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特定非営利活動法人 Tuvalu Overview
2014 年度活動報告書　「はじめに」

　この報告書をまとめている６月、日本では３つの大きな問題が目の前にあります。一つは自民党政権が
進めている新安保政策。それから、2020 年のオリンピック開催の為に新築する新国立競技場の問題。そし
て福島第一原発の事故処理の行き詰まりと、それを無視した形での川内原発再稼働。

　どれも大きな組織が問題を作り出しており、その責任の所在を巧妙に隠したり分散させたりしています。
その上、マスコミをコントロール下に置き、情報統制をし、市民が一つの思いを共有することを阻止して
います。このような共通点をこの問題から感じています。実はこの構図、世界中に蔓延しているとも言え
るのです。　

　中東を中心に延々と続くテロや紛争問題。貧困問題、気候変動・・・蔓延する多くの問題の背後に同じ
構図が見え隠れしていませんか？今まで、私たちは国にまかせておけばどうにかなるだろうと、多くの問
題を人の手に委ねてきました。しかし、政治家も官僚も公務員も、一昔前とは違うのです。良心も信念も
ない、ただ所属する組織の中で評価されることを生きがいにする人々です。そういう人たちにとって、私
たち、国民一人一人の生活や人生や幸せよりも、組織の成長や延命のほうが大切だという時代です。

　このような時代に私たちにできることは、一人一人の声を政治の現場に届けることです。問題を悪化さ
せるのは「良心の沈黙」であるとも言われます。今の日本では、空気を読むことばかりに注力し、賢く、
正しい意見を持ち、判断が出来る人ほど、意見を述べず、沈黙を続けています。しかし、それでは問題は
解決には向かわないでしょう。

　おかしいな？不満だな？改善してほしいな！そういう声を、例えば、選挙区の議員事務所に電話して、
お話するとか、担当の役所に電話して苦情を伝えたり、お願いしをしてみる。そういうことでも市民の声
は政治の現場に届けられます。私たちが何を求めているか、黙っていては伝わりません。どんどん声を上
げていきましょう。私も各所に声を届けながら、着実な活動を続けていきます。

［追伸］昨年着任したティロウ・タリアさんは、一身上の理由により辞任となりました。とても優秀な人材だっ
ただけに、残念な結果でした。現在、アピネル・ティリ氏が現地職員として着任し、事務所もアピネル邸に引っ
越しました。場所はタウンカウンシル裏のラグーンサイドです。
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　マングローブ植林事業では、首都フナフチ環礁フナファーラエリアでの植林を継続して実施しています。フナファラエリアでは

約 4500 本の苗を植林しました。また、離島植林地のヌクフェタウ環礁からは、とても良い状況が続いていいるという現地からの

報告を受けています。しかし、２月に発生したサイクロン・パムの影響で流出した苗もあったようです。

　また、2011 年度に調査とセミナーを行ったバイツプ環礁コミュニティーからの要請を受けて、同島コミュニティーが 1940 年

代にフィジー諸島共和国内に購入したキオア島のマングローブ調査と植林レクチャーを、離島調査の一環として行いました。

当事業は、コスモ石油エコカード基金とのパート

ナーシップで実施されています。

９月に基金事務局の濱口部長が視察の為来ツしま

した。1140 本の苗を植林すると同時に、周辺状

況など、多角的な視察を行いました。

植樹本数詳細

14A	 6 月 07 日　450 本（台湾ユース）

14B	 7 月 19 日　720 本

14C	 8 月 09 日　1110 本

14D	 9 月 24 日　1140 本

14E	 12 月 13 日　500 本

14F	 2 月 28 日　500 本

合計 4420 本

フナファーラ植林状況
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今期拡張したエリア→
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［コスモ石油エコカード基金］問い合わせ先　

　http://www.cosmo-oil.co.jp/kankyo/eco/

　エコカード基金事務局	03-3798-3101（平日：9時～ 17時）
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フナフチ環礁、フナファーラでの植林
2014/06/07

台湾の青年海外協力隊と病院でボ

ランティアに従事しているアメリ

カ人からなる混成グループでの植

林。

夏前で苗の生育状況が芳しくなく、

450 本ほどの植林を行いました。

事業案内の看板の設置がようやく

終わりました。

2014/07/19

ツバル人青年団による植林。フナファーラへの移動用

のボートの船外機が途中で壊れるなどのアクシデント

に見舞われて、満潮時の植林となってしまいましたが、

720 本を無事植林完了しました。

2014 年度活動報告書
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2014/12/13

ISME の馬場先生のアドバイスにより、今まで集中的に

植林をしていた場所から少し北上にある、同じように

砂が堆積傾向にある砂浜に、500 本の植林を行いまし

た。

この場所は、以前、フナファーラ住人の反対があって、

植林できなかった場所ですが、村人のマングローブ植

林への理解が年々深まってきているようで、今期から、

植林場所を拡大することができました。

2014/08/09

ツバルの若者の有志 10 人がボランティアで参加して

くれました。種の生育もよく、1110 本の植林を行い

ました。
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フナフチ環礁、苗床、他サイトの紹介
■　苗床の活用状況

苗となる胎生種子が、盛んに実る 8月以降、種を採取

して苗床に移して、保管します。種の採取が難しい 12

月～ 6月の期間に、苗床から植林場所に移植します。

■　フナファーラ村奥の湾で成長するマングローブ

　少し奥まった所に植林したマングローブが健康に成

長しています。ツバルのマングローブが、海水だけで

も成長することができる種であることを証明していま

す。

　当初、砂の厚みが足りないため、植林には不向きと

見られていた場所ですが、砂の堆積が早く、また、潮

流が穏やかなこともあって、成長につながっているよ

うです。

　同様に入り江状をなし、かつ、砂が堆積傾向にある

場所を、次の植林候補地として調査中です。

■　大潮の時の状況

一年のうちで一番海面が高くなる、1月後半、2月後

半には、苗床近辺からも水がわき出して、苗が沈むこ

とがあります。これはマングローブの種にとっては大

きな問題とはなりません。

暴風雨の際に、周囲の木が倒れたり、雑草が侵入して

きたりすることのほうが問題になるので、月に一度程

度のメンテナンスを行っています。

→

植林サイト
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　2010 年 4 月にフナファーラにて実施したマングロー
ブの植林。その際、オーストラリアから遊びに来てい
た David Wilson 氏が撮影した写真が、IPCC の AR ５の
表紙に掲載されました。
　昨年１２月にペルーのリマで開催された COP20 会場
でも、紹介されて、ツバルのマングローブ植林事業の
知名度もさらに高まりました。

← 2010 年 4 月 26 日　アースデイを記念した植林
　向かって左側でカメラを首にかけているのが
　デビット氏

上の写真が、デビットさんが撮影した写真

右の写真が、写真を反転した状態で、IPCC の AR5 の表
紙になった状態。
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キオア島での活動（１）
　1940 年代にツバル国内のバイツプ環礁の 110 人の家長が出資して

購入した「KIOA」という島がフィジー国内にあります。ツバル人が

300 人ほど住む島です。（別添資料参照）

　バイツプ環礁の長老会議より、キオア島での気候変動の調査と、マ

ングローブ植林の指導をお願いしたいという要請があり、その要請に

応える形で、キオア島に遠征チームを派遣しました。ツバル人の意識

においてキオア島は、ツバル国内の離島の一つと考えられており、当

団体としても、離島調査事業の一環として遠征隊派遣を行いました。

　フィジーのバヌアレブ島の東端部に位置するキオア島では、フィ

ジーの温暖な気候によって育まれるフルーツや幾多の野菜やイモ類な

どの豊富な食材に支えられた自給自足の生活を送っています。島内に

は車もバイクもなく、小規模な発電所では夜の 6時から 10時までの

発電を行うなど、エコフレンドリーな生活です。また、ツバルの文化

もツバル国内の離島よりもしっかりと残っている、大変貴重な島であ

ることが今回の調査で判明しました。

　気候変動の影響は、高温化と干魃、また、海岸侵食も随所に見られ、

地球温暖化に依る海面上昇の影響も考えられる状況です。

　フィジーは通常、11月～４月までが雨季　それ以外が乾季となっ

ており、夏と重なる雨期でも最高気温が 32 度程度であるのですが、

数年前から、雨期に干魃と高温化（日によって 40度を超える）が続

く状況になっています。

　海岸侵食は、村の前のビーチにおいて顕著に見られ、その原因とし

て、以前生えていたマングローブを伐採してしまったこと、家の基

礎作りに、ビーチの砂を使っていること、また、1970

年代に発生した地震によって、砂浜に流れ込む川が枯

渇してしまったこと、干魃などで、川が干上がっており、

山間部からの砂の補給が不足していること、等、様々

な原因が複合しているように見受けられました。　

　島役場の考えはまとまっておらず、調査の結果を、

伝えて、マングローブ植林の有効性を訴えましたが、

真っ白い砂浜の美しい景観を損ねるようなことはした

くない、という声も強く、満場一致で植林推進の決定

は得られなかったものの、役場長のサーマル氏が、自

分の家の前のビーチを実験場に提供してくれることに

なり、実験的な植林を行うことができました。

写真①

島役場の会議にて、気候変動の原因やマングローブ植

林の効果を説明している様子

写真②

島の婦人会の集会にて、島役場同様の説明会を行って

いる様子。

KIOA

キオア村 ←海岸侵食が見られる

マングローブ群生→

2014 年度活動報告書
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キオア島での活動（２）
■　キオア島西側の様子

　村がある島の東側には、砂浜も見受けられますが、

西側の海岸線は、ほぼマングローブで覆われており、

大きな海岸侵食などの影響は見受けられませんでした。

やはり、マングローブが海岸線を守る力は、効果的で

あると実感します。

　写真はマングローブが豊かに茂っている状況を目に

して喜ぶ当団体のアピネル職員　

■　町役場、役場長のサーマル氏

　サーマル氏は、以前よりマングローブの植林による

海岸侵食の防止を行う構想を持っていましたが、一部

の役場職員の反対意見などもあって、推進することが

できなかったという経緯があります。記念植樹には喜

んで参加してくださいました。

　また、島にはアメリカのボランティア団体「ピース・

コップ」の職員も常駐しており、彼らにとっても、マ

ングローブ植林は懸案事項だったということもあり、

村役場＋ピース・コップ＋ツバルオーバービューの３

団体での、モデルケース植樹という形になりました。

　サーマル氏曰く、今回、具体的な植林方法と、その

後の管理方法を実地で理解することができて、本当に

嬉しい。今後は町役場内の意見をまとめて、海岸侵食

を防止するために、侵食されている砂浜への植林を、

早期に実現させたいと、話してくださいました。

　今後の植林継続や生育状況のチェックは、ピース・

コップのマーティン氏（写真右奥）が担当することに

なっています。

■　種の採集

　海の上に枝を伸ばして成長しているため、タネの採

集は、ボートで接近して熟した種を枝から採集する方

法で行いました。種の収穫時期ではありませんでした

が、１時間で 100 本ほどの種を集めることができまし

た。

2014 年度活動報告書
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廃棄物処理に関する当事業では、昨年に引き続き、教育用ゲーム盤のメンテナンスを行いながら、９月には首都のフォンガファレ

島での清掃活動を行いました。現地職員の交代などがあり、今期は 1回だけの清掃活動となりました。

　フォンガファレ西側の海岸線の清掃を担当するグ

ループと、島北側のボローピットと呼ばれている、場

所近辺を清掃する 2班に分かれて清掃活動を行いまし

た。

2014 年 9月 26日

　清掃活動用の作業着として、昨年に引き続き、T- シャ

ツを用意しています。日本で制作・運搬し、50名の参

加者に配布しました。プロジェクトタイトルは「Galue	

Fakatasi	Mote	Maa	o	TUVALU」となっています。これ

はツバル語で「清潔なツバルを建国しよう」という意

味となります。

　ボローピットは、第二次大戦中、この島を占領した

米軍が、滑走路用地の埋め立て用の瓦礫を掘り出した

ために出来上がった穴です。島内にはこのような穴が

いたるところにあり、風によってゴミが吹き溜まるの

で、掃除が欠かせません。

ニュージーランド政府から寄贈されたゴミ収集車３往

復分のゴミを収集することができました。

2014 年度活動報告書

廃棄物処理に関する啓蒙事業



2015 年 06月 20日

▼
▼

2014 年度活動報告書

廃棄物処理に関する啓蒙事業

　清掃活動の最後に、参加者全員が集合して、昼食を

とりました。その後、なんと、コスモ石油エコカード

基金から視察に来ていた濱口部長に対して、感謝の意

を、、、ということで、伝統舞踊を披露してくれました。

このようなサプライズは今回が初めてです。

　マングローブ、水問題、廃棄物問題と、色々きめ細

かいプロジェクトを実施してきた、私たちの努力の成

果を、ここに見たように思いました。

※当事業はコスモ石油エコカード基金とのパートナー

シップによって実施されています。
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ツバルの知名度や、地球温暖化問題への関心の低下が著しく、今年度は、日本で集合して行うエコツアーを行うことがで
きませんでした。現地集合で 2組のエコツアー受け入れを行いました。
テレビやネットだけの情報では分からないことが沢山あります。できるだけ多くの方々をツバルに案内できるように、エ
コツアー事業、特に広報事業を強化する必要性を感じています。

雨期の 1月、2組がエコツアーに現地参加してくださいま
した。引っ越したばかりの事務所前にて。

おなじみのコーズウェイにて。

ひどくなるばかりの浸食被害の見学 コンクリートブロックでロケットストーブを作るワーク
ショップ。これは日本でも簡単に作れます。

ロケットストーブ完成形。5個のコンクリートブロックで
作れます。

強い火力を少ない薪で得られるので、離島などでも重宝す
るツールになりそうです。

2014 年度活動報告書
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ツバルに生きる一万人の人類　キオア島遠征
　国内の離島間を結ぶ貨客船の老朽化により、離島移動が困難となったため、フィジーにあるキオア島に住んでいるツバ
ル人を取材しました。昔、バイツプ環礁のコミュニティーが購入したキオア島は、フィジー国内にありながらも、ツバル
人が住んでいるユニークな島で、ツバル人の感覚としては、ツバル国内にある離島の一つと捉えられています。1ヶ月ほ
どの滞在で１５０名のインタビューと撮影を行いました。
　山があるキオア島、それだけで、ツバル国内の島とはまったく異なる風景が広がります。また、土壌が豊かなので、肥
料抜きでも作物が育つため、自給自足に近い豊かな食生活を軸にして暮らしています。素晴らしい島でした。反面、気候
変動の影響も小さくなく、将来を心配する声も多く聞かれました。

今は雨季なのに雨もそれほど降らず、気温も高い日々が続いています。
サイクロンの風速も昔に比べてずいぶん強くなりました。先進国は自
分たちのことだけを考えるのではなく、我々小国や貧しい国のことも
考えてほしいし、自国民と同じように私たちを愛してほしいと思いま
す。Kailopa	67 才

人間のせいで環境は大きく変わってきています。地球を汚さないでほ
しいです。工場が海を汚したりそのせいで生き物が住み難くなったり、
森林伐採を最小限にしたりなど、世界が手に手を取って環境を維持し
ていくべきだと思います。	Kimali	27 才

この島に最初に来たツバル人の一人です。開拓
の時の生活は、それはそれは厳しかったもので
した。Filolita	79 才

私の夢はパイロットになることです。パイロットになれば離れ離れに
なっている家族に会いにいけるし、給料で両親の暮らしを支えてあげ
る事もできると思います。Susan	12 才
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山のツバル事業
整備事業開始から 5年目となる山のツバル。農作業などにも随分慣れてきました。毎回、反省することも多々ありますが、
方向性が見えてきた部分もあります。田舎暮らしをはじめて、暮らしに必要な知恵がそろって、落ち着いて生活ができる
ようになるまで 10年かかる。という話をよく聞きます。それを実感しながら整備事業を進めています。

田植には姶良市にあるNPO「くすの木自然館」の皆さんが
手伝いに来てくださいました。

お米の苗を育苗パレットで育ててみましたが、温室の温度
のコントロールを間違えて、一部、失敗してしまいました。

田んぼの横に新しく借りた畑。以前は田んぼだったのでヌ
カルミますが、大豆やゴマなどが収穫できました。

今年はじめて植えた古代もち米「緑米」見事な実りを見せ
てくれました。

日本蜜蜂は、今年、初めて採蜜をすることが出来ました。
濃厚で少し酸味があるとても美味しい蜂蜜です。

だいたい必要な刃物も揃いました。少しずつですが使い方
の知恵も身につけてきています。
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講演会・メディア出演
環境講演会は困ったことに年々減少しています。気候変動問題に対する関心がまったく無いと言っても過言ではない状況
にあります。この問題を沢山の人に伝えることが大切なのですが、、、とても困った状況です。講演会は可能な限り対応さ
せていただきます。お気軽にお問合せください。

大崎市立宮沢小学校での環境事業。大崎市のエコアクショ
ン推進事業による授業です。

ツバルの砂を体験して驚く子どもたち。この白い生物由来
の砂でツバルの陸地はできています。

大崎市立田尻中学校での環境授業の様子 小学校の掲示板。

文化放送、くにまるジャパンにて、気候変動や原発の問題
など、環境問題の話をさせていただきました。

ウエブマガジンの「現
代ビジネス」経済の死
角というコーナーでツ
バルでの活動が紹介さ
れました。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/40529
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COP20 への参加
12 月、ペルーのリマで開催された、第 20回目となる COP20（気候変動枠組条約国会議）にツバル国代表団の一員とし
て参加しました。当団体の役割は、会場内のブースにてツバル国の紹介をして直面している窮状を訴える、広報担当です。
連日沢山の人がブースに来て、ツバルの情報を共有してくださいました。

手違いがあって看板が手製となってしまいましたが、ツバ
ルブースです。

英語圏ではないので、対応に苦労したことも多々ありまし
た。パンフレットもスペイン語のものが必要でした。

本会議場の中のツバルの席。天然資源省環境部の女性スタッ
フが一人で頑張っています。

今回もあまり大きな成果を残すことが出来ず閉幕した COP
でした。次はフランスで開催されます。

分科会会場でツバルの被害をプレゼンする代表の遠藤。
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経済成長についての７つの質問
環境ジャーナリストの枝廣淳子さんが主催する「幸せ経済社会
研究所」がパタゴニアと共に実施した「100 人に聞く、経済成
長についての７つの質問」に回答しました。是非、皆様にもご
一読いただきたく思い、添付させていただきます。

http://ishes.org/project/responsible_econ/

Q. 経済成長とはどういうことですか、何が成長することですか

A: 私は、1998 年より南の島国「ツバル」に軸を据えて活動し
てきました。長年の活動の中で、特に印象的で今でも感動させ
られるのは、国際空港がある首都の島から連絡船で数十時間か
けて訪れることができる、離島といわれる絶海の小島での、彼
らの自給自足の暮らしです。珊瑚や貝殻などの生物由来の砂や
礫で構成される海抜 2m 程度の島。決して豊かとは言えない自
然環境の中で、数百年から数千年の時を生き延びてきた彼らの
知恵や技には見習うべきことが沢山あります。

仮に経済をストックとフローの総量と仮定してみます。ツバル
の離島の自給自足の暮らしでは「ストック = 島の土地」そして「フ
ロー＝人間の活動」とすることができるでしょう。その 2 つの
規模が増えることが経済成長だとすると、土地に関して言えば
増えることはまずありません。半日もあれば 1 周できる限りあ
る島の海岸線は海面上昇による影響で後退していくばかりです。
同様にフローも増えそうにありません。18 人を産み育てたとい
うおばあちゃんに会ったことがありますが、無限に生み続ける
ことは不可能です。医療がない島では平均寿命も長くはありま
せん。また、化石燃料を使った自動車や重機もありませんから、
人間活動が今後増大することはないでしょう。

なにもかもすぐに限界に到達する島の暮らしですが、もちろん
成長するものもあります。子供の成長は島の人たちの大きな楽
しみの一つです。それに、木々や作物は日々成長し食べ物を提
供してくれます、海産物も然りです。その成長を疑うなどとい
う必要はありません。それを皆で分けあい、等しく愉しむこと
ができます。その結果、島はいつも笑いに溢れ、幸せに満ちて
います。ちなみにツバルの離島の幸福度は 95％ほどあります。

と、ここまで、それらしく書いてきましたが、やはり数字によ
る指標などが出てこないと分かりにくいでしょうか？　しかし、
ツバルの自給自足の生活から見ると、数字に置き換える事、そ
れこそが大きな間違いの切っ掛けになっていると思えるのです。

ツバル語が属するポリネシア言語圏では、数字はたいてい 10 ま
で数えることができます。それ以上は「沢山」という表現にな
ります。指は10本しか無いので、それ以上の数字には身体にとっ

て意味が無いのです。しかし、脳の世界では、数字という文字
の羅列は、無限に増やすことができますし、その数値を実態の
有無に関わらず他の人と共有することも可能です。特にそれが
貨幣の量を表す場合、その上、数字の額が増加していく結果を
得られる場合、私たちの脳は敏感に反応し、積極的に関わろう
とします。その結果、日本は指標で表すと、世界でも屈指の経
済規模を誇ると言われるほどになりました。でも、その数字は、
脳の中だけで有効な数字で、私たちの身体が属している現実世
界とは無関係のものではないでしょうか？

安倍晋三首相が先導するアベノミクスでは、日銀、ゆうちょ銀行、
年金機構などが国内株を買いあさり、日経平均株価を 2 万円代
に回復させ、大きな成果だとしています。しかし、それは関係
者の脳が集まって無理やり生み出した実態が伴わないただの数
字ではないでしょうか？それでも株価の上昇は経済成長と密接
に関連します。

このような視点で考えると、経済成長とは、私たちの脳と、現
実の世界＝自然物としての身体が属する世界、との距離が離れ
ていく。身体と脳の間の溝が深くそしてお互いが見えないほど
の空間が生まれていく、そういう状態を助長していくことだと
言うことができます。

Q. それは望ましいものですか、それはなぜですか

A: 脳は、私たちの身体（＝自然）をコントロールすべき対象と
見ています。なぜなら、最終的に脳は身体の死によってその活
動に終止符を打たなければならないことを知っているからです。
脳は限界のある身体やそれが属する自然が基本的には嫌いなの
かもしれません。

ツバルの離島に残るような自給自足の暮らしでは、脳は身体（＝
自然）と協力して共に生き残ることに注力します。釣りとタロ
芋の栽培と家族の世話、そして、島の共同体の維持が優先され
ます。小さな環礁島の数百人が、まるでひとつの家族のように
助けあって、すべてを共有して、生きていく様は、本当に美し
いものです。

しかし、お金への依存度が高まるにつれ、脳はもっぱらお金と
いう名前の数字の羅列に注力していきます。そして、食べる寝
るといった身体を維持する基本行為と家族を蔑ろにし、数字の
桁を増やすことに集中してしまいます。その結果、身体は大き
なストレスに耐えかねて様々な病気を抱え込むようになります。
身体に問題があれば、脳の判断も自ずと狂います。しかし、脳
はその関係性に蓋をしてしまうのです。そして、さらに間違い
を積み重ねます。朝のラッシュ時の電車の中の、隣に立ってい
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特別寄稿「経済成長についての７つの質問」
る人を人と思わないような態度には驚かされますし、要職に付
く人や警察官などが、犯罪に手を染めるニュースも増えるばか
りです。

その間違いは、組織では次元を異にします。営利企業は利益を
追求するあまり善悪の区別なく行動します。時には自然環境を
軽視し破壊するばかりか、犯罪行為に及ぶこともあります。そ
れが国ともなると、環境にも人命にも配慮がない原子力エネル
ギー政策を推し進めたり、「戦争」という命も身体も大量に殺め
ることを選択し実行することができるようになります。

脳が身体からかくも離れてしまっている現在を望ましいとはい
えませんし、これ以上この状況を亢進させることはとても危険
なことです。

Q. それは必要なものですか、それはなぜですか。必要な場合、
いつまで、どこまで、必要でしょうか

A: 必要ありません。

Q. 経済成長を続けることは可能ですか、それはなぜですか

A: 不可能です。

脳を支えている身体（＝自然）には限界があります。そのこと
を脳は知らないふりをすることはできますが、最後は現実世界
の、自然界のルールに従わざるをえないのです。身体（＝自然）
の寿命を伸ばすことを考えて、脳は自らの活動を律していかな
ければなりません。

Q. 経済成長を続けることに伴う犠牲はありますか、それは何で
すか、なぜ生じるのですか

A: 脳の世界が広がれば広がるほど、私たちの選択の自由が増加
します。身体や物理的な条件を無視した選択ができるようにな
るからです。選択そのものが生活の全てと言っても過言ではあ
りません。そして、選択の結果に一喜一憂することでしょう。
しかし、失敗が積み上がると、所持している「お金」という数
字が０になる、またはその可能性に圧迫される時が来ることも
あります。その時に自殺を選択することができるのも脳の仕業
です。

脳が身体（＝自然）と寄り添って生きるツバルでの自給自足の
生活のように、ポケットの中の数字が０になった時にでも、楽
しく生きていくことができるということを知る余地もないので
す。

日本政府の発表ではこの国の自殺者数は年間 3 万人強となって
います。人口 1 万人のツバル国が年に 3 回消滅しているのです。
異常事態です！　しかし、この数値はまやかしだとする説もあ
ります。WHO の規準を適用すると、ツバルが毎年 11 回消滅す
るということになるそうです。

これほどの異常な犠牲は他にはないでしょう。

Q. 日本がこれまで経済成長を続ける中で失ったものがあるとし
たら何でしょうか

A: 身体（＝自然）を主軸にした判断をする力を失っていると言
えます。その結果、私たちは幸福感をも失いました。

Q. 「経済成長」と「持続可能で幸せな社会」の関係はどうなっ
ていると考えますか

A: 相反します。

「持続可能で幸せな社会」を私たちが手にするためには、脳を身
体の脇に、せめて手の届くところに引き戻すことが大切です。
そのためには、自然の領域に身を移し、自然をすべてコントロー
ルしようとせず、自分の食べ物くらいは自分で育てる努力をす
ること、それをまず始めるべきだと思います。

インタビューを終えて

ツバルでの活動に長く携わっていらっしゃる遠藤さんにツバル
に連れていっていただいたことがあります。カメラマンでもあ
る遠藤さんの写真をいっぱい載せた本を一緒に創りました。

1 年のうちある期間をツバルで過ごし、活動する遠藤さんの「ツ
バルの自給自足の生活から見ると、数字に置き換える事、それ
こそが大きな間違いの切っ掛けになっていると思えるのです」
という言葉は本当に説得力があります。そして、身体 ( 自然 ) と
脳との乖離が経済成長の原因であり、またその結果でもある、
という見方も、身体 ( 自然 ) と乖離せずに暮らしているツバルの
人たちを見ていてこそだなあと思います。

「経済成長とは、私たちの脳と、現実の世界＝自然物としての身
体が属する世界、との距離が離れていく。身体と脳の間の溝が
深くそしてお互いが見えないほどの空間が生まれていく、そう
いう状態を助長していくこと」――脳と身体 ( 自然 ) との乖離を
縮め、一体化に向けて行くには、何が必要なのでしょうか。い
ろいろと考えさせられます。

ありがとうございました。 枝廣淳子



2015 年 06月 20日

　1940 年代、当時ツバルとキリバスがエリス諸島としてイギリ
スに統治されていた時代に、イギリス政府が現地相談役として
雇っていた Donald Gilbert Kennedy が購入した島がキオア島
である。Kennedy の本来の購入目的は不明であるが、彼のツバ
ルでの活動拠点となっていたバイツプ環礁と、バイツプ環礁と
婚姻関係などで密接なつながりがあったニウタオ島の家長 110
人がこの購入に出資した。

　この時 Kennedy は、キオア島を 110 のブロックに分けて、
出資してくれた 110 人の家長に分配したと言われている。1947
年 10 月、初回の開拓者のグループが到着し島の開発が始まった。
　現在はキオア島で生まれたツバル人も多数おり、島の総人口
は 1000 人程度となっている。
　人々の暮らしぶりは穏やかで、ほぼ自給自足の生活を楽しん
でいる姿が印象的である。

キオア村

キオア島の生活の様子
　村人の生活の拠点は、島の東側にある、小さな湾に

面した砂浜を有する平坦地である。そこは、あたかも

ツバルの離島にいるかのような錯覚を起こすようなサ

ンディービーチであるが、周囲を小高い山がで囲まれ

ていることが大きな違いである。　

　この島からもっとも近いバヌアレブ島の桟橋は、船

外機付きのボートで 15 分ほどのナツブ村にある。最

寄りのサブサブ空港までは、ナツブから車で 2時間ほ

どかかる。

　キオア島内には車もバイクもなく、島内の移動は徒

歩か、手製のカヌーである。電気は夕方 6時半～ 10

時半の 4時間だけ小さなディーゼル発電機からの電力

が各家庭に送電される。

　80 件ほどの家があり、通常は 300 人ほどのツバル

人が暮らしている。また、キオア生まれのツバル人と

結婚して、この島に移り住んできたフィジー人も 30

人程度みられ、すでに、ツバル人とフィジー人のハー

フの子供もいる。

　食生活もツバルのそれと基本は同じだが、フィジー

特産のフルーツや野菜類が収穫できるので、食料はツ

バルのものよりバリエーションがある。

　畑作は肥料や農薬を一切使わない自然農。これほど

エコフレンドリーな生活が南太平洋で見られるという

のは大変貴重なことである。

2014 年度活動報告書

［付録］キオア島概要
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　気候変動の影響はフィジー全域で数年前から顕在化

している。特に、11月～４月の雨期における高温化と

干魃被害はけ顕著で、キオア島でも高温化と水不足に

悩まされている。

　また、海岸侵食の被害も散見される。原因は、村人

が砂浜の砂を家の基礎に使うことによる人間由来の侵

食。また、1970 年代にフィジー全域を襲った大規模

な地震の影響で、砂浜に砂を供給していた川の水が干

上がってしまったことなどが考えられる。

　しかし、満潮時に海岸線を観測すると、海面上昇の

影響も否定できない状況にある。

　左の写真は、数年前にフィジー政府により新しく設

置された防波堤。干潮時には防波堤の足元のコンクリー

トの侵食が確認できる。満潮時には防波堤を乗り越え

て海水が広場に流れ込んでしまう状況になっている。

　村の前の砂浜は、ここ数十年で 10mほど交代してお

り、島の集会場を内陸部に移築したり、10件ほどの家

も同様に移築されている。

　

　また、少し前まで海岸線を伝って、村の南北に広が

る農地へ移動が可能だったが、侵食と海面上昇の影響

で、海岸線に道がなくなってしまったため、現在の移

動手段は手製のカヌーになったことなど、村人から関

連する証言が多数寄せられた。

　

　村の内陸部でも、低地にある家の周辺は、満潮時に

海水が流れ込んできてしまう状況が続いている。

　家のオーナーが 2006 年の大潮の際は、ここまで、

海面が高くなってしまって、床上浸水をしたんだと話

しながら、その時の海面の高さを示している。

　その後、隣に部屋を増築した際には、更に 10cmほ

ど床を高くして造ったので、砂を沢山運ばなければな

らなかった、という話しをしてくれた。

　

　砂の移動規制を導入したり、マングローブの植林な

どをするなどの早期の行動が必要である。

2014 年度活動報告書

［付録］キオア島における気候変動の影響


