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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：ボリビア多民族国 案件名：氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの

開発 

分野：水資源・防災-総合的水資源管理 援助形態：技術協力プロジェクト－科学技術 

所轄部署：地球環境部水資源・防災グル

ープ 

協力金額（評価時点）：2.70 億円（評価調査実施時） 

協力期間 

(R/D): 2010/1/19 先方関係機関：サン・アンドレス大学(UMSA)、環境・

水資源省(MMAyA) 

2010 年 4 月～2015 年 3 月 

（5 年間） 

日本側協力機関：東北大学、東京工業大学、福島大学、

日本大学 

 他の関連協力： 

フランス開発調査庁(IRD)「アンデス氷河・気候変動

観測支援」(GLACIOCLIM) 

世界銀行(WB)「熱帯アンデスの氷河後退の影響に関

する適応プロジェクト」(PRAA) 

１-１ 協力の背景と概要 

熱帯アンデスに属するボリビア国の年間降水量は年間 500 ミリ程度であり、水資源の大部分

を氷河の融解水に依存している。しかしながら，気候変動に伴い今後 30～40 年で熱帯アンデス

氷河は消失すると予測され、水資源枯渇の危機に直面している。水質面では、氷河の消滅に伴

い河川流量が減少し、河川や貯水池の汚濁負荷濃度増加に繋がると予測されている。また、気

候変動に伴い大雨の頻度が高くなることも予測され、豪雨による土砂の流出が、貯水池の貯水

能力を減少させ、水資源の逼迫に拍車をかけることも予想されている。 

このような状況において、ボリビア国では気候変動に伴う水問題の対策を迫られているが、

包括的に水問題を扱える専門家が不足し、かつ、水文・水質観測網の整備やデータマネジメン

ト、水資源評価モデルも不十分な状況にある。 

このような背景から、氷河の消失を考慮した水資源賦存量の分析と具体的な対策を検討する

ための水資源管理モデルの構築が急務となっている中、本件は地球規模課題対応国際科学技術協

力(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development：SATREPS）案件として採

択され、2010 年 1 月 19 日に R/D が署名され、2010 年 4 月から開始された。 

 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

気候変動に適応した水資源政策の立案に、本研究で得られたモデル、科学知見、研究成果

が活用される。 

 

（２）プロジェクト目標 

ボリビア国ラパス市・エルアルト市における気候変動に適応した水資源政策策定を支援す

るシステム※が開発され、右システムをもとに情報や知見が施政者に提供され、適応策が検討
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される。 

※システム：水資源に関する、データの収集・解析、各種モデルの運用、シミュレーション

の実施、シミュレーションに基づいた情報や知見の共有、及びそれらを更新しつつ運用す

る体制） 

備考：本プロジェクトで得られる研究成果・科学的知見は、Tuni-Condoriri 及び Huayna Potosi

西流域を対象とした気候変動の水資源への影響評価に基づくものである。 

 

（３）成果 

成果 1： Tuni-Condoriri氷河及びHuayna Potosi西氷河を対象に気候変動下における氷河融解モ

デルが構築される。 

成果 2： Tuni 貯水池流域を対象に気候変動下における流出モデルが構築される。 

成果 3： Tuni-Condoriri 氷河流域と Huayna Potosi 西氷河流域における気候変動に伴う土砂侵

食・移動モデルが構築される。 

成果 4： Tuni 貯水池を対象に気候変動下における水質モデルが構築される。 

成果 5： ラパス市・エルアルト市への水供給を担う Tuni 貯水池流域を対象に気候変動下にお

ける水資源総合評価モデルが構築される。 

成果 6： 成果 1～5 のモデルを活用し、ラパス市・エルアルト市における水資源管理情報や知

見が施政者に提供され、適応策が検討される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側：総投入額 2.70 億円 

長期専門家派遣 1 名 機材供与 4611.7 万円 

短期専門家派遣 11 名 ローカルコスト負担 207 万ボリビアーノ（3,131.2 万円） 

研修員受入 本邦研修 12 名、長期研修員 8 名 

その他 科学技術振興機構（Japan Science and Technology Agency：JST）負担による 

日本人学生及び日本滞在中の JICA 長期研修員のボリビア渡航 

相手国側： 

カウンターパート配置 18 名 機材購入 3.7 万ボリビアーノ（55.9 万円） 

土地・施設提供 サン・アンドレアス大学（Major University of San Andrés：UMSA）内 2 室 

  ローカルコスト負担 69 万ボリビアーノ（1,043.7 万円） 

 

２. 評価調査団の概要 

調査者 

（担当分野：氏名  職位） 

1. 総括：宮崎 明博 JICA 地球環境部 水資源第二課 課長 

2. 水資源：永田 謙二 JICA 国際協力専門員 

3. 協力企画：山崎 正則 JICA 地球環境部 水資源第二課 

4. 評価分析：田中 誠 (株)アイコンズ 主任コンサルタント 

5. 通訳：大滝 節子 (一財)日本国際協力センター 

6. プロジェクト評価(JST)： 井上 孝太郎 JST 地球規模課題国際協力室 上席フェ
ロー 

7. プロジェクト評価(JST)： 鵜瀬 美里  JST 地球規模課題国際協力室 調査員 

8. 評価：Mario Terán サン・アンドレス大学(UMSA) 材料試験研究所 

 (Institute of Material Testing：IEM)教授、前工学部長 
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9. 評価：Fany Elba Sarzuri Bernal 環境・水資源省(Ministry of the Environment and 

   Water：MMAyA)上水道・基礎衛生次官室 

   (Vice-Ministry of Drinking Water and Basic Sanitation： 

    VAPSB) 

調査期間  2014 年 7 月 26 日〜2014 年 8 月 17 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） 成果の達成度 

成果 1：プロジェクト期間中に達成される可能性が高い。 

指標 1-2「雪氷班の C/P が UMSA の関係者に対して少なくとも 1 回モデルセミナーを実施す

る。」及び指標 1-3「モデルに関する査読付き論文が国際誌に少なくとも 2 編掲載される。」は

既に達成されている。2014 年 6 月に、MMAyA 環境次官室(Vice-Ministry of Environment：VMA)

が MMAyA 技術者〔VMA 及び水資源・灌漑次官室(Vice-Ministry of Water Resources and Irrigation：

VRHR)所属〕に対して「氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの開発」プロジェクト

（Glacier Retreat Impact Assessment and National Policy Development：GRANDE）モデルセミナ

ーを開催して、C/P 及び帰国留学生がモデルの講習を実施した。 

指標 1-1「モデルのユーザーガイドが C/P 及びプロジェクト研究者によって作成される。」

は既にほぼ達成されている。モデルのユーザーガイドについては、東北大学と水理学研究所

（サン・アンドレス大学）（Institute of Hydraulics and Hydrology - UMSA：IHH-UMSA）が協働

して、モデルの西語ユーザーガイドを作成中であり、細部の字句修正を残すのみとなってい

る。 

成果 2：プロジェクト期間中に達成される可能性が高い。 

指標 2-3「モデルに関する査読付き論文が国際誌に少なくとも 2 編掲載される。」は既に達

成されている。指標 2-1「モデルのユーザーガイドが C/P 及びプロジェクト研究者によって作

成される。」、指標 2-2「流出班の C/P が UMSA の関係者に対して少なくとも 1 回モデルセミナ

ーを実施する。」も 2014 年 8 月中に達成される予定である。モデルのユーザーガイドについ

ては、作成済みの英語版を西語訳する作業を進めており、2014 年 8 月中に完成する見込みで

ある。 

成果 3：プロジェクト終了直後に達成される予定である。 

指標 3-1「モデルのユーザーガイドが C/P 及びプロジェクト研究者によって作成される。」、

指標 3-2「土砂班の C/P が UMSA の関係者に対して少なくとも 1 回モデルセミナーを実施す

る。」は 2014 年 8 月中に達成される予定である。モデルのユーザーガイドについては、東北

大学、福島大学と IHH-UMSA が協働して、西語版を作成中でであり、2014 年 8 月に JICA 長

期研修員がボリビアに来て、最終修正を行う予定である。指標 3-3「モデルに関する査読付き

論文が国際誌に少なくとも 2 編掲載される。」もプロジェクト終了直後に達成される予定であ

る。 

成果 4：プロジェクト期間中に達成される可能性が高い。 

指標 4-1「モデルのユーザーガイドが C/P 及びプロジェクト研究者によって作成される。」

は既にほぼ達成されている。モデルの西語ユーザーガイドが作成済みであり、C/P が、解説書

をトレーニングマテリアルとして編集中であり、完成間近である。指標 4-2「水質班の C/P が
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UMSA の関係者に対して少なくとも 1 回モデルセミナーを実施する。」も既に達成されており、

指標 4-3「モデルに関する査読付き論文が国際誌に少なくとも 2 編掲載される。」についても、

現在、投稿中、準備中の論文が複数あるため、プロジェクト期間中に達成される可能性が高

い。 

成果 5：プロジェクト期間中に達成される可能性が高い。 

指標 5-1「少なくとも 3 つの大気循環モデル（General Circulation Model：GCM）のアウトプ

ットに基づいて水資源の将来展望が行われる。」は、2014 年中に達成される予定である。 

成果 6：プロジェクト期間中に達成される可能性が高い。 

指標 6-1「ラパス市・エルアルト市の水資源関連機関からの参加者を集めた会議を少なくと

も年に 3 回実施する。」、指標 6-3「WHO 又はボリビアの水質基準に基づいて少なくとも 10 の

代替水源について水質検査が行われる。」、指標 6-4「気候変動シナリオ下の水資源評価モデル

のアウトプットが ラパス市・エルアルト市の水資源について協議を行う会合にて共有され

る。」、指標 6-5「C/P 又はプロジェクト研究者が公開シンポジウムにて発表を行う。」は既に達

成されている。指標 6-2「水需要モデルのユーザーガイドが C/P 及びプロジェクト研究者によ

って作成される。」、指標 6-6「広報資料及びデータカタログが作成される。」はプロジェクト

期間中に達成される予定である。モデルのユーザーガイドについては、英語版が作成されて

おり、西語版は近日中に完成する見込みである。広報資料については、長期専門家が UMSA

と共に作成中である。データカタログについては、第一稿が作成され、現在、内容確認中で

ある。 

 

（２） プロジェクト目標達成の見込み：プロジェクト期間中に達成される可能性が高い  

指標 1「プロジェクト成果が気候変動シナリオを考慮した水資源管理政策や他のプロジェク

ト又は研究者において言及ないし参照される。」は既に達成されている。指標 2「気候変動シ

ナリオを考慮した水資源影響評価モデルが水関連機関への情報提供ができる体制のある IHH

に導入される。」は、「気候変動シナリオを考慮した水資源影響評価モデルが IHH に導入され

る」の部分は既に達成されており、「水関連機関への情報提供ができる体制のある IHH」の部

分はプロジェクト期間中に達成される予定である。指標 3「上記モデルのアウトプットがウェ

ブサイトに公開される又は電子媒体に記録され関連機関に配布される。」は、プロジェクト期

間中に達成される可能性が高い。「気候変動シナリオを考慮した水資源影響評価モデル」の公

開が、既に技術的に（サーバー準備等）可能になっており、残りの対応事項である各グルー

プの成果統合、アウトプット公開ポリシー等の検討については、プロジェクト期間中に完了

する見込みである。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１） 妥当性：高い 

ラパス・エルアルト都市圏は、熱帯氷河を重要な水源の 1 つとしている。熱帯氷河は特に

気候変動の影響を受けやすく、現に本プロジェクトが対象とする氷河は目に見えて後退して

おり、水資源量が減少する恐れがある。一方、ラパス・エルアルト都市圏では地方からの人

口流入が激しく水需要が増大しており、将来的に対策を講じなければ、深刻な事態を招く可

能性がある。2014 年初めに施行された法律 300 号「母なる大地ならびによく生きるための総
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合的開発枠組法」に基づき、プロジェクト目標は水資源開発の課題に整合すると考えられる。 

本プロジェクトは、日本の対ボリビア ODA 政策とも一致している。外務省の「対ボリビア

国別援助方針」は、開発課題の 1 つとして「水と衛生」を掲げている。 

ボリビアの水資源政策の立案に対して、気候変動の影響を考慮した水供給に係る科学的知

見を提供するため、本プロジェクトを実施する意義は大きく、MMAyA からの期待も大きい。

氷河流域を対象として融解、流出、土砂、水質を統合したモデルの開発は世界でも例が少な

く、雪氷を水資源として利用する上で学術上の知見を有する日本は、その技術を生かして水

資源問題の解決に貢献していける。このような学術上の知見は、プロジェクトデザインにも

活かされ、5 つの研究グループを設置し、それぞれの研究上の役割や研究グループ相互の関係

を明確にしたことは、研究の方法として適切であったといえる。 

 

（２） 有効性：高い 

プロジェクト目標の 3 つの指標の達成状況より、プロジェクト目標はプロジェクト期間中

に達成される可能性が高いといえる。6 つの成果はプロジェクト目標の達成に貢献しており、

プロジェクト目標の達成は 6 つの成果によって引き起こされたものと判断される（各指標の

達成状況、達成見込みについては、3-1 実績の確認（２）プロジェクト目標達成の見込みを参

照）。 

 

（３） 効率性：中程度 

本プロジェクトの効率性は中程度である。しかし、下記のような厳しい制約の下で、プロ

ジェクトの成果の大部分を達成したことは、関係者の多大な努力によるものであり、称賛さ

れるべきである。効率性を高められなかったのは、災害、自然環境、免税に関する問題によ

る機材調達の遅れといった外的要因によるところが大きい。 

【日本側からの投入の効率性】 

2011 年 3 月に発生した東日本大震災に伴い、日本側研究者の活動が制約を受けた。観測機

器の調達が、免税に関する問題から予定よりも遅れ、設置後にも盗難に遭ったり破壊された

りといった事態が生じた。厳しい自然環境の下、当初予定よりも余裕をもった活動計画を立

てることが必要とされた。また、雨季には搭乗車輌がスタックするなど活動を制限される事

態も生じた。結果的に、以後の活動に大幅な遅れは生じなかったものの、現地活動に制約が

なければ、活動がより早く進捗していた可能性がある。 

【ボリビア側からの投入の効率性】 

JICA 長期研修員の選考に当たっては、専門分野の他、英語が使用可能であること、所定の

学位を有すること、帰国後は引き続き本プロジェクトに関与することという条件を付してボ

リビア側で募集が行われたが、これらの条件を満たす人材を発見するのに時間を要し、選考

は予定よりも遅れた。厳しい自然環境は、ボリビア側研究者にとっても無視できるものでは

なかった。本プロジェクトに重要な関わりを持つラパス市・エルアルト市上下水道公社

(Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento：EPSAS)に、人事異動のみならず組織改編が頻

繁にあり、新任の担当者に対する情報共有に時間を要した他、EPSAS からの水質モニタリン

グ等に係る統計データの提供が限定的であったため、研究活動に投入できる時間の損失や測

定の重複といった非効率を生じた。 
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（４）インパクト：正のインパクトが見られる 

・ 世界でも最高標高にある首都圏であるラパス・エルアルト都市圏を対象として、気候変

動に伴う水資源の問題に取り組んだ初めてのケースである。標高の高い地域は気候変動

の影響が顕著に表れるため、類似の地域に対して先行的な研究であり、波及効果が期待

できる。 

・ 社会実装の面において、MMAyA が主催する気候変動に対する水管理適応策に関するセ

ミナー（2013 年 2 月、2014 年 6 月）において日本側研究者が基調講演の要請を受け、

実務者を対象として流域管理モデルを用いた気候変動の影響評価手法について講義し

た。 

・ 世界銀行(World Bank：WB)の資金投入を受けて実施されていた国家気候変動プログラ

ム(National Climate Change Program：PNCC)のプロジェクトである「熱帯アンデスの氷

河後退の影響に関する適応プロジェクト」(Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso 

Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales：PRAA)に、本プロジェクトの成果のうち、

流域における土砂生産のモデルが引用されている。PRAA の続編である PRAA2 にも、

本プロジェクトで得られた知見が利用されると期待される。 

・ ボリビアでは、UMSA のような学術機関と、MMAyA のような公的機関とが共通の目標

のために団結することは稀であったが、プロジェクト期間中、両者の交流が密になり、

情報交換が促進された。この関係は、将来、MMAyA にとっては、水資源問題の解決と

いう自らが直面する課題を UMSA の力を借りて解決する、UMSA にとっては、水資源

問題という新しい研究課題を MMAyA に提供してもらう、という双方にメリットのある

関係に発展する可能性が高い。 

・ なお、負のインパクトは特に認められない。 

 

（５）持続性：課題の解決により、高い又は中程度 

本プロジェクトの持続性は、主として次の 3 つの課題にかかっている。現時点ではこれら

が未解決であるため持続性は中程度であるが、これらが解決されれば持続性は高いと見込ま

れる。 

1. 組織面：プロジェクト成果を活用する EPSAS が、プロジェクトの成果であるモデルの信

頼性を高めるためにデータを提供すること、及び、水資源プラットフォームに参加するこ

と。 

2. 組織面：UMSA や MMAyA は帰国する JICA 長期研修員が引き続き本研究に携わることが

できる場を提供すること。 

3. 技術面：本プロジェクトで開発されたモデルを他流域に適用していくに当たって、モデル

の適用限界や、適用先のローカルな条件を反映させるために必要な修正点といった工学的

課題を、ボリビア側が理解すること。 

 

尚、持続性に関する現状は以下のとおり。 

1. 政策・制度面 

本プロジェクトで対象としたラパス・エルアルト都市圏の水資源政策の方向性、すなわち、

氷河水源の将来の水資源量を科学的根拠を持って予測すること、並行して代替水源を開発す
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ることという基本方針は、本プロジェクト終了後も転換されない可能性が高く、政策・制度

面に問題は見当たらない。 

 

2. 組織面 

JICA 長期研修員 8 名のうち既に帰国した 3 名のうち、1 名は UMSA 工学部の予算により、2

名は炭化水素直接税(Impuesto Directo a los Hidrocarburos：IDH)を財源とする研究資金により、

それぞれ UMSA に任期付研究員として任用されている。任期満了後も引き続き本研究に携わ

ることができるよう、指導教員である日本側研究者、派遣推薦元である UMSA 研究者とも努

力しており、研究助手や補助教員として UMSA に残る、MMAyA に採用される、日本学術振

興会(Japan Society for the Promotion of Science：JSPS)のポストドクトラルフェローとして日本

に再留学する、といった進路が検討されている。最終的には UMSA の正規の研究者のポスト

に公募採用される道も開けている。それ以外にも、本プロジェクトに参加した研究者は、本

研究により得られたモデルをはじめとする知見を学生に伝授し、若手研究者を育成していく

意向を示している。 

UMSA 及び MMAyA は、水資源プラットフォームに関する覚書の締結に向けた調整を進め

ている。MMAyA は、UMSA が水資源プラットフォームにおいて研修を実施するよう要求して

おり、UMSA にはこれに応える用意がある。それ以外に大きな意見の相違はない。近日中に

UMSA の学長と MMAyA の大臣が会談し、合意に至る見込みである。なお、水資源プラット

フォームの中には、個別の具体的なテーマを議論するために、複数のサブプラットフォーム

（作業部会）が設置される予定である。 

一方、EPSAS は、ラパス・エルアルト都市圏への水供給を担っているため、EPSAS が水資

源プラットフォームに参加し、本プロジェクトの成果を活用していける体制を整備すること

は、ラパス・エルアルト都市圏の水需給問題の解決にとって不可欠である。ただし、EPSAS

は経営再建中で国の管理下にあり、ラパス市・エルアルト市の水資源に関する情報共有やデ

ータ提供に関する覚書の締結の見通しは不透明である。 

この水資源プラットフォームには、JICA ボリビア事務所がオブザーバーという形で関わる

ことになる見込みである。今後、気象・水文・水質の観測を継続する上で、現状維持、拡充、

縮小するべき観測項目が日本側研究者と UMSA との間で検討されている。将来の観測の管理

や機器更新に関する体制や IDH を中心とした活動の財源も今後検討される予定である。 

 

3. 財政面 

ボリビア政府は、IDH を気候変動問題の研究に投入する制度を 2009 年に整備した。この制

度は今後も継続される見込みである。IDH は安定した税収が見込まれている。UMSA には、IDH

を財源とする研究資金が投入されており、これを使用する研究プロジェクトは、1 年強に 1 回

の割合で募集されている。UMSA の研究者は、研究プロジェクトを計画して研究資金を申請

し、学内の選抜を経てこれを獲得することができる。UMSA は本研究の重要性を認識してお

り、本プロジェクトの関係者が今後も継続して本プロジェクトに関連する研究資金を獲得し

ていく可能性は高い。 

 

4. 技術面 

本プロジェクトの活動の結果、氷河減少に対する水資源管理適応策モデルが開発された。
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観測データの蓄積に伴って、モデルの精度が向上し、さらに、計算に用いる気候変動シナリ

オの妥当性を検証できるようになる。そのため、本プロジェクト終了後も、観測を継続する

必要がある。 

今後のモデルの運用は、IHH に設置されるサーバーを利用して行われることになる。ここ

では、観測データや研究成果の提供もあわせて実施される予定である。現在は構築途上であ

るためデータの公表には至っていないが、モデルの運用や、観測データや研究成果の提供を

担当し、サーバーを維持管理する知識や技術のある人員は既に確保されており、サーバーの

バックアップも化学プロセス開発研究所（サン・アンドレス大学）（Institute for Research and 

Development of Chemical Process - UMSA：IIDEPROQ）に置かれることになっている。 

このモデルは、現地の状況（地形・気象等の自然条件）をより反映し改良可能なオープン

コードであり、それぞれの流域向けに改良し適用することが可能である。また、氷河融解、

流出、土砂、水質に分割して利用することができ、例えば降雨量の変化に伴う水資源量の変

化を予測することができる。そのため、本プロジェクトの対象である流域以外の流域にも適

用することができる。ただし、モデルを他流域に適用していくに当たって、モデルの適用限

界や、適用先のローカルな条件を反映させるために必要な修正点といった工学的課題を、ボ

リビア側が理解することが必要である。本プロジェクトに関係する UMSA の研究者は、プロ

ジェクト終了後もこのような活動を自ら継続していくことを表明しており、そのために必要

なノウハウもある程度備えている。ただし、モデル自体に修正が必要になった場合、修正の

ために必要なプログラミングの能力がボリビア側には十分でない恐れがあることから、上記

の工学的課題に対して正しく対応していくためには、日本側がボリビア側の活動に対して適

宜助言を与えていくことが求められる。 

 

5. 社会・文化・環境面 

社会・文化・環境面に関して持続的効果を阻害する要因は見当たらない。本プロジェクト

において、地元住民との間で対話を続け、どのような目的で観測機器を設置するのかを粘り

強く説明した結果、理解が得られたという経験がある。今後、新たに観測機器を設置する際

には、この経験が活用されることが期待される。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１） 計画内容に関すること 

JICA 長期研修員として来日した 8 名が、研究内容に精通し、かつ英語が使える人材であっ

たことにより、日本側とボリビア側とのコミュニケーションギャップを埋め、連絡を密にす

る上で、極めて重要な役割を果たした。 

 

（２） 実施プロセスに関すること 

プロジェクトの実施を契機として、C/P機関であるUMSAと、国の省庁の 1つであるMMAyA

の間の交流が密になり、情報交換が促進された。 

 

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 

研究者によっては現地滞在中に高山病にかかり、活動に制約を受けた。日本側研究者につ
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いては、雨季に搭乗車輌がスタックしたり、氷河へ徒歩で接近することによる極端な疲労が

生じて安静を余儀なくされたりといった事態もあった。このような事態を避けるためには、

現地活動について、当初はゆとりのあるスケジュールを組み、慣れるにつれてタイトにして

いくといった対策を取ることが有効であった。結果的に、以後の活動に大幅な遅れは生じな

かったものの、現地活動に制約がなければ、活動がより早く進捗していた可能性がある。  

 

（２）実施プロセスに関すること 

2011 年 3 月に発生した東日本大震災に伴い、日本側研究者 11 名の大部分が、所属先の建物

への立ち入りを制限されたり、複数回の移転を余儀なくされたりした。2011 年度上半期は震

災の影響を受けて研究者所属先と JICA との契約も滞り、活動の停滞を招いた。この要因は、

その後の研究者の努力により克服された。 

観測機器の調達が、免税に関する問題から予定よりも遅れた。通常、機器を輸入する際に

は関税が課税されるが、本プロジェクトの実施で供与される観測機器については免税とする

ことで、関税当局と MMAyA との間で合意していた。しかしながら、末端の税関職員まで同

合意内容が周知されていなかったため手続きに時間を要した。また、機材設置後にも盗難に

遭ったり破壊されたりといった事態が生じた。 

日本人研究者がボリビアを訪問した際、道路封鎖により目的地に到達できない場合もあっ

た。 

 

３-５ 結論 

・ 本プロジェクトは、必要に応じて柔軟な活動計画の見直しや修正を行った上で、成果 1～成

果 6 を達成しつつある。これにより、プロジェクト目標はプロジェクト期間中に達成される

可能性が高いといえる。 

・ 評価 5 項目に沿って検討した結果は次のとおりである。本プロジェクトの妥当性は高い。プ

ロジェクトの 6 つの成果は達成しつつあり、プロジェクト目標の達成に貢献しているため、

有効性は高い。日本側、ボリビア側とも投入の効率性は中程度であり、全体の効率性も中程

度である。本プロジェクトは、正のインパクトをもたらすと予測される。本プロジェクトの

持続性は、主として 3 つの課題にかかっており、現時点ではこれらが未解決であるため持続

性は中程度であるが、これらが解決されれば持続性は高いと見込まれる。 

・ 以上のことから、今後、持続性を高めるために、「3-2 (5) 持続性」で述べた 3 つの課題を解

決することが望まれる。 

 

３-６ 提言 

・ UMSA は本プロジェクトで開発されたモデルを他流域に適用していくに当たって、モデルの

適用限界や、適用先のローカルな条件を検討すること。 

・ 水資源政策関係者は、本プロジェクトの成果を活用し、地下水や他流域水源を含む包括的な

水資源計画の必要性を理解し、水資源プラットフォームにおいて検討すること。 

 

３-７ 教訓 

・ 本プロジェクトは SATREPS 案件であり、プロジェクト活動の大部分は研究によって占めら

れる。本プロジェクトは、必要に応じて柔軟な活動計画の見直しや修正を行ったために、活
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動を実りあるものとすることができた。また、活動途上においてプロジェクト目標及び成果

の指標を見直して具体的な事項を掲げたことは、プロジェクトの有効性を明確化するのに役

立った。 

・ 本プロジェクトの対象であるラパス市・エルアルト市は標高 3,000～4,000m 程度であり、氷

河はさらに高い 4,500～4,900m 程度の高地にある。雨季には観測地点へのアクセス道路が泥

濘化する。観測地点によっては車輌によるアクセスができず、降車後に数時間の登攀を必要

とする。プロジェクト関係者がこのような厳しい自然環境条件に適応できずに体調を崩した

り負傷したりすれば、以後のプロジェクトの進捗に影響する。このような事態を避けるため

には、現地活動について、当初はゆとりのあるスケジュールを組み、慣れるにつれてタイト

にしていくといった対策を取ることが有効であった。 

・ 本プロジェクトでは、西語を解する研究者が日本側にはなく、ボリビアにも英語を解する研

究者は少なかった。日本の研究者がボリビアのような西語圏において相手国側と共同して研

究を進めるためには、言語の違いがコミュニケーション上の障害となる可能性が大きいた

め、言語の違いを克服し、かつ研究内容に通じた人材が必要である。本プロジェクトにおい

ては、JICA 長期研修員の募集条件の 1 つに英語が使用可能であることという項目があった

ことから、選考された 8 名の JICA 長期研修員が、研究者間のコミュニケーションの改善に

大いに貢献した。 

 

・ 今後、類似案件において社会実装を効率的に進めていくためには、研究成果を活用する側の

実務者も、広義の共同研究者としてプロジェクトの初期段階から巻き込むことが重要であ

る。 

・ 本プロジェクト開始当初、SATREPS の制度の詳細が明確ではなかったため、JICA、JST、大

学側の間で認識に齟齬があり、プロジェクトの円滑な実施が困難であった。今後のプロジェ

クト形成の際には、共通認識を十分に醸成する必要がある。 

・ 観測機器の調達が、免税に関する問題から予定よりも遅れた。通常、機器を輸入する際には

関税が課税されるが、本プロジェクトの実施で供与される観測機器については免税とするこ

とで、関税当局と MMAyA との間で合意していた。しかしながら、末端の税関職員まで同合

意内容が周知されていなかったため手続きに時間を要した。今後の同様の輸入を行う際に

は、C/P 機関等を通じて、税関当局に末端の税関職員にも合意内容を周知徹底させることが

重要である。 

・ プロジェクト初年度、流域内のモニタリングネットワークへの投入機材の設置に関して、不

信感を持った現地住民から妨害される事態が起こり、設置が当初計画よりも遅れた。今後、

現地住民の近隣に観測機材を設置する際には、現地住民の理解を得るために要する時間も見

込んで研究計画を検討することが必要である。 

 

３-８ フォローアップ状況 

特になし。 

 

 


