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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、コスタ・リカ国からの技術協力の要請を受け、平成 14 年

10 月より同国ニコヤ湾沿岸における持続的漁業管理計画を開始しました。 

 この度協力開始 3 年目にあたり、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、日本及びコスタ・リカ両国がとるべき措置を両政府に提言することを目的と

して、平成 17 年 4 月 11 日から同年 5 月 1 日までの間、運営指導(中間評価)調査団を派遣い

たしました。 

 調査団はコスタ・リカ国政府関係者や派遣専門家と協議を行うとともに、プロジェクト・

サイトの現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て調査結果を本報告書に取りまとめま

した。 

 今回の調査・協議の結果が本計画の協力目標達成に役立つとともに、この技術協力事業

の実施が、今後の両国の友好・親善の一層の発展に寄与することを期待いたします。 

 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 17 年 11 月 

 

国際協力機構 

農村開発部 

部長 古賀重成 

 



  

プロジェクト・サイト位置図 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

EBM 
施設、設備及び業務の概略を説明す

るカウンターパート（細菌検査） 

EBM 
施設、設備及び業務の概略を説明す

るカウンターパート（貝毒） 

EBM 
施設、設備及び業務の概略を説明す

るカウンターパート（化学的鮮度測

定

EBM 
施設、設備及び業務の概略を説明す

るカウンターパート（耳石） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBM 
ミニワークショップを実施 

プロジェクトの方向性について意見交換 

Tarcoles の漁民 

San Jose のマーケット 
ワークショップ参加者も多い 

ナショナル大学（本校） 
ミニッツ署名 



  

略語一覧 

 

APO Annual Plan of Operations 
ATCP Annual Technical Cooperation Program 
C/P Counterpart Personnel 
EBM Marine Biology Station (Estacion de Biologia Marina) 
INCOPESCA Costa Rican Fishing and Aquaculture Institute (Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura) 
JCC Joint Coordinating Committee 
JICA Japan International Cooperation Agency 
MAG Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganaderia) 
MIDEPLAN Ministry of National Planning and Economic Policy (Ministerio de Planificacion Nacional 

y Politica Economica) 
PDM Project Design Matrix 
PDM Ver.1 Initial version of PDM of which the project has started. 
PDM Ver.2 Present version of PDM on the Minutes of Meeting dated July 2, 2003 by the Project 

Consultation Team. 
PO Plan of Operation 
R/D Record of Discussions 
TCP Technical Cooperation Program 
UNA National University (Universidad Nacional) 

 



  

中間評価要約表 
 

I. 案件の概要 
国名：コスタ・リカ 案件名：ニコヤ湾持続的漁業管理計画 

分野：水産 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：農村開発部 

第三グループ 水産開発チーム 

先方関係機関：ナショナル大学、水産庁 

協力期間：2002 年 10 月 1 日～2007 年 9 月 31 日 

（R/D） 

日本側協力機関：農林水産省(水産

庁)、文部科学省(国立大学) 

１． 協力の背景と概要 

コスタ・リカ国（以下「コ」国）における水産業の主体は、小型漁船による沿岸・沖合

漁業である。年間漁獲量の殆どが太平洋沿岸の水揚げで占められ、カリブ海沿岸の水揚げ

量は僅かに過ぎない。太平洋沿岸中央部に位置するニコヤ湾は同国有数の漁場であるが、

今日では漁業者の増加、環境の悪化により、ニコヤ湾における水産資源の減少が懸念され

ている。 

 係る状況下、ニコヤ湾における海洋資源の効果的な利用及び持続的な管理技術を習得す

ることを目的に、「コ」国は本プロジェクトを日本国政府に要請した。同要請を受けて JICA

は 2001 年 2 月より要請背景の調査、PCM 手法によるワークショップ、プロジェクト枠組

みの形成など 3 回の短期調査を実施した(第 1 回：2001 年 2 月、第 2 回：2001 年 9 月、第

3 回：2001 年 11 月)。これらを踏まえて、2002 年 7 月に実施協議調査団が派遣され、プロ

ジェクト実施体制の 終確認を行い、5 年間の技術協力プロジェクトとして、合意がなされ

た。プロジェクトは、2002 年 10 月から開始され、チーフアドバイザー、業務調整員、資

源管理、品質管理の計 4 名の長期専門家により活動が行われている。 

 プロジェクト開始半年後、プロジェクト活動状況と相手国の実施体制を確認することを

目的として、2003 年 6 月に運営指導調査団が派遣され、相手国側との協議により PDMVer.2

が作成された。 

 

２． 協力内容 

(1) 上位目標： ニコヤ湾及びその周辺地域で零細漁業者が持続的な漁業をできるようにな

る。 

(2) プロジェクト目標：ナショナル大学（UNA）及び水産庁（INCOPESCA）が、ニコヤ湾

及びその周辺地域で漁業資源管理ならびに品質管理により、持続的な漁業システムを構築

する。 

(3) 成果 

1) プロジェクト･ユニットの管理体制が整備される。 

2) 漁業資源管理及び品質管理に必要な機材が整備され、適切に設置、運転、維持管理



  

される。 

3) カウンターパートの資源管理及び品質管理分野の技術力が向上する。 

4) ニコヤ湾に適した漁業資源管理及び品質管理方策の戦略及び計画が、策定、採用、

勧告される。 

5) 資源管理及び品質管理の概念が零細漁民の間に普及される。 

(4) 中間評価時点での投入 

日本側： 

  長期専門家派遣  4 名  機材供与：321,517.94 ドル（33,759 千円） 

  短期専門家派遣  7 名  現地業務費：120,197.74 ドル(12,621 千円) 

  研修員受入    8 名 

 相手国側： 

カウンターパート配置  27 名 

  土地、施設提供 

  ローカルコスト負担  717,283.20 ドル  (UNA:340,905.20 ドル) 

(INCOPESCA:376,378 ドル) 

II. 中間評価調査団の概要 
調査者 (担当分野：氏名  職位) 

総括   三国 成晃  独立行政法人国際協力機構  

国内事業部管理グループ総務チーム長 

資源管理 嶋津 靖彦  元独立行政法人水産総合研究センター 

研究企画担当理事 

評価分析 東野 英昭  (株)レックス・インターナショナル 

            シニアコンサルタント 

計画評価 酒井 紀久子 独立行政法人国際協力機構  

農村開発部第三グループ水産開発チーム 

ジュニア専門員 

調査期間 2005 年 4 月 11 日～2005 年 5 月 1 日 評価種類：中間評価 

III. 評価結果の概要 
１． 評価結果の概要 

(1) 妥当性 

プロジェクトの妥当性は、以下の理由により高いものと判断した。 

1)コスタ・リカ国の政策との整合性 

持続的な漁業を構築し、 終的には零細漁民の生計向上を目指す本プロジェクトは、

｢コ」国の優先課題である「貧困の削減と国民の生活の質向上」と高い整合性を持つもの

である。 

 

2) ターゲットグループのニーズとの整合性 

 ｢コ」国側の実施機関であり、プロジェクト活動の直接の対象であるコスタ・リカ国立



  

大学（以下、UNA）と水産庁（以下、INCOPESCA）は、零細漁民のニーズであるニコヤ湾

の持続的漁業の構築について、研究と行政の両面から成果を挙げることが期待できるた

め、技術移転のターゲットグループとして妥当な選択であると判断した。 

 

3) 日本の援助政策との整合性 

 日本政府は、｢コ」国を、中米における、民主主義の進展と開発の推進力として機能す

ることを期待しており、両国の長年に亘る友好関係を考慮して｢コ」国に対する援助を継

続する方針である。 

 また、本プロジェクトは、 終的に零細漁民の生計向上を目指しており、その手段と

して持続的な漁業の構築を用いることから、天然資源管理の観点からも、今後の日本の

対｢コ」国援助方針と合致するものであると判断した。  

 

4) 資源管理分野における日本の技術的優位性 

 日本における資源管理や品質管理の研究の歴史は長く、水準は世界のトップレベルで

ある。水産庁の指導の下に、漁業調整委員会、漁業協同組合等と連携して各地域の資源

管理を実施してきた経験を有し、コスタ・リカに技術移転をすることは妥当であると判

断した。 

 

(2) 有効性（目標達成の可能性） 

プロジェクトの有効性（目標達成度）は、以下の理由により妥当なものであると評価し

た。 

 

1) 成果の達成状況  

 運営管理の体制確立と、プロジェクト後半の活動に必要である資源管理と品質管理分

野の知識と技術の移転は、ほぼ予定通り達成されている。 

 

2) プロジェクト目標の達成度 

 資源管理と品質管理分野における技術移転の進捗、並びに啓蒙活動等の実績から、プ

ロジェクトの目標達成に向かって、順調に進んでいる。  

 持続的な漁業の構築を提言するためには、漁業に関わる様々な組織の役割の明確化、

行政や法的な施策の視点を含めて戦略と計画を策定する必要があるため、これらの活動

の強化が後半の課題となる。 

 

(3) 効率性 

プロジェクトの効率性は、以下の理由により高いものと判断した。 

 

1) 投入実績 

全体としては、適切に投入を行ってきており、投入が成果に結びついた。 

 現時点で、｢コ」国側のカウンターパートの投入に問題はないが、これまでに、管理部

門を含めて、交代が繰り返されてきたので、安定した配置が望ましい。 

 機材供与については、維持管理のための費用が、｢コ」国側の手続き上の問題から、適

時に執行できなかったため、今後も引き続き課題となる。 

 

2) 成果の達成状況 

 成果の達成状況（4.1.3）で述べたように、成果は予定通り発現しており、達成に関し

て、特筆すべき阻害要因はないと思われる。 



  

 

(4) インパクト 

 中間評価の時点で、インパクトの評価は、時期尚早であると思われるが、関係者から、

以下の正のインパクトが報告された。 

 

1) 政策上のインパクト 

プロジェクトで収集したエビの成熟に関するデータが、禁漁期の設定の際に用いられ

た。 

 

2) 組織に関するインパクト 

本プロジェクトの下で、UNAと INCOPESCA両者の間に、連携の下地ができた。 

プロジェクトに参加した結果、カウンターパートが、業務に対してより前向きで積極

的な姿勢を見せるようになった。 

 

3) 技術的なインパクト 

 様々なプロジェクト活動の中に、｢コ」国側カウンターパートにとって新規の、或いは、

新しい要素を含む、技術、知識の移転が含まれており、カウンターパートの技術的な向

上をもたらした。  

 

(5) 自立発展性 

 中間評価の時点で、プロジェクトの自立発展性は、妥当なものであると判断するが、

終了時評価の時点で、より詳細な検証が必要である。 

 

1) 政策面 

 プロジェクトは、 終目標としてニコヤ湾周辺の零細漁民の生計向上を目指しており、

｢コ」国の国家政策と整合性が高い。従って、プロジェクトは日本による協力期間終了後

も、｢コ」国政府の政策的な支援を期待できると思われる。 

 

2) 組織面 

 UNAと INCOPESCAは、両者とも、組織としての基盤を備え、プロジェクト期間終了後も、

持続的な漁業を構築するための活動を継続できる有能なスタッフを有している。しかし、

移転された技術を蓄積し、組織内で蓄積された技術を広めていく仕組み作りがまだ十分

ではない。UNAと比較すると、INCOPESCAは、スタッフの増強が必要である。 

 

3) 財政面 

 UNA 、INCOPESCAとも、協力期間終了後に、プロジェクトの活動を継続していく上で、

短期的には、深刻な財政的問題に直面する可能性は低いと思われる。 

 

4) 技術面 

 現時点で、カウンターパートに対する技術移転が計画通りに、進行中である。 

 

5) 自主性 

 UNAと INCOPESCAは、それぞれの組織の立場から、持続的な漁業の構築のために、高い

意欲と使命感を持って取組んでいることが確認できた。プロジェクト後半は、各役割に

留まらず、プロジェクト目標に向かって、両機関の連携と協調を強める必要がある。 

 



  

２． 結論 

 中間評価調査実施の結果、調査団は、プロジェクトが当初計画通りに進捗し、現行のプ

ロジェクト目標は達成可能と判断された。 

 

1) プロジェクトの運営管理体制  

 中間評価の時点で、プロジェクトの運営管理体制が概ね整い、カウンターパートスタ

ッフについては、当初計画に近い形で配置されている。しかし、交代が頻繁に行われて

きたことに加え、専任のカウンターパートが少ないという課題が残されている。  

 プロジェクト活動に関する意見交換を行い、意思決定を行うためのステアリングコミ

ッティーとコーディネーター会議が開かれている。これに加え、技術的な課題を話し合

うためのテクニカルミーティングが、ほぼ毎月開催され、日本人専門家と技術カウンタ

ーパートスタッフが参加している。 

 

2) 技術移転 

 技術移転は、計画通りに進み、資源管理と品質管理分野で、カウンターパートが、プ

ロジェクト活動を通じて、新規技術を含めた様々な知識・技術を習得した。  

 プロジェクトによって初めて｢コ」国に導入された知識は、資源管理分野では、(i) 魚

の年齢推定のための耳石研究、（ii）資源量推定のためのデータ分析手法、(iii) 漁業経

済調査手法であり、品質管理分野では、（i）K値及び揮発性塩基窒素の測定、(ii)有毒プ

ランクトン種の同定、(iii)ELISAによる分析等であった。 

 

３． 提言と教訓 
(1) 提言 

1) UNAと INCOPESCAの連携の強化 

 プロジェクト開始後、2年半の間に、両機関の努力により、改善の余地は残されている

ものの、連携と協力の下地が出来上がった。 

 今後、後半のプロジェクト期間で、両機関の参画が相乗効果を生み出し、プロジェク

ト目標を達成できるように、連携と協力の強化のため、努力を継続していくことが望ま

れる。 

 

2) プロジェクトの便益を零細漁民に到達させるための戦略と仕組みの明確化 

 資源管理と品質管理分野の技術移転は、ほぼ、計画に沿って実行されつつあり、技術

面から見た場合、プロジェクト目標の達成も十分可能である。 

 しかし、零細漁民が、ニコヤ湾における持続的、安定した漁業の実現のために以下の

視点を盛り込む必要がある。 

 プロジェクトの便益を 終受益者である零細漁民に如何に到達させるのか、プ

ロジェクトで得られたデータ、情報の分析を基にして、プロセスを具体的に示

すこと。 

 UNAと INCOPESCAに加えて、上記の「戦略と計画」に関係する機関、関係者の果

たすべき役割と機能を明らかにし、様々な関係者の連携と協力の上に、持続的

な漁業システムが効率的、効果的に実現できるように配慮すること。 

 

3)  プロジェクトの全体方針や日本の対｢コ」国援助における位置付け等の確認におい

て、関係機関とのコミュニケーション（専門家間、専門家と JICA 事務所／大使館、専

門家と本部）をさらに強化することが望ましい。 

 



  

4) プロジェクトの成果を正確に確認するために、漁獲量、漁業者数、零細漁民の貧困 

状況についてのデータ収集を充実させるべきである。 

 

5) プロジェクトの効率性を高めるために、持続的な漁業管理モデルといったプロジェ

クトの成果を、中米・カリブ全体へ裨益させる方策についても検討する価値があると

考えられる。（中米統合機構との連携等） 

 

(2) 教訓 

 本プロジェクト開始当初から現在に至るまで、日本側、｢コ」国側の間で、カウンターパ

ートの配置に関する議論が行われており、問題の解決に多くの時間を消費してきた。 

通常、プロジェクト形成時には、不確定要素も多く、また、調査、議論の時間も限られ

ているため、援助国、被援助国の合意形成を完全に行うことは難しいが、円滑なプロジェ

クトの実施のためには、プロジェクト策定時に、より正確で詳細な情報を、援助、被援助

国側で共有するための改善努力がなされるべきである。 
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第 1 章 中間評価の概要  

 

1－1 調査団派遣の経緯と目的 

 

コスタ・リカ国（以下「コ」国）における水産業の主体は、零細漁業者による沿岸・沖

合漁業である。年間漁獲量の殆どが太平洋沿岸の水揚げで占められ、カリブ海沿岸の水揚

げ量は僅かに過ぎない。太平洋沿岸中央部に位置するニコヤ湾は同国有数の漁場であり、

1960 年代には全国総漁獲量の半分以上を占めていたが、今日では他産業からの流入による

零細漁業者の増加、漁獲圧力の増加による乱獲、水質環境の悪化によって漁獲量は減少し、

ニコヤ湾における水産資源の枯渇が懸念されている。 

 係る状況下、ニコヤ湾の海洋生物資源の持続的な利用を行うために、海域の環境を維持

しつつ、環境と調和した漁業生産技術と効果的な水域の利用方法を習得することを目的に、

「コ」国は本プロジェクトを日本国政府に要請した。 

 同要請を受けて JICA は 2001 年 2 月からの 3 回の短期調査（第１回：2001 年 2 月、第

２回：2001 年 9 月、第３回：2001 年 11 月）により、要請の背景及び内容の把握、PCM ワ

ークショップによるニーズの調査、協力範囲・活動計画・実施体制について調査・協議を

行い、優先度が高かった資源管理と品質管理を中心とした協力計画が策定された。これら

の調査結果と協議内容を踏まえ、2002 年 7 月に実施協議調査団が派遣され、プロジェクト

の組織体制、カウンターパートの配置、予算措置など 終協議が実施された。以上により、

本プロジェクトは、5 年間の技術協力プロジェクトとして、2002 年 10 月から開始され、チ

ーフアドバイザー、業務調整員、資源管理、品質管理の計 4 名の長期専門家により活動が

行われている。 

 プロジェクト開始半年後、プロジェクト活動状況と相手国の実施体制を確認することを

目的として、2003 年 6 月に運営指導調査団が派遣され、プロジェクト活動の進捗状況の確

認及び相手国側との協議により、PDMVer.2 が作成された。また、PDMVer.2 に基づいて、

PO、APO、TCP、ATCP についても修正がなされた。また、プロジェクト開始よりカウン

ターパート配置の解釈に齟齬をきたしていたが、計画的な要員配置を行うことで合意した。

さらに、両者は、プロジェクト運営管理について「コ」国側がイニシャティブをとり、効

果的、効率的にプロジェクトを運営すること、プロジェクトのローカルコスト予算執行実

績（2003 年度）および予算計画書（2004 年度）を早急に作成すること、JICA の供与機材

の保守管理は「コ」国側の分担事項であることなどを確認した。 

 本調査団は、プロジェクト開始後 2.5 年を経過した時点で、運営指導調査において作成し

た PDM（PDM Ver.2）、PO 等のモニタリング計画に基づき、プロジェクト目標、成果、活

動及び投入における計画達成度について評価し、さらに PCM 手法による 5 項目評価を行っ

た。また、これらの中間評価の結果に基づいて、PDM の修正を行うとともに、プロジェク
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ト後半について、プロジェクトが目指すべき方向性に関する提言を行った。 

 以上を取りまとめ、合同調整委員会においてコスタ・リカ側と日本側の間で協議を行い、

協議議事録（ミニッツ）を作成し、署名・交換を行った。 

 

 

1－2 調査項目 

 

 本調査団は、プロジェクト開始後 2.5 年間の協力における下記(1)の活動計画の達成状況を

調査・分析した上で、下記(2)評価 5 項目の観点から評価を行い、その結果を日本側及びコ

スタ・リカ両国政府に報告した。 

調査結果に基づき、プロジェクト実施運営上の問題点について対処すべき事項の整理を

行い、プロジェクトの計画内容の修正の必要性や実施体制の問題点などを把握し、以後の

協力期間における活動をより効果的なものにするための提言を行った。 

 

(1) 計画達成度 

1) 投入実績（日本側及びコスタ・リカ側） 

2) 活動の実施状況 

3) 成果の達成度 

4) プロジェクト目標の達成度 

 

(2) 評価（PCM 手法による評価 5 項目） 

1) 計画の妥当性 

2) 有効性（目標達成度） 

3) 実施の効率性 

4) インパクト 

5) 自立発展の見通し 

 

(3) 協力期間後半の活動計画 

 1）PDM（プロジェクト・デザイン・マトリクス）の再検討
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1－3 調査団の構成と調査期間 

 

分野 氏名 職位 

総括 三国 成晃 独立行政法人国際協力機構 国内事業部 

管理グループ 総務チーム長 

資源管理 嶋津 靖彦 (財)海外漁業協力財団登録専門家 

前独立行政法人水産総合研究センター企画担当理事 

評価分析 東野 英昭 (株)レックス・インターナショナル 

シニアコンサルタント(環境・農業開発担当) 

計画評価 酒井 紀久子 独立行政法人国際協力機構 農村開発部 

第三グループ 水産開発チームジュニア専門員 

 

 

 

第 2 章 中間評価の方法 

 

2－1 ＰＤＭ 

 

 本調査団によるプロジェクトの中間評価は、PCM（Project Cycle Management）手法を

用いたモニタリング及び評価に基づいて行い、具体的な評価については、運営指導調査団

派遣の際に改訂された PDM(ver.2)を中間評価用の PDM として使用した。 

 

 

2－2 主な調査項目と情報・データの収集方法 

  

 プロジョクトの実績を、PDM(ver.2)に基づいて、投入、活動、成果、プロジェクト目標

に対する達成度から確認し、これに基づいて、5 項目評価を実施した。各調査項目に対する

データの収集方法は下記の通りである。 

 

(1) アンケート及びインタビュー 

 日本人専門家 4 名並びにカウンターパート 21 名に対してアンケートを配布し、回収され

たアンケート結果を取りまとめた。これに基づき、個別インタビューを実施した。 

 

(2) 現地調査 

 プロジェクト・サイトであるナショナル大学海洋生物研究所（EBM） 及び水産庁
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（INCOPESCA）を視察し、カウンターパートによる施設及び機材の説明を受けた。また、

PDM(ver.2)における指標の入手手段となっている報告書、テキスト等を確認した。さらに、

カウンターパートにより活動内容のプレゼンテーションが実施され、習得した各技術項目

について確認した。 

 さらに、INCOPESCA 分室にある研修/組織課及び 終裨益者となるニコヤ湾沿岸の漁村

を訪問し、漁民及び漁民組織の現状を確認した。 

 

(3) 実績表及び評価表の作成 

 上述の作業結果を基に、プロジェクト専門家、カウンターパート、調査団により、評価

結果のすり合わせを行い、これまでのプロジェクト実績を確認するための実績表、5 項目

評価の素案となる評価表を作成した。 

 

 

 

第 3 章 調査結果 

 

3－1 投入実績 

 

（１）日本側投入 

 

 専門家派遣においては、プロジェクト開始よりチーフアドバイザー/水産行政、業務調整、

資源管理、品質管理分野で長期専門家 4 名が派遣されるとともに 7 名（漁業資源管理、貝

毒測定、年齢査定、鮮度管理、海洋･沿岸資源利用に関する社会評価、資源解析）の短期専

門家が派遣された。 

 研修員受け入れについては、8 名のカウンターパートに対して、漁業管理、資源管理（資

源量解析、漁業統計、年齢査定）、水産物品質管理、毒性プランクトンモニタリング、品質

管理（細菌検査）の分野で本邦研修が実施された。 

 機材供与については 2005 年 3 月末までに、総額 321,517.94 ドル（約 33,759,400 円）の

投入がなされ、実験機材、車両、コピー機、船外機などが供与された。 

 現地活動費に関しては、プロジェクトを円滑に進めるため、2005 年 3 月末までに総額

120,197.74 ドル（約 12,620,800 円）が投入された。また、EBM において 4 研究室が改築

され、INCOPESCA にコンピュータ室が設置された。 

 

（２）コスタ・リカ側投入 
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 2005 年 3 月末までに管理部門 4 名、技術部門 20 名、支援スタッフ 3 名を含めた 27 名の

カウンターパートがほぼ当初計画通りに配置されている。フルタイムで業務に従事してい

るカウンターパートは 11 名となっている。 

 土地・施設に関しては、EBM において日本人専門家執務室 7 部屋及び研究室 6 室、

INCOPESCA において 1 研究室が確保されている。 

 プロジェクト予算としては、スタッフの給与、調査/研究資材費、施設使用費、通信費、

公共料金、消耗品費、旅費、燃料費等、延べ 717,283.20 ドルが計画通り配分された。入手

が難しい、あるいは入手に時間を要する試料及び試薬等の消耗品については、日本側より

投入された。 

 

 

3－2 活動実績 

 

活動 1-1．「C/P配置計画を策定する。」 

27名のカウンターパートが予定通り配置されている。 

 

活動 1-2.「活動計画を策定する。」 

技術協力計画、年間活動計画等の活動計画が策定され、必要に応じて改訂されている。 

 

活動 1-3.「予算計画を策定し、適切に執行する。」 

予算計画が策定され、必要に応じて改訂されている。 

 

活動 1-4.「運営管理システムを構築し、運営する。」 

定例会議が開催され、モニタリング・評価のための合同調整委員会が 2回開催された。 

 

活動 2-1.「機材設置計画を策定する。」 

毎年、機材投入計画が策定され、機材が計画通り設置されている。 

 

活動 2-2.「機材の維持管理計画を策定する。」 

コスタ・リカ側による、機材維持管理計画が策定されなかった。 

 

活動 2-3.「機材の運用及び定期メンテナンスを実施する。」 

日本人専門家及び機材供与者により機材運転研修が実施された。コスタ・リカ側の機材維

持の投入が遅れた。 

 

活動 3-1.「OJTを通じ C/Pの技術力を把握する。」 



 

 - 6 -  

プロジェクトディレクターとチーフアドバイザーにより実施されるカウンターパートの自

己評価は実施されていない。 

 

活動 3-2.「C/Pに対する技術移転計画を策定する。」 

技術移転計画が策定され、進捗は月例会議により確認されている。 

 

活動 3-3.「C/Pに対する技術移転マニュアル及び教材を作成する。」 

資源管理では報告書 14本とマニュアル 6冊、品質管理では教材 8種、報告書 24本、マニ

ュアル 6冊が作成された。 

 

活動 3-4.「C/Pに対する技術移転を実施する。」 

技術移転はほぼ予定通り実施されている。 

 

活動 4-1.「ニコヤ湾における漁業現状を評価する。」 

資源管理、品質管理ともに予定通り実施されている。 

 

活動 4-2.「資源管理及び品質管理に関する技術情報を収集、解析する。」 

(1) 資源管理：水産統計が整備され、生物学的データが予定通り収集されている。 

(2) 品質管理：鮮度管理に係る分析（官能検査、化学的検査、細菌検査）、貝毒モニタリ

ング（有毒プランクトン及び栄養塩モニタリング、マウスを用いた貝肉の毒性試験）が実

施された。 

 

活動 4-3.「主な漁業資源の評価、品質管理法の検討及び貝毒のモニタリングを行う。」 

(1) 資源管理：漁獲及び生物学的データが解析され、対象魚種の資源量解析がほぼ予定通

り実施されている。 

(2) 品質管理：鮮度管理及び貝毒のモニタリングが予定通り進捗している。 

 

活動 4-4.「漁業資源管理システム及び貝毒のモニタリングを含む品質管理方法を確立す

る。」 

現在開始されておらず、プロジェクト後半に実施予定である。 

 

活動 5-1.「漁民のためのワークショップ開催計画を策定する。」 

(1) 資源管理：セミナー及び講演計画策定された。 

(2) 品質管理：漁民のためのワークショップが計画され予定通り実施されている。 

 

活動 5-2.「教材を取りまとめ、ワークショップを準備する。」 
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(1) 資源管理：パンフレット一種とプロジェクトのホームページが作成され、意識調査の

マニュアルが短期専門家により作成された。 

(2) 品質管理：報告書 24本と教材 6種が作成された。 

 

活動 5-3.「ワークショップを実施し、評価する。」 

品質管理において、2005年末までに 163ワークショップが開催され、4,355名が参加した。

質問票の結果を踏まえて、今後さらに改善が期待される。 

 

活動 5-4.「セミナー、パンフレット類及び定期刊行物を通じて普及活動を実施する。」 

(1) プロジェクト一般情報：プロジェクト紹介パンフレット、ニュースレター、ホームペ

ージ、ポスター、ビデオが作成され、プロジェクト活動がテレビ、新聞でも紹介された。 

(2) 資源管理：セミナー及び講演会が 12回開催され、約 300人が参加した。 

(3) 品質管理：セミナー10 回、ワークショップ 163 回開催され、約 4,000 名が参加した。

また、パンフレットの原稿が作成された。 

 

 

3－3 成果達成状況 

 

成果 1. プロジェクト･ユニットの管理体制が整備される。 

指標 1-1.カウンターパートが計画通りに配置される。 

1-2.組織内の権限、責任が明確になる。 

1-3.予算が適正に確保され、執行される。 

1-4.運営に関わるカウンターパートの能力が向上する。 

1-5.委員会及び定例運営会議が適正な頻度で開催される。 

1-6.プロジェクトの広報活動回数が増加する。 

(1) 進捗報告書によると化学分野のカウンターパートを除いて、カウンターパートは計画

通り配置され、プロジェクト活動の決定するための各種会議やモニタリング・評価のため

の会議が開催されている。 

(2) 日本側より 120,197.74 ドル、コスタ・リカ側より 717.283.2 ドルのプロジェクト予算

が執行された。 

(3) プロジェクトパンフレット、ニュースレター、ホームページ、ビデオなどによりプロ

ジェクトに対する理解が広められた。 

 

成果 2. 漁業資源管理及び品質管理に必要な機材が整備され、適切に設置、運転、維持管理

される。 

指標 2-1.投入された資機材の性能･仕様･数量が適切である。 
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2-2.投入された資機材が適正に操作されている。 

2-3.必要な点検･修理が行われている。 

(1) 機材は質、量ともに適切に計画通り設置されている。 

(2) メンテナンスの予算配分はコスタ・リカ側の手続き上の問題で遅延した。 

 

成果 3. カウンターパートの資源管理及び品質管理分野の技術力が向上する。 

指標 3-1.各カウンターパートの技術移転項目技術が向上する。 

3-2.各カウンターパートが扱う技術項目数が、増加する。 

  3-3.マニュアル、教材などが開発される。 

(1) 調査団により、カウンターパートの技術力向上は計画通り進捗していることが認めら

れた。 

(2) カウンターパートは資源管理において 7 項目、品質管理において 7 項目の新しい技術

を習得した。 

(3) 資源では報告書 14 本、教材 6 種が、品質管理ではテキスト 24 編と教材 6 種が作成さ

れた。 

 

成果 4. ニコヤ湾に適した漁業資源管理及び品質管理方策の戦略及び計画が、策定、採用、

勧告される。 

指標 4-1.ニコヤ湾における主要魚種に関する漁業統計が収集される。 

4-2.対象魚種の資源評価を実施する。 

4-3.K 値及び官能試験が改善される。 

(1) 主要魚種の漁業統計のために必要な基礎データが収集され、データベースの作成が進

行中である。 

(2) 前半でのプロセスを基本として、プロジェクト後半は主要魚種の資源量解析が実施さ

れる予定である。 

(3) 品質管理の技術移転が現在進行中である。 

 

成果 5. 資源管理及び品質管理の概念が零細漁民の間に普及される。 

指標 5-1.プロジェクトにより開催される漁業関係者向けワークショップの数及びワー

クショップへの参加者数。 

5-2.関連情報が UNA 及び INCOPESCA に蓄積される。 

5-3.技術サービスに関する広報が行われる。 

(1) 品質管理における啓蒙のためのワークショップが 163 回実施され、延べ 4,355 名が参

加した。 

(2) 資源管理及び品質管理の両分野で成果 3 に記述された報告書及び教材が作成された。 

(3) プロジェクトの技術サービスに関する広報として、年に 2 度のプロジェクトニュース
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レターが発行されている。 

 

 

3－4 プロジェクト目標の達成度 

 

プロジェクト目標「ナショナル大学（UNA）及び水産庁（INCOPESCA）が、ニコヤ湾

及びその周辺地域で漁業資源管理並びに品質管理により、持続的な漁業システムを構築す

る。」に係る指標は以下の通りである。 

プロジェクト活動に対する零細漁民の満足度。 

指標 1. プロジェクト活動に対する零細漁民の満足度。 

2. 零細漁民の資質及び品質に関する知識が改善される。 

3. 資源管理のための戦略及び計画が勧告される。 

4. 品質管理効果が現れる。 

報告書、質問票、インタビュー、視察などからプロジェクトは以下の理由により適切か

つ順調に進んでいることが確認された。 

(1) 日本人専門家の指導の下で、UNA と INCOPESCA のカウンターパートの能力が技術と

知識の改善において高められた。 

(2) プロジェクトで実施されたセミナーやワークショップを通じて、資源管理と品質管理

に関する関係者（漁民、小売業者、流通業者、研究者、学生、養殖業者、政府関係者など）

の理解が高まった。 

 

 

 

第 4 章 技術移転状況 

 

4－1 本プロジェクトにおける２分野の位置付け 

 

  本プロジェクトの上位目標は、ニコヤ湾周辺海域において漁業資源の持続的な管理と利

用ができるようになることであり、「持続的な漁業とは、①漁業許可数の制限、②漁業許

可期間の限定、③漁具・漁法の規制等を行政機関であるINCOPESCAが適切かつ厳密に管理し、

漁業者の多くが違反せずに規制を受け入れている状態を指す。」（実施協議報告書ｐ126、

平成14年9月）とされている。 

 実施協議におけるプロジェクト目標達成のための6つの成果のうち、(1)～(3)が水産資源

管理分野、(4)～(6)が品質管理分野に区分されている。資源管理分野については、統計の

整備、漁業対象種の生物学的特性の調査等新たな体制作りとデータの蓄積から出発せざる

を得ない状況にあった。従って、活動はカウンターパートへの技術移転と現地調査の実施
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が中心であり、プロジェクト期間中に蓄積された成果は逐次水産資源管理の実践における

基礎的な情報として、助言・提言の根拠となる。一方、品質管理分野には貝類の安全性向

上、漁獲物の鮮度向上、流通段階における鮮度向上などの成果が設定されている。これら2

分野は本来専門性を異にする事項であり、取り組み方も異なる。率直に言えば、本プロジ

ェクトの活動内容と達成目標は、プロジェクト立ち上げ時におけるコスタ・リカの状況に

照らして、幅が広過ぎるとの印象を今回の中間評価調査においても感じたので、このこと

を記しておきたい。 

しかし、中間評価結果においては資源管理分野、品質管理分野ともに積極的な取り組み

と作業の進捗が確認できたので、プロジェクト後半期間における成果の項目立てや活動内

容をより具体化した上で活動を進めるべきである。 

 以下、さらに両分野について位置付けを記述する。 

 持続的漁業管理の概念としては本項冒頭に引用した通りであるが、この達成のための外

部条件には「漁業資源管理のための法的整備の確立」が掲出されている。この論理は正当

であるが、技術協力案件として組み立てられた本プロジェクトにおいては、「法的整備の

確立」を外部条件として「コ」国側の主体性に委ねることとせざるを得なかったところに

問題を孕んでいると懸念される。 

 漁業資源の持続的管理と利用においては、その根拠となる科学的側面（年齢・成長・成

熟等の生物学的特性の解明、資源量の推定、加入量のモニタリング、資源状態の評価・診

断、管理のための具体的な方策の提言）の充実だけでなく、これと併せて行政的側面の整

備・実践が不可欠である。確かに、前者の側面については本プロジェクトにおいて着実な

取り組みが進められ、成果が上げられつつあるが、後者の側面には、漁獲統計、漁業免許、

漁期・漁区・漁具・漁法等の規制、取り締まり、漁業指導、漁家経営の分析、漁獲物の流

通と鮮度保持のためのインフラ整備、貝毒モニタリング体制の確立と貝毒発生時の生産・

流通禁止措置、漁民・消費者への広報等々が含まれており、これらの各事項の重要性につ

いて「コ」国側（具体的にはINCOPESCA）が認識し、優先度を定めつつ逐次整備を進めるこ

とが不可欠である。 

 こうした行政的な側面についての体系と具体的な整備方針に関わる指導・助言について

は本プロジェクトでは直接の技術移転項目とはなっていないが、チーフアドバイザー／水

産行政のＴＯＲには「当該プロジェクトの目標達成、自立発展性に関連する相手国事業の

全体計画を把握し、必要に応じ相手国に助言を行う。」ことが含まれていることから、適

切な努力が期待されているものと理解できる。本プロジェクトの前半期においてはこのよ

うな意識と努力が必ずしも明瞭に認められないようであるが、重要さが増す状況にある後

半期においては専門家側からの一層の努力の注入が不可欠である。 

  そもそも漁業資源の持続的管理は工場生産の設備と生産技術の移転とは全く異なるもの

であり、一過性の投資や技術移転によって安定した生産が達成できるものではない。我が

国を含む先進国においても、あるいは国際条約に基づく国際漁業機関においても持続的管

理の取り組みが実践されてきているが、完成したパッケージがあるわけではない。寿命の

短い魚類が対象であり、年々の資源への加入量を（増加させるように、あるいは安定させ

るように）人為的に管理・調節することがほとんど不可能である一方で、漁業によって資
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源量を減少させることは容易であるという困難な特質に起因することから、絶えざるフィ

ードバック・システムの構築と実践が必要なのである。確度の高い持続的管理のためには

このような実践を通した情報や経験の蓄積が不可欠である。 

 「持続的な漁業管理」における品質管理分野の取り組みは、資源管理のようにデータ収

集、解析により、科学的根拠を直接的に提供するのではなく、鮮度管理により水産物の商

品価値を高め、乱獲を行わない漁業経営、赤潮になると出荷停止となる貝類について、貝

類モニタリングシステム導入による規制の軽減、現場関係者への啓蒙活動による、取り扱

いの改善および鮮度に対する価値観の改善など、間接的な複数のアプローチにより実施さ

れている。 

品質管理については、官能検査、化学的検査（K値、VBNなど）、細菌検査について、技

術移転がほぼ確立し、漁獲後、水揚げ場、各流通段階においてモニタリングが可能である。

さらに漁業関係者、流通関係者に対するセミナー、ワークショップの実施により、水産物

の鮮度・品質改善のための知識・技術を普及しており、163のワークショップが開催され、

4,355名が参加した。また、これらワークショップを通じて、プロジェクトの広報活動も活

性化された。今後は、ワークショップ成果を計るための再訪問・調査や、組合などの組織

を通じた反復研修等で、啓蒙活動の定着を図ることが望まれる。 

 一方、貝毒においてはプロジェクトにより有毒プランクトンの及び栄養塩のモニタリン

グを行うと同時に、農牧省に分析を依頼して、貝肉の毒性検査をマウス、ELISAによって分

析し、結果をプロジェクト及び赤潮委員会で検討している。 

今後は、これらの分析結果を踏まえて貝毒モニタリングシステムを提案する予定である

が、赤潮と貝毒を同一視している同国では、赤潮が発生しても毒性プランクトン及び貝肉

の毒性結果により、出荷規制を判断できるまで、分析技術の確立、得られたデータの正し

い解釈、周囲への啓蒙などが必要であり、さらなる調査研究と行政面の連携が必要となる。

   

 

 

4－2 活動の進捗状況 

 

(1) 資源管理分野 

 

 業務実施計画に沿って水産統計年報（魚種別）の作成に向けてのサンプリング調査とデ

ータベースの構築が進められている。併せて主要漁業対象種であるえび類３種、にべ類６

種、たい類２種についての生物学的特性の解明に向けた調査が進められて、これらについ

てもデータベースが構築されつつある。さらにこれらのデータベースを用いた資源解析も

取り組まれており、専門家がカウンターパートを指導しつつ正統的な資源評価に向けた手

順が踏まれていることは評価できる。現場においてもカウンターパートの意識の高揚と熱

意とが感じられた。 

 

(2) 品質管理分野 
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 当初はカウンターパートの不在によって遅れていた活動もあったが、中間評価の時点で、

官能検査、化学的検査（K値、揮発性塩基窒素、ヒスタミン等）、細菌検査（生菌数・病原

菌の測定）、栄養塩類の測定、有毒プランクトンの同定に関して技術移転が行われ、定期

的なモニタリングが可能になりつつあることが、カウンターパートによる施設説明とプレ

ゼンテーションにより確認できた。また、163回のワークショップ及びセミナーの実施によ

り、品質管理概念の普及についても、カウンターパートが自信を持っていることがプレゼ

ンテーションにより確認できた。 

 

 

4－3 今後の活動における課題と展望 

 

(1) 資源管理分野 

 

 資源管理分野における取り組みの成果をもとに、本プロジェクト期間終了時において「持

続的漁業管理に向けた科学的根拠の作成」においてどれほど有効かつ効果的な提言を形成

しうるかについては、率直に言って、なお今後の進展に待たねばならないところが大であ

ると言わねばならない。もとより資源の評価と管理に向けての取り組みに近道はないが、

資源管理分野における活動が順調に進めば、本プロジェクト終了時において具体的な管理

措置の代替諸案を提言することは可能であると思われる。野生生物と生息環境の保護を基

本的な政策とする「コ」国であるから、関係者の意志が強固であれば、それらの代替諸案

を検討し実践することが期待される。そして、そのこと自体が上位目標への第１歩となる

であろう。 

 実際に、同国は全米熱帯まぐろ類条約（１９５０年発効）の加盟国であり、国連海洋法

条約の批准国（１９９２年）でもあることから、本来海洋生物資源の保存と合理的利用に

ついても意識が高いであろう。これらに加えて数年来の懸案であった新漁業法が今回の中

間評価実施期間中に施行されたことから、「コ」国の意識は一層高揚してきていることが

確認できた。 

  なお、INCOPESCAにおいて作成され、蓄積されているデータベースは今後の持続的漁業管

理に向けて貴重な知的財産となるものであり、それらの蓄積のための作業の効率化を図る

ことと併せて、これらのデータベースを蓄積し、管理するコンピュータシステムについて、

能力の向上とセキュリティの確保を図ることが焦眉の課題である。 

 

(2) 品質管理分野 

 

 当該分野の活動において、水産物の鮮度管理に関する理解の普及は高い評価を得ており、

今後も継続する予定である。プロジェクト目標達成のための活動として、以下の点に留意

しながら、活動を展開することが望まれる。 
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第 1 に現状の状況調査、即ち、対象となるニコヤ湾沿岸の漁業関係者、流通関係者の基

本情報(人数、組織など)を確認することである。また、調査結果を踏まえて、漁民組織を

中心に啓蒙活動を行うことによって成功例を作り、品質管理概念の定着を図るなど、状況

に合わせたワークショップ計画策定が可能となる。 

第 2 に、質問票による参加者からのフィードバックにより、対象者にとって必要とされ

ている知識・技術を明確にしたほうが、より高い研修効果が生まれると考えられる。また、

研修効果を確認するために、同じ場所で研修を行うあるいは再訪問することも必要である

と思われる。 

第 3 にプロジェクト目標の指標となっている安全性の向上、経済的効果による漁獲物の

品質の改善を考えた上で、これらのワークショップがどのような効果を発現し、それをど

のようにモニターするかを考える必要がある。特に経済的な効果に対しては、判断が難し

く、魚価の上昇、廃棄魚の減少、販売期間の延長などが顕著に現れることが望ましいが、

鮮度を今まで重視していなかったコスタ・リカ国の現状から考えると、それらが発現する

のは長期間を有すると考えられる。従って、プロジェクトにおいては、鮮度管理概念を広

める活動が中心となり、それにより、将来的に商品価値が上がることを目指すことになる。

従って、プロジェクトにおいては、現段階の状況を確認した上で、プロジェクト終了時に

どのように改善されたかが確認できるように、漁業組合など特定の対象者に反復して行い、

モデル事例を作ることが望ましい。これにより、プロジェクト終了後も啓蒙活動が継続さ

れ、鮮度の良い魚が少しでも高く売れるような事例が増えることにより、上位目標やスー

パーゴールにつながることが期待できる。 

 

 

4－4 所感 

 

(1) 資源管理分野 

 

 本プロジェクトの上位目標である漁業資源の持続的管理とは何か、それを誰がどのよう

な役割分担によって実践するのか、そのような状況においては漁獲量がどのようになって

いるのか、何故持続的管理が重要なのか等々はプロジェクトの根幹である。これらについ

ては、かつてプロジェクト案件の形成過程において十分な意志疎通が図られたものと理解

するが、中間評価を新たな契機として専門家、カウンターパート、政策担当者を含む連携

機関の関係者間で理解の共有化を図ることが重要であると感じる。 

 上位目標に向かって、科学的側面での調査研究と行政的側面の整備・実践の諸要素をリ

ストアップし、関連付け、優先順位を確認するための上記の作業は、本プロジェクトにお

ける活動の諸項目間の均衡や優先順位を検討する上でも不可欠であるから、今後早期に取

り組むことが重要であろう。現行のＰＤＭのプロジェクト目標での「持続的な漁業システ

ムを構築する。」という表現における曖昧さを払拭するため、Ver.3においては「持続的漁
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業管理のための科学的根拠について勧告することが可能となる。」との表現に改訂するこ

ととしたが、「コ」側からはむしろ後退ではないかとの意見が出されるなど、漁業の持続

的管理に対する意識は高いものがあると感じられた。 

 

(2) 品質管理 

 

 本プロジェクトにおいて、品質管理分野の活動は鮮度管理、貝毒モニタリング、啓蒙活

動と3つの部門にわたっている。さらに、それぞれの部門に対するカウンターパートの配置

についても、活動場所がEBM、INCOPESCA(プンタレナス及びセナーダ)と分かれていること、

終日雇用の職員が少ないこと、プンタレナス在住のカウンターパートが少ないことなど、

活動自体は進捗しているものの、広がりが大きく、同分野の一体感を生み出すのが難しい

ように感じられた。 

 今後は、プロジェクト目標達成のために、それぞれの部門がどのように活動を行うかを

整理して、コミュニケーションをとる手段を改善して、同じ目標に向かう体制を整えるこ

とが重要と思われた。 

一方、普及に関しては、日本では、大学や水産庁よりも、都道府県の水産試験場や漁業

協同組合などを介して行われるが、プロジェクトにおいては、大学や水産庁が自ら漁業者

を巡回することになるため、カウンターパートが必ずしもフィールドに出ることに慣れて

いない面も見られ、実際に巡回指導をできるカウンターパートは1名と限られていた。従っ

て、漁業組合などを拠点として普及活動を行える人材に品質管理の重要性を伝え、普及活

動を行える人材を育成することも一つの方策であると思われる。 

 各種分析と普及について、それぞれの能力は向上し、自信をつけていることが感じられ

たので、後半は互いの役割を明確化し、コミュニケーションを円滑化することによって、

情報交換が活発となり、連携を一層強化することにより、自立発展性につながることを期

待している。 

 

 

第 5 章 評価結果  

 

5－1 評価 5 項目による評価結果 

 

(1) 妥当性 

 
プロジェクトの妥当性は、以下の理由により高いものと判断した。 

 

1) コスタ・リカ国の政策との整合性 

 2002年 5月に発足したパチェコ政権は、貧困の削減と国民の生活の質向上を政策の

優先課題として掲げてきた。漁民の増加と環境の悪化に起因するニコヤ湾周辺の零細漁
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民の経済的困窮は深刻な状態であり、緊急の対策を要するものとして認識されている。 

 資源管理と品質管理の技術を移転することで、持続的な漁業システムを構築し、 終

的には零細漁民の生計向上を目指す本プロジェクトは、コスタ・リカの国家政策と高い

整合性を持つものである。 

 

2）ターゲットグループのニーズとの整合性 

 調査団が実施した現場視察や、日本人専門家がプロジェクトの活動の一環として行っ

ているインタビューなどの情報収集の結果、零細漁民の持続的漁業システム構築への期

待は大きいと判断するが、 終的な目標である零細漁民の生計向上を持続的な漁業シス

テムの構築を通じて実現するためには、その前段階として、資源管理と品質管理の技術

を導入し、これを行政的な手段とともに展開していくことが必要となる。 

 コスタ・リカ側の実施機関であり、プロジェクト活動の直接の対象であるコスタ・リ

カ国立大学（以下、UNA）と水産庁（以下、INCOPESCA）は、零細漁民のニーズであるニ

コヤ湾の漁業システムの構築について、連携して問題の解決に取り組むことにより、研

究と行政の両面から成果を挙げることが期待できるため、技術移転のターゲットグルー

プとして妥当な選択であると判断した。 

 

3) 日本の援助政策との整合性 

 日本政府は、コスタ・リカを、中米で政治的に も安定した民主国家の一つであり、

また、開発の進んだ国と位置付け、中米における民主主義の進展と開発の推進力として

機能することを期待している。加えて、日本政府は、日本、コスタ・リカ両国の長年に

亘る友好関係を考慮してコスタ・リカに対する援助を継続する方針である。 

 コスタ・リカにおける技術協力は、交通、通信、放送、農業、水産業等、様々な分野

で実施されてきた。先般、在コスタ・リカ日本大使館と、JICAのコスタ・リカ事務所に

よる援助方針の検討作業により、2005年度以降の重点援助分野として、以下を対象とす

ることが合意された。 

・環境保全と防災 

・産業振興 

・国民の生活向上 

 本プロジェクトは、 終的に零細漁民の生計向上を目指しており、その手段として持

続的な漁業の構築を位置付けていることから、天然資源管理の観点からも今後の日本の

対コスタ・リカ援助方針と合致するものであると判断した。  

 

4) 資源管理分野における日本の技術的優位性 

 日本は、四方を海に囲まれた海洋国であり、世界でも有数の水産業を持つ。資源管理

や品質管理の研究が、多くの学術機関、水産研究所機関、民間会社などによって行われ

てきており、その歴史は長く、水準は世界のトップレベルである。また、水産庁の指導

の元に漁業調整委員会、漁業者連合、漁業協同組合等のシステムが発達している。これ

に加え、全国の至るところに漁業者組織があり、上記の研究機関と連携して各地域の資

源管理を実施してきた経験を有している。従って、これらの技術的優位性を生かして、

コスタ・リカに技術移転をすることは妥当であると判断した。 

 

(2) 有効性（目標達成度） 

 

プロジェクトの有効性（目標達成度）は、以下の理由により妥当なものであると評価した。 

 

1) 成果の達成状況  
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 プロジェクトの前半は、いわば、基礎固めの時期であり、運営管理体制の確立と、プ

ロジェクト後半の活動に必要な資源管理と品質管理分野の知識と技術を、カウンターパ

ートに移転することに重点を置いて行われてきた。運営管理の体制確立と、技術移転は、

ほぼ予定通り達成されていた。 

 

2) プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標の指標： 

1.プロジェクト活動に対する零細漁民の満足度。 

2.零細漁民の資質及び品質に関する知識が改善される。 

3.資源管理のための戦略及び計画が勧告される。 

4.品質管理効果が現れる。 

 

 中間評価の時点で、資源管理と品質管理分野における技術移転の進捗、並びにワーク

ショップやセミナーを通じての関係者への啓蒙活動等の実績から、プロジェクトの目標

達成に向かって、順調に進んでいると判断された。  

 これまでのプロジェクト活動への参画を通じ、カウンターパートは必要な技術を身に

つけ、能力を向上させている。後半も、順調に技術移転が進めば、PDM(ver.2)に記載さ

れている、プロジェクト目標の指標の一つである「資源管理のための戦略及び計画が勧

告される。」については、UNA及び INCOPESCAのカウンターパートにより勧告されること

が十分可能であると考えられた。 

 また、ワークショップやセミナーを通じて「零細漁民の資質及び品質に関する知識が

改善される。」についても、現在までに、4，000人を超えるワークショップの参加者に

対して、知識の普及を行ってきた実績から、達成が可能であると思われ、一部の漁民、

或いは流通業者の中で「品質管理効果が現れる」ことも可能であると判断した。 

 しかし、実現性の高い、持続的な漁業の構築を提言するためには、技術的な視点のみ

ならず、漁業に関わる様々な組織の役割の明確化、行政や法的な施策の視点を含めて戦

略と計画を策定する必要がある。プロジェクトの前半では、漁業政策の面での活動が不

足していた感があり、活動の強化が後半の課題となる。 

 

(3) 効率性 

 

プロジェクトの効率性は、以下の理由により高いものと判断した。 

 

1) 投入実績 

 日本側、コスタ・リカ側とも、全体としては、適切に投入を行ってきており、投入が

成果に結びついた。 

 

日本側投入 

 専門家の派遣、機材供与、本邦研修、現地業務費の執行などが、量、質、タイミング

について適切に行われたと判断した。これらの投入の組み合わせによって、プロジェク

トの成果の発現につながった。 

 

コスタ・リカ側投入 

 現時点で、コスタ・リカ側のカウンターパートの投入は、人数の面からは当初計画を

満たすものであり、能力や技術も問題はない。しかし、これまでに、プロジェクトダイ

レクターやマネージャーを含めて、交代が繰り返されてきたのはプロジェクトの運営上、

好ましいことではなかった。 
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 機材供与については、維持管理のための費用が、コスタ・リカ側の手続き上の問題か

ら、適時に執行できなかったため、今後も引き続き課題となる。 

 

2) 成果の達成状況 

 成果の達成状況（4.1.3）で述べたように、成果は予定通りに上がっている。成果の達

成に関して、特筆すべき、阻害要因はないと思われる。 

 

(4) インパクト 

 

 中間評価の時点で、インパクトの評価は、時期尚早であると思われるが、関係者から、

いくつかの正のインパクトが報告されたため、上位目標の達成見込みを含めて、その内容

を取りまとめて示す。 

 

1) 上位目標の達成見込み:  

 中間評価の時点では、持続的漁業の構築に関して、戦略や計画の打ち出しまでは至っ

てなく、上位目標の実現可能性を判断するには時期尚早である。 

 また、PDMに記された、以下の外部条件については、後半のプロジェクト期間中に十分

にモニタリングしながら、進めることが必要である。 

・ニコヤ湾の環境汚染が現状より悪化しない。 

・自然環境が変化しない。 

・プロジェクト終了後も管理システムが継続される。 

・政府が構築したシステムを効果的に用いる。 

・水産資源管理のための法整備の確立。 

 

2) 政策上のインパクト  

プロジェクトで収集したエビの成熟に関するデータが、禁漁期の設定の際に用いられ

た。 

 

3) 組織に関するインパクト 

プロジェクト開始前には、UNAと INCOPESCAが共同で参画したプロジェクトは実質的に

皆無であった。本プロジェクトの下で、2年半の活動を経験した結果、両者の間に、連携

の下地ができたことは、プロジェクトの正のインパクトである。 

また、プロジェクトに参加した結果、カウンターパートが、業務に対してより前向き

で積極的な姿勢を見せるようになった。 

 

4) 技術的なインパクト 

 

 様々なプロジェクト活動の中に、コスタ・リカ側カウンターパートにとって新規の、

或いは、新しい要素を含む、資源管理、品質管理分野の技術、知識の移転が含まれてお

り、カウンターパートの技術的な向上をもたらした。  

 

資源管理 

 耳石研究、資源管理のデータ分析手法、並びに社会経済分析手法については、プロジェ

クトの下で、新規の技術として導入された。漁業経済分析においては、短期専門家がい

くつかのコンピュータプログラムを導入した。  

 

品質管理 
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UNAでは、鮮度試験技術と知識が向上した。特に、化学的鮮度判定法の中で、K値と揮

発性塩基窒素の測定は、プロジェクトで新たに導入された技術である。また、貝毒の分

析では、毒性プランクトンの同定技術と ELISAに関する知識を新たに移転した。 

INCOPESCAにおいて、カウンターパートが、品質管理を漁業関係者に普及するための知

識、例えば、GMP (good manipulation practice) や官能試験の手法を身につけた。また、

ヒスタミンや HACCP、海産物の卸売市場のシステムに関する知識、並びに、発生のメカニ

ズムや化学的な特性の知識を含めたに貝毒の知識も、新たに移転された。 

 

(5) 自立発展性 

 

 中間評価の時点で、プロジェクトの自立発展性は、妥当なものであると判断するが、終

了時評価の時点で、より詳細な検証が必要である。 

 

政策面 

 プロジェクトは、資源管理と品質管理の技術移転により、持続的な漁業を構築し、 終

的な目標としては、ニコヤ湾周辺の零細漁民の生計向上を目指しており、コスタ・リカの

国家政策と整合性が高い。従って、プロジェクトは日本による協力期間終了後も、コスタ・

リカ政府の政策的な支援を期待できると思われる。 

 

組織面 

 UNA と INCOPESCA は、両者とも、組織としての基盤を備え、プロジェクト期間終了後も、

持続的な漁業システムを構築するための活動を継続できる有能なスタッフを有している。

しかし、移転された技術を蓄積し、組織内で自らの手で広めていく仕組み作りがまだ十分

ではない。UNAと比較すると、INCOPESCAは若干スタッフの層が薄いため、スタッフの増強

が必要である。 

 

財政面 

 UNA 、INCOPESCAとも、協力期間終了後にプロジェクトの活動を継続していく上で、短期

的には、深刻な財政的問題に直面する可能性は低いと思われる。 

 

技術面 

 現時点で、カウンターパートに対する技術移転が計画通りに、進行中である。 

 

自主性 

 UNA と INCOPESCAは、それぞれの組織の立場から、持続的な漁業構築のために、高い意

欲と使命感を持って取組んでいることが確認できた。しかし、両機関の連携と協調には改

善の余地がある。 

 

 

5－2  結論 

 

 中間評価調査実施の結果、調査団はプロジェクトが当初計画通りに進捗し、成果を上げ

ていることが確認できた。 

 

(1) プロジェクトの運営管理体制  

 

 中間評価の時点で、プロジェクトの運営管理体制が概ね整った。 
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 カウンターパートスタッフについては、人数の上では、当初計画に近い形で配置されて

いる。しかし、現在に至るまでには、プロジェクトダイレクター、マネージャーを含め、

交代が頻繁に行われてきた他、専任のカウンターパートが少ないという課題が残されてい

る。  

 プロジェクト活動に関する意見交換を行い、意思決定を行うためのステアリングコミッ

ティーとコーディネーター会議が開かれている。これに加え、技術的な課題を話し合うた

めのテクニカルミーティングが、ほぼ毎月開催され、日本人専門家と技術カウンターパー

トスタッフが参加している。 

 

(2) 技術移転 

 

 技術移転は、計画通りに進み、資源管理と品質管理分野で、カウンターパートが、プロ

ジェクト活動を通じて、新規技術を含めた様々な技術、知識を習得した。  

 

 資源管理分野では、(1) 魚の年齢推定のための耳石研究、（2）資源量推定のためのデー

タ分析手法、 及び、(3) 漁業経済調査手法は、プロジェクトによって初めてコスタ・リカ

に導入されたものである。 

 

 品質管理分野では、UNAのカウンターパートは、鮮度判定法に関する技術と知識を習得し

た。中でも、化学的鮮度判定法に関しては、K値と揮発性塩基窒素は、プロジェクトによっ

て新たにコスタ・リカにもたらされた手法である。また、貝毒の分析では、有毒プランク

トン種の同定と ELISAに関する知識が移転された。  

 INCOPESCAでは、カウンターパートが、品質管理の知識を漁業関係者に普及するための知

識と技術を身につけた。プロジェクト活動を通じて、カウンターパートは、GMP (good 

manipulation practice)、ヒスタミン、HACCP、貝毒の知識も学んだ。 

 

 

5－3 提言 
 

(1) カウンターパート配置の見直し 

 

 中間評価の時点、即ち、2005年の４月末の時点で、カウンターパートの配置は、人数に

ついては、当初計画に近いものになっている。しかし、これまでの配置の経緯を見ると、

カウンターパートの交代が繰り返して行われてきたことが分かる。この交代には、技術カ

ウンターパートだけでなく、プロジェクトダイレクターやマネージャーも含まれている。 

 また、プロジェクトに配置されたカウンターパートの中で、プロジェクト活動に専任して

いる人数は半数以下に留まっている。技術移転を通じてプロジェクトの成果をより上げて

いくためには、現状のカウンターパート配置の再検討、強化が必要である。 

 

(2) UNAと INCOPESCAの連携の強化 

 

 UNAと INCOPESCAのプロジェクトへの共同参画は、実質的に、本プロジェクトが初めての

試みである。プロジェクト開始後、2年半の間に、両機関の努力により、連携と協力の下地

が出来上がった。 

 今後、後半のプロジェクト期間で、両機関の参画が相乗効果を生み出し、プロジェクト

目標を達成できるように、連携と協力の強化のため、努力を継続していくことが望まれる。 
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(3) プロジェクトの便益を零細漁民に到達させるための戦略と仕組みの明確化 

 

 資源管理と品質管理分野の技術移転は、ほぼ、計画に沿って実行されつつあり、技術面

から見た場合、プロジェクト目標の達成見込みも十分可能である。 

 しかし、プロジェクトの上位目標は、 終受益者である零細漁民が、ニコヤ湾における

持続的、安定した漁業の実現という、プロジェクトによる便益を享受した時に判断される

べきものである。この意味で、評価調査団はプロジェクト関係者に対して、プロジェクト

期間終了時に作成され勧告される「資源管理のための戦略及び計画」に、以下の視点を盛

り込むことを提言する。 

 

1) プロジェクトの便益を 終受益者である零細漁民に如何に到達させるのか、プロジェ

クトで得られたデータ、情報の分析を基にしてプロセスを具体的に示すこと。 

 

2) UNAと INCOPESCAに加えて、上記の「戦略と計画」に関係する機関、関係者の果たす

べき役割と機能を明らかにし、様々な関係者の連携と協力の上に、持続的な漁業システ

ムが効率的、効果的に実現できるように配慮すること。 

 

(4) 機材の維持管理予算について 

 

 現在の所、供与機材の利用、維持管理に大きな問題は報告されていないが、今後維持管

理の必要性が高まることから、コスタ・リカ側には、維持管理のための年間予算を計上す

ることを提言する。 

 

(5) PDMの改訂 

 

 今回、中間評価を実施する中で、調査団は、現行の PDM(ver.2) の内容に修正すべき点が

多いことを確認した。プロジェクト後半の運営管理を的確に行うために、その改訂を行う

ことが望ましいと判断する。 改訂案については、添付６（Annex8）に示す通りである。 

 

 

5－4 教訓 
 

 本プロジェクトにおいては、日本側、コスタ・リカ側の間で、カウンターパートの配置

に関する議論が、開始当初から、現在に至るまで行われており、問題の解決に多くの時間

を消費してきた。プロジェクト開始直後からカウンターパート全員の配置を望む日本側と、

段階的に配置を増やせば良いと主張するコスタ・リカ側の議論は平行線をたどってきた。 

 原因の一つは、プロジェクト側でカウンターパートの人数に関し、5年間のプロジェクト

活動を通じて、人数が満たされればよいと考えていたため、配置に遅れを生じたことが理

由であると考えられている。 

 通常、プロジェクト形成時には、不確定要素も多く、また、調査、議論の時間も限られ

ているため、援助国、被援助国の合意形成を完全に行うことは難しいが、円滑なプロジェ

クトの実施のためには、プロジェクト策定時に、より正確で詳細な情報を、援助、被援助

国側で共有するための改善努力がなされるべきである。 
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別添資料 

1. 調査日程 

2. 主要面談者 

3. 視察内容 

4. PDMVer.2 

5. 調査団議事録 
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別添１．調査日程 
月 日 曜日 内容 宿泊地 

4 月 11 日 月 東野英昭団員(評価分析) サンホセ着 サンホセ 

JICA コスタ・リカ事務所訪問 

プンタレナスに移動 
4 月 12 日 火 

専門家チームとの打ち合わせ 

（調査の目的・方法の説明、対処方針の確認等） 

プンタレナス 

4 月 13 日 水 

水産庁、プンタレナス海洋生物研究所訪問 

(評価概要説明、専門家及びカウンターパートへの個別インタビ

ュー） 

プンタレナス 

4 月 14 日 木 水産庁、プンタレナス海洋生物研究所での調査作業（同上） プンタレナス 

4 月 15 日 金 水産庁、プンタレナス海洋生物研究所での調査作業（同上） プンタレナス 

4 月 16 日 土 資料整理 プンタレナス 

東野団員 サンホセへ移動 サンホセ 
4 月 17 日 日 

酒井紀久子団員（協力計画） サンホセ着 サンホセ 

東野団員、酒井団員 JICA 事務所訪問 

ナショナル大学海洋生物学部訪問 

（中間評価の目的・概要説明、質問票に関する追加調査） 

プンタレナスに移動 
4 月 18 日 月 

専門家チームとの打ち合わせ 

（調査結果中間報告及び PDM 改訂案検討、対処方針の再確認等） 

プンタレナス 

4 月 19 日 火 
水産庁、プンタレナス海洋生物研究所施設見学 

（カウンターパートによる説明） 
プンタレナス 

4 月 20 日 水 
水産庁、プンタレナス海洋生物研究所 

(カウンターパートに対する聞き取り調査及びインタビュー) 
プンタレナス 

4 月 21 日 木 
水産庁、プンタレナス海洋生物研究所との協議（評価最終案作

成） 
プンタレナス 

4 月 22 日 金 漁村視察（Chomes） プンタレナス 

東野英昭団員、酒井紀久子団員資料整理 プンタレナス 
4 月 23 日 土 

三国成晃団長（総括）、嶋津靖彦団員（資源管理）サンホセ着 サンホセ 

三国成晃団長、嶋津靖彦団員プンタレナスへ移動 
4 月 24 日 日 

漁村視察（Tarcoles）、調査団員内打ち合わせ 
プンタレナス 

施設見学 

水産庁、プンタレナス海洋生物研究所との協議 

(合同評価最終案取りまとめ、PDM 改定案検討、ミニッツ案作成) 
4 月 25 日 月 

調査団全員サンホセへ移動 

サンホセ 

JICA 事務所訪問 

在コスタ・リカ日本大使館表敬訪問 
4 月 26 日 火 

ナショナル大学海洋生物学部、水産庁、MIDEPLAN とのキックオ

フミーティング（゙評価方針説明､調査結果報告、PDM 改定案検討） 

サンホセ 

4 月 27 日 水 
ナショナル大学海洋生物学部、水産庁、MIDEPLAN との最終協議 

（PDM 改定最終案検討、ミニッツ最終案検討） 
サンホセ 

合同調整委員会(JCC) 

ミニッツ署名 4 月 28 日 木 

JICA 事務所帰国報告 

サンホセ 

4 月 29 日 金 調査団帰国  
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別添２．主要面談者 

 

1) 在コスタ・リカ日本大使館 鷲見良彦 大使 

2) 在コスタ・リカ日本大使館 石井清史 参事官 

3) JICAコスタ・リカ駐在員事務所 山本美香 所長 

4) JICAコスタ・リカ駐在員事務所 張朝英 技術協力コーディネーター  

5) ニコヤ湾持続的漁業管理計画専門家 （藤田矗リーダー、遠藤又一調整員、平松一人

専門家、石原光専門家 計 4名） 

6) 水産庁 Ms. Ligia Castro Ulate 長官 

7) ナショナル大学 Ms. Sonia Marta Mora Escalante 学長 

8) ニコヤ湾持続的漁業管理計画カウンターパート（Mr. Luis Manuel Sierra プロジェク

トディレクター他、計 19名） 

9) Ms. Juana Maria Coto Campos 元プロジェクトディレクター 

10) MIDEPLAN（Ministry of National Planning and Economic Policy） Mr. Mario Vindas 

Leon プロジェクトオフィサー,  Ms. Sukia Redriguez S. 国際協力担当官 

11) 水産庁 Mr. Luis Castro 研修・組織課課長 
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別添３．視察内容 

 

4 月 12-15 日 

評価分析団員による事前調査 
 質問票を回収し、日本人専門家及びカウンターパートに対し、個別インタビューを実施

した。 

 

4 月 18 日（月曜日） 

1. JICA コスタ・リカ駐在員事務所 
所長、技術協力コーディネーター、企画調整員、プロジェクト専門家と調査団対処方針

の確認を行った。評価委員については、プロジェクト開始当時から関わっている外部組織

の人材の選定が難しく、今回は選定しなかったが、終了時評価では選定することを確認し

た。 

 

2. ナショナル大学本校 
プロジェクトディレクター、プロジェクトマネージャー、プロジェクトコーディネータ

ーと面談。組織図、予算等について、 新の資料の用意を依頼した。 

 

3. ナショナル大学生物海洋生物試験場（EBM） 
日本人専門家に対処方針会議の説明（PDM 代替案 B,C の説明）を行った。専門家から、

変更の際は、コスタ・リカ側に理由をはっきりさせる必要があること、2 段階（中間評価、

中間評価数ヵ月後）で変更するよりも、中間評価で一度に変更して、残りのプロジェクト

活動を行ったほうがよいとの意見が示された。 

達成度評価については、現 PDM では、成果 3 に技術移転の結果が集中するため、他の成

果（特に 4 及び 5）における技術項目の達成度が不明確となっている。技術協力計画を参照

した上で、専門家も交えて整理することとした。その際、プロジェクト目標における指標

「品質管理効果が現れる」を、「品質管理体制整備が整う。」と解釈し、評価を行うことを

確認した。 

 

4 月 19 日(火曜日) 

1. ナショナル大学生物海洋生物試験場（EBM） 
達成表作成のため、技術専門家を交え、技術協力計画（TCP）に基づいて、どの成果及

び指標に該当するかを検討した。 

技術カウンターパートにより、各検査室の案内と細菌検査（生菌数、病原性細菌）、化学

検査（栄養塩、K 値、VBN）、貝毒モニタリング（プランクトンの採集）、耳石による年齢測

定、成熟度の検査方法の説明を受けた。こちらからの質問に対して、各分野ともしっかり
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回答し、技術移転は順調に進められていることが認められた。分析における問題点として、

試薬を発注後、半年以上届かないこともあり、実験に支障をきたしていることも明らかに

なった。 

 

2. 水産局（INCOPESCA） 
プロジェクトマネージャー及びコーディネーターにより、INCOPESCA の業務概要の説

明を受けた。禁漁期及び貝毒に係る取り組みについて質問し、以下の回答を得た。 

1) 禁漁期と休業補償 

実施状況：刺し網漁業について、5－7 月を禁漁期としている。手釣りおよび一本釣りはこ

の時期でも就業が可能。延縄に関しては禁漁区以外で漁獲が可能。（1987 年より禁漁区が設

定された。1990 年までは現物支給による補償を行っていた。） 

補償金額：3 ヶ月で 75,000 コロン。Social Support Mixed Institute より支払われる。金額的

には 3 ヶ月間の生活をカバーするものでないが、生餌を用いた 1 本釣りにより大型魚の漁

獲が可能となるので、生活面での支障はない。（本年度は 100,000コロンが要求されている。） 

対象者：刺し網漁業従事者において、船の所有者および 1 名の補助員について補填を行う

（船を借用して漁業を行う場合は対象外となる）。各漁業組合が所有する船の種類、所有者、

補助員のリストにより補償対象者を選定する。 

漁業組合：ニコヤ湾内に 28 のコミュニティ（漁村）があり、 低 1 つは組合(Fishing Local 

Community または Fishermen’s Association)を有する。プンタレナスにはチャンパーまたは

カマラと呼ばれるエビトロール漁業の組合も存在する（Association がより地域に根付いて

いるため、カマラはそれほど普及していない）。大規模延縄漁業においては、UNIPESCA が

唯一存在する。 

2) 貝毒 

現在、INCOPESCA が調整し、プロジェクトと連携して赤潮委員会を開催し、問題が発生

した時の対処法を発表している。全国レベルのモニタリングは MAG（マウス試験）やプロ

ジェクト（渦鞭毛藻類の検索）により実施されており、今後は毒性情報を公開する必要が

ある。 

 

4 月 20 日(水曜日) 

ナショナル大学生物海洋生物試験場（EBM） 
カウンターパート５名による活動内容のプレゼンテーションが実施された。発表より、

技術移転が計画通り進められていることが確認された。 

日本人専門家とともに活動の達成表を確認し、ドラフトが作成された。 

 

4 月 22 日(木曜日) 

ナショナル大学生物海洋生物試験場（EBM） 
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日本人専門家とともに 5 項目評価の確認し、ドラフトが作成された。 

 

4 月 23 日(金曜日) 

1. ナショナル大学生物海洋生物試験場（EBM） 
評価表の取りまとめを行った。 

 

2. INCOPESCA 研修・組織課 
 課長と面談し、ニコヤ湾沿岸の零細漁民と漁民組織について質問を行った。 

  

1) 零細漁民の定義： も小規模な漁民は 7m 程度の小さい船(船外機あり)。沿岸での延縄、

刺し網、釣りを行う。漁獲量のデータはなし。 

2) 零細漁民の生活：収入は不明。就業時間は 6 時間程度。農場で小作を行うことで、収入

を補っている漁民も多い。魚を食べる文化がないため、（6kg/人・年）魚食普及が必要。 

3) 漁業組合：15 年前よりスタート。現在、組合費、上層部への不信感などによりうまく

機能していない。販売面での協力、活動の分担など、利点があるので、組合の意識改革

を JOCV の支援を通じて行いたい。現在は、販売活動、油・氷の販売補助、ライセンス

の補助などを行っている。 

4) ライセンス：現在 1,050 人認可。 

5) 新漁業法について取り締まるツールができたので、今後は細則を作成していきたい。 

 

3. 漁村見学 Chomes 
 Chomes の漁村を訪問し、水揚げ場の状態を確認した。鰓、内臓を除去後、氷蔵されて保

存されていた。浜にいた漁民は、10 歳から漁に出ているとのことであった。 

 

4 月 24 日(土曜日) 

評価レポート(ドラフト)の取りまとめを行った。 

 

4 月 25 日(日曜日) 

1. 漁村見学 Tarcoles 
 水揚げ場は閉まっていた。船を整備していた漁民はプロジェクトのワークショップに参

加し、有意義であったことが確認できた。 

 

4 月 26 日(月曜日) 

1. ナショナル大学生物海洋生物試験場（EBM） 
 調査団、プロジェクト専門家、カウンターパートで、評価結果の説明及び評価レポート(ド

ラフト)の確認を行った。ミニワークショップを実施し、資源と漁業管理およびその便益と
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しての零細漁民の生計向上は、政策・制度、行政体制、漁民の理解・指示に基づく総合的

かつ長期的課題であることを確認した。 

 

4 月 27 日(火曜日) 

1. JICA コスタ・リカ駐在員事務所 
 評価要約を説明した。所長よりコスタ・リカにおける国別重点項目についての説明があ

った。 

 

2. 在コスタ・リカ日本大使館表敬 
 評価要約を説明した。書記官よりコスタ・リカ政府は貧困対策にも関心があるため、経

済発展と関与させた雇用の拡大、中米への広域普及の拠点をパイロットプロジェクト的に

進めていくことなどにも期待したいとのコメントがあった。 

 

3. ナショナル大学本校 
 プロジェクト関係機関とのキックオフミーティングで、評価の説明を行った。 

 

4. JICA コスタ・リカ駐在員事務所 
調査団、専門家により、PDM 改訂版の検討を行った。 

 

4 月 28 日(水曜日) 

ナショナル大学本校 
調査団、専門家、プロジェクト協力機関により、評価結果に係る 終確認及び PDM 改訂

版の検討を行った。 

 

4 月 29 日(木曜日) 

1. ナショナル大学本校 
合同調整委員会の場で、評価結果を発表した。また、それを受けた協議を行い、ミニッ

ツに署名した。 

 

2.  JICA コスタ・リカ駐在員事務所 
 調査団 終報告を行った。 

 

 

 

 

 





 

 - 28 -  

別添４．PDM Ver.２ 
Project name: Project on Sustainable Fisheries Management for the Gulf of Nicoya in the Republic of 

Costa Rica 
Duration: October 2002-September 30, 2007 
Target Area: Gulf of Nicoya and Surrounding Area 
Target Group: UNA and INCOPESCA’s counterpart 
 
 

     Version 3. Prepared on 28 April, 2005 
Narrative Summary Objectively Verifiable 

Indicators 
Means of Verification Important 

Assumptions 
Super Goal 
Household incomes of 
artisanal fishermen are 
improved in and around the 
Gulf of Nicoya. 

 
1. Their income becomes 
higher than minimum wages 
established by the 
Government. . 

 
1. Questionnaire to and 
interview with artisanal 
fishermen. 

 
a. The existing national 
policy on fishery 
development will 
remain unchanged. 

Overall Goal 
Sustainable management and 
utilization of fisheries 
resources are performed in 
and around the Gulf of 
Nicoya. 

 
1. Fisheries management 
policies of main species 
are formulated each year 
according to the 
appropriate stock 
assessment. 
 

 
1. Minutes of meetings, 
Related policy documents, 
Newspaper account 
2. Investigative report 
Questionnaire and interview 
with persons concerned with 
fishery and consumers 

 
a. Economical and 
political stability. 

Project Purpose 
National University (UNA) 
and Costa Rican Fishing and 
Aquaculture Institute 
(INCOPESCA) are able to 
recommend scientific basis for 
sustainable fisheries 
management. 

 
1. The strategy and plan 
are recommended for 
sustainable resource 
management. 
 
 2. Quality is improved in 
terms of marine products 
caught in the Gulf of Nicoya 
with the higher security and  
economical efficiency. 

 
1. Minutes of meetings, 
Project report, Fishery 
management guideline, 
Newspaper account 

 
2. Project report, 
Investigative report   

 
a. The pollution in the 
Gulf of Nicoya will 
not be aggravated.  
b. The system 
development will be 
continued even after 
the cooperation period 
completed. 
c. The legal framework 
for fisheries resource 
management is put in 
order. 

Outputs 
1. The operational and 
managerial system of the 
Project Unit is enhanced. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-1.C/Ps are allocated as 
planned. 
1-2.Budget is adequately 
allocated and executed. 
1-3. Equipment provided 
are appropriately installed, 
operated and maintained.  
1-4.Committees and 
management meetings are 
held at an appropriate 
pace. 
1-5.The number of public 
relations on the Project 
increases. 

 
1-1. Allocation record of 
C/P. 
1-2. Accounting record. 
1-3. List of equipment, 
Maintenance record of 
equipment 
1-4.Record of committees 
and management meetings. 
1-5. Record of public 
relations of the Project. 

 
a. The C/P who 
received technical 
transfer from the 
Japanese experts will 
remain at 
UNA/INCOPESCA 
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2. Data required for resource 
management is collected. 

 
 

 

2. By the end of 2004, 
surveys on present fishing 
activities and 
investigations on 
biological data collection 
are started. 

2. Project reports (TCP, 
ATCP, progress reports, 
etc.), technical manuals, 
scientific reports 

 
 

 

3. Databases are introduced 
to accumulate data and to 
increase convenience of 
access to necessary data. 

 
 
 
 

 

3-1. Until the end of 2004, 
databases to manage data 
collected by surveys and 
investigations are 
introduced.  
3-2. Until the end of 2005, 
a new database for 
fisheries statistics is 
introduced. 

3. Observation of data 
management by using 
databases, Project reports, 
fisheries statistics 

 
 
 
 
 

 

 

4. Utilizing databases, 
technologies of data 
processing for stock 
assessment are introduced. 
 

4. Until the end of 2006, 
technologies required for 
analysis on catch and 
biological data on stock 
assessment are transferred. 

4. Project reports, 
technical manuals, 
scientific papers 

 
 

 

 

5. Institutional framework 
for recommending 
fishery-management policies 
is established. 
 

5-1. Until the end of 
September 2007, Set up an 
INCOPESCA-UNA 
committee of stock 
assessment. 
5-2. Until the end of 
September 2007, Carry out 
stock assessment of main 
species of Gulf of Nicoya. 

5. Reports of committee, 
documents on staff 
allocation of committee, 
scientific reports on stock 
assessment, 
recommendations on 
fishery management 

 
 

 

 

6. The condition and 
problems of quality control 
of marine products 
distribution from fishing 
boats to fish stores are 
clarified.  
 

6. Until 2004, the 
investigation in the area 
of quality control 
(freshness, sanitary 
condition, hygiene, price, 
etc) of marine products 
distribution are 
conducted.  

6．Project report 
 
 

 

7. C/Ps acquire the 
techniques of freshness 
tests and freshness 
maintenance. 

 

7-1. Until 2005, C/Ps 
implement the tests by 
themselves. 
7-2. The reports are 
presented to public 
organization.  
7-3. Until 2005, C/Ps 
perform to instruct the 
technique of freshness 
maintenance to 
stakeholders. 

7. Experiment manual, 
Project report 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 - 30 -  

    
8. The improvement of 
monitoring system of toxic 
shellfish is advanced.  
 

8-1. Until 2005, C/Ps 
implement examinations by 
themselves.  
8-2. The reports are presented 
to public organizations.  
8-3. The contents of 
improvement are reviewed. 

8. Monitoring records, 
reports, advance 
documents, meeting record 
with red tide committee 

 

9. The Knowledge and 
technique of quality control 
are increased.  

 

9. The questionnaire is 
implemented and analyzed. 

9. Text, pamphlet ,workshop 
and seminar records, 
questionnaire, news papers. 

 

Activities 
 

1-1 Plan the C/P allocation. 
1-2 Formulate and execute budget plan appropriately. 
1-3 Establish and operate management system. 
1-4 Formulate plans of operation and maintenance of 
equipment. 
1-5 Implement public relations through seminars/workshops, 
brochures and periodicals. 
  
2-1 Conduct surveys on fishery activities. 
2-2 Conduct investigations on biological data collection. 
 

3. Conduct introduction of appropriate databases. 
 
4-1 Conduct introduction of data-analysis technologies. 
4-2 Conduct modification of fisheries statistics. 

 
5-1 Set up a committee of stock assessment. 
5-2 Conduct stock assessment of main species by committee 
members. 
5-3 Recommend fishery management by committee 
members. 

 
6-1 Conduct basic survey on quality control from fishing 
boat to fish store. 
6-2 Conduct basic survey on shellfish collector. 

 
7-1 Implements organoleptic freshness test. 
7-2 Implement chemical freshness tests (pH、Volatile basic 
nitrogen (VBN), K value、histamine).  
7-3 Implement bacteriologic freshness tests (general 
bacteria, pathogenic bacteria).  
7-4 Master the “Ikeshime” technique which maintain 
freshness. 
7-5 Master the temperature control technique (cold storage, 
freezing). 
7-6 Master the processing technique (dehydrated product, 
salted products). 

 
8-1 Monitor toxic phytoplankton. 
8-2 Monitor nutrients of seawater. 

Important Assumptions 
a. The project administrative staff will not be 
changed frequently. 

 
Preconditions 

 
a. The counterpart organ (INCOPESCA) has 

competence to deal with the fisheries resource  
management policy. 

 
Inputs 
Japanese side 
1. Dispatch of Japanese experts 

(1) Long-term experts: 4 
     a. Chief Advisor/Fishery Policy 
      b. Project Coordinator 
      c. Resources Management 
      d. Quality Control 
(2) Short-term experts: as necessity arises. 

2. C/P Training in Japan 
   A certain number of the C/P per year (from 2 
weeks to 3 months) 

3. Provision of machinery and equipment 
4. Support for local cost 
Costa Rican side 
1.Allocation of C/P and supporting staff 

- C/Ps staff 
(1) Administrative C/P: 5 
(2) Technical C/P: 21 
(3) Supporting staff:  
- Supporting staff 
     Secretary 1 
     Driver 1 (As the need arises) 

2. Provision and maintenance of Buildings and facilities. 
3. Provision and installation of machinery and equipment 
and their maintenance 
4. Local cost 
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8-3 Calculate shellfish toxicity (Bioassays of mouse, 
HPLC). 
8-4 Examine heavy metal of shellfish. 
8-5 Recommendation for improvement of shellfish toxin 
monitoring system. 

 
9-1 Make text, presentation data, materials and pamphlet 
for workshop and seminar. 
9-2 Conduct visiting instruction. 
9-3 Implement workshops. 
9-4 Implement seminars. 
9-5 Promotion activities with mass media (newspaper, 
television). 
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別添５．調査団議事録 
 

・ミニッツ 

・評価レポート 

・評価レポート別添 

 ANNEX1．Project Design Matrix for Evaluation (PDM) 

 ANNEX 2．Achievement of the Project 

 ANNEX3．The Evaluation Grid 

 ANNEX 4．List of Japanese Experts 

 ANNEX 5．C/P Training in Japan 

ANNEX 6．Machinery and Equipment Provided by the Japanese Side for INCOPESCA and UNA 

 ANNEX 7．Allocation of CPs until April 2005 

ANNEX 8．Project Design Matrix 
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