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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　国際協力事業団はテュニジア共和国政府から技術協力の要請を受け、漁業訓練計画を平成10年

８月から実施してきました。

　今般、本計画の協力実績を把握し協力効果の評価を行うとともに、今後、日本国及びテュニジ

ア共和国の両国が取るべき措置を両国政府に勧告することを目的として、平成13年３月６日から

同年３月18日にかけ、国際協力事業団森林・自然環境協力部水産環境協力課長 川村 始を団長と

する終了時評価調査団を派遣しました。調査団は、テュニジア共和国政府関係者と共同で本計画

の評価を行うととともに、プロジェクトサイトで現地調査を実施し、プロジェクトの運営、事業

内容等を精査するとともに成果を確認し、調査結果を本報告書にまとめました。

　この報告書が今後の協力の更なる発展のための指針となるとともに、本計画によって達成され

た成果が、同国の発展に貢献することを期待します。

　終わりにこの調査にご協力とご支援を頂いた関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表します。

　平成13年３月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理 事 　理 事 　理 事 　理 事 　理 事 　 後 藤 　 洋後 藤 　 洋後 藤 　 洋後 藤 　 洋後 藤 　 洋
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国名：テュニジア 案件名：漁業訓練計画
分野：農林水産業 援助形態：プロジェクト方式技術協力

協力金額（無償のみ）：所轄部署：森林・自然環境協力部
　　　　　水産環境協力課 先方関係機関：農業省訓練普及庁

我が方協力機関：農林水産省協力期間 （R／D）：
　　1998年８月１日
　　～2001年７月31日

他の関連協力：プロジェクト方式技術協力
「国立漁業センタープロジェクト」
（1978年７月１日～1981年12月31日）

案件概要

・協力の背景と概要
　テュニジア共和国（以下、「テュニジア」と記す）政府は「第９次経済社会開発計
画（1997～2001年）」において職業訓練制度の改善・強化を掲げており、漁業訓練に
関しても「職業訓練システムの向上」を同計画においてめざしている。マハディア水
産訓練・再教育センター（CFPPマハディア：旧マハディア国立漁業開発センター）は
1966年に設立された。1978年から1982年までは、同センターにおいて、教員の再研修
を通じて同国の訓練教育レベルの向上を図ることを目的としたプロジェクト方式技術
協力が実施された。本プロジェクトによる教員の質的向上もあり、同センターは、テ
ュニジアにおける水産教育の中心的機関として水産分野の人材育成に寄与している。
　しかし、同プロジェクトは終了後15年以上経過しており、技術の陳腐化、機材の老
朽化が目立ってきている。このため、テュニジア政府は、同センターが同国漁業事情
及び漁民のニーズに応え、さらに将来的には第三国集団研修をも実施できる職業教育
機関になることを目的として、新技術を導入した訓練、及びそれらに必要な資機材の
更新を内容とするプロジェクト方式技術協力を要請してきた。
　この要請を受け、我が国は1998年８月より３年間の計画で本プロジェクトを開始し
た。

・協力内容
（上位目標）
　テュニジアの漁業訓練能力の開発に貢献する。

（プロジェクト目標）
　CFPPマハディアの訓練施設の向上、及び訓練機能の強化が行われる。

（成　果）
１．供与機材がCFPPマハディアの教官によって運用される。
２．新・改良型漁具漁法に関する技術がCFPPマハディアの教官に導入される。
３．改良型漁獲物処理に関する技術がCFPPマハディアの教官に導入される。
４．漁業資源管理の概念がCFPPマハディアの訓練コースに導入される。
５．改定カリキュラムが見直される。
６．テキストが訓練コースに導入される。

（投　入）（評価時点）
日本側：
長期専門家派遣　　　　４名　機材供与　　　　　　約１億円
短期専門家派遣　　　　４名　ローカルコスト負担　一般現地業務費等
研修員受入れ　　　　　15名



相手国側：
カウンターパート配置：12名
土地・施設提供：事務室、航海計器棟、訓練船、訓練資機材、ほか
ローカルコスト負担：資機材購入、訓練船改造

調査者 担当分野　　 氏　名　　　　　所　属
団長／総括　 川村　始　　　　国際協力事業団森林・自然環境協力部水産環境協力 課
長
漁業訓練　　 本村　絋治郎　　水産大学校海洋生産管理学科 教授
航海計器　　 黒岩　彬　　　　（社）全国漁業無線協会 常務理事
評価分析　　 浜岡　真紀　　　日本テクノ株式会社 計画室 研究員

調査期間 2001年３月６日～３月18日 評価種類：終了時評価

０．評価の目的
　日本・テュニジア双方の投入実績、プロジェクトの活動実績、機材管理運営状況、カウンターパート
への技術移転状況等の計画達成度、目標の達成度等について調査し、日本・テュニジア合同で終了
時評価を行うとともに、その内容及び今後の協力方針についてテュニジア側と協議のうえ、ミニッ
ツにまとめ、署名する。

１．評価結果の要約
（１）妥当性
　テュニジア政府は「第９次経済社会開発計画（1997～2001年）」において職業訓練制度の改善・
強化を掲げている。漁業訓練に関しても「職業訓練システムの向上」を同計画においてめざして
おり、プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標ともに妥当と思われる。プロジェクト目標・
成果・活動・投入の相互関係については、目的－手段の関係が認められ、合理的な計画が設定さ
れた。

（２） 有効性
　有効性（目標達成の度合い）は高い。供与機材はカウンターパートによって有効に活用されて
おり、実習訓練の質的向上が図られている。また、訓練対象漁業・技術が多様化したことから訓
練機能はかなり強化されている。

（３）効率性
 　効率性については、日本側の機材供与、テュニジア側の施設供与のタイミングが計画時期より
遅れ、技術移転の実施に影響を及ぼした面があることからやや低いと判断される。

（４）インパクト
　プロジェクトのインパクトは高い。
１） 直接的なインパクト
　カウンターパートは習得した技術をテキストに盛り込むなど積極的・自発的にテキスト作成
に携わった。また、カウンターパート自身もテキストの使用によって授業を効率的に進められ
るようになったと自己評価しており、テキスト作成・導入の効果は特に大きな効果があった。

２） 間接的なインパクト
　漁民に対して新しい漁法を紹介したあと、プロジェクトにコンタクトしてくるなどの波及効
果があり、大きな反響を呼んだ。



（５）自立発展性
　自立発展性はやや高い。
　技術面では、供与機材のうち、高度電子機器の故障時の対応において技術的不安があるものの、
他の技術面では特に問題はない。制度面では、CFPPマハディアは35年以上の歴史を有しており、
教官の定着率が高く、また今後は大学卒のエンジニアクラスの教官の配置による組織力強化の計
画がある等、制度面では特段問題は見受けられない。財政面では、CFPPマハディアの運営・維
持管理費用に関しては、今後もテュニジア政府からの財源が確保されている。また訓練船の漁獲
物の売上げも使用可能であり、プロジェクト開始以降上記売上収入は増加しており、財源として
ある程度計算できる。財政面でも特に問題はない。

２．効果発現に貢献した要因
（１）我が方に起因する要因 ：投入が質・量・時期ともにおおむね妥当であった。
（２）相手方に起因する要因 ：他校への成果の紹介や全国の漁業関係者への資源管理意識の啓発が
積極的に行われた。

３．問題点及び問題を惹起した要因
（１）我が方に起因する要因 ：仏語を十分できる人材を確保することが困難であった。
（２）相手方に起因する要因 ：施設建設の遅れにより、漁獲物処理訓練機器の搬入・据付等が遅れ、
技術移転の開始時期が遅れた。

４．教訓（新規案件、現在実地中の他の案件へのフィードバック）
　３年程度という短期プロジェクトで効率的に技術移転を行っていくためには、初年度に全供与予
定機材の８割程度を前倒しで供与するなどの工夫が必要である。
　仏語圏で実施するにはコミュニケーション上の生じ得る問題を加味し、英語圏に比して短期専門
家の派遣期間も含めて全体の期間に余裕をもたせるべきである。
　本プロジェクトのように長期専門家の担当範囲が多岐にわたる場合には、実施段階で見直しをし
ながら必要に応じて短期専門家を投入するなどの柔軟な対応も検討する必要がある。

５．提言〔評価対象案件へのフィードバック（延長、フォローアップ協力の必要性等）〕
　テュニジア側の行う予定であった普及活動を除き、当初の目標はほぼ達成されたことから、本プ
ロジェクトは予定どおり３年間で終了することが妥当である。今後の自立発展性の確保のためには
供与機材のメンテナンスのための継続的な予算の確保や、カウンターパート自身による情報収集等
の自助努力が必要である。普及活動に関してはテュニジアとしての普及活動の実施方針を明確化
し、CFPPマハディアと他機関の役割分担を明らかにしたうえで人員の配置を含む体制整備をまず
考えるべきである。
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１．終了時評価調査団の派遣１．終了時評価調査団の派遣１．終了時評価調査団の派遣１．終了時評価調査団の派遣１．終了時評価調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　プロジェクト方式技術協力「漁業訓練計画」は、テュニジア共和国（以下、「テュニジア」と記す）中

央部に位置するマハディア水産訓練・再教育センター（CFPPマハディア：旧マハディア国立漁業

開発センター）において、同センターの技術の陳腐化、機材の老朽化に対処し、同センターが同国

漁業事情、及び漁民のニーズに応え得る職業教育機関となることを目的としている（協力期間：

1998年８月１日～2001年７月31日）。本プロジェクトでは、４名の長期専門家（リーダー／漁獲物処

理、業務調整、漁業技術、船舶機関）が派遣されており、その計画の進捗状況については、2000年

４月に派遣された運営指導調査団からおおむね順調に推移しているとの評価を受けた。

　本調査は、JPCM手法を用いた日本・テュニジア側双方による合同評価を通じて、評価時点、及

び協力期間終了時点における計画達成の見込みについて、下記（１）の観点から調査・分析するとと

もに、下記（２）の観点から評価を行い、その結果を日本・テュニジア両国政府へ報告するととも

に、今後、プロジェクトを実施するうえでの教訓、提言を導き出すことを目的として派遣された。

（１） 計画達成度（計画達成度４項目）

１）　投入実績（日本側、テュニジア側）

２）　活動の実施状況

３）　成果の達成状況

４）　プロジェクト目標の達成状況

（２） 評価（評価５項目）

１）　妥当性

２）　有効性

３）　効率性

４）　インパクト

５）　自立発展性
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１－２　調査団の構成

１－３　調査日程

　2001年３月６日から３月18日までの13日間

１－４　主要面談者

（１） 農業普及訓練局

Gargouri Taieb 局　長

Ghozzi Lotif 訓練課長（プロジェクトダイレクター）

Sagrouni Zouhaier マハディア水産訓練センター（プロジェクトマネージャー）

（２） 農業開発支局

Amari Brahim 局　長

担当分野 氏　名 所　属

団長／総括 川村　始 国際協力事業団 森林・自然環境協力部 水産環境協力 課長

漁業訓練 本村　絋治郎 水産大学校海洋生産管理学科 教授

航海計器 黒岩　彬 （社）全国漁業無線協会 常務理事

評価分析 浜岡　真紀 日本テクノ株式会社 計画室 研究員

日順 月日 曜 調査行程 調査内容

１ ３月６日 火 成田→パリ 移動

２ ３月７日 水 パリ→チュニス 移動、JICAテュニジア事務所打合せ

３ ３月８日 木 テュニス→マハディア 表敬訪問：在日本大使館、農業省普及訓練庁

移動、専門家との打合せ

４ ３月９日 金 CFPPマハディアとの協議

５ ３月10日 土 評価報告書作成

CFPPマハディア周辺の漁村、市場の視察、移動

６ ３月11日 日 評価報告書作成、ミニッツ案作成

７ ３月12日 月 カウンターパートからの聞き取り調査

農業省普及訓練庁との協議

８ ３月13日 火 団内打合せ、ミニッツ修正

９ ３月14日 水 農業省普及訓練庁との協議

10 ３月15日 木 合同調整委員会・ミニッツ署名

11 ３月16日 金 マハディア→テュニス JICAテュニジア事務所、大使館報告

12 ３月17日 土 チュニス→パリ→ 移動

13 ３月18日 日 →東京 移動
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（３） マハディア水産支局

N’cibi Nourddine 支局長

（４） マハディア水産訓練・再教育センター

Benmejri Neji 支局長

（５） 海運局

Mekki Hamadi 支局長

Essid Habib マハディア港　港湾長

（６） マハディア県

Benali Kamel 県知事

（７） AVFA農業普及訓練局

Gargouri Taieb 局　長

（８） スファックス漁業訓練センター

Heraoui Mohamed 校　長

（９） JICAテュニジア事務所

生井　年緒 所　長

（10） プロジェクト長期専門家

江藤　誠一 チーフアドバイザー

藤井　豊 業務調整

椿　裕己 沿岸漁業専門家

寺島　二三夫 船舶機関専門家

１－５　終了時評価方法

　今回の評価はプロジェクト・サイクル・マネージメント手法（PCM手法）に準じて行われた。評

価に必要な指標については、先方と十分に議論が行われていなかったため、本調査において、テュ

ニジア側関係者と再整理して評価が行われている。なお、評価に際しては、専門家、カウンター

パートへのアンケート調査、インタビュー、プロジェクトの報告書、供与機器の使用状況等の調

査結果に基づいて行われている。
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２．相手国の要請内容と我が国の対応２．相手国の要請内容と我が国の対応２．相手国の要請内容と我が国の対応２．相手国の要請内容と我が国の対応２．相手国の要請内容と我が国の対応

　テュニジア政府は「第９次経済社会開発計画（1997～2001年）」において職業訓練制度の改善・強

化を掲げており、漁業訓練に関しても「職業訓練システムの向上」を同計画においてめざしている。

　テュニジアにおける漁業生産高は1980年代終わりに10万tに達したが、その後やや減少し、1990年代

に入り、毎年８～９万tの間で推移している。テュニジア水域における最大持続漁業生産量は20万t

（FAO推計）とされており、資源量に余裕がみられるが、現在の漁獲技術・設備水準では漁獲量の増大

は困難とみられ、技術水準の向上、漁業設備の更新が早急な課題とされている。なお、第９次経済社

会開発計画（1997～2001年）においては漁業生産高を12万t（うち養殖生産１万t）にまで増大させるこ

とをその目標に掲げている。

　マハディア水産訓練・再教育センター（CFPPマハディア：旧マハディア国立漁業開発センター）

は1966年に設立された。1978～1982年までは、CFPPマハディアにおいて、教員の再研修を通じて

同国の訓練教育レベルの向上を図ることを目的とした我が国プロジェクト方式技術協力が実施さ

れた。本プロジェクトによる教員の質的向上もあり、CFPPマハディアは、テュニジアにおける水

産教育の中心的機関として水産分野の人材育成に寄与している。

　しかし、同プロジェクトは終了後15年以上経過しており、技術の陳腐化、機材の老朽化が目立っ

てきている。このため、テュニジア政府は、CFPPマハディアが同国漁業事情及び漁民のニーズに

応え、さらに、将来的には第三国集団研修も実施できる職業教育機関になることを目的として、

新技術を導入した訓練、及びそれらに必要な資機材の更新を内容とするプロジェクト方式技術協

力を要請してきた。

　これを受け、我が国は各種調査によってプロジェクト実施の妥当性を確認したあと、1996年４月

より協力対象の３分野（漁業技術、航海技術、漁獲物処理）を中心とする３か年間の協力を開始し

た。

２－１　プロジェクトの目的及び基本計画

（１） 協力期間

　1998年８月１日から３年間

（２） 実施機関

　マハディア水産訓練・再教育センター（CFPPマハディア）

（３） プロジェクト上位目標

　テュニジアの漁業訓練能力の開発に貢献する。
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（４） プロジェクト目標

　マハディア水産訓練・再教育センターの漁業訓練能力が向上される。

（５） 成　果

１）　漁業訓練

　マハディア水産訓練・再教育センターの漁業訓練能力が向上される。

２）　航海技術

　マハディア水産訓練・再教育センターの航海訓練能力が向上される。

２－２　プロジェクトの活動計画

　詳細計画は「付属資料２.ミニッツ ANNEX II  PROJECT PROGRESS REPORT」を参照のこと。

（１） 漁業訓練

１）　新型機材の供与

２）　機材のテスト・設置・デモンストレーション

３）　カリキュラムの作成

４）　教科書の編集

５）　適正漁法の試験

６）　集中研修コース「漁獲物処理及び品質管理セミナー」

７）　集中研修コース「資源管理セミナー」

８）　カウンターパートのオンザジョブ・トレーニング

（２） 航海訓練

１）　新型機材の供与

２）　機材のテスト・設置・デモンストレーション

３）　カリキュラムの作成

４）　教科書の編集

５）　カウンターパートのオンザジョブ・トレーニング

２－３　プロジェクトの投入計画

　1998年に派遣された実施協議調査団の際に締結された討議議事録（R／D）において下記の内容の

投入を行うことが計画された。
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（１） 日本側投入計画

１）　長期専門家３名（各分野１名）

　チーフアドバイザー（兼漁獲物処理）、業務調整、沿岸漁業

２）　短期専門家：年間１～２名（必要に応じて）

３）　研修員受入れ：年間２名（必要に応じて）

４）　機材供与：漁業訓練に必要な資機材

（２） テュニジア側投入計画

１）　カウンターパート

２）　土地、建物及び施設

　専門家執務室、実習場、実習船、機材保管倉庫等

３）　運営費

　プロジェクト運営に必要な経費（人件費、光熱費、機材及び施設の維持管理費）
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３．プロジェクトの計画達成度３．プロジェクトの計画達成度３．プロジェクトの計画達成度３．プロジェクトの計画達成度３．プロジェクトの計画達成度

　ここでは、投入・活動・成果の順に計画の達成状況を評価する。

３－１　投入の実績

　プロジェクト期間のこれまでの投入の実績は以下のとおりである。

（１） 日本側投入

１）　専門家派遣

　チーフアドバイザー兼漁獲物処理、業務調整、沿岸漁業、漁船機関の各分野において、延

べ４名の長期専門家が派遣されている。漁船機関の専門家は、CFPPの当該分野の技術レベ

ルがあまりにも低く、漁業技術分野にも影響を与えかねない状態であったことから、テュニ

ジア側の強い要請に基づき、沿岸漁業分野の投入の一環として1999年より改めて派遣される

こととなった。また、短期専門家が延べ５名派遣され、プロジェクトの終了時までには更に

１名が派遣される予定になっている。専門家の派遣実績の詳細については表３－１、表３－

２に示す。

２）　研修員受入／技術交換

　本邦研修として各分野から合計９名のカウンターパートを研修員として受入れ、第三国集

表３－１　長期専門家派遣実績

専門家氏名 分　野 派遣期間

　江藤　誠一 チーフアドバイザー 1998年８月２日～　現在まで
　藤井　豊 調整員 1998年８月２日～　現在まで

　椿　裕己 沿岸漁業 1998年８月２日～　現在まで

　寺島　二三夫 漁船機関 1999年６月６日～　現在まで

表３－２　短期専門家派遣実績（2001年３月現在）

専門家氏名 分　野 派遣期間

　中村　義彦 漁業訓練・教育 1999年３月９日～1999年４月３日

　鈴木　敬一 漁獲物処理 1999年９月１日～1999年10月30日

　高橋　輝輝 マグロ延縄漁業 2000年２月５日～2000年８月４日

　堀田　政亨 漁業資源管理 2000年３月１日～2000年４月30日

　堀田　政亨 漁業資源管理 2000年９月10日～2000年11月16日

　荒木　伸也 マグロ漁獲物処理 2001年４月８日～2001年７月７日
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団研修としてモロッコに合計４名のカウンターパートを派遣した。プロジェクトの終了時ま

でに更に３名が日本に、１名がモロッコに派遣される予定になっている。研修受入実績を表

３－３に示す。

　また、JICA技術交換スキームによるスタディツアーとして、モロッコに合計２名を、セ

ネガル／モーリタニアに２名を派遣した。プロジェクトの終了時までに更に２名がモロッコ

に派遣される予定である。スタディツアー参加実績を表３－４に示す。

表３－３　研修員受入実績（2001年３月現在）

研修員氏名 分　野 派遣期間 期間 派遣先

Chedly BACCAR
Fisheries training

administration

1999年３月28日～
1999年４月14日

２週間 日　本

Moncef BEN KHEDIJA
Fisheries training

administration

1999年３月28日～
1999年４月14日

２週間 日　本

Lotfi GHOZZI
Fisheries training

management

1999年11月３日～
1999年11月20日

２週間 日　本

Zouhair SAGHROUNI
Fisheries training

management

1999年11月３日～
1999年11月20日

２週間 日　本

Mongi SEGHAIER Navigational equipment
1999年11月１日～
1999年12月３日

１か月 日　本

Mohamed BEN AMARA Navigational technology
1999年９月９日～
1999年10月28日

６週間 モロッコ

Ahmed OTHMEN Marine engineering
1999年９月９日～
1999年10月28日

６週間 モロッコ

Abdennacer BEL AIBA
Medical maintenance for

small scale fisheries

2001年１月７日～
2001年５月14日

４か月 日　本

Med Sadok GARAYA
Handling and primary
processing of fishery products

2000年５月30日～
2000年９月３日

３か月 日　本

Mohamed GARAYA
Fish handling and

processing

2000年10月２日～
2000年11月10日

６週間 モロッコ

Mohamed KACEM Marine engineering
2000年10月２日～
2000年11月10日

６週間 モロッコ

Mohamed SOUID Diesel engine
2000年９月４日～
2000年10月20日

６週間 日　本

Mohamed BOUCHENAK Coastal fishing
2001年２月25日～
2001年６月24日

４か月 日　本

Mohamed BEN FREDJ
Off-shore fishing and

navigation

2001年９月～
2001年10月

６週間
モロッコ
(要請中)

Naieb BOUZID Marine engineering
2001年９月～
2001年10月

６週間 日　本

Khaled S’MIDA Tuna longline fishing
2001年11月～
2001年１月

３か月 日　本

Mohamed BEN FREDJ
Off-shore fishing

and navigation

2001年11月～
2002年２月

６週間
日　本
(要請中)
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３）　機材供与

　日本側は視聴覚用機材、航海術訓練機材、漁業実習用資材、事務機器、機関訓練機材、漁

獲物処理・検査用機材、車両など、総額１億6,000万円相当の機材を供与した（機材明細につ

いては、「付属資料２.ミニッツ ANNEX II  PROJECT PROGRESS REPORT Annex II-3」

参照）。

４）　ローカルコスト負担

　日本人専門家の活動経費としての一般現地業務費が３年間の累計で約1,170万円に達して

いる。このなかには技術交換費やセミナー開催費にかかる経費も含まれている。

（２） テュニジア側の投入

１）　運営費の負担

　マハディア水産訓練・再教育センター（CFPPマハディア）は、テュニジアの初級漁業訓練

施設の中核的位置づけとなっており、運営に支障が生じないように国庫補助金が手当てされ

ているほか、漁獲物の売り払い代金等が別途の収入となっている。CFPPマハディアの通常

の運営にかかわる経費はテュニジア側がこのなかから支障なく負担してきた。

　また、３年間で合計32万ディナールの特別予算が充当され、このなかから既存訓練の改造

や航海計器棟や漁獲物処理棟などのうわや建設にかかる経費が支出された。

２）　人員配置

　チーフアドバイザー２名（プロジェクトダイレクター及びプロジェクトマネージャー）、総

合スーパーバイザー１名、教官（カウンターパート）12名が配置された。

表３－４　JICA技術交換スキームによるスタディツアー（2001年３月現在）

参加者氏名 分　野 派遣期間 期間 派遣先

Lotfi GHOZZI
Fisheries training

management

1999年５月30日～
1999年６月６日

１週間 モロッコ

Zouhair SAGHROUNI
Fisheries training

management

1999年５月30日～
1999年６月６日

１週間 モロッコ

Mohamed GARAYA Fishing technology
2000年４月25日～
2000年５月４日

１週間
セネガル／
モーリタニア

Mohamed BEN FREDJ Fishing technology
2000年４月25日～
2000年５月４日

１週間
セネガル／
モーリタニア

Naieb BOUZID Marine engineering
2001年４月29日～
2001年５月６日

１週間 モロッコ

未　定 Marine engineering
2001年４月29日～
2001年５月６日

１週間 モロッコ
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３）　施設、土地、建物

　CFPPマハディア施設内に長期専門家の執務室・秘書室、必要な家具類が供与された。

テュニジア側の負担となっていた工作機械室や漁獲物処理訓練棟の建設は、予定より大幅に

遅れた。

３－２　活動の実施状況

　次項の成果に沿って計画された本プロジェクトの各活動の実施状況は以下のとおりである。

（１） 供与機材関連（PDM活動項目１－１、１－２、１－３）

１）　航海計器

　CFPPマハディアにおける訓練機能を強化するため、老朽化した訓練機材の一環として航

海計器が供与された。漁船の操船に必要な知識については、座学とともに実技によって習得

することが効果的であり、常時訓練船に乗船しての訓練が天候など周囲の環境に左右されて

困難を伴うのに対し、教室では天候などの影響を受けずに時間割に従って訓練を行うことが

できる。CFPPマハディアでは、漁船で使用する主要な航海計器について、教室で座学と実

技の訓練を行い、乗船訓練の際には訓練成果を実践することとした。

　そこで、CFPPマハディアにおける既存の訓練機材の性能と使用状況をチェックするとと

もに新たに必要な機材のリストを作成した。供与される機材には、コンパス、海図などの航

海に必要な基本的なものからGPS、レーダーシミュレーターなどの高度な電子機器、海洋

観測機器、気象図受信機、魚群探知機、無線通信機、救命用無線装置等が含まれた。

　航海計器の訓練棟は、航海術の教室に併設するかたちで建設され、広いスペースを確保し

て計器を設置し、訓練の便宜を図っている。

　長期専門家による技術移転は、航海計器について機材が搬入、整備されるのに従って順次訓

練デモンストレーションを行いながら、担当カウンターパート（担当教官）に対し、実施した。

　以下、主な導入機材とその活用に係る技術移転について述べる。

①　魚群探知機

　魚群探知機の構成とシステムの概要、各種操作とつまみの概要、画像解析についてデモ

ンストレーションが実施された。従来、CFPPマハディアでは魚群探知機の解説は海上で

行われるものであったが、十分なスペースのない訓練船の操舵室の中で行うことや、船の

動揺を加味すると満足な成果を得るには適した環境とはいえるものではなかった。このた

め、計器類の操作はより理解が容易な陸上において実習する方が有利なことが多く、この

点においては本プロジェクトで供与された航海計器訓練機材は威力を発揮した。
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②　レーダーシミュレーター

　マハディア周辺の沿岸漁業においてレーダーは魚群探知機やレーダーに比べ、さほど普

及していない。本計器は周辺の動向に関する航海情報をもたらすのみならず、国際的な海

難事故防止機能（STCW95：船員の訓練、資格証明及び当直の基準に関する条約など）に

おいても、レーダーによる監視機能は重視されている。このような背景から本プロジェク

トにおいても、レーダーシミュレーターを導入し、漁業訓練にレーダー機能の活用を取り

入れることは意義が高いと判断され、本プロジェクトの目玉とされ、以下の内容の技術移

転がなされた。

・レーダーシステムの概要と活用上の注意事項

・各種ボタン操作と機能

・海図やコンパスとの対比

・荒天・豪雨などの悪天候下の画像対応

・海事法規なども含んだ入港実習

・SART信号キャッチによる救助

　しかしながら、本プロジェクトで供与されたレーダーシミュレーターは大型船舶用の設

定になっており、10t程度の沿岸漁船に対応していないため、舵きりと船の反応や速度の反

応が異なるため、正常に作動しているが、再設定を余儀なくされた。この点に関し不安材

料として残っているものの、担当カウンターパートが我が国のメーカーにおいて、この分

野の研修を受け、理解を深めたことが技術移転に有効に作用しているものと考えられる。

③　気象FAX受信機

　従来、気象図を見ながらの授業は行われていなかったが、気象図を見ながらの図と実際

の気象の関係を学ぶことは意義深いと考えられ、本機材は導入された。本プロジェクトの

技術移転において、等圧線の意味、気圧、前線等の記号の解説、風向・風力図の読み方と

いった地中海における天気図の解析方法が紹介された。

　両者の意思の疎通と積極的な取り組みから、機材の運用・保守・管理に関する技術移転

が順調に進んだ。

　供与機材については、テュニジア内で調達したもののほか、日本製品も含まれており、

必ずしも現地に取り扱い代理店があるとは限らない。そこで、今後の維持管理を念頭に置

き、本プロジェクトでは、機材の故障に対処するため、長期専門家と担当カウンターパー

トが協力して機器ごとに連絡先などの手引書の作成をプロジェクト終了までには完成の予

定である。
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（２） 漁業技術

１）　新・改良型漁具・漁法（PDM活動項目２－１、２－２、２－３、２－４）

①　棒受け網漁業

　本プロジェクトにおいて最もインパクトが大きかったとされた漁法のひとつとして位置

づけられている。テュニジア政府は底魚資源の乱獲兆候を懸念し、資源に余裕がある、と

されている小型浮魚漁業の推進を奨励している。網受け網漁法は、マハディア地方では実

績がない漁法であったが、同地方で大多数を占める小型沿岸漁船でも小型浮魚漁業を可能

とする漁法として本プロジェクトにおいて導入された。散餌による集魚による数回のデモ

ンストレーションが実施された結果、網立ちが良好な日には相当の漁獲量が得られた。今

後、更に操業を繰り返し、熟練することにより、夜間集魚灯を用いてイワシやサバを対象

にした操業ができるポテンシャルがある。

②　マグロ延縄

　棒受け網と並んでインパクトの大きかった漁法がマグロ延縄漁法である。テュニジアに

おいてはマグロは旋網による漁獲が一般的であり、この漁法で漁獲されたマグロは延縄漁

法によるそれと比べると品質が劣り、単価が安いため、高品質の漁獲物が期待できるマグ

ロ延縄漁法の紹介と訓練は特に期待された漁法であった。マグロ延縄漁業の短期専門家派

遣により、モロッコ式マグロ延縄漁業の実施が行われ、同漁法の特性や漁具製作、操業を

通じた漁業技術全般に係る技術移転が行われた。この結果、試験操業・訓練操業を通じ、

カウンターパートらによって60鉢程度の操業をこなすことが可能となり、訓練・普及活動

に向けた漁具の改良やデモンストレーションを実施できるレベルに達した。

　上記試験・訓練操業を基に日本式マグロ延縄漁法の導入可能性について評価が行われ、そ

の評価結果が2000年10月の「漁業資源管理セミナー」において発表された。

③　ジャンボシステム

　マグロ延縄漁業と並行してマグロ・ジャンボシステムの試験操業が行われた。この漁法

は、漁具が安価で人員を必要とせず、多数の漁船で混雑する漁場においても操業が可能と

なるなど利点を有する。

④　大目刺網漁業

　本漁法はマハディア沿岸においても類似の漁法が存在する同地方近海の中型魚を対象に

した刺網漁業のひとつである。底魚を対象とする三枚網は幼魚を含む小型魚を混獲してし

まうため、今後、漁業資源管理について考慮しながら沿岸漁業を操業していくにあたって

も重要な漁法とされている。海況に恵まれず１回の試行にとどまり、スマ（ヤイト）、レン
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コダイなどがわずかに漁獲されたのみで漁獲実績は芳しくなかったが、カウンターパート

は積極的に取り組む意向をもっており、今後はカウンターパートによる応用と展開が期待

される漁法である。

２）　改良型漁獲物処理（PDM活動項目３－１、３－２）

　従来までCFPPマハディアにおいては、座学講義のみで実習は行われていなかったが、本

プロジェクトにおいて実習が導入されて以下の技術移転がなされた。

・鮮度に関する官能試験及び鮮度変化実験

・沿岸漁業における鮮度処理方法

　鮮度を維持する重要項目として、漁獲後直ちに冷却する必要性を解説し、揚氷方法、水氷

方法、施氷なしの３パターンについて時間経過と魚体内温度の変化、鮮度変化の実験が行わ

れた。短期専門家による漁獲物処理法の実態調査と改良のニーズ調査の結果、マハディア沿

岸漁業における適切な漁獲物処理方法は「漁獲後洗浄－水氷処理－操業終了時揚氷処理」と示

唆された。短期専門家の効果的な指導により、長期専門家による訓練生へのデモンストレー

ション時には上記処理法はカウンターパート主導で実施し、当初予定にはなかった冷凍処理

技術分野まで解説するなどカウンターパートの習得度は高い。

　また、冷凍保存による鮮度保持技術については、実習棟建設工事の遅れから訓練機器の搬

入・据付けに至らず、セミナー形式で紹介・指導された。

３）　海洋学実習

　漁船操業を効率的に行って漁獲量を向上させるには、漁場の科学的特質を知る必要がある

ことから、海水の性質、底質、漁獲物の検察、プランクトン観察などの海洋学実習も併せて

行われ、漁場を形成する海洋の物理学的、化学的、生物学的特徴が紹介された。

①　漁業資源管理概念（PDM活動項目４－１、４－２）

　短期専門家により、水産局、訓練局、INSTEM（総理府国立海洋研究所）、INAT（大学）

に対して漁業管理資源管理施行の実態調査と関連情報の収集が行われた。同調査結果に基

づき、沿岸漁民参加型の資源管理方式が起案され、水産教育・訓練マニュアルのドラフト

が作成された。全国の漁業訓練学校・センターの代表、漁業資源研究機関、漁業資源管理

実施機関が一堂に会して３日間にわたる資源管理セミナーが2000年10月に開催された。各

関連機関から提出された技術レポートを基に行われた討議を通じ、漁業資源管理概念に関

する決議と提言が採択された。

②　カリキュラム再評価（PDM活動項目５－１、５－２）

　運営指導調査団派遣時にはカリキュラムについては全国統一公定カリキュラムは事前に
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予測していた以上に充実したものであり、修正については後に派遣される短期専門家の検

討結果をみたうえで判断することとなった。現行カリキュラムの見直し及びCFPPマハ

ディアに特化した改定カリキュラム案の策定のために派遣された短期専門家は、初等漁業

訓練教育・訓練を施すCFPPマハディアには適さなかったこともあり、期待された成果を

上げることはできなかった。改定カリキュラム案の導入に関するワークショップにおいて

は、日本・テュニジア側双方の水産教育・訓練の実態及び活動について確認された。今後

は、テキスト導入経過１年後に行う作成・適用の結果を待ってから再度アプローチした方

がより効果的であると考えられたため、改定カリキュラムの試験的導入と同施行結果に基

づく評価については、プロジェクト期間中に実施されるテキスト導入の評価結果を踏まえ

てカリキュラムの見直しに係る提案が行われることとなり、プロジェクト実施中に活動修

正がなされた。

③　テキスト作成・適用（PDM活動項目６－１～６－５）

　専門家指導型ではなく、カウンターパート主導・専門家支援型のアプローチによる教科

書作成要領、教科書ガイド編集方法の訓練が実施され、カウンターパートによるコン

ピューターを用いたテキスト編集・校正が可能となった。その後、テキスト導入に関する

ワークショップを通じ、校正作業と簡易印刷を行い、実際のクラスで配布・使用された。

３－３　成果の達成状況

　本プロジェクトでは下記６項目の成果が設定されている。一部計画していた活動が途中のキャ

ンセルによって当初想定していた成果が得られなかった成果があるが、全体的に成果の達成状況

はおおむね良好である。それぞれの成果の達成状況は以下のとおりである。

（１） 供与機材がCFPPマハディアの教官によって運用・管理される（PDM成果１）

　供与機材については、手続き上の問題もあって到着が遅れたものの、航海計器やレーダーシ

ミュレーター等の運用については担当教官が日本で受けた技術研修の効果もあって、運用技術

についてはおおむね習得している。保守管理・運用の技術移転はほぼ完了しており、一部機材

を除いて稼働状況は良い。

（２） 新・改良型漁具漁法に関する技術がCFPPマハディアの教官に導入される（PDM成果２）

　３－２（２）に述べる漁法が導入された結果、カウンターパートは沿岸漁業の特性を理解し、

これらの新・改良型技術を独自に応用・展開していけるレベルにおおむね達している。



－15－

（３） 改良型漁獲物処理に関する技術がCFPPマハディアの教官に導入される（PDM成果３）

　技術移転の結果、一般漁獲物処理技術に関しては、カウンターパートが習得した技術をテキ

ストに既に盛り込み、訓練教科に取り入れられている。

　生鮮マグロに特化した漁獲物処理技術については適当な短期専門家の人選が遅れ、マグロの

漁期を逃したために現在まで成果は上がっていないが、2001年４月に短期専門家が派遣され、

技術移転が行われる予定である。

（４） 漁業資源管理の概念がCFPPマハディアの訓練コースに導入される（PDM成果４）

　３－２（４）に前述のとおり、2000年10月に実施されたワークショップがテュニジアの漁業関

係者に与えたインパクトは大きく、従来海洋学の一部として初歩的なことしか教えられていな

かった本テーマについて、一歩進んだ内容が訓練に取り入れられるようになった。

（５） 改定カリキュラムが見直される（PDM成果５）

　３－２（５）に前述のとおり、現行カリキュラムのレビューを基に改定カリキュラムが試験的

導入、同試験的施行結果に基づく評価が行われる予定であったが、派遣された短期専門家のレ

ベルと本成果で必要とするレベルに違いがあり、予定された活動が遂行されなかった。今後、

並行して行われているテキスト・ブック作成・適用の結果をに基づいて係る提言が行われる予

定である。

（６） テキストがCFPPマハディアの訓練コースに導入される（PDM成果６）

　漁船員科において、11科目中９科目において教官用教科ガイドと生徒用学習ノートが作成

され、訓練に導入された。また機関員科において、12科目中９教科において訓練に導入され

た。新改良型漁具・漁法、改良型漁獲物処理など新規に習得した技術をカウンターパート自身

がテキストに盛り込んでいくなど自発的な活動がみられ、テキスト導入前に比べて効率的な訓

練が可能となった。

　本調査時に未完成のテキストについては、各科１部ずつ達成の見込みがないテキストがある

ものの〔漁船員科：水産法規（アラビア語で書かれており、分量が多い）、機関員科：船舶機関

Ⅱ（担当カウンターパートに作成の意志がない）〕、残りのテキストについてはカウンターパー

トが作成のノウハウを熟知しており、カウンターパートのみで完成させることが可能と思われ

る。



－16－

４．評価結果４．評価結果４．評価結果４．評価結果４．評価結果

４－１　評価５項目の評価結果

（１） 妥当性

１）　上位目標との妥当性

　テュニジア政府は「第９次経済社会開発計画（1997～2001年）」において職業訓練制度の改

善・強化を掲げており、漁業訓練に関しても「職業訓練システムの向上」を同計画においてめ

ざしており、プロジェクトの上位目標は妥当である。また、マハディア水産訓練・再教育セ

ンター（CFPPマハディア）は青魚資源の活用をめざした訓練を展開していく方針であり、

テュニジアの水産政策と合致するものである。そのほか、2001年１月の機構改革において、

農業省のなかに新たに漁業副大臣が任命されるなど、テュニジアが今後漁業セクターを強化

していく方針が表われている。

２）　プロジェクト目標との妥当性

　CFPPマハディアはテュニジアにおける初級漁業訓練分野の中心的な存在であり、近年は

年間100～160名の訓練生に対して職業訓練を実施すると同時に、他の漁業訓練センターの

教官や現業漁家に対する再教育と再訓練を実施している。本プロジェクトにおいて、テュニ

ジア側が重視している資源管理のテーマを中心に扱ったセミナーは、同国漁業関係者に対し

て本テーマについて理解を促進する意義深い機会となり、この分野でCFPPマハディアの果

たした役割は今後の同国漁業界の発展に寄与するものと判断される。

（２） 有効性

　プロジェクトの有効性（目標達成の度合い）はやや高いと判断される。

１）　プロジェクト目標の達成度

　供与機材の有効活用により実習訓練の質的向上が図られ、また、訓練対象漁業・技術が多

様化したことから訓練機能はかなり強化され、目標達成度は高いものと評価できる。

２）　成果の達成度

成果１：供与機材がCFPPマハディアの教官によって運用・管理される

　供与機材については航海計器やレーダーシミュレーター等の運用について担当教官が日

本で技術研修を受けたこともあり、運用技術についてはおおむね習得している。

保守管理・運用の技術移転は完了しており、一部機材を除いて稼働状況は良い。

成果２：新・改良型漁具漁法に関する技術がCFPPマハディアの教官に導入される

　沿岸漁業実態調査結果に従って、まず曳縄、底刺網の試験操業が実施された。続いて棒
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受け網漁業、延縄、引縄、カゴ漁業、大目刺網漁業、三枚網漁業、ジャンボシステム等の

デモンストレーション、試験操業が実施された。カウンターパートは沿岸漁業の特性を理

解し、これらの新・改良型技術を独自に応用・展開してレベルにおおむね達している。マ

グロ延縄漁法については、漁法の特性や漁業技術全般についての試験操業が行われ、同結

果を基に日本式マグロ延縄漁法の導入可能性について評価が行われた。

成果３：改良型漁獲物処理に関する技術がCFPPマハディアの教官に導入される

　一般漁獲物処理技術に関しては、技術移転が行われ、訓練教科に取り入れられ、実践さ

れている。

成果４：漁業資源管理の概念がCFPPマハディアの訓練コースに導入される

　ワークショップが開催され全国から有識者、漁業教育・訓練機関の代表者が一堂に会

し、漁業資源管理に関する決議や提言が採択され、同テーマの概念の共有化が図られた。

成果５：改定カリキュラムが見直される

　現行カリキュラムのレビューが行われた。当初、このレビューを基に改定カリキュラム

が試験的に導入され、試験的施行結果に基づいて評価が行われる予定であったが、その後

これらの活動の中止が合意された。今後、本プロジェクトにおいて作成されたテキストの

評価セミナーに基づいて係る提言がなされる予定である。

成果６：テキストがCFPPマハディアの訓練コースに導入される

　漁労科・機関員科各々で、教官用教科ガイドと生徒用学習ノートが作成され、訓練に導

入された。これにより、各教官自身によるテキストや教科の作成が可能となり、訓練に反

映されている。なお、未完成のテキストについてはカウンターパートが作成のノウハウを

熟知しており、独自で完成させることが可能と思われる。

（３） 効率性

　効率性については、日本側の機材供与、テュニジア側の施設供与のタイミングが計画時期よ

り遅れ、技術移転の実施に影響を及ぼしたことから低いと判断される。

　また、日本人専門家の技術指導で仏語通訳を介するなどで予想以上に時間がかかることもよ

り多くの時間と労力を割くことにつながった。
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（４） インパクト

１）　直接的プラスのインパクト（プロジェクト目標レベル）

①　カウンターパートへ与えたインパクト

　テキストの作成においては、作業を通じてカウンターパートの意欲や士気が向上すると

いった当初想定していた以上の効果が見受けられた。その結果、習得した技術についてカ

ウンターパートが積極的にテキストに盛り込んだり、未完成分野のテキストについて独自

に作成を希望するといった自発性がみられるようになった。また、カウンターパート自身

もテキストの使用により授業を効率的に進められるようになったと自己評価しており、テ

キスト作成・導入の効果は特に大きな効果があった。

　日本やモロッコでのカウンターパート研修、モロッコ、セネガル、モーリタニアでのス

タディツアーは外国での見聞を広めることができ、カウンターパートの視野が広がり、帰

国後の授業に効果的に反映された。またこうした海外での経験やセミナーを通じて、対人

マナーやプレゼンテーション技術の向上もみられた。

②　訓練生へ与えたインパクト

　また、訓練コースへのテキスト導入や新規に導入された機材を活用した訓練により、生

徒の学習意欲の向上がみられた。

（５） 自立発展性

　本プロジェクトの自立発展性は比較的高いといえるが、いくつかの不安定要素がある。

　技術的側面では高く評価される。多くの技術は研修コースに応用されており、継続性もある。

機材の運営維持管理も一部の高度な電子機器を除いてうまく活用されており、問題はない。

　制度的側面では、中程度と評価される。CFPPマハディアは教官の定着率が高く、今後は大

学卒のエンジニアクラスの教官の配置による組織力強化の計画もある。

　しかし、他の漁業訓練センターの教官や現業漁家や業者に対して移転された技術を普及する

役割を担っていることからすると、普及活動については、実施方針が定まっていないことや現

訓練体制とマンパワーが不十分であることから上記組織強化・改善の早急なる実行が望まれる。

　財政的側面では、自立発展性はやや高いと判断される。CFPPマハディアの運営・維持管理

費用に関しては、今後もテュニジア政府からの財源が確保されている。また訓練船の漁獲物の

売り上げも使用可能であり、この部分の財源もある程度望める。高度な電子機器の故障時の対

応に若干不安が残るものの供与機材の維持管理費用の財源については問題はない。これまで高

額の維持費を要していた既存の訓練船の代船として２隻の訓練船が2002年に日本の無償資金

協力で供与されることになり、テュニジアの財政面での負担が大幅に軽減される。
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４－２　結　論

　CFPPマハディアの訓練施設の向上及び訓練機能について相当程度の強化が図られた。また、他

校への成果の紹介や全国の漁業関係者への資源管理意識の啓発が積極的に行われることにより、

高い波及効果がみられた。

　しかしながら、普及活動についてはCFPPマハディアにおける体制の不足から学校における臨時

コースが開講されるにとどまった。これは計画立案当時、CFPPマハディアにおける普及活動の位

置づけと活動計画が明確化されていなかったことによる。

　また、日本からの供与機材の遅れや、テュニジア側の実施する建物の建築の遅れ、現在、所有

訓練船の改造に予想以上に時間がかかったことなどから効率性が低い結果となった。

　自立発展性については供与機材のうち高度電子機器の故障時の対応や2002年に日本から供与さ

れる新訓練船による訓練活動の継続発展にも技術的不安があるものの、他の技術面や制度面、財

政面ではおおむね安定しており、自立発展性はやや高い結果となった。
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５．提言と教訓５．提言と教訓５．提言と教訓５．提言と教訓５．提言と教訓

５－１　提　言

　テュニジア側の行う予定であった普及活動を除き、当初の目標はほぼ達成されたことから、本

プロジェクトは予定どおり３年間で終了することが妥当である。

　今後の自立発展性の確保のためには供与機材のメンテナンスのための継続的な予算の確保や、

カウンターパート自身による情報収集等の自助努力が必要である。加えて、日本からの継続的な

バックアップが望まれる。

　普及活動に関してはテュニジアとしての普及活動の実施方針を明確化し、マハディア水産訓練・

再教育センター（CFPPマハディア）と他機関の役割分担を明らかににしたうえで人員の配置を含む

体制整備をまず考えるべきである。

　また、人材育成プロジェクトは効果の発現に時間がかかるものであることから、教官の訓練能

力や技術レベルや卒業生の就職状況など訓練内容やその効果に関して引き続きモニタリングし、

そのための体制も整備していく必要がある。

　我が国の無償援助による新訓練船の供与については、訓練船の習熟作業と同船による効率的な

日本式漁業技術の移転を図ることも必要であろう。

５－２　教　訓

　３年程度という短期プロジェクトで効率的に技術移転を行っていくためには、初年度に全供与

予定機材の８割程度を前倒しで供与するなどの工夫が必要である。

　仏語圏で実施するにはコミュニケーション上の起こり得る問題を加味し、英語圏に比して短期

専門家の派遣期間も含めて全体の期間に余裕をもたせるべきである。

　本プロジェクトのように長期専門家の担当範囲が多岐にわたる場合には、実施段階で見直しを

しながら必要に応じて短期専門家を投入するなどの柔軟な対応も検討する必要がある。

　今後、普及活動をプロジェクトの一環として実施していく場合には、概念を明確化し、カウン

ターパート、専門家の活動の内容を具体化しておく必要がある。

　PCM手法に関しては、本来、PCM手法がもつ利点を効果的に生かしていくためには、計画段

階、実施段階でPDMの見直しを行っていくことが必要である。こうした作業過程を通じて、各活

動の定義が明確化し、問題意識や目標の共有化が図られ、共通のベースが構築されていくのでは

ないかと思われる。また、その際に評価項目についてもあらかじめ説明をし、指標の設定や情報

収集方法なども同時に行うことで、本プロジェクトに対する主体性や自立性が確保される。



付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．終了時評価調査表

２．ミニッツ（英／仏）

３．合同調整委員会資料（仏）
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Ⅰ．プロジェクトの経緯概要
1．要請の内容と背景
（1）要請発出

（和）マハディア漁業訓練計画
1995年 8月
（要請内容と要請にいたった背景－対象地域及びセクターの現状と相
手国の開発政策との関連等－を記述）

　テュニジア政府は「第 9 次経済・社会開発計画（1997～2001 年）」
において職業訓練制度の改善・強化を掲げており、漁業訓練に関して
も「職業訓練システムの向上」を同計画においてめざしている。

　テュニジアにおける漁業生産高は 1980 年代終わりに 10 万 t に達し
たが、その後やや減少し 1990 年代に入り毎年 8～9 万 t の間で推移し
ている。テュニジア水域における最大持続漁業生産量は 20 万 t（FAO
推計）とされており、資源量に余裕がみられるが、現在の漁獲技術・
設備水準では漁獲量の増大は困難とみられ技術水準の向上、漁業設備
の更新が早急なる課題とされている。なお、第 9 次経済・社会開発計
画〈1997～2001年〉においては漁業生産高を 12万 t（うち養殖生産 1
万 t）にまで増大させることをその目標に掲げている。

　マハディア水産訓練・再教育センター（CFPP マハディア：旧マハ
ディア国立漁業開発センター）は 1966 年に設立された。1978～1982
年までは、CFPP マハディアにおいて、教員の再研修を通じてテュニ
ジアの訓練教育レベルの向上を図ることを目的とした我が国プロジェ
クト方式技術協力が実施された。本プロジェクトによる教員の質的向
上もあり、CFPP マハディアは、テュニジアにおける水産教育の中心
的機関として水産分野の人材育成に寄与している。

　しかし、同プロジェクトは終了後 15 年以上経過しており、技術の陳
腐化、機材の老朽化が目立ってきている。このため、テュニジア政府
は、CFPP マハディアがテュニジア漁業事情及び漁民のニーズに応え、
さらに将来的には第三国研修も実施できる職業教育機関になることを
目的として、新技術を導入した訓練、及びそれらに必要な資機材の更
新を内容とするプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

2．協力実施のプロセス
〈計画立案段階〉

（1）プロジェクト形成
調査

（調査内容／調査結果に
基づく決定事項要約）

（対象プロジェクトへの協力実施のプロセスをプロジェクト・サイク
ルの計画立案段階及び実施段階に分け記述）

なし
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（2）事前調査
（調査内容／調査結果に
基づく決定事項要約）

1996年 10月 13日～10月 25日（13日間）

－プロジェクトサイト：マハディア水産訓練・再教育センター
　　　　　　　　　　　（CFPPマハディア）
－管轄省庁：農業省、漁業養殖総局
－協力予定期間：1998年 7月から 3年間
－プロジェクト上位目標：テュニジアの水産訓練指導者及び漁業従事
者の技術水準が向上する。

－プロジェクト目標：CFPP マハディアの漁業訓練・普及能力の改善
による CFPP マハディアの機能強化を通じ、テュニジアの漁業開発
に寄与する。

－日本人専門家
・ 長期専門家 3 名：コーディネーター、遠洋漁業漁労、沖合・沿岸
漁業漁労（リーダーは専門家が兼務）

・ 短期専門家：年間 1～2名程度
－研修生受入れ：年間 2～3名程度
－機材供与：約 1億円

（3）長期調査
（調査内容／調査結果に
基づく決定事項要約）

1997年 11月 10日～12月 10日（31日間）

－プロジェクトの成果目標と活動：
1．水産訓練施設と訓練手法の充実
2．訓練船による新規漁法の導入
3．船上漁獲物処理技術の向上
4．資源管理の概念をカリキュラムのなかで強化する

－ターゲット・グループ：CFPPマハディアの教官
－長期専門家－3名：遠洋漁業、沿岸漁業、業務調整
　　　　　　　　　　　（リーダーは専門家が兼務）

－短期専門家－年間 1～2名程度
－機材供与：初年度約 4,000万円

（4）実施協議
（調査内容／調査結果に
基づく決定事項要約）

1998年 3月 30日～4月 7日（9日間）

・プロジェクト目標：CFPP マハディアにおける訓練施設の充実、訓
練能力の強化

・ TSIの締結：
・活動計画　－　訓練機材の供与、カリキュラムの見直し、テキスト
の作成、新・改良型漁具・漁法の導入、漁獲物品質管理、資源管理
概念の導入・強化

・長期専門家　－　3 名、チーフアドバイザー（兼漁獲物処理）、業
務調整員、沿岸漁業

・短期専門家　－　年間 1～2名
カウンターパート訓練　－　年間 2名
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3．協力実施のプロセス
〈実施段階〉

（1）計画打合せ
（調査内容／調査結果に
基づく決定事項要約）

1999年 3月 3日～3月 12日（10日間）

・ JICA 専門家により移転された技術の普及活動はカウンターパートが
行い、専門家は技術的バックストップを行うにとどめる。

・テュニジア側の責任においてマグロ延縄漁業用訓練船は準備する。
そのために特別委員会を設置し、目的にかなった漁船の選択と改造
を行う。

・現地側プロジェクト管轄省庁が農業省、漁業養殖総局から訓練・普
及庁に移行したが、これがプロジェクトの活動に何ら支障・変更を
きたすものではないことを確認。

・ 1998 年 12 月の合同委員会で承認されたプロジェクト・マスタープ
ランの追認。

・ PDMの作成と承認。
・ POの作成と承認。

4．協力実施過程におけ
る特記事項

（1）実施中に当初計画
の変更はあったか

・特記なし

・短期専門家（漁業機関：10 か月×2 回）の長期専門家（26 か月）へ
の切替え

・カウンターパート研修枠の増加（1～2 名／年→2 名：1998 年度、5
名（うち 2名はモロッコにおける第三国研修）：1999年度、6名（う
ち 2名はモロッコにおける第三国研修）：2000年度）

・スタディーツアーの実施（2名：1999年度、2000年度：2名、2001
年：2名）

・漁業訓練実態調査に機関科の分野が追加

・テュニジア政府の方針により現業漁家への再教育、普及活動が強化
される。

（2）実施中にプロジェ
クト体制の変更は
あったか

・現地側のプロジェクト管轄省庁の移行
（農業省　漁業養殖総局→農業省　訓練普及庁）

・プロジェクト・マネージャー（CFPPマハディア所長）の交代
（プロジェクトに、より協力的なプロジェクト．マネージャーが赴
任し、結果的には、プロジェクトに正の影響を与えた）

・ 2001 年 1 月の機構改革により農業省に漁業副大臣のポストが設置さ
れた。

・以上の変更は、プロジェクト活動には支障を来さなかった。
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5．他の援助事業との関
連

（JICA による他の関連事業、JBIC による有償資金協力事業、他国の
援助機関事業、国際機関事業等について協力事業名、事業内容、実施
機関等を記入）

　フランスのルアール・アトランティック県とマハディア県が姉妹関
係を結び、1990 年より農業、水産、文化の 3 分野で援助を展開してい
る。CFPPマハディアに関連する援助は下記のとおりである。
・技術援助：アイルランド式トロール漁法の技術指導
・機材供与：1995 年漁業訓練船（50t 中古－船齢 27 年－トロール船）
供与－Mahdia III

・研修：1か月のフランスにおける技術研修－3名
・援助期間：1990年より継続
・援助金額：データー不在

　CFPPマハディアとは直接的には関係ないが、ビゼルト水産学校を
ベースとしたカナダ CIDAの援助が昨年まで展開された。
・プロジェクト期間：1995年～1999年（4年間）
・プロジェクト予算： CIDA －　TD403,131

テュニジア    －　TD150,000
合計 －　TD553,131

・援助分野：航海計器訓練教室の整備、教官の再教育、技術ガイドブ
ックの作成（航海術、漁具漁法、船舶エンジン、電気・冷凍機エン
ジニアリング）

　CFPP マハディアの訓練船代船、訓練施設の拡充に関して、テュニ
ジア政府より日本の無償援助要請が 2000 年に発出された。上記要請を
受けて、同年 10 月 JICA は基本設計調査団を派遣し、要請の妥当性が
確認され、2 隻の訓練船とソナーシミュレーター等の機材の供与による
施設の拡充が承認された。
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Ⅱ．計画達成度

（プロジェクトの計画内容がどこまで達成できたか、その度合いをプロジェクト要約ごとに把握

し、「実績」の欄に記入）
プロジェクトの要約 検証指標 実績 外部条件

上位目標
テュニジアの漁業訓練能力
の開発に貢献する

CFPP マハディアの訓練を
受けた他校の教官数

・ 水産資源管理政策の向
上

プロジェクト目標
マハディア水産訓練・再教
育センター（CFPP マハデ
ィア）の訓練施設の向上及
び訓練機能の強化が行われ
る。

・ CFPP マハディアの卒
業生数（コース修了生
数）／入学者数

・ 訓練教官昇級試験への
合格者数

・ 2001 年 3 月における供
与機材の稼働状況

・ 1998～1999年度
漁船員科 25名/26名
機関員科（1 年）19 名/22
名
機関員科（2 年）25 名/26
名

・ 1999～2000年度
漁船員科 23名/26名
機関員科（1 年）21 名/21
名
機関員科（2 年）24 名/22
名

・ 1999～2000年度
2名：ATE（技術助教官）
→IAE（技術次席教官）

1名：OUVRIER（助手）
→ATE（技術助教官）

・ 2000～2001年度
2名：OUVRIER（助手）
→ATE（技術助教官）

・ 一部高度な電子機器を除
いてはカウンターパート
による保守管理が可能と
なっている。

・ テュニジアの人材育成
方針が維持される。

・ 訓練生、漁民のモティ
ベーションが維持され
る。

・ CFPP マハディアの訓
練・人員体制が維持さ
れる。

成果
［施設］
1． プロジェクトで供与さ
れた施 設と 機材 が
CFPP マハディアによ
って活用、維持され
る。

［技術］
2． 新・改良型漁具漁法に
関する技術が CFPP
マハディアの教官に導
入される。

・ 機材の運用の習得度

・ 導入された技術の種類
と数

・ カウンターパートのみに
よる各種機材の運用が可
能となった。

・ マグロ延縄漁法、棒受け
網、ジャンボシステムな
どの新・改良型漁業が導
入された。

・ CFPP マハディアの運
営予算が継続して確保
される。

・ 訓練船、訓練機材が常
に稼働し、運用でき
る。

・ 訓練機材のスペアパー
ツや消耗品が常に入手
できる。

・ 技術移転を受けた教官
が継続して CFPP マ
ハディアで勤務し続け
る。
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プロジェクトの要約 検証指標 実績 外部条件

3． 改良型漁獲物処理に関
する技術 CFPP マハ
ディアの教官に導入さ
れる。

4． 魚類資源管理の概念が
CFPP マハディアの訓
練コースに導入され
る。

5． 改定カリキュラムが見
直される。

6． テキストが訓練コース
に導入される。

・ 導入された技術の種類
と数

・ コース／セミナー／ワ
ークショップの開催数
及び参加者数

・ コース／セミナー／ワ
ークショップの開催数
及び参加者数

・ コース／セミナー／ワ
ークショップの開催数
及び参加者数

・ 漁労科 11教科 22冊（教
官用ガイド 11 冊、生徒
用学習ノート 11冊）

・ 機関科 12教科 24冊（教
官用ガイド 12 冊、生徒
用学習ノート 12冊）

・ 改善された船上漁獲物処
理法の移転が行われ、訓
練教科に取り入れられ
た。

・ 他校教官、現業漁獲物処
理関係者、鮮魚担当官を
対象としたセミナーが開
催された。

・ 2000 年 10 月に官民全国
合わせて約 80 名の漁業関
係者向けにセミナーが開
催された。

・ 上記セミナーの内容を反
映させた漁業教育・訓練
のためのマニュアル再編
集が行われた。

・ 1999 年 3 月にカリキュラ
ム改定案導入に関するワ
ークショップが開催さ
れ、両国の実態が確認さ
れた。

・ 11 科目中 9 教科において
教科ガイドと学習ノート
が訓練に導入された。

・ 12 科目中 9 教科において
教科ガイドと学習ノート
が訓練に導入された。
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活動
1-1 必要な機材の精選
1-2 機材の購入・輸送
1-3 機材のテスト・設置・
活用

2-1 沿岸漁業及びその開発
に関する調査

2-2 各漁法の試験
2-3 上記試験結果の評価
2-4 新・改良漁法の活用に
関するワークショップ

2-5 普及事業を通してのフ
ォローアップ活動

3-1 漁獲物処理の現況とそ
の改良のニーズに関す
る調査

3-2 改良漁獲物処理に関す
るワークショップ及び
デモンストレーション

3-3 普及事業を通してのフ
ォローアップ活動

活動
4-1 現在の資源管理アプロ
ーチに関する必要な情
報の収集

4-2 資源管理の概念を広め
るためのワークショッ
プ

4-3 普及事業を通してのフ
ォローアップ活動

5-1 マハディアのカリキュ
ラムの見直し

5-2 改定カリキュラム案導
入に関するワークショ
ップ

5-3 新カリキュラムの試行
5-4 新カリキュラムの評価
6-1 教科書作成のための研
究

6-2 漁船員科用・機関員科
用教科書の編集

6-3 漁船員科用・機関員科
用教科書活用のための
ワークショップ

6-4 漁船員科用・機関員科
用教科書最終原稿完
成、印刷

6-5 漁船員科用・機関員科
用教科書の配布

6-6 漁船員科用・機関員科
用教科書の評価

投入
日本側
1． 長期専門家
2． 短期専門家
3． 研修員受入れ
4． 機材供与
5． 現地業務費

テュニジア側
1． 土地、建物、機材提供
2． 予算措置
3． 人員配置
4． 資機材購入

投入
日本側
1． 長期専門家

4名：96MM
2． 短期専門家

5名：13MM
3． 研修員受入
本邦：9
モロッコ：4

4． スタディツアー
モロッコ：2
セネガル＆モーリタニ
ア：2

4． 機材供与
4,500万円 ：1998年度
7,700万円 ：1999年度
3,400万円 ：2000年度
500万円 ：2000年度

5． 現地業務費
260万円 ：1998年度
460万円 ：1999年度
450万円 ：2000年度

投入
テュニジア側
1． CFPPマハディアの施設
（航海計器棟、ワークシ
ョップ）
TD 41,000 ：1999年
TD108,000 ：2000年

2． 予算措置
TD11,500 ：1998年
TD11,000 ：1999年

3． 人員配置
カウンターパート配置：
12名

4． 資機材購入
TD 6,000 ：1998年
TD 6,000 ：1999年
TD19,200 ：2000年

5． 訓練船改造
TD90,000 ：1999年
TD14,970 ：2000年

・ 技術移転を受けた教官
が継続して CFPP マ
ハディアで勤務し続け
る。

・ 機材の輸送・通関に遅
延がない。

・ 訓練船、訓練機材が常
に稼働し、運用でき
る。
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1．妥当性

（評価時におけるプロジェクト計画の妥当性の検討）
（1）上位目標の妥当性
・ 受益者ニーズとの整合性
・ 開発政策との整合性

1）テュニジア政府は「第 9次経済・社会開発計画（1997～2001
年）」において職業訓練制度の改善・強化を掲げており、漁業
訓練に関しても「職業訓練システムの向上」を同計画において
めざしており、プロジェクトの上位目標は妥当である。

2） 2001 年 3 月の閣議において青魚の生産能力を強化するため
に、生産・加工・商品化に係る統合的計画の実施について発表
があった。CFPP マハディアは青魚資源の活用をめざした訓練
を展開していく方針であり、テュニジアの水産政策と合致する
ものである。

3） 2001 年 1 月の機構改革において、農業省のなかに漁業副大
臣が任命された。従来農業、漁業の異なるセクターは一人の農
業大臣の下で扱われていたが、同機構改革はテュニジアが今後
漁業セクターを強化していく方針であることを示すものであ
る。

（2）プロジェクト目標の妥当
性

・ 上位目標との整合性
・ 実施機関の組織ニーズと
の整合性

　CFPP マハディアはテュニジアにおける初級漁業訓練分野の
中心的な存在であり、近年は年間 100 名～160 名の訓練生に対
して職業訓練を実施すると同時に、他の漁業訓練センターの教
官や現業漁家に対する再教育と再訓練を実施している。本プロ
ジェクトにおいて、テュニジア側が重視している資源管理のテ
ーマを中心に扱ったセミナーは、テュニジア漁業関係者に対し
て本テーマについて理解を促進する意義深い機会となり、この
分野において CFPP マハディアの果たした役割は今後のテュニ
ジア漁業界の発展に寄与するものと判断される。

（3）上位目標、プロジェクト
目標、成果及び投入の相互
関連性に対する計画設定の
妥当性

　プロジェクト目標・成果・活動・投入の相互関係については、
目的－手段の関係が認められ、合理的な計画が設定された。本
プロジェクトで導入された機材や移転された技術は新しい内容
であり、テュニジアの漁業施策にも合致することから、訓練内
容が陳腐化していた CFPP マハディアのみならずテュニジアに
おける漁業訓練の充実化・活性化に貢献する可能性をもつもの
である。

（4）妥当性を欠いた要因
（ニーズ把握状況、プロジ
ェクトの計画立案、相手国
の実施体制、国内支援体制
等の観点から記述）

特になし。
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2．有効性
（1）プロジェクトの各「成果」が「プロジェクト目標」につながったその度合い。
プロジェクト目標の達成度
　訓練施設の向上にあたっては、レーダーシミュレーター、画像・データ解析装置、航海術訓練
機材、航海訓練用機材施設設備の拡充化が図られた結果、従来座学中心であった訓練内容が操作・
活用などの実務訓練を伴う内容となり、硬直化していた教材や訓練形態が改善された。これらの
供与機材は、運用・保守方法ともにカウンターパートによって習得されており（一部高度電子機
器は除く）、稼働状況もおおむね順調である。しかしながら、供与機材の到着が大幅に遅れたこ
ともあり、使用開始後それほどたっていないため稼働状況については引続きモニタリングする必
要がある。
　本プロジェクトにより新たに導入された漁法として（1）棒受け網漁法、（2）マグロ延縄漁法、
（3）ジャンボシステム、（4）大目刺網漁業などがあり、特に（1）（2）の漁法についてはテュ
ニジア側からの反響が大きかった。改良型漁獲物処理に関する技術などの漁業技術は、プロジェ
クト実施中にカウンターパートが習得した技術を既にテキストに盛込むなど目に見える効果があ
った。
　テキスト作成についてはボトムアップ型アプローチにより進められたところ、習得した技術を
自発的にテキストに反映させるなど、移転された技術はカウンターパートが独自に運用・展開で
きるレベルに達している。訓練コースに導入した結果、訓練生の学習意欲の向上にも寄与するな
どの効果もみられ、教科書が存在せず指導方法が統一していなかった導入前と比べてセンターの
機能強化に大きく貢献した。
　上述のとおり、供与機材の有効活用により実習訓練の質的向上が図られ、また訓練対象漁業・
技術が多様化したことから訓練機能はかなり強化され、目標達成度は高いものと評価できる。

成果の達成度 プロジェクト目標達成につながるのを阻害す
る要因

成果 1：供与機材が CFPP マハディアの教官によ
って運用される。
・供与機材については航海計器やレーダーシミュ
レーター等の運用について担当教官が日本で技
術研修を受けたこともあり運用技術については
おおむね習得している。

・保守管理・運用の技術移転は完了しており、一
部機材を除き稼働状況は良い。

特記事項なし

成果 2：新・改良型漁具漁法に関する技術が CFPP
マハディアの教官に導入される。
・沿岸漁業実態調査結果に従って、まず曳縄、底
刺網の試験操業が実施された。続いて関連供与
機材が到着した後、棒受け網漁業、延縄、引縄、
カゴ漁業、大目刺網漁業、三枚網漁業、ジャン
ボシステム等のデモンストレーション、試験操
業が実施された。カウンターパートは沿岸漁業
の特性を理解し、これらの新・改良型技術を独
自に応用・展開してレベルにおおむね達してい
る。

・マグロ延縄漁法については、漁法の特性や漁業
技術全般についての試験操業が行われ、同結果
をもとに日本式マグロ延縄漁法の導入可能性に
ついて評価が行われた。

特記事項なし
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成果 3：改良型漁獲物処理に関する技術 CFPP マ
ハディアの教官に導入される。
・一般漁獲物処理技術に関しては、技術移転が行
われ、訓練教科に取り入れられ実践されてい
る。

・生鮮マグロに特化した漁獲物処理技術について
は短期専門家の人選が遅れた。

特記事項なし

成果 4：漁業資源管理の概念が CFPP マハディア
の訓練コースに導入される。
・ワークショップが開催され全国から有識者、漁
業教育・訓練機関の代表者が一堂に会し、漁業
資源管理に関する決議や提言が採択され、同テ
ーマの概念の共有化が図られた。

特記事項なし

成果 5：改定カリキュラムが見直される。
・現行カリキュラムのレビューが行われた。当
初、このレビューを基に改定カリキュラムが試
験的に導入され、試験的施行結果に基づいて評
価が行われる予定であったが、2000 年 4 月の
第 2 回プロジェクト運営合同委員会でこれらの
活動のキャンセルが合意された。今後、本プロ
ジェクトにおいて作成されたテキストの評価セ
ミナーに基づいて係る提言がなされる予定であ
る。

特記事項なし

成果 6：テキストが訓練コースに導入される。
・漁労科において、11 科目中 9 科目において教
官用教科ガイドと生徒用学習ノートが作成さ
れ、訓練に導入された。

・また機関員科において、12 科目中 7 教科にお
いて訓練に導入された。

・各教官自身によるテキストや教科の作成が可能
となり訓練に反映されている。

・未完成のテキストについてはカウンターパート
が作成のノウハウを熟知しておりカウンターパ
ートのみで完成させることが可能と思われる。

特記事項なし

（2）プロジェクトの各活動が成果につながった度合い
活動の状況 成果につながるのを阻害した要因
活動 1（訓練施設関係）
・現存するセンターの訓練機材の使用状況とそ
の性能のチェックを行った。

・新規購入の必要性のある機材のリストを作成
した。

・機材の購入・輸送が行われた。
・機材の据付・試運転が行われた。

・テュニジア側による、上屋建設の遅れにより、
漁獲物処理訓練機器の搬入・据付・試運転が
遅れ、伴って技術移転の開始時期も遅れた。

・レーダーシミュレーターが貿易管理令の変更
により急遽特別輸出許可の取得が必要とな
り、そのため数か月の船積みの遅れが生じた。
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活動 2（漁具漁法関係）
・テュニジアの全漁業訓練学校（4 校）及び訓
練センター（6 校）を訪問し、聞き取り調査
を行った。

・マハディア地区の漁船、修理工場、漁業組合
を訪問し、聞き取り調査を行った（当方計画
では、本実態調査の項目は、漁業分野でのみ
行う予定であったが、漁船機関分野について
も本項目を含めた）。

・マハディア地区の沿岸漁船の操業（主な漁法
であるランパラ網、カジキ類延縄、三枚網、
シイラ網）に立ち会い、マハディア地域の沿
岸漁業の実態調査を行った。

・立縄、引網、底刺網漁業、延縄、カゴ漁業の
試験操業を行った。

・棒受け網漁業、大目刺網漁業、三枚網漁業、
デモンストレーションが実施された。

・マグロ延縄漁業についてモロッコ式延縄漁具
製作及びその漁法における試験操業が実施さ
れ、ワークショップが開催された。

・マグロ延縄漁業に関しては 2000 年 10 月の
「資源管理セミナー」で上記の操業結果・評
価が発表、協議された。

・担当専門家のフランス語能力が聞き取り調査
を実施できるほどではないため、調整員の通
訳を要している。そのため調査範囲と時期の
制約が生じた。

・テュニジアの政府機関は概して情報公開に協
力的にはないので、かなり強引に要求しない
と必要とされる資料が入手できない。

・民間漁船の操業に立ち会うための許可取得に
時間を要した。

・漁具の入手に時間を要した。
・既存の訓練船（トロール船）をマグロ延縄漁
法の訓練船に改造するのに当初想定していた
以上の時間を要した。

活動 3（漁獲物処理関係）
・マハディア地区の巻網、トロール、三枚網漁
業船に乗船し、船上漁獲物処理の実態調査を
行った。

・マハディア地区の漁獲物水揚港での水揚げ作
業、及び魚市場における鮮魚販売の実態調査
を行った。

・カウンターパート、普及担当官を対象にワー
クショップを開き、改善された船上漁獲物処
理法の実習を伴った指導を行った。

・冷凍保存による鮮度保持技術については、実
習棟建設工事の遅れから訓練機器の搬入・据
付に至らず、セミナー形式で紹介・指導され
た。

・他の漁業訓練学校・センターの漁獲物処理訓
練担当教官、現業漁獲物処理の関係者を対象
にしたセミナーを開催し漁獲物品質管理の概
念の啓発を行った。

・カウンターパートを対象に新規導入された漁
獲物処理法の本科教科指導を行い、テキスト
作成に協力した。

特記事項なし
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活動 4（資源管理関係）
・テュニジアにおける資源管理の実態調査と関
連情報の収集を行った。

・上記データを基に沿岸漁民参加型の資源管理
方式のドラフトが作成された。

・ 2000年 10月に資源管理セミナーが開催され
た。同セミナー開催にあたり、同年 4 月より
準備が進められ、セミナー討議資料として関
連機関から提出された 17 の技術レポートが
配布された。

・上記セミナーの内容を反映した漁業教育・訓
練のためのマニュアル再編集が行われた。

特記事項なし

活動 5（カリキュラム関係）
・現行カリキュラムのレビューを行った。
・各センターのカリキュラムの比較・検討を行
った。

・ 2000 年 4 月の第 2 回プロジェクト運営合同
委員会において改定カリキュラムの試験的導
入とその結果に基づく評価についてはキャン
セルが合意された。

特記事項なし

活動 6（テキスト関係）
・テュニジアにおける漁業教育・訓練における
講義の実態調査を行った。

・センターの教官、訓練機関の関係者とのテキ
ストブック採用に関する協議を行った。

・上記、調査結果、協議内容より実用的テキス
トブックの採用様式を決定し関係庁の合意を
得た。

・各担当教官に対するコンピューター活用によ
る教科書作成の訓練を行った。

・各担当教官が教科ガイドの作成を行った。
・ JICA 専門家が技術的追加ノートの作成を行
った。

・ワークショップを開催してテキストブックの
導入経過、使用法を説明した。

・編集されたテキストブックの校正を行った。
・プロジェクトのコピー機を使用して印刷を行
い、簡易製本を行った。

・完成したガイドを担当教官に、学習ノートを
生徒に配布し、クラスにおける実際の使用が
始まった。

・コンピューター搬入の遅れにより、編集作業
開始が遅れた。

・コンピューター不足により編集に遅れがみら
れた（平成 11年度供与機材で対処）。

・現地調達で購入したコピー機に故障が多く、
印刷作業に時間がかかった。

・機関員科に関しては担当専門家のフランス語
能力の不足により、教科書編纂を支援するに
は、かなりの時間と労力を費やしている。

・機関（2年生）担当の教官は 2001年 6月をも
って定年退職することもあり、教科書の必然
性を認めておらず、作業ができない。

活動全般 ・技術移転は仏語を用いて行う必要があるが、
仏語が十分できる人材を人選することは難し
い。そのため、通訳を介しての技術指導とな
るので、当初予定以上の時間を要している。
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3．効率性

（プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度を把握し、手法、方法、費用、期間

等の適切度を検討）
効率性については、日本側の機材供与、テュニジア側の施設供与のタイミングが計画時期より遅
れ、技術移転の実施に影響を及ぼしたことから低いと判断される。
（1）投入のタイミングの妥当

性

（日本側）
・専門家の派遣 ・長期専門家 4名はほぼ計画どおりに派遣された。

・短期専門家 7 名はほぼ計画どおりに派遣されたが、一部適当
な人選が遅れ漁期を逃し、技術移転実施を延期したり、活動
の内容と規模に応じて派遣時期を分割した活動もあった。

・当初漁船機関分野の専門家を短期専門家（10 か月×2 回の予
定）として派遣したが、効果的な活動のため、長期専門家（26
か月）へ変更した。

・機材の供与 ・機材供与のタイミングには下記のような事情により全般的遅
れが生じた。
－ 特殊機材が多く、購送に時間を要した。
－ レーダーシミュレーターが貿易管理令の変更により急遽特
別輸出許可の取得が必要となり、そのため数か月の船積み
の遅れが生じた。

－ 購入手続きが煩雑で納入までに手間、時間がかかる。
・特定の時期に必要な一部機材（マグロ延縄用漁具）は、空送
を行い、必要な時期に合わせた。

・研修員の受入れ ・ 7名が本邦での研修を、4 名が第三国（モロッコ）での研修を
計画どおりの時期に受けた。

・現地業務費 ・総額 12万 7,000TDの現地業務費が投入された。

（相手側）
・土地、施設、機供の措置 ・ CFPP マハディアの訓練船（Mahdia III）を漁期までにマグ

ロ延縄漁業の実習が行えるように改良したが予想以上に時間
がかかった。

・供与機材の到着前にレーダーシミュレーター訓練棟の建設を
行った。

・上屋建設が当初の計画より遅れており、漁獲物処理訓練、工
作機械に関する機器の搬入・据付・試運転が遅れた。

・カウンターパートの配置 ・合計 12名のカウンターパートが適切に配置された。

・ローカルコストの負担 3年間で総額約 32万 TDが投入された。
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投入と成果の関係（投入の量・質と成果の妥当性）
（日本側）
・専門家の派遣

・長期専門家の人数と担当範囲、技術移転の対象人数の関連に
ついては、専門家の人数が少ない、若しくはカウンターパー
トの人数が多い、という回答が多く上がった。実際、長期専
門家がカバーする技術移転の範囲は広範囲で、各活動に対す
る技術移転は時間的制約を受けざると得なかった。

・仏語通訳を介しての技術指導となるので当初想定していた以
上の時間を要した。

・短期専門家の派遣は分野によっては先方国におけるテーマの
重要性からかんがみて派遣期間が不足しているものも見受け
られた（例：漁獲物処理）。

・機材の供与 ・全般的に有効活用されているが、一部の供与機材（レーダー
シミュレーター）に動作不具合が見受けられた。

・アフターサービス・価格の面から現地調達が有利であると思
われるものは積極的に現地調達を行っており、機材の運営管
理・保守管理に効果的にはたらいている。

・研修員の受入れ／スタディツ
アーの実施

・計 9 名の本邦研修を行ったが、日本での技術研修を受けたこ
とが機材運用に係る順調な技術移転に寄与し効果をあげた。

・計 4 名を受入れたモロッコでの第三国研修については、言葉
の問題がなく環境面が似ていることから効果的であった。

・計 2 名がモロッコの漁業訓練学校へのスタディツアーに参加
した。

・計 2名がセネガル／モーリタニアへの FRPボートを使用した
沿岸漁業に係るスタディツアーに参加した。

（相手国側）
・土地、施設、機材の措置

・当初計画していた民間マグロ延縄船の借り上げがテュニジア
側の法律上できなくなり、急遽 CFPPマハディアの訓練船（マ
ハディアⅢ）にマグロ延縄用ラインホーラーを装備してマグ
ロ延縄漁業の実習が行えるように改良した。改良に想定して
いた以上の時間を要したが結果的には同訓練船で日本式マグ
ロ延縄漁業訓練が可能であることが証明され所定の成果をあ
げることができた。

・しかしながら同訓練船は船齢 27 年を経過しており故障修理に
時間と費用を要している。

・カウンターパートの配置（資
質、経験等）

・カウンターパートの異動は CFPP 校長の 1 名のみであり、結
果的にはより協力的な新校長の赴任によりプロジェクトが活
性化した。

・カウンターパートの資質は本プロジェクトの技術移転を受け
るには十分高く、定着率も非常に高い。また、習得した技術
をマニュアル作成やテキスト作成に活用していく等全般的に
は学習意欲や士気も高い。

・ローカルコストの負担 ・問題なし
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（3）無償等他の協力形態との
リンケージ／JBIC、第三
国国際援助機関による協
力とのリンケージ

・フランスのルアール・アトランティック県により供与された
漁業訓練船（50t中古－船齢 27年－トロール船：Mahdia III）
は十分に活用されている。
　2000年 6月にテュニジア政府より、CFPP マハディアの訓
練船代船 2 隻、訓練施設の拡充に関する無償資金協力の要請
が出された。これを受けて、JICA は同年 10 月に妥当性を評
価するため基本設計調査団を派遣し、上記要請内容の妥当性
が確認された。同調査のドラフトファイナル調査団が本年 1
月に派遣された。係る機材供与は本プロジェクトの自立発展
性を確保するためには効率的であると考えられる。

（4）その他 ・特になし

4．インパクト

（プロジェクトが実施されたことにより生じる直接的、間接的なプラス・マイナスの効果を検討）
効果の広がり
（1）直接的プラスのインパク

ト（「プロジェクト目標
レベル」）

（2）間接的プラスのインパク
ト（「上位目標」レベル）

1）当該国漁業関係者へ与えたインパクト
　本プロジェクトの一環として全国の漁業関係者向けに実施さ
れた漁業資源管理のセミナーは、これまではあまりみられなか
った最終裨益団体と監督官庁とのコミュニケーションの場を提
供するなど予想以上の効果をあげ、プロジェクトの意義が認識
された。

　漁業家に与えたインパクトとして、巻網やマグロ延縄漁法が
紹介された後、現業漁家が情報収集のためにプロジェクトにコ
ンタクトしてくるなどの波及効果があげられる。また航海計器
のデモンストレーションも、これまで運用方法についての知識
があまりなかった漁民にとって運用方法を学ぶ機会となり大き
な反響があった。

2）その他
　JICA 技術交換スキームを通じたモーリタニアの同分野の関
係者との交流では、テキスト作成についてはノウハウの技術移
転に係る要望が出されるなど本プロジェクトの意義と効果が認
められた。

（3）マイナスのインパクト 特になし
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5．自立発展性

（終了時評価時における自立発展の見通しを、自立発展に必要な要素が整備されつつあるかを中

間評価時のものと比較しながら検討）
自立発展の見通し

（1）制度的側面
（政策的支援、スタッフの
配置・定着状況、類似組織
との連携、運営管理能力等
の観点から記述）

1）CFPP マハディアは 35 年以上の歴史を有しており、教官の
定着率が高く、今後は大学卒のエンジニアクラスの教官の配置
による組織力強化の計画はある。

2）しかしながら、CFPP マハディアは、他の漁業訓練センター
の教官や現業漁家や業者に対し移転された技術を普及する役割
を担っていることからすると、本科や臨時コースについては今
後も問題なく運営されると判断するが、普及活動については、
実施方針が定まっていないことや現訓練体制とマンパワーが不
十分であることから現体制のまま遂行していくことは懸念さ
れ、上記組織強化・改善の早急なる実行が望まれる。

上記より制度面については中程度と判断される。

（2）財政的側面
（必要経費の資金源、公的
補助の有無、自主財源、経
理処理的状況等の観点から
記述）

1）CFPP マハディアの運営・維持管理費用に関しては、今後も
テュニジア政府からの財源が確保されている。また訓練船の漁
獲物の売上げも使用可能であり、プロジェクト開始以降上記売
上収入は増加しているが、この部分の財源もある程度望める。

2）高度な電子機器の故障時の対応については若干不安が残るも
の供与機材の維持管理費用の財源については問題はない。

3）これまで高額の維持費を要していた既存の訓練船の代船とし
て 2 隻の訓練船が 2002 年に日本の無償資金協力で供与される
ことになり、テュニジアの財政面での負担が大幅に軽減され
る。

以上のことから財政面での自立発展性はやや高いと判断され
る。

（3）技術的側面
（移転された技術の定着状
況、施設・機材の保守管理
状況、現地の技術的ニーズ
との合致状況等の観点から
記述）

1）本プロジェクトで移転された技術のうち、新／改善型漁法、
漁獲物処理技術、資源管理、テキスト作成などについてはカウ
ンターパートが既に実践に至っていることなどから移転された
技術はおおむね順調に定着していると判断される。また今回作
成されたテキストにより訓練内容の統一化が図られつつあるこ
とから、今後、教官が交代しても内部での技術移転は継続され
ていくと思われる。

2）供与された機材の保守・修理を含む維持管理については、一
部の高度電子機器については対応できないものがあるが、故障
時の対応システムは確立している。

以上のことから財政面での自立発展性はやや高いと判断され
る。

その他 特になし。
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6．提言と教訓
1．提言：延長又はフォローア
ップの必要性

（必要な分野／方法／実施のタ
イミング・理由）

　テュニジア側の行う予定であった普及活動を除き、当初の目
標はほぼ達成されたことから、本プロジェクトは予定どおり 3
年間で終了することが妥当である。

　今後の自立発展性の確保のためには供与機材のメンテナンス
のための継続的な予算の確保や、カウンターパート自身による
情報収集等の自助努力が必要である。加えて、日本からの継続
的なバックアップが望まれる。

　普及活動に関してはテュニジアとしての普及活動の実施方針
を明確化し、センターと他機関の役割分担を明らかにしたうえ
で人員の配置を含む体制整備をまず考えるべきである。

　また、人材育成プロジェクトは効果の発現に時間がかかるも
のであることから、教官の訓練能力や技術レベルや卒業生の就
職状況など訓練内容やその効果に関して引続きモニタリング
し、そのための体制も整備していく必要がある。

　我が国の無償援助による新訓練船の供与については、訓練船
の習熟作業と同船による効率的な日本式漁業技術の移転を図る
ことも必要であろう。

2．教　訓 　3 年間という短期間に効率的に技術移転を行っていくために
は、初年度に全供与予定機材の 8 割程度を前倒しで供与するな
どの工夫が必要である。

　仏語圏で実施するにはコミュニケーション上の生じ得る問題
を加味し、英語圏に比して短期専門家の派遣期間も含めて全体
の期間に余裕をもたせるべきである。

　本プロジェクトのように長期専門家の担当範囲が多岐にわた
る場合には、実施段階で見直しをしながら必要に応じて短期専
門家を投入するなどの柔軟な対応も検討する必要がある。

　今後普及活動をプロジェクトの一環として実施していく場合
には、概念を明確化し、カウンターパート、専門家の活動の内
容を具体化しておく必要がある。

　PCM 手法に関しては、本来 PCM 手法がもつ利点を効果的に
生かしてくためには、計画段階、実施段階で PDM の見直しを行
っていくことが必要である。こうしたその作業過程を通じて、
各活動の定義が明確化し、問題意識や目標の共有化が図られ、
共通のベースが構築されていくのではないかと思われる。また
その際に評価項目についてもあらかじめ説明をし、指標の設定
や情報収集方法なども一緒に行うことで、プロジェクトに対す
る主体性や自立性が確保される。
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