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終了時評価調査結果要約表 
 

1. 案件の概要 
国名：ブラジル 案件名：ジャラポン地域生態系コリドープロジェクト

分野：自然環境保全・生物多様性保全 協力形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：JICA ブラジル事務所 協力金額（評価時点）：3.5 億円（見込額。評価時にお

ける計画額も含む。）

協力期間：2010 年 4 月～2013 年 4 月 先方実施機関：シコメンデス生物多様性保全院

（ICMBio） 日本側協力機関： 
1-1 協力の背景と概要 
「セラード」と呼ばれるブラジル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一つと言われている。同地域

に位置するジャラポン地域は、アマゾンの熱帯林、カアチンガと呼ばれる半乾燥地域の有棘潅木疎林に代表

される生態系とセラードとの移行地帯にあり、多様性に富む生態系が広がっている。 
しかしながら、同地域の周辺では農業開発、放牧等が進んでおり、ブラジル国政府は、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（EESGT）、パルナイバ河上流域国立公園（PNNRP）
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ア州政府も、同地域に合計 4
つの州立自然保護区1を設置している。 
これらの保護区の生態系保全機能を高めていくためには、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。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連邦政府の自然保護区管理行政の所掌機関であるシコ

メンデス生物多様性保全院（ICMBio）は、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、ブラジル国政府は、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

関係者の協調の下に保全していく体制を構築するため、本プロジェクトによる支援を我が国に要請してきた。

これを受けて JICA は、2008 年 11 月に詳細計画策定調査団を派遣し、ブラジル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）が署名した。そ

の後、プロジェクトは、2010 年 4 月から 3 年間の予定で開始された。 

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 
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 

（日本側）専門家派遣：2010 年 4 月～2013 年 4 月で計 7 名 52M/M（評価実施時点以降の計画日数を含む）

本邦研修：2011 年 6 月に 3 名（2012 年 11 月にさらに 3 名を予定） 
資機材供与：GIS データサーバー、GIS ソフト、リモートセンシングソフト、車両 2 台等 
現地業務費：3 年間 7,719 万円（2012 年度は計画値。内訳は、現地スタッフ・現地コンサルタン

ト雇用、配布物・資料の作成、会議・ワークショップの開催、消耗品など） 
（ブラジル側）カウンターパート：ICMBio ブラジリア本部（プロジェクトディレクター、プロジェクトマ

ネジャー他 2 名）、EESGT 事務所（4 名）、および PNNRP 事務所（2 名）の計 10
名。この他、州カウンターパート2として、トカンチンス州環境・持続的開発局

                                                        
1 ジャラポン環境保護区、ジャラポン州立公園、リオ・プレト環境保護区、およびリオ・プレト生態系ステーショ

ン 
2  R/D 上は ICMBio の職員だけがカウンターパートとされているが、トカンチンス州関係機関の職員はプロジェク
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（SEMADES）、環境公社（NATURATINS）、計画・公営部門近代化局（SEPLAN）

の職員がプロジェクトに参加。 
活動費：ICMBio の支出は、3 年間 272 万レアル（2012 年度は計画値。内訳は、車両の燃料費・

メンテナンス費、雇用費、旅費、消耗品など） 
(5) 対象地域 
   ブラジル国ジャラポン地域（EESGT と PNNRP の間の地域） 
2. レビュー調査団の概要 
調査団構成 1. 佐藤一朗（日本側団長）JICA ブラジル事務所次長 

2. 駒沢カズアキ（協力企画）JICA ブラジル事務所所員 
3. 奥田浩之（評価分析）合同会社適材適所 
4. 前田イウゼ（通訳） 
5. Mr. Fernando Antonio Rodrigues Lima（プロジェクト評価）環境省（MMA）自然保護区局 
6. Mr. Frederico Dimas de Paiva（プロジェクト評価）ブラジル国際協力庁（ABC）2 国間協力調

整プロジェクト分析官 
調査期間 2012 年 10 月 14 日～2012 年 11 月 3 日 調査種類：終了時評価 

3. 進捗の確認 
3-1 プロジェクトの進捗と実績 

(1) 成果 1：達成（4 つの指標が設定されており、プロジェクトは既にこれら 4 指標を達成している） 
・ ジャラポン地域の Web-GIS システムは、当初は ICMBio に設置されたが、2012 年 6 月にトカンチンス州

SEPLAN のネットワークに移転された。現在 SEPLAN のホームページが、この Web-GIS システムへのポ

ータルとなるよう変更が進められている。(指標 1.1 に対応)  
http://corredorjalapao.seplan.to.gov.br/jalapao/  

・ プロジェクトのホームページが ICMBio ホームページ内に構築され、情報の追加やニュースリリース、ダ

ウンロードのための出版物・地図の追加により、定期的に更新されている。(指標 1.2 に対応)   
 http://www.icmbio.gov.br/projetojalapao/ 

・ プロジェクトのパンフレット、ジャラポン地域アトラス、対象市で利用するためのプロジェクト紹介バナ

ー、環境パネル、環境教育のための読本、環境教育ビデオなど、様々な種類・形式の情報資料、啓発資料

が作成、配布された。(指標 1.3 及び指標 1.4 に対応)     
 
(2) 成果 2：達成（2 つの指標が設定されており、プロジェクトは既にこれら 2 指標を達成している） 
・ ジャラポン生態系コリドーの導入と実施に関する協力協定書 No.06/2011 の署名が、ICMBio 総裁、MMA

局長、SEMADES 局長、NATURATINS 総裁、SEPLAN 局長、トカンチンス州知事より、2011 年 9 月 29 日

に行われた。(指標 2.1 に対応) 
・ 協力協定書に基づき、2011 年 11 月以降 2012 年 8 月までの間に、関係機関の調整委員会が定期的に 4 回開

催された。(指標 2.2 に対応) 
 
・ 以上に加えて、プロジェクトは、「ジャラポン・モザイク3」の設置を進めている。2012 年 8 月までに、モ

ザイクを構成する連邦・州・市の計 9 つの保護区の管理者によりジャラポン・モザイクへの参加確認書の

署名がなされ、さらに「ジャラポン・モザイク」設立に向けた提案書が作成され、2012 年 9 月に MMA に

提出された。現在、MMA において、省令によるモザイクの認知に向けた検討が進められている。 
 
(3) 成果 3：ほぼ達成（2 つの指標が設定されており、プロジェクトは既にこれら 2 指標を達成している） 
・ GPS/GIS、民有地自然保護区（RPPN）、森林火災の予防と管理、参加型生物多様性保全、自然遺跡（MONA）

等の分野において、カウンターパートに対する研修が終了時評価の時点までで合計 20 回（本邦研修の 1
回も含む）開催されている。(指標 3.1 に対応) 

・ 一般公開のセミナーがこれまで 4 回開催された。 (指標 3.2 に対応) 
 

                                                                                                                                                                                                            
トを実施していく上で重要な役割を果たしていることから「州カウンターパート」と位置付けられるようになった。 
3 プロジェクトを実施していく中で「生態系コリドー」及び「モザイク」の概念と定義がプロジェクト関係者の間

で次第に明確になり、PDM 中の「JREC」の語句については、参加型で統合的な保護区管理メカニズムである「ジ

ャラポン・モザイク」と同義であるとの認識が形成された。従って、終了時評価報告書では、JREC と同じ意味で

「ジャラポン・モザイク」を使用している。 
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(4) 成果 4：達成（2つの指標が設定されており、プロジェクトはこれら 2指標を既に達成している） 

・ ポンテ・アルタ市、リオ・ダ・コンセイソン市、・リックス市、マテイロス市の対象 4 市において、市環

境・観光審議会に関する制度がプロジェクトの支援により整えられ、2012 年 7 月までに 4 市において市

環境・観光審議会が活動を開始した。(指標 4.2 に対応) 
・ 市環境・観光審議会に対し、活動計画・実施能力、組織運営管理能力、ICMS Ecologico4（環境保全交付

金）の適正利用のための研修が実施された。また、環境教育に関する教員研修（ASAS）がルーテル大学

パルマス分校と連携して実施された。(指標 4.1 に対応) 
・ 成果 4 については 2 つの指標が設定されており、プロジェクトはこれら 2 指標を既に達成している。    
・ 環境保全交付金の適正利用に関する合意書が、4 市の環境・観光審議会と市長の間で 2012 年 10 月に署名

され、これによって環境保全交付金の一定割合が環境・観光審議会の活動に使えることとなった。 
・ サン・フェリックス市では、2012 年 7 月に市環境保護区システム法（SMUC）に基づくソノ川沿いの市

立自然遺跡（MONA）のための市条例が成立し、トカンチンス州で初めての市立保護区が設立された。 
・ ICMBio の省令に基づき、2012 年 4 月に、EESGT 審議会が正式に登録（承認）された。 
  
(5) 成果 5：ほぼ達成（1 つの指標が設定されており、プロジェクトはその指標をほぼ達成した） 
・ 「ジャラポン・モザイク」戦略計画5は、協力終了までに完成する予定である。(指標 5.1 に対応) 
 
 

3-2 プロジェクト目標の達成見込み 
ほぼ達成：2 つの指標が設定されており、プロジェクトは指標 1 にいてはほぼ達成、指標 2 については達成し

ている。 

・ 「ジャラポン・モザイク」戦略計画については、関係者の参加と合意を得ながら進められ、プロジェクト

期間中に完成する予定である。 (プロジェクト目標の指標 1 に対応) 
 
・ 本プロジェクトの目標としているジャラポン地域で生態系保全を実施するための「体制」とは、1）連邦・

州の関係機関が組織的な連携を促進するための枠組み、2) 連邦・州の関係機関が連携して保全に取り組む

ための指針、3) ジャラポン地域の多様なアクターが保全に参加するための基盤、とプロジェクトにより定

義されている。これら体制を構成する要素については、プロジェクトにより各成果として実現されてきて

いる。従って、ジャラポン地域で生物多様性保全を促進するためのメカニズムは構築されているといえる。

(プロジェクト目標の指標 2 に対応)  
 
 

3-3 上位目標に向けた進捗度 

・「ジャラポン・モザイク」が正式に登録され、モザイク審議会の設立と戦略計画の承認が行われれば、戦略

計画の実施が始まることになる。（上位目標の指標に対応）   
・ プロジェクトにより構築された生物多様性保全メカニズムは、上位目標となっているジャラポン地域の生

態系保全の促進に役立つことが期待される。 
 

4. 5 項目評価の概要 

4-1 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 

1) MMA 及び ICMBio にとって、セラード、特にジャラポン地域の保全に関する政策的重要性は、プロジェク

ト開始当初から変わっていない。ジャラポン地域は ICMBio と MMA にとって優先度の高い保全地域のひと

つであり、プロジェクトはこうした関連政策に合致している。 
2) ICMBio 及びジャラポン地域の関係機関は、ジャラポン地域内の全ての保護区の取組みを調整し効果的な生

態系保全につながるメカニズム構築の必要性を認識している。また対象 4 市は、観光促進のためにも自然保

護に積極的であり、プロジェクトはこうした連邦、州、市の各レベル関係機関の開発ニーズを満たしている。

3) 日本のブラジルに対する ODA 事業展開計画（2011 年 6 月付け）は、環境保全を重点分野の１つとしてい

                                                        
4 ICMS Ecologico は、市による保護区の保全管理を促すためのインセンティブ付与の仕組みである。その財源は、

州税である ICMS（商品・サービス流通税）である。. 
5 「戦略計画」は、SNUC に関する省令第 4340 号（2002 年 8 月 22 日）第 3 章で定義される、保護区「モザイク」

管理の調和・統合・最適化のための指針と活動を定めるものである。 
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る。ODA 事業展開計画の中では、本プロジェクトは環境保全重点分野のなかの気候変動プログラムに位置

づけられている。このように、本プロジェクトは日本のブラジルに対する ODA 政策とも整合している。 

4-2 有効性 

プロジェクトの有効性は高い。 

1) プロジェクトは、上記「3.1 プロジェクトの進捗と実績」で確認したように、すでに成果のほとんどを達

成している。プロジェクトはこれら成果を達成することで、プロジェクト目標を達成できるよう効果的に組

み立てられている。プロジェクト目標指標 2（ジャラポン地域生物多様性保全メカニズムの構築）について

は、既に指標を達成している。 
2) 一方、プロジェクト目標指標 1（ジャラポン・モザイク戦略計画の関係機関による同意）については、ジ

ャラポン・モザイクは、MMA により正式に認知される見通しである。 
3) 以上のことから、プロジェクトは、予定の終了期間までにプロジェクト目標を達成するものと考えられる。

プロジェクトの事業効果については、ICMBio が、ジャラポン地域の生態系保全に向けた管理体制にとって

非常に価値があることを強調している。 

4-3 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。 
1) プロジェクト開始時の PDM は、その後 2011 年 5 月 5 日に改訂された。プロジェクトの活動は、改訂後

の PDM と PO にそって実施され、プロジェクトの実施について目立った遅れはなかった。PDM について

は十分にカウンターパートに理解されている。 
2) 日本側の投入（専門家の派遣、機材供与、本邦研修）はプロジェクト活動に効果的に利用され、ブラジル

側からは高い評価の声がきかれた。日本人専門家はポルトガル語を話すことで、プロジェクト関係者とのよ

り良いコミュニケーションを実現しており、プロジェクト実施の高い効率性に寄与している。 
3) 定期的、日常的な日本人専門家とカウンターパートとの間のコミュニケーションは極めて良好である。こ

れまで JCC は 4 回開催され、この他に定期的なカウンターパート会議が計 10 回開催されている。 

4-4 インパクト 

プロジェクトのインパクトは高い。 
1) プロジェクトにより構築された「ジャラポン・モザイク」を含む生態系保全メカニズムが持続し発展して

いくことがで、ジャラポン地域の生態系保全が促進（上位目標）されることが広くプロジェクト関係者から

言及されている。プロジェクト終了後 5 年で上位目標が達成される可能性は十分ある。 
2) その一方で、2013 年 4 月までの残り期間で、ジャラポン・モザイク審議会のメンバーが戦略計画を遂行し、

活動を実施していけるようになる能力強化をプロジェクトとして行うことは難しい。ジャラポン・モザイク

としてある程度の期間活動することで、構築されたメカニズムと戦略計画の改善に向けたフィードバックが

出てくることも考えられる。 
3) PDM 内の活動以外でも、プロジェクトの実施に伴う幾つかのインパクトが見られる。例えば、EESGT とル

ーテル大学パルマス校の間で ASAS を推進していくための協力協定書が 2011 年 4 月 11 日に署名された。協

定書に基づくパルマス校からの投入は、ASAS の活動実施にとって大きな支援となっている。 
4) プロジェクトのいくつかの成果・活動の持続性確保に向けて、ICMBio はドイツ国際協力庁の支援による「セ

ラードにおける森林火災および不法伐採の防止・管理・モニタリング」プロジェクト（2012 年～2015 年）

の技術協力を活用していくことを既に決定している。 
5) MMA は、生物多様性保全に向けて「モザイク」を積極的に進めたい考えであり、「ジャラポン・モザイク」

を「モザイク」システムの優良事例として、既存の他の 13 のモザイク、および今後設立される新たなモザ

イクへ適用していくことを見込んでいる。 

4-5 自立発展性 

プロジェクトの自立発展性の見込みは、中程度である。 

1) 制度的な観点からは、プロジェクトの持続性の見込みは高い。プロジェクトにより構築された保全メカニ

ズムは、法律および関係機関の間の合意文書など、法制度の整備を伴っている。対象 4 市における ICMS 
Ecologico の使途に関する合意文書の署名は、市環境・観光審議会の活動活発化への大きなインセンティブ

である。さらに、プロジェクト終了時までに期待される「ジャラポン・モザイク」の正式登録は、プロジェ

クト効果の持続性に向けた最も大きな成果である。 
2) 戦略計画に基づく「ジャラポン・モザイク」の技術的な管理能力の強化（成果 2 および成果 5）について

は、今後の持続性の担保のためには、研修の実施や審議会メンバーが実際の運営経験を積んでいくなど、も

う少しプロジェクトとして時間をかけることが必要である。また対象 4 市の環境・観光審議会についても、

今後の持続性を担保のため、もう少し時間をかけて実際の運営経験を積んでいく間、プロジェクトとしての

モニタリングが必要と考えられる。 
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3) 人材的な観点からは、今後の連邦・州政府および市の職員の人事異動への懸念はあるが、プロジェクトは

こうした懸念に対して、技術マニュアル、研修テキスト、引継文書などを準備することで、部分的に対応す

ることは可能である。 
4) 財政的な観点からの持続可能性の確保は大きな課題である。ジャラポン・モザイクは、市職員、市民社会・

NGO そして民間企業からの代表も参加することになるが、こうしたメンバーの審議会出席のための旅費に

ついては、必ずしも政府予算でカバーされるわけではない。こうしたことから、「ジャラポン・モザイク」

の運営経費を抑えるとともに、維持管理と活動実施に適した財務計画を作成することが重要である。 

4-6 プロジェクトの効果発現を促進・阻害した主な要因 

(1) 促進要因 
日本人専門家は、頻繁にパルマスを訪問することで、ICMBio と州政府カウンターパートの間の調整・協

働を担保してきた。パルマスに支部を持たない ICMBio にとって、このことはプロジェクトの円滑な実施に

とって大きな促進要因となったことの言及があった。 
(2) 阻害要因 
 対象 4 市では、2012 年の市長選の実施に伴い環境・観光審議会のメンバーや市環境担当部局の人事異動

があり、それまでに実施してきた関係者に対する研修等を再度実施する必要が生じた。このように活動の継

続性が一時的に失われたことが阻害要因として指摘された。 

5. 評価結果の要約 
5-1 結論 

ジャラポン地域の生態系保全は、MMA および ICMBio の政策と合致しており、その生物多様性ホットス

ポットとしての国際的重要性からも、プロジェクトの妥当性は高い。プロジェクトは効果的に組み立てられ

ており、プロジェクト期間中のプロジェクト目標達成も見込めることから、プロジェクトの有効性は高い。

日本人専門家とブラジル側カウンターパートの双方の努力と、関係機関の間の効果的で円滑なコミュニケー

ションにより、プロジェクトは効率的に実施されている。プロジェクトの終了後に上位目標が達成される見

込みは十分あり、その他にもプロジェクト実施に関連する幾つかの活動も起こってきていることから、プロ

ジェクトのインパクトは高い。持続可能性の現時点での見込みは中程度であり、これは技術的・人材的・財

務的な観点からは若干の懸念が見られるためであり、下記の通りプロジェクト延長を提言する。      
 

5-2  提言 

1) プロジェクト協力期間の延長 
プロジェクトは予定終了期間内にプロジェクト目標の達成は確認できるものの、「インパクト」および「持

続可能性」における評価結果を踏まえて、プロジェクトは今後次の努力を行っていく必要がある。 (1) 上
位目標の達成に向けて、「ジャラポン・モザイク」審議会メンバーの能力強化と戦略計画の優先分野の実施

支援により、バイア州での新たな保護区設置のための地域交渉を含む「ジャラポン・モザイク」の制度的な

能力を確かなものにすること、 (2) 「ジャラポン・モザイク」審議会および市環境・観光審議会の能力強

化を進め、プロジェクトの持続性を向上させること。こうした課題を踏まえて、調査団はプロジェクトのイ

ンパクトと持続性を向上させることを目的とするプロジェクト期間の延長を提言する。 
2) 「ジャラポン・モザイク」立ち上げにおける ICMBio のリーダーシップ 

プロジェクト期間の延長の有無に関わらず、「ジャラポン・モザイク」の正式発足後は、ICMBio は「ジ

ャラポン・モザイク」に係る活動実施の調整に関するリーダーシップをとること。特に、ジャラポン地域の

対象 4 市は生態系保全活動を今後実施していくための支援を必要としていることから、ICMBio はこのよう

な市に「ジャラポン・モザイク」のメカニズムを通して求められる支援を提供していくことを調査団は提言

する。 

 

5-3 教訓 

1) プロジェクトの活動は、カウンターパートの組織内における役割・責任と良く合致していたことから、プ

ロジェクト活動を通常業務の一部として取り組むことが出来た、と連邦・州のカウンターパートより言及が

あった。カウンターパートの本来業務とプロジェクト活動との一致は、本プロジェクトの高い有効性・効率

性に貢献している。 
2) 改訂 PDM は、3 年の協力期間を見据えて実現可能で現実的な目標・成果・対象市の数を設定し、効果的

なプロジェクトの実施につながった。プロジェクトが成功するためには、地域の現状を踏まえた現実的な

PDM を準備することが重要である。 

3) プロジェクトは、これまで柔軟かつタイムリーに管理（例えば、PDM 改訂、活動スケジュールの変更、

迅速な意思決定など） されてきている。これについては、プロジェクト・マネジャーに意思決定の権限が
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あったこと、フィールドや関係機関の事情を良く知っている JICA 在外事務所の主管により実施したことが

大きい。 

4) プロジェクトは、地方のパートナーや利害関係者との対話に多くの時間と努力を注ぐことで、円滑なプロ

ジェクト実施を実現している。こうした対話努力がプロジェクトの計画段階からなされていれば、プロジェ

クトは一層効率的に実施できた可能性もある。 

 

                                    


