
タイのサンゴ礁およびダイビングツーリズムの 

持続可能な管理のための「グリーンフィンズ」アプローチ 

持続可能な島嶼社会の発展に関する専門家会議 2014年6月29～30日 沖縄（日本） 

ニポン・ポングスワン 
天然資源環境省 海洋沿岸資源局／タイ 



サンゴ礁は東南アジアにおける重要な
資源であり、沿岸住民の経済収益と、
域内で拡大するダイビンツグーリズム 

産業に寄与している。 



タイ湾とアンダマン海の島嶼とタイ本土の海岸線
沿いには、サンゴ礁が225平方キロにわたって広
がる。 

アンダマン 
海 

タイ湾 



                        2004～2009年    2010～2014年 

状況 

• サンゴの劣化  

• 観光業がサンゴ礁に与える影響 

• ダイビング業者数の増加 
 

• サンゴの劣化  

• 観光業がサンゴ礁に与える影響 

• シュノーケリング業者数とスピードボート
の増加 

China 

中国 
ロシア 

欧州 
ロシア 

欧州 

20% 
3% 

77% 

43% 
16% 

41% 

絶えず新たに生じる問題に直面している 

計 1100万 計 2600万 

中国
43% 



観光業が拡大しつづけるなかで、サンゴ礁が観光客から受ける脅威と圧力が
増大している。 



観光にともなう主な問題 

サンゴを            
握る、触る、踏む 

サンゴ礁への
投錨 

ゴミ投棄 

魚の餌付け 





事前説明に参加したダイバーと参加しなかったダイバーとの
損傷事例数（10分当たり）の違い（Worachanan, 2007） 

参加 不参加 

ダイバーの特性 

損
傷
事
例
数 



経験（ダイブ経験本数）の異なるダイバー間での損傷事例数
（10分当たり）の違い（Worachananan, 2007）  

損
傷
事
例
数 

ダイバーの特性 

初心者 初級者 愛好者 熟練者 



影響の大きさにかかわる要因 

• サンゴ礁の構造 … もろいか、否か? 

• 環境  … 視界、海流、波 

• ダイビング方法 …  スキューバか、シュノーケルか 

• 熟練者か、初心者か  

• 水中での活動 .. 写真撮影など 
• ダイバー、ダイビングリーダーの意識 
• 説明を受けたか? 
• リーダー1人当たりの参加者数 

 



“グリーンフィンズ”プロジェクト 
 

    東南アジア諸国において、サンゴ礁域での 

持続可能なツーリズムを目指し、環境に配慮する 

ダイビング業者ネットワークの構築とサンゴ礁 
モニタリングの支援を行う 

 
 ミッションステートメント 

持続可能なダイビングツーリズム産業を促進するため 

環境に配慮したガイドラインを策定し実施することにより 

サンゴ礁の保護・保全に取り組む 



国連環境計画（UNEP）は、スキューバダイビング関連の

余暇活動による脅威に対処するための取り組みとして、
2004年に「グリーンフィンズ」を創設した。 

グリーンフィンズは、ダイビングセンターと協力して意識の
高いダイビング業者やダイバーのネットワークを構築し、
環境的に持続可能なスキューバダイビングツーリズムの
ための基準の普及に取り組んでいる。 
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e
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グリーンフィンズ・プロジェクトでは、環境に配慮した
ガイドライン（行動規範）に従って、ツアーを提供する
ダイビング業者に認定証を発行 



タイにおけるグリーンフィンズ・プログラムの推移 

資金援助 

UNEP 

UNDP 
グリーンフィンズ・アソシエーション 

国際機関の支援 民間の支援 

2004         2006       2008                2010            2012         2014 

5 : 105 

スタッフ数 : 会員業者数 

2 : 105 
+ボランティア 3 

1 : 130 2 : 150 2 : 130 
+ボランティア 3 
 

+ボランティア 3 

プーケット海洋生物学センター
（PMBC）の通常予算 



タイにおけるグリーンフィンズ・プログラムの推移 

実績 

• 150+ Company membership; 200+ individual membership • ウェブサイト刷新 / 「リーフ・ウォッチ」データベース 

（2013年） 
• 「リーフ・ウォッチ」のモニタリングデータ 430件 

（2014年5月25日まで） 
•  ダイビング業者による“Adopt the Reef” 
（2013年～現在） 

• グリーンフィンズ行動規範の改訂（2013年） 
 
 



グリーンフィンズ行動規範の 
広報ポスター 



• 環境に配慮したダイビング慣行（義務と禁止行為）を
忠実に守り、ダイバーの模範となる。 

 

• ダイビングショップのスタッフ1名を、ダイビング 

スタッフへのグリーンフィンズ・ベストプラクティスの
奨励とサンゴ礁モニタリングを担当する  

「グリーンフィンズ・アンバサダー」に指名する。 
   

  

グリーンフィンズ   – グリーンフィンズ会員協約 



• 年1回およびトレーナー新規採用時に、グループ 

オーガナイザーとダイビングスタッフを対象に、 

グリーンフィンズ環境配慮ガイドラインに関する教
育・研修を行う。ダイビング／シュノーケリングトリッ
プ実施の際は毎回必ず、これらの慣行をダイビン
グスタッフから参加者に事前説明させる。  

 

• スピアフィッシング（ヤスでの漁）の容認と、フカヒレ
売買の支援をしない。 

 



• 上手な浮力コントロール、種の判別、配慮ある 

フィン操作や写真撮影のスキルなどに関する 

講座を積極的に実施する。“体験ダイビング”や、
サンゴ礁を損傷する可能性のある活動は促進 

しない。 

 

• シュノーケリングの際、初心者には救命胴衣を 

着用させる。 

 

• 各ダイビングスポットで年に1回「リーフ・ウォッチ」
を実施し、データをグリーンフィンズに提出する。 

 



グリーンフィンズ:  ダイビングスタッフのベストプラクティス 

• ショップの内外やダイビングボート等の輸送手段に
グリーンフィンズ会員証とグリーンフィンズ環境配
慮ガイドライン（またはその類似物）を目立つように
掲示し、サンゴ礁の脆弱さに対する意識向上を支
援する。 

 

• ダイビング／シュノーケリングトリップの際は、 

必ず従業員がグリーンフィンズ環境配慮ガイド 

ラインに関する事前説明を行うようにし、 

中でも「ノータッチ」 ルールを厳格に守ってもらう。  



• ボートには常に係留具か海錨、手下ろしの錨を使用
し、可能な場合は係留ブイの設置・保守を行う。 

 

• 「必要最小限の排出」と「責任あるゴミ処理」のルー
ルを採用し、使用済みオイル、化学洗浄剤、燃料、
食品ゴミ、電池、排水・下水などのあらゆる有害廃棄
物の安全な回収と処分を確実に行う。可能な限り、
リサイクルや環境配慮型洗浄剤の利用に努める。 

 



• 利用者に環境に関する規則・規制、海洋保護区を
知ってもらい、魚類、サンゴその他の海洋生物に関
する ガイドブックやポスターを配布する。 

• 定期的な海岸・海中清掃活動に参加し、できる限り
ゴミを除去する。 

• サンゴその他の海洋生物の収集、販売、展示を禁
止する。 

  



& 

環境に配慮した 

ダイビングと  

シュノーケリング 

のガイドライン 

 

義務と禁止行為 



1) サンゴを触る、踏む 

ダイバーの7つの 禁止行為  



2) 魚に餌をやる 

4) 海にゴミを捨てる 

5) 手袋をする 

3) 海洋生物を追い回す、触る、銛で突く、捕獲する 

禁止行為  



6) 写真撮影時に:  

 海底に膝をつく  

 フィンをサンゴに乗せる 

 カメラをリーフに置く 

 よりよいシーンを撮るために海洋生物を移動する 

禁止行為  



7) 海岸や海中から海洋生物を捕り、持ち帰る 

  – 違法の場合あり！  

禁止行為  



ダイバーの 7つの 義務  

1) サンゴ礁のない所で、浮力コントロールと  
写真撮影スキルを練習する  



義務  

2) 計器類、レギュレーターなどの装備は必ず固定し、
サンゴ礁の表面を引きずらないようにする 



3) 海底から距離を保ち、堆積物を
かき上げないようにする 

義務  



4) どこかにつかまる必要があるときは、岩か
死んだサンゴにつかまる 

5) 写真を撮るときは周囲によく注意し、仲間の                              

ダイバーやガイドダイバーの助けを借りて距離を
保つようにする 

6)  サンゴ礁に損害を与えないようにするための高 
 度なフィン操作テクニック（後ろ向きに泳ぐ、フィ
 ンピボット、フロッグキックなど）を練習する 



7) 美しいが脆弱なサンゴ礁環境の持続可能性を   
確保するための保全活動を支援し、ベストプラ
クティスを守る 



 
• 参加認定証 

• 優良認定証  

–行動規範に定める付加的な活動／基準を、その
会員がどれだけ達成したかに基づく 

グリーンフィンズ認定証 



 
会員の評価（年1回） 

• ダイビング業者の自己査定  

 

• 利用者によるダイビング業者の査定（トリップ
終了時） 

 

• ネットワークリーダーによる各ダイビング業者
の査定 



グリーンフィンズ会員  

• ダイビング業者 約150社  

• 個人会員 200名以上 （一般ダイバー） 



グループ研修:  
グリーンフィンズ、 

サンゴ礁の生態全般、 

リーフ・ウォッチ調査    

         の紹介  

 



“グリーンフィンズ” 会員は、サンゴ礁の健全性の変化を示すデータ

の提供により、サンゴ礁モニタリング（リーフ・ウォッチ手法を使用）
を支援。 

waterproof note book 
サンゴ礁調査と損傷サンゴの修復支援に
関するダイビング業者の研修 

リーフ・ウォッチの 
防水ノート 



 

• データは全国データベースに入力 

• データ提出： オンライン(www.greenfins-thailand.org または投稿 

サンゴ礁調査の
結果について話
し合い、調査の
標準化を行う 

http://www.greenfins-thailand.org/
http://www.greenfins-thailand.org/
http://www.greenfins-thailand.org/


グリーンフィンズ・ダイバーはリーフ・ウォッチ・データを 
www.greenfins-thailand.org から送信可能 



リーフ・ 
ウォッチ 











津波で倒され、成育方向
が変わったサンゴ 

新しく成育し
ている先端部 

新しい成育
方向 

元の底板 
赤潮 

サンゴの白化 

オニヒトデの侵入 

สมาชิกสามารถรายงานสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นผลกระทบต่อแนวปะการัง 調査員から送られた写真  



2007年後半の海洋生物集団死 
（グリーンフィンズ会員による報告と写真） 



白帯病に感染したサンゴ 



30 Dec. 2007 
(3 days after 
tsunami) 

March. 2004 

2010年の
白化後 

North of 
Patong 

2004年
津波の前 

2004年津波
の直後 

プーケット島パトンのサンゴ礁 







Coral reef clean-up 

会員が力を 

合わせて…….  
定期活動や特別イベントで 

サンゴ礁の清掃  

シャコ貝
の放流 

係留ブイの 
設置 









海洋ゴミの影響を考える運動を 
テーマにしたTシャツデザインコンテスト 



海岸清掃 ゴミの分別 



タイランド・ダイブ・エキスポ 
（2008年5月） 



環境に害のない 
洗剤づくりの研修 



課題 
人々の行動を変えるのは容易ではない  

• 魚に餌をやったり、サンゴにさわったり、海にゴミを捨
てたりするシュノーケルダイバーが後を絶たない 

 

• シュノーケリングツアーリーダーのための事前説明
の基準がない 

 

• シュノーケリングツアーに関する安全管理の欠如 

 

• 船上での化学薬品使用（洗剤）に関する意識の欠如 

 

• トイレの排水管理の欠如 

       

 

 



2013年にダイビング業者20社を調査 

総合評価  

模範的 改善要 



  
Protecting Marine Ecosystems in MFF Countries Using the Green Fins Approach, 3rd – 4th April 2014, 
Bangkok Thailand 
 www.greenfins-thailand.org 

• グリーンフィンズ・ネットワークの強化  

•“グリーン”企業におけるグリーンフィンズ会員の質向上 

•市民教育と知見の提供 

•環境変化に対応するための具体的な政策／戦略支援  

   

 

タイにおけるグリーンフィンズ・プログラム 

方向性 



グリーンフィンズ -  タイのネットワーク 
• 地域ネットワーク 

 UNEP、 未来のマングローブ（MFF）、 

 リーフ・ワールド・ファウンデーション 

 

• 全国ネットワーク 

 PMBC、 

 DNP（天然資源環境省国立公園局） 

 TAT （タイ国政府観光庁） 

 

• 地方ネットワーク  

 Save Koh Tao（タオ島を救え）、 

 プロジェクト・アブロード、 

 エコ・プーケット、 

 ヘルシー・リーフ・クラブ、 

 リーフ・ガーディアン、 

 グリーンフィンズ・アンバサダー、 

 ボランティア、会員 

グリーンフィンズ・タイ 

全国ネットワーク 

地方ネットワーク 

地域ネットワーク 

GF
-Th 



地域レベルでのグリーンフィンズ  

  各国政府 



UNEPによるグリーンフィンズ創設から10年周年を機に
、7カ国のプロジェクトパートナーがバンコクに集まり、各
国でのグリーンフィンズの実績を報告すると共に、今後
の取組を協議。 
2013～2015年にベトナムとモルディブでグリーンフィン
ズを始動させた「未来のマングローブ」（ＩＵＣＮ）が進行
役を務めた。  



タイにおけるグリーンフィンズ・プログラム 

• www.greenfins-thailand.org 

• Eメール: reefwatchthailand@gmail.com 

                nph1959@gmail.com 

• Google+ : Greenfins “Thailand” Reefwatch 

• YouTube : Greenfins Reefwatch 

• Facebookページ: Greenfins-Thailand.org 

  
Protecting Marine Ecosystems in MFF Countries Using the Green Fins Approach, 3rd – 4th April 2014, 
Bangkok Thailand 
 www.greenfins-thailand.org 

問い合わせ・広報 



グリーンフィンズのルールを守るダイビングで、サンゴ礁を救おう 
 

ありがとうございました 


