしも相容れない考え

方に基づいた複数の利益集団にサポートされた多セクター間の調整の中に妥協点を見出しながら進め

られていくものであるため、取り組むべき分野、対象者は広範囲におよぶ。本プロジェクトで実施さ

れた自然保護の活動内容をタイプ分けすると、以下の4タイプの活動に分けられる。 

タイプ１）情報収集の仕組み作りやコミュニケーションの改善による環境情報整備（成果1,3,4） 

タイプ２）知識の習得とボランティア精神の養成を目指した環境教育・意識啓蒙（成果2) 

タイプ３）現行の資源利用方法の改善（成果5-2） 

タイプ４）代替手段による資源利用の軽減（成果5-1） 

これらの活動が実施されることによりアウトプットが産出されるが、それぞれに違った条件のもとに、

異なる段階をもって自然保護活動（アウトカム）に結び付く。 

� タイプ1は、情報が整備されるか、正しく伝達されることが、プロジェクトの成果となり、それが

有効に利用されれば、自然保護活動(アウトカム)につながる可能性がある。 

� タイプ2は、環境教育が受講生に提供されればプロジェクトの成果となり、受講生の環境知識が増

加、もしくは意識が向上すればその活動は有効であったと判断できる。しかしながら、自然保護活

動につなげるためには、意識向上だけでは不十分でさらに受講生のインセンティブによる自発的な

取り組みが必要である。しかしながら、受講前に受講生がそのような人かどうかを判断することは

難しいため、あくまでもアウトカムは外部条件に影響されるものである。 

� タイプ3は、持続可能な資源利用方法が資源利用者に対して提示され研修されれば、プロジェクト

の成果となり、さらにそれが有効に実施されればアウトカムとして認識できる。 

� タイプ4は、代替収入向上手段が提示され生計向上が実現すれば、プロジェクトの成果であるが、

その活動が自然保護につながるためには、その生計向上活動が既存の非持続的な生産活動の代替と

して機能したこと、つまり、非持続的な資源利用活動が減少することによって環境負荷が下がった

という条件があり、それが満たされない場合は自然保護にはつながらない。 

 

 

 

3.2.2 インパクトインパクトインパクトインパクト 

3.2.2.1    成果の継続状況成果の継続状況成果の継続状況成果の継続状況 

1） 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 

プロジェクト完了後、ニュースレターは継続されているものの、予算不足と緊急性の低さに

よりラジオ、テレビ、携帯電話によるGMRのみのための広報活動は中止され、国立公園全体

のものに吸収されている。漁民への受益者調査では、DPNGと漁協の関係について、非常に良

い(2.8%)、良い(40％)となっており、悪い（22.8％）、非常に悪い(8.5%) を超えているが、22.8%

はコミュニケーションが十分でないと答えている。漁民のGMRに関する知識レベル、DPNG

への評価を維持するため、DPNGは予算的な制約はあるものの、少なくとも予算の小さいラジ

オ放送についてはプロジェクトで実施された活動を再開することが望まれる。 
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2） 成果2 地元住民の環境理解が促進される 

環境教育コミュニティセンター（CCEE）の展示棟には、2011年には年間 9010人（エクア

ドル人 5875人、外国人 2335人、ガラパゴス在住 630人、不明 170人）が訪問し、研修棟を

1661人が使用した。CCEEの活動は、DPNGの年間運営計画に含められ、兼任担当者 1 名が

配置されており、活動の継続性は高い。 

高校における環境教育プログラムは、政府による高校のカリキュラムの変更により教師の時

間が取れなくなり中断されており、継続性に一部問題が見られる。なお、環境教育の新しいカ

リキュラムを現在作成中である。 

 

3） 成果3 海洋生物と海洋環境の情報が増加する 

DPNG は 2008年の組織改正において海洋研究課を新設した。現在 2名の専任のスタッフ、

及びボランティア5名を配置し、年間運営計画に基づいた活動を行っている。公開されたデー

タは漁業の季節変化の読み取りなどに利用されている。2012年現在、サメ、ウミガメ、クジ

ラ、生態モニタリングの4項目を追加してモニタリングを実施中であり、本プロジェクトの成

果が継続・発展していると言える。 

 

4） 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 

計画されたサンタクルス島において定期的に実施され、加えてサン・クリストバル島、イサ

ベラ島でも開始された水質モニタリングは、事後評価時点でも継続されており、その結果が報

告・市役所などにより活用されている。ただし、市民による参加型水質モニタリングはコスト

がかかりすぎるため（1測定キットあたり12ドル）、本プロジェクトの終了後継続されず2008

年にキットがなくなった時点で終了した。 

 

5） 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 

事後評価時点では、25 世帯が体験漁業を営んでいるが、これが有効な代替収入手段となる

ためには観光事業としての認定

12
、及び市場開拓が課題である。体験漁業に関する規則改正に

つき漁民は参加型管理委員会に提案を行っているが、実現していない。体験漁業をガラパゴス

の漁民による事業として明確に位置づけることが必要である。 

女性グループによる家内産業への支援については、２つの女性グループのうち、OMPAI は

経営難とリーダー交代により事実上崩壊した。また、OMAI は12人の女性（6名がTシャツ、

ぬいぐるみなどの土産物生産、6名がジャム生産）が活動しているが、土産物生産は収入にな

っているもののマーケットは限られ、夫の漁業収入に比べるとはるかに小さい（3-5%程度）。

また、現在DPNGは、女性グループへの支援を実施していない。 

参加型モニタリングについては、事後評価時の受益者調査によると、年1回行われているナ

マコの資源量のモニタリングに 34％の漁民が参加している。DPNGによる漁民へのモニタリ

                                            
12 OK Certificateという観光局からの認定をもらわないと観光業としてツアーの中に組み込むことができない。 
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ング参加の日当支払いは継続されており、漁民の参加意欲は維持されている。また、漁民の協

力を得て持続的なナマコ漁解禁が実現し、活動の継続性は高い。 

  

表3：成果ごとのアウトプット・アウトカム/インパクト・活動継続状況のまとめ

13 

 達成程達成程達成程達成程度度度度

14  達成状況達成状況達成状況達成状況 

成果１成果１成果１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 

実施主体 専門家・カウンターパート・プロジェクト雇用者 

裨益者 漁民・漁協 

アウトプット 高 ラジオ、テレビ、ニュースレター、携帯電話におけるGMRに関する報道を実施。 

アウトカム 

インパクト 
中 

漁業コミュニティにおけるGMR管理に関する知識のレベルが向上。 

漁協が携帯電話での連絡を開始。 

活動継続状況 中 
GMR のみの報道はニュースレターを除いて中止され、ラジオ、テレビは国立公園全

体の報道番組にGMRの部分を含めることで吸収された。 

成果成果成果成果２２２２ 
 

地元住民の環境理解が促進される 
 

実施主体 専門家・カウンターパート・プロジェクト雇用者 

裨益者 高校生・高校教師・一般住民 

アウトプット 

高 

環境教育コミュニティセンター(CCEE)建設。 2008年3月開館。 

環境教育活動及びイベントに利用。 

高校でのプログラムを実施（7コース、334時間、延168名の高校生を対象）。 

アウトカム 

インパクト 高 

高校生・一般住民の環境理解が促進。 

2012年現在CCEEは年間1万人ほどが訪問。 

CCEEは環境教育活動及びイベントに利用。8月まで予定が組まれている。。 

活動継続状況 中 
CCEEは年間運営計画に組み込まれ実施中。 

高校生への環境教育は中断。現在新カリキュラム作成中。 

成果３成果３成果３成果３ 
 

海洋生物と海洋環境の情報が増加する 
 

実施主体 専門家・カウンターパート 

裨益者 DPNG職員 

アウトプット 高 沿岸海洋環境とイセエビの幼生に関する調査を実施。データが蓄積。 

アウトカム 

インパクト 高 

海洋研究課を新設。研究機能の改善進む。 

イセエビの漁獲の決定につい参加型管理委員会にてデータを継続利用。 

沿岸海洋水質については継続測定。 

活動継続状況 高 

サメやウミガメ、海洋生態などにモニタリング項目を拡大して実施中。 

海洋研究課は2人の専門スタッフ及びボランティアにより年間運営計画に組み込まれ

活動中。 

成果４成果４成果４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 
 

実施主体 専門家・カウンターパート 

裨益者 DPNG職員 

アウトプット 

高 

プエルトアヨラ近辺の陸上11か所、海上9か所にて19項目について水質モニタリン

グ実施。 

住民の海洋環境への意識向上を目的とした参加型水質モニタリング実施。 

アウトカム 高 結果はインターネットで公表。一般人・環境団体が利用可能。 

                                            
13 アウトカムはプロジェクト終了時点のプロジェクト効果の発現状況、インパクトは事後評価時点でのプロジェクト

効果の発現状況、活動継続状況は、事後評価時点での継続状況を示す。 
14 達成程度は、高：80％以上、中：50％以上-80％未満、低：50％未満を基準にして示した。 
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インパクト 市役所が水質悪化の報告を受け、水源を移動、汚水源の取り締まりを強化。 

活動継続状況 高 
機材を自前で購入し、水質モニタンリングプログラムが設置。サン・クリストバル島

とイサベラ島に測定を拡大。汚水源特定の水質測定ニーズに対応。 

成果５成果５成果５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 

成果成果成果成果5－－－－1  代替代替代替代替収入収入収入収入活動の創造活動の創造活動の創造活動の創造 

実施主体 専門家・プロジェクト雇用者・カウンターパート 

裨益者 漁民・女性グループ 

アウトプット 高 女性グループのお土産作り・ジャム作り、漁民による観光客に対する体験漁業を支援。 

アウトカム 

インパクト 
中 

① 体験漁業は観光セクターとの問題を抱えている。 

② 女性グループによる販売はマーケティングに問題があり、インパクトは限定的。 

活動継続状況 低 DPNGは女性グループ、体験漁業を支援していない。 

成果成果成果成果5－－－－2  漁民の参加による水産資源のモニタリング漁民の参加による水産資源のモニタリング漁民の参加による水産資源のモニタリング漁民の参加による水産資源のモニタリング 

実施主体 専門家・プロジェクト雇用者・カウンターパート 

裨益者 漁民 

アウトプット 高 漁民の参加によりナマコのモニタリングを実施。 

アウトカム 

インパクト 
高 

参加型モニタリングを行い、データをもとに参加型管理委員会にて利用。 

漁民の了解を得て捕獲高を決めて収穫を実施。 

活動継続状況 高 参加型モニタリングは年間運営計画に含まれ実施中。 

 

 

3.2.2.2    上位目標達成度上位目標達成度上位目標達成度上位目標達成度 

 本プロジェクトの上位目標は「ガラパゴス海洋保護区（GMR）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（指標：キー・アクターの提案に基づく保全活動の数）」であった。

プロジェクト目標として目指したのはJMPの強化であるため、この上位目標はプロジェクト目標と

の因果関係が無いが、様々なセクターの活動を取り入れた各成果の目指す方向性とは合致しており、

上位目標として適切であると言える。 

ガラパゴスにおけるキー・アクターとしては、参加型管理委員会のメンバー (DPNG、観光業会

議所、漁業組合連盟代表、CDF、自然ガイドの代表)、及び学校、漁協、市役所が挙げられる。以下

の9つの保全活動が本プロジェクトの成果に関連して実施されたものとして確認されている。従っ

て、キー・アクター数は増加していないものの、プロジェクトの成果はキー・アクターによる自然

保護活動に貢献しており、上位目標は達成されたと判断できる。 

 

(1) 漁業関係（成果1、5関連） 

· 本プロジェクトにより海洋保護区の情報が携帯電話により配信されたのを受けて、イザベラ

島・サン・クリストバル島において漁協内での情報交換に携帯電話の利用を開始した。 

· 参加型モニタリングによりナマコの収穫量を決定している。 

 

(2) 市役所（成果4関連） 

本プロジェクトで実施された水質モニタリングで明らかになったガラパゴスにおける水質悪化

の問題を受け、2011年に市役所では以下のアクションをとった。 

· 2011年に上水道の水源をプエルトアヨラ湾の近くの岩の割れ目から丘の上3kmの場所に変更。 
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· プエルトアヨラ湾の水質向上のために、ボートの整備場所を丘の上に移動。 

· ボートの燃料を入れる場所を湾から外への移動。 

· 今後、ボートの使用済み油のリサイクルを行う予定。 

 

(3) DPNG(成果2、3及び 4関連) 

· CCEEにおける環境教育活動（展示棟年間約 9000人訪問、環境イベント月 3回程度、政府に

よる新入居者に対する教育、その他環境セミナーなどに利用） 

· 海洋研究課が設立され、ナマコやイセエビの幼虫のモニタリングだけでなく、サメ、ウミガメ

及び海洋生態のモニタリングを開始。データは蓄積され、自然保護活動に利用している。 

· 水質モニタリングプログラムが設置され、必要に応じて水質検査を実施している。サン・クリ

ストバル島で魚の大量死の原因究明のための水質検査を実施した。 

 

3.2.2.3    有効性・インパクトのまとめ有効性・インパクトのまとめ有効性・インパクトのまとめ有効性・インパクトのまとめ 

以上に述べるように、本プロジェクトの各成果は概ね計画通り達成され、一部を除き活動が継続

している。その結果、多くの分野で期待されたアウトカムあるいはインパクトが認められる。また、

上位目標についても、6 分野の成果のうち4分野において、カウンターパートの新部署の設置や市

役所による環境保全活動など、キー・アクターによる新しい環境保全活動が確認され、一定の効果

発現が見られる。以上より有効性・インパクトは高いと判断される。 

 

3.3 効率性効率性効率性効率性（レーティング：（レーティング：（レーティング：（レーティング：②②②②）））） 

3.3.1    投入投入投入投入 

3.3.1.1投入要素 

JICA提供資料およびプロジェクト関係者からの聞き取りによると、本プロジェクトの投入には以

下の問題があった。 

� プロジェクト前半はDPNGの体制が不安定であり、カウンターパートの投入および活動範

囲が制約された。2004年にはナマコ漁の制限に対する漁民のストライキが 5，6回あり、

DPNGが封鎖され活動ができない状態になった。さらに、DPNGの局長の頻繁な交代があ

り、職員給与の削減等の問題に対してDPNG職員によるストライキが実施されるようにな

り、海洋資源部長が降格になるなど、プロジェクト実施に大きく影響した。また、パトロー

ル部門の人員は増員になったものの、カウンターパート部署海洋資源部の増員が行われな

かった。なお、最もカウンターパート機関が混乱した2004年にも約50人月の専門家が派

遣された。これは全派遣人月数のほぼ4分の1に相当し、専門家派遣費用の約3分の1が

これに投入された。効率的な活動のできない時期に多くの専門家を投入したことになる。 

� 以上のような状況の中、当初計画されていた高額な調査機材（航空調査用カメラセンサー）

を用いた海洋環境調査をできるような状況ではなくなったため、海洋調査の活動を大幅に

縮小し、代わりにDPNG以外の関係者（市や学校等）との活動に重点を置いた。 
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� 本プロジェクトで必要とされる広範囲の専門分野に対応するため、専門家の数、特に短期

専門家の数が、計画に比べ大幅に増加した。 

� カウンターパートのほとんどはDPNGの通常業務との兼務であり、多忙のため本プロジェ

クトの活動に十分時間を割いて従事することが困難であった。このため、本プロジェクト

ではローカルスタッフを雇用することで補完した。専門性の高いローカルスタッフの直接

雇用は円滑な進捗を貢献したものの、費用増につながった。 

� 本プロジェクトで建設された環境教育コミュニケーションセンターは、建設用地の利用を

巡る調整に時間を要したため、開館が1年以上遅れた

15
。 

 

3.3.1.2協力金額   

本プロジェクトの協力金額は6.82億円で、計画を上回った（計画比136%)。専門家の増加とロー

カルスタッフの雇用などによる協力金額の増加が原因である。 

 

3.3.1.3協力期間     

本プロジェクトの協力期間は計画通り5年間であった。協力期間前半の混乱による遅れを、活動

計画の修正と専門家増員、ローカルスタッフ雇用などで補うことで、計画通りの協力期間で活動を

終えたためである。 

 

以上より、本プロジェクトは、協力期間が計画内に収まったが、成果の産出に対し投入要素の一

部が投入時期が不適切であり、また協力金額が計画を上回ったため、効率性は中程度である。 

                                            
15 DPNGからの要請によりコミュニティの利用の便を考え、CCEEの建設場所を便利な場所に変更したが、その後、

その土地がDPNGとガラパゴス開発庁の共有地で民間組織に貸与中で、両者が利用権を主張したために利用できない

状況になった。最終的には2006年7月中間調査団訪問時にDPNGによる使用の合意がなされ、問題は解決した。こ

のようにCCEEは建設中における土地問題によりプロジェクト期間内の利用が阻害されたが、最終的に便利な場所に

建設されたため、事後評価時の施設の有効利用につながっている。 
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投入要素投入要素投入要素投入要素 計画計画計画計画 実績実績実績実績（終了時） 
（1）専門家派遣 長期4名（2003 実施協議） 

チーフアドバイザー（海洋保護区管理） 

業務調整 

海洋生態系モニタリング 

環境教育・コミュニティ活動 

 

 

短期2，3名 

長期専門家 (７名) 

チーフアドバイザー海洋保護区管理 

業務調整 

海洋生態系モニタリング 

環境教育・コミュニティ活動 

環境生態系モニタリング 

 

短期専門家 (15名) 

施設施工管理 （2名） 

施設完工検査 

環境教育 

漁民能力向上支援 

海洋生態系モニタリング 

海洋資源モニタリング 

プロジェクト運用管理 （2名）他 

 

派遣月数 213.6月 

(2003年13.5 2004年49.5、2005年39.5 

2006年46、2007年36.6，2008年28.5) 

派遣費用 390,392千円 

（2）研修員受入 主な研修分野 

 

研修 10 名 生態系保全 汚染・海洋汚染

モニタリング対策、環境教育他 

（3）第3国研修 なし。 なし。 

（4）機材供与 調査、研修、視聴覚、コミュニケーショ

ン機材、その他プロジェクト実施に必要

な機材。217百万円。うち200百万円は調

査用航空カメラセンサー。 

海洋調査機材、水質検査機材、コミュニ

ケーション機材、調査車両、その他プロジ

ェクト実施に必要な機材。27百万円。 

(5)建設費 環境教育コミュニケーションセンター建

設 50百万円 

環境教育コミュニケーションセンター建

設 

協力金額合計 合計500百万円 合計682百万円 

相手国政府投入 プロジェクトディレクター 

プロジェクトマネージャー 

カウンターパート(DPNG職員) 

秘書 スタッフ、運転手 

 

車両を含む機材 

日本人専門家の事務所を含む土地、建物、

施設 

現地費用（プロジェクト活動の必要に応

じる） 

カウンターパート 延18名 

プロジェクトディレクター 

プロジェクトマネージャー 

カウンターパート(DPNG職員)など 

プロジェクトマネージャー以外は兼任 

車両を含む機材 

環境教育コミュニケーションセンター

(CECC)の土地、CCEE年予算約900万円 

 

 

 

 



 20

3.4    持続性持続性持続性持続性（レーティング：（レーティング：（レーティング：（レーティング：②②②②）））） 

3.4.1    政策制度面政策制度面政策制度面政策制度面 

エクアドル政府はガラパゴス国立公園海洋保護区の自然保護に力を入れており、同保護区は2008

年の新憲法により州を廃止し特別地区に設定された。またガラパゴスの自然財産としての価値を維

持し、環境保全に基づいた開発を確かなものにするために政府評議会を設け統治機能を強化すると

ともに、居住制限を実施している。2011年にガラパゴス特別法の改定が提案され、参加型管理委員

会の改正が提案されている。市民の代表、保健セクターの代表などを含めたシステムとして改革さ

れる見込みである。このように、エクアドル政府はガラパゴス国立公園海洋保護区の保護努力を続

けており、本プロジェクトの効果の持続性は、政策・制度面では概ね確保される見込みである。 

 

3.4.2    カウンターパートの体制カウンターパートの体制カウンターパートの体制カウンターパートの体制 

DPNGは 2008年 8月に 150人が契約から常勤雇用になり、DPNGの人員配置が安定した。2012

年のリストラ後、DPNGの現在の人員は約150名である。DPNG局長は環境省が任命するが、UNDP

の提案で2007年より公募制となり、本プロジェクト初期のような頻繁な交代はなくなった。DPNG

の組織体制はプロジェクト開始時に比べると安定している。また、DPNGは現在、組織の効率化を

目指して大規模な組織改革を進めており、2012年 1月に 51名のリストラが行われカウンターパー

トの2名が離職した。残った5名のカウンターパートの職場は変わっていない。 

プロジェクト目標に掲げられた参加型管理委員会は、DPNGの予算でファシリテーターを雇用し

て運営することになっている。しかしながらDPNGの関係者によると、参加型管理委員会の予算は

2007年まで IDB が支援してきたが

16
、その後は十分な予算額が配分されず、活動は停滞しており、

ここ数年は漁業関係の話し合いを行うためのみの機関となっている傾向がある。DPNGは 2012年

から年間2万ドルの予算配分を行い、参加型管理委員会のファシリテーターを1名雇用し活性化さ

せた。ただし、ファシリテーターの雇用は2012年10月までである。ファシリテーターの役割、メ

ンバーの改定など今後の参加型管理委員会の動向を注視する必要がある。なお、参加型管理委員会

は、前述のように新ガラパゴス法により参加メンバーが改定される予定である。 

以上のように、DPNGの組織体制は改善されつつあるものの、参加型開発委員会の構成とファシ

リテーターの雇用について今後も動向を注視する必要があることから、カウンターパートの体制面

には一部課題がある。 

 

3.4.3 カウンターパートのカウンターパートのカウンターパートのカウンターパートの技術技術技術技術 

各成果を達成するために必要とされる技術の水準およびプロジェクト終了後の活動継続状況な

どから判断すると、本プロジェクトでは概ね適切な技術移転が行われたと考えられる。ただし、代

替収入向上手段の提供（成果5の一部）に関しては、カウンターパートが配置されずプロジェクト

で雇用したローカルスタッフを中心とした活動であったため、カウンターパートへの技術移転は十

分に行われなかった。事後評価時点で、DPNGはこの活動に関する支援を行っていないが、これは

                                            
16 Environmental management program of Galapagos Islands, IDB 2001-2007. 
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技術的な制約によるというよりも、このような少人数の特定グループへの支援活動を続けることに

ついてDPNGが消極的であることが主な理由である。 

 

3.4.4    カウンターパートのカウンターパートのカウンターパートのカウンターパートの財務財務財務財務 

DPNGの資金源の53%はガラパゴス国立公園への入島税からの配分であるが、観光客が増加して

いるので、DPNG財政基盤は安定している。しかしながら、DPNGが余剰人員を抱えやすい傾向が

あることから、予算に必ずしも余裕はないため

17
、DPNG にとって優先度の高い活動には適切な予

算を配分できるが、そうでないものには予算が充てられない可能性もあると考えられる。例えば、

水質モニタリング・海洋研究においては専門職員を雇い、対象範囲を広げて活動を継続してきたが、

海洋保護区のみに焦点を当てたテレビやラジオ番組など一部の活動は予算制約を理由に打ち切ら

れている。このようにDPNGは、組織として財務面に問題はないが、本プロジェクトが実施した支

援を継続させるための予算配分に関してはその方針に左右されるため、本プロジェクトの効果の持

続性にはやや懸念がある。 

 

以上より、本プロジェクトは、カウンターパートの体制および財務面に一部問題があり、本プロ

ジェクトによって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び教訓・提言．結論及び教訓・提言．結論及び教訓・提言．結論及び教訓・提言 

4.1    結論結論結論結論 

本プロジェクトが目指したガラパゴス海洋保護区の管理強化は、エクアドル政府の重要な政策課

題のひとつであり、その必要性は大きく、日本の援助政策との整合性も高い。しかし、計画された

成果の多くはプロジェクト目標に直接結びつかず、プロジェクト設計の適切性に一部問題があるた

め、妥当性は中程度である。成果は概ね計画通り達成され、一部を除き活動が継続されている。そ

の結果、環境教育を通した住民の環境意識改善、新たな研究・水質検査機能による保全活動の強化、

参加型モニタリングによる持続可能な漁業の推進などが実現した。上位目標についても、キー・ア

クターによる新しい環境保全活動が確認され一定の効果発現が見られることから、有効性・インパ

クトは高いと判断される。本プロジェクトは開始当初、カウンターパート機関の混乱、漁民との関

係悪化、及びセンター建設地の借地権の問題によりプロジェクト活動が滞ったが、専門家派遣の増

員やローカルスタッフの雇用などの投入増加で計画どおり5年間で終了した。よって効率性は中程

度と判断される。活動の多くは継続しているが、参加型管理委員会の体制およびカウンターパート

機関の財務状況に課題があり、持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

 

 

                                            
17 エクアドルの政府組織では政権が変わるたびに新たに人員を増強する傾向がある。DPNGは数年に一度リストラを行

いつつ活動予算を確保しており、2012年1月には200名中50名を解雇するリストラが行われた。 
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4.2    提言提言提言提言 

4.2.1    カウンターパートへの提言カウンターパートへの提言カウンターパートへの提言カウンターパートへの提言 

（１）ラジオによる海洋保護区の保護活動の広報活動の再開 

本プロジェクトにより、テレビとラジオによる海洋保護区のみの持続的管理・開発に関する情報

が漁民に伝えられていたが、プロジェクトの終了後は継続されていない。 漁民とDPNGとの関係

は本プロジェクトにより一時的に改善されたが、今回の受益者調査の結果によると、漁民とDPNG

の関係は再び悪化する傾向にある。したがって、DPNGにおいて、情報伝達活動を再開することが

望ましい。予算面を考慮し、漁民のコミュニケーション手段として最も有効なラジオによる広報活

動の再開が求められる。 

 

（２）ガラパゴス海洋保護に関する高校生に対する環境教育の再開 

学校における環境教育については、教育改革のカリキュラム改正に対する協力はされているもの

の、プロジェクトで実施された高校生に対する環境教育は継続されていない。ガラパゴスは新しい

憲法においてエクアドル人の居住が制限されており、ガラパゴス居住者の長期的な海洋保護に対す

る理解は非常に重要なものとなっている。DPNGにおいては、本プロジェクトで実施された高校生

に対するボランティア養成プログラム、ガラパゴス海洋生態系に関するプログラムを再開し、長期

的なガラパゴス居住者の環境保護理解を深めることが望ましい。本評価における受益者調査結果に

よると、一般居住者に比べ本プロジェクトの受講生が環境保全に関する活動に参加している割合は

2.4倍であることが判明した。環境教育を継続することにより、DPNGの活動に賛同する住民が増え、

環境保全活動の円滑な実施に貢献すると考えられる。 

 

（３）体験漁業の地元漁民による実施の推進 

本プロジェクトで支援された体験漁業については、DPNGによる活動が限定されている。新憲法

によりガラパゴスの居住は制限されており、ガラパゴスにおける漁業活動はガラパゴスの漁民に適

切な権利があると考えられる。DPNGは、体験漁業が伝統漁民による活動として観光セクターから

認められた活動として認定されるように調整を図り、体験漁業の推進に協力することが望ましい。 

 

（４）参加型管理委員会の活性化・継続的な予算配分 

DPNGが中心となり、参加型管理委員会の運営経費や事務管理経費を賄い、ファシリテーターを

雇用するための財源を確保するべきである。新しく提案されている参加型管理委員会の変更により、

代表者を通した住民の意見の保護区管理への反映、海洋保護の活性化・維持・促進を実施すること

が望まれる。 

 

4.2.2    JICA への提言への提言への提言への提言 

 特になし 

 

 



 23

4.3 教訓教訓教訓教訓 

（１）技術協力プロジェクトを計画するときは、予めプロジェクト実現可能性や論理性、カウンター

パートの体制や関係者の協力体制等を十分に吟味したうえで活動スコープの選択・プロジェクトの

設計を行う必要がある。本プロジェクトは活動スコープが実施機関のそれまでの活動範囲を超えて

広がったため、プロジェクト終了後に一部の活動の継続に問題が出た。また、広範囲の成果をひと

つに収束できるプロジェクト目標が明確でなく、プロジェクト開始後に PDM が二度変更されたも

のの、成果とプロジェクト目標の間に適切なロジックを設定することができなかった。 

このような状況を避けるためには、プロジェクト開始前に重点とすべき課題や主要関係者の絞込

みを十分に行い、明確な関連性を持ったプロジェクト目標および成果を設定するとともに、従前の

業務範囲を超えた活動に対する実施機関のコミットメントを得ておくことが必要である。 

しかしながら、当該分野の性格や具体的な課題・問題の構造により協力範囲が広いプロジェクトの

場合は、各成果の実現を通してプロジェクト終了時に達成されるべき単一の目標、すなわちプロジ

ェクト目標を適切に設定することが難しい場合がある。例えば自然保護活動のように取り組むべき

分野が広範囲におよぶ場合

18
、協力範囲の絞り込みはかえって外部条件の範囲を広げることになり、

プロジェクトがインパクトに結び付かないリスクは増大するため、協力範囲が広くなること自体は

ある程度やむを得ない。このように協力範囲を絞り込むことが必ずしも得策でないと判断される場

合、プロジェクト目標は協力範囲（成果の範囲）を包括でき、かつ、プロジェクトの目指す内容が

明確に伝わる記述とすることが望ましい

19
。 

 

（２）本プロジェクトでは、海洋研究や水質検査、漁民の代替収入手段の支援など、カウンターパー

ト機関に業務経験のない活動が実施された。このような場合、カウンターパート機関の予算・人員

配置が不十分になる可能性があるが、専門家派遣や専門性を有する現地スタッフの雇用によりプロ

ジェクトとして実績を作ることを通じて、カウンターパート機関の新しい活動、新しい部署の設立

につながる可能性がある

20
。その際、そのような活動の必要性について予めカウンターパート機関

との共通認識を確立し、プロジェクトの活動を通じてカウンターパートへの十分な技術移転を図る

とともに、カウンターパート機関においてプロジェクト終了後の活動継続を可能とするような予

算・人材を確保することが重要である。 

 

 

                                            
18
 開発プロジェクトにおける自然保護活動は、開発と環境保全という2つの必ずしも相容れない考え方に基づいた複

数の利益集団にサポートされた多セクターによる政治的なぶつかり合いの中に妥協点を見出しながら進められていく

ものであるため、取り組むべき分野、対象者は広範囲におよぶ。しかしながら、活動内容に援助機関及びカウンター

パート機関の両方が認めるような正当性があった場合、成果間の関連性が低かったとしても、長期的にはカウンター

パート機関の活動の中に根差した新たな活動を見出し、広範囲に有意義なインパクトを産出する可能性がある。 
19
 例えば本プロジェクトでは「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」の代わりに「ガラパゴス

海洋保護区の管理が強化される」など。 
20 本プロジェクトの場合、前述のとおり、海洋研究および水質検査分野はカウンターパートが自立発展的に活動を継

続しているのに対し、漁民の代替収入手段の支援についてはカウンターパートへの技術移転が十分ではなく、プロジ

ェクト終了と同時に支援活動が行われなくなった。 
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（３）本事業では環境教育コミュニケーションセンターの建設予定地の利用権の調整に時間を要し

たため建設が遅れ、プロジェクト期間内の利用に支障をきたした。プロジェクトで新たな施設を建

設する場合は、建設予定地の所有権・利用権について十分な確認を行ってから計画を立てる必要が

ある。 

 


