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１．社会状況と開発計画 

1-1. 社会・経済状況 

同国の地図及び概要一覧を以下に示す。 

  

図 パラオ共和国地図 

 

表：パラオ主要経済指標及び概況一覧  

項目 内容 出典 

国 土 面 積 488km2  日本の屋久島とほぼ同じ (1) 

人 口 約 1 万 8 千人 (2018) (2) 

人 口 増 加 率  (2) 

首 都 マルキョク(2016 年 10 月、コロールより遷都) (1) 

主 要 言 語 パラオ語、英語 (1) 

主 要 宗 教 キリスト教  (1) 

G N I 3.02 億ドル(2018) (3) 
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GDP 成長率 5% (2018 年) (3) 

G N I ／ 人 16,910 ドル (2018) (2) 

主要貿易品目 輸出：魚介類  

輸入：機械・器機、燃料、メタル、食料品  

(1) 

主 要 貿 易 

相 手 国 

輸出：米国、日本、グアム、オーストラリア 

輸入：米国、日本、津動く、グアム  

(1) 

通 貨 ドル (1) 

出典：(1)外務省, 2016 (2)世銀, 2016 (3) IMF, 2016 

 

1-1-1. 社会 

2001 年に就任、2004 年 11 月に再選を果たしたレメンゲサウ大統領は、アメリカからの財政援

助が終了する 2009 年までに財政自立を達成することを目標に、行財政改革による政府の軽量化、

効率化とともに海外投資促進と援助による農業、水産業、観光業を中心とした経済活性化を目指

してきた。また、「良いものは残し、そうでないものは改革しよう」というスローガンの下に緊縮

財政を実施し、財政赤字の削減に取り組んできたが、依然として財政・経済とも外国からの援助

に大幅に依存しており、自立経済達成は困難な状況にある。 

 米国とのコンパクトに基づく財政支援は、2009 年 9 月に一旦終了したが、レメンゲサウ大統領

は米国とのコンパクト改訂交渉を重ね、2010 年 9 月、米国が今後 15 年間で 2 億 3 千万ドルの財

政支援をパラオに供与するとする第二次コンパクトに署名、2017 年 12 月に米国議会が修正コン

パクト案を承認した。 

 レメンゲサウ大統領は、上院議員を経て 2012 年に再度大統領に選出され、2016 年の大統領選

挙でも再選され、現在、2 度目となる 2 期連続の大統領職を務めている。 

 

1-1-2. 経済 

米国とのコンパクトに基づく無償援助に大きく依存しており、近年は台湾からの援助も増加し

ている。日本、米国及び台湾からの無償援助に依存する建設業、食料品・消費財の輸入に立脚す

る商業及び観光産業が主要産業となっており、それぞれの産業では外国人労働力への依存度が高

い。また，パラオ人の過半数が公務員である。観光に関しては、日本からの直行便が 2018 年に運

休となり、韓国、台湾からは依然直行便が就航しているものの、2018 年の観光客総数は 106,303

人まで減少した（2015 年は 163,905 人）。 

 製造業、農業、漁業、鉱業等は発達していないが、漁業に関しては、台湾資本を中心とした外

国漁業企業がパラオ近海で操業権を取得して、日本、台湾、中国にマグロを輸出している。食糧

に関しては、タロイモやキャッサバの生産及び近海漁業はあるものの、大部分を米国本土からの

輸入に依存している。 

 

1-1-3．対外関係 

外 交 関 係 

1994 年に国連加盟を果たし、国際機関（WHO、IMF、UNESCO、FAO、

IWC など）や地域機関（PIF、PC、FFA など）に加盟。1999 年には台

湾と国交を結んだ。米国、日本、台湾との関係を重視。*7 

主要援助国家 アメリカ、日本、オーストラリア *5 
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アメリカとは盟約（Compact of Free Association）に基づく支援。 

海外からの 

援助状況 

パラオに対する諸外国からの ODA 総額は 1,500 万ドル（2012）*8。 

国際機関としては EU や UNDP が小規模なプロジェクトを立ち上げる

など、ドナーの多様化がみられる。*5 

日本との貿易 

関 係 

対日輸出 79.49 億円（うち水産物 78.52 億円、全体の 98％） 

対日輸入 54.88 億円（うち機械類 33.26 億円、全体の 60％）*7 

進出日本企業数 55 社（2013 年 10 月）*7 

在留邦人数 360 名（2014 年 5 月）*7 

日本の ODA 実績 

無償資金協力 1.44 億円（2013 年度実績）（累計 204.30 億円） 

技術協力   2.30 億円（2013 年度実績）（累計 60.23 億円） 

円借款    なし 

*1 パラオ共和国, 国際機関太平洋諸島センター, 2013 

*2 2013 Statistical Yearbook, Ministry of Finance, Republic of Palau 

*3 Global note, http://www.globalnote.jp/ 

*4 http://memorva.jp/ranking/unfpa/who_whs_2014_life_expectancy.php 

*5 パラオ共和国基礎データ, 外務省, http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/palau/data.html 

*6 Palau, Observatory of Economic Complexity, 

http://atlas.media.mit.edu/profile/country/plw/ 

*7 統計ハンドブック 2014, 国際機関太平洋諸島センター, 2014 

*8 OECD, http://www.oecd.org/countries/palau/aid-at-a-glance.htm 

 

1-1-4．気候 

 パラオは海洋性熱帯気候で、乾期（11～4 月）と雨期（5～10 月）に分かれている。地理的に

パラオは台風発生地域に隣接しているが、台風が直撃することは少ない。しかしながら、2012

年 12 月の台風 24 号および 2013 年 11 月の台風 30 号の接近では大きな被害が出ている。 

図 1 に 2013 年の月別平均気温と月別降雨量を示した。気温は年間を通じて変化が少ない。

2013 年の月別平均気温は 27.3℃から 28.5℃で年間平均は 28.0℃であった。2013 年の降雨量を

見ると 5 月から 9 月までの降雨量が多く記録されている。2013 年の年間降雨量は 2,915 ㎜であ

ったが、2007 年から 2013 年までの 7 年間の平均年間降雨量は 3,700 ㎜であり、2013 年は降雨

量が少ない年であった。 

 

http://memorva.jp/ranking/unfpa/who_whs_2014_life_expectancy.php
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/palau/data.html
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/plw/
http://www.oecd.org/countries/palau/aid-at-a-glance.htm
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図： 2013 年パラオの月別平均気温と月別降雨量 

*2013 Statistical Yearbook より作図 
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２．水産業の現況 

2-1．概要 

 パラオの水産業は海面漁業および海面養殖に大別される。海面漁業はサンゴ礁および礁湖にお

ける自給自足的漁業と小規模沿岸漁業、リーフ外縁で行われる沖合漁業、リーフ外縁から排他的

経済水域（EEZ）内で行われる大規模漁業に分類することができる。 

パラオの GDP 構成比（2015）を示す。パラオにおける水産業が GDP に占める割合は 1.8％

（2015）となっている。 

表：GDP 構成比（2015）（％） 

車修理* 公共部門 宿泊・飲

食業 

運輸業 不動産 建設業 農林業 漁業 

19.0 12.8 12.6 6.2 5.7 4.2 1.2 1.8 

 出典：2016 Palau Statistical Yearbook 

*Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

 

パラオの総世帯数及び総人口（2015）1は 4,713 世帯、17,661 人であり、旧都であったコロー

ル州に 3,070 世帯、11,444 人（総世帯数及び総人口の約 65％）、次いでバベルダオブ島アイライ

州に 617 世帯、2,455 人（総世帯数及び総人口の約 14％）が居住し、いわゆる都市部を形成して

いる。都市部人口は、2000 年センサスまでは総人口の約 7 割であったが、2005 年センサス以降、

総人口の約 8 割となっている。 

 

2-2．海面漁業 

自給自足的漁業は主に干潮時のマングローブ域、礁原やラグーン内で行われる貝類、タコ等の

採集漁業、リーフフィッシュを対象とした刺突漁業などがある。このうち貝類の採集は主に女性

の仕事である。統計資料によると、漁業者の数は 2007 年から 2013 年まで 100 名前後で推移して

いるが、実際には多くの国民は休日などを利用して、一時的な漁業者となっている。漁獲物の一

部は漁協や民間業者へ流通されるが、その殆どは自家消費として利用され、人々の重要なタンパ

ク質となっている。 

小規模漁業には、サンゴ礁域内の礁原内およびリーフの外洋礁面で行われる魚介類（ハタ類、

ブダイ類、アイゴ類、ヒラアジ類、ニザダイ類等の魚類やシャコガイ、タカセガイ、ナマコ類、イ

セエビ類等）を主な対象とした網漁業、潜水漁業、刺し網、投網、釣り漁業等がある。漁船は、船

長 5～9m の FRP 船が多く、1,400 隻以上の船外機船と 50 隻程の無動力船が存在すると推定され

る。パラオ南部のコロール州周辺と北部のカヤンゲル州周辺は特にサンゴ礁が発達し、沿岸の 2

大漁場となっている。 

コロール周辺のリーフ内では、1985 年頃から魚類資源量の減少が認められるようになったため、

パラオ政府は 1994 年に海洋保護法を制定し、水産資源保護と持続的な利用を目的とする漁業規

制を実施している。この規制はリーフ内水域の特定魚介類を対象に漁具の制限、漁獲サイズの設

定、禁漁期を設定したもので、販売規制も明記されている。2012 年には規制対象魚種と漁具が小

 
1 2015 Census of Population Housing and Agriculture for the Republic of Palau, Office of Panning and Statistics 
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冊子「Domestic Fishing Laws」にまとめられている。 

沖合漁業は、FRP 船外機船、スピードボート（クルーザータイプ）により行われている。漁場

はリーフから 12 海里以内の水域である。漁法はマチ類、ヒメダイ類、カンパチ、ハタ類等を対象

とした一本釣り漁や立て縄漁業が行われているほか、浮魚類（カツオ、マグロ類、サワラ、オニ

カマス、カジキ類、シイラ、ツムブリ等）を対象とした引き縄による漁業が行われている。 

大規模漁業は、これまで漁業協定に基づき入漁料を支払って EEZ で操業する外国漁船、外国資

本の合弁会社によるマグロ漁業およびパラオの地元遠洋漁船の 3 種類に大別できる。2010 年には

日本のマグロ延縄漁船は 38 隻が操業するなど、外国漁船に対する漁業権販売による収入はパラ

オ政府の大きな財源であった。しかしながら、2013 年 1 月に就任したトミー・レメンゲザウ大統

領は、外国漁船の商業漁業の全面禁止を表明しており、外国船籍の漁業は制限されることになっ

た。一方で日本政府は 2014 年 10 月に東京で開催された日本・パラオ漁業協議において、パラオ

水域で操業する日本国漁船の入漁条件について以下のように合意されている。 

・マグロ延縄漁業およびカツオ一本釣漁業については、現行の入漁料水準を維持する。 

・巻網漁業については、従来通り操業に必要な隻日数を入漁料として購入する。 

 

2-3．海面養殖 

1973 年に養殖技術の開発、実施および育成を行うために Micronesian Mariculture 

Demonstration Center が建設され、現在は Palau Mariculture Demonstration Center （以下

PMDC）として活動を継続している。PMDC の隣には台湾の支援で建設されたハタの種苗生産施

設がある。ここで生産されたハタの種苗は、主に天然域へ放流される。アルモノグイ州のパラオ

コミュニティカレッジ（Palau Community College）では増養殖に係る技術研修を実施しており、

ノコギリガザミとアイゴの種苗生産が行われている。さらにアイライ州には民間の養殖場があり、

アイゴの種苗生産が行われている。このアイゴ種苗の殆どは天然域への放流用で、一部フェンス

で囲うペン養殖に使われている。アイゴはパラオ人が特に好んで食べる魚種である。また民間企

業の Neco Aquaculture ではサバヒーの養殖を行っている。このサバヒーは食用としてレストラ

ン等に卸される他、マグロ延縄漁の餌としても利用されている。パラオには労働者として多くの

フィリピン人が働いており、彼らは特にサバヒーを好んで食べる。 

 

2-4．水揚げ場 

2013 年統計資料によると、国内で水揚げされる市場および漁業組合は、Happy Fish Market、

Peleliu Cooperative、Ngeremlengui Cooperative、J’S Fish Market および PLFC Fish Market

の 5 カ所である。この中で Happy Fish Market の取扱量が最も多く、2011 年では全体の 97.8%

を占めている。また J’s Fish Market と PLFC Fish Market の 2 ヵ所においては 2009 年以降水

揚げが記録されていない。 

上記 5 ヵ所の合計取扱量は総漁獲量と等しく、これらの数値は 5 つの市場の記録から作成され

たものと推測される。しかしながら、市場や組合を通さないで、漁業者が直接ホテルやレストラ

ンに持ち込む漁獲物や自家消費分は把握されていないことから、実際にはパラオ国内における総

漁獲量はさらに多いものと推定される。 
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図：国内に水揚げされる総漁獲量 

*2013 Statistical Yearbook より作図 

2-5．水産行政 

水産行政を担当する海洋資源局（BMR：Bureau of Marine Resources）は天然資源環境観光省

（Ministry of Natural Resources, Environment and Tourism）の傘下にあり、養殖課

（Aquaculture section）、漁業管理課（Management section）、絶滅危惧種計画（Program of Palau 

vulnerable endangered species）、海洋保全保護計画（Program of marine conservation and 

protected areas vulnerable）に分かれている。組織図は添付資料 4 に詳細を示した。海洋資源局

の予算は年間 380,700 ドル（2012 年）である。 

 

2-6．水産政策 

長期計画として、1996 年に経済開発計画（Palau 2020 National Master Development Plan）

が策定された。この計画においては、国民の経済的自立および環境と文化の保護を目標としてい

る。この中で、海洋資源による経済開発と環境保護の重要性が述べられている。さらに水産分野

においては、以下の 8 項目が目標として設定されている。 

・養殖、観光、輸出、加工および漁業を通じ、地元漁業者の雇用と収入機会の創出 

・長期的に持続可能な総合的水産資源管理の実現 

・地元漁業者のための生鮮市場の開拓 

・増養殖および未利用漁業資源の開発と輸出促進 

・水産物の漁獲、取扱い、保存および流通にかかる効果的な技術の導入 

・既存水産施設の利用改善とその戦略化 

・輸出監視体制の確立と輸出産業の利益の最大化 

・水産物の国内需要への充足 

 

また中期的計画として、2009 年にアジア開発銀行（ADB）とのパートナーシップ戦略

（Country Partnership Strategy: Palau 2009-2014）が策定された。この戦略の中では民間セ

クター主導経済の実現を目標としている。この計画の中で、水産養殖分野においては以下の問題
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点を提起している。 

・様々な政策や法律の立法化を進める 

  ・法律や規制を効果的に施行する 

  ・全国を対象とした検疫制度の設置と施行 

  ・沖合漁業政策の確認と施行 

  ・海洋資源局の過大な負荷と商業活動の役割が大きすぎる 

  ・PMDC のシャコガイ養殖を民間へ委託する必要性 

  ・沿岸漁業の環境面での持続可能性を確保する 

 

 さらに海洋資源局では、2014 年以降の中期計画を策定中である。この計画では、住民の生計

向上と経済成長を水産分野の面から支援することを目標としている。この中で養殖開発において

は以下の目標を定めている。 

   ・2017 年までに PMDC はシャコガイ 5 種類の生産を毎年 20%増産する 

   ・2017 年までに海洋資源局は他ドナーと少なくとも 1 魚種の種苗生産プロジェクトを開

始する 

   ・2017 年までに養殖スタッフは養殖モニタリング活動等の調査能力を強化する 

   ・2017 年までに海洋資源局は養殖プロジェクトによる環境、経済および社会的効果に関

する評価を実施する 

    ・2017 年までに海洋資源局は海洋生物の国内外における移動やバイオセキュリティーの

規制・管理能力を向上させる 

 

2-7．日本の水産開発援助の動向 

 海外からの援助動向においては第 1 章 1-3 に示した。さらに第 2 章 2-2 で触れたように日本と

パラオにおいては漁業協定を有し、日本国漁船が同国の排他的経済水域（EEZ）で操業するな

ど、漁業分野での関係が深い。従って、パラオの自立的・持続的な発展の後押しおよび二国間関

係の強化のため、継続的な支援が重要である。 

これまで、日本による水産無償資金協力案件は以下 12 件（表 1）が実施されている。 

 

表：我が国からの水産分野の無償資金援助 

年度 案件名 対象州 
金額 

（百万円） 

1981 小規模漁業振興計画 

カヤンゲル州、バベルダオブ島

10 州、コロール州、ペリリュー

島 

320 

1987 漁村開発計画（Ⅰ期/Ⅲ期） アンガウル州 261 

1988 漁村開発計画（Ⅱ期/Ⅲ期） アルコロン州 330 

1989 漁村開発計画（Ⅲ期/Ⅲ期） ガッパン州 493 

1992 小規模沿岸漁業開発計画 メレケオク州 96 

1993 ペリリュー州小規模漁業開発計画 ペリリュー州 110 
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1994 水産物流通改善計画 コロール州、アルモノグイ州 223 

1995 北部地域小規模漁業振興計画  190 

1996 小規模漁村環境整備計画  303 

1998 ペリリュー州漁村開発計画 ペリリュー州 368 

2001 カヤンゲル州漁業施設改善計画 カヤンゲル州 487 

2005 ペリリュー州北部整備計画 ペリリュー州 581 

合  計 3,762 

*パラオ共和国海外漁業協力効率化促進事業報告書 H19 年を基に作成 

 

水産関連分野にかかる JICA の技術協力の実施は、これまで 3 件が実施されている。これらの

プロジェクトは一般無償資金協力で建設されたパラオ国国際サンゴ礁センターをベースとして支

援されている。 

 

表： JICA の水産関連分野の技術協力案件 

期間 案件名 

2002 年 10 月～2006 年 9 月 パラオ国国際サンゴ礁センター強化プロジェクト 

2009 年 7 月～2012 年 7 月 サンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト 

2013 年 4 月～2018 年 3 月 サンゴ礁島嶼系における気候変動による危機とその対策プロ

ジェクト 

* JICA ホームページより作成 

 

海外漁業協力財団（OFCF）はパラオ国に対して長期にわたり水産分野の支援事業を実施して

いる。近年の支援事業を以下の表 3 にまとめた。2014 年 11 月の水産振興・資源管理推進事業で

は「パラオシャコガイ養殖振興プロジェクト」として PMDC へ日本人技術専門家が派遣されて

いる。また、水産資源持続的利用アドバイザーの派遣も併せて行われている。 

 

期間 案件名 

2006 年 5 月 18 日～2007 年 3 月 31 日 巡回普及指導整備事業 

2007 年 6 月 20 日～2008 年 3 月 31 日 巡回普及指導整備事業 

2008 年 5 月 9 日～2009 年 3 月 31 日 巡回普及指導整備事業 

2009 年 6 月 12 日～2010 年 3 月 31 日 巡回普及指導整備事業 

2010 年 7 月 2 日～2011 年 3 月 31 日 巡回普及指導整備事業 

2011 年 7 月 11 日～2012 年 3 月 31 日 巡回普及指導整備事業 

2012 年 6 月 8 日～2013 年 3 月 31 日 水産施設機能回復事業（巡回整備事業）*1 

2012 年 12 月 6 日～2013 年 3 月 31 日 水産振興・資源管理推進事業 

2013 年 7 月 15 日～2014 年 3 月 31 日 水産施設機能回復事業（巡回整備事業） 

地域巡回機能回復等支援事業 

2014 年 11 月 1 日～ 水産振興・資源管理推進事業 

表：OFCF の水産関連分野の技術協力案件 
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*1 2012 年度から水産振興・資源管理協力事業／地域巡回機能回復等支援事業に移行 

 

３．現地調査 

3-1．調査日程： 

平成 30 年 11 月 16 日(日)～11 月 22 日(土) 

 

3-2．調査団員 

嵯峨 篤司 （一社）マリノフォーラム２１ 海外水産コンサルティング事業部 部長 

河井 翔一郎 （一社）マリノフォーラム２１ 海外水産コンサルティング事業部 主任 

 

3-3．面談者リスト 

 氏名 所属／役職 

Ministry of Fisheries and Marine Rsources (漁業海洋資源省) 

 

Hon. Mr. F. Umiichi Sengebau Minister, Misntry of National Resource, Enviromenta 

and Tourisum (MNRET) 

 Mr. King M. Sam Special Assistant to Minister/ Program Manager, 

2018 年 4 月～ 水産資源持続的利用アドバイザー派遣事業 

日数 月 日 内 容 

1 11 月 16 日 移動：成田→グアム→コロール 

2 11 月 17 日 午前：専門家との打合せ 

午後：魚市場、フィッシュマーケット等視察 

3 11 月 18 日 午前：サンゴ礁センター視察 

午後：水産物消費状況調査 

4 11 月 19 日 11：00 在パラオ日本大使館訪問 

午後：コロール→オーレ 

13：00 アダチ女史（NRFC）聞き取り調査 

14：30 オーレ→カヤンゲル 

16：00 カヤンゲル島入港 

5 11 月 20 日 早朝：FAD 操業調査 

午前：ブルダック氏、カヤンゲル漁業者聞き取り調査 

午後：カヤンゲル→オーレ→コロール 

6 11 月 21 日 09：00 水産関連施設視察 

10：30 センゲバウ天然資源・環境・観光大臣表敬訪問 

FADs 戦略担当者との協議 

午後：水産関連施設視察 

7 11 月 22 日 コロール→グアム→中部国際空港 
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MNRET 

 Mr. Leon E. Remengesau Director, Bureau of Maine Resources (BMR) 

 Mr. Charely I. Matsutaro Coastal Fisheries Officer, NMR 

 Ms. Vanessa Jaiteh FAD’s 戦略担当専門家 

   

Northern Reef Fisheries Cooperative 

 Ms. Bridget W. Adachi Executive Director 

 

カヤンゲル州レンジャー 

 Mr. Blodak Quichocho  隊長 

   

在パラオ国日本大使館 

 萩野 毅 一等書記官 

   

公益財団法人 海外漁業協力財団（OFCF） 

 與世田 兼三 水産資源持続的利用アドバイザー 

 曽根 重昭 専門家（シャコガイ養殖振興） 

   

レストラン Mog Mog 

 知花 学 オーナー 
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４．現地調査の結果と協力方針案 

 先方政府より浮魚礁を用いた水産振興プロジェクトに関する我が国への協力がなされているた

め、政府の期待、要望の把握を目的に調査団を派遣し、過去に我が国が実施した魚礁プロジェク

トの紹介及び水産基礎情報収集を行った。 

 

調査で訪問した北部漁協は、バベルダオブ島最北端アルコロン州オーレイに位置し、2015 年に

創設された。本漁協の組合員は 80 名が登録されているが、実際に漁業に従事している組合員は

30 名と少なく、全員が他に主たる職業（例：公務員、農業）を有しているか、定年退職者などか

らなっている。30 名の漁業従事者の内、漁船所有者は 10 名程度、およそ 16 フィートの船外機船

（100～300 馬力の 2 エンジン）で、リーフ外での漁業も実施している 

漁獲対象種はリーフ内ではスピアフィッシングによるハタ類、ヒメジ類やフエダイ類、リーフ

外では曳網や釣りなどにより小型のカツオ・マグロ類やサワラ類など漁獲している。個人差はあ

るが、操業は週に１～２回程度。漁獲物は 1 ポンド 2.5 ドルで北部漁協が購入し、冷凍後、首都

部に出荷している。一人当たりの水揚高は月 500 ドル程度。この収入の中から燃油代等々の経費

を差し引くと、漁業収入は安定しないため、漁業を専業としている者はいない 

リーフ内資源の減少を理由に、パラオ政府は 3 年間のハタ類 5 種の完全禁漁を定めた。本禁漁

期間は 2018 年 11 月 1 日付で解禁となり、体長や生息数などの増加がみられ、禁漁の効果はあっ

たとの意見が聞かれた。現在でもハタ類資源保護のため体長 16 インチ以下の個体は捕獲禁止と

なっており、漁協でも買取はしない。1 名の隊長と 7 名の隊員で構成されるアルコロン州レンジ

ャーが違法業漁獲を取り締まっており、罰則金は 250 ドルである。 

離島のカヤンゲル島は、人口は約 60 名で、島の住人ほぼすべてが自給漁業を行っていが、その

中でも 15 名は漁業によって生計を立てている。15 名のうち船を所有しているのは 9 名、所有し

ない 6 名はスピアフィッシングによってリーフ内の魚を獲る。調査に同行いただいたレンジャー

の Blodak 氏も兼業漁業者として漁業を行っているが、漁獲物の利用は島内消費に限られ、最大

消費地である首都コロールへ販売し、現金収入を得るには至っていない。その最大の理由はフー

ドバリューチェーンの不在である。カヤンゲル島から首都コロールや北部漁協があるオーレイに

は定期船が通っておらず、ツアー客を載せた観光船や、州レンジャーの監視船が所用でコロール

へ赴いた時に、食料（肉類や野菜、ドリンク等）や生活必需品を積載しカヤンゲル島に輸送して

いる。 

 

パラオ国内の水産物流通は高級レストランやホテルに直接販売を行っており、その方が市場を

通した流通より収入が良いためである。また、不定期な水揚げのため、計画的な魚の確保ができ

ないことや、魚の鮮度に不安がある。 

 

FAD’s に関しては天然資源・環境・観光省 Vanessa Jaiteh 氏が担当者しており、既に設置して

いるパヤオの調査を行うとともに、ステークホルダーミーティングを 2018 年 7 月に開催し聞き

取りも行った。第二回目のミーティングは 2019 年初頭に開催予定。州知事が設置位置を決定す

るなど、パヤオ漁業の振興は必ずしも科学的に行われていいない。課題が多く、省内で本件を担

当しているのは彼女のみであり、日本からの協力に期待が高い。2013 年から FADｓの設置によ
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る漁業の沖合転換が進められており、現在設置されているうち、南部沖合の 2 基は PSA（Palau 

Sports Fishing Association）が設置したもので、南部域は海流が早い為、地元漁業従事者の沖合

転換には課題がある。北部域の 2 基（要確認）は JICA の在外補完研修により設置したもので、

その他は SPC（大洋州共同体）主導によりパラオ政府が設置したものである。センゲバウ大臣お

よび Leon 水産局長も FADｓ戦略には好意的である。FADｓの有効利用について、蝟集効果や経

済裨益などの評価を行いたいと思っているが、その術がない。エコサンダーによる海底地形調査

や魚探による蝟集効果把握などアイデアはある。しかしながら、JICA 研修で沖縄の吉田氏から魚

探をパラオ政府に寄贈されているが、Vanessa 氏はこのことを知らなかった。 

 

 今回の調査の結果、先方より要望のあった FAD’s については以下の問題を確認した。 

①FAD’s 設置場所の決定手順 

科学的根拠や漁業者の要望でなく、州政府の要望に従って設置している。 

②FAD’s の管理方法 

州政府が実施しているものの、管理体制は不十分。 

③流通 

  自家消費が中心で、市場流通は発展していない。 

④漁業者の組織化 

漁業者間の横のつながりが希薄。要望の集約が困難。 

これらのことから、FAD’s 協力だけでなく資源管理及び流通開発を含めた総合的な水産協力が

重要であるとの結論に至った。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五章 スリナム共和国 
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１．スリナム共和国社会状況と開発計画  

1-1．社会経済状況  

 同国の地図、主要経済指標を以下に示す。  

 

図：スリナム共和国地図  

 

 

図：現地調査サイト地図  

 

ニューニッケリ  ボスカンプ  パラマリボ  コモウェイナ  トットネス アジョニ  
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表：スリナムの主要指標  

人 口  583,400 人 (2017 年、ABS) 

首 都  パラマリボ  

公 用 語  オランダ語  

国 土 面 積  163,820 m2  (日本の 43%) 

E E Z 面 積  54,550 km2  

G N I / 人  6,020 米ドル  (2017 年、世銀 ) 

主 な 産 業  鉱業 (ボーキサイト、金、石油 )、農業 (米、砂糖、バナナ ) 

対 日 輸 出  6.5 億円  魚介類、木材 (2017 年、財務省貿易統計 ) 

対 日 輸 入  47.2 億円  自動車、建設用・鉱山機械、原動機 (2017 年、財務省貿

易統計 ) 

                        

1-1-1．地理・社会・経済・政治等（※外務省 HP 基礎データより）  

 スリナムは南米大陸の北東部に位置し、西はガイアナ、東は仏領ギアナ、南はブラジ

ルと国境を接しており、大西洋に面している。国土総面積は 16.4 万 km2 で国土のうち

約 85％が熱帯雨林におおわれている。亜熱帯気候で、月別の平均気温は 26～28℃と 1

年を通じてほとんど差がない。年間雨量は約 2,500mm で、4～7 月と 11～2 月が雨期に

あたる。  

 人口の多くは沿岸域に居住しており、首都のパラマリボに人口の約 50％が、近郊のワ

ニカ県及びコモウェイナ県を併せると 70％が首都圏に集中している。  

 経済面では、金を中心とする鉱産物が輸出総額の 5 割以上を占めているほか、エビ、

米、バナナ等の農産品を輸出している。資本・消費財のほとんどを輸入に依存している。

2014 年後半以降の原油・資源価格の下落に伴い経済情勢は悪化、米ドルに対するスリナ

ム・ドルの価格は半分以下になり、2016 年には 60%を超えるインフレ率を記録した。近

年ボーキサイト鉱山や新規油田開発が進められており、今後の発展が望まれている。  

 2015 年 5 月の総選挙でボータッセ大統領率いる国民民主党が勝利し、同大統領は現

在 2 期目を務めている。2019 年 5 月に次期総選挙が予定されている。  

 

1-1-2．日本との関係  

 対スリナム援助方針  

我が国とスリナムは、長きにわたり良好な関係を築いてきた。特に、水産分野におい

てはこれまで日本の民間企業の投資・現地合弁企業の設立を通じて日本向け水産物輸出

が行われてきた。また、2018 年の IWC 総会に見られるように同国は我が国政府が掲げ

る持続的資源の利用方針に対し賛同するなど国際場裡で支援をしている。従って、日本

国民への食糧供給ならびに水産外交の観点から同国への支援を維持し良好な関係を保つ

ことは重要である。  

 我が国の「対スリナム別開発協力方針」は、2014 年 7 月の日・カリコム首脳会合にお

いて安倍総理により表明された「小島嶼国特有の脆弱性克服を含む持続的発展に向けた

協力」を基調とし、2016 年 9 月に策定された。水産分野の協力については同方針の「留

意事項（１）」において、「スリナムは豊かな水産資源に恵まれており，水産業は輸出に
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よる外貨獲得と国民の蛋白質供給の両面において重要な役割を担っている。海洋生物資

源の持続的利用の観点も踏まえ，水産業の持続的な開発・管理に留意する。」と明記され

ている。  

 

日本からの水産分野協力実績  

対スリナムの水産分野の協力は、1975 年の水産無償資金協力から始まり、その後、本

邦研修受入れ、カリブ諸国を対象とした技術協力の中の対象国として支援の幅が広がっ

ている。  

 

①無償資金協力  

E/N(年 /

月 ) 

案件名  内容  サイト  金額  

1976/05 漁業訓練船及び漁業

訓練機材  

漁船 2 隻 (エビトロール

漁業訓練用 )、訓練機材  

- 2.90 億円  

1990/09, 
1991/08 

コモウェイナ地区小

規模漁業近代化計画  

水産センター (製氷・冷

凍施設、燃料、漁具、保

冷車、漁船修復等 ) 

コモウェイナ  1/2 期

5.56 億円  

2/2 期

5.02 億円  

1996/02 小規模零細漁業機材

整備計画  

漁具、船外機、ディーゼ

ル船内機、修理保守工具

等 (各地区対象 ) 

コモウェイナ、

ボスカンプ、ニ

ューニッケリ  

2.94 億円  

2007/01 パラマリボ小規模漁

業センター整備計画  

桟橋施設 (製氷・給油・給

水設備含む )、漁業セン

ター施設、漁具補修場、

保冷箱等資材  

パラマリボ  8.17 億円  

2018/10 経済社会開発計画（旧

ノンプロ無償、水産機

材）※  

製氷機，漁業取締船，保

冷トラック等  

コ モ ウ ェ イ ナ

ほか  

4 憶円  

※ 2019 年 3 月現在、（一財）日本国際協力システムによりスリナム農牧畜水産省をカウンター

パートとして水産関連機材コンポーネントの検討ならびに入札準備が行われている。従って、

上記表中の協力内容、機材供与対象サイトは E/N 時の想定内容を記載しており、今後の計画進

捗により変更が生じる可能性がある。  

 

②技術協力  

水産分野での技術協力として、(独 )国際協力機構により開発調査｢カリブ地域におけ

る漁業・水産業に係る開発・管理マスタープラン調査｣が 2009 年から 2012 年まで実

施され、カリブ諸国の中の 1 カ国としてスリナムにおいても調査が行われた。  

 

２．水産業の現状  

2-1．水産セクターの位置づけと開発計画  

水産業が同国 GDP に占める割合は近年増加傾向にあり、 2017 年においては約 6%（下

表）である。スリナム政府は依然として続く鉱物資源依存に対する危機感を持っており、

再生産可能な水産資源を持続的な形で利用しつつ国家経済への貢献がなされるような水産

開発を推進する意向である。  



 

42 

 

表：水産業が対 GDP に占める割合  (単位：×1000SRD) 
 

2014 年  2015 年  2016 年  2017 年  

水産  346,699 333,999 369,283 419,122 
 

（4.3%）  （4.3%）  （5.1%）  （5.9%）  

全体  8,018,719 7,846,810 7,217,963 7,158,276 

出典： 8th Environment Statistics Publication, 2018 年 12 月 ,ABS 

  

水産分野の開発方針は国家開発計画 “Ontwikkelingsplan 2017-2021”で記載されており

（VI 3.5. Visserij）、以下に同計画の内容を概説する。  

• 水産物の付加価値化ならびに廃棄魚の効率的な食用 /飼料利用に向けた研究、加工の改

善  

• 混獲や廃棄魚削減に向けた混獲削減漁具や選択的漁具の使用など、漁業技術の改善  

• 水産関連法規の改訂（漁業管理計画の改訂を含む）  

• 資源管理の推進（研究機関による調査・技術開発、資源調査の実施、調査 /漁獲統計情

報の分析ならびに当該分析結果に基づく政策策定）  

• 魚類 /エビ類養殖振興のための専門家の登用検討、国内の餌料開発、養殖対象種の選定  

• 沿岸警備隊（Coast Guard）、海上警察（Marine Police）、海軍（Marin）等の関連機関

の連携・機能化により違法操業の減少が図られ、国内漁業生産が増加する。  

• 食品衛生検査機構（VKI）主導による国際食品衛生 /安全規格に沿った水産物の衛生管

理体制強化、養殖水産物の増加  

• 雇用安定のための漁業および水産加工に関する訓練・教育  

• カリブ地域あるいは他国との協力を推進  

• 養殖振興（養殖関連法の整備、淡水 /汽水養殖ステーション設立、養殖対象地の指定、

養殖餌料 /飼料の開発、養殖資材確保、養殖域の水質汚染防止策策定）  

 

 このほか、同国水産セクターの計画・方針として水産資源管理計画「 Fisheries 

Management Plan for Suriname 2014-2018」が存在し、2019 年から 2022 年までの改訂

版を作成中である。  

 

2-2．漁業  

海面漁業  

 スリナムの漁業は地元漁民による零細漁業と、主に外国籍漁船による商業漁業とからな

る。2016 年の合計漁業生産量は年間 42,198 万トンであった。エビ類は約 370 トンで、

2000 年代初期の３分の１程に減少している。またシーボブ（小エビ）は約 7600 トン、2000

年代前半の１万トン台から斬減している。一方、魚類の生産量は 2000 年代初頭レベルか

ら 4 倍程度増加している。理由としては、魚対象の底曳網漁船や釣り漁船の増加、かつて

エビトロール時代には混獲魚として投棄されていたような魚種も合わせて全て漁獲・水揚

げしていること、韓国・台湾漁船によるマグロ類の水揚げ開始等などの影響が考えられる。  
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注） 2014年は魚類生産量データが欠損  

図：漁獲量の推移  
出典：水産局資料を基に調査団作成  

 

商業漁業  

 スリナム沿岸は、南米北岸域のエビ漁場の一つとして古くから米国企業等が開発して

きた。1950年代末には米国系現地企業SAILがパラマリボ市内スリナム河岸に桟橋・加

工場を設け、米国企業や個人船主のエビトロール船が水揚げするエビを買付け、加工・

輸出を始めた。その後、エビトロール漁業は米国船の撤退、日本漁船の進出と撤退、韓

国船の参入・主力漁船群となるなど、変遷を重ねた。  

 現在、スリナム河岸の大手水産加工企業の桟橋施設や漁業公社の桟橋施設をベースと

して、スリナム海域でエビ底曳網漁や魚底曳網漁、底魚釣り漁などが行なわれており、

現地水産加工業者による漁獲物の加工・輸出及び国内向け販売が行なわれている。また

マグロ類・サメ等の大型回遊魚を対象とする浮き延縄漁船等の入漁が増えている。  

 

 

図：商業漁船登録数の推移  (単位：隻 ) 

出典：水産局資料  
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零細漁船は SK タイプと呼ばれる全長約 12～14m のガイアナ型木造船外機船、BV タ

イプと呼ばれる全長約 7～9m のスリナム型木造船外機船の二種類に大分される。前者

は 4～5 名が乗り込み河口及び沿岸域で 4 日から 3 週間の操業、後者は 1～3 名が乗り込

み淡水、河口、沿岸域にて主に日帰り操業を行う。河川港が多いスリナムでは通常水位

の上がる満潮時に出漁及び水揚げを行う。  

 主な漁獲対象種は主にニベ科、ハマギギ科 (海産ナマズ )、ホソアカメ属、サルエビ属、

クルマエビ属が多く見られる。下表に代表的な零細漁業対象種を示す。  

表：代表的な零細漁業対象種  

地 方 名  学  名  

バンガメリ  Bangamary Macrodon ancylodon 

カンドラティキ  Kandratiki Cynoscion virescens 

クマクマ  Kuma Kuma Sciades couma 

バンバン  Banban Cynoscion acoupa 

クピラ  Kupila Sciades proops 

バルバマン  Barbaman Bargre bagre / Bargre marinus 

クマロ  Kumaru Myloplus rhomboidalis 

スヌーク   Snooku Centropomus undecimalis 

スナッパー  Snapper Lutjanus purpureus 

クビ  Kubi Plagioscion auratus 

シーボブ  Seabob Xiphopenaeus kroyeri 

ブラウンシュリンプ  Brown shrimp Penaeus subtilis 

 

 主な零細漁業の水揚場は、パラマリボ、コモウェイナ、ボスカンプ、トットネス、ニ

ューニッケリ、アルビナである。これらは水産局が指定・管理する零細漁業センターで、

各水揚場にマネージャーや水揚情報収集員が配置されている。下図に主要水揚場ごとの

2017 年の水揚げ量を示す。中でもコモウェイナは他の水揚場と比較し水揚量が多い。  

 

図：主要水揚場ごとの 2017 年水揚げ量 (数値単位はトン ) 
出典：水産局資料を基に作成  
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 主要零細漁業センターのうちコモウェイナ、パラマリボは我が国水産無償資金協力に

より桟橋、製氷施設、事務所棟、漁具修理場などが整備された。両水揚場は水産局によ

り製氷機更新が更新されるなど、良好な運営維持管理がなされている。しかしながら、

供与後 28 年、12 年が経過しており相応に老朽化している箇所も見られる。また、コモ

ウェイナでは現在の利用漁船数は設計当初の想定を大きく上回り 2、加えて利用漁船の大

型化も進み水揚岸壁や漁船修理ヤードが手狭になっている。両水揚場には（一財）日本

国際協力システム (JICS)が現在進める「経済社会開発計画」により製氷機等の漁業資機

材が供与される予定である。  

 ボスカンプは主に小型の BV 型零細漁船 50~60 隻が水揚を行っており、小規模な木造

桟橋、漁具修理場、製氷棟（1986 年にベルギーからの援助により整備）がある。スリナ

ム政府は同水揚場をパラマリボ、コモウェイナに次ぐ漁業振興の拠点にする方針であり、

木造桟橋の改修、漁船泊地、ジェネレーター、貯水槽、漁具倉庫など施設整備に関する

要望が挙げられた。  

 ニューニッケリはガイアナとの国境付近にあるスリナム第二の都市である。水産局に

よると約 200 隻程度の BV 漁船が操業している。町の中心部にある青果・水産市場から

約 2.5km 離れたニッケリ川沿いに零細漁船の泊地がある。聞き取りを行った同地域の漁

民組織代表によれば、自作の木造桟橋は構造的に安定しないため水揚時の安全に支障を

きたしていること、また、漁船数に対し十分な泊地が得られないことが喫緊の課題とし

て挙げられた。  

 

内水面海面漁業  

 同国は河川や湖沼が数多く存在し、淡水魚は国民に人気の水産物である。パラマリボや

ニューニッケリの市場では内水面漁業による漁獲物が海水魚と同等あるいは高値で販売さ

れていた。しかしながら、水産局の人員・予算の制約もあり、内水面漁業に関する漁船数・

漁民数・水揚量などの基礎的なデータは現時点で収集されていない。  

 比較的規模の大きい内水面漁業の拠点はアジョニ（Atjoni）とアポエラ（Apoera）であ

る。漁業施設は、河岸のコンクリート斜路、店舗を収容する水産物・畜肉販売所のみであ

る。水揚げされた水産物は施氷され、2~3 時間かけてパラマリボに搬送される。現在施氷

用の氷はパラマリボから搬送しており、輸送中の消失や運搬経費が大きな負担であるため、

同地への製氷機供与が JICS により行われる予定となっている。  

 水産局は、内水面漁業を今後開発が見込める分野として捉えている。アジョニでは我が

国からの製氷機供与後、海面零細漁業センター同様に水産局員を配置し、基礎データ収集

に取り組む予定である。  

 

2-3．加工・流通  

企業漁業の水揚げは専用水揚げ施設にて行われる。特に、ギアナピンクなどの輸出向

けエビ類は船上で選別され規格ごとに箱詰めされる。また、水揚げ時に頭が落ちたもの、

 
2  コモウェイナでは、設計当初の想定利用漁船数 162 隻が 2017 年の MF21 による調査時には 252 隻に

増加している（「スリナム共和国海外協力ニーズ具体化支援事業報告書」平成 29 年 3 月、水産庁補助

事業）。  
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あるいは規格外サイズのものは自社敷地内の加工場でフィッシュボールなどに加工され

る。  

 零細漁業は前述の通り水産局が管理する零細漁業センターを拠点としている。零細漁

民は各水揚場や製氷機を保有する民間会社にて氷を購入し、漁獲物を氷蔵するため漁に

携行する。水揚場には個別に契約する仲買人 (バイヤー )が待機しており、水揚げ直後に

パラマリボに運送する。鮮魚の魚価は魚種、サイズ、鮮度により決定される。漁獲物は

水揚直後から加工場・市場まで常に施氷されている。零細漁業漁獲物の加工は燻製か日

干しである。コモウェイナ零細漁業センターやニューニッケリの零細漁船泊地近くには

ベネズェイラからの支援による零細漁業加工施設整備プロジェクトにより建屋は整備さ

れているものの、加工設備・機材の調達時点で頓挫している。  

漁業者や加工業者へのインタビューでは、十分な氷の量を確保することが困難な状況

が頻発しており、製氷施設の充実が今後の課題として挙げられた。  

 

2-4．水産物輸出入  

スリナムは、EU(主にオランダ )、米国、カリブ地域 (主にジャマイカ )、アジア (主

に日本、中国、ベトナム )に水産物を輸出している。2017 年は合計約 33,000 トンを

輸出しており、うち魚類が 29,000 トン、シ -ボブが 3600 トン、エビ類が 400 トンで

ある。直近 3 年間のデータでは、年々輸出量は上昇傾向にある（下図）。  

 

図：輸出仕向地域別輸出量の推移  

出典：VKI 統計データを基に調査団作成  

 

日本向けの水産物輸出を見ると、直近 10 年間ではエビ類が減少傾向にある半面、魚

類は上昇傾向にあり、最新の 2018 年の貿易統計では金額ベースで両者はほぼ均等にな

っている。  
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図：対日輸出水産物の量・額の推移  

出典：財務省貿易統計を基に調査団作成  

 

輸出水産物の衛生検査は VKI が実施している。VKI は元々水産局の一部署であった

が、2007 年に独立した水産物衛生検査所として設立された。農牧畜水産省より同国の水

産物衛生検査機関として認定を受け、漁船・水揚場・水産加工場のインスペクション業

務、輸出向け水産物の衛生検査と衛生検査証明書の発行業務を担っている。同検査所は

国際水準を満たす検査所でることを示す ISO17020 および ISO17025 の認定を受けてい

る。職員・検査官は合計 35 名であり、検査官の技能研修はオランダやジャマイカ、トリ

ニダード・トバゴに派遣しているが十分ではなく、所長との面談においてはさらなる同

検査所の能力強化のため、日本での研修が要望として挙げられた。  

 

2-5．水産行政  

水産行政の責任部署は農牧畜水産省水産局（蘭語名： OnderdirektoraatVisserij, 

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 、英語名： Fisheries Department, 

Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries ）である。データコレクタ

ーなどを併せ、職員数は合計 55 名である。下図に水産局組織図を記す。  
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農業・畜産・水産省　水産局の組織図
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図：スリナム水産局組織図 (2019 年 2 月現在 ) 

出典：スリナム水産局  

  

パラマリボ、コモウェイナ、ボスカンプ、トットネス、ニューニッケリ、アルビナの

水産センターにそれぞれ水産局職員が施設運営管理者 (Manager)あるいは情報収集担当

官 (Data Collector)として配置されている。  

 

2-6．養殖  

同国内陸部は河川、湖沼が豊富に存在し、内水面養殖のポテンシャルは高いと思われ

るが現時点では発達しておらず、種苗生産施設や研究機関もない。また、パラマリボの

南にある湖 (Brokopondo)や周辺河川には、ピラニアやピーコックバスなどが生息し、近

隣住民により漁獲され、自家消費のほかパラマリボに搬送して販売されている。内水面

魚種は食用として人気があるため、集約的な内水面養殖のニーズは今後高まると予想さ

れる。養殖対象魚種としては、ティラピアのほかに在来種であるシクリッドの仲間

(Cichlasoma bimaculatum)やピーコックバスなどが挙げられる。  
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2-7．資源管理  

  同国で資源管理に関連する機関と役割を以下に整理する。  

行政  

・農牧畜水産省水産局  

同国水産業の施策と管理を同省の水産局 (Department of Fisheries)が担当している。

水産局の中で特に資源管理分野の業務を行う部署 /職位は以下の通り。  

 「監督・検査部 Supervision and Inspection」：混獲防止、VMS、IUU 漁業を担当。  

 「調査・統計部  Statistics and Research」：漁業情報収集を担当。  

 「沿岸・内水面・遠洋漁業部 Coastal, Inland and Deep Sea Fisheries」：漁業許

可の発行と管理を担う。  

 「情報収集員 Data Collector」：主な水揚げ場にて水産センターの管理や水揚げ記

録を行うために水産局から配置。  

・防衛省 (Ministry of Defense) 

パラマリボ郊外に海兵隊基地本部、西部及び東部沿岸域に駐屯地がある。主に漁業

ライセンスの保持検査や適切な漁場で操業が行われているかどうかを監視する。海兵

隊長は漁業協議会 3のメンバーである。  

・司法・警察省 (Ministry of Justice and Police)  

海上保安を役割とし、海兵隊と同様、コーストガードがスリナム海域にて漁船の監

視を担う。  

・スリナム海事機構 (Maritime Authority Suriname) 

漁業許可のライセンスを発行・管理する。  

漁業者組織  

  パラマリボ、コモウェイナ、ボスカンプ、トットネス、ニューニッケリなど主な零

細漁業水揚場には水産局主導により漁業者組織が存在する。定期的な会合や地域機関

等が開催する研修への参加が主な活動となっている。  

研究機関  

  スリナム大学内に水産関連分野の研究をする研究室もあるが、漁業のための調査・

研究を行う組織や部署は無い。  

 

 スリナム内の水産関連法規は漁業法 (1980 年 S.B. 1980 no.144、2011 年改訂 S.B. 2001 

no. 120)及び水産資源保護法  (1961 年 GB1961 No.44, 1963 No.GB153 and GB1965 

No.118) である。以下、漁業法のうち漁船登録、漁業許可及び罰則について抜粋し、概

要を説明する。  

漁船登録 (ChapterⅡ  Registration of fishing vessels)  

 漁船登録枠は、①スリナム漁船「Surinamese fishing vessels」、②スリナム船舶  

 
3  水産局のほか、コーストガードや漁業者代表が集い政策協議等を行う協議会  
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「Surinamese vessels」、③認可を受けた外国漁船「Foreign fishing vessel allowed 

in Suriname」の 3 種に区別され、毎年更新が必要である。  

漁業許可 (Chapter Ⅲ  Authorization for sea fishing)  

 漁業許可の発行数は大臣名で毎年公表される。漁船所有者は、船長及び乗組員リス

ト、漁船の写真、漁具・漁法、無線番号、対象魚種等を明記した申請書を水産局に提

出し、審査を受ける。漁業許可には漁具・漁法と目合サイズ、漁期、漁場が規定され

るとともに、漁業者には漁獲最小魚体サイズ、漁獲可能量、漁獲報告が義務付けられ

る。漁業許可の委譲は禁止、許可期間は一年間である。  

 違法漁業者に対しては、その度合いに応じて禁固刑あるいは罰金が科せられる。  

 

今次調査における水産局・漁業者・加工業者への聞き取り調査では、主に資源調査・

評価、 IUU 漁業に関する課題が挙げられた 4。  

 資源調査・評価  

スリナムでは十分とは言えないものの、主要な水揚げ場では水産局のデータコレクタ

ーが毎日魚種別水揚量を記録しており、海面漁業漁獲物の漁獲量の一次データは比較的

よく収集されている。ただし、それら一次データの集計・解析は十分になされておらず、

資源管理のための活用が望まれている。さらに、同国における本格的な水産資源調査・

評価は 1988 年に FAO・ノルウェーの支援により実施された資源調査プロジェクト 5を最

後に実施されていない。当時はまだエビトロールなど底曳網の本格操業が開始されてお

らず、当該資源調査結果が現状も引き続き有効とは言い難い。  

今次調査におけるスリナム政府との協議において農牧畜水産省事務次官より、資源調

査・評価に係る技術協力が我が国からの水産協力分野として一番優先度が高い案件ある

と伝えられている。  

 IUU 漁業対策  

各地の零細漁業水揚場での漁業者へのインタビューにおいて共通して挙げられた課題

が隣国ガイアナ違法漁船による違法操業であった。コーストガートによる監視体制と監

視効果は極めて限定的であり、将来的に監視･取り締まり活動の強化に対し強い要望が

挙げられている。漁業監視船や監視レーダーシステム導入など同分野に関連した我が国

からの協力も将来的には考えられるが、これら監視船やレーダーシステムの運用管理を

行うスリナム側の運営維持管理体制の確認が必要である。  

  

 
4  資源管理分野における「資源調査・評価」や「 IUU 漁業対策」の問題については、 2014 年の水産庁

委託事業「平成 26 年度海外水産資源基礎調査報告書」においても指摘されている。  
5  「 FAO Fisheries Technical  Paper 391 The Dr.  Fridtjof Nansen Programme 1975 -1993」。音響推定および試

験曳網により、浮魚資源量 560,000 トン、底魚資源量 125,500 トンとの調査結果報告がなされている。  
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３．現地調査 

3-1. 調査日程 

 2019 年 2 月 16 日（土）～2 月 28 日（木） 

日 月 日 活 動 内 容  

1 2 月 16 日 土 移動：成田 11:25→15:55 アムステルダム アムステルダム 

2 2 月 17 日 日 移動：アムステルダム 11:20→16:35 パラマリボ パラマリボ 

3 2 月 18 日 月 ・農牧畜水産省：調査打合せ 

・パラマリボ漁業センター：調査 

・コモウェイナ漁業センター：調査 

パラマリボ 

4 2 月 19 日 火 移動：パラマリボ 5:40→6:10 ポートオブスペイン 

・在トリニダード・トバゴ大使館：表敬・意見交換 

移動：ポートオブスペイン 14:15→16:45 パラマリボ 

パラマリボ 

5 2 月 20 日 水 ・農牧畜水産省：表敬・意見交換 

・中央市場：視察 

・水産局：情報収集（水揚統計・漁船登録等） 

パラマリボ 

6 2 月 21 日 木 ・国営水産公社 CHVIHAS：視察 

・水産物衛生機構（Stichiting Vskeuringsinstituut：
VKI）：調査 

・統計局（Alemeen Bureau voor de Statistiek：ABS）：
資料収集 

・漁具販売店：視察 

パラマリボ 

7 2 月 22 日 金 ・パラマリボ漁業センター：水揚視察 

・ボスカンプ漁業センター：調査 

・トットネス水揚場：調査 

ニッケリ 

8 2 月 23 日 土 ・ニューニッケリ市場：視察 

・ニューニッケリ加工センター：視察 

・ニューニッケリ民間加工会社（ORBILO Nickerie 

processing fish, shrimps & crabs N.V.）：視察 

パラマリボ 

9 2 月 24 日 日 資料整理 パラマリボ 

10 2 月 25 日 月 アジョニ水揚場（内水面）：視察 

 

パラマリボ 

11 2 月 26 日 火 ・水産局：報告・意見交換 

・コモウェイナ民間漁業会社：調査 

パラマリボ 19:30→ 

機内泊 

12 2 月 27 日 水 →8:20 アムステルダム 14:35→ 機内泊 

13 2 月 28 日 木 →9:45 成田  

 

3-2. 調査団員 

  嵯峨 篤司 （一社）マリノフォーラム 21 海外水産コンサルティング事業部 部長 

  石谷 論   OAFIC 株式会社 コンサルタント 
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3-3. 面談者リスト 

 

面 談 者 所 属 / 職 位 

Deepak D. Jairam 農牧畜水産省事務次官 

Yolanda Babb-Echteld 〃   水産局長 

Radjeskumar Asraf 〃   政策担当課長 

Mario Yspol 〃   統計・調査課長 

Muriel Wirjodirjo 〃   沿岸・内水面・遠洋漁業課長 

Juliette Wongsoredjo 水産物衛生検査所所長 

Randjitsing Ramkisor IWC コミッショナー 

Martodimedjo Rudie 零細漁業センター長(コモウェイナ、パラマリボ、

ボスカンプを兼務) 

Vishal Narain パラマリボ零細漁業センター設備技士 

Sharmila Valies ボスカンプ漁民組織代表 

Mora Delano トットネス漁民組織代表 

Noredjo Abbas ニューニッケリ漁民組織代表 

小林 真一郎 在トリニダード・トバゴ大使館 二等書記官 

 

 

４．現地調査の結果と協力方針案 

国内・現地で収集した基礎情報ならびにスリナム政府の意向（プライオリティ）を踏まえ、今

後我が国から同国に対する水産分野の協力案件として有望と考えられる案件を以下に整理する。 

  

海面漁業資源調査・評価 

現時点で漁獲量の一次データは主要水揚場において、計 16 名の水産局データコレクターが収

集しているが、データ管理や解析を行う人材・技術が不足しており活用するに至っていない。 

沿岸漁業および沖合漁業（スリナム EEZ 内）対象種の資源量調査・評価がハード、ソフト面で実

行できない状況にある。今後の持続的な漁業の推進に向けた資源管理方策の策定のためにも、資

源量評価が不可欠。 

 

想定される案件内容： 

零細漁業および商業漁業水揚データの集計・解析システムの構築と人材育成 

 

留意点： 

・先方政府は商業漁業対象種、零細漁業対象種全般の資源評価を要望しているが、評価対象魚

種の絞り込みが肝要。 

・CRFM との連携を調整する必要がある。 

・水産局は調査船を保有していない。（民間漁船のチャーターは可能） 

・C/P となる水産局の部署は Monitoring and Inspection Division および Fisheires Statistics 

and Research Division であるが、体制および技術力の確認が必要 

 

漁業技術専門学校整備 

漁業技術、航海技術の専門知識を学べる専門的な学校がない。水産局による研修のみでは不十

分であり、非効率な漁業、海難事故発生の改善がなされないままになっている。 

 

想定される案件内容： 

漁業技術、航海技術、資源管理に関する専門知識を学ぶ専門学校（ポリテクニック）の建設
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と機材供与 

 

留意点： 

・建設サイトとして水産局内や、パラマリボ水産センター近くの農牧畜水産省所有の土地が候

補として挙げられたものの、所有権、面積等の詳細情報は未確認。 

・専門学校の教諭となる人材確保が可能かどうか、確認が必要 

 

内水面養殖種苗センター建設 

淡水魚ヨロイナマズなどの淡水魚は同国で食用として人気が高く、比較的高価で取引されてい

る。政府として当該種の養殖を推進したいが、養殖施設、技術が無い。 

 

想定される案件内容： 

・内水面養殖施設、機材整備 

 

 留意点： 

・種苗センターの技術者人材、種苗配布先（養魚家）、養殖生産物需要など、内水面養殖や漁業

に関する情報は少ない。開発調査等のスキームによる実施も含め、十分な検討が必要。 

 

コモウェイナ零細漁業水揚場の拡張6 

利用漁船の大型化、隻数の増大により係留スペース、漁船・漁具補修場が不足しており、製氷

施設などの老朽化により効率的な出漁準備に支障をきたしている。 

 

想定される案件内容： 

・漁船（船外機、エンジンを含む）の修理・整備施設 

・漁船の安全な短期的係船・停泊場 

・氷の供給施設、燃料供給施設、水供給施設 

・漁具の補修・整備、準備 

・漁民の休息、作業支援施設（飲食物の売店）内水面養殖施設、機材整備 

 

ボスカンプ零細漁業水揚場の改修・拡張 

木造桟橋は手狭で水揚時に複数隻が係留できない。製氷棟は 1986 年に建設されたもので老朽

化しており、ジェネレーターや貯水槽などの付帯設備とともに改修が必要 

 

想定される案件内容： 

・漁具倉庫、木造桟橋の改修、漁船泊地、ジェネレーター、貯水槽等の施設整備 

 

ニューニッケリ零細漁船泊地の整備 

自作の木造桟橋は構造的に安定しないため水揚時の安全に支障をきたしている。漁船数に対し

十分な泊地が得られていない。 

 

想定される案件内容： 

・護岸、係留桟橋、漁具倉庫整備 

 

 留意点： 

案件規模・効果の観点からコモウェイナ零細漁業センターの拡張が零細漁業施設整備案件候

補のうち最も有望であるが、前述の通り、現在計画中の機材供与案件の進捗を踏まえ検討する

必要がある。他方、ボスカンプおよびニューニッケリはともに無償資金協力対象としては小規

模なコンポーネントに留まる。草の根無償案件による実施も検討に値する。 

 
 


