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みどりいし（21）：4-11（2010）

Japan's assistance toward the sustainable management of coastal aquatic resources in the

Pacific region

大洋州の沿岸資源保全・管理に
向けた日本の取り組み

●はじめに

青い海とさんご礁の楽園－大洋州地域では、古来よ

り人びとと海とが共に生きている。豊かなさんご礁生

態系は食料や収入の源として人びとの生活を支える

とともに、沿岸コミュニティに独自の文化を育んでき

た。しかしながら近年、沿岸域における無秩序な漁業

や開発等の人為的影響により、さんご礁の荒廃が問題

となっている。同時に、広域での気候変動の影響にと

もなう海面上昇や海洋酸性化への対策及び、人口増加

にともなう食料安全保障も大きな課題となっている。

そのため大洋州において、さんご礁を主とした沿岸資

源の適切な保全・管理に向けた様々な取り組みが行

われている。

海に囲まれた我が国は大洋州の島嶼国と同様、古く

から水産業が盛んに行われており、沿岸域における資

源管理や環境保全に関する多くの知見や技術を有し

ている。これらの知見や技術を活用し、日本が大洋州

における沿岸資源保全・管理に向けた取り組みの一

端を担う事は、開発途上国並びに次世代の人びとに対

する責務であろう。同時に、地球規模の視野に立った

場合、太平洋の健全な海洋生態系を維持することは私

たちの利益にも繋がってくる。さらに、研究者にとっ

ては、大洋州に貢献できると同時に、世界有数のさん

ご礁生態系と島嶼社会に関する研究機会を得ること

ができる。

本稿では、大洋州におけるさんご礁を含む沿岸資源

の現状や課題について述べた後、我が国による沿岸資

源保全・管理や気候変動対策に関する取り組みを紹

介する。その上で、今後大洋州の沿岸資源保全・管理

に対する取り組みの方向性－生態系保全と生計活動

とのバランス－について記述する。

図 1　大洋州地図（参考資料：外務省ホームページ）
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●大洋州について

大洋州地域（12 カ国・2 地域１）は、広大な海域に

点在する島嶼の集合体であり、排他的経済水域（EEZ）

は約 3,000 万 km2 であるのに対し総国土面積は約 50

万 km2 で、約 830 万人が暮らしている２（図 1）（外務

省 2009a）。これらの島嶼は熱帯域に属し、自然環境等

で類似性がみられる一方、社会・経済・文化等人びと

の暮らしは国や地域による多様性がみられる。

大洋州各国は、国土が広大な地域に散らばり、国内

市場が小さく、国際市場から地理的に遠い。このため、

貿易・運輸交通・通信手段が未発達であり、生産構造

も極めて限定的であるため、経済的自立が困難であ

る。他方、国によっては豊富な農水産物の恵みと人口

の少なさが、自給自足経済という形で人びとの伝統的

な生活を保証している。

自然環境面では、サイクロン・津波・地震などの局

所的な自然災害に対して脆弱である。さらに近年で

は、気候変動の影響にともなう海面上昇や大型サイク

ロンによる被害等、地球規模での環境問題が顕在化し

ている。

沿岸域と人びととの係わりは、農耕地として利用で

きる土地の広さと沿岸域の社会構造によって異なる。

そのため、大洋州地域を大別する地理学的ならびに人

類学的に特徴のある 3 つのサブ地域について明確に

しておく。

１）メラネシア地域：パプアニューギニア、ソロモン、

バヌアツ、フィジー

環太平洋造山帯上に広い国土を有し、豊かな植

生に恵まれているため農業が発展している。社会

面では、指導力のある首長選出制度等があり、近代

的な政治システムが定着しやすい社会風土であ

る。

２）ポリネシア地域：ツバル、サモア、トンガ、ニウ

エ、クック

火山島の小さな国々で、植生に乏しく商業的農

業活動が展開する基盤は弱い。今日でも自給自足

経済が広く見られ、社会的流動性が低い傾向にあ

る。独立国や王国で国家形態は異なるが、政治的に

は安定している。

３）ミクロネシア地域：パラオ、ミクロネシア、マー

シャル、ナウル、キリバス

隆起サンゴ礁や環礁低地国で、農業資源は限定

的であるが水産資源は非常に豊富である。各国と

も米国との自由連合協定による大規模な財政援助

を受けている。

また、サブ地域は異なるがツバルやキリバスなどの

環礁低地国は、特に国土面積が小さいため、農業資源

が非常に限られているが水産資源は豊富なのが特徴

である。

サブ地域内でもさらに各国ごとに、国家・経済規

表 1　大洋州におけるさんご礁の現状（参考資料：Wilk inson 2008）

１本稿での大洋州地域は、太平洋諸島フォーラム（PIF：Pacific Islands Forum）への加盟国で、我が国の協力対象国である、フィジー諸島共和国、キリ
バス共和国、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、ナウル共和国、パラオ共和国、パプアニューギニア独立国、サモア独立国、ソロモン諸島、ト
ンガ王国、ツバル、バヌアツ共和国、クック諸島（ニュージーランド自由連合）、ニウエ（ニュージーランド自由連合）、の 12 の国と 2 地域とする。

２ちなみに日本の EEZ は約 390 万 km2 で、国土面積は約 38 万 km2、人口は 12,750 万人（2010 年 10 月 1 日現在）である。
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模、天然資源の有無、社会基盤の整備状況、政府能力

等が大きく異なる。そのため、大洋州を十把一絡げに

とらえることなく、各国の地勢的条件や社会構造に即

した沿岸資源管理を展開していく必要がある。

●大洋州における沿岸域の現状と課題

大洋州に広がるさんご礁は、世界有数の生物多様性

に富んだ沿岸域で、世界全体さんご礁の約 39%にお

よぶ面積をカバーしており３ 、比較的健全な状態が保

たれている（表 1）。また、サンゴ種も多様で、ミクロ

ネシア地域では世界全体で報告されているサンゴ種

の約 60%（約 500 種）が生息している（Wi lk inson

2008）。

熱帯域では、約 1 億人がさんご礁生態系より様々な

恩恵を受けており、その生態系よりもたらされる富は

年間約 3,750 億米ドル（35 兆円）とも試算されている

（大森 2007）。大洋州のほとんどの沿岸村落では、さん

ご礁の社会経済的価値に関する調査が開始されたば

かりで、またデータ収集の困難な自家消費漁

業（subsistence fishery）がほとんどである

ため、未だその価値の正しい評価には至って

いない（Loper et al. 2008）。しかしながら、大

洋州の人びとは水産資源や観光資源としてさ

んご礁に大きく依存しており、また首都を除

きほとんど護岸が整備されていないため、さ

んご礁の防波堤のような防災機能も重要であ

る。そのため、大洋州においても他の地域と同

様、さんご礁の社会経済的価値が高く評価さ

れることが予測される。

食料源（動物性タンパク源）としての沿岸域

大洋州各国における水産物の消費量は世界

平均を大きく上回り、地方・離島部では特に

高い消費量を示している（表 2）（SPC: Secre-

tariat of the Pacific Community 2008）。また、

こうした地方・離島部における漁業生産は、

自家消費を主たる目的としている沿岸漁業で

あることに一つの特徴があり、自給漁業従事

者による漁獲高も高い数値を示している（表

3）（FAO 2002）。

また、陸地面積が限られている島嶼部では、

畜産業等による人びとへの動物性タンパク源

供給には制約が多く、おのずと動物性タンパ

クの総摂取量における水産物の割合が高くな

る。このように沿岸の水産資源は、特に地方・

表 2　地方と都市部における水産物の消費量（参考資料：SPC 2008）

表 3　沿岸漁業における自給漁業と商業的漁業の漁獲高（参考資料：FAO 2002）

３ オーストラリアのさんご礁も含む。
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離島部の住民にとって重要な食料や動物性タンパク

源となっている。

現金収入源としての沿岸域

大洋州の沿岸コミュニティでは、雇用機会が限られ

ているため、水産物が貴重な現金収入源となってい

る。しかしながら、国内総生産（GDP）における水産

業の貢献度を示す正確な数値の算出は、公式統計に自

給漁業や零細漁業のデータが含まれていなため現段

階では不可能である。

多くの地方・離島部の人びとは、都市部の市場や周

辺の簡易施設等で水産物を販売することにより現金

収入を得ている（写真 1）。また、パラオやフィジーで

は、ダイビングやスポーツフィッシング等による沿岸

資源を利用した観光業が主要な産業となっている。こ

れに関連し、バヌアツやサモアでは、コミュニティに

よるエコツーリズムが、海洋保護区への入域料を観光

客から徴収したり、ビーチハウスや駐車スペースを貸

したりして、小規模ながら行われている（写真 2、写

真 3）。さらに、貝殻細工等の民芸品を含む水産物の簡

易加工は、沿岸コミュニティにおいて女性が経済活動

に参画できる貴重な機会となっている（写真 4）。

写真 2　バヌアツ　海洋保護区

コミュニティ主体型の海洋保護区（Tabu Area）を利用する場合、観光客

より入域料（500 VT、約 500 円／回）を徴収している。

写真 3　サモア　ビーチハウス

コミュニティがビーチハウスを作り観光客に貸し出して料金を徴収し

ている。

写真 4　ソロモン　民芸品

ソロモンの離島部において、女性グループにより貝細工が作られてい

る。

写真 1　ソロモン諸島　魚市場

朝夕に漁師が路上の簡易販売施設などで個別に魚を販売している。こう

した小規模な生産も重要な経済活動であるが、水産統計などの公式情報に

反映されることはない。結果として経済指標などに表れる水産業の経済貢

献は、過小に評価されたものとなる。
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沿岸域の文化や慣習

大洋州では、人口の大半が沿岸域に暮らしており海

からの恵みに依存しつつ、独自の文化や慣習をもつコ

ミュニティを形成している。今日でも多くの国で、伝

統的な慣習による酋長制に基づき、コミュニティが沿

岸資源の排他的利用権や海面の所有権を有している。

例えば、先住系フィジー住民の伝統的な制度である

Qoliqoli（ゴリゴリと発音）は、集落が一定の海域とそ

の資源について所有権を有するもので、今日でもフィ

ジー全域で踏襲されている。そのため、Qoliqoli 内のい

かなる活動も、例えそれが国の活動であっても、

Qoliqoli オーナー（酋長）の許可に基づき実施されてい

る。

複合的な危機にさらされている沿岸域

大洋州各国では、過剰な利用により沿岸水産資源が

減少している。2003 年に開催された沿岸漁業管理に

関する水産局長レベルでの地域会議では、参加国の 8

割が沿岸資源の減少を訴えた（King et al. 2003）。ま

た、近年では特に、捕獲の容易なナマコやシャコガイ

等の定着性沿岸資源の枯渇が問題になっている

（Friedman 2009）。

2030 年までに大洋州の人口は、現在の規模より約

1.5 倍増加する事が予測されている（AusAID 2006）。

今後人口に比例して、主要な食料や動物性タンパク源

である水産物の消費量も増加するため、沿岸域への負

荷は益々大きくなるであろう。大洋州共同体事務局

（SPC 2008）によると、2030 年時点で沿岸域での持続

的な漁獲量と人びとの需要とのバランスを保てる国

は限られており、ほとんどの国で沿岸資源が不足す

る。

大洋州の都市部周辺でも先進国と同様、沿岸域の浚

渫や埋立てによる人為的な地形改変が進められてい

る。また、都市部では人口密集による廃棄物の増加や

汚水の流出が深刻化している。これらの要因により、

さんご礁生態系の劣化が進んでいる。

都市部周辺の突出した開発による地域間格差が生

じており、雇用や教育の機会を求めて地方・離島部か

ら都市部へ人口が流入している。その結果、地方・離

島部では過疎化が進み伝統的な文化や慣習が次世代

に継承されることがなく、コミュニティの自主的な沿

岸資源管理に関する制度が失われつつある（近森

2009）。

近年各方面で大きく取り沙汰されている様に気候

変動の影響に対し、大洋州各国は非常に脆弱である

（Patel 2006）。気候変動に関する政府間パネル（IPCC:

Intergovernmental Panel on Climate Change）第 4

次評価報告書（Pachauri and Reisinger 2007）による

と、平均気温は 2010 年までに 1.8–4.0℃上昇し、海面

水位は最大で 0.59m 上昇することが予測されている。

海面上昇により、大洋州の低環礁地帯（ツバル、キリ

バス、マーシャル、各国の離島）は水没の危機に瀕し

ている。

また、熱帯域における沿岸生態系の特徴は、多種少

量の生物による複雑なバランスによって形成されて

いることである。海水温上昇や海洋酸性化の影響によ

るさんご礁の荒廃により、産卵や生息の場を失った海

洋生物の減少や、藻場の増加にともなう刺胞動物の増

加等が予測されている。これら気候変動の影響によ

り、沿岸性生物の物理的な生息環境が変化し、食物網

（food web）のバランスが崩れ、さらにそれらの波及的

効果により、沿岸生態系が大きく変動する可能性もあ

る。

上述の様に、大洋州の沿岸域は、人口増加にともな

う漁獲圧の増加、開発にともなう地形改変や環境汚

染、伝統的な文化や慣習の消失等、多くのローカルな

問題にさらされている。さらに、地球規模での気候変

動の影響が、ローカルな問題に拍車をかけ、沿岸域は

複合的な危機にさらされている。

●日本の大洋州における沿岸資源保全・管理に向け

た取り組みの方向性

日本は、水産資源の開発・管理・利用、増養殖等に

関する多様な知見と技術を有し、官民一体となって多
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くの開発途上国で当該分野に関する協力を展開して

いる。過去の大洋州における水産分野に対する支援は

主に「漁業開発」を目的としており、漁具・漁法の近

代化や船舶供与による漁場拡大により、漁獲量の増加

という観点からは一定の成果をあげてきた。しかしな

がら近年、沿岸資源が減少している現状に対処すると

ともに気候変動対策として、「沿岸資源保全」や「持続

的な利用」とそれらを継続的に行うため沿岸住民の

「代替収入源の確保」を目的とした支援へと方向性を

転換している。

まず、我が国の当該分野に対する支援の基本的な方

向性は、2009 年に開催された第 5 回日本・太平洋諸

島フォーラム首脳会議（通称、太平洋・島サミット）で

採択された「北海道アイランダーズ宣言」で以下のよ

うに確認されている。

「太平洋地域の発展が環境に配慮した形で、太平洋
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という地域の優先課題に取り組む

ことの重要性を確認した。日本と PIF の首脳は、太平

洋の海洋生物資源の重要性を強調しつつ、これらの経

済的重要性を有する貴重な資源の実効的な保存・管

理のために二国間・多国間の協力を更に強化させ

る。」（傍点は著者が強調）（外務省 2009b）

世界最大の開発援助機関である独立行政法人国際

協力機構（2009 年現在、以下、JICA）では、上記の

宣言を基に行動計画を作成した。その中で沿岸資源保

全・管理に関しては、持続的な沿岸資源の利用を通じ

た住民の生計向上を図ることを目的とし、「地方産業

開発」の分野に位置付けられている。同時に、分野横

断的な課題でもあるため、「自然環境保全」及び「気候

変動への適応策」との連携は不可欠であるとしてい

る。

さらに、JICA は「大洋州広域水産資源持続的利活用

プログラム（2010～2019）」を形成し、「地方沿岸部の

住民が、水産資源を適切に利用していくことにより、

生計活動の持続性が確保され、生計が向上する」を目

的とし、今後の支援を展開していく。活動内容として

は、持続的な資源利用に向けた、コミュニティ主体型

の沿岸資源保全・管理とともに、水産業のみならず農

業や観光業等を取り入れた生計手段の多様化を支援

することで、住民の長期的な生計向上を実施してい

く。また、本プログラムは、日本サンゴ礁学会を始め

とする国内の関連機関や、SPC 及び国連食料農業機関

（FAO）等の地域・国際機関と協働で展開していく。

●日本の大洋州における沿岸資源保全・管理に向け

た取り組みの内容

大洋州各国では、沿岸資源保全・管理に向けた多く

の取り組みが様々なスキームにより実施されている

が、ここでは大学や研究機関等の研究者と JICA との

連携により進められている技術的な支援について記

述する。

パラオ

「サンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト」

日本の支援で 2001 年に建設されたパラオ国際サ

ンゴ礁センター（PICRC: Palau International Coral Reef

Center）では、我が国の研究者が現地の研究者を対象

に、さんご礁生態系の研究や環境教育の普及に関する

機能強化に取り組んできた。また、地球環境ファシリ

ティ／世界銀行の基金によるさんご礁の修復や再生

に関する国際共同研究が PICRC を拠点に実施され、阿

嘉島臨海研究所もこれに参加した（詳細は岩尾

（2007）参照）。今日では、JICA の技術協力としてモ

ニタリング能力強化に関する支援を実施している。こ

れは、パラオをはじめとするミクロネシア地域の国々

が、2020 年までに地域全体で沿岸域の 30%及び陸域

の 20%を保全していくことを宣言した「ミクロネシ

ア・チャレンジ」への貢献も目指している。
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バヌアツ

「豊かな前浜プロジェクト」

バヌアツ水産局の養殖施設において、2006 年より

オオシャコガイ Tridacna gigas、ヤコウガイ Turbo

marmoratus、サラサバテイ（タカセガイ）Trochus

niloticus 等の種苗生産を開始し、その種苗放流を通じ

て、沿岸定着性生物の個体数回復に向けた技術支援を

行っている。また、コミュニティ主体による海洋保護

区の設置や沿岸資源管理に向けた支援を行う。さら

に、保全により制限される住民の生計活動を、粗放的

養殖や簡易水産加工等による生計手段の多様化によ

り補うことで、住民による活動の継続性を保てるよう

支援する。

ツバル

「海面上昇に対するツバル国の生態工学的維持」

地球規模課題対応国際科学技術協力として、東京大

学や国立環境研究所が中心となり、南太平洋大学

（USP: the University of the South Pacific）や南太平洋

応用地球科学委員会（SOPAC： South Pacific Applied

Geoscience Commission）と共同で、気候変動の影響

により水没の危機にあるツバル海岸線の保全・修復

に向けた研究を実施している。本研究では、サンゴや

有孔虫を主とした生物起源の砂の堆積による環礁島

の形成メカニズム及び、汚水流出等の人為的な活動が

それらのメカニズムに与える影響を解析する。研究結

果を基に生態工学的な技術を用い、砂浜を増幅すると

ともに環礁の長期的な復元力の向上を目指している。

大洋州広域研修

「サンゴ礁生態系の保全管理」

大洋州 8 カ国 1 地域からの行政官を沖縄へ招聘し、

琉球大学や環境省、阿嘉島臨海研究所が、さんご礁保

全・管理に関する講義や実習を行っている。本研修は

平成 21 年に 5 年目を向かえ、多くの研修修了者が自

国において研修の成果を活用し、海洋保護区の設置や

観賞用サンゴの養殖等の様々な活動を行っている。

大洋州広域研修

「多様化による沿岸資源の持続性確保」

大洋州 6 カ国から行政官を招聘し、類似した自然環

境にある沖縄県の水産課や漁業協同組合が中心とな

って、海洋保護区や中層パヤオ、水産加工等の知見や

取り組みに関する講義や実習を行っている。こうした

研修をもとに、研修修了者が自国における沿岸資源保

全・管理に関する課題への対応策をまとめ、その上

で、我が国は、沿岸資源管理及び沿岸住民の生計手段

の多様化に関する取り組みを支援する。

●今後の方向性

大洋州各国における協力の方向性は、沿岸資源が減

少している現状を鑑み、「漁業開発」から「沿岸資源保

全・管理」へとシフトした。大洋州での沿岸資源保

全・管理に対し、今後我が国が支援できることとそこ

から得ることができるであろうことを以下に記述す

る。

沿岸資源保全及び管理は、生態系や社会経済的な情

報に基づき適切な取り組みが行われるが、大洋州では

人的・物理的な制限によりそれらの情報が不足して

いる。近年、地域・国際機関が中心となり、沿岸域の

生態調査や社会経済調査に関する域内の統一的な調

査方法が確立され、各国において調査が順次開始され

ている（Labrosse and Ferraris 2002）。日本の研究者

は、生態調査に関して世界屈指の技術を有しているた

め、それらの技術を大洋州の水準に合わせつつ支援し

ていくことは可能である。

沿岸生態調査の結果は、世界有数のさんご礁より得

られた貴重な情報で、適切な資源管理に加え、気候変

動がさんご礁に与える影響を評価する指標として用

いることもできる。また、社会経済的な調査より抽出

される伝統的な慣習や地域特有の生態学的知識（local

ecological knowledge）は、住民参加型の保全と管理に

適用することができる。しかしながら、大洋州では情

報が蓄積されてもそれを使う行政の機能が整ってい

ない。沖縄等で実施されている研修は、行政官の能力
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を高めることで、情報を適切に反映した沿岸資源保全

及び管理の実施に繋げることが今後求められている。

本来さんご礁保全には、健全な生態系を手付かずの

まま維持していくことが最も効果的な方法である。比

較的健全なさんご礁の残るミクロネシア地域におい

て、広域のさんご礁保全に関する「ミクロネシア・チ

ャレンジ」の実現へ向けた日本のパラオにおける活動

の意義は高い。他方、我が国でも海洋保護区設定の重

要性に関する議論が高まっているが、慶良間海域等で

小規模に設定されたものを除き、ほとんど機能してい

ないのが現状である。経済や人口規模の違いより、日

本とミクロネシア地域の沿岸域を同じ目線で論じる

のは不可能であるが、他国での海洋保護区設置の支援

を通じて得た教訓を、自国での活動へ還元することへ

も目を向けるべきであろう。

海洋保護区の設置により資源が回復するまでの期

間、最も影響を受けるのは沿岸住民である。上述の様

に、大洋州の沿岸住民は、食料や現金収入を沿岸資源

に大きく依存しているためその生活が圧迫された場

合、長期的な資源回復よりも短期的な収入を必要とす

るのが現実である。そのため、漁獲量やサイズの規制

により生活に負担が掛かる分を、粗放的養殖や簡易水

産加工により補填することで、保全と管理に向けた活

動の継続性を維持することが可能になる。コミュニテ

ィの現状に沿った沿岸資源保全・管理のあり方を明

確にし、「保全」と「生計活動」のバランスを保つこと

が必要であろう。

今後とも、大洋州の海と人との共生に向けて、沿岸

域の科学的な研究に加え、持続的な保全活動をおこな

っていくための実務的な行政能力の向上や、住民の生

計多様化に関する社会経済的な知識や技術の普及を

おこなっていきたい。
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