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Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan 

評価報告書 

ソロモン諸島 
―  2015 年度  水産振興・資源管理推進事業  ―  

（終了時評価－2016年 4月） 

 

 

国 名 ソロモン諸島 

プロジェクト名 ナマコ資源管理パイロットプロジェクト 

実施期間 
2010年 5月 31日～2016年 3月 31日 

（評価対象期間：2015年 4月 10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 ：漁業海洋資源省(MFMR：Ministry of Fisheries and 

 Marine Resources） 

実 施 機 関 ：漁業海洋資源省 

 

 

 

ソロモン諸島（以下「ソロモン」という。）に

おいては、近年の人口増加、経済活動の増大に

よる環境への影響及び過剰な漁獲圧により有用

水産資源が減少傾向にあり、ソロモン政府は、

この課題を解決するため「水産養殖開発計画

2009-2014」を策定した。 

同計画のなかで、 

① 国内における食料及び生計確保のための

養殖適種の選定・優先順位付け、 

② 活力ある養殖企業の設立支援及びその育

成に必要な技術研修の実施、 

③ 漁業者、民間企業あるいは NGO等に対す

る養殖技術支援を掲げるなど、 

水産養殖振興を重要な政策と位置づけた。 

プロジェクトの概要 

プロジェクト実施の経緯と背景 
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かかる状況のなか、2009年 9月に開催された、日･ソロモン漁業協議において、ソロモン側

から「ソロモンにおけるノコギリガザミ及びナマコ類養殖」の協力事業の実施に関する要請が

なされた。 

公益財団法人海外漁業協力財団（以下「財団」という。）はこの要請に応え、プロジェクト

形成を目的とする事前調査ミッションを 2010年 3月に現地に派遣し、ソロモン政府と協議の

上、同年 10 月から本プロジェクトを開始した。 

本プロジェクトは、当初 3か年間での実施を計画していたが、対象としたオニイボナマコの

増養殖技術開発に予想以上に時間を要し、2013 年度後半に初めて稚ナマコの生産に成功した。

2014 年度には種苗生産、稚ナマコ飼育、放流試験を実施したが、ソロモン政府は、より安定

的な種苗生産を達成し、ナマコ資源の回復を目指すため更に１年間のプロジェクトの延長を要

請した。財団はこれに応えてプロジェクトの延長を決定した。 

 

 

 

上位目標 ソロモンの沿岸漁業振興 

プロジェクト目標 ソロモン政府によるナマコ資源回復及び資源管理が可能になる 

成  果 ナマコの種苗生産、中間育成、放流等の資源管理技術の向上 

活  動 

1）種苗生産施設の維持管理 

2）親ナマコ飼育管理 

3）放流試験予定海域における天然ナマコの生殖腺観察 

4）種苗生産試験 

5）放流試験予定海域におけるナマコ産卵行動等のモニタリング 

6）放流サイトの選定及び放流種苗の追跡と管理 

7）ナマコに関する知見収集及び分析 

目 標 ・ 成 果 ・ 活 動 内 容 等 
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投  入 

 

財団側 

・専門家： 

長期派遣専門家（資源管理・増養殖）1名 

（2015 年 4月 10日～2016年 3月 31日）  

・事業費： 29百万円 

・主な資機材： 淡水送水ポンプ、事務机、椅子 

相手国側 

・カウンターパート： 

漁業海洋資源省次官 1名、漁業海洋資源省職員 1名 計 2名 

（2015年 4月 10日～2016年 3月 31日） 

・プロジェクト関連予算、土地、施設等： 

プロジェ クト 事務所及び資機材等の保管倉庫 

ナマコ種苗生産施設のための土地 

 

 

 

    

 

１．プロジェクトの妥当性 

本プロジェクトは、ソロモンの「水産養殖開発計画 2009-2014」に基づく水産資源回復

等の政策を支援するものである。 

また、ナマコ資源の回復と管理の推進により、地域住民の現金収入源確保への貢献が期

待され、対象地域のニーズにも合致している。 

本プロジェクトの活動項目は、ナマコの種苗生産、中間育成、種苗放流等の資源管理に

繋がる技術移転と施設整備であり、プロジェクト目標であるナマコ資源の回復及び管理を

可能とする技術的基盤となるものである。 

２．環境に対する配慮はなされていたか 

ナマコ種苗生産施設建設にあたっては、事前に予定地周辺の環境を調査し、建設時の土

砂流出及び施設使用時の飼育排水等による海域汚染防止対策を講じるなど、環境に十分配

慮した。 

親ナマコについては、放流予定海域の個体を用い、遺伝子攪乱の防止に配慮した。 

また、プロジェクト対象種のナマコには、形態の異なる2つのタイプ（S-Type、B-Type <

注1>）が存在したため、両者の交雑防止に努めた。 

評 価 事 項 

 

妥 当 性 
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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、ナマコの種苗生産、中間育成及び種苗放流に係る技術の開発・移転

により、資源の管理及びその有効利用に資するものであることから、適切な水産資源管理

を促進するものである。 

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 

これまでに投入された施設・資機材は十分機能しており、親ナマコの採捕・飼育、種苗

生産試験（採卵・幼生飼育）、放流試験は問題なく実施された。 

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 

2015 年 5月から新しいカウンターパートが配置されているが、前任者とは約 1年間とい

う長い引継期間が取られており、これまで前任カウンターパートがプロジェクトで習得さ

れた技術も適切に移転されている。今年度最も注力した種苗放流試験でも同様のレベルで

の技術移転が行われた。 

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 

天然ナマコの生殖腺観察について、これまでのプロジェクト実施で一定の成果を挙げ、

種苗生産にも成功しており、今年度は、昨年度成功した種苗生産により確保した稚ナマコ

の放流試験を重点的に実施した。 

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 

効 率 性 

有 効 性 

〈注 1〉S-Type（with sharp warts）鋭いイボ、 

     B-Type（with blunt warts）丸いイボ 
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１）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標：ソロモン政府のナマコ資源回復及び管理政策の実施が可能になる 

ソロモン政府は、これまでもナマコの資源管理に関する努力を続けてきており、本プ

ロジェクトにより、世界的にもまだ確立されていないオニイボナマコの増養殖方法に関

する知見が収集・蓄積されてきている。 

また、親ナマコの採取及び種苗放流を行っている地域コミュニティは、プロジェクト

の中で親ナマコの採取や産卵行動の観察を続けることで、資源管理の重要性を認識する

ようになっている。これまで継続されている種苗生産・放流試験を通して、ソロモン政

府による自立的・持続的なナマコ資源回復及び資源管理を可能とする技術が着実に移転

されている。 

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 

＜活動項目＞ 

１) 種苗生産施設の維持管理 

来年度に種苗生産施設の補修工事がおこなわれることから、今年度は種苗生産施設の

補修等は行わず、種苗放流試験を主な活動とした。補修工事に係る経費についてはソロモ

ン政府側の負担事項として予算措置がなされている。 

２) 親ナマコ飼育管理 

来年度の施設補修工事に向けて、一旦施設

の機能を停止する必要があるため種苗生産を

行わなかった。飼育されていた親ナマコにつ

いては順次採取された海域へと放流した。 

３) 放流試験予定海域における天然ナマコ生殖

腺観察 

これまで実施した B-Typeの生殖腺観察に

より、種苗生産に成功し、一定の成果を得た

こと、また、資源にも負荷がかかるので、今

年度は実施しなかった。 

                         １個体ずつ稚ナマコを放流する住民 

４) 種苗生産試験（採卵、幼生、稚ナマコの育成） 

これまでの種苗生産試験により、安定して種苗が採卵できるようになってきた。一方

で、幼生の飼育途上における突発的な斃死などの残された課題があることが分かった。そ
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の課題に対処すべく、餌料や飼育方法の改善を図るなど、今後更なる試験が求められる。 

５) 放流試験予定海域におけるナマコの産卵行動等のモニタリング 

前年度に産卵生態についての必要な観察を終えたことから、今年度は実施していない。 

６) 放流サイトの選定及び放流種苗の追跡と管理 

7月と 11月に行った放流試験では 200個体ずつ放流し、11月放流個体は 1か月後、70%

を超える高い生残率と良好な成長が達成され

た。放流試験では、捕食防止ネットや放流後の

稚ナマコの生態に係る知見が蓄積されてきて

いる。 

７) ナマコに関する知見収集及び分析 

文献、関連情報が収集されているが、引き

続きプロジェクト終了まで継続的に収集、分析

を行った。 

外敵防止の石組み 

上記の活動によりナマコの種苗生産及び関連技術が向上するとともに新たな知見が集積さ

れた。 

 

 

 

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が達成されナマコ資源が回復し、資源管理施策が効果を発揮すれ

ば、地域漁民の漁業経済活動が活性化し、上位目標であるソロモンの沿岸漁業振興に繋が

る。今年度は、前年度から引き続き種苗生産、種苗放流試験を行い知見の収集・蓄積を実

施し、放流試験海域の漁業者と連携した親ナマコ・稚ナマコの生態観察や年間を通した種

苗生産試験を行った結果、資源管理の効果的な実施を図るための基盤は着実に整い、上位

目標達成への効果があった。 

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 

ナマコ資源が回復し、適正な管理下で持続的に漁獲されることにより、漁民や中間流通

業者の収入が増大し、その結果がソロモン政府の「水産養殖開発計画」に反映される。 

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。 

インパク ト 
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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 

ソロモン政府は、プロジェクト終了後もナマコ資源管理施策を継続実施することとして

おり、カウンターパートがその業務を担うことになる。 

具体的には、供与資機材を用いたワークショップ等での教育・訓練を計画し、同国内に

おける民間業者・非営利組織(World Fish Center)等への技術提供、情報伝達の重要な役目

を担うものである。 

このように技術移転の受け皿であるカウンターパート及び供与資機材は、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 

ソロモンの沿岸漁業にとって、ナマコは外貨獲得ができる重要な水産資源であることか

ら、同国政府はプロジェクト終了後も非営利組織等の協力を得ながら、将来に亘りナマコ

資源の適正な管理に努めることとしている。 

従って、沿岸零細漁民や非営利組織等が、本プロジェクトにより同国政府へ移転された

技術を引き継ぎ、官民一体によるナマコ資源回復への取り組みが行われる。 

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 


