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中南米 

メルコスール観光振興プロジェクト 

 

外部評価者： 株式会社グローバル・グループ21ジャパン  

下村 暢子 

０．要旨 

本プロジェクトの目的はメルコスール加盟4ヶ国（当時）1による日本市場における観光振興活動

が強化されることであるが、これは国際競争力の強化を目指して発足した関税同盟であるメルコ

スールの重要な政策課題のひとつである。日本など遠隔地を対象としたメルコスール加盟国共同の

観光振興の必要性は高い。日本の援助政策との整合性も高いことから、本プロジェクトの妥当性は

高い。本プロジェクトを通してメルコスール加盟国は東京にメルコスール観光局日本事務所を設置

し2、共同で観光振興を行う体制が確立された。共同振興は単独で行うよりも効率的で、遠隔地で複

数国を周遊するという日本人観光客のニーズに合致したことから、本プロジェクトに対する本邦観

光業界の評価は高い。また、メルコスール加盟国への日本人入国者数がプロジェクト開始時より増

加し、日本の観光業界も同地域への売上増加を認めている。従って本プロジェクトの有効性・イン

パクトは高いと判断される。本プロジェクトは2フェーズに分けて実施されたが、成果は概ね計画

通り達成され、計画どおり5年間で終了したことから効率性は高い。フェーズ2ではメルコスール

側の資金面での貢献が増加したことにより自立性が強まった。加盟国共同での日本市場に対する観

光振興活動は事後評価時も継続され、メルコスール側、日本の旅行業界の双方から高い評価を得ら

れるパフォーマンスを維持していることから、持続性は高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高い。 

 

１．案件の概要 

  
プロジェクト位置図        日本旅行業協会（JATA）旅博覧会のメルコスールのブース 

                                            
1  メルコスール加盟4カ国（当時）とは、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルで、2012年6月にベ

ネズエラが加盟し5カ国となった。 
2  メルコスール観光局日本事務所は、プロジェクト実施期間中は JPMO（Japan Project Management Office; 日本プロ

ジェクト運営事務所）という名称で呼ばれていた。本報告書では特に必要な場合を除き、メルコスール観光局日

本事務所（あるいは簡単に日本事務所）という呼称を用いる。 
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1.1 協力の背景 

 メルコスール（南米南部共同市場）加盟国は、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジ

ルの4ヶ国が国際競争力強化を目指して合意し、1995年に発足した関税同盟である。メルコスール

加盟国政府は、観光開発を外貨獲得、地域間所得格差の是正、雇用創出のための重要な手段と位置

づけて取り組んでおり、従来の市場である北米や欧州から、新規の市場、特に観光市場としてポテ

ンシャルの高いアジア地域の開発を重視していた。また、遠隔地域への観光振興の戦略として、各

国政府が個別に取り組むよりもメルコスールとして共同で推進していくことが費用対効果の面か

ら優位と認識されていたものの、実態としては域内の協力活動は政策調整などに限られ、メルコ

スール全体として観光振興を可能とする制度的な枠組みが整備されていない状況であった。 

 メルコスール加盟4ヶ国は、日本政府に対して日本市場を対象とする観光振興の可能性を見極め

ることを主な目的とする研修の実施を要請し、2003 年 2 月に国際協力機構（以下、JICA という）

の研修事業として地域別特設研修が実施された。同研修を通じてメルコスール側は日本を中心とす

るアジア市場を開拓するための 4 ヶ国合同のプロジェクト案をとりまとめ、2003 年 12 月にメルコ

スール側により技術協力プロジェクトの正式要請がなされた。これを受け、2004年2月に事前評価

調査を実施し、10月にメルコスール加盟4ヶ国共同の観光振興の枠組みの構築及びメルコスールに

とって新たな市場を対象とする観光振興のモデルの開発をプロジェクト目標とした4ヶ国の包括協

議議事録が署名され、2005 年 1 月のメルコスール観光特別会議3の小委員会であるアドホック会合

を経て、メルコスール加盟4ヶ国の観光振興担当省庁及びメルコスール観光特別会議をカウンター

パートとして、2005年1月～2008年1月に「メルコスール観光振興プロジェクト（フェーズ１）」

が、2008年1月～2010年1月には同プロジェクト（フェーズ2）が実施された。 

 

1.2 協力の概要  

上位目標 (1) 日本におけるメルコスール観光の市場規模が拡大する。* 
(2) メルコスールの域内の観光分野における協力が強化される。 

プロジェク

ト目標 
日本市場における観光振興活動が強化される。（フェーズ2のプロジェクト目標） 

成果 フェーズ１ 
成果1：メルコスールの観光分野における域内協力の実施体制が強化される。 
成果2：メルコスールの観光計画策定のための能力が強化される。 
成果3：4ヶ国共同のマーケティングの計画と実施に関するメルコスールの能力が強化される。 
成果4：観光商品開発に関するメルコスールの能力が強化される。 
成果5：観光分野における人材開発に関するメルコスールの能力が強化される。 
フェーズ２ 
成果１：観光セクターでメルコスール加盟国による地域連携の枠組みが強化される。 
成果２：メルコスール観光局日本事務所（JPMO）の公式ステータスと自立的な運営体制が確立する。

成果３：フェーズ１で作成されたマスタープランに基づいて観光振興活動が実施される。 
成果４：日本市場をターゲットとした観光振興における人材能力が開発される。 

投入実績 【日本側】(フェーズ1) 
専門家派遣  
1. 長期専門家 1人  
2. 研修員受入 34人 
3. 機材供与  5,082千円 

【日本側】(フェーズ2) 
1.人員配置：研修監理員１名、非常勤アドバイザー

1名 
2.研修員受入： 
・メルコスール観光セミナー（年1 回、計2 回実

                                            
3  メルコスールにはセクター別の特別会議があり、その一つとして観光特別会議がある。 
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4. 現地業務費 26,218千円 
 

施）：研修員のべ14名受入（メルコスール側と経

費分担で実施） 
・OJT 研修員：計4 名（各6 ヶ月間） 
・FAM4 /プレスツアー通訳謝金：1 名 
日本側の投入合計：4,273 万円（評価時点） 

【相手国政府側】(フェーズ１) 
1.カウンターパート配置 4人 
2.土地・施設提供 ウルグアイ観光スポーツ省長期

専門家執務室 
3.ローカルコスト負担 合計59.1万ドル（アルゼン

チン 13.7万ドル、ブラジル 31.3万ドル、パラグ

アイ 7.0万ドル、ウルグアイ 7.1万ドル） 

【相手国政府側】(フェーズ2) 
1.カウンターパート配置 4人 
2.ローカルコスト負担：合計11,446万円 
アルゼンチン （日本事務所の賃貸料・管理費、メ

ルコスール内活動費等）2,997万円、ブラジル（日

本事務所人件費（所長給与等）、メルコスール内活

動費等）6,335万円、パラグアイ（JATA 世界旅行

博出展費用負担、メルコスール内活動費等）1,130
万円、ウルグアイ （JATA 世界旅行博出展費用負

担、メルコスール内活動費等）984万円 

協力金額 3.5億円（フェーズ１）、0.4億円（フェーズ２） 

協力期間 2005年1月～2008年1月(フェーズ1) 、2008年1月～2010年1月(フェーズ2) 

相手国 
関係機関 

メルコスール加盟4ヶ国（アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、パラグアイ）の観光振興担当省庁、

メルコスール観光特別会議 

関連案件 2002年度、2003年度、2004年度に地域特設｢メルコスール観光振興セミナー｣を実施。 
注：本プロジェクトは2フェーズに分けて実施されたが、実質的にプロジェクト目標は同じであり、各フェーズの成

果はほぼ共通していることから、これを一体として評価した。（フェーズを分けた経緯の詳細は効率性の項を参照） 
* フェーズ1の上位目標「メルコスール加盟各国と日本との観光分野における二国間協力関係が強化される（指標：

日本からメルコスールへの観光客の増加）」を基に、より明確な書きぶりに変更した。 

 

本プロジェクトの実施体制は図1のとおりである。メルコスール観光特別会議はブラジル、アル

ゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ4ヶ国の観光セクターを統括する官庁の代表者が構成しており、

本プロジェクトのカウンターパートであるメルコスール観光特別会議アドホック・グループは各国

観光セクターの実務者で構成される。本プロジェクトの実施に当たり、ウルグアイのモンテビデオ

にPMO5が、東京には日本事務所が、プロジェクト事務所としてそれぞれ設置された。 

PMO はメルコスール 4 ヶ国の代表者の調整と日本事務所との連絡窓口機能を担い、これを支援

するために開始後 2005 年 12 月から 2008 年 1 月まで日本から専門家が派遣された。また、ブラジ

ル、アルゼンチン、パラグアイにはローカルコーディネーターが設置され、各国の本プロジェクト

の実務責任者であるアドホック・メンバーで構成されるアドホック・グループの活動を支援した。 

 日本に設置されたメルコスール観光局日本事務所は共同観光振興の拠点であるが、その運営管理

は日本国際協力センター（JICE）に委託され、スペイン語を話すアシスタント等が配置された。メ

ルコスール日本事務所にはブラジルから所長が派遣されたほか、約6か月間のオンザジョブトレー

ニングとして各国の政府関係職員合計4名が相次いで派遣され、同事務所による観光振興活動を経

験した。これらの派遣は JICA 東京が支援し、またメルコスール日本事務所には研修監理員やアド

バイザーも派遣され、様々な観光振興活動が実施された。本邦大学観光学部教授、日本旅行業協会

（JATA）、日本海外ツアーオペレーター協会、日本交通公社、日本添乗サービス協会、海外日系人

協会の代表からなる国内支援委員会が設置され、プロジェクトに対するアドバイザリー機能を果た

                                            
4  旅行業者を対象とした新しい旅行商品開発のための研修旅行Familiarization Tour のことをFAMツアーと称する。 
5  Project Management Officeの略。 
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した。メルコスール日本事務所は旅行会社、航空会社などと連携を深めるのみならず、プロジェク

ト期間中は積極的にメディア戦略でマスコミにメルコスール地域の宣伝効果を狙って番組制作な

どを依頼した。 

 

 

出所：JICA提供資料より評価者作成 

図１ プロジェクト実施体制図 

 

1.3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 

フェーズ1の上位目標は、①メルコスール域内の観光分野における域内協力が強化される、②メ

ルコスール加盟各国と日本との観光分野における二国間協力関係が強化される、の二点であった。

終了時評価では、統計によりメルコスールへの日本人訪問者の増加が確認された。メルコスール 4

ヶ国が日本での観光振興という目標を共有することにより、4ヶ国の連帯意識が高まり、メルコスー

ル観光特別会議委員を含む本プロジェクトのカウンターパートである実務者（通称アドホック・グ

ループ）協議に加え、観光大臣会合も定期的に開催され、枠組強化に貢献しているとされた。 

 フェーズ2の上位目標はメルコスール観光局日本事務所が自立的に運営されることであった。終

了時評価では、メルコスール観光振興に係わる共通基金は2009 年12 月の共同市場審議会（CMC）

において承認され6、2011 年6 月中には各国でその設立のための法令や政令などが定められる予定

                                            
6  共同市場審議会(CMC)は、メルコスールの意思決定の最高会議。 
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となっており、2011 年中に共通基金の運用が開始される見込みが立つことから、「メルコスール観

光局日本事務所が自立発展的に運営される」というフェーズ２の上位目標が達成される見込みが高

いとされた。 

 

1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

フェーズ１のプロジェクト目標は、①観光分野におけるメルコスール域内協力の制度的枠組みの

構築と共同の観光振興に関する能力が向上する、②新規市場を対象とする観光振興モデルが開発さ

れる、の二点とされた。プロジェクト目標①については、「JICAからの支援なしにメルコスール観

光局日本事務所を運営することができる資金的・組織的ツールを作り出すこと」を指すという解釈

に基づいて達成見込みを評価したところ、メルコスール側で資金配分に関して協議を行っているも

のの、終了時点(2008 年 1 月)で日本事務所をメルコスール側だけで運営できる資金的・組織的体制

が確立できない状況から、この達成は困難であると判断された。プロジェクト目標②に関しては、

市場調査の結果などを参考にしながら日本事務所長が日本での観光振興マスタープランをプロジ

ェクト終了時までに完成することになっている現況から、達成される見込みであると判断された。 

 フェーズ2のプロジェクト目標「日本市場における観光振興活動の強化」に関しては、観光特別

会議委員の会議が定例化し、メルコスール観光局日本事務所の意思決定機関として機能したこと、

メルコスール加盟国の観光振興のための財政的・組織的な手段として共通基金の確立に日本側の支

援なしで観光振興を行うための財政的・組織的な手段が確立されつつあったことから、協力期間内

に達成される見込みとされていた。 

 

1.3.3 終了時評価時の提言内容  

 フェーズ 1 では、1）日本での観光振興マスタープランの完成、2）官民連携協議会の開催、3）

メルコスールの観光振興用ビジュアル・アイデンティティを作成するかどうかの決定、4）日本事

務所の賃貸契約の更新手続き（アルゼンチン）、5）日本事務所長の就労ビザの手続き（ブラジル）、

6）フェーズ2におけるPMOの位置づけの決定、7）フェーズ2のプロポーザルの JICAへの提出な

ど、事務的な提言が主なものであった。 

 フェーズ2では、自立発展性確保のため共通基金の設立に向けた取り組みを継続すること、決定

事項や活動の進捗促進とモニタリングの機能を強化し、定例会議の開催等、メルコスール加盟国内

での官民の連携の仕組みを確立することが提案された。また、そうした機会を通して日本市場や日

本事務所の活動についての情報提供を行うこと、JICA の協力終了後、日本事務所はプロジェクト

管理事務所というステータスからメルコスール観光局日本事務所として、JICAからの支援なしに運

営される予定であった。そのため、日本事務所人員が減ることを考慮しつつ、日本における観光促

進の優先課題と活動の優先度を考え、日本市場に関する戦略や 2010 年以降の日本事務所の活動を

立案することが提案された。日本事務所に対しては、日本の旅行代理店・ツアーオペレーターが、

メルコスール向けのパッケージツアーを増やしており、一層の情報提供を強く望んでいるため、ウ

ェブサイトの充実、観光地に関する情報や写真の提供といった情報発信を強化することが提案され

た。 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 下村 暢子 （株式会社グローバル・グループ21ジャパン） 

 

2.2 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7。 

 調査期間：2013年1月～2013年12月 

 現地調査：2013年5月23日～27日（パラグアイ、ブラジル） 

 

3．評価結果（レーティング：A8） 

3.1 妥当性（レーティング：③9） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 メルコスール加盟各国は、相対的に小さな公的投資規模で外貨収入を拡大でき、また地域の雇用

促進と貧困問題の緩和を促進することができるとして、観光振興を重点政策としている。特に、4

ヶ国共同の観光振興の枠組み作りというメルコスールでは最初の観光分野における本格的な域内

協力を支援するものとして、本プロジェクトの実施は重要視されていた10。ブラジル、アルゼンチ

ンは、外貨獲得、雇用創出の観点から、観光開発を国家開発政策の重要課題として現在も位置づけ

ている。また、ウルグアイとアルゼンチンは、観光振興のための二国間協定を 2003 年に締結する

など、観光分野の域内協力も推進されていた。以上から、本プロジェクトの政策との整合性は高い。 

 

3.1.2  開発ニーズとの整合性 

メルコスール加盟国では、これまで大きく依存してきた欧米からの観光客数が停滞し、市場の多

角化が急務とされていた。日本をはじめとするアジア市場の開拓は、距離の遠さや情報不足が制約

要因となり、同地域からの観光客は小規模にとどまっていた11。日本はメルコスールにとってアジ

ア最大の市場であり、日本に観光局事務所を設置することは妥当であった。 

本プロジェクトは、メルコスール加盟国にとって域外において同じ目的に向かって共同で費用負

担し実施した初めての案件である。観光地として比較優位のあるブラジル、アルゼンチンとともに

観光プロモーションができた面でウルグアイ、パラグアイのメリットは非常に高い。またブラジル、

アルゼンチンにとっても遠隔地である日本では知名度が限定されるので複数の国でプロモーショ

ンをする方が、日本の観光業界にアピールしやすい。遠隔地においては複数国を周遊するという日

                                            
7  受益者調査として、日本の旅行業者（約20社）に質問票調査を行った。 
8  A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
9  ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
10  メルコスール加盟国のウルグアイ観光スポーツ省大臣がプロジェクト開始前に来日し、在京大使をはじめとする4 

カ国政府関係者より、本プロジェクトへの協力に対する日本側の協力に対する賛辞とその活動の継続に係わる強

い意欲が表明された。 
11  例えば、JATA旅博でブースを持ってプロモーションを行うにあたっても、旅行会社からの依頼が必要で、各国の

観光プロモーションを行うにあたっても1か国単独では観光客の需要が限定されており、プロモーション活動そ

のものが成立しにくい状況であった。  
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本の観光客のニーズとも合致している。 

以上から、本プロジェクトは開発ニーズとの整合性が高い。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 日本政府は中南米の地域統合の動きに注目しており、経済面を中心とした関係の活性化に努めて

いる。加盟4ヶ国との二国間技術協力の面では、JICA国別事業計画の中で、パラグアイは貧困対策、

アルゼンチンは地域経済活性化において観光振興が開発課題として位置づけられているなど、観光

開発を経済開発の効果的なアプローチとして位置付けている。 

以上より、本プロジェクトはメルコスールの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合

致しており、妥当性は高い。 

 

3.2有効性・インパクト12（レーティング：③） 

3.2.1 有効性 

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

 本プロジェクトは2つのフェーズに分けて実施されたが、フェーズ2の成果はフェーズ1の成果

の一部であるため、ここではフェーズ1の成果に基づきそれぞれの達成度を分析した。なお、同一

の成果について両フェーズで異なる指標が採用された場合、その全てについて達成状況を判断した。 

 

1） 成果1：メルコスールの観光分野における域内協力の実施体制が強化される。 

指標1.1 観光振興のための組織体制確立及び事業計画策定（フェーズ１の指標） 

指標1.2 官民連携協議会の開催回数（フェーズ１の指標） 

指標1.3 メルコスール機関による観光促進戦略の承認（フェーズ２の指標） 

指標1.4 日本事務所の公的ステータスを示す文書（フェーズ２の指標） 

指標1.5 日本事務所の自立的な組織運営に必要な予算の確保と執行（フェーズ２の指標） 

指標1.6 メルコスールによる日本事務所スタッフの雇用（フェーズ２の指標） 

 

 メルコスール観光特別会議においてウルグアイに PMO、東京にメルコスール観光局日本事務所

（JPMO）が設置され、運営基準が作成されたことから、指標1.1は達成された。 

 メルコスール観光特別会議会合 19 回、日本での官民連携協議会 3 回（～2007 年 10 月）、各国で

官民連携のための会議を実施したほか、不定期に民間旅行会社との意見交換などが行われたことか

ら、指標 1.2 は達成された。ただし、各国における官民連携協議会の開催回数は、様々な形式をと

り、正確な記録を記述するのは困難である。日本における民間旅行会社との意見交換は、国内支援

委員会や、FAMツアー、JATA旅博などの活動を通じて行われた。  

 メルコスール観光特別会議の全体方針に沿って日本事務所が年次計画を作成した。同会議の承認

（すなわちメルコスール機関による承認）が得られており、指標1.3は達成された。 

                                            
12  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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フェーズ2終了時に懸念されていた日本事務所の公的ステータスを示す文書はプロジェクト完了

までに作成されず、指標 1.4 は未達成である。公的ステータスを確立するための最良の方法として

各国が拠出する共通基金の創設が提案されたが、各国の制度の違いから公的ステータスを示す文書

の作成は困難を極め、共通基金は提案されたものの実現には至らなかった。ただし、各国による費

用負担についてはメルコスール観光特別会議を通じて2009年に文書で合意され13、公式ステータス

がなくても自立的な運営が可能となった。 

 日本事務所にはブラジルの負担により所長が派遣され、JICA 負担により研修監理員とアドバイ

ザーが派遣された。（指標1.6は達成） 

以上から、成果１は達成されたと判断される。 

 

2） 成果2：メルコスールの観光計画策定のための能力が強化される。 

指標2.1 観光振興のマスタープラン策定（フェーズ１の指標） 

 

 日本事務所は外部委託により市場調査等を実施した他、独自に情報収集を行い、プロジェクト終

了後2年間の活動の指針となる観光振興マスタープランを作成した。従って成果2は達成されたと

判断される。 

 

3） 成果3：4ヶ国共同のマーケティングの計画と実施に関するメルコスールの能力が強化される。 

指標3.1：ウェブサイトへのアクセス数の増加（フェーズ1の指標） 

指標3.2：マーケティングのガイドラインおよびマニュアル（フェーズ1の指標） 

指標3.3：マスタープランに沿った観光促進活動の実施（フェーズ2の指標） 

指標3.4：観光振興活動に必要な予算措置（フェーズ2の指標） 

 

マーケティングのための活動（成果 3）と観光商品開発を促進するための活動（成果 4）は明確

に区別することが難しいため、成果4は成果3と合わせて評価を行う。 

日本事務所のウェブサイトには2006年1月～2007年7月までの間に約13万件のアクセスがあっ

た。その後のデータは存在せず増加の判断はできないため、指標 3.1 についての判断は不可能であ

る14。 

マーケティングのガイドラインおよびマニュアルはフェーズ1終了時評価時に作成中とされてい

たものの、研修生の引継ぎ文書のようなガイドラインはあるが、その存在は確認できなかった。従

って指標3.2の達成は確認できない。 

 

                                            
13  CMC(共同市場審議会)の決議（2009年No.24）は「日本において JICAと共同で実施したメルコスール観光振興プ

ロジェクトが到達した成果を将来的に継続さえる可能性を追求することが有効と認められる。ゆえに財政的な機

関の設立が必要とされる」と述べている。 
14  ウェブサイトのカウンターに技術的な問題が生じたが、その後、本邦観光会社とのコミュニケーションはメーリ

ングリストを使った電子メールが中心となったこともあり、カウンターを修復する必要性は低いと判断されたた

め、カウンターは削除された。 
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表1 メルコスール観光局日本事務所の主な活動内容 

プロジェクト期間中 2010年以降（プロジェクト終了後） 

① FAMツアー（2か国の組合せ：例2009年は

6，9月にアルゼンチンとウルグアイ、9月に

ブラジルとパラグアイ。 
② 4ヶ国共同の販促材料（パンフレット）の作

成 
③ 日本事務所のホームページ作成、更新 
④ メルコスール観光振興セミナーとプロジェ

クト支援委員会の設置。 
⑤ JATA旅博（2005年より毎年）そのほかの販

促イベントへの参加、企画（2008年メルコ

スールの夕べという、音楽・ダンス、観光情

報の紹介イベントを実施） 
⑥ 宣伝資料の貸与、配布(写真、パンフレット)
⑦ JICAプロジェクトで招聘された研修生との

共同プロモーション。これらを通じて旅行代

理店、マスコミ、広告代理店、航空会社等の

民間企業との連携を図った。テレビ番組の取

材にも協力。 

① メルコスール・ツーリズム・アワードによる年度優秀企画

商品の表彰（2009年より日本事務所の主催で毎年開催し、

旅行会社、オペレーター、航空会社を表彰している。） 
② 企画担当者を対象とした研修旅行の実施 （2011年は3回）

③ 業界向けの定期的なデスティネーションセミナーの実施 

（2011年は４回、2012年は、JATAデスティネーションセ

ミナーを開催し、2010年は13回業界向けセミナー及び勉

強会を行った。） 
④ 旅行会社主催、顧客向け商品説明会の際のデスティネーシ

ョンのプレゼンテーション協力 (2011年は5回) 
⑤ 地方巡回セミナー 
⑥ 旅行社パンフレット、メディア、出版関連の為の無料写真

貸し出し 
⑦ 日本語によるパンフレットの無料提供 
⑧ Let's Go Kaigai や JATA旅博のイベント出展。 旅博は、

2005年メルコスール観光局設立から現在まで、毎年8ス
ペースで参加。 

⑨ 個別のデスティネーション案内や、相談。 

出所：メルコスール観光局日本事務所提供資料 

 

表2 プロジェクト期間に作成されたパンフレット 

アルゼンチン 旅行業者用パンフレット 

一般用パンフレット 

6,000部（2006年） 

2,000部（2006年） 

ワインとツーリズム 2,000部（2007年） 

世界遺産の旅 5,000部（2007年） 

アルゼンチンモデル周遊ルート20 部数不明（2006年） 

DVD タンゴとワインと世界遺産の旅 部数、発行年不明 

ウルグアイ パンフレット(ウルタナ) 1,500部（2006年） 

ウルグアイの自然 1,000部（2007年） 

DVDウルグアイの自然 200部（2007年） 

パラグアイ パラグアイ旅行ガイド 9,500部（2006年） 

パラグアイ紹介 10,000部（2007年） 

DVD パラグアイ紹介 200部（2007年） 

ブラジル 観光地図 17,000部（2006年） 

カーニバル（観光フォルダ） 1,000部（2007年） 

DVDブラジル紹介 部数不明（2007年） 

出所：JICA提供資料 

 

第2フェーズでは第1フェーズで作成されたマスタープランに沿って JATA世界旅行博15、各種イ

ベント・セミナー、FAM ツアー、ウェブサイトによる PR、個別旅行会社への営業活動、観光資料

の作成・配布などが実施されたことから、指標 3.3 は達成された。プロジェクト期間中および終了

後に実施された主な観光振興活動を表1にプロジェクトで作成された観光資料の一覧を表2に示す。 

                                            
15 世界旅行博（旅博）は、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）が開催する、新たな旅のスタイルを発信する「旅

博(展示会)」、旅行産業の発展を討議する「国際観光フォーラム」、国内外のセラー・バイヤーが一堂に会する「国

際商談会」、需要喚起に貢献した企業・団体・個人や優れた旅行商品を表彰する「顕彰事業」の4大イベントで構

成されているイベント。 
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予算措置については、メルコスール各国（4 ヶ国）が日本からの観光客数の比率に沿って費用負

担を行う方法がプロジェクト期間中に合意され、各国が JATA 世界旅行博の出店費用、観光振興、

資料作成、会議等の経費を負担している。したがって指標 3.4 は達成されたと判断できる。以上か

ら、成果3は概ね達成されたと判断される。 

 

4） 成果4：観光商品開発に関するメルコスールの能力が強化される。 

指標4.1 開発された商品数の増加（フェーズ１の指標） 

 

 日本事務所の観光振興パンフレットでは各国での観光スポットやモデルコースが紹介されてい

るが、商品開発は本邦旅行会社が行うものであり、日本事務所は成果3で示したような観光促進活

動を継続して支援をしている。データの制約により、本邦旅行会社が開発した商品数の推移を定量

的にとらえることは難しいが、本邦旅行業者への質問票調査によると、前述した日本事務所が行っ

た旅行業者による新規市場の拡大のための情報提供（日本語パンフ、観光地情報、写真等）、FAM

ツアー、個別のアドバイスや、現地との相談についての協力が高く評価され、メルコスールへの売

り上げの増加等が報告されている。観光商品開発に関するメルコスール側の協力がなければ商品開

発、観客増加は不可能であり、能力は強化されたと考えられる。以上から、成果4は達成されたと

判断される。 

 

5） 成果5：観光分野における人材開発に関するメルコスールの能力が強化される。 

指標5.1：中核人材が形成しているネットワークの拡大（フェーズ1の指標） 

指標5.2：日本人アドバイザーによるワークショップ参加人数（フェーズ1の指標） 

 

 本プロジェクトにより政府関係者を中心とする観光分野の中核人材約 30 名が研修を受けた。長

期研修生は日本事務所・各国当局と連携しつつ、日本の観光業と直接携わった。各国観光局および

日本の旅行業者は、長期研修や FAM ツアーはメルコスール側が日本の観光ニーズおよび日本人観

光客の特性（ツアーの組み方・行き先の選び方、旅行会社との契約条件など）に応じた観光振興の

手法を理解するよい機会であったと評価している。研修生の帰国後の活動は必ずしも日本・アジア

市場向けの観光振興に限定していないが、メルコスール側は、日本を対象に共同で観光振興政策を

実施したのは貴重な経験であったと高く評価している。ただし、帰国された研修生によるセミナー

は実施されておらず、波及効果があるとはいえない。4 ヶ国以上から、指標 5.1 は概ね達成された

といえる。 

 観光振興のイベント・セミナーがプロジェクト期間中、各国で合計6回実施された。ただし、想

定された日本人アドバイザーは、当初念頭においていた観光専門家を現地に長期派遣することが難

しく、メルコスール側からもニーズが明確化されていなかったため、実施されなかった。 

以上のように日本人専門家によるワークショップは開催されなかったものの、研修によるメルコ

スール側の人材育成の成果は非常に大きいと考えられることから、成果5は概ね達成されたと判断

される。 
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メルコスールの夕べ 

（メルコスールの観光文化紹介事業） 

FAM ツアー（日本の旅行業者の現地への研修旅

行） 

 

3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

ここではフェーズ2のプロジェクト目標「日本市場における観光振興活動が強化される」の達成

度を分析する16。以下の 2 つの指標が設定されていたが、同プロジェクト目標の達成を判断するに

は不十分であると判断し、指標 3「メルコスール観光局日本事務所の活動についての本邦旅行会社

および海外旅行団体の満足度」を新たに指標に加えた。 

 

指標1  日本側の支援なしで観光振興を行うための財政的・組織的な手段の確立 

指標2  フェーズ1で実施した観光振興と同様の活動の継続実施 

指標3  メルコスール観光局日本事務所の活動についての本邦旅行会社および海外旅行

団体の満足度 

  

プロジェクトの成果（アウトプット）で示したように、観光客数に応じた各国の資金分担の仕組

みが合意され、メルコスール観光特別会議と日本事務所中心に共同で観光振興を行う体制が確立し

たことから、指標1は達成されたといえる。 

フェーズ1で開始した各種の観光振興と同様の活動は、フェーズ1で作成されたマスタープラン

に沿ってフェーズ2終了時まで継続されており、指標2は達成されたといえる。 

 日本事務所のサービスを利用する本邦旅行会社は約 30 社あり、いずれもメルコスール観光を取

り扱っている。事後評価にあたり、これらの本邦旅行会社および海外旅行団体（JATA）にヒアリン

グと質問票による調査を行ったところ、以下の理由から、日本事務所の活動についての満足度は非

常に高いことが判明した17。 

 メルコスール４ヶ国は日本から遠方のため、観光客は複数国を周遊することを好む傾向が

ある。日本事務所はそのようなニーズに十分対応できる。 

 日本事務所ではメルコスール各国の観光関連情報が1か所で提供されるため、便利である。

                                            
16  フェーズ１のプロジェクト目標はその内容および指標が成果と重複するため、分析の対象としない。 
17  旅行会社への質問票調査においては「プロジェクト終了時」に限定した質問を行うことが困難であった。 
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中南米の観光業界とのやりとりは非常に時間がかかったりしたため、効率的でなかったが、

日本事務所を通じて同様に情報を入手する場合は、レスポンスも良い。 

 なお、本プロジェクトで開始された観光振興活動は、JICAの支援終了後も現在まで継続している

が、2012年には JATAによりメルコスール観光局日本事務所は、日本国内で最も活躍した観光事務

所として表彰されている（JATAツーリズム大賞2012、観光局部門グランプリ）。 

 以上より、プロジェクト目標は達成されたと判断される。 

 

日本の観光関係者への受益者調査結果 

本プロジェクトの受益者はメルコスール各国の観光セクター全体であるが、メルコスールへ

の日本人観光客を増やすというプロジェクト目標に沿って、本事後評価での受益者調査対象は

日本の観光関係者に対して実施した。メルコスール観光局日本事務所の観光振興サービスを過

去に利用した企業を対象に、インタビューおよび質問票調査を行い、その結果を有効性とイン

パクトの分析に用いた。質問票調査はJATAに加盟し、メルコスールにツアー実績のある主要

企業28社を対象として電子メールで質問票を送付し、14社から回答を得た。メルコスールへの

売上増加を認める企業が回答者数14社の12社を占め、メルコスール観光局日本事務所の役割に

ついても好意的な回答が大半を占めている。遠隔地で飛行機のアクセスに問題があり、情報が

限られ、相手国との連絡に困難を極めていたマーケットが近年、大きく改善したと認めている。

JICAプロジェクトを認識しているのは14社中8社と限られているものの、プロジェクトの貢

献、メルコスール観光局日本事務所のサービス内容は日本企業側にも大きく認知され、高い評

価を得たと判断される。 

 

 

3.2.2インパクト 

3.2.2.1 プロジェクト終了後の活動継続状況 

プロジェクト終了後、ウルグアイの PMO は廃止されたが、メルコスール観光局日本事務所は事

後評価時もプロジェクト期間中と同様の活動を続けている。 

日本事務所および年2回程度開催されるメルコスール観光特別会議による共同観光振興体制は確

立し、年度毎の活動計画が検討、承認されている。各国担当者はプロジェクト作成時のマスタープ

ランを必ずしも参照していないが、メルコスール全体の計画は毎年、メルコスール観光特別会議で

協議して策定している。更新されたマスタープランやガイドラインは存在しないが、マーケティン

グのために実施すべき活動内容は、年間計画で策定された18。日本事務所側各国アドホック・メン

バーの実施する責任分担は明確化されており、柔軟に民間企業の要望を受けながら観光振興活動が

継続されている。 

本事業終了後も日本事務所の日本人スタッフはメルコスール側、すなわちメルコスール観光特別

                                            
18  各国担当者は、活動計画の策定は現在の方法で十分であり、マスタープランを改訂する必要性は特にないと考え

ている。 
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会議によって継続して雇用されている。所長は不在であるが、ブラジル観光公社によるとブラジル

観光公社による調達手続きの段階にあり今年中に採用される予定である。日本事務所の活動は現在

も活発で、JATA 旅博覧会への参加、FAM ツアー、セミナー、各種イベント、観光会社への情報提

供などを通じてその活動は継続されている。 

メルコスール側では各国の観光省と民間企業の間で不定期ながらミーティングなどを持ち、現在

の日本人観光客の動向についても把握している。 

各国の費用負担による自立的運営はプロジェクト終了後も継続されている。メルコスール観光局

日本事務所の重要性は各国認識しており、その維持についてのコミットメントは明確である。 

 

3.2.2.2上位目標達成度 

 本プロジェクトの上位目標は以下の2点であった。 

 日本におけるメルコスール観光の市場規模が拡大する。 

 メルコスールの域内の観光分野における協力が強化される。 

 

日本における市場の拡大は、日本人のメルコスール4ヶ国への入国者数の推移で確認することが

できる。2009年にはメルコスール観光大臣が共同市場委員会に対し、10年前に4ヶ国合計6万程度の

入国者数であったものが、10万人を超えるまでの実績を持つようになったことなどを報告している

19。さらに、日本の旅行業者の質問票の調査結果からも大半の旅行者でメルコスール観光の売上増

加が報告され、プロジェクトの貢献が推測できる。また、プロジェクト期間中の2008年頃にはチリ、

およびペルー政府からメルコスールの観光振興活動に参加したい旨の表明があったことが報告さ

れており、活動の成果が近隣国にもプラスの影響を与えていたと考えられる。 

プロジェクト終了後には、中国、韓国、インドなどでプロモーションのイベントが実施されたが、

メルコスール観光特別会議のメンバーである各国の観光省、観光振興公社等）が、本プロジェクト

の経験から他国での共同観光振興のノウハウを得て、各国の観光省、観光振興公社等がその実施に

取り組む自信を得たことが確認できる。 

以上により、上位目標は各指標について達成されたと判断できる。 

 

                                            
19  JICA提供資料では、「1991年のアスンシオン条約締結以降、地域統合が目標とする改革的イニシアチブにおいて

他のどの分野においてもなしえていないレベルに到達しているとし、2005年の日本事務所設立以降、観光振興、

情報発信をメルコスール4か国共同して計画、推進し、2008年には、域内に1.78億ドルの収入を生み出し、貢献

が顕著である」とされている。 
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表3 メルコスール4ヶ国への日本人入国者数 

国 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ブラジル 51,387 60,806 68,066 74,638 63,381 81,270 66,655 59,742 63,247 73,102

アルゼンチン 13,621 15,624 14,931 18,777 19,723 23,613 18,754 19,040 20,478 20,544

パラグアイ 1,946 2,287 2,836 3,364 3,685 3,816 3,319 3,485 2,630 4,032

ウルグアイ 1,847 2,385 2,547 2,833 2,507 2,673 2,673 3,046 3,177 3,232

合計 68,801 81,102 88,380 99,612 89,296 111,372 91,401 85,313 89,532 100,910

全世界(千人) 13,296 16,831 17,404 17,535 17,295 15,987 15,446 16,637 16,994 18,491

メルコスール比率 (%) 0.52% 0.48% 0.51% 0.57% 0.52% 0.70% 0.59% 0.51% 0.53% 0.55% 

出所：メルコスールについてはメルコスール観光局日本事務所提供。全世界については日本政府観光局。 

（注）2008年は日本ブラジル交流年・日本人ブラジル移住100周年記念式典等により大幅増加した特異な年だった。 

 

3.2.2.3 その他のインパクト 

 その他のインパクトとして特筆すべきものはない。 

 

本プロジェクトの各成果は概ね計画通り達成され、プロジェクト目標の達成に結び付いた。また、

上位目標についても一定の効果発現がみられることから、本プロジェクトの有効性・インパクトは

高いと判断される。 

 

3.3効率性（レーティング：②） 

フェーズ1のための実施協議調査においては、メルコスール側が要請した協力期間が5年間であっ

たことなどを踏まえて「本プロジェクトは第1フェーズの協力期間を3年間とし、その成果によって

は第2フェーズを想定する」との方針が示された。本プロジェクトを担当したJICA職員によると、

東京事務所の開設など、本プロジェクトは日本での活動が中心となる特殊な性格を持つことから終

了後の財務的持続性への懸念があった。このため、第1フェーズでメルコスールが日本で観光振興

を行うための体制を立ち上げ、第2フェーズでメルコスール側の費用負担を大幅に増大させること

により持続性を高めるとの方向性が認識されていた。 

第1フェーズ終了時評価では、プロジェクト目標の指標（到達目標）についての双方の共通理解

が不十分であったことが明らかとなり指標の再設定が行われた。その指標（JICAからの支援なしに

メルコスール観光局日本事務所を運営することができる資金的・組織的ツールを作り出すこと）は

持続性を強く意識した内容であったが、これに基づき本プロジェクトはプロジェクト目標を達成し

ておらず、持続性も不十分であると判断され、フェーズ2への延長が提言された。 

このように本プロジェクトは2つのフェーズに分けて実施されたが、以上の経緯を考慮すると、

フェーズ2はメルコスール側に十分な費用負担を求めることにより持続性を確保するために必要な

補完的な協力期間として、当初からある程度想定されていたものと判断される。 

効率性の評価においては以上を前提とした分析を行う。 
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3.3.1 投入 

表4 投入および実績 

投入要素 計画 実績（終了時） 

専門家派遣  
 

 (フェーズ１）0.8 億円 
長期 36 人月、短期 8 人月（メルコスー

ル観光振興事務局の実施体制強化、商品

開発の試行、人材育成の試行、中長期戦

略の策定等の活動の投入。） 
(フェーズ２) 
研修監理員1名、所長アドバイザー 

 (フェーズ１)   
長期専門家 1人  
（日本国内）研修監理員１名、非常勤アドバイザー１名

 
 
(フェーズ２) 
研修監理員1名、非常勤アドバイザー1名 

研修員受入  (フェーズ１） 
研修員受入 1.4億円 
（日本国内でのマーケティング活動の試

行、中核人材の育成等の投入。） 
(フェーズ２) 
研修員受入：長期研修員1名の受入、短

期研修員の受入れ（日本滞在費負担） 

（フェーズ１) 
研修員受入 34人 
 
 
(フェーズ２) 
研修員受入： 
・メルコスール観光セミナー（年1 回、計2 回実施）：

研修員のべ14 名受入（メルコスール側と経費分担で実

施） 
・OJT 研修員：計4 名（各6 ヶ月間） 

機材供与  （フェーズ１) 508百万円 事務所関係機材 

その他 現地業務費：1.3億円 
 
メルコスール側負担 
（フェーズ１） 約3,100万円 
1. カウンターパートの配置：約 180 人

月 
2. 事務局運営経費の一部：約300万円

3. 現地活動費の一部負担：1,000万円 
 

 
(フェーズ2) 
1. カウンターパート配置 
2. 日本事務所長の派遣 
3. 事務局運営経費 
4. 観光振興経費 
5. 日本でのセミナー実施の一部負担 
6. 継続経費 

現地業務費 2.6億円 
 
メルコスール側負担 
(フェーズ１)  約59.1万ドル 
1. カウンターパート配置 4人 
2 土地・施設提供 ウルグアイ観光スポーツ省長期

専門家執務室 
3．ローカルコスト負担 合計59.1万ドル（アルゼンチ

ン 13.7 万ドル、ブラジル 31.3 万ドル、パラグア

イ 7.0万ドル、ウルグアイ 7.1万ドル 
(フェーズ2)   
メルコスール側負担：合計11,446万円 
- アルゼンチン （日本事務所の賃貸料・管理費、メル

コスール内活動費等）2,997万円 
- ブラジル（日本事務所人件費（所長給与等）、メルコ

スール内活動費等）6,335万円 
- パラグアイ（JATA2世界旅行博出展費用負担、メルコ

スール内活動費等）1,130万円 
- ウルグアイ （JATA 世界旅行博出展費用負担、メル

コスール内活動費等）984万円 

協力金額 3.9億円（フェーズ1，2合計） 3.6億円（フェーズ1，2合計） 

 

3.3.1.1投入要素 

投入の計画及び実績は表4のとおりである。計画と実績の主な違いおよび効率性に影響を与えた

と考えられる点は以下のとおりである。 

フェーズ1の計画にあった短期専門家の8人月の投入は、日本の民間企業の協力を得ることが検討

されたが適切な人材がおらず、メルコスール側のニーズとも合わなかったため実現しなかった。ま

た、日本事務所設立後、所長派遣の遅延、不在（2007年時）などがあったが、メルコスール内でロー

カルコーディネーターとして勤務していた日本人が日本事務所に派遣されて活動を開始したため、
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計画の大きな遅れはない。 

現地業務費は JICA 予算の関係でフェーズ 1 の半ばより大幅に縮小されたが、メルコスール側で

フェーズ2から事業を進めるうえで十分な負担が開始されており、効率性を損なうことはなかった。

本プロジェクトのメルコスール側の負担はフェーズ1で全体の17.7％から、フェーズ2では69.4％

と増加し、両フェーズ合計では34％の負担をしていたことが確認されている。 

 

3.3.1.2協力金額   

 JICA事業費は、両フェーズ合わせて計画時の3.9億円に対し、投入金額の実績が3.6億円であり、

事業費の実績は計画内に収まった（計画比92%）。 

 

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。協力期間前半の日本事務所長の派遣の遅

れ等を、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。 

フェーズ1では JICA長期専門家のPMOへの派遣の遅れ、日本事務所長派遣の遅れにより、やや

効率が低下し、日本事務所を自立的に運営する仕組みづくりのための4ヶ国間の意見調整に時間を

要し、結果、仕組みづくりをフェーズ1期間内で完成することは難しかった。フェーズ1終了時評

価は効率性を「中位である」と判断している。フェーズ 2 終了時評価時の JICA 予算規模の縮小に

もかかわらずメルコスール側の経費負担で適切な活動が継続され、計画された成果はほぼ達成され

た。フェーズ2終了時評価では効率性を「おおむね高い」と判断している。 

 

以上より、本プロジェクトは、協力金額が計画内に収まり協力期間は計画通りであったが、成果

の産出に対し投入要素の一部の投入時期が不適切であり、効率性は中程度である。 

 

3.4 持続性（レーティング：③） 

3.4.1 政策制度面 

 加盟4ヶ国において観光振興は重点政策と位置づけられており、日本事務所の維持に強いコミッ

トメントを示している。各国のコミットメントの強さ、メルコスール観光特別会議を通じた費用負

担と活動計画についての合意形成手続きの定着により、政策制度面の持続性は高いと判断される。 

  

3.4.2 カウンターパートの体制 

 メルコスールのコーディネータ国であるウルグアイ・モンテビデオの観光省内に設置されたPMO

はプロジェクト終了後、閉鎖されたものの、メルコスール観光特別会議は継続して存在している。

プロジェクト後の自立発展性に最も影響すると思われる点は、日本事務所日本人スタッフの確保で

あるが、メルコスール加盟国と日本市場に関する知識・経験に加え、観光分野の専門性を有する人

材を継続して確保することができた。メルコスール観光局日本事務所は、そのため、現在も日本旅

行業界、メルコスール側からも高い評価を受けるパフォーマンスを維持している。 



17 
 

各国はメルコスール観光特別会議において、年間計画等を協議・決定し、日常の運営においては

各国観光省が、日本事務所と、定期的な電話会議（スカイプ）等により連絡調整を図るなど、日本

事務所とメルコスール観光特別会議による運営体制も確立している。従って、現在の日本人スタッ

フが維持される限り、体制面の持続性は確保されると考えられる。日本事務所長はブラジルが派遣

するという取り決めになっていたが、事後評価時（2013年8月）において所長不在である。現在ブ

ラジルが所長派遣の手続きを継続しているとのことである。また、各国はメルコスール観光局日本

事務所の維持について高いコミットメントを表明しており、能力の高い現在の日本人スタッフを維

持したいという意向が表明されている。 

以上により、カウンターパートの体制についての持続性は概ね高いと判断される。 

 なお、日本の旅行業界からは、今後メルコスールを目指す観光客が増加する可能性が高いとして、

日本事務所の人材強化を求める意見もあった。他方、メルコスール側としては日本事務所の人材体

制の強化（日本人職員の増員など）は難しく、現状における日本での観光振興活動を継続しつつ、

他国へのプロモーションの展開に投入していきたいと考えているようである。 

 

3.4.3 カウンターパートの技術 

メルコスール側へのヒアリング・質問票調査によると、本プロジェクトに関する技術的な課題は

特にない。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。 

日本事務所による観光振興活動は高いレベルを維持しており、旅行博、FAMプレスツアー等の企

画・実施、各国大使館や旅行代理店への協力活動が活発に行われている。メルコスール側の関係者

は本邦での研修や旅博などの活動の参加を通して、日本市場の理解を深め、プロジェクトの推進に

貢献することができた。日本の旅行業界も当初、日本の観光市場の特性を理解しないまま、一方的

なプロモーション活動で満足していたメルコスール側が、日本旅行業者やメディアへのアプローチ

も含め、多方面に観光振興活動を展開したことを高く評価している。日本でメルコスール観光局日

本事務所の観光振興活動のレベルに達している観光振興事務所は特に途上国ではまだ限定的であ

るとのことである。 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

日本事務所の継続について財政的措置、共通基金創設などメルコスール加盟国は強いコミットメ

ントを示しており、プロジェクト終了後も日本事務所として引き続き、自立的に運営されていくこ

とにより効果が持続できるものと見込まれている。 

2009 年 12 月のメルコスール共同市場審議会においてメルコスールとしての観光振興のための

共通基金の設立が承認されており、各国において政令等が制定された。実際の基金運用は各国の制

度事情により全4ヶ国で承認が得られていない。しかし、現在まで、メルコスール観光特別会議を

通して各国が費用を負担する方法が定着したため、財務面の持続性は確保されている。2009 年 12

月のプロジェクト終了前のメルコスール共同市場審議会の決議で2010年に603,000ドルの出資をす

ることが決議された。その後、各国の負担はアルゼンチン 20％、ブラジル 65％、ウルグアイ、パ
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ラグアイが7.5％で継続されている20。今後はベネズエラを加えた負担割合が検討される予定である。

もし共通基金が設立できれば、より安定した資金源になるとともに、資金利用の柔軟性がさらに高

まると考えられる21。 

なお、フェーズ2におけるメルコスール側の負担増加により、プロジェクト終了後の日本事務所

維持のための予算配分準備ができたことが、財務面の持続性につながったと考えられる。 

 

以上より、政策・制度面、技術面、財務面のいずれにも本事業の持続性を脅かす大きな問題は散

見されない。従って、本プロジェクトの持続性は高いと判断される。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本プロジェクトの目的はメルコスール加盟4ヶ国による日本市場における観光振興活動が強化さ

れることであるが、これは国際競争力の強化を目指して発足した関税同盟であるメルコスールの重

要な政策課題のひとつである。日本など遠隔地を対象としたメルコスール加盟国共同の観光振興の

必要性は高い。日本の援助政策との整合性も高いことから、本プロジェクトの妥当性は高い。本プ

ロジェクトを通してメルコスール加盟国は東京にメルコスール観光局日本事務所を設置し、共同で

観光振興を行う体制が確立された。共同振興は単独で行うよりも効率的で、遠隔地で複数国を周遊

するという日本人観光客のニーズにマッチしたことから、本プロジェクトに対する本邦観光業界の

評価は高い。また、メルコスール加盟国への日本人入国者数がプロジェクト開始時より増加し、日

本の観光業界も同地域への売上増加を認めている。従って本プロジェクトの有効性・インパクトは

高いと判断される。本プロジェクトは2フェーズに分けて実施されたが、成果は概ね計画通り達成

され、計画どおり5年間で終了したことから効率性は高い。フェーズ2ではメルコスール側の資金

面での貢献が増加したことにより自立性が強まった。加盟国共同での日本市場に対する観光振興活

動は事後評価時も継続され、メルコスール側、日本の旅行業界の双方から高い評価を得られるパフ

ォーマンスを維持していることから、持続性は高い。以上より、本プロジェクトの評価は非常に高

い。 

 

4.2 提言 

4.2.1 カウンターパートへの提言 

メルコスール加盟国の観光当局は本事業の効果と持続性をさらに高めるために、メルコスール観

光特別会議を通じて以下に取り組むことが望まれる。 

 日本を対象とした共同観光振興活動について、新たに加盟したベネズエラを含む活動計

画・資金負担計画を検討する。 

 メルコスール観光局日本事務所のこれまでの活動を高く評価し、さらなる活動強化を要望

                                            
20  具体的な金額は不明だが、アルゼンチンが近年14万ドル出資したとあるためメルコスール全体の出資は約70万

ドル程度と推測される。 
21  現在は用途毎に出資国が決まっているため、用途の変更に一定の制約がある。 
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している日本の旅行会社の期待とニーズに応えるため、早期に適任者を所長として派遣す

るよう、調整を重ねていくことが重要である。 

 今後も安定した資金源を継続的に確保するとともに、資金源の柔軟性をより高めていくた

めに、共同基金の設立手続きについて加盟国における話し合いが早期に実現するよう積極

的な働きかけを行うとともに、具体的な手続きに向けて努力していくことが重要である。 

 

4.2.2 JICAへの提言 

 特になし 

 

4.3 教訓 

（１） 以下のような観光開発事業においては、日本における共同観光振興を活動の一部に含める

可能性を検討すべきである。 

 複数国を対象とした観光開発事業を計画する場合、特に人口、経済規模が小さい国に

おいては単独で日本への観光振興をするのが困難であり、とくに中進国に満たない国

（パラグアイ等）は、ブラジル、アルゼンチンのような中進国と共同で日本を拠点に

観光振興事業を展開することで大きな便益を得ている。このような枠組みを必要とす

る国は他の地域にも存在する。 

 日本が観光推進の主要ターゲットに含まれる。メルコスールにとって日本は、遠隔地

且つ観光客のサービスの要求水準が高いというアクセスしにくいマーケット市場であ

ったが、日本の海外旅行客は一定のボリュームを持つ重要な観光市場として位置付け

られていた。このように日本へのアクセスが難しい地域は他にも多くあてはまるもの

と考えられる。 

（２） 観光地の近接性、類似性、補完性、交通手段の存在などにより、対象複数国を周遊する観

光ツアーが構成できる。遠隔地で小規模な国の場合は、近隣国との周遊ツアーを組む方が

人気が高いという日本の旅行会社のマーケット結果が存在するため、複数国の共同の観光

振興の意義が高い。 

（３） 本事業ではメルコスール側の事業費負担を高めて援助終了後の持続性を確保するため、フ 

ェーズ 1 実施協議調査の段階からその必要性を相手側と協議し、時間をかけて信頼関係を

醸成したうえで、メルコスール側が大幅なコスト負担を行うという明確な合意のもとでフ

ェーズ2の実施に至ったことが自立発展性を高めることにつながった。技術協力の財務面で

の持続性を高めるためには、プロジェクトの初期段階、あるいは開始以前から被援助国側の

事業費負担の重要性を認識し、具体的な協議を行い、明文化したうえでプロジェクトを実施

することが効果的であると考える。 
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