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国名
火山監視能力向上計画プロジェクト

エクアドル

Ⅰ 案件概要

協力金額 352 百万円
協力期間 当初計画 2004 年 5月 ～2007 年 4月、延長期間：2007 年 5月～2009 年 4月

相手国側機関
国立理工科大学地球物理研究所（IG：Instituto Geofisico, Departamiento de Geofisica, Escula 
Politécnica Nacional）

日本側協力機関
独立行政法人 防災科学技術研究所（NIED: National Research Institute for Earth Science and 
Disaster Prevention）

関連案件
他ドナー等による協力
・早期警報システムおよび自然危機管理に関するプロジェクト（米州開発銀行（IDB:Inter-American 
Development Bank）、2006～2011 年）

プロジェクトの
背景

エクアドルはアンデス山脈山麓に位置し、8 つの活動的火山がある。火山の噴火は、火山灰の降灰や大
規模な土石流の発生などにより、広域に被害をもたらし、火山山麓地域に生活する住民の人命や生活基
盤を脅かすことになるため、火山災害軽減は同国にとって重要な課題の一つであった。しかしながら、
IG による観測体制では、火山活動初期に見られる振動（微動）を観測することができず、適切な火山災
害軽減策をとるのが困難な状況にあった。適切な火山災害軽減策をとるためには、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の作成が必要であり、より正確な火山活動の把握のためのデータ収
集システムや解析技術の導入が急務となっていたことから、日本政府に対する技術協力の要請がなされ
た。

投入実績

日本側 相手国側

1. 専門家派遣
短期専門家 5分野 15人

2. 研修員受入 5人
3. 機材供与  225 百万円
4. 現地業務費 2百万円

1. カウンターパート配置 31人
2. 土地・施設提供 日本人専門家用スペース
3. 機材購入：1,937 ドル
4. ローカルコスト負担 0.4 百万ドル

プロジェクトの
目的

上位目標

エクアドルにおいて火山災害軽減能力が強化される。

プロジェクト目標

コトパキシおよびとトゥングラワ火山における火山監視能力が強化される。

アウトプット

・コトパキシ火山およびトゥングラワ火山において長周期およ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。
・コトパキシ火山およびトゥングラワ火山において長周期および超長周期地震波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。
・IGの噴火の前兆の解析能力が高まる。
・解析結果が適切に火山活動レポートに記述される。
・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。

Ⅱ 評価結果

総合評価

本プロジェクトの対象となったトゥングラワ火山は、1999 年 10 月以降噴火活動が続いており、火砕流の発生が危惧され、
山麓周辺地域の住民 2 万人への被害が懸念されている。また、コトパキシ火山については、1903 年の噴火以降、噴火は発
生していないが、前回の噴火の際に発生した土石流堆積物の上に約 10 万人の住民が生活しているため、噴火の際の土石流
被害の脅威にさらされている。両火山に対して短周期地震計ネットワークを用いた IG の監視体制がとられていたが、火山
活動初期に見られる長周期あるいは超長周期の地震を観測することはできず、火山災害被害軽減に重要な火山活動初期のデ
ータの把握、解析が行えず、噴火の前兆を的確にとらえた火山活動レポートに基づく、周辺住民への避難勧告等を行うこと
が困難であった。

本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指したコトパキシ火山およびトゥングラワ火山における火山監視能力の向
上について、IG の火山活動データ収集能力、データ蓄積・解析能力、噴火の前兆の解析能力が向上し、かつ火山活動レポ
ートの内容が改善し、関係者に適切に伝達されるようになり、また、上位目標については防災関係機関の火山災害に関する
対応や火山情報伝達システムの改善や他の活火山の監視能力も向上していることから、概ね想定通りの効果発現が認められ
る。持続性については、国家開発計画や法律により火山災害を含む危機管理が重要課題として位置づけられており、また、
火山観測および防災体制、火山監視活動の実施に必要な技術および予算は確保されているため、特に問題は見受けられなか
った。

また、妥当性については、エクアドルの開発政策・開発ニーズ及び日本の援助政策と、事前評価・プロジェクト完了の両
時点において合致し、効率性については、協力金額・協力期間ともに計画を上回った。

以上より、総合的に判断すると本プロジェクトの評価は非常に高い。



1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに「災害に対応するためのマスタープラン」および「よ
き生活のための国家開発計画（2009‐2013）」で掲げられた火山防災対応を含む「災害に対する社会的・環境的脆弱性の削
減」というエクアドルの開発政策、「火山周辺住民の災害被害軽減」という開発ニーズ及び日本の援助重点分野である「防
災」と十分に合致しており、妥当性は高い。

2 有効性･インパクト

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「コトパキシ火山およ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。本プロジェクトで設置されたすべての観測網
は機能し、リアルタイムでデータが取得できるようになるとともに、より正確な
解析が行われるようになったことで、火山情報はより正確な内容となり、関係機
関への発信の適時性も向上した。また、上位目標についても、危険地域等の標識
が設置され、ガイドラインに基づいた警戒情報の発信やそれに基づく自主避難が
行われるようになり、かつ、本プロジェクトで導入されたシステムおよびノウハ
ウを適用して、エクアドル国内における全国的な監視体制が整備されており、火
山情報の伝達システムの改善が認められる。なお、トゥングラワ火山については
噴火活動が継続しているため、土石流発生時の適切な避難による被害者ゼロとい
った具体的な効果が確認されているが、コトパキシ火山については、火山監視活
動は継続されているものの、噴火は沈静化しているため、警戒情報発信の実績は
なく、周辺地域住民の危機感は薄く、住民意識の向上が課題となっている。この
他、IG による火山活動メカニズムの解明が進められ、トゥングラワ火山に関する
噴火のメカニズム等に関する文献が出版され、IG の活動が国際的に高い評価を得
たことから、欧米の研究機関との連携が促進された。以上から、有効性、インパクトは高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

アウトカム 指標（計画値） 実績
上位目標
（エクアドルにおけ
る火山災害軽減能力
の向上）

・コトパキシ火山およびトゥン
グラワ火山の危機的状況にお
ける適切な対応策のガイドラ
インが関係機関の間で策定さ
れる。
・防災関係機関がガイドライン
に基づいた対応が取れる。
・住民が火山の潜在的リスクに
対する意識を持ち適切な行動
をとれる。

（事後評価時点 2012年）
・IG が作成した危険マップに基づいて、両火山の影響を受けるすべ
ての市町村に、危険地域、避難経路、集合場所等を示す標識等が設
置された。
・IG のガイドラインに基づいた通信プロトコルの強化がなされ、リ
アルタイムで火山の活動情報を把握できるようになった。
・トゥングラワ火山については、ガイドラインに基づいて警戒情報
が 700 回超発信され、土石流発生時には警戒情報に基づいた避難が
行われ、被害者ゼロとすることができた。
・トゥングラワ火山の周辺村落では、代表者によって火山監視団
（Vigias del Volcán）が組織され、IG が発信する警戒情報に基づ
き、自主的に避難する体制がとられている。

・他の活火山の監視能力が高ま
る。

・エクアドル政府の「IG強化計画」（IG の地震学・火山学国家サー
ビスの拡大・近代化）および「早期警報システムおよび自然危機管
理に関するプロジェクト」により全国レベルにおいて、火山監視お
よび早期警報システムが整備され、全国的な火山監視体制が整っ
た。
・本プロジェクトで導入されたモニタリグシステムおよびその活用
のノウハウが他の活火山観測に適用されている。

・火山情報の伝達システムが改
善する。

・情報伝達のガイドラインに基づき、固定電話、携帯電話、衛星電
話、デジタルラジオ、インターネット、電子メール等の多様な通信
手段を使用することにより、情報伝達経路を確保。
・監視ネットワークにより取得されたデータに基づき、火山活動イ
ンデックスや地質異常警報などのプログラムが開発され、適切なタ
イミングで対応することが可能となった。

プロジェクト目標
（コトパキシ火山お
よびトゥングラワ火
山における火山監視
能力が向上する。）

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。

（プロジェクト完了時点 2009 年）
・本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、より正確な解析がなされるようにな
った。
・火山情報は、より正確な内容となり、関係機関への発信の適時性
も向上した。

出所：終了時評価報告書、カウンターパートおよび防災関係機関への聞き取り調査。

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し、専門家派遣について計画時の地震観測、地震解析、火山防災の 3分野からプロジェ
クト総括および観測網構築総括の 2 分野が加えられたが、投入要素は適切であった。2006 年のトゥングラワ火山噴火によ
って火山観測機器が被害を受けたため、新たに機材を調達する必要性が生じ、火山観測データの解析技術指導に必要なデー
タ収集が中断したため、協力期間は 2年延長された。そのため、協力金額・協力期間ともに計画を上回ったが（それぞれ計
画比 187％、167％）、火山噴火の影響を考慮すると効率性は中程度である。

4 持続性

エクアドル政府は、「よき生活のための国家開発計画（2009‐2013 年）」や 2010 年に制定された「国土編成・自治・地方
分権組織法」および「計画・公共財政組織法」において、危機管理を国家レベルの優先課題と位置付けている。IG は、引
き続き、エクアドル国内における火山・地震リスクの分析、火山・地震活動の監視、関係機関への情報伝達を行う中心的な
機関であり、全体で 67 人の職員のうち、火山観測専任の研究員が 11 人配置されている。また、IG は、防災関係機関や地
方自治体における IG から発信されるレポートや情報の理解度を向上させるため、担当職員 1人を配置し、セミナーや研修
会等を実施している。本プロジェクトを通じて移転された火山監視・データ解析活動に関する技術・能力は、IG のワーキ
ングチームを中心に維持され、人事異動があった場合でもマネージャークラスのスタッフに蓄積される体制としており、ま

山中の観測地点



た、プロジェクト終了後も NIED から継続的な協力・指導が行われており、今
後も IG と NIED の協力関係は継続される見通しである。なお、本プロジェクト
実施中のトゥングラワ火山の噴火による降灰で、火山観測装置に付随する太陽
光パネル式発電機も機能しなくなったが、風力式発電機を導入し、噴火時でも
観測が継続できるように対策が施された。政府から割り当てられた 2012 年度
の IG の予算は 166 万ドルであり、そのうち、維持管理・消耗品・サービス料
41 万ドルが確保されている。また、国家科学技術事務局（SENACYT:Secretaría 
Nacional de Ciencia y Technología）ともに実施している IG 強化計画に、2009
～2012 年までの 4 年間で 900 万ドルの予算が配分されている。この他、IG の
収入源として、コンサルティング業務としての研究に係る収入、民間企業から
の寄付、ドナー（IDB）やフランスの開発研究所等の財政支援を受けている。
よって、政策制度面、実施機関の体制面、技術面、財務面ともに問題なく、本
プロジェクトによって発現した効果の持続性は高い。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

・IG は火山情報の提供のみならず、セミナーや研修会に積極的に関与することによって、地方自治体等から信頼を得てい
ることが地方自治体等への聞き取り調査で明らかとなった。今後もこうした活動を継続・強化することにより、地方自治体
やコミュニティの火山防災に係る意識の更なる向上に寄与することが期待される。

JICA への教訓：

・本プロジェクトは長期専門家の派遣はなく、短期専門家派遣により実施されたが、専門家が日本にいる間も火山観測デー
タは IG 側と共有されており、必要に応じた日本からの遠隔での技術指導を実施できたことが成功の要因となった。
・本プロジェクトの実施中に、対象火山の一つトゥングラウア火山の噴火によって発生した火砕流により、火山モニタリン
グ機器がその被害を受け、火山観測データの解析技術指導に必要なデータ収集ができなくなったことから、本プロジェクト
は 2年間の期間延長となった。太陽光パネル式発電装置が火山灰の降灰によって機能しなくなる等のトラブルも発生したこ
とから、大規模な火砕流による被害を防ぐことには限界はあるものの、こうした事態を避けるために、予めリスクも想定し
た対応を行っておく必要がある。

観測地点に設置された地震計   


