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Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan 

評価報告書 

インド洋まぐろ類委員会（IOTC） 

― 2015年度 国際資源管理技術協力事業 ― 

（終了時評価－2016年 4月） 

 

 

機関名 インド洋まぐろ類委員会 

プロジェクト名 インド洋におけるまぐろ類漁業統計整備促進のための協力プロジェクト 

実施期間 
2015年 4月 1日～2016年 3月 31日 

（覚書締結日：2013 年 6月 21日） 

覚書署名機関名 

及び 

事業実施機関 

覚 書 署 名 ：インド洋まぐろ類委員会（Indian Ocean Tuna Commission、

以下「IOTC」という。） 

実 施 機 関：IOTC事務局、関係沿岸国漁業統計担当部署 

 

 

 

 

IOTC は、インド洋におけるまぐろ類資源の保

存及び最適利用の確保を目的として、1993年 11

月の第 105 回 FAO理事会において採択されたイ

ンド洋まぐろ類委員会設立協定（1996年 3月発

効）に基づく地域漁業管理機関である。現在の

加盟国は日本を含む 31ヵ国及び 1機関（EU）で

ある。 

IOTC では、インド洋のまぐろ・かつお類の漁

業統計情報システムの整備が課題となっており、

公益財団法人海外漁業協力財団（以下「財団」

という。）は IOTCの要請に応え、2002年 4月～

2013 年 3月にかけて、IOTC関係沿岸国を中心と

した漁業統計情報システムの整備及び地域オブ

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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ザーバー制度に関連する零細漁業のポートサンプリング活動に関する技術協力プロジェクト

を実施した。 

IOTC は、財団のこれまでの協力を高く評価し、2013 年 5月 14日付け書簡により引き続き財

団に対し、インド洋におけるまぐろ類漁業統計改善への協力を要請した。財団はこれに応え、

IOTC 関係沿岸国のうち、インド洋におけるまぐろ類の資源評価をする上で、重要な沿岸国を

絞り込み、財団専門家による技術指導と人材育成を行うことを目的として、本プロジェクトを

実施することとした。なお、本プロジェクトは 3か年計画の 3年度目となる。 

 

 

 
 

上位目標 インド洋におけるまぐろ類資源の持続的利用の実現 

プロジェクト目標 IOTC関係沿岸国におけるまぐろ類の漁業統計精度の改善及び人材育成 

成  果 
IOTC関係沿岸国から提出されるまぐろ類漁業統計の精度が向上し、収

集された漁業統計が有効利用される。 

活  動 

１．選択された国における漁業統計データの収集・処理・提出システム

の改善のための技術指導及び支援の提供 

２．上記の活動のために必要な資機材の提供 

３．その他財団と IOTCの双方によりプロジェクト目標を達成するため

に必要と認められる活動 

投  入 

財団側 

・専門家： 

長期派遣専門家 1名（2015年 4月 1日～2016年 3月 15日） 

・主な資機材： 特になし 

・事業費： 22百万円 

相手国側 

・カウンターパート： 

・IOTC事務局所属 1名（2015 年 4月 1日～2016年 3月 31日） 

・インドネシア漁業総局水産資源部統計課所属 1名 

（2015年 6月 10日～6月 19日） 

（2015年 11月 14日～12月 7日） 

・タイ水産局水産研究技術開発研究所所属 1名 

（2015年 6月 17日～6月 19日） 

・プロジェクト関連予算、土地、施設等： 

プロジェクト用事務室の提供 

目 標 ・ 成 果 ・ 活 動 内 容 等 
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１．プロジェクトの妥当性 

インド洋におけるまぐろ類資源の評価及び管理措置の促進のためには、管轄水域の漁業動向

を把握することが必要である。IOTC では、その基本となる漁獲量及び漁獲努力量等の漁業統

計システムの構築を進めてきているところである。 

本プロジェクトの目的は、IOTC 関係沿岸国の漁業統計の精度を高め、IOTC に収集された漁

業統計の有効利用を支援するものである。 

2015 年度は OFCF-IOTCプロジェクトのフェーズⅣ（3年間、2013 年度～2015 年度）の最終

年度である。同年度の詳細業務計画では、インドネシア 2案件（①パイロット・プロジェクト・

フェーズ II 零細漁業のサンプリング、②DGCF（漁業総局）からのデータ報告改善のための

技術指導）、タイ（沿岸性まぐろ類の組成データ発掘類）、スリランカ（データ管理に対する支

援）を計画した。 

インドネシアにおいては、前年度に引き続きパイロットプロジェクトを支援し、零細漁業者

からのサンプリング調査のフォローアップを行った。漁獲量推計ワークショップでは北及び西

スマトラの水揚港のサンプラーが約 20名集まり、インドネシア側からデータ収集の状況報告

が行われた。IOTC事務局から DGCFに対しデータの質の向上のためのアドバイスが行われ、意

見交換を行った。 

また、スリランカにおいて 2016年 2月にプログラムを実施するために調整していたが、国

際会議開催のため、実施不可能となった。代替の案件として IOTCの強い要請によりインドネ

シアで使用されている漁獲統計プログラムの改善を実施することとなり、その成果として改善

された漁獲統計プログラムの提出が完了した。 

タイにおいては、IOTC沿岸性まぐろ作業部会の勧告に従い、IOTC 事務局に報告されていな

い沿岸性まぐろの体長組成データを発掘し、2014 年分のデータが IOTC様式で報告された。 

以上のプロジェクト活動において、スリランカの案件の代替の案件として、インドネシアの

漁獲統計プログラムの改善を実施し、必要かつ的確な修正を行ったことから、プロジェクト実

施計画は妥当であった。 

２．環境に対する配慮はなされていたか 

本プロジェクト活動は、まぐろ類漁業統計の精度向上を目指すもので、環境に対して新たな

負荷を与えるものではない。 

 

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 

まぐろ類資源管理措置等の検討のためには正確なデータの蓄積が必要とされており、インド

洋のまぐろ類資源の持続的利用に貢献するものである。 

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 

専門家は、プロジェクトを効率的に実施するため、IOTC 事務局カウンターパート並びに相

手国と合意したタイミングで、IOTC 関係沿岸国を訪問し、IOTC事務局カウンターパートとと

もに現地カウンターパートに対し、漁業統計処理・収集を改善するための技術指導を行った。

同時に人材育成を行ったことで、両カウンターパートが期待される能力を十分に発揮した。 

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 

IOTC事務局カウンターパートとともに現地カウンターパートが所属する IOTC関係沿岸国の

統計部局の情報収集や統計整備に関する問題点を検討し、活動状況、技術レベルを勘案して技

術指導内容を決定した。それにより、現地カウンターパートは指導内容をよく理解し、IOTC

カウンターパートとともに漁業統計情報の改善が進められた。 

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 

特になし。 

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：IOTC 関係沿岸国におけるまぐろ類の漁業統計精度の改善及び人材育

成 

効 率 性 

有 効 性 
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インドネシアの沿岸漁業のデータ収集システムは、漁業会社や魚市場の販売票などの報告に

基づいており、それらのデータは政府当局の検証もなされていない状況である。また、タイで

はアンダマン海水産研究所が、長年に亘って沿岸まき網漁船漁業の体長組成データを収集管理

しているが、IOTC事務局への報告が無かった。上記状況の改善に関し、IOTC 科学委員会や沿

岸性まぐろ作業部会は改善するよう勧告した。 

このような IOTC及び IOTC関係沿岸国の実態を把握した上で活動計画を作成し、効率的・効

果的に実施した。カウンターパートも計画どおりに投入されて技術移転が実施されたことから、

目標達成度は高い。 

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)選択された国における漁業統計データの収集・処理・提出システムの改善のための技術指

導及び支援の提供 

インドネシアにおいては、昨年度に引き続きパイロットプロジェクトを支援し、零細漁業者

からのサンプリング調査のフォローアップを行

った。漁獲量推計ワークショップでは北及び西

スマトラ州の水揚げ港のサンプラーが約 20名

集まり、インドネシア側からデータ収集の状況

報告が、IOTC事務局から DGCFに対しデータの

質の向上のためのアドバイスが行われ、意見交

換を行った。その結果、８か所の水揚げ場で 12

か月データ収集が行われ、西部・北部スマトラ

州沿岸漁業の漁獲努力量や体長組成データの推

計が公表された。 

データ収集ワークショップでの魚種同定トレーニング 

タイにおいては、IOTC沿岸性まぐろ作業部会の勧告に従い、IOTC事務局に報告されていな

い沿岸性まぐろの体長組成データを発掘し、2014 年分が IOTC 様式で報告された。 

スリランカにおいては、2016年 2月のプログラムを実施するために先方と調整していたが、

国際会議開催等のため実施不可能となった。代替の案件としてインドネシアで使用されている

漁獲統計プログラムの改善を実施することとし、体長、漁獲努力量のデータを検証して、IOTC

様式で報告を行うよう指導した。またインドネシアの漁獲統計プログラムの改善を指導し、修

正されたプログラムが提出された。それぞれの活動において、予定どおりデータの公表、報告、

統計プログラムの改善といった成果が得られた。 
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(2)上記の活動のために必要な資機材の提供 

特に必要な資機材はなかった。 

(3)その他財団と IOTCの双方によりプロジェクト目標を達成するために必要と認められる活

動 

財団で実施している資源管理研修コースに IOTC加盟国から 5名を参加させ、各国の人材育

成に貢献した。 

 

 

 

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 

IOTC 関係沿岸国では、まぐろ資源を精度よく評価するための漁獲統計の整備が十分行われ

ておらず、IOTCの科学委員会や作業部会から漁獲データの精度向上が強く望まれている。プ

ロジェクトの実施により、今まで得られていない海域と分野での漁業統計情報の入手が可能と

なったこと及び精度が低いとされてきた IOTC 関係沿岸国の漁業統計情報の精度が向上したこ

となどから、適切な資源評価が可能となってきた。 

IOTC 科学委員会や沿岸性まぐろ作業部会においてデータ収集と管理について改善を求めら

れていたインドネシアやタイの状況が IOTC-OFCFプロジェクト活動の取り組みによりキャパ

シティビルディングの分野で成果があったと両会合で認められ、同プロジェクトの活動継続が

推奨された。 

本プロジェクト活動による IOTC沿岸国におけるまぐろ類の漁業統計制度改善及び人材育成

は、インド洋まぐろ資源の適正な評価につながり、上位目標である「インド洋におけるまぐろ

類資源の持続的利用の実現」に大いに貢献した。 

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 

IOTC 関係沿岸国においてまぐろ類の漁業統計精度の改善及び人材育成が行われることで、

関係国において資源の持続利用に関する意識が高まり、経済活動としての漁業が安定的に継続

する。 

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 

本プロジェクトは IOTC事務局及び関連作業部会が責務として実施すべきプログラムをサポ

ートするものであり、プロジェクトにより得られた知見、ツール、ノウハウ等は IOTC の業務

に取り込まれ活用される。 

２．プロジェクト終了後も効果は持続される見込みか 

関係沿岸国で実施された各種のプログラムに

よりレベルが向上した各国の人材、制度、技術等

は引き続き、それぞれの漁業統計、情報収集、分

析システムにおいて利用され、事業の効果は持続

される。 

 

 

 

 

サンプリング活動〔インドネシア〕 

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 


