
 

中間レビュー要約表
１. 案件の概要

国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：国家生物多様性データベースシステム開発プロ

ジェクト

分野： 生物多様性保全 援助形態：技術協力

所轄部署：地球環境部 協力金額（評価時点）：約 3.1   億円

協力期間
討議議事録（R/D）：2011 年 4 月

22 日 
先方関係機関：天然資源環境省（MONRE）、環境総局

（VEA）、生物多様性保全局（BCA）、ナムディン省天然

資源環境局（DONRE）、科学技術省（MOST）、農業農

村開発省（MARD）、ベトナム科学技術院（VAST）、計

画投資省（MPI） 
（延長）： 日本側協力機関： 環境省

フォローアップ（F/U）： 他の関連協力：円借款「気候変動対策支援プログラム

（SP-RCC）」 
１－１ 協力の背景と概要

国家生物多様性データペースシステム開発プロジェクトはプロジェクト期間の中間点をまもなく

迎えることから、ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）との合同で、中間レビュー

調査を実施することとした。本調査の目的は、以下の 5 つからなる。1）「プロジェクトの進捗及び

成果の達成度の確認」、2）「評価 5 項目による評価」、3）「実施プロセスにおける促進・阻害要因を

特定」、4）「プロジェクトの後半に取るべきアクションについての日本側及びベトナム側との合意」、

5）「合同調整委員会（JCC）でのミニッツへの署名による確認」である。必要に応じて、プロジェ

クト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂を提案し、プロジェクト残期間中の活動実施を支援

する。また、本レビューの結果を報告書として取りまとめ、JCC へ提出する。本プロジェクトは、

円借款附帯プロジェクトであることにかんがみ、「SP-RCC ローン」との関連性においてもレビュー

を実施する。

１－２ 協力内容

（1） 実施期間 
2011 年 11 月 17 日～2015 年 3 月 31 日 

（2） 対象地 
ベトナム国ハノイ、ナムディン省及びベトナム国全土。

（3） ターゲットグループ 
BCA、VEA、ナムディン省 DONRE 

（4） プロジェクトの枠組み（PDM ver. 1.1/ 2012 年 3 月 14 日） 

（１）上位目標：

第 2 世代の国家生物多様性データベースシステム（NBDS）が開発される。 

（２）プロジェクト目標：

第 1 世代の NBDS が開発される。 

（３）アウトプット（成果）：

1. MARD、科学技術局（DOST）、VAST 及びその他の関連省庁・機関、研究所の協力により NBDS
の基本設計が構築される。

2. NBDS のデータ・情報の共有、管理、利用に関して、他の機関との協力メカニズムが提言さ

れる。

3. ナムディン省の生物多様性データベースが NBDS の一部として開発される。

4. NBDS の運営・管理・利用に関わる関係者の能力が向上する。

１－３ 投入（レビュー時点）

日本側：総投入額 1.5 億円 
専門家派遣 9 名 
機材供与 （Arc GIS 購入費含む） 508 万 5,640 円
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研修員受入 17 名  
その他 （パイロット調査委託費） 760 万 3,000 円  
現地業務費            470 万 8,000 円 
 

相手国側： 
カウンターパート（C/P）配置：パートタイムで関係機関より 24 名〔うち 6 名はナムディン省

及びシュアン・トゥイ国立公園（XTNP）所属〕 
ローカルコスト負担：プロジェクト事務所、家具、会議スペース及び光熱費 

  その他：該当なし。 
 
２. 評価調査団の概要 
 調査者 日本側団員構成 

氏名 分野 所属 出張期間 
畑 茂樹 総括 国際協力機構（JICA）地球

環境部 技術審議役 
2013 年 5 月 21 日～31 日

米田 政明 
 

生物多様性情報

システム 
JICA 非常勤客員専門員 2013 年 5 月 19 日～31 日

高橋  進 生物多様性保全

行政 
共栄大学 教育学部教授 2013 年 5 月 22 日～31 日

谷口 光太郎 
 

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 
2013 年 5 月 19 日～31 日

江波戸美智子 評価分析 日本工営株式会社 コンサ

ルタント海外事業本部 
環境事業部 環境技術部 

2013 年 5 月 14 日～31 日

 
ベトナム側評価メンバー 

氏名 所属と役職 
Mr. Nguyen Minh 
Cuong 

Deputy Director, Department of International Cooperation and science, 
Technology, VEA, MONRE（天然資源環境省環境総局国際協力・

科学技術局 副局長） 
Mr. Nguyen Manh 
Trung 

Finance and Planning Department, VEA, MONRE（天然資源環境省

環境総局経済計画局 副局長） 
Dr. Phan Thi 
Thanh Hoi 

Hanoi National University of Education（ハノイ国家教育大学 生物

学専門家） 
Mr. Bui Ngoc Anh FPT University, Hanoi（ハノイ FPT 大学 IT 専門家） 

 

調査期間  2013 年 5 月 14 日〜5 月 31 日 
（官団員は 5 月 19 日～31 日まで） 

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 

投入の実績： 
日本側投入 
 9 名の専門家の投入は、投入時期、人数、担当専門分野ともに適切であった。 
 R/D 及び PDM（ver. 1.1）に基づき、日本及びベトナム国側の投入実績を確認した。日本側に

予定されていた、機材及び追加購入することとなった Arc GIS（ソフトウェア）等、508 万

5,640 円相当はすべて調達された。主な供与機材には、サーバーが含まれるが、現在 VEA の

情報技術センター（ITC）が管理するサーバールームにて、適切に保守・管理が行われてい

ることが確認された。また、それ以外の供与機材も、すべて良好な状態で利用されている。

 現地業務費として、470 万 8,000 円、XTNP 内で実施されたパイロット調査の費用として 760
万 3,000 円が支出された。 

 
ベトナム側投入 
 ベトナム国側からの予定されている投入は、プロジェクト全期間中には C/P 予算として

in-kind 及び in-cash で 50 万米ドル相当が予定されている。このうち、専門家への事務所、家
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具及び光熱費が計画通り供与されていることが確認された。In-cash での支出に関しては、調

査期間中には精査することができなかった。 
 現在までに、関係各機関より 24 人のスタッフがパートタイムでプロジェクト活動に参加し、

17 名が本邦研修に参加した。 
 
PDM（ver. 1.1） に基づく活動の実績： 
 すべての活動は、おおむね計画とおりに実施されている。若干の遅滞が認められたのは、ア

ウトプット 1 の NBDS の基本設計に係る作業と、アウトプット 3 のナムディン省でのパイロ

ット調査であった。以下、各アウトプットの実績の要約を記す。 
 
アウトプット（成果）1： MARD、DOST、VAST 及び、その他の関連省庁・機関、研究所の協

力により NBDS の基本設計が構築される。 
 C/P によりテクニカル・ワーキング・グループ（TWG）が情報技術（IT）及び生物多様性・

モニタリングという 2 グループ形成された。IT の TWG では、NBDS に必要なソフトウェア、

ハードウェアの仕様を検討、確定し、それに基づき、機材の調達が行われた。調達された機

材は、指定された場所に設置され、ベトナム側により利用・維持・管理が適切に行われてい

る。生物多様性・モニタリンググループでは、国家生物多様性モニタリングコアセット指標

の検討を進めている。生物多様性・遺伝子多様性に関する追加データに対応するデータスト

ラクチャ、「アーキテクチャ」についても検討を行った。しかし、いずれも、VEA、BCA 及

び TWG のメンバーの技術的専門的知識が技術的決定をするのに十分ではないことから、コ

アセット指標を最終化できず、このことが、「データストラクチャ」や「アーキテクチャ」に

関連する作業の進捗を妨げている。 
 

アウトプット（成果）2：NBDS のデータ・情報の共有、管理、利用に関して、他の機関との協力

メカニズムが提言される。 
 ベトナムでは、生物多様性に関するデータは、各省庁、研究所、大学などに散在している。

NBDS の構築に必要となるデータを入手するためには、これらの機関の協力を得ることが必

須である。プロジェクトでは、これまで、関係省庁・機関を対象に、データの所有状況に関

する調査を実施し、結果を集計した。これに基づき、協力メカニズムを構築するための提言

の素案を作成している。この提言に基づく法的文書の作成も視野に入れている。 
 

アウトプット（成果）3：ナムディン省の生物多様性データベースが NBDS の一部として開発さ

れる。 
 2012 年 12 月にナムディン省の XTNP で第一回目のパイロット調査では、調査すべき指標の

選定と業務委託先の選定に時間がかかった。しかし、調査を網羅的にすることと、業務委託

先の技術力に見合った調査内容に変更するので、適切な委託先の選定を行い、全体の進捗は、

大幅に遅れることはなかった。中間レビュー調査までの時点で、報告書が調査委託機関によ

り提出された。また、収集されたデータは NBDS の一部として入力され、調査結果に基づく

XTNP に適用されるべき生物多様性モニタリング指標、調査手法の開発がおこなわれている。
 

アウトプット（成果）4：NBDS の運営・管理・利用に関わる関係者の能力が向上する。 
 IT 及び生物多様性・モニタリング関連の 2 つの TWG を対象にベトナム国内でセミナーやワ

ークショップを実施して、能力向上を行った。また、プロジェクト要員の本邦研修もこれま

で 3 回実施した。 
 

プロジェクト目標：第一世代の NBDS が開発される。 
 「データストラクチャ」には、地球規模生物多様性情報機構（GBIF）が適用されている。ま

た、将来、想定される利用者が必要とするのであろうデータについてレビューを行った。2013
年 3 月末まで、ベトナムのレッドリスト 2003 の入力が完了した。2012 年 12 月の XTNP で実

施されたパイロット調査のデータも NBDS に入力されている。 
 
上位目標：第 2 世代の NBDS が開発される。 
 現時点では、発現していない。しかし、上位目標の達成に必要とされる地理情報システム

（GIS）ソフトを使用するための技術移転は既に、実施されている。 
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３－２ 評価結果の要約 
 
（１） 妥当性：高い 
 ベトナムは、生物多様性条約（CBD）締約国である。そのため、生物多様性保全のためのモ

ニタリングの義務、クリアリング・ハウス・メカニズム（CHM）を通じた情報共有などは、

ベトナムの国際的な責務である。国の政策にも環境配慮を積極的に反映する姿勢が見受けら

れる。本プロジェクトは、2008 年に発令された生物多様性法に基づき、国家レベルでの生物

多様性データベース作成実施の担当機関である MONRE を支援するものである。また、日本

の政府開発援助（ODA）中期政策や国別援助政策などの重点分野とも合致している。したが

って、妥当性は高い。 
 

（２） 有効性：やや高い 
 プロジェクト活動は、若干の遅れと解決すべき問題点はあるものの、おおむね計画どおりの

進捗とアウトプットの達成度が確認された。したがって、プロジェクト期間中にプロジェク

ト目標が達成される可能性は比較的高い。 
 

（３） 効率性：やや高い 
 日本側からの投入は、数・質・タイミングいずれも適切であった。一方で、ベトナム側から

は、専門家執務室の提供などはあったものの、それ以外の資金の拠出は本レビュー調査期間

中に精査することができなかった。ミーティング費用等も十分ではなく、関係者間の会合の

回数、あるいは、ローカル専門家の関与などにも影響を与えている。したがって、ベトナム

側へもこれらのコストの負担を求めていく必要がある。両国の投入のアンバランスと投入の

量がプロジェクト活動に適切でなかった事例も一部認められたことから、効率性はやや高い

と評価できる。 
 
（４） インパクト：高い（想定） 
 既にプロジェクトでは、第 2 世代で必要になる GIS に関わる技術移転を開始しており、

MONRE が支援を行えば、上位目標の達成は、プロジェクト終了後の数年以内に高い確率で

達成できるものと見込まれる。 
 

（５） 持続性：中（想定） 
 本プロジェクトでは、NBDS の開発の指針となる基本設計を作成するが、それを基に、NBDS

の開発をプロジェクトの終了後も継続していくかどうかは、ベトナム側の継続した資金・人材

の確保、協力メカニズムの構築が前提条件になる。中間レビューの時点では、ベトナム側は具

体的な方針を持っておらず、プロジェクトの成果を生かした、次世代の開発が実施可能性を判

断する促進要因が認められない。したがって、持続性は、中程度とした。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 
 ベトナム側関係者の中には、日本人から技術的なことだけでなく仕事の進め方など多くを学び

たいという意欲の高い人材もあり、日本側関係者との関係性は良好で、プロジェクト実施に良

い影響をもたらしている。また、ベトナム側は、日本側専門家が他の関係機関とのミーティン

グや訪問の際には、事前に調整をするなどして、業務が円滑に行えるよう支援をしている。 
 ベトナム政府の政策環境は特に変化はなく、プロジェクト開始時点から良好な環境を保ってい

る。中間レビュー時点では、生物多様性保全アクションプラン（2008 年）を策定し、現在、改

訂作業を行っていた。また、2012 年には、緑の開発戦略を策定し、環境と経済開発の共生を推

進している。このことは政府の環境に対する強い関心を示すと同時に、効果的かつ効率的なモ

ニタリングシステムの必要性にもつながる。 
 また、MARD の漁業局（D-Fish）は、海洋・内陸水域システムのデータベースを開発中である。

このデータベースが完了すれば、NBDS との連携も可能である。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
 NBDS プロジェクトでは、特にアウトプット 1 とアウトプット 2 の達成には、関係者間での協

議は非常に重要である。しかし、ミーティングに参加する際の手当などが十分でなく、ミーテ
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ィングの開催頻度やローカル専門家の参加が制限された。 
 BCA/VEA は政策策定及び実施を行う機関である。プロジェクトの成果がベトナムに合致した

ものであるかどうかという技術的な判断をするためには、外部からの技術的インプットが必要

になる。当初、TWG がこの技術的な判断をする役割を果たすことになっていたが、実際は、

TWG のインプットだけでは、BCA/VEA が判断をするには十分ではなかった。一方で、プロジ

ェクトではこれまで、ローカル専門家の関与を制度化していなかったので、TWG は意図され

た機能を十分に果たすことができなかった。 
 「アーキテクチャ」の理解が日本側・ベトナム側で異なることが、本調査中に明確になった。

2010 年 6 月 23 日の詳細計画策定時の「アーキテクチャ」の定義にはハードウェアのみをさす

用語として定義づけられていた。しかし、NBDS を運営・管理していくためのシステムに関し

ても言及することがプロジェクトのアウトプットの一部として必要であることから、「アーキ

テクチャ」の定義付けを本レビュー調査中に見直すこととした。 
 

３－５ 結論 
 プロジェクトの進捗はおおむね計画通りである。アウトプットはまだ、明確に確認することは

できないが、プロジェクト後半で達成されることが想定される。プロジェクトは、高い妥当性

を保ち、比較的高い有効性と効率性を達成している。想定されるインパクトは高く、持続性は

中程度である。３－４に示された問題点は、３－６に示す提言としてベトナム側と共有し、JCC
にて確認を行った。 

 
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） 

以下にプロジェクト各関係者への提言を示す。 
 

JCC への提言 
本レビュー調査団が提案する改訂 PDM（案）では、アウトプット 1 から 3 までは指標及び指標

入手手段とアウトプット 4 の記載を、「NBDS の運営能力と、利用に関する意識が向上する」と変

更することを提案している。改訂 PDM（案）を早急に承認することを提案する。 
 

プロジェクトへの提言 
 プロジェクト要員の更なる能力の向上をオンザジョブ・トレーニング（OJT）を通じて実

施する。 
 関係機関との協力関係の構築・維持のためにニュースレターなどを通じて情報共有を更に

進める。また、NBDS のデモンストレーションを実施するなどして、政策立案者などにも

広く NBDS の目的や、活用方法などについて周知する。 
 プロジェクトの成果物として、また、ベトナム側が将来も継続して活用できるようなガイ

ドラインやマニュアルなどを作成する。 
 プロジェクト要員の間で使われている用語、「アーキテクチャ」や「プロポーザル（マスタ

ースキーム）」などについての定義付けを、再度確認し、合意する。また、「パイロット調

査」の目的とスコープについてプロジェクト要員と再度確認する。 
 本調査の提言に対する対応のモニタリングを実施する。 
 CBD や ASEAN 生物多様性センター（ACB）、国際自然保護連合（IUCN）などと協力しリ

ソースの強化を模索する。 
 

実施機関（VEA）への提言 
 国家生物多様性モニタリングコアセット指標を 2014 年 1 月までに最終化する。 
 NBDS のデータ・情報の共有、管理、利用のための協力メカニズムを構築するための法的

文書を作成する。 
 NBDS の開発、維持・管理に係る作業計画の作成や、開発作業のモニタリング及び関係機

関との調整を図ための、NBDS フォーカルポイントを BCA あるいは VEA 内で任命する。

 技術的な意思決定のためのローカル専門家の起用と技術レビュープロセスを適用する。 
 プロジェクト要員予算（C/P 予算）の拠出の増額。 
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MONRE への提言 
 日本が実施する SP-RCC（円借款）からの予算を獲得する。 

JICA への提言 
 「気候変動対策プログラムローン」からのプロジェクトへの予算獲得の支援や、「サバ州生物

多様性・生態系保全のための持続的開発プロジェクト（SDBEC）」との知見の共有を促進す

る。

 ラムサール事務局からの協力を得て、XTNP 管理改善を支援する。 

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

営管理に参考となる事柄）

 PDM はプロジェクト実施・運営のロードマップになるものなので、関係者間での理解に齟齬

がないよう、記載内容は明確にする必要がある。

 実施機関の選定には、綿密な関係者分析を行い、C/P 機関の人材の配置・予算規模などを考

慮し、技術協力プロジェクトの目的と相手国側の責任の範囲を明確にすることが重要である。

vi
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