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国名
クリスマス島沿岸漁業振興計画

キリバス

Ⅰ 案件概要

事業費 交換公文限度額：739 百万円 供与額：732 百万円

交換公文締結 2005 年 1 月

事業完了 2006 年 4 月

相手国実施機関 国営漁業公社（CPPL)（主管官庁: 漁業・海洋資源開発省（MFMRD））

関連調査 基本設計調査 2004 年 5 月～2005 年 1 月

案件従事者

コンサルタント ICONS 国際協力株式会社

施工業者 五洋建設株式会社
機材調達 南洋貿易株式会社

関連案件 日本の協力: キリバス共和国漁業振興計画(1979, 無償資金協力)

事業の背景

キリバスのクリスマス島では、基幹産業である漁業が島の経済を支えており、島の全世帯の23%を占

める104世帯が漁業を主たる収入源としていた（2000年センサス）。漁業・海洋資源開発省が主管する

国営漁業公社(CPPL)は首都タラワとクリスマス島間（ファニングとワシントン間）の船便輸送を担って

いるが、同社の魚水揚げ・加工処理施設設備や機材は老朽化していた。本事業の事前評価の段階では、

CPPLクリスマス島支社（CPPLクリスマス）は首都タラワへの冷凍魚の輸送量を増やすことが困難な状況

であり、スリップウェイや魚加工・保存用施設等の施設・設備の改修が必要とされていた。

事業の目的

アウトカム

クリスマス島において、魚の水揚・荷捌施設を改修または新設し、加工処理設備・機材等を整備するこ

とにより、魚の水揚量・出荷量および首都タラワへの冷凍魚供給の増加を図る。

アウトプット

日本側：

・ 護岸及びスリップウェイの改修

・ 荷捌棟、発電機棟、集会室棟、下水施設の新設

・ 施設設備/機材整備：冷凍冷蔵設備、発電機、浄化槽、水タンク、燃料タンク

・ 調達機材/資材：漁船、加工台、梱包台、バンドソー、台秤, 清掃道具、クレーン付トラック、 輸

送機材、 チェストフリーザー、防寒用品、集会棟用テーブルと椅子

相手国側：

・ 工事中の代替水揚場の確保

・ 漁具倉庫及び、改修・建設予定地の腐食浮桟橋の撤去

・ 電力計、電力分岐ボックスの設置及び電話線の接続

・ 水道分岐ボックス及び量水器の設置

Ⅱ 評価結果

総合評価

本事業はキリバス国の開発政策・開発ニーズおよび日本の援助政策と、事前評価・事後評価の両時点において合致してい

る。

しかしながら、事業目的として目指した「魚の水揚量・出荷量および首都タラワへの冷凍魚供給の増加を図る」は達成さ

れなかった。CPPL クリスマスでは予期せぬ事故で船内冷凍設備が故障したため、2007 年よりタラワへの冷凍魚の定期輸送

を行うことが出来ていない2。1 日の魚処理量は 2003 年と 2012 年では変化はないものの、魚加工量は目標値の年間 10 トン

を達成した。2012 年に数名の漁師にインタビューしたところ、本事業による埠頭の改修で、漁船が安全に出入港できるよう

になり、荷揚げ作業も楽になっているとのことであった。持続性については、技術面、財務面、運営・維持状況の面でいく

つかの課題があるため、CPPL タラワ本部（CPPL タラワ）は CPPL クリスマス支社の職員に対し、機材の修理や維持管理の研

修指導を行った。事後評価時では、チェストフリーザーはガス漏れのためうまく稼動しておらず、これに対して CPPL タラ

ワは修理のためのスペアパーツを調達する予定である。また財務面では予算収支のモニタリングを強化している。効率性に

ついては、事業期間が計画を若干上回った。

以上より、総合的に判断すると、本事業の評価は低いといえる。

1 妥当性

本事業の実施は、事前評価・事後評価の両時点で、国家開発戦略（2000-2003）、キリバス開発計画（2012-2015）に掲げ

られた「漁獲高の増加を通して経済成長を図り、貧困削減を目指す」というキリバスの開発政策、「漁業振興と魚加工・保

存用施設や関連機材の維持管理」という開発ニーズ3、及び日本の援助政策（日本政府が第 3 回太平洋・島サミットで合意

したキリバスを含む大洋州共同行動計画）と十分に合致しており、妥当性は高い。

2有効性･インパクト

本事業で目指した「魚の水揚量・出荷量および首都タラワへの冷凍魚供給の増加」は達成されなかった。定期便の船内冷

                                                  
1 本事後評価は、2012年の現地調査及び実施機関への質問票・メールによる確認によって得られた情報を分析し、評価判断を行った。
2 定期便が難破または座礁したため、操業停止となった。
3 クリスマス島ではサンゴ礁特有の土壌ゆえに、コプラ以外の農作物の栽培が困難である。



凍設備の故障のため、2007 年よりタラワへの冷凍魚の輸送は行われていない（指標 1）。漁船 6隻のうち 2隻が稼動してい
るのみであり、1日の漁獲量は 2012 年でも本事業前と変化はみられず、1日の魚処理量についても目標値を達成できていな
い（指標 2）。一方で、年間の魚加工量は 2011 年に 16.6 トンに増え、2008 年の目標値であった年間 10トンを達成し、本事
業による正の効果も確認された（指標3）。クリスマス島の加工魚は首都タラワへは出荷されていないが、ハワイに輸出、ま
たは島内で消費されていることから、本事業は増えつつある魚の需要に応える一定の貢献をしたといえる。2012 年に数名の
地元の漁師にインタビューしたところ、本事業による埠頭の改修で、漁船が安全に出入港できるようになり、荷揚げ作業も
楽になったとのコメントが得られた。またスリップウェイが改修されたことで、漁船が停泊でき、漁船の定期点検も可能に
なった。

本事業で調達した機材は、台秤や発電機は有効に活用されているが、漁船数隻とチェストフリーザーはスペアパーツが確
保できないため、活用されていない。クレーン付トラックも 2011 年に発生した衝突事故で本体に大きな損傷を受け、使用
できなくなっており、2013 年 10 月に CPPL 本部から輸送した中古トラックで代用している。バンドソーの刃は修理され使わ
れるようになった。CPPL 本部ではチェストフリーザーの修理のため CPPL クリスマス支社にスペアパーツを送付する予定で
ある。

以上のことから、本事業の有効性/インパクトは低い。

<定量的効果>

指標 (単位)
実績値

(2003 年)

目標年計画値

(2008 年)

目標年実績値

(2008 年)

事後評価年実績値

(2012 年)

指標 1：

クリスマス島からタラワへ

の冷凍魚の輸送量/年

16.5 トン/

年

72 トン/年 0 トン/年 0 トン/年

(2007 年よりタラワへの冷凍魚輸送は行われていな

い)

指標 2：

魚処理量/日

200 キロ

(2隻)

600 キロ

(6 隻)

データなし 206 キロ (2012 年 6 月～12 月まで)

6 隻のうち 2隻のみが稼動可能

*2 隻がメンテナンス中。

*1 隻は漂流; 1 隻は破損のため廃棄4.

指標 3：

魚加工量/年

なし 10 トン/年 データなし 16.6 トン

(2011 年 5 月から 2012 年 4月まで)

出所 : CPPL スタッフからの聞き取り

魚加工施設 台秤 バンドソー

3効率性
本事業の事業費は計画内に収まった（計画比 99%）。タラワとクリスマス島間の船便輸送は月に一度しかなく、そのため一

部の機材が計画されていた時期に輸送できなかったことから、事業期間は計画を若干上回った（計画比 102%）5。  
したがって、効率性は中程度である。

4 持続性

本事業によって建設・整備された施設や調達機材は漁業・海洋資源開発省の管轄のもと、同省が主管する CPPL クリスマ
ス支社によって維持管理されている。CPPL は技術面、財務面および運営・維持状況についての課題はあるが、体制面での問
題はない。

2012 年に CPPL の組織改革があり、CPPL クリスマス支社は CPPL 本部の指導のもと良好に管理されている。人員数は本事
業開始前と比較して 2 倍の 17 名に増員された。技術面では、施設設備・機材の通常の運転操作に問題はないものの、チェ
ストフリーザー等の機材の修理・維持管理については対応できていない。そこで CPPL 本部では、CPPL クリスマス支社のス
タッフを対象に、機材の修理や維持管理の研修指導を行った。財務面では、漁獲高の減少で CPPL の収入が減少する一方で、
運営経費が増加している。その理由としては、故障したトラックの代わりに借りたトラックのレンタル費用、輸送のための
ガソリン・燃料費が挙げられる。これに対して、CPPLは債権の回収を進め、他のドナー機関からの財政的支援を依頼するな
ど財務面の改善に向けた努力を行っている。2013 年には、年間の収支計画を作成し、政府に報告するなど、モニタリング体
制を強化しつつある。運営・維持管理面では、ガス漏れで破損したチェストフリーザー等いくつかの問題があるものの、本
事業で建設された魚加工施設、スリップウェイ等は良好に管理されており、機材の点検も定期的に実施されている。CPPL
本部はチェストフリーザーのスペアパーツを調達予定である。またスペアパーツの調達や機材の維持管理にかかる予算が、
2014 年前半に CPPL クリスマス支社に配分される予定である。

以上より、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

                                                  
4 本事業で調達した 4隻の漁船のうち 2隻は基本設計調査時の想定通り、1日に 100キロの漁獲を上げている。本事業開始前から CPPLが保

有していた 2隻の漁船は耐用年限となり、事後評価時は故障により使えなくなっていた。
5 首都タラワからクリスマス島へは 3週間ほどかかる距離である。



Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

CPPL に対して、故障後も修理されていない機材を早急に修理することを強く提言する。また、機材が整備され稼動可能と

なったら、CPPL クリスマス支社は定期点検の実施結果を CPPL 本部に報告することを提言する。

JICA への教訓：
キリバスのような島国では、スペアパーツのほとんどは本島からの取り寄せ、または海外からの輸入で調達する必要があ

る。さらに、実施機関内で、機材の維持管理を担当する部門とスペアパーツ調達部門とが地理的にかなり離れている場合も
ありうる。このような背景を踏まえ、 ①運営・維持管理部門と本島にある調達部門間でタイムリーに連絡できるような体
制になっているか、②調達部門にはスペアパーツの取り扱い業者の最新情報があり、また維持管理部門からの要請に迅速に
対応すべく予算確保ができるかどうかなどについて、事業計画段階に入念に確認しておくことが必須である。


