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終了時評価結果要約表 

１．案件の概要 
国名：インドネシア共和国 案件名：保全地域における生態系保全のための荒廃地回復能力向上

プロジェクト 
分野：森林・自然保全 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：地球環境部 森林・自然環境グ

ループ 
協力金額：4.02 億円 

協力期間 2010 年 3 月– 2015 年 3 月 
（5 年間） 

先方関係機関：林業省森林保護・自然保全総局（PHKA） 
日本側協力機関：林野庁 
他の関連協力： 

JICA「インドネシア国マングローブ生態系保全と持続的な利用の
ASEAN 地域における展開プロジェクト」「インドネシア国泥炭・
森林における火災と炭素管理プロジェクト」 

１－１ 協力の背景と概要 
 インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）は世界第3位の熱帯林面積を有し、野生生物の主な
生息地として世界的にも貴重な生物多様性を支えるだけではなく、地域コミュニティの生計にも重要な役割
を果たしている。また、近年では、気候変動問題の観点からもその保全と回復の重要性が国際的に注目され
ている。 
 しかしながら、森林開発、森林火災、自然災害等により森林減少・劣化の圧力は高く、保全地域について
も例外ではないのが現状である。このため、保全地域のなかでも国立公園内の荒廃林の回復が生態系保全の
要として位置づけられている。 
 このような状況下、国立公園を所管する林業省森林保護・自然保全総局（PHKA）及び各国立公園の体制の
更なる強化が指摘されており、インドネシア政府は、保全地域における生態系保全のための荒廃地回復につ
いて、制度面、技術面及び資金面から能力向上を図ることを内容とする技術協力を2007年度にわが国に対し
要請した。これを受けて国際協力機構（JICA）は、PHKA及び関係する国立公園管理事務所をカウンターパ
ート（C/P）機関とし、5年間の予定で技術協力プロジェクトを開始した。 

 
１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 
     「保全地域における生態系保全のための荒廃地回復活動が促進される。」 

(2) プロジェクト目標 
     「保全地域における荒廃地回復のための関係者の能力が強化される。」 

(3) 成果 
1) 「保全地域の荒廃地回復のための体制が強化される。」 
2) 「プロジェクトサイトにおいて荒廃地回復の計画が策定される。」 
3) 「プロジェクトサイトにおいて荒廃地回復活動が実施される。」 

(4) 投入 
日本側： 
長期派遣専門家： 4 名 
短期派遣専門家： 1 名 
研修員受入： 18 名 

機材：約 1,780 万円（約 19.9 億ルピア） 
現地活動費（在外事業強化費）： 1 億 45 百万円（164 億ルピア）

インドネシア側： 
C/P：19 名 
施設・設備：なし 

ローカル・コスト：1,550 万円（14.5 億ルピア） 

 

２．評価調査団の概要 
調査者 総括：  羽鳥祐之 JICA 国際協力専門員 

植生回復/森林行政： 川戸英騎 林野庁 森林整備部 計画課 海外林業協力室 室長 
協力企画：  岡田裕貴 JICA 地球環境部 自然環境第一チーム 職員 
評価分析：  吉永恵実 （株）日本開発サービス 研究員 

調査期間 2014 年 9 月 8 日〜26 日 評価種類：終了時評価 
３．評価結果の概要 
３－１ プロジェクトの主な実績 

【成果１】本成果の達成度を測る 3 つの指標は達成済み、あるいは協力期間内の達成が見込まれる。 
(1) 指標「1.1 政府の各種法令、規定、指針の間の整合性を図るための提言が準備される」（達成）：本

指標の提言にあたる報告書として、レビューした政府文献等の概要・問題点・改善案をとりまとめ
た「保全地域における生態系回復に関する政府ガイドラインのレビュー」が、プロジェクト専門家
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により 2010 年 11 月までに準備されている。本レビューを通し「回復」という新たな生態系の再生
手法を C/P に発表・提言した結果、「天然更新」及び「回復」という概念について初めて政府規定が
設けられており、関係者はこれを本プロジェクトの大きなインパクトであると捉えている。 

(2) 指標「1.2 既存の技術指針を改善するための提言が準備される」（達成）：本指標の指すところの提
言として、「荒廃地回復に関する適用可能技術のレビュー」が、和文、英文及び尼文で 2010 年 10
月に準備・提出されている。 

(3) 指標「1.3 荒廃地回復事業の資金源確保に向けた戦略策定のための提言が準備される」（達成）：資金
面にかかる活動は、具体的な戦略や提言の作成という形ではこれまで行われていない。その理由と
して、既存の資金源を研究し一般的なペーパーにまとめるよりも、具体的に資金提供者を呼び込む
努力を行う方が、連携関係の構築とその結果の資金確保により効果的、というプロジェクトの判断
があったためである。実際にプロジェクトは協力期間中に複数の資金提供者と連携関係を構築し、
一部のプロジェクト活動への外部資金の導入に成功しており、その経験（連携のプロセスや手法）
をとりまとめた報告書（『民間企業等との連携による荒廃地回復事業（仮）』）の策定を予定している
ところ、指標の目的は達成されると判断した。 

 
【成果２】成果２の達成度を測る 2 つの指標はすべて達成されている。 

(1) 指標 2.1 「荒廃地回復計画の策定手順が書類や映像等により記録される」（達成）：全体に共通する
荒廃地回復計画の策定手順をあらかじめプロジェクトが規定し、これを基にプロジェクトからの委
託で計画策定を指導したローカル・コンサルタントが、実際に踏んだ手順をプロジェクトサイト毎
に記録している。この手順はその後フローチャートにまとめられ、参加型の回復活動に経験の少な
い現場関係者への指導に活用されている。 

(2) 指標 2.2「各プロジェクトサイトの荒廃地回復計画が準備される」（達成）：指標 2-1 で記載したプロ
セスに沿って、プロジェクトが契約したコンサルタントの指導により、2011 年 3 月までにサイト毎
の回復計画が準備されている。 

 
【成果３】成果３の達成度を測る 3 つの指標はすべて達成されている。 

(1) 指標 3.1 「研修結果が記録される」（達成）：これまで回復の対象となる樹種の同定・標本作り・苗
木生産・火災対策等の研修がインドネシアで実施されており、その内容がプロジェクトにより記録
されている。 

(2) 指標 3.2「回復面積を含め、荒廃地回復の結果を取りまとめた最終報告書が林業省に提出される」（達
成見込み）： プロジェクトは 2014 年度の活動結果及びプロジェクト期間全体の主な活動成果を取り
まとめた最終報告書(インドネシア語、英文及び和文)を 2015 年 3 月までに作成し、林業省に提出す
る予定である。プロジェクトでは 2014 年 9 月までに、5 つのプロジェクトサイトで合計 476.12ha
の回復活動が実施されており、この数値を含めた回復事業の結果も上記の報告書で報告される予定
である。 

(3) 指標 3.3 「各プロジェクトサイトにおいて、回復事業の手本（型）が定まる」（達成）：全サイトに
おいて回復活動の一連の流れが実施され、その状況を C/P 及び専門家が随時モニタリング・評価し
必要な修正を加えてきた結果、2012 年度までにはプロジェクトサイト毎の事業内容とサイクルが定
着しつつある。具体的には初年度である 2010 年度に回復事業の計画化を行い、2011 年から具体的
な活動を開始し、3 年目の 2012 年までには各サイトで回復事業の手本型が定まっている。 

 
【プロジェクト目標】目標の達成度を図る 2 つの指標は協力期間内に達成が見込まれる。 

1) 指標 1．「制度面、技術面、資金面の各課題に対処した『回復ガイドライン』が作成・提案される」
（達成見込み）：本指標の指すところの「回復ガイドライン」として、「回復プロセス・ガイドライ
ン」「回復技術マニュアル」が作成されている。サイト毎の気候や植生の違いを配慮し、「回復プロ
セス・ガイドライン」「回復技術マニュアル」にはそれぞれ「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林
編」と「マングローブ生態系編」の 2 種類が尼文及び和文で準備されており、「熱帯山岳降雨林及び
熱帯モンスーン林編」のガイドライン及びマニュアルは 2014 年 1 月に、「マングローブ生態系編」
は 2015 年 1 月頃最終化される見込みである。 

2) 指標 2．「関係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる(*)」（達成）：「２．関
係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる」についても、総じて達成されて
いる。 
 本プロジェクトで強化した「制度」基盤、つまりガイドラインを活用・適用する能力は、PHKA

により回復にかかる政策制度の強化に活用されている。本プロジェクトのガイドライン作成を通
じて回復を実施する「制度」の形が具体化され、これを活用して現在、回復に関する新たな法令
づくりが進み、今後の活動計画が策定されつつある。 

 国立公園職員及び住民ワーキンググループ（WG）のメンバーの技術的能力にも向上がみられる。
インドネシア科学院（LIPI）の研究者や日本の短期専門家によるローカル樹種の同定・標本作り・
苗木生産等に関する研修を通じて、公園職員と住民は、地域の植生と、種子からの効果的な苗木
生産技術に理解を深めた。これまでのところ回復活動はプロジェクトのガイドラインに沿って実
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施されており、移転された技術は関係者に十分に活用されているものと思われる。 
 「資金」の活用については、プロジェクト期間中に外部機関との連携が実現し、林業省及び国立

公園関係者は、自ら積極的に資金の動員に乗り出すまでにはいかないものの、外部機関からの資
金協力を活用するノウハウを蓄積しつつある。 
 

(*) ここでいう「関係者」とは、PHKA 地域保全局関係者及びプロジェクトサイトの活動に関わる人員
を総体的に表す。プロジェクトサイトの関係者はサイト毎に特定されることになっているが、原則公
園職員と、プロジェクト活動に参加する住民と捉えてよい。またプロジェクト設計時に想定された「能
力」とは、荒廃地回復に必要な「制度」「技術」「資金」を包括的に活用する能力であり、この調査に
おいてはこれを、プロジェクトを通して強化された制度的・技術的・資金的基盤を回復活動実施に活
用するための技術や知識であると解釈した。 

 
３－２ 5項目評価の概要 

(1) 妥当性：「高い」 
本プロジェクトの目的はインドネシア及び日本の政策に合致し、ターゲットグループの能力開発のニ

ーズに即したものである。また事業設計も概して適切であったと評価した。 
1) インドネシアの政策との合致 
 「プロジェクトの背景」のとおり、世界第 3 の面積を誇るインドネシアの森林資源の劣化・減少防止

はインドネシアにとって喫緊の課題であり、また地球規模課題である気候変動対策として国際社会か
らも関心が高い。早急な対策が必要な荒廃地のうち、生態系保全の要である保全地域における生態系
の回復を、林業省はその政策において優先課題と認識している。 

 保全地域における荒廃地の生態系の回復が優先課題であることを裏付ける政策として、国家開発中期
計画である“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional（RPJMN) 2010-2014”では、11 の国家優
先課題（National Priority） の一つである「環境と自然災害」において、「50 万 ha の荒廃地修復」が
気候変動対策の主要な活動要素と位置づけられている。また RPJMI の実現のために作成された林業
省の 2010 年～2014 年の戦略計画”Rencana Strategis 2010-2014”は「生物多様性の保全と森林の保護」
を、同省の 7 つのプログラムの第一番目に位置づけ、「保全地域内の 4 カ所における生態系の回復を
図る」ことを同プログラムの成果指標の一つとしている 。更に PHKA の現行の戦略（Rencana Strategis 
Direktorat Jerderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2010-2014）には、本プロジェクトの 5
つの活動サイトを含む 7 つの保全地域が回復活動の優先地域である記載されており、本プロジェクト
の活動の優先度は、林業省の政策において明確である。 

 インドネシアでは 2011 年に「回復」「修復」「天然更新」を保全地域における生態系再生の手法と定
める 2011 年政令第 28 号 が制定され、続いて 2014 年 7 月には、より具体的な保全地域における生態
系再生プロセスを規定する 2014 年林業大臣令第 48 号 が策定されている。現在、生態系再生活動の
技術と実施体制詳細を更に詳細に規定する 2 つの総局長令が PHKA によって作成されているが、
PHKA によれば、これらは本プロジェクトのガイドラインの内容を参照にされているとのことであ
る。これら政令の策定は本プロジェクトのインパクトでもあり、また本プロジェクトの妥当性を更に
強化する制度的枠組みであると評価する。 

2) 開発ニーズへの合致 
 保全地域の生態系回復が国家の優先課題と認識される一方で、これまで保全・保護地域の植生 復
元は、原則天然更新をとおして行われてきた。しかし荒廃地の度合いが激しい箇所では天然更新の効
果は限られていたため、PHKA は 2010 年より、2010 年～2014 年の戦略計画実施の一環として、PHKA
は同じ林業省流域管理・社会林業局の森林修復事業予算で、保全地域におけるより積極的な森林の修
復活動を開始したところである。つまり PHKA や国立公園にとって生態系再生は比較的新しい取り
組みであり、回復技術の確立や公園毎の実施計画・目標の明確化が急務であった。回復事業関係者が
保全地域の生態系回復に効果的な手法を模索しはじめたタイミングで本プロジェクトが実施された
ことは、インドネシア林業分野における能力ニーズにかんがみ適時適切であったと評価できる。     

3) プロジェクト設計の適切性 
 制度面・技術面・資金面という、相互に関連しながらも回復に欠かせないすべての面を活動に組み込

んだプロジェクトの構成は大変適切である。特に民間企業やインドネシア研究機関との資金協力を実
現したことは、他の協力の参考となる先進的事例である。  

 ターゲットグループも適切である。回復活動に関する政策制度を司る林業省の PHKA、回復活動を現
場で指導する国立公園職員、そして活動の影響を受ける住民という、異なる立場から回復事業に携わ
る関係者が包括的に網羅されている1。これまで国立公園が抱えていた関係者間の利害の対立の緩和
や、住民との協力の促進という課題への対応として適切である。 

 プロジェクトサイトの選定について、調査期間中、マングローブ林の回復事業を実施したスンビラン
国立公園では回復サイトが養殖池跡地に限定されていた。そのため、養殖池での経験のみに基づいて

                                                  
1 活動の一環として実施された現場関係者への事業説明では、地方行政機関等からの参加も得ている。 
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作成された本プロジェクトのガイドラインは、「マングローブ生態系の回復ガイドライン」と呼ぶに
は適用範囲が狭いとう意見もみられた。しかし調査団としては、養殖場跡地のマングローブ林への回
復は技術的に難易度が高く、そこでの経験は類似の植生を持つ荒廃地の回復に広く適用可能であると
判断し、プロジェクトサイトの選定は概して適切と評価した。 

4) 日本の援助政策・比較優位との合致  
 2012 年に作成された日本の対インドネシア国別援助方針は、環境保全・気候変動等の地球規模課
題への対応能力や援助国（ドナー）としての能力の向上に寄与する方針を打ち出している。これを受
けて JICA「事業展開計画」は、日本の支援重点項目「アジア地域及び国際社会の課題への対応能力
向上のための支援」において、本プロジェクトを気候変動対策に資する案件と位置づけている。累計
ベースで日本の政府開発援助の最大の受益国であるインドネシアにおいて、日本は林業分野技術協力
に長年の経験を有しており、日本の比較優位を生かした協力であると評価できる。 

 
(2) 有効性：「高い」 

本事業のプロジェクト目標「１．制度面、技術面、資金面の各課題に対処した『回復ガイドライン』の
草稿が準備される」「２．関係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる」が、どちら
も達成される見込みであることがその主たる理由である。なお「有効性」のレーティングを決める際は、
指標１の達成を通した政策制度への貢献度を特に重視して評価を行った。 

 
1) プロジェクト目標指標１の達成状況 
 「プロジェクトの実績」で述べたとおり、指標「１．制度面、技術面、資金面の各課題に対処した『回

復ガイドライン』の草稿が準備される」は協力期間内に達成される見込みである。本指標の指すとこ
ろの「回復ガイドライン」として、「回復プロセス・ガイドライン」「回復技術マニュアル」が作成さ
れている。「回復プロセス・ガイドライン」は活動の設計・計画策定・実施を含めた荒廃地回復活動
の一連の活動手順を時系列でまとめたもの、「回復技術マニュアル」は、回復活動の実施を技術面か
ら詳細に解説する指針で、それぞれ成果１の文献レビューと、成果２、３の現場活動の結果を踏まえ
て尼文及び和文で作成されたものである。 

 サイト毎の気候や植生の違いを配慮し、「回復プロセス・ガイドライン」「回復技術マニュアル」には
それぞれ「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林編」と「マングローブ生態系編」の 2 種類が準備さ
れており「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林編」のガイドライン及びマニュアルは 2014 年 1 月
に完成、「マングローブ生態系編」は 2015 年 1 月頃最終化する見込みである。更に技術マニュアルの
うち、特に詳細に記述すべき事項については、別途「回復植物フィールド・ガイド」「種子からの苗
木生産技術マニュアル」が作成されている。 

 先述のとおり PHKA は現在、保全地域における回復活動の技術的詳細と実施運営プロセスを規定す
る 2 つの総局長令を作成している。その作成の参照にされるガイドラインが本プロジェクトによって
作成されたことは、本プロジェクトの妥当性・有効性を高め、また回復にかかる技術の持続性に貢献
したと評価する。 

2) プロジェクト目標指標２の達成状況 
 指標「２．関係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる」についても、総じ
て達成されていると評価した。 

 本プロジェクトで強化した「制度」基盤、つまりガイドラインを活用・適用する能力は、PHKA によ
り回復にかかる政策制度の強化に活用されている。本プロジェクトのガイドライン作成を通じて回復
を実施する「制度」の形が具体化され、これを活用して現在、回復に関する新たな法令づくりが進み、
今後の活動計画が策定されつつある。 

 国立公園職員及び WG のメンバーの技術的能力にも向上みられる。プロジェクトにおいて、LIPI の
研究者や日本の短期専門家により、ローカル樹種の同定や標本作り、現場の苗木生産等に関する研修
が行われ、公園職員と住民は、地域の植生と、種子からの効果的な苗木生産技術に理解を深めた。プ
ロジェクトで行った植林活動が実際に荒廃地の回復につながるまでは長い時間を要するが、これまで
のところ回復活動はプロジェクトのガイドラインにそって実施されており、移転された技術は関係者
に十分に活用されているもの思われる。 

 「資金」の活用については、プロジェクト期間中に外部機関との連携が実現し、林業省及び国立公園
関係者が自ら積極的に資金の動員に乗り出すまでには至らないものの、外部機関からの資金協力を活
用するノウハウはこれら機関に蓄積されつつある。必要とされる予算全体の中で外部機関からの協力
が占める割合は大きくないが、例えば植林後の維持管理費用やフィールド・マネージャー（FM）の
雇用に当てるなど、予算の一部をこれで補填することは有用であり、本プロジェクトで行った民間連
携は、その先進的事例であると言える。 

 
(3) 効率性：「高い」 

本プロジェクトの効率性は「高い」。その理由は以下のとおりである。その理由として成果指標が達成
されたこと、実施の運営管理や投入が概して適切であったこと、また外部機関との連携等の効率性を高め
る工夫が行われたことが挙げられる。 
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1) 成果指標の達成度 

 活動が遅延するケースも見られたが、予定された活動はすべて期間内に終了し、その結果成果１～３
はすべて発現している。プロジェクトサイトが地理的に分散しているなかで、プロジェクト内外の多く
の関係者をまとめ上げたプロジェクトのリーダーシップは高い。国内人材の活用に加え、企業の社会的
責任（CSR）企業との連携を図るなど、外部リソースの有効活用において先進的な例を提供した。 

2) 投入の適切性 
 投入は、日本側・インドネシア側共に概して適切であったと評価した。 

 長期専門家の専門家の投入や研修はほぼ予定どおりである。 
 短期専門家については、当初の想定ではリモートセンシング等多岐に渡る分野の専門家投入が予定さ

れていた。最終的には必要性が認められた苗木生産指導のみの派遣となったが、研修の需要に応じて
調整された結果であり、投入の質・量は適切であったと思われる。 

 インドネシア側についても C/P の配置、プロジェクト用執務室の林業省内設置は予定どおり行われ
た。必要に応じて供与するとされていたインドネシア側からの機材の投入は特段行われていないが、
これまでプロジェクト活動自体に支障はない。 

 C/P 予算について、2010 年度は、ブロモ・テンゲル・スメル国立公園を除いては本プロジェクト用の
予算が準備されていなかったものの、2011 年度以降は本省、国立公園ともに予算が確保され、関係
者の出張費等にあてられている2。  

 これまで供与された機材や施設も、おおむね適切に使用されている。例えばスンビランでは、これま
でボートで入っていた内陸のサイトまでの道のりに木製のマングローブトレイルを整備して、潮の満
干に左右されずサイトにアクセスできるよう配慮したことで事業効率を向上した。他方でスンビラン
に供与した一部の機材は技術的な問題でこれまでのところ十分に活用されておらず3、今後もモニタ
リングが必要である。 

3)  効率性を高める他の工夫 
 民間企業との連携：プロジェクト期間中、「（株）住友林業」「（株）三井住友海上火災保険」「PT.ヤマ

ハ・ミュージック・インドネシア」「PT. TS Tech Indonesia 」との連携が実現している。住友及び三井
住友海上火災保険からはブロモ・テンゲル・スメルにおける森林火災対策訓練の実施とグヌン・メラ
ピの回復活動、TS Tech Indonesia からはグヌン・メラピにおける回復活動、ヤマハからはグヌン・チ
レメイの回復活動に対し、それぞれ協力を得た。これら企業が実施した回復活動の面積は合計 105ha
である。 

 学術機関との連携：本プロジェクトでまとめた「回復植物フィールド・ガイド」の作成や、植生に関
する研修実施においては、LIPI の研究者から多大なる協力を得ている。その成果として、227 種のロ
ーカルの植生を写真付きで詳細にまとめ製本した質の高いガイドブックの作成が可能になった。 

 他のプロジェクトとの連携：国際連合教育科学文化機関（UNESCO）が、スマトラ島のグヌン・ルサ
ール国立公園（Gunung Leuser National Park）で生態系の回復・保全、エコツーリズム開発等の支援を
実施している。その知見をプロジェクトの関係者とも共有するため、プロジェクトが開催した 2012
年 1 月の荒廃地回復セミナーで、発表者として UNESCO から参加を得る等の協力を行っている。ま
た JICA の既存の協力経験を活動に生かすため、JICA が 2011 年 6 月から 2014 年 6 月までバリ島で実
施した「マングローブ生態系保全と持続的な利用の ASEAN 地域における展開プロジェクト」と連携
し、プロジェクト参加者による同プロジェクトの活動拠点であるバリのマングローブ林管理センター
への視察と意見交換を行うスタディ・ツアーを実施した。更に JICA の「泥炭・森林における火災と
炭素管理プロジェクト」からは、本プロジェクトが 2012 年 5 月にブロモ・テンゲル・スメル国立公
園サイトで実施した森林火災予防訓練に対し、専門家からの参加を得ている。 

 
(4) インパクト：「比較的高い」 

本プロジェクトのインパクトは、1) 一部の懸念事項が解消されれば上位目標の達成指標自体は達成さ
れる見込みが高いこと、2) 想定外の正のインパクトが多く発現したことから、「比較的高い」とした。 

 
1) 上位目標達成の見込み 
 上位目標の 2 つの指標（「プロジェクトサイト以外の国立公園において、プロジェクト成果を反映し

た荒廃地回復の計画が策定される。」「プロジェクトサイト以外の国立公園において、プロジェクト成
果を反映した荒廃地回復の活動が開始される」）は、本プロジェクトの活動の面的展開を狙うもので
ある。 

 先述したとおり PHKA は現在、回復活動にかかる総局長令を 2014 年内に発効させるべく準備を進め

                                                  
2 その理由として、本プロジェクトが 2010 年～2011 年度まで財務省のプロジェクト・リストに登録されていなかったためと考

えられる。その後 2012 年 4 月に登録されたため、現在の C/P の活動に支障はない。 
3 例えばスンビラン国立公園に対して供与されたスピードボートは、エンジンの容量が船体に対して小さい、等の事情が重なり

使用頻度が少なかった。プロジェクトは現在中古エンジンの調達を通しこれに対応している。 
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ている。これが実現すれば 2015 年には具体的な活動の計画化・予算化、対象となる保全地域への普
及啓もう活動（「ソシアライゼーション（socialisation）4」を行い、続く 2016 年から本格的な実施が
可能になる。回復活動の詳細を規定する政府通達の策定は 2011 年から検討が開始されており、2014
年内に議論が収束するかについては確証がないが、策定作業自体は既に進行しているところ、プロジ
ェクト後 3 年～5 年以内であれば上位目標の指標の達成は実現可能であると思われる。 

 ガイドラインを参考に活動を面的に普及し、上位目標の指標の達成が可能となった場合においても、
活動の質の確保には別途議論が必要である。普及した回復事業を成功に導くためには、1) 分野の知
見を有する人材、あるいは本プロジェクトで回復活動の設計と実施を経験している人材の支援と、2) 
十分な予算措置とが必須である。つまり上位目標の外部要因「追加的な資金的・人的資源が手当てさ
れる」が、総局長令の制定によりどの程度確保されるかが、上位目標の真なる達成の鍵となる。 

2) 想定外の正インパクト・波及効果 
 政策に対するインパクト：本プロジェクトの提言の結果、「天然更新」及び「回復」を初めて規定す

る政府通達（2011 年政令第 28 号）に明記された（詳細は成果指標 1-1 の実績参照）。また PHKA に
よれば、現在同総局が作成する回復に関する総局長令の作成過程においても本プロジェクトのガイド
ラインが参照されており、これらはインドネシアの林業政策に及ぼしたインパクトとして評価でき
る。 

 参加者の意識・行動の変容：プロジェクトサイトの一つであるブロモ・テンゲル・スメル国立公園で
は、活動を通してエコツーリズムのサイトとしての国立公園の価値が意識されるようになり、住民や
国立公園職員の行動に変化が生まれている。具体的には住民グループと公園職員とが協力して、湖の
沈殿物の汲み上げや湖畔のパトロール、沈殿物を利用したゴミ捨て場の建設などを実施するなど、関
係者が協力し、研修で得た知識を生かして自主的に公園の生態系保全をすすめる動きが見られる。ま
たスンビラン国立公園で養殖を営む住民の中には、本プロジェクトの活動を通してマングローブ林の
植生に大きな関心を抱き、今後エコツーリズムの分野で貢献することを望む者もいる。 

 住民の生計へのインパクト：プロジェクトは有機肥料や牛糞を発酵させたバイオガスの生産方法等の
研修も実施しており、住民はその知見を実家の農業生産や生計の向上に積極的に活用している。これ
らの研修は住民の生計に直接的なインパクトをもたらした他、住民の理解・参加の促進や、住民の森
林資源への依存の軽減にも有効であった。 

 プロジェクトサイトの PR 効果：プロジェクトが活動やインフラストラクチャー整備を支援したサイ
トに対して、少数ではあるが資金や知見の提供を望む声があがっている。例えばスンビランにおいて
は、林業省森林研究開発庁（LITBANG）がプロジェクトサイトにおいて同センターの研究を実施す
る可能性を打診しており、また CSR の一環として、プロジェクトが開始した回復事業の今後の維持
管理に関心を示すインドネシア企業（例：石油公社 Pertamina 等）とも連絡を取り合っているとのこ
とである。 

3) 負のインパクト： 
一部のサイトの住民から当初、プロジェクトの実施が生計に与える負の影響を懸念する声があがっ

たが、実際はプロジェクトの活動が生計に正の影響を及ぼすことが住民に理解されたため、影響を回
避することができた。スンビランでは、プロジェクトサイトであるエビ養殖場の跡地で、近隣の住民
が現在でも養殖を行っている。そのためプロジェクト開始当時、住民との利害の対立や住民の生計へ
の負の影響が懸念された。これに対しプロジェクトは、「Silvofishery（養殖池にマングローブを植え、
そこでエビや魚を養殖する生産様式）」に関する西ジャワ州でのスタディ・ツアーに参加する機会を
住民 WG のメンバーに付与し、マングローブ植林が養殖に与える好影響について理解を得た。国立
公園事務所によれば、研修の効果により、公園事務所が本プロジェクト外で行った植林事業に対して
も住民は大変協力的であったとのことである。 

 
(5) 持続性：「中程度」 

今後の回復活動を推進する政策の枠組み（具体的には先述した PHKA の総局長令）は整備される見込み
であるものの、(1) これまで長く議論されてきたにもかかわらず、同令がいまだ制定されていないこと、(2)
プロジェクトの回復ガイドラインの内容がどの程度これら通達に反映されるかが不明確であることが、今
後の予算や人員の確保の見通しをやや不透明にしている部分がある。この状況を総合的に判断して、持続
性は「中程度」と評価した。 

 
1) 政策制度の整備状況 

 林業省レベルでは、回復に必要な政策制度が整備される見通しが高い。PHKA によれば、同局の次
期戦略（2015～2019）において、5 年間で 2,500 万 ha の回復が指標とされる予定である。PHKA は、
同局が現在準備する 2 種類の総局長令が年内に最終化し、これら通達を根拠に他の保全地域への事業
説明・事業計画の策定・予算化を 2015 年に実施し、2016 年から具体的に活動を展開する意向を示し

                                                  
4 ここでいう「Socialisation」とは、プロジェクトの回復ガイドラインの紹介と、対象となる国立公園や地域当局との意見交換

とを主な目的とする現地事業説明会の実施を指す。 
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ている。他方で策定作業が遅延すればプロジェクト後の活動のギャップが生まれ、予算面・技術面・
そしてモチベーションの面で成果の維持に影響が出る懸念があるため、これを必ず年内に最終化させ
ることが持続性確保の第一歩となる。 

2) 組織の実施体制 
 PHKA については、本プロジェクトの成果であるガイドラインを普及・活用する具体的計画を有し
ており、その実施体制に問題はない。他方で今後プロジェクト活動が実施された 5 つの公園で、プロ
ジェクト期間中と同レベルの活動が継続される見通しは必ずしも明るくない。既述したとおり、保全
地域におけるこれまでの植生回復は、原則天然更新で行われてきた。つまり国立公園には、積極的に
植生を回復するという事業経験がなく、これを公園職員の職務として実施するために必要な人材・予
算を確保する組織体制が整備されてこなかった。現場の人員・予算の確保は、ガイドラインの提案に
即して総局長令が作成されるか否かと、どのタイミングで同令が最終化されるかに大きく依存してい
る。 

3) 予算確保の見通し 
 既存の予算以上の費用が確保されるかは、現時点では不明確である。「妥当性」で述べたとおり、PHKA

はこれまで、保全地域の生態系回復のための予算を、同じ林業省流域管理・社会林業局が持つ森林修
復事業の資金から確保してきた。その額は 1 ha の修復（プロジェクトの実施以降は「回復」）に対し
約 4,000,000 IDR（日本円で約 4 万円）である。しかし「回復」活動は「修復」に比べより高度な技
術と多くの労働の投入が必要であるため、必然的に実施費用が高くなる。参考まで、プロジェクトの
ガイドラインでは、1 ha あたりの活動費用を 15,000,000 IDR～20,000,000 IDR 程度（＝日本円で 15 万
円～20 万円）と見積もっており、その中には FM の雇用費用や住民への労賃の支払いも含まれてい
る。現在 PHKA は 2015 年～2019 年の同局の戦略計画を準備しており、その中に「回復」の予算を計
上する予定であるが、林業省から提出される活動計画に対して実際の予算割り当てを計算するのは財
務省である。これまでの修復事業以上の費用が確保されるかは、現時点では不明確である。 

 現状打開の可能性として、先に述べた CSR 企業や研究機関との提携が考えられる。今後の持続的な
外部資金確保に向け、プロジェクトと C/P は 2014 年度より「民間連携チーム」を設置し、連携の対
象となる企業のリスト化、民間と連携する際に必要になる覚書のドラフト作り、公園事務所から企業
に対し資金の必要性をプレゼンする機会の設定などの活動を行っている。しかしプロジェクトの支援
なしで今後この活動を継続するには、国立公園事務所毎の更なる努力に加え、協力を望む外部機関と
国立公園とを結びつけるためのプロジェクトに変わる民間連携・広報窓口の設置といった体制整備が
必要となる。 

4) 技術の定着状況 
 「有効性」で述べた通り、プロジェクトが移転した荒廃地回復の技術は既に関係者に活用されており、

回復活動が継続する限りスキルは活用されていく見込みである。技術の活用は積極的にスキルを生か
す機会の有無に依存するため、総局長令の制定で回復活動を本格化する取り組みがまず必要となる。
本プロジェクトのガイドラインが十分総局長令に反映されれば、本プロジェクトで関係者が培った技
術は、より重要性・汎用性を増すものとなる。 

 回復事業実施の概念を林業省内でより浸透させ、その技術を確実なものとするため、回復事業実施団
体以外の林業省関係者にもガイドラインの普及を図ることも一案である。配布先の例として、林業省
職員の研修を実施する機関である林業省林業教育研修センター（CFET）でこれを活用することが考
えられる（この点については、「提言」も参照）。 

 「持続性」に関するその他の留意事項として、今後国立公園に引き渡す機材について管理担当者の明
確化と機材管理計画の準備を行っておく必要がある。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 
1) プロジェクトの設計や活動内容が、関係者のニーズに合致していたこと。そのため外部条件「保全

地域の荒廃地回復が引き続き林業省の重要施策として位置づけられる」が満たされ、本ガイドライ
ン作成に対して C/P から協力が得られたこと。 

2) 制度・技術・資金という回復活動の成功に欠かせない 3 つの要素すべてをプロジェクトの能力向上
活動に組み入れたこと。これにより、技術を活用するための制度整備が促進されたのみならず、制
度の運用に必要な資金確保のノウハウをも C/P に移転することが可能となった。 
 

(2) 実施プロセスに関すること  
1) インドネシア国内の人材や知見が有効活用されたこと。元林業省の OB や分野の専門家をプロジェ

クトの人材として雇用し、彼らの知見がガイドラインの内容や能力向上活動を充実させた。 
2) サイト毎にプロジェクト直営の FM を配置し、きめ細かな指導を行ったこと。直営方式を採用する

ことにより、年度毎の契約更新等に左右されず、現場の活動の連続性を確保することができた。 
3) 概して住民 WG の積極的な参加が得られたこと。その理由として、種子や苗木の生産・植え付け等

に参加する住民にスタディ・ツアーへの参加機会を提供するあるいは賃金を支払うなど、住民参加
を促すインセンティブを与えたことが寄与している。このようなインセンティブの付与が、住民が



viii 
 

プロジェクトの恩恵を実感し、協力に対する意欲を高める効果をもたらした。 
 

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：特になし 
(2) 実施プロセスに関すること 

全体の効率性には影響しなかったが、以下が実施に影響する場面があったことに留意した。 
1) プロジェクトサイトの選定について C/P 側と JICA 側の合意が形成されないままプロジェクトを開始

したため、討議議事録（R/D）の署名等、プロジェクトの前提条件となる作業がプロジェクト開始後
に持ち込まれ、活動の効率を一部阻害した。その後の関係者の尽力により、活動自体はすべて協力期
間内に終了する見込みである。 

2) サイトによっては自然条件による影響も見られた。2010 年のメラピ山噴火等がその例である。幸い
成果の産出を阻害するまでの事態には至らなかったが、ベースライン調査の実施が遅延するなど、プ
ロジェクト前半の活動に一部支障をきたした 

3) なおプロジェクトサイトの一つであるスンビラン国立公園では、当初プロジェクト・デザイン・マト
リックス（PDM）の外部条件「プロジェクトで実施する荒廃地回復の事業対象地において、土地利
用に関する大きな利害衝突がない」の影響が懸念されたが、住民との対話や研修機会の供与を通じて
理解が促進された結果、その影響はみられなかった。 
 

３－５ 結論 
本プロジェクトでは、林業省 PHKA・対象 5 国立公園・地域住民から構成される WG を対象に、インドネ

シアの保全地域において荒廃地回復活動を実施するのに必要な能力を向上する技術協力を実施した。2010 年
3 月から開始した活動において、プロジェクトは関係者と協力し、(1) 保全地域の荒廃地回復に必要な政策的
枠組みの強化（成果１）、(2) 対象 5 の国立公園のプロジェクトサイトにおける荒廃地回復計画の策定（成果
２）、(3) 公園職員と WG メンバーを対象とする、プロジェクトサイトでの回復活動に必要な能力の向上（成
果３）を図った。そして成果１～３の活動で得られた経験を本に、「保全地域における荒廃地回復プロセス・
ガイドライン」及び「保全地域における荒廃地回復技術マニュアル」が、本プロジェクトの主要な成果品で
ある「回復ガイドライン」として作成されている。 
 プロジェクト実施の過程で、自然災害や C/P の頻繁な交代等がその活動に影響を及ぼすケースもみられた
が、C/P の協力とプロジェクトの強いリーダーシップにより、活動や投入の実施スケジュールはおおむね計画
どおりに保たれている。その結果成果１～３の指標はすべて達成される見込みであり、プロジェクトの主た
る目的である「保全地域における荒廃地回復のための関係者の能力が強化される」についても、2015 年 3 月
の協力終了までに実現するものと思われる。 

これらの実績・成果を踏まえた評価結果は以下のとおりである。 
1) プロジェクトの目的や設計が、インドネシア及び日本の政策・インドネシア林業分野の開発ニーズ

に合致していることから、妥当性は「高い」。 
2) PDM のプロジェクト目標の 2 つの指標が協力終了までに達成される見込みであることから、有効性

は「高い」。 
3) PDM の成果指標がすべて達成されたこと、投入や活動の実施管理が適切に行われたこと、外部機関

との連携など効率性を高める工夫が行われていることから、効率性も「高い」。 
4) 一定の条件が満たされれば PDM の上位目標が達成される見込みが高いこと、またプロジェクトの

実施により複数の正のインパクトが発現したことから、インパクトは「比較的高い」。なお、ここで
いう一定の条件とは、回復サイトでの追加的予算と人員の確保であるが、これを実現するには PHKA
が準備を進める 2 つの総局長令の早期制定が不可欠である。 

5) 今後の回復活動を推進する政策の枠組み（具体的には先述した PHKA の総局長令）は整備され見込
みであるものの、(1) これまで長く議論されてきたにもかかわらず、同令がいまだ制定されていな
いこと、(2) プロジェクトの回復ガイドラインの内容がどの程度これら通達に反映されるかが不明
確であることが、今後の予算や人員の確保の見通しをやや不透明にしている部分がある。この状況
を総合的に判断して、持続性は「中程度」と評価した。 

 
 

４．提言 
４－１ プロジェクトに対する提言 

(1) 回復活動の普及支援 
1) PHKA による活動の普及を支援するため、プロジェクトは PHKA による普及計画の作成を支援する

こと。 
2) プロジェクトはこれまで、プロジェクトサイト以外の 3 つの国立公園（マヌセラ、ライワンギ・ワ

ンガメティ及びベルラン国立公園）に対して活動の紹介を行っている。このような広報活動は、今
後 PHKA が独自で行う回復活動の円滑な普及に有効と思われることから、プロジェクトは協力期間
中可能な範囲で、他の保全地域に対して活動の紹介を実施すること。 

(2) プロジェクトサイト職員の普及啓もう活動への参加の促進 
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先述のとおり、プロジェクトは既に 3 つの国立公園でのソシアライゼーションを開始している。こ
の活動に対し、本プロジェクトの対象となった 5 つのプロジェクトサイト中 3 つ（グヌン・テンゲル・
スメル、マヌペウ・タナダル、グヌン・メラピ）の職員が、プロジェクトが作成した回復ガイドライ
ンを普及する講師として協力している。プロジェクトは、その協力を通して各プロジェクトサイトが
得た知見を更に強化するため、より多くの職員がソシアライゼーションにおいて講師を務めるよう 5
つのプロジェクトサイトに働きかけを行うこと。 

(3) 民間連携の経験の文書化 
プロジェクトは、その民間連携の知見を整理し文書にまとめること。具体的には林業省や保全地域

事務所の今後の参考として、資金獲得のための広報のあり方や連携の手続きをまとめた報告をまとめ
ること。また必要に応じて、PHKA に対する提言(6)にある企業向け情報の整備を支援すること。 

(4) CSR 企業に対する情報発信 
プロジェクトは、PHKA が、同局内に担当部署を設け、資金動員活動を実施することを支援するこ

と。支援のあり方として、インドネシア駐在の日系企業等に対し、回復サイトの現状や資金の必要性、
民間企業が林業省と連携を行うための手続きや留意事項など、プロジェクトの持つ民間連携の知見を
共有することが考えられる。 

 
４－２ PHKA に対する提言 

(1) ガイドラインの位置づけの明確化 
回復活動が本プロジェクトのガイドラインに沿って実施され、成果が確実なものとなるよう、PHKA

は現在同局が作成する総局長令において、将来の保全地域の荒廃地回復における本プロジェクトのガ
イドラインが果たす役割を明記すること。 

(2) 追加的な回復活動予算の確保 
今後の回復活動予算を準備する際、PHKA は、本プロジェクトによる必要費用の試算結果を考慮に

入れ、既存の予算以上の額が確保できるよう、関係省庁に積極的に働きかけを行うこと。 
(3) プロジェクトの活動と成果の普及・活用 

1) PHKA は本プロジェクトの活動と成果とを本プロジェクト以外の保全地域に普及する具体的な計画
を策定すること。 

2) プロジェクトが終了し総局長令が制定された後、PHKA は策定した計画に沿って回復活動を確実に
普及すること。普及過程を円滑にするため、プロジェクト活動に関わった 5 つの国立公園の回復サ
イトを生態系回復のモデル事例として活用すること、あるいは本プロジェクトのインドネシア人材
をリソースパーソンとして活用することが考えられる。 

3) 本プロジェクトの回復ガイドラインを、プロジェクトの回復サイトと類似の生態系を持つ保全地域
の管理者に配布し、活用を促進すること。 

(4) 他の植生区分に関するガイドラインの整備 
PHKA は、本プロジェクトの経験を生かし、他の植生区分についても本プロジェクトと類似のガイ

ドラインを整備すること。なおここでいう「他の植生区分」とは、本プロジェクトをとおして既にガ
イドライン作成されている「マングローブ生態系」「熱帯山岳降雨林」「熱帯モンスーン林」以外の植
生区分を指す。 

(5) CFET におけるガイドラインの教材 
 PHKA は、本プロジェクトの「回復技術ガイドライン」を、林業省職員の研修教材として活用すべ
く、関係機関、特に CFET と必要な協議・調整を開始すること。 

(6) CSR 企業との連携体制の強化 
回復活動に対する民間資金を誘致するため、PHKA は、民間連携を担当するセクションを同局内に

設置することを林業省に提案すること。また CSR の一環として回復活動への協力に関心を示す企業向
けに、協力のオプションや林業省との連携の手続き等に関する情報を整備・公開すること。その手段
として、これらの情報を纏めたパンプレットの作成が考えられる。 

 
４－３ 国立公園事務所に対する提言 

(1) 荒廃地回復技術の実施計画の策定 
 本プロジェクトに参加した各国立公園事務所は、プロジェクトの回復サイトの今後の維持管理と、
園内の他の荒廃地における回復活動の展開について、具体的な実施計画を作成すること。 

(2) 資金確保に向けた努力 
 各国立公園事務所は、上記４－３ (1)の計画に必要な予算を確保するため、研究機関や民間企業から
の資金誘致に向けた広報活動を積極的に行うこと。 

(3) 地域関係者に対する啓もう活動 
 各国立公園事務所は、生態系の回復・保全に対する地域関係者（地方行政組織や地域の住民）の理
解と積極的な参加を促すよう、ワークショップや研修等をとおして、これら関係者に対し回復・保全
の重要性を発信すること。 

(4) 回復活動の知見の共有 
 各国立公園事務所は、今後 PHKA が回復活動の普及を行う際、PHKA の要請に応じ、今後回復活動
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を開始する保全地域に対して本プロジェクトの知見を共有すること。 
(5) 供与機材管理計画の策定 

 各国立公園事務所は、プロジェクトから供与された機材や施設について、管理方法や責任者を明確
にする管理計画を作成し、供与資機材の維持管理と有効活用に努めること。 

 
５．教訓 

(1) 制度面・技術面・資金面の能力向上の有用性 
 保全地域における荒廃地回復を促進するため、本プロジェクトは 3 つの側面から関係者の能力の向上に
努めた。3 つの側面からの能力向上とは、すなわち C/P 機関の制度的能力、技術的能力、そして資金ベー
スの強化を図ることである。これら 3 つは相互に密接に関連しており、どの側面の強化も回復活動の成功
に不可欠である。実際本プロジェクトにおいて政策面からプロジェクトに関わる個人の生計に至るまでさ
まざまなレベルでのインパクトが産出されたことは、このアプローチの有効性を示す一例であり、類似す
る他の案件の参考としても有用である。 
 
(2)  資金確保に向けたプロジェクトサイト間の協議の時期 
 本プロジェクトでは、資金確保に向けた C/P 自身の努力を促すため、2014 年 1 月に「民間連携チーム」
を設置した。しかしこのようなチームがより早い段階（特に 2013 年に各サイトで事業の定形が確立した段
階）で設置され議論が開始されていれば、プロジェクト終了後の回復活動資金の確保に対する C/P の意識
をより高めることが可能となったであろう。 
 
(3) 地域住民を対象とした生計向上活動実施の重要性 
 本プロジェクトでは、地域住民からの参加を得て、バイオガスや有機肥料の生産といった生計向上活動
を実施した。これらの活動自体は直接荒廃地の回復に貢献するものではないが、回復活動に対する住民の
理解の促進や、住民の森林資源への依存の軽減という効果をもたらした。そこから得られた教訓は、地域
住民の参加を促進するプロジェクトにおいては、生計向上活動をプロジェクトの活動に取り入れることが
有用、というものである。 
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