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2-1-4  国際自然保護連合（IUCN）アジア地域事務所 

－マングローブプロジェクト－ 

                   NPO 資源リサイクルの会  小塚 渚 

 

 

日 時：2007 年 1 月 26 日(金) 

場 所：バンコク IUCN アジア地域事務所 

対応者：Dr. Zakir, Dr. Janaka 

分 野：自然保護 マングローブプロジェクト 

 

1. IUCN の組織概要（活動背景、目的、規模、人員） 

 

(1) 活動背景  

 IUCN（国際自然保護連合）は 1948 年に設立された自然保護機関である。地球的・地域的・

国家的プログラムの枠組みの中で、国際条約等の会議の支援を通じて、持続可能な社会を実現

し、自然保護および生物多様性に関する国レベルの戦略を準備し、実行するため、75 以上の国々

を助けてきた。本部はスイスのグランにある。活動は大きく三つに分けられる。 

1. 自然保護への取り組み 世界保護地域の国連リストの作成、自然保護コミュニティ強化の

ための技術的助言、自然保護に対する戦略を実現するための環境法の制定支援。 

2. 生物種の保護 世界で絶滅する恐れのある生物種の中から、自然保護の優先順位を決定す

る手助けとなるレッドリストを作成する。 

3. 保護地域の管理 保護地域の管理（ゾーニング）保護地域、世界公園会議、水鳥と湿地に

対する条約（ラムサール条約）、森林山岳海の保護地域、世界自然遺産、自然保護および

生物多様性に関する国レベルの戦略を準備する。 

 

(2) 目的  

 自然を尊び、保全する公平な世界を目指し、自然が持つ本来の姿とその多様性を保護しつつ、

自然資源の公平かつ持続的な利用を確保するため、世界中のあらゆる社会に影響を及ぼし、勇

気づけ、支援していく。 

 

(3) 規模・人員  

 72 の国々から 107 の政府機関、743 の非政府機関、34 の団体が会員となり、181 カ国からの

約 10000 人の科学者、専門家が独特の世界規模での協力関係を築いている。42 の国々に約 1000

人スタッフが滞在する。理事会が統括しており、理事は 3-4 年ごとに開かれる世界自然保護会

議において選出される。事務局が会員および 6 つの専門委員会を代表して、日々の作業を行っ

ている。100 人は本部に、900 人は地域・国家事務所に勤務している。 

 

(4) 世界自然保護会議における議題は大きく四つに分けられる。 

1. 一般的政策の決定 

2. プログラムと予算の承認 

3. 最善の方法を論議する 

4. 国際的な自然保護の主要な課題に対する論議 

 

(5) 会員  

 会員は世界自然会議において一般的政策の決定、プログラムと予算の承認、環境に関する最

善の方法の論議、国際的な自然保護の主要な課題に対応する。 
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(6) 専門委員会  

 種の保存委員会（SSC）、世界保護地域委員会（WCPA）、生態系管理委員会（CEM）、教育コミ

ュニケーション委員会（CEC）、環境経済社会政策委員会（CEESP）、環境法委員会（CEL）の六

つで、それぞれが専門的知識を共有することにより、環境保全の基準や政策の立案などやさま

ざまな環境活動に貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

2. 活動概要と活動の課題 

アジア地域事務所では 400 人のスタッフが 9 つの国で働いている。バングラデシュ、中国、

ラオス、ネパール、パキスタン、スリランカ、タイ、ベトナム、インドである。アジア地域事

務所には生態系の分野を二つの地域で分けて扱っており、バンコクでは森・環境法・保護地域・

水と湿地を担当し、もう一つはコロンボにおいて、種の保存・環境経済・海洋を担当している。

今回はバンコクの事務所でマングローブの保護に関するプロジェクトを通し、プロジェクトを

行っていくうえで重要なパートナーシップとIUCNの役割についての話を主にしていただいた。 

 

(1) パートナーシップ 

 UNDP（国連開発計画），UNEP（国連環境計画），FAO（国連食料農業機関），WETLAND（湿地保

全ラムサール条約），WWF（国際環境 NGO、ワールドワイド），CARE（国際 NGO、ケアインターナ

ショナル）の七つでパートナーシップを組んでおり、インド、インドネシア、スリランカ、タ

イ、セーシェル、モルディブの六カ国が同意している。これによって、国境を越えた自然との

バランスを考えた開発が可能となっている。 

 パートナーシップでは目標と戦略を共有し、個々の活動の多様性を認めながらそれをつなげ

ていく工夫が必要である。国際的な視野を入れて地域をコーディネートし、統制する方法論を

持っており、IUCN はプロジェクトにおいて必要な知識を伝達していく役割がある。 

 すべての主な成果はパートナーシップによるものである。パートナーを選ぶときに、その技

術能力、リソース、開発を導入しそれを促進しながら、状況に応じてさらに抑制する能力、潜

在的な影響力により判断される。 

 

(2) 共有する目的と目標 

目的  1. 沿岸開発の環境の持続性を強化する 

    2. 沿岸の環境システム管理に対する資金投資を促進する 

目標  インド洋地域における福利と安全を人々に提供し、重要な財産としての沿岸の生態系

を保全し、修復する。 

 

写真 1 写真 2 
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(3) プロジェクトにおける IUCN の役割 

・現場のプロジェクトを操作しながら国の政策に影響を与える。 

・プロジェクトが国境を越えてしまうときに問題解決のサポートする。 

・国で決められたプログラムの技術能力を高めるための助言する。 

・個々のプログラムをリンクさせる。 

・パートナーシップにおける司令官としての役割を担う。 

 

(4) マングローブプロジェクトでは、ガバナンス（統制）、エンパワーメント（権限の強化）、

ノレッジ（知識）を三つの柱とした戦略を備えている。全部で 15 項目。 

 

ガバナンス（統制） 

1. 沿岸開発の基礎知識 

2. 生態的にも社会経済的にも必要な海峡の復興 

3. 岩礁から隆起部へのアプローチ 

4. 生態系の評価 

5. 津波による環境影響評価 

 

エンパワーメント（権限の強化） 

6. 市民社会の意思決定への参加 

7. 沿岸管理における人の能力の強化 

8. 環境を考慮した持続的な生計 

9. 自然災害に対する地域の弾力性 

10. 継続的な財政の仕組み 

 

ノレッジ（知識） 

11. 国際的に統率された沿岸の管理 

12. 環境と社会の予防手段、土地利用計画 

13. 海洋と沿岸の保護地区の設置 

14. 適応性のある急な災害にも対応できる沿岸管理 

15. 環境を考慮した健全なビジネスの実施 

ここに示された 15 のプログラムを IUCN は常にモニタリングしていく役割を持っている。 

 

(5) 投資計画  

 生態系を持続させることを何よりも優先させ、資源が最も影響力があって効果的で必要な場

所に調和させる。そして、財政的にも社会的にも高いリターンが期待される場所に投資する。 

 

3. 所感・考察 

 普段はめったに関わることのできない国際機関を訪問することができ、とても貴重な経験が

できた。私は IUCN の大きな長所は会員の中に政府組織も非政府組織も含まれており、政府と

地域に密着した NGO をつなげる大きな役割を持っていることであると考える。 

 

(1) 専門的知識により中立の立場を持つ。 

NGO と政府国際機関が協力する中では中立の立場をとらなければならない。その上で専門家

の集まる六つの委員会が連携してそれぞれの役割を果たしている。専門家の説得力ある意見に

政府は理解を示し、さらに草の根活動を主体とする NGO ではまかないきれない部分をサポート

する。一緒に活動していく中で意見の不一致などがあったときには科学的、論理的手法により
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解決方法を示していくことで、解決への道へとつながることが見えやすくなる。 

 

(2) 自立のために必要な長期的計画 

 津波で被害を受けた地域の人々は早い復興を願っている。しかし、復興を進めるとともに、

もともと自然が破壊されていた内陸の地域の保全も視野に入れながら、人々の自立も考えた計

画をたてているため、プロジェクトの期間は長く設定している。人々の自立を考えるにはあた

って、住民自身の創意工夫を取り入れていくとなると確かに時間はかかってしまうであろう。 

 

(3) NGO が持つ現地密着型の活動の利用 

 そこで、とても重要な役割を持っているのが NGO である。NGO は地域に密着して働きかけて

いくノウハウを持っており、地域に与える影響力は大きい。IUCN は援助が必要な地域全体を見

た上で、バランスをとりながら必要な場所に適切な NGO が行けるように配慮をしている。その

地域にある特色によって最適な NGO は様々であると思う。地域の人々が個々に勝手に動いてし

まうと、生態系に関しては特に後で取り返しのつかないことになりかねない。 

 

(4) 政府と NGO の間にある隙間を埋めることが課題 

今回の訪問では、政府と草の根活動をしている NGO の間にある隙間を埋めることが課題だと

いうお話だった。NGO に発言力がないとき、国に対する貴重な意見を IUCN のような組織がどん

どん汲み取って欲しいと思う。 
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2-1-5  国際協力機構（JICA）タイ事務所 

－日本の対タイ政府開発援助(ODA)における技術協力を行う組織－ 

熱帯森林保護団体  白井 薫 

 

 

日 時：2007 年 1 月 26 日（金） 15:20-17:30 

場 所：国際協力機構(JICA)タイ事務所（バンコク市内） 

対応者：奥山 明 氏（次長）、大野 艶士 氏（所員）、 

 松原 義三 氏（シニア海外ボランティア）、 

    西谷 千佐子 氏（ボランティアコーディネイター） 

 

 

1． 訪問内容 

第 1 部：タイにおける JICA の事業についての説明 

 事務所会議室において、奥山次長よりタイにおけるJICAの事業内容について説明を受けた。

また、その内容を受けての質疑応答を行った。 

 

第 2 部：シニア海外ボランティア松原氏による活動紹介 

 第 1 部に引き続き、シニア海外ボランティアである松原氏より、氏の配属先である工業省と

の省エネルギーに関する取り組みとタイのエネルギー事情について説明を受けた。また、その

内容を受けての質疑応答を行った。 

 

2. 訪問先の組織概要 

 

(1) 活動の背景（沿革） 

 タイにおける JICA の活動、及びその大枠となる ODA（政府開発援助）は、次の歩みを辿って

きた。 

1954 年 技術協力を開始。 

    以後、インフラ整備から始まる様々な援助を実施していく。 

1968 年 有償資金協力 開始 

1970 年 無償資金協力 開始 

1993 年 タイの高度成長に伴い、無償資金協力の終了 

1994 年 「日タイ・パートナーシッププログラム(JTPP)」の締結 

    日本・タイが共同して他の開発途上国の支援を行うこととなる。 

 

(2) 目的 

 JICA タイ事務所は技術協力を通して、タイの社会・経済の発展に寄与することを目的として

活動している。 

 

(3) 規模 

 タイ王国全土で大小様々なプロジェクトを実施。なお、このタイ事務所はアジア太平洋事務

所を兼ねており、アジア太平洋地域全体の技術協力の拠点ともなっている。 

平成 19 年 1 月 1 日の時点で、17 件の技術協力プロジェクトを実施。 

経費総額は 35.53 億円に上る。詳細は以下表 1 を参照。 

 

写真 1 訪問風景 

（松原氏活動紹介） 
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表 1 タイにおける JICA の協力実績 

 

(4) 人員 

 平成 19 年 1 月 1 日時点での人員構成は以下の通りとなっている。 

 

(1)長期専門家(任期 1 年以上) 

<内訳> 

 個別派遣専門家(二国間) 

 同上  (国際機関) 

 プロジェクト専門家 

(2)短期専門家 

(3)シニア海外ボランティア 

(4)青年海外協力隊員 

39 名 

 

9 名 

1 名 

29 名 

3 名 

44 名 

36 名 

 

(5) 財源・支援団体等 

 外務省が行う政府開発援助（ODA）予算からの運営交付金を財源としている。 

 

3. 第 1 部：タイにおける JICA の事業 

 

(1) 活動内容 

 大きく分けて、以下の四つの活動を行っている。 

■技術協力プロジェクト 一定の期間を定めて実施する技術移転事業。 

現在 17 の案件を進めている。 

■開発調査 開発計画作りのための調査活動。 

現在は、北タイにおける自然資源の保全管理と持緯可能な農

業・農村開発のための計画策定調査。 

■人材育成 本邦研修受入・青年招へい事業・第三国集団研修を通じたタイ

国内外の人材育成を行う。 

■草の根技術協力 日本の NGO、大学、地方自治体、及び公益法人の団体等が JICA

と共同で実施する支援事業。 

現在、五つの案件を進めている。 
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上記の中でも代表的な活動は技術協力プロジェクトであるが、以下の案件が進められている。 

（＊が付いているものはアジア太平洋全体に及ぶ広域案件） 

1. アジア太平洋障害者センター(APCD) ＊ 

2. アセアン工学系高等教育ネットワーク(AUN/SEED-Net) ＊ 

3. 農業統計及ぴ経済分析開発(ASEAD) 

4. 皮膚病学 

5. 下水道運営改善(IST) 

6. 汚職防止支援 

7. 国家計量標準機関フエーズ 2(NIMT II) 

8. 政策策定支援のための分析ツール開発 

9. 環境研究能力向上 

10. HIV/AIDS 地域協力センター(HIV/AIDS RCC) ＊ 

11. 自治体間協力及ぴ自治体行政サービス基準向上 

12. 土地区画整理促進 

13. 電気電子インスティチュート試験能力向上(EEI) 

14. 環境基準噌牛出基準設定支援 

15. 工業統計 

16. 薬物対策地域協力フェーズ 2(Drug II) ＊ 

17. 防災能力向上 

 

(2) 今後の課題 

 タイにおける協力課題は以下の通りである。 

 他の発展途上国に比べてタイ独自の特徴として、以下の点が挙げられる。 

・インフラ面の整備はある程度整っており、社会保障制度の整備など福祉面の支援を重視す

ることができる 

・タイ王国の順調な発展と国家特有の献身的な姿勢により、地域協力（南々協力）を推進で

きる体制にある。 

1. 持続的成長のための競争力強化 

・経済ソフトインフラ 

・財政金融政策支援 

・中小企業振興 

・科学技術振興(人材育成・制度整備支援) 

・農業生産性品質向上 

・物流システム改善 

2. 社会の成熟に伴う問題ヘの対応 

・都市問題改善 

・環境管理体制 

・社会保障制度整備 

・労働安全基準改善 

・グッドガバナンス 

3. 人間の安全保障の確保 

・災害対策 

・社会的弱者支援 

4. 地域協力 

・ASEAN 地域支援、アジア・アフリカ協力 

 



 29

(3) 質疑応答 

Ｑ．技術協力プロジェクトの進行プロセスにおいて、タイ独自の事情があるか？ 

Ａ．特に他の国の場合と差は無い。 

Ｑ．民間企業レベルでの技術移転には関与しているか？ 

Ａ．完全に無い訳ではないが、基本的には無い。 

Ｑ．技術協力プロジェクトに家畜疾病（口蹄疫・鳥インフルエンザ）プロジェクトが挙がっ

ていないが、現在の状況は？ 

Ａ．現在フェイズ 1 が終了し、フェイズ 2 の実施に向けて重点テーマを決めるなどして計画

中である。 

Ｑ．タイでは草の根事業のような(NGO との連携事業)は多いか？ 

Ａ．政府自体が NGO との連携に積極的でない。例えば、NGO として活動するのには内閣府の

承認が必要。JICA としては政府の方針に沿わざるを得ないので、連携は難しい。 

Ｑ．今のタイ王国が推進する「足るを知る経済」に基づく 5 カ年計画にはどのように対応し

ているのか？  

Ａ．タイ政府の中でもかなり重要な部分を占めていることは認識しているが、まだこの計画

そのものが始まったばかりで、現段階では特に方針を合わせはいない。また、他の既に

進行中のプロジェクトのことを考慮しなくてはならない。 

Ｑ．今後 JICA が NGO に望むことは何か？ 

Ａ．プロジェクトの実施体制や方法論にこだわる向きがあるが、具体的に問題をどう解決し

ていくのかを話し合うことを重要視してほしい。 

 

4. 第 2 部：シニア海外ボランティア松原氏による活動紹介 

 

(1) 活動内容 

 松原氏はボイラーやガスの技術職の経験と日本の優れた省エネルギー技術を活かして、現在

は工業省に所属し、次に挙げる省エネルギー推進の取り組みを行っている。 

・セミナー・FM ラジオへ出演・ニュースレター発行などによる省エネの情報発信。 

・省エネ指導技術者（エネルギー診断士）の育成 

 また、今年からは EHP（電気ヒートポンプ）に代わる BHP（バイオ燃料ヒートポンプ）の技

術開発と普及を、タイの国家プロジェクトの中で推進する立場に就いた。 

 現在タイの電力消費量の 26％は、クーラーに占有されており、この状況が続けばエネルギー

システムそのものの破綻に至る。このプロジェクトの目的は、このクーラーのエネルギー源を

電気からバイオ燃料に転換し、バイオ燃料の生産・供給(搬送ルート)・貯蔵・利用(技術開発)・

普及(価格政策)に至るまでの可能性を実証して、実行に移すことである。 

 

(2) 成果と今後の課題 

 省エネルギー指導の成果あって、タイでも無駄を無くし効率を上げるという初歩的な段階で

の省エネは成功している。しかし、タイは工業国ではないので、まだまだ日本と違い、現場で

機械を理解し扱うことのできる技術者が少ないのが現状。 

 

 BHP（バイオ燃料ヒートポンプ）の開発と普及はまだ始まったばかりであり、これから様々

な技術開発や試験を行っていく段階である。しかし様々な条件を考慮して、将来的に実現する

可能性は高いと見ている。 

 

(3) 今後の展開 

 JICA のタイへの関わり方を見ても、既にタイは他の発展途上国とは違うレベルにあり、共に
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他の国を支援するまでの成長を遂げていることが伺える。しかしその発展の陰には、首都圏の

外の多くの地域に貧困や環境といった諸問題が取り残されている。タイ王国としても、JICA

としても、そうした発展の負の側面に、いかに有効かつ迅速な協力ができるかが課題となって

くるだろう。 

 タイ王国はそのような中、既に「足るを知る経済」の推進によって、弱者とコミュニティを

救う方向へ動いている。JICA としてもできるだけ早く対応し、協調して諸問題の解決に動くこ

とが望まれる。 


