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特定非営利活動法人 Tuvalu Overview
2012 年度活動報告書　「はじめに」

　企業保護による経済成長が国民の幸せに資するとする日本政府の姿勢においては、市民が環境の
大切さを唱えても、政治戦略にまったく反映されない。そんなことを、身に染みて感じた 2012 年
でした。東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業は難航し、原発の根本的な安全対策も見いだせ
ない状況で、日本は他国で我国の原発産業を潤わそうとする策略を目論んでいます。国内でも電力
産業を死守する構えを見せる政府は、ついに、火力、特に二酸化炭素を大量に排出する石炭火力の
発電を推進する有様です。

　対して、私たち環境 NGO と呼ばれる団体は、気候変動の原因物質である、二酸化炭素の削減を
訴える活動を根気強く続けています。しかし、望ましい結果を得ることはできていませんし、世界
がこのまま経済優先の生き方を続ける限り、この問題を解決することは絶望的かもしれません。
　
　いくつか興味深いニュースを紹介します。

■ 2012 年の CO2 排出量は、1959 年からの測定史上２番目の年間増加量を見せた
　と米国国立海洋大気庁が発表。（１番多かったのは 1998 年）、それに加えて去年は、植物や海洋
　による CO2 の吸収率が他の年の平均より少なかったようだ。

（2013 年 3 月 16 日）
■米国地質調査所の最新の調査は、太平洋に浮かぶ高度の低い環礁島は、地球温暖化の影響で、
　これまで予測されていた 50 年〜 150 年という年月よりも、早く浸水する可能性が高いと発表。

（2013 年 5 月 05 日）
■ハワイのマウナロア天文台の観測によると、2013 年 5 月 11 日、大気中の二酸化炭素平均濃度が、
　人類史上初めて「400ppm」を記録した。

（2013 年 5 月 12 日）
　数年前であれば、このようなニュースは新聞一面に掲載され、朝のワイドショーでも取り上げら
れる重要なニュースです。しかし、最近、気候変動や地球温暖化のニュースを耳にしたことがあり
ますか？情報過多の日本において、報道されなければ、その事実は無いも同じです。マスコミは、
この仕組みを上手く使って、環境問題の意識の矛先をすり替えることに成功しているようです。
　
　このような時勢であればあるほど、私たち NGO の伝える力が、より大切になってくると考えて
います。スポンサーに左右されない自由な発言力を活かし、フェースブックなどの SNS も活用しな
がら、小さな声を、より沢山の方々にお届けする努力を今年も続けて参ります。今後とも変わらぬ
ご支援、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
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プロジェクト開始から 7 年目を迎える今期も、首都のフナフチ環礁フナファーラエリアでの植林を継続し 3000 本の植林を行いま
した。また、懸案となっていた首都のフォンガファレ島での試植を数カ所で行いました。離島の植林活動に関しては、ヌクフェタ
ウ環礁で 2000 本の追加植林を継続、ヌイ環礁でのマングローブ生態状況の調査も実施いたしました。
※ 当事業はコスモ石油エコカード基金からの支援を受けて進められています。

フナファーラ植林状況

12A	 2012 年 08月 25日　450本
12B	 2012 年 08月 29日　450本
12C	 2012 年 09月 15日　450本
12D	 2012 年 09月 21日　300本
12E	 2012 年 10月 27日　400本
12F	 2012 年 11月 10日　400本
12G	 2013 年 01月 05日　400本
12H	 2013 年 01月 08日　300本	 	 　
　　	 	 　　　合計　3150本

2012 年度、事務所前試し植え

Tuvalu Overview 現地事務所

地主豚小屋
半部以上流出し現在使用不可

2013 年 1 月時点での海岸線

2016 年の海岸線

約 6m

魚寄せの石組み

ラグーン　　　　　　　砂浜
隣地境界線

隣地境界線

A
B C

フォンガファレ島、当団体事務所前試植

A	 2013 年 2月 11日 50本
B	 2013 年 1月 23日 100本
C	 2013 年 2月 06日 30本

2006 年の海岸線

2012 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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フナフチ環礁、フナファーラでの植林

フナフチユース（青年団）との連携事業
フナフチ環礁のユースグループからの要請を受けて、連携事業を始めました。マングローブの基礎知識や植林方法、目的などへの
理解を深めるレクチャー形式のワークショップを行いながら 2 回に分けて植林活動を行いました。ユースグループには本島以外の
離島からの参加者もいて、生まれ故郷の離島でも是非植林を行いたいという声が多く上がったことは事業の大きな成功であると言
えます。次年度以降、ツバル人の手による離島エリアでの植林が進むことが期待できます。事業は 8 月と 10 月の 2 回に分けて開
催し合わせて 850 本の植林を行いました。

台湾ボランティアスタッフとの連携事業
ツバル国への農業支援に力を入れている台湾政府は、台湾からの青年協力隊によるマングローブ植林を 2010 年度から積極的に協
力してくれています。青年協力隊を終えた女性が、マングローブの植林の紹介も含めた書籍を発行したこともあって、この植林事
業は台湾国内でも知名度が上がっているようです。9 月と 2013 年 1 月の 2 回に分けて 850 本の植林を行いました。

エコツアー参加者の植林参加
マングローブ植林はエコツアーコースのメインのプログラムとなっています。ツバルの未来を守る活動への参加に積極的に取り組
んでくれています。また、一昨年のエコツアー参加者が再訪問して植林を続けてくれるという嬉しい出来事もありました。9 月と
2013 年 1 月の 2 回、600 本の植林を行いました。

2012 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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フナフチ環礁、フォンガファレ島での試植

事務所前 A 地点
Tuvalu Overview 事務所前の浸食が非常に激しく、地主家族とも協働して数カ所に分けて試し植えを行いました。A 地点では昔か
らある干潮時に魚を集める石積みの内側に試し植えを行いましたが、翌日にはすべての苗が流されてしまって失敗に終わりました。
少し成長した苗を石組みの中に根を固定するような方法での植林を次回試してみる予定です。

事務所前 B 地点
B 地点は波の力も強く、浸食が一番進んでいるところでしたが、海底の砂の動きを把握することも含めて試植を行いました。金網
は子供やブタから苗を守る為に設置しています。この場所は、やはり海底の砂の動きも大きいようで 1 週間足らずで全ての苗が流
されてしまいました。

事務所前 C 地点
通常、このような汽水域の上部に植林することは考えられない
のですが、浸食際をマングローブの根が守れるのではないか？
というアイデアの検証として試植を行いました。1 週間ほどで
双葉が開いた個体もあり、順調に成長しています。

フォンガファレ島北端での試植
フナフチ環礁フォンガファレ島の北端、ゴミ廃棄場所のさらに
北部には、砂浜が大きく広がるエリアがあります。地主の協力
のもと、11 月に試植を行いました。満潮時、北端からの潮の流
れが予想以上に速いようで、年末に確認した際には全ての苗が
流されており、この地点も有望ではないことがわかりました。

植林した苗を心配そうに見つめる地主

2012 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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ヌクフェタウ環礁での植林事業

2010 年に調査を行い、2011 年に植林事業を開始したヌクフェタウ環礁のマングローブは順調な成長を見せています。手前が
2011 年に小学生が参加して植林した区画。奥は今回ヌクフェタウのユースと協働して植林した区画です。フナフチでのワーク
ショップの影響もあって、ユースの積極的な植林参加も手伝って 1 日で 2000 本の植林を行うことが出来ました。

植林場所

2012 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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ヌイ環礁でのマングローブ調査

ヌイ環礁のラグーン側にはマングローブの生息域があることは以前から知られていましたが、どのような個体が生息しているのか
の調査が出来ていませんでした。今回は生息域の確認と個体の特定を目的に調査を行いました。上の写真はラグーン内生息域の様
子です。水際にマングローブの豊かな生息を見ることができます。

ヤエヤマヒルギの花
ISME の馬場先生の所見で、フナフチに生息している物と同種
のヒルギであることが確認できました。

ミズカンピの花
ISME の馬場先生の所見で、フナフチに生息している物と同種
のミズカンピであることが確認できました。

ミズカンピの群生状況
フナフチでは見られない巨大なミズカンピの群生を見ることが
できます。

ヤエヤマヒルギ個体
周辺には若い苗も見られ、活性の高い状況であることが伺えま
す。植林事業も進められる可能性があるように見られました。

2012 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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昨年末から 1 月下旬まで続いた悪天候の影響で、離島間の連絡船の運航がストップしてしまっていましたが、2 月中旬になってよ
うやく天候が回復し、ヌイ環礁で事業を展開することが出来ました。ヌイ環礁では、昨年のバイツプ環礁と同様に、ツバル語版教
材の小学校への配布。又、大人の理解を深める為に、町役場での説明会も行い、当事業とマングローブ植林事業などの紹介を含め
た気候変動全般のセミナーを行いました。
※ 当事業はコスモ石油エコカード基金からの支援を受けて進められています。

昨年度、英語版の小学校高学年への配布が終わっていましたが、低学年向けのツバル語版配布のリクエストもあり、今回無事納品
することができました。慣れ親しんだゲーム盤での学習を子供達は喜んで受け入れてくれています。

ルーレットを回す生徒
今回は、10 歳〜 12 歳の学年に配布しました。先生も勉強にな
ると言いながら、子供達の指導に当たってくれていました。

町役場の職員への説明会
マングローブ植林事業を含めた団体紹介と共に、廃棄物処理管
理の重要性を説明し、教育教材の紹介を行いました。また、気
候変動に関する簡単なセミナーも行いました。

2012 年度活動報告書

廃棄物処理に関する啓蒙事業
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ツバルへのエコツアー

2012 年 9 月、第 15 回目となる、ツバルへのエコツアーを 5 名の参加者を迎えて催行しました。

小型ボートによる、ラグーンツアーの様子　　　　　　　　　　　ゴミ廃棄場の視察

フナファーラでのマングローブ植林の様子

参加者の村山さんから、ご感想をいただきました。

ツバルにいってみて、まず感じたことは人々の温かさです。だれも
が、TALOFA ＼ (^o^) と羨ましいほど素敵な笑顔で挨拶してくれる。
子どもたちがすごく無邪気で本当に子どもらしい！そして、なんと
表現したらいいのかわからないほど美しい海！！ツバルでは、時間
がゆ〜っくりと流れていました。家族や仲間たちと歌をうたったり、
おしゃべりしたり、みんな心から笑っていて今日一日を楽しく愉快
に生きている感じでした (*^^*)　また、ツバルの人は思いやりがあっ
てすごく気が利きます！ツバルにいって、本来幸せってこういうこ
となんだなぁ。と深く考えさせられました。

村山さん、ありがとうございました！エコツアーを通して、この

ような根本的な気付きを沢山の方々と共有していくことは、本当

に嬉しいことです。ツアーは今後も継続します。
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ツバルに生きる一万人の人類　プロジェクト

　遠征チームは 1 月中旬から、首都のフナフチ環礁に入り、

フナフチ環礁でのインタビュー事業を進めながら、ヌイ環礁

に渡る離島間連絡船の出港を待ちました。

　今年の雨期は、雨も風も激しく、中型の低気圧が列を成し

て、押し寄せてくるような状況が続き、なかなか、連絡船も

出航できなかったのですが、2 月になってようやく天候も落

ち着き、2 月中旬にはヌイ環礁に移動、1.5 ヶ月をかけて、

約 500 名の島民の撮影とインタビューを終了しました。　

ヌイ環礁は、村の中心にタロ芋畑があるという独自の構造が

幸いして、世話が行き届いているため、タロ芋の味が良いの

はもちろんのこと、ツバルの人々の生活とタロ芋畑の関係を

よりよく知ることができる素晴らしい機会となりました。

海面上昇による被害は、芋畑への浸水、海岸浸食、など、顕

在化しているものの、被害の多くはここ数年に始まったもの

で、台風の高波被害や津波との混同などもあり、海面上昇に

対する島民の認識はまだまだ確立できていない印象を受けま

した。

滞在期間中、島役場からの要望により。2 回の気候変動セミ

ナーを行いました。インタビューと撮影結果はプロジェクト

の WebSite（http://10000.tv） や GoogleEarth の イ ン タ ー

フェース等で順次公開していきます。

島の青年団が協働してのタロ芋畑の除草作業。村の中に畑があるので、
このような作業もスムーズに行われる。

ツバルに生きる全国民、1 万人のツバル人の生の声と素敵な笑顔を撮影し、その情報を世界に発信していくために、2007

年に開始した「ツバルに生きる一万人の人類」事業は、ツバルの離島である、ヌクラエラエ環礁（2007 年）、ニウタオ島

（2009 年）、ヌクフェタウ環礁（2010 年）、バイツプ環礁（2012 年）の 4 島への取材遠征を終え、今年 2013 年は首都

のフナフチ環礁から北に 200km ほど離れたヌイ環礁へ遠征隊を派遣しプロジェクトを継続しました。ヌイ環礁はツバル

国にあって、祖先を隣国のキリバスに遡ることができる人々が居住し、今でも日常的にキリバス語が使われ、気質も他島

の人たちと少し違うところがあるユニークな島です。人口は年末年始の人口集中期で 800 名前後です。

手入れが行き届いた、プラカ芋の根本。枯れた椰子の葉で作ったロー
プを芋の根本に巻き付けている様子。

ツバル国ヌイ環礁
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ツバルに生きる一万人の人類　プロジェクト

ヌイ環礁の中でも現在村があるフェヌアタプは水が豊富な
島で、島内には水を汲み出せる井戸が数カ所残っています。
しかし、生活排水汚染と塩害の為、飲み水には不適で、行
水や洗濯などに活用されています。

ヌイ環礁における気候変動の影響と人々の意識
1900 年代後半には海面上昇の被害が顕在化していた首都のフナフチ環礁とは異なり、ヌイ環礁で目に見える形での被害
が確認されたのは 2000 年に入ってからのことです。この新しい変化を理解し認識している島民は少なく、多くの島民は
海面上昇は津波のような大波、もしくは 1993 年にこの島を襲ったハリケーンの大波被害のようなイメージが固着してお
り、理解を深め、対策を進める障害になっているように感じました。

耕作放棄されたタロ芋畑、ラグーンに近いので、塩水が湧
き出すことがあるようです。また、水底や縁に、海水中に
しか生えないコケが生えていて、それが塩害の証拠だと教
えてくれる島民も数名いました。

フェヌアタプ島の病院に面している海岸線は 2000 年初頭
から浸食の被害が顕在化しています。

村から徒歩で 1 時間ほどの海岸線が、急に浸食が始まり、
島民は大きな不安を感じています。ここ２・３年で 5 ｍほ
ど海岸線が後退している、という証言もありました。

一般家庭で行ったセミナーの様子。家族が集まる機会を大
切にするツバルの人々には新鮮な体験だったようです。

同じく、島役場からのリクエストにより集会場でのセミナー
も行いました。
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講演会・写真展
　ここ数年、マスメディアが気候変動や地球温暖化のトピックスを取り上げないことも関係して、海面上昇による被害や、
ツバルをはじめとする島嶼国への影響などへの関心も低く、講演会の開催回数も低迷しています。しかし、昨年度あたり
から、教育機関を中心にお声かけをいただく機会も増えてきています。講演会・写真展事業は当団体の大切な事業です。
今後も少ない機会を活かしながら、開催回数の増加を目指して、活動を続けていきます。

大成建設（株）技術センターで講演させて頂きました。同社は環礁島のレンズウオーターの効果的な貯水法、組み上げ方
法の新技術を開発し、ツバルでの試験的な導入を模索しています。その、事業に関連して機会をいただきました。

出雲にある、大東高等学校の文化祭での講演会の様子。暑い季節に、体育館でカーテンを閉め切っての環境は、あまり良
いものではありませんが、教育現場での講演会はこのようなケースが多いです。それでも皆集中して聞いてくれます。

宮城県の大崎市民ホールで講演会の機会を頂きました。この後、市内の小学校 6 校を訪問する機会も頂きました。
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山のツバル事業
　2012 年は「自然農」での稲作に本格的に挑んだ 1 年でした。耕さず、肥料や薬剤は使わず、田植えから草の管理、収穫まで、
すべて手作業で行う自然農は、トラクターなどの重機材が必要ないので、なんのつてもなく稲作を始めようとする人たち
に、うってつけですし、機械や化学肥料を使わないので、稲作による化石燃料由来の二酸化炭素の排出の削減も実現でき
ます。ただし、全て手作業なので体力がいります。毎日毎日、身体を鍛えられた一年でした。

一本一本、苗を手で植え付けていくので、1 反の田んぼで、
田植えに 1 ヶ月かかります。

田植えから 3 ヶ月、余分な雑草を刈り倒す作業と、水の管
理を行っただけで、ちゃんと穂が出揃いました。

10 月下旬、稲刈りを終えて、はざかけの仕事が終わった様
子です。収量は慣行法に比べると 1/3 程度です。

一本の苗が、分けつを繰り返し、このような立派な株に成
長し、お米を実らせます。自然の力は素晴らしいですね。

11 月下旬には仲間が集まって脱穀を行いました。 脱穀作業の後には、家の周辺に乱立していた、杉の伐採作
業も行いました。日当たりが良くなり、畑作も期待できます。
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マングローブ植林事業
フナフチ環礁フナファーラサイトでは 3000 本、ヌクフェタウ

環礁では 2000 本、合計 5000 本の植林を、地元のユースグルー

プと協働で行うことができたことは、このプロジェクトの最終

的な目標である、ツバル人の自主的な植林、に一歩近づくこと

ができたことであり、高く評価できるのではないかと自負して

います。さらに数年かけて、人々の意識改革を進め、当団体が

事業を遂行できなくなった場合でも、地元の人々だけで植林が

続き、ツバルの人々が自らの手で、未来を作り上げていく。そ

のような事業に育っていくように、今後も ､ 地道な努力を積み

重ねていこうと考えています。

廃棄物管理啓蒙事業
ゴーミーと称した教育教材の配布による啓蒙活動は今年度、ツ

バル語版を中心として不足箇所への配布が完了しました。次年

度はゲーム盤のメンテナンスを行いながら、学校での啓蒙活動

と合わせて、大人世代への啓蒙活動を行うことを目的に、首都

のフナフチ環礁、フォンガファレ島中心部の清掃活動を行うこ

とを計画しています。また、長年フナフチ島役場に提言を行っ

てきた、アルミ缶リサイクルが、フナフチ青年団の手で再開さ

れ、啓蒙事業とリサイクル事業を関連づけることで、新しい啓

蒙手法なども開発できる可能性が見えてきました。

山のツバル事業
自然農による稲作、薪による自然エネルギー活用など、着々と

実績を積みあげている同事業ですが、2012 年 12 月、宮崎で、

信号待ちをしていた代表の遠藤の車が追突事故を起こされて、

夫妻共にムチウチになってしまい、現在、治療を優先する生活

を行っています。治療は 2013 年一杯はかかる予定で、山のツ

バル事業の進展は遅れる見込みです。

　2013 年度は、初頭から経済優先の話題が先行し、経済の為

なら、気候変動もやむなし、そういう時勢になっているように

感じます。しかし、世界に目を向けてみれば、気候変動による

影響は各地で顕在化し、その対策にかける時間的な猶予は潤沢

に残されているようには思えません。

　経済よりも未来を守る為の仕組み作り。そのことを、ツバル

を通して訴える活動を今後も続けて参ります。皆さまのご支援、

ご協力を何卒よろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人 Tuvalu Overview　代表理事　遠藤　秀一

2012 年度活動報告書

事業総括

ヌイ環礁、プレスクールの子供たち
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首都：フナフチ環礁

ヌイ環礁

190km

首都フナフチ環礁から直線距離で 190km ほ

どに位置するヌイ環礁は、ツバル国内にあっ

て、隣国のキリバス人の末裔が住む島として

知られています。島内ではキリバス語が変化

したヌイ語が常用語として使われているユ

ニークな島です。

離島間連絡船では20時間程度の旅程にあり、

また、連絡船は月一度程度の来島です。島内

には輸入品の類は極限られた物しかありませ

ん。人口は 800 人前後と推計されています。

島民のほとんどが自給自足を軸にして生活を

行っています。

わらじ型の環礁の南側、フェヌアタプ島の西

側の一部に村があります。村の中にタロ芋畑

があり、ラグーン内の豊かな漁業資源もあっ

て食料も豊富で暮らしやすい島です。

気候変動による海面上昇の影響は 1900 年代

初頭から見られていて、塩害化した井戸を放

棄し、より質の良い井戸水を求めて村を移動

してきた歴史があります。浸食被害などが顕

在化してきたのは 2000 年になってからのこ

とで、特に、2011 年よりフェヌアタプの南

側での浸食が激しく進行しています。

海岸線の
浸食が見
られる

バイツプ環礁

ヌクフェタウ環礁

海岸線の浸食が
見られる

砂が堆積し、島が
一体化している

海岸線の浸食が
見られる

フェヌアタプ島


