
終了時評価要約表

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

分野：自然環境保全 援助形態：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）：2.63 億円 

協力期間

（R/D）：2010 年 1 月 5 日 

～2014 年 1 月 4 日 

先方関係機関：ラムドン省人民委員会、ビズップ・ヌ

イバ国立公園管理事務所（BNBNPMB） 

（延長）： 日本側協力機関：環境省

（F/U）： 他の関連協力：

１－１ 協力の背景と概要

世界的にも生物多様性が豊かなベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）において、

自然保護区の核となる国立公園の管理能力向上は、その貴重な生物多様性を保全する上で不可欠と

なる課題である。ベトナム政府は、2003 年に保護区管理のあり方を示す『国家保護区管理戦略 2010』

を策定するなど、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

しながら、技術支援や資金不足のため適切な公園管理の実現には至ったとはいえない。その結果、

国立公園の生物多様性は公園内や公園の周囲に住む人々のさまざまな活動によって劣化している。

ビズップ･ヌイバ国立公園（BNBNP）は、ベトナムラムドン省の北東部に位置し、総面積 7 万 38ha

と、国内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。国立公園は、典型的な山岳常緑熱帯雨林、針広混合樹林帯、高山矮林、低山亜熱帯

針葉樹林、竹広葉樹混合林などの亜熱帯高山気候の典型的な森林生態系を擁し、96 の固有種を含

む 1,933 種の植物と 32 の絶滅危惧種を含む 422 種の動物が生息している。BNBNP の内部と周辺に、

約 5,000 世帯（約 2 万 6,000 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。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（コーヒー栽培

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、焼畑を原因とした森林

火災等が現在も続いており、同公園の生物多様性は脅威にさらされている。これらの課題に対処す

るため、ベトナム政府は技術協力をわが国に要請した。これを受けて、国際協力機構（JICA）は、

2008 年 12 月詳細計画策定のための調査を行い、その調査結果に基づき、2009 年 9 月 24 日、ハノ

イでベトナム政府との間で「ビズップ・ヌイバ国立公園管理能力強化プロジェクト」実施のための

討議議事録（R/D）に署名した。省人民委員会（PPC）及びビズップ･ヌイバ国立公園管理事務所

（BNBNPMB）の両機関をカウンターパート（C/P）機関として、本プロジェクトを開始した。 

１－２ 協力内容

（1） 実施期間 

2010 年 1 月 5 日～2014 年 1 月 4 日（48 カ月） 
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（2） 対象地 

BNBNP の境界線に隣接する 5 村落 

（3） ターゲットグループ 

BNBNPMB、ラムドン省農業農村開発局（DARD）、対象 5 村落 

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。

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（CM）モデルの開

発を通じて強化される。

成果：

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（CBET）と

環境保全型生計向上手段（EFLO）〕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かか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 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入れられる 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。

１－３

投入（終了時評価時点）

日本側：総投入額 2.63 億円 

専門家派遣 延べ 4 名（長期専門家 3 名、短期専門家 1 名。担当分野としては、チーフアドバ

イザー/CM、農村開発/業務調整、エコツーリズム/業務調整、エコツーリズム） 

機材供与約 157 千ドル（約 1,570 万円） 

在外事業強化費 約 1,176 千ドル（約 1 億 1,780 万円） 

研修員受入 8 名  

相手国側：C/P 配置 27 名 （うち 17 名が評価時点でプロジェクト業務に従事） 

ダラット市のプロジェクト事務所等 ローカルコスト負担 3,983 百万ドン 
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２．評価調査団の概要

調査者 日本側メンバー

氏名 担当業務 所属・職位

長谷川 基裕 総括 JICA 国際協力専門員 

田中 英二 公園管理行政 環境省九州地方環境事務所野生生物課長

平 知子 協力企画/ 

援助戦略

JICA 地球環境部森林・自然環境保全第一課企画役

辻 新一郎 評価分析 日本工営株式会社環境技術部参事

ベトナム側メンバー

氏名 担当業務 所属・職位

Ngo Tien Dung 博士 総括 ベトナム農業農村開発省（MARD）自然保全局

副局長

Bui Viet Hai 博士 EFLO Nong Lam 大学林学部教授 

Le Quang Thong 博士 CBET Nong Lam 大学経済学部教授 

調査期間 2013 年 6 月 12 日〜6 月 28 日 

（官団員は 6 月 18日から 6月 28日まで）

評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要

３－１ 実績の確認

当初計画〔プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）や活動計画（PO）〕に記載されてい

る投入や主要事業活動スケジュールから大きく逸脱することなく、全般として順調に事業活動が行

われた。

成果 1：達成された。 

指標 1-1. 作業グループ（WG）がプロジェクト開始 3 カ月以内に組織される。 

指標 1-2. WG メンバーの能力がプロジェクトによる一連の研修で強化される。 

上記指標について、プロジェクト開始 3 カ月以内の 2010 年 3 月中旬に実施体制構築に必要な

3 つの WG が設立され、聞き取り調査により関係者の能力が強化されていることが、確認できた。

成果 2：達成された。 

指標 2-1. 対象村落の基本情報が参加型手法で収集され、プロジェクト開始から 9 カ月以内に

とりまとめられる。

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。

プロジェクト開始から 7 カ月目（2010 年 7 月）までに、現地再委託などを有効に活用して各

種基礎調査と参加型農村調査（PRA）を実施し、調査結果を事業活動計画策定や実施に活用した。

また、5 つの対象村落で住民参加を通じて策定された村落自然資源管理規定（VR）が 2011 年 3

月（15 カ月目）に完成し、その後 2011 年 11 月に郡人民委員会（DPC)に承認された。同規則は

現地語であるコホ語に翻訳され、その執行体制及びモニタリングを強化した。
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成果 3：おおむね達成される見込みである。 

指標 3-1. CBET の選択地での実施計画がプロジェクト開始後 16 カ月以内に策定される。 

指標 3-2. 対象村落内の世帯の 5%以上が、収入を得ながら CBET に参加する。 

指標 3-3. BNBNPMB と覚書を交わした観光業者少なくとも 15 社が CBET 活動に参加する。 

指標 3-4. CBET モデルの試験的実施のための組織とインフラストラクチャーの整備が、プロジ

ェクト開始後、それぞれ 18 カ月以内、28 カ月以内になされる。 

指標 3-5.来訪者の 50％以上が CBET モデルに満足している。 

指標 3-6.試験的実施の評価に基づいた教訓と提言が関係者に共有される。 

(1) CBET 対象村落においてプロジェクトが雇用した現地コンサルタントの支援により、

CBET 実施計画が策定され、プロジェクト開始後 17 カ月目の 2011 年 5 月に対象村代表者

に発表された。さらに、対象地域の CBET 開発のためのインフラストラクチャー整備計画

を翌年 6 月に作成した（指標 3-1）。 

(2) プロジェクト期間中、対象村落全 667 世帯のうち、約 7%にあたる 47 世帯が CBET 活動

に参加し、収入を得た。しかしながら、国立公園に訪問する観光客がまだ少ないため、住

民が所得を得る機会も少なく、わずかな収入を得ながらの CBET 参加となっている（指標

3-2）。 

(3) 観光業者との関係構築に関しては、エコツーリズム環境教育センター（CEEE）やその他

の関係機関の努力により、17 の観光業者（TO）と CEEE の間に覚書を交わし、マーケテ

ィングの面から CBET 活動に参加した（指標 3-3）。 

(4) CBET モデルの試験的実施のため組織として、省人民委員会の承認により 2011 年 4 月（16

カ月目）に CEEE が設立され、CEEE の能力向上をプロジェクトは支援した。プロジェク

トは、CBET WG や CEEE、CBET 住民組織など、CBET 振興に必要な組織の整備や強化を

行い、CEEE の能力が強化されていることを終了時評価で確認した。また、プロジェクト

では、CEEE 運用マニュアル作成を支援し、2012 年 7 月に BNBNPMB によって正式承認

された。エコツーリズム活動の展開に必要な基本的なインフラストラクチャーとして、ビ

ジターセンターの建設、ティエンタイ及びランビエントレイルの整備が 24 カ月以内に完

了した。2013 年 9 月までには、3 つの自然遊歩道の更なる整備（トイレや吊り橋、階段、

標識などの整備）が完了する予定である（指標 3-4）。 

(5) 2012 年に実施した、国立公園訪問者に対するアンケート調査によると、87%の観光客が

CBET 試験的実施の内容に満足している（指標 3-5）。 

(6) CBET の試験的実施のレビューを基に、2013 年 8 月に日本人専門家の支援を通じて、CEEE

の包括的ビジネス計画策定を支援する予定である。プロジェクトは評価ワークショップを

プロジェクト終了前に実施する計画で、対象地域の継続的な CBET 開発に有用な教訓を引

き出す予定である（指標 3-6）。 

村落エコツーリズム商品開発として、伝統的なコング音楽演奏・舞踊や織物の研修を住民に対

して行い、ガイド・自然解説者の育成も行ったうえ、住民をグループ化した。観光客の反応はお

おむね良好である。CBET の概念は当地では新しく、本格的な CBET 商品開発には更なる時間と
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投入が必要であるなか、新興観光商品として学校をターゲットとした「教育観光」やアグロ観光

に潜在性がある。現在、観光客数が制限されているので、住民が CBET 活動から十分な収入を得

るには至っていない。しかし、こうしたトライアルは、住民や行政側の能力向上に貢献している

ことから当初目的は「おおむね達成される見込み」であるといえる。

CBET では、環境影響評価（EIA）を実施したうえで、エコツーリズム振興に必要な基礎イン

フラストラクチャーとして、ビジターセンターやその展示設備、食堂、自然遊歩道などを整備し

た。また、行政面では、国立公園事務所の一機能として創始された CEEE の職員の能力強化を行

い、マニュアルや各種計画の策定を支援するとともに、ファイナンス強化のために国立公園入園

料の徴収などの新制度導入をサポートした。

成果 4：達成される見込みである。 

指標 4-1. 住民グループの 70 % 以上が少なくとも 1 つの EFLO 活動を採用し、EFLO 参加者の

50％以上が生産量を増加、あるいは付加価値を付ける。 

指標 4-2. 試験的実施の評価に基づいた教訓と提言が関係者に共有される。 

指標 4-3. EFLO を村落内と他の村落に普及・促進する計画が策定される。 

(1) 2012 年 12 月にプロジェクトが実施した調査によると、EFLO 参加住民グループの 82%が、

EFLO の先進的な農業技術を採用しており、その年は悪天候であったにも関わらず、過半

数の参加者がコーヒーの生産量を増加させていた。EFLO 参加農民の生産量は、非参加者

よりも 10%ほど高かった（指標 4-1）。 

(2) 2013年にハノイで実施されたワークショップ「BNBNPにおける協働管理の構築に向けて」

において、コーヒー生産の農民学校（FFS）マニュアルや、FFS 実施の教訓などを取りま

とめた文書が共有された。さらに、事業終了までに地元で FLEO の評価ワークショップを

実施予定で、更なる教訓や提言が地元関係者の間で共有される見込みである（指標 4-2）。

(3) プロジェクトにてファシリテーション技術や農業技術、営農技術などを含む、コーヒー生

産のための FFS マニュアルを開発した。また、村落内の訓練された農民からほかの農民

へ技術を広めるために、農家間普及（FFE）の手法を採用した。なお、他の村落への普及

を想定した EFLO 普及計画についてもプロジェクト終了までに策定を予定している（指標

4-3）。 

EFLO の主な目的として、事前の詳細な調査状況分析と利害関係者との集中議論に基づき、環

境負荷の少ないコーヒー栽培（低農薬栽培）をトライアルとして選定した。事業に関心を持つコ

ーヒー農民をグループ化し、FFS、FFE といった手法を用いた集中研修を 300 世帯以上に対して

実施した。うち 8 割以上が低農薬栽培を実践し始めており、2012 年は天候不順にも関わらず、

全体として 1 割以上生産高が伸びた。便益共有メカニズム（BSM）と村落開発基金（VDF）が

強化されるに従い、EFLO 参加農民の便益は向上することを住民が期待し、EFLO 参加農民の数

は順調に増加した。

プロジェクトでは C/P や省の農業普及センター（AEC）、郡農業センター（AC）などが主体と

なってこうした支援活動を実施したため、行政側の能力も向上した。FFS マニュアルも作成し、

ワークショップで共有したため、今後農業普及サービスのために制度化・主流化する可能性も高
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い。こうしたトライアルが農民の生計向上に本格的につながるためには、生産技術だけではなく、

資金調達や加工・保存、認証、流通、販売などを改善する必要があり、事業終了までにそのため

の普及・促進計画を策定する予定である。

成果 5：達成される見込みである。 

指標 5-1. プロジェクト期間終了までにプロジェクト管理者が合同調整委員会（JCC）において

課題と対応方針を明確にして報告書にとりまとめる。

指標 5-2. プロジェクト期間終了までに関係機関への提言を盛り込んだ行動計画書が策定され

JCC に承認される。 

(1) これまで JCC は 4 回開催され、プロジェクトに関する重要な課題や進捗、計画が協議され

た。事業開始後、JCC メンバーの合意のもと、DPC や天然資源局（DONRE）、ダ・ニム流

域管理事務所（WMB）が JCC に加えられた。JCC は、重要な関係者が集う場となり、緩

衝地帯の協働管理のために重要な役割を果たした。プロジェクト終了時までにこれまでの

プロジェクトの成果と対応方法について報告書にとりまとめ JCC において報告を予定し

ている（指標 5-1）。 

(2) 指標の 3-6 と 4-3 にあるとおり、CBET や EFLO、CM の更なる開発のために、事業終了ま

でに教訓や戦略、計画、提言を盛り込んだ行動計画書を作成する予定である。これらの計

画は、JCC/政策決定者に提出され、承認を得る予定である（指標 5-2）。 

プロジェクトの支援により、肥料の集団購買を通じて VDF が設立され、VDF マネジメント及

び BSM を担う住民組織が設立・強化された。BSM 組織は、住民の便益確保のみならず、自然資

源保全の義務を担保する責任も担っており、ここに行政（国立公園管理事務所と自治体）が加わ

ることで、自然資源の CM を実現させる構想である。プロジェクトでは、CM の概念を国立公園

管理の方法論として提示した。プロジェクト終了までには、住民と行政側の合意書が締結され、

事業終了までに提言を含んだ行動計画書を作成、承認される見込みである。プロジェクトが CM

の実用的プロセスと手段を実行したことは注目すべきことであり、こうした経験は、国家レベル

のワークショップや交流プログラムなどで共有され、国家政策に活用・反映させることが期待さ

れている。

プロジェクト目標：達成される見込みである。

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。

指標 2. VR、CBET、EFLO の活動を含む協働管理の継続実施を担保するための州政府向け政策

提言が取りまとめられる。

指標 3. プロジェクト活動に携わるBNBNPスタッフの 70% 以上が国立公園における自然資源

の CM モデルの実施方法を理解している。 

(1) コミュニティと BNBNPMB、コミューン人民委員会（CPC）を巻き込みながら、自然資源

管理の協定（協働管理合意書）の下書きに関する協議は始まっている。この活動のために、

既に現地コンサルタントを雇用しており、2013 年 10 月までに素案作成を完了する見込み
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である（指標 1）。 

(2) 2013 年 3 月に、ハノイで「BNBNP における協働管理構築に向けて」と題したワークショ

ップを実施し、プロジェクトで導入した BSM と CM の概念と経験を発表した。ワークシ

ョップでは、参加型による VR 作成・モニタリングの重要性や、BSM と VDF の創始など

が協議され、課題についても議論が行われた。また、プロジェクトでは、事業終了までに、

VDF をさらに増資するために「森林生態系サービスに対する支払（PFES）」の資金の一部

を活用することに関するワークショップを開催する予定であり、ハノイでのワークショッ

プの結果もふまえて提案書をまとめる予定である（指標 2）。 

(3) プロジェクトスタッフあるいはWGメンバーとしてプロジェクトに参加したBNBNP職員

のうち、75%以上が CM モデルの実施方法を理解のうえ協働管理に関連する事業活動に携

わった。終了時評価調査期間中に実施した聞き取り調査の結果、BNBNPMB 職員の協働

管理に関する理解度が深まっていることが確認された（指標 3）。 

以上より成果をおおむね達成したうえ、プロジェクト目標も達成される見込みである。

住民参加型による VR 策定やモニタリング及び BSM 導入などを通じて、CM の概念及び方法

論は既に住民に浸透しつつあり、CBET や EFLO の活動を通じて、CM による自然資源管理の便

益も認識されつつある。

現在プロジェクトを通じて議論されている CM の概念は、元々想定していたコミュニティレベ

ルの協働から更に発展し、主要な利害関係者は PPC や DARD（例えば AEC や郡営林署など）、

DONRE、文化スポーツ観光局（DOCST）、DPC（例えば AC や WMB）、民間組織・企業などの

省や郡レベルのステークホルダーを巻き込んだ広範囲な議論の必要性が認識されている。 

３－２ 評価結果の要約

（1） 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。2011 年の中間レビュー以来、ベトナム政府の政策や優先

課題に大きな変化はなく、日本の対ベトナム援助計画にも変更はない。プロジェクトでは、

国立公園の管理強化と、少数民族やその他の社会的弱者を中心に、森林依存住民の生計向上

に対処しており、現地のニーズに合致している。

（2） 有効性 

プロジェクトの有効性は高い。地域では CBET は新しい概念で、BNBNPMB はそれまで

CBET 振興の経験はなかった。事業の計画段階から、CBET の実施・推進は難航することが

予想されており、当初より目標は達成可能なレベルに設定され CBET に関連する指標は現

実的なものに設定されていた。その結果、設定された目標（指標）はおおむね達成された

と判断できることから、プロジェクト目標達成の見込みは高い。EFLO の一環として導入

された FFS と FFE は、C/P をはじめ、ステークホルダーの効果的な能力向上の手段で、目

標達成に貢献した。対象農民の生産性は徐々に向上し、このまま先進技術の普及が進めば、

長期的な効果が発現することが期待される。多様なプロジェクト活動と議論を通して、国

立公園における CM の概念を発展、強化し、プロジェクト終了まで更なるワークショップ
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や議論を通じて、概念を文書化し、政策提言などに取りまとめる予定である。事業終了ま

でに、コミュニティと BNBNPMB、CPC の間で CM 合意書が署名される可能性があり、プ

ロジェクト目標の達成に加え上位目標の指標をも事業期間中に達成する勢いである。自然

資源管理に関する VR の執行とモニタリングも今後さらに強化される予定である。 

また、成果 1「プロジェクト実施体制の整備」は、成果 2 から成果 4 のための前提条件

であり、成果 2「公園内の自然資源管理に係る基本的な原則及びルール」は、成果 3「CBET

の実施」及び成果 4「EFLO 活動の実施」が、自然資源の保全と調和するための基礎となる

ものであった。そして、成果 2、3 及び 4 の結果を基に、成果 5 の「今後の課題と必要な対

策」を明らかにし政策提言として取りまとめる予定である。

これらの成果が達成されることにより BNBNPMB の能力向上が図られる見込みである。

以上のことから、5 つの成果の関係並びにプロジェクト目標との因果関係は明確であった

ことから、本プロジェクトの有効性は高いと見込まれる。

（3） 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。日本側及びベトナム側の双方から、プロジェクトに対す

る適切な投入（専門家派遣、C/P 職員の配置、活動実施予算など）が適時に行われ、事業

活動はほぼスケジュールどおりに実施された。終了時評価での現場視察などで、これらの

投入は全体として適切に活用され、供与車両や機材、施設なども適切に維持管理されてお

り、全体として効果を生んでいることが確認された。8 名の C/P 職員が本邦研修に参加し、

関連する技術や知識を習得し、日常業務に効果的に活用していることが確認された。本プ

ロジェクトでは、当初エコツーリズムのローカル専門家の活用を想定していたが、確保が

困難であったため、国際調達により第三国の専門家を投入し、その後に日本人の短期専門

家を派遣した。予算の関係上、日本人専門家の投入が限られているなか、現地のコンサル

タントを有効に活用し、効率性を向上した。

（4） インパクト 

総合的に負のインパクトは検知されず、正のインパクトは中程度である。なぜなら PDM

に示した上位目標の達成のためには、プロジェクトで試行した CBET や EFLO、CM などの

生計向上活動が実行可能な概念や方法論から更に発展し、保全や住民の生計向上に必要十分

なリソースが協働による自然資源管理から実際に創出できることを実証したうえで、モデル

として認識され、活動を継続する必要があるからである。

上位目標の達成見込みは現時点では中程度と判断した。上位目標の指標 1「プロジェクト

終了後 3 年以内に、対象住民グループと BNBNPMB の間で、国立公園内の一部における自

然資源管理の協定が結ばれる。」は、プロジェクト終了までに現在の計画どおり作成が進め

られた場合、前倒しでプロジェクト期間内にも署名される可能性がある。

また、指標 2 については、CM の概念の導入により、関係機関とコミュニティが効果的・

効率的に協力する状況が整備されており、プロジェクトで開発された方法論や手法は、ほか

の事業に採用、あるいは参考にされることが期待される。例えば、FFS や FFE の手法は、
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省政府の農業普及業務で採用される可能性がある。2013 年 3 月にハノイにて開催されたワ

ークショップやそのほかの交流事業を通じて、BSM などのプロジェクトの経験が、MARD

や天然資源環境省（MONRE）、ほかの国立公園管理事務所などと共有された結果、CM や

BSM、VDF、VR などに関する本プロジェクトの成果が他の国立公園の特別利用林保護や緩

衝地帯の管理・利用・開発にも適用され、国家政策策定時に参照する可能性についても議論

されている。

さらに指標 3 の活動の継続性については、BSM の仕組みをとおして便益や資源をいった

ん蓄積し住民に平等に分配するためには、VDF などの仕組みが必要であるため、供与肥料

を回転資金とする手法で、VDF の設立と強化を支援した。今後 CBET や EFLO 等を通じ、

住民のための十分な便益が生み出されれば、対象村落がプロジェクトにより導入された活動

を継続する見込みである。

なお、施設建設を含む CBET 実施計画に対しては、EIA を実施して環境への負の影響が少

ないことを確認し、MONRE による許可を得たうえで活動を開始した。実際の施設建設は、

ほぼ当初計画どおりに実施したため、顕著な負の環境影響はなかったと予想される。プロジ

ェクトによる EFLO の一環として、低農薬農法を取り入れ、環境に良い影響をもたらした結

果、住民の環境保全に対する意識が向上した。例えば、一部の住民は自主的に自然遊歩道の

ゴミ回収を開始した。更に低農薬農法の導入による短期的な経済的負のインパクトは検知さ

れなかったが、コーヒー農園の生物多様性と環境への総合的な影響は不明である。

（5） 持続性 

プロジェクトの持続性は高い。

1)政策・制度面：プロジェクトの提言により、国立公園の入園料を徴収する制度が施行され、

その一部が、プロジェクトの供与資機材や施設の維持管理費に充当されることとなってい

るので、事業成果の持続性に寄与することが期待される。アジア開発銀行（ADB）の支

援により BNBNP のエコツーリズム開発マスタープランが策定されており、計画は、プロ

ジェクトの成果や教訓を反映したうえで、省レベルの関係当局によって承認されている。

プロジェクトで訓練された CEEE 職員に加え、マスタープラン実施のための予算措置が期

待できるので、事業終了後も CBET に関する事業成果が継続的に発展することが予想され

る。自然資源の CM メカニズムは、制度的にプロジェクト終了後も合意書を基に持続し、

発展すると予想される。

2)組織・財政面：資機材や車両の供与や施設整備などを通じてC/Pの組織力も向上した。CEEE

が BNBNP の一部門として設立され、プロジェクトの支援で CEEE 運営マニュアルも策定

され、CBET 活動や VDF に参加している住民への便益共有の指針などが示された。事業

終了までには、日本人専門家の技術支援により、マーケティング戦略を含む CEEE の長期

的なビジネス計画も策定する予定である。一方、マーケティングや観光振興を通じて、よ

り多くの観光客が対象村を訪問するためには、CBET 観光商品をさらに開発する必要があ

る。本格的な CBET モデルが当地で開発されるためには、更なる時間と投入が必要である。

FFS と FFE の手法の導入は、住民や WG メンバー、プロジェクトスタッフ（ほとんど
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は国立公園管理事務所を長期休職している職員で、プロジェクト終了後は復職する）の能

力向上に多大に貢献し、事業成果の持続性の担保に寄与する。

予算面では持続性を担保するために、対象村落で BSM や VDF が導入された。その発

展は確実ではないもののインパクトの項目にあるとおり、メカニズムと基金の持続性は高

く、その更なる発展のために、継続的な尽力が必要といえる。

3) 技術面：日本人専門家や現地コンサルタントの支援により、C/P 職員の能力が強化された。

また、プロジェクトで導入した低農薬農法は、環境的に持続性があると考えられている。

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること： 

プロジェクト開始時は BNBNPMB の本部が公園外のダラット市内に設置されていたことか

ら、ベトナム政府によるダ・ニム流域地域公園内の BNBNPMB の新しい本部と関連施設の建設

によりプロジェクト対象村落との距離が近くなり、プロジェクト活動を進めやすい環境を整え

た。

(2) 実施プロセスに関すること： 

本プロジェクトの対象村落は、国立公園外緩衝地帯（バッファーゾーン）の村落であり、同土

地の所有権は WMB にあったが、国立公園管理事務所が国立公園内（コアゾーン）だけでなく国

立公園外（バッファーゾーン）に対しても、行政サービスを実施できる法的な根拠があったこと

により、BNBNPMB が直接対象村落に対し CBET や EFLO の活動を行うことが可能であった。

また、プロジェクト全体としての事業実施プロセスもおおむね適正で、JCC が適正に機能して、

関係機関間調整の役割を果たした。日本人専門家を含め、各関係者が定期的に適正に意思疎通を

図り、住民参加と理解を十分に実現しながら事業は実施された。

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： 

PPC の下にある WMB（バッファゾーンの土地利用権を所有）や観光通商投資促進センター

（TIPC）との関係が、公式文書（R/D）で C/P 機関として位置付けられておらず、彼らのプロジ

ェクトに対するコミットメントが弱かったが、プロジェクトスタッフや関係者が関係する会議へ

の参加依頼や情報共有を行うことにより、顕著な負の影響を抑えるように対処した。

(2) 実施プロセスに関すること：特になし。 

３－５ 結論

本プロジェクトは、指標で示された目標をおおむね達成見込みであり、研修事業や視察旅行、ワ

ークショップ、専門家による指導などを通じて、対象村や関係各機関の国立公園 CM 能力向上に大

きく貢献した。プロジェクトは、先進的な CBET や農業普及技術（FFS/FFE）、自然資源の CM メ

カニズム、BSM、VDF などを導入し、現場レベルで試行錯誤しながら、実行可能な概念・方法論

を取りまとめている。また、インフラストラクチャー整備や資機材供与などを通じて、BNBNPMB

の組織能力の向上にも寄与した。

－ x －



これらの成果は、適正な実施プロセスと組織体制、制度を通じて実現しており、専門家や C/P、

その他の関係者が、WG や JCC などの仕組みを活用して意思疎通を図りながら協働した。住民参

加が重視され、各関係機関や当局も巻き込みながら、事業活動実施や意思決定がなされた。

上記の評価結果概要にあるとおり、評価 5 項目のインパクトを除き各項目で高く評価されてお

り、プロジェクト目標については、おおむね達成し、プロジェクトは予定どおり終了することとし

た。

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

３－１から３－４で前述した評価結果から以下のとおり提言する。

【ベトナム側に対して（事業終了後）】

1) CEEE は、プロジェクト終了後、コミュニティの積極的な参加を通じ、観光業者を一層

巻き込んだうえ、エコツーリズムの観光商品をさらに開発する必要がある。併行して

BNBNPMB は、村での CBET 活動のマネジメント開発の際に、CBET グループと CEEE

職員の能力向上を継続すべきである。マーケティングとプロモーションを強化するよう

観光業者を商品開発に巻き込む必要がある。対象村の文化的・自然的な観光潜在性が限

られていることから、アグロ観光や学校を対象にした「教育観光」の開発を通じて CBET

を促進すること。

2) 国立公園管理事務所は、事業終了後も、便益共有メカニズムネットワーク（BSMNW）

やその管理チーム、VDF の強化を継続すること。この強化されたメカニズムに基づいて、

次の 1）から 6）を達成できるよう、村の EFLO グループを協同組合などの組織として

発展させること。1）農産物の質・量の改善、2）製品多様化､3）リスクの回避（農業保

険製品の購入）、4）共同マーケティング、5）認証、6）付加価値化。これは、システム

全体として VDF や BSM により多くの資金を引き込める。

3) 国立公園管理事務所は、プロジェクトからの教訓や提言を、次期の国立公園管理計画や

観光に関連する計画・戦略に反映させること。

4) 現在の EFLO 受益者は、正式な土地利用権（いわゆるレッドブック）が与えられている

農地を持った対象者が少ない。現在既に耕作されている土地に関しては、レッドブック

を持たない住民の地権や資源利用権が VR で保障されているが、土地の管理権限は流域

管理事務所（WMB）にある。土地を活用した EFLO 活動の持続性を担保するために、

レッドブックのない耕作地に関する具体的な管理規則整備が必要である。

【日本側に対して】

5) JICA は、派遣中の森林プログラムアドバイザー専門家を通じて事業成果の更なる発展を

継続してモニタリングし、BNBNP やベトナムのその他の国立公園の改善と更なる支援

に関して、ベトナム側当局との対話を継続すること。

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運

－ xi －



営管理に参考となる事柄）

1) ベトナムで CM は自然資源管理における新しいアプローチである。VR と BSM は CM を

支える不可欠な要素である。CM の実行のためにコミュニティを支援するには VDF と

BSM ネットワークの設立が重要である。自然資源管理には、広範囲で多くの関係者が関

与することから、国立公園事務所とコミュニティの間の協働だけではなく、より広範囲

な関係組織間連携による協働の自然資源管理メカニズムを創造して強化する必要があ

る。そうしたメカニズム/プラットフォームの関係者・参加者を、計画段階から慎重に特

定するとよい。

2) こうした協働のプラットフォームは、国家の制度的・政策的裏付けが必要である。また、

関係組織間プラットフォームを機能化するために、1）プラットフォームの目的を明確

にしたうえで 2）関係機関と共有し、3）実際にプラットフォームが便益を生み出す（イ

ンセンティブを創出する）ことを示すとよい。

3) 生計向上事業を計画する時には、与えられた事業期間とリソースをかんがみ、達成可能

な目標を設定することが重要である。例えば、プロジェクト地で CBET が新しい概念で

あるとき、開発に多くの時間を要する。また、コミュニティの主体性を引き出すために

は、適切な事業実施体制を整備することが肝要で、十分な時間と予算、専門家を計画段

階で確保しておくとよい。

－ xii －
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