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第 5 章 ケーススタディ I： アンティグア･バーブーダ 
 

5-1 アンティグア･バーブーダの開発課題と日本の支援 

 

5-1-1 アンティグア･バーブーダの概況と開発課題 

（１）概況 

アンティグア・バーブーダは，アンティグア島およびバーブーダ島からなる国土442平

方キロメートル（種子島と同等）の島国で，アンティグア島のセントジョンズを首都とす

る。民族はアフリカ系が約9割で，主な宗教はキリスト教，英語を公用語とする。 

 

図表 34  アンティグア・バーブーダの名目 GDP の推移（2000-2009） 

 

     出所：UN National Accounts Main Aggregates Database 

 

英連邦の一員であり，カリブ共同体（CARICOM），カリブ諸国連合（ACS），東カリブ

諸国機構（OECS）加盟国である。外交面では親米・英であり，CARICOMやOECSとの

関係を重視している。1981 年に英国から独立し，アンティグア労働党（ALP：Antigua 

Labour Party）のV.バードが初代首相となり，1994 年からは同首相の次男であるL.バ

ード首相が政権を担った。2004年3 月の総選挙で野党統一進歩党（UPP：United 

Progressive Party）による政権交代が行われ，スペンサー首相率いる新政権が観光

業および貧困削減や財政健全化を推進し，2009 年3 月の総選挙でも与党UPP が

勝利している。 

同国の産業は観光業を中心とするが，金融危機により欧米からの観光客が激減し

ており，2008年後半から低迷している。またハリケーン等の自然災害の影響を受けや

すいため，ぜい弱な経済構造である。そこで，観光業依存からの脱却のため，オンラ

イン賭博サービスによる外貨獲得，大型建設事業を推進てきたが，2009年はマイナ
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ス10.9%のGDP成長率となっている。 

2009年時点で人口88,000人，GNI1,065百万USドル，一人当たりGNIは12,130USド

ルとなっている。 

日本との関係は，貿易を含め経済関係は希薄であるものの，93年より開始された

政策対話「日カリコム事務レベル協議」，駐日大使の任命（97年7月）などにより，関係

強化が継続している。 

 

Box. 中南米地域の概況 

中南米地域は，5.6 億人の人口，4.8 兆ドル（2010 年 IMF）と ASEAN の約 2.5 倍の

域内総生産をもつ市場であり，南米南部共同市場（MERCOSUR），アンデス共同体

（CAN），カリブ共同体（CARICOM），中米統合機構（SICA）等域内の地域経済統合や

地域間の FTA 締結などによって，経済面での存在感を高めている。 

カリブ諸国も，地域統合による発言力の強化を背景に存在感・影響力を高めてお

り，国際場裡において，国際社会共通の課題に対処するために「共益を語れるパート

ナー」としての連携強化が求められている。 

この地域全体の課題として，環境・気候変動問題への取組強化が挙げられる。 

 

（２）水産セクターの概要 

 アンティグア・バーブーダの経済的排他水域には 3,565 平方キロメートルと東カリブ

随一の沿岸陸棚が広がり，その縁辺の斜面部を含めてロブスター，フエダイ・ハタ類

等の輸出対象種を含む底魚類の好漁場となっている43。この漁場ではロブスターを対

象とする籠漁，フエダイ・ハタ類，その他のリーフフィッシュを対象とする手釣漁・刺網

漁，大型浮魚を対象とする曳縄漁，潜水による突き漁・コンク貝漁などが行われてい

る。カツオ・マグロ類をはじめとする回遊魚も同水域を通過するが，底漁漁獲量約

3,500トンに対し，その漁獲量は100トン程度と少ない（2008年）。人口のほとんどが居

住するアンティグア島では主に国内市場に向けた鮮魚とコンク貝の漁が，バーブーダ

島では主に輸出のためのロブスター漁が盛んである。これらの漁業は全長 30 フィー

ト以下の小型漁船による小規模零細漁業が主体で，実動漁民 872 人（実動漁船 382

隻）により営まれている。国民の水産物に対する嗜好性は高く，国民 1 人あたりの年

間消費量は 2003～2005 年平均で約 51.8kg であり，世界平均値の約 3.2 倍となって

いる。水産物需要を補うために 2005 年で 1,553 トンの塩干品，鮮魚，冷凍品などの

水産物を輸入している（需要の約 3 分の１）。他方，活きロブスターおよびフエダイ類，

ハタ類等の高級鮮魚が近隣のフランス領マルチニーク，グアダループ島などへ輸出

されている。2007 年度に，アンティグア島から鮮魚 54 トン，バーブーダ島から活きロ

                                            
43 底漁とは岩礁やサンゴ礁を生息場所としている魚の総称。 
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ブスター49 トンが輸出された。 

 

（３）評価対象期間（2005－2009）の開発ニーズ 

アンティグア・バーブーダでは， 2005 年以降の国家開発計画は存在せず，漁業を

管轄する水産局（農業・土地・住宅・環境省の下部組織）が，下記のような水産分野に

関する開発目標を策定している。なお，財務省，農業・土地・住宅・環境省へのインタ

ビュー調査によると，観光業依存からの脱却を目指した多様な産業の振興が同国政

府全体の開発ニーズになっているようで，とりわけ農業・漁業は成長余地の大きいセ

クターとして期待されている。漁業セクターを管轄する農業・土地・住宅・環境省の過

去 3 年間（2009－2011 年）の予算配分は以下のとおりである。 

 

図表 35 農業・土地・住宅・環境省の予算配分（2009－2011 年） 

2009 年 2010 年 2011 年 

$33,897,420 $31,009,103 $19,771,375 
出所）Ministry of Agriculture (2009)，Ministry of Agriculture, Housing Lands, Fisheries and the Environment(2010)，

Expenditure in the Ministry of Agriculture, Lands, Housing and the Environment（2011） 

 

また，水産局の開発計画（Fisheries Development Plan2006-2010）は「海洋資源の

持続的かつ 大限の活用によって，漁業セクターが国家経済発展に寄与する」ことを

終的な目的としており，具体的には 11 の目標を設定している。 

 

同開発計画の個別テーマは，以下の 12 カテゴリから構成されている。 

１． 海洋資源の利用に関する漁業マネジメント計画の策定 

２． 海洋資源保護に関するマネジメント計画の策定 

３． 絶滅の恐れがある種の適切な利用 

４． 漁業インフラの整備 

５． ハリケーンシェルターの整備 

６． 養殖の発展 

７． 水産物の需給管理，水産物の品質保証および高付加価値化 

８． 漁業組合のキャパシティ構築，漁業アドバイザリーコミッティの機能強化 

９． 水産局の能力開発，漁師の漁業スキル開発など 
10.  漁業情報システム開発 
11.  漁船に関する規則・規制の整備 
12.  漁業関連法の見直し，更新 

 

このなかで，「4.漁業インフラの整備」については，日本政府が提供したマーケット

ワーフ，パーハム，アーリングス，ポイントワーフの漁業コンプレックスが課題解決に
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寄与していることに言及されている。その上で桟橋の整備，魚市場の整備によるツー

リズムへの活用，バーブーダ島の漁業コンプレックス整備などの 5 カ年計画が提示さ

れていることから，日本の水産無償スキームは，水産局の開発計画へ組み込まれて

いると評価できる。 

 

（４）現在の開発ニーズ 

水産局へのインタビュー調査によると，前の「国家開発 10 カ年計画」（1996～2005

年）では，観光産業への過度の依存をなくすため漁業のGDPシェアを2％から10％に

拡大するという目標が示されていたが，これは楽観的と言わざるを得ず，漁業の GDP

シェアは現在も 2％に満たない。よって現在は，食糧の安全保障の観点から生産増

加・高付加価値化を目標としているが，GDPシェア拡大という目標は設定していない。 

 

図表 36 農業セクター（漁業含む）の GDP シェアの推移（実質 GDP，2000－2009） 

 
注：農業セクターの内訳は，農業（農作物），畜産業，林業，漁業となっている。 

出所）アンティグア・バーブーダ財政・経済・行政省 

 

また，水産局の 新の開発計画（Fisheries Division Business Plan2012 ドラフト）に

よると，優先度の高い項目は，以下の 4 項目である。 

① 漁業の生産性向上・水産物加工による高付加価値化（ＥＵ圏カリブ市場へ輸出） 
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② 海洋環境保全 

③ 漁業スキルトレーニングなどの漁業従事者支援 

④ 持続可能な漁業管理 

 

アップルトン水産局長へのインタビュー調査によると，日本の水産無償スキーム

による援助は，「漁業の生産性向上・水産物加工による高付加価値化」のための施設

整備として位置づけられており，ポイントワーフの水産開発センターは，ＥＵ圏カリブ

市場輸出に向けた拠点としての機能が期待されている。実際に，日本の水産無償支

援を通じた港湾，製氷機，冷凍庫の整備によって漁業の生産性が向上するとともに，

水産加工施設の整備によって水産物の高付加価値化が可能になっている。 

一方で，ＥＵ圏カリブ市場輸出という 終的な目標を実現するためには，ＥＵ衛生

基準である HACCP を満たすことが求められるが，アンティグア・バーブーダ政府高官

や水産局担当者によると，HACCP 対応を期待されるポイントワーフの水産開発セン

ターは HACCP に対して機能不足の設計となっており（衛生検査設備のスペックが合

わない等），現状のままでは，EU 圏カリブ市場輸出という目標実現は難しい状況にあ

る。 

特に 2008 年に計画され 2011 年に完成したバーブーダ島の漁業コンプレックスは，

製氷設備の設置によってポイントワーフの水産開発センターへ氷蔵鮮魚を輸送し，

EU 圏カリブ市場輸出をすることを明確に意図して建設されているため，ポイントワー

フの水産開発センターが HACCP に対応する機能をもたなければ，バーブーダの漁業

コンプレックスについても目的を達しえない。 

したがって，日本の水産無償支援は，EU 圏カリブ市場への水産物輸出という水産

局の 終的な目標に合致しているという意味では妥当性があるものの，その達成状

況は不十分であると指摘せざるを得ない。 

 

 5-1-2 日本の対アンティグア･バーブーダ ODA 

（１）背景と実績 

アンティグア・バーブーダに対する日本のODAは，1987 年の日本への研修員受入

れを皮切りに，1997 年から水産無償資金協力を開始し，2006 年に技術協力協定を

締結して水産に関する技術協力を行っている。また2010 年には草の根人間の安全

保障無償資金協力の導入を決定した。 

同国への，2009年度までのODA総額は，無償資金協力が51.90億円，技術協力が

6.18億円である。このうち無償資金協力は，水産無償の分野で行われている。 
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（２）重点分野 

ODA国別データブック2010年版によると，ＣＡＲＩＣＯＭ地域では，カリブ広域経済協

力戦略タスクフォース（在トリニダード・トバゴ日本国大使館とJICA 関係者で構成）が

リージョナル・アプローチのもと，主に「水産」，「環境・防災」，「貧困削減」を同地域共

通の援助重点分野として設定している。 

 

（３）他ドナーとの比較 

アンティグア・バーブーダでは，日本の水産無償スキームによる援助は，日本独自

の援助として，相手国政府や同国で活動する他ドナーからも認知されている。 

例えば，アンティグア・バーブーダ水産局は，漁業に焦点を当てた援助は日本のみ

であり，漁業インフラ構築が漁業振興に大きく寄与したと高く評価し，さらに小規模漁

業振興のための小規模な設備（製氷機など），マーケットワーフ施設の衛生管理改善

を要請している。また，FAO 現地事務所へのインタビュー調査においても，漁業の援

助は日本のＯＤＡの特徴として認知されていた。 

在トリニダード・トバゴ日本国大使館へのインタビュー調査によると，日本は，カリブ

諸国と同じ島嶼国であり，再生産可能な水産資源の持続可能な利用について，問題

意識を共有できるという特徴が積極的に意識されていた。また日本は，水産業の施

設整備のみならず漁業技術について多くのノウハウを持つため，水産無償スキーム

を通じてその知見を十分に活かす事ができ，他ドナーの支援に比較優位を有する点

が多いこと，さらには水産分野の専門家派遣をあわせることで，きめの細かい支援を

実施することができると認識されていた。 

同国における他ドナーの取組としては，世界銀行，カナダ，米国が海洋環境保全の

プロジェクトを行ってきた他，農業関連では，FAO が農業技術支援，米国がペストコン

トロール支援を行っている。また，EU がぜい弱性克服支援プログラム（金融安定化等

の国家政策を支援），キューバが医師派遣や教育分野，道路や電気等のインフラ構

築支援を行っている。ベネズエラは福祉やインフラ分野の援助を行っており，中国もイ

ンフラ整備の援助を行っている。ブラジルは，教育，農業，科学技術，文化，スポーツ，

観光業等で協力関係にあり，メキシコは教育分野で奨学金支援をしている。 
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Box. 中南米地域に対する日本の ODA 

日本の対中南米外交は，二国間だけでなく地域統合体との関係構築を重視し，効

果的・効率的なリージョナル・アプローチを目指している。ＯＤＡ政策においても，カリ

ブ諸国とはＣＡＲＩＣＯＭとの協議のなかで広域協力を協議し，日本側では中米広域案

件形成タスクフォースを立ち上げ，広域案件形成を推進している。 

また，日本の対ＣＡＲＩＣＯＭ政策の柱は，国連をはじめとする国際場裡における協

力，友好協力関係の強化とされており，2010 年9 月の第 2 回日カリコム外相会議では

「日本とカリコム諸国との間の平和・開発・繁栄のためのパートナーシップ」が策定さ

れ，その他の分野と並んで，地域の水産業および水産資源の持続可能な開発・保

存・管理の分野で双方間の協力を継続することも確認されている。 

なお，2009 年度の支出純額ベースで，日本は ODA 総額の 2.4％に相当する 1 億

4,261 万ドルを中南米地域に供与している。 

 

 中南米地域に対する日本無償資金協力のサブ・スキーム別実績（2007‐2009） 

注） 1．（ ）は金額の全世界合計に占めるシェア（％） 

  2．文化には「一般文化無償資金協力」と「草の根文化無償資金協力」を含む。 

  3.「貧困農民支援（２KR ）」は，2005 年度に「食糧増産援助（２KR）」を改称したもの。 

  4．2006 年度から「テロ対策治安無償資金協力」，「防災・災害復興支援無償資金協力」，「コミュニティー開発

支援無償資金協力」を追加。 

  5．2008 年度から「環境・気候変動対策無償資金協力」および「貧困削減戦略支援無償資金協力」を追加。 

 

 

写真：第 2 回日カリコム外相会議 

図表・写真共，出所）外務省 
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5-2 アンティグア・バーブーダにおける水産無償協力 

 
5-2-1 実績の推移 

これまでアンティグア・バーブーダで実施された水産無償事業は図表37に示す４事

業（５事業地）である。各事業地において水産物の水揚げ・流通・加工を行う水産複合

施設が建設された。 

 

図表 37 アンティグア･バーブーダの水産複合施設（水産無償事業） 
事業地 ﾏｰｹｯﾄﾜｰﾌ 

（ｱﾝﾃｨｸﾞｱ島） 

アーリングズ 

（ｱﾝﾃｨｸﾞｱ島） 

パーハム 

（ｱﾝﾃｨｸﾞｱ島） 

ﾎﾟｲﾝﾄﾜｰﾌ 

（ｱﾝﾃｨｸﾞｱ島） 

コドリントン 

（バーブーダ島）

事業名 セントジョンズ

水揚・ 流通施

設建設計画 

零細漁業復興計画 

水産開発センタ

ー建設計画 

バーブーダ島零

細 漁 業 施 設 整

備計画 

事業費    9.42 億円 13.28 憶円 

完成年 1999 2003 2003 2006 2011 

施設概要      

防波堤   ○ ○ ○ 
岸壁 ○ ○ ○ ○ ○ 
造船台  ○ ○ ○ ○ 
製氷・貯氷施設 ○（7 トン/日） ○（1 トン/日） ○（1.5 トン/日） ○（0.5 トン/日） ○（xx トン/日）

冷凍施設 ○   ○ ○ 
冷蔵施設 ○ ○ ○ ○ ○ 
漁具ロッカー  ○ ○ ○ ○ 
屋内加工施設 ○   ○ ○ 
鮮魚販売施設 ○ ○ ○   

管理事務所 ○ ○ ○ ○ ○ 
会議室 ○ ○ ○ ○ ○ 
船外機修理施

設 

 ○ ○ ○ ○ 

その他 屋内販売店舗 

バスターミナル 

小店舗 

保冷車 500kg 

キオスク，バス待合所 

給油施設（配管・土地のみ） 

漁具販売所 

衛生検査ラボ 

水産局事務所 

 

 

事業目的 

（要請書，基本設

計調査による） 

漁業活動の活

性化（ 小規模

漁業の振興），

鮮魚廃棄率の

減少，鮮度・品

質の向上，都

市交通・ 物流

機能の向上，

ウォーターフロ

ント環境の整

備 

ハリケーン来襲時の漁船被害の軽

減。 

操業の効率化。漁獲後損失の減

少，漁業者の収入増加。 

水 産 物 の 流 通

体制改善。衛生

的で価値の高い

水 産 物 が 国 内

外 に 供 給 さ れ

る。 

バーブーダ島か

らの適正なロブ

スター輸出およ

びアンティグア

へ の 鮮 魚 流 通

確立。 

運営主体 

（調査時点） 

ｱﾝﾃｨｸﾞｱ漁業

公社 

水産局 

出所）各事業の基本設計調査報告書により評価チーム作成 
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 アンティグア・バーブーダでは 1998-99 年に供与された「セントジョンズ水揚・流通施

設建設計画」が日本の初めての ODA であった。同事業は首都セントジョンズ（人口

31,000 人，2005 年）の漁業活動の拠点でありまた国内 大のマーケット地区であるウ

ェスト・バス・ステーション水揚げ地（別名マーケット・ワーフ）において，アンティグア漁

業公社が運用する老朽化した水揚げ，加工，流通販売施設を改善し，合わせて既存

バスターミナルを改善した。 

 続いて 2003 年までに二次にわたり「零細漁業復興計画」が実施され，地方の水揚

げ場であったアーリングズとパーハムの二ヶ所の水揚げ地に水産複合施設が建設さ

れた。両事業の水産複合施設では，ハリケーン時の漁船退避港としての機能も併せ

て考慮された。 

 さらに，アンティグア･バーブーダからポイントワーフ（アンティグア島）とコドリントン

（バーブーダ島）の二ヶ所で水産複合施設を建設する要請があり，日本政府は基本

設計調査（現在は協力準備調査と呼ばれている）を通じて事業の妥当性を確認した

が，事業費の制約，資機材調達・工期等の制約から，まずポイントワーフの施設整備

を行い，その後，段階的にコドリントンの施設を整備することが適切であると判断し

た。 

 ポイントワーフの水産複合施設への水産無償は 2006 年に完成した。老朽化した施

設を改善したもので，水揚げ施設や国際的な衛生基準に準拠した加工場・検査場を

建設し，衛生的で安全な付加価値の高い水産物を市場に供給することが目的とされ

た。後に整備されるコドリントンからの鮮魚受け入れを前提に，EU 圏への鮮魚輸出に

必要な衛生基準を満たすための加工施設と衛生検査施設が整備された。事務管理

棟には水産局が入居した。 

 2011 年に建設されたコドリントン水産複合施設は，バーブーダ島からのロブスター

輸出の衛生管理の改善，およびアンティグア島（ポイントワーフ水産複合施設）に向

けて流通される鮮魚の水揚げを主な目的に建設された。 
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5-2-2 運用の実態 

（１）水産複合施設の運用状況44 
 

＜マーケットワーフ水産複合施設（1999 年完成）＞ 

アンティグア水産公社が運営し，漁民への氷・漁具の販売および水揚げされた水

産物を買い上げて魚の買付と加工・販売を行っている。併設された魚市場でも複数の

小売業者が鮮魚の加工（鱗落とし，ワタぬきなど）を行い，一般消費者に販売してい

る。 

同施設を利用する実動漁船数は2001年の26隻から2009年の40隻に増加した45。

2009 年の利用漁民数は 112 名，鮮魚水揚げ量は 267 トンで，基本設計調査の計画と

ほぼ同水準である。併設されたバスターミナルは国民の重要な交通手段として良く利

用されている。 

他方，製氷機 2 台のうち 1 台は故障して使えなくなったため，アンティグア漁業公社

が自己資金で買い換えている。もう 1 台も調子が悪く製氷能力が落ちている。全国か

ら多くの漁民が氷を買いに来るため需要に応じきれず，冷凍庫で氷を製造して補って

いる。 

アンティグア漁業公社によると，施設には以下の問題がある； 

 同国内の施設には漁具ロッカーが通常整備されているが，マーケットワ

ーフ水産複合施設では整備されておらず，漁民はこれを理由に同施設

の利用料を払おうとしない。 

 鮮魚販売施設は天井が高く，囲いもないため，風で砂埃が入り込む。ま

た，屋内加工場のレイアウトが悪く，動線が交差して汚染が起きる恐れ

があるため，衛生管理上問題がある。 

 

＜アーリングズ水産複合施設（2003 年完成）＞ 

同施設は 43 隻の小型・中型漁船の利用を想定して計画されたのに対し，実動漁船

数は完成直後の 2004 年の 22 隻から現在の約 30 隻まで増加した。うち 10 隻程度は

コンク漁船である。実動漁船数は計画を下回るものの，施設が整備されたことで新た

に大型の漁船に買い替えた漁民が多数いるため，既に現在の岸壁施設には入りきら

なくなっている。2009 年の鮮魚の水揚げは 130 トンで計画の 221 トンを下回るが，コン

クの水揚げは 758 トン（2009 年，貝殻を含む重量）に達する。 

施設の運営は水産局が行っている。製氷機は故障のため 2009 年頃から稼働して

                                            
44 現地調査において水産局，漁業従事者等から入手した情報および現地視察の結果を参考に判断

した。 
45 実動漁船数（Active Fishing Vessels）は登録漁船数（Registered Fishing Vessels）とは異なり，登

録の有無にかかわらず実際に施設を利用して操業している漁船数。 
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いない46。同国は山道も多く交通の便が悪いが，漁民は首都セントジョンズのマーケッ

トワーフまで車両などで氷を買いに行く必要があり，施設に対して不満を持たれる結

果となっている。鮮魚販売施設は鱗落としなど簡単な加工をするために使われている

が，計画で想定された販売業務には使われていない。 

 

＜パーハム水産複合施設（2003 年完成）＞ 

基本設計時に計画された実動漁船数は 49 隻であったが，水産局の施設管理者に

よると，13 隻の漁船が主に底漁を獲るために利用している他，アーリングズに登録し

ている漁船 6 隻がコンク漁のために季節的に利用している。水産局に記録されている

2009 年の漁獲量は 75 トンで，計画の 3 割程度である。漁船数，漁獲ともに計画を相

当下回っているが，アーリングズに比べ，パーハムの漁民はパートタイム漁民，季節

漁民が多いことが背景にあると考えられる。 

製氷機は正常に稼働しているが，給水施設が壊れているため十分な水量を供給で

きず，氷の生産量は少ない。これを補うため冷蔵庫の温度を低くして氷を作っている。

このため，冷蔵庫は鮮魚の出荷調整には使えない。アーリングズ同様，鮮魚販売施

設は販売には使われていない。 

 

＜ポイントワーフ水産複合施設（2006 年完成）＞ 

同施設は水産局の旧事務所近くの敷地に建設され，管理棟には水産局が入居し

た。施設の運営は水産局が行っている。会議室は漁民を対象とした普及研修に活用

されている。2009 年の実動漁船数は 43 隻で，計画の 76 隻を下回る。同年の水揚げ

は 234 トンであった。 

同施設は EU の衛生基準を満たした鮮魚加工を行う EU 圏への水産物輸出拠点と

して建設された。鮮魚加工の計画量は年間 55 トンであるが，実績は 7～9 トン程度に

とどまる。バーブーダ島からの鮮魚受け入れが始まっていないほか，漁民は必ずしも

同施設に魚を売らず，仲買人や一般消費者に販売することが多いため，同施設にお

いて加工の必要性が低いことが理由である。完成後5年を経た2011年 10月現在（本

件現地調査実施時）も，衛生検査施設は本格的な稼働が始まっていない。EU の衛生

基準を満たすためには水産無償事業で供与されなかったシガテラ毒47，重金属などの

検査機器を追加する必要がある。 

なお，同施設はバーブーダ島との定期連絡船の停泊やドミニカ国などからの貨物

の荷揚げにも利用されている。 

 

                                            
46 現地調査を実施した 2011 年 10 月時点では稼働していなかったが，その後，オーバーホールが行われ稼働し

た模様である。 
47 熱帯の海洋に生息するプランクトンが産生する毒素で，魚介類に蓄積し食中毒の原因となる。 
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＜コドリントン水産複合施設（2011 年完成）＞ 

2011 年 6 月に竣工した。バーブーダの水産局が運営する。ロブスターの輸出向け

パッキングに使われているが，鮮魚の水揚げや加工は本格的に開始されていない。 

 

（２）水産分野の技術協力との連携 

水産無償事業と連携して，以下の技術協力が実施されてきた。水産局によると，水

産無償によるインフラ整備と技術協力は相互に補完しあうことで同国の水産業の振

興，水産行政の向上に大きく寄与してきた。 

 1998年以来，延べ 5名の水産専門家（水産開発アドバイザー，水産開発

計画，広域専門家を含む）が派遣された。 

 1999～2007 年に 6 名が水産分野の本邦研修に参加した。（漁獲物加工

および市場管理，水産資源管理評価，持続可能な沿岸漁業，環境と水

産開発，カリブ地域冷凍機保守） 

 2009 年より開発調査「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」が実施され，アンティグア･バーブーダは調査対

象に含まれる。 

 

（３）水産無償の中間目標の達成状況 

 ここでは，運用開始間もないコドリントンを除く４施設における水産無償の中間目標

（操業流通の効率化，衛生的な取り扱いの増加，水産加工の増加，漁民への普及技

術指導の増加）の達成状況について，各施設の稼働状況，利用程度，施設利用者

（漁業従事者）の意見を総合して判断した結果を図表 38 に示す。 

 

図表 38 中間目標の達成状況 

事業地名 
ﾏｰｹｯﾄﾜｰﾌ

（ｱﾝﾃｨｸﾞｱ島）
アーリングズ
（ｱﾝﾃｨｸﾞｱ島）

パーハム 
（ｱﾝﾃｨｸﾞｱ島） 

ﾎﾟｲﾝﾄﾜｰﾌ
（ｱﾝﾃｨｸﾞｱ島）

操業流通の効率化 ○ ○ △ ○ 

水産物の衛生的な取り扱
い 

◎ ○ △ △ 

水産加工の増加 ◎ × × △ 
普及技術指導の増加 × － － ◎ 

◎…達成（達成度：概ね計画どおり，または計画以上の効果） 

○…一部達成（達成度：計画の概ね半分～8 割程度の効果） 

△…未達成（達成度：計画の半分以下の効果）   

×…該当せず   

－…不明 

出所）基本設計調査，事後評価報告書および現地調査結果に基づく評価チームの判断 

 

製氷施設が稼働し漁船・漁民の利用の多いマーケットワーフにおいて中間目標の
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達成度が高い。アーリングズでは利用は多いが施設規模により漁船数が制約されて

いることおよび製氷機が長期にわたって稼働していないこと，パーハムでは漁船の利

用度が低いこと，ポイントワーフでは漁船の利用，加工場の利用がともに少ないこと

が，中間目標の達成度低下の要因である。 

Box. アンケート調査結果の概要 

 アンティグア・バーブーダ水産局の協力を得て，2003 年以降に建設された 3 か所の

水産複合施設（アーリングズ，パーハム，ポイントワーフ）を利用する漁民 22 名，首都

セントジョンズおよびアーリングズ，パーハムに居住する一般消費者 20 名を対象にア

ンケート調査を実施した（2011 年 10 月実施。アンケート調査票は別添資料参照）。 

 

漁民 22 名への調査結果 

・ 漁船の大きさは平均 28.5 フィート，平均して週に 3.4 日出漁する。漁民の 9 割は所

得の半分以上を漁業から得ている。 

・ 水産複合施設のなかで，岸壁は も頻繁に使われ，評価も高い。造船台と船置

場は使う頻度は低いが高く評価されている。他方，7 割の漁民はエンジン修理場

を，5 割の漁民は会議室を利用したことがない。 

・ 施設についての総体的な満足度は高い。60%が満足，36%がある程度満足と回答

した。漁船・漁具を安全に保管できること，出漁準備・帰漁時の作業および修理が

容易なことが主な理由に挙げられた。 

・ 施設の運営については，維持管理が十分でないとの指摘とともに，管理者（水産

局）はもっと漁民の意見を聞き，協力し合うべきだとの意見があった。 

・ 施設完成後，漁獲が増えたと回答した漁師は 55%，漁業による所得が増えたと回

答した漁師は 32%であった。 

・ 22 名中 21 名は施設が日本の援助により建設されたことを正しく理解していた。1

名は中国の援助であると回答した。 

・ 水産資源が減少傾向にあると感じている漁民が全体の 3 分の 1 いる。資源の減

少を防ぐためには網目規制，禁漁期などの規則を守るべきとの意見が多い。 

・ 水産資源の利用と保全に対する日本・中国・米国・英国の立場について質問した

ところ，日本と中国は利用重視，米国と英国は保全重視との印象を持つ漁民が多

かった。また，鯨とマグロについて漁民自身の考えを尋ねたところ，保全重視と回

答したものが半数，あとは利用重視，鯨は保全重視だがマグロは利用重視，保全

と利用をバランスするなどの回答があった。 

・ 施設について以下の要望・意見があった。 

 漁具ロッカーの各部屋に照明と電力供給コンセントが必要。換気が悪い。扉

が弱く防犯上不安がある。（全施設） 

 製氷施設がない，あるいは壊れて稼働していない。（全施設） 
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 岸壁の夜間照明施設，給水施設，ベンチ，テーブル，日よけが必要。魚の洗

浄，鱗落としやワタぬきができる場所が欲しい。セキュリティーに不安があ

る。（ポイントワーフ） 

 岸壁が小さすぎる。（アーリングズ） 

消費者 20 名への調査結果 

・ 過去 5 年間の水産物消費傾向については，消費量に大きな増加はないが，消費

する水産物の種類に増加傾向が伺える。健康面を理由に魚を好む消費者が多い

が，燃料価格高騰を背景とした鮮魚価格の上昇が消費拡大を妨げていると思わ

れる。 

・ 消費者の 8 割が水産無償による施設で魚を購入している。6 割は週に 1 回以上施

設を訪問している。衛生的である，品質の良い魚を入手しやすくなったという意見

が多いが，マーケットワーフの施設については魚市場にハエが多く不衛生である

との指摘もあった。施設が生活にとって重要であると回答した消費者は全体の 7

割であった。 

・ 消費者の7割は施設が日本の援助により建設されたことを正しく理解しているが，

中国の援助であると誤解しているものもいる。 

・ 水産資源の利用と保全に対する日本・中国・米国・英国の立場について質問した

ところ，日本と中国は利用重視，米国と英国は保全重視との印象を持つ消費者が

やや多かった。消費者自身の考えは，6 割が保全重視，1 割が利用重視であっ

た。 

 

（４）水産無償の開発目標の達成状況 

 ４施設を利用する漁船数は合計 169 隻（2008）であるが，これはアンティグア島の全

実動漁船数 382 隻（2008）の 44％である48。施設を利用する漁船に比較的大きなもの

が多いことを考慮すると，アンティグア島の漁船の半分程度は水産無償により整備さ

れた施設を利用して操業しているとみなすことができる。4 施設の 2009 年の鮮魚水揚

げ量は 691 トンで，アンティグア島全体（1,709 トン）の 40％である49。またコンク貝とロ

ブスターはほぼ全てが 4 施設で水揚げされている。価格ベースで 4 施設の水揚げ高

シェアは全島の 47％である。 

 以下，目標体系図（図表 19）で示された水産無償の開発目標について，アンティグ

ア・バーブーダにおける達成状況及び水産無償の貢献について分析する。 

 

                                            
48 バーブーダ島の実動漁船数 44 隻のうち 35 隻がコドリントンの水産複合施設を利用する計画である。 
49 バーブーダ島では統計データの収集体制が弱体でデータの信頼性が低いため，ロブスターを除いてバーブー

ダの漁獲量は統計値に含まれていない。コドリントン水産複合施設のための基本設計調査団が2009 年1 月に実

施した漁業ベースライン調査結果に基づく推定漁獲量はロブスター65.6 トン，鮮魚66.8 トン，合計132 トンであっ

た。 
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＜水産業従事者の生計向上＞ 

アンティグア・バーブーダには約 1,000 人の漁民がおり，4 施設を利用する漁民数は

その半数近くに達する。アンケート調査によると，施設を利用する漁民の約 3 分の 1

は施設完成後に漁業からの所得が増加したと回答したことから，その生計向上に一

定の貢献があったと考えられる。ただし，2007 年以降は不況のため観光業などの水

産物需要が減退したため，国全体としては平均出漁日数および漁獲量が減少し，水

産業従事者の生計にもマイナスの影響があったと考えられる50。 

 

＜国産水産物の生産と流通の増加＞ 

アンティグア・バーブーダでは 1999 年に 初の施設がマーケットワーフに完成して

以来，水揚げ量は漸増し，2006 年には倍近くになった。（この期間に実動漁船数は大

きな増減はない。）水産無償事業のうちマーケットワーフ，アーリングズ，パーハムの

3 事業（1999 年，2003 年に完成）は，漁船の操業効率向上・大型化などを通じてこの

増加に貢献したものと考えられる。その後，2007 年以降は不況の影響で国内の水産

物への需要が減退したことから鮮魚とロブスターの水揚げが再び減少しており，2006

年に完成したポイントワーフ施設の貢献は明らかでない。 

 

図表 39 アンティグア･バーブーダの水産物水揚量（トン） 

 

出所）アンティグア・バーブーダ水産局  

 

水産物輸出は 1990 年代に入り減少傾向があったが，1999 年に EU の衛生基準

                                            
50 漁民一人当たりの週間出漁日数は2008年の2.1日から2010には1.5日に減少した。 
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（HACCP）が適応され，鮮魚の輸出が禁止されて以来低迷していた。ロブスターにつ

いては同衛生基準に基づく暫定的な輸出許可が与えられ(2002)，鮮魚については水

産局が発行する衛生証明書のみによる輸出が行われるようになり，2006 年にかけて

輸出高はやや回復したものの，その後不況の影響を受けて減少した51。1989 年には

漁獲高の 20％以上が輸出されていたが，2000 年代以降は 5％以下である。水産無

償事業（5 ヶ所の水揚げ施設，1 ヶ所の加工・検査施設）はいずれも HACCP に対応す

るための条件整備の一環であるが，これまでのところ，大幅な輸出回復は見られない
52。水産物輸入については断片的なデータしかないが，2001 年以降，輸入額には増

加傾向がみられるため，2006 年にかけての水揚げ増加が輸入代替に結び付いたと

結論付けることはできない。 

 

図表 40  アンティグア･バーブーダの水産物輸出量（トン） 

 
出所）アンティグア・バーブーダ水産局  

 

＜国産水産物の高価値化＞ 

アンティグア・バーブーダの水産物は主に輸出に向けたロブスター，コンクと底漁の

沿岸漁業が中心である。2001 年以降の漁獲高を見る限り，カツオ・マグロ類などの沖

合漁業への多様化は見られない。全漁獲高に占めるロブスターとコンクの比率は

2001年以降減少傾向にある。また底漁のうちフエタイ類，ハタ類などの高級魚の比率

にも増加は見られない。 

水産無償で建設された施設は一部で漁船の大型化をもたらしたが，漁法に大きな

                                            
51 鮮魚の EU 圏への輸出許可はないが，水産局の衛生証明書と税関手続きのみで，EU 圏（主に仏領

ガドループ）の漁船に鮮魚を引き渡す方法での輸出が行われている。 
52 ポイントワーフの検査施設における検査機器および運用体制の整備のほか，漁船の衛生管理，関

連法制度の施行などいくつもの障害が残されているため，現時点では，鮮魚についての EU 圏への輸

出許可が得られる見通しは立っていない。 
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変化はなく，沖合漁業への展開も見られない53。またポイントワーフの水産加工場は

少量の鮮魚加工を行っているのみで，冷凍・燻製・塩蔵など付加価値の高い加工は

始まっていない。したがって，これまでのところ水産物の多様化・高付加価値化に関し

ては，ほとんど貢献していないと判断される。 

 

＜水産資源管理の改善＞ 

水産局は各種水産資源の評価を行った結果，ごく一部の魚種を除き，過度の漁は

行われていないと判断している。他方，仏領グアダループの漁船による違法操業の

増加が問題とされている。 

アンティグア・バーブーダは 2003 年に FAO の技術支援を受け，持続可能な水産資

源管理に向けて水産関連法制度の見直しを行った。2006 年に新漁業法(The 

Fisheries Act. No 22 of 2006)が成立した。水産局は関連規則を整備し，ロブスター漁

の許認可制と禁漁期間の設定，全漁民を対象とした基礎研修の義務付けなどが定

められた。漁民への基礎研修には水産無償で建設された施設が活用されているほか，

研修内容・テキストの作成には JICA 専門家が協力した。また，各地の水産複合施設

には水産局職員が常駐し，水産統計の収集に努めている。漁民に対する各種の普

及研修活動に各施設の会議室が利用されている。このように，水産無償はJICA技術

協力とともに，アンティグア･バーブーダの水産資源管理改善に一定の貢献があると

判断される。 

  

＜国家の持続的な社会経済開発への貢献（開発の上位目標）＞ 

アンティグア・バーブーダにおける水産業の GDP シェアは 1.5％程度で，過去 10 年

間は特に増加していない。実動漁民数（872 名，2008 年）は同国労働人口の 2％程度

である。上述の４つの開発目標の達成度が必ずしも高くないことを考慮に入れると，

水産無償事業の同国の社会経済開発全般への貢献は限定的と考えられる54。 

 

5-2-3 水産無償事業に見られる課題 

 現地視察および水産局，漁民等からのヒアリングによると，アンティグア・バーブー

ダの水産無償事業には以下の課題が見られた。 

 

（１）施設計画，設計の課題 

施設に対する需要予測の難しさ 

施設規模の決定に際し，基本設計調査における計画方針は漁業の現状維持が基

                                            
53 一部の水産複合施設は沖合漁業のための大型船の利用が可能である。 
54 ただし，人口の水産業への依存度がより高いバーブーダ島においては，コドリントンの水産複合施

設が今後大きな社会経済インパクトをもたらす可能性が残されている。 
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本とされることが多く，施設が整備されることで可能となる漁船の大型化を見込んだ

計画となっていない。例えば，アーリングズの施設では大きな漁船に買い替える漁民

が多かったため，既に漁船が施設に入りきらなくなってしまった。他方，パーハムのよ

うに，利用者の想定が結果的に過大となった事例もある。アンティグア･バーブーダの

漁民の半分は普段は建設業・観光業にも従事する兼業漁民であることが，需要予測

と施設規模の計画を難しくした一因であったと考えられる。 

 

必要とされる施設の欠如・設備能力の不足 

・ ポイントワーフの衛生検査施設では高度な分析技術を要する検査機器が対

象から外されたため，鮮魚輸出の衛生基準を満たすために不可欠な毒性検

査，重金属検査などが実施できない。 

・ ポイントワーフでは漁民に対する氷の販売を想定しなかったため，製氷機の

能力が非常に小さい。漁民はマーケットワーフの施設まで氷を買いにゆかなく

てはならない。また，施設管理者によると，鮮魚加工に必要な量の氷を製造で

きない。 

 

施設設計が利用者の使い方や要望に合わない 

施設の詳細部分が利用者の使い方や要望に合わない以下の事例が見られた。利

用者である漁民への要望聴取，コンサルテーションが十分に行われなったことが背景

にあると考えられる。 

・ 鮮魚販売所の保護が不十分で衛生上の懸念がある。（マーケットワーフ） 

・ 船外機修理場にフェンス，倉庫がなく盗難の恐れがある。（アーリングズ，パー

ハム） 

・ 漁具ロッカーに電源がない。（アーリングズ，パーハム） 

・ 製氷施設は保守のため垂直な梯子を上る必要があり，保守が難しい。（アーリ

ングズ，パーハム） 

・ 鮮魚販売施設が販売には使われていない。漁民の多くは仲買人・消費者と相

対取引を行っている。（アーリングズ，パーハム） 

 

（２）施工の課題 

 ポイントワーフの施設では瑕疵検査後も土木施設，建築施設・設備に大規模な補

修工事が必要とされた。これらの補修は水産局に派遣された JICA 専門家の協力

の下で行われた。 

 

（３）運用維持管理の課題 

製氷施設の運用維持管理の難しさ 
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水産複合施設のなかでも製氷施設は操業の効率化，水産物の衛生的な取り扱い

のための要であり，漁民から も重宝されている。しかし，アーリングズでは 2 年前か

ら製氷設備が稼働していない。水産局は日本製品が電圧変動に弱いこと，硬水を利

用するため保守作業が難しいことが故障の原因であると考えているが，現地を視察し

た印象では清掃もされておらず，必ずしも適切な日常保守点検が行われていなかっ

た可能性がある。水産局は交換部品調達に必要な予算を得られず，故障は放置され

てきた。また同国では本邦製造企業のアフターサービスを受けることが難しい。 

 

日本製品の運用維持管理の難しさ 

ポイントワーフ水産複合施設においては機材の多くが日本製であることから，エア

コン等の修理やスイッチなど細かい部品の調達に苦慮している。JICA 専門家によっ

て部品を調達したり，現地でアフターサービス可能な機器への入れ替えが徐々に進

められている。 

 

（４）その他の課題 

漁業・流通近代化のための啓蒙普及の必要性 

水産無償により整備された施設は漁業と流通の近代化を見込んで計画されること

があるが，実際にそのような変化が生じ，定着するためには時間をかけた啓蒙普及

活動が必要とされる。例えばアーリングズとパーハムでは未だに漁民と消費者との相

対取引が続いているため，鮮魚販売施設は販売に利用されていない。またコドリント

ンの施設は，ロブスターだけでなく鮮魚の水揚げを見込んでいるが，水産局は，ロブ

スター漁に特化してしまった漁民に対する指導が 大の課題であると認識している。 
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