
「ミクロネシア３国の海上保安能力強化支援プロジェクト」
The project for improvement of the coast guard capability
of the three Micronesian countries

ミクロネシア３国の基礎情報(地理、社会） 20130208
日本海難防止協会（ＪＡＭＳ）

パラオ共和国
Republic of Palau (ROP)

ミクロネシア連邦
Federated States of Micronesia (FSM)

マーシャル諸島共和国
Republic of the Marshall Islands (RMI)

面積 488㎢　（屋久島とほぼ同じ） 701㎢　（奄美大島とほぼ同じ） 181㎢　（霞ケ浦とほぼ同じ大きさ）

島の数 200 607 約1,225

日本との距離 3,200ｋｍ 3,700ｋｍ 4,588ｋｍ

気候 海洋性熱帯気候、高温多湿 海洋性熱帯気候、高温多湿 海洋性熱帯気候、湿潤高温

平均気温 27.9℃ 27℃ 27℃

平均湿度 82% 70% 75%

年間雨量 3,784ミリ、スコール性 4,800ミリ、スコール性 3,400ミリ

乾季・雨季 乾季：11～4月、雨季：5～10月 乾季：1～3月、雨季：4～12月
　乾季：12～4月、雨季：10～11月

　（区別はあまりはっきりしていない。）

人口
約　20,609人

（2011年、世界銀行）
約　111,542人

（2011年、世界銀行）
約　54,816人

（2011年、世界銀行）

在留邦人
329人

（2011年10月現在）
111人

（2011年10月現在）
67人

（2011年10月現在）

年間来訪者数
85,593人

（うち日本人29,318人）
17,500人

（うち日本人2,975人）
5,399人

（うち日本人933人）

民族 ミクロネシア系 ミクロネシア系 ミクロネシア系

言語（公用語） パラオ語、英語 英語の他、現地の8言語 マーシャル語、英語

宗教 キリスト教（80％）、伝統宗教・その他（20％） キリスト教（カトリック52％、プロテスタント40％） キリスト教（主にプロテスタント）

国の花 ルー　（ホワイトロックリリー） 特になし 特になし

電話の国番号 680 691 692

電圧 110Ｖ、60Ｈｚ、プラグは日本と同じ 110Ｖ、60Ｈｚ、プラグは日本と同じ 110Ｖ、60Ｈｚ、プラグは日本と同じ

±0ｈ ＋1ｈ　（ヤップ州、チューク州） ＋3ｈ

（サマータイムなし） ＋2ｈ　（ポンペイ州、コスラエ州） （サマータイムなし）

（サマータイムなし）

保健 生水は飲用不適 生水は飲用不適 生水は飲用不適
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「ミクロネシア３国の海上保安能力強化支援プロジェクト」
The project for improvement of the coast guard capability
of the three Micronesian countries

ミクロネシア３国の基礎情報（政治、経済） 20130208
日本海難防止協会（ＪＡＭＳ）

パラオ共和国
Republic of Palau (ROP)

ミクロネシア連邦
Federated States of Micronesia (FSM)

マーシャル諸島共和国
Republic of the Marshall Islands (RMI)

1994年10月1日 1986年11月3日 1986年10月21日

マルキョク　（2006年、コロールから移転） パリキール　（1989年11月、コロニアから遷都） マジュロ

政体 大統領制 連邦共和制、大統領制 大統領制

大統領
トミー・レメンゲサウ

Tommy E Remengesau, Jr.
（2013年1月就任、任期4年）

エマニュエル・マニー・モリ
Emanuel Manny Mori　（チューク州出身）

（2011年5月再選、任期4年）

クリストファー・ロヤック
Christopher J. Loeak

（2012年1月就任）

担当大臣
法務大臣（副大統領が兼務）

アントニオ・ベルズ
Antonio Bells

運輸通信インフラ大臣
フランシス．I．イティマイ

　Francis I.Itimai　（ヤップ州出身）

法務大臣
トーマス・ハイネ
Thomas　Heine

大使
ミノル・フランシスコ・ゼイヴィエル・ウエキ

（特命全権大使）
His Excellency Mr. Minoru Francisco Xavier UEKI

ジョン・フリッツ
（特命全権大使）

 His Excellency Mr. John FRITZ

トム・ディー・キチナー
（特命全権大使）

 His Excellency Mr. Tom D. KIJINER

住所

パラオ共和国大使館
Embassy of the Republic of Palau in Japan

〒160-0001　東京都新宿区片町1番1-201号
 電話：03-3354-5500

ミクロネシア連邦大使館
Embassy of the Federated States of Micronesia in Japan

 〒107-0052　東京都港区赤坂1-14-2
霊南坂ビルディング2階
 電話：03-3585-5456

マーシャル諸島共和国大使館
Embassy of the Republic of the Marshall Islands in Japan

 〒160-0012　東京都新宿区南元町9-9
明治パークハイツ101号
 電話：03-5379-1701

大使 貞岡　義幸　（特命全権大使） 鈴木　栄一　（特命全権大使）
鈴木　栄一　（特命全権大使）
※駐ミクロネシア大使、兼任

住所

Palau Pacific Resort, Ngarakebesang,
Koror Republic of Palau

(パラオパシフィックリゾートホテル敷地内)
Tel: +680-488-6455  Fax:+680-488-6458

P.O.Box 1837 Kolonia Pohnpei FSM96941
Federated States of Micronesia

Tel :+691-320-5465　Fax: +691-320-2933

A-1 & 2 Lojkar Appartment, Rairok, Long Island, Majuro
(郵便物宛先：Embassy of Japan,P.O.Box 300, Majuro,

Republic of the Marshall Islands, MH96960)
Tel:+692-247-7463　Fax:+692-247-7493

通貨 米ドル（ＵＳ＄） 米ドル（ＵＳ＄） 米ドル（ＵＳ＄）

ＧＤＰ/人
6,157米ドル

（2001年、パラオ政府統計局）
1,828米ドル

（2007年、ミクロネシア連邦統計局推定）
3,060米ドル

（2009年、世界銀行）

出国税 50米ドル　（出国税$20+環境税$30） 10米ドル 20米ドル
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日
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使
館

※中国との国交があるのは、太平洋１３国中の７国（ミクロネシア連邦、ＰＮＧ、バヌアツ、フィジー、サモア、トンガ、クック）
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