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Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan 

評価報告書 

ウルグアイ東方共和国 

―  2015 年度  拠点機能回復等支援事業  ―  

（終了時評価－2016年 4月） 

 

 

国 名 ウルグアイ東方共和国 

プロジェクト名 ウルグアイ東方共和国における漁業開発のための施設改善プロジェクト 

実施期間 2015年 6月 26日～2016年 3月 31日 

覚書署名省庁名 

及び 

事業実施機関 

覚書署名省庁 ： 畜産・農業・漁業省 

実 施 機 関 ： 同省海洋資源総局 

(DINARA：Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) 

 

 

 

 

ウルグアイ東方共和国（以下「ウルグアイ」

という。）は、農業・畜産業が発展しており食

文化も肉が中心となっているが、アルゼンチ

ン国境のラプラタ河からの豊かな陸水により

同国水域には豊富な水産資源があるとされて

おり、メルルーサやニベ類を対象とする企業

型漁業や零細漁業が営まれている。自国の漁

獲物や輸入原魚を加工して海外に輸出してい

るが、同国政府は、養殖生産も増やして海外

への輸出や国内への供給を増加させたいと考

えており、同国東部のカーボ・ポロニオ国立

公園内の養殖センターにおいて、そのための

基礎研究を行っている。 

プロジェクトの概要 

プロジェクト実施の経緯と背景 



ii 
 

このことから、同国政府は、2015年 3月 26日付海洋資源総局長官発の書簡をもって公益財団

法人海外漁業協力財団（以下「財団」という。）に技術支援を要請した。財団は、我が国とウ

ルグアイとの漁業関係を考慮し、この要請に応え、2015 年度に拠点機能回復等支援事業によ

るプロジェクトの実施を決定した。 

 

 

 

上位目標 ウルグアイにおける養殖業が発展する。 

プロジェクト目標 
同国のカーボ・ポロニオ養殖センターのヒラメ養殖設備が改善され、

養殖技術が向上する。 

成  果 
１． 同養殖センターのヒラメの養殖設備が整備される。 

２．ヒラメの養殖に関する技術をカウンターパートが習得する。 

活  動 

１ ． 対象施設 

カーボ・ ポロニオ養殖センター 

２ ． 活動項目 

（１） カーボ・ ポロニオ養殖センターの設備の改善 

（２） ヒラメ の養殖技術に関する技術指導 

投  入 

財団側 

・専門家： 

〔形成調査〕 

コーディネーター1名（2015 年 4月 27日～2015年 4月 30日） 

 

〔事業実施〕 

コーディネーター1名（2015 年 8月 2日～2015年 10月 27日） 

（2016 年 1月 4日～2016年 3月 14日） 

コンサルタント・養殖 1名（2015年 8月 16日～2015 年 9月 9日） 

（2015年 10月 13日～2016年 3月 14日） 

・主な資機材：  

養殖施設整備機材（水槽、取水ポンプ、断熱パネル等） 

・事業費： 40百万円 

相手国側 

・カウンターパート： 

海洋資源総局 4名 カーボ・ポロニオ養殖センター 

（2015年 8月 2日～2016年 3月 14日） 

・プロジェクト関連予算、土地、施設等： 

資機材の荷揚げ地から実施サイトまでの国内輸送 

目 標 ・ 成 果 ・ 活 動 内 容 等 
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１．プロジェクトの妥当性 

同国のカーボ・ポロニオの国立公園内には古い施設を改修して養殖センターが造られて

おり、国立大学の研究者などと協力してヒラメの養殖に取り組んでいる。同センターでの

研究成果を民間セクターに普及させていくことにより、同国政府は輸出や国内での商業化

を進め、輸出増だけでなく雇用促進や地域産業の活性化に繋げたいと考えている。 

本プロジェクトにより、カーボ・ポロニオ養殖センターの施設を改善し、併せて技術指

導することは同国政府の政策に合致し妥当と考えられる。 

２．環境に対する配慮はなされていたか 

対象施設は国立公園内に設置されており、政府による環境保全の対策が講じられている。 

３．水産資源に対する配慮はなされていたか 

本プロジェクトは、漁獲努力量を増強するものではなく、水産資源に対する負の影響は

ない。種苗生産に関しても同水域内に生息する親魚を用いることにより、他水域の資源と

の交雑を引き起こさないよう配慮している。 

４．その他（プロジェクト関連予算、土地、施設等受け入れ態勢は決められたとおり

に実行されたか等） 

特になし。 

 

 

 

１．資機材、施設、専門家はタイミングよく投入され、期待された機能、能力を発揮

していたか 

首都モンテビデオで入手できる資機材が限られているため、残りの資機材については本

邦で調達し、航空便と船便に分けて必要とされるタイミングに合わせ輸送した結果、期待

された機能を発揮した。 

また、施設整備の進捗状況に合わせて、養殖技術に係る専門家を派遣し、餌料生物培養、

採卵、孵化、仔稚魚の飼育技術の指導を行った。 

２．移転技術はカウンターパートの習得水準に適合していたか 

プロジェクトは今年度で 3年目であり、主要なカウンターパートは前年に引き続き任命

評 価 事 項 

 

妥 当 性 

効 率 性 
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されている。また、事前調査時に、移転する技術とカウンターパートの技術レベルについ

て相手国側と打合せし、移転する技術レベルが適正であることを確認しており、施設整備

やヒラメの養殖技術に係る技術移転はカウンターパートの理解度に合わせて効果的に実施

され、期待される成果を挙げることができた。 

３．状況の変化、教訓・提言等に応じて実施計画、活動項目は、適宜見直されていた

か 

設備の改善は、 悪天候により 施設整備ができない日が続く こともあったが、 当初の計画

どおり 完了した。  

また、 施設や資機材が十分に活用されるためには、 種苗生産技術の技術移転も必要であ

ることが判明したため、 餌料生物の培養も含め、 種苗生産の技術指導を行った。  

４．その他（プロジェクトの効率性に影響を与えたと考えられる貢献・阻害要因等） 

特になし。 

 

 

 

 

１．プロジェクト目標の達成度 

１）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標：同国のカーボ・ポロニオ養殖センターのヒラメ養殖設備改善と技

術が向上する 

今回のプロジェ ク ト により 、

カーボ・ ポロニオ養殖センター

の種苗生産棟、親魚育成棟、発

電機室等が整備されたことに

加えて、餌料生物培養や種苗生

産などのヒラメ の養殖技術に

係る技術移転が行われ、安定し

たヒラメ 養殖の実施体制が構

築され目標を達成した。  

                     改善された施設（写真中央 3棟） 

２）その他（プロジェクト目標の達成度と外部要因との関係等） 

特になし 。  

２．プロジェクト活動項目及び期待された成果の達成度 

有 効 性 
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＜活動項目＞ 

(1)カーボ・ポロニオ養殖センターの設備の改善 

今回のプロジェクトでは、老朽化していた種苗

生産棟、親魚育成棟、発電機室及びポンプ小屋

の改修・設置を実施した。また、餌料生物培養

及び種苗生産体制を構築するとともに、親魚の 2

系統水槽（かけ流し及び閉鎖循環）での養殖体

制も確立した。 

整備された閉鎖循環水槽 

(2)ヒラメの養殖技術に関する技術指導 

ナンノクロロプシス、ワムシ等の餌料生物培養、親魚育成、採卵及び仔稚魚育成等の種苗

生産の技術指導を実施した。実施期間中に中間育成試験の初期段階まで技術指導を予定し

たが、餌料生物培養の遅れによる

種苗生産時期のずれ込みで、中間

育成指導は実施できなかった。 

施設整備については当初の計画ど

おり種苗生産棟内に研究室、ナンノ

クロロプシス培養室、ワムシ培養室、

種苗生産室が整備されたことで、一

貫した飼育研究が可能になり、安定

したヒラメ養殖の実施体制が構築さ

れた。                   仔稚魚飼育指導（20日目の仔魚） 

 

 

 

１．プロジェクト上位目標の達成に対し、プロジェクト目標の達成の効果はどの程度

見込まれるか 

本プロジェクトの目標は、カーボ・ポロニオ養殖センターにおいてヒラメの養殖設備が

改善され、ヒラメの養殖に関する技術が向上することであり、施設改善とヒラメ養殖技術

の移転の両面から支援を行ったことから、本プロジェクトの成果は上位目標としているウ

ルグアイにおける養殖業の発展に大きなインパクトを与えるものであった。 

２．プロジェクトは相手国・対象地域の政策形成、社会・経済等でどのような直接的・

間接的な効果または負の影響が見込まれるか 

プロジェクトで対象としたカーボ・ポロニオ養殖センターは、国立大学の研究者などと

協力してヒラメの養殖に取り組んでいる。また、同国政府は、本プロジェクトの成果を、

インパク ト 
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輸出の増大だけでなく雇用促進や地域産業の活性化に繋げたいと考えていることから、大

学の研究者も含めた技術開発、体制構築雇用促進及び地域産業の活性化等の波及効果が見

込まれている。 

３．その他（ターゲットグループに対するインパクトや、プロジェクトの計画当初予

見できなかった効果または負の影響が見込まれるか等） 

特になし。 

 

 

 

１．プロジェクト終了後もカウンターパート及び供与された資機材は有効に活用され

るか 

カウンターパートはカーボ・ポロニオ養殖センター長を務めている国立大学の研究者で

あり、今後も魚類増養殖技術開発を継続するため、今回のプロジェクトで整備された施設

及び供与された資機材並びに種苗生産を含む養殖技術は、プロジェクト終了後も有効に活

用される。 

２．プロジェクト終了後も効果は持続される見込みか 

カーボ・ポロニオ養殖センターのセンター長は継続的取組が期待できる国立大学の研究

者が務めているうえ、ウルグアイ政府が養殖生産を増やして海外への輸出や国内への供給

を増やしていきたいと考えていることから、整備された施設、養殖に関する技術は引き続

き持続される。 

３．その他（持続性に影響を与えると考えられる貢献・阻害要因等） 

特になし。 

 

以上 

持 続 性

 


