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Ⅰ 案件概要 

国名 カメルーン共和国 

事業期間 2005 年 3 月(詳細設計開始)～2006 年 3月(機材引渡し) 

実施機関 畜産漁業動物生産省(MINEPIA) 水産局 

事業費 E/N 限度額:400 百万円 供与額:400 百万円 

施工・調達 (施工)清水建設株式会社 (調達)清水建設株式会社 
案件従事者 

コンサルタント オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・コンサルタンツ株式会社 

基本設計調査 2005 年 2 月(オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・コンサルタンツ株式会社) 

関連案件 

・2006 年 10 月～2008 年 10 月、青年海外協力隊員(漁業協同組合分野)派遣。本事業対象のクリビ零細漁
業センター(CECOPAK)において運営維持管理を支援。 
・2007 年 7 月～2008 年 1 月、水産開発・運営管理技術アドバイザー派遣。開発調査「持続的水産・養殖
開発・管理調査」の妥当性の確認、および CECOPAK及びMINEPIAへの技術指導を実施。 
・2008 年～、青年海外協力隊員(村落)派遣。CECOPAKにおいて活動。 

事業背景 

MINEPIA は、FAO との協力により「漁業金融支援に関する海面零細漁業 F/S 調査」(1997 年)を実施し、同
国沿岸 5 県で推定資源量が最大かつ漁獲量の増大が見込まれるオセアン県における総合的な零細漁業振
興支援するため、オセアン県の主要水揚場 7ヵ所のうち 4か所が集中しているクリビ市における漁民セン
ター整備を提言した。本事業対象のクリビ市ムボア・マンガ水揚場はオセアン県最大の水揚場であり、水
産開発のポテンシャルが高いにも関わらず、製氷・保冷庫や衛生的な荷捌場などがないために経済的・効果的
な漁業活動に支障をきたしている。 

事業目的 
カメルーン共和国南部州オセアン県クリビ市ムボア・マンガ水揚場において、零細漁業施設(CECOPAK)の建設、
荷捌用機材および修理用工具の調達を実施することにより、漁獲物の鮮度の改善、氷の生産・供給体制の整備、
ピログ船の稼働率の向上を図る。 

アウトプット 
(日本側) 

<施設建設> 土木施設(護岸、開水路)、建築施設(荷捌・卸売場、製氷棟、漁具ロッカー、管理棟、食堂棟)、
付帯設備(給水設備、排水設備、電気設備など) 
<機材調達> 荷捌用機材(保冷魚函、吊下げ型秤)、船外機修理用機材 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

本事業は計画時、事後評価時点共にカメルーンの開発政策、開発ニーズとの整合性は高く、計画時の日本の援助政策との
整合性も確認された。また本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。事業費、事業期間ともに
計画内に収まり、効率性は高い。財務と維持管理状況に問題があるものの、過去に複数回補助金を受けていることから今後
も支援が見込めること、財務・維持管理状況の問題が成果指標に深刻な影響を与えていないことを総合的に判断し、本事業
によって発現した効果の持続性は中程度である。以上より、本事業の評価は高いといえる。  
MINEPIA、クリビ市、CECOPAK に対する提言としては、魚網の不法投棄問題への対応を一層強化することが挙げられる。ま
た、2011 年に予定されている製氷機及び貯氷機冷却装置の更新を円滑に行うため、CECOPAK 及び MINEPIA は必要な資金を用
意することが挙げられる。 
教訓として以下の 4点が挙げられる。 
1.本事業では、センター設立後時間をおいて水産開発・運営管理技術アドバイザーや青年海外協力隊員が運営維持管理面で
支援を行った。しかし、センター設立当初、適正な賃貸料の設定、パソコンによる賃貸契約・経理の管理、水道・電気料金
の徹底的な管理などが不十分であったため、赤字が続いた。今後の類似案件では計画段階から専門家やソフトコンポーネン
トによる支援も含めて運営維持管理体制が早期に確立されるような支援対策を検討する必要がある。 
2.本評価調査において、魚の鮮度改善の度合いや氷の生産量、ピログ船の登録数などの指標の達成度を測る際、外部要因で
ある年間漁獲量の変動の影響の有無をベースライン時までさかのぼって確認するのに労力と時間を要した。今後の類似案件
では、計画時に、実施機関がベースラインから目標年まで指標と共に年間漁獲量をモニタリングすることが望ましい。 
3.本事業では計画時に指標の項目と測定方法について実施機関と協議されていなかったため、モニタリングされていない項
目もあった。今後の類似案件では計画時に、指標に関して実施機関とよく協議のうえ合意し、センター設立時にモニタリン
グ体制を構築することが重要である。特に氷の生産量は漁獲量と氷販売収入に密接に関連し、いずれも一年を通じて変動す
るため、それぞれ月別にモニタリングし、データを一元的に管理する体制を整えることが、収支予測においても重要である。
4.本事業では、製氷機の稼働率(氷の生産量÷製氷機の生産能力)が運用指標として設定されていなかったため、機材の活用
状況を定量的に測ることができなかった。今後の類似案件では、計画時に盛漁期・閑漁期別の製氷機の稼働率を予測し、実
績と比較することが望ましい。 
本評価調査は簡易型であり、資料レビュー、実施機関への質問票及び本邦コンサルタントへの聞き取り調査により得られ
るデータのみに基づいて評価を行った。従って、直接観察によって確認できるデータ(供与施設・機材活用状況等)は質問票
回答をもって判断した。また、質問票回答にある指標値の根拠となる一次データは未確認である。ただし、水産開発・運営
管理技術アドバイザーや青年海外協力隊の提供情報に記載されたデータと齟齬があると判断されたデータについては、追加
質問を行い確認した。簡易型評価であるため、受益者調査により得られるデータは含まれていない。 
現地調査による提言についての実施機関との協議は行っていない。 
一方、実施機関への質問票回答に対する 4 回の追加質問に対して適切に情報提供がなされ、魚網不法投棄問題に関する写
真入りの報告書などの資料も提供された。また、特に有効性及び持続性の評価に際しては、CECOPAKへの運営維持管理支援を
行ったアドバイザーや協力隊員からの情報、2007 年に本事業対象施設及び青年海外協力隊員の活動を視察した ODA 民間モニ
ターの報告書も情報源として活用した。したがって、JICA 提供情報及び実施機関への質問票のみで評価を行った同パッケー
ジの他案件と比較してより厳密な評価を行うことができたと考えられる。 

 



1 妥当性  

1.カメルーン国開発政策との整合性 
計画時において、貧困削減戦略文書(2003 年)は 7つの柱のうちの 1つとして「成長強化のための経済多様化」を掲げてお
り、農漁村における生産性改善、収入改善、国民の食糧確保のための生産者支援を目標としていた。また、計画前に発表さ
れ、かつ、事後評価時においても有効である、畜産漁業動物生産開発戦略(2002 年)は、水産物生産システムの近代化、組織
フレームの改善、インセンティブフレームの改善、漁業資源の持続的開発を優先事項として掲げている。よって、本事業は
計画時、事後評価時ともに、カメルーンの開発政策と合致していると言える。 
2.カメルーン国開発ニーズとの整合性 
 計画時、水産業は安価な動物蛋白供給源、農漁家の収入源として重要な位置づけにあった。水産物の年間水揚げ量は約 11
万トンであり、そのうち 90%以上を零細漁業分野が占めていた。とりわけ沿岸漁業は、漁場面積が限られているにもかかわ
らず、零細漁業生産量全体の約 45%を占めていた。一方、国内生産だけでは魚消費量を満たすことが出来ないことから、輸
入量が 2003 年には年間約 10 万トン、2007 年には約 14 万トンに達した。このため、事後評価時点において、漁獲収量の改
善や養殖生産量の増加が重要な課題となっている。よって、本事業は計画時、事後評価時ともに、カメルーンの開発ニーズ
と合致していると言える。 
3.日本の援助政策との整合性 
ODA 国別協力データブック 2004 年によると、カメルーンに対して無償資金協力と技術協力を中心に支援を実施していくこ
とを基本方針としていた。また、重点分野として、これまで教育、水、保健・医療や漁業(小規模漁業推進計画)等の基礎生
活分野やインフラ整備における支援を実施している。よって、本事業は計画時の日本の対カメルーン援助政策と合致してい
ると言える。 
以上より、本事業の実施はカメルーンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。

2 効率性 

1.アウトプット 
日本側のアウトプットはほぼ計画どおりであった。 
2.事業期間 
 計画 12 ヵ月に対して両端月入れでは実績 13 ヵ月であるが、詳細設計開始日から引渡日まで 12 ヵ月であり、計画どおりと
なった(計画比 100%)。 
3.事業費 
計画額 400 百万円に対して実績 400 百万円であり、計画内に収まった(計画比 100%)。 
以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり効率性は高い。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
1)優先種「ニベ」の陸揚げ時の鮮度改善率(ニベを含めた水揚量全体に対する新鮮なニベの割合)は、2007 年の計画 10%に
対して、同年実績 5.1%であり、目標を下回った。その主な理由として、計画時挙げられていた外部要因リスクであるニベの
漁獲量の減少が挙げられる。なお、ニベの漁獲量は減少しているが、他の魚種の漁獲量は増加しており、全魚種の年間漁獲
量は、入手可能なデータ(2004 年、2006 年、2008 年、2009 年)によると、約 400 トンで安定している。 
2)氷の生産量は、2007 年の目標値 600 トン/年に対し同年実績 243 トン/年(計画比 41%)、2008 年実績 235 トン(計画比 39%)
と計画を下回っており、2009 年に 420 トン/年に増加したが、2004 年の基準値(400～500 トン/年)レベルに留まっている。
いずれの年も氷の生産量が目標値を下回っている理由として、本事業施設で製造しているアイスキューブより地元の自営業
者数社が製造しているアイスブロックの需要が高いことなどが挙げられる。また、目標値を下回った理由を年度別にみると、
実施機関によると、2007 年は不漁だったとのことであり(データなし)、2008 年は電気代を抑えるため、生産した氷を貯蔵
庫に保管せず直接販売したことで氷の質が劣化し、消費者が他の業者から氷を購入するようになったことがあげられるとの
ことである。一方、2009 年の氷生産量が 2007 年と 2008 年に比べて増加した理由は、①漁獲量が例年どおりだったこと、②
氷の質を元にもどしたため一度離れた消費者が戻ってきたこと、③フランスの操業者が地元の若手漁師 25 名を雇用して 7
隻のピログ船を操業し、氷をセンターから安定的に購入するようになったこと、が挙げられる。 
3)氷の販売価格は、2007 年の目標値 35FCFA/kg を達成しており、2004 年の基準値 65FCFA/kg の約半額で提供することがで
きている。なお、2009 年には水道代・電気代の上昇を考慮し、40FCFA/kg に値上げした。 
4)計画地(ムボア・マンガ)の動力ピログ船の登録数は、運輸局から 2007 年(目標年)の実績値が得られなかったため、計画
と実績を比較することができなかった。 
5)動力ピログ船一日あたり平均稼働隻数は、2007 年の目標値 50 隻に対し実績 50 隻と目標値を達成した。 
6)計画地を利用する動力ピログ船の稼働率は、4)の実績値が得られなかったため、計画と実績を比較することができなか
った。なお、「動力ピログ船一日あたり平均稼働隻数」の 2007 年目標値の根拠となった 2004 年基準値は、底刺網盛漁期(9
月)の1週間に水揚げした隻数合計の実測値を2で割った数字(87÷2＝43.5)である(ほとんどの船が週2回水揚げするため)。
実施機関の協力を得て、事業事前評価表に記載された測定方法に基づき、2004 年 9 月と同じ条件で 2010 年 9 月に 1週間実
測調査を実施したところ、1週間に水揚げしたピログ船隻数は、2004 年の 87 隻に対して、2010 年は 91 隻となり、若干上回
った。 
本プロジェクトで提供した船外機修理用機材の活用は計画地を利用する動力ピログ船の稼働率の増加に貢献していること
が確認された。機材の活用状況に関しては、不活用あるいは他目的に使用されている機材はない。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
住民移転は発生しておらず、用地取得過程において特に問題は生じていない。本事業実施による自然環境への負のインパ
クトではないが、古くなったナイロン製魚網の漁民による投棄が問題になっており、過去 2年間にわたって CECOPAK は啓蒙
活動を行ってきたが、問題は続いており、クリビ市役所と共に問題解決方法を模索している。また、食堂棟から出た残飯の
海への投棄に関しても、啓蒙活動を継続しているが、観光客のゴミ捨てと共に問題は続いており、派遣中の協力隊員の協力
を得て引き続き啓蒙活動の実施が求められる。 
想定された正の間接的効果としては、以下の点が挙げられる。クリビ市零細漁業振興団(MIDEPECAM)の統計(2003 年～2005
年)及び CECOPAK の統計(2007 年～2009 年)によれば、漁師の収入が、2004 年の 5万 FCFA から 2009 年の 8万 FCFA に増加し
た。収入増加の理由の一つとして、本事業の実施により鮮度が改善されたことで魚の卸値の価格があがったことが挙げられ



る(2006 年の盛漁期 1000FCFA、閑漁期 1500FCFA に対し、2010 年は盛漁期 1200FCFA、閑漁期 2500FCFA となっている)。ただ
し、収入について CECOPAK により信頼性のある統計がとられるようになったのは 2007 年以降とのことであり、また、異な
る情報源のデータを単純に比較できない。さらに、漁師の収入増加には様々な要因が関連していると考えられ、本事業のみ
のインパクトとは言い切れない。 
計画当初、製氷・保冷機能によって新鮮な魚介類をより遠くの市場まで届けられることが正の間接的効果として想定され
ていた。しかし、漁獲量の約 60%が卸売業者により買われヤウンデ市内の大きな市場で売られており、残りはセンターで売
買されるか、センター内外の食堂で消費されている。より遠くの市場に届けられているという事例は認められなかった。 
想定されていなかった正の間接的効果としては、以下の 3点が挙げられる。 
1)本事業対象地域は観光客数の統計はとられていないものの、観光地化が進んでいる。 
2)実施機関によれば、センター内の食堂やそれを模した隣接したビーチの食堂で新鮮なシーフードを提供することにより、
自営業者の収入増加にもつながっている。 
3)上述のような活性化により、CECOPAK 外の仲買人や卸売業者、輸送関係者、食堂経営者・雇用者などの受益者数が増加し
た。 
 以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 当初 5年間は MINEPIA 水産局・零細漁業振興団(MIDEPECAM)とクリビ市が共同で CECOPAK の運営維持管理を行い、5年後に
ムボア･マンガ水揚場開発委員会(CDDM)による単独運営を行う計画だった。しかし、MIDEPECAM とクリビ市は財政事情により、
CDDM は組織的な問題により運営に参加していないため、水産局の監督のもと、CECOPAK(所長は MIDEPECAM クリビ支所長兼任)
が運営維持管理を行っている。なお、2008 年 CECOPAK の呼びかけで組合(GIC)が設立された。本事業完成時の CECOPAK 職員
は 6名だったが、現在 10名(正規 8名+契約 2名)に増加している。CECOPAK は、2008 年から毎週定例会を開催し、収支報告、
代金未払い者の報告、施設管理についての協議を行っており、事後評価時点で運営維持管理の体制に特に問題は認められな
い。 
2.運営維持管理の技術 
製氷機管理係 2 名は、製氷機や保冷庫などの機材の維持管理を行うに十分な技術を有している。また、氷の販売記録も正
確に記録しており、2008 年以降電気・水道メーターのチェックも定期的に行っている。 
3.運営維持管理の財務 
CECOPAK は独立採算システムであり、原則として氷の販売や賃貸(食堂棟、荷捌・卸売場、漁具ロッカー、保冷魚函など)
からの収入で経費を賄うことになっている。CECOPAK によると、2007 年の収入(内訳は上述)は約 1,720 万 FCFA、支出(電気
代、水道代、人件費、ガソリン代など)は約 1,900 万 FCFA で、約 180 万 FCFA の赤字となった。赤字の主な理由として、1)
高額な電気代の負担、2)食堂棟の区画利用者の反対により適正な賃料を設定できなかったこと、3)CECOPAK が食堂棟の区画
利用者と賃貸契約を締結しなかったことに端を発する利用者の賃貸料の滞納、などが挙げられる。なお、電気代がかさんで
いる理由として、水産開発・運営管理技術アドバイザー報告書において、氷の需要と比較して製氷機の生産能力が大きすぎ
ること(2 トン/日)が指摘されている。同アドバイザーの報告書によると、販売が最高となる 11 月でも 2007 年の氷生産量は
月約 30 トン(1 日 1 トン)以下であり、市のある水曜日と土曜日は 1トン以上必要だが、前日に生産し備蓄すれば 1トンの製
氷施設でも十分に供給できるとのことである。 
赤字を解消するため、2008 年、カメルーン側関係者は水産開発・運営管理技術アドバイザーの協力を得て経営改善案をと
りまとめ、実施した。2008 年の収入は約 1700 万 FCFA(250 万 FCFA の補助金が含まれているかは不明)で変わらなかったが、
支出は 1,540 万 FCFA に減少し、収支は約 160 万 FCFA で、概ね黒字となった。経営改善案には、1)各賃貸料の値上げ(食堂
区画使用料は 3600FCFA から 5,000FCFA に引き上げ)、2)食堂区画利用者との賃貸契約の締結、3)氷代や賃貸料の付けの禁止、
4)賃貸料滞納者の排除、5)氷の販売促進と管理のため氷を麻袋につめて販売すること、6)パソコンによる経理・契約の徹底
的なデータ管理(アドバイザー及び協力隊員による補佐)などが含まれる。なお、食堂区画使用料の値上げに際しては、適正
な賃料を設定するため、食堂の客数や注文内容、売上などについて一定期間調査を行った。 
2009 年の収入は約 2,200 万 FCFA、支出は約 2,200FCFA で、かろうじて黒字を保った。2007、2008 年と比較して収入が増加
した理由は、食堂区画使用料や氷代の値上げ(35FCFA から 40FCFA に引き上げ)、及び前述した通り氷の販売量が増えたこと
などが挙げられる。 
しかし、2010 年初頭に約 80 万 FCFA の水道料金の支払いができなくなったため、200 万 FCFA の補助金を受けて、収支を保
った。2011 年は、計画時に想定された 5年に 1回の製氷機及び貯氷庫冷却装置の更新が見込まれるため、CECOPAK の資金が
十分でない場合、MINEPIA は不足費用を補てんすることが必要である。 
4.運営維持管理状況 
CECOPAK によると、荷捌・卸売施設、製氷施設、漁具保管・修理施設、管理施設等、各施設の維持管理状況は良好で、瑕疵
検査で問題となっていた食堂棟の排水管の詰まりは解決されているとのことである。瑕疵検査においては製氷機の運転記録
がないことが指摘されていたが、事後評価時点では記録されており、特に問題は報告されていない。保冷魚函 128 個のうち、
18 個が海上事故や集中豪雨などによる損失などのため、110 個のみ利用されていると報告されている。なお、紛失防止のた
め、各保冷魚函にナンバリングしており、借主と番号も記録している。返却前に借主に洗浄するように伝えているが、汚れ
のひどい場合には管理係でも洗浄するようにしている。吊下秤は、瑕疵検査において提言された使用後毎の汚れのふき取り
は実施され、ペンキの塗りなおしもされているが、本事業で供与した 15 セット中 14 セットが破損・摩耗し、復旧の目途は
ない。このため、CECOPAK は独自予算で 50 キロ用 2個を追加購入したが、さらに追加購入が必要なため、MINEPIA に支援を
求めている。実施機関によれば、CECOPAK 設立直後に 2 年間派遣された青年海外協力隊員は、CECOPAK 職員と船主・漁師側
との橋渡し役として CECOPAK の組織化に貢献し、また荷捌・卸売場の衛生状況の改善に貢献したとのことであり、運営維持
管理面において本事業との関連が認められた。 
以上より、本事業の維持管理は財務、維持管理状況に問題があるものの、過去に複数回補助金を受けていることから今後
も支援が見込めること、財務・維持管理状況の問題が成果指標に深刻な影響を与えていないことを総合的に判断し、本事業
の実施によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 


