
JICA食と農の協働プラットフォーム（JiPFA）
第1回水産分科会

JICA水産協力におけるブルーエコノミーの推進について

三国 成晃
農業・農村開発第一グループ

国際協力機構
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SDGs 14.7
2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理な
どを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源
の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 2



SDGs
①貧困削減
②食料安全保障と栄養改善
⑤ジェンダー平等
⑧経済成長とディーセントワーク
⑩格差是正
⑫持続可能な生産消費形態
⑭海洋・資源の保全と持続的な利用

水産外交の展開

コミュニティが発展
Social development

経済的便益が増大
Economic growth

水産資源と沿岸生態系が持続的に利用
Environmental sustainability 

3

JICA水産ブルーエコノミーが目指す状態

雇用増加と生計向上

水産資源管理計画の作成と遵守

第六次産業と観光業の振興

持続的利用者の経済的便益が増大する「しくみ」が構築

自由で開かれた
インド太平洋



水揚げ流通施設の整備

水産行政と漁民組織の能力向上

優良事例及び教訓の整理と共有

政策、開発計画への反映他地域への事業展開

民間企業連携大学連携

目指す状態の実現に向けた協力の枠組

ブルーツーリズム

フードバリューチェーン持続的養殖

水産資源管理

生態系保全

持続的漁業 第六次産業化

行政、漁民組織、JICAによる現場でのパイロット活動



水揚げ流通施設の整備と運営管理 ・施設整備（無償）
・運営管理改善（技協）

キャパシティディベロプメント ・漁民組織形成強化
・水産行政能力強化（漁業センサス、漁業士制度）
・政策制度作成支援（水産資源管理制度、融資制度、保険制度、免税）

水産資源管理／コマネジメント ・漁民漁船登録
・水産資源調査
・漁業統計
・水産資源管理計画、規則
・密漁、IUU漁業対策、漁獲証明、トレーサビリティ、衛星・ICT活用
・FAD、たて縄、定置網漁業技術
・船外機修理保守、FRP船導入

水産養殖／生態系保全 ・漁場保全、MPA/MMA
・貝類養殖、海藻養殖、マングローブ養殖
・人工魚礁、サンゴ礁移植、藻場造成、マングローブ植林
・種苗生産放流

水産フードバリューチェーン
／第六次産業化

・製氷機修理保守
・保冷庫製造技術
・漁獲物処理、鮮度保持技術
・水産食品検査
・HACCAP
・水産加工技術
・水産物流通改善（せり）
・ホテル／レストラン販売促進、
・漁民レストラン、フィッシャマンズワーフ／産地直接販売、フィッシュフライデー
・輸出促進
・ブランド化／エコラベル

観光連携 ・体験漁業、エコツアー、ダイビング、スポーツフィッシング、セーリング
ホエールウオッチング

・土産物製作販売、道（海）の駅
優良事例及び教訓の整理と共有
（ツールボックスの作成）

・漁民活動発表／表彰大会
・コンテンツ制作
・域内ワークショップ

活動メニュー（技プロ、個別専門家、無償、課題別研修等の個別案件レベル）

パ
イ
ロ
ッ
ト
活
動
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パイロット活動

優良事例・教訓

セミナー ワークショップ

国家水産開発計画

リージョナルストラテジーグローバルイニシアティブ

ガイドライン 普及教材

成果の拡大に向けた関係機関との連携の枠組（プラットフォーム）の構築
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A国

パイロット活動

優良事例・教訓 優良事例・教訓

大学
・共同研究事業成果（論文）の発信
・事業カンターパート（留学生、研修員）

民間企業
・パイロット活動
・新規事業展開

援助機関
・事業連携
・セミナー共催

国際会議
グローバルレベルで
のイニシアティブの
形成促進

地域漁業大臣会合
各国及びリージョナ
ルレベルの政策優先
化に向けた支援新規事業展開

パイロット活動

B国 C国



リージョナル区分 日本 (北)太平洋 (南)太平洋 大西洋 インド洋

リージョナル拠点 沖縄 パラオ バヌアツ カリブ島嶼国 モーリシャス

リージョナル機関
JICA沖縄
課題別研修

SPC MSG, SPC
CRFM 選定中

フィジーSDGs14人材育成技プロ／USP

グローバル機関 FAO（東京駐在事務所）、国連海洋会議（フィジーが議長国）

水産ブルーエコノミーにおける島嶼国の比較優位
・海洋問題に対する高い政策優先度
・小規模国家による優良事例共有と政策反映の容易性
・海洋問題や気候変動での国際的な発信力

島嶼国から世界へ発信

協力の有効性の実証

・中核的仮設（日本の知見）の概念化
・パイロット活動の定量評価

・JICAプロジェクト研究
・JICA留学生の研究論文

リージョナル、グローバル展開の枠組
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日本の知見

・コマネジメントは水産資源管理に有効
・生計向上事業との組合せはコマネジメントに有効
・第六次産業化／観光連携は漁民の所得増加・雇用創出に有効
・人の自然への介入は生物多様性と生物生産量の増加に有効

中核的仮設と日本の知見



「沿岸資源の管理」と代替生計活動」‐住民の参加と管理の持続性

コミュニティ主体の沿岸資源管理アプローチ
CB-CRM（Community-Based Coastal Resources Management）Approach

JICAでは、バヌアツの里海に生息する定着性の強い貝類（タカセガイ、ヤコウガイ、
シャコガイ等）やナマコ類、甲殻類などが近年の環境破壊、乱獲、気候変動により絶滅
の危機に瀕していることに着目し、それら沿岸資源を保全するバヌアツ政府の取り組み
（沿岸資源管理）を2006年から継続的に支援しています。

この「豊かな前浜プロジェクト」では、沿岸資源管理の手法として、沿岸の住民の参加と管理の持続性を確
保するため、地域コミュニティによる伝統的な海洋保護区の設置などの資源管理と、漁業規制等による住民
の経済的損失の問題を解決し、資源保全活動の継続性を維持していくための貝細工づくりなど代替となる
「生計手段の創出」を組み合わせた資源管理の仕組みである「コミュニティ主体の沿岸資源管理アプロー
チ」の構築を目指しています。

生計手段の多様化として、女性グループによる貝細工
製作と観光客への販売を行っています。この活動を通
じて、これまで現金を得ることのなかった女性に新た
な機会を創出しています。今、女性たちは自ら新たに
地元魚料理の店「フィシュカフェ」に挑戦しています。

浮漁礁を用いた漁法の多様化の活動

豊かな前浜プロジェクト
The Project for Promotion of the Grace of the Sea in Coastal Villages

住民主体の資源管理
●ヤコウガイ、タカセガイ、シャコガイ・

稚魚の放流・親貝の移植

●禁漁区や禁漁期の設置など、資源管理

の計画・ルールづくりと監視

住民の生活設計
●女性グループによる貝細工作り

●水産物加工や沿道での販売、レストラン

“フィッシュカフェ”の経営

●エコツアーの計画、など

JICAの経験
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カリブ地域における漁民と行政の共同による
漁業管理プロジェクト

Caribbean Fisheries Co-Management Project

漁民と行政の共同による漁業管理アプローチ
Co-Management Approach

漁民の取り組み
●漁業組合の設立

●新しい漁法の技術の習得、漁具の改良

●漁業管理のルールづくり

●資源管理のための漁獲データの収集

●浮魚礁の利用に関する料金制の導入

●市場調査や加工による水産物の高付加価

値化（一部輸出）

行政の取り組み
●漁民会議の開催、組合設立を支援

●新しい漁法に関する講習会の開催

●漁業管理を盛り込んだ漁業法の制定・

改正

●資源管理のための漁獲データの整理

●浮魚礁の維持管理技術の指導

●市場や流通網の整備

JICAでは、カリブ小島嶼国の住民の貴重な動物性たんぱく質の供給源となっている沿
岸水産資源の過剰漁獲による減少に対し、適切な漁業管理を実現するための各国政府の
取り組みをカリブ地域漁業機構（CRFM）とともに2013年から5年間（201８年ま
で）支援しました。
この「漁民と行政の共同による漁業管理プロジェクト」では、水産資源管理の手法として、各国の漁民の参
加と管理の持続性を確保するため、定置網や浮魚礁などを利用した新たな漁法を導入し、共同操業により
漁民の協働意識を高めた上で漁業組合の設立を促し、同組合が行政と協力しつつ自ら漁業管理を行う、カ
リブ地域共通の「漁民と行政の共同による漁業管理（コマネジメント）アプローチ」を開発しました。

新しい漁法の講習

ゴーストフィッシングを防
ぐためのカゴの改良

中学校での魚料理コンテスト

JICAの経験
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国名 案件名

日本／沖縄 島嶼国における水産業多様化と資源の持続的利用（課題別研修）

パラオ

・島嶼国型ブルーエコノミーモデル形成プロジェクト

・パラオ北部沿岸漁業組合（NRFC)における回遊魚(カツオ・マグロ類)の漁獲技術向上

と水産物の加工販売を通した組織強化（草の根技協）

・気候変動への強靭性強化のための統合的沿岸生態系管理能力向上プロジェクト

・大洋州地域における観光開発分野情報収集・確認調査

・漁船供与（OFCF）（草の根無償）

・FADs漁具供与（ノンプロ）（FAO拠出金）

ミクロネシア 漁港整備（無償）

フィジー

（大洋州広域）

SDG14に基づく大洋州における海洋資源の持続可能な開発及び資源管理における能

力強化プロジェクト

バヌアツ 豊かな前浜プロジェクトフェーズ３

ソロモン諸島 コミュニティ主体の沿岸資源管理・利用による生計向上のためのアドバイザー

インドネシア 離島における持続的水産開発促進プロジェクト

東ティモール 漁業振興アドバイザー

モルディブ ブルーエコノミー推進に向けた持続的資源利用推進プロジェクト

モーリシャス 沿岸域ブルーエコノミーの持続的開発を通じたコミュニティ生計改善プロジェクト

コモロ 水産分野の品質向上研修

セントビンセント
（カリブ広域） 漁民と行政の共同による沿岸水産資源の保全管理強化プロジェクト 11

実施中及び準備中の個別事業



太平洋

大西洋

インド洋
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JICA島嶼国水産ブルーエコノミーのグローバル展開



Thank you for your time

Sustainable and profitable fisheries,  
This  is our goal!
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