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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：フィリピン共和国 案件名：統合的沿岸生態系保全・適応管理プロジェクト 

分野：自然環境保全 援助形態：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・自然環境第一チー

ム 

協力金額（終了時評価時点）：4.5 億円 

先方関係機関：フィリピン大学ディリマン校（UPD) 等 

日本側協力機関：東京工業大学、科学技術振興機構（JST）、

国際協力機構（JICA） 

協力期間：（R/D）2010年2月25日 

2010年2月28日～2015年2月27 日 

他の関連協力： 無し 

１－１ 協力の背景と概要 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）は、海洋汚染の拡大、無秩序な観光開発、気

候変動等の影響により、沿岸部の生態系破壊や生活環境の劣化が進行している。生態系の破壊は、

多数の島々からなるフィリピン沿岸部のコミュニティの生活基盤に悪影響を与え、自然災害等に対

する脆弱性を高めることにつながる。フィリピンでは、生態系の保全を図りながら地域の開発を進

めるための政策立案や意思決定に必要な科学的基礎情報は整備されていないため、社会経済的側面

を含む多角的な科学的知見をベースに沿岸生態系保全や適応管理の計画を策定し、その社会実装を

通じて住民の意識改革や沿岸部の生態系保全に係る制度の強化・拡充、人材育成を図ることが急務

となっている。 

このような状況から、日本とフィリピン両国による沿岸域生態系保全に関する共同研究プロジェ

クトがフィリピン政府から要請された。 

2009 年 9 月に詳細設計策定調査が実施され、協力のフレームワークを形成しフィリピン側と合

意した。そして討議議事録（R/D）が 2010 年 2 月 25 日に署名され、「地球規模課題対応国際科学

技術協力（SATREPS）」として、2010 年 3 月から 5 年間のプロジェクトが実施されている。 

プロジェクト終了に先立ち、終了時評価調査が 2014 年 9 月に実施された。 

 

１－２ 協力内容 

（１）プロジェクト目標 

沿岸生態系保全と適応管理のための支援基盤

1
が開発される。 

（２）成果 

成果 1：沿岸生態系保全及び適応管理に関する科学的、社会経済的な知識基盤が開発される。 

                                                   
1 「沿岸生態系保全と適応管理のための支援基盤の開発」とは、沿岸生態系保全や適応管理に必要なツールを開発し、

それらツールを使った活動が展開され、これらを通じてカウンターパート（C/P）の人や組織の能力強化と制度改善が一

体的に達成される状況のことを指す。 
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成果 2：成果 1 の科学的・社会経済的な知識基盤が活用・運用され、かつ広く周知される。 

成果 3：沿岸生態系保全と適応管理のための能力が向上する。（制度的、組織的、個人的な能力

を含む） 

 

（３）投入（評価時点） 

日本側： 総投入額：4.5 億円 

長期専門家派遣：57.8 人月  機材供与：148 百万円 

短期専門家派遣：73.5 人月（2,206 日） ローカルコスト負担：95 百万円  

研修員受入：57 名 

相手国側： 

C/P 配置：25 名 

土地・施設提供：プロジェクト事務所スペース 

２．評価調査団の概要 

調査者 氏名（担当分野）：職位 

神内圭（総括）：地球環境部 森林・自然環境グループ自然環境第一チーム 課長 

三戸森宏治（評価計画）：地球環境部 森林・自然環境グループ自然環境第一チーム 主任調査役 

坂井茂雄（評価分析）：株式会社日本開発サービス 調査部 コンサルタント 

 

井上孝太郎（科学技術評価）：JST 地球規模課題国際協力室 上席フェロー 

梅村佳美（科学技術評価）：JST 地球規模課題国際協力室 調査員 

現地調査期間：2014 年 9 月 10 日～9 月 30 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）各成果の達成度 

成果 1：おおむね達成されている。 

� プロジェクトは 4 つの研究グループ（地球化学、生態学 A、生態学 B、モデル開発・評価）

を構成した。4 つの研究グループは環境ストレス発生や広がりと、沿岸生態系からの反応

を解明し、研究成果は論文としてまとめられ、一般人向け環境啓発用のポスター作成にも

活用された。また、多重（環境）ストレス評価結果はプロジェクトサイトのうち 2 カ所で

作成が進んだ。海洋保護区（MPA）設立のための提言の開発は、やや遅延が見られ現在進

行中である。 

� プロジェクトサイトすべて（6 カ所）における連続的・包括的モニタリングシステム(CCMS）

の構築は完了し運用されている。また、統合意思決定支援システム（IDSS）の「プロトタ

イプ」は 4 カ所で開発され、1 カ所で開発中である。他方、IDSS の「ユーザの使い勝手の

良いインターフェイス」への改良や、信頼性や精度向上は課題として残っており、プロジ

ェクト終了時までに改善がなされる見込みである。 
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� 複数ある CCMS の「データベース」化は、UPD 工学部や東京工業大学で現在構造化の作業

中であり、プロジェクト終了時までに完了見込みである。 

 

成果 2：おおむね達成されているが、一部は進行中である。 

� CCMS は、プロジェクトサイト 6 カ所で構築され、自治体等に重要性が認識され、運営費

の一部が提供されている。 

� IDSS 運営のための地域社会や組織、研究機関の協力体制が構築され、ユーザーとなる地域

社会向けの訓練や、研究機関による技術的支援の方法が整理されている。 

� プロジェクト成果を取りまとめた沿岸生態系保全と適応管理のためのガイドライン作成は

基本構成の確定がなされた。予定より遅延しており進行中である。 

� プロジェクトは、研究成果を 2 回の国際会議及び複数回のワークショップを通じて発信し

ている。また、ポスターを作成しフィリピン国内における環境啓発活動にも取り組んでい

る。 

 

成果 3：おおむね達成されているが、海外組織間のネットワーク構築は一部遅延がみられ、現在

進行中である。 

� 本邦（日本）での短期・長期研修やフィリピンでの研究活動を通じた研究者や研究機関の

能力向上が確認された。また、プロジェクトは地方自治体（LGU）職員や地元の関係者を

対象にしたセミナーやワークショップを通じて、能力強化に貢献していることが確認され

た。 

� 学術機関や LGU、地元関係者間のネットワークの構築は、プロジェクトの実施過程におい

て行われており、非常に良好な関係を構築している。一方、東南アジアや西太平洋地域の

海外組織間のネットワーク構築は、やや計画より遅れており、現在進行中である。プロジ

ェクト終了前の、2015 年 1 月下旬に 2 回目の地域コンファレンスの機会を活用することが

期待される。 

 

（２）プロジェクト目標の達成見込み（沿岸生態系保全と適応管理のための支援基盤が開発される） 

   プロジェクト目標はプロジェクト終了までに達成されると見込まれる。 

� 環境ストレス発生や広がりと、沿岸生態系からの反応解明について、日本とフィリピン双

方の研究者が積極的に活動を実施している。これら成果や CCMS が統合され実用された

IDSS の開発はプロトタイプの構築まで完了している。プロジェクト終了までに精度や信頼

性の向上等の改良が必要である。また、プロジェクト成果をとりまとめた沿岸生態系保全

及び適応管理のためのガイドラインを作成する必要がある。IDSS の運用については、自治

体や研究機関との連携体制は整備されつつあるものの、引き続き協力体制を維持すること

が必要である。 

� また、MPA ネットワークの設定・管理に有効な方策のあり方の「枠組み」を開発予定であ

り、地方行政組織だけでなく、中央政府に提言を出すことが期待される。  
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３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

妥当性は「高い」と評価される。フィリピンの開発政策、プロジェクト設計、日本の政府開発

援助（ODA）政策などと合致していると判断された。 

� フィリピンは海洋国家であるが沿岸生態系の劣化が進行している。フィリピン開発計画で

は、「保全、保護と天然環境資源の回復」を最優先の政策課題としており、本プロジェクト

の妥当性は高い。 

� 本プロジェクトでは、持続可能な沿岸資源管理を推進することが期待されており、持続的な

漁業や、環境に優しい観光開発の強化など、地域経済や産業のニーズを満たし、貧困緩和を

進めると期待される。 

� プロジェクトの成果として、IDSS などのツール開発が予定されている。政策立案支援ツー

ルへの、地域行政からのニーズは高く、期待は大きい。 

� 日本の対フィリピン ODA 政策では、気候変動の緩和と適応の目標（気候変動対策支援プロ

グラム）があり、気候変動適応の能力を高めることが期待されている。 

 

（２）有効性 

有効性は「比較的高い」と評価される。 

� プロジェクトは、3 つの成果を統合することにより、プロジェクト目標が達成される構成に

なっており合理性がある。 

� 中間レビューにおいて提言された、社会経済分野の研究者の投入は、フィリピン側、日本側

の双方から投入され、Boracay 島、Bolinao、Banate、Puerto Galera で調査が実施された。 

� IDSS の設計に関して、サイトごとのワークショップやセミナーの開催を通じ、地域のニー

ズの把握を行い、それらの問題や課題に対処できるようにデザイン設計が行われた。 

 

（３）効率性 

効率性は「比較的高い」と評価される。 

� プロジェクトのアウトプットを出すための投入は適切であった。 

� ただし、プロジェクト期間中に CCMS を含む測定機材の亡失が発生し、プロジェクトは想

定外のコストを負担することになり、プロジェクトの効率性に負の影響を与えた。 

� プロジェクトチームは、社会に実装するアプリケーション・ツールを構築しているが、いく

つかの成果品は（終了時評価時点で）完了していない。沿岸生態系保全のためのガイドライ

ン策定は現在進行中であり、この遅延はプロジェクト効率を低める要因となっている。 

� 生物試料の収集、輸送と輸出に関連し、数多くの書類や許可書が必要であり、これらの書類

整備に想定外の投入が必要となった。 
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（４）インパクト

インパクトは「大きい（高い）」と見込まれる。

� プロジェクトでは、フィリピン側の研究助手の雇用や本邦研修が行われ、能力強化が行われ

た。また、共同研究により、若手と中堅研究者の能力開発と研究機関の能力強化が行われた。

プロジェクトサイトにおけるセミナーやワークショップ開催により、LGU 職員や関係者の

能力開発にも寄与した。

� プロジェクトでは、地域や全国レベルの会議も開催された。LGU からの参加もあり、関係

者の環境保全に対する意識の強化が行われた。

� 共同調査や研究を通し、日本とフィリピンの研究者や研究機関のネットワークが構築され

た。

� プロジェクトは、地域自治体と協力して CCMS の運用などを実施し、成果は IDSS に反映さ

れ、LGU の沿岸環境保全の政策決定に利用されることが期待される。また、MPA に関する

提言などが国の関係当局に提出され、国家レベルの政策立案に利用されることが期待されて

いる。

（５）持続性

本プロジェクトの持続性の見込みは「中程度」と評価される。

� 持続性の全体的な見通しは「中程度」と評価されるが、プロジェクト活動の種類によって不

確実性が存在する。

� 学術的な調査・研究活動は外部の研究資金を得ることを前提とすれば、科学者や研究機関の

コミットメントが高く継続されると想定される。本プロジェクトの研究課題については、灘

岡教授とフィリピン側研究者間のつながりにより持続可能性が高いと想定される。

� CCMS の持続性は、まず CCMS 機器亡失などの潜在的なリスクが存在し、中程度と評価さ

れる。さらに、日本から購送された測定機器は、日本での定期的な調整や整備が必要なもの

もあり、加えて定期的な機器のスペアパーツ調達の費用捻出を考えると、持続性は中程度

と考えられる。

� IDSS の持続性に関しては、信頼性と使いやすさが前提となるが、プロジェクト終了後は、

地元関係者が IDSS 管理の一部〔データ収集、データのアップデートと IDSS と地理情報シ

ステム（GIS）ソフトウェアの利用など〕を担うことから、役割や手順の明確化と、IDSS/GIS

ソフトウェアのユーザマニュアルや実施計画を策定し持続性を高める努力をする必要があ

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

� プロジェクトデザインの設定に関して、プロジェクトサイトの選定や、専門家の選定には、

（既存の）研究者間のネットワークが活用された。
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� 沿岸生態系の保全・適合戦略のために、分野横断的な研究成果の統合が試みられているが、

プロジェクト全体のバランスを取ることに、プロジェクト代表者（モデル開発・評価グルー

プ・リーダー）とフィリピン側研究者とのネットワークが貢献した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

� フィリピン側、地方政府機関のプロジェクトへの協力体制が構築され、調査許可の発行や、

調査経費の負担などが行われている。 

� 関係者の能力強化に関して、プロジェクトサイトでのワークショップにより地域の関係者の

能力強化が行われている。また、リサーチ・アシスタント（RA）の雇用や、本邦での研修

（短期、長期研修）が人材育成に貢献した。 

� また、フィリピン側では共同研究への参加が、若手研究者や教授レベルの人材育成に寄与し、

研究機関の研究能力の強化にもつながっている。日本側の若手研究者の育成にも大きく貢献

した。 

� 中間レビューで指摘された提言に対する対応として、プロジェクト指標の設定に関しては、

指標が第 5 回合同調整委員会（JCC）で提案・承認されている。 

 

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 

� 2010 年 9 月、調査研究用の供与機材調達が遅れ、合同集中調査に間に合わなかった。 

� 生物試料の収集、輸送と輸出に関連した、必要書類や許可について、プロジェクト開始直後

は整備されておらず、書類（合意書、許可書など）の整備に時間を費やした。 

� プロジェクトチームは、CCMS 機材をはじめ、多数の測定機器を亡失しており、予期せぬコ

ストを負担し、連続的で長期的データを収集する機会を失うことになった。 

� プロジェクト開始当初に作成した活動計画（PO）に沿った案件管理が徹底できないところ

があり、一部活動の進捗が遅延した。 

 

３－５ 結論 

� 本プロジェクトは、プロジェクト目標である「沿岸生態系保全と適応管理のための支援基盤

の開発」をおおむね達成しており、協力期間終了までにプロジェクト目標を達成すると見込

まれる。 

� 社会実装のツールであるIDSSは、開発を予定している5カ所中4カ所でプロトタイプが完成

しており、残り1カ所もプロジェクト終了時までに完成の見込みである。また、対象地域の

エンドユーザーであるLGU等や地域コミュニティ（商工会議所等）に対する研修も複数回実

施されている。 
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� フィリピンの沿岸生態系保全にかかわる人材育成や組織強化は、継続的かつ精力的に行わ

れ、特筆すべき成果を上げた。また、日本側の若手研究者の育成にも大きく貢献した。 

� ただし、残りのプロジェクト期間において、（1）IDSSプロトタイプの改訂、（2）MPAに関

する提言の作成、（3）沿岸生態系保全に関するガイドラインの取りまとめ、を完結させる必

要がある。 

 

３－６ 提言 

（１）プロジェクトチームへの提言 

� プロジェクトの目的である、沿岸生態系保全の支援基盤整備に必要な（1）IDSS プロトタイ

プの改良、（2）MPA に関する提言作成、（3）沿岸生態系保全に関するガイドライン取りま

とめについて、プロジェクト終了までの詳細スケジュールを作成し関係者間で合意するこ

と。 

� 特に、ガイドラインについて、プロジェクト終了までに完成するよう、目的や対象者、内容

を明確化して完成させること。 

� 沿岸生態系保全と適応管理のための IDSS は、地域コミュニティの利用者にとって、信頼性

が高く、使い勝手が良い（ユーザーフレンドリーな）ものとなるよう、システムの改良に努

めること。 

� 本プロジェクトは、現時点で地方行政組織との協力は強いが、中央政府機関の関与が低いこ

とから、本プロジェクトの成果を中央政府関係機関に適切に報告・共有すること。 

 

（２）フィリピン側実施機関/協力機関への提言 

� IDSS は地域コミュニティのみで運営できるシステムではないため、フィリピン側研究機関

が継続的に技術支援や、利用者の能力強化を行うこと。 

� 機材供与先機関の管理体制の明確化と、維持・管理予算確保を行うこと。 

� CCMS を含む供与機材の維持管理・運用に関し、LGU との共働管理が行われる機材は、必

要に応じ「機材管理覚書（MOA）」を見直し、改定すること。 

 

３－７ 教訓 

� 供与機材計画に関して、科学技術協力では、精密で高価な計測機器が供与されることがある

が、現地の状況や、プロジェクト終了後の管理費用の確保など、プロポーザル作成及び詳細

計画策定の段階で十分に議論する必要がある。 

� プロジェクト管理のための事務作業や会計作業量が極めて多いプロジェクトの場合、適切な

プロジェクト運営を行うため、業務調整員の複数配置をプロジェクト計画時点から検討する

ことが必要である。 
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