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パートナーシップによって

天然資源を保護し

農漁村の開発を促進する。

日
本
 と
 ワ
ー
ル

ドフ
ィッ
シュ
 センター

水産資源は世界中の貧しい人々の生活に
とって極めて重要です。自然界の恵みから
の直接的食糧供給手段である漁業は、土地
を持たず他に生計手段の無い途上国の農漁
村の家庭にとって、しばしば生活の頼みの
綱であり必要最低限の生活を支えてくれる

ものです。それにもかか
わらず現在世界中の沿岸
漁業が乱獲と汚染に脅か
されており、多くの漁業
資源がこの四半世紀の間
に70％以上減少していま
す。多くの地域社会の底
辺に位置する貧しい人々

の生活を時に支えている河川や湖での内水
面漁業も、特に危機にさらされています。
国際的な研究機関や加盟国政府、そして民
間財団等が提携して設立された国際農業研

究協議グループ(CGIAR)は、発展途上国の
貧しい農漁民と消費者の生活水準を持続的
に向上させるために活動しています。その
傘下においてワールドフィッシュセンター
は、CGIAR を構成する「フューチャー ハー
ベストセンター」の中でも特にユニークな
活動を行っています。海洋や河川からの漁
業における天然資源管理から、養殖と農業
の融合による農水産作物の生産性の改善ま
で幅広い問題に対応しているのはワールド
フィッシュだけです。また、ワールドフィ
ッシュは、持続可能な農漁村の開発のため 
に、天然資源へのアクセスと貧困問題の相
関関係についても研究しています。

貧しい人々にとっての豊かな食物。ア
ジアの人々は、動物性タンパク質の多くを
魚から摂っています。日本人は平均して年
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間66キログラムの魚を食べており、国全体
の魚の消費量は世界で第８位です。アジアの
国々での動物性タンパク質の摂取を魚に依存
している度合いは、バングラデシュ、マレー
シア、ベトナム、タイでは約３分の１かそれ
以上、カンボジア、フィリピン、インドネシ
ア、日本では半分以上になります。この「貧
しい人々にとっての豊かな食物」である魚介
類は貧しい人々にとって時には唯一の動物性
タンパク質の源であるばかりでなく、ビタミ
ンや他の栄養素の源としても生存に不可欠で
す。これはアジアと同様に貧困が蔓延してい
るアフリカでも同じです。アフリカでは２億

人の人々が日常的に
魚から動物性タンパ
ク質の22 ~ 70%を得て
いるといわれます。

魚に対する需要
は、アジアとアフリ
カの両方で、今後も
人口増加と収入の上
昇のためにさらに膨
れ上がると予想され
ます。アジアではこ
の需要を満たすため
に養殖が急速に拡が
っており、2020年ま
でには魚介類全体の
消費量の40％以上を
養殖が占める見通し
です。サハラ以南の
アフリカでは、天然
漁業資源の低下と人口
の増加によって１人当た

りの漁獲量が下がっており、
1973年の年間９キログラムから

1997年には 6.6 キログラムまで減少してい
ます。この数値は世界平均の半分にも達し
ていません。この傾向をひるがえすには、
天然漁業と養殖両方についての調査と政策
的な支援を同時に進めるプログラムが必要
となります。今日、養殖はアフリカの魚介
類生産高のたった2%しか占めていません
が、国連食糧農業機関(FAO)は、アフリカ
全土で養殖に適した地域の5%だけでも使う
ことができれば、現地における水産物の需
要を満たせるという予測をだしています。

特別な設備投資なしで養殖できる魚種を育
てる新しい技術の出現もあり、アフリカや
アジアの多くの貧しい家庭の食卓に魚がの
ることも今後増えるでしょう。

ミレニアム開発目標の達成。漁業や養殖
から得られる生計手段を向上させることに
よって、途上国の貧困と飢餓を撲滅し、初
等教育のための費用を調達し、働く女性た
ちの能力開発につなげることができます。
魚からの栄養素が、子供と妊婦の死亡率を
減らし、HIV／エイズ患者の二次感染への
抵抗力を強め、抗HIV薬の効果を高めるこ
とがすでに知られています。海と内陸とも
に漁業資源に対する脅威は、持続可能な環
境保全のために取り除かれなければなりま
せん。そして水産資源関連の問題に取り組
む上で必要な、国境を越えた地域間の協力
に応えることは、開発のための世界的なパ
ートナーシップの発展を助けます。

ワールドフィッシュの活動目的

ワールドフィッシュは、途上国の貧困と
飢餓そして栄養失調を改善するために活動
している国際的な研究機関です。その活動
は、科学的知識を海と内陸双方での養殖と
漁業の改善に役立てることに基づいていま
す。1977年に設立、現在はマレーシアの
ペナンに本部を置き、今や世界の22の途
上国で活動し、バングラデシュ、カンボジ
ア、カメルーン、エジプト、マラウイ、マ
レーシア、ニューカレドニア、フィリピン
とソロモン諸島に地域事務所を置いていま
す。まもなく中国、コンゴ民主共和国、南
アフリカとザンビアにもスタッフを置く予
定です。

ワールドフィッシュの研究は、水環境
システムの生産性の維持、水性生態系の保
護の促進、生物の多様性の保護、資源管理
の政策の改善、そしてこれらの分野での途
上国の自己能力を高めることを目指し、漁
業と養殖に関する自然資源管理の問題に取
り組んでいます。ワールドフィッシュは、
200を超える他のグループとコラボレーシ
ョンをし、多岐にわたるプロジェクト展開
をしています。 

魚に対する需要は今後もさらに
膨れ上がると予想される。

漁業や養殖から得られる生計手
段を向上させることによって、
途上国の貧困と飢餓を撲滅し働
く女性たちの能力開発につなげ
ることができる。
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• 熱帯の食用魚の品種改良と養殖の先駆け
となる 
• 複雑な熱帯性漁業とサンゴ礁の健康度を
調査し、その管理を改善する方法を発案
• アジアの沿岸漁業を政府と地域住民が共
同管理する方法の発案と適用 
• 魚の養殖を現地特有の農業システムと融
合する技術を開発し適用 
• 商業的価値が高いサンゴ礁魚種の養殖を
農村でも容易に利用できるような技術を
導入 
• 零細漁業を持続可能に管理するための、
新しい手法を考察 
• 生物多様性保護のために、水産資源管理

の基本となる知識を収集・アクセスでき
る世界的データベースを構築 
• 何百人もの公職員を対象に資源管理に
ついてのトレーニング、また何千人もの
NGO/NPOトレーナーに、農漁民のため
に役立つ技術を伝授。

ここ10年の間、日本政府はワールドフ
ィッシュの最も重要なパートナーのひとり
であり、通算約700万米ドル(2006年の為
替レートにおいて７億８千万円）の援助を
してきました。日本は、ナイル川デルタの
町アバッサにあるエジプト政府の養殖研究
所施設を修復、改善するために、280万ド 

日本とワールドフィッシュの
パートナーシップ

ルを貢献しました。アバッサは、西アジア
とアフリカでの人工池における魚の養殖の
研究や改良、訓練のためのベースとなる場
所です。ここにある池と研究施設のおかげ
で、貯め池での養殖における資源利用の効
率性、魚の疾病、ナイルテラピアやアフリ
カナマズの品種の改良といった非常に重要
な問題について、世界的な研究が行なえま
す。アバッサの施設は、貧しい人々のため
の地域的食糧確保を支えるために、いかに
ワールドフィッシュが効率的な方法を提供
しているかのほんの一例にすぎません。日
本の国際援助にとって、人口の密集してい
るアジア諸国における食糧の安定供給や自
然生態系の回復、地域的な貧富の差の克服
などが依然として重要課題です。また一方
で、アフリカが食料を自給できるように 援
助することが、世界の食糧安定供給とミレ
ニアム開発目標の達成のための中心課題で

あることが、ますます明らかになっていま
す。日本とワールドフィッシュのパートナ
ーシップは、アフリ
カとアジアの両地域
でこれらのゴール達
成のために貢献して 
きました。ワールド
フィッシュの理事会
には1985年から常
に日本からの代表が
理事に就任して来ま
した。現在は名古屋
港水族館の福所邦彦
博士が、それ以前に
は全国漁業共同組合連合会の能勢健嗣博士
(1999~2003)、東海区水産研究所の藤谷超
博士(1992~1998)、おなじく東海区水産
研究所でかつ東京水産大学の天野慶之教授
(1985~1992)が理事を勤められました。し

アバッサにある研究施設のおか
げで、貯め池での養殖における
資源利用の効率性、魚の疾病、
ナイルテラピアやアフリカナマ
ズの品種の改良といった問題の
世界的な研究が行なえる。
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かしながら、日本のワールドフィッシュへ
の資金援助は他のCGIARのセンターに対す
るサポートと比べれば控えめなものになっ
ています。というのは、日本からのワール
ドフィッシュへの拠出金が、2000年の８
７万３千ドルをピークとして減少しはじめ
2005年にはゼロになってしまったというこ
とです。日本人研究者 蔵由美子氏が最近ワ
ールドフィッシュのメコン地域事務所へ着
任されたこともあり、世界でも屈指の漁業
水産の伝統を持つ日本とワールドフィッシ
ュとのコラボレーションのために、パート
ナーシップを回復し拡大する可能性が今広

がっています。

2000年以来の日
本とワールドフィッ
シュのパートナーシ
ップの成果は以下の
通りです。

漁業が経済発展に
貢献するための指針
となる分析。出版さ
れてから多方面に影
響を与えているワー
ルドフィッシュの報
告書　"Fish to 2020: 
Supply and Demand 
in Global Markets" 
は、新旧含めて、い
かに熟考に基づいた
政策と技術が環境へ
の悪影響と無駄を避け
ながら人々の暮らしと栄

養状態を高めることができる
かについて述べています。この報告

書は、世界的なまた地域的な漁業政策に知
見を与えるとともに、ワールドフィッシュ
が2003年に導入した「アジアフィッシュ 
モデル」の出発点にもなりました。アジア
フィッシュはアジアの９ヶ国に対して、各
国政府が国内消費と輸出双方への水産物の
供給を維持・増大させるために、今後数十
年間の漁業と養殖を管理する戦略と選択肢
を展開するのをサポートしています。

アフリカの発展のために魚の貢献を増や

す政策の強化。日本からの拠出金は、アフ
リカの食糧の安定供給やミレニアム開発目
標の達成に漁業と養殖が貢献するための、
ワールドフィッシュの戦略的な政策研究を
サポートしてきました。この研究は、特に
南部アフリカ開発共同体において、国と地
域レベルの両方で食糧の安定供給と栄養の
ための政策を強化しました。さらにワール
ドフィッシュは、アフリカ開発のための新
パートナーシップ(NEPAD)事務局やアフリ
カ連合と緊密に連携しながら、総合的なア
フリカ農業開発プログラムにおける漁業と
養殖の役割の認識を高めるよう働きかけて
います。ワールドフィッシュはNEPADと
ともに、プログラムの実施に寄与するため
に、養殖と零細漁業に関する２つの地域的
なプログラムを展開しています。

地域住民参加型の資源管理と能力開発
によって、悪化した漁業資源を回復。ワー
ルドフィッシュは、様々な地域的規模での
漁業資源ガバナンスを改善し、それによっ
て当事者間の意見不一致や不和を解消し生
態系の保全と衰退した漁業資源の生産性を
回復するための協力を推進しています。沿
岸漁業資源の持続可能な管理に関するワー
ルドフィッシュの研究により、パートナー
政府であるベトナムとタイでは国内政策が
見直され、国の行動計画にその調査結果が
取り入れられました。ワールドフィッシュ
は、地域社会と政府間の協力を図ることに
成功した取り組みを明らかにし、また沿岸
地域の貧しい人々の暮らしを改善するため
のデータを収集し共有するための費用効率
の高い方法を開発しました。 

センターは、まず南および東南アジアの
沿岸地域で、後にはバングラデシュとカン
ボジアの湿原での漁業管理において、当事
者の合意形成を図る参加型ツールを普及さ
せました。それは現地の土地を持たない住
民にとって特に重要なことです。バングラ
デシュでは摂取されているすべての動物性
タンパク質のうち46％が湿地での漁から
得られています。そこでは、過去に受賞の
栄誉もあるワールドフィッシュのプロジェ
クトが、地域住民参加型の漁業管理によっ
て、漁業資源を守り生物の多様性を回復さ

ワールドフィッシュが導入した
「アジアフィッシュ モデル」
はアジアの９ヶ国に対して、各
国政府が国内消費と輸出双方へ
の水産物の供給を維持・増大さ
せるために、今後数十年間の漁
業と養殖を管理する戦略と選択
肢を展開するのをサポートして
いる。

センターは東南アジアの沿岸地
域やバングラデシュとカンボジ
アの湿原での漁業管理におい
て、現地の土地を持たない住民
にとって特に重要な、当事者の
合意形成を図る参加型ツールを
普及させた。 
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せながら持続可能な収入源を漁業から得ら
れるよう手助けをしています。バングラデ
シュで得られた教訓と達成された成果は、
現在ベトナムのコミュニテイーにも適用さ
れています。そこでは漁業の政府と地元住
民による共同管理が今や公式な政府の政策
になっています。 

漁業の共同管理を継続させるために、国
の機関の能力開発は欠かせません。カンボ
ジアではワールドフィッシュの努力は目覚
しい成果をあげています。カンボジアの１
人当たりの淡水魚生産は、世界の他のどの
国と比べても少なくとも４倍以上であり、
基本的な食生活における動物性タンパク質
の75%までを魚から得ています。ワールド
フィッシュは、カンボジア政府農業省管轄
の内水面漁業調査開発研究所の立ち上げに
参加し、研究所が内水面漁業管理と政策決
定を改善するための科学的な基礎を築ける
ような、能力強化のためのサポートをしま
した。

水性生態系を維持するために小規模漁業
の管理を改善。他の多くの河川の水域と同
様、メコン川では水の流れや水利をめぐる
多くの争いに見舞われています。特に繊細
な水性生態系を脅かす、水力発電や灌漑の
計画の立案や進行に関するものが争点にな
っています。ワールドフィッシュは政府や
地域のパートナーと共同で、水性生態系の
維持に必要な川の流れの量の推測や、懸案
のインフラ計画が水量にもたらす影響の予
測を実施しました。またセンターは、漁民
と管理当局が重要な魚種の資源量に関して
その地理的な分布や主要な生息地、その他
の基本的な特徴を調べるのはもちろん、そ
の資源から得られる恩恵の配分の評価を手
伝っています。当事者達が、この情報を用
いて漁業管理の効果的なルールをつくり、
そして環境を守り多様性を維持しながら生
産性を改善するのを援助するために、ワー
ルドフィッシュは、ベイジアン モデルを応
用した「ベイフィッシュ」というメコン水
域での政策策定者のための意思決定サポー
トツールを導入しました。現在このツール
は、沿岸地域での小規模漁業管理を補助す
るために広く使われています。

アフリカでの小規模漁業とその経済成長
への貢献の評価。ワールドフィッシュは、
サハラ以南のアフリカの小規模漁業とその
経済成長への貢献についての調査に力をい
れています。この研究は、漁業の評価、ガ
バナンス、住民参加型共同管理、それに地
域の保健問題、特にHIV／エイズに関して
の調査を含みます。アフリカで典型的な零
細漁業の経済効果は、多くの小規模生産者
の間で分散されるので、全体的には過小評
価されがちです。小規模生産者の中には女
性や子供など、自給自足のためだけに不定
期に漁をしている人
々も含まれており、
これらの人々にとっ
ては漁をする以外は
動物性タンパク質や
生存に必要な栄養素
の供給源がないので
す。 

熱帯の食用魚の品
種の改良。熱帯の食
用魚を繁殖させるこ
とはわずか30年ほど
前に始まったばかり
です。それはワール
ドフィッシュが日本
からの技術的・財政
的支援の下で実施し
た、ナイルテラピア
の養殖でした。この
改良品種の養殖テラピ
ア「GIFT」は従来の品種
を改良したもので、普通のテ
ラピアと比べてほぼ２倍速く成長し
ます。従来の年に2回の代わりに3回収穫す
ることができ、農民の生産原価を最大30％
下げて利益を引き上げます。GIFTテラピア
は今やアジアの13ヶ国で飼育されており、
貧しい人々への低コスト、高品質のタンパ
ク質の供給を改善しています。ワールドフ
ィッシュが国際協力の育成と品種改良の能
力強化のために主催協力している「養殖遺
伝学国際ネットワーク」を通してもGIFTテ
ラピアの供給は行われています。日本の資
金協力によりワールドフィッシュはアフリ

メコン川では水の流れや水利を
めぐる多くの争いに見舞われて
おり､特に繊細な水性生態系を
脅かす､水力発電や灌漑の計画
の立案や進行に関するものが争
点になっている。

ワールドフィッシュは、アフリ
カの小規模漁業とその経済成長
への貢献についての調査に力を
いれています。アフリカで典型
的な零細漁業の経済効果は、全
体的には過小評価されがちだか
らです。
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カでもGIFTテラピアの繁殖を始めました。
コートジボアール、エジプト、ガーナとマ
ラウイで政府の繁殖プログラムを実施して
います。それ以外にも、テラピアを開発す
るのに用いられた選別と繁殖の技術を鯉や
アフリカナマズを含む他の種にも適用を試
みています。 

生計の改善に向けた、農業と養殖の融
合の拡大。農業と養殖の融合(IAA)は、飢
饉の多い地域で、農村の家庭にタンパク質
を供給し食物の選択範囲を広げるために
小自作農の資源を効果的に活用します。

バングラデシュでは 
IAAを実施した農民
が魚の収穫を初期の
水準からほぼ３倍に
しました。魚の飼育
に投資した１ドルあ
たりについて、ため
池では2.29ドル、田
んぼから2.03ドルも
の総利益を得ること
ができました。(ワ
ールドフィッシュに
よって導入された稲
作と漁を統合する技
術によって、水田か
らとれる魚は、稲作
農民の周辺に住む土
地を持たない村民に
も、しばしば利益を
もたらします。) お
よそ6,000人のバング
ラデシュの農民がIAAに

よって収入を60%引き上げ
ました。これらの成果のおかげで

2005年、世界食料賞財団はワールドフィ
ッシュの主任研究員であるモダドゥグＶ.グ
プタを受賞者に指名しました。ワールドフ
ィッシュは現在バングラデシュで、輸出を
含めた、より商業価値の高い魚種の養殖へ
の緩やかな移行を促進するためのパートナ
ーシップを築こうとしています。 

ワールドフィッシュが1980年代にマラ
ウイでIAAの推進を始めて以来、このシス
テムを使っている農民の数は10倍以上に増

え彼らの収入は６倍上がったのに対して、
これらの地域での子供達の栄養失調は15％
減りました。IAAは干ばつの多い地域で
も、マラウイの農民に今までより安定した
柔軟性の高い生計を提供しています。とい
うのは、IAA農業は干ばつの時でも従来に
比べて18％生産性が高いことが判ったので
す。また隣接するザンビアではエイズによ
って親をなくした孤児をサポートするグル
ープが、小規模の魚の養殖を取り入れるこ
とによって、HIV／エイズ患者の食料とし
て、また重労働に耐えられないこれらの人
々の収入源として、魚の栄養による恩恵に
浴しています。 

漁業に代わる、持続可能な生計の源の革
新。漁場が枯渇しもう共同体を支えること
が難しい地域でも、ワールドフィッシュは
漁業資源を守りながら、暮らしの糧を得る
ための新しい代替案を見いだしています。
ベトナムとソロモン諸島では、ワールド
フィッシュは政府のパートナーともに、ナ
マコの孵卵技術を導入し、この珍味が獲り
尽くされた沿岸エリアに放流して資源を再
生することを実施しました。ナマコは簡単
に捕獲できることから、最も貧しい漁民に
とって特に貴重なものです。ソロモン諸島
は観賞用の熱帯海洋魚輸出のための、サン
ゴ礁の魚や無脊椎動物や真珠貝の野生の幼
生をいかに持続可能に捕獲・成育するかを
実証した場所でもあります。西アフリカで
は、ギニア湾岸の雨林における観賞用の魚
の持続可能な収穫を研究しています。そこ
では 800万人の人々が川の生態系に依存し
て暮らしており、魚の収穫は女性たちにと
って特に助けとなる生活の手段です。暮ら
しの糧を得るための代替案を提供すること
が、2004年12月のインド洋津波に対して
もワールドフィッシュの対応の基礎となっ
ています。ワールドフィッシュは、修復へ
の努力とより強固で回復力のある未来に向
けての投資を導くことを目指して、漁業の
枠をはるかに超えて、沿岸地域で生計を立
てるにおける農業とその他を含む最も広範
囲な選択肢を調べるための枠組みと一連の
指針を設計しました。津波によって影響を
受けた地域にまず焦点を当てて、そこから
熱帯地方全体の津波の被害を受けやすい沿

農業と養殖の融合(IAA)は、飢
饉の多い地域で小自作農の資源
を効果的に活用する。ワールド
フィッシュによって導入された
技術により、およそ6,000人の
バングラデシュの農民が収入を
60%引き上げた。

IAAは干ばつの多い地域でも、
マラウイの農民に今までより安
定した柔軟性の高い生計を提供
している。
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岸地域に適用できる教訓を得ようとしてい
ます。

地球規模の知識と情報を管理するシステ
ムの開発と維持。FishBaseは、過去に賞を
受けたこともあり、コラボレーションに基
づいたワールドフィッシュのフラッグシッ
プともいえる水産資源に関するデータベー
スで、ほぼ３万種の魚（周知の魚種のほと
んどすべて）を含み、そのうちの3800種
以上は日本の固有種です。FishBaseは月に
2000万回以上検索されており、日本の組
織や個人利用者が上位ユーザーのトップ
10位以内に位置しています。ワールドフ

ィッシュが開発し管理している別のシステ
ムReefBase(1万のサンゴ礁をカバーしてい
る）は、サンゴ礁に関する世界で最初のオ
ンラインシステムで、さんご礁の管理や研
究、観察、保護、それに教育に携わってい
る専門家に情報サービスを提供していま
す。日本からは120ユーザが登録されてお
り、ほぼ3000平方キロメートルに及ぶ日
本のさんご礁(その91％は危機に瀕してい
る)の管理、観察、評価のために利用してい
ます。世界中でサンゴ礁のある115ヶ国の
うち75％近くが、サンゴ礁とこれら水中の
生態系の保持に食物と生計を依存している
発展途上国です。

Fish for All との未来
ワールドフィッシュはこれまでの成果をさらに発展させようとしています。アジアでの

活動を推進する一方、センターはサハラ以南のアフリカにさらに多くの資源を投じていま
す。2005年8月に開催された Fish for All サミットはアフリカの漁業のための新しい始ま
りとなりました。ナイジェリアのアブジャで開催された Fish for All サミットは、ワール
ドフィッシュの協賛で開催されたこういった国際会議では第４回目のものです。Fish for 
All イニシアティブと FAO、NEPAD によって共催され、ナイジェリアのオルシェグン オバ
サンジョ大統領が名誉総裁をつとめられたアブジャサミットは、漁業と養殖について科学
と政策の両面から、情報の共有と共通の知識の構築それに意見の一致を図って、政策決定
者やオピニオンリーダ ー、研究者に、意見の交換や議論のための場を提供しました。アフ
リカでのワールドフィッシュの活動の広がりは、政策研究の確固な実績を基盤に、IAAに
よる現地の人々の生計基盤と食生活への恩恵を拡大し、そして零細、小規模漁業がいかに
経済発展促進を助けているかについての認識が育つのに拍車をかけるでしょう。
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Malaysia (Headquarters)
Jalan Batu Maung, Batu Maung,
11960 Bayan Lepas, Penang, MALAYSIA
Mail: P.O. Box 500, GPO
 10670 Penang, MALAYSIA
Tel: (+60-4) 626 1606
Fax: (+60-4) 626 5530
E-mail: worldfishcenter@cgiar.org

Bangladesh
WorldFish Center - Bangladesh Office
Mail: House 22B, Road 7, Block-F, 
 Banani, Dhaka 1213, BANGLADESH
Tel: (+880-2) 881 3250, (+880-2) 881 4624
Fax: (+880-2) 881 1151
E-mail: worldfish-bangladesh@cgiar.org

Cameroon
WorldFish Center - Cameroon Office
IITA-Humid Forest Station, BP 2008 (Messa),
Yaounde, CAMEROON
Mail: IITA-Cameroon (attn: R.E. Brummett)
 c/o L.W.Lambourn & Co. Ltd.
 Carolyn House, 26 Dingwall Road,
 Croydon CR9 3EE, England, 
 UNITED KINGDOM
Tel: (+237) 2237 434, (+237) 2237 522
Fax: (+237) 2237 437
E-mail: worldfish-cameroon@cgiar.org

Egypt
WorldFish Center - Egypt Office
Abbassa Research Center:
Abbassa, Abou-Hammad, Sharkia, EGYPT.
Tel: (+205) 53408165
Fax: (+205) 53405578
WorldFish Center - Cairo Office
3, Abou El Feda Street,
Zamalek, Cairo 11211 EGYPT
Mail: PO Box 1261, Maadi, Cairo, EGYPT
Tel: (+202) 7364114
Fax: (+202) 7364112
E-mail: worldfish-egypt@cgiar.org

New Caledonia
WorldFish Center - South Pacific Office
Mail: c/- The Secretariat of the Pacific Community
 B.P. D5, 98848 Noumea Cedex, 
 NEW CALEDONIA
Tel: (+687) 262 000
Fax: (+687) 263 818
E-mail: worldfish-newcaledonia@cgiar.org

Philippines
Khush Hall, IRRI College, Los Baños,
Laguna 4031, PHILIPPINES
Mail: MCPO Box 2631, 0718
 Makati City, PHILIPPINES
Tel: (+63-2) 580 5659, (+63-49) 536 2701
Fax: (+63-2) 891 1292, (+63-49) 536 0202
E-mail: worldfish-philippines@cgiar.org

Solomon Islands
WorldFish Center - Solomon Islands
Gizo Office: PO Box 77, SOLOMON ISLANDS
Honiara Office: PO Box 438, SOLOMON ISLANDS
Tel: (+677) 600 22
Fax:  (+677) 605 34
E-mail: worldfish-solomon@cgiar.org

Cambodia
WorldFish Center - Greater Mekong
Mail:  P.O. Box 1135 (Wat Phnom),
  Phnom Penh, CAMBODIA
Office: #35, Street 71 (Corner of Mao Tse Tong Blvd.) 
  Sangkat Beng Keng Kang 1, Phnom Penh, 
  CAMBODIA
Tel: +855 23 223 208
Fax: +855 23 223 209

Malawi
National Aquaculture Center, Domasi, Malawi
Mail: P.O. Box 229, Zomba, MALAWI
Tel: (+265-1) 536298, (+265-1) 536274, 
 (+265-1) 536313
Fax: (+265-1) 536274
E-mail: worldfish-malawi@cgiar.org


