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中間レビュー調査結果要約表

1. 案件の概要

国名：ブラジル連邦共和国

分野：環境 案件名：ジャラポン地域生態系コリドープロジェクト

所轄部署：JICA ブラジル事務所 援助形態：技術協力プロジェクト

協力期間
2010 年 4 月 8 日

～2013 年 4 月 7 日

協力総額（評価時点）：1.55 億円

先方関係機関：シコメンデス生物多様性保全院

日本側協力機関：日本工営株式会社

1－1 協力の背景と概要

｢セラード｣と呼ばれるブラジル国(以下｢ブ｣国)中西部を中心に分布する熱帯サバンナ植

生帯は、極めて生物多様性の豊かな地域であるが、同時に世界で最も生物多様性の喪失が

危惧される地域のひとつである。同地域に位置するジャラポン地域は、多様性に富む生態

系が広がり、パルナイバ河、サンフランシスコ河、トカンチンス河等の重要な河川の水源

地域となっている。しかしながら、同地域の周辺では大豆栽培等の大規模農業開発が進ん

でいる状況であり、｢ブ｣国政府は、ジャラポン地域の自然を保護するため、セハ・ジェラ

ウ環境ステーション、パルナイバ河上流域国立公園等を中心とする３つの自然保護区を設

置している。また、トカンチンス州やバイーア州政府も、同地域に２つの州立自然保護区

を設置している。これらの保護区の生態系保全機能を一層高めていくため、保護区の間を

生態系コリドーでつなぎ、保護区とコリドーを合わせた地域全体を、戦略性を持って協調

しながら管理していくことが求められている。しかし、これを実現していくためには、連

邦、州、市の関係各機関や、NGO、市民団体等、様々な関係者による連携と協力が必要で

あるが、これをリードしていく立場にある｢ブ｣国政府の自然保護区行政機関｢シコメンデ

ス生物多様性保全院｣(ICMBio)は、2007 年にブラジル環境・再生可能天然資源院(IBAMA)

から分離･独立した新しい組織であり、組織と人員の両面におけるキャパシティ向上を必

要としている。

このような背景から、｢ブ｣国政府は、ICMBio の能力開発を図り、ジャラポン地域の

自然を戦略的かつ関係者による協調の下に保全していく体制を構築するため｢ジャラポン

地域生態系コリドープロジェクト｣(以下｢プロジェクト｣)への協力を我が国に対して要請

した。JICA は 2008 年 11 月に詳細計画策定調査団を派遣し、｢ブ｣国側関係機関との協議

を経てプロジェクトの基本計画を策定し、2009 年 11 月に本プロジェクトに係る討議議事

録(R/D)に署名した。これに基づき、本プロジェクトは、ICMBio をカウンターパート(C/P)

機関として、2010 年 4 月から 2013 年 4 月までの 3 年間を協力期間として実施されている。

プロジェクト開始より 1 年 7 ヵ月が経過し、｢ブ｣国側と合同で本プロジェクトの目標

達成度や成果等を分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の対応方針

について確認し、合同評価報告書に取りまとめ、合意することを目的として、中間レビュ

ー調査が実施された。
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1－2 協力内容

(1) 上位目標：生態系コリドー導入によりジャラポン地域の生態系保全が促進される。

(2) プロジェクト目標：ジャラポン地域で生態系コリドーを導入・実施するため、ICMBio

の体制が強化される。

(3) 成果（アウトプット）

1: 自然保護区のバッファーゾーンを含むジャラポン地域生態系コリドー(JREC)実施に

必要な情報が収集、分析、整理される。

2 : JREC実施のための組織的な連携が構築される。

3: JRECの実施に必要なICMBio職員及び関係機関職員の能力向上が実施される。

4: JREC保全に関する関係機関と地域住民との連携が強化される。

5: JREC保全のための戦略文書/ガイドラインが作成される。

(4) 投入

① 日本側

専門家派遣：短期派遣専門家 6名（33.2 MM） 機材供与：760万1,000円

カウンターパート研修：3名（日本） ローカルコスト負担：5,422万3,000円

② ブラジル側

カウンターパート配置：現在11名が配置されている。

事務所提供

2. 評価調査団の概要

調査者 日本側評価団員

団長 佐藤 一朗 JICA ブラジル事務所 次長

協力企画 駒沢 カズアキ JICA ブラジル事務所 所員

評価分析 古谷 典子 株式会社国際開発アソシエイツ

調査期間: 2011 年 11 月 21 日～2011 年 12 月 20 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

プロジェクト目標

ジャラポン地域で生態系コリドーを導入・実施するための ICMBio の体制が強化され

つつある。従って、プロジェクト終了までにプロジェクト目標は十分に達成されると判

断できる。

上述の根拠は、関連情報の整備・共有、関係機関連携の枠組み、ICMBio 職員の能力向

上、地域社会との連携強化、戦略文書の作成というそれぞれのアウトプットが産出され、

かつ、関係機関のインターアクションによりこれらのアウトプットが連動し始めるとい

う効果が現れつつあることである。より具体的には次のとおりである。第一に、ICMBio

の調整による JREC 導入と実施のための「戦略文書」の作成準備が進捗し、具体的アイ

デアに基づいた熱心な議論が関係機関で展開され、コンセンサス形成を着実に進めてい

る（指標 1）。第二に、関連機関のインターアクションが起こってきているが、その具体



iii

的例として、協力協定書が関係者間で正式に署名されたことで ICMBio、環境省、州レベ

ルの組織の協働強化がなされた。その強化された協働により、地方自治体である市を支

援するための連邦政府や州のプログラムにおいてシナジー効果が現れ、結果として市の

環境審議会設立へ向けた大きな刺激として働いた。この協働は、環境教育、合同セミナ

ーやワークショップ・研修、異なる組織の統合情報管理システムなど連邦政府と州レベ

ル組織の間で多くの連携活動へとつながっている（指標 2）。

アウトプット

アウトプット 1： 中間レビュー時点で、自然保護区のバッファーゾーンを含むジャラポ

ン地域生態系コリドー(JREC)実施に必要な情報が収集、分析、整理されつつあると判断

できる。その根拠としては、収集された情報をもとにプロジェクトの GIS データベース

が公開サイト（http://www.jalapaocorredor.com.br/）において使用可能な状態となっている。

暫定的に ICMBio のコンピューターネットワークから切り離した独立サーバー上である

ものの、ICMBio の組織全体のコンピューターネットワークへのインストールについて

も現在準備中であること（指標 1-1）、また、プロジェクトのホームページ

（http://www.icmbio.gov.br/jalapao/）がアップロードされたこと（指標 1-2）、プロジェク

トで作成されたホームページや印刷物、JREC 情報統合地図としての生態系コリドーア

トラスを通じて、関係機関に JREC 実施運営に必要な情報が普及・共有されている（指

標 1-3、1-4）ことが挙げられる。

アウトプット 2：中間レビュー時点で、JREC 実施のための組織的な連携が構築されつつ

あると判断できる。その根拠としては、協力協定書に関し、関係機関である ICMBio、

環境省、トカンチンス州知事及びトカンチンス州機関間の同意が得られ、2011 年 9 月 29

日にこれら関係機関による署名がなされたこと（指標 2-1）、協定書準備のための会合な

ど各種会議が JREC 実施運営のための関係機関の参画を得て開催されており、その回数

は少なくとも年間 3 回を超えていること（指標 2-2）が挙げられる。

アウトプット 3： 中間レビュー時点で、JREC の実施に必要な ICMBio 職員及び関係機

関職員の能力向上が実施されつつあると判断できる。その根拠としては、関係機関のた

めの研修、視察や能力強化活動が中間レビューまでに少なくとも 2 回以上実施されてい

こと（指標 3-1）、キックオフ・セミナー、民有地自然保護区に関する技術セミナー、JREC

保全のための技術セミナーが開催され、すでに目標値を上回っていること（指標 3-2）、

が挙げられる。

アウトプット 4： 中間レビュー時点で、JREC 保全に関する関係機関と地域住民との連

携が強化されていると判断できる。その根拠としては、地域住民を代表する集団として

位置づけられている学校教員を対象とした研修が 2 市において、また、市環境審議会の
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設立に向けて、審議会メンバーとなる可能性のある地域住民を対象とした 2 日間の研修

が 5 市で開催されていること（指標 4-1）、3 市において、市環境審議会が、各市議会承

認の上、市長の署名により正式に設立されている。中間レビュー調査時点において、間

もなく追加 1 市においても環境審議会の正式な設立の運びとなる予定である。また、セ

ハ・ジェラウ生態系ステーション審議会も実質的にほぼ設立されている。ポンチ・アル

タ市は、市環境条例を改訂した。さらに、サン・フェリックス市では、市議会を通り市

長の署名がなされたことで、市環境保護区システム法が成立した。これにより、市によ

る保護区の設置が可能となり、サン・フェリックス市は ICMBio に対し、市保護区設置

の支援を要請した等（指標 4-2）、が挙げられる。

アウトプット 5： 中間レビュー時点で、JREC 保全のための戦略文書/ガイドラインが作

成されつつあると判断できる。その根拠としては、「運用ガイドライン」はまだであるが、

「状況分析と妥当性分析」はできており、「戦略的アクションプラン」については現在作

成が進捗しており、2012 年 3 月に完成を見込んでいること（指標 5-1）、が挙げられる。

3－2 評価結果の要約

(1) 妥当性

事前評価時に確認された妥当性判断根拠につき変更のないことが、今般調査で再確認さ

れ、妥当性は非常に高いと判断される。セラードの持続的活用と保全促進を目的とする「持

続的セラードプログラム」や「セラードにおける森林破壊及び火事の防止・コントロール

のアクションプラン」に集約されるとおり、環境省はセラード保全を重点課題の一つと位

置付けており、ジャラポン地域は、継続して ICMBio と環境省の優先的保護地域の一つで

ある。また、「対ブラジル連邦共和国事業展開計画」に示されるとおり、日本国政府はブ

ラジルへの援助政策において環境保全に重点を置いている。

(2) 有効性

中間レビューの行なわれた時点において、プロジェクト目標の達成見込は十分に高いと

言える。同時に、その効果によって関連情報の整備・共有、関係機関連携の枠組み、ICMBio

職員の能力向上、地域社会との連携強化、戦略文書の作成というそれぞれのアウトプット

が産出されつつあり、さらに、関係機関のインターアクションによりこれらのアウトプッ

トが連動し始めている結果と分析されることから、有効性は高いと判断できる。

(3) 効率性

効率性は高い。日本やブラジルにおいて研修を受けたカウンターパートや関連機関の職

員はそれぞれの持ち場で学んだことを活かして業務を遂行している。また、専門家やカウ

ンターパートの配置時期、研修時期などは適切であった。投入の無駄は存在しない。但し、

付記に値する点として、プロジェクト対象地域が極めて広大であり、そこに当該地域の交
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通インフラが未整備な環境にあって関係機関の物理的距離が遠いことは、プロジェクト活

動の円滑な遂行にとり制約となっている。

(4) インパクト

プロジェクト開始後約 1年半の段階で中長期的なインパクトを判断することは時期尚早

であるが、いくつかのプラスの効果が得られ、また発展しつつあることが確認された。

意図された中長期的な正のインパクトとしての上位目標「生態系コリドー導入によりジ

ャラポン地域の生態系保全が促進される」状態が、プロジェクト終了後数年をかけて達成

されることに、現場の状況を良く知る関係者は肯定的な意見を持っている。これは、連邦

政府、州、市などの関連機関が協働して生態系への脅威に対して行動を起こし、生態系保

全への努力を積み重ねている状況（メカニズムの構築）が現れつつあることに基づいてい

る。また、予想しなかった正のインパクトとして、ジャラポン地域初の市環境保護区誕生

へつながるサン・フェリックス市における市環境保護区システム法の成立、また、トカン

チンス州の民有地自然保護区に関する州条例の準備中といった事象も現れてきている。負

のインパクトは特に観察されない。

(5) 自立発展性

自立発展性は、今後一定の条件が整えば確保できると見込まれる。第一に、組織的な観

点からの持続性は高い。ブラジル国家の環境政策と合致していることから、生態系コリド

ー及び周辺保護区の統合的な管理運営を含め環境保全を進める組織 ICMBio への支援は継

続する。また、この方向性に沿って組織増強のために保護区設置運営局モザイク・生態系

コリドー課も設置され、次期公務員試験を通じた地方組織への将来的な追加的人材の雇用

も見込まれている。第二に、ICMBio は、地球環境ファシリティやドイツ環境・自然及び

核安全省による援助など、外部資金源を探す努力を既に行っており、今後さらに州や市と

いった関係機関からの予算などを含めた追加財源の可能性を探る努力を継続するならば、

財政的な観点から持続性も確保できる。第三に、日本人専門家による技術支援は着実に成

果を上げて進捗している。研修の科目・内容は、ICMBio 職員のニーズ・アセスメントに

基づき良く選択されており実践的である。本プロジェクトを通じて関係者は、知識・スキ

ルを身につけモチベーションを上げながら能力を強化してきている。また、技術移転を受

けた者で退職したカウンターパートはおらず、定着率は高い。

3－3 効果発現に貢献した要因

(1) 計画内容に関すること

 現状にあわせて PDM の見直しを実施したこと。

(2) 実施プロセスに関すること

関係機関の積極的な参加：トカンチンス州及び関連地方自治体（市）などジャラポン

地域の関係機関が、環境審議会の設立や環境教育などのプロジェクト活動に積極的に

参画している。バイーア州もまた、プロジェクト活動に参加し始めている。
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3－4 問題点および問題を惹起した要因

(1) 計画内容に関すること

 中間レビュー時点では既に解決されていた点であるが、計画時の PDM の活動一部が、

ICMBio の役割権限と組織体制の下で困難であることが判明し、当初、プロジェクト

実施体制に実行が難しい点があった。そこで、2011 年 5 月 JCC において、現状に見

合った形に PDM を変更した。

(2) 実施プロセスに関すること

 出張旅費

2011 年は、ブラジル連邦政府全体の出張旅費削減の方針があり、カウンターパートが

出張旅費財源の確保に困難を来たしたケースがあった。

3－5 結論

プロジェクト活動は進捗している。プロジェクトで作成した印刷媒体、GIS データベ

ースやホームページなどを通じてプロジェクト情報は発信され共有されている。ジャラポ

ン地域保全ための協力協定書は、トカンチンス州、環境省、ICMBio の間で署名された。

関係機関の連携を強め、JREC 実施に向けた戦略文書を作成準備するため JREC 保全技術

セミナーが開催された。ICMBio 職員、関係機関である州政府や市の能力強化のための研

修や、学校や地域住民を対象とした環境教育も実施された。JREC 導入に向けた ICMBio

職員や関連機関職員の強いコミットメントも確認されている。設定された 5 つのアウトプ

ット産出に向け、プロジェクト活動のこのような進捗があり、さらに産出されたアウトプ

ット間の連動が始まっていることから、プロジェクト目標は終了までに完全に達成される

と見込まれる。

3－6 提言

プロジェクト後半期間においてプロジェクト目標の達成を目指しさらに各活動を改善

することを目的として、実施機関である ICMBio が関連機関と協力して以下の点につい

て行動するよう提言を行った。

(1) ICMBio 職員および関係機関がさらに積極的にプロジェクト活動に参加できるよう、セ

ラードにおける地球環境ファシリティによるプロジェクトなどの外部資金源を探すこ

と

(2) ジャラポン地域の連邦政府保護区におけるフィールド職員の追加的採用・配置に関す

る現在の努力を継続すること

(3) トカンチンス州に対し、ジャラポン地域における州保護区の職員数を増大させること

を示唆すること

(4) 現在進捗している、プロジェクトが作成した GIS データベースの ICMBio コンピュー

ターネットワークへのインストール手続きを完了すること
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(5) 出張旅費や時間を軽減するために、関係機関間のさらなる効率的なコミュニケーショ

ンシステムを発展させること

(6) 民有地自然保護区をさらに多く設定することを目的として、ICMBio 民有地自然保護区

プログラムとトカンチンス州の協働を強化すること


