
 

中間レビュー調査結果要約表

１．案件の概要

国名：コスタリカ共和国 案件名：参加型生物多様性保全推進プロジェクト

分野：自然環境保全 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：地球環境部 協力金額（中間レビュー時点までの実績）：約 3.2 億円 

協力期間：

(R/D) 2013 年 4 月～2018 年 3
月 31 日 

先方関係機関：環境エネルギー省 国家保全地域システム

他の関連協力：技術協力プロジェクト「コスタリカ国 バ

ラ・デル・コロラド生物保護区における住民参加型管理プ

ロジェクト」（2008 年 10 月～2011 年 10 月） 

１－１ 協力の背景と概要

コスタリカ共和国（以下、「コスタリカ」と記す）は、「生物多様性ホットスポット」で

あるメソアメリカ地域の中でも、生物多様性の保全上、重要な国と位置づけられている。

しかし、1940 年に国土の 75％であった森林被覆率は、1987 年には 21％まで減少した。そ

のため、1980 年代後半より先駆的な森林保全、生物多様性保全のための政策、活動を実

施してきた。その活動の結果、森林面積は 2010 年には 52％程度まで回復するに至ってい

る。

一方、自然保護区の管理体制については、一部の保護区を除くと、人間活動を排除する

ことを前提とした管理モデルが適用されており、実際の管理活動としては、保護区内及び

周辺地域における違法活動の取り締まりが中心である。そのため、保護区によっては、保

護区内・周辺住民と保護区行政担当機関の間に軋轢が生じている。そこで独立行政法人国

際協力機構（JICA）は、コスタリカ政府の要請に基づき、2008 年 10 月から 3 年間にわた

り、「バラ・デル・コロラド生物保護区住民参加型管理プロジェクト」を実施した。その

結果、同プロジェクトは保護区における参加型協働管理の基礎的体制を確立するなどの成

果を上げ、対象となったバラ・デル・コロラド生物保護区は、コスタリカで参加型管理が

実践されているモデル的な保護区とみなされるようになっている。

コスタリカにおける先駆的な参加型生物多様性保全に係る経験は、国際的に注目を集め

ているが、このコスタリカの経験や実績については、体系的な整理や検証が十分なされて

いるわけではない。世界、とりわけ中米のメソアメリカホットスポットにおいて効果的な

生物多様性保全を進める上で、コスタリカの経験を知識（Knowledge）として有効活用す

ることが内外から期待されている。このような中、コスタリカ環境エネルギー通信省は、

生物多様性保全に係る経験を特に中米地域に共有し国際貢献につなげたいとの考えに基

づき、本案件をわが国に要請し、2012 年度に本件が採択された。 

１－２ 協力内容

（１）上位目標

コスタリカ及び中米各国における参加型生物多様性保全に関する政策とシステムが、

知識（Knowledge）の適切な利用により強化される 
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（２）プロジェクト目標

コスタリカにおける参加型生物多様性保全のための知識（Knowledge）が、コスタリ

カ国内外に広く共有される。

（３）成果

1： REBACO1における参加型生物多様性保全が強化され、他の保護区と共有される。 
2： コスタリカにおける参加型生物多様性保全に関する知識（Knowledge）が、成功事

例の体系化を通して、記録される。

3： 参加型生物多様性保全を強化するための政策が提案される。 
4： 参加型生物多様性保全に関する知識（Knowledge）が国内外で共有される。 

（４）投入（中間レビュー時点）

日本側：

1) 長期専門家派遣：3 名

2) 研修員受入：39 名

3) 機材供与：約 1,589 万円

4) ローカルコスト負担：約 126.3 万 US ドル

コスタリカ側：

1) カウンターパート（C/P）配置：約 59 名

2) プロジェクト事務所：生物多様性研究所（INBio）内の事務所及び必要な整備

3) ローカルコスト負担：99,124.71US ドル

２．中間レビュー調査団の概要

調査団 担当分野 氏名 所属先・職位

総括 足立 佳菜子 JICA 地球環境部 森林・自然環境グループ

自然環境第二チーム 課長

生物多様

性保全

長谷川 基裕 JICA 国際協力専門員 

協力企画 本田 渉 JICA 地球環境部 森林・自然環境グループ

自然環境第二チーム ジュニア専門員

評価分析 三島 光恵 OPMAC（株）事業部 上席コンサルタント 

調査期間：2015 年 10 月 19 日～11 月 4 日 評価種類：中間レビュー

３．調査結果の概要

３－１ 実績の確認

 投入は日本側、コスタリカ側ともにおおむね計画どおり行われた。活動計画に対する実

績の顕著な遅延は、ゾーニングガイドライン作成作業等についてみられるが、その内容に

ついて予測外に国家行政監督機関との調整を要したことなどの外部要因に主に影響を受

けた。

1バラ・デル・コロラド野生生物保護区 
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（１）各成果の達成状況

成果 1：REBACO における参加型生物多様性保全が強化され、他の保護区と共有される。

成果 1 の当初の計画指標〔統合農家の環境に配慮した生産活動のモデル化支援、集約

的生産農業（稲作等）を行っている農家団体や企業との環境に配慮した生産活動の協議、

土地調査と登録の相談、環境教育、参加型環境モニタリング等〕に対する進捗状況にお

いては良いと評価される。しかし、この成果は、プロジェクト目標との関係で明確に定

義されておらず、達成を判断する指標は、主に活動の進捗の達成を示すのみで、直接的

に実施能力の変化を示すものとなっていない。したがって成果 1 の再定義と指標の全面

的の見直しが必要である。

成果 2：コスタリカにおける参加型生物多様性保全に関する知識（Knowledge）が、成

功事例の体系化を通して、記録される。

計画としてあげられていた作成予定の報告書数の指標については、おおむね達成され

ている。計画されていた国家保全地域システム庁（SINAC）の各保全地域における参加

型生物多様性保全の経験の報告書、歴史、エコツーリズム、NGO の役割に関する報告

書は作成されて見直し中、残り 2 つのテーマの報告書についても作成中である。2016
年までには全報告書が完成予定となっている。ただし、これらの内容は主に経験の情報

収集・整理となっており、普及可能な形で体系化した「知識」とするには、SINAC の

能力強化の一環として、それらの報告書を横断分析し、知識を集約することが非常に重

要である。

成果 3：参加型生物多様性保全を強化するための政策が提案される。 
指標としてあげていた 6 つの政策のうち、4 つ〔法案改訂、参加型政策草案、ゾーニ

ングガイドライン、環境（生態系）サービスに対する支払い（PES）のモニタリングシ

ステムのデザイン〕の草案は提案された。SINAC 組織改編により、2015 年 7 月に「市

民参加とガバナンスのマクロプロセス」の新たなユニットが設置され、同ユニットが参

加型アプローチの担当となった。本プロジェクトにおける同ユニットの役割を明確化

し、成果 3 の活動や指標を再定義する必要がある。 

成果 4：参加型生物多様性保全に関する知識（Knowledge）が国内外で共有される。 
10 回のセミナー開催計画に対し、コスタリカにおいて 6 回のセミナー及びワークシ

ョップが開催された。そのうち、地域セミナー2 回に関してはアンケート回答者のうち、

80%以上が内容に満足したと肯定的な評価を得ている。セミナーの内容については、ま

だ成果 2 の報告書の内容はほとんど反映されていなかったが、2016 年以降は、成果 2
の成果をベースにセミナーが開催される予定となっている。知識の共有については、セ

ミナー、ワークショップのみでなく、ウェブサイトやソーシャルネットワークを通じた

複数の共有経路を検討し、実施すべきである。
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（２）プロジェクト目標の達成見込み

プロジェクト目標：コスタリカにおける参加型生物多様性保全のための知識

（Knowledge）がコスタリカ国内外に広く共有される。 
計画にある達成度の指標を基にプロジェクト目標の達成度を測ることができない状

況である。成果 3 で提案された政策の実施がプロジェクト目標であったが、成果 3 を見

直す必要があるため、プロジェクト目標指標も見直す必要がある。また、もう 1 つの指

標「セミナー、ワークショップの参加者 100 人による活動計画の作成」についてはプロ

ジェクト終了時までに実現不可能な指標となっている。まずはプロジェクト目標を適切

に測る指標設定をすべきである。

（３）上位目標の達成見込み

上位目標：コスタリカ及び中米各国における参加型生物多様性保全に関する政策とシス

テムが知識（Knowledge）の適切な利用により強化される。 
計画された指標に関連する実績はない。プロジェクト目標の指標の見直しに合わせ、

上位目標の指標も再設定する必要がある。

３－２ 評価結果の要約

（１）妥当性

本プロジェクトは、コスタリカ及び中米における環境政策、戦略、開発計画における妥

当性は高い。しかし、プロジェクト・アプローチとデザインについては再考が求められる。

プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）において、本プロジェクトで目指される

「知識」「体系化」の定義に関し、関係者間で共通理解を得るように明確化し、プロジェ

クト活動から成果の整理、指標の見直しをする必要がある。

（２）有効性

設定されていたプロジェクト目標及び成果の指標が適切でなかったため、プロジェクト

目標達成度の判断が困難となっており、PDM を改訂した後に改めて評価すべき状況とな

っている。現時点の調査範囲の結果では、各保全地域における参加型生物多様性保全の経

験の情報整理作業の過程自体が C/P や住民組織などの関係者の今後の改善点への気づき

等能力向上に有効であったといえる。また、参加型環境モニタリングや環境教育について

も地元住民の野生生物保護の意識向上にも有効であったことが示唆された。

（３）効率性

日本側及びコスタリカ側の投入はおおむね計画どおり（一部 C/P の欠員を除く）であり、

投入から活動実施までは効率性は中程度といえるが、活動から成果の達成過程について

は、PDM において活動から成果への論理的なつながりで不明確な点があったことから、

効率性が不十分であった。
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（４）インパクト

上位目標の達成見込みについては、まず指標の見直しが必要なことから現時点では判断

できない。その他のインパクトとして、情報体系化作業を通じた各保護区における各関係

者間の連携強化等のインパクト発現は起こりうる。

（５）持続性

政策・制度面：2015 年 7 月以降の SINAC の新政策で「市民参加とガバナンス」が重点

施策の 1 つであり、この分野で制度的・全国的戦略の実施、モニタリング、評

価に取り組むことが表明されている。プロジェクト活動の推進力としての政策

的支援の持続性は見込まれる。

組織面： 「市民参加とガバナンス」の新ユニットは、本プロジェクトが目指す、参加型

生物多様性保全のアプローチの知識の集約・共有・普及の役割を担うことが期

待される。一方、同ユニットと地域事務所との業務上連携強化の組織制度の構

築が重要である。

予算面： 現時点までコスタリカ側から活動に必要な予算は手当されていた。今後の政府

予算削減の影響はあり得るが、活動に関係する省庁との調整などを通じて本プ

ロジェクトの活動を継続することは可能とみられる。

技術面：REBACO の職員の関係機関間の調整能力や住民の保全活動への動員の方法に

ついて蓄積された知識の他の保全地域への普及が期待される。「市民参加とガ

バナンス」の新ユニットに関しては、プロジェクト後半での主要な C/P となる

が、ユニットとしての業務経験の蓄積がないところ、今後、能力強化支援が求

められている。

３－３ 効果発現に係る貢献・阻害要因

（１）貢献要因

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

・ SINAC の過去の経験の情報の体系化において、多くの関係組織を巻き込んで参

加型で行ったことで、国内のさまざまな組織の関係者の知見の共有につながって

いる。

（２）阻害要因

1) 計画内容に関すること

・ 本プロジェクトで目指される「知識」「体系化」の定義が不明確であったことは、

プロジェクトを効率的に実施するために重要な活動の絞り込みや明確な指標設

定を妨げる一因となった。

・ プロジェクト目標と成果の論理的つながりに不明確な点があったこと、また、

それぞれの指標が達成度を測る上で適切でなかったことにより、プロジェクト実
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施の効率性が阻害された。

2) 実施プロセスに関すること

・ 国家行政監査機関の指摘で、内容調整の検討に時間を要したため、ゾーニング

ガイドライン作成に遅れが生じた。

３－４ 結論

これまでの REBACO の活動、各保全地域での参加型の取り組みの情報整理や国際イベ

ントを通じた情報発信などは一定の進捗と成果がみられている。しかし、プロジェクト目

標の達成に向け、知識の集約とその共有・普及を進めるには、今後一層の SINAC の能力

強化と中米環境開発委員会（CCAD）などの地域機関とのパートナーシップ構築が必要で、

その方向性が明確になるように PDM を修正して立て直すことが不可欠である。「市民参加

とガバナンス」の新ユニットが本プロジェクトによって強化されていくことで、プロジェ

クト目標とする参加型生物多様性保全について体系化された知識の共有・普及が進み、参

加型生物多様性保全の活動が SINAC と関係者の間で定着していくことが望まれる。 

３－５ 提言

(1) PDM 及び活動計画（PO）の改訂 
中間レビューチームがプロジェクト目標と成果の記述の具体化、指標の明確化、プ

ロジェクトの活動の再整理等を行って提案した PDM ver.2.0 への改訂、また、PDM 
ver.2.0 に沿った PO の作成が必要である。 

(2) SINAC の経験からの教訓の分析 
将来的な類似タイプの保全地域の適用を視野に、REBACO の参加型管理の経験の 1
つのモデルケースとして分析や各保全地域の参加型の取り組み等についての報告

書からの教訓を横断的に詳細分析すべきである。

(3) 知識の普及の戦略：情報発信ツール・方法の改善 
より効率的に本プロジェクトによってまとめられた情報や知識を普及するために

は、SINAC ウェブサイト、中央火山帯地域開発財団（FUNDECOR）2が計画してい

る Green Hub のような情報交換のプラットフォーム、ソーシャルネットワーク等の

手段を通じ、対象と目的によって戦略的にいくつかのツールを利用して行うべきで

ある。

(4) 中米地域組織、国際条約事務局、その他ドナーとの協力 
CCAD、国際条約事務局、類似事業を行っているドイツやメキシコなどの他ドナー

と情報共有や国際セミナー開催において協力を強化することが重要である。

2 http://www.fundecor.org/
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(5) プロジェクト実施体制の強化 
「市民参加とガバナンス」ユニットの主要 C/P としての位置づけ、欠員が生じてい

る C/P の補充、調査諮問員会の目的と役割の明確化、プロジェクト連絡員の継続的

なプロジェクトの関与により、プロジェクト実施体制を強化すべきである。
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