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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 案件名：アマゾンの森林における炭素動態の広域評価

分野：森林・自然環境保全 援助形態：地球規模課題対応国際科学技術協力

所轄部署：地球環境部森林・自然環境保全

第二課

協力金額（評価時点）：

219,417 千円（2012 年 8 月末時点） 

協力期間

（R/D）：2010 年 2 月 5 日 先方関係機関：国立アマゾン研究所（INPA）、国立宇

宙研究所（INPE） 
（延長）： 日本側協力機関：森林総合研究所、東京大学

（F/U）： 他の関連協力：

（E/N）（無償）

１－１ 協力の背景と概要

昨今、わが国の科学技術を活用した地球規模課題に関する国際協力への期待が高まるとともに、国内で

も科学技術に関する外交の強化や科学技術協力における政府開発援助（ODA）活用の必要性・重要性がう

たわれてきた。このような状況を受けて、2008 年度より「地球規模課題対応科学技術協力（SATREPS）」
事業が新設された。本事業は、環境・エネルギー、防災及び感染症をはじめとする地球規模課題に対し、

わが国の科学技術力を活用し、開発途上国と共同で技術の開発・応用や新しい知見の獲得を通じて、わが

国の科学技術力向上とともに、途上国側の研究能力向上を図ることを目的としている。また、本事業は、

文部科学省、独立行政法人科学技術振興機構（JST）、外務省、国際協力機構（JICA）の 4 機関が連携する

ものであり、国内での研究支援は JSTが行い、開発途上国に対する支援は JICAにより行うこととなってい

る。 
2007年12月に開催された第13回気候変動枠組み条約締約国会議（UNFCCC-COP13）において、世界自

然保護基金（WWF）より、アマゾンで現状のまま森林破壊が進行すると2030年までに 大60%が消失し、

2030年までに大気中に排出されるCO2の排出量が555億 tから969億 tに増加するおそれがあるとの警告が

発せられるなど、世界 大の森林地域であるアマゾンにおけるCO2排出の抑制については気候変動対策の

観点から世界的な注目を集めている。 
またCOP13においてはポスト京都議定書の議論が始まり「開発途上国における森林減少・劣化に由来す

る排出の削減（REDD）」が主要議題となったが、ブラジル連邦共和国（以下、「ブラジル」と記す）をはじ

め熱帯林を有する途上国はREDDの重要性を深く認識し、現在REDD+の自国での適用に高い関心を示して

いる状況にある。しかしながらREDD+のスキームを実現するためには、森林減少・劣化の防止によって得

られるCO2排出削減量を定量的に評価する必要があり、広域を対象とした森林のCO2吸収量（炭素固定量）

及び減少・劣化に伴う排出量を算定するための信頼性の高いモニタリング技術の開発が必要とされている。

わが国は、プロジェクト方式技術協力「ブラジル・アマゾン森林研究計画フェーズＩ（1995年6月～1998
年 9 月）」及び「ブラジル・アマゾン森林研究計画フェーズⅡ（1998 年 10 月～2003 年 9 月）」において、

アマゾン地域の林学・生態学分野の研究を担う国立アマゾン研究所（INPA）に対する技術移転を行ってお

り、アマゾン地域の森林モニタリングについては両国の共同研究の体制が整備されている。上記プロジェ

クトの成果を踏まえ、わが国研究機関が INPAと共同して更なるフィールドでの調査により性質の異なる林

分毎の炭素動態を解明するとともに、高度なリモートセンシング技術を有するブラジル国立宇宙研究所

（INPE）と共同で炭素動態を、レーダリモートセンシング手法を用いて広域衛星データへスケールアップ

する技術を開発することにより、広域な森林の炭素動態の評価技術の開発が期待できる状況にある。 
かかる状況のもとSATREPS事業として、共同研究による広域な森林の炭素動態の評価技術の開発を目的

とした本案件がブラジル国政府から正式に要請された。 
これを受け、2009 年 8 月に詳細計画策定調査団の派遣によりブラジル側と具体的な協力内容を検討し、

この結果を踏まえ 2010 年 2 月 5 日に討議議事録（R/D）を締結し本プロジェクトの実施について日本側、

ブラジル側の双方で合意した。 

１－２ 協力内容

(1) プロジェクト目標：ブラジル・アマゾンの森林の炭素動態の広域評価技術が開発される。

(2) アウトプット

① 中央アマゾンの炭素蓄積量の動態を把握するための、継続的な森林インベントリー
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（CFI）システムが構築される。 
② 中央アマゾンの原生林及び択伐林において、林分タイプと炭素蓄積量の動態の関係が明

らかになる。

③ CFI システムや、リモートセンシング技術と衛星画像を利用して、ブラジル・アマゾン

の炭素蓄積量の動態を表すマップが作成される。

④ アウトプット 1 から 3 で開発された技術及び得られた情報が REDD+や環境保全を含む

気候変動問題関連の諸機関に共有される。

（4）投入（評価時点） 
相手国側：

プ ロ ジ ェ ク

ト・スタッフ

管理スタッフ： 3 名 
技術スタッフ：21 名 

ローカル・コスト 水道光熱費、通信

費が負担された

日本側：

専門家 短期専門家：12 名 機材供与: 2,500 万円 

研修員受入 6 名 在外事業強化費: 1 億 500 万円 

２. 評価調査団の概要

調査者 （担当分野、氏名、職位）

分野 氏名 職位

総括 高田 宏仁 JICA 地球環境部 森林・自然環境

保全第二課長

協力企画 関口 卓哉 JICA 地球環境部 森林・自然環境

保全第二課

評価分析 広内 靖世 ㈱国際開発アソシエイツ パーマネ

ント・エキスパート

調査期間 2012 年 8 月 4 日〜2012 年 8 月 26 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

３－１－１ アウトプットの実績

（1）アウトプット 1：中央アマゾンの 2 カ所の新規サイトにおいて合計 250 カ所の CFI プ
ロットが新たに設置された。中央アマゾンの 6 カ所の既存サイト（603 プロット）及び 2 カ

所の新規サイト（205 カ所）において気候変動に関する政府間パネル（IPCC）ガイドライン

（2006 年）に基づき、森林インベントリー・データが収集された。ブラジル・アマゾンの

4 カ所の共通アロメトリ式モデルの仮説検証は進行中であり、科学論文が 2014 年 3 月まで

に提出される見込みである。2010 年から 2011 年の収集データはプロトタイプの地理情報シ

ステム（GIS）データベースに整理されており、2012 年の収集データは 2013 年 3 月までに

整理される予定である。プロジェクトで収集された新規データ及びプロジェクト開始前に

収集された既存データは、すべて、2013 年 3 月までに GIS データベース化される見込みで

ある。INPA のスペシャリストと日本人専門家の共著による 3 本の科学論文が国際ジャーナ

ルに提出された。

アウトプット 1 は半ば達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。

（2）アウトプット 2: 中央アマゾンの原生林及び択伐林の 2010 年及び 2011 年の炭素蓄積は

既に推定されている。2012 年の炭素蓄積は推定中であり、2012 年末までに完了する見込み

である。また、蓄積変化の推定は 2013 年半ばまでに完了する見込みである。INPA のスペ

シャリストと日本人専門家の共著による 2 本の科学論文が国際ジャーナルに提出された。

そのうち 1 本は印刷中である。 
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 アウトプット 2 は半ば達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。

 
（3）アウトプット 3: 森林立地環境区分図のプロトタイプが作成され、2012 年末には 終

版が完成する見込みである。航空機 LiDAR データを含むリモートセンシングデータを用い

た森林インベントリー調査データのアップスケーリングは、航空機 LiDAR 観測許可取得の

遅れにより、計画より遅れている。アップスケーリングは 2014 年 3 月までに完了する見込

みだが、当初計画どおり航空機 LiDAR 観測が行えた場合に比べて精密度は低くなる。ブラ

ジル・アマゾン全域の森林炭素蓄積マップは作成中であり、2014 年 3 月までには、2000 年、

2005 年、及び 2010 年のマップが作成され、カテゴリーごとに不確実性精度が推定される予

定である。炭素動態マップ（2000 年～2005 年、2005 年～2010 年）の作成は開始されたば

かりであり、2014 年 3 月までに完了する予定である。ただし、炭素蓄積マップ及び動態マ

ップの不確実性精度は、航空機 LiDAR 観測が当初計画どおり行うことができた場合に比べ

て、低くなる。 
 
 アウトプット 3 は部分的に達成されており、プロジェクト終了までに達成されると見込ま

れる。ただし、その達成度は、当初計画どおり航空機 LiDAR 観測データが入手できた場合

に比べて低くなる。 
 
（4）アウトプット 4: 2011 年 11 月に関連機関を招いたワークショップがマナウスで開催さ

れた。今後、プロジェクト終了までに、ワークショップ/セミナーが 3 回予定されている。

また、2014 年 3 月までには、INPA の森林インベントリーデータベース及びプロジェクト作

成のリモートセンシングデータへのフリー・アクセスがウェブ上で可能になる予定である。
  
 アウトプット 4 は部分的に達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みで

ある。 
 
３－１－２ プロジェクト目標の実績 

  関連データは入手できなかった。 
 
３－２ 評価結果の要約 
３－２－１ 妥当性 

プロジェクトは現在でも妥当であるといえる。 
 

プロジェクト目標は現在でもブラジル国のニーズに合致しており、ターゲット・グループ

/実施機関である INPA 及び INPE の組織ニーズと一致している。またブラジルの国家開発計

画及び日本の ODA 政策とも整合性がある。日本の技術優位性も確認された。 
 
３－２－２ 有効性（予測） 

プロジェクトの有効性は確保されると見込まれる。 
 

プロジェクト目標は、アウトプットの達成状況から判断すると、ブラジル側・日本側の継

続的努力によりプロジェクト終了までには達成される見込みである。すべてのアウトプット

は、程度の差はあるが、プロジェクト目標の達成に貢献すると思われる。 
 
３－２－３ 効率性 

プロジェクはおおむね効率的に実施されている。 
 

指標及び活動の進捗から判断すると、アウトプットの産出状況はおおむね計画どおりであ

る。アウトプット 1、2 及び 4 はプロジェクト終了までに十分産出される見込みである。ア

ウトプット 3 もプロジェクト終了までに産出される見込みだが、その産出レベルは、航空機

LiDAR データが当初計画どおりに得られた場合に比べて低くなるだろう。投入は、タイミ
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ング、質、量の面で、おおむね適切であり、アウトプットの産出に貢献している。

３－２－４ インパクト

さまざまな正のインパクトが既に発現しており、今後も発現が期待される。負のインパク

トは確認されておらず、予測されない。

正のインパクトとしては、例えば、プロジェクトで開発した手法・ソフトウェアを活用す

るのに必要な知識・スキルが INPA のスペシャリストに対して移転されつつあり、彼等は、

プロジェクトで得た知識・スキルを利用して、2011 年及び 2012 年 7 月に開催された INPA
の森林管理コースにおいて、講義を行った。世界で初めて、リオ・ネグロ上流域において地

上部と地下部のバイオマス調査が IPCC ガイドライン（2006 年）に沿って行われ、炭素量を

推定するアロメトリ式が作成され、精度が推定された。プロジェクトで開発した GPU によ

る汎用計算（GPGPU）1による時系列画像データ処理ソフトウェアにより、従来の CPU 処理

に比べて、データ処理時間が約 26 倍高速化した。これにより、MODIS2データを含む高頻度

衛星データ処理時間の短縮が可能になった。

また、INPA の既存・新規の CFI プロットは、世界的にみても公表されたデータのない地

域に位置しているが、このデータ空白地域の森林インベントリーデータベースがプロジェク

トを通じて開発され、ウェブ上で公開される予定である。さらに、プロジェクトで開発した

フルウェーブ LiDAR シミュレーター、波形分類ソフト、ピーク解析ソフトは宇宙航空研究

開発機構（JAXA）の i-LOVE（国際宇宙ステーション日本実験棟/暴露部搭載・植生ライダ

ー）計画に直接適用可能であり、本プロジェクトの東京大学のチーム（リモートセンシング

分野の専門家）は既に i-LOVE 開発への協力を開始している。 

３－２－５ 持続性（見込み）

プロジェクトは、ポスト・プロジェクト戦略が明確になり、必要な予算が確保されれば、

持続可能になる。

制度・組織面：炭素動態の広域評価に関する政策・法的支援は継続するとみられる。INPE
のスペシャリストのほとんどが正規職員で雇用が安定しているのに対し、INPA のスペシャ

リストの大部分は正規職員ではない。彼らは今後も INPA と関わりたいと言っているが、プ

ロジェクト終了後、実際に INPA に留まるかどうかは不明確である。ポスト・プロジェクト

戦略（炭素動態の広域評価に係る INPA と INPE の連携を含む）も明らかではない。 

財政面：INPA の場合、これまで 8 サイトで実施された森林インベントリー調査のうち、

回を除いて、そのコストを日本側が負担している。プロジェクト終了後、森林インベントリ

ー調査を継続的に行うための予算が確保されるかどうか不透明である。

技術面：INPA 及び INPE のスペシャリストは既に高い研究能力を有している。プロジェクト

による技術移転を通じて、関連研究の継続に十分な技能・知識を備えることができる。 

これまでに INPA に移転された技術・手法及び成果品は現地の技術ニーズ・技術レベルに適

合したものである。ブラジル側の高い評価を考慮にいれると、移転技術/手法及び成果品は、

プロジェクト終了後も、継続的に活用されると見込まれる。また、技術/手法及び成果品は、

プロジェクトが主催した、あるいは関係者が参加したワークショップ/セミナーを通じて既

に普及が始まっている。さらにプロジェクト終了までには、森林インベントリーデータベー

スやリモートセンシングデータがウェブ上に公開されることになっており、普及は更に進む

と期待される。

1 General Purpose Graphic Processing Units、GPU を画像処理以外の用途に利用する概念、技術。 
2 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer。36 バンドの観測波長帯を持つ光学センサ。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因

３－３－１ 計画内容に関すること

特になし

３－３－２ 実施プロセスに関すること

ブラジル側スペシャリストの意欲と勤勉さが効果発現に貢献した。

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因

３－４－１ 計画内容に関すること

 本件のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）はプロジェクト管理のツール

としては十分に詳細ではない。例えば、一部の活動の表現があいまいであり、多くの指

標は、定義が不十分である。また、活動計画（PO）については、本件の R/D には添付

されていない。このことは、特に実施機関が複数にわたる本件において、プロジェクト

関係者が、プロジェクトの全体的な実施プロセスと各機関（特に INPE）の具体的役割、

活動の進捗状況、アウトプットやプロジェクト目標の正確な達成度について、明確かつ

共通の理解をもつことを困難にしてきた。

 航空機 LiDAR 観測には、プロジェクトの実施体制には含まれないブラジル国防衛省の

許可が必要だが、許可の要件・申請手続き・手続きに要する時間等の情報収集・検討が

十分ではなかった。さらに、両国政府の公式文書である R/D 付属のマスタープランや

PDM において、航空機 LiDAR 観測について具体的な言及がなかった。 

３－４－２ 実施プロセスに関すること

 航空機 LiDAR 観測許可取得が大幅に遅れているため、許可申請を進める一方で、カメ

ラとレーザー・ユニットを搭載した無人機（UAV）を利用して LiDAR 観測を行うこと

になった。UAV の導入に伴い、航空機 LiDAR 観測サイトは減るが、UAV 観測でカバ

ーできる地域や面積が航空機観測に比べて限定的である。また、時間的制約から経年変

化をとらえることも不可能になった。このため、LiDAR データを利用する炭素蓄積マ

ップ及び動態マップの推定精度は、当初計画通りの観測を行った場合に比べて低くなる

と見込まれる。

 航空機 LiDAR データをなんらかのかたちでプロジェクトが活用するには、遅くとも

2013 年 9 月までにデータを入手する必要がある。ところが、評価時点で、航空機 LiDAR
観測許可申請は INPA 内部で手続き中であり、いつ頃申請書が提出されるか、申請書提

出後、いつ頃許可がおりるかは明らかではない。また、2013 年 9 月までにデータを入

手するにはいつまでに許可を得る必要があるのか、逆にいつまでに許可を得なければ見

切りをつけるのかについても明確にされていない。許可を得られなかった場合の代替案

の検討はこれからである。

 プロジェクト管理が必ずしも十分ではなかった。例えば、合同調整委員会（JCC）は 1
度しか開かれていない。この間、航空機 LiDAR 観測許可取得の遅れという問題が顕在

化したが、中間レビューにあわせて開催された第 2 回会合まで対策が JCC で討議され

ることはなかった。また、INPE の役割の明確化についても見過ごされてきた。 

４．提言と教訓

４－１ 主な提言

a) CFI プロット調査地の拡大と既存の 2 サイトのおける再計測

i）より網羅的なインベントリーデータベースを整備するため新規インベントリープロット

（Purus）を設置・調査する、ならびに ii）炭素蓄積とその動態に関するより robust な推定の

ため、INPA が過去インベントリー調査を実施したプロット（Resex Baixo、Jurua、Maues）を

再計測することについて、プロジェクトより提案されている。本提案はプロジェクトの更な

る発展のため残り期間において実施することが望まれる。

b) 航空機 LiDAR、UAV による航空調査の実施
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現在実施に至っていない航空機 LiDAR 調査はリモートセンシングデータと地上調査デー

タの相関を明らかにし、炭素蓄積マップの不確実性を推定するうえで重要であるため、対策

を講じる必要がある。 
 

c) PO の作成 
   本プロジェクト前半においては必ずしも PO が有効に活用されておらず、ブラジル側実施

機関が複数機関にまたがるなかで、プロジェクト運営の弊害となっていた。かかることから、

PO・年間活動計画（APO）を整理し、INPA・INPE の役割分担や責任者の明確化・活動モニ

タリングに活用していくべきである。 
d) INPA、INPE の関係強化 

   本プロジェクトは INPA、INPE ならびに日本人専門家による実施を想定している。中間レ

ビュー時点までにおいては当初計画に基づき INPEが主に担当する活動は開始されていなか

ったが、残り期間では INPE による活動が本格化することから、INPA・INPE 間の更なる協

力を促進する必要がある。 
 

e) プロジェクト終了後の戦略の検討 
プロジェクト終了後、INPA と INPE は、プロジェクトによって確立された方法/技術を応

用して、調査を実施し、得られたデータを活用し続けていくことが期待される。さらに、

INPA、INPE は、構築したシステムを維持し、アップグレードする必要がある。このため、

INPA と INPE はプロジェクト終了後の戦略を検討することが望まれる。 
 
４－２ 教訓 

1）プロジェクト活動に関する法規制の確認の必要性 
本プロジェクトでは、外国機関が関与する航空調査に対する防衛省による承認プロセスが複

雑であるため、航空機 LiDAR 調査の着手が遅れており、他の活動にも影響を与えている。こ

うした現状を踏まえ、関係当局の承認を必要とする活動の場合は、関連手続きを調査し、適時

に他の方法を検討することが適当である。 
 
2）プロジェクト間の情報共有 

プロジェクトによって開発された、いくつかのソフトウェアやシステムは炭素動態の推定以

外の目的にも活用されている。このような事例はプロジェクト内外の専門家間の日常的な議論

により実現したものである。したがって、特に研究に必要な技術等について、プロジェクト内

外の専門家間での情報交換を促進することが有効であると考えられる。 
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