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はじめに 

 

 本調査報告書は、公益財団法人海外漁業協力財団が平成 30 年度地域水産物新規流通

発掘調査事業として実施した調査について報告するものです。 

 

 近年、我が国との入漁関係を有する太平洋島嶼国の協力ニーズは、外貨獲得・雇用創

出に直接つながる協力へと変化してきています。本調査は、これらの島嶼国内で生産さ

れる水産物の国内流通の現状、我が国を含む海外市場での需要などについて調査を行い、

未利用、低利用の水産物を発掘し、新たな流通の可能性を探ることを目的として実施さ

れたものであり、我々としては、この調査を通じて島嶼国のニーズに的確に応えていき

たいと考えております。 

 

 平成 30 年度は、パラオ共和国及びパプアニューギニア独立国を対象国として調査を

行いました。詳細は報告書をご覧いただきたいと思いますが、支援委員会の委員及び専

門家の皆様からいただいた助言や貴重な情報、調査対象国政府からいただいた現地調査

に対する温かいご支援とご協力により、所期の目的を何とか達成することができたもの

と考えております。 

  

 関係各位に深く感謝申し上げますとともに、本報告が、太平洋島嶼国の水産業の発展

と我が国との協力関係の強化の一助となることを期待するものです。 

 

 

公益財団法人 海外漁業協力財団 

理事長 竹中 美晴 
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第１章 事業内容 

１．事業目的 

太平洋島嶼国は、その排他的経済水域が我が国カツオ・マグロ漁船にとって重要

な漁場であるばかりでなく、国際場裡において水産物の持続的利用の観点から協調

を図ってきた重要なパートナーである。従前の事業により、漁業協力に係る方針策

定に資する調査の実施や専門家の派遣・研修実施等を通じて、我が国との連携体制

を構築し、我が国漁船の海外漁場における操業の確保や国際会議の場における協調

等の成果が現れてきたところである。 

しかしながら、太平洋島嶼国における我が国漁船の入漁を巡っては、近年入漁料

が急騰していることに加え、太平洋島嶼国のニーズが従来のものから大きく変化し

てきていることから、我が国の安定した入漁を確保するためには、太平洋島嶼国が

渇望している外貨獲得・雇用創出につながる漁業協力が必要となっている。 

太平洋島諸国で漁獲される水産物の中には、シャコガイやナマコのように、海外

市場において高く評価され小ロットでも採算のとれる可能性のあるものや、離島で

加工して本島に運搬・販売することにより価格の上昇が期待されるものなどの存在

が考えられる。 

本事業では、太平洋島諸国が渇望している外貨獲得・雇用創出に貢献する漁業協

力として、2 か国程度を対象としこのような新たな水産物発掘のための現地調査を

行う。 

 

２．地域水産物新規流通発掘調査事業支援委員会 

  本調査事業を効果的に実施するために地域水産物新規流通発掘調査事業支援委

員会を設置した。委員は、水産物流通、加工・利用及び海外水産事情の専門家、学

識経験者等の中から選出し、現地調査や市場調査を含む本事業の実施方針、調査実

施の対象国・対象魚種などを審議していただくとともに、事業結果の評価及び取り

纏めについてもお骨折りいただいた。 

（１）委員（委員長以外は五十音順。以下同様。） 

馬場 治  東京海洋大学 海洋政策文化学部門 教授（委員長） 

大迫 一史 東京海洋大学 食品生産科学部門 教授 

廣田 将仁 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 開発調査センター 

資源管理開発調査グループリーダー 

藤原 昌髙 ぼうずコンニャク株式会社 代表取締役 
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細川 良範 有限会社フード・サポート 代表取締役 

横山 徹  横山経営コンサルタント事務所 代表 

（２）委員会 

ア 第 1 回支援委員会 

開催場所：(公財)海外漁業協力財団（以下「財団」という。） 

開催日：平成 30 年 5 月 9日（水） 15:00～17:00 

出席者： 

（委員） 

馬場 治（委員長） 

大迫 一史 

廣田 将仁 

藤原 昌髙 

細川 良範 

横山 徹 

（水産庁）  

花房 克磨  農林水産省 国際顧問 

宮澤 軌一郎 国際課 課長補佐（協力第二班班長） 

杦町 貴美子 国際課 協力調整係長 

（財団） 

竹中 美晴 理事長 

粂 知文 専務理事 

高橋 清隆 常務理事 

内田 和久 事業部長 

首藤 剛 総務部長 

時村 宗春 技術顧問 

堀之内 康宏 事業部開発協力課長 

     （事務局） 

嶋本 州和 事業部調査役 

和久 将之 事業部開発協力課課長代理 

手代木 宏 事業部調査員 

議題: 

 (ｱ) 事業概要/委員会設置要綱の説明 
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(ｲ) 委員長の選任 

(ｳ) 予備調査の結果概要報告 

(ｴ) 初年度対象国、現地調査時期、出張者の検討 

(ｵ) 次回委員会の開催時期の決定 

     主な決定事項： 

     (ｱ) 委員会の委員長に馬場東京海洋大学教授が選出された。 

      (ｲ) 太平洋島嶼国７か国の特徴や水産物・水産加工品について、現地に派遣

されている水産資源の持続的利用アドバイザーからの以下の情報が紹介

された。 

a キリバス共和国 

広大な EEZ。キリンサイ、塩、トビウオの燻製などが存在。 

b マーシャル諸島共和国 

飛行機便の連絡が不安定。ツバメコノシロの養殖、黒真珠、キハダ・

カジキの燻製、パンダナス（貝細工）などが存在。 

c ミクロネシア連邦 

各州の独立性が高い。山・緑が存在し、他の島嶼国と異なる地勢を有

する。 

d ナウル共和国 

孤島であり水産をビジネスに繋げるには難しい。 

e パラオ共和国（以下「パラオ」という。） 

日本から地理的に近い。2020 年から自国 EEZ の 80%を保護区にする法

案が成立し漁場の確保が喫緊の課題。シャコガイが候補。種苗生産施設

が水産無償により修復された。 

f パプアニューギニア独立国（以下「PNG」という。） 

他の島嶼国に比べて大きな国力を有し、様々な可能性がある。既にエ

ビは輸出品。治安が悪い。 

g ソロモン諸島 

過去に日本法人が設立した缶詰工場は現地資本により継続中。種苗放

流によるオニイボナマコの資源回復に資するための試験等を財団のプ

ロジェクトとして実施中。 

h ツバル 

候補水産物の情報を収集するための漁獲情報の収集から必要で、時間
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を要する。 

(ｳ) 以上の情報等を基に検討した結果、初年度調査対象国を、パラオならび

に PNG とした。 

イ 第 2 回支援委員会 

   開催場所：財団 

開催日時：平成 30 年 8 月 30 日（木） 14:00～17:20 

出席者： 

（委員） 

馬場 治（委員長） 

大迫 一史 

廣田 将仁 

細川 良範 

横山 徹 

（水産庁）  

田原 康一 国際課海外漁業協力室長 

宮澤 軌一郎 国際課課長補佐（協力第二班班長） 

杦町 貴美子 国際課協力調整係長 

（財団） 

遠藤 久 専務理事 

高橋 清隆 常務理事 

内田 和久 事業部長 

首藤 剛 総務部長 

時村 宗春 技術顧問 

堀之内 康宏 事業部開発協力課長 

     （事務局） 

嶋本 州和 事業部調査役 

和久 将之 事業部開発協力課課長代理、 

手代木 宏 事業部調査員 

議題： 

(ｱ) 第１回対象国調査結果報告 

a パラオ 

b PNG 
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(ｲ) 今後の対応の検討 

a パラオ 

     b PNG 

(ｳ) 第３回委員会の開催時期の検討 

(ｴ) その他 

    主な決定事項： 

     (ｱ) 結果報告と今後の対応 

      a パラオ及び PNG における第 1回現地調査結果を検討し、今後の対応を以

下のとおり決定した。 

パラオについてはシャコガイ及びマングローブクラムを対象水産物と

して承認するとともに、国内外の情報を収集していくこととした。また、

Northern Reef Fisheries Cooperative（以下「北部漁業協同組合」と

いう。）の活動についてもさらに調査を行うこととした。 

      b PNG については、候補水産物の絞り込みに必要な地方の調査や、ウニ、

マガキガイ、鮮魚の情報を効率よく収集していくこととした。 

     (ｲ) その他 

短期専門家（加工技術）及び長期専門家の雇用が承認された。 

ウ 第 3 回支援委員会 

開催場所：財団 

開催日時：平成 30 年 12 月 21 日（金） 14:00～17:40 

出席者： 

（委員） 

馬場 治（委員長） 

大迫 一史 

藤原 昌髙 

細川 良範 

（水産庁） 

花房 克磨 農林水産省顧問 

坂本 孝明 国際課海外漁業協力室長 

宮澤 軌一郎 国際課課長補佐（協力第二班班長） 

（財団） 

竹中 美晴 理事長 
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遠藤 久 専務理事 

高橋 清隆 常務理事 

内田 和久 事業部長 

首藤 剛 総務部長 

時村 宗春 技術顧問 

堀之内 康宏 事業部開発協力課長 

（事務局） 

嶋本 州和 事業部調査役 

和久 将之 事業部開発協力課課長代理 

野村 明 水産専門家 

渡辺 樹里 水産専門家 

手代木 宏 事業部調査員 

議題: 

(ｱ) パラオを対象とする調査の報告 

・シャコガイの利用方法についての情報収集 

・マングローブクラムの成分分析の予定 

・台湾シーフードショー（高雄） 

(ｲ) PNG を対象とする調査の報告 

・第２回現地調査 

・マガキガイについての情報収集 

・シラヒゲウニについての市場調査 

・その他の産物についての市場調査 

(ｳ) 対象生物の資源・生態情報収集の方針についての報告 

(ｴ) 短期及び長期専門家の雇用についての報告 

(ｵ) PNG の対象産物の絞り込み 

(ｶ) 今後の対応の検討 

         ・パラオ 

       ・PNG 

        (ｷ) 第４回委員会の開催時期の検討 

      (ｸ) その他 

    主な決定事項： 

PNG の対象産物をマガキガイ、シラヒゲウニ、メアジ等の低価格魚とする
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ことが承認された。        

 

３．調査対象国と調査対象水産物 

  調査対象の国及び水産物は、上記２．の地域水産物新規流通発掘調査支援委員会

の審議を経て、以下のように決定した。 

（１）パラオ 

シャコガイ及びマングローブクラム 

（２）PNG 

マガキガイ、シラヒゲウニ及びメアジ等の低価格魚 

 
図 1 調査対象国及び調査対象生物 
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第２章 パラオ 

１．一般情報（国土面積、経済水域面積等）（外務省ウェブサイトより引用） 

〇面積：488 平方キロメートル（屋久島とほぼ同じ） 

〇海洋面積（領海及び排他的経済水域）：629,000 平方キロメートル 

〇人口：21,729 人（2017 年、世界銀行） 

〇首都：マルキョク（2006 年 10 月、コロールより遷都） 

〇主要産業：観光業 

〇GNI：2.8 億米ドル（2017 年、世界銀行） 

〇一人当り GNI：12,530 米ドル（2017 年、世界銀行） 

〇経済成長率：3.7％（2017 年、世界銀行） 

〇物価上昇率：4.7％（2015 年、世界銀行） 

〇総貿易額： 

・輸出 18.0 百万米ドル 

・輸入 156.0 百万米ドル 

（2015 年，アジア開発銀行） 

〇主要貿易品目： 

・輸出 魚介類 

・輸入 機械・機器、燃料、メタル、食料品 

〇主要貿易相手国： 

・輸出 ギリシャ、日本、グアム 

・輸入 日本、グアム、中国 
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図 2 パラオ地図 

（http://soranokakera.lekumo.biz/tesr/2015/03/post-947e.htmlより引用して加筆） 

 

２．水産情報 

 （１）水産分野における目標 

    パラオ国家開発計画（1996 年作成、1997 年承認）で設定された水産分野にお

ける目標は以下のとおりである。 



10 
 

ア 地元漁業者の雇用と収入機会の創出 

イ 長期的に持続可能な総合的水産資源管理の実現 

ウ カツオ・マグロ資源を利用した漁業へのパラオ漁業者の参加促進 

エ 増養殖及び未利用水産資源の開発とその輸出促進 

オ 水産物の漁獲､取扱い､保管及び流通の効率向上 

カ 既存水産関連施設の利用改善と戦略的拠点における施設整備 

キ 輸出向け水産物の監視体制の確立と輸出産業の純利益の増加 

ク 水産物の国内需要への充足 

（２）水産分野の主な取り組み 

   ア 零細漁業に対する取り組み 

カヤンゲル州とアルコロン州の零細な漁業を持続的に発展させる取り組み

が行われており、漁業者の所得向上を目的として北部漁業協同組合が 2016 年

に設立され、活動が継続されている（図 2 参照）。 

具体的には、両州の沿岸域で漁獲された魚を、毎月 750 ポンド（340 ㎏）、パ

ラオ国内の全ての公的な学校に給食用食材として提供し、250 ポンド(113kg)

を市内のマーケットやローカルコミュニティへ供給している。また、民間業者

に対する種苗提供や養殖場整備を通じ、シャコガイ及びアイゴ類の養殖の普及

を推進している。 

   イ 養殖に対する取り組み 

2010 年に制定された漁業管理保存法に基づき養殖(ハタ、アイゴ、シャコガ

イ)にも注力している。特にシャコガイ養殖には長い歴史があり、2014 年より

財団が専門家を派遣してシャコガイ種苗生産の技術指導を行う他、2018 年には

日本の水産無償で Palau Mariculture Demonstration Center（以下「PMDC」と

いう。）を改修した。また、現海洋資源局長は、アイゴ、フエダイ養殖にも高

い関心を寄せている。 

さらに、主要な NGO の一つである The Nature Conservancy (以下「TNC」と

いう。)が、アイゴやシャコガイなどの養殖の普及活動等に対する大きなドナ

ーになっている模様。 

   ウ 流通に対する取り組み 

陸路での輸送は、バベルダオブ島最北端のアルコロン州から 65km 離れた最

南端のコロール州マラカル島まで可能である。離島からの運搬は、パラオ最北

端のカヤンゲル島、あるいは南方のペリリュー島からもボートでの運搬は可能
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である。国内には公的な市場が存在しないため冷凍冷蔵設備の整備状況が遅れ

ているが、財団がアルモノグイ州やペリリュー島等にある天然資源環境観光省

海洋資源局（以下「BMR」という。）の製氷施設を対象に、修理修復及び技術指

導の支援を実施している。 

エ 加工に対する取り組み 

水産加工品にはナマコ、シャコガイ、養殖ミルクフィッシュ、その他の鮮魚

を用いたものがあり、ミルクフィッシュは養殖業者、その他は零細漁民によっ

て加工されている。他方、政策として優先されるのは、基本的に地域振興であ

り、外貨獲得は輸出よりも観光誘致によって推進するものとしている。 

なお、Umiich Sengebau 天然資源環境観光大臣は、カツオ一本釣りに関する

技術供与の下で缶詰製造を振興することに期待を寄せている。 

   オ 資源管理に対する取り組み 

パラオの資源管理は国による法的規制及び州政府による海洋保護区（以下

「MPA」という。）設定を通じて行われている。パラオの 16 州政府のうちマル

キョク州、アルモノグイ州およびソンソロール州を除く 13 州が各州の MPA を

設けている。各州から提案された MPA の調整および予算配分を天然資源環境観

光省傘下の Protected Areas Network（以下「PAN」という。）が担当している。

なお、予算は環境保護税から捻出されている。 

BMRが海洋資源全般の行政的な業務､PANが海域及び陸域の保護区に関するコ

ーディネート業務､準政府機関であるパラオ国際サンゴ礁センターが保護区内

の海洋生物の現存量に関する調査研究を担当する。 

また、政府の活動に影響を与える主な NGO としては Palau Conservation 

Society（PCS）及び TNC が存在し、MPA の設置･運営に関して各州政府及び各集

落への支援を行っている。特に、TNC は BMR との関係が深い。 

なお、パラオにおける適切な資源管理の阻害要因としては以下が考えられる。 

(ｱ) 観光振興(開発と観光客向けの食料供給のためのリーフ魚の過剰漁獲)に

よる環境悪化及び漁業生産低下 

(ｲ) 温暖化による影響（サンゴの白化の他、同様に共生褐虫藻から栄養を吸収

するシャコガイにも影響があるといわれる。） 

(ｳ) その他の人間活動によるサンゴ礁の減少 

(ｴ) 広大な排他的経済水域（以下「EEZ」という。）の管理・監視能力の不足 

(ｵ) 資源管理施策の判断・策定に必要な科学的情報と研究者の不足 
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３．第１回現地調査の概要 

（１）調査の目的：パラオ側への調査の趣旨の説明及び基礎情報の収集 

（２）調査団構成： 

（委員） 

廣田 将仁  

横山 徹   

（財団） 

嶋本 州和 事業部 調査役 

與世田 兼三 水産資源の持続的利用アドバイザー（現地合流） 

（３）調査期間：平成 30 年 7 月 4日(水)～10 日(火) 

（４）調査場所： 

 

図 3 調査地点等 

（外務省ホームページに掲載された地図を一部編集） 

（５）調査結果概要： 

ア 天然資源環境観光省関係者等との協議 

Leon E. Remengesau BMR 局長以下 BMR の職員 4名及び TNC の漁業開発プロ

ジェクトコーディネーター1 名の計 5 名に対し、本調査の趣旨を説明したと

ころ、先方より以下のような発言があった。 
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(ｱ) ナマコ   

日本産干しナマコよりも高品質のものを当地で製造することは困難であ

り、BMR は輸出向けではなく国内での消費拡大を視野に入れている。パラ

オでは 5 種類のナマコが知られている。 

(ｲ) シャコガイ 

種苗生産施設稼働後を見据えた、シャコガイ成貝の流通・販売について 

の助言が欲しい。 

(ｳ) カツオ・マグロ類 

2020年以後の輸出禁止措置により、供給が国内需要を上回ると予想され       

る。加工品は輸出が可能であり、加工品、特に鰹節に興味がある。将来は

輸出向けの加工や付加価値向上も考えるべき。多くの船がパラオで水揚げ

するようになることを希望している。 

(ｴ) FADs(Fish Aggregating Devices) 

2020 年以後でも 12 海里以内に設置された集魚装置（FADs）を利用して漁

獲した魚は輸出可能。FADs 設置プロジェクトや利用者のネットワーク化が

進行し、カツオ・マグロ類を対象とした小型船が FADs を利用している。 

しかしながら、漁獲量や生物データが全く収集されていないため、同分

野での支援が欲しい。 

（廣田委員より、カツオ漁業や定置網漁業で使われている Information and 

Communication Technology （以下「ICT」という。）を活用した資源管理

の事例を紹介。） 

(ｵ) その他 

パラオは11月下旬に台湾で開催される国際水産シーフードショーに出展 

予定。  

イ サンプル試食会 

アルモノグイ州の漁港及びアルコロン州の簡易販売所でサンプルを調達

し、日本食レストランの支援を得て試食を行った。参加者は、調査団の外に

BMR 局長、日本大使館書記官等であり、ホシカイワリの刺身・天ぷら、アイ

ゴのマース煮、マングローブクラム（二枚貝）の酒蒸し、ナマコ酢、タカセ

ガイ等巻貝と思われる貝類のココナッツミルク煮、リーフ魚の煮付け等が供

された。 

特にマングローブクラムの評判が良く、味のみならず、貝殻の色・形と身
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エ 北部漁業協同組合訪問 

北部漁業協同組合の B.W.Adachi Executive Director（事務局長）に本調

査の目的を説明したところ、以下の発言があった。 

(ｱ) 組合員はカヤンゲル州及びアルコロン州の漁民 80 名で、そのうち 35 名

が漁労に携わって持続的な漁業を目指している。 

(ｲ) 女性は 11 名で、そのうち 3 名がシャコガイ養殖を行っている。 

(ｳ) 次期 5 ヶ年のプロジェクトを計画中で、その中に缶詰製造も含まれる。 

(ｴ) これまではリーフ内での操業が主体であったが、今後はリーフ外での操

業や漁獲物のモニタリングが求められるため、そのためのトレーニングも

必要となる。 

(ｵ) かつて財団の研修（注：持続的利用コース、2018 年）を受けた際、気仙

沼でカツオ選別機や漁協を見学してマーケティングの重要性を理解した。 

(ｶ) 現存の缶詰工場には缶詰が 80 個入る高圧滅菌機があり、鮮魚とココナ

ッツオイルを用いて缶詰加工している。ただ、衛生基準をまだクリアでき

ていないことが問題である。 

(ｷ) ウミブドウ（クビレヅタ）養殖を実施したが中断中。 

（廣田委員より、コロールのレストランが魚を入手したがっていること及         

びスマートフォンを利用して生産者とバイヤーをつなぐ「バーチャル市場  

システム」を紹介したところ、Adachi 事務局長から強い関心と、実行に向 

けた前向きの発言があった。 

(ｸ) また、横山委員から、国際ビジネスに乗せるには、加工場は閉鎖環境で

あることが不可欠だとの感想が述べられた。なお、試食会にシャコガイ（シ

ャゴウ）を入手した。)  

      

組合職員がシャコガイを解体している様子          本組合で製造した缶詰 
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の形がユニークで、「利用促進・付加価値向上のためには消費者を引き付け

るネーミングが重要」、「持続的発展のためには種苗生産（放流）を先行させ、

漁場管理もセットで対応することが望ましい」といった意見が参加者から出

された。   
ウ 日本人オーナーシェフからの聞き取り 

日本料理店の日本人オーナーシェフにパラオにおける魚介類の入手状況

等について聞き取りを行ったところ、以下の説明があった。 

(ｱ) 数年前までは鮮魚販売業者が存在していたが、現在は漁業者との関係が

こじれたようであり、安定的に鮮魚を仕入れる手段がない。 

(ｲ) 鮮度管理が十分でないため、市内の私設魚市場から魚介類を購入するこ

とはない。 

(ｳ) 現在定期的に仕入れることができる生鮮魚介類は、契約している漁業者

から直接購入可能なマングローブクラブとマングローブクラムのみ。 

(ｴ) 多様な魚介類を安定的に提供したいが、漁業者に依頼しても出漁が不定

期な上に鮮度管理が悪いため、スーパーマーケットの一角でクーラーボッ

クスに入れて時折販売されている当日獲れたての鮮魚から鮮度の良いも

のをスポット的に購入することが多い。このような状況なので、比較的冷

凍保存し易いマグロ（台湾船のリジェクト品（規格外が規格外として輸出

用商品としなかった漁獲物）から厳選）を一本買いし、鮮魚が入らない時

に対応できるようにしている。 

    

シェフへの聞き取り調査       マングローブクラムの刺身 
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オ 私設魚市場（鮮魚販売店）でのサンプル調達及びその試食 

私設魚市場を訪れたところ、タイミングよく鮮魚が入荷されていたので、

トガリエビス、ハタ類、オジサンを調達し、試食した。トガリエビスは南方

魚としては珍しく脂がのっており特に美味で、その他の魚種も煮つけや唐揚

げなどの料理によく合い、高鮮度であれば日本人にも十分に好まれる魚種で

あると思われた。 

  

４．第２回現地調査の概要： 

（１）調査の目的：本年度の提案の取り纏めに必要な情報及びサンプル収集 

 （２）調査団構成： 

（委員） 

廣田 将仁    

藤原 昌高    

横山 徹     

（財団） 

嶋本 州和   事業部 調査役 

渡辺 樹里   水産専門家 

與世田 兼三 水産資源の持続的利用アドバイザー（現地合流）   

  （３）調査期間：平成 31 年 1 月 5日（土）～12 日（土） 
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（４）調査場所： 

 
図 4 調査地点等 

 
 （５）調査結果概要： 

ア シャコガイ加工品用サンプルの調達 

パラオでは海洋生物及びその加工品の輸出にはすべてBMRの許可証が必要だ

が、シャコガイは、ワシントン条約附属書Ⅱに分類されることから、規制外の

養殖物である旨、BMR より本条約に基づいて求められる輸出許可証の発給を受

けた。また、持ち出し量については我が国経済産業省の定める特例適用範囲（1

人 3個体、総重量 3 ㎏まで）に留意し、通訳者を入れた出張者 6 人分としてヒ

レナシジャコ 12 個体及びシャゴウ 6 個体、計 18 個体を民間の生産者及び PMDC

から入手した。 

イ シャコガイに関する情報収集 

財団から派遣されシャコガイ種苗生産の技術指導を行っている専門家から、

種苗生産施設と生産技術の現状に関する情報を入手し、海面養殖場の一つを調

査した。現在 PMDC が普及を進めている養殖ペン（海中養殖生簀）は 60 ㎡（最

大種苗収容数 2,000 個体）のものであるが、今回はそれより大きな約 160 ㎡の

養殖ペンが 1 基ある養殖場を調査した。この規模の養殖ペンでは約 20 ㎝のシ

ャコガイを最大 5,000 個体収容可能で、生産量は需要に左右されるものの、順
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プレゼンを行い、それぞれの効果と重要性について認識を共有した。 

大臣から台湾でのシーフードショー出展の意義について質問があり、横山委

員から、パラオ産シャコガイの認知度を高める上で効果的な第一歩であったこ

とを説明した。また BMR 局長によれば、マングローブクラムの種苗生産は、BMR

として日本の支援を受けたい最重要課題であるとのこと。 

オ 北部漁業協同組合との協議 

北部漁業協同組合Adachi事務局長の呼びかけにより漁業者10名前後及び州

のレンジャー隊員が参集し、廣田委員からICTを活用した消費者サイド（需要）

との漁獲量（供給）情報共有のための情報システムについて説明を行い、漁業

者から高い関心が寄せられた。 

参加者より、人口が少なく専業の漁業者がいない当国でこのようなシステム

を有効に活用することが可能なのか、また、漁業者が抱えている問題をこのシ

ステムによって解決できるのか等の質問が出され、廣田委員より、ICT を継続

使用することで集積されたデータを基にバイヤー（各レストラン等）が求めて

いる魚種の傾向が解ること、また、ICT を介して北部漁業協同組合とバイヤー

とのコミュニケーションが円滑になり、コロール州へも販路を拡大できる可能

性があること等を説明した。 

カ その他 

ウミブドウの漁場調査及び過去に同種の輸出を試みたことのある実業家か

らの聞き取りを行い、流通の課題(温度管理)に関する情報を得た。 

マングローブクラムについても生息環境・操業状況を調査し、マングローブ

林内の泥深くに生息する同種の資源管理・漁業管理への課題（資源量把握が極

めて困難）に関する情報を得た。 

  

海中のウミブドウ      マングローブクラムの漁場と漁業者 

 

 

18 
 

調に出荷した場合には年間 800～1,000 個体の生産が見込まれる。養殖方法は

海底にシャコガイを並べるだけのシンプルなもので、成長に伴って飼育は容易

となるが、それでも、荒天後に破損した養殖ペンを修復して捕食生物の侵入を

防いだり、転倒した貝を元に戻したりといった管理が必要となる。なお、この

養殖場のある海域では何らかの要因で水深が変化し、干潮時に養殖ペンの一部

でシャコガイが干出するようになったため、養殖ペンの半分にのみシャコガイ

が収容されている状況であった。このような環境要因の他、盗難等もシャコガ

イの安定生産を阻害する要因となるとのこと。 

 

  

シャコガイ養殖場            ペンの中で養成中のシャコガイ 

 

ウ マングローブクラム成分分析用のサンプルの調達 

マングローブクラムについては、本格的な流通促進策を検討する前に、資源

状態の把握や資源管理について、しっかりした体制整備を図る必要がある。そ

のため、当面マングローブクラムの栄養的側面からの成分分析を行うことが適

当との考えから、今回の調査では、成分分析用のサンプルを調達することとし

た。泥抜きしたサンプルの入手が必要であることから、泥抜き処理済の貝を保

有している日本料理レストランから 80 個体購入し、サンプルとした。    

なお、レストランの貝の仕入れ価格は 1 個体 40 セントで、小さい個体は 20

セントであった。 

エ 政府関係者との協議 

Umiich Sengebau 天然資源環境大臣及び BMR 局長等に、第 1 回調査結果及び

沖縄・台湾での市場調査結果（後述）を報告し、今回の調査目的を説明した。   

また、廣田委員より、漁獲情報共有のための漁業者・消費者間の ICT の活用

事例及びマングローブクラムの資源管理を実行するための基礎知識について




