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５．対象水産物の海外市場化可能性調査概要 

（１）沖縄市場調査※1 

〇調査期間：平成 30 年 10 月 1 日（月）～3日（水） 

〇調査団構成： 

（委員） 

馬場 治    

廣田 将仁   

細川 良範   

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 

ア 沖縄県漁連関係者からの聞き取り（泊市場関係者及び水産株式会社役員（泊

魚市場・糸満漁協指定仲買人）） 

(ｱ) 太平洋島嶼国産水産物の沖縄への搬入については、沖縄市場において原料

が不足がちであることに鑑みて、市場に悪影響を及ぼすことはなく、むしろ

中長期的に見て沖縄における水産物供給の安定化に資するものとして関心

あり。 

(ｲ) 沖縄での流通を具体的に検討するためには、輸出コストを加味した出荷想

定価格を提示する必要。 

(ｳ) 新規産物の輸出を検討する場合、対象物のみの輸出コストを考えるのでな

く、確実に収益を上げられる産物と抱き合わせてリスクを分散させること 

が不可欠（例：新規産物のシャコガイとマングローブクラブの抱き合わせ）。

また、シガテラ毒のリスクがないか、調査結果もあったほうが安心。 

(ｴ) マガキガイ（PNG の調査対象水産物）は冷凍でも流通可能。高知向けに出荷

しており、いくらでも引き受けられる。特に禁漁期に値段が付く。 

イ 八重山漁協関係者からの聞き取り（役員、組合員他計 8名） 

(ｱ) 同漁協は経営難が続いているが、モズク、マグロ類、ソデイカを主体に再

建努力中。水産加工施設で塩蔵モズクを生産しているが、手狭となっており、

新規加工場を建設中。 

(ｲ) 島内で流通する鮮魚のうち 8 割がマグロ類だが、島内では消費しきれない

ため半分は島外に流れる。シャコガイは高価なので地元民は購入しないが、

観光客向けの需要はある。 

                                                       
1 本調査ではPNGの産物に関する情報も得たが、主にパラオの産物の調査を行ったため、

本章（パラオ）にのみ記載した。 
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(ｳ) 島内でのさらなる消費拡大や本島・本土・海外への市場拡大のため、漁業

者自らが資源管理・鮮度保持に取り組んでいる（特にハマダイ（地元名アカ

マチ））。 

(ｴ) 他方、漁業者はまだ資源管理効果を実感できておらず、操業形態は採捕か

ら養殖（モズクやウミブドウ）にシフトしてきている。 

(ｵ) ウミガメによる被害（アマモ食害、漁具被害）が深刻。7年前から顕著に増

え始め、ここ 3～4年で激増した。駆除を要請しているが、保護してきた経緯

と環境保護団体の圧力があり、話が進まない。 

ウ 沖縄県水産海洋技術センター石垣支所視察（支所長） 

(ｱ) 陸上タンクでのシャコガイ種苗の藻類除去に、シラヒゲウニが効果的。 

(ｲ) 施設内では、水温が安定している地下海水を有効利用している。  

(ｳ) 海洋保護区の効果についての実証実験中であり、保護水面内における環境

DNA（遊離粘膜）と目視を併用したシャコガイ資源量調査を実施する他、ナ

ミハタ（大群で産卵行動をとる）の産卵保護区を設定している。 

エ 石垣市農林水産部種苗供給施設及びウミブドウ陸上養殖水槽視察（沖縄県八

重山農林水産振興センター主任他） 

(ｱ) モズクは種苗生産と海面養殖が必須であるが、ウミブドウは陸上タンクに 

入れてネットに挟んでおくだけで成長し、単価も高い。また、6 ㎥のタンク 

で年間 30 ㎏×10 回収穫できる。 

(ｲ) 製品や種苗にならない規格外品を餌に、シラヒゲウニを試験的に養殖中。 

  

泊魚市場          八重山漁業協同組合での聞き取り調査 

 

（２）台湾国際シーフードショー 

〇開催期間：平成 30 年 11 月 21 日（水）～23 日（金） 

〇調査団構成： 

（委員） 

廣田 将仁  



23 
 

 

台湾シーフードショーのパラオブース 

 

（３）シーフードショー大阪 

〇開催期間：平成 31 年 2 月 20 日（水）～21 日（木） 

〇調査団構成： 

（財団） 

遠藤 久   専務理事 

堀之内 康宏 事業部 開発協力課長 

山田 朋秀  事業部 調査役 

野村 明   水産専門家 

渡辺 樹里  水産専門家 

ア シャコガイ加工品の試食提供 

(ｱ) 3 種類のシャコガイ加工品(レトルトパウチの水煮、醤油煮及びクラムチャ

ウダー)を試食用に提供しつつ、日本人にとって馴染みの少ないシャコガイ

を紹介した。貝独特の磯臭さが強いヒレナシジャコはクラムチャウダーに、

比較的臭いが弱いシャゴウは水煮及び醤油味の煮物（以下、「醤油味」とい

う。）に加工したが、試食者からは総合的に「美味しい」との反応を得た。

試食として提供した量は、2 日間で、水煮及び醤油味が各 200 食、クラムチ

ャウダーが約 250 食であった。 

また、シャコガイは身そのものに塩分が相当程度含まれるので、提供直前

に牛乳を足してクラムチャウダーの塩味を調整する等の工夫をした上で提

供した。 

(ｲ) 試食と合わせてアンケートを取り国内市場のニーズ調査を行った。アンケ

ート項目は、回答者の職種、各加工品の味の評価、日本国内における潜在需

要の有無、希望する仕入れ価格、関心のある取り扱い形態及び自由回答欄と
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横山 徹   

（財団） 

嶋本 州和   事業部 調査役 

ア 実施体制 

台湾国際シーフードショーにはパラオ本国から参加したBMR局長らの他、TNC

のスタッフ、台湾のボランティア（台湾がパラオに建設したアイゴの種苗生産

施設の元専門家）及び在台湾のパラオ大使館の大使秘書が対応した。なお、太

平洋島嶼国用のパビリオンには、パラオの他、ツバル、キリバス共和国、ソロ

モン諸島の出展があったが、水産物を持ち込んだのはパラオ及びキリバス共和

国（冷凍リーフ魚・イセエビを冷蔵ショーケースで展示）のみで、試食品を提

供したのはパラオのみであった。 

イ 展示内容 

活シャコガイの入った水槽の展示、シャコガイで作ったフライ及びクラムチ

ャウダーの試食、冷凍マグロ（メバチ及びキハダ）の刺身の試食の他、旅行者

向けポスター展示やパンフレット配布も行われた。 

パラオから、活シャコガイ数個、冷凍シャコガイむき身約 20 ㎏、30～40 ㎏

サイズのマグロの半身の冷凍品 3尾分（キハダ×1、メバチ×2）、1尾 1㎏程度

の冷凍リーフ魚 20 尾程度が搬入された。活シャコガイは台湾で調達した熱帯

魚とともに 3 日間水槽で展示し、冷凍シャコガイのむき身は、初日にフライ、

3 日目はクラムチャウダーに調理して試食に供した。その結果、保存状態が最

良でなかったと思われる冷凍原料でも一定の評価が得られた。マグロの半身は

解凍に時間がかかったこともあり、2日目及び 3日目に刺身として試食に供し、

リーフ魚は、調理スペースと調理担当者が不足していたため試食には供せず、

展示のみに使用した。 

ウ 結果 

展示水槽でシャコガイの実物を見せながら試食させるという取り組みは、珍

しさもあり、パラオブースには多くの人が集まり、試食は好評であった。この

ことから、マーケティングの最初のプロセスである「認知度を高める」という

観点からは、一定の成果を上げたものと考えられる。 

活シャコガイに加え 20 ㎏もの冷凍シャコガイを本シーフードショーに提供

したことは、パラオがシャコガイの輸出に相当期待を寄せていることを示すも

のと考えられた。 
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し、2 日間で約 140 名から回答を得た。また、来場者からの関連情報の聞き

取りにも努めた。 

(ｳ) 展示・資料配布 

パラオでのシャコガイの食べ方やシャコガイ養殖のサイクルを説明するポ

スターを掲載し、現地での様々な利用方法を紹介するとともに、人工種苗生

産に基づく養殖を行っていること、従って、パラオ産シャコガイが持続的・

安定的に供給しうることを紹介した。また、パラオにおけるシャコガイ養殖

の紹介ビデオを放映し、多様な来場者から日本におけるシャコガイ市場の情

報を得るきっかけとした。さらに、貝殻と冷凍剥き身を用意し、活貝で輸入

した場合の殻の重量及び内臓部分の比率並びに身の歩留まりを説明する材

料とした。 

イ アンケート調査の結果 

(ｱ) シャコガイ加工品の味の評価（回答者は全職種の 140 名） 

醤油味は 91%、チャウダーは 76%、水煮は 77%の試食者が、とても美味しい

または美味しいと回答。 

(ｲ) シャコガイ加工品の国内潜在需要の有無（回答者は商社・卸売業の 36 名） 

醤油味は 78%、水煮は 68％、チャウダーは 58%の試食者が日本に潜在需要が 

あると思うと回答。 

(ｳ) シャコガイ加工品（醤油味）の妥当と思われる仕入れ価格（回答者は商社・  

卸売業の 10 名）  

中心価格帯 240 円／100g  

(ｴ) 剥き身(貝柱・外套膜部分)の妥当と思われる仕入れ価格（回答者は商社・   

卸売業の 8名） 

平均 2,000 円／kg （最低価格 1,000 円、最高価格 3,500 円／kg） 

(ｵ) 水産関係者からのコメント（聞き取りも含む） 

〇卸売業・営業職 

「「活」での取り扱いには興味がある。活で 1 個体 8～10 米ドルならば

取り扱えると思う。」 

〇食品加工業(珍味)・海外事業部部長 

「珍味の加工品原料として関心がある。例えば、有償サンプルを 50 ㎏

程度輸入することが可能なら連絡が欲しい。」 
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〇外食産業（造りと天ぷら専門店）・店舗開発部長 

「パラオ産シャコガイの活での取り扱いに興味がある。現在は沖縄産ヒ

メジャコの剥き身を安く仕入れて刺身で出している。剥き身 2,200 円/kg

程度ならば妥当な仕入れ価格だと思う。」 

〇その他のコメント 

「美味しい」「硬そうと思ったが、意外と柔らかい。」「外套膜はサザエ

の食感に似ている。」「かなり癖がある。」「磯臭さが残る。」「面白い味。

日本酒に合いそう。」「パラオの海を利用したブランドイメージによって

価格は高くできると思う。」「沖縄や海の近くなら需要があると思う。」 

ウ アンケート調査等の評価 

(ｱ) シャコガイ加工品の味 

〇3 種類のシャコガイ加工品のうち醤油味が最も好評であった。クラムチ

ャウダー及び水煮も好評ではあったが、塩辛いという感想が多く聞かれ

た。上記アの(ｱ)のような味の調整をしたにもかかわらずこのような評

価があったことは、調理の際に塩味にどう対処するかが大きな課題とな

ることを示唆する。塩辛いものが苦手な関西圏においては、醤油の旨味

で塩味が和らぐ醤油味が最も好評になったものと考えられる。 

〇水煮はシャコガイとしての風味が残るためシャコガイの特徴が出てい

るが、嫌な臭みではなかった。塩味を適当に調整すれば、特に酒のつま

みとしてよく合いそうである。 

(ｲ) 日本市場の可能性 

〇卸売人や外食産業関係者から得た情報によれば沖縄県産ヒメジャコが

関西圏にも流通しており、今回のアンケート調査及び聞き取り調査でも、

日本の市場にもシャコガイの潜在的な需要があることがうかがえた。パ

ラオ産シャコガイを日本市場に搬入させるためには、具体的な物流方法

と沖縄産シャコガイと、特に価格の面でいかに張り合えるかが重要な検

討要素となろう。 

〇アンケートの集計結果から見れば、輸入コスト等を勘案したうえで、加

工品は 240 円/100g、剥き身（貝柱及び外套膜）は 2,000 円/kg に収まる

価格帯で取引ができれば、日本国内（関西圏）での流通開拓の可能性が

あると考えられる。 
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財団ブース           シャコガイ加工品の試食 

  

６．提案≪対象水産物の国内・海外における市場化の可能性について≫ 

（１）シャコガイ（シャゴウ） 

ア 対象水産物の生物学的特徴 

https://www.sealifebase.ca/summary/Hippopus-hippopus.html より引用して

編集 

 

Photo by FAO(Hihip_u0.gif) 

インド洋、太平洋の熱帯のサンゴ礁域の水深 0～30m に生息する。成熟殻長

は 13-15cm、最大殻長 50cm であり、通常（殻長）20cm のものが多い。 

食用及び貝殻を目的として収穫され、後者は主に貝細工産業に用いられる。

サンゴ礁域の潮間帯で見られ、比較的浅い水域のラグーン内、堡礁及び裾礁に

生息する。外套膜には褐虫藻が共生しており、褐虫藻が光合成をしてつくりだ

したエネルギーで栄養を得ている。 

シャコガイの初期発生は他の二枚貝と同様に、受精後らせん卵割を行い、嚢

胚期、トロコフォア幼生を経て蝶番が直線的なＤ型浮遊幼生に至る

（https://www.pref.okinawa.jp/fish//kenkyu/jigyohokoku-data/jihouh15/174-

178.pdf）。その後数日で着底・変態し、稚貝に成長する。 

イ 対象水産物の現在の利用状況 

シャコガイは、パラオの水産政策の方針にも合致する無給餌養殖の対象とな
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る水産物であり、特にシャゴウは養殖しやすく供給量が多いため、国内の流通

の促進とともに、輸出用加工品の開発などにより輸出を促進することは、パラ

オにとっても重要な課題となっている。 

パラオでシャコガイを養殖している者は、シャコガイ養殖業者の他に熱帯魚

販売業者がある。後者は、観賞用の魚類、サンゴ、シャコガイ等を養殖し、米

国のペットショップ、水族館などに供給している。前者については、BMR が PMDC

を改修するなどしてその振興に注力しているが国内に大きな市場がなく、PMDC

の施設が整備されても生産物のマーケティングの課題は残る。 

また、シャコガイを目玉商品として観光客向けに消費を拡大させようとする

取り組みもみられない。 

ウ 対象水産物の市場流通に向けての提案 

シャコガイは、台湾シーフードショー及びシーフードショー大阪のいずれに

おいても一定の注目を集め、試食品のアンケートの結果でも好評であったこと

から、台湾及び日本への輸出品目として検討する価値が十分にある。 

特に、シーフードショー大阪において、養殖しやすく民間養殖ファームに多

くの在庫があるシャゴウに関する評価が悪くなかった点は、パラオでのシャコ

ガイ需給状況に合致するものである。また、パラオが種苗生産から一貫した養

殖システムを構築し、ワシントン条約の附属書Ⅱ掲載種であることによる貿易

の制限をクリアしている点も、パラオ産シャコガイの強みとなると考えられる。 

以下に、長期的な視野の下に本格的なビジネス化を進めるための提案を記す

ので、この提案を参考に、パラオ内の状況に応じ、実現可能な項目から少しず

つ取り組まれることを期待する 

(ｱ) 養殖業の観点 

養殖業者がパラオ経済発展のための自らの役割を認識し、(ｲ)の商品化

の観点を念頭に事業計画を立て、シャコガイの安定かつ持続的な生産を

目指す。その際には、以下の点に十分留意する。 

a シャコガイ養殖がパラオの経済発展に果たす役割について養殖場の責

任者と従業員が共通の理解を持つ。 

b 現状を把握した上で中長期的な経営ビジョンを立て、これを実現する

ための具体的かつ合理的な事業計画を策定する。 

c 事業計画は、生産のみでなく、ブランド戦略、市場開発などの販売促

進の面も考慮したものとする。 
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(ｲ) 商品化の観点 

a ブランド戦略の構築 

下記 bにより組織される組合の活動を通じて地域ブランドを構築し、パラ

オの地域ブランドとして商品を育成・流通をさせていくことを目指す。 

b 生産・流通管理組合等の組織化 

BMR が主体となり、BMR、養殖業者、加工流通業者、小売飲食業者、輸出等

の貿易関係者等からなる生産・流通組合を組織する。 

c パラオでの加工品製造 

加工品はできる限りパラオ国内で製造することが望まれる。付加価値の付

与の他、雇用の創出も期待される。 

(ｳ) 海外市場化の観点 

a 日本や台湾へ輸出する際の規制のクリア 

〇日本： 

日本に水産物を輸出するに際しては、食品衛生、防疫、資源の保存管理あ

るいは漁業者保護を目的とした様々な規則が存在する。このうち、シャコ

ガイに関連すると考えられるものはワシントン条約関連規制、食品衛生法、

食品表示法等で、これらの法令を尊守する必要がある。 

特に、シャコガイ特有の規則としては、ワシントン条約附属書Ⅱ掲載に伴

う規制があるが、その輸入承認手続きは以下のとおり。 

生きている場合は、事前確認手続きを経済産業省本省か地方の経済産業局

に申請する必要があり、これ以外の場合では通関時確認が必要となる。前

者で必要な書類は、輸入公表三の７の（４）に基づく確認申請書（フォー

マットは経産省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_e

xandim/06_washington/cites_im.html にて取得可能。）、輸出国のワシント

ン条約の管理当局等が発行した輸出許可書等及び輸出者のサインがある

輸出契約書（又は INVOICE）であり、後者では輸出国のワシントン条約の

管理当局等が発行した輸出許可書が必要となる。 

なお、食品衛生に関連する貝毒の監視体制については、我が国内に規制値

を上回る貝毒を含有する貝類が出荷されないよう、国内生産物については

各都道府県が出荷前に貝毒検査を行い、規制値超過の場合には出荷規制す
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る体制を構築している。輸入品についても輸入時に抜取検査を実施してい

る。 

〇台湾： 

台湾に輸出する場合にも食品衛生、防疫、資源管理等を目的とした規制が

あり、関連法令を尊守する必要がある。台湾の輸入規制関連法令について

全てを紹介することはできないが、特に食品衛生に関するものとしては、

食品安全衛生管理法（仮訳）（Act Governing Food Safety and Sanitation）

に基づく食品及び関連製品輸入検査規則（仮訳）（Regulation of 

Inspection of Imported Foods and Related Products）という規則があ

り、これに従う必要がある。また、食用として輸入される貝類、甲殻類な

どの Shellfish については、輸出国の然るべき部署（Competent authority）

が発給した漁獲又は生産海域情報を含む証明書（Health certificate）の

添付が必要とされている（JETRO：

https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/foods/exportguide/marineproducts.ht
ml ／台湾衛生福利部食品薬物管理署：

https://www.fda.gov.tw/ENG/index.aspx を参照。）。 

なお、台湾行政院農業委員会が作成した水産生物の輸入可能品リストには、

パラオのシャコガイ8種のうちトガリシラナミ及びミガキシャゴウは未記

載となっており、輸入することができない。その他のシャコガイについて

は、ワシントン条約のプロトコルに従い輸入の手続きを行うことになる

（台湾はワシントン条約のメンバーではないが、国際社会における責任を

果たすために、同条約メンバーと同じ輸入規制を導入している。） 

b 市場の開拓 

上記(ｲ)のブランド戦略の構築にも関連するが、加工品については「瓶詰

の加工品 80g で 1,000 円」というような高級ラインで市場を開拓するのも

一案と考えられる。この場合、高級市場の物流を得意とする業者に狙いを

絞ることも一考である。 

また、生産現場（Farm）ばかりに注視することなく、消費者の口（Fork）

に入るまで安心安全に届ける必要性を関係者全員の共通認識とし、必要に

応じ、HACCP の考え方を導入する。例えば、3 年後にパラオで輸出向け生食

用シャコガイの無菌真空パックを製造することを目標に事業計画を立てる

ことも一案である。 
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イ 対象水産物の現在の利用状況 

マングローブクラムは現地調査で実施した試食会で最も評判のよかった水

産物であるが、資源の開発程度が不明であるため、本事業で本格的に取り上

げるためには、まずは資源状態を明らかとする必要がある。そのうえで、資

源管理、必要に応じた種苗生産等の取り組みを検討する必要がある。現時点

では、日本への輸出を検討するための栄養成分分析等を行い、味や栄養的特

性を把握しておくことにとどめておくことが適切だと考える。 

ウ 対象水産物の市場流通に向けての提案 

   イで述べたように、現状の資源状態を把握せずに拙速に本種の流通を促進する

ことは資源の悪化を招く可能性がある。このため、以下の、特に(ｱ)～(ｳ)の取組

を進めた上で、商品化及び流通の促進を図るべきである。  

(ｱ) 資源管理・漁場保全の観点 

漁場調査で資源量を把握することが理想的であるが、まずは、漁獲情報か 

ら資源状態を推定して管理方策を検討することが適当と考えられる。 

例えば、理想的には、公的機関が漁業者に対し、 

a 漁獲情報の報告（漁獲場所、日付、サイズ別漁獲量等）を義務付け、 

b これら情報を補正・補足するための聞き取り調査を定期的に定点で実

施して全ての情報をデータベース化し、 

c 生物学的情報（成熟周期、砂泥中の移動、産卵行動等）などを調査し

て情報を蓄積し、 

d これらの情報を踏まえて、海域（漁場）別の資源量、再生産サイクル

を推定し、漁期・漁場ごとに漁獲を輪番制とする等の持続的な漁獲体制

を構築することが求められる。 

しかしながら、漁獲量の動向とサイズ情報だけでもモニターできれば、資

源の悪化の兆候を把握することが可能となるので、まずは、これらの情報か

ら資源の悪化が推定される場合に漁獲の制限を強化するようなシステムを

構築することが求められる。 

(ｲ) 漁業の観点 

持続可能な漁業とするために、上述の(ｱ)を基に漁期、漁場を限定すること

が望ましい。また、漁業者情報を登録し、漁獲報告義務とともに、輪番制等

の計画的な漁獲ルールを順守させることが必要である。具体的には、漁業者

グループ（コミュニティ）の組織化を図り、BMR とコミュニティが連携して
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c 物流のインフラの整備 

市場国との間で航空便の直行便の就航が必要である。生食用冷凍冷蔵シ

ャコガイの輸出の可能性を増大させるためにも重要と考えられる。すでに、

パラオからの直行便が就航しているシンガポールや香港に生食用冷凍製

品を輸出できれば、それらの国内での通販という販売方法も選択肢として

考えられる。 

(ｴ) 海洋環境の観点 

観光客の増加等によるパラオ沿岸海域の汚染やゴミの集積問題に対応す

る。漁業者の協力を得て対応することも検討する。 

 （２）マングローブクラム（カブラツキガイと思われるが正確な種名は不明） 

ア 対象水産物の生物学的特徴 

https://www.sealifebase.org/summary/Anodontia-edentula.html より引用して編

集。 

 

沖縄以南、紅海からハワイまで分布。潮間帯から水深 50m までに生息する

（世界海産貝類大図鑑から引用して編集）。 

成熟殻長は不明で最大殻長は 9.0cm、最大重量は 210g、通常、殻長 5.0cm

程度のものが多い。 

マングローブ生育地域近くの砂泥質の表面近くにしばしば埋もれており、

泥干潟にも生息する。 

食性については、引用した文献では「堆積物食者あるいはろ過食者」とさ

れている。しかしながら、異なるウェブサイト

（http://mangrove.nus.edu.sg/guidebooks/text/2095.htm）では、鰓の中

に潜ませている硫黄細菌から栄養分の大部分を得ているため、多くのカブラ

ツキガイ科の貝は水管とろ過能力を失っており、殻の外部に突き出せるのは

ピストン状の斧足だけとなっている旨の説明がある。 

今回パラオで採取した貝には水管が確認されておらず、硫黄細菌から栄養

を得ているものと考えられる。 
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漁業管理を推進する体制とするのが現実的だと考える。  

なお、BMR が漁期毎に漁場利用ルールの策定を主導することが望ましく、

また、ルールに従って漁獲を継続した場合の将来の漁獲量変動等を推定する

シミュレーションを行うことができれば、漁業者の利益を最大化する漁業管

理シナリオを漁業者グループに提起でき、資源管理の必要性に対する漁業者

の理解を得る一助となろう。また、BMR が人工種苗放流の取組みを推進する

ことが、漁業管理に対する漁業者の協力を得るために有効である可能性があ

ることも考慮すべきと考える。 

(ｳ) 水揚げの観点 

P28 のウ(ｲ)b で述べたような半公的な販売組織において、水揚げ後の浄

水・殺菌処理施設や品質管理ルールを導入することにより、国内消費はもと

より、先進国への輸出も促進される可能性がある。   

また、体の特徴から考えて、有毒プランクトンを起源とした毒化の可能性 

は低いと推定されるが、貝毒を含む衛生検査を定期的に実施し、問題発生時

に漁獲を停止するアラームシステムを整備することも、将来的には必要とな

ろう。 

(ｴ) 商品化の観点 

基本的に、国内であれば常温（活貝）、輸出であれば冷凍での商品化とな

ると考えられるが、近年、活貝輸送技術が発展してきており、上記(ｱ)～(ｳ)

を整備した上で、パラオ産の珍しい希少価値のある産物として、活貝での輸

出を試みることも可能になるかもしれない。その際には、下記エの成分分析

の結果の活用も期待できる。 

(ｵ) 国内市場化の観点（流通インフラ、国内販売に対する改善点等） 

基本的に上記(ｳ)及び(ｴ)による。併せてユーザー（レストラン）との情報

ネットワークを整備し、欠品等のオーダーリスクに対するヘッジシステムを

整備できれば、有望な商品となり得ると考える。 

(ｶ) 海外市場化の観点（シーフードショーなどを利用した広報等） 

上記(ｱ)～(ｵ)が機能するようになった後に、シーフードショーなどの適当

な方法を通じて海外に広報すべきと考える。 

なお、商談の際には漁獲時期、漁獲量及び資源の水準に関する情報を揃え

る必要がある。また、輸出先国における食品衛生に関する規制等については

当然ながら遵守する必要がある。 
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エ マングローブクラム及びハマグリの成分分析ならびに比較結果 

今回行った成分分析の比較は、特定の時期・海域において捕獲（マングロ

ーブクラム：1月上旬、パラオのコロール島およびバベルダオブ島沿岸。ハマ

グリ：2月中旬、主に千葉県沿岸）されたもの、また、捕獲後に分析まで異な

る取り扱いがなされたものをサンプルとして行われたものであり、必ずしも

一般的な傾向を表していない可能性があることに留意する必要がある。なお、

具体的な分析結果は添付資料を参照ありたい。 

  (ｱ) 一般成分 

マングローブクラムはハマグリよりも水分が多く、タンパク質量は半分以

下と少ない。炭水化物はそのほとんどが「コク」に重要なグリコーゲンと思

われるが、マングローブクラムのそれはハマグリと比較して少ない。 

(ｲ) ミネラル 

海水由来によるところところが大きいと考えられ、マングローブクラムと

ハマグリで大差は無い。マングローブクラムの方がカルシウム分を 2 倍近く

含む。 

(ｳ) 遊離アミノ酸 

マングローブクラムには、旨味アミノ酸であるアスパラギン酸がハマグリ

の 2倍程度含まれるが、その他のアミノ酸は少ない。 

(ｴ) 有機酸   

旨味物質の一つとして知られサプリメントにも使用されることのあるコハ

ク酸をハマグリの 5 倍以上含む。 

(ｵ) 危害物質 

マングローブクラムには、カドミウム、鉛、ヒ素のいずれも、ハマグリと

同様に検出限界以下か、微量しか含まれておらず、食品として問題無いと考

えられる。 

（ｶ）その他 

マングローブクラムには、ハマグリと同様に麻痺性貝毒、下痢性貝毒及び

オカダ酸のいずれも含まれていないため、安全な貝類であると考えられる。

ただし、これらの貝毒は毒性プランクトン由来であるため、プランクトン

の発生状況を踏まえた定期的な検査が求められる。 

官能試験では、甘み、旨み、総合的な嗜好性は、ハマグリが勝っている。

また、マングローブクラムは苦味が強く感じられるようだが、苦みの由来
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第３章 PNG 

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：約 46 万平方キロメートル（日本の約 1.25 倍） 

〇海洋面積（領海及び排他的経済水域）：3,120,000 平方キロメートル 

〇人口：約 825 万人（2017 年、世界銀行） 

〇首都：ポートモレスビー 

〇主要産業：鉱業（液化天然ガス、金、原油、銅）、農業（パーム油、コーヒー）

林業（木材） 

〇GDP：211.0 億米ドル（2017 年、世界銀行） 

〇一人当たり GNI：2,410 米ドル（2017 年、世界銀行） 

〇経済成長率：2.2％（2017 年、世界銀行） 

〇物価上昇率：6.1％（2016 年、世界銀行） 

〇総貿易額 

・輸出 24,809 百万キナ（邦貨約 8,200 億円） 

・輸入 5,712 百万キナ(邦貨約 1,889 億円)（2016 年、アジア開発銀行） 

〇主要貿易品目 

・輸出 液化天然ガス、金、原油、銅、ココア、コーヒー、木材、パーム油 

・輸入 石油、機械類、コメ、自動車、衣類 

〇主要貿易相手国 

・輸出 オーストラリア、シンガポール、日本、中国 

・輸入 オーストラリア、シンガポール、マレーシア、中国 

（2016 年、アジア開発銀行） 

 

２．水産情報 

豊富なカツオ・マグロ資源を背景に外国資本の沖合商業漁業が発達しており、大

規模な水産加工場がある。一方で、沿岸漁業は伝統的零細漁業であり、主として自

給自足型操業である。 

そこで、政府水産公社（National Fisheries Authority：以下「NFA」という。)

は、市場へのアクセス･輸送手段確保等を通じた小規模沿岸漁業（伝統的零細漁業）

の持続的発展と、これを通じた経済発展を重要施策と位置付けている。 

財団は、PNG において、水産関連施設の修理・修復及び維持管理技術の向上、

Kavieng にある国立水産学校（National Fisheries Collage：以下「NFC」という。）
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物質は今回の調査では明確になっていない。 
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の施設維持管理技術の向上並びに沿岸漁業コミュニティ開発のための定置網プロ

ジェクトを実施し、政府との間に信頼関係を構築している。定置網については、John 

Edward Kasu NFA 総裁も沿岸漁業振興の核として全国展開を目標に取組んでいる。 

現在、零細漁業の振興を目的として実施中あるいは取り組もうとしているコミュ

ニティベースの施策に、オオキリンサイの養殖試験がある。これは、カラゲナンの

原料として乾燥物を販売することで漁業者の収入向上を目指すものである。また、

観光と漁業のタイアップ、零細漁民への伝統漁法の訓練なども進められている。 

海面増養殖分野では、電気などの動力源を必要としない自然に任せた養殖が可能

な海藻、ナマコ及び真珠の養殖振興に重点を置いている。唯一種苗生産施設がある

NFC では、観賞魚としてのクマノミ類、地先に放流するためのナマコやシャコガイ

類の種苗生産が行われている。このうちナマコの種苗放流は成功し、漁獲されたも

のが乾燥ナマコとして生産・販売され、成果が上がっている。真珠は規模が小さい

が養殖に成功している。しかし、世界的な真珠生産量の増加(特に中国淡水真珠）

で価格が低迷しており、付加価値の高い商品の生産が求められている。 

内水面養殖は、主にティラピア・コイ・ニジマスの養殖を行っている。ティラピ

アでは網生け簀を用いた集約的な養殖の技術指導を進めているが、配合飼料を用い

た場合の生産性を検証する必要がある。また、オニテナガエビ類については PNG 大

学と共同で種苗生産を行っており、種苗を養殖業者に配布して養殖試験を行ってい

る。 

PNG における適切な資源管理を阻害する要因として以下のことが考えられる 

〇沿岸漁業の生産性の低さ。 

〇燃油高騰の影響。 

〇伝統的な土地所有制度の下での土地や海面の使用をめぐるトラブル発生の可

能性。 

〇入漁料収入等の一部（2018 年は 45％）しか NFA 予算に編入できなくなったこ

とによる予算不足。 

〇治安の悪さ。 

PNG における政策として優先されるのは、水産物の消費拡大や食品加工業の振興

などによる地域振興と思われるが、漁民の収入増加となるような輸出振興も無視で

きない。エビ類（いわゆる prawn）、カニ(マングローブクラブ）を始め、ニシキエ

ビ・ゴシキエビ（オーストラリア方面）、乾燥ナマコ（中国・アジア方面）は既に

輸出品としての価値が認められている。 
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養殖は比較的大きな初期投資を要するため、今のところ漁獲漁業の振興が政策

として優先されていると思われる。漁獲漁業に関しては、既に国内に缶詰工場(合

弁）を設立してマグロ缶詰を生産しているが、地方都市のマダンやラエでも漁業

専用岸壁、冷凍設備などの陸上設備及びそれに付随する加工場区画を持つ水産加

工団地の新たな開発が進められている。 

PNG 国内は、陸路の発達が遅れているが、船舶による離島からの運搬は可能であ

り、物流については主に船外機付きボートが使用されている。例えば、ポートモ

レスビーの沖合に Fisherman's Island という漁民及び家族が 2,000 名ほど住む島

があるが、彼らは漁獲物を船外機付きボートでポートモレスビーに搬入している。

ポートモレスビーの Koki Fish Market には、この島を含め、陸路と海路を通じて

日々の漁獲物が運ばれてくる。 

冷凍冷蔵設備に関しては、首都ポートモレスビー周辺の施設のほとんどは民間

の漁業関連企業が所有するものであるが、ポートモレスビー空港近くに NFA 所有

のものがある（規模は 20 トン程度）。地方にはいくつかの公的な設備があり、ま

た、NFC には教育用の冷凍機器施設がある。財団は地域巡回機能回復等支援事業

（Fisheries Development Assistance in Pacific Islands Nations：FDAPIN）に

より、各地の冷凍冷蔵設備や製氷施設の修理・修復を実施している。 

主な水産加工品には、輸出品目となっている乾燥ナマコ（PNG の漁民による製造）、

合弁企業（フィリピン、タイ、マレーシア、台湾）が製造しているマグロ缶詰が

ある。この他、PNG の漁民が製造するナマコの塩辛、その他の無脊椎動物の塩辛が

ある。 

                                               

３．第１回現地調査の概要  

（１）調査の目的：PNG 側への調査の趣旨の説明及び基礎情報収集 

（２）調査団構成： 

（委員） 

馬場 治   

細川 良範  

（財団） 

嶋本 州和 事業部 調査役        

城野 草平 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 21 日(土)～7月 28 日(土) 
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（５）調査結果概要： 

ア NFA 関係者との協議 

NFAのKasu総裁、カウンターパートのLeka Pitoi特別顧問及びSibona Willie

プロジェクトオフィサー他計 6 名に対し調査の趣旨を説明し、広大な国土と豊

富な魚種を一度にカバーすることは困難であり、今回は首都のポートモレスビ

ー及びその近郊に調査対象を絞り、その他の地方については次回以降の調査で

対象とする方針を確認した。 

イ  主な調査先 

(ｱ) Koki Fish Market 

水揚時刻が定まっておらず、時間帯によって水揚げされる魚種が異なるこ

とから、より多くの魚種を調査できるよう、時間帯を変えて 4回調査した。

高鮮度の魚類が高価格で、また、貝類が低価格で販売されていること及び

大量のメアジが比較的安価で水揚げされること等を確認した（魚類につい

ては下記のオ(ｳ)、貝類についてはオ(ｲ)に詳述。）。 

(ｲ) ポートモレスビー近郊の漁村 

Koki Fish Marketに水揚げしているコミュニティを 3 カ所(Porebada、Lea 

Lea、Gaire（図 4 参照）)訪問した。漁獲物の流通に、鮮度保持のために氷

を使用するという考え方は浸透していない。   

漁業者は、まずは漁獲物の一部を地元の市場やレストラン、小売店等に持

ち込み、残りを Koki Fish Market に持ち込むことを確認した。訪問地の一

つでバナナの葉に包んで蒸し焼きにしたウニを購入して試食した（ウニに

ついては下記のオ(ｱ)に詳述。）。 

(ｳ) 市内小売店（スーパーマーケット） 

商品は主に漁民や海外から仕入れるが、商品の回転率が悪いためか鮮度の

悪い限られた魚種しか陳列されておらず、客足もまばらである。欧米人は

Koki Fish Market の治安と衛生状態に懸念をもっていることから、彼ら向

けに一定の需要がある模様。 

(ｴ) 日本食レストラン 

現地の水産物流通事情について、日本食レストランのオーナーから聞き取

りを行ったところ、以下のような情報が得られた。また、調査団が試食品

を調理する際の厨房の借用や、現地で加工を行う場合の資機材調達等に関

する今後の情報交換を依頼した。 

a マングローブクラブは中国のバイヤーが Koki Fish Market で高額で買

って転売する。 

b イセエビ類はカニより獰猛で互いに傷つけ合うため、「活」では流通で

きない。 
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（４）調査場所： 

 
図 4 調査した漁村の位置（Google map を編集） 

 

 
図 5  Koki と Hanuabada の位置（Google map を編集） 

 

 

Lea Lea 

図 5 の範囲 
Porebada 

Gaire 

Lea Lea

図 5 の範囲 
Porebada

Gaire
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c 沖縄で言う「シマダコ（ワモンダコ）」が生息しており、加工・輸出実績

もあり、集荷船を仕立てて回ることで鮮度保持している。 

d Koki Fish Market には高鮮度の鮮魚が並ぶ時がある。カツオなど刺身にで

きそうなほどだが、少量しか漁獲しないため、経費の元を取るため高価格

で販売される。 

e カツオは曳縄漁で漁獲するが、大量水揚げは価格低下を招くため小出しに

水揚し、小型の魚種は目の細かい網に追い込んで漁獲する。 

f レストランで扱う魚は知り合いの漁師に直接納入を依頼し、別途、台湾の

延縄船からもメバチ、キハダ、バラクーダ、メカジキ、マカジキ、アカマ

ンボウ、シイラ等を購入する。 

g 貝類の地元消費率は低く、シャコガイは漁師に依頼すれば入手可能で、赤 

貝類は河口で採集可能。 

h 天然のバナナエビやウシエビもそれなりに獲れるが、ほぼ全量輸出向けで

あり、漁場がポートモレスビーから遠く鮮度落ちが早いので市内にはほと

んど出回らない。 

i Kupiano（図 6 参照）にかつて冷凍施設があったが、地元民が価値を理解

せず、故障後放置したため、Kupiano も含め独立前に各地にあった拠点がな

くなった。 

j マグロは定期的に入荷があるが、間が空くため凍結保存する。調味料は輸

入する｡素材は極力現地産を使用する。 

k シラヒゲウニは現地ではあまり漁獲の対象になっていないので、レストラ

ンの従業員が漁獲することがある。 

オ 対象水産物候補 

上記調査の結果、以下の水産物が調査対象水産物の候補として挙げられた。 

(ｱ) 焼きウニ 

地元出身の NFA 職員とともに、地域密着型魚売り場の一例として、ポート

モレスビー近郊で住宅地の一角の地面に魚を並べて販売しているエリア

（Hanuabada）を訪問したところ、Koki Fish Market では販売されていない

バナナの葉に包んで蒸し焼きにしたシラヒゲウニを発見した。ウニ 20～30

個体分と思われる量（500 ㏄のペットボトル 1本分）をバナナの葉に包んで

蒸し焼きにしたものが 10 キナ(邦貨約 330 円)で販売されていたことから、

これを購入し試食した。試食の結果、十分日本で受け入れられると考えられ

たため、後日、製造現場の視察と日本への持ち帰り用サンプルの調達を試み

たが、視察のための日程調整がつかず、また、その後焼きウニの販売現場に

居合わすことができなかったことから実現しなかった。 

(ｲ) 貝類 

魚類が一般的に高価である一方で、貝類（赤貝の仲間等）は一盛り 10 個前
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後を 1～2キナという低価格で販売していた。高知県等で「チャンバラガイ」

として親しまれているマガキガイと同種と思われる貝を Koki fish market

で発見し、これを日本食レストランで塩ゆでにして試食したところ、味は日

本産に遜色なく型は日本産より大型であったことから、一部冷凍して日本に

持ち帰った。なお、地方や離島においては地域住民の食料を賄うに十分な量

の魚類が漁獲されており、貝類を捕獲して食用にする習慣そのものがあまり

ない模様。 

(ｳ) 魚類 

魚種を問わず、一般的に高価（1尾当たり 20 キナ以上）なため輸出向きで

はないが、高鮮度のものが多く見受けられた。例えば、Koki Fish Market

で夕方調達したカツオを刺身にしてみたところ、漁獲直後と思われ、包丁が

入りにくいほど身が締まっており、極めて新鮮であった。魚種が豊富である

ことから、調理法を工夫すれば、現地で増え続ける中国人や観光客等の需要

を取り込むことができる可能性が示唆された。 

また、朝 9時前に Koki Fish Market でメアジの水揚げに遭遇した。市場に

並ぶ前に女性達が購入し、コンテナに入れ、頭にのせて移動販売するとのこ

と。中国製の刺し網で午前 3 時頃漁獲されたこの魚の価格は 25 キナ/18 匹

であり、魚の中では極めて安価であった。NFA からは、メアジは他の地域で

も水揚げが多いので有効活用の方法を提言してほしいとの要望が出ている。

多獲性の魚類であるが、資源量などの詳細は不明。 

 

４．第２回現地調査の概要 

（１）調査の目的：PNG の産物を用いた日本の調理法の紹介と試食を通じたニーズの

調査及び地方都市の水産物、流通状況の調査並びに候補水産物の

発掘 

（２）調査団構成： 

（委員） 

細川 良範  

藤原 昌髙  

横山 徹   

（財団） 

嶋本 州和 事業部 調査役 

野村 明  水産専門家 

渡辺 樹里 水産専門家 

城野 草平 水産資源の持続的利用アドバイザー（現地合流） 
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（３）調査期間：平成 30 年 12 月 1 日(土)～12 月 15 日（土） 

（４）調査場所： 

   第 1 回現地調査での NFA 等との情報交換の結果を踏まえ、首都のポートモレス

ビーに加え、地方都市のウェワク及びラエにおいても調査を行った。 

 

図 6 調査地点（Google map を編集） 
  

（５）調査結果概要 

ア ウニ・マガキガイの採捕状況、ウニの加工に関する調査 

(ｱ) 12 月 5 日午前中、ポートモレスビー中心地から船外機付きボートで 30 分

程の距離にあるウニ漁場で操業中（素潜り漁）の漁船に NFA の Sibona Willie 

プロジェクトオフィサー他が手配したボートを横付けして採捕状況を調査

した。 

全長 6m 程度の船外機付き漁船には 6 名の男性及び 4 名の女性が乗り込み、

男性が素潜り漁で水深 2～3ｍの海底のウニを採取する一方で、女性は船上

でウニの身をプラスチックボトルに詰める作業を行っていた。1時間程度で、

少なくとも数百個のウニを採取したことを確認した。聞き取りによれば、5

～7月の盛漁期には 10～20 隻の漁船が本漁場に集まるとのこと。 

ウェワク 

ポートモレスビー 

ラエ 

図４の範囲 

マダン 

Kupiano 
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船外機付き漁船          船上でウニを剥く作業をする女性 

 

(ｲ) ウニ漁場から船外機付きボートで 5分ほどの距離にある漁場で、同じ漁業

者にマガキガイの採取を依頼した。1時間程の潜水採捕で日本に持ち帰るに

十分な量のサンプルを得たため、日本の漁業者が通常行っている方法（ネ

ットに入れて舷側に垂下し、海中に一晩放置）による砂抜きを依頼した。 

(ｳ) 同日午後、同じ漁業者の住む漁村を訪問し、第 1 回現地調査で試食したウ

ニ製品の加工法を調査した。バナナの葉に包んで煮沸した後に直火で焼い

て水分を飛ばして保存性を高めていることを確認するとともに、ウニ製品

についてはサンプルを入手し、冷凍の状態で日本に持ち帰った。 

イ マガキガイの砂抜き処理・サンプル確保 

(ｱ) 上記アで採取したマガキガイについては砂抜きを漁業者に依頼したが、翌

朝引き取りに行った時点では、全個体が死亡して腐敗臭が生じていたので、

全て廃棄した。 

(ｲ) Koki Fish Market で生きたマガキガイの入手が可能であったので、NFA に

清浄海水の採集を依頼し、ホテルの部屋で生きたマガキガイを清浄海水に

入れて砂抜きを試みたが、こちらも 2 時間以内にほとんどが死滅した。そ

のため、砂抜きについては次回の調査で再度試みることにした。なお、次

回、砂抜きしたマガキガイが入手できれば日本に持ち帰り、消費地等にお

いて商品価値を調査する。 

ウ ウェワク現地調査 

(ｱ) 財団が操業に関する技術指導を行っている定置網プロジェクトのカウン

ターパート（漁業者）の協力を得て、市内公設市場、スーパーマーケット

の魚売り場及び漁民リーダーが住むコミュニティにおける鮮魚販売施設を

調査し、ロウニンアジやカマス類、フエダイ類等の大型魚を底釣りで漁獲

していること、サバやマグロ類等の燻製製品が販売されること及びその製

造方法を確認した。 

ウェワク

ポートモレスビー

ラエ

図４の範囲 

マダン

Kupiano
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ロウニンアジ(上)とカマス類（下）          フエダイ類 

 

(ｲ) 公設市場で販売されていたハタ類やヒメジ類の燻製、スーパーマーケット

で販売されていた冷凍魚及び上述の(ｱ)の漁村で売られていた鮮魚を試食

（冷凍魚と鮮魚はホテルのシェフに調理を依頼）し、当地の嗜好性を調査

した。燻製にはほとんど味付けがなされていない状態であった。 

(ｳ) ウェワクのメニ地区にある定置網での操業を視察し、漁獲物とその販売先

等を調査した。ニシン目の魚類などの小型魚に混じり、ロウニンアジ、オ

ニカマスなどの大型魚が漁獲されていること及びダツ類が売れ行きがよい

こと等を確認した。 

エ ラエ現地調査 

(ｱ) 現地 NFA 事務所の協力を得て、市内公設市場、スーパーマーケットの魚売

り場等を調査した。公設市場では、サバ科、フエダイ科の小型魚が主体で

あること、スーパーマーケットでは地元の魚とグルクマー等の輸入魚が混

在していること等を確認した。 

(ｲ) ラエの南西部にあるラブミティ村の定置網での操業の状況の調査を試み 

たが、潮流が速すぎて網起こしができなかった。そのため、ラブミティ村

では魚食に関する嗜好性等に関する聞き取り調査を実施した。特にカマス

類が好まれており、焼き魚や干物を副食にして、セゴヤシで作った主食を

食べることが多いという。村にはセゴヤシのプランテーションがあった。 

なお、ラブミティ村も含め、ラエでの調査には JICA パプアニューギニア

事務所長の助言に従って、NFA に依頼して武装警備員を雇用し、帯同した。 
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ラブミティ村          セゴヤシのプランテーション 

 

オ 資源管理に関する聞き取り調査 

(ｱ) NFA 担当者によれば、ウニやマガキガイを含め、商業的漁獲の対象となっ

ていない沿岸資源はすべて沿岸コミュニティに帰属しており、これらの利

用・管理の一切がコミュニティに委ねられている。このため、NFA は漁場や

資源量については一切把握していない模様。 

(ｲ) そのため、これらの資源を利用したい企業がある場合は、漁民への裨益を

勘案して、地元漁民に対して試験操業許可を出し、操業の結果を資源管理

方策の検討材料にしたいとのことであった。 

カ  試食会 

ポートモレスビーの日本食レストランにおいて、日本の調理法の紹介とニー

ズの調査のための PNG の産物を用いた試食会を開催した。試食会には、NFA の

Kasu 総裁を始め、水産に関連する現地の行政・ビジネス関係者約 50 名が参加

した。Koki Fish Market に比較的多く水揚げされているエビ類（ウシエビ、バ

ナナエビ）、アオリイカ及びタコ（ワモンダコと思われる）を使用して、フラ

イ（エビ、イカ）、及びタコ焼きの他、NFA より有効活用に関する提言の策定要

望が出たメアジで作ったフライ、さつま揚げ及び魚肉ソーセージを提供し、ア

ンケートを実施した。5 段階評価での味の評価は、さつま揚げ、魚肉ソーセー

ジ（メアジ）が 4.54、フライ（メアジ、エビ、イカ）が 4.65、タコ焼きが 4.64

といずれも高評価であった。また、Kasu 総裁から本事業の実施に対する謝辞と

期待が述べられた。 

 

５．対象水産物の海外市場化可能性調査概要 

（１）高知調査（マガキガイ：通称チャンバラガイ） 

ア 調査期間：平成 30 年 9 月 28 日 

イ 調査団構成： 
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（委員）  

馬場 治  

ウ 調査の目的：日本でのマガキガイの取り扱いの現状把握及び PNG 産マガキガ 

イ搬入の可能性の検討 

エ 調査対象： 

高知市公設水産地方卸売市場の卸売業者の A社（資本金 9,600 万円、職員 40

名）及び卸売業者の B 社（資本金 3,000 万円、職員 22 名）を対象に調査を行

った。調査結果は以下のとおり。 

オ 調査結果概要 

(ｱ) A 社 

入荷時期は 11 月半ばから 6月（マガキガイは水温が上昇すると深場に移

動するため）。価格は、地物（須崎、宿毛産）は 1,000(小)～2,000 円(大)

／kg（サイズ不揃い）、沖縄物は 800～1,200 円／kg（サイズ一定）。なお、

沖縄産の方が地物より大型で、PNG 産の貝は日本産の平均的なサイズより大

型。下記(ｲ)にあるように、大型のものが高価格とは限らない。 

買受人は量販店、小売店、外食業者等で、いずれも直接卸売業者から購入

する。通常は活貝で販売するが、入荷が多ければスチームボイルして冷凍

保管する（1 年は保存可能）。 

以前はフィリピンからも入荷していたが貝毒が出て以来取扱いを停止し

ているとのこと。 

(ｲ) B 社 

地物（須崎、宿毛産）は甘みが強く上物で、貝殻に付着した藻を除去して

出荷される。沖縄物は大型が多い。しかしながら、大型になると殻が大きく

重くなるため、必ずしも大きければ良いとは限らない。沖縄物は貝殻に付着

した藻を除去せずに出荷される。以前、沖縄の石垣、宮古島に産地開発に行

ったが、当時は沖縄では子供達が拾うような貝であり、大人が漁の対象とす

るような貝ではなかった。現在は現地での買い付けは行っていない。 

沖縄で買い付けていた時は、タマネギ袋に入れて船縁につるして一晩置く

と船の揺れで砂出しができた。ただし、長く放置すると弱る。 

PNG 等で同様の貝があるなら是非取り扱ってみたい。 
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（２）沖縄市場調査 

平成 30 年 10 月 1 日～3日に実施した沖縄県市場調査については、第２章パラ

オを参照。 

（３）三陸市場調査 

ア 調査期間：平成 30 年 10 月 18 日～19 日、平成 31 年 1 月 29 日 

イ 調査団構成： 

（委員） 

細川 良範    

ウ 調査の目的：PNG 産ウニ搬入の可能性の検討。 

エ 調査対象：宮城県石巻市の食品加工業者の C 社（震災前に海外の各地から原

料を仕入れ加工販売していた会社）及び宮城県名取市の食品加工業者の D 社

（先進的な設備を備え SNS 利用の通販等も実施している会社）を中心に調査

を行った。 

オ 調査結果概要 

(ｱ) C 社 

ウニは原料が逼迫中で、良い原料があればいつでも使用したいとのこと。

また、現地での生産状況、物流等に問題がなければ輸入を希望し、確認の

ためすぐにでも訪問したいとのこと。 

(ｲ) D 社 

a PNG のウニに対する評価と課題 

ウニ原料の形状にかかわらず、細菌汚染や不純物等がなければ「あん肝」

と同様な加工方法で製品化が可能であり、PNG 産ウニに関心がある模様。

資源は持続されるか、生産体制は担保されるか、凍結設備はあるか、流

通経路を確保できるか等が課題とのこと。生産時期、出荷形態及び価格

の情報提示を希望。一方、バナナの葉の匂いがウニに移ることを懸念し、

現地では水切り状態でアルミホイルに包んでボイル処理することを望ん

でいる。 

b 商品試作 

PNG から持ち帰った焼きウニを利用してウニ入り卵焼き及びみそ焼きを

試作したが、味に対する地元スーパーマーケットの評価は高くなかった。 

(ｳ) 地元のスーパーマーケット 

PNG で加工された焼きウニについては、不純物が若干混じっているものの、
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味及び価格が安いことは高評価であった。しかしながら、日本での販売を

想定する場合は形状や包装について大幅な改善が必要とのこと。D 社の試

作品の評価については前述(ｲ)のとおり。 

（４） PNG 及び米国調査 

ア 調査期間：平成 31 年 2 月 23 日～2月 27 日（PNG 調査） 

平成 31 年 2 月 28 日～3月 3日（米国調査） 

イ 調査団構成： 

（財団） 

嶋本 州和  事業部  調査役 

手代木 宏  事業部 調査員 

日野 友彦    水産専門家 

ウ 調査目的： 

(ｱ) 第２回 PNG 現地調査で得たウニの流通可能性に関するウニの専門家を伴 

った PNG における現地調査 

(ｲ) ウニの生食需要が高い米国における評価調査 

(ｳ) 日本国内市場調査に供するための PNG 産マガキガイのサンプル採集 

エ 調査結果概要 

(ｱ) PNG 国内のウニ漁場・操業調査及び生ウニ製品の評価に供するサンプル 

の調達 

a ポートモレスビー近郊の 2 箇所の漁場で調査を行った。産卵直後のよ

うであり歩留まりは非常に悪かった。ただし、漁場にはウニの餌料とな

る海藻が繁茂しており、生殖巣以外の内臓の状況からみて、ウニが十分

に摂食していることが確認された。NFA の手配により、ポートモレスビ

ー市内にある E社の作業場で歩留まり試験を 2 回実施したところ、結果

はそれぞれ 0.9%、0.5％であり、2 月下旬は漁獲を避けるべきシーズン

であることが判明した。 

b ウニを塩水漬けにした後の冷蔵保存による身質の変化を確認するため、

564g の身を塩水漬けし、NFA から輸出許可を受けた。塩水ウニを製造す

るに当たり日本食レストランで働く複数の女性にウニの身を取り出す

作業を依頼したところ、慣れた手つきであり作業は効率的であった。多

くの人手と慣れを必要とする洗浄、身の取り出し作業等に必要な労働力

が PNG 国内で確保できる可能性が示された。  
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(ｲ) 米国内での調査：F 社からの聞き取り調査 

上記(ｱ)の作業終了後、冷蔵塩水ウニを携行し米国のロサンゼルスに直行

した。ロサンゼルスでは生ウニの加工を行っている F 社の社長、加工場の

マネージャーであるご子息（実質的経営者）等と、PNG 産ウニの米国市場

における流通可能性について意見交換を行った。 

調査団から本調査事業の趣旨を説明し、さらに、PNG で撮影したウニの採

捕状況やウニの一次加工の映像を視聴してもらいつつ、PNG でウニの開発

を進めるにあっては、関係者間で連絡を密にして、資源・漁業管理及び沿

岸漁業の持続的発展に配慮しながら慎重に進めていかなければならない

ことを説明した。 

a PNG 産シラヒゲウニの評価 

主にマネージャーから以下のコメントを得た。 

・採取から 4 日経っているサンプルの状態からみて、実入りのよい季節

であれば、米国市場での流通も十分に可能性があるであろう。 

・（冷塩水につけて持ち込んだウニをさらに洗浄し、ミョウバンで締めて

冷蔵庫で保管したものを翌日試食した結果、）締まり具合もよく、実入

りが悪い時期の南米産よりも味がしっかり残っており、高い関心を有

する。ミョウバン締めが有効で刺身で消費できるなら、色の出具合次

第では相当な価値が見込める可能性がある（ただし、今回のサンプル

に対する色の評価は悪い。）。帰国後（3月 6日時点）もサンプルの品質

劣化（味の変化や溶けなど）がほぼみられないとの情報提供あり。 

・ウニ生殖巣の歩留まりについては一年間調査を行う必要があり、関連

データが揃うまでは商品展示会への出品は時期尚早。 

b 米国衛生検査制度に関するコメント 

アメリカに搬入する場合は、Food and Drug Administration(以下「FDA」

という。)の認可を得ている施設で一次加工（塩水ウニの製造）されて

いることが第一条件となる。PNG の保健衛生担当部局を通じて手続きを

すれば 1 年程度で認可が得られるはず。認可後は毎年検査を受けて更新

することが必要。また、通関を円滑に行うために、PNG 側が適切に対応

することも重要。 

(ｳ) マガキガイのサンプル準備（砂抜き・冷凍保存） 

これまでの PNG 現地調査では、日本での流通の可能性を検討するために
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写真は https://churaumi.okinawa/fishbook/00000418/より引用 

英名は Strawberry Conch。  

成貝は殻高 6cm・殻径 3cm ほどで、腹足が退化して蓋を支える柄のように

なっており、蓋で海底を蹴るようにして動き、敵から逃げるときには高くジ

ャンプする。水中から取り上げた際にも蓋のついた足で空中を蹴る行動を見

せるため、これが刀を振り回す動作に似ていることから、高知県でチャンバ

ラ貝、大分県でサムライギッチョと呼ぶ。 

西部太平洋の熱帯・亜熱帯海域に広く分布し、潮間帯から水深 20m 程度ま

での岩礁・岩礫域または砂地に生息し、外洋に面した干潮時の磯や砂地でよ

く見られる。岩場や海底の付着性の微細藻類やプランクトンを摂食する。   

高知県では通年、和歌山県では資源保護のため 6-8 月ごろにのみ漁獲される。

地域によっては塩茹でや煮貝、味噌炒め、バター炒め、ニラ炒め、酢味噌和え

（ぬた）などに調理される他、天ぷら、味噌汁の具やアオサなどと共に吸い物

に利用されることもある。高知県、和歌山県、沖縄県や鹿児島県の奄美群島

では特に人気が高く、フィリピンなどからの輸入品も販売されている。関東地

方、関西地方などでは、高知産などの「活貝」の他、奄美・沖縄産の「冷蔵も

の」（塩ゆで後に冷蔵）や、「加工品」（煮貝）にしたものなども流通している。  

熱帯域では大量に採取されるため、その貝殻も土産物や装飾品に利用される。 

  イ 対象水産物の現在の利用状況 

本種資源は沿岸漁民のみに利用されている沿岸資源と考えられ、商業的漁

獲の対象となっていない。PNG では、このような資源は伝統的に沿岸コミュ

ニティに帰属しており、これらの利用・管理についてもコミュニティに委ね

られているので NFA は漁場や資源量については把握していない。 

魚類の価格が一般的に 1 尾 20 キナ（邦貨約 660 円）以上であるのに対し、

貝類は一盛り 10 個前後で 1～2 キナという低価格で販売されている。なお、 
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必要な砂抜きしたマガキガイのサンプル収集ができなかった。今回の調査

では、上記(ｱ)のウニの調査に合わせて現地の漁業者にマガキガイの採取

と日本と同様の砂抜き作業（玉葱袋に入れ清浄な海水中に一晩保管）を依

頼した。翌朝マガキガイを受け取った時点で貝は生存していた（第 2 回調

査では全滅）が、砂が全く抜けていなかった。その後、海水より薄めの塩

水に浸漬して冷蔵庫に保管したところ、翌日には砂が十分抜けていたこと

から、スチームによる加熱処理をした後に日本食レストランに凍結・保存

を依頼した。 

(ｴ) 今次調査を踏まえた今後の方向等 

a NFA の Kasu 総裁は、沿岸漁民の所得向上という観点からウニやマガキ

ガイなどの市場開発に期待を寄せており、これらを対象に調査を行う意

義は大きい。また、ポートモレスビーから車で数時間離れた地域ではウ

ニやマガキガイはほとんど開発されていない模様であり、同総裁からは、

このような資源の未開発地域におけるウニやマガキガイ資源の調査の必

要性についても示唆があった。 

b ウニについては、商品価値の高い時期の評価が必要であることから、実   

入りのいい時期の再調査は必須と思われる。ウニの実入りについては、

漁業者の経験に基づけば5～7月が最良であるとの情報が存在するのみで

あることから、定期的な調査により歩留まりの変化を把握しておくこと

が望ましい。 

c マガキガイの砂抜きについては、今回も海中での試行は失敗した。一般 

家庭においてアサリやハマグリの砂抜きをする場合と同様、薄めの塩水

に一定時間浸漬する方法が現実的な手法である可能性がある。 

 

６．提案≪対象水産物の国内・海外における市場化の可能性について≫ 

（１）マガキガイ 

ア 対象水産物の生物学的特徴 

Wikipedia より抜粋して編集 
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地方や離島においては地域住民の食料を賄うに十分な量の魚類が漁獲されて

おり、貝類を捕獲して食用にする習慣そのものがあまりない模様。    

ウ 対象水産物の市場流通に向けての提案  

 (ｱ) 資源管理・漁場保全の観点 

マガキガイの日本国内における主要産地は沖縄県、高知県、鹿児島県などで

あるが、国内調査の結果、二大産地である沖縄県と高知県では、本種を主対

象とする漁業がないにもかかわらず過剰漁獲状態にあると考えられている。

その主な理由は、マガキガイが重要漁獲対象種とされてこなかったことから

漁業権対象種として管理措置の対象とされてこなかったためと考えられる。   

このような事態を受け、主要産地の高知県では、マガキガイを漁業権対象種

に含めて管理する地域や、採捕漁業者を特定したうえで採捕許可を県による

承認制とする地域も現れている。また、一部では、漁業者が一日当たりの採

捕量の上限を自主的に設定し、資源管理に取り組み始めている。 

他方 PNG においては、現時点では重要な漁獲対象種とは捉えられていないこ

ともあり、漁獲圧も限定的であり、過剰漁獲とはなっていないと考えられる。

しかし、将来輸出産品としての価値が認められれば、漁獲圧が高まり乱獲状

態に陥ることが容易に推測できる。 

また、PNG においては本種の分布状況や漁獲の実態が全く解明されていない

ことから、まずは NFA が中心となって実態調査を実施し、資源管理に必要な

基礎情報を集積していく必要がある。その際、マガキガイを対象とする漁業

がコミュニティによる漁業である場合には、NFA がコミュニティと連携をとり

ながら、漁民の協力を得つつ慎重に調査に臨む必要があろう。 

(ｲ) 漁業の観点  

日本国内の事例を見ても、マガキガイの漁法は潜水（素潜り）あるいは徒歩

による採捕が中心であろう。したがって、男女、年齢を問わず多くの住民が 採

捕者となる可能性があり、公的機関による採捕者の制限等は容易でないと考

えられる。その点から、仮にコミュニティに何らかの調整機能を持たせれば、

それを活用してコミュニティ内での自主ルールづくりを促すという管理のア

プローチがあり得る。 

日本国内においては、マガキガイが水温変化に伴う浅深移動を行うことが指

摘されており、深場に移動する時期には漁獲量は低下する。PNG においても、

そのような漁場の変化がないか調査する必要がある。  
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また、日本国内での市場調査では、地域及び時期によってマガキガイが貝毒

を持つことが指摘されている。高知県の卸売市場と取扱業者からの聞き取り

調査によれば、一部地域のマガキガイは時期によって貝毒（麻痺性貝毒）を

持つことがあるために、その地域の産物は取扱を控えているという。また、

高知県の卸売市場では、かつてフィリピンから入荷したマガキガイから貝毒

が検出されたために、それ以降同国からのマガキガイの取り扱いを避けてい

るとのことである。PNG においても貝毒の存在の可能性は否定できないため、

PNG の国内外に安定的に出荷するとの観点からも、漁場別、漁期別に貝毒検査

を実施してみる必要があろう。また、産卵期との関係でも漁期に制限を設け

る必要性が出てくる可能性があることから、産卵生態の調査も実施する必要

があろう。 

(ｳ) 水揚げの観点 

資源管理の前提としての漁獲量把握のためには、水揚場所が特定されている

ことが望ましい。広範囲にわたって水揚場所を 1 カ所に特定することは困難

であろうから、少なくともコミュニティ別に水揚場所が特定されていれば十

分であろう。マガキガイは漁獲した時点では砂をかんでいることが多いので、

少なくとも日本向けに輸出する際には砂抜きの処理が不可欠である。今年度

の PNG における調査では、一般的に日本で採用されていると考えられる手法

（ネットに入れて海水中に一晩垂下する）での砂抜き処理を試みたが良好な

結果は得られず、現地の漁業者から示唆された、薄めの塩水に浸漬して保管

する処理が奏功した。今後は、今回奏功した処理法の再現性を確認するとと

もに、日本国内での砂抜き手法の詳細を明らかにするための現地調査も必要

である。 

(ｴ) 商品化の観点 

マガキガイは、現時点においては現地でそれほど高い評価を受けている商品

ではないので、ここでは日本市場を前提とした商品化を考えることとする。 

高知県の卸売市場を例にとると、入荷されるマガキガイはすべて活貝である

が、PNG から日本への輸送時間を考慮すると、活貝での日本市場への出荷は困

難と考えられる。一方で、高知市場に活貝で入荷されたものは、活貝や生鮮

ものとして末端まで流通することもあるが、多くの場合は取扱業者がスチー

ム処理したものを 1 ㎏袋などに小分けにして急速凍結して保管し、注文に応

じて販売している。調査した高知の取扱業者によれば、PNG で同様にスチーム
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処理した後に急速凍結した商品の入荷でも問題ないとの見解であった。 

このことから、日本市場を前提とした商品化の観点からは、的確な砂抜きと

スチーム処理、急速凍結のための機器整備が必要である。輸出商品としての

品質確保の視点からは、これらの作業は信頼できる加工業者の手によること

が望ましい。 

(ｵ) 国内市場化の観点 

既述のとおり、マガキガイは現時点で PNG 国内で高い評価を受けてはいない

が、外国人客を相手とするホテルやレストラン等に向けた商品化の可能性は

検討してもいいと考えられる。その場合にも、生鮮や活貝での流通よりも冷

凍品としての流通の方が、安定供給が可能となり、ホテルやレストランも利

用しやすいため市場を確保しやすいと考えられる。 

商品価値を高めるためには新たな調理法や用途を開発する必要があり、その

ために、国内の調理人等を対象としたメニュー開発の取り組みも必要である。 

そのような取り組みを通じて、より洗練されたローカルフードや中華料理の

素材としての活用が期待される。 

(ｶ) 海外市場化の観点 

当面考えられる海外市場として日本市場を想定して検討することとする。 

日本国内ではマガキガイに対する需要は高知県が最も大きいと考えられる。        

現在高知県や沖縄県以外ではそれほど大きな需要がないことから、シーフー

ドショー等の全国規模のイベントに出展して需要開拓を図るよりも、まずは、

需要の大きいこれらの県などの特定市場を直接相手とした市場開発活動を展

開する方が効果的と考えられる。 

本年度の国内調査を通じて、既に高知県や沖縄県の卸売市場関係者や流通業

者からはマガキガイ輸入に関する期待が表明されており、PNG での漁獲時期、

漁獲量及び資源の水準に関する情報や加工の状況等の情報とともに商品が提

示できれば、市場化への道が開けるものと考えられる。なお、貝毒を含め、

食品衛生、防疫等を目的とした様々な規制をクリアしなければならないのは

当然のことである。 

（２）シラヒゲウニ 

https://www.sealifebase.ca/summary/Tripneustes-gratilla.html より引用し

て編集 

ア 対象水産物の生物学的特徴 

55 
 

     
Tripneustes gratilla               

Picture by Batoy, Corazon B.        

インド洋から太平洋（東アフリカから東南アジア、韓国・北朝鮮、日本、ハワ

イ、オーストラリアの東、ニュージーランド、ガラパゴス諸島まで）の熱帯域の

水深 0～75m に生息。最大で殻径 10cm に成長する。 

サンゴ礁のラグーンのようなサンゴ礁域や礫の上、主に水深 1～30m の浅い海

藻帯に棲む。微細藻類、海藻、珪藻類、サンゴの組織を削り取って食べる雑食性

であり、雌雄異体。体外受精をし、卵は囲口部の上、囲肛部の周りまたは花弁状

の凹部奥深くにある。孵化後浮遊幼生に発達し、稚ウニへと変態するまでの数か

月間を過ごす。 

イ 対象水産物の現在の利用状況 

本種資源は沿岸漁民のみに利用されている沿岸資源と考えられ、商業的漁獲の

対象となっていないため、伝統的に沿岸コミュニティの帰属となっており、これ

らの利用・管理についてもコミュニティに委ねられている。したがって、NFA は

漁場や資源量について把握していない。NFA の職員によれば、ウニはポートモレ

スビー近郊ではそれほど需要のある食材ではないが、海沿いの集落では好まれて

食されており、生で売られている場合もあるとのこと。 

第 1回調査で訪問したポートモレスビー近郊で、バナナの葉に包んで蒸し焼き

にしたウニが相当安価な価格で販売されていた。このような製品は、Koki Fish  

Market では販売されていない。 

第 2回目の現地調査では、素潜り漁で海底のウニを採捕し、船上で身をプラス

チックボトルに詰める作業を確認することができた。1 時間で少なくとも数百個

のウニを採取していたことから資源は豊富に存在すると推定された。なお、加工

方法としては、バナナの葉に包んで煮沸、さらに直火で焼いて水分を飛ばして保

存性を高めていることを確認した。 
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ウ 対象水産物の市場流通に向けての提案  

(ｱ) 資源管理・漁場保全の観点 

本種は、少なくとも日本及び米国において一定の需要があることが確認され

たため、後述するような輸送や一次処理等の条件がクリアされれば、これらの

国への輸出が実現する可能性がある。ただ、ウニ類については、資源管理の取

組が適切に行われないまま日本等への輸出を増大させたためにその資源を大

きく減少させてきた事例が他にあることに鑑み、PNG からの輸出の取組を進め

るに当たっては、資源管理の取組を並行して進める必要がある。 

漁場調査で資源量を把握することが理想的であるが、まずは、漁獲情報に基

づいて資源状態を推定して管理方策を検討するということから開始すること

が妥当と考えられる。 

例えば、公的機関が、 

a 漁業者に対して漁獲情報の報告（漁獲場所、日付、サイズ別漁獲量等）を

義務付け、 

b これら情報の補正・補足のための聞き取り調査を定期的に定点で実施して全

ての情報をデータベース化し、 

c 併せて生物学的情報（成熟周期、砂泥中の移動、産卵行動等）などを観察

して情報を蓄積し、 

d これらの情報を踏まえて、海域（漁場）別の資源量、再生産サイクルを推

定し、例えば漁期・漁場ごとに収穫を輪番制とし、持続的な漁獲体制を構築

することが理想である。 

しかしながら、漁獲量の動向とサイズ情報だけでもモニターできれば、資源

の悪化の兆候を把握することが可能となるので、これらの情報から、まずは、

資源の悪化が推定される場合に漁獲制限を強化するようなシステムを構築す

ることが現実的だと考える。 

また、NFA が、限定された漁業者に試験的な操業を許可し、資源状態をモニ

タリングしながら、出荷体制を徐々に構築していくことも考えられる。 

いずれにしろ、将来の生産・投資計画を立てる場合は、「資源確保と漁場整

備→資源管理（漁場や漁獲量制限等が可能な海域に限定した漁獲の開始）→

加工設備拡充→他海域への漁場拡大」という順番に従って慎重に検討するこ

とが重要であり、まずは、最小投資の下、限定された漁場において、限定的

な漁獲者・加工流通業者による生産を開始し、資源と生産状況、消費状況を
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確認しながら将来の生産・投資拡大を検討するという考え方で進めるのが妥

当と考える。具体的には、当面一地域のみで資源の状況をモニタリングしな

がら試験的に生産し、量の拡大が可能であれば同様の体制の下で漁獲地域を

増やすというやり方が現実的と考える。 

(ｲ) 商品化の観点 

2019 年 2 月における現地調査で得られたサンプルは実入りが相当悪かったが、

時期が良ければ十分に商品になると考えられる。 

製品の流通システムについては、資源状態を無視した乱獲を未然に防ぐため、

まずは扱い業者を限定し、資源管理と連動した限定的な流通システムを完成さ

せるのが望ましい。その後の流通システムの拡大は、資源管理の下での漁獲が

拡大されるかどうかによるべきである。 

また、高級マーケット向け製品（生食）と同時に量販向けの裾物（加工用原

料）対応商品も検討するとともに、安価な商品（日本国内の養殖物や北朝鮮物

など）の存在を念頭にその対応方策も併せて検討しておくことが望ましい。な

お、製品は生殖巣をむき身にしたものとなるため、身くずれを防ぐための適当

な包材が必要となると考えられるが、包材については、当面は輸入により確保

するのが現実的である。 

(ｳ) 水揚げ後の一時処理の観点 

現地のインフラが整っておらず加工場もほぼ無い状況であるため、現地に工

場を設置できれば、外貨獲得、雇用、人材開発の面からも有効である。その際

には、製品の衛生検査や工場内の衛生管理など、輸出先と想定される日本や米

国での衛生基準に対応するための意識向上などの教育も必要と考える。 

米国については FDA の認可を得ている施設で加工（塩水ウニ）されているこ

とが第一条件であることに留意すべきである（FDA：

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm

248706.htm を参照）。また、日本についても食品衛生、防疫等を目的とした様々

な規則が存在するほか、色彩や形状も重要視されることも認識することが望ま

れる。 

加工場近辺の自然環境を守るため、加工時の廃棄物・廃水処理（再利用等）

を適切に行うための施設の整備が必要であり、また、(ｱ)、(ｲ)とも関連するが、

歩留まりのよい時期のみに漁獲を限定して品質重視を厳守する取り組みや、漁

獲された原料はすべて有効に製品加工するという姿勢も重要である。 
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(ｴ) 国内市場化の観点から 

日本及び米国への輸出が基本と考えられるが、PNG 国内での市場を開発する場

合でも、輸出の場合と同様、供給先をタイアップするホテルあるいは日本料理

店のみに限定するなど、資源管理を十分念頭に置いて進める必要がある。 

(ｵ) 海外市場化の観点  

日本の宮城県における市場調査で意見交換を行った 2 社は PNG のウニに対す

る関心が高かった。１社は、製品の質、現地の生産状況、物流等に問題がなけ

れば輸入を希望するとし、そのために現地視察も行いたいという意向を示し、

ウニを原料とした加工品製造を行う他の 1 社も、PNG 産の焼きウニを原料とし

た加工品を試作する等、取り扱いに向けての前向きな姿勢を示した。これらの

ことから、上記(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)に対応できれば、日本向け輸出の可能性もある

と考えられる。 

米国での市場調査では、提供したサンプルの歩留まりや品質が悪い時期であ

ったため、今回のサンプルそのものに対する評価は高くなかったが、基本的な

味、ミョウバン処理による身の締まりなどの特性については良好な反応であっ

た。そのため、実入りの良い時期に加工ができれば良い商品が出来るのではな

いかという評価がなされ、品質次第ではアメリカ国内での需要が見込まれる可

能性がある。なお、一年間の歩留まり調査が必要であり、関連データが揃うま

では商品展示会への出展は時期尚早との示唆があった。 

なお、日米いずれのケースでも、 商談に備えて漁獲時期、漁獲量及び資源

の水準に関する情報を揃える必要がある。 

（３）メアジ 

http://fishbase.org/summary/Selar-crumenophthalmus.html より引用して編

集。 

ア 対象水産物の生物学的特徴（生態、棲息地域等） 

 

Selar crumenophthalmus        

Picture by Field, R.            
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南日本を含む世界の暖海域の水深 0～170m（多くは水深 2～10m）に分布。 

成熟体長は 17cm、最大で全長 70cm に達する。数百から数千の小さな群れで回

遊し、成魚は透明度の高い島周辺の浅海や外洋を好む。時折透明度の低い海域や

遠洋にも回遊する。夜行性の傾向があり、夜間は分散し、沿岸では浮遊性の小型

のエビや底生無脊椎動物及び有孔虫を、沖合では稚魚を含む動物プランクトンを

摂餌する。生鮮、塩蔵、干物として利用される。 

イ 対象水産物の現在の利用状況 

Koki fish Market に水揚げされたものを女性達が市場に並ぶ前に購入し、コン

テナに入れ、頭にのせて移動販売している。刺し網で漁獲され、魚の中ではごく

安価。Koki Fish Market 以外の地域でも多く水揚げされるとのことで、NFA から

有効活用の方法についての提言の要望が出ている。多獲性の魚類だが、資源量な

どの詳細は不明。 

ウ 対象水産物の市場流通に向けての提案  

(ｱ) 商品化の観点 

a 脂質含量が極めて少ないことを勘案すれば、日本では加工原料でしか取引さ

れないと思われ、高い評価は見込めない。そのため、輸出を考える場合は、

タイ、ベトナム等での加工向け原料として考えるのが現実的と思われる。課

題は、価格設定になると考えられる。 

加工用原料として輸出する場合であっても、鮮度保持のために PNG での凍結

等の一次加工は必須である。そのため、凍結設備、冷凍保管庫及び梱包用段

ボールもしくは発泡スチロールのケースが必要となる。また、付加価値製品

の輸出を促進するために、PNG 国内で、一次加工としてのドレス加工技術の習

得が必須であり、この技術習得後は、2枚・3枚おろし加工や、開きや衣付け

加工まで習得することが望ましい。 

b PNG 国内での消費拡大を目指す場合は、ヘッドオフ⇒ゼイゴ外し⇒ドレス⇒ 

フィレ加工と、徐々に加工度を上げて消費者に提供していくことが望ましい。

また、この場合でも製品を凍結して一時保管するための施設は必要であり、

また、販売促進活動を行うことも望まれる。 

c 日本ではひき肉の食感を持つハンバーグに類似した魚肉練り製品が開発さ 

れているが、これを真似た製品を PNG 国内消費用として製造することも一案

である。ペースト状に粉砕したすり身に、そぼろ状の魚肉またはサイコロ状

にカットした魚肉、あるいは野菜等を混ぜ込む方法か、弾力のある小さなか
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まぼこを多数作って肉糊で結着して製造する方法が考えられるが、昔ながら

の練り製品よりもひき肉感があり、PNG で好まれる可能性がある。 

(ｲ) 国内市場化の観点 

a 国内での消費を拡大するためには、まず、食べ方の提案会を数多く開催し、 

販売業者や消費者に対し実際に試食する機会を数多く与えることが有効と考

えられる。食べ方としては、上記練り製品の他、フライ、ムニエルが想定さ

れる。例えば、販売業者を対象として、ホテル等の調理師による料理講習会

を開催することが考えられる。 

b 流通を改善するため、メアジも冷凍魚とし、すでに冷凍魚を取り扱っている    

スーパーマーケットの流通ルートに乗せるとともに、政府の支援により流通   

ルートを拡充することが考えられる。この場合、各重要拠点に冷凍庫の配備 

が必要となる。 

(ｳ) 海外市場化の観点 

a 商談に備えて漁獲時期、漁獲量及び資源の水準に関する情報を揃える必要が  

ある。 

b 各国におけるシーフードショーの開催時期を調査し、例えば、加工原料とし 

ての需要を見込んで、タイ、ベトナム等に絞って出店するのも一案であり、  

現実的対応と考えられる。タイやベトナムからの来場者が期待されるシンガ 

ポールや香港のシーフードショーへの出展も同様の効果が見込めると思われ 

る。 

添付資料
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