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　日本の約2.5倍の国土を有し、人口2,600万人のタンザニア連合共和国（以下「タンザニア」という。）はア
フリカ東部に位置し、北側はケニア共和国、南側はモザンビーク共和国に接しているといえば、想像しや
すいだろうか。山頂に万年雪をいただくキリマンジャロや野生動物の宝庫とされるサファリ冒険の地とい
えば、より想像しやすいだろう。国名の由来は、タンガニーカ（水が集まるという意味）湖がある大陸部
と、インド洋のザンジバル（黒い海岸という意味）島、そしてかつてのアフリカの総称であったアザニア
（別天地という意味）の合成語とされる。排他的経済水域は24万k㎡を誇り、最近は小規模ながら自国のマ
グロはえ縄漁船の隻数を増やし、キハダマグロの水揚げが好調である。漁業関係者らは、将来的には日本
ともビジネスをしたいと意欲的である。また、18万人余りの漁業従事者らによる年間の総水揚げ量は32万
～38万ｔで推移しており、内水面漁業が全体の85％、海面漁業が14％、養殖漁業が1％を占めている（2016
年タンザニア畜産漁業省調べ）。国民一人当たりの魚介類摂取量（純食料）は年間7㎏～8㎏であり（日本は
24.6㎏（2016年農林水産省調べ））、動物性蛋白質摂取の３割を占める。年間2.7％の人口増加率を支えるため
にも、タンザニア政府は水産業振興に、より一層注力しているところである。
　2002 年、日本政府による「ダルエスサラーム魚市場建設計画」が完工して以来、市場はいつも活気に溢
れている。ここでの水揚げのトップ 10 は、イワシ、サバ、マグロ、ハタ、タコ、サワラ、ダツ、エイ、エビ、
カニと続く。市場内を歩くと「タコ、イカ、ヤスイ！」などの元気な日本語も聞こえ、市場利用者からは
日本の支援に対する謝意が今も伝わってくる。世界的なコロナ禍の中にある現在、外国人を顧客に持って
いた一部の仲買人のビジネスは低迷しているものの、水産業全体としては衰える気配はない。ダルエスサ
ラームは同国海面漁業最大の水揚げ地であり、その約７割がこの市場で取り引きされる。小魚は水揚げ直
後にフライにされ、安価で貴重な蛋白源として全国に流通している。一部の水産物は天日干しされ、コン
ゴ民主共和国等の近隣内陸諸国へも輸出されている。

世界の魚市場 タンザニア連合共和国　ダルエスサラーム魚市場

バケツリレーで次々と水揚げされる様子 市場の建設により多くの雇用も創出された。

小魚のフライは庶民のファストフード。小売りを担うのは主に女性達である。
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　当財団フィジー駐在員事務所設立30周年に際し、関係国の大臣等から祝辞をいただきましたので、原
文をそのままの形で、仮訳とともに紹介させていただきます。

MINISTRY OF FISHERIES
OFFICE OF THE MINISTER

Date: 01st December, 2020

The President

Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan

Minato-ku Tokyo

JAPAN

Dear Mr. Takenaka Yoshiharu,

I would first like to acknowledge the 30th year anniversary of Overseas Fishery Cooperation Founda-
tion of Japan – Fiji Office.  Deepest gratitude, to the Government of Japan and the outgoing Ambas-
sador for the continuous support render to Fiji and the region through the program on Fisheries 
Development Assistance for Pacific Island Nations (FDAPIN).

Over the years, Fiji and other Pacific Nations have witnessed and benefited from this assistance.  
Benefits include the development of ice plants, refrigeration facilities, fishing vessels, outboard en-
gines and other facilities that have been repaired and restored.

Additionally, through OFCF’s support for technical assistance, Fiji has been able to develop national 
capacity that has contributed to the development of Fiji Fishery.

In this regard, I would like to render Fiji’s support and appreciated on the work undertaken by OFCF 
and hope that this collaborative arrangement will continue to grow in the future.

Sincerely,

Semi. T. Koroilavesau
Minister for Fisheries

  フィジー駐在員事務所設立30周年
フィジー共和国　祝辞
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〔参考訳〕
漁業省

大臣官房

海外漁業協力財団
理事長　竹中美晴殿

拝啓

　貴財団のフィジー事務所設立30周年に際しまして、まずはお祝いを申し上げたいと思います。FDAPIN
事業iを通した我が国及び当地域への継続的な援助について、日本国政府に対し深く感謝いたします。
　

我が国をはじめとする太平洋諸国は、長年にわたって製氷機、冷蔵設備、漁船、船外機やその他水産
関連施設の能力向上や修理修復等の恩恵を受け、その恩恵を実感してきました。

　
加えて、我が国は貴財団による技術支援のおかげで自国の能力を向上させることができ、漁業分野の

発展がもたらされてきました。

　ここに、これまで貴財団に実施いただいた業務に対し、改めて我が国の支援と感謝の意を表します。
この協力関係が今後さらなる発展を遂げることを期待しております。

敬具
フィジー共和国漁業省大臣

セミ・トゥレカ・コロイラヴェサウ（Semi Tuleca Koroilavesau）
2020年12月 1 日

フィジー共和国　基礎情報
陸地総面積　 1 万 8,270 k㎡

　330余りの島々から成り、太平洋島嶼国の中で 2 番目
に大きな人口を抱える観光立国。地域のハブ的な役割
を担っており、諸機関の代表部等が多く置かれている。

人口　889,953人（2019年、世界銀行）
首都　スバ
民族　先住民系（57%）、インド系（38%）、その他
言語　英語（公用語）、フィジー語、ヒンディー語

写真（左）：2015年度FDAPINプロジェクト 発電機点検指導（レクツ、フィジー）　　写真（右）：スバから南へ約100km、カンダブ島の景色
基礎情報は国際機関太平洋諸島センターガイドブックより引用し、一部加筆（https://pic.or.jp/publication/）

i  地域巡回機能回復等推進事業：Fisheries Development 

    
Assistance for Pacific Island Nations
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TUVALU GOVERNMENT
MINISTRY OF FISHERIES AND TRADE

HEADQUARTER
14 September 2020

SHIMAMOTO Kunikazu

Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan

Dear Sir,

Re: Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan – Celebrating 30 Years

Please refer to your letter dated 8 Sept 2020 regarding the above captioned subject.

I wish to congratulate OFCF Suva Office for its great achievements over period of 30 years since its establishment 

in Suva, Fiji Islands.  I am honored to express our sincere gratitude to OFCF Japan, remain respectful to the people 

of Japan through OFCF of Japan for the good working relationship.

Tuvalu as a small nation and its people have certainly benefit a lot for the generosity and support from OFCF of 

Japan.

For the past achievements, we wish to thank you again.  However, we look forward to continue the good working 

relationship with OFCF of Japan and into the future.

Yours sincerely,

Falasese Tupau

Permanent Secretary

フィジー駐在員事務所設立30周年
ツバル　祝辞
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〔参考訳〕
ツバル政府

漁業貿易省本省

海外漁業協力財団
フィジー駐在員事務所所長　嶋本州和殿

拝啓
海外漁業協力財団　フィジー駐在員事務所設立30周年
　

貴財団より2020年 9 月 8 日付で発出された上記の書簡について、ご返答申し上げます。

　この度、貴財団フィジー事務所がフィジー共和国・スバに設立されて以来、30年にわたり偉大な業績
を達成されてこられましたことを心よりお祝い申し上げます。貴財団に対し心からの祝意を伝え、また
貴財団を通じて良好な協力関係を築いている日本の方々に敬意を表することが出来ますことを光栄に思
います。

　小国であるツバル、そしてツバル国民が、貴財団の寛大さとご支援によって多大な恩恵を賜っている
ことは疑いようもありません。

　これまでの貴財団の業績に対し、改めて感謝申し上げます。それにも増して、貴財団との良好な協力
関係を、将来にわたって継続させていけることを楽しみにしております。

敬具
ツバル漁業貿易省事務次官

ファラセセ・ツパウ（Falasese Tupau）
2020年 9 月14日

　

基礎情報と地図は国際機関太平洋諸島センターガイドブックより
引用し、一部加筆・加工（https://pic.or.jp/publication/）

ツバル　基礎情報
陸地総面積　25. 9 k㎡

　 9 つの環礁島が700kmに渡って連なり、最も高い場
所でも海抜が 5 m未満しかない。ポリネシアで最も面
積が小さく、人口密度が高い。

人口　11,646人（2019年、世界銀行）
首都　フナフティ
民族　ポリネシア系、その他若干のミクロネシア系
言語　ツバル語、英語

2015年度 FDAPINプロジェクト マナウイ号の機関・船体
の整備及び修理修復指導（フナフティ、ツバル）
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REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS
MARSHALL ISLANDS MARINE RESOURCES AUTHORITY

September 28, 2020

Mr. TAKENAKA Yoshiharu

President

Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan

Dear Mr. TAKENAKA,

With reference to your letter dated September 7, 2020, on behalf of the Marshall Islands Marine Resources Author-

ity (MIMRA), I would like to take this opportunity to congratulate the Fiji Office of the Overseas Fishery Coopera-

tion Foundation of Japan (OFCF) for its 30th anniversary.

OFCF has been enhancing MIMRA's capacities by dispatching Japanese technical experts and delivering important 

equipment to maintain coastal fisheries facilities in the Marshall Islands through the implementation of Fisheries De-

velopment Assistance for Pacific Island Nations (FDAPIN) since 1992.  It has also provided opportunities to discuss 

the development of a shared understanding and the promotion of sustainable utilization of fisheries resources, such 

as tuna and other marine species, between Japan and the Marshall Islands.  OFCF's Fiji Office has been a focal point  

for both activities since its foundation, and I strongly believe that the office will continue to do so.

Please accept my deepest appreciation for OFCF's long standing cooperation and support towards development of 

fisheries in the Marshall Islands.  Despite the COVID- 19 restrictions in place, may our good relations continue to 

grow and strengthen in the coming decade.

Sincerely yours,

Sandy ALFRED

Minister, Ministry of Natural Resources and Commerce

and

Chairman, Board of Directors, Marshall Islands Marine Resources Authority

フィジー駐在員事務所設立30周年
マーシャル諸島共和国　祝辞
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〔参考訳〕
マーシャル諸島共和国

マーシャル諸島海洋資源局
海外漁業協力財団
理事長　竹中美晴殿

拝啓
　2020年 9 月 7 日付で貴財団より発出された書簡に関し、マーシャル諸島海洋資源局（MIMRA）を代
表して、貴財団フィジー駐在員事務所設立30周年に対して心よりお祝い申し上げます。
　貴財団は、1992年より実施されているFDAPIN事業を通して、技術専門家の派遣や沿岸部水産設備の
保守に必要な機材の調達を行い、MIMRAの能力向上に寄与してきました。また、まぐろを始めとする
海洋生物等の水産資源の持続的な利用に関する両国間の共通理解を深め、またその利用を促進するため
に、日本と我が国の間で協議を持つ機会を提供してきました。これら双方の活動において、貴財団フィ
ジー事務所は設立時から中心的な存在であり、これからもその役割を果たしてくれるものと強く信じて
おります。

　貴財団の長きにわたる協力と我が国の漁業発展のための援助に対し、今一度深く感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症による諸制限がある中ではございますが、貴財団との良好な関係が今後10年
間に一層強固になることを祈念しております。

敬具
マーシャル諸島天然資源貿易省大臣・マーシャル諸島海洋資源局委員会議長

サンディ・アルフレッド（Sandy ALFRED）
2020年 9 月28日

マーシャル諸島共和国　基礎情報
陸地総面積　181k㎡

　200k㎡の広大な海域に ５ つの独立した島と29の環礁
が存在し、全て合わせると約 1 ,225のサンゴ島が点在
している。

首都　マジュロ
民族　ミクロネシア系
言語　マーシャル語、英語
人口　58,791人（2019年、世界銀行）

基礎情報と地図は国際機関太平洋諸島センターガイドブック
より引用し、一部加筆・加工（https://pic.or.jp/publication/）

2018年度FDAPINプロジェクト MIMRA製氷施設
発電機点検指導（マジュロ、マーシャル諸島）
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GOVERNMENT OF KIRIBATI
MINISTRY OF FISHERIES AND MARINE RESOURCES DEVELOPMENT

Takenaka Yoshiharu san

President

Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan

Date: 7th October 2020

Celebrating the 30th Anniversary of the Fiji Office of the Overseas Fishery Cooperation Foundation (OFCF) of Ja-

pan.

Mauri Yoshiharu san,

On behalf of the Government of Kiribati, I wish to extend our best wishes and our congratulatory blessing of my 

Government and the people of Kiribati to OFCF and the Government of Japan in the commemoration of the 30th 

Anniversary of the establishment of OFCF of Japan in Fiji.

As you celebrate the 30th Anniversary of OFCF establishment in Fiji, it is right and fitting that we reminisce on the 

great achievements of OFCF in the Pacific region and most of all to Kiribati.  Over the years Kiribati, through my 

Ministry has been the recipient of many technical and in-kind assistance from your organization, that has contribut-

ed towards the sustainable development of our coastal and offshore fisheries.  Among the many kind assistances we 

received annually from your good office, 23 fisheries centers have been established, fully equipped with support 

equipment needed in the operation of these centers.  One great achievement that worth nothing as well is the estab-

lishment of a sea cucumber hatchery and the successful breeding of a white teat fish sea cucumber (Holothuria fus-
cogilva) in Kiribati and the Pacific region.  Each year, a team from OFCF experts have been very instrumental in 

improving the capacity of our local communities on fish handling and processing, the repair and maintenance of 

fisheries facilities such as ice-making machine, refrigeration, outboard engine trouble shooting and maintenance.  

This is a major need by our local communities especially to a country highly dependent on coastal fisheries for their 

livelihood, food security and income generation.

My Ministry do value these kind assistances with appreciation and gratitude and I look forward in working with you 

and in furthering those relations to new heights to achieve greater progress and prosperity for our peoples.

フィジー駐在員事務所設立30周年
キリバス共和国　祝辞

8	 海外漁業協力　第93号　2020. 12

フィジー駐在員事務所設立30周年特集



Domo arigatogozaimasu.

Yours sincerely,

Ribanataake Tiwau

Honourable Minister for Fisheries and Marine Resources Development

Republic of Kiribati.

〔参考訳〕
キリバス政府

漁業海洋資源開発省
海外漁業協力財団
理事長　竹中美晴殿

拝啓
　海外漁業協力財団　フィジー駐在員事務所設立30周年に当たっての祝辞

　貴財団フィジー駐在員事務所設立30周年の祝賀に当たり、キリバス政府及びキリバス国民一同、心か
らの祝意を表するとともに、貴財団及び日本国政府のご多幸をお祈り申し上げます。

　フィジー事務所の30周年は、貴財団の太平洋地域、とりわけ我が国における偉大な業績の数々を振り
返る良い機会であると思います。我が国は、我が省を通じ、長きにわたって貴財団から技術及び資機材
等の援助を受けており、そのことは、我が国の沿岸漁業及び沖合漁業の持続可能な発展に貢献してきま
した。フィジー事務所を拠点に毎年多様な支援を実施いただく中で、運営に必要な機器を完備した水産
施設が23か所も設立されました。また同じく注目すべき業績として、ナマコ孵化場の設立及び我が国と
太平洋地域におけるイシナマコ（Holothuria fuscogilva）の繁殖の成功が挙げられます。毎年派遣され
る貴財団の専門家チームからは、水産物の取り扱いや加工及び製氷機・冷蔵庫等の水産設備や船外機の
修理・保守点検といった指導を受けており、ローカルコミュニティの能力向上の大きな助けとなってき
ました。こうした技術協力は当地域のローカルコミュニティの主要なニーズであり、人々の生活手段、
食料安全保障や収入源の面で沿岸漁業に大きく依存している国では殊更必要とされております。

　我が省は貴財団の寛大な援助を評価し、今一度深く感謝を申し上げます。キリバス国民のためにさら
なる進歩と繁栄を達成するべく、貴財団と協力し、両者間の関係を新たな高みへ導いていけることを楽
しみしております。

Domo arigatogozaimasu.（原文ママ）
敬具

キリバス共和国漁業海洋資源開発省大臣
リバナターケ・チワウ（Ribanataake Tiwau）

2020年10月 7 日
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キリバス共和国　基礎情報
陸地総面積　811k㎡

　西から、ギルバード諸島、フェニックス諸島、ライ
ン諸島の 3つの諸島群からなり、広大な水域に33の
島（環礁）が散在している。排他的経済水域は約32
万平方キロメートルにも及び、世界第 3位の大きさ。

人口　117,606人（2019年、世界銀行）
首都　タラワ
民族　ミクロネシア系、その他ポリネシア系
　　　及び欧州人
言語　キリバス語、英語（共に公用語）

基礎情報とキリバス中心部・広域地図は国際機関太平洋
諸島センターガイドブックより引用し、一部加筆・加工

（https://pic.or.jp/publication/ ）

2013年度FDAPINプロジェクト
漁具作成講習会の様子（マイアナ、キリバス）

テマイク（Temwaiku）エコファーム（2006～2009年度）
の看板（ボンリキ国際空港の目の前、キリバス）

マーシャル諸島（上空より）子どもたちと漁網から作られたハンモック（ツバル）
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太平洋島嶼国への技術協力
 フィジー事務所元所長 　高橋 淳

　財団フィジー駐在員事務所が 2020年 9 月 6 日
で設立 30 周年を迎えた。
　私事で誠に恐縮であるが、筆者が縁あって財団
に移ってきたのが平成 2 年（1990年）で、当時配
属された企画開発部では、フィジー駐在員事務所
を核として実施する新たな事業をスタートさせる
準備のため、駐在員事務所の初代所長になられた
足立征一郎所長が忙しく作業を進めているところ
であった。同年 9 月 6 日、フィジー共和国一次産
業省（当時）と財団との間の覚書に基づきフィジ
ー駐在員事務所が設立された。つまり事務所設立
と同じ年に筆者の財団における歴史が始まったと
いえるのである。

　その後は、アフリカや中南米、中国等を対象と
するプロジェクトや日中韓の研究者協議会といっ
た太平洋島嶼国と縁のない仕事を続けていたが、
平成 19 年（2007年）にフィジー駐在員事務所第 5
代所長を拝命し、そこから 5 年間フィジーで仕事
をすることになった。すでに 17年が経った事務
所には、設立当時にあったであろう様々な苦労も
なく、その実績から太平洋島嶼国に広くその名前
を知られている、いわば事務所の「円熟期」を迎
えており、この時期に仕事ができたことは非常に
幸運であったといえる。設立以来事務所を支えて
いるベテラン現地補助員プラビーナさんと、すで
に 3 年事務所勤務を経験している山田職員（現業
務支援課長）、さらに 4 人の専門家が在籍する事
務所史上最強の布陣で太平洋島嶼国初心者の所長
も無事業務を開始することができた。

　すでに色々なところで説明されていることであ
るが、フィジー駐在員事務所は、我が国の遠洋

かつお・まぐろ漁船
の最重要漁場である
中西部太平洋におい
て、我が国と入漁協
定が締結されている
島嶼国 9 か国に対し
FDAPIN プ ロ ジ ェ
クトを実施すること
を目的として設置さ
れた。同プロジェク
トは、自然災害やメンテナンス不足で全部または
一部が遊休化している水産関係施設の修理修復を
行うとともに、相手国技術者に修理修復及び維持
管理の技術指導を行うものである。開始当初は各
年の実施国数を絞って比較的大規模な施設の修理
を行っていたが、徐々に中規模から小規模施設に
対象を移し、あるいは技術移転を効率的に進める
ためのワークショップ（修理工場）の整備に力を
入れる時期を設ける等その時々で重点を定めたプ
ロジェクトを実施してきた。
　この意味で思い出深いのがパプアニューギニア
独立国（以下「PNG」という。）だ。
　現在我が国の海外まき網漁船の PNG 海域にお
ける漁獲量は全漁獲量の 1 ～ 2 位を占めるが、こ
の国における日本のかつお・まぐろ漁業は、1978
年に締結された漁業協定に始まる。一時先方か
らの協定破棄通告により 1987年 3 月 9 日から協
定が失効することとなったが、2006年 5 月に 19
年ぶりに協定が復活した。その翌年、PNG に対
する財団のプロジェクト協力が再開するタイミン
グで事務所に着任し、同年 5 月に早速覚書署名
のため同国に向かった。相手方の国家漁業公社

（National Fisheries Authority：略称 NFA) ポカ

2007年9月　フィジーにて
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ジャン総裁は財団の対応を非常に喜び、署名の席
には報道関係者を集めてプレスリリースが行われ
た。これ以降、財団の「早い」「きめ細やか」と
いった特色が先方に強い印象を与え、たちまち信
頼を得ることとなった。
　同時期に水産に関連した我が国の無償資金協力
も開始されたため、ポカジャン総裁は小職と顔を
合わすたびに「大きな協力は JICA（国際協力機
構）、小さな協力は OFCF。」と言っていた。も
ちろん金額の多寡で協力を評価していたのではな
く、財団の迅速かつきめ細かい協力を評価する誉
め言葉としての発言であった。同時に「資金はあ
るので物はいらない。欲しいのは技術だ。」とも
繰り返しており、財団の進めている技術協力プロ
ジェクトは、まさに彼の望むものであった。かつ
て入漁料収入はすべて NFA の予算に向けられて
おり、彼の言葉どおり資金は潤沢であった。その
ためプロジェクト実施において相手国が負担すべ
き費用は問題なく支出され、他の国で問題となる
ことの多い人員の配置も、総裁の即決で実施され
てきた。FDAPIN プロジェクト以外に、その後
開始された定置網漁業に関する試験プロジェクト
においても PNG 側の資金面での貢献は大きく、
良好なパートナーとしての関係が続いている。

　通常、事務所長は協力実施のための覚書に署名

するために現地を訪れるのであるから、相手の国
から歓迎されるのは当然で、各国で非常に丁重な
対応を受ける。しかし概ね年に一度、署名を済ま
せると慌ただしく帰国する所長が先方に残せる印
象は大きなものではない。当時はフィジー駐在員
事務所長として、覚書署名のため全 9 か国に出か
けたが、訪れたのは署名相手のいる首都地域のみ
で、キリバスやソロモンの離島は当然のこと、ミ
クロネシアでさえポンペイ州以外を訪問したのは
フィジーから帰国して 5 年後、漁業交渉支援のた
めヤップに行ったのが初めてであった。事前調査
に始まり、事業実施のため各地のプロジェクトサ
イトを複数回訪れて、一定の期間滞在する専門家
が築く広く深い絆とは比べるべくもない。相手国
に技術を定着させることを目標とする FDAPIN
プロジェクトにおいては、人と人との関係作りが
何より重要なことは言うまでもない。その意味で
専門家はメインプレイヤーであって、事業の効果
を左右する重要な立場にある。

　ところで、フィジー駐在員事務所は 30 周年を
迎えたが、事務所の建物そのものはすでに築後
50 年以上たっている。スバ市の施設であるシテ
ィホールの付属建物で、財団がフィジーに事務所
を設置した時に借上げを始めて、現在まで継続し
て事務所として使用している（本体のシティホー
ルの改築工事が行われた際にアスベストが見つか
ったことで、しばらく仮事務所に移転して業務を

水中写真（筆者撮影）

フィジー地図
（国際機関太平洋諸島センターガイドブックを加工）

https://pic.or.jp/publication/

12	 海外漁業協力　第93号　2020. 12

フィジー駐在員事務所設立30周年特集 　 フィジー駐在員事務所設立30周年特集



行った時期はあったが。）。古くは英国高等弁務官
事務所やレストラン施設としても使われてきたこ
の建物も、さすがに老朽化は隠せず、雨漏りはあ
るし天井が落ちてきそうな場所もある。建物その
ものの問題ではないが、配電の問題で停電が頻発
したこともあった。常夏の国のイメージがあるか
も知れないが、一応暑い季節とそうでない季節の
区別があって、暑い時期に停電でエアコンが停止
すると一大事である。涼しさが残っている間は暑
さを招かないように動かずに待ち、冷気が消えて
しまってからは、窓や扉を開け放ち電力の復帰を
待つといったことも、今となれば懐かしい思い出
の一つといえる。

　財団全体で経費の削減をするために、コンパク
トな代替事務所を探したこともあったが、十分な
広さの会議室と複数の個室、さらに書類等を保管
するスペースを有し、何より来客にも対応できる
十分な駐車スペースを確保できる現事務所と同様
の機能を有し、しかも比較的安価に借りられる物
件は見当たらず、今も財団の事務所としてその歴
史を刻んでいる。

　事務所がフィジーに置かれた大きな理由が、同
国が太平洋島嶼国地域の交通の要所となっている
ことである。そのため日本に向かう研修生がビザ
取得のために立ち寄ったり、各種会議でフィジー
を訪れた各国の担当者が一杯のコーヒーを飲むた
めにアポイントもなしに事務所を訪れたりするこ
ともあった。このように誰もが気楽に立ち寄れる
場所であることも事務所の重要な機能であり、そ
の意味では今後もスバの中心地のこの場所にあり
続けることが最善であるかもしれない。

　会議スペースと言えば、フィジー駐在員事務所
の最大のイベントである漁業局長会議（水産責任
者会議＝ Head of Fisheries Meeting とも呼ばれ
る）を忘れることはできない。
　年に一度、関係国の漁業局長をスバに招いて

様々なテーマについて話し合うもので、当初は財
団の協力事業の紹介を行い、日本からもプロジェ
クト担当課以外の各課の担当者が出張して、それ
ぞれが実施する事業の説明を行っていた。普段は
東京の事務所だけで仕事を行っている部署が直接
現地に出向いて事業紹介をできる貴重な機会で、
この局長会議参加で初めてフィジーを訪れた人は
少なくない。局長会議も数を重ねる中で、途中か
らテーマを決めて各国からの発表を促すようにな
り、また 2 国間の協議の時間を取ってそれぞれの
国の要望を聞き取ったり、施設の稼働状況を確認
したりする場を設けた。出席対象とする局長（い
わゆる各国水産部署の責任者）は、当初こそ出席
できていたが徐々に忙しくなり参加できなくなっ
ていった。代わりに若手が送られてくるが、局長
たちも、本当は自分が出席して自国の要請を直接
伝えたり、通常業務から離れて各国の出席者と交
流を深めたりできるこの機会を大切に思ってお
り、毎回参加予定者にノミネートしながら、急な
出張や国際会議が入り、直前に出られなくなると
いうこともあった。

　自身が事務所に勤めていた時代は、沿岸国と我
が国漁船の入漁、財団の協力が穏やかなバランス
を保っていたように思われる。財団としては相手
国を我が国の入漁を受入れる沿岸国として尊重
し、相手国は財団を自国の漁業開発のために重要
な協力パートナーと認め、簡単に言えば仲良くや
れていた時代であった。しかし自分がフィジーを
離れる前後に、入漁に関わる大きな変化があった。
　太平洋島嶼国の中でも価値の高い漁場を有する
8 か国（キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、
パラオ、PNG、マーシャル、ミクロネシア）が加
盟する PNA（Parties to the Nauru Agreement: 
ナウル協定加盟国）が実施した隻日数制度（Vessel 
Day Scheme：操業する漁船の数に関わらず、操
業日の合計による管理を行う方法。以下「VDS」
という。）である。漁獲高を基にその一定割合を
入漁料として支払ってきた従前の方法に代えて、
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必要な漁場滞在日数 1 日当たりの価格（VD 価格）
を定め、漁業者に事前に購入することを求めて
きた。また、沿岸国の利益の最大化を目指して、
PNA としてベンチマーク価格（最低価格）を定め
ており、一部の国では入札による価格の引き上げ
も行われている。こうなると入札で提示する金額
が唯一の評価基準となって、これまで協力の実施
も含め二国間の関係を考慮して入漁に係る条件を
決めてきた進め方を継続することが難しくなると
思われた。2012年に 5,000 米ドルで始まった価格
は、現在実質的に 10,000 米ドルを超え、漁業者
の負担は一気に増大した。同時に島嶼国には莫
大な金額が手に入ることとなり、PNA 加盟国の
入漁料関連収入は VDS 実施以降 10 年で 8 倍強

（2020年で 493 百万ドル）に増加している。産業
自体が未成熟な国においては、漁業資源からの収
入を増加させることができたことは大きな成果で
あるが、さらに上の段階を目指して自国船員の乗
船や自国での漁獲物の積み替えによって雇用の創
出を求めたり、合弁や陸上への投資を求めること
で産業漁業の発展を目指したりする国も増えてき
ている。
　関係沿岸国の漁業発展を支援するのは我が国の
役割ともいえるが、我が国漁業者の経営規模を
考えると合弁や陸上投資は通常困難で、財団や
JICA 等が行う各種協力事業による支援が中心と
なる。
　幸い、このところ遠洋漁業国が競って VD 価
格を引き上げる動きはなく、資金力を持った者が
VD を買い占めるような動きも見られない。沿岸
国として合弁パートナーには様々なメリットを与
えているが、財団を含めた我が国の協力を評価し、
様々な部分で特別な待遇を与えてくれている国も
少なくない。当初心配したように協力の効果が失
われることはなく、これからも様々な協力を通じ
て築かれた二国間、多国間の関係を維持すること
が安定的な入漁の確保に重要な役割を果たして行
くだろう。
　現在多くの国に常駐の持続的利用アドバイザー

が派遣されており、相手国から絶大な信頼を得て
いる。必要な時にそばにいて、すぐに対応してく
れる人間は頼りになる、信頼すべき対象になり得
る。一方、複数国を相手にする FDAPIN プロジ
ェクトにおいて、専門家の活動は巡回形式とせざ
るを得ない。専門家或いは事務所の業務を過大に
することは本意ではないが、何らかの形で事業の
即時性を高めることはできないだろうか。奇しく
も COVID-19 の蔓延で、直接行き来のできなく
なった環境で活用されるようになったリモート面
談の技術も、使い方によって平時でも有効な手段
になるのではないかと思ったりもする。

　自分自身は来年には財団での時間を終えること
になるが、フィジー駐在員事務所にはこれからも
末永く財団の太平洋島嶼国協力の顔として活躍を
続けることを期待している。

フィジーの民芸品（離任時の贈答品）
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１．はじめに
　海外漁業協力財団フィジー駐在員事務所の 4
代目の所員として、2000年 4 月11日～2004年 4
月24日までの間、フィジー共和国（以下「フィ
ジー」という。）の首都スバで勤務した。事務
所設立30周年を機に、その間のFDAPIN事業
にかかる業務やクーデターの経験等を思い出し
てみたい。

２．海外駐在員事務所
（１）フィジー駐在員事務所

　2000年 4 月のフィジー駐在員事務所は、江
口秀伸所長（2002年 4 月から故・名倉尚志
所長に交代）、松永裕アドバイザー（2003年
4 月から藤田克二アドバイザーに交代）、バ
レレイ・オノリオ アドバイザー（2001年 3
月まで）、伊藤久成専門家、プラビーナ・プ
ラサッド現地業務補助員と筆者の構成であっ
た。また当時の在フィジー日本国大使館には、

村山比佐斗特命全権大使（2002年からは飯
野建郎氏に交代）、高瀬美和子一等書記官

（2003年からは高屋繁樹氏に交代）が在籍さ
れていた。経歴が異なる経験豊かな諸先輩か
ら漁業協力や水産外交について話を聞き自身
で考えたことは、筆者の心の奥底に染み込ん
でおり、今でも業務を進める際に自分自身の
判断に影響を与えていると思う。

（２）FDAPIN Ⅲ
　フィジー駐在員事務所の基本的な位置付け
はFDAPIN事業を実施するプロジェクト事
務所である。FDAPIN事業は 5 年毎にその事
業内容を少しずつ変えてきた。1990年からの
5 年間（フェーズⅠ）は主に大規模施設の修
理修復及び技術指導、1995年からの 5 年間

（フェーズⅡ）は中規模施設の修理修復及び
技術指導、2000年からの 5 年間（フェーズⅢ）
は小規模施設の修理修復及び技術指導を実施

フィジー駐在員事務所員時代の回想
事 業 部 長 　安久 誠司　　

太平洋島嶼国地図　赤字がFDAPIN事業関連国（外務省パンフレット「日本と太平洋の島国」を加工）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000068954.pdf
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した。フェーズⅠ及びⅡで施設の修理修復が
かなり進んだことから、フェーズⅢではこれ
まで以上に、実施国水産部局カウンターパー
トへの技術指導に重点を置くこととなった。
　当時、伊藤専門家は、カウンターパートの
修理修復技術のレベルアップには理論と技術
の両面での指導が必要で、そのためには座学
スペースを備えたワークショップ（修理作業
場）の整備が不可欠と提言し、江口所長がそ
の意見を受入れ、その後の数年間で各国水産
部局にワークショップを新設又は既存施設を
改修し整備することとした。当時建設した
ワークショップにはその後も工作機械や修理
部品等が財団から供与され、現在も水産施設
の維持管理の要として活用されている。
　2001年度はナウル共和国（以下「ナウル」
という。）にワークショップを建設した。当
時のナウルは依存していたリン鉱石が枯渇し
たことから経済破綻の一歩手前となっており、
銀行に現金がなく、送金しても現金を引き出
せない状況であった。フィジー駐在員事務所
はワークショップ建設工事契約書に沿って工
事受注先に 2 回目の概算払いをするところで
あったが、受注先からその支払いを銀行送金
ではなく現金で受け取れないと資材を買えず
工事が停止してしまうと脅かされていた。江

口所長の鶴の一声で急遽筆者が現金運び屋と
してナウルに出張し、その甲斐あって工事を
滞りなく進められたことは、今でも印象深い。
このように、判断から実施まで速やかに対応
できることがフィジー駐在員事務所の強みの
一つとなっている。
　筆者は、基本、事務所内で所長や現地業務
補助員と共に日々の業務を進めていたが、年
に数回は実施状況調査として専門家が各国で
実施している事前調査や巡回指導に同行し、
FDAPINの現場に立ち会うことができた。
そこでは専門家が現地カウンターパートから
尊敬され、水産局長や水産を担当する省の次
官から信頼されている姿を目の当たりにして、
財団の名声は現場の専門家が得たものである
と強く心に刻んだものであった。また、出張
先の水産部局から専門家と一緒に招待を受け
夕食をともにするなど楽しいひと時を過ごす
こともあり、財団と各国水産部局の友好関係
を実感した。
　赴任した当時、江口所長から「フィジー駐
在員事務所に配属になったの   だからこの機
会にFDAPIN 8 か国 i 全てに出張するよう

i　キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、パラオ、フィジー、
マーシャル、ミクロネシア。現在は、この 8 か国にパプア
ニューギニアを加えた 9 か国でFDAPIN事業を行っている。

（国名は全て通称）

ミクロネシア4州地図（University of Texas Librariesを加工）
http://legacy.lib.utexas.edu/maps/cia16/micronesia_federated_states_of_sm_2016.gif
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に。」と指示を受け、所長の協力を得つつ 4
年間かけて 8 か国に出張できたことは今でも
貴重な財産となっている。しかしながら、ミ
クロネシア連邦のコスラエ州だけは訪れる
チャンスに恵まれず、どのような所かをイ
メージすることができないので、今でも機会
があれば訪問したいと思っている。
　また、マーシャル諸島共和国（以下「マー
シャル」という。）のクワジェリン環礁ii にあ
るイバイ島は今でも忘れることができない島
の一つである。2002年に実施状況調査で訪れ
た際は、おおよそ多くの日本人が思い描くよ
うな、明るい、穏やかな南太平洋の小さな島
とは遥かにかけ離れた島であった。島内中心
部は活気がなく、ヤシの木も見当たらず、コ
ンテナを利用した住居が至るところにあり、
薄暗いホテルには生気のない若者が屯してい
た。聞くところでは、隣接するクワジェリン
島を米国が長期間借上げて軍用基地を建設し
た際に、同島民はイバイ島に強制移動させら
れたようだ。またクワジェリン軍用基地には
仕事があることから、イバイ島には国内の他
の離島からも人が集まったが、米軍基地の求
人にも限りがあり、仕事に就けない住民が島
内に溢れ、様々な社会問題が発生していた。
当時約 1 万人が面積約 3 . 2 ㎢のイバイ島に住

ii　マーシャル諸島にある世界最大の環礁。97の小島からなる。
クワジェリン島は南端に位置する環礁内最大の島であり、そ
の隣のイバイ島は環礁内で人口が最大の島である。

んでおり、人口密度は約 3 千人/㎢でマーシャ
ル平均（約 3 百人/㎢）の約10倍となっていた。
後で知ったことだが、当時イバイ島は「太平
洋のスラム」とも呼ばれていたようである。
太平洋は、大きな戦争も飢餓もない平和な島
だけではないことを知る機会となった。

（３）プラビーナさんのカレー
　フィジーは先住民系フィジー人（フィジア
ン）とインド系フィジー人（インディアン）
を中心とする多民族国家であり、現地業務補
助員のプラビーナさんはインディアンであっ
た。インディアンは、日本人が味噌や醤油を
毎日使うとの同じように、毎食香辛料で風味
付けした料理を食べており、プラビーナさん
の昼食は毎日手作りカレー弁当であった。プ
ラビーナさんは、我々日本人スタッフがお願
いすると喜んでカレー昼食会を開き、鶏、山
羊、野菜等を具材とした数種類のカレーと自
宅で焼いたロティー（無発酵のパン、ナンに
似た主食）、インド式スイーツまで準備し、事
務所会議室で美味しい料理を振舞ってくれた。
　またプラビーナさんは、筆者の家族が先に
日本に帰った時は、筆者に朝食用のカレー弁
当を作ってくれたこともあり、私生活でも大
変お世話になった（プラビーナさんの現在に
ついては23ページ参照。）。
  

３．2000年5月のクーデター
　フィジーには、1970年10月10日の英国からの
独立後、これまでに1987年 5 月、同年 9 月、
2000年 5 月、2006年12月の計 4 回のクーデター
発生の歴史がある。過去 3 回はフィジアンがイ
ンド系政権を追放したが、 4 回目はフィジアン
同士の争いであった。筆者は赴任から 1 か月後
の2000年 5 月19日に 3 回目のクーデターに遭う
こととなった。
　2000年 5 月19日午後、江口所長と筆者は二人
でスバ近郊のラミにあるフィジー水産局におい

クワジェリン環礁周辺地図
（国際機関太平洋諸島センターガイドブックを加工）

https://pic.or.jp/publication/
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て2000年度FDAPIN実施案件の打合せをしてい
た。当日は超大規模な反政府デモが計画されて
いるとニュースで報じられており、江口所長は
ラミでの打合せ中もデモの最新情報を気にして
いた。そしてスバの中心部でデモが開始された
と聞くと、江口所長は直ちに打合せを切り上げ、
スバに戻ることを決断すると同時に、事務所で
留守番をしていたプラビーナさんには鍵を閉め、
自宅に戻るように指示した。江口所長及び筆者
の子どもたちは、同じ学校に子どもを通わせて
いた日本大使館職員夫人によって保護され、ス
バに戻った我々は同職員宅で各々子どもたちを
引き取ることができた。結局その日のデモ参加
者は 5 千人を超え、その一部が中国系やインド
系の商店を襲い商品を強奪する騒ぎとなった。
　同日の晩は、日本大使館からスバ在住の日本
人に対し外出自粛の要請があった。自宅アパー
トの外から銃の発砲音が聞こえ、その直後には
日本大使館から、すぐに家の電気を消し窓際に
は近寄ってはならないと連絡があり、当日は不
安な一晩を過ごすこととなった。
　翌朝、安全を確かめつつフィジー事務所に出
勤すると、江口所長は、フィジー事務所スタッ
フとその家族はこれから約50㎞離れたパシ
フィックハーバーのホテルに退避すると宣言し
た。筆者はホテル手配、松永アドバイザーがソ

ロモン諸島（以下「ソロモン」という。）出張
中のためスバの自宅で一人留守を預かっていた
松永夫人への連絡、及び避難先のホテルで業務
を行うための準備を担当し、江口所長は財団本
部への事務所の一時的避難の承認を伺い、大使
館・JICA現地事務所への報告をするなど、避
難に向けた対応を 2 人で手分けして行った。夕
方には、江口所長とご家族 4 名、筆者と家族 4
名、松永夫人の合計11名でスバを出発し、 7 月
中旬まで約 2 か月間のパシフィックハーバーで
の緊急避難生活が始まった。なお、伊藤専門家
とオノリオアドバイザーはFDAPIN事前調査
のためフィジーを離れており、運よくクーデ
ターに巻き込まれることはなく、プラビーナさ
んの自宅付近は幸いにもクーデターの危険が及
ばない範囲にあった。
　パシフィックハーバーへの避難後は毎朝、江
口所長と筆者は事務所公用車で、数か所のライフ
ルを構えたフィジー軍人がいる検問所を通過しス
バまで約 1 時間かけて通勤し、日中はフィジー事
務所で業務をこなし、夕方また 2 人でホテルに戻
る暮らしを 2 か月間続けた。当時のフィジー事務
所公用車はエンジン排気量 ４ Lのトヨタ・ラン
ドクルーザーであり、日ごろは運転に気を使う大
型車であったが、この時だけは大柄な車体が頼も
しいと感じた。フィジー事務所スタッフの家族は
ホテルで 2 か月間の滞在となり、当時、 1 歳半か
ら 6 歳までと幼かった筆者の子どもたちは、毎日
プールに入ったりホテル従業員に遊んでもらった
りして楽しかったようである。
　例年 5 月、 6 月はFDAPIN事前調査の真っ最
中であり、2000年も関係国に専門家チームを派
遣していた。このような中で、ソロモンでは
2000年 6 月 5 日 に エ ス ニ ッ ク・ テ ン シ ョ ン

（ethnic tension）と呼ばれる民族紛争が勃発し、
首都ホニアラの一部ではこの混乱に乗じたソロ
モン人が中国系商店で略奪や放火を行い、治安
が急激に悪化することとなった。このため豪
州・ニュージーランド政府はチャーター航空機

フィジー地図
（国際機関太平洋諸島センターガイドブックを加工）

https://pic.or.jp/publication/
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を飛ばし、自国民らを国外退避させていた。こ
のような緊張状態の中、ホニアラでFDAPIN
事前調査を進めていた松永アドバイザー・末富
専門家、財団からFFAに派遣されていた本多
専門家は幸運にも豪州が自国民の退避のため派
遣した軍艦に便乗することができ、ホニアラか
ら豪州ケアンズまで移動したのち、松永アドバ
イザーはフィジー事務所員が避難しているパシ
フィックハーバーへ移動し、末富専門家・本多
専門家は日本に帰国することとなった。
　2000年 7 月中旬、スバの治安が徐々に回復し
つつあったことから、財団本部の承認の下、ス
バに戻ることとし、フィジー駐在員事務所の日
本人スタッフ及び家族の合計12名は、避難先の
ホテル従業員多数が歌うフィジー伝統のお別れ
の歌「イサレイ」で見送られながら、59日間に
及ぶホテル生活をに別れを告げた。ちなみに、
江口所長は、自宅の庭にフィジー軍がテントを
張り長期滞在していたことから、引越しせざる
を得ない状況となっていた。
　そもそも2000年 5 月19日に発生した 3 回目の
クーデターは、インディアンであるチョード
リー政権に不満を持ったフィジアンである民間
人ジョージ・スぺイト氏らの民間武装集団が引
き起こしたものであったが、民間武装集団が同
政権を認めるマラ大統領の辞任を強く要求し、
事態が解決に向かわなかったところ、 5 月27日
にバイニマラマ国防軍司令官が率いるフィジー
軍が同武装集団を制圧し、ここに軍事クーデ
ターによる暫定軍事政権が成立した。このフィ
ジアン政権が誕生したことにより、スバは落着
きを取り戻すこととなった。
　その後、バイニマラマ軍司令官による暫定軍
事政権は、フィジアンであるガラセ首相を中心
とした文民政権を作って権力を移譲したが、
2006年12月に再度、同軍司令官がクーデターを
起こし、全権を掌握することとなった。のちに、
行政権をイロイロ大統領に返還し、同軍司令官
が暫定政権首相に就任した。2014年にはバイニ

マラマ首相は軍司令官を辞任、退役し2020年12
月現在も首相を務めている。
　2000年は、太平洋島嶼国の中でもメラネシア
諸国（パプアニューギニア独立国、ソロモン、
フィジー）はクーデター、民族紛争や部族紛争
が定期的に発生している国であることを身に染
みて記憶した 1 年であった。

４．さいごに
　財団から太平洋島嶼国への漁業協力は、30年
間に及ぶFDAPIN事業抜きには語れず、これ
までの協力により実施国水産部局からの財団に
対する信頼、期待は強固なものとなっている。
この信頼は、財団は自分たちのために来年も再
来年も毎年来てくれるはずだという実施国政府
からの期待に応えてきた実績の上に築かれてい
る。この信頼関係を維持し、さらに発展させる
ためには、FDAPIN事業を継続させ、実施国政
府の期待に応え続けなければならない。今後も
時代の変化に対応し、実施内容の改善に努める
ことは言うまでもない。
　フィジー駐在員事務所は、我が国かつお・ま
ぐろ漁業者と入漁先国政府との漁業協議の場と
して毎年利用されてきた。以前、日本側交渉団
代表者から、「協議地は交渉者にとって重要で
あり、要領が分からないアウェーサイドではな
く、周辺環境をコントロールできるホームサイ
ドで実施したいと誰もが思うであろう。この点
フィジー事務所は島嶼国側にも日本側にも快適
に交渉を進めることができるので、双方にとっ
て都合の良い会場になっている。」と説明を受
けたことがある。この話を聞いたのは今から20
年ほど前だが、今でも状況が変わっていないの
であれば、当事務所が漁業交渉支援に果たす役
割はこれまで同様に大きい。
　フィジー駐在員事務所がこれまでのように日
本からも関係国からも必要とされ、愛される海
外駐在員事務所となるように東京から支援して
いきたい。
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１．はじめに
　2013年 4 月から 4 年間のフィジー共和国（以
下「フィジー」という。）勤務を終え、2017年
4 月に帰国した。本誌掲載のタイミングで 4 年
近くが経過しており、当時の記憶が薄れている
中ではあるが、フィジーでの勤務を含めた財団
でのこれまでの約12年間の勤務経験を踏まえて、
FDAPIN事業iを遂行していくうえで財団に求
められている役割等について考えてみたい。一
部私見も含まれていることをご容赦頂きたい。

2．FDAPIN事業実施の背景

　令和元年度水産白書によれば、2018年の日本
の漁業・養殖生産量は 4 ,421千トン、このうち、
遠洋漁業は349千トンであり、全体の約 8 ％を
占めている。遠洋漁業生産量のピークは財団が
設立された1973年で、生産量は 3 ,990千トン、
同年の漁業・養殖業生産量は12,820千トンで
あったことから、日本の漁業・養殖生産量に占
める遠洋漁業の割合は全体の31％に上っていた。
遠洋漁業の生産量はピーク時から現在に至るま
で下落傾向であるものの、国内で消費される節
原料や生鮮まぐろ・かつおの供給を担うのは、
主に日本の遠洋漁船であり、その遠洋漁船の主
戦場が、まさに財団が長年、FDAPIN事業を実
施している中西部太平洋水域である。　
　世界のまぐろ類漁獲量の約半分を中西部太平
洋水域における漁獲が占めていることからも同
水域がまぐろ・かつおの漁場として、そして日
本の水産業にとっていかに重要かが分かる。
　こうした背景の下で、引き続き我が国海外漁

i　FDAPIN事 業 の 詳 細 に つ い て は、 前 号（ 第92号 ） の
「FDAPIN事業の概要と歴史」や本号15ページに掲載されてい
る安久事業部長の記事で詳しく説明されているので、これらの
記事を参照されたい。

場の維持・確保を図るため、FDAPIN事業は実
施されている。

３．FDAPIN事業とフィジーでの経験

　冒頭で述べたとおり、私は2013年 4 月から
2017年 4 月までの約 4 年間、フィジー駐在員事
務所に所員として赴任した。所員の役割は、所
長を補佐するとともに、FDAPIN事業を円滑に
進めるための専門家の旅程の調整、資機材調達
の手続き、事務所の会計業務、日本大使館や
JICA等の日本の関係機関や協力相手国カウン
ターパートとの連絡調整業務など、多岐にわた
る。

　駐在中はFDAPIN事業の協力相手国に出張
する機会に恵まれた。駐在国のフィジーから、
キリバス共和国、ソロモン諸島、ナウル共和国、
パプアニューギニア独立国（以下「PNG」と
いう。）、マーシャル諸島共和国に出張し、カウ
ンターパートと直接会って事業の進捗状況を話
し合ったり、専門家の活動を現場で見ることが
でき、技術協力のあるべき姿を考える良いきっ

フィジーから帰国して考えるFDAPIN事業
総 務 部　経 理 課　前田盛　暢彦　

フィジー林業水産省次官と福田所長（当時）との間で
行われたFDAPIN事業の覚書署名（2015年 7 月）
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かけになった。
　FDAPIN事業の中で技術移転を推し進める
新たな取り組みにも携わることができた。協力
相手国の技術者を一堂に集めて冷凍技術を指導
す る も の で、PNGに あ る 国 立 水 産 学 校

（National Fisheries College：以下「NFC」と
いう。）の協力を得て、製氷機等のメンテナン
スに関する体系的な冷凍技術の講習会を開催し
た。従来のFDAPIN事業では、事業対象サイ
トの施設の修理修復を通じたオン・ザ・ジョ
ブ・トレーニング及び座学により、冷凍技術移
転を各国で個別に行ってきた。しかし、座学だ
けでは実機に触れる機会に乏しく、また、実機
を前にしたオン・ザ・ジョブ・トレーニングで
も、修理修復の一義的な目標が施設の正常稼働
であるが故に、カウンターパートが学習（習
得）できる技術は現に必要とされるものに止ま
ることが多く、体系的な技術指導が必ずしも十
分ではなかった。このため、各国において冷凍
技術者を対象とした講習会開催のニーズは高く、
毎年行われている漁業局長会議の場においても
幾度となく要望が挙がっていた。

　 こ の よ う な 状 況 に 鑑 み、2017年 度 か ら
FDAPIN事業実施国の冷凍技術者を対象に、
合同の講習会を開催することとしたものである。
財団が2015年度にNFCに設置した製氷機のシ

ミュレーター及び製氷機を活用して、冷凍理論
や構造の解説、冷媒交換、冷凍機オイル交換、
トラブルシューティング等メンテナンスに必要
な基本的な技術を含め、現場では体系的に指導
することが難しい実習を行うことにより、技術
者のさらなる能力向上を期待することができる
点が特徴である。
　本講習の立案段階に少なからず携わることが
でき、講習会の実現に向けては、開催地となる
NFCの関係者と講習内容や宿泊施設等の調整
を重ねた。今ではこの講習会はFDAPIN事業
の重要なメニューの一つとして成長し、2019年
度で 3 回目を迎えた。当時の苦労が報われる思
いである。

４．FDAPIN事業の展望

　FDAPIN事業が開始されてから30年の間に、
太平洋島嶼国地域を巡る国際関係やドナー国の
情勢も様変わりした。近年、同地域で影響力を
増しているのが中国である。私がフィジーに赴
任してからも、フィジーや出張先の国々で

「CHINA AID（中国の援助）」の看板を頻繁に
目にした。相手国の要請に迅速に対応できると
いう点に強みを持つFDAPIN事業ではあるが、
予算や事業の規模は小さく、例えば提供する資
機材や施設建設の規模という点では中国には太
刀打ちできない。中国の影響力はますます増大

冷凍機講習会（2019年10月）

PNGの国立水産学校教官との講習会打ち合わせの様子
（2016年 5 月）

	 海外漁業協力　第93号　2020. 12	 21

　� フィジー駐在員事務所設立30周年特集



すると思われるが、このような現状において、
財団がFDAPIN事業を通じて同地域で引き続
き貢献していくために今後、必要なことは何か
考えてみたい。

　私が駐在していた当時、カウンターパートか
ら何度か聞かされたことがある。それは、中国
の援助はフォローアップがないということであ
る。 こ れ に 対 し てFDAPIN事 業 は、 日 本 の
ODA等で建設された水産関連施設の修理修復
を実施しながら、併せて技術指導を行うもので
あり、まさに中国にはない、ソフト面でのフォ
ローアップを担っている点が強みの一つになっ
ていると思う。
　私自身、今の段階で明確な答えは持ち得てい
ないが、今後は製氷機や車両といった「物」の
供与は最低限に抑え、日本のきめ細やかさを活
かせるような協力事業を強化していく必要があ
るだろう。その一つとして、現在も修理修復と
並行して実施している「漁業普及指導（受け入
れ組織の活性化を図るためのアドバイス等）」
のようなソフト面の協力を、より一層促進して
いく必要があると思う。
　 ピ ン チ は チ ャ ン ス と よ く 言 わ れ る が、
COVID-19により海外渡航が制限されてから、
財団においてもリモートによる会議や打ち合わ

せが頻繁に開かれるようになった。これまでは
海外渡航を前提とした事業計画等が必要であっ
たが、今後はWeb会議ツールを活用すること
で、従来よりも調査等に経費をかけず（した
がって資機材費や専門家派遣費を増やすことが
可能となる。）かつ、カウンターパートと頻繁
に連絡をとり、緊密に連携して事業を進めるこ
と も 可 能 と な る。 考 え 方 に よ っ て は、
COVID-19が新しい事業展開方法を示唆してく
れたとも考えられる。

５．さいごに

　長年続けられてきたFDAPIN事業が、太平
洋島嶼国及び日本の関係者双方から、唯一無二
の事業としてより一層頼られるものになるよう、
関係各国からの要望等を踏まえ、引き続き改善
を重ねていく必要があると思う。
　まもなく50周年を迎える財団の歴史の重みを
十分に認識し、30周年を迎えたFDAPIN事業を
はじめ、財団全体として協力事業を今後も発展
させていくために、一職員として全力で業務に
取り組んでいきたい。

フィジーの「中国援助（CHINA AID）」の看板。長年
放置されてきた市中心部の橋脚の整備を行っていた。

（2016年 1 月）
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I, Praveen Prasad (Praveena) am greatly honored to 

share my journey at OFCF Suva Office, now known 

as OFCF Fiji Office.

I have received the message that it has been 30 years 

since OFCF Fiji Office was opened from Arisato-san, 

Director of Project Operation Division of OFCF. I 

am happy to hear the message. Happy 30th anniver-

sary for OFCF Fiji Office, and I wish you another 

year of accomplishments, opportunity, and growth.

I had worked at OFCF Fiji Office for 20 years. I start-

ed at OFCF Suva Office on October 10, 1991 and 

worked under the guidance and supervision of 

Seiichiro Adachi-san, Resident Representative and 

Shimba Fukuda-san, Assistant Resident Representa-

tive. It was a great privilege to work with the follow-

ing Resident Representatives during their tenure at 

the Suva, Fiji office;

フィジー駐在員事務所設立30周年に寄せて
　元フィジー駐在員事務所現地補助員　プラビーナ・プラサッド  　

　
　フィジー駐在員事務所（以下「フィジー事務
所」という。）の元現地補助員プラビーナ・プ
ラサッドさんから、フィジー事務所30周年の祝
辞とともにフィジー事務所時代の回顧録及び近
況報告が届いた。彼女は2011年のアメリカ合衆
国移住を機に退職するまで、20年もの長い間
フィジー事務所に勤め、設立間もない頃から事
務所の運営を支えてくれた。2021年現在も家族
と共に米国で元気に生活しているとのことであ
る。

〔参考訳〕
　私、プラビーン・プラサッド（プラビーナ）
は、財団フィジー事務所における自身の歩みに
ついて、こうしてお話しできますことを大変光
栄に思います。

　財団有里開発協力課長よりフィジー事務所が
設立30周年を迎えたという嬉しい知らせを受け
取りました。心よりお祝い申し上げるとともに、
皆様の益々のご活躍を祈念いたします。

　私は20年間フィジー事務所に勤務しておりま
した。働き始めたのは1991年10月10日。当時の
所長だった足立 征一郎さんと所員の福田 新葉
さんのご指導の下でお世話になりました。歴代
所長を始め、以下に挙げます皆様とお仕事をご
一緒させていただけたことは、私にとっての財
産です。

ご家族揃って。右からプラビーナさん、長女シャエル
さん、長男シャマルさん、夫のナレンさん。
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• Seiichiro Adachi-san, Resident Representative

• Shimba Fukuda-san, Asst. Resident Representative

• Masataka Matsumi-san, Resident Representative

• Eiji Umeno-san, Asst. Resident Representative

• Takuya Nemoto-san, Asst. Resident Representative

• Hidenobu Eguchi-san, Resident Representative

• Seiji Ankyu-san, Asst. Resident Representative

• Late Takashi Nagura-san, Resident Representative

• Tomohide Yamada-san, Asst. Resident Representative

• Jun Takahashi-san, Resident Representative

• Eiichi Arisato-san, Asst. Resident Representative 

As well as all the Fisheries Experts from 1991 to 

2011.

Each of them providing their valuable leadership and 

direction, enriching and shaping my life.

During my time at OFCF, I gained immense confi-

dence and exposure to dealing and interacting with 

the various organizations in Fiji and abroad, for ex-

ample; 

• Ministry of Agriculture & Fisheries, Suva, 

• Ministry of Foreign Affairs, Fiji,

• Embassies/Consulate General in Fiji for FDAPIN 

Countries

• Embassy of Japan 

• JICA Fiji Office 

• FDAPIN Countries where OFCF had implemented 

various projects

• OFCF Japan  

In addition, I was able to study Conversational and 

some written Japanese Language locally in Suva.

Overall at the OFCF Suva office, it was a great work-

ing culture and a friendly environment allowing you 

to grow personally.  

However, during Eguchi San’s term, we experienced 

a lot of disturbances like political instability (Coup)

　足立 征一郎 所長
　　福田 新葉 所員
　松見 正孝 所長
　　梅野 栄治 所員
　　根本 拓哉 所員
　江口 秀伸 所長
　　安久 誠司 所員
　故・名倉 尚志 所長
　　山田 朋秀 所員
　高橋 淳 所長
　　有里 英一 所員
　1991年から2011年までに関係した全ての水産
　専門家の皆様

　お一人おひとりから素晴らしいリーダーシッ
プの下に指導いただき、私の人生を豊かに形
作ってくださいました。

　フィジー事務所に勤務していた間、私は大き
な自信を得るとともに、フィジー国内外の様々
な組織と交流する機会に恵まれました。例えば、
フ ィ ジ ー 農 業 漁 業 省、 フ ィ ジ ー 外 務 省、
FDAPIN関係国の在フィジー大使館及び総領
事館、在フィジー日本国大使館、 JICAフィ
ジー事務所、財団がプロジェクトを実施する
FDAPIN関係国、そして海外漁業協力財団の
本部です。

フィジー事務所勤務当時のプラビーナさん（2007年頃）
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and physical unrest in Fiji.  I still vividly remember 

how I was escorted back home by the Pentagram 

Cleaning Company staffs during the Fiji Coup.  

While working at OFCF, my son attained a Bache-

lor’s degree at USP and then he graduated with his 

Post graduate Diploma. Meanwhile my daughter 

completed her high school in Fiji.

It was a very difficult moment for me to leave OFCF, 

but we decided to migrate to the USA with my fami-

ly in March, 2011. Though it has been 9 years now 

and we have settled in the USA, our mind and 

thoughts are always back home in Fiji. We brought 

back good memories to the USA. 

Currently I am working with the Radiology Depart-

ment as a Scheduler for one of the major trauma cen-

ter hospitals in Northern California –“ St Joseph 

Health.”  My husband works for the City of Santa 

Rosa. My daughter completed US equivalent High 

School in Santa Rosa, California. She graduated with 

AA degree in Business Administration, attained 

Medical Assistant Certification and then joined the 

US Army for her basic training.  Currently she is 

studying nursing in the State of Utah.  My son has 

completed his studies from the Aviation Institute of 

　加えて、日本語の会話と少しながら読み書き
を学ぶこともできました。フィジー事務所には
素晴らしい労働文化とフレンドリーな環境が根
付いており、人間的に成長させていただけると
ころでした。

　しかしながら、江口所長の在任中にはクーデ
ターが起こる等フィジーが政情不安に陥り、幾
度となく非常に不安な経験をすることになりま
した。クーデターの最中、事務所清掃業者のス
タッフが私を自宅まで送り届けてくれた時のこ
とを、今でも鮮明に覚えています。

　フィジー事務所でお世話になっている間に、
私の息子は南太平洋大学（The University of 
the South Pacific）で学士号を取得し、さらに
修士課程まで修了しました。また、その間に娘
は高校を卒業しました。

　
フィジー事務所を離れるという決断は決して

簡単なものではありませんでしたが、2011年
３ 月、私たち家族は米国に移住することを決
めました。移住から 9 年が経過し米国での生活
も落ち着きましたが、私たちの心や頭の中には
いつも故郷であるフィジーがあります。故郷の
思い出の数々もこちらに持ってきたのです。

　現在の私は、カリフォルニア州北部の主要な
外傷センターの一つである「セント・ジョセフ
ヘルス病院」で、放射線医学科のスケジュール
管理を担当する職に就いています。夫はサン
タ・ローザ市に勤めており、娘は市内の学校で
米国の高校卒業資格を取得しました。彼女は経
営学で秀でた成績を修め、その後医療助手の資
格を取り、経験を積むべく米国陸軍に医療助手
として参加しました。現在はユタ州で看護師の
勉強をしています。息子は航空整備学校で学び、

チャーミングな人柄で
事務所を明るくしてくれた（2007年頃）。
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Maintenance and currently working at Marriott Ho-

tel in California.

I must acknowledge that I was very well respected 

by all the staffs including the Resident Representa-

tives, Assistant Resident Representatives and Fisher-

ies Expert from the year 1991 to 2011 (almost 20 

years.  I would like to take this opportunity to sin-

cerely thank each and everyone and strongly believe 

that our paths crossed for a beautiful reason.  It pro-

vided me with direction and guidance in my life and 

made me a stronger, more confident and successful 

person today. 

I salute you all,

Domo Arigato Gozaimasu!!

今はカリフォルニア州内のマリオットホテルで
働いています。

　1991年から2011年のおよそ20年もの間、歴代
所長及び所員、そして専門家の皆様には大変お
世話になりました。 この場をお借りして全て
の皆様に心からお礼を申し上げます。私たちの
出会いは素敵な巡り合わせのおかげと強く信じ
ております。この出会いは、私の人生に道標を
与え、今日の私に強さと自信、そして成功を与
えてくれたのです。

皆様に敬意をこめて。

長男シャマルさんは米国の航空整備学校を卒業。長女シャエルさんは米国陸軍に医療助手として参加。

26	 海外漁業協力　第93号　2020. 12

フィジー駐在員事務所設立30周年特集



専門家派遣国における
新型コロナウイルス感染症の影響（その２）

編 集 事 務 局

１．日常生活における感染症対策

　日常生活における感染症対策について尋ねた
ところ、世界保健機構（WHO）の指針に基づき
各国政府が感染対策を主体的に講じていること
が確認できた。国によって異なるが、日常生活
における手洗い、手指の消毒、外出時のマスク
着用、商店入口での検温、帰宅時の消毒、公共
施設内への飛沫拡散防止用透明アクリル板の設
置、教育機関の閉鎖、Web会議への移行、入
場制限、ビタミン補給等の感染症対策に国の状
況に応じて取り組んでいる現状について、回答
があった。

２．業務への影響

　業務環境の変化や業務への影響について尋ね
たところ、次のような回答が得られた。

　モロッコ王国では、2020年8月以降、Web会
議への移行及びインターネット環境の整備が加
速した。

　パプアニューギニア独立国では、Web形式
での国際会議が増加し、事務所内でのマスク着

用が徹底され、現在は解除されているが勤務時
間の短縮及び国内出張が制限された。

　タンザニア連合共和国では、在宅勤務が導入
され、三密環境になる市場等の調査時間が制限
された。

　フィジー共和国では、2020年 4 月下旬以降
ODAタスクフォース（二週間毎に開催する大使
館、JICA、財団の三者間の協議会）がWeb会
議へ移行した。会食時の座席の間隔及び配置並
びにマスク着用に厳格なルールを設けている機
関があり、気軽な会食及び人的交流の機会が減
少した。
　FDAPIN事業に係る覚書署名出張及び実施
状況調査を中止した。フィジー駐在員事務所は
建物一棟を占有し、各所員には執務室が割り当
てられており、部外者との不要な接触を回避で
きる環境にあることから通常の勤務体制を継続
している。

　ソロモン諸島では、一時業務が停滞したが
Web会議導入後は改善した。持続的利用アド

　海外に長期駐在している財団の専門家等から聞き取った、任国での新型コロナウイルス感染症拡大が及
ぼす影響に関するアンケート調査結果を前号に引き続き報告する。
　今号では、1．生活における感染症対策、2．業務への影響、3．生活への影響、4．水産業への影響、5．任
国政府の水際対策、6．まとめの 6 項目について報告する。国の記載順は、任国のうち感染者数（2021 年
1 月 24 日現在）の報告が多い順に、モロッコ王国、パプアニューギニア独立国、タンザニア連合共和国、
フィジー共和国、ソロモン諸島、マーシャル諸島共和国とし、感染者の報告がないキリバス共和国、ツバ
ル、ナウル共和国、パラオ共和国及びミクロネシア連邦の 5 か国については、五十音順とした。
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バイザーの業務への影響は僅少であるが、短期
専門家の派遣は中止となった。

　マーシャル諸島共和国では、海外出張が禁止
され、Web会議が増加した。国内関係者間の
会議及びワークショップは従来どおり対面形式
で実施している。

　キリバス共和国では、海外出張が中止された
が代替となるWeb会議は多用されていない。
日本大使館、業界その他のキリバスと関係が深
い団体からの依頼による水産に関連した調査、
確認及び調整業務は増加している。

　ツバル及びナウル共和国では、幹部職員の海
外出張が制限され、不在が減った。そのため、
決裁文書の稟議が迅速化した。

　パラオ共和国では、政府の財政悪化により、
電気代及び公用車ガソリン代他の経費節約が徹
底され、週 1 日の自宅待機制度が導入された。
この制度は、感染症の事務対応を行う保健省を
除く政府機関に適用され、天然資源環境観光省
では、2020年 7 月24日から同年末まで、金曜日
を自宅待機日とする週休 3 日となった。

　ミクロネシア連邦では、国際会議はWeb会
議へ移行した。カウンターパートへタブレット
端末を支給し、同端末を用いたリモート指導が
実施されるようになった。

３．生活への影響

　日常生活への影響について尋ねたところ、次
のような回答が得られた。

　モロッコ王国では、三密を避けるため、通勤
手段をタクシーから徒歩に、買い出し時間帯を
混雑する週末から平日の仕事帰りに変更し、新
しい生活様式を実践している。

　パプアニューギニア独立国では、公共施設へ
の立ち入りの際にはマスクの着用を徹底し、常
に予備を鞄に入れ持ち歩いている。手指の消毒
も徹底し、検温にも協力するなど新しい生活様
式を実践している。国境封鎖により、航空便の
運航が近隣に制限された際には、物資の品薄状
態が続いた。専門家は、治安上の理由で以前よ
り帰宅後の不要不急の外出を控えており、生活
上の大きな変化は感じていない。

　タンザニア連合共和国では、不要不急の外出
を自粛し、子どもをオンラインで授業を行う学
校へ転校させた。在宅勤務に伴う妻への負担が
増加しているが、新しい生活様式を実践してい
る。

　フィジー共和国では、スバ市が2020年4月3
日から同月17日まで都市封鎖され、23時から翌
4 時までの夜間外出禁止令が施行された。ス
クールバス内でのマスクの着用が義務化された。
　その後、商店、教会その他の公共施設の参集
可能人数は、状況に応じて緩和され、映画館、
スタジアムその他の娯楽施設では収容人数を半
数程度に抑えて営業を再開している。
　一方で、身体が触れ合う程に密集した日常の
生活様式に変化はみられず、国民性、民族性で
あろうか地元民にその傾向が強い。例えば、商
店のレジ待ちの際にも、ソーシャルディスタン
スに配慮せずに接近してこられることが多い。

　ソロモン諸島では、2020年 3 月下旬以降も非
常事態宣言が継続され、公務員の自宅待機又は
一時帰休が勧告された。ホニアラ及びその近郊
の学校で休校措置が実施されたが、公務員の職
場復帰とともに解除された。ホニアラ市内では、
中央市場以外のマーケット及び路上販売が禁止
されたが、次第に強制力を失い、以前の状態に
戻りつつある。貨物船の沖合停泊による検疫が
義務化され、生活物資の入荷に遅れが生じてい
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る。この停泊期間は、出航地や航行期間により
異なっている。

　マーシャル諸島共和国では、2020年 3 月から
6 月頃まで消毒液不足に対する懸念があった。
一部の大型スーパーでは、物流が滞った場合を
想定して、食料品値上げに関するお知らせが掲
示されるようになった。レジや銀行の窓口には
透明仕切板が設置され、建物内の床面にはソー
シャルディスタンスを促す目印が表示されるよ
うになり、施設への入場者数も制限されるよう
になった。

　キリバス共和国では、日常生活に大きな変化
は感じられないとのことである。

　ツバル及びナウル共和国では、日常生活に大
きな変化はみられないとのことである。

　パラオ共和国では、フェイクニュースが流布
した。これは、2020年 3 月中旬頃にトイレット
ペーパーと食用米の入手が困難になるという危
機感を煽るもので、一時的に大型ショッピング
センターの在庫が底をついた。政府が生活必需
品の定期的な入荷を広報することで、買い占め
は収束に至った。
　航空便の商用運航が停止し、観光客が減少し
た他入国時の 2 週間の隔離措置も基幹産業に大
打撃を与え、馴染みの居酒屋は閉鎖され、レス
トランは一時休業を余儀なくされている。

　ミクロネシア連邦では、経済活動が停滞し、
観光産業の収益はゼロに等しい状況にある。

４．水産業への影響

　専門家等の任国における水産業への影響につ
いて尋ねたところ、次のような回答が得られた。

　モロッコ王国では、水産業への顕在的な影響

はみられず、魚市場での魚介類販売状況にも変
化はない。

　パプアニューギニア独立国では、国内移動及
び外出制限により水産物の消費が低迷し、冷凍
コンテナ内の冷凍魚介類などが過剰在庫となっ
た。外出制限に伴う出漁規制により、小規模漁
業者の収入減が心配である。

　タンザニア連合共和国では、観光客激減によ
り需要が低下し、一部の魚介類の売値が値崩れ
を起こしている。

　フィジー共和国では、国内の大手水産会社が
大幅なリストラ、経営上の方針転換を免れない
状況に陥り、ビジネス環境が大きく変化してい
る。シイラ、サワラの空輸に販路を模索中の同
社は、航空便激減のあおりを受け輸送費が 3 倍
に高騰したのを機に漁船乗組員の人員整理に着
手した。苦悩する経営陣の姿が報道され、釣糸
で籠などの民芸品を編み、小遣い稼ぎをする乗
組員の姿が耳目を集めた。
　都市部で発生した大量の失業者が郷里の離島
に帰り、自給的漁業に新規参入したため、沿岸
域の水産資源への漁獲圧が増大傾向にある。繁
殖個体の保護のために設けられたハタ類の禁漁
期間は、政府の小規模漁業者保護政策により期
間が短縮され、ナマコ漁並びに夜釣り及び素潜
りによる夜間操業も解禁となり、許可制に 規
制緩和された。他方、食糧自給率の向上及び
失業対策の観点から、ティラピア及びエビの養
殖などつくり育てる漁業が推進されている。
　商取引では、お金を介さない物々交換が増加
し、これを仲介する携帯アプリの人気が急上昇
している。魚介類の行商人の中には、地元に居
ながら生活必需品と交換できる利便性を歓迎す
る向きもあり、この傾向は地方において顕著で
ある。
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　ソロモン諸島では、庶民の日常的な水産物消
費に変化はみられないが、入国制限に伴う観光
客減少により、水産物の需要は低迷している。

　マーシャル諸島共和国では、漁獲物の価格に
変動はみられない。まき網漁船の転載は例年の
半分以下に減少し、運搬船の入港には14日間の
沖合停泊及び関係機関の許可が必要となった。
PNAが売れ残ったVD（Vessel Day）の一般入札
を検討している。まき網漁船へのオブザーバー
乗船義務が一時的に解除され、オブザーバーの
収入は減少している。

　キリバス共和国では、外国まき網漁船の転載
激減に伴い、燃油、水、食糧の補給その他の関
連業務が減少し、請負業者、政府機関の収入に
も影響し始めている。まき網漁船オブザーバー
及び船員の補充も停止中である。輸送手段も制
限され、生鮮まぐろ、加工品その他水産物の輸
出に携わるキリバス漁業公社では、空輸から冷
凍運搬船による海運に切替えた。

　ツバルでは、漁獲物の転載を行う外国船への
影響が考えられる。
　

ナウル共和国では、水産業への影響は特にみ
られない。

　パラオ共和国では、水産物の販売停滞及び魚
価の低迷が続いている。飲食店の営業休止又は
閉鎖により需要が落ち込んでいるにもかかわら
ず供給過剰な状態にあり、新たな販路を求め、
漁獲物の直売を始めた漁業者もいる。

　ミクロネシア連邦では、飲食店の営業規模縮
小に伴い、水産物の売上減少が顕著である。

５．任国政府の水際対策等

　任国で講じられている水際対策について、ア
ンケートの機会を利用し情報収集を行った。島
嶼国において、より一層厳格な対策が講じられ
ている。（なお、日々の状況変化に伴い、最新
の情報ではない可能性があることにご留意くだ
さい。）

　モロッコ王国の入国制限については、①国内
在住の滞在許可証を有する外国人、②国外在住、
海外労働及び海外留学中の同国人とその家族、
③国内企業からの招待状を有するビジネス関係
の外国人、④国内の宿泊施設が発給する予約確
認書を有する外国人旅行者の入国は可能である。
　2020年10月下旬に日本からモロッコへ入国し
た財団専門家も上記の水際対策に沿って陰性の
PCR検査結果と必要書類を用意し、問題なく入
国することができた。入国後の強制隔離と自己
隔離の必要はなく、入国の翌日から業務に復帰
することができた。
　出国制限については、国外在住及び海外の大
学に在籍する同国人並びに外国人の出国に制限
はない。ただし、留学生は出国許可書の取得が
必要である。国内在住の外国人及び外国人旅行
者等の出国に制限はない。なお、モロッコ人男
性と婚姻関係にある妻及びその子どもの出国に
あたっては、父親による子どもの出国許可証の
提示が必要である。
　入国時の措置については、空路、海路ともに、
出発時刻前72時間（PCR検査日から起算して72

人気のカフェからも客足が途絶える。
（2020年11月撮影）

キリバス･チャターボックスカフェ
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時間）以内に発給されたPCR検査陰性証明書の
提示を要し、海路の場合はさらに船上で追加検
査が実施される。なお、同検査は、鼻腔咽頭拭
い液によるものとされ、唾液によるものは認め
られていない。陰性証明書は医療機関が発行す
る英文又は仏文で記載されたものに限り有効で、
翻訳文添付による証明は認められていない。11
歳未満の小児への検査及び健常者の入国後の隔
離は不要である。
　（2020年10月 1 日付けで観光省が発表した情報
に、専門家の帰国体験及び在モロッコ日本国大使
館からの2020年11月12日付け情報を加筆した内
容）

　パプアニューギニア独立国では、入国及び航
空機の就航路線を制限し、空路入国をポートモ
レスビーのジャクソン空港に限定している。
ポートモレスビー市内の指定ホテルにおける14
日間の原則的な自主隔離期間が設定されており、
違反者は強制送還されることになっている。特
定国内に 7 日間以上滞在した者に限り入国後の
自主隔離期間を 7 日間に短縮する 7 日間ルール
の特例も設けられているが、いずれも自費によ
る隔離となっている。渡航手続きが厳格化され、
入国許可証、指定ホテルの14泊分の予約確認
書、 7 日以内の陰性証明書及び出発24時間以内
の 健 康 状 態 申 告 書 の 提出が義務付けられて
おり、手続き完了書を受領する必要がある。
　なお、2021年 1 月13日以降、警察長官の書面
による入国許可がなければ何人も入国するフラ
イトに搭乗できないとする新たな規制が実施さ
れている。
　（2020年10月14日時点の現地情報に、在パプア
ニューギニア日本国大使館からの2021年 1 月21日
付け情報を加筆した内容）

　タンザニア連合共和国では、発熱又は症状の
有無により検査、入国時の隔離が行われている
模様である。移動に伴う出入国制限はなく、無

感染証明書の提示も不要である。ただし、一部
の航空会社は、同証明書の提出を搭乗者に義務
付けている。
　在タンザニア日本国大使館では、出国者向け
にPCR検査受検機関の情報提供や感染予防対策
の徹底と継続を呼びかけている。
　（2020年10月 7 日時点の現地情報に、在タンザ
ニア日本国大使館からの2021年１月14日付け情報
を加筆した内容）

　フィジー共和国では、入国を許可制とし、渡
航前に保険省宛てに指定の検査キットを用いた
陰性証明書の提出及び14日間の隔離措置が実施
されている。隔離施設は、保健省の承認を得て
各自で予約し、その費用は自己負担することと
なっている。
　在フィジー日本国大使館では、入国許可の取
付けに関し、重要な経済価値（Significant Eco-

nomic Value）と認められて入国が許可された事
例を挙げ、入国要件に関する情報提供を行って
いる。
　（2020年10月 7 日時点の現地情報に、在フィジー
日本国大使館からの2020年12月10日付け情報を加
筆した内容）

　ソロモン諸島では、ソロモン航空国際線の運
航休止期間を2021年3月27日まで延長し、外交

英国の高等弁務官（右）の信任状捧呈式を報じる地元
Guardian紙（2020年10月6日）。マスク姿の高等弁務官と
は対照的に、マグフリ大統領（左）をはじめタンザニア
政府関係者はマスク未着用。
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及び国際協力関係者の入国並びに海外在住の同
国人の帰還のための臨時便及び貨物便に限り運
航を許可し、パプアニューギニア独立国との国
境海域の警備を強化している。
　2020年10月下旬に日本からソロモンへ入国し
た財団専門家は、日本でソロモン政府の入国許
可を取得した後、合計 3 回のPCR検査を受け陰
性証明書を提出したことに加え、臨時入国便の
座席及び入国後検疫期間中に滞在する指定ホテ
ルを確保し、成田から空港施設内での乗り継ぎ
が可能なオークランド経由とすることでソロモ
ンの首都ホニアラへ到着することができた。
　当初 2 週間と伝えられた入国後の検疫期間は、
同乗者に陽性者が確認されたため 3 週間に延長
された。当該検疫期間中、さらに 3 回のPCR検
査を受け、全て陰性であることを確認し、よう
やくホニアラの自宅に戻ることができた。
　（2020年10月16日時点の現地情報に、専門家の
帰国体験及び2020年11月25日付け外務省海外安全
ホームページからの情報を加筆した内容）

　マーシャル諸島共和国では、国内移動及び不
要不急の出国を原則禁止とし、出国には国家災
害委員会の許可を必要とする出国制限を実施す
るとともに、入国許可制を導入した。隔離施設
の整備を行うことに加え、ヨット、クルーズ船、
外国漁船その他船舶に入港前14日間の沖合停泊
を義務付け、入港を制限している。
　政府関係者の海外出張も中止し、渡航制限に
違反した者には罰則を科しており、初回は500
米ドルの罰金だが、 2 回目には 1,000米ドルの罰
金に 6 か月以内の収監が併科されることもある。
　在マーシャル日本国大使館では、2021年 1 月
5 日付けで新たな渡航制限措置が発表されたこ
と及び空路による入国制限が 1 か月間延長され、
同年 2 月 7 日までとなったことを報じている。
　（2020年10月 5 日付け国家災害管理事務所ホー
ムページ情報に、在マーシャル日本国大使館から
の2021年 1 月 7 日付け情報を加筆した内容）

　キリバス共和国では、2020年 3 月19日の旅客
機発着以降の入国制限が続いている。2020年 5
月11日までの2週間にわたり医療従事者向けの
基礎知識、予防法、対応策に関する講習会が開
催された。2020年 8 月には国内の警戒レベルを
２から１へ引き下げ、保健・医療サービス省
の体制強化に係る状況報告、検疫・隔離施設の
設置及び同国人の帰還等を行っている。
　2020年 9 月12日に、マーシャル諸島共和国で
待機中の73名のうち20名が帰還を果たしたもの
の、ソロモン、ナウル、バヌアツ、フィジー、
パプアニューギニア、ニュージーランド、オー
ストラリア、台湾、韓国、中国、ハワイ、米国、
エクアドル、イタリア、スペイン、日本で足止
めされた者がいた。
　なお、2020年 4 月15日付けで発出された国境
閉鎖措置では、人道及び医療物資の輸送に関す
る特例について、故障による緊急着陸及び燃料
補給、医療機関への搬送、外国人の帰国、医療
用品及び人材の運搬目的等の基準を満たす航空
機には、出入国を許可する旨が明記されている。
　（2020年10月16日時点の現地情報に、在キリバ
ス日本国大使館（在フィジー日本国大使館が兼
轄）からの2020年10月1日付け情報（これ以降更
新無し）を加筆した内容）

　ツバルでは、国会決議に基づき国境封鎖が当
初の2020年 9 月末日から2021年 3 月末日まで延
長された。当該延長は、2020年 3 月20日付けの
公衆衛生に係る国家非常事態宣言を踏まえた、

「新型コロナウイルスによる影響の管理及び最
小化規則2020」によるものであるが、この中に
医療機材の供給、食料の供給、人道的観点での
入国、支援物資の供給、燃料の供給等は例外的
に認める旨が明記されている。
　（2020年10月16日時点の現地情報に、在ツバル
日本国大使館（在フィジー日本国大使館が兼轄）
からの2020年10月 1 日付け情報（これ以降更新無
し）を加筆した内容）

32	 海外漁業協力　第93号　2020. 12

プロジェクト報告



　ナウル共和国では、国家災害リスク管理法に
基づき、30日間の延長（更新）が可能な国家災
害宣言を発令し、同国への旅行は絶対的な必要
性がある場合を除いて渡航延期を要請している。
ナウルに渡航しようとする全ての者は、ナウル
入国直前に、ビクトリア州を除くオーストラリ
ア、クック諸島、フィジー、仏領ポリネシア、
キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、
ニューカレドニア、ニュージーランド、ニウエ、
パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモ
ン諸島、台湾、トンガ、ツバル、バヌアツのう
ち 1 つ又は複数の国や地域において14日間以上
滞在しなければならない。
　航空機で上陸するすべての搭乗者のマスク着
用、体調不良の者にあっては乗務員への体調の
報告及び上陸後指定検疫区域内での 5 日間の隔
離を義務付けている。隔離のための移動手段及
び 1 日 3 食の食事は、同国政府が提供し、隔離
終了時に検査が実施される。なお、到着時若し
くは検疫期間中の検査で感染が疑われ、又は陽
性と判定されたときは、指定経過観察若しくは
治療区域内での隔離となる。
　同国に寄港するすべての船舶については、14
日間の沖合停泊が必要で、この間、他の船舶と
の接触は禁止され、海事港湾局の指示に従いす
べての乗組員が検査を受ける。入域12時間前に、
健康状態申告書、旅客・乗組員リスト、貨物目
録、直近 2 港の寄港地リスト及び感染の兆候・
発症者リストを提出する。
　元保険大臣を議長とするタスクフォース

（Nauru Coronavirus Taskforce）において具体策
の検討及び実施が協議されている。これまでに
自己隔離、陽性確認者及び感染者用の隔離施設
の設置並びに国家対応計画（National Response 

Plan）の取りまとめ及び医療関係者の導線並び
に連絡及び連携体制の確認を目的とした演習が
実施されている。
　（2020年10月16日時点の現地情報に、在ナウル
日本国大使館（在フィジー日本国大使館が兼轄）

からの2020年7月30日付け情報（これ以降更新無
し）を加筆した内容）

　パラオ共和国では、推定若しくは確認検査の
結果又は発症に基づき感染が確認され、若しく
は強く疑われる者は、14日間の隔離対象となる。
なお、ウイルスとの接触が確実な者は「14日
間の強制的な検疫」、濃厚接触者は、接触が確
実な者とみなし「14日間の検疫」、若しくは汚
染が疑われる、又はウイルスとの接触が確実な
者との間接的な接触があった間接的接触者は、
接触が確実な者とみなし「適切な期間の検疫」
の対象となる可能性がある。
　入国するすべての者は、出発地における出発
前14日間の自主検疫並びに検疫開始時及び出発
前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示を必
要とし、かつ、政府指定の施設における14日間
の強制的な隔離及び検査並びにその後 7 日間の
自主検疫の実施が必要である。2021年 1 月 3 日
付けで新たな保険省令が発出され、出発前の自
主検疫期間は、これまでの10日間から14日間に
延長された。
　航空機に乗務するすべての者は、その所属機
関が陰性証明書を提示するとともに、航空機運
航の際の感染対策及び健康管理手順に関する公
的書類の提示が必要である。
　隔離施設については、重症ではない感染者の
初期の隔離及び診療のためのカラウ・ジムの仮
設診療所、救急診療を必要とする感染者の隔離
のためのベラウ国立病院隔離室及び指定の民間
施設とされている。検疫施設については、指定
が行われ、感染者は、直ちに適切な隔離施設に
移送される。当該指定及び感染者又はウイルス
との接触が確実な者に対する隔離並びに検疫の
指示に係る保健大臣の権限は、公衆衛生サービ
ス局長に委任されている。隔離又は検疫につい
ては、保健大臣が書面で行う場合を除き、いか
なる免除も認められておらず、保健大臣は、明
確な医学的理由に基づく場合に限り、個別に免
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除を与えることができるとされている。
　（2020年10月 5 日付け保健省令に、在パラオ日
本国大使館からの2021年 1 月 8 日付け情報を加筆
した内容）

　ミクロネシア連邦では、2020年10月時点で、
国外からのすべての渡航者の上陸を拒否すると
ともに、治療の必要がある者及び海外留学から
帰還する同国人の入国緩和を検討していたが、
その後各州で状況が大きく変化している。
　ヤップ州では、2020年 7 月22日から引き続き
全ての渡航者の入境を禁じている。ポンペイ州
では、2021年 2 月 6 日までの期限を定めて例外
に該当する者の入境を認めることがあるとした。
コスラエ州では、同州の市民及び居住者の入境
を禁止対象から除外することとした。チーク州
では、ウエノ島に限り、空路・海路による他州
からの入境を可能とした。
　在ミクロネシア日本国大使館では、2021年 1
月 8 日付けで、同日夕刻にあった連絡船チー
フ・マイロ号乗員 1 名の新型コロナウイルス感
染に係る連邦政府プレスリリースの仮訳をホー
ムページに掲載した。その後の検査の結果、ミ
クロネシア連邦政府は同症例は治癒例であり、
病気ではなく感染力を持たないため、公衆に新
型コロナウイルスの脅威を与えることはないと
結論付けた。この結果を受け、同年 1 月29日付
けでWHOにより新型コロナウイルスの症例が
確認されていない国として再度指定がなされた。
　（2020年10月12日時点の現地情報に、在ミクロ
ネシア日本国大使館からの2021年 1 月 8 日及び同
月29日付け情報を加筆した内容）

６．まとめ
　アンケートの結果より、COVID-19は日本と
同様に各国専門家の仕事に影響を及ぼしている
ことが分かる。任国政府関係者の海外出張中止
やWeb会議の増加が典型的な例である。太平
洋島嶼国についていえば、人口も少なく、政府

の人員も限られているため国際会議が重なれば、
政策実施の決定権者である政府幹部クラスの要
人が長期にわたりその国を不在とすることが多
く、プロジェクトや政策実施が遅れることもま
ま見られる。アンケートからは、政府要人の出
張が制限され政策決定が迅速化されたという声
も聞かれ、負の影響ばかりではないこともうか
がえる。
　生活の影響では、物資が一時的に不足した国
もあったが、日常生活に大きな変化がないとい
う国もあった。生活への影響は、輸入に頼らざ
るを得ない品物がどれくらいあるかにより左右
されると思うが、財団が専門家を派遣している
国の多くは、親戚や一族の結びつきが強く、相
互扶助の文化があること、食料もぜいたくを言
わなければ地産地消で賄えることから、国境が
閉鎖されたとしても、生活自体に大きな変化が
生じなかったものと推測される。
　タンザニア以外は、厳しい水際対策を講じて
いること、感染が確認されていない国でも、検
疫施設や隔離施設は準備されており、非常事態
に備えていることから、各国のCOVID-19に対
する強い危機感がうかがえる。
　今号を編集している段階では、世界的に
COVID-19収束の流れにはなっておらず、しば
らく各国では、厳しい入出国の制限が続くもの
と思われる。以前のように日本から現地に赴き
フェイス・トゥ・フェイスによる協力事業の実
施や交流ができない状況は残念であるが、この
ような厳しい環境の中にあっても、任国に駐在
している専門家や職員による活動により、任国
との間の信頼関係を維持継続できている。
　業務・生活の両面で種々の不自由が生じてい
るが、引き続きの専門家の奮闘を祈りつつ、財
団としては、制約のある中での効果的な技術協
力事業の実施手法を検討・実践することが喫緊
の課題と考えている。　　　
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専門家派遣（長期派遣・2020年10月31日現在）

地　　域 国　名・機　関 担　当　業　務 氏　　名

太　平　洋

キリバス

持続的利用の助言

左近充　浩一

ソロモン 小松　徹

ソロモン（FFA） まぐろ産業振興の助言 川本　太郎

ツバル

持続的利用の助言

持田　貴雄

ナウル

パプアニューギニア 五十嵐　誠

パラオ

與世田　兼三

シャコガイ養殖指導 曽根　重昭

フィジー 巡回普及指導 畑野　実

マーシャル 持続的利用の助言 野原　稔和

ミクロネシア 巡回普及指導 原　由郎

ア フ リ カ

カメルーン

持続的利用の助言

小木曽　盾春

タンザニア 長谷　宏司

モロッコ（ATLAFCO） 石川　淳司

主な動き
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無償資金協力

国　　名 案件名 交換公文締結日

アンティグア・バーブーダ 経済社会開発計画（海藻除去機材の供与） 11月30日

グレナダ 経済社会開発計画（海藻除去機材の供与） 12月2日

イエメン共和国 アデン県及びハドラマウト県における紛争の影響を受けた
小規模漁業世帯の生計及び能力再建計画（UNDP連携） 12月3日

Web会議及び打合せ

国　　名 事　　業　　名 所　　属 氏　名 月　日

パラオ共和国
（Web会議）

令和2年度水産物の持続 
的利用推進強化支援事業

OAFIC株式会社
（一社）マリノフォーラム21
　　　　　　〃

（公財）海外漁業協力財団
　　　　　　〃
　　　　　　〃

石谷論
嵯峨篤司
辻あすみ
遠藤 久
北里 良博
與世田 兼三

9月7日

モンゴル国
（在京大使館訪問）

令和2年度地域水産開発 
調査事業のうち地域漁業
課題抽出事業

水産庁
（一社）マリノフォーラム21

坂本 孝明
嵯峨 篤司

8月31日

9月11日

ミャンマー 
連邦共和国

（Web会議）

令和2年度地域水産開発 
調査事業のうち地域漁業
課題抽出事業

水産庁
（一社）マリノフォーラム21
　　　　　　〃
　　　　　　〃
　　　　　　〃
　　　　　　〃

北出 輝雄
渡邉 英直
嵯峨 篤司
相馬 葉
辻 あすみ
佐原 良祐

9月30日

漁業交渉・国際会議（プレスリリース）

　発 表 日 タ イ ト ル

2020/10/ 8 「中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）第16回北小委員会」の結果について

外務省のホームページに「国別約束情報」が掲載されています。
URL（アドレス）は http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/index.html です。

“ODA 国別・地域別データ ▷ 国別約束 交換公文（E/N）データ”

水産庁のホームページに「報道発表資料」が掲載されています。
URL（アドレス）は http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/ です。

政府ベースの漁業協力
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　本号から編集後記のようなものを書いていくことにした。発刊前の検討過程で頭の中を過る様々な
ことを書き留めておきたいと考えたからだ。前92号から、本財団のフィジー事務所30周年を記念した
関連記事を掲載している。実は、フィジー事務所は私にとっても思い出深いところである。

私の手元に 2000 年 9 月下旬に撮影された写真が何枚かある。キリバスとの入漁協議をフィジー事務
所で開催した際の写真である。私が太平洋島嶼国の方々と対話した最初の機会であった。また、初め
て太平島嶼国の一つに足を踏み入れた時でもあった。

　当時私は水産庁国際課の課長補佐で、ミナミマグロ交渉（CCSBT）、APEC、太平洋島嶼国、南アフ
リカ共和国との入漁協議などを担当していたが、1999 年 7 月から、日本が実施したミナミマグロの調
査漁獲を巡る日本と豪州及びニュージーランド間の国際裁判対応に忙殺され、太平洋島嶼国との入漁
協議は当時の S 農林水産大臣国際顧問（故人）にお任せし、私自身は協議に参加できずにいた。国際
裁判は、2000 年 8 月、「審理に当たる仲裁裁判所は本件を審理する管轄権を有さない、ミナミマグロの
管理は CCSBT の枠組みの下で議論すべき」という日本側の主張が認められる形で結審した。1 年以上
の裁判対応であった。裁判が終了してもミナミマグロを巡る問題が解決したわけではなくやるべきこ
とは多かったが、心理的には余裕が生まれた。その時、国際顧問から「裁判も終わったし、君も二国
間関係も勉強すべきではないかな。」というお話があり、これが南太平洋島嶼国へのデビュー、そして、
今につながっている。振り返ればありがたい話であった。

フィジー事務所勤務の皆さんを始め、遠隔地で勤務している方々は、本部勤務の我々には想像もで
きない環境の下で、日本との良好な協力関係を築くことに貢献されてきた。この協力関係を維持発展
させていくための重要な前線基地として、さらなるご活躍を期待したい。
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