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評価調査結果要約表 

１．案件の概要  

国名：フィリピン共和国  案件名：統合的沿岸生態系保全・適応管理

プロジェクト  

分野：環境保全  援助形態：科学技術協力  

所轄部署：地球環境部森林・自然環境

グループ森林・自然環境保全第一課  

協力金額（評価時点）：4.1 億円  

 

協力  

期間  

（R/D）: 2010 年 2 月 25 日  

2010 年 2 月 28 日～2015 年 2

月 27 日  

先方関係機関：フィリピン大学等  

（延長）: 日本側協力機関：東京工業大学、科学技

術振興機構（JST）、国際協力機構（JICA）

（F/U）  : 他の関連協力：無し  

（E/N）（無償）   

１－１ 協力の背景と概要  

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）は、海洋汚染の拡大、無秩序な

観光開発、自然災害や気候変動等の影響により、沿岸部の生態系破壊や生活環境の

劣化が問題となっている。フィリピンでは既に 500 カ所以上の海洋保護区（MPA）

が指定されているが、海洋保護区としてその初期の目的を達成している区域は 15％
に満たない。  

生態系の破壊は、多数の島々からなるフィリピン共和国沿岸部コミュニティの生

活基盤に悪影響を与え、自然災害等に対する脆弱性を高めることにもなるが、生態

系の保全を図りながら地域の開発を進めるための政策立案や意思決定に必要な科

学的基礎情報は整備されていない。このため、社会経済的側面を含む多角的な科学

的知見をベースに沿岸生態系の保全並びに適応管理のための支援基盤を開発し、そ

の社会実装を通じて住民の意識改革や沿岸部の生態系保全に資する制度の強化、拡

充、人材育成を図ることが急務である。このような状況から、日本・フィリピン両

国の研究者がフィリピン国内にて沿岸域生態系保全に関する共同研究を通じて行

う以下、1）～3）を目的としたプロジェクトがフィリピン政府から要請された。  
 

1) フィリピン国内研究機関間のネットワークの構築  
2) 研究者・政策立案者・コミュニティの三者からなるプラットフォームの形成  
3) 住民の意識改革や研究成果に基づく沿岸部の生態系保全に資する制度の強化、

拡充  
 

本プロジェクトは 2009 年度案件として採択され、その後、2009 年 9 月に詳細設

計策定調査を実施し、協力のフレームワークを形成し、フィリピン側と合意した。

そして、本調査の結果を踏まえ、討議議事録（R/D）の協議を行い、2010 年 2 月

25 日に署名され、「地球規模課題に対応する科学技術協力」として、2010 年 3 月 1
日から 2015 年 2 月 28 日の 5 年間、日本側研究機関代表である東京工業大学とフィ

リピン側研究代表機関であるフィリピン大学が共同でプロジェクトを実施してい

る。  
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１－２協力内容  

（１）プロジェクト目標  

沿岸生態系保全と適応管理のための支援基盤1が開発される  

（２）成果  

成果 1：沿岸生態系保全及び適応管理に関する科学的、社会経済的な知識基盤

が開発される  

成果 2：成果１の科学的・社会経済的な知識基盤が活用・運用され、かつ広く

周知される  

成果 3：沿岸生態系保全と適応管理のための能力が向上する。（制度的、組織的、

個人的な能力を含む）  

 

（３）投入（評価時点）  

日本側：  

長期専門家派遣：27.6 人月   機材供与：0.9 億円  

短期専門家派遣：45.2 人月   ローカルコスト負担：0.4 億円  

研修員受入：20 名  

相手国側：  

カウンターパート（C/P）配置：12 名  

土地・施設提供：プロジェクト執務室  

２．評価調査団の概要  

調査者  （担当分野：氏名、職位）  

神内圭（総括）：地球環境部森林・自然環境グループ  

森林・自然環境保全第一課課長  

三戸森宏治（評価計画）：地球環境部森林・自然環境グループ  

森林・自然環境保全第一課  

寺尾豊光（評価分析）：水産エンジニアリング株式会社  

調 査 期

間  

2012 年 10 月 21 日〜2012 年 11 月 10 日 評価種類：中間レビュー調査  

３．評価結果の概要  

３－１ 実績の確認  

（１）成果の達成状況  

成果１：  
本プロジェクトが開発目標に置いている「科学的、社会経済的な知識基盤」は

対象サイトそれぞれにおいて統合意思決定支援システム（IDSS）、連続的・包括的

モニタリングシステム（CCMS）、MPA 選定基準及び広域的ダメージポテンシャル

マップの形を持って実現される。これらを構築するために、17 件の研究課題が設

定され、研究グル―プ 4 つ（地球化学グループ、生態系グループ 2 つ、モデル開

発・評価グループ）が組織された。調査サイトにおけるデータ収集及び数値モデ

ルの開発は、ほぼ予定どおり進んでいる。しかしながら、室内分析の一部と IDSS

                                                        
1 「沿岸生態系保全と適応管理のための支援基盤の開発」とは、沿岸生態系保全や適応管理に必要なツールを開発し、そ

れらツールを使った活動が展開され、これらを通じてカウンターパートの人や組織の能力強化と制度改善が一体的に達

成される状況のことを指す。  
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を構成するモジュールへの現地データ入力は相当遅れている。  

 

成果２：  
IDSS の試行的な運用・実施はまだなされていないため、生態系保全と適応管理

のためのガイドライン（活動 2-2）の準備も着手されていない。なお、CCMS は、

Bolinao、Puerto Galera、Laguna Lake 及び Banate で設置と運用の開始が進んでいる。

MPA 選定基準と広域的ダメージポテンシャルマップの作成は準備段階にある。  

 

成果 ３：  
対象サイトでのコミュニティや地方自治体を対象としたワークショップ及び全

国会議などが実施されている。2012 年 11 月には地域国からの研究者参加を得た地

域シンポジウムを開催、その他にも各種ワークショップを通じて情報共有が進ん

でいる。また、若手人材の育成を目的として、2012 年から長期研修受講者 2 人が

東京工業大学の博士課程に入学している。これまでのところ活動はおおむね予定

に沿って進んでいる。  

 

（２）プロジェクト目標の達成状況  
本プロジェクトの活動計画（PO）及び他の関連情報では、活動事項の工程やマ

イルストーンに係る情報が不足しており、プロジェクト全体の進捗状況の把握は

難しい。ただし、活動 2-2「沿岸生態保全と適応管理のためのガイドラインを開発

する」等では、実施期間が明確に示されており、活動 2-2 は本プロジェクトを実

施するうえで重要なマイルストーンとなる。 IDSS 及びガイドライン作成では、

CCMS 等により集積されたデータを取り込んだうえで、一定期間の実証プロセス

を経ることが必要である。また、現地のニーズが想定の内容から変化することも

あり得る。これら 2 点の条件を踏まえることが十分なレベルの成果品を作成する

ための前提となる。  
以上の状況から成果 2 の下の活動は当初の予定から遅れていると判断される。

これは成果 1 から成果 2 への受け継ぎの遅れが原因である。このような「科学的、

社会経済的な知識基盤」の構築と受け継ぎの遅れは、IDSS の試行的運用の時間不

足をもたらしかねない。プロジェクト目標を達成するには「支援基盤」を構成す

る IDSS の開発とサイトの研究成果の統合を今後加速することが必要である。  

 

３－２ 評価結果の要約  

（１）妥当性：高い。  

1) 沿岸資源劣化に対処するための政策の一環として、漁業法（フィリピン共和国

法第 8550 号）では地方自治体（LGUs）を地先水面の漁業と資源に係る管理主

体と定めている。このような法的枠組みのなかで、本プロジェクトは地方自治

体に科学的知見を付与できる。さらに、海洋水産資源局（BFAR）、環境天然資

源省（DENR）及び LGUs により全国各地に MPA を設ける試みがなされている。

本プロジェクトは、このような政策の実施に貢献できる。  
2) 漁業資源の保全を通じて地域の生計安定化に寄与するとともに、観光産業の活

性化を通じて雇用効果等が期待できるので、地域住民のニーズに合致し、ひい

ては貧困削減にも貢献することが期待できる。  
3) 本プロジェクトは、個々の研究を統合することにより、成果が全面的に社会に

活用できる設計となっている。加えて、IDSS は地方自治体の意思決定支援を目

的としており、現行の政策にも合致する。  

（２）有効性：中程度と見込まれる。  

1) 中間レビュー時点では、観測データが集積されつつあるものの、プロジェクト

目標達成に向けた成果の貢献度合いを判断するだけの情報が整っていない。イ
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ンタビューを行った研究者は自らの研究成果が IDSS の開発と運用に供される

ことを認識しているが、IDSS がどのような仕様と機能を持つか良く知るところ

とはなっていない。  
2) 社会経済分野の投入と活動がプロジェクト前半期間で不活発であったことは、

IDSS 及び他の「支援基盤」の開発に向けた懸案となっている。  
3) 地方自治体がプロジェクトで開発する「支援基盤」の有用性と有効性を判断す

る際には、システムがいかに地域の条件を取り込み、かつ現実のニーズに対応

し得るかが判断基準となる。これまでのところプロジェクトは、各サイトでワ

ークショップを行い LGU のニーズ把握に努めることで、支援基盤の有効性を高

める手立てが取られている。  
4) 各グループの観測データと数値モデル（モジュール）開発の連携が進捗してい

ない。理由の 1 つとして、室内分析が必要な試料が東京で滞留していることが

インタビューを通じて確認された。このまま進捗しない状況が続くと IDSS 等を

通じた政策決定支援への科学的知見の試行的投入の機会が少なくなり、現に必

要とされる科学的知見を特定する機会がその分少なくなる。結果として本プロ

ジェクトの有効性を損ねかねない。  

 

（３）効率性：高いと見込まれる。  

1) 日本学術振興会（JSPS）の拠点大学交流事業や類似の先行研究事業による研究

者の交流実績及び研究資産を本プロジェクトに継承することにより、研究実施

体制の確立やサイトの選定が適切に行われたことは、本プロジェクトの効率性

を高める要因となっている。  
2) 2010 年の機材調達の遅延は同年 9 月の特に特に活動 1-1 や 1-6 などの地球化学

グループの合同観測に影響を与えた。また、2011 年 3 月の東日本大震災により

東京大学大気海洋研究所の同位体比質量分析計（IRMS）が被災し室内分析が遅

延した。これらは活動の効率性を低める要因となったが、現在は挽回へ向けた

対応がなされている。  
3) 前半期間では日本側の投入予算は当初の予定を超過したペースで推移してい

る。そのためプロジェクト管理の効率性は高いとは言えない。  

 

（４）インパクト：高いと見込まれる。  

本プロジェクトには以下のような波及効果が生じる見込みである。  
 研究助手（RA）の採用や本邦長期研修による海洋生物学・環境工学分野におけ

る若手研究者の育成。  
 コーラル・トライアングル分野の研究など、類似分野における今後の学術活動

に対する研究資産の継承。  
 プロジェクトが成功裏に完了すると、沿岸資源の持続可能な利用の実現による

地域経済振興への長期的寄与が見込み得る。  
 関連地域各国における包括的かつ学際的な研究プロジェクトの促進。  

 

（５）持続可能性：高いと見込まれる。  

1) フィリピン大学 Diliman 校、フィリピン大学 Visayas 校及びミンダナオ州立大学

（MSU）の研究者は類似分野の研究プロジェクトを 1 人当たり平均 2 件～3 件実

施している。これらの研究プロジェクトは、フィリピン大学、科学技術省（DOST）
及び援助機関が提供する財源を活用している。本プロジェクトによる学術経験を

今後とも活用できる機会が多いことはプロジェクト資産の持続的活用を意味す

る。  
2) 包括的かつ学際的な研究プロジェクトの経験は、今後フィリピン側が自ら新た

な研究財源を得る際に役立つ。  
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3) 拠点大学交流事業や本プロジェクトのような国際共同研究の機会を持ったこと

で、海外研究者との交流の場が拡大し、学術情報交換の機会が増えている。必

要な科学的知見を確保する場が構築されつつある。  
4) 本プロジェクトが残す IDSS や CCMS の持続的活用には、行政機関側の意欲だ

けでなく、フィリピン大学 Diliman 校、フィリピン大学 Visas 校及びミンダナオ

州立大学など学術機関の継続的関与が前提条件となる。  

 

３－３ 効果発現に貢献した要因  

（１）計画内容に関すること  

特になし。  

 

（２）実施プロセスに関すること  

作業分解構造（WBS）の採用：本プロジェクトのマスタープランに示される成

果 1 のプロジェクト活動の WBS に相当するものとして、17 件の研究課題が計画

された。これらの課題に対応して研究グループが 4 つ組織され、課題間の連携は

グループ組織を通じて実施する計画となっている。これらは、複数の大学が取り

組む国際共同研究にあっては有効な研究体制といえる。  

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因  

（１）計画内容に関すること  

特になし。  

 

（２）実施プロセスに関すること  

プロジェクト活動遅延の要因：調査機材の発注が遅れ 2010 年 9 月の初回の合同

調査に間に合わず、特に活動 1-1 や活動 1-6 など地球化学グループの観測調査に影

響があった。フィリピンでの輸出手続きに不足があり生体試料の持ち出しが困難

な期間がプロジェクト前半期間に生じた。また、2011 年の東日本大震災のため東

京大学大気海洋研究所の同位体比質量計測器（IRMS）が損傷し室内分析に相当な

遅れが生じた。以上は全体工程の遅れとなって現れた。  
C/P 予算の措置：C/P 予算の措置が間に合わなかったことなどにより、プロジェ

クトの前半期間では、JICA 負担部分が多くなった。2013 年 1 月からは、Bolinao
と Puerto Galera のサイト活動に対して C/P 予算の配布を得る見込みであるが、他

のサイトについては予算措置の見込みはまだ立っていない。  
 

３－５ 結論  

 成果１（科学的・社会経済的な知識基盤の強化）は、初年度の機材調達の遅れ

等の挽回を図り、個別研究課題ごとに進捗しつつある。ただし、社会経済分野

の専門人材はプロジェクト中間時点においても未投入であり、至急の対応が必

要である。  
 
 成果２（成果１の実施・波及）が企図する社会実装ツールの「実施」（仮り組

みしたシステムの現地テスト実証・検証などのパイロット活動）及び「ガイド

ライン作成」活動は未着手である。これらを早期に着手して活発化させ、プロ

ジェクト後半に十分な実証・検証・改良期間を確保する必要がある。社会実装

ツールのうち、特に、IDSS は、その詳細がフィリピン側主要研究者の間でも

十分に共有されていないため、今後具体的な措置を取る必要がある。  
 
 成果３（キャパシティー・デベロップメント）は、若手研究者の育成を精力的
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に進めるなど良好である。  

 

３-６ 提言  

（１）Plan of Operation の改訂提案  

プロジェクトの各「活動」項目に対して工程管理指標を導入し、現況及び今後

の活動計画を反映した PO へ改訂することを提言した。  

 

（２）統合的意思決定支援システム（IDSS）の詳細の明示  

IDSS は、プロジェクトの最終成果物として主要な社会実装ツールであるが、

IDSS の方向性や内容についてはフィリピン側の主要な関係者へのインタビューを

通じてもさまざまであり、その詳細について共通共認識が醸成されていない。IDSS

の要求仕様、基本設計、開発スケジュールとベンチマーク、検証方法論をプロジ

ェクトのメンバー間、受益者、JICA、JST と共有すべきである旨を提言した。  

 

（３）CCMS の構築・作業状況の確認と今後の活動（モニタリング）計画策定  

現在の CCMS は多数・高額の機材投入の下に成り立っており、プロジェクト終

了後に当該サイト以外に普及するためには、地方自治体等の行政機関や地元コミ

ュニティが活用できるよう、地域の問題構造に合わせた廉価でかつより簡素化し

たシステムを提案することが必要である点提言した。  

 

（４）社会経済分野の人材の参加  

社会経済分野の専門家を日比双方で早急に確保し研究活動に参画させることを

プロジェクトへ求めた。  

 

（５）プロジェクトサイトの追加  

Boracay（ボラカイ島）を追加サイトとする提案があったことに関し、地元のニ

ーズの高さ（国際観光地として経済的に重要でありながら、サンゴ礁の衰退及び

沿岸の浸食が進んでいること）及び地元地方自治体が宿泊施設の提供等を行い追

加費用が最低限に抑えられること、研究テーマが砂浜浸食に限定されており人的

投入が少なくて済むことを勘案し、追加サイトとして認めることとした。ただし、

限られた残り期間と全体予算の中で、研究計画総体としての適正な資源配分が前

提である。  

 

（６）関係者間の情報共有と情報発信  

本プロジェクトでは、年に数回の集中調査（9 月頃、3 月頃）と日本国内での全

体会合及び JICA/JST に提出する報告書の作成等を通じ、プロジェクト状況の共有

を行ってきたが、プロジェクトの後半以降は、より積極的にプロジェクトに関す

る情報を対外的に発信していくことが求められる。プロジェクトが目指す成果と

社会実装を、より一般向な表現や分かり易い図表を用いて、政府関係者や地域住

民に的確に伝える必要があると提言した。  
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（７）人材育成の効果  

本プロジェクトでは若い研究者が関わっており、日本での研修も行うなど、若

手人材の育成を意識した活動を実施してきた。若手人材の育成は、プロジェクト

終了後の活動の持続性にも大きく影響するものである。フィリピン側の C/P から

は、プロジェクトサイトでの共同研究に加えて、日本での研究（研修）を組み合

わせることにより、特に若手人材の育成効果が高いと評価された。日本側の研究

者からも、フィリピンにおける研究を行うことを通じて人材育成につながってい

るとの評価がなされた。  

 

３－７ 教訓  

本プロジェクトの教訓として、二国間試料移転は研究機関間の合意だけでなく、

ホスト国政府の許認可手続きを事前確認し遵守することが不可欠である。  

 

３－８ フォローアップ状況  

該当無し。  




