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要 約 表

事業事前評価表（地球規模課題対応国際科学技術協力） 

作成日：平成 26 年 1月 28 日 

担当部・課：地球環境部 森林・自然環境保全第二課 

１． 案件名

国 名：ブラジル連邦共和国

案件名：和名：（科学技術協力）フィールドミュージアム構想1によるアマゾンの生物多様性保全プロジ

ェクト

英名：Biodiversity conservation in Amazon based on a new concept of “Field Museum” 

２．事業の背景と必要性

２－１ 当該国における生物多様性保全セクターの現状と課題

熱帯雨林は、地球上で も生物多様性の高い生態系がみられ、地球上の陸地面積の 6％に満たない

にも関わらず、全生物種の半数以上が生息していると推定されている。その中でも特にアマゾン川

流域は、地球上の熱帯雨林の半分以上2が残されており、生物種の約 10％が生息する生物多様性の高

い地域である。一方で、過去 50 年間に森林面積の 17％が失われ（WWF3 HP）、2005 年から 2010 年

の年間森林減少率は 0.42％（FAO FRA2010）と、引き続き高い割合での森林減少が続いており、そ

れに伴った生物多様性の減少が危惧されている。

本プロジェクトの中心となるアマゾン川流域 大の都市であるブラジル連邦共和国（以下、「ブラ

ジル」と記す）マナウス4周辺には、アマゾンマナティー5やアマゾンカワイルカ6等の貴重な水生哺

乳類を含むアマゾン川流域でも特に多様で貴重な自然環境が見られるものの、200 万人近い人口を抱

え、急速な都市部拡大に伴い、森林減少と貴重な生態系減少の危機に瀕している。

この地域の生態系を保全しつつ、地域社会の持続的発展とのバランスを図るために、生物の生息

環境の研究や保全を進める事に加え、地域の環境に関する正確な情報に基づいた環境教育やエコツ

ーリズムを通じて都市住民等の環境・生態系保全の必要性についての理解促進が不可欠である。

近年、先進諸国では、一部の先進的な動植物園・水族館が、環境教育や地域生態系の研究・保全

の中核としての役割を担うようになってきたが、アマゾン川流域の中心都市であるマナウスには、

一般的な動植物園や水族館はない。また、アマゾン川の水は、透明度が低く、水生生物を直接観察

することが困難なため、魚類や水生哺乳類の生態、特に水中での生態はまだほとんど解明されてい

ない状況である。

1 フィールドミュージアムは、地域生態系の研究と保全、環境教育のために、野生生物の自然生息地に整備された保護区と

自然観察施設のネットワークである。地域の様々な生物を飼育、半飼育、野生環境下で観察・研究・保全できる場であり、

研究や保全活動への理解と市民参加を進める拠点ともなる。また、エコツーリズムの拠点として地域経済にも貢献できる。 
2 ブラジル、ペルー、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、スリナム、ベネズエラ、仏領ギアナに跨る約 550 万

㎢
3 世界自然保護基金（出典）https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation 
4 アマゾナス州の州都。市内にフリーゾーン（免税優遇地域指定）があり、ブラジル国内では工業都市として位置づけられ

ている 
5 カイギュウ目マナティー科に属する大型水生哺乳類。アマゾン川及びエキセボ川流域に生息。食用としての密猟や生息地

の荒廃により、国際自然保護連合の作成するレッドデータブックでは絶滅危惧種と規定されている。 
6 クジラ目アマゾンカワイルカ科に属する大型水生哺乳類。アマゾン川水系に生息。漁具を破壊する等の漁民との摩擦や釣

り餌として密猟が行われている。
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このようななか、生物多様性保全のため、マナウス周辺におけるアマゾンの水生生物や森林の

生態系を日本で開発の進むバイオロギング7や音響分析8等の新しい研究手法を活用することによ

り明らかにするとともに、それらの研究と連携して地域社会への環境教育の推進、エコツーリズム

による経済的な地域貢献により、「フィールドミュージアム」を核とする都市近郊における人と自

然の共生モデルを構築する新たなコンセプトの具体化のための研究実施が求められている。

２－２ 当該国における生物多様性保全の開発政策と本事業の位置づけ

ブラジル科学技術省の国家科学技術革新戦略（2012-2015）の中で、「生物多様性と生態系保全とそ

の持続的利用」について、「人間活動の継続性確保の上で重要な要素の一つであり、生物多様性の価

値に対する認識が更に高まっている」とし、生態系及び生物多様性に関する科学的知識を増加させ、

自然資源を利用した物及びサービスに付加価値を与えるため、技術開発・革新を支援するとしてい

る。

さらに、国家生物多様性政策（2002 年、法令 No.4339）における生物多様性保全政策の 7 つの主

要コンポーネントのうち、1) 生物多様性について知ること、2) 生物多様性の保全、4) 生物多様性

のモニタリング、評価、予防、影響緩和、6) 生物多様性に関する教育、住民啓発、情報と広報、の

4 つに資するものである。 

２－３ 生物多様性保全セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

わが国は、地球規模課題への取り組みとして、気候変動や生物多様性の損失を含む地球環境問題

が人類生存に対する深刻な脅威であるとの認識のもと、世界レベルでの生物多様性保全に貢献する

ために、政府開発援助（ODA）を通じた支援を行っていく方針としている。 

また、対ブラジルの国別援助方針（2012 年 12 月）では、重点分野として「都市問題と環境・防災

対策」をあげ、そのなかでも開発課題としての「環境保全」について、「世界 大の熱帯雨林を保有

するブラジル国においては、生物多様性保全の観点から森林・自然環境の保全も重要である」との

認識が示され、「ブラジル政府が掲げる『成長加速プログラム』を踏まえ、急速な都市化がもたらす

弊害を緩和し、天然・食料資源の安定的供給に資する分野への支援を行っていく」方針が示されて

いる。

生物多様性保全に関連する援助実績には、以下の技術協力プロジェクトがある。

①アマゾン森林研究計画フェーズ I （1995 年 6 月～1998 年 9 月）

②アマゾン森林研究計画フェーズ II （1998 年 10 月～2003 年 9 月）

③セラード生態コリドー保全プロジェクト（2003 年 2 月～2006 年 1 月）

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 11 月～2009 年 5 月）

⑤ジャラポン地域生態系コリドープロジェクト（2010 年 4 月～2013 年 12 月）

⑥（科学技術協力）アマゾンの森林における炭素動態の広域評価（2010 年 5 月～2014 年 5 月）

２－４ 他の援助機関の対応

アマゾン地域における生物多様性保全については以下のとおり、主にシコメンデス生物多様性保

7 生物に小型のビデオカメラやセンサーを取り付けて画像やデータを記録し、行動や生態を調査する研究手法  
8 水中生物は水中でのコミュニケーションのために様々な音を発しており、この音を分析することにより、水中生物の行動

や生態を分析する研究手法
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全院（ICMBio）が中心となり、活動を行っている。ICMBio は生物多様性保全に係る行政機関であ

り、これらのプロジェクトでは保護区の管理の改善・強化、もしくは生物多様性保全に係る行政の

強化をとおして生物多様性保全を目指している。このため、本プロジェクトにより産出される生物

多様性保全のための科学的な研究成果を他の協力プログラムと共有することにより、科学研究を行

政に生かす効果が期待できる。

1) アマゾン地域保護区プログラムフェーズ 2（Amazon Region Protected Areas Program Phase II）〔地

球環境ファシリティ（GEF）9/世界銀行〕 

責任機関であるブラジル生物多様性基金を含む、環境省(MMA)、ICMBio 及び保護区に関わる州

政府機関が、実施機関となって実施しているプログラム。目的は、「アマゾン地域の保護区システ

ムを拡張・強化すること、また、資金面での持続性に係るメカニズムを強化すること」としてい

る。プログラムの期間は、2012 年 2 月から 2015 年 11 月までの 3 年 8 ヶ月で、事業費は 85.89 百

万ドルである。

2) 保護区における生物多様性関連気候モニタリング（Monitoring climate-relevant biodiversity in

protected areas）〔ドイツ政府の支援事業：ドイツ国際協力公社（GIZ）〕 

プロジェクトの目的は、気候及び生物多様性保全の推進のため、ブラジル国の保護区の生物多

様性のモニタリング体制を整備することである。責任機関は、MMA で、実施機関は、ICMBio で

ある。プロジェクト期間は、2010 年から 2014 年までである。 

3) 国家生物多様性主流化・制度強化プロジェクト（National Biodiversity Mainstreaming and

Institutional Consolidation Project）（世界銀行） 

プロジェクトの目的は「生物多様性の原則を国家レベルの主要な公共及び民間セクターの戦略

計画や実践において主流化させることを奨励し、関連の生物多様性情報やコンセプトを生産・普

及する制度的能力を強化すること」である。プロジェクト期間は、2008 年 1 月から 2013 年 12 月

までの約 6 年間、実施機関は、MMA で、事業費は、97.00 百万ドルである。 

３．事業概要

（１）事業目的

本事業は、国立アマゾン研究所（INPA）と京都大学 野生動物研究センターとの共同研究のもと、

自然環境、もしくは半自然環境を生かした自然観察研究施設と保護区を結び、統合的に活用するネ

ットワーク型「フィールドミュージアム」を整備するものである。この事業では、アマゾン川及び

流域熱帯林の生態系を解明するとともに、フィールドミュージアムを活用して地域社会に環境教育

を提供し、さらに、エコツアー開発・実施を通じて経済的にも地域社会に貢献するような、フィー

ルドミュージアムを核とする都市型ヒトと自然の共生モデルを構築することを目指している。

（２）事業スケジュール(協力期間) 

2014 年 4 月～2019 年 3 月 

9 国連気候変動枠組み条約、生物多様性条約、国連砂漠化対処条約、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の 4
つの条約に関する資金メカニズムとして世界銀行に設置されている国際機関向けの信託基金で日本も出資している。
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（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

直接裨益者：国立アマゾン研究所（INPA）の水生哺乳類・魚類・森林生態系・小型陸上哺乳類分

野における研究者、技術者、学生（修士課程、博士課程）およそ 35 人程度 

間接裨益者：マナウス市民及び観光客など

（４）総事業費（日本側）：約 4 億円 

（５）相手国側実施機関：INPA の大型水生哺乳類研究部門を中心とした魚類、森林生態系、陸上哺乳

類研究部門

（６）国内協力機関：京都大学 野生動物研究センター

（７）投入（インプット）

① 日本側

a) 専門家 ・チーフアドバイザー（短期）

・長期専門家/研究者：（業務調整、他） 

・短期専門家/研究者：次の分野等について研究者等を短期派遣 

（水生哺乳類生態学、魚類生態学、森林動物生態学、森林生態学、ゲノム解析10、 

バイオロギング、保全学、施設計画、環境教育、エコツーリズム、社会システム他）

b) 機材供与：（優先順位はプロジェクトにおいて検討する）

・バイオロギング用機材及び水中音響機器

・観察・展示機器

・車両他

c) 施設の建設・改修（プロジェクト開始後に調査の上、決定する）

・大型水中哺乳類の野生・半飼育・飼育下での観察・展示施設

・魚類及び亀類の研究・保全活動のための施設

・研究成果や画像の紹介のための展示施設（既存施設の改修を想定）

・森林観察用施設

d) カウンターパート（C/P）の本邦研修

・短期研修（生物多様性保全、バイオロギング、音響分析、分子生物学、

水生哺乳類の飼育と展示等、2 人～4 人/年） 

② ブラジル側

a) C/P の配置

・プロジェクト・ダイレクター（Director of INPA） 

・プロジェクト・マネージャー（Coordinator of Aquatic Mammals Laboratory, INPA）  

・主に INPA に所属する研究者、スペシャリスト、技術者、学生等 35 名程度 

・その他の支援スタッフ 1～2 名 

10 生物の遺伝子のもつ遺伝情報を総合的に解析する研究手法 
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b) 建物、施設、機材 

 ・プロジェクト用執務室（日本人研究者及び業務調整など） 

 ・研究及び飼育に係わる既存施設及び機材（既存の車輌及びボートを含む） 

c) ローカルコスト 

・ランニングコスト（電気、水道、ガス、等） 

・施設及び機材の維持管理費（スペアパーツ、消耗品、飼育のための食料・資材を含

む） 

 

（８）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリー分類：C 

② カテゴリー分類の根拠： 

本事業では、一部施設建設が含まれるが、INPA が所有あるいは管理する土地に限られるため、

住民移転は生じない。また、これまでに施設が建設されていた土地に立て直し、建築物の追加

を計画していることから大規模な環境改変は想定されない。 

③ 環境許認可 

ブラジルの環境管理に関わる法律では、環境影響を与える事業については、その計画段階か

ら実施段階までの各段階で環境ライセンスを取得することが必要と規定されている。本事業は

環境への影響は小さく、環境許認可の取得は不要と考えられるが、建設する施設の概要が確定

した時点で再度ライセンスの取得が必要か確認する必要がある。 

 

2) ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減 

C/P として配置が想定されている INPA の研究者等の総数は、30 人以上であり、その内の約 4

割が女性であり、研究能力強化の対象としてジェンダーバランスが十分に配慮されている。 

 

（９）関連する援助活動 

1)  わが国の援助活動 

２－３のとおり、なかでも（科学技術協力）アマゾンの森林における炭素動態の広域評価（2010

年 5 月～2014 年 5 月）については同じく INPA が実施しており、同プロジェクトにおける研究成

果を本プロジェクトでの環境教育へ活用し、連携を図ることを想定している。 

 

2)  他ドナー等の援助活動 

a) INPA におけるマナティーの研究・保護活動に対して、非政府組織（NGO）のマナティー友の会

（AMPA）が、資金的支援を行っている（施設・機材の整備費や活動費の負担）。 

b) Adolpho Ducke 保護区内に設定された植物園の一部区画を用いて、環境教育活動を行っている

NGO の MUSA は、INPA と協力しつつ、野生生物の説明・展示施設の整備を進めている。 

上記の 2 つの NGO は、本事業実施においても現場での研究・保全活動・環境教育などを共同し

て実施する等の協力団体として、プロジェクト活動に関わる見込みである。 

 



vi 

４．協力の枠組み

４－１ 協力概要

1) 上位目標：（本事業では、プロジェクト終了後 5 年から 10 年後に達成することを想定）

アマゾンフィールドミュージアム11がプロジェクト終了後も INPA及び関係機関12によって拡大

され、またフィールドミュージアムの概念が、大都市とその近郊の自然地域における人と自然の

調和の取れた共生のモデルとしてアマゾンフィールドミュージアム以外の他の地域に広まる。

指標 1 アマゾンフィールドミュージアム内のネットワークとして稼働しているコンポーネン

ト数（XXX 以上）。 

指標 2 本プロジェクトで構築されるフィールドミュージアムの概念を基に計画される他の地

域のフィールドミュージアムの数（XXX 以上）。 

2) プロジェクト目標：

アマゾンを代表する生物・生態系の科学的研究成果に基づいた環境保全活動の核となるフィー

ルドミュージアムがマナウス周辺において構築される。

指標 1 アマゾンフィールドミュージアム内のネットワークとして稼働しているコンポーネント

数（XXX 以上）。 

指標 2 本プロジェクトにおいて研究のための新規手法を身につけた研究者及び技術者の人数

（XXX 以上）。 

指標 3 フィールミュージアムを運営する委員会が適切に機能する（会議開催数 X 回/年、運営に

関して必要な議論がなされ方針が決定されているか、委員会作成報告書 X 回/年）。 

指標 4 フィールドミュージアムに基づく環境教育活動に参加した人数（XXX 以上）。 

3) 成果及び活動：

成果 1 対象地域の代表的生物・生態系の研究･保全が新規に開発された手法によって促進され

る。

指標 1-1 対象地域の生物研究のため開発された手法の数（XXX 種類以上）。 

指標 1-2 関連分野の論文数（XXX 以上）。 

指標 1-3 開発された保全プログラムの数（XXX 以上）。 

指標 1-4 フィールドミュージアム用に開発されたデータベース。 

指標 1-5 新しい手法の利用について研修を受けた研究者と学生の人数（XXX 以上）。 

活動 1-1 対象地域の生物を研究するための新しい手法を開発する。 

活動 1-2 マナティーの水中での生態を明らかにし、野生復帰プログラムを開発する。 

活動 1-3 カワイルカの水中での生態を明らかにし、保全プログラムを開発する。 

活動 1-4 魚類等水生生物と河川環境の関係を明らかにし、環境教育プログラムを開発する。

活動 1-5 森林生態系を研究し、環境教育プログラムを開発する。 

11 本プロジェクトにおいて構築するマナウス市を周辺としたフィールドミュージアムネットワーク。上位目標として、本プ

ロジェクトで得た知見を活用してインドやマレーシア等同様に大都市周辺に広がる自然地域の保全が必要な地域にもフィ

ールドミュージアムネットワークが構築されることを目指す。 
12 マナウス市やアマゾナス州等の地方行政機関や環境保全活動を INPA と共に実施している NGO 等 
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活動 1-6 フィールドミュージアムのためのデータベースを整備する。 

成果 2 フィールドミュージアムのコンポーネントが構築され、研究・環境教育・研修・保全の

ためにネットワーク化される。

指標 2-1 全体計画の中で優先付けされた施設が建設される。 

指標 2-2 フィールドミュージアムの展示活動とコンテンツが適切に開発される。 

指標 2-3 フィールドミュージアムの訪問者数（プロジェクト開始後 X 年目に XXX 人以上） 

活動 2-1 ネットワーク型フィールドミュージアムの全体構想（グランドデザイン）を策定す

る。

活動 2-2 科学的データに基づいた水生生物飼育・展示法を開発し、施設を整備する。 

活動 2-3 野生、半飼育、飼育下での水生動物の研究・展示のための施設を整備する。 

活動 2-4 樹冠を含むアマゾン森林生態系の研究・展示法を開発し、施設を整備する。 

活動 2-5 科学の森及び MUSA/植物園内の既存のビジターセンター用に、研究成果を反映した

展示コンテンツを開発する。

活動 2-6 建設する施設用の運営・維持管理マニュアルを作成する。 

成果 3 フィールドミュージアムの運営プログラム及びマネジメントシステムが構築される。 

指標 3-1 適切な運営委員会が組織化される（メンバー構成と機能） 

指標 3-2 参加型のエコツーリズム及び環境教育の種類と内容が、フィールドミュージアムの概

念に沿ったものであることが運営委員会によって承認されている。

指標 3-3 エコツーリズム及び環境教育のための専門員育成のために開発された研修コースが

フィールドミュージアムの概念に沿ったものであることが運営委員会によって承認

されている。

指標 3-4 専門員及び学生向けに開発された参加型研究プログラムがフィールドミュージアム

の概念に沿ったものであることが運営委員会によって承認されている。

活動 3-1 運営委員会を設ける。 

活動 3-2 エコツーリズム・プログラム及び環境教育プログラムを開発する。 

活動 3-3 学生及び研修員向けの参加型研究プログラムを開発する。 

4）プロジェクト実施上の留意点 

a) 関係機関との良好なコミュニケーション・連携関係を築くこと

本プロジェクト活動には、INPA の研究者、技術者、学生、NGO 等が参加する予定であり、分

野も生態系研究に加えて、環境教育及びエコツーリズム等多岐にわたる。また、フィールドミュ

ージアムの運営委員会には、INPA 研究者等に加えて、NGO、関係政府機関、民間団体・組織等

も参加する見込みである。このように多岐にわたる関係者が存在することから、関係団体・組織

とのコミュニケーション・連携に十分留意した活動計画とする必要がある。

また、現在の INPA の活動経費の大部分がペトロブラス13やアマゾンファンド14等からの外部資

金によっていることから、本プロジェクト実施中及び実施後の活動資金についてもこれらの外部

13 ブラジル石油公社。ブラジル 大の石油採掘会社であり、半官半民の企業 
14 アマゾン地域の自然環境の保全、地域社会の向上を目的とした NPO 
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資金が中心となることが予想される。このことから、活動予算を確実にするためにも、外部関係

機関への情報共有や連携が確実になされるように運営委員会及びプロジェクト関係者が定期的

にモニタリングを行う必要がある。 

b) フィールドミュージアムを構成する研究・観察用の各種施設の建設について 

構築するコンポーネントについては各施設・設備の具体的規模をできるだけ早く確定し、可能

な限りプロジェクト開始前に建設費や機材費の概定、建設工事期間の概定、維持管理費用概算を

行う必要がある。このために JICA では必要な追加事前調査を実施し、実施計画額を確定する。

また、この計画が出来た時点で環境ライセンス取得の必要性についても再度検討する必要があ

る。なお、本プロジェクトで建設する施設については森林観察用施設等、一般的でない施設も含

まれることから、利用に際しては、その安全性に十分配慮した設計とし、必要に応じて利用制限

などの基準を設ける必要がある。これについては、管理責任の明確化なども含め、事業開始前に

相手国側実施機関と合意し、討議議事録などの文書をもって確認する。 

c) ブラジル側、日本側のプロジェクト実施機関はプロジェクト開始後半年以内に速やかに指標を

設定し、合同調整委員会（JCC）にて承認を受ける必要がある。 

 

４－２ その他インパクト 

（１）政策面 

本プロジェクトにおけるフィールドミュージアム構築は、まずモデル的に実施するものである。

このモデルの有効性、すなわち、生物多様性の研究活動と保全活動を組み合わせた活動、そして保

全と自然資源のバランスの取れた有効活用の一方法として、その有効性が確認されれば、ブラジル

国の環境保全政策における具体的取り組み方法を提案できる材料になることが期待される。 

（２）環境面 

フィールドミュージアムには、生物多様性の研究成果に基づく保全活動の実施だけでなく、環境

教育やエコツアーの実施も含まれており、マナウス市民の自然環境保全やアマゾンの多様な生物の

保全に対する認識向上が期待される。 

（３）社会経済面 

本プロジェクトではエコツアーの開発が含まれており、そのなかには、ツアーガイドの養成やエ

コツアー関連団体・企業との連携が含まれる。したがって、新規雇用や地域住民の収入創出の面で

の裨益効果が期待できる。 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（１） プロジェクト目標達成のための外部条件 

1) INPA の研究者やその他のスタッフが継続的に本プロジェクトの活動に関われるための外部

資金が継続して得られる。 

2) 本プロジェクトの研究活動や施設建設のために、許認可が必要な場合、速やかに許認可が得

られる。 

 

（２） 上位目標達成のための外部条件 

生物多様性保全にかかるブラジル連邦政府、マナウス州政府等関係機関の政策が変わらない。 
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６．評価結果

本事業は、ブラジル国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計画

の適切性が認められることから、実施の意義は高い。

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用

（１）「アマゾン森林研究計画フェーズ 2」（1998 年 10 月～2003 年 9 月） 

 終了時評価では、計画達成度は良好と評価されたが、一方でブラジル政府からの資金が滞ったた

め、財政的な観点からの自立発展性が高いとはいえないと指摘されている。本プロジェクトではブ

ラジル側の予算措置として政府資金のみならず、外部資金も想定しており、これらの資金調達につ

いてはある程度安定しているとはいうものの、引き続きブラジル側が資金を調達しやすいよう、運

営委員会を活用して外部資金供出者への情報提供を行うなど基金への資金拠出を促す等、プロジェ

クトからのサポートを運営委員会の設立後早い段階から行うこととする。

（２）「アマパ州氾濫原における森林資源の持続的利用計画」（2005 年 11 月 2 日～2009 年 5 月 1 日） 

終了時評価では対象地域の土地使用権の状況把握、関連法規の確認、実際の使用権を得るための

手続きに想定以上の時間を要したため、一部のプロジェクト活動が遅延したと指摘されている。本

プロジェクトではプロジェクト開始後早い段階から施設建設に係る専門の技術者を配置し、プロジ

ェクトの進捗に影響を与えないよう適切に建設計画を作成するとともに、建設段階においても施工

監理を実施する。

８．今後の評価計画 

（１） 今後の評価に用いる主な指標

４－１のとおり。

（２） 今後の評価計画 

・中間レビュー 平成 28 年 10 月頃 

・終了時評価 平成 30 年 10 月頃 




