
 

 
 

調査結果要約表 
１． 案件の概要 
国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：ビズップ・ヌイバ国立公園管理能力強化プロジェクト

所管部署：地球環境部 森林･自然

環境保全第一課 
援助形態：技術協力プログラム 

（2） 協力期間： 
2009 年 1 月～2013 年 12 月（4 年間） 

先方関係機関： 
ラムドン省人民委員会、同省ビズップ・ヌイバ国立公園管理事

務所（ BNBNPMB）、同省農業農村開発局（ DARD）、同省文化･

スポーツ･観光局（DOCST）、同省農業普及センター（PAEC）、
ラクドン郡農業センター、中央政府農業農村開発省（MARD）

１－１．協力の背景と概要 
ビズップ・ヌイバ国立公園は、ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）ラムドン省

の北東部に位置し、総面積は日本の尾瀬国立公園の約2倍に相当する7万38haとベトナム国内でも有数

の大きな保護区である。1986年に自然保護区として指定された後、2004年に国立公園に昇格した。周

囲にある3つの自然保護区（北部にChu Yang Sin 国立公園、東部にPhuoc Binh 国立公園、南部にLam Vien 
景観保護区）の中心に位置することから、これら3つの保護区を結ぶ回廊（コリドー）としての役割

も有し、この地域一帯の生物多様性保全にとって極めて重要な価値を持つ。また、同公園は亜熱帯高

山気候の多様な森林生態系を有し、山地熱帯降雨常緑林、針広混交林、高山低木林、低山針葉樹疎林、

コケ林、竹広混交林が分布する。その豊富な森林資源のために、同公園には多様性に富んだ動植物相

が生息している。 
世界的にも生物多様性が豊かなベトナム において、自然保護区の核となる国立公園を適切に管理

する能力の向上は、貴重な生物多様性を保全する上で不可欠となる長期的な課題である。ベトナム政

府は、2003年に保護区管理のあり方を示す Management Strategy for a Protected Area System in Vietnam to 
2010 を策定したほか、2000年以降に18カ所の国立公園を指定するなど、国立公園を中核に生物多様

性保全のための具体的な施策を実施している。しかし、政府による国立公園管理のための技術的及び

予算的な支援は限られており、多くの国立公園では現場レベルでの管理を十分に行えているとはいえ

ない。国立公園の生物多様性を脅かす要因は複数あるが、なかでも公園内及び周辺に居住する地域住

民による人的活動の脅威が大きな課題となっている。 
ビズップ・ヌイバ国立公園の周辺においても、約5,067世帯（約2万6,028人）の住民が生活しており、

その多くが少数民族に属し、伝統的な農業により生計を立てている。地域一帯の土地は森林が多くを

占め農業用地が少ないことから、1世帯当たりの農業用地は狭く、加えて農業生産性が低いために、

住民の貧困率は29％を超えるといわれている。こうした貧困を背景に、森林の農地転用、特にコーヒ

ー農園の拡大による住民の同公園内森林への侵入、野生動物の狩猟、違法伐採、薪炭材採取等は現在

も続いており、同公園の生物多様性は脅威にさらされている。 
ベトナム政府は、上記課題に対処するためわが国に対し技術協力を要請すべく検討していたとこ

ろ、2007年5月にプロジェクト形成調査が実施され、要請案件の枠組みに関する協議が実施された。

同調査結果を踏まえ、同国政府は、住民主導型エコツーリズムの実施、住民の生計向上、環境教育

実施等を通じた国立公園の管理強化を内容とする同国立公園管理能力向上計画を策定し、2007年度、

わが国に対しその実施に関する技術協力の要請を越し、2008年度新規案件として採択された。 
同年12月には、要請内容を踏まえた詳細計画策定調査が実施され、本プロジェクトの協力内容に関

しラムドン省人民委員会及びBNBNPMBなど先方関係機関と基本的に合意した。これに基づき、2009
年9月24日、ハノイにて討議議事録（R/D）の署名・交換を行い、2010年1月よりプロジェクトが開始

されている。 
プロジェクト開始後およそ2年となる2011年11月、日本側レビューチーム（睦好団長）が派遣され、

ベトナム側レビューチームと共に中間レビュー調査を実施し、これまでのプロジェクトの進捗と成果

を確認、評価5項目に基づくレビューを行うと共に、今後の円滑なプロジェクトの実施のための提言

を行った。 
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１－２．協力内容〈中間レビューによる改訂前〉 
（1）上位目標：BNBNPMB が、対象村落の住民と協働して、国立公園の一部の自然資源管理を行

う能力を身につけている。 
（2）プロジェクト目標： BNBNPMB の国立公園における自然資源管理能力が対象村落での協働管

理モデルの開発を通じて強化される。 
（3）アウトプット： 

1. プロジェクトで導入する2つのコンポーネント （住民主導型エコツーリズムと環境保全型生計

向上手段）を運営する実施体制が構築される。 
2. 公園の自然資源管理に関わる原則及び基本的なルールが、対象村落住民とBNBNPMBとの間で

合意される。 
3. 選定された地区において住民主導型エコツーリズム（CBET）のモデル事業が試験的に実施さ

れる。 
4. 対象住民グループが受け入れられる環境保全型生計向上手段（EFLO）が開発され、村落内で

普及される準備が整う。 
5. 住民グループがプロジェクトで導入したCBETとEFLOを継続するために対応すべき課題と必

要な活動が明らかとなる。 
（4）投入（評価時点） 
①日本側 

        専門家派遣 長期専門家派遣: 2 名 短期専門家派遣: 1 名      
        機材供与： 約 1,200 万円  ローカルコスト負担： 約 3,180 万円 研修員受入 7 名 
②ベトナム側 
 カウンターパート人材の配置：19 名 
 土地・施設提供（専門家・プロジェクトスタッフ事務所、ビジターセンター他） 
 プロジェクト運営費：約 930 万円 

２．レビュー調査団の概要 
団員構成 日本側 

（総括） 睦好絵美子 JICA 地球環境部 
森林・自然環境保全第一課長 

（貧困削減/ガバナンス）菅原鈴香 JICA 国際

協力専門員 
（公園管理）  柴田泰邦 環境省 九州地方環境

事務所 那覇自然環境事務所  統括自然保護

企画官 
（評価計画） 谷口光太郎 JICA 地球環境部 森

林・自然環境保全第一課職員 
（評価分析） 東野英昭  

株式会社レックス・インターナショナル 

ベトナム側 
（総括） Mr. Bùi Văn Hùng  
ラムドン省農業農村開発局 副局長 

 
（住民主導エコツーリズム） Dr. Vo Van 

Thoan ノンラン大学社会林学部前学部

長 
 
（環境保全型生計向上） Dr. Vo Van Thoan
ノンラン大学社会林学部 

調査期間 2011 年 11 月 16 日〜12 月 3 日 
３．調査結果の概要 
３－１．実績の概要 
(1) プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標:「BNBNPMB の国立公園における自然資源管理能力が対象村落での協働管理モデ

ルの開発を通じて強化される。」 
プロジェクト前半の達成状況は全体として満足できるものであり、プロジェクト目標：「BNBNPMB

の国立公園における自然資源管理能力が対象村落での協働管理モデルの開発を通じて強化される。」

は、プロジェクト期間の終了時までには、概ね達成されるものと判断する。（アウトプットの達成度

については本文を、活動の達成状況は添付資料 5 を参照） 
 
 
 
 

－ ii －



iii 
 

 
指標 達成状況 

（指標 1） 
対 象 住 民 グ ル ー プ と

BNBNPMB の間で協働の合意が

なされ、国立公園内の一部にお

ける自然資源管理の協定の草案

がプロジェクト終了までに作成

される。 

自然資源管理の協定の草案は、2011 年 12 月時点ではまだ策

定されていない。 しかし、2011年 4月の村落規則作成や、CBET、
EFLO コンポーネントでの活動を通じて、BNBNPMB と対象村

落の住民との間に信頼関係が構築されつつある。中間レビュー

の時点では、協定草案の策定の基礎が築かれつつある段階であ

ると考える。 

（指標 2） 
プロジェクト終了までに、対

象住民グループと BNBNPMB
が国立公園内の一部における自

然資源管理を協働で行うために

必要な州政府文書（省令、ガイ

ドライン、計画等）の草案が作

成される。 

対象住民グループと BNBNPMB が国立公園内の一部におけ

る自然資源管理を協働で行うために必要な州政府文書（省令、

ガイドライン、計画等）の草案は、2011 年 12 月時点では策定

されていない。  
（今回のレビュー調査結果に基づく提言として、左記指標の修

正を提言した） 

（指標 3） 
プロジェクト活動に携わる

BNBNP スタッフの 70% 以上が

自然資源の協働管理モデルの実

施方法を理解している。 
 

EFLO コンポーネントの活動が開始されてからは、1 年未満、

CBET の試行実施は、2011 年末から開始される予定であり、村

落規則の執行についても今後開始される状況である。したがっ

て、BNBNPMB スタッフは、協働管理モデルの実施経験を欠い

ており、日本人専門家による評価では、BNBNPMB スタッフの

協働管理モデルの実施方法の理解度は低い。しかし、

BNBNPMB スタッフとワーキンググループ（WG）メンバーは、

プロジェクト開始時期に比べて､協働管理モデルの理解度を向

上させており､プロジェクトの後半では、実戦経験を通じて､

理解度を高めていくことが期待できる。 
 
３－２．レビュー結果の要約 
評価 5 項目に基づくレビュー結果は以下のとおりである。詳細については、本文第４章に記述し

ている。 

項目 レビュー結果 主な理由 

妥当性 高い （+） ベトナム、日本国両政府の政策との整合性 
（+） 地域住民のニーズとの整合性 

有効性 高い〜中程度 （+） WG メンバーと BNBNPMB スタッフの能力の向上

（–） CBET コンポーネントの遅れ 

効率性 高い〜中程度 （+） 投入実績の適切さ 
（–） CBET コンサルタントの雇用の遅れ 

イ ン パ ク ト

（Prospect） 
正のインパクト

が期待される。 

 上位目標については、現行の指標での判断が難しい 
 正のインパクト〈住民、公園管理政策、制度・組織〉

の発現が見込まれる。 
 負のインパクトは今の所想定されない 

自立発展性 
（Prospect） 

 
中程度 
 

（+） ベトナム政府の政策との高い整合性 
（+） WG メンバーと BNBNPMB スタッフの能力の向上

（–） 組織間連携、土地・農業政策との調整の不確かさ

  
 

３－３．結論 
BNBNPMB を初めとし、ラムドン省政府関連機関のスタッフは、さまざまな研修、計画策定と実施
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への参画を通じて、日本人専門家からの指導を受け、ビズップ・ヌイバ国立公園の自然資源管理の協

働管理に必要な知識とスキルを身につけつつある。しかし、独力で協働管理を行うまでの水準には至

っておらず、これからの更なる能力の強化が必要であり、プロジェクト期間の後半における、より主

体的なプロジェクト活動への参加が重要である。  
中間レビューの時点では、自然資源管理を協働で行うために必要な州政府文書（省令、ガイドライ

ン、計画等）の作成はまだ着手されていないが、村落規則の作成や、CBET、EFLO コンポーネント

での活動を通じて、BNBNPMB と対象村落の住民との間に、信頼関係が構築されつつあり、協定草案

準備の基礎が築かれている段階であると考える。  
CBET 関連の活動では、インフラストラクチャー面での整備が進められており、一部は完了してい

る。組織面では、2011 年 4 月に BNBNPMB 内にエコツーリズム及び環境教育センター（CEEE）が

設立され、CBET コンポーネント実施の中核として機能することが期待されている。また、CBET 活

動に参加する予定の住民に対する研修が進められてきた。  
さらに、ダラット市内に拠点を置く、旅行業者との交渉が開始されており、中間レビューの時点で、

11 社との業務協定が結ばれているほか、ビジターセンターとエコツーリズムの実施と管理に関するマ

ニュアル（入園料金など祖諸規則を含む）が準備されており、2011 年 12 月中旬には完成される予定

である。  
EFLO コンポーネントでは、農産物の生産を向上する技術研修の他に、環境保全型の栽培方法、例

えば、有機肥料の生産方法、毒性の低い殺虫剤の導入、残留農薬の削減などに力を入れている。また、

篤農家だけでなく、平均､あるいは貧困層の農家も参加している。 
現在の所、コミュニティメンバーの 128 名が、さまざまな活動に参加している。活動は、指導者訓

練（TOT ）（ 指導者要請）、農民学校（FFS）、農民から農民への普及（FF）、実践重視の普及（PBE）
などである。 
中間レビュー時に、プロジェクトが行った 98 名を対象とした調査では、およそ 60％のコミュニテ

ィメンバーが、EFLO の活動で学んだ栽培技術を､自分たちの農地で実践しているという結果であり、

活動が着実に住民に浸透していることが確認出来た。 
これらの事から、プロジェクト前半の達成状況は全体として満足できるものであり、プロジェクト

目標：「BNBNPMB の国立公園における自然資源管理能力が対象村落での協働管理モデルの開発を通

じて強化される。」は、プロジェクト期間の終了時までには、おおむね達成されるものと判断する。

３－４．提言 
【合同調整委員会（JCC）と省運営委員会（PSC） に対する提言】 
（1） プロジェクトデザインマトリックス（PDM）の変更 

現行の PDM 〔version 2.0（2011 年 3 月 18 日作成）〕の修正を次回の JCC において行うことに

つき、PSC の理解を求める。合同レビューチームは、レビュー結果に基づきプロジェクトに対

して、PDM の変更を提言し、PDM 改定案（添付資料 6）は、プロジェクトの、より効果的な実

施と目的の達成に寄与すると判断するものである。主な変更点は以下のとおりである。 
a. プロジェクト目標の指標 2: 「プロジェクト終了までに、対象住民グループと BNBNPMB が

国立公園内の一部における自然資源管理を協働で行うために必要な州政府文書（省令、ガ

イドライン、計画等）の草案が作成される。」は、「村落規則、CBET、EFLO を含む協働管

理活動の継続的な実施のための政策的提言が州政府に対してなされる。」と変更する。これ

に伴い、PDM の活動 5-3 も変更を行う。  
b. 上位目標の指標 2: 「プロジェクト終了後 3 年以内に、対象住民グループと BNBNPMB が国

立公園内の一部における自然資源管理を協働で行うために必要な州政府文書（省令、ガイ

ドライン、計画等）が州人民委員会で承認される。」 を「対象住民グループと BNBNPMB
が国立公園の自然資源を協働管理するために必要な州政府文書（省令、ガイドライン、計

画等）に、プロジェクトの政策提言が反映されている｡」に変更し、上に述べたプロジェク

ト目標の指標と整合性を取る。 
c.アウトプット 2 の指標「2-2. 公園内における自然資源利用の原則と規則がプロジェクト開始

後 15 カ月以内に、参加型で定められる。」を、村落規則の執行を確実にするために、「2-2. 
公園内における自然資源利用の原則と規則がプロジェクト開始後 15 カ月以内に、参加型で

定められ､村落規則管理チームが規則の施行に関連する何らかの活動を行っている。」と変

更する。 
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d.アウトプット3の指標「3-2. BNBNPMBと森林保護の契約を結んでいる世帯の10 %以上が

CBETに参加する。」を「3-2. 対象村落の世帯の 5% 以上がCBETコンポーネントに参加し、

何らかの収入を得ている。」と変更し、更に「3-3. 15以上の旅行業者がBNBNPMBとの間で、

CBET活動に参加するための協定書に調印している。」を追加する。これは、森林保護活動

参加者のみがCBETの試行的実施のターゲットグループではないこと、また、試行的実施に

とって旅行業者が重要な位置を占めているからである。 
e. アウトプット４の指標「4-1. 住民グループの 70 % 以上のメンバーが EFLO を受け入れる見

込みが立つ。」を「4-1. 対象 5 カ村の住民グループの 70 % 以上のメンバーが、EFLO コン

ポーネントで導入した環境保全型生計向上手段のうち、少なくとも 1 つを採用しており、

50％以上の EFLO 活動参加者が、栽培している作物の生産量の増加、あるいは単価の向上

を達成する。」と変更する。これは、生計向上手段の受入れの割合だけでは、生計の向上

が判断できないからである。 
注：「EFLO 活動参加者」 とは、FFS、FF、PBE など、プロジェクトが主催する活動への参

加者。 
f. 新たな活動として 1-1-4、2-2-4、2-3、3-4-9、4-3a-5、4-3a-6 及び 4-3a-7 を加え、アウトプッ

ト達成までの過程を明確にする。 
g. 協働管理を表す用語として co-management に代えて、collaborative management を用いて、住

民と協働して行う国立公園における自然資源管理であることを明確に示す。 
 （2）「国立公園」の意味について 

PDM における「国立公園」は、公園内とプロジェクトで対象とするバッファーゾーンである

と解釈する。2008 年 11 月から 12 月にかけて実施された詳細計画策定調査の時点で、対象村落

の候補として想定していた Da Chays コミューンの村落のいくつかは、公園のコアゾーンに位置

している。しかし、対象村落の絞り込みの過程で、公園内の村落は、アジア開発銀行（ADB）
の中部高原地域における生計向上のための森林プログラム（FLITCH）プロジェクトの対象地区

であることが判明した。援助の重複を避けるために、これらの村落は JICA プロジェクトの対象

地域から除外した経緯がある。結果として、バッファーゾーンにある 5 村落がプロジェクトの

対象村落となった。したがって、地域住民による自然資源管理とは、公園内のコアゾーンだけ

でなく、バッファーゾーンにも当てはまるものとする。 
 （3） 流域管理事務所の EFLO ワーキンググループへの参加 

ダニム･コミューンの流域管理事務所を EFLO の WG に参加させること。 
【プロジェクトへの提言】 
（1） 協働管理の協定 

協働管理協定合意までの過程と、協定の内容を詰めていく際に、住民の義務のみを求めるの

ではなく、住民の生活の現状について十分に留意して、BNBNPMB、コミューン人民委員会、郡

人民委員会の果たすべき責任についても考慮していくことが求められる。 
（2） 村落規則 

対象村落の住民が起案し、2011 年 11 月に対象コミューン/タウンシップ人民委員会に承認され

た自然資源管理に関する村落規則の普及の施行である。当該の規則について、村人、レンジャ

ー、BNBNPMB 関係者、ダニム･コミューン流域管理事務所関係者のすべてが、村人の義務と利

益について理解するように周知徹底すること、及び規則の現地語訳（コホ語）が有効と考える。

村落規則管理チームの能力強化担当として、WG メンバーを任命することとする。 
（3）CBET 

CBET の試行的実施に際し、以下の事項を留意すること。 
 ビジネスセクター、コミューン、BNBNPMB､その他の関係機関を含むプロジェクトの関

係者間の円滑な連携と、効果的な役割･責任分担によって、さまざまなニーズと関心（来

訪者の満足、住民の利益、ビジネスセクターのビジネスチャンス、公園の資源保護を、す

べて満たす win-win の関係を構築する）を的確に調整すること。 
 CEEE の能力強化を行うこと。同センターは、BNBNPMB 内の、エコツーリズムと環境教

育の運営管理の中核組織である。 
 EFLO 活動と地域コミューン内のアグロツアー、土産物作りとの連携を模索すること。 
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（4）EFLO 
a. EFLO 活動が、耕作地の拡大抑止の点で、どの程度の効果を持つのかを検証する。EFLO 参

加世帯について、ディジタルマップを用いた土地利用変化と、生産量の変化を追跡調査す

ること。 
b. BNBNPMB と州農業普及センター、郡農業センターの間の連携の強化を通じて、EFLO 活

動の自立発展性を確保すること。 
c. クレジットへのアクセス、農産物加工、マーケティングなどの手段を通じて、EFLO の収益

性を改善する方法を模索すること。参加者の異なった区分（富裕、平均、貧困層）に応じ

た手段を検討する。食糧不足の影響を受ける人々には、特段の配慮が求められる。 
d. 活動参加者の異なる区分（富裕層、平均、貧困層）別に、コーヒー生産の収量と価格の両

者、あるいは一方についての変化をモニターすること。このデータによって、プロジェク

トは EFLO のインパクトを正確に評価することが可能となり、貴重な教訓を導き出すこと

が期待される。 
e. 栽培時期を考慮して適切な時期に研修を行い、農民が学んだ技術を時間を空けずに応用で

きるように配慮すること。 
（5） ワークショップや現場視察を中央政府と他のドナーのために実施し、関連する政策にプロジェ

クトの知見が反映されるようにすること。 
（6） プロジェクト終了時までに達成すべき内容の共通理解 

プロジェクト終了時までの達成状況のイメージとして、専門家、カウンターパート、WG のメ

ンバーの間で、CBET、EFLO、協働管理の各コンポーネントについて、達成すべき内容につい

て、理解を共有すべきである。具体的な内容については、本文の第６章を参照されたい。 
 

【ラムドン省政府と BNBNPMB に対する提言】 
（1） バッファーゾーンの管理の役割分担 （BNBNPMB と DARD） 

公園のよりよい管理のためにバッファーゾーンの境界を明確にすべきである。 
（2） 予算の確保〔省人民委員会（PPC）〕 

プロジェクト終了後の CBET と EFLO に対する予算措置に最善を尽くすこと。BNBNPMB の

能力に見合った活動内容を注意深く検討し、計画を策定すること。 
（3） 政策策定への情報提供（BNBNPMB） 

FLITH プロジェクトと積極的に意見を交換し､JICA プロジェクトで取ってきたアプローチが、

現在 DARD 下の森林管理事務所によって策定中の「国立公園エコツーリズム開発マスタープラ

ン（National Park Ecotourism Development Master Plan）」の中に組み込まれるようにすること。 
（4） CBET の制度設計と実施 （BNBNPMB） 

CBET の構想と実施の時点で、エコツーリズムで見込む収入や、その他の利益を、地域コミュ

ニティに対して適切に分配することを検討する。特に少数民族コミュニティなど、低所得者層

への配慮が必要である。CEEE の得る利益の一部を、国立公園の自然資源保全や地域の生計向上

のために活用する努力が求められる。 
（5） 地域コミュニティの土地利用について（DARD） 

EFLO の活動は、限られた世帯のみが農地の公式の所有権（Red Book/赤色証書）を認められ

ているなかで行われているのが現状である。EFLO 活動の有効性と継続性を確保するために、地

域の人々の土地利用権の確保を検討するべきである。 
（6） 森林保護（PPC） 

州の関係者に対して、森林管理と保護の手段を強化し、プロジェクト対象地域の景観を保全･

回復し、エコツーリズムの価値と魅力を高めるべきである。 
（7） 栽培技術 （DARD） 

地域の人々の生計向上とエコツーリズム付加価値を両立させる農業技術研究を進めること。 
（8）ドナー協調（BNBNPMB） 

ドナー間の更なる調整を目指すこと。JICA、ADB、世界自然保護基金（WWF）については、

現在 BNBNPMB を支援中、あるいは支援する計画を有しているので、援助の重複を避け、効率

化と効果の最大限の発揮を目指すべきである。 
（9） 新村落開発プログラムを BNBNPMB の活動への組み込み 
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ベトナム側レビューチームメンバーは、新村落開発プログラム（New Rural Area Program）を

BNBNPMB の活動への組み込むべきであるとの提言を行った。 
 
【MARD に対する提言】 

プロジェクトで得た協働管理に関する知見と、用いられたアプローチについて、「保護地域の

管理戦略 2010」の後継戦略（現在策定中）も含め、関連する政策に反映すること。 
 
【JICA に対する提言】 
（1） 専門家の追加派遣 

エコツーリズム、マーケティング等の分野の短期専門家を、必要に応じて、プロジェクトの

後半に投入し、プロジェクト目標の達成を図ること。 
（2） 海外青年協力隊との連携（JOCV） 

プロジェクトと、BNBNPMB に派遣予定の海外青年協力隊隊員（環境教育隊員と村落開発隊

員）間の連携によって相乗効果をもたらし、関係者のすべてが利益を得るように図ること。 
（3） 研修機会 

地域の人材を対象として、他のアジア諸国における CBET の経験とスキルを学ぶ機会を、こ

れまで以上に与えるよう検討すること。 
（4） 永久調査区の設置支援 

公園内のコアゾーンにおける生物多様性のモニターのために、永久調査区設置計画への支援

を検討すること。 
（5） 協働管理活動に対する一層の支援 

ベトナムトにおける国立公園管理のモデルを形成すべく、CBET を含むプロジェクトの協働管

理活動に更なる支援を検討すること。 
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