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れらの地域の多くは雨季、乾季の繰り
返しで 1 年が過ぎていくが、その時
期が明らかにずれてきているというの
だ。このことの深刻さは、自然環境と
は遠いところでコンクリートに囲まれ
ながら、パソコンやスマホとの関わり
の方が深い生活をしている多くの日本
人にはなかなか理解できないかもしれ
ないが、途上国で自然と向き合った生
活をしているほとんどの人々にとって
は、文字通りの死活問題となっている。
なぜならば、灌漑システムを持たない
のが普通である彼らの農業を、この影
響が直撃してしまうからだ。
　報告される典型的な事例は、「従来
通り雨季を待って播種したが、乾季
が長引いたため芽が全て枯れてしまっ
た」というものである。これで彼らは
生計が成り立たなくなる。自給自足の
農業に頼る人々にとってはなおさらだ。

（2）異常気象・極端現象

　次に多いのはいろいろな異常気象、
それも極端現象である。
　昨年のタイの洪水は、この手のもの
としては珍しく報道が多かった。しか
し草の根の人々の生活に関するものは
どれ程あっただろうか。口絵写真にあ
るように、当会にはその点についての
報告が寄せられている。洪水の原因と
いうのは人為的な側面もあるが、気候
変動の影響を否定することもできま
い。なぜならば世界各地で何十年ぶり
かという大雨や洪水が頻発しているか
らである。パキスタンでは一昨年、日
本の面積の 40％に相当する国土が浸

変動も、その影響が相当顕在化してき
ているようだ。特に世界の多くの発展
途上国でこそ、その影響が顕著になり、
また頻出してきているという「実態」
が、私の所属する青年海外協力隊愛知
県 OB 会（以下当会）の調べで明らか
になりつつある。

気候変動の影響がより顕著な
発展途上国　～当会の調べより～
　当会はこの 5 年間、有志の JICA ボ
ランティア（＝青年海外協力隊隊員お
よび JICA シニアボランティア）、ま
たいくつかの NGO 関係者の協力を得
て、様々な途上国の「実態」を報告し
てきた。ただし、その視点はあくまで
も “途上国の人々の生活”。そこに「す
でに負の影響が及んではいないか？」
を明らかにすることがねらいである。
しかしそれでも自然環境に影響が出て
いるのかどうか、またどのような影響
が出ているのかは十分推測ができる。
なぜならば、途上国の人々の多くは、
その生計を立てるために自然環境と直
接向き合い、相当密接に関わりながら
生活しているからだ。

（1）季節のずれ

　「温暖化」と聞くと「海面上昇で島
が沈む」ということを真っ先に連想す
る人も多いだろう。事実その報告も当
方には届いている。しかし最近一番多
く報告されるのは「季節のサイクルが
おかしい」というものだ。これはアフ
リカや東南アジアの中でもケッペンの
気候区分で Am、As、また BS に当
てはまる地域からよく報告される。こ

国際社会が取り組む一方で
増えるCO2、進行する温暖化
　「かけがえのない地球」をキャッ
チフレーズとした国連人間環境会議

（1972.6）がストックホルムで開かれ
たのは40年前。12歳の少女による“伝
説のスピーチ” が世界の首脳の心を揺
さぶり、「持続可能な開発」を行動原
則とすることを謳った「リオ宣言」が
国連環境開発会議（1992.6、通称「地
球サミット」）で採択されたのが 20
年前。その後すぐに気候変動枠組条
約も発効（1994.3）したが、この締
約国会議（COP）は毎年回数を重ね、
昨年のダーバン会議で 17 回目を数え
た。確かに人類は環境問題解決に向け、
世界が一丸となって前進したと評価す
べきだと思うのである。
　一方現実はどうか。世界の温室効
果ガス排出量は 1 年あたりで見ても
いまだ減少には転じず、工業化以前
の 1850 年には 280ppm であったと
される大気中 CO2 濃度はいよいよ
400ppm を超えようとしている（国内
では今年 3 月、4 月、初めて 400ppm
を超える観測を岩手県大船渡市綾里
で観測したと気象庁が発表した）。そ
して太陽活動の異変による寒冷化（マ
ウンダー極小期の再来？）の可能性が
否定できない状況にありながら、ここ
10 年以上は平年より高温状態の高止
まり傾向が続いている。リオの地球サ
ミットで懸念されていた温暖化はます
ます進行したと言うべきであろう。そ
してそれによって引き起こされる気候
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より頻出し、より顕著になったのに、
伝えられることの少ない
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求められるのは、自分たちの生活圏から遠く離れた場所で起きている事象を想像し、

自分の問題として物事を考えられる子どもを育てる理科教育
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因は旱ばつだ。そのことによって水不
足や餌不足が引き起こされるからであ
る。すなわち、草原の植物がなくなっ
ているということだ。「旱ばつの上に
過剰な森林伐採が加わり、ケニアでは
これまで北部に広がっていた砂漠が南
下する傾向がある」との報告を数名
の JICA ボランティアが市民向けセミ
ナー（2007 年）の場で発言していた。
じわじわと、そして時に一気に、旱ば
つは生態系を狂わせていく。そしてそ
の旱ばつが近年頻繁に発生している。
これこそが何より問題である。
「理科」「教育」の今後の課題
　影響が加速度的に深刻になっている
気候変動。そこから派生する諸問題も
様々な分野で様々な立場から論じられ
る。策も講じられ、実行されている。
その中で教育界のこれまでの取り組み
は十分だったのだろうか。
　今後も「理科」に携わる私たちは、
子どもたちにその確かな学力を身に付
けさせることに腐心し、しっかりとし
た科学の基礎知識を習得させる必要が
ある。そしてきちんと自分で調べ、筋
道立てて考えることを厭わない子にす
る必要がある。自分たちの生活圏から
遠く離れた場所で起きている事象を想
像し、自分の問題として物事を考えら
れる大人にするためである。そうでな
ければ、全地球的な環境問題も、また
その犠牲となる貧困で立場の弱い人々
の問題も何ら解決しない。
　そして私たちは「教育」に携わって
いる。世代的な観点から言えば、今ま
でに「教育」を行ってきた側が気候変
動の原因を作り、現在及び今後「教育」
を受ける側が取り返しのつかない影響
を被るのである。その立場をしっかり
認識し覚悟を持つのでなければ、私た
ちは最低限の責任を果たしたことにも
ならないのではないだろうか。

中緯度の内陸地方では
度々起こっている。そ
の例は今年のキルギス

（旧ソ連・中央アジア）
である。3 月くらいま
では異常低温（月平均
が平年比 10℃以下・気
象庁）と豪雪であった
が、4 月は一転して異
常高温（月平均が平年
比 5℃以上・同）と大

雨に見舞われたらしい。国連による
と、4 月にはそのために相当な洪水被
害が出た模様だ。4 月の異常高温につ
いては、現地より JICA ボランティア
からも報告があった。またモンゴルで
は、3 年前（2009 年）の 7 月に猛暑
となったようだが、一転してその約半
年後の 2010 年 2 月には大寒波が襲っ
た。JICA ボランティアの報告による
と、これにより遊牧民の財産である家
畜 200 万頭が凍死したとモンゴル国内
のメディアは報じたそうだ。

（3）生態系への影響

　理科教師にとって最も関心のある問
題の一つは、生態系に及ぶ影響につい
てだろうか。2009 年にはマレーシア
から「植物園内の植物（ジャイアント・
オーキッド）の開花が 1 年間見られ
ない」という報告が入った。同様のこ
とが自然界で起こったとすると、他種
への影響は免れまい。
　またアフリカ・ケニアでは、主食と
して栽培されていた畑のトウモロコシ
が一晩でなくなるという報告件数がケ
ニア国内で増えているという。野生の
草食動物（特にゾウ）が一気に食べ尽
くしてしまうのだ。口絵で紹介した事
例は 2005 年、06 年頃に起こったも
のである。またこのケニアでは、ここ
数年たびたび遊牧家畜の大量死に見舞
われている。どちらの事例も直接の原

水する洪水が起こり、国連総長をして
「史上最悪の自然災害」と言わしめた
ばかりだ。それ以外でも、中南米から
も大雨や洪水の被害の情報がよく届け
られてきた。途上国の人々の悲劇は、
そのような被害に遭っても先進国のよ
うな迅速な復旧復興が極めて難しいこ
とである。2005 年中米グアテマラで
も土砂災害があった。これは過去あま
り例のない長期間の長雨の直後にハリ
ケーンが襲って起きたものだが、ある
集落が土石流に飲まれ、1000 人以上
が生き埋めになった。しかし経済的な
問題から捜索、救出が為されることは
なく放置され、犠牲者が埋まったまま
その土地では現在はすでに草木が生い
茂っているという。
　さらにアフリカ・ケニアのある地域
では、今年 4 月、60 年ぶりともいわ
れる雨量となったそうだ。首都ナイロ
ビのスラムでは、土砂崩れにより最も
脆弱な人々が命を落としている。しか
し深刻だと考えられる事態は、この直
前の 3 月までは相当深刻な旱ばつに
見舞われていたことだ。ケニアに限ら
ず、最近極端な旱ばつと大雨が交互に
発生するということがよくある。タイ
でも今年 5 月までは一転して旱ばつ
傾向だったそうだ。
　気温が極端に高かったり、また低
かったりという報告もよく寄せられる。

当会編集報告集「JICAボランティア派遣国での気候変動の影響等に
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