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今号の表紙 · 裏表紙には、地域水産物新規流通発掘調査事業の一環としてシーフードショー大阪に出展し
た際の写真を掲載した。本事業の概要と出展については、本文 18ページ掲載の「シーフードショー大阪への
出展報告」をご覧いただくこととして、本欄では、市場調査で訪れた沖縄県の魚市場について紹介する。

那覇市の泊漁港に併設された魚市場には、沖縄らしい色鮮やかな魚や、関東圏では馴染みが薄いヤコウ
ガイやシャコガイといった貝類が陳列されていた。鮮やかな青色が美しいイラブチャー（ナンヨウブダイ）
は近海でよく獲れる美味しい魚である。
次に訪れた石垣島は沖縄本島の約 400㎞南西にあり、まぐろはえ縄漁が盛んである。ただし、消費地の
東京や沖縄本島まで輸送距離がある分まぐろの売り値は低く抑えられている。そのため、まぐろの裏作
としてソデイカ漁が行われ、収入を補っているとのこと。また、古くからモズクの養殖が盛んであったが、
近年は、漁業から収入面での安定性が高い養殖業への転業がみられる。
最近では、プチプチした食感と健康食材として人気急上昇のウミブドウに注目が集まっている。モズク
養殖の場合、海面養殖の場所の確保に加え、種苗生産技術が必要であるのに対し、ウミブドウ養
殖では陸上養殖が可能であり、ネットに挟み込んだ株から生えてくる芽が育つのを待ち、成長したもの
を収穫する。一か月程度で出荷サイズになり、モズクよりも高値で取引きされている。栄養価の高さに
プチプチ感という物珍しさも相まって注目の的となったウミブドウであるが、一過性のブームで終わる
ことなく、沖縄の海の幸の一つとしていつまでも我々の食卓に彩りを添えてくれることを願っている。

世界の魚市場 沖縄県の魚市場

ウミブドウ

泊漁港魚市場に並ぶ色鮮やかな魚 泊漁港魚市場の刺身コーナー
　　　　奥に写っている絵はイロブダイ
　　　　その手前はヤコウガイの刺身

活魚水槽内のシャコガイ
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　3月13日に開催された理事会、翌14日に開催さ
れた評議員会において2019年度の事業計画、資金
計画及び収支予算が決議･承認されました。また、
水産庁補助事業、委託事業も補助金の交付決定、
委託契約の締結が完了し、事業実施の体制が整い
ましたので、本年度の事業の概要･特徴を紹介し
ます。なお、5月の改元を機に、財団では年の表
記に西暦を使用することといたしましたので、本
年度を2019年度としています。

１．技術協力事業
　2019年度の技術協力事業予算は下表のとおり
です。

2019 年度技術協力事業予算（単位：千円）

事　業　名 2019年度 前 年 度

（補助事業）
　海外漁業協力強化推進事業
　持続的利用体制確立事業

540,000
257,592

520,000
269,943

（委託事業）
　地域水産物新規流通発掘調査事業
　科学オブザーバー調査分析事業

39,185
195,297

39,025
180,671

単独事業 92,415 147,376

計 1,124,489 1,157,015

（補助事業）
　「海外漁業協力強化推進事業」は、前年度の
520百万円から20百万円の増額となりました。
事業メニューのうち、漁業協力協議会は、前年
度に開催されたPALM 8 のサイドイベントと
同様のイベント開催が予定されていないこと、
出席者が連続して参加していたWCPFCの北委
員会が本年度は海外（米国）での開催となり、
同時に開催していた「日FFA協力協議会」が無
くなったことから減額となりました。これに伴

う余裕分と増額分を水産施設の修理･修復
（FDAPIN事業、拠点整備事業）プロジェクト
や課題別研修事業に積み増しして事業の充実を
図ることとしています。
　一方、平成29年度から開始した「持続的利用
体制確立事業」は12百万円の減額となっていま
す。水産資源の持続利用アドバイザーを派遣し、
水産資源の持続的利用についての働きかけ、こ
の考え方をベースとする派遣先国の行政施策に
対する助言を行う事業で、平成29、30年度の派
遣国は10か国（太平洋島嶼国 ７ 、アフリカ 3 ）、
1 機関（アフリカ）となっています。昨年末に
日本政府がＩＷＣ脱退を決定し、本年 7 月から
は我が国の排他的経済水域において商業捕鯨が
再開されることとなり、鯨類を巡る環境は大き
く変化していますが、我が国の「水産資源の持
続的な利用という我が国の立場を共有する国々
との連携を更に強化し、このような立場に対す
る国際社会の支持を拡大していく」（平成30年12
月26日の内閣官房長官談話より）との姿勢は一
貫しており、本事業の重要性に変わりはありま
せん。本年は ３ 年に一度のワシントン条約締
約国会議（CITES CoP18）の開催年にあたりま
す。 5 月にコロンボ（スリランカ）で開催され
る予定でしたが、同地で 4 月に発生した連続爆
破テロの影響で現在のところ開催時期･場所が
流動的になっています*。仕切り直しとなりま
すが同会合に向け入念な準備が必要であり、本
年度も水産資源の持続利用アドバイザーの派遣
を継続し、引き続き水産資源の持続的な利用に
向けての連携の強化に貢献したいと考えていま
す。本事業は、一般社団法人大日本水産会との
共同企業体として補助金交付決定を受けていま
す。

* CoP18は、2019年 8 月17～28日、ジュ ネーブ（ スイス ）開 催 
に変更。https://www.cites.org/eng/cop/index.php

2019年度の事業について
総務部長　首藤　剛
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（委託事業）
　「地域水産物新規流通発掘調査事業」は前年
度から新たに取り組んだ事業で、本年度は二年
目になります。太平洋島嶼国を対象として商品
開発やマーケティングの路を探ることによりビ
ジネスに繋がる可能性のある水産物を発掘しよ
うという調査事業で、初年度はパラオ共和国

（以下、「パラオ」という。）とパプアニューギニ
ア独立国（以下、「PNG」という。）を対象として
実施しました。平成30年度の事業紹介では本事
業を「太平洋版一村一品運動の可能性調査」と
喩えさせていただきました。財団にとってこれ
までに経験のないタイプの事業でしたので、ど
うなることかと気を揉んでいましたが、事業支
援委員会の委員をお引き受けいただいた外部有
識者、専門家の皆様の的確な指導・助言により
可能性のある産品（パラオのシャコガイ、PNG
のウニ、マガキガイ等）を見出すとともに、こ
の種の協力に関し相手国側のニーズが強いこと
を確認できたと考えています。本年度の取組は
初回の事業支援委員会での検討結果を踏まえて
PNGでの事業を継続する他、新たにマーシャ
ル諸島共和国を対象として実施することとなり
ました。これまでに財団が培ったネットワーク
を引き続き総動員し、前年度の経験も踏まえた
上で、太平洋島嶼国に裨益するビジネスの発掘
を続けたいと考えています。
　「科学オブザーバー調査分析事業」は、平成
25年度から日本エヌ･ユー･エス株式会社（以下、

「JANUS」という。）との共同企業体として 7 年
連続で受託している事業です。日本人及びイン
ドネシア人オブザーバーの育成、配乗、データ
の検証、まき網漁船の漁獲物のポートサンプリ
ング、混獲回避技術の開発、地域漁業管理機関
のオブザーバー関連管理措置のモニター等多岐
にわたるコンポーネントをJANUSと分担して
実施しています。この内、インドネシア人オブ
ザーバーの転職等に伴う人数減を補うため、本
年度は新規育成人数を倍増（ 3 → 7 ）させる計
画としています。また、ポートサンプリングに
関しては、海外漁業協力No.86で報告したとお
り、前年度はサンプリングを実施する漁港の高
度衛生管理対策の進捗に対応して実施場所や方
法を適宜変更することにより所要の回数を達成

できました。本年度も各コンポーネントを的確
に実施するために本事業を取り巻く環境の変化
に臨機応変に対応し、国際的なまぐろ類の資源
管理に貢献して行きたいと考えています。

（単独事業）
　単独事業の予算は前年比62.7%と見た目は大
幅に減少しました。前年度は補助事業の定額化
による予算圧縮を考慮し「要人招請」及び「研修
事業」のいくつかのコース等を自己資金で実施
する計画としたこと、「漁業取極等促進事業」
や「協力可能性調査等事業」といった漁業交渉
や中小漁業者団体の支援を目的とした事業につ
いて、業界のニーズに即応できるよう積み増し
したことから、一昨年（66,269千円）に比べ大幅
な増額となっていました。本年度における予算
減少は、これらの単独事業メニューのうち、前
年度事業実績のなかった「海外水産開発協力研
究調査事業」を大幅に削減した（42,146千円
→ 2 ,784千円）ことが一番の要因で、その他の
メニューは積算単価の変化による減額はあるも
のの、前年度と同様の事業規模としており、必
要な事業量が確保できたと考えています。

　これらの結果、補助事業、委託事業、単独事
業の技術協力事業予算総額は、前年比97.2％、
金額にして約33百万円の減額となりました。減
少の理由は上記のとおりであり、関係沿岸国、
業界、水産庁の多様なニーズに応えるために、
必要な事業メニューは引き続き確保しています。

２．貸付事業
　貸付事業では、我が国の海外漁場確保及び我
が国への水産物の安定供給との関連で実施され
る海外漁業協力事業に必要な資金を融資してい
ます。我が国の海外漁業を取り巻く環境は依然
厳しいものがありますが、貸付先である漁業者
等の資金需要に的確に応えることができるよう
我が国漁業の状況の変化に柔軟に対応し、引き
続き我が国の漁場確保及び水産物の安定供給に
貢献する所存です。
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３．まとめ
　近年の財団の財務状況は市中金利低下等の影
響により厳しい状態が続いていますが、本年度
においても「我が国海外漁場及び漁船の安全操
業の確保並びに水産物の安定的な供給の確保に
資する」という財団の目的をしっかりと果たす
べく、技術協力事業、貸付事業の双方において
皆様の期待に応え、所期の成果をあげられるよ
う遣り繰り、努力する所存ですので、引き続き、
ご指導、ご鞭撻、ご協力を賜りますようお願い
いたします。

3	 海外漁業協力　第87号　2019.6

海外漁業協力への取組み・財団トピックス



1 . はじめに
　筆者は2019年 3 月に大阪大学を卒業し、4 月
1 日付けで財団に採用された。融資部融資課に
配属され、担当業務を学びつつ業務に励んでい
る。就職活動において、職場を決めるうえで重
要視した点は、①我が国の国益に資する事業を
実施している団体であること、②専門的な分野
に強みを持つ職場であること、③諸外国と繋が
りのある国際的な取組みを行う組織であること、
の ３ 点である。これらを重視する理由は、筆
者の国際交流の経験に起因している。本稿では、
これまでの経験とこれからの抱負について記す。

２ . 国際交流の経験
（ １ ）はじめてのホームステイ

　初めて親元を離れ、海外へ一人で渡航した
のは中学一年の夏休みであった。アメリカ合
衆国オハイ
オ州の同世
代の子供が
いる家庭に
一 か 月 間
ホームステ
イさせてい
ただいた。
　これまで、幼少期に父親の仕事の関係で主
に英語圏で過ごした経験はあるが、自らコ
ミュニケーションを組み立てなければ意思の
疎通ができない状況に置かれたのは初めてで
ある。このホームステイでは、英語が如何に
拙くとも、相手に何かを必死に伝えようとす
れば理解してもらえるという確信を得ること
ができた。中学生のうちに、このような経験
を積めたことは大きな収穫ではあったが、一

か月間の短期滞在では
お客様、ゲストとして
受け入れられた訳で、
物足りなさを感じた。

（ ２ ）一年間の海外留学
　ゲストとしてではな
く、同世代の若者が身をもって感じ、考えて
いることを知りたい。月日を重ねるにつれこ
の思いが募り、高校二年の時に一年間の休学
を決断し、アメリカ合衆国インディアナ州の高
校へ留学した。

　以前の
ホームステ
イと一年間
の留学では、
学校へ通う
か否かが大
きな違いで
ある。外国で学業を修めるということは、そ
の国の考え方や教育に染まることでもある。
同世代の考えを知りたくて留学を決意した筆
者は、外国人向けの語学スクールや同胞が集
まる学校ではなく、その土地の高校を選んだ。
  語学力不
足やこれま
での教育内
容との差が
大 き い 分、
困 難 度 の
ハードルは
高かった。
しかし、当初の渡米目的は果たせると考え、
興味を持って高校へ通った。

国際交流の経験とこれからの抱負
融資部融資課　 豊

とよおか

岡　 正
まさひろ

啓

ホームステイ先で友人たちと

高校時代のホームステイ先

ミュージカルに出演（中国人役）
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（ ３ ）日本人としての自我の芽生え
　高校の授業の中で最も衝撃的であったのは、
アメリカ史の教科書にあった「原子爆弾は多く
の人々を殺したが、それにより戦争は終結し、
より多くの人民を救うこととなった」という
一節である。この一節を目の当たりにし、こ
のような観点で公の教育が行われていること
に驚いた。これをきっかけに、日本人として
伝えられることは、ちゃんと伝えていかなけ
ればという意識が芽生えた。その後、日本語
授業のティーチングアシスタントになった時など、
事あるごとにプレゼンテーションする機会を得
て、我が国についての発信を多く行うように
なっていった。現地では、我が国からの留学
生は筆者一人だけであった。周りのアメリカ人
学生にとって、身近な日本人が筆者であり、私
個人の意見は図らずも日本を代表するかのよ
うに捉えられた。そのため、外国に居ながら我
が国のことを綿密に調べるという不思議な状
態に陥った。にわかに「我が国の代表」になっ
てしまったこの経験は貴重なものであった。

３．その後の進路について
　我が国を代弁する機会が多かったこの留学経
験により、日本をより豊かに、より良くしたい
という意識が芽生えた。将来は国益に資する職
に就きたいと自然に思うようにもなった。
　大学で就職を意識し始めると、海外経験はあ
るものの、日本とはどういう国であるのか、 
国益に資する職業とは何か、大学で学んだ知識
とこれまでの国際交流の経験をベースに本格的

に考えるようになった。その際に気掛かりと
なったのは、自分の専門性の薄さであった。

4．我が国への貢献のかたち
　語学が得意であることは大きな強みである。
とはいえ、言語はツールであり、その道具をど
こで、どのように、どう使いこなすかが大事で
ある。その一方で、自分の専門性の薄さを考え
れば考えるほど、どのように我が国に貢献して
いけばよいのかが抽象的で、曖昧になっていっ
た。その反動から、就職先を選ぶ際には、組織
として特定の分野に強みを有する点を重視した。
すなわち、ある特定の分野において深い知見と
技術力を持つ組織が、実直で具体的、かつ、効
果的な事業を長年にわたり展開していると認識
するに至り、その核心ともいえる部分を自ら学
び取り、身につけていきたいと考えた。中学、
高校時代の海外経験を踏まえて、大学では逆に
我が国のあり方を見つめなおし、自分の将来に
ついて考えることができた。この原動力は筆者
の国際交流の経験から導き出されたものである。

5 . これからの抱負
　資源の持続可能な利用に向けた、国際的な協
力体制を構築するとの基本理念のもと漁業分野
における公益事業を長年にわたり実施している
財団は、本稿の第 1 章「はじめに」に 3 点ほど
挙げた、筆者の就職先としての理想をすべて満
たす。事務所内にいると、予想以上に幅広く、
漁業に関する様々な協力事業を展開しているこ
とを実感する。一緒に働く先輩方の専門性や経
歴も多様で、日々新しい発見と刺激がある。
　魚を食べない日本人はいない。これは、漁業
が盛んで、古くからの美しい港町を数多く擁す
る静岡県出身の筆者が面接試験の際に述べたこ
とである。これからも豊かで新鮮、栄養豊富な
水産物が我々の日々の糧であり続けるために、
努力と勉強を重ねていきたい。* 

* 出典: https://legacy.lib.utexas.edu/maps/united_states/united_states_pol02.jpg留学先の州*（左の矢印 Indiana州, 右の矢印 Ohio州）
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1 . はじめに
　筆者は2019年 4 月 1 日付けで財団に採用され、
総務部総務課に配属された。大学では、もとも
と興味があった海洋について学べる学部を選び、
卒業後は大学院に進学した。大学院では、研究
対象を「アイスランドの漁業管理制度」として、
文献研究を中心とした日々を過ごしていたが、
アイスランド漁業の現状を知らないまま研究を
進めることに行き詰まりを感じていた。そこで
一念発起し、2017年 8 月から同年12月までアイ
スランド北部のアークレイリ大学へ短期留学し、
調査研究を進めた。本稿では、研究を通して学
んだアイスランドの漁業及び留学中の体験につ
いて述べる。

2 . アイスランドの漁業
　アイスランドは北大西洋にある島国で、北海
道よりわずかに大きい103,000㎢の国土に約34
万人が暮らす。基幹産業は水産業、観光業、ア
ルミ精錬・フェロシリコン生産業などで、近年
は特に観光業の成長が著しい。主な漁獲対象魚
種はタラ類、大西洋ニシン、カラフトシシャモ、
大西洋サバであり、我が国の漁業と比較すると
漁獲の大部分を構成する魚種数が非常に少ない
点が特徴である。*

　同国の漁業の歴史を紐解くと、1960年代にニ
シンの資源枯渇の危機に直面した。その時代に
IQ (Individual Quotas - 個別漁獲割当)及びITQ 

(Individual Transferable Quotas - 譲渡性個別割当)
制度が導入され、資源及び漁業管理に取り組み
始めた。その後カラフトシシャモやタラ類をは
じめとする底魚類などがITQによる資源管理の
対象魚種となった。

* Fisheries science, Faculty of natural resource sciences, 
University of Akureyri

3．ITQ制度下のアイス 
ランド漁業について
　ITQ制度下のアイス
ランド漁業を知るため
に、同国の水産会社を
訪ね、インタビュー及び
加工場内の見学をさせ
ていただいた。訪問先
の水産会社の多くは数隻の漁船と加工場を所有
し、漁獲と水産加工のすべてを自社で完結させ
ている。
　お話を伺った会社では、各月の漁獲目標を定
めた操業計画を作成し、加工場内では小骨の除
去、皮剥きなどの手作業を除き、ほとんどの処
理が機械化されていた。その多くは、自社利用
の加工原料の確保を主眼とした漁業を行い、操
業計画に沿った漁獲を行うことで安定した原料
を調達し、収益性を重視した工場稼働が実現で
きている。また、作業効率を上げるためのさら
なる投資や加工場内の機械化の促進に前向きで
あった。

4.　アークレイリ大学への留学
　アークレイリ大学への留学は大学の協定校留
学制度を利用したもので、現地ではアークレイリ
大学の天然資源科学科水産科学コース*に在籍
した。大学に赴くと、水産に関連する授業は不
馴れなアイスランド語を用いて行われていた。
そのため履修を見送ったのであるが、その分、
水産専門の先生の下に足繁く通い、アイスランド
漁業や管理制度について、文献研究では把握し
づらい内容について質問する方法で理解を深め
た。それと同時に、水産会社へのインタビュー

大学院での研究活動と海外留学
総務部総務課　 岡

おかまつ

松　千
ち

眞
さ
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及び水産加工場の 
見学を精力的にこ 
なし、アイスランド 
漁業の現状調査を 
進めた。水産以外 
の授業では、留学生 
向けのアイスランド
語講座を履修し、 
基礎的な会話を習 
得した｡街のカフェ、
書店、図書館に赴
き会話する実践的な課題も課せられた。アイス
ランド語はノルウェー、スウェーデンなどの北
欧の言葉と似ている。文法的にはヨーロッパの
言語に見られるように名詞が性を持ち、単語の
語形変化が英語よりも細かい。そのため、ヨー
ロッパからの留学生にとっては、比較的理解し
易い言葉のようであったが、筆者にとっては母
国語ではない英語を用いた説明を聞きながらの
第二外国語（アイスランド語）の学習である。難
解な授業に、二か国語を同時に学んでいるよう
な気分を味わった。
　アイスランド語を履修したアジア人留学生は
筆者一人であったが、文法が日本語とは全く異
なる点を先生が理解し、常に気にかけていただ
いたため、少
しずつではあ
るが会話に慣
れ親しむこと
ができたこと
は救いであっ
た。

5 . 日常生活での体験
　アイスランドでの日常生活は、寒さと、車が
なければ思うように島内の移動ができないこと
を除けば、非常に快適であった。留学後すぐに
オーロラの出現頻度が高まる観察シーズンに突
入した。観測予想でオーロラの出現確率が高い

日には、友人
とともに屋外
で数時間空を
眺めたことも
あ っ た。2017
年12月末の帰
国までに、 8
回ほどオーロラを観察することができた。様々
な形や色で現れるオーロラは何度見ても飽きる
ことがなく、その都度感動を覚えた。また、休
日には様々な場所に出向き、島内をほぼ一周す
ることができた。氷河から漂流してきた氷山に
触れ、太陽が
高いところま
で昇らない極
夜に近い状態
になる12月頃
にはピンク色
に染まる空を
眺めることもできた。また、異なる文化的背景
を持つ留学生と仲良くなれたことも非常に良い
思い出となった。ほとんど英語が話せない状態
で留学したにもかかわらず、日本に興味があり
話しかけてくれた仲間たちと多くの接点を持つ
ことができ、楽しく過ごすことができた。

6.　さいごに
　学生時代を振り返ってみると、学術研究や留
学は自分自身のための取り組みであった。今後
は財団の一員として、漁業協力の相手国のため、
さらに、そこに暮らす現地の人々の生活のため
を思って、業務に邁進していきたい。

伝統的なクリスマス料理

キャンパス内のトロール網展示

上空に現れたオーロラ

ヨークルスアゥルロゥンの氷山

アークレイリのダウンタウン
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有識者評価
～ カーボベルデ共和国の漁港の製氷機修復 ～

総務課長　坂田　重登

１．はじめに
　財団が実施する各種事業については、外部の
有識者（評価委員）で構成される評価委員会に
より毎年の事業評価を実施している。これは、
財団事業の協力効果をできるだけ客観的に判断
し、事業の改善を図るために評価結果を事業の
運営管理に役立てること、評価結果から導き出
された教訓・提言を将来の事業に活用すること、
更には、評価情報を広く国民に公開して財団事
業の透明性の確保と説明責任を果たすことが目
的である。
　評価委員会は、必要に応じ、プロジェクト等
を実施する現地において評価調査を行っており、
1998年に評価委員会が設置されて以降、合計34
回、延べ36か国にわたり現地評価調査を実施し
てきた。調査の結果は報告書に取りまとめられ
た後、プロジェクト等を実施する相手国政府に
も提供され、評価委員からの提言や教訓はその
後の効果的な事業の運営に供されている。
　本稿では、2019年 2 月に評価委員 2 名（小林
泉大阪学院大学教授、飯野建郎日本トロー
ル底魚協会特別顧問）がカーボベルデ共和国

（以下、「カーボベルデ」という。）で実施した評
価調査の様子を随行者として紹介する。

２．カーボベルデについて
　カーボベルデはセネガルの沖600㎞に位置し、
首都のあるサンチャゴ島の他、サンビセンテ島、
サル島などそれぞれに特徴のある大小18の島々
から構成される。もともと無人であったという
この島は、1460年代、ポルトガルが奴隷貿易の
基地を設けたため、その後1975年に独立するま
でその支配下にあった。国名のカーボベルデは、
ポルトガル語で「緑の岬」を意味する。首都プ
ライアの大統領府には、大航海時代にポルトガ
ルが築いた石垣の一部が当時のまま残っている。
気候は熱帯性で乾燥しているが、比較的治安も
良いことから、ポルトガルやスペインの他、広
くヨーロッパからの観光客が多い。人口は55万
人であり、主な産業は漁業及び農業である。
　日本からは、ポルトガルを経由する便が便利
であり、今回はフランクフルトを経由して途中
リスボンで一泊した後に首都プライアに入った。
フライトだけでも片道20時間の長旅である。

３．調査対象プロジェクト*
　カーボベルデ水域は大西洋における我が国遠
洋マグロはえ縄漁船の重要な漁場の一つであり、
また、カーボベルデのミンデロ漁港は漁船の補
給基地として重要な役割を果たしている。さら
に、同国は水産資源の持続的利用の考え方につ
いても日本と同じ立場であり、我が国との良好
な漁業関係を背景に、財団は、いくつかの漁業

* https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/capeverde/index.html

サンビセンテ島
サル島

サンチャゴ島

カーボベルデ共和国地図（出典：外務省HPを加工*）
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協力プロジェクトを実施してきた。
　今次評価調査の対象となった案件は、2017年
に実施した「カーボベルデ共和国における漁業
開発のための施設改善プロジェクト」で、主に
製氷機の修理·修復とそれに係る技術指導を実
施したものである（以下、「製氷機PJ」という。）。
　この施設（製氷機（ 5 トン/日）× 2 機）はもと
もと我が国の水産無償により2004年に供与され
たものであり、2011年に財団がコンプレッサー
のオーバーホール等を実施してから約 6 年が経
過し、製氷能力が 1 機あたり 2 トンまで落ち込
んでいたため、同国政府から修理·修復の要請
があったものである。
　プライア漁港に設置されている製氷機は、サ
ンチャゴ島で唯一稼働しているものであり、同
漁港は多くの
地元漁船が入
港し、氷の積
み込みや魚の
水揚げ、仲買
人などで活気
に溢れていた。

４．調査の概要
　調査は、サンチャゴ島及びサンビセンテ島で
実施し、サンチャゴ島では、製氷機PJの現場
であるプライア漁港での調査やカウンターパー
トへのインタビューの他、同島の漁村（ペドラ
バデージョ）を訪問し、漁業の実態などを調査
した。また、サンビセンテ島では、ミンデロの
政府漁業関係者を表敬するとともに、近隣の漁
村（サラマンサ）を訪問し、財団が過去に設置
した太陽光発電による製氷機の調査及び調査時
に実施中であった水産加工プロジェクトの現場
を視察し漁民たちから話を聞いた。

５．サンチャゴ島
・製氷機PJの現場

　本プロジェクトの現場であるプライア漁港
は、最大の人口を有する首都プライアを背後
に控え、水産流通の拠点となっている。この
漁港は、1991年と2004年に日本の無償資金協
力で整備拡張されており、2004年には今回の
現地評価調査の対象となった製氷機が設置さ
れた。調査時は、沖合で操業するまき網漁船
が入港しており、カツオやマグロ、ムロアジ、
イワシなどの浮魚が大量に水揚げされ、漁業
者や仲買人
などの出入
りが多く、
早朝は人と
ぶつからず
に歩くのが
困難なほど
であった。
　カーボベルデでは魚の鮮度保持に関する意
識が高く、出漁する漁船や水揚げ時の鮮度保
持に氷が当たり前のように使用されている。
今回の製氷機PJにより製氷能力が 2 機で 9
トン/日（当初の製氷能力の90%）まで回復し
たが、これ
により、漁
業者のみな
らず、漁港
にとっても
収入の増加
がもたらさ
れている。
　製氷機PJでは、専門家が、製氷機の修理·
修復作業を通じ、カウンターパートである技
術者 4 人に技術を指導し、今後 7 年間は自助
努力でメンテンナンスができるようメンテナ
ンス計画の作成·指導を行い、一定の消耗品
の供与も行われた。

プライア漁港の様子

製氷施設外観

プライア漁港長へのインタビュー
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・ペドラバデージョ
　カーボベルデの沿岸漁業の状況を調査する
ため、首都プライアから車で約 1 時間のとこ
ろにある漁村ペドラバデージョを訪問した。
この村には約450人の漁民が在住し、約50隻
の漁船でまき網などの操業が行われている。
訪問した日は、「漁師の日」というカーボベル
デの祭日で、出漁はなく水揚げなどを見るこ
とはできなかった。しかしながら、突然の訪
問にも拘わ
らず市長や
組合長らの
歓迎を受け、
財 団 が2013
年に整備し
た水揚げ場
の様子や数
年前にスペインから供与された製氷機を視察
することができた。水揚げ場は今でも有効に
利用されているようであるが、漁業者からは
水揚げのためのクレーンを設置して欲しいな
どの要望があった。
　また、スペインから供与された製氷機は 1
年半前から故障し稼働しておらず、既に修理
不能とのことであった。技術者がいないこと、
部品の入手が困難であることなどが稼働して
いない原因であり、製氷機維持の難しさを物
語っている。サンチャゴ島で製氷機が稼働し
ているのはプライア漁港だけであり、氷を手
に入れるには、船で片道 3 ~ 4 時間かけて、
プライア漁港まで買いに行くしかないとのこ

とであった。
　なお、小型漁船が水揚げする漁獲物は、村
でその日に消費されるか、干物や燻製にされ
るとのことであった。

６．サンビセンテ島
・ミンデロ

　サンビセンテ島は首都プライアから北西約
200kmに位置し、飛行機で約 1 時間を要する。
サンビセンテ島にあるミンデロはポルトガル
やスペインの田舎風のきれいな街並みを有し、
プライアに比べ観光客も多い。ミンデロ漁港
には日本の遠洋マグロはえ縄漁船が入港し、
食糧や燃料の補給、漁船員の交代なども行わ
れている。
　政府関係機関は基本的には首都プライアに
あるが、漁業を管轄する海洋経済省の本部は
2017年にミンデロに移転した。調査団は、海
洋経済省で官房長を表敬し、評価調査の目的
などについて説明を行った。
　カーボベルデにおける水揚量のうち60％は
零細漁業によるもので、漁業は同国における
主要産業の一つとして位置づけられている。
政府は、零細漁業の今後の発展に向けて地域
レベルで様々な提案をしており、製氷機の普
及も開発目標の一つである。

・サラマンサ
　サラマンサは、ミンデロ市から車で40分の
所に位置する人口約2,000人の漁村である。
カーボベルデの88の漁村の多くは電気が通じ
ていない地域であることから、財団が、2012
年 か ら2013
年にかけて
サラマンサ
に設置した
太陽光発電
を活用した
製氷機につ

ペドラバデージョ水揚場にて

漁港の子ども

できたての氷（貯氷庫内）
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いては、非常に革新的であるとして評価され
ていた。他の漁村にも設置したいが、初期投
資に必要な予算の獲得、その後の管理·運営
が課題であるとのことであった。
　財団は当地で水産加工に関するプロジェク
トを実施中で、調査団が訪問した時は、水産
加工の専門家 2 名が、サメ肉を利用したハン
バーグの製造を漁民グループに指導中であっ
た。
　財団が設置した製氷機は、漁民グループが
維持・管理し、氷の売り上げも順調で一定の
利益をもたらしている。また、地先で水揚げ
される水産物は新鮮で、専門家による水産加
工の技術指導により、水産物加工や販売の多
様性が広がれば、氷販売の収入と相まってさ
らなる収入の増加と地元経済への貢献が期待
される。

７．さいごに
　財団は、毎年 1 回、有識者によるプロジェク
トの評価調査を実施しているが、アフリカでの
調査は2010年のサントメプリンシペ以来 9 年ぶ
りであった。評価委員は、途上国の状況につい
て多くの知見を有されており、また、途上国へ
の渡航経験も豊富である。カーボベルデは紛争
地ではないが、国によっては治安や衛生状況が
悪く、物事が遅々として進まないなど面倒なと
ころがある。カーボベルデでは2019年になって
入国ビザの取得方法が変わったとの情報もあっ
たが、しっかりと確認することができないまま
調査に同行することとなった。
　ところが、当初の心配とは裏腹に、まず入国
審査が非常にスムーズでビザ代を請求されるこ
ともなく（後で確認したら航空券購入時に支払
い済み）、荷物検査もスムーズに進み、短時間
で入国することができた。また、観光客が多い
せいか、ホテルや空港の対応も丁寧で、治安や
衛生状態も比較的良好であった。街中を歩いて
いると横断歩道で車が必ず止まってくれたのは

驚きであった。
　このようなことで、予定通り日程を消化し、
翌日は帰るだけという日の午後、サンビセンテ
島からのフライトが全て欠航しているとの情報
が入ってきた。案の定、帰国当日もフライトが
欠航となり、滞在が 1 日延びてしまった。サハラ
砂漠の砂が北東貿易風に乗ってカーボベルデを
覆い、視界不良となったことが原因とのことで
あった。ネットで調べると“ハマターン”と呼ばれ
る砂嵐で、日本でいう黄砂と同様の現象らしく、
これによりフライトが欠航するのは年に数回と
のこと。珍しい機会に遭遇してしまった。
　滞在は 1 日延びてしまったものの、おかげで
最後の日は専門家の御自宅の夕食に招待された。
専門家手製のラーメンやカメノテ*（スペインなど
では高級珍味）などがふるまわれ、貴重な経験
をすることができた。

　このような珍事に遭遇したものの、調査は無
事終了し所期の目的を達成することができたと
考えている。調査を実施していただいた評価委
員の先生方、そして、現場で調査のアレンジを
していただいた専門家の方々に感謝申し上げた
い。

* 石灰質の殻を持つ岩礁海岸の固着動物で、甲殻類（フジツボの
仲間）。潮間帯岩礁の割れ目に群生し、波によって運ばれてく
る餌を蔓脚（まんきゃく）を広げて捕食する。日本でも愛媛県
宇和島市では味噌汁の具や、塩茹でにして食されている。

高級珍味 “カメノテ”
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１．はじめに
　カーボベルデ共和国(以下、「カーボベルデ」
という。)において、2018年度水産資源持続利用
プロジェクト(まぐろ漁業で混獲されるサメの
食品加工に係る技術協力)を実施したので報告
する。

２．たどりつくまでの13年間
　カーボベルデという国を知ったのは2000年の
ことである。当時、筆者はモザンビーク共和国
キリマネ市において、財団プロジェクトに従事
していた。そこにカーボベルデ人がいて、自国
の素晴らしさを話してくれた。魅力的な話を数
多く聞いたが、伝染病がないというだけで同国
に憧れを持った。筆者の在勤地には多くの伝染
病があり、筆者自身もマラリアに罹ってひどい
目にあっていたからである。その人の家には自
国から持ち込み種から育てたマンゴーの木があ
り、紫色の実をつけていた。筆者にとってカー
ボベルデといえば紫のマンゴーであり、いつか
行ってみたい国でもあったが、そのうち、思い
出すこともなくなっていた。
　その後、別のプロジェクトの形成調査のため
エクアドル共和国キト市に出張し、同国農業・
牧畜・水産省を訪問したことがあった。同市は
治安が良いとはいえず、高地で酸素が薄く、そ
のため体調も優れず、同省との話し合いも不調
気味で気持ちも沈みがちであった。2013年のこ
とである。そんな折、財団本部からカーボベル
デでのプロジェクト参加の打診があった。すっ
かり忘れていた「いつか行ってみたい」という
願いが突然かなうことになった訳で、喜び勇ん
で同国に赴いた。

　赴任してみると、アフリ
カ大陸北西部ではエボラ出
血熱が大流行していた。幸
いにも、カーボベルデ国内
での患者発生はなかった
が、仕事は非常に忙しく、
紫のマンゴーも見あたらなかった。しかしながら、
こちらにきてみてカーボベルデの素晴らしさ、特
に人の素晴らしさを十分に実感することができ
た。その時の技術協力案件は、サラマンサの太陽
光発電式製氷装置の改良であった。

３．カーボベルデという国
（ １ ）一般事情

　カーボベルデは、セネガルの沖合600㎞ほ
どに位置する島国である。全部で18の島から
なり、うち 9 島に人が住む。住民の 7 割がポ
ルトガル人とアフリカ人との混血で、クレ
オールと呼ばれている。本国の人口は55万人
であるが、アメリカにもそれと同じくらいの
海外同胞50万人が暮らす。

（ ２ ）カーボベルデに住んでみて
　最近、外国の国名表記が変更になった。そ
の一例として、「カーボヴェルデ」から「カー
ボベルデ」にカタカナ表記が変更になった旨
をニュースが報じていた。我が国では同国の
話題がテレビに取り上げられることなど滅多
にないので、これでほんの少しでも、知名度
が上がったことであろうか。筆者は、これま
でに通算すると12か月間、同国サンビセンテ
島とサントアンタン島に滞在した。ここでは筆

カーボベルデ共和国
まぐろ漁業混獲魚加工プロジェクト報告

財 団 専 門 家　新井　孝彦
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者の実体験に基づくカーボベルデの一般事情
を紹介する。

ア．カーボベルデの気候
　筆者がカーボベルデに滞在した12か月の
間、雨が降ったのは 2 分間ほどである。朝
方、大雨になりそうな雲に覆われていても、
昼をまわる頃にはすっかり快晴になってい
る。そのため、郊外には緑のほとんどない
荒野が広がっている。気温は年間を通して
20℃から30℃で、一番暑い時期でも窓を開
ければ、エアコンなしで十分眠れるほどで
ある。ただし、網戸がちゃんとしていない
と、夜中に蚊の猛攻を受ける。マラリアは
ないので痒いだけで済むが、この乾いた土
地のどこにボウフラが湧いているのであろ
うか。

イ．カーボベルデの言葉
　カーボベルデの公用語はポルトガル語で
あるが、現地語はクレオール語である。
ミンデロ市中心部の人と話すときにはポル
トガル語が問題なく通じるが、そこから離
れると会話のなかにクレオール語が増え、
理解が難しくなる。「チョー」というクレ
オール語は、日本語の「超｣ と同じ使い方
をするところがおもしろい。

ウ．カーボベルデの国民性
　日常生活にみるカーボベルデの国民性に
ついて紹介する。車優先の国が多いなか、
カーボベルデでは優しく車を減速させ歩行

者に道を譲ってくれる。日本以外でそのよ
うな国は少ないと思う。空港での入国審査
の際にも、言いがかりをつけられて荷物を
開けられることもないし、街で警官から職
務質問を受けることもないので、パスポー
トを常時携行する必要もない。滞在期間の
延長手続きは警察署で行われる。驚いたこ
とに、パスポートを提出してもそれに代わ
る引渡証が発給されない。手続き完了まで
の間、身分を証明する手立てがない状態と
なる。パスポートを受け取りに行ったとこ
ろ、顔の似た中国人のものを渡されたこと
もあった。この手続きにはいつも心細さを
感じる。ミンデロ市内には犬がウロウロし
ている。野良犬にも餌を与えるほど人が優
しい。よく肥えて健康そうな野良犬は食事
に不自由しないので、滅多なことで人に吠
えたり噛みついたりはしない。歩道にゴロ
ゴロ寝ていて全然道を譲ろうとしないので、
少し邪魔ではある。すべてにおいて大らか
で、穏やかな国民性であるといえる。しか
し、仕事に就く機会が少なく、何をすれば
よいのか分からずに昼間からブラブラして
いる若者が目に付くのが心配である。

エ．カーボベルデの日本人
　カーボベルデには日本の大使館もなけれ
ばJICAの事務所もない。長期滞在の日本
人がいないので、プロジェクト実施期間中
は財団専門家が同国唯一の日本人となる。
ちなみに、以前同国に長いこと住んでいた
唯一の日本人は財団専門家であった（同国
に専門家として赴任したのではなく、元々
現地に住んでいた優秀な技術を持った日本
人を雇用した。）。

オ．カーボベルデの食事
　「カチュパ」という豆料理とウツボのフライ
がサンビセンテ島の郷土料理である。 

荒野のヤギ
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カチュパは値段が手頃でボリュームがある。
しかも、おいしい。給与の最低月額は日本
円にして約 1 万 2 千円であるが、地元以外
の料理には東京とそう変わらない値段が付
いている。なお、繁華街には中国人経営の
雑貨店が数多く並ぶが、中華料理店はとい
えばサントアンタン島、サンビセンテ島の両
島を合わせても、開いているのか閉まって
いるのか分からない店が一軒だけである。

４．プロジェクト
（ １ ）プロジェクト実施の背景と目的

　カーボベルデでは、市販の加工食品のほぼ
全てが輸入品である。海洋経済省は、国内唯
一の天然資源である水産物で国産の加工食品
を製造するとともに新たな雇用機会を作ると
いう政策課題に取り組んでいる。狙った魚以
外に偶発的に獲られた漁獲物を「混獲魚」と
よぶが、まぐろはえ縄漁を行う漁船はサメ等
を混獲することがある。我が国漁船は、これ
までカーボベルデ海域で獲れた混獲魚をスペ
イン領ラスパルマスに水揚げしていたが、同
省の意向を知り、ミンデロ港への水揚げが検
討されていた。このような状況において、同
省から混獲魚加工プロジェクトの実施要請が
あった。カーボベルデ側と財団で取り交わし
たプロジェクト実施覚書には、「漁業開発の
ため、加工施設を設置するとともに、その施
設を使って海洋経済省が提供するカウンター
パートに技術移転を行い、人材育成を図る」
という目的が明記されている。しかし、少人
数に教えておしまいでは技術の定着は望めな
い。頻繁にその技術を活用する状況をお膳立
てする必要がある。「国内で市販される畜肉
加工品の一部を本プロジェクトの製品に置き
換える」ことを視野に入れ、「原料入手→製
造→販売→利益→原料入手」の一連のサイク
ルを確立することを目指した。

（ ２ ）プロジェクト期間・場所*

　2018年10月から2019年 3 月までの 4 か月間、
サンビセンテ島ミンデロ市サラマンサ地区に
おいて活動を行った(同島はカーボベルデ北
西端のサントアンタン島の隣に位置し、島内
全てがミンデロ市である）。

（ ３ ）プロジェクト関係者
　プロジェクト活動に携わった財団関係者は
北之園水産加工専門家と筆者(プロジェクト
コーディネーター)の 2 名であり、カーボベ
ルデ側関係者は以下のとおりである。

ア．海洋経済省
　海洋経済省の大臣、次官以下、すべての
関係者が積極的に活動に関わった。特に後
述する加工実験室の落成式とミンデロ市内
での試食会は同省が主導して実施された。
プロジェクト終了時には、次官の自宅に大
臣を招き慰労会を開いていただいた。

* 出典: d-maps.com
　　https://d-maps.com/carte.php?num_car=4386&lang=ja

ミンデロのヨットハーバー

サントアンタン島

●

サラマンサ地区

サンビセンテ島

サンタルシア島
ミンデロ市中心部

サンビセンテ島周辺地図（全体地図は8頁参照）*
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イ．水産開発研究所
　水産開発研究所(Instituto Nacional de De-

senvolvimento das Pescas, 以下、「INDP」と
いう。)は、加工品の販売許可に必要な申
請書類の作成、製造販売に係る会計業務の
指導・監査、製造時の衛生管理の指導・監
督、原料運搬を担当した。

ウ．サラマンサ漁業組合
　サラマンサ地区の住民は2,000人である。
サラマンサ漁業組合（以下、「組合」とい
う。）は、漁業者141名、魚販売業者45名で
構成されており、看護師やカイトサーフィン
のインストラクターとの兼業もみられる。
　財団が設置した太陽光発電式製氷施設の
製氷能力は日産 1 トン、平均氷販売額は月
に 8 万エスクード（１エスクード≒1 円）、経
費(人件費、水発電機燃料）は月に約 5 万
エスクード、月当たりの利益は約 3 万エス
クードである。

　2013年から2018年の間に銀行に積立てら
れた収入のうち、170万エスクードは組合員
とその家族の病気治療費、文房具購入と通
学費等の学校関係費、文化行事とスポーツ
への支援費、葬儀、漁船修理代金の貸付等
に充てられた。

エ．民間会社
　日本かつお･まぐろ漁業協同組合ミンデロ
代理店であるANV社と冷凍魚加工会社で
あるATUNLO社から、サメの水揚げと保管
の支援を受けることができた。

（ ４ ）プロジェクト活動
ア．加工品の製造

　サラマンサ組合製氷施設内に加工実験室
を設置し、組合員及びその関係者12名に水
産加工技術の指導を行った。

　原料のサメについては、専門家が関わら
ずとも、「日本漁船がミンデロ漁港で水揚げ
→港内のATUNLO社冷凍庫に保管→INDP

の車両でサラマンサまで運搬」という一連
のシステムを構築することができた。加工
品の販売には、海洋経済省品質検査保証部
の衛生検査に合格しなければならない。そ
のため、加工実験室、加工方法、衛生管理
方法等を説明する書類の作成など、INDP

と共同で必要な条件をひとつひとつ満たし
て合格にこぎつけることができた。

イ．加工実験室の落成式
　海洋経済省の主催により、サラマンサで
加工実験室の落成式が挙行された。海洋経
済省から次官他30名が参加した他、大手
スーパー、レストラン等の流通、外食産業
から20社、新聞社、テレビ局等の報道関係
者 6 名、市議会の議長を始め市役所職員、
地域住民約100名を招待し、サメを原料と
したハンバーグ、コロッケ、メンチカツを
試食していただいた。これらの加工品は非
常に好評で、さっそく大手スーパーと有名
レストランから引合いがあった。

サラマンサの太陽光発電式製氷施設

水産加工研修
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ウ．試食会
　試食会も海洋経済省の主催により、ミンデロ
市内中心部で行われた。サラマンサより加
工研修経験者12名と組合幹部を呼び寄せ、
改めて製品と加熱調理法の説明を行った。

　当日準備したハンバーグ、 メンチカツ、
コロッケ計2,000食は約 3 時間という短時間
で提供を終えることができた。同省から大
臣、次官（ともに家族連れで来訪）、海洋
資源局長、大臣顧問他の幹部が訪れ、大臣
から感謝の言葉が述べられた。また、 ミ
ンデロ市民からも高い評価を得ることがで
きた。

5．なぜハンバーグなのか？
　  ～ ハンバーグの選定と製造方法 ～

　本プロジェクトでは、我が国まぐろ漁船が混
獲したサメと現地で獲れたマグロを原料とし
てハンバーグの製造方法を指導した。その理
由について説明する。

（ １ ）選定理由

ア．ハンバーグ
　筆者が過去に携わった南米、アフリカ、
南太平洋の10カ国における加工プロジェク
トにおいて、500名以上に種々の水産加工
品を試食してもらい、アンケート調査を
行った。そのなかで、最も評価が高かった
のがハンバーグであった。

イ．資機材、原料、副原料
　ハンバーグ製造に必要な資機材、原料、
副原料がサンビセンテ島で容易に入手できる。

ウ．レシピ
　2014年度にサントアンタン島ポルトノボ市
で実施した財団加工プロジェクト（カーボベ
ルデにおける漁業開発のための施設改善プ
ロジェクト）において、現地人の嗜好にあっ
たハンバーグのレシピがすでに作り上げら
れている。

エ．製造
　ハンバーグ製造は燻製品、塩干品と比較
して、時間がかからない。
　なお、フィッシュフィンガーやフィッシュ＆
チップスのようなカット魚肉のパン粉付冷凍
品は、魚体をカットしてパン粉を付けると
いう単純な工程で一見簡単そうではあるが、
魚肉を定型にカットするのは、非常に手間
がかかる作業である。これに比べハンバー
グは、魚肉を挽肉機に投入し成形するため、
カット作業に気を遣う必要がないという利
点がある。

（ ２ ）製造方法
　消費者が食べ慣れている畜肉ハンバーグに
できるだけ似たものを目指した。食品の品質
を評価する要素に、形、色、味、匂い、食感
がある。形については、挽肉を使っているの
で意のままになるし、色については、赤身魚
を使うことにより、畜肉ハンバーグと似た色
になる。その他の味、匂い、食感に関する課
題については、以下の方法で解決した。

試食会（インタビューに応じる次官）
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ア．味・匂い
　ハンバーグにはニンニクと玉ネギを添加
したが、これらの硫黄分を含む野菜を赤身
魚の魚肉に添加すると、とても魚とは思え
ない畜肉のような味と匂いが出てくる。ま
た、この硫黄分は魚肉の弾力を強くする効
果を併せ持つ。

イ．食感
　ハンバーグには肉の粒状感が必要である。
例えば、スイカはサクサクしているのはう
まいが、キュウリのような食感は好まれな
い。魚肉を牛や豚の肉と同じように加工し
てハンバーグを作ろうとしても粒状感はで
ず、ソーセージ状の食感となる。
　そのため本プロジェクトでは、魚肉冷凍
すり身の製造技術や赤身魚から練り製品を
作る技術など、独自の加工技術を用いた。

ウ．独自の加工技術
　独自の加工技術については、食感の段落、
粒状感を出すために冷凍すり身の製造技術
や赤身魚から練製品を作る技術などを用い
ていると述べた。これらの加工技術に関す
るエピソードを挙げる。
　財団の外部評価委員の先生が2019年 2 月
にプロジェクトを視察された。その際に、

「一般家庭でも作れるハンバーグの製造方
法の指導が技術移転なのか」との疑問を投
げかけられた。実際の魚肉ハンバーグの製
造では、表面的には素材を混ぜ合わせるだ
けで簡単そうにみえるが、そこに至る過程
には、魚肉たんぱく質の生化学的研究の成
果に基づいて開発された、財団の独自技術
が詰まっており、その核心部分における技
術移転が必要不可欠である旨を説明した。

６．さいごに
　加工品を販売して利益を得るためにはいくつ
かの手続きを経る必要がある。第一段階の衛生
検査の基準は満たした。第二段階はミンデロ市
役所への届け出であるが、これには多少の費用
を要する。これには、財団が既に太陽光発電式
製氷機をサラマンサに設置しており、組合は製
造販売事業を開始するための資金獲得の方法を
有する。製造に関わる経費を計算し、魚肉ハン
バーグの販売価格を見積もると、市販の畜肉ハ
ンバーグの価格に十分に対抗できる値段になる。
　さらに、海洋経済省も「プロジェクトは財団
にお任せ」という受け身の姿勢ではなく、積極
的な支援を継続しているので、それを十分に利
用しつつ、あとは組合の工夫と自助努力で事業
が成功することを期待している。

サラマンサの女の子

本プロジェクトがこの子の将来 
に少しでも役に立ってくれたなら…
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１．はじめに
　前年度に引き続き2019年度も「地域水産物新
規流通発掘調査事業」を水産庁から受託した。
本事業は、太平洋島嶼国において低利用·未利用
の水産物に焦点を当て、商品開発やマーケティン
グを強化することにより、将来的に雇用や外貨
獲得の手段に繋がる協力案件を形成するととも
に、ビジネス構築に資する提言及び情報発信を
行うものである。
　財団にとって前例のない新たな取組みではあ
るが、水産物の輸出入、加工、流通といった分
野に明るい有識者で構成される「支援委員会」
の場で、調査の対象とする国や水産物に関する
専門的な検討を行っている。2018年度はパプア
ニューギニア独立国及びパラオ共和国（以下、

「パラオ」という。）を対象国とし、両国へ 2 回ず
つ、計 4 回の現地調査を行うとともに、国内外
において市場調査を行った。なお、現地調査に
は支援委員の方々にも参加いただき、効果的な
調査を行うことができた。
　本稿では、2018年度の調査対象の一つである
パラオ産シャコガイを「第16回シーフードショー
大阪」（2019年 2 月20·21日、大阪ATCホール）へ
出品した際の来場者の反応及び得られた成果に
ついて報告する。なお、シーフードショー大阪
は水産に特化した西日本最大級の食材見本市で
あり、今回で第16回目となる。2019年は、 2 月
20日及び21日の 2 日間にわたり開催され、平日
にもかかわらず過去最多の15,892名が来場した。
会場内に約250社が集まり、約2,600の食材及び
関連資機材の展示があった。

２．出展の目的とねらい
　シーフードショーへの出
展は会場内に財団ブース
を 設 け て 行 わ れ、 食 用
シャコガイの認知度を向上
させること、我が国市場、
特に関西地方における食用シャコガイのニーズに
関する調査を行うこと、そして本事業と財団が
パラオで展開中のシャコガイ養殖振興プロジェク
トの紹介を行うことを目的とした。具体的には、
来場者にシャコガイ加工品を試食品として提供
し、アンケート調査に協力していただくととも
に、チラシ、ポスター、動画等の宣伝材料を用
いた事業紹介を行い、来場者の反応を確かめる
こととした。

シーフードショー大阪への出展報告
財 団 専 門 家　渡辺　樹里

チラシ「パラオ産シャコガイ試食会」
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３．試食品の製造
　試食品の原料としてパラオ政府から養殖シャ
コガイの剥き身（シャゴウ、ヒレナシジャコ）が
提供された。念のため、ワシントン条約（絶滅の
おそれのある野生動植物の種の国際取引に関す
る条約）に抵触しないことを証明する輸出許可
証を入手した。剥き身はパラオ国内で冷凍され、
飛行機の手荷物扱いで我が国へ輸送された。そ
の後、高知県土佐清水市において財団の専門家
により調理された。調理方法は、貝柱と外套膜
を一口大に刻み、調味液に浸した状態でレトル
トパウチに封入し、加熱殺菌を施すというもの
で、この状態での賞味期限は 1 年間になるとの
こと。 5 種類の調味液を用いて味付けし、財団
関係者で試食した。本事業の委託者である水産
庁の資源管理部国際課海外漁業協力室の方々に
も加わっていただき、最終的に醤油、クラム
チャウダー及び水煮の 3 種類への絞り込みが行
われた。

４．展示ブース
　展示ブースではシャコガイの大きさを実感し
てもらうため、貝殻の標本を展示するとともに、
誤解がないようワシントン条約の輸出許可証を
掲示した。

　机には本事業を説明するチラシを置き、テレ
ビモニターからパラオにおけるシャコガイ養殖
の様子を伝える映像を流した。

　イベント当日は 3 種類の加工品をそれぞれ200
食程度準備し、多くの来場者に試食していただ
きつつ、アンケート調査への協力をお願いした。
また、アンケートの際に様々なコメントをいただ
いた。シーフードショー大阪の主催者である一
般社団法人大日本水産会の白須会長にも試食し
ていただいた。

　足を運んでいただいた関西圏の方々は皆非常
に親切かつ協力的であった。おかげで、140名
分のアンケートを回収し、忌憚のない意見を伺
うことができた。

貝殻の標本と輸出許可証
大日本水産会の白須会長も試食された

チラシ「シャコガイ養殖振興プロジェクト」
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５．アンケート結果
　シャコガイ加工品の味に関するアンケートで
は、それぞれの味に対する「とても美味しい」
又は「美味しい」との回答は、醤油味91％、クラ
ムチャウダー76％、水煮77％で、醤油味が最も
好評であった。その一方で、クラムチャウダーと
水煮は「塩辛い」という感想が多く聞かれた。
加工の際、水煮については食塩を添加せず、
クラムチャウダーに至っては提供直前に牛乳を
加えて味を調整したにもかかわらず、このよう
な結果になったことから、塩分調整が今後の課
題となった。醤油味の場合、醤油の持つ旨味と
中和され、違和感がないほどに塩味が和らいだ
ものと考えられる。

　国内の潜在需要の有無については、商社･卸
売り関係者へのアンケート結果から、醤油味で
は78％、クラムチャウダーでは58％、水煮では
68％の割合で潜在需要が見込まれるとの回答が
得られた。なお、最も評価が高かった醤油味の
妥当と思われる仕入値は100gあたり240円（中
心価格帯）であった。食材の形態については、
商社･卸売り関係者は生食用冷凍への関心が高
く、外食産業関係者は、これに加え、生鮮への
関心が高かった。また、剥き身の妥当と思われ
る仕入値は 1 ㎏あたり平均2,000円であった。

　その他、水産関係者から寄せられたコメント
は以下のとおりである。

〇卸売業
　生鮮に興味がある。生鮮で、1 個体 8 ～ 10
米ドルであれば十分取り扱える（営業職）。

〇食品加工業（珍味）
　珍味の原料に関心がある。有償サンプルと
して 50㎏程度入手可能であれば、連絡して欲
しい（海外事業部長）。

〇外食産業（刺身 ･ お造りと天ぷら専門店）
　生鮮に興味がある。自社店舗では沖縄産ヒ
メジャコの剥き身を刺身で提供している。剥
き身の仕入値としては 2,200円/kg 程度が妥当
である（店舗開発部長）。

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」

６．さいごに
　水産物の卸売りや外食産業の関係者から、
沖縄県産のヒメジャコが関西圏に流通している
との情報を事前に得ていた。今回のアンケート
及び聞き取り調査等の結果からも関西市場に商
機があることが分かる。パラオ産シャコガイを
我が国の市場へ流通させるためには、物流面の
整備の他に、我が国国内で既に流通している同
様の商品と共存していける方法を探ることが重
要である。
　シーフードショー大阪への出展結果を含め、本
事業の実施により得られた様々な知見は総合報
告書にとりまとめられた。今後パラオ政府によ
り自国産シャコガイの商品開発やマーケティング
が推進され、雇用創出及び外貨獲得に繋がるこ
とを願っている。

試食品・アンケート用紙
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新 庁 舎 落 成 式 に 出 席 し て
～ マーシャル諸島海洋資源局 ～

財 団 専 門 家　野原　稔和

１．はじめに
　筆者のマーシャル諸島海洋資源局（Marshall 

Islands Marine Resources Authority, 以下、「MIMRA」
という。）への着任については、本誌第82号

（2018年 6 月発刊）において報告済みである。
2018年 1 月26日の着任後 1 年以上が経過した。
本号では、この間における主な出来事として
MIMRAの財政状況と新庁舎落成式について報
告する。
　新庁舎の完工時期については、赴任前の事前
調査でマーシャル諸島共和国（以下、「マーシャ
ル」という。）を訪れた際に2017年12月と説明
があったが、その後、庁舎デザインの変更（屋
上階の追加）、天候不良、資機材納入の遅れ、
建設作業員不足等により遅延し、 1 年後の2018
年12月に竣工となった。その後、2019年 1 月に
かけて新庁舎への引っ越しが行われ、落成式の
準備が着々と進められた。
　この新庁舎の総工費は約 3 百万米ドルである。
この一大事業を実現させたMIMRAの財務状況
について概説するとともに、新庁舎の概要及び
落成式の模様について報告する。

２．MIMRAの財務状況について
　2019年 1 月にMIMRAホームページ上に公開
された年次報告書（Annual Report）によると、
MIMRAの年間支出の総額は、2005年度から
2008年度までほぼ横ばいに推移し、2012年度以
降は増加傾向にある。数字でみると、2012年度
の8,350,428米ドルに対し、2017年度は約5.4倍
の44,898,690米ドルに増加している。
　これは、事業外支出に牽引されていることが
図 1 の資料から分かる。事業外支出は、新庁舎

の建設費用や国庫納入金等に対する支出である。
　事業支出も2012年度の2,185,428米ドルに対し、
2017年度は約2.2倍の4,759,761米ドルに増加し
ているが、事業外支出の伸びに比べると、低調
である。

　事業外支出の急増を支える収入源は何なので
あろうか。
　図 2 の資料は、収入の変遷を表している。

　MIMRAの収入総額は2005年度から2008年度
までほぼ横ばいに推移し、2012年度以降は事業
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図1 MIMRA支出の変遷
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図２MIMRA収入の変遷
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収入に牽引される形で大幅な増加をみせている
（事業外収入はほぼ横ばいに推移。）。数字でみ
る と、2012年 度 の10,506,958米 ド ル に 対 し、
2017年度は約3.4倍の36,104,511米ドルに増加し
ている。
　この事業収入の内訳は何なのであろうか。図
3 の資料は、MIMRA事業収入の内訳項目の変
遷を表している。*

　顕著な増加を示すのは、VDS**（Vessel Day 

Scheme, 隻日数制度）収入である。2012年度の
2,865,099米ドルに対し、2017年度には約8.9倍
の25,389,600米ドルに増加している（その他の事
業収入は、2015年度を除き大きな変化はない）。
　事業収入を牽引するVDS収入であるが、この
額は毎年行われる協議によって決まる。2012年
度から2016年度までの年度間の増加率（2013年
度が約2.7倍、2014年度が約1.6 倍、2015年度が
約1.3倍、2016年度が約1.6 倍）に 比 べ、2017
年度は約 1.1倍と増加率に若干陰りがみら
れる（いずれの倍率も対前年度比）。
　VDS収入は不確実性が高く、協議の動向に
ついてこれまで以上に注視していく必要がある
といえる。

*  図1～3はMIMRA年次報告書を加工し、作成。収入･支出につ
いては2009～2011年度、収入内訳については2007～2011年度
の情報が欠けている（未掲載）。マーシャルの会計年度は、10
月 1 日～翌 9 月30日。

** マーシャルを含む太平洋島嶼国 8 か国から成るナウル協定加盟
国（PNA)では、これらの国々の排他的経済水域に入漁す
る外国まき網漁船に対し、1隻 1日当たりの入漁料を事
前に課すVDSを統一的に実施している。

３．MIMRA新庁舎について
　MIMRA新庁舎は、旧庁舎のラグーン側敷地

（旧MIMRA魚市場）内に建設された。

　 1 階には駐車場及び受付が、 2 階には沿岸･
コミュニティ部門、法務部門及び会計部門が、
3 階には遠洋･産業部門及び局長室が、 4 階に
はレセプションを行えるほどに広い屋根付きの
屋上がある。
　 1 階敷地内の路面は舗装され、20台以上の駐
車スペースを有する。MIMRA職員をはじめ、
来客の車両も駐車できる十分なスペースが確保
されている。また、建物に入った受付にはセ
キュリティ･デスクが備えられ、マーシャルの海を
イメージした絵が壁面にペイントされている。さ
らに、受付から 3 階の天井まで吹き抜けになっ
ており、展示されているアウトリガー（マーシャ
ルの伝統的な帆船）を頭上に見上げることがで
きる。
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5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

図３：MIMRA事業収益内訳の変遷
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図３ MIMRA事業収入内訳の変遷
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　 2 階に着いてまず目にするのが広さ20畳ほど
の応接室である。その先に大広間があり、机が
12台設置されている。筆者の執務机もこの一角
に置かれている。その周りに、沿岸･コミュニ
ティ部門を担当するMIMRA副局長、法務及び
会計担当者の執務室がある。また、応接室と同
じくらいの広さの会議室には大画面テレビが備
え付けられている。 3 階には遠洋･産業部門の
執務室及び局長室がある。ここにも20畳ほどの
応接室があり、その先の大広間に10台の机が設
置されている。その周りにMIMRA局長及び遠
洋･産業部門を担当するMIMRA副局長の執務室
がある。 2 階と同様、大画面テレビ付き会議室
もある。

　遠洋･産業部門内の設備で特に目を引くのが、
太平洋諸島フォーラム漁業機関（Pacific Islands 

Forum Fisheries Agency, 以下、「FFA」という。）
の域内漁船追跡システムの航跡を表示する大画
面のテレビモニターである。このシステムによ
り海域内の違法操業等を常時監視している。
　 4 階は100畳ほどの広さの屋根付き屋上であ
る。レセプション用のテーブルや椅子等が数多
く置かれ、MIMRA主催の催し等に利用される。
ここには海からの強い風が吹き込むため、クー
ラーや扇風機等の空調設備は必要ない。屋上か
らラグーン及び外洋が一望でき、その眺めは格
別である。ラグーン側では、多くの巻き網漁船
の出入りが目視できる。

４．MIMRA新庁舎落成式について
　2019年 2 月 8 日午後 3 時過ぎ、MIMRA新庁
舎の落成式が盛大に挙行された。落成式には、
ハイネ大統領及び同夫君、モモタロウ天然資源
･商業大臣（MIMRA理事長）及び同令夫人、ワセ
財務大臣（MIMRA理事）、シルク外務·貿易大臣、
トポウ･ル ー センFFA長 官、 クモルPNA（The 

Parties to the Nauru Agreement, ナウル協定加盟国）
CEO、齋藤在マーシャル日本国大使、田上水産庁
国際課課長補佐、蕭在マーシャル台湾大使他の
来賓をはじめ約300名の関係者が招待された。
礼拝の後、マーシャル国歌斉唱及び国旗掲揚が
行われ、モモタロウ大臣が基調講演を行った。

屋上からの眺め（ラグーン側）

域内漁船追跡システム

受付から天井を望む
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　そこでは、大統領から要請があり課題となっ
ている太平洋地域の違法操業の2023年までの根
絶、欧州連合及びその他の国への水産物輸出に
係る認定を司る監督官庁（Competent authority）
の設立、資源保護海域（Protected Area Network）
の拡大等について、抱負が述べられた。これに
続き、ジョセフMIMRA局長が挨拶に立ち、基調
講演で指摘があった課題について、職員が一丸
となって対応していく決意が述べられた。

　その後、ハイネ大統領、モモタロウ大臣、ワセ
大臣、施工主であるPacific International Inc.代表
の 4 名でテープカットが行われ、新庁舎内部がお
披露目された。

　内覧を終えた招待客は屋上に参集し、午後 5
時過ぎからレセプションが催された。

５．さいごに
　MIMRAが担う業務は、年を追うごとに多忙
となってきている。遠洋部門や沿岸部門本来の
業務以外にも、先進国及び国際機関等による支
援プログラムへの対応、業務効率化のための最
新設備の設置及び職員の技能向上が求められて
いる。現在の職員数及びその処理能力には限界
があり、新たな職員の雇用やシステムの改善が
進められている。旧庁舎では執務スペースが狭
かったが、新庁舎の落成により、広い執務ス
ペースが確保され、事務機器のIT化が図られ、
新たな職員の雇用への動きも進展している。
　今後、VDS収入を元手に新設された機能的な
庁舎が、MIMRAの多忙化する業務を効率的に
処理するために貢献することを願っている。

ジョセフMIMRA局長の挨拶

テープカット

ハイネ大統領・シルク大臣・齋藤日本大使

モモタロウ天然資源·商業大臣の基調講演
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１．はじめに
　大西洋沿岸アフリカ諸国漁業協力閣僚会議

（The Ministerial Conference on Fisheries Coopera-
tion among African States Bordering the Atlantic 
Ocean, 以下、「ATLAFCO」という。）*は、アフ
リカ大陸の大西洋沿岸に位置する地域における
漁業資源の開発並びに保存及び加工に関する漁
業協力体制の確立を目的として、1989年に設立
された。1991年の閣僚会合で組織の法的基礎と
なる条約**が採択され、1995年に発効した。

表ATLAFCO加盟国の国際会議加盟情報　　　　　（〇印が加盟）
国　名 国際会議への加盟状況

IWC ICCAT CITES
モロッコ 〇 〇 〇
モーリタニア 〇 〇 〇
セネガル 〇 〇 〇
カーボベルデ 〇 〇
ガンビア 〇 〇
ギニアビサウ 〇 〇 〇
ギニア 〇 〇 〇
シエラレオネ 〇 〇
リベリア 〇 〇 〇
コートジボワール 〇 〇 〇
ガーナ 〇 〇 〇
トーゴ 〇 〇
ベナン 〇 〇
ナイジェリア 〇 〇
カメルーン 〇 〇
赤道ギニア 〇 〇
サントメ・プリンシペ 〇 〇 〇
ガボン 〇 〇 〇
コンゴ共和国 〇 〇
コンゴ民主共和国 〇
アンゴラ 〇 〇
ナミビア 〇 〇

加盟22カ国 15 16 22

　FAO（Food and Agriculture Organization, 国連食
糧農業機関）の第 13 条機関 *** として正式に登録

*   仏文: La conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique
entre les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique
略称: COMHAFAT。

**  The Regional Convention on Fisheries Cooperation
among African States bordering the Atlantic Ocean

*** 条約寄託先であるFAOの事務局長が協力を承認した機関

されており、アフリカ大西洋沿岸北部のモロッコ王
国から南部のナミビア共和国まで 22 か国が加盟
している（表を参照）。

２．新たな枠組みによる協力の強化
　漁業の分野においては、アフリカ大西洋岸は
かつお･まぐろ資源の好漁場であり、その開発
と利用を通じ、ATLAFCO加盟国と我が国の間
には長い友好の歴史があり、いくつかの加盟国
と我が国との間には安定的な入漁関係が構築さ
れている。そして、かつお･まぐろ資源を含む
漁業資源の持続的利用を確保することは、
ATLAFCO加盟国と我が国の双方にとって重要
な課題であった。
　このような状況において、1995年の第 ３ 回
閣僚会合から日本鰹鮪漁業協同組合連合会

（1995年当時。以下、「日鰹連」という。）及び財
団は、オブザーバーとして会合に参加している。
1999年の第 4 回閣僚会合には、水産庁、日鰹連、
日本捕鯨協会、財団から前回を上回る人数の出
席があった。そして、その後の会合にも、継続
的に出席者を派遣している。しかしながら、
ATLAFCOの設立当初は、加盟国の分担金制度
が創設されておらず、同事務局の資金難により、
漁業資源開発や保全等に関する独自の活動が十
分に実施できない状況が続いていた。
　財団は、ATLAFCOが置かれている状況を把
握した上で、大西洋沿岸アフリカ諸国に対する
新たな枠組みによる協力を強化する必要性を認
識し、2008年、既に実施していた太平洋諸島
フ ォ ー ラ ム 漁 業 機 関（Pacific Islands Forum 

Fisheries Agency）に対する「プロモーションファン
ド」（以下、「PF」という。）と同様の枠組みにより、

大西洋沿岸アフリカ諸国漁業協力閣僚会議
へのプロモーションファンド

財 団 専 門 家　石川　淳司

25	 海外漁業協力　第87号　2019.6

海外漁業協力への取組み・プロモーションファンド



ATLAFCOを支援する可能性についてATLAFCO

事務局と事前協議を開始した。
　2008年 に ガ ー ナ 共 和 国 で 開 催 さ れ た
ATLAFCO中間会合の場で、我が国政府が支援
の検討を公式に表明し、2009年10月、モロッコ
王国においてATLAFCO事務局と財団との間で
PFの調印式が挙行された。
　PFは《水産資源の持続的利用に係るATLAFCO

加盟国と我が国との間の互恵的協力関係の強化
を通じたATLAFCO加盟国･我が国双方の利益の
実現を図ること》を目的としており、両者の互
恵的協力関係の強化は、《漁業及び水産資源の
効果的な管理及び開発に寄与するプロジェクト

（以下、「プロジェクト」という。）の推進》を通じ
達成されることが定められている。

　プロジェクトは、大きく分けて、
・加盟国の自国水産業を発展させるための

能力の強化
・加盟国の漁業を管理するための能力の強化
・地域漁業管理機関の管理措置を含む国際

的な義務の実施
　を支援する 3 本柱で構成されている。

３．これまでの主な活動
　これまでの主な活動としては、アフリカにお
ける養殖推進のための活動の一環として、2011
年、ガボン共和国リーブルビルにおいて財団ナ
マズ養殖プロジェクトを視察しワークショップ（以
下、「WS」という。）を開催するとともに、2013
年には、ベナン共和国コトヌーにおいてJICA（独
立行政法人国際協力機構）ティラピア･ナマズ養
殖プロジェクトを視察しWSを開催した。水産業
に関わる女性組合ネットワークの構築と支援へ
の取組みでは、加盟国内に水産業に関わる仲買
人、水産加工従事者、加工品販売行商人等の女
性からなる組合を創設し、それらの組合間を繋
ぐ連絡網を構築することによって、共通問題の
解決策や加工技術等の情報の共有化を促進する
ための活動を行った。
　また、ギニア共和国政府の調査船を傭船して

の鯨類目視調査では、2011年にガボン共和国、
2013年にコートジボワール共和国、ガーナ共和国、
トーゴ共和国、ベナン共和国、2018年にギニア
共和国、シエラレオネ共和国、リベリア共和国
のそれぞれのEEZ（Exclusive Economic Zone,

排他的経済水域）における調査を実施し、その
成果は、IWC（International Whaling Commission, 

国際捕鯨委員会）の科学委員会で報告され、高
い評価を得ることができた。

４．ATLAFCO加盟国の貢献
　 3 年に 1 度開催されるCITES（Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora, 絶滅のおそれのある野生動植
物の種の国際取引に関する条約（いわゆるワシ
ントン条約））締約国会議に関しては、2010年
にカタール国ドーハで開催された第15回締約国
会議（COP15）において、モナコ公国による「地
中海･大西洋産クロマグロの国際取引の禁止」
の提案が否決された。この議決にはATLAFCO

加盟国が大きく貢献している。
　また、ICCAT（International Commission for the 

Conservation f Atlantic Tunas, 大西洋まぐろ類保
存国際委員会）においては、51か国の加盟国の
うち16か国をATLAFCO加盟国が占め、コンセ
ンサスによる議決を目指すICCATにおいて、重
要な位置づけとなっている。
　加えてここ数年は、IUU漁業（Illegal, Unre-

ported and Unregulated漁業。違法·無報告·無規制
に行われている漁業）対策や海難救助対策にも
軸足を置き、加盟国担当機関の能力向上を目
的としたWSについても継続的に開催してきて
いる。
　調印式から10年、ATLAFCOの活動はPFによ
り拡大･充実したものとなったが、そのPFによ
る財団の支援もまもなく終了の期限が到来する。
ATLAFCO加盟各国は、PFによる支援の継続を
望んでおり、すでに事務局長は財団との協議を
開始しているところである。
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１．はじめに
　インド洋まぐろ類委員会（Indian Ocean Tuna 

Commission, 以下、「IOTC」という）加盟国には
発展途上にある沿岸国が多く含まれることから、
保存管理措置に関する議論の根拠となるメン
バー国からの漁獲統計情報の信頼性に欠ける場
合が多く、精度の向上が求められ続けている。
財団はIOTC事務局に対し、これら発展途上沿
岸国のデータ収集・報告能力の向上に関する協
力を2002年に開始し、現在も支援を継続してい
る。
　本プロジェクトについては、本誌75号にて
2013年から2015年にかけて実施したフェーズⅣ
を紹介済みである。その後、2016年度には、
フェーズⅣのフォローアップを 1 年間実施し、
インドネシアにおけるまぐろ類の水揚げデータ
の精度向上に一定の成果を残すことができた。
2017年から開始したフェーズⅤは 2 年目が終了
し、現在、最終年度に差し掛かっている。
　本稿では、三分の二が経過したIOTC-OFCF

プロジェクト=フェーズⅤについて、フェーズ
Ⅳとの違い及びプロジェクトの概要を紹介する。

２．方針と背景について
　本プロジェクトでは、フェーズⅠ以降、
フェーズⅣフォローアップが終わる2016年まで、
一貫して「IOTC関係沿岸国におけるまぐろ類
の漁業統計精度の向上及び人材育成」を目標と
してきており、フェーズⅤでもこれを踏襲する
こととした。他方、（期待される）成果につい
ては、活動内容に合わせて変更を加えることと
なった。これまでは、漁獲情報データベースや
ポートサンプリングへの技術支援を通じ、

「IOTC関係沿岸国から提出されるまぐろ類漁業

統計の精度が向上し、収集された漁業統計が有
効利用される」としてきたが、フェーズⅤでは、
IOTC事務局との協議及び2017年度の候補対象
国における事前調査の結果を受け、「IOTC関係
沿岸国におけるまぐろ類等の漁業資源の利用に
よる社会経済的貢献の評価法の開発」を成果と
することとした。
　昨今、IOTCによる保存管理措置に関する議
論において、社会経済的配慮を求める機運が高
まってきている。2017年の第21回IOTC年次会
合では、セーシェルを中心とした発展途上沿岸
国グループが、事務局に対し、社会経済的指標
の把握に必要なデータの洗い出しと収集方法に
関する調査を要請した。さらに、2018年の第22
回年次会合において、同グループは、本件に係
る「外部コンサルタントによる予備的調査実施
提案」を行い、これが採択された。
　IOTCを含む地域漁業管理機関で資源の保存
管理について議論する場合、集魚灯や浮き魚礁
の規制等が特定の魚種・資源を利用している国
に大きく影響することがあるため、地域経済や
雇用への配慮を求める途上国が多く、状況を定
量的・客観的に把握できる社会経済的指標の導
入が求められている。
　このような状況に鑑み、IOTCは、2017年10
月10日付け書簡により、財団に対し、フェーズ
Ⅴとしてインド洋におけるまぐろ類漁業統計改
善への協力を要請した。前述の事前調査とその
後の検討の結果として期待される成果を設定し、
これを実現させるため、本プロジェクトによる
活動の柱を「『水産サテライト勘定』の作成方
法の開発」とした。サテライト勘定とは、経済
分析や政策決定のため、特定の経済活動の全体

IOTCプロジェクト報告
事業部調査役　嶋本　州和
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像を国全体の経済活動量の計算（GDP推計）と
の一貫性を保ちながら、別勘定として推計した
ものであり、例えば、わが国では、これまで

「環境保護活動」、「介護・保育」、「NPO活動」、
「無償労働」、「旅行・観光」についてサテライ
ト勘定が作成されている。「水産サテライト勘
定」を作るということは、漁獲量・水揚げ額に
加え、加工、流通、販売、漁船建造、漁具や漁
労機械の製造、燃油供給などの漁業に関連する
全ての活動についての金銭面と物質面の流れの
全体像を把握しつつ、対象国全体の経済活動に
おける「すべての水産業関連活動による社会経
済的貢献の総量」を推定することである。
　本プロジェクトでは、対象国を選定して水産
サテライト勘定を作成し、これから得られる情
報をもとに、水産資源の利用により得られる経
済的、社会的貢献を評価する方法を検討するこ
ととした。

３．期待される具体的成果
　水産サテライト勘定を整備することにより、
以下のようなことが期待できる。

（ １ ）まぐろ漁業の各国経済への貢献度
（GDPに占める割合）

　IOTCにおける漁獲統計精度向上に関する
過去の議論は、途上国の沿岸漁業による漁獲
量報告の信頼性をめぐる議論に終始しており、
過去の財団プロジェクトも水揚げ地でのサン
プリング等に対するの漁獲情報収集支援に注
力してきた。本プロジェクトでは、漁獲時点
の情報に加え、市場における流通量と金銭の
動きにも焦点を当て、漁業による経済効果を
数値化・視覚化することを目的としており、
これにより、沿岸途上国は、自国の水産業の
重要性・役割を再認識することが可能となり、
漁獲情報を含む水産統計全体の質・量の底上
げを自発的に図る原動力・動機付けとなるこ
とが期待される。

　また、一部の漁業関連経済活動が他の産業
活動として取り込まれていることが原因で、
漁業の経済貢献度が過小評価されていると想
定される場合（例：漁船による燃油の消費が、
燃油の総消費量において漁業活動として区分
されていない場合）もある。国家全体の経済
活動に占める漁業関連活動を整理･計上しな
おすことにより、漁業の経済貢献度をより正
確に把握することが期待される。
　水産サテライト勘定が試算できる状態にな
れば、理論上、まぐろ漁業に限定した経済活
動を抽出することも比較的容易となり、「ま
ぐろ漁業の経済貢献度」を試算できるように
なることが期待される。このことにより、カ
ツオ·マグロに関して漁獲可能量などの保
存管理措置を導入するに際して社会経済的配
慮を求める場合の基礎情報を得ることが期待
される。

（ ２ ）保存管理措置導入の経済的影響
　沿岸途上国は、「食料安全保障や貿易収支、
雇用に関するまぐろ漁業の貢献度を明らかに
しつつ、これらに配慮した保存管理措置を作
成・評価したい」として、IOTCの下に社会
経済分析に特化した議論を行う作業部会の設
置を求めている。しかし、IOTCには既に多
くの作業部会が設置されており、それぞれの
部会では参加率の低下が深刻な問題となって
いる。このような状況下において、本プロ
ジェクトは、沿岸途上国が求める作業部会の
役割を実質的に肩代わりし、社会経済分析を
行うための評価法の開発を進めるものである
ことから、期待度も高い。この評価法の開発
により、例えば、新たな保存管理措置を導入
した場合の経済的影響、あるいは将来的に資
源が回復した場合の経済的波及効果などの試
算が可能となることが期待される。
　また、二国間入漁協定の条件についても適
用可能であり、新たな提案の妥当性について
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議論を深め、場合によってはその提案の改善
を図ることが期待される。
　さらに、既存の保存管理措置についても社
会経済的な影響についての検討が可能となる
ものと期待される。

４．プロジェクトの概要
　本プロジェクトは、元FAO上級水産統計専門
官を務めた、水産関係研究者である辻祥子博士
を担当専門家とし、セーシェル及びインドネシ
アを対象国として実施されている。
　セーシェルは、社会経済的データ収集の改善
と漁業管理の意思決定に際してのこれらデータ
の利用を主張するメンバー国の 1 つである。ま
た、様々な漁業種類と経済活動が比較的狭い地
理的範囲内にコンパクトにまとまっており、サ
テライト勘定作成のモデルケースとなりうる。
外国漁船団がセーシェルの港湾を利用しつつ
セーシェル水域に入漁しているため、これら船
団の経済的貢献が大きい一方、国内の小規模漁
業も食料を供給する重要な役割を担っている。
また、マグロ類の缶詰を主とした輸出産業も存
在しており、漁業に関連する産業形態が多様で
ある。加えて、セーシェル漁業公社は漁業及び
水産関連事業の広汎な社会経済的統計を公表し
ており、プロジェクト活動に必要な情報が豊富
にそろっている。*

* https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000008500.gif

　一方、漁獲量の多いインドネシアを対象とす
ることで、IOTC全体の漁獲統計精度向上への
貢献度が必然的に大きくなる。また、インドネ
シア海洋水産省のデータ・統計・情報センター
は、現在、漁業大臣の強力なイニシアチブの下
で「ワンデータ(One-data)プロジェクト」を推進、
漁獲漁業、養殖、加工場、倉庫、卸売、小売り
等のすべての関連データ収集と登録の一元化に
取り組んでいるものの、地域漁業管理機関に提
出義務のある情報の収集・整理を含め、まだま
だ改善･精度向上の余地が残されている。プロ
ジェクトでは、こういった現状を踏まえた上で、
水産統計分野のキャパシティビルディングに取
り組むこととなる。**

５．これまでの成果と最終年度の予定
　本プロジェクトの 2 年目となる2018年度まで
には以下の進捗があった。

（ １ ）セーシェル
　「水産サテライト勘定」の試験的編集には、
まず、漁業関連経済活動に関する情報を切り
分ける前の元データとなる、国全体の経済計
算の集計状況を把握しておかなければならな
い。国全体の経済勘定は「SNA」（System of 

** https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000011058.gif

ノース島

シルエット島

マヘ島

ビクトリア

セーシェル諸島

ラ・ディーグ島

プララン島

セーシェル共和国地図（出典：外務省HPを加工*）

マカッサル
メダン

デンパサール
スラバヤ

ジャカルタ

フィリピン

オーストラリア

インドネシア共和国地図（出典：外務省HPを加工**）
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National Accounts, 「国民経済計算」又 は「国
民経済計算体系」）と呼ばれ、国連が加盟各
国にその導入を勧告した国際基準に基づき算
出される。
　SNAの作成過程で使用されるデータを含
め、プロジェクトで使用するデータは公開情
報のみとは限らないことから、データの取り
扱いについて同国水産農業省と覚書を交わし、
専門家はあくまで技術指導のみに徹すること
となっている。
　 1 年間の活動の前半では、現行のSNAの中
に、水産サテライト勘定に含めるべき漁業関
連活動に関する情報がどう組み込まれている
かを把握しつつ、どのような手法で編集を進
めていくべきか提案書を作成した。同時に関
係組織（漁業当局、統計当局、中央銀行等）
との情報共有体制を構築し、試験的編集、結
果のレビュー、問題と将来への提案事項の洗
い出しを行った。
　これらの活動を通じ、国の公式データにお
いては、特にまき網漁船の補給等による経済
効果が過小評価されており、このため商業漁
業による国全体の経済への貢献度が過小に評
価されていることがわかっていた。年度後半
の活動として、2014～2017年の数値を用いて、
その程度について試算したところ、商業漁業
の貢献度は公表値の 6 ％に対し28％となり、
大幅に増加する結果となった。セーシェルの
国家統計局は、2019年12月以降の情報の公表
に際しては、プロジェクトにより開発された
手法を導入する予定である。この点について
は、IOTC事務局も驚きをもって前向きに受
け止めている。なお、セーシェル経済は漁業
とともに「観光業に依存している」とされて
いるが、その貢献度は24％である。
　2019年度は、これらプロジェクト活動の結
果についてセーシェル政府に報告書を提出す
ることとなっている。セーシェルからは取り
まとめに向けて種々の要請が出されており

（例：観光業にもまたがるスポーツフィッシ
ングの取り扱いの整理）、これらに対応でき
るよう、同国より具体的活動内容を盛り込ん
だプロジェクトの延長覚書案が提示されるこ
ととなっている。

（ ２ ）インドネシア
　インドネシア政府とも情報の取り扱いにつ
いて覚書を交わす必要があるが、近日中に締
結できる見込みである。時間的制約とデータ
量に鑑み、本年度の活動は、漁業サテライト
勘定試算については財団専門家主導で進め、
将来的にIOTCへのデータ報告にも資するよ
うな提案書を残す予定である。

６．さいごに
　インド洋水域では、カツオ·マグロ類の漁獲
量が年間約100万トンあり、我が国かつお·まぐ
ろ漁船にとっても重要な漁場となっている。ま
た、一時非常に大きな問題となっていた北西部
の海賊問題も沈静化しつつある。
　本プロジェクト活動については、有効かつ実
行可能な社会経済的指標の算出手法の検討状況
について、IOTC科学委員会や関連作業部会、
ホームページ等で積極的に報告·発信してきて
いる。本プロジェクトがインド洋沿岸国に対す
る我が国政府·財団のプレゼンスの維持·強化及
びIOTC事務局との関係強化、さらに、インド
洋における我が国漁船の安定操業に少しでも貢
献することを願っている。
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2019年2月19日 財団訪問
タンザニア連合共和国
　畜産·漁業省 漁業次官　Dr. Rashid Adam Tamatamah

（要人往来）

主な動き 対象期間　2019年 2月～ 4 月

2019年2月26日 財団訪問
ミクロネシア連邦
　国家海洋資源管理局（NORMA）事務局長 Mr. Eugene Pangelinan
　国家海洋資源管理局（NORMA） 研 究 官 Mr. Bradley Phillip
　The Nature Conservancy　　　 Director Mr. Craig Heberer

2019年3月25日 財団訪問
タンザニア連合共和国 ザンジバル政府
　財務・計画次官  Mr. Khamis Mussa Omar
　農業・天然資源・畜産水産次官  Ms. Marym J. Abdulla
　農業・天然資源・畜産水産省 計画課長 Mr. Sheha I. Hamdan
　法務局職員  Mr. Saleh  Said Mubarak

　　　　　　（次官）　　　　　　　 （竹中理事長）

左から、事務局長、研究官、Director

左から、
法務局職員、農業･天然資源･畜産水産省計画課長、
農業·天然資源·畜産水産次官、財務･計画次官、竹中理事長
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2019年3月12日 研修開始式
個別研修（V M S）コース
　左　Mr. Jonathan Jona Wara（ソロモン諸島）
　右　遠藤専務理事

2019年2月1日 研修修了式
漁船員養成（乗船）コース
　左　Mr. Arthur Manuwaisug（ミクロネシア連邦）
　右　高橋常務理事

（研修生受入）

2019年3月1日 研修修了式
漁船員養成（乗船）コース
　左　遠藤専務理事
　右　Mr. Raynold Iugmwai Yaitaifil （ミクロネシア連邦）
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国際会議支援等

国名等 目　　的 氏　　名 期　間 主な派遣先

ミクロネシア 日･ミクロネシア
非公式協議支援

高橋　淳 2月27日～28日 沖縄県

地域水産物新規流通発掘調査事業

支援委員会の開催
　第1回支援委員会 2019年4月22日

専門家派遣（短期派遣）

⑴　地域巡回機能回復等支援事業（太平洋）

国　　名 目　　的 氏　　名 期　　間 主な派遣先

ミクロネシア 事業実施 原　由郎 2月10日～3月9日 コスラエ

ナウル 畑野　実 2月15日～3月10日 ヤレン

高橋　啓三 2月17日～3月15日

キリバス 藤井　資己 2月22日～3月22日 アバイアン

パプアニューギニア 阿野田　伊織 3月2日～3月23日 ケビエン

⑵　技術普及支援事業

国　　名 目　　的 氏　　名 期　　間 主な派遣先

ソロモン 沿岸漁業資源管理 當山　一博 2月 9日～ 2月23日 ホニアラ

⑶　持続的利用体制確立事業

国　　名 目　　的 氏　　名 期　　間 主な派遣先

サントメプリンシペ 事業実施 川口　実 2月12日～ 2月17日 サントメ

カーボベルデ 2月24日～ 3月 2日 ミンデロ
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⑷　国際機関技術支援事業

国　　名 目　　的 氏　　名 期　　間 主な派遣先

セーシェル IOTC加盟国
統計改善

辻　祥子 3月 9日～
3月23日

マヘ

専門家派遣（長期派遣・2019年 4 月30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

林　当磨

ナウル 持田　貴雄

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
酒井　紀久子

原　由郎

アフリカ
タンザニア

持続的利用の助言
長谷　宏司

モロッコ（ATLAFCO） 石川　淳司
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無償資金協力

調査団の派遣

国　　名 事　　業　　名 所　　属 氏　名 派遣期間

スリナム共和国 平成30年度地域漁業課
題抽出事業

一般社団法人マリノフォーラム21
OAFIC株式会社

嵯峨篤司
石谷諭

2月16日～2月28
日

カーボベルデ
共和国

平成30年度水産物の持
続的利用推進強化支援事
業

株式会社エコー

東亜建設工業株式会社

斉藤雅之
大橋和馬
田中徹

2月4日～2月16日

パプアニューギ
ニア独立国

平成30年度水産物の持
続的利用推進強化支援事
業

株式会社国際水産技術開発 佐野幸輔
岡本一

2月13日～3月2日

ラオス人民民主
共和国

平成30年度水産物の持
続的利用推進強化支援事
業

株式会社国際水産技術開発 五十嵐誠
佐野幸輔

3月10日～3月16
日

ミャンマー連邦
共和国

平成30年度水産物の持
続的利用推進強化支援事
業

OAFIC株式会社 加藤泰久
阿高麦穂

3月17日～3月24
日

パプアニューギ
ニア独立国

平成31年度水産物の持
続的利用推進強化支援事
業

OAFIC株式会社 綿貫尚彦
石井利雄

4月19日～4月25
日

漁業交渉・国際会議（プレスリリース）
　発表日 タイトル
2019/ 3 /25 「日ロさけ・ます漁業交渉」の結果について
2019/ 4 /24 「日モロッコ漁業協議」の結果について

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。

　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”

◎貸付制度について
　財団は、我が国漁業者等が海外の地域で、沿岸漁業等の
開発振興、国際的な資源管理の推進、現地合弁法人の設立
等の海外漁業協力事業を行う場合、これらの漁業者等に対
してその事業に必要な資金について融資を行っています。
貸付対象、資金の種類等は次のとおりです。

１．貸付対象となる事業
　実施する海外漁業協力事業が次に該当することが必要です
　（1） 我が国海外漁場の確保との関係において行われるも

のであること
　（2）我が国への水産物の安定供給との関連において行わ

れるものであること
　（3）我が国政府の支持のもとに行われるものであること
　（4）水産関係団体の支持態勢がととのっていること

２．貸付対象者
　本邦法人、本邦人、本邦法人等の出資に係る現地法人、国際機関

３．資金の種類等
　（1）無利子融資［手数料 年0.5％以内、償還期限 30年以内
　　 （うち据置期間５年以内）］

　　①　 海外の地域の沿岸漁業開発及び国際的な資源管理
の推進等に寄与するための協力事業で、

　　　（ｱ） 海外の地域の政府、現地法人等に施設等を譲渡
するために必要な資金

　　　（ｲ） 海外の地域で行う事業に必要な資金で、相手国
政府、現地法人等に貸付けるために必要な資金

　　　（ｳ） 海外の地域で行う開発可能性調査その他の技術
協力に必要な資金

　　　（ｴ）入漁との関連で相手国に支払う漁業協力金等

　　② 　現地法人の設立等海外投資により行う事業で、そ
の効果が主として周辺の住民生活向上に寄与すると
認められる事業に必要な資金等

　（2 ）低利融資［利率は市場実勢に応じて、円貨の場合は
年0.6％以上、外貨（米ドル）の場合は 年2.0％以上、
償還期限20年以内（うち据置期間５年以内）］

　　 　海外の地域において現地法人等の設立等海外投資に
より行う協力事業で、

　　① 　現地法人等に出資し、又はその株式を取得するた
めに必要な資金

　　② 　本邦法人等の出資に係る現地法人等に貸付けるた
めに必要な資金で、設備資金その他長期資金に充て
られるもの

　　③ 　本邦法人等の出資に係る現地法人等に出資しよう
とする海外の地域の政府、現地法人等に対して、こ
れに要する資金を貸付け又は施設等を譲渡するため
に必要な資金等

４．融資割合
　 　原則として海外漁業協力事業の実施のために必要な資

金の70％相当額

５．担保・保証
　　ご相談のうえ決定します

　　公益財団法人 海外漁業協力財団 融資部 融資課
　　  電話：03-6895-5382　 Fax：03-6895-5388
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