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評価結果要約表

１．案件の概要

国名：ブラジル連邦共和国 案件：アマゾンの森林における炭素動態の広域評価

（CADAF） 

分野：その他自然環境保全 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・自然環境グル

ープ 森林・自然環境保全第二課

協力金額：約 4 億円 

協

力

期

間

（R/D）：2010 年 2 月 5 日 

（至）2015 年 5 月 18 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（FFPRI）、東京大学、 

リモート・センシング技術センター（RESTEC） 

（F/U）： 他の関連協力：

（E/N）： 

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「地球規模課題対応国際科学技術協力

（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1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開発途上国は REDD の重要性を深く認識し、現在、開発途上国における森林

減少・劣化等に由来する排出の削減等（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

1 出典：The Amazon’s Vicious Cycles: Drought and Fire in the Greenhouse （邦題）『アマゾンの悪循環：温室での干ばつと

火災』（WWF，2007） 
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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、レーダー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) 成果 

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（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) 成果 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。 

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・自然環境グループ

森林・自然環境保全第二課長 

協力企画 赤塚 槙平 JICA 地球環境部 森林・自然環境グループ

森林・自然環境保全第二課 

評価分析 浅野 剛史 日本工営株式会社 
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調査期間 2014 年 1 月 18 日〜2014 年 2 月 9 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ プロジェクトの実績 

(1) 投入の実績(上記のとおり) 

(2) 成果の達成状況 

1) 成果 1 

プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）で成果 1 に設定された 5 つの指標のうち、3

つが達成され、1 つは達成途上であり、1 つはいまだ達成されていないと判断された。 

①指標 1a：中央アマゾン（アマゾナス州）の 3 サイトに新たに 351 カ所の固定プロットを設置し

た｡ 

②指標 1b：2013 年までに、新たなサイトと加えて合計で 351 カ所の CFI プロットでインベントリ

ー調査を実施した｡ これまで調査の空白域であった中央アマゾン（アマゾナス州）11 地域に

おいて、過去の 861 カ所と合わせて合計 1,212 カ所にてインベントリー調査を実施した｡ 森

林インベントリーの調査項目は、林木の毎木調査データのほか、倒木（枯死木）、細根量バイ

オマス等であった｡このうち 8 地域については、2 回目の調査を実施することで炭素蓄積量の

動態を解析した｡ 

③指標 1c：ネグロ川上流域で初めて地上部・地下部のバイオマス測定を実施するとともに、これ

まで INPA がアマゾン中部、下流部で実施したバイオマス測定データと統合して、各地域の

平均林冠高（上位 20%の平均樹高）をパラメータに導入した汎用アロメトリー式を開発した｡ 

森林インベントリーの各プロットの炭素蓄積量は、すべて本アロメトリー式を用いて推定し

た｡この汎用式の開発により、アロメトリー式による炭素蓄積量推定の不確実性は 19.1 から

14.2%（西部アマゾン）、13.9 から 12.9%（東部アマゾン）へ減少した｡ 

④指標 1d：プロジェクトは森林インベントリー（森林タイプ、炭素蓄積量等）と全地球測位シス

テム（GPS）情報のデータセットを整備した。これらを用いて中央アマゾンをカバーする地

理情報システム（GIS）森林インベントリーデータベースを、プロジェクト終了までに構築

する予定である。 

⑤指標 1e：3 本の科学論文が、国際学術誌へ提出・受理された。さらに 3 本の科学論文が 2014 年

3 月までに国際学術誌へ提出される予定である。 

 

2) 成果 2 

PDM で成果 2 に設定された 2 つの PDM 指標のうち、1 つは達成されており、1 つはほぼ達

成と判断された。 

①指標 2a：中央アマゾンで測定したすべての CFI プロットの炭素蓄積量とその変化を推定した｡

伐採年度の異なる森林の種組成、構造、炭素蓄積量の経年変化と人為の影響は現在評価中で

ある｡炭素及び酸素の安定同位体比を用いた成長輪の年代決定を行った。これによりアマゾナ

ス州の 6 つの異なる地域の森林の樹木の生長評価が可能になり、アマゾン熱帯林の詳細な炭
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素動態の評価へと繋がることが期待される。 

②指標 2b：3 本の科学論文が、国際学術誌に提出・受理された。2014 年 3 月までに更に 5 本の科

学論文が国際学術誌へ提出される予定である。 

 

3) 成果 3 

PDM で成果 3 に設定された 5 つの PDM 指標のうち、2 つは達成されており、1 つはほぼ達成

されており、2 つは達成途上だと判断された。 

① 指標 3a：広域の炭素蓄積量を推定する基となるデータセットとして、高頻度で観測される衛星

データである MODIS2の雲なし時系列データセットを整備した｡これらデータセットを作成

する手法を用いて、MODIS をベースにしたアマゾンの冠水期間、昼夜の地表面温度、植生

指数の季節変化等、森林立地環境変量のデータセットを構築した｡MODIS の雲なし時系列デ

ータセットに、各種の地図情報やスペースシャトル地形データ(SRTM)を統合して、アマゾン

を特徴づける森林立地環境区分手法を開発した｡衛星データと地上データを統合して広域の

炭素動態を評価する技術を開発し、炭素蓄積量マップを作成した｡アマゾン全域のバイオマス

に関するプロトタイプマップを作成した〔(1) 環境指標図、(2) 立地環境区分図、(3) 林冠高

図〕。GPU による汎用計算（GPGPU）を利用した衛星データの時系列処理システムを開発し、

今までの 26.6 倍の高速による PC データ処理を可能にした｡これにより、INPA でも MODIS

データのノイズ除去（雲を含む）ができるようになった｡ 

② 指標 3b：中央アマゾンの森林の炭素蓄積量はインベントリーデータ平均で約 160tC/ha であり、

光学センサーやレーダー推定の飽和域であることを明らかにした｡現時点で林分バイオマス

の も精度の高い推定パラメータは林冠高であり、本プロジェクトでは当初、航空機 LiDAR

による計測を計画した｡2012 年度に航空機 LiDAR 観測の実施はブラジル政府の許可の見込

みが立たず、プロジェクト期間中には不可能であるとの結論に至り、林冠高のスケールアッ

プに以下の代替手法を実施した｡ 

1) 衛星 LiDAR である ICESat3/GLAS4を導入した｡ 

2) 既存の航空機 LiDAR 観測データを活用した｡ 

3) 無人飛行機（UAV）にカメラとレーザセンサーを搭載した UAV カメラ/レーザシステ

ム（以下「UAV システム」とする）を開発した｡ 

ICESat/GLAS の LiDAR 波形データからフットプリント内の樹高（RH100 等）を算出する

ソフトウェアを開発し、その結果を森林立地環境変量データと連動させて広域の林冠高を推

定する方法を開発した｡既存の航空機 LiDAR と地上観測データから、林冠高の推定精度を明

らかにした｡新たに開発した UAV システムにより地上調査と連携した LiDAR 観測が可能に

なった｡ 

                                                        
2 ライダー。米国の AQUA/TERRA 衛星に搭載された光学センサー、広域の森林資源調査が可能 
3 Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite。米国の NASA によって打ち上げられた地球観測衛星。レーザー高度計（ライダ

ー）を搭載。 
4 地球科学レーザ高度計システム（Geoscience Laser Altimeter System） 



 

v 
 

③ 指標 3c：インベントリー調査によって得られたバイオマスの実測値を、ICESat/GLAS による

推定林冠高と森林立地環境変量データと連動させてモデル化することで、約 500m の画素毎

に不確実性を付与した広域の炭素蓄積量マップ（2007 年）を作成した｡2000 年、2005 年、2010

年の炭素蓄積量マップは、プロジェクト終了までに作成される予定である｡ 

④ 指標 3d：指標 3c で作成予定のマップが作成され次第、2000 年～2005 年と 2005 年～2010 年の

経年変化を分析する予定である｡ 

⑤ 指標 3e：11 本の科学論文が、日本国内もしくは国際学術誌に提出され受理された｡ 

 

4) 成果 4 

PDM で成果 4 に設定された 3 つの PDM 指標のうち、1 つは達成されており、2 つはいまだ達

成されていないと判断された。 

① 指標 4a：CADAF のプロジェクトページが INPA 並びに独立行政法人森林総合研究所（FFPRI）

のサイトに開設された。インベントリーのデータセット(2010 年～2013 年)は、これらのサイ

トを利用してプロジェクト終了後に公開する予定である。 

② 指標 4b：アクセス制限付きのデータセットが東京大学のファイル転送プロトコル（FTP）サイ

トにて、CADAF のプロジェクト関係者に向け公開されている。リモートセンシングのデー

タセットは、プロジェクト終了後の公開に向けて整理されている 中である。 

③ 指標 4c：セミナーは日本（合計 4 回実施）もしくはブラジル（合計 3 回実施）において毎年開

催されている。 終セミナーが 2014 年 4 月に予定されている。ワークショップは日本で 2

回開催された。毎年アジアリモートセンシング学会のブースにて、本プロジェクトの成果を

展示説明しており、リモートセンシングのアジア地域の関係者が多く訪れた（2010 年ベトナ

ム、2011 年台湾、2012 年タイ、2013 年インドネシア）。 

 

(3) プロジェクト目標の達成予測 

プロジェクト目標に設定された 3 つの PDM 指標のうち、1 つはほぼ達成されており、1 つは達成

途上であり、1 つは達成されていないと判断された。ただし、すべての指標がプロジェクト終了まで

に達成されると予測された。 

1) プロジェクト目標 指標 a：地上観測データとリモートセンシングデータを統合させた広域の炭素

動態の評価が可能になったことにより、INPA と INPE においてプロジェクト終了後も、継続的

な評価が計画されている｡プロジェクトでは、これまで INPA の試験林で行われてきた詳細なモ

ニタリングデータと、プロジェクトが実施した森林インベントリーデータ（多点プロットの調

査）を統合させ、人為影響下を含む森林の炭素動態を明らかにした｡地上観測データを踏まえた

立地環境と林分構造の関係から、林分の炭素蓄積量とその動態を、リモートセンシングと GIS

を利用してスケールアップし、広域の森林の炭素動態マッピングする手法を開発した｡これによ

り、アマゾン全体の森林開発による炭素量の変化を明らかにした｡ 

2) プロジェクト目標 指標 b：REDD+や環境保全に関係する機関〔ICMBio、ブラジル農牧研究公社
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（EMBRAPA）、民間等〕を招待して、 終セミナーが 2014 年 4 月に予定されている。 

3) プロジェクト目標 指標 c：INPA の森林インベントリーの技術は、既にブラジル政府の関係機関

の間で評価されており、その成果はアマゾンの複数の州（アクレ州、アマパ州、アマゾナス州）

において、REDD+イニシアティブの実施に貢献している｡今回プロジェクトが開発した広域の

炭素動態の評価手法は、INPA が過去の長期間、森林インベントリー等の調査により蓄積してき

た地上データを基にしており、関係機関が活用する事が予想されている｡ 

 

３－２ 評価 5 項目による分析 

評価 5 項目の観点からの価値判断は、A = 極めて高い、 B = 高い、C = 中程度、 D = 低い、E = 極

めて低いの 5 段階で行った。 

 

(1) 妥当性 

プロジェクトの妥当性は、主に以下の理由から「A」と判断された。 

1) 新のブラジル政府多年度計画（PPA）（2012 年～2015 年）のなかの、生産的開発及び環境政策

プログラムにおいて、気候変動は主要課題の 1 つとして挙げられている。さらにプロジェクト開

始当初と比較して、ブラジル政府の REDD+に対する関心はより明確になっており、本プロジェ

クトで進められているような計測・報告・検証（MRV）開発に強い関心を示している。  

2) プロジェクト目標「ブラジル・アマゾンの森林の広域炭素動態の評価技術が開発される。」は INPA

の組織的な役割とも合致している。プロジェクト実施は、アマゾンの森林の炭素動態に関する研

究を行っている関係機関並びに関係者のニーズや期待に適合している。 

3) JICA は 1990 年代半ばより過去 18 年間、アマゾン森林保全に関連する以下の協力を実施しなが

ら知識や経験を蓄積してきた。 

① ブラジル・アマゾン森林研究計画フェーズ I（1995 年～1998 年） 

② ブラジル・アマゾン森林研究計画フェーズ II（1998 年～2003 年） 

③ ブラジル・アマゾン森林研究計画フォローアップ（1998 年） 

④ アマパ州氾濫原における森林資源の持続的利用計画プロジェクト（2005 年～2009 年） 

⑤ アマゾン森林保全・違法伐採防止のための ALOS 衛星画像の利用プロジェクト（2010 年

～2013 年） 

これらのうち 初の 3 プロジェクトは INPA と共同で実施しており、本件はこれら 3 プロジェ

クトを通じて得た成果や協力関係をベースに実施される。 

4) バイオマス推定式のモデル化や、地上プロットで収集したデータを GIS で広域へスケールアッ

プさせる技術は日本に優位性がある。また、森林リモートセンシング技術、特に時系列のリモー

トセンシングデータを用いて地表環境を地図化する技術は日本が進んでいる。森林の炭素蓄積量

をさまざまなデータ（高・低解像度リモートセンシングデータ、航空機や人工衛星の LiDAR デ

ータ、地上 GIS データ等）を用いてモデル化する技術は日本が進んでいる。 

5) 日本国の ODA 大綱では、地球温暖化をはじめとする環境問題は重点課題と位置づけられており、
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また ODA 中期政策（2005 年）では、「地球温暖化対策」を重点分野としている。さらに対ブラ

ジル国別援助方針（2012 年）では、「環境保全」を重点分野と位置づけている。 

(2) 有効性 

プロジェクトの有効性は、主に以下の分析結果から「B」と判断された。 

1) 各成果に設定された指標を用いて達成状況を分析した結果、以下のような結論に至った。①成果

1 はプロジェクト終了までに達成される見込みである。②成果 2 はプロジェクト終了までに達成

される見込みである。③成果 3 はプロジェクト終了までに達成される見込みであるが、プロジェ

クトの外部条件に影響され当初計画より達成度は低くなる見通しである（例：航空機 LiDAR の

未実施など）。④成果 4 はその達成には今まで以上の努力が必要である。

2) 2014 年 2 月現在、PDM の 4 つの成果の達成状況には差があるものの、ブラジル側と日本側から

継続した努力が得られれば、プロジェクト終了までにプロジェクト目標が達成されると予測され

る。

3) アマゾンの森林の重要性をかんがみれば、プロジェクトの結果を共有し社会へ還元することが望

ましく、そのためにデータベース等を媒介に、情報発信を進める事が PDM で予定されていたが、

十分に達成されていない。プロジェクトは INPA と INPE の協力関係を更に深め、情報発信と社

会に役立つ技術への実用化を促進することが必要である。

(3) 効率性 

プロジェクトの効率性は、主に以下の理由から「A」と判断された。 

1) ブラジル側、日本側双方の投入の質、量、タイミングは、成果を発現するために適切であったと

考えられる。すべての日本人専門家は経験豊富で十分な技術力を持っていたとしてカウンターパ

ート（C/P）に評価されている。派遣日数はプロジェクトの必要性に応じて効率的に配分された

と判断された。

2) プロジェクト期間中、INPA と INPE から合計 12 名が本邦研修（森林インベントリーから 8 名、

リモートセンシングから 4 名）に参加した。研修の時期と期間は適切だと判断された。すべての

本邦研修参加者は、直接的にプロジェクト活動に関わっており、彼らのプロジェクト活動への貢

献は研修の後により顕著になったと報告された。すべての研修員は、本邦研修で得た知識や技術

を他の研究者と共有することに積極的であった。

3) 技術・知識移転は、主に INPA、INPE、JICA 専門家の共同作業を通じて行われ、これは研究に相

乗効果をもたらしたと関係者から評価されている。INPA と INPE のすべての聞き取り対象は、

日本人専門家による技術・知識移転は効率的で有意義だったと回答した。多くのフィールドワー

クは INPA スタッフと JICA 専門家の緊密な協力で実施された。さらに日本で行われた C/P 研修

においては、研究成果を学術雑誌や国際学会等で発表するなどの明確な目的の下に、インベント

リーサイトのバイオマスの解析を共同で行った。

このように、野外調査からデータのとりまとめに至る全プロセスを通じた共同作業を実施したこ
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とにより、現在ではブラジルの研究グループのみでも、本プロジェクトと同様の野外調査を実施

し成果を取りまとめることができるようになっている。 

4) プロジェクトではすべての森林インベントリーを含む航空機 LiDAR 観測をプロジェクト期間中

に予定していたが、許可に要する手続きの煩雑さと、JICA 専門家の見通しが甘かったこともあ

り、プロジェクト期間中にブラジル政府から許可を得ることが不可能であるとの結論に至った。

 

(4) インパクト 

プロジェクト実施によるインパクトは、以下の理由から「A」と見込まれる。 

1) プロジェクトの扱う研究分野にさまざまな正のインパクトが確認された。さらにプロジェクトは

約 1,200 カ所に及ぶ調査プロットを、今まで調査の空白地帯であった中央アマゾンに設置した。

これによりアマゾンの森林研究にさまざまな効果が期待されている。プロジェクトにより INPA

が持つアマゾン森林バイオマスやリモートセンシングのデータの質と量（正確性と信頼性）が大

幅に高まった。これにより INPA（森林管理研究室）は、REDD に関する国際交渉において、ブ

ラジルの代表研究機関としての大きな役割を担うことが期待されている。 

2) JICA の第三国研修が、過去に 3 回（2011 年、2012 年、2013 年）、INPA において主にプロジェク

トが導入した技術や知識を用いて、プロジェクト関係者を講師として実施された。これによりプ

ロジェクト成果は、REDD+や環境保全、地球温暖化に関するラテンアメリカ諸国の関係機関と

共有することができた。 

 

(5) 持続性 

プロジェクト終了後の持続性の見通しは、主に以下の理由から「A」と見込まれる。 

1) 政策・制度・組織面 

a) ブラジル・アマゾンの森林管理に関する現行の政策・制度は、プロジェクト終了後も継続する

と見込まれる。また INPA の組織的な役割やプロジェクトが実施する研究に関連する責務も継

続する事が見込まれる。 

b) INPA、INPE からプロジェクトに参加した 9 名の研究者（researcher もしくは technician）のうち

6 名は正規職員であり、今後も雇用が保証されている。18 名のプロジェクト関係者のうち 8 名

はポスドクや博士課程、修士課程の学生で、将来の雇用は保証されていない。INPA のリモート

センシンググループの 3 名のうち、1 名だけが正規職員である。 

c) INPE がアマゾンの森林破壊に関して関心を持つようになったのは、1998 年に始まった

PRODES、DETER からである。これらのプログラムはプロジェクト終了後も継続する事が見込

まれている。プロジェクトの活動は、これらプログラムの一環で行われており、したがって関

連活動に対する INPE の組織的なバックアップは今後も継続することが見込まれる。プロジェ

クトに参加した 3 名の職員はすべて正規職員であり、プロジェクト終了後も雇用が保証されて

いる。 
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2) 技術面 

a) INPA のプロジェクト関係者は既に高い技術レベルを有している。さらにプロジェクトを通じて

移転された技術や方法論、機材は、INPA 関係者のニーズや技術レベルに見合ったものである。

そのため、プロジェクト終了後も引き続き有効利用されることが期待される。  

b) 年輪年代学に関する安定同位体の研究と細根の研究では、サンプル収集と分析はプロジェクト

終了後も日本人研究者との協力を続け、近い将来研究論文を複数本作成する予定である。これ

ら日本人専門家が移転した技術は、INPA の他の研究者や学生にも適宜引き継がれる予定であ

る。  

c) INPA の森林管理研究室のリモートセンシンググループの技術的な持続性を高めるためには、継

続的な技術向上が必要である。特に LiDAR データの分析と加工には、外部の支援が必要だと考

えられる。 

d) INPE のプロジェクト関係者は既に高い技術レベルを有しており、彼ら自身の手で関係業務を継

続する事が可能である。  

3) 財政面 

a) プロジェクト期間を通じて、プロジェクト活動実施に関連するほとんどのコスト（森林イン

ベントリー、ワークショップ、セミナー、旅費、ローカル雇用等）は JICA 側が負担した。

プロジェクト終了後にプロジェクト実施中と同レベルの活動を継続するためには、ブラジル

側により必要なコストが確保される必要がある。 

b) INPA へ割り当てられた政府予算は、職員の人件費を除いて極めて限られているため、外部から

の財源（研究補助金、奨学金等）が継続的に確保される必要がある。さらにプロジェクトが導

入した UAV 等の特殊な機材は、故障の際の部品交換、予期せぬシステムエラーの修正等、維持・

管理には多くのコストがかかるおそれがある。  

c) INPE の C/P が第 1 回プロジェクトワークショップに参加するための出張旅費は INPE が支払っ

たが、第 2 回ワークショップは予算上の制約により参加できなかった。INPE へ割り当てられた

政府予算は、人件費を除いて極めて限られており、INPA と INPE の協力を促進するために必要

な職員相互の交流を続けるには、さらなる予算確保が必要だと考えられる。 

４．提言と教訓 

４－１ 結論 

プロジェクトでは、GPS と正確に連動させた新しい調査方法を適用した 351 のインベントリープロ

ットを新設するとともに、既存の 861 プロットについても同様の調査方法を適用し、合計 1,212 カ所

のプロットを設定したうえで、従来の精度を高めた形で、詳細なインベントリー調査を実施した。そ

の結果、これまで空白とされていたネグロ川上流域において、地上部と地下部のバイオマスを初めて

計測したほか、従来の計測域でも精度を向上させ、これまでより、正確なアロメトリー式を開発した。 

また、従来から炭素の動態が解明されていなかった択伐林での調査を進めたほか、細根の計測、樹

幹年代測定においても、新たな手法を開発し、研究活動に導入した。その結果、既に 3 件の論文が国

際科学誌に掲載されるなど大きさ成果を上げている。 
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プロジェクトでは、観測衛星 MODIS のデータを解析し、世界で初めてアマゾン流域のクラウドフ

リーのデータセットを整備した。また、当初予定されていた航空機 LiDAR が使用できなかったもの

の、衛星 LiDAR の活用手法などを新たに開発したうえで、 終的に、アマゾン流域での精度が向上

したカーボンストックマップを作成した。これに対しては、気候変動条約のコーディネーターを務め

る INPE のテルマ氏からも、REDD+の指標の 1 つとして活用したい旨表明があった。 

これらの地上調査、リモートセンシングでの貴重なデータについては、INPA と INPE により順次公

開が予定されているほか、4 月に実施予定のブラジルの関係機関を対象とした公開セミナーにおいて

も、紹介する予定としている。 

以上の成果を確認したうえで、一部（INPA と INPE の連携、研究成果の着実な普及）の点で、懸念

材料は存在するものの、調査団としては、本プロジェクトは予定されていたプロジェクト目標をほぼ

達成し、予定通り終了すべきであると結論づけた。 

 

４－２ 提言 

(1) プロジェクト期間中の提言 

1) INPA と INPE の連携強化 

中間レビューの際、INPA と INPE の連携強化の必要性が指摘されていたが、終了時評価時点で

連携強化は達成できていないと判断した。中間レビュー後は INPA と INPE 双方のさまざまな努力

が行われたが、航空機 LiDAR の許可が取得できないなどもあり、双方が連携して行う活動機会が

少なくなったことから、連携強化については十分ではなかった。そのため、プロジェクト終了後ま

でに INPA と INPE は技術会合の開催及び 終セミナーを連携して実施することが期待される。 

 

2) UAV-LiDAR の運用体制の強化 

2 台の UAV-LiDAR がプロジェクトで購入され、INPA を中心に UAV-LiDAR を使用した調査が実

施されている。しかし、運用体制は脆弱のため、プロジェクト終了後に予期せぬ事態が生じる可能

性がある。そのため、INPA はプロジェクト終了までに以下の①から④の項目についての体制を強

化することが期待される。またそれに関連して日本人研究者の技術移転が必要な場合は日本側も対

応について検討を行う。 

① UAV の操縦手の増員（現在 1 名） 

② UAV チームの増員（操縦手を含め現在 3 名） 

③ 事故対応等も含む維持管理費の確保 

④ アルゴリズム分析の改良を含む INPA と INPE の協力体制の確保 

 

3) INPA と INPE 間のデータ共有 

プロジェクトで達成したカーボンマップの更なる発展のために、地上インベントリーを担当する

INPA とリモートセンシングを担当する INPE は継続した連携が必要であり、そのためには両機関

でのデータの共有が求められる。そのため、INPA と INPE はプロジェクト期間中にプロジェクト
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終了後のデータの共有方法と内容（時期、範囲、事項等）について合意することが期待される。 

 

4) 関係機関に対するプロジェクト成果物の普及 

本プロジェクトでは、炭素蓄積量の推定方法の新たな方法論を見出し、これまで報告されてきた

アマゾンの炭素蓄積量が異なることが判明する結果となった。本プロジェクトの成果は、ブラジル

の REDD+に関係する関係機関に普及され、認知されることが望まれる。そのためプロジェクトで

は、活動 4-a、4-b にあたる未達成のインベントリーデータセットの Web 公開について、早急に進

めるべきである。また、2014 年 4 月に開催するセミナーでは、ブラジルの REDD+関係機関〔環境

省、外務省、科学技術省、アマパ州・アクレ州・アマゾナス州などの州政府、EMBRAPA、ブラジ

ル環境・再生可能天然資源院（IBAMA）等〕を招致し、INPA、INPE、FFPRI、東京大学間で十分

に実施内容を協議した上で開催し、プロジェクト成果物の普及に努めるべきである。 

 

(2) プロジェクト終了後に関する提言 

1) REDD+関係機関への継続的な発信 

ブラジル政府、州政府、民間企業/非政府組織（NGO）を含むブラジルの科学コミュニティや研

究機関は、将来 REDD+の枠組みの中でクレジット制度の実施機関として重要な役割を担うと考え

られる。こうしたクレジット制度は現在国際社会における議論の途上であるが、炭素動態の評価

手法の複数のオプションを提示することはこうした議論に対しても有用な情報となる。したがっ

てプロジェクト実施中のみならず、継続的に研究成果の発信が実施されるべきである。 

2) インベントリーの継続と発展 

本プロジェクトはさまざまな困難を乗り越え、これまで詳細な調査が必要であった中央アマゾ

ン地域に新たな調査手法の更新を含めた 1,212 ものインベントリープロットを設置し、不確実性

の低い炭素蓄積量の推定を達成した。これはプロジェクトの 1 つの大きな成果であり、プロジェ

クト終了後も継続的な尽力と発展が望まれる。このインベントリープロットは炭素動態の研究の

みならず、将来のアマゾン地域の持続的森林管理へも活用されていくべきである。 

3) カーボンマップの活用 

 プロジェクトによって作成されたカーボンマップに関連するデータや情報は、INPE の協力をも

って DETER5や PRODES6に統合され、森林破壊による炭素動態の経年変化を明らかにするべきで

ある。 

 

4) アマゾンの持続的森林管理における啓発活動 

プロジェクトの成果とアマゾンの持続的森林管理の重要性は一般に広く知られる必要がある。

INPA は他機関と連携して以下の項目を行うことが期待される。 

a) プロジェクトで作成した出版物、カーボンマップ、森林タイプ等へのアクセスをプロジェ

                                                        
5 INPE が実施するリアルタイム森林伐採発見システム 
6 法定アマゾン森林伐採監視プロジェクト 
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クトの HP を通じて可能にする。 

b) 政策決定のためのプロジェクト成果の提供 

c) 小学生から大学生レベルまでの学生のためのアマゾン持続的森林管理のための環境教育

教材の作成 

４－３ 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して軍による承認が得られなかったため、

航空機 LiDAR 調査が実施できず、他の活動にも影響を与えた。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、関連手続きを事前に調査し、検討することが適当であった。 

 

（2）SATREPS におけるマネジメント強化 

SATREPS では研究者がそれぞれの研究を推し進める要素が強いため、技術移転や組織間連携など

の全体統括について、リーダーの絶大なリーダーシップが期待される。しかし、それだけでは解決

することが難しいことも本プロジェクトでは存在しており、航空機 LiDAR の許認可取得時の JICA

による支援や INPA と INPE の連携支援、2012 年 8 月以降実施されていない合同調整委員会（JCC）

の開催など、JICA によるマネジメントの更なる強化が必要であった。今後の同様の案件では、業務

調整員による更なるマネジメントの強化、JICA 事務所や JICA 本部の職員、各研究機関の代表者、

業務調整員で行う定期会合の開催（ 低でも 1 年に 1 度開催）を実施すべきである。 
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1. Outline of the Project 
Country：Federative Republic of Brazil 
 

Project title：Carbon Dynamics of Amazonian Forests
(CADAF) 

Issue/Sector：Forest and Nature Conservation Cooperation Scheme：Technical Cooperation 
Division in charge：Forestry and Nature 
Conservation Division 2, Forestry and Nature 
Conservation Group, Global Environment 
Department  

Total cost (at the time of evaluation)：400 million yen 

Period of 
Cooperation 

(R/D): May 2009-May 2014 
 

Country Partner Implementing Organization： 
Instituto Nacional de Pesquisa Amazonia-National Institute 
for Amazonian Research (INPA), Instituto Nacional de 
Pesquisa Espacial-National Institute for Space Research 
(INPE) 
Supporting Organization in Japan：(i) Forestry and Forest 
Products Research Institute (FFPRI), (ii) Institute of 
Industrial Science, the University of Tokyo, (iii) Remote 
Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) 

1-1 Background of the project 
   Greenhouse gas (GHG) emission from the deforestation was recognized as one of the key issues at United 
Nations Framework Conservation on Climate Change (UNFCCC), 13th Conference of the Parties (COP13) 
held in Bali in December 2007. At this conference, a discussion of Reducing Emissions from deforestation 
and forest degradation in developing countries (REDD) framework was started to conserve forests in the 
developing countries. Among others, forest in Amazon stores world largest amount of carbon, and 
deforestation of Amazonian forest became one of the prime global issues. 

The REDD scheme, solely is realized with accurate quantitative evaluation of CO2 (carbon dioxide)
emission reduction achieved by the prevention of deforestation and forest degradation. Therefore the 
development of precise methodologies to evaluate carbon budget of forests is urged. 

Under this situation, a project to develop an evaluation technique on a large-scale carbon dynamics of 
Brazilian Amazon forests was proposed by the government of Brazil and the Forestry and FFPRI in Japan. In 
response to the request, the government of Japan and Japan International Cooperation Agency (JICA)
dispatched a detailed planning survey team in 2009, and agreed with the government of Brazil on the outline 
of the project, which aims at building a foundation on conserving Amazonian forest to contribute to the 
countermeasures against deforestation and global climate change, including REDD activities. 
 
1-2 Outline of the Project 
(1) Overall Goal 

 None 
 
(2) Project Purpose 

An evaluation technique on a large-scale carbon dynamics of Brazilian Amazon forest is developed. 
 
(3) Outputs 

1. A continuous forest inventory (CFI) system to survey carbon dynamics in central Amazon is established. 
2. A relationship between forest types and carbon dynamics of primary and selectively logged forest in 

central Amazon is identified. 
3. Carbon dynamics maps for Brazilian Amazon forest are developed, using the data from the CFI system, 

remote sensing techniques, and satellite images. 
4. Techniques developed and information obtained in Output 1 to 3 are shared with organization related to 

global climate change issues, including REDD+1 and environmental conservation. 
  
 
 

                                                 
1 Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable 
management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries 
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2. Evaluation Team
Members of 
Evaluation 
Team 

＜Japan side＞ 
JICA: 

 Mr. Hirohito Takada (Japanese Team Leader) Director, Forestry and Nature conservation 
Division 2, Global Environmental Department 

 Mr. Shimpei Akatsuka (Planning Cooperation) Forestry and Nature Conservation 2, Global 
Environmental Department 

 Mr. Koji Asano (Analysis & Evaluation ) Senior Engineer, Enviromental Science & 
Engineering Department, Nippon Koei Co., LTD 

Japan Science and Technology Agency (JST): 

 Mr. Maiko Nakamura (Senior Staff) Research Partnership for Sustainable Development 
Division, JST 

 Dr. Toru Nakashizuka (Program Officer) Program Officer of JST/ Professor of Tohoku 
University 

＜Brazil side＞ 

 Dr. Luiz Marcelo Brum Rossi (Representive from Brazillian Goverment) Reseacher in Forestry 
and Forest Management, Brazillian Agricultural Research Corporation(EMBRAPA) –
Western Amazon, Manaus/AM 

Period of 
Evaluation 

From 18. January to 9. February Type of Evaluation: Terminal Evaluation 

3. Result of Evaluation
3-1 Achievement of the Project 
(1) Results of Inputs (as described above) 
(2) Project Progress 
1) Output 1

Out of five indicators set for the output 1, three were “achieved”, one was “under progress”, and one was “not 
achieved yet”. 
 Indicator 1a: A total of 351 new fixed plots were established in three sites in the central Amazon. 
 Indicator 1b: The project added one more site, and conducted inventories in a total of 351 CFI plots until 

2013. In eleven areas where were blank areas of research until the date in the central Amazon (Amazonas 
state), inventories were conducted in 1,212 plots, including previously set 861 plots. Inventories were 
conducted for not only every trees, but also for fallen trees (dead trees) and fine roots biomass. Among 
these areas, carbon stock dynamics was analyzed in eight areas by implementing second surveys. 

 Indicator 1c: Above- and below-ground biomass was measured for the first time in the upper Negro river 
basin. Data obtained was integrated into other relevant data of INPA collected in the central and lower 
Amazon basin, and the project developed common allometric equation, which uses dominant height of 
trees (average tree height of higher 20%) as a parameter. Carbon stock of each forest inventory plot was 
estimated using above allometric equation model. By the development of this common equation model, 
the uncertainty of the estimation of carbon stock by allometric equation model was reduced from 19.1% 
to 14.2% (western Amazon), and 13.9 % to 12.9% (eastern Amazon).  

 Indicator 1d: The project developed data sets of information on GPS2 and forest stand inventory (forest 
type and carbon stock). GIS3-based forest inventory database for central Amazon is planned to be 
developed by the end of the project. 

 Indicator 1e: Three papers were submitted and accepted in the international scientific journals. Three 
papers were already submitted, and are in peer-review by international scientific journals. 

2) Output 2
Out of two indicators set for the output 2, one was “achieved”, and another was “almost achieved”. 
 Indicator 2a: Specific figures of carbon stock and stock change for all the inventory plots were estimated 

in the central Amazon. The project has been evaluating human impacts and temporal changes in forest 

2 Global Positioning System 
3 Geographical Information System 
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species composition, structure, carbon stock at chronologically different logged forest. The techniques on 
cross-dating of tree ring using carbon and oxygen stable isotope ratio enabled INPA to assess tree growth 
in six different forests in Amazonas state, and helped to understand tropical forest carbon dynamics in 
Amazon in future. 

 Indicator 2b: Three papers were submitted and accepted in the international scientific journals. Five 
papers are planned to be submitted to international scientific journals by the end of March 2014. 

 
3) Output 3 

Out of five indicators set for the output 3, two were “achieved”, one was “almost achieved” and two were 
“under progress”. 
 Indicator 3a: To be the fundamental data sets for the estimation of large area carbon stock, cloud-free 

MODIS4 data, which are generated from high frequent observation data, were obtained and stored in 
order in time series. By using the method for above data sets, the project generated data sets of variables 
concerning forest site environment conditions, such as flood period, day and night ground temperature, 
variation of vegetation index, etc, based on MODIS data. By integrating various environment map and 
terrain information (SRTM5) into the cloud-free MODIS data sets, the project developed method to 
elaborate site environment map. A technique for the evaluation of carbon stock using the large-scale 
spatial data such as satellite images, with integrating ground data, was developed and carbon stock maps 
were created. The prototypes for biomass maps for the entire Amazon were elaborated: (1) maps of 
environment parameters, (2) a map of site environment, and (3) map of canopy height. Technology for a 
time series processing of large area satellite data using General Purpose Graphic Processing Unit 
(GPGPU) was developed, and high speed (26.6 times higher) data processing using PC became possible. 
By this system, cloud-free images of MODIS data were developed. 

 Indicator 3b: Average carbon stock of central Amazon forests was estimated to be approximately 160 Mg 
C/ha by the forest inventory team. The project clarified that it is in the saturated level by the optical 
sensor and radar estimation. As for now, the only reliable parameter for the forest biomass estimation is 
canopy height, the project initially planned to survey by airborne LiDAR6. However, during the FY 2012, 
it was concluded that the implementation of airborne LiDAR observation would be impossible during the 
project period because of the unpredictable prospects to obtain permission from Brazilian government in 
near future, instead, following alternative methodologies were developed: 
1. Satellite LiDAR of ICESat7/GLAS8 was introduced. 
2. Existing airborne LiDAR data were obtained and used. 
3. UAV9 camera/laser system, in which an UAV equipped with a camera and a laser sensor (hereinafter 

UAV system) was developed. 
 New software for processing full-wave form data of ICESat/GLAS was developed for canopy height 

estimation. Combined this information with site-environment conditions, methodology to estimate the 
canopy height of large areas was developed. By analyzing existing airborne LiDAR data and ground 
observation data, estimation accuracy of canopy height was clarified. The newly developed UAV system 
enabled to conduct LiDAR observation with ground observation. 

 Indicator 3c: The project elaborated a model to estimate carbon stock of large area by integrating biomass 
data obtained by ground inventory with canopy height estimated by ICESat/GLAS and the variables 
concerning forest site-environment conditions. A large area carbon stock map (2007) with uncertainty for 
all pixel of 500m mesh was made using the model elaborated by the project. By the project end, Brazilian 
Amazon forest’s carbon stock maps for 2000, 2005, and 2010 will be created. 

 Indicator 3d: Carbon reduction/change map in the Amazon will be elaborated using forest carbon stock 
maps of 2000, 2005 and 2010. 

 Indicator 3e: Three papers are planned to be submitted to the international scientific journals. 
 

                                                 
4 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
5 Shuttle Radar Topography Mission 
6 Light Detection and Ranging 
7 Ice, Cloud and land Elevation Satellite 
8 Geoscience Laser Altimeter System 
9 Unmanned Aerial Vehicle 
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4) Output 4
Out of three indicators set for the output 4, one was “achieved”, and two were “not achieved yet”. 
 Indicator 4a: CADAF website was designed and opened in INPA and FFPRI. The inventory dataset 

(2010-2013) will be uploaded as soon as possible after the project end. 
 Indicator 4b: Restricted access to the remote sensing dataset is currently available for the staff of CADAF 

in the FTP site of UT. The remote sensing dataset will be uploaded as soon as possible after the project 
end. 

 Indicator 4c: Seminars were held every year in Japan (four times), and Brazil (three times), and final 
seminar is planned to be held in April 2014. Workshops were held in Japan (two times). Every year, 
information dissemination regarding the project achievements has been conducted in the booth in the 
Asia Remote Sensing Conference, with many participants related to remote sensing in Asia (2010 
Vietnam, 2011 Taiwan, 2012 Thailand, 2013 Indonesia). 

(3) Progress towards the Project Purpose 
Out of three indicators set for the project purpose, one was “almost achieved”, one was “under progress” and 

one was “not achieved yet”. All indicators are predicted to be achieved before the termination of the project. 
 Indicator Project Purpose a: Evaluation of large-scale carbon stock and carbon stock change, using field 

and remote sensing data became possible by the project. For this continuous evaluation is planned to be 
conducted at INPA and INPE even after the project end. By the integration of detailed monitoring data 
obtained from the INPA’s experimental forests and the data from forest inventory (ground survey in 
multipoint plots) of the project, carbon dynamics of Amazonian forests under natural/human disturbance 
regimes was elucidated by the project. By analyzing the relevance between forest environment and forest 
stand structure information combined with ground observations, the project developed methodology for 
mapping carbon stock of forests and its dynamics in broad areas using satellite image and GIS data. By 
this, the project evaluated carbon stock change of whole Amazon in relation to deforestation. 

 Indicator Project Purpose b: The final seminar is planned to be organized by the project in April 2014. 
For the seminar, related organizations to REDD+ and environmental conservation in Brazil are envisaged 
to participate [such as Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBIO), EMBRAPA, 
private sector, etc.]. 

 Indicator Project Purpose c: INPA’s forest inventory technique is already well known among Brazilian 
governmental institutions and the results have been used on REDD+ policy development in the state level 
such as Amazonas, Acre and Amapa states. The large-scale evaluation techniques on carbon dynamics is 
based on the ground data of INPA’s long time forest inventory and its utilization by concerned institutions 
is envisaged to continue in future. 

3-2 Review by the Five Criteria 
Value judgment from the view points of the five evaluation criteria was rated as: A = Excellent, B = High, C = 

Medium, D = Low, E = None to be valued: 

(1) Relevance 
The relevance of the project was evaluated as “A” from the following reasons. 
 In the latest Multi-annual Plan (PPA) of the government of Brazil (2012-2015), climate change is 

identified as one of the key issues in thematic program for productive development and environmental 
policy. In comparison with the starting time of the project, attitude toward REDD+ of the Brazilian 
government became more obvious, to have an interest in the development of MRV10 system, such as the 
techniques being implemented in this project.  

 The project purpose; an evaluation technique on a large-scale carbon dynamics of Brazilian Amazon 
forests is developed, is consistent with INPA's organizational mission. Alignment of the project meets the 
needs and expectation of relevant institution/personnel in charge of research in carbon dynamics of 
Amazonian forests.  

 Since the mid 1990s, JICA has been accumulated knowledge and experience for the conservation of 

10 Measurement, Reporting and Verification 
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Brazilian Amazon forests in the past 18 years, through: 1)“Brazilian Amazon Forest Research Project” 
(1995-1998), 2)“Brazilian Amazon Forest Research Project Follow-up” (1998), 3)“Brazilian Amazon 
Forest Research Project Phase II” (1998- 2003), 4)“Sustainable Use of Forest Resources in Estuary Tidal 
Flood plains in Amana” (2005-2009), 5) “The project for utilization of ALOS11 images to protect 
Brazilian Amazon and combat against illegal deforestation” (2010-2013). Among them, three were 
implemented jointly with INPA. The past results and cooperation relationship acquired through the three 
projects could be utilized in the project. 

 Modeling of biomass estimation and up-scaling techniques of plot data to GIS is more advanced in Japan. 
Modeling with time-series remote sensing data for surface environment mapping is more advanced in 
Japan. Forest carbon stock modeling by combining various kinds of data (high-low resolution remote 
sensing data, airborne-satellite LiDAR, numerical and categorical map and field GIS data) is advanced in 
Japan. 

 Japan’s Official Development Assistance Charter addresses global warming and environmental problems 
as one of the priority issues. Japan’s Medium-Term Policy of Official Development Assistance (2005) 
states environmental sector as one of the most important sectors. Japan’s Country Assistance Policy for 
Brazil (2012) states environmental conservation as one of priority areas. 

 
(2) Effectiveness 
The effectiveness of the project was evaluated as “B” from the following reasons: 
 By assessing the attainment level of indicators for each output, it is concluded as: 1) Output 1 would be 

fully achieved by the end of the project, 2) Output 2 would be fully achieved by the end of the project, 3) 
Output 3 would be produced by the end of the project, but the level would be lower than originally 
planned due to external factor beyond control of the project (i.e. obtaining permission on airborne 
LiDAR) and 4) Output 4 needs to have special efforts for its achievement. 

 Dedicated efforts have been made towards the achievement of outputs and the progress is presumably as 
expected in achieving the project purpose by the project end with continuous effort of the Brazilian and 
Japanese sides. Although their level of achievement of outputs varies at this moment (Feb 2014), they 
will contribute to the achievement of the project purpose. 

 Considering the importance of the Amazon forests, sharing the results of the project for the practical 
benefit in local and global society is desirable, for that, promoting the information dissemination by using 
a database or other medium was scheduled in the Project Design Matrix (PDM). The project is expected 
to deepen the cooperative relationship between INPE and INPA, and to promote information 
dissemination and the practical application of technology to help the society. 

 
(3) Efficiency 
The efficiency of the project was evaluated as “A” from the following reasons: 
 Inputs from the Brazilian and Japanese sides have been mostly appropriate in producing the outputs in 

terms of timing, quality and quantity. The Inputs are considered to have contributed to the production of 
the outputs mostly. All Japanese experts are concluded to be with appropriate experiences and sufficient 
technical skills by the Counterpart (C/Ps). Man-Day (MD) for each expert is considered to be efficiently 
assigned based on the necessity arisen in the project.  

 The number of the participants, duration and timing of the C/P trainings were considered to be 
appropriate. All of the training participants have been directly involved in the project, and their 
contribution for the project became more obvious after the trainings. They were keen to share knowledge 
and skills obtained with their colleagues that contributed to have outputs efficiently. 

 Technology/knowledge transfer was done mainly through collaborative work of staff members from 
INPA, INPE and JET, which was valued to have synergy effects in the researches. All of the respondents 
of interviews in INPA and INPE believe that technology/knowledge transfer and exchange by JET were 
excellent and efficient. Many of field works have been conducted in close collaboration among staff 
members of INPA and JET. Besides, in counterpart training in Japan, under the express purpose, such as 
to present research results at international scientific journals or academic conferences in near future, 

                                                 
11 Advanced Land Observing Satellite 
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many biomass related analysis was jointly conducted. By conducting entire process, from the primary 
data collection in the field to compilation of data in laboratory, in collaborative manner, INPA staff 
members became technically self-sustainable to conduct surveys/studies by themselves. 

 The project was originally planned to conduct airborne LiDAR observation over all the forest inventory 
sites during project period. However, LiDAR observation was not conducted due to complexity of 
bureaucratic process to obtain the permission from the government of Brazil, as well as the optimistic 
prospect observed by JICA and JET at the initial stage of the project. 

(4) Impact 
The impact of the project was evaluated as “A” from the following reasons: 
 The project introduced a lot of new techniques, thus made positive impact in the fields of researches (for 

specific techniques, please refer to Annex 13). Besides, the project achieved to establish 1,212 plots in the 
central Amazon where were blank areas of research until the date. It is assumed to contribute researches 
in various aspects of Amazonian forests significantly in future. The project enhanced significantly the 
quantity and quality (accuracy and reliability) of data owned by INPA, regarding Amazonian forest 
biomass and remote sensing. INPA and Forest Management Laboratory is now are taking a vital role as a 
representative institution of Brazil for the negotiation for REDD issues with international agencies. 

 JICA’s Third Country Training was conducted three times (2011-2013) in INPA, principally by C/Ps of 
CADAF, using techniques and knowledge introduced by the project. It contributed to share project results 
with organizations in Latin America related to global climate change issues including REDD+ and 
environmental conservation. 

(5) Sustainability 
The prospect of sustainability was evaluated as “A” from the following reasons: 
<Prospect from institutional and organizational viewpoint> 
 Brazil’s current legislative framework and policy/strategy for the management of Amazonian forest will 

continue after the termination of the project. Also, INPA’s institutional role and mandate regarding the 
research/study of the project is most likely to continue.  

 Six out of nine researchers/technicians who have been involved in the project are permanent position, 
whose future employments would be ensured. Eight out of eighteen C/Ps are post-doctoral staff, masters’ 
or doctors’ students whose future employment is not guaranteed. Only one permanent staff member for 
remote sensing group in the Forest Management Laboratory of INPA.  

 INPE’s concern on deforestation of Amazon forests started with PRODES12 and DETER13 in 1998. The 
policy/program will continue after the termination of the project. INPE has been participating in the 
project as a part of its institutional role or mandate, therefore institutional support is most likely to 
continue in future. Also, current organizational structure would not have major alternation in near future. 
All of three C/Ps in INPE are permanent employees, which employment will be sustained even after the 
project termination. 

<Prospect from technical viewpoint> 
 Specialists of INPA are already equipped with high-level technical capacity. The techniques and methods 

transferred through the project as well as the deliverables are relevant with the needs and technical levels 
of INPA, so that they are expected to be continuously utilized after the project end. 

 For the isotope analysis in dendrochronology field and fine root analysis, collaboration with Japanese 
researchers on sample collection and analysis is planned to be continued after the project termination, and 
expected to submit several scientific papers in future. Also, new techniques transferred from JET will be 
shared with others researchers and students in INPA.  

 To ensure technical sustainability of the remote sensing group of the Forest Management Laboratory of 
INPA, continuous updating of techniques is needed. External assistance will be required especially for 
LiDAR data analysis and processing.  

 INPE’s project staff members are already highly equipped with technical skills, so that they will continue 

12 Project for Monitoring of Deforestation in Legal Amazon 
13 System for Detection of Deforestation in the Legal Amazon in Real Time 
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concerned works by themselves. 
<Prospect from financing viewpoint> 
 During the project period, almost all the cost for project implementation (forest inventories, workshops, 

seminars, trips, employments, etc.) has been borne by JICA. After the termination of the project, cost for 
continuous activities in full scale as the project has been conducted should be secured by Brazilian side. 

 The government budget, except staff emolument, is limited in INPA. External financial source, such as 
academic grants, scholarship, etc. will be continuously required in future. Also, continuous financial input 
will be required to replace broken parts or corrective maintenance of unexpected system failure for 
technical equipment such as UAVs provided by the project.  

 Travel cost to visit INPA as a part of project requirement was borne by INPE. Later, nobody from INPE 
participated in the second workshop because of its financial constraints. Although, INPE’s budget, except 
staff emolument, is limited, extra financial input will be required to enhance man to man communication 
and interaction with INPA. 

4. Recommendation and Lesson Learned
4-1 Conclusion 
   The project successfully revealed large-scale carbon stock dynamics of Amazon, using field data obtained in 
1,212 inventory plots and remote sensing data by dedicated efforts and innovative methodologies. By this, 
continuous evaluation on carbon dynamics became possible to be conducted by INPA and INPE that will give 
great impact on the discussions on REDD+ and sustainable management of Amazon forests in not only Brazil 
also worldwide.  
Considering the importance of the Amazon forests, sharing the results of the project for the practical benefit in 
local and global society is desirable, for that, the project is expected to deepen the cooperative relationship 
between INPA and INPE to promote synergy effects in researches, and also to further promote information 
dissemination. 
Based on the long time cooperation between Brazil and Japan for the sustainable forest management of Amazon 
since 1995, this project has successfully achieved most of expected results, and presumably will achieve the 
project purpose before the end of the project. The terminal evaluation team would like to express sincere 
appreciation to all the members of the project, and deems that the cooperation between Brazil and Japan will 
continue in future. 

4-2 Recommendations (specific measures, proposals and advice to the project) 
(1) Recommendations by the project termination 

1) Further strengthening the collaborative relationship between INPA and INPE
   At the time of the mid-term review, the necessity of further strengthening collaborative relationship 
between INPA and INPE was pointed out; however the terminal evaluation team concluded that it is not fully 
achieved. 
After the mid-term review, m spite of dedicated efforts made by INPA and INPE, the permission of Airplane 
LiDAR was not granted according to unexpected circumstances, as a result, necessity of collaborative work 
became lower, and the actual collaboration has not occurred sufficiently. Both institutes are expected to further 
strengthen the collaborative relationship through joint implementation of the technical meeting and the final 
seminar as mentioned below 

2) Strengthening of the management structure for UAV-LiDAR
   Two UAV-LiDARs were introduced by the project, and investigation using UAV-LiDAR has been carried 
out by INPA. However, since the management structure appeared to be not robust, there is a concern that after 
the end of the project, related activity will stagnate by unexpected circumstances. Therefore, by the end of the 
project, INPA is expected to consider matters relating to strengthen management structure for UAV-L1DAR 
especially in the points listed below. The Japanese side should consider for further dispatch of Japanese 
researchers and technology transfer as needed. 

i) Increasing the number of UAV operator (currently one person)
ii) Increasing the number of UAV team (currently three persons, including the operator )
iii) Securing of maintenance costs, including cost for repairs when accident occurred
iv) Securing the cooperation of INPE and INPA, including the improvement of the algorithm of analysis
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software 
 

3) Data sharing between INPE and INPA 
   In order to further develop the carbon stock map as a principle project achievement, continuous 
collaboration between INPA, as a responsible institute for ground inventory, and INPE, as a responsible 
institute for remote sensing, is essential. For that, data sharing between both institutes is required. Therefore, 
INPA and INPE are expected to have an agreement formally by the project end, regarding data sharing method 
and sharing contents (e.g., time, scope, item, etc.) for after the end of the project. 
 
4) Dissemination of project results to relevant institutes 
   The project succeeded to reveal the carbon stock in the Amazon which is a matter of great interest 
worldwide. It is desired to spread the results of the project to relevant agencies involved in REDD+ in Brazil. 
Therefore, the project should ensure the activity 4a and 4b, "web publishing of inventory and remote sensing 
datasets" as soon as possible since it is not yet achieved. Furthermore, in the final seminar to be held in April 
2014, the project should invite REDD+ related organizations of Brazil [Ministry of the Environment, Ministry 
of Foreign Affairs, Ministry of Science and Technology, the state governments of Amapa, Acre, Amazonas, 
EMBRAPA, Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA), etc.], conduct 
the seminar with close consultation among INPA, INPE, FFPRI, and the University of Tokyo, and work on 
publication to spread the project results. 

 
(2) Recommendations after the project termination: 

1) Continuous dissemination of project results to REDD+ related organizations 
   It is predictable that the federal government, research institutes, state governments， private companies, 
NGOs in Brazil, are considered to play an important role in implementation of the carbon credit mechanism in 
the framework of the future REDD+. As carbon credit mechanism is a course of discussion in the international 
community today, presenting multiple options of evaluation method of carbon dynamics is a valuable. Thus 
dissemination of research results of the project should be continued even after the end of the project. 
 
2) Continuation and development of inventory 
   By overcoming the various difficulties, the project installed 1,212 inventory plots in systematized method 
in the central Amazon where required more detailed investigation, and achieved to have an estimate of carbon 
stock with practically low uncertainty. This is one of great results of the project, therefore continues efforts are 
required to develop it even after the project end. The inventory plots should be utilized for the researches not 
only on carbon dynamics, but also various other researches which lead to sustainable forest management of 
Amazon in future. 
 
3) Utilization of the carbon stock map 
   The project results and importance of sustainable Amazon forest management should be widely known by 
public to raise awareness. INPA with collaboration of other institutes if necessary is expected to conduct 
concerned act1v1ties such as follows: 

i) Extended project homepage with access to publications (theses, dissertations, presentations, lectures 
and papers published during the project), and maps of carbon stocks，forest type, and others. 

ii) Summarized publications (executive summaries) to municipal governments to be utilized for their 
decision making. 

iii) Environmental education booklets and publications for sustainable Amazon forest management with 
technical language for students of different levels，from elementary level (children 8-14 years) to 
technical courses (agricultural and/ or forest) and university level. 

 
4-3 Lesson learned 
(1) Management for the project assumption 
   Permission for the aerial survey could not be obtained from the military, as the project is involved by the 
foreign agency, and airborne-LiDAR survey was not conducted. As a result, it had a profound negative impact on 
subsequent activities. In case that the project assumption was recognized not to be fully reasonable at the start of 
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the project, it should be adequately aware of as a risk factor, and to have prior consensus among prior consensus 
stakeholders about the timing of decision-making and alternative activities is essential to minimize the risk. 

(2) Promotion of regular management meeting 
   SATREPS14 has the tendency that the researchers promote their own researches. Therefore, the leadership of 
the principal investigators in both countries is necessary for the promotion of project management. However, 
there are presumably difficult matters to be solved only in this way. Especially in this project, there was a need of 
support from JICA in the process of acquirement of permission for airborne L1DAR flight, the 
intercommunication between INPA and INPE, and the implementation of Joint Coordinating Committee (JCC) 
meetings. For the future, in similar cases/projects, we see the necessity to promote management meetings among 
the local office and headquarters of JICA and the principal investigators. 

14 Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development 


	ブラジル国アマゾンの森林における炭素動態の広域評価プロジェクト終了時評価調査報告書
	目次
	地図
	略語表
	写真
	評価結果要約表
	Terminal Evaluation Summary
	第１章 終了時評価調査の概要
	１－１ プロジェクトの概要
	１－２ 終了時評価の目的
	１－３ 調査団の構成
	１－４ 調査日程
	１－５ 評価方法

	第２章 プロジェクトの実績
	２－１ 投入の実績
	２－２ 成果の達成状況
	２－３ プロジェクト目標の達成予測
	２－４ 実施プロセスの検証

	第３章 評価5項目による分析
	３－１ 妥当性
	３－２ 有効性
	３－３ 効率性
	３－４ インパクト
	３－５ 持続性

	第４章 合同評価の結論・提言・教訓
	４－１ 結論
	４－２ 提言
	４－３ 教訓

	第５章 所感
	５－１ 総括コメント

	付属資料
	1. 日程表
	2. 合同評価報告書（英文）





