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2016 年 04月 28日

特定非営利活動法人 Tuvalu Overview
2015 年度活動報告書　「はじめに」

　「放送禁止歌」という本があります。（森達也著 2000 年 7 月解放出版社刊、2003 年に光文社から再版）今まで放送禁止になっ

た曲の数々が面白おかしく紹介されているのだろう、と気楽な気持ちで読み始めた本でしたが、中身は放送禁止歌という存在そ

のものを掘り下げる意義深い内容です。

　日本のミュージシャンたちは社会問題へのメッセージを時には曲にして社会に問うてきました。この本が出版された当時は忌

野清志郎の CD が自主規制となりレコード会社を替えて販売に至るという事件もありました。

　この本の中盤で、実は「放送禁止歌」は存在しない。という事実を紹介しています。しかし、放送する側も、視聴者も、「この

曲は放送できないんだって、、、」という感じで軽く認識していた曲が幾つもありました。それについて、何故？誰の指示で、根拠

になる法律は？などと深く考えることはありませんでした。

　この本ではその実相を紹介しています。まず、民放連という組織が発行した「要注意歌謡曲指定制度」なるガイドラインに端

を発し、「ことなかれ主義」を背景に、罰則指定がないガイドラインをメディア側が、それぞれの独自の立場でガイドラインを精

査することなく鵜呑みにしたことに始まります。

　「それは放送できないらしいよ」というガイドラインの表面だけを聞きかじった誰かの一言が、一人歩きをし、日々の業務に忙

殺されて、思考停止に陥っている制作現場に蔓延し、いつの間にか「放送禁止歌」という存在が定着してしまった経緯が書かれ

ています。ガイドラインは 1983 年に更新を停止しているにも関わらず、今でも、その存在が定着してしまっていることが、こ

の問題の深刻さを浮き彫りにしています。最近では、このような行いを「自主規制」と呼んで正当化しています。

　この話は、放送局という組織の中で働く一人ひとりの思考停止の様相が書かれていますが、僕たちの日々の生活に当てはめて

も同じことが行われていることに気付かされます。友人知人の輪の中での「空気を読む」という自主規制。所属する会社の中で

の自主規制、そして、日本という組織に属する個人としての自主規制。

　その結果、知る権利を放棄し、疑問を持つ力を失っているのが、私たちの現状です。これは環境問題に限らず、さまざまな社

会問題に共通して言えることです。この巨大な自主規制は、政権を野放しにし、現在の独裁政権を育んでしまったということは

言うまでもないことです。

　私たちは、インターネットというマスメディアを超えた情報源を手にしています。国外からのニュースも入手できますし、さ

まざまな考え方に触れる機会もあります。まず、知ることです。その上で、その情報に対して疑問を向ける力を身につけなけれ

ばいけません。何故そうなっているのか？原因はどこにあるのか？法的な根拠はあるのか？多少の時間をかけて自分なりの言葉

に置き換えることが大切だと思います。

　特定非営利活動法人 ツバル オーバービューでは、気候変動という大きな問題への糸口として、ツバル国の実情を広く伝える

活動を行ってきました。この活動においても欠かせないのは、皆さんの、知ろうとする力、そして、疑問を抱き答えを得ようと

する努力と行動です。知ってください。そして、疑問を呈していきましょう。

2016 年 4 月 28 日　遠藤　秀一　特定非営利活動法人 ツバル オーバービュー代表理事
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フナファーラ・アバラウ島での植林状況

　フナファーラエリアでの植林活動は今期新たに開拓したアバラウ島東側エリアに注力して植林を行っています。2015 年 3 月

11・12 日の両日にツバル全域に大きな被害をもたらしたサイクロン・パムの影響で、樹上で生育中の種の大部分が未熟な状態で

落下してしまったために、前期においては種の採取が難しく 1200 本の植林に留まりました。後期になって、種の順調な生育が見

られ、2000 本ほどの種を確保していましたが、悪天候が続いたため、11 月、12 月ともにフナファーラにボートを出すことがで

きず苗床なども活用してはいたのですが、大部分の種が傷んでしまい、1 月になってかろうじて残った 300 本を植林することがで

きました。12 月 31 日から 1 月 1 日にかけてフナフチに襲来したサイクロン・ウラの影響で、種の生育が芳しくない状況ですが、

３月中に 1000 本を目標に植林を行う計画です。また、2 月に雨期の悪天候の隙間を縫って、ヌクフェタウ島に視察に訪れること

ができ、過去に植林したマングローブの成長を確認しました。

植樹本数詳細

① 4 月 30 日　600 本

② 8 月 29 日　600 本

③ 9 月 23 日　400 本

④ 1 月 25 日　300 本

⑤ 2 月 29 日　100 本

　　　　　　　合計 2000 本

フナファーラエリア全景

植林エリア［F1］

植林エリア［F2］

アバラウ島

①
②

③
④

アバラウ島全景

2015 年度活動報告書

マングローブ植林事業

マングローブ植林事業はコスモ石油エコカード基金の支援を受けて実施されています。

［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

2015 年度活動報告書

マングローブ植林事業

2015/04/30

アバラウでの 2 回めの植林、先月 3 月末に植林した部

分も健康に成長しています。

また、心配していたサイクロン・パムの影響も小さく、

このエリアのマングローブには、大きなダメージは無

いように見られました。

2016/1/25

来年から駐在予定の松浦氏も参加しての植林。数ヶ月

に及ぶ悪天候の中で生き残った種を 300 本植林しまし

た。

2015/08/29

アバラウエリア全景　マングローブの原生植生も見ら

れることから、条件は揃っているように見えます。フ

ナファーラ島の人々も、ここまで貝を拾いに来たりす

るので、その都度、世話をしてくれています。

2016/02/29

100 本だけでしたが、貴重な種が採取できたので植林

をしました。
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ヌクフェタウ環礁でのマングローブ植林

2011 年に植林した陸側のマングローブの中には 2.5m

を超える高さに成長している株もあり、今後が大いに

楽しみです。

2016/02/12

5 日間の予定で、ヌクフェタウ環礁⇒バイツプ環礁⇒

ヌイ環礁を回る連絡船が出ることになったので、ヌク

フェタウ環礁のマングローブ植林サイトの視察を行い

ました。

向かって左側半分が 2012 年に植林した区画で、残り

の右側は 2011 年に植林した区画です。

両区画共順調に生育していました。

ツバル政府からも視察希望があり、同行したのが写真

右側のデペ・クルカウア氏。海岸線保全事業のチーフ

エンジニアという立場での視察です。

海岸侵食が進んでいるツバルでは、ハード・ソフト、

両方の技術を駆使して、適応策を売っていく必要があ

る中で、マングローブ植林の有効性を再認識できた。と、

高く評価してくださいました。

支根も生えそろっていて、砂を押さえこむ作用も生ま

れているように見受けられました。

2012 年 11月、2回めの植林直後の様子

2015 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、フナファーラ植林サイト F1 F2 の現状

2015 年度活動報告書

マングローブ植林事業

2015 年 9 月 28 日

当初より植林を続けているサイト［F1］の様子。この

場所は砂の動きが活発であるため、サイクロン・パム

の影響が見受けられます。

2016 年 2 月 29 日

残念なことに［F1］の苗はほぼ全滅の様相となってし

まいました。年末年始のサイクロンの影響なのか、原

因は分かりませんが、ISME の馬場先生のアドバイスな

ども頂きながら、今後の方針を検討する必要がありそ

うです。

2016 年 2 月 29 日

植林サイト［F2］は陸地側の個体がすでに森を形成し

つつあるように見受けられます。魚も多く集まってい

て、漁場としても好調のようです。

陸地側では 3m を超える個体もあり、この種類のマン

グローブが、汽水域ではなくても、成長できることを、

ここでも証明してくれています。
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コンクリートブロック・ロケットストーブの設置

2015/07/16

フナファーラ村で開催されたロケットストーブのワー

クショップ。　村長のサカリア氏は漁に出ていて参加

できなかったものの、マングローブの世話人もしてく

れている３名が参加し、その有効性を確認しました。

椰子の実の殻や、枯れ落ちたブレッドフルーツの枝、

などで簡単に火が着きます。また、風の方向に影響を

受けずに安定して燃焼する点にも、フナファーラの村

人は注目していました。

2016 年 2 月 13 日

ヌクフェタウ環礁の発電所にロケットストーブを設置

しました。

ヌクフェタウ環礁は、昨年 NZ の援助でソーラーパネ

ル化が完了しています。環境フレンドリーな取り組み

であるソーラーパワーとロケットストーブが併設され

たことを、ツバルの TEC ダイレクターのファトンガ・

タラマ氏はとても喜んでいて、直後に、自分の家には

こんな形のものを作る！と楽しそうに設計図を描いて

くれていました。

2015 年度活動報告書

廃棄物管理啓蒙事業



2016 年 04月 28日

コンクリートブロック・ロケットストーブの設置
2016 年 2 月 18 日

強風警報が出るさなか、ようやく上陸できたヌイ環礁

でもロケットストーブの設置を行いました。ヌイ環礁

は 3 月のサイクロン・パムの被害が大きく、倒壊した

家の再建などでコンクリートブロックが入手しづらい

状況でしたが、庭の境界に使用していた古いブロック

を提供してくれた家庭にまず 1 台設置しました。

サイクロンの影響による倒木や壊れた家屋など、燃料

にできる木材がいまだに産卵しているヌイ環礁では、

効率よく木材を熱に変えることができるロケットス

トーブに沢山の人が注目してくれて、制作している時

点から入れ代わり立ち代わり見学者が訪れて、口コミ

であっという間に島中に伝わりました。

家の主人であるケシュゥ・ロレニ氏は、灯油やガスボ

ンベを買わないで済む上に、環境にも優しいのであれ

ば、使わない手はない！と積極的に制作にも協力して

くれて、自らが釣ってきた魚を早速料理してくれまし

た。

2016 年２月 19 日

個人宅だけの設置では、やっかみが出たり、あとあと

問題になるのが南の孤島の常です。せっかくなので、

島役場にも協力を要請し、ブロックと場所を提供して

いただきました。

受け入れの担当をしてくださった、写真のパラメネ・

アネル島役場議員は、島内で裸火を使うことを禁止し

た条例を説明した後に、この技術はブロックの中で火

が燃えているので、裸火とはいえない。サイクロン・

パム後の島には燃やせる木材が捨てるほどあるので、

是非、有効活用をするためにも普及活動を始めたい。

と話してくれました。［efficient and effective］だ。と

高く評価してくれました。

見学に来た島民たちからは、2 つ並べてダブルで使用

すれば、もっと大きな鍋を使えるのか？反対側にも焚

口を作れば、もっと有効ではないのか？など、積極的

な質問が寄せられていました。

廃棄物管理啓蒙事業はコスモ石油エコカード基金の支

援を受けて実施されています。

2015 年度活動報告書

廃棄物管理啓蒙事業
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サイクロン・パム被害に対する緊急支援募金

当団体でも早速関係各所に支援策の協力を要請すると

ともに、教育現場への支援を目的に募金を開始しまし

た。ヤフー募金を始め、個人的に団体にお寄せいただ

いた募金の総額は同年 5 月 19 日付けで受付終了する

までに、2,088,452 円が集まりました。

5 月 21 日島サミットへの出席のために来日した、エネ

レ・ソポアンガ首相へ目録を手渡し、9 月になってから、

遅れて到着した募金を含めて、現地、赤十字へ目録と

ともに豪ドルに換金した金額を手渡しました。

この募金に対して、当時のツバル赤十字代表のオリオ

リンガ氏は、離島の小学校では簡易式浄化槽への海水

の混入により、トイレが使えない状況にあったり、様々

な問題が解決されていないので、その復旧費用にあり

がたく活用させていただきますと、深い感謝の意を示

されました。また、離島部の小学校は唯一の 2 階建て

の施設なので、万が一に備えて避難所の機能を準備し

たいので、そのような活用も視野に入れさせてくださ

いとのことでした。

沢山の皆様のご協力本当に有難うございました。

2015 年度活動報告書

サイクロン・パム被害支援

2015 年 3 月 11・12 日にかけてツバルに襲来したサイクロン・パムでは、特に北部の島々が大きな被害を受けました。

強風や高波による家屋の倒壊、ヌイ環礁では島が 3 日間海水につかったままの状態になり、タロ芋畑にも甚大な被害が出ました。
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山のツバル事業
今期は鹿児島の財部町も異常気象に見まわれ、畑の作物への影響が大きく、人間の暮らしと自然の密接な関係を改めて認
識させられた年となりました。春先はいつもより季節の回りが早く、梅雨前に野菜の種などは随分大きく育ったのですが、
2 ヶ月に及ぶ長雨で、大多数の苗が枯れていきました。反面、お米は作付を早めたことが功を奏したようで、そこそこの
収穫をいただきました。現在はソーラーパネル化への一歩としての薪小屋作りを進めています。

5 月：順調に育つ野菜の苗 自然農の田植えは 5 月中旬から開始しました。

東京から施設見学に来てくれた友人。体験受け入れも少し
づつですが行っています。

雨が容赦なく吹き込むため、屋根を切り欠いて設置した薪
ストーブの煙突周辺にも屋根を付けました。

10 月になって晴れ間が続き、10 月中に脱穀まで終了しま
した。

1 月下旬に日本列島を覆った大寒波の影響は鹿児島にも雪
をもたらしました。約 25cm の積雪でした。
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講演会・メディア出演
昨年同様、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
はない状況が続いています。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。

大崎市主宰のエコアクション推進事業では、今年も市内にある３つの小中学校で環境授業を担当させていただきました。
古川南中学校、西大崎小学校、古川第二小学校の計１８０名程度の参加となりました。

立川市柴崎学習館での環境講演会の様子。　　　　　　　　　平塚中等教育学校での環境授業の様子

気候変動に代表される環境問題への意識
低下の一因として、マスメディアのこの
問題への興味の低下ということもあげら
れます。そのような中において、４月に
は J-WAVE のジョン・カビラさんの番組
でサイクロン・パム被害への支援を紹介
していただきました。

８月には東京新聞紙面が温暖化特集を組
んでくださって、意見を述べさせていた
だく機会がありました。

また FM 放送局が全国ネットを通じて放
送した［GreenEssence］では、マングロー
ブ植林事業の紹介もいただきました。東京新聞８月１日朝刊
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［付録］ヌクフェタウ環礁

植林場所

植林場所
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Funafuti
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Niulakita

0 100km

ツバル国全図

ヌクフェタウ環礁

首都フナフチ環礁
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［付録］ロケットストーブの概要

■現状のまとめ
　学習教材の開発から始まった、当事業は、町役場との協働で、
アルミ缶リサイクルの推進を行い、ポスター展、清掃活動の実
施と確実に成果を積み重ねてきました。
　2013 年 9 月の清掃活動を終えた際に、町役場職員と先の活
動の展開の可能性を含めた話し合いを行いました。その中で、
アルミ缶のようにリサイクルまでは行かなくても、ペットボト
ルやガラス瓶のようにリユースできる物を紹介してほしいとい
う意見がありました。

　色々増えたと言っても、まだまだ物が少ないツバル国内です
が、リユース手法を増やしていくことは、確実にゴミの減量に
つながるので、有効性があるものと感じました。
　しばらく、島内、特に家の周りや床下などを観察しているう
ちに、建設資材に使ってそのまま余っている角材類や、伐採し
て薪用に残している木の枝などが多いことがわかってきました。
また、離島部では、今でも木の枝を料理の燃料にしているため、
木材のリユースを兼ねた燃費と排気の綺麗な料理用熱源の導入
は、効果的ではないかとの結論に至りました。

■調理用のロケットストーブの導入
　燃費が良くて、排気ガスも綺麗なバイオマスヒーターという
と、最近ではロケットストーブの発展が目立ちます。しかし、
大きなドラム缶を使ったり、一定量の保温材が必要であったり
と、ツバルでの実現はなかなか難しそうな物ばかりです。

　逆に、島内にある資材で何か作れないものだろうか？と探し
てみたところ、コンクリートブロックは安価に手に入る事がわ
かりました。ブロック5つだけで構成する簡単なバイオマスヒー
ターの仕組みを下記にご紹介します。

ブロックロケットストーブの構造

①ブロック１を、空洞にそってカット ②写真のように組み合わせていく

③５つのブロックを組み合わせて完了 ④焚口に空気口用の鉄板を挿入

⑤椰子の殻や枝なども燃料になる ⑥点火し勢い良く燃え始めた様子

焚口

煙道
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［付録］ハリケーン被害の状況

フナフチ環礁フォンガファレ島の状況

▲
事務所前の集会場は倒壊し木材のみが残っている。　　　　　　　ラグーン側の道路の際には、倒木が数多く残されている

座礁した漁船　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋根が吹き飛んでしまった漁業省の建物

屋根と壁が吹き飛ばされた倉庫　　　　　　　　　　　　　　　　テプカ島などでも侵食被害が進んでいる

環礁内にあるバサフゥア島はサイクロン・パムによって消失してしまった。
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［付録］ハリケーン被害の状況

離島エリアでの状況　バイツプ環礁

島の西側、外洋に面した家屋は、高波によって打ち上げられた瓦礫の直撃を受けて、半壊のままの状況から復旧できていない。

倒木は島のあちこちに散在している。　　　　　　　　　　　　　打ち上げられた瓦礫で埋め尽くされた道路

教会も屋根にダメージを受けて、急遽、屋根の張替え作業を行っている。

ブレッドフルーツなどの食用樹やバナナ畑にも大きな被害が残っている。
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［付録］ハリケーン被害の状況

離島エリアでの状況　ヌイ環礁

ヌイ環礁は 3 月に発生したサイクロン・パムの被害が一番大きな島で、被害からの復旧が 1 年たった今でも進んでいない。

打ち上げられた砂や瓦礫が残るメインストリート　　　　　　　　民家脇の路には瓦礫の山が残されたまま　　　　　　

伝統的な構造の家屋が多く残る島でもあるが、その殆どが全壊してしまった。こんな事は初めてだと島人は話す。

手入れが行き届いていたタロ芋畑も海水の流入により全損し、いまだに復旧していない。

▲
▲


