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編集責任者 ： 青年海外協力隊愛知県ＯＢ会 途上国と気候変動問題研究委員会  

池田 直樹 （H7-2 ケニア 理数科教師） 

 

情報収集支援･協力 ： 青年海外協力隊事務局 

青年海外協力隊駒ケ根訓練所 

青年海外協力隊二本松訓練所 

国際環境 NGO  FoE Japan 

下保木伸悟 OV （H17-１ マーシャル 環境教育） 

馬渡ふじ香 OV （H17-1 グアテマラ 環境教育） 

柳井真結子 OV （H16-１ ニカラグア 環境教育） 

2014年 1月、異常高水位に見

まわれたケニア「バリンゴ湖」。

付近の住民にも被害が出た。 

2010 年 6 月、

30年ぶりに降雪

のあった南アフリ

カ。(レソト王国と

の国境付近) 
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中東 【1 ヶ国/1件】                                    p 3 

p3   ・ヨルダン 【1 件】 

 

アフリカ 【14 ヶ国/50 件】                                p 3 

p3   ・セネガル 【2 件】 

p5   ・ニジェール 【4 件】 

p7   ・ブルキナファソ 【2 件】 

   ・ガーナ 【5 件】 

P11  ・ベナン 【2 件】 

P12  ・ケニア(※)  【5 件】 

P14  ・ウガンダ 【4 件】 

p16  ・ルワンダ 【2 件】 

p17  ・マラウイ 【2 件】 

p18  ・タンザニア 【3 件】 

p20  ・ザンビア(※)  【8 件】 

p24  ・ボツワナ 【4 件】 

p27  ・ナミビア 【1 件】 
p28  ・南アフリカ 【6 件】 

 

           

・ (※)の国は、その国から公式に国連(IPCC)へ報告された内容と合致していることが判明している国です。 

【ＪＩＣＡ気候変動室調べ】 
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中東 

ヨルダン                                   

 

 

 (09/7/11 着) 

情報に関してですが、まだ現地の人に対してのコンタクトは

取れる状況にありませんが、ヨルダンでは水が深刻な問題とな

っています。 

 

元々ヨルダンのアズラックという地域に水源があり、そこは野

生動物や植物が保護されていました。しかし、アンマンやイル

ビット、ジェラッシュといった人口密集地域に水配給を行う為、

保護地域の水源はほぼ枯渇しているようです。 

 

現在は少ない水源で動植物の保護活動を続けていますが、

夏場のヨルダンの日差しは強烈であり、枯渇は時間の問題か

と思われます。 

 

ヨルダンは国土の８割が砂漠で覆われており、北西地方で

農業が行われています。比較的、灌漑設備等は整っているよ

うですが、異常気象などにより日照りが続いたり、本来雨が降

る時期に雨が降らなければ、そのダメージは大きいといえると

考えています。 

 

到着からまだ２週間しか経っておらず、調査の段階にも経っ

ておりませんが、日本とは異なる厳しい環境が他の国にはある

といこうとを、学生に教えていただけると嬉しく思います。 

 

 

 

アフリカ 

セネガル                            

 

 

（10/5/4 着） 

お久しぶりです。セミナーでは貴重なお話をありがとうござい

ました。 

大したことではないかもしれませんが、ちょっと気になったこ

とがあります。 

４月に雨期でもないのに雨が降りました。それもシトシトと降

り続くような。 

ホームステイ先の familleが、「こんなこと滅多にないのよ」と

驚いていたのが印象的でした。 

 

そもそも厳しい環境 

時期はずれの雨 
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「OCHA（=国連人道問題調整事務所）神戸」が、HP

（http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=3876）に

次の災害速報を掲載しました。 

セネガル：洪水－2011年 8月 

(01/08/2011, FL-2011-000108-SEN ) 

8 月に入り、セネガル中央部で豪雨が降り、ティエス

では 5,200 人以上が被災。また、更なる降雨により

鉄砲水が発生。現在、赤十字社が状況調査中。 

次の報告は、上の災害速報を愛知県 OB会 MLで知った

セネガルのボランティアが、当委員会に寄せてくれたもので

す。その内容は、大変重要な示唆を含んでいると考えられ

ます。 

 

（愛知県より派遣中ボランティアより 第 1報 

11/8/16 着） 

セネガル ティエス州ティバワンヌ県に派遣されています。 

 

自分はティエスから 30分くらいの場所に住んでいますが、8

月になってから振った雨は数えるほどで、短期間のものしかあ

りませんでした。 

自分にとって、初めての雨季なので例年に比べてどうかとか

は分かりませんが、先輩隊員の方に今年は少ない方だというよ

うなお話を聞きました。 

自分の任地に近い場所のことなので報告をと思いまして連

絡しました。 

ただ自分の体感なので正確ではありません。その点ご容赦

ください。 

（ 【注】 「太字」は池田 ） 

 

【池田 補足】 

この報告者の任地は、「OCHA神戸」が「洪水」の報告を伝え

た場所から大変近いところにあります。にもかかわらず、この報

告はおよそ正反対の“少雨傾向”というものでした。注視すべき

ものと考えました。 

 気象の専門家ではない小生ごときでも考えられたことは、

「今回のティエスの洪水は、その近辺のみで発生した大変局地

的な豪雨によるものだったのではないか」というものでした 

そう推測した根拠は、日本の気象庁の HPのサイト、「世界の

天候」の情報です。 

8月 3日～9日までの 1週間のセネガルの雨量は、下の図

の○内のように、場所によって相当の差があることを示してい

ます。（この下の図が出てくるサイトの URLは、

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/db/monitor/?tm=we

ekly&el=prec です。） 

 

 

上の小生の考えと資料を、同日この報告者にメールでお示

ししました。次の 2通は、その後現地でわざわざ調査をし、送り

返して頂いたメールによる報告です。 

 

 

（愛知県より派遣中ボランティアより 第 2報 

11/8/16 着） 

明日ティエスに赴任している方に雨のことを聞いてみて報告

したいと思います。 

それまで少しお待ちください。 

 

 

 

「洪水」が発生した模様。 

しかし「20kｍしか離れていない任地では、 

むしろ例年より少雨！」 

http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=3876
http://reliefweb.int/taxonomy/term/8931
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/db/monitor/?tm=weekly&el=prec
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/db/monitor/?tm=weekly&el=prec
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（愛知県より派遣中ボランティアより 第 3報 

11/8/22 着） 

返信遅くなり申し訳ありません。 

ティエス州に配属されている方にメール送ってみましたが、

隊員のいる任地では、水害は確認出来ませんでした。 

ただ、ティエス州は広いので局所的に雨が降っている可能

性は否定できません。 

２０KM しか離れていないティエス市内とティバワンヌでも雨

に違いがあるようです。 

正確な情報がお伝えできずにすみません。 

 

【池田 考察】 

今回の一連の情報が示唆している大切な事柄を小生なり

に考察してみました。（ただし国連人道問題調整事務所の情

報に間違いがないということが前提です。） 

  

・どこの途上国でも、周囲が少雨傾向であっても、ある地域で

は局地的に洪水になるような豪雨に見舞われることがある。 

⇒気象情報を入手しにくい。したがって住民は勿論のこと、

派遣中のボランティアも自らが被災しないよう日本国内に

いるとき以上に意識しておく必要があるのではないか。 

  

・途上国では、災害発生が 20kｍという極めて近隣の場所で

あっても、長い期間そのことに気づかずに生活することがあ

り得る。 

⇒その災害の何らかの影響が近隣地やその住民の生活に及

んでも、その理由は長い間分からないままかも知れない。 

⇒その結果、適切な対応策が任国や地域でなかなか実施

されなかったり、実施されたとしても後手に回ったりして、

状況の一層の悪化が起きかねない。 

⇒ボランティアの活動においても同じことが起こる可能性が

ある。 

 

 

 

ニジェール                                   

 

 

 (08/8/25 着) 

どれが普通なのかがわからないので判断の基準がありませ

んが、ホームステイ先で昔は雨期の時期だけ蚊がいたけれど、

今は一年中いると言っていました。 

 

雨期の方がもちろん多いらしいですが…。 

 

一人の意見なので参考程度にしてください。 

 

今年の暑い時期温度は少しマシだったようですが。 

 

 (09/02/7 着) 

１２、１、２月はニジェールの冬で寒いと聞いていたのですが。

とっても寒いのは一週間ぐらいで終わってしまいました。特に

昼すでに、じりじりと太陽が照り付けています。 

そのときは水しか出ない私の家のシャワーでは事足らず、お

湯をわかしてタライに入ってお風呂としていましたが、それも少

しで終わりました。 

一年中いる蚊 

暖“冬” 
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木枯らしが吹いて昼間も寒かったのは、3日間ぐらいでしょう

か。私はまだ一年目なので去年との比較はできませんが、先

輩隊員に聞くと、2月はけっこう寒かったようです。 

ニジェール人いわく、昨年雨が多かったから今年の冬は暖

かかったということです。 彼らの予想通り、冬はすぐに終わっ

てしまいました。 

地元の人はやはりよく知ってますね。 

今年はすごく暑くなりそうだと隊員はうわさしてます。  

 

ニジェールの冬について 

寒いといっても結構２７度とかあったりもします。朝晩は 10 度台まで

下がることもありました。真夏じゃん！と思うかもしれないですが、湿度

が、２０パーセントとかなので、寒く感じるのです。普段が暑いせいもか

なりあります。ニジェール人はダウンコートをきて過ごしたりするほどで

す。ちょっとやりすぎではと思いますが、ここの国に来ての私の感想は、

体感温度ほど、不確かなものはない！！です。暑そうに聞こえますが、

実際寒いと感じるなんて、びっくりです。 

ちなみに今年は湿度も２０パーセントとかあったので去年とちがうよう

です。去年は 2 パーセントしかなかったと聞きました。顔も粉をふいて

大変だったとのこと。どれぐらい続いていたのかは分かりませんが。 

 

 

 

 (09/8/11 着) 

いまさらで申し訳ないのですが、ニジェールは今雨季の季

節であるにもかかわらず、雨が全然降っていません。時々はふ

りますが、ニジェール人も降らないし、暑いといっています。 

  

雨季の時期が耕作のチャンスで、３ヶ月のチャンスなのです

が、ミレット（確か粟だったと思います）が大きくならないとつぶ

やいていたと聞きました。 

   

去年としか比較できないですが、私も雨が全然降らないと思

います。去年はおそらく雨が原因と思われる停電に断水にと

すごかったのですが。 

  

湿度も全然違います。昨年は７０％など普通でしたが今は４

０％などです。 

   

川の水かさも全然違うようです。遅くなってしまって申し訳な

いです。 

 

 

(10/11/7 着) 

私は６月下旬に帰国しましたが、今年はニジェールの夏は

異常だと住民がいっていました。 

 

暑さがいつもと違っていたようです。 

ニジェールは６月から３か月４か月雨季があります。その前

の４月５月が一年中合わせてもっとも暑い乾季なのです。私は

２回経験しましたが、やはり暑いように思いました。 

 

人が１日に１１１人死亡したとテレビのニュースでやっていた

そうです。ニジェールなので、統計もとてもあいまいで全然正し

くないと思います。村の人は全く入ってないでしょうし。もしかし

て、首都だけの統計だったかもしれませんがそこまでは聞けま

せんでした。 

 

とりあえず、家の中の温度が夜中１１時を回っても４０度とい

う日もあったことは間違いありません。夜に家のなかが３８度と

かは普通でした。「今日は４７度と言ってたよ。」と聞いたことは

ありますが、正しい情報かどうかは定かではありません。 

  

とりあえずすごく暑かったというのはみんなが言ってました。 

  

その後の雨季の話しは帰国してしまったので、わかりません

が。参考程度まで。 

  

失礼いたしました。 

雨季の少雨⇒作物の生育不順(？) 

異常高温 
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ブルキナファソ                                    

 

  

 (08/10/22 着) 

以前、派遣先の専門家から植生が乾燥性のものに変わって

きている。と言うことを聞きました。 

実際に私の赴任地クドゥグ市では、テレビを持っている家庭

は裕福で、普通の家庭は持っていない状況。世界的な状況を

考える人はいないと思われます。 

ここでは、その日に使うための薪を切っては売りに行き、お

金に換える。といった人が普通にいます。環境を考える前にこ

の国では教育自体が不足しているので、現在のところ、そのよ

うな人達にどのように緑化促進を促すか悩んでいます 

 

 

 

 (10/8/5 着) 

お久しぶりです。 

  

先日は、駒ヶ根の訓練所で貴重なお話をありがとうございまし

た。 

  

まだ、ブルキナファソでの生活が短いこともあり、あまり気候に

ついて、有益な情報を提供することができな 

いのですが、現地の人に聞いた話を、送付します。 

  

・雨季の期間の変化 

 約２０年前くらいは、雨季が６カ月ほどあったらしいのです

が、今は２～３カ月になり、しかも、現在７～９月 は雨期な

のですが、雨が降る事はめったにありません。 

  

・年間降雨量６００ｍｍの線が北部のドリという地域にあったそう

ですが、その線が、年々下がってきているそうです。 

  

・一方、局地的集中豪雨が発生することがあり、去年の９月１日

に、首都ワガドゥグを洪水の被害がありました。 

  

また、生活していく中で、気付いたこと、映像などあれば、送付

します。 

  

説明会の成功をお祈りします。 

 

 

ガーナ                               

 

 

   

 (09/8/16 着) 

少しの情報ですが、送信させていただきます。 

  ガーナでの豪雨も大変ひどかったです。 

植生の変化（⇒乾燥性のものへ） 

雨季の短縮／乾燥地域の南下／洪水被害 

雨季の少雨  →  豪雨⇒洪水 
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私は首都派遣なので、まだ西部や北部よりはましだったよう

ですが、それでもすごい降り方でした。 

  

マーケットでは、路上販売がこちらでは普通なので、木製の

簡単な屋台で皆販売しています。それらがすべて洪水で崩壊

した映像がこちらのニュースでも流れていました。 

  

海辺の村の家もほぼ浸水したと聞いて、とても胸が痛みまし

た。 

   

そしてガーナの人々から聞いた「異常」とは、毎年５月くらい

から雨季に入っていくはずなのに、今年はあまり雨が降らなか

った。 

そして７月、急に豪雨・洪水・雷雨。 

雨の降り方が極端になってきているのではないかと感じまし

た。 

   

以上、あまり情報がなくて申し訳ないですが、ガーナからで

した。 

 

 

(12/8/27 着) 

(…前略…) 

北極海について、非常に興味深く、また大きな衝撃をもって

拝読しました1。 

                                                      
1 当委員会の 8 月 26 日付 ML にて、池田が ML 登録者に発信

した「北極海の海氷融解情報」のこと。 

北極海の海氷は、今年 8 月 24 日、過去最小面積を記録し、現

在も最小面積の記録の更新中。毎年 9 月中旬まで融け続けるので、

その頃史上最小面積を記録する見通しである。 

なお、下の図は 9 月 8 日現在の北極海の海氷の様子。 

最新海氷面積： 3,595,781 km2（2012年 9月 8日時点） 

 

そして、すぐに当方の facebookでも配信させていただきまし

た（勝手にすみません。）。 

 

先生のご危惧のとおり、これは今年の気候に限ったことでは

なく、過去の影響を受けてのことでしょうし、当然来年の気候に

も大きく影響することでしょう。 

世界が体験したことのない大きな融解ゆえ、今後の影響も

大きなものになるだろうことが予想されます。 

政界がどのように動くのか、いや、これを受け止めた動きが

見られるのか、あまり期待もできませんが、興味深いところで

す。 

さて、先生のご依頼に答えたいと思っているのですが、まだ

ガーナにおける変化が分かりません。 

まともな回答ができるかわかりませんが、少しでもわかり次第、

お送りさせていただきます。 

 

また、沖縄の台風も存じ上げず、先生のよって過去最大級と

いう言葉に衝撃をうけ、心配して おります。 

日本の皆さんが無事であり、被害が最小限であることを願っ

てやみません。 

日本を通じて、世界に気候変動や我々の課題を訴えること

ができますように。 

(…後略…) 

 

 

 

                                                                                     
 

また下の図は北極海海氷の面積の推移。 

 
URL は

http://www.ijis.iarc.uaf.edu/cgi-bin/seaice-monitor.cgi?lang=j  

（池田の送った ML の内容に関しての返信） 

http://www.ijis.iarc.uaf.edu/cgi-bin/seaice-monitor.cgi?lang=j
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(12/8/29 着) 

(…前略…) 

ホストファミリーに聞いてみましたが、ガーナでも「例年と違う」

というのを感じていらっしゃいます。 

例えば、雨季の時期が変わっているとのこと。 

8月は雨季（乾季：11月から 3月の前後 雨季：5月から 9

月の前後）なのですが、今年の 8月は雨が降っていなくて例年

と違う、とのこと。 

去年は降っていたと思うと言っています。 

そう言えば、6月下旬より日中に雨に降られたのは 1度しか

ありません。 

あとは、夜中に土砂降りだった（7月）のと、午前中に数回、

パラパラ降っていた（8月）くらい。 

9月になったら降るだろうと言っていますが、どうなることか。 

 

ガーナのあるボランティアのブログ（2010年 8月）にも似たよ

うな内容がありました。（以下、公のブログ 

http://sky.ap.teacup.com/yahagi/37.html からコピペ） 

 

地球温暖化の影響がアフリカにも確実に迫ってきているよう

で、 

今年の雨季は、極端に雨が降りません。 

 

最初のほうこそ、それこそ洪水になりそうなほどの激しい雨

がほぼ毎日降っていたものの、 

ここ 2ヶ月で降ったのは片手にも余る程度。しかも夜にパラ

パラっという感じ。 

 

とても、畑の作物を潤すだけの量はありません。 

 

そんな状況なので、村のいたるところでコーンが立ち枯れを

始めています。  

 

それも興味深く見てみたいと思います。 

 

北極の影響、来年には大きく出るのでしょう。 

恐ろしいですが、気を配って記録してみます。 

(…後略…)  

 

 

 (13/8/11 着） 

池田 さま 

 

お世話になっております。 

24-1大橋みぎはです。 

 

こちらに来て、1年になりました。 

昨年も「雨量が減っている」とガーナ人から聞いてご報告さ

せていただきましたが、今年の雨季は、その昨年より雨が降っ

た回数が減っています。 

 

昨年は、夜の土砂降りを何度も経験し、「雨季ってこういうも

のなんだ」と思ったのですが、今年は学校のある活動期間中

に雨で行き来ができなくなったのを経験したのが 2回のみ。 

夜の土砂降りも、片手で足りるほど（正確な数を把握していなく

てすみません）だと記憶しています。 

 

地域によって差はありますが、アカチ市ではそういった状況

です。 

 

24-1 大橋みぎは 

 

このボランティアの方は、昨年もガーナの少雨について情

報をお寄せくださいました。今年はそれより酷いというので

す。 

  

「雨季なのに雨が降らないようです」 

ガーナは雨季にもかかわらず 

降雨回数が僅少 

http://sky.ap.teacup.com/yahagi/37.html
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 そこで気象庁の「降水量平年比」のデータを見てみました。

下がその図です。 

 

 

 

  少なくともこの 2か月は、ガーナの降水量は平年の 0%～

70%の間に止まっていることが分かります。それも、いつの旬

を見ても 20%以下のところが多いということが示されていま

す。（元のデータは 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/jun/rmap.

php をご参照ください。） 

   

 また気象庁が示すデータによると、この雨季の時期のガー

ナの平年の降水量は、100㎜～300㎜と示されていました

（http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/db/monitor/?tm

=normal&el=rn をご参照ください） 。 

  

 雨季にも拘らず 2か月近く 20％くらいしか降っていないの

ですから、データからは相当多くの草の根の人々の生活を

直撃しているのかも知れません。 

  

 

 (24-1小学校教諭 大橋みぎは様より    

14/2/4  01：22 着） 

 

池田 様 

  

いつもお忙しい中、様々な情報を整理して配信くださり、あり

がとうございます。 

また、様々な場所でのご活動、本当にお疲れ様です。 

 

今、ガーナはハマターンシーズン（つまり、乾季で、蒸してい

なくて風があるため涼しいと言われる季節）なのですが、多くの

ガーナ人が「天候が変わった」と言っています。 

 

いつくらいからの比較をしているのか聞くと、15年ほど前と

のことですが、とにかくその頃は夜が寒くてブランケットに身を

くるんで寝ていた。でも雨季と違って暑くないので非常に寝や

すかった。夜中に暑さで起きることはなかった。しかし、今は夜

も暑いし、雨の降るタイミングを大きく変わった。そのため、農

作業のタイミングも変えなくてはならないと思う（任地は、ガー

ナの南のアカチというところです。他の地域はまた違った状況

だと思います。）とのことです。 

 

農作業のタイミングがどのように変わっているのか、変わった

のかは分かりませんし、それによるマイナスな事象が起きてい

るのかも分かりません。 

 

つまり、現地の方々も気候が変わっているのはわかるけれど、

それによってこの先どのようなことが予想されるのか分からない

し、考えていないということだと思います。 

  

簡単ですが、以上です。 

「天候が変わった」と言う 

多くのガーナ人 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/jun/rmap.php
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/jun/rmap.php
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/db/monitor/?tm=normal&el=rn
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/db/monitor/?tm=normal&el=rn
http://blogs.yahoo.co.jp/jocvaichiob/GALLERY/show_image.html?id=39630427&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/jocvaichiob/GALLERY/show_image.html?id=39630427&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/jocvaichiob/GALLERY/show_image.html?id=39630427&no=2
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よろしくお願いいたします。 

  

24－1 大橋みぎは 

 

 

 

ベナン                               

 

 

 

(12/11/21 着) 

 

こんにちは。 

  

24-2、駒ケ根訓練所で当セミナーを受講した雫石まどかと

申します。 

  

村落開発普及員として西アフリカ・ベナン共和国で活動して

います。早いもので任地に配属されて 2週間が経ちました。 

  

こちらは今は雨期の終わりなのですが、先週は 30分くらい

の強い雨が多く、周囲の人々は「これが今季最後の雨だぞ」と

そのつどつぶやいています。12月に入れば気温が下がり（今

は 5分も外を歩けば汗が流れるほど暑いです）現地の人いわく

「長袖が必要になる」そうです。私の任地・アプラフエ（ベナン

南西部・トーゴ沿いの街）ではそうでもないのですが、北部の

街では乾季になると「ハルマッタン」と呼ばれるサハラ砂漠の砂

が舞う現象が起こるので、目や気管の病気に注意が必要だそ

うです。 

  

  「気候変動」に関する情報をお伝えできないのが恐縮です

が、何かお役に立てばと思います。 

  

協力隊に参加する前に環境系の NGOにいましたので、環

境問題は私の関心でもあります。（今年のクロスロード 10月号

に載っている RASICA という団体です）今自分が途上国と呼ば

れる国に暮らしてみて、あらためて「資源の分配」や「持続可能」

といったキーワードに直面する日々にあるので、ここにいるから

分かる・感じることをこれからの生活にどう反映させていくのか

が重要なんだと思います。 

 

 それでは、みなさんのご活動をアフリカから応援しています。 

   

24-2 

村落開発普及員 

雫石まどか 

 

 

(13/11/18 01：26 着） 

愛知県 OB会 気候変動委員会 

池田直樹様 

 

こんにちは。 

わたしはベナン南部アボメカラビで活動しています。 

 

当地では雨季でも雨が全然降らない、乾期なのに雨が降る

というように、季節の区切りがないような状態です。 

 

～ 激励メッセージ ～ 
「みなさんのご活動を 

アフリカから応援しています」 

「雨季と乾季が変、農民困惑」 
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＞以下、任地住民の気象に関する証言です。 

 最近は「季節」がない。一年中同じようだ。 

 11 月に雨が降るなんて今までだったらありえなかっ

た。今年は 11 月に入ってから、毎日のように雨が降

っている。おかしい。 

 雨季に雨が降らなかったから、作物が全部だめにな

った。農家は乾期に入った今、また作物を植え始め

ている。 

 

よろしくお願いします。 

 

 

 

ケニア (※)                             

 

    

 (08/9/27 着) 

ケニアの情報に関しましては特にいらないかもしれませんが、

確かに今年は雨が少ないようで、５月までは雨期だというのに、

任地のワムム（ティカとエンブの間ぐらいです）では、私が赴任

した５月以降、今までまとまった雨は１回しか降っていません。 

もともと雨は少ない場所のようですが、それにしても少ないよ

うで、これからの小雨期も雨が降らないようだと、水不足が深刻

になっていきそうです。なんとか雨が降ってくれればいいので

すが。 

  

大した情報ではありませんが、このような感じのことでよろし

ければ、また何か気がついた時には連絡させていただきます。 

 

 

    

 (08/10/11 着) 

遅くなりましたが、丁寧なご返信、ありがとうございました。 

前回のメールをお送りした数日後、久しぶりに、２日ほど、雷

を伴った大雨が降りました。１日目は夜遅くから明け方まで降り

続き、明けた翌日は、昼、そして夜と、断続的に長い時間降り

ました。こちらの雨は、スコールみたいに短時間でさっと降って、

すぐに止んでしまうものかと勝手に思っていましたので、長い

時間降り続くとは意外でした。 

まったく雨が降ってない状況だったので、恵みの雨になった

と思います。家の前は土なので、ぬかるんで大変でしたが・・・。

一度に大量にではなく、少しずつ降ってくれるとありがたいん

ですけどね。でも、こういった激しい雷雨が、こちらの気候の特

徴なんでしょうかね。 

ちなみに、この雨でいよいよ雨季が始まったのかな、と思っ

たのですが、その後は今日まで約１週間、私の任地では雨は

降っていません。 

 

 

     

 (09/10/25 着)  

ちなみに、その後の私の任地の情報ですが、今年は、昨年

雨が降らなかった時期（５月頃）は結構よく降っていたのです

が、その後、パッタリと降らなくなり、昨年以上の水不足となっ

ていました。 

農作物も思うように収穫できていないようです。たとえば、私

の任地である更生学校の給食に、昨年は時々ジャガイモが入

雨季の少雨(1) 

雨季の少雨(2) → 突然の単発の大雨 

前年以上の少雨⇒農作物の不作･給食メ

ニューの変化 ／ 一転大雨洪水 



 13 

っていたのですが、今年は一度もジャガイモが入っていません。

主食も、米どころなのに不作のため、ウガリが非常に多いで

す。 

ただ、ちょうど先週末ぐらいから雨が降り始め（それも結構大

雨）、おそらく小雨期が始まったものと見られ、水不足は解消

の方向に向かっていきそうです（希望的観測ですが）。 

その際に降った雨は、私の記憶が正しければ、約４ヶ月ぶり

です。（←私の任地に限っての話です） 

  

しかし一方、この突然の大雨により、コーストやトゥルカナ地

方を中心に洪水、セントラル州などで起こっている土砂崩れ、

北部ケニア（ロドワー、マンデラなど）に向かう道の寸断など、ケ

ニア各地で災害が発生しています。 

こういった被害は、ケニアだけのものではなく、近隣諸国に

も及んでいるようですが。 

幸いにも、私の任地でそういった被害はなく、以上の被害情

報は、新聞によるものです。 

 

 

 

 (10/3/5 着) 

ウガンダの土砂崩れの情報は知りませんでした。 

ケニアでもナイロビは２月は雨が少ないとされていますが、

今年はよく降りました。 

今は西のニャンザ州ボンド県にいますが、最近は毎日夕立

ちがあります。 

温暖化に関しては、明らかにケニア山の山頂の雪が減って

いるそうです。 

あまりたいした情報はなくて、すいません。 

 

 

 

 

(23-4 環境教育 小出恭章様より    

14/2/4 05：20着） 
 

・気候変動によって近年発生している問題 

 

最近、ケニア内陸の湖で水位の上昇が見られます。私が実

際に見たのはナクル湖(Nakuru)、バリンゴ湖(Baringo)、ボゴリ

ア湖(Bogoria)の 3 つです。 

 

バリンゴ湖では湖岸近くにあった建物が水没してしまい、住

民生活に影響が出ています。写真 1 に写っているのは東屋で

すが、住居や病院なども水没しています。もともとの水位を知り

ませんが、沈んでいる建物を見た感じでは、水位が 2mほど上

がっている印象です。 

 

【写真 1】 

もともとアルカリ性だった湖に おいては、水位や水質の変

化によってフラミンゴの食料となる藻などの繁殖が妨げられ、

多くのフラミンゴが餓死すると言われています。当然、そこには

フラミンゴがいなくなりますので観光資源として利用していた人

たちの生活にも影響が出てくるでしょう。 

 

フラミンゴで有名なボゴリア湖も、先月私が訪れた際にはほ

とんど見られませんでした。 

 

3 つの湖の水位が上がったのは 

気候変動の影響？ 

「ウガンダ土砂崩れ」の報道を受けて 

／ ケニア山の雪現象(？) 
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ナクル湖では昨年今年とかなり減っているようです。（昨年、

ナクル湖近くの別の湖には結構いましたが） 

写真 2 は水没して枯れた灌木に引っかかっているフラミンゴの

死体です。死体の多くがこのくらいの高さにあり、フラミンゴが

多く死んだ時の水位がこの辺りまであったものと思われます。 

 

【写真 2】 

ただ、ナクル湖のフラミンゴについては 、年によって「水位

が上がったから増えた」「水位が上がったから減った」のように

相反する話が入り乱れていて、その時のフラミンゴの増減と水

位を適当に合わせて言っているだけのようにも思われます。12

年前の記事でもフラミンゴの大量死が周期的に起こるとあり、こ

れが気候変動の影響かというと疑問があります。 

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/special/sekai/sekai01.html  

 

またこれらの湖はもともと水位の変化が激しく、特に近年は

水位が下がっていたという話があります。今回の水位上昇が何

に由来するのかは、慎重な調査が必要かと思います。 

 

 

・ビクトリア湖（東アフリカ）の気候変動が激しい理由→

死者が多い 

 

ビクトリア湖について、特別に気候変動の影響が大きいとい

う話は聞きません。 

ビクトリア湖は天気が変わりやすく危険だという話がインター

ネット上で有名なため、もしかしたらそれと混同しているのでは

ないでしょうか。 

 

ただし私が住んでいるのはケニアでもビクトリア湖と正反対

の海岸地方ですし、積極的に情報収集しているわけでもありま

せん。 

 

JICA事業としてビクトリ ア湖の近所の川で洪水対策はやっ

てます。

http://www.jica.go.jp/kenya/office/activities/project/16.html  

 

他の気候変動関連事業としては、乾燥地耐性樹種の育種 

http://www.jica.go.jp/project/kenya/005/news/20130604_01.ht

ml  

 

北部ケニア干ばつレジリエンス向上のための云々 

http://www.jica.go.jp/project/kenya/004/index.html  

 

お役に立つかわかりませんが。 

 

 

 

ウガンダ                             

 

    

 (10/3/4 着) 

ウガンダの首都カンパラに住んでますので、３日の朝まで、

地滑りがあった事には気がつきませんでした。 

年末年始に、エルゴン山に登りましたが、この時期は乾季の

「ウガンダ土砂崩れ」の報道について(1) 

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/special/sekai/sekai01.html
http://www.jica.go.jp/kenya/office/activities/project/16.html
http://www.jica.go.jp/project/kenya/005/news/20130604_01.html
http://www.jica.go.jp/project/kenya/005/news/20130604_01.html
http://www.jica.go.jp/project/kenya/004/index.html
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はずなのに、ずっと雨で大変でした。 

 

クリスマス前後に登った隊員は、毎日晴れだったみたいで

すが‥。 

2 ヶ月間雨が降り続いたという記事がありましたが、1 月～２

月は乾季だと思うので、これも異常気象なんですかねぇ。 

 

特に情報も無く、スミマセン。 

 

 

 

（一村一品運動専門家より 10/3/22 着） 

私は、昨年 11 月からウガンダ国にて「一村一品運動振興」

の技術協力専門家（個別派遣）として、活動しております。ご挨

拶が遅れ失礼しました。 

  

ウガンダでも豪雨による災害が発生しましたが、4年前にも、

似たような洪水被害が起こっており、増えていると行った印象

です。 

       ( … 後 略 … ) 

 

 

（一村一品運動専門家より 10/3/25 着） 

今年のウガンダは例年よりも雨季の時期が遅れたり、雨が降

らなかったり、振ったとしても大洪水になるほどだったり、異常

気象の年のようですね。 

  

数年前に大洪水にて大きな被害を起こした年の気象パター

ンと今年は似ている様で、数年後毎に大洪水が起きる様なこと

にならなければよいと案じております。 

  

洪水になると主要な道路が寸断され陸の孤島になる地域の

関係者もいるため、当地では気象情報は一種の安全対策とし

て気を使っている状況です。 

 

ウガンダは農業のポテンシャルが高く、アフリカでの普及を目指す

陸稲のネリカ米の基地でもあり、雨を待ち焦がれる農民がいる一方で

洪水の恐さもあり、国民は複雑な心境でしょう。当国は７０％以上が農

民の農業国で都市化率も低くほとんどが地方に暮らしています。 

  

私の仕事はそれら農民の生産物を付加価値をつけて販売すること

です。それにより村おこしを狙っているのが一村一品です。 

主体は人づくりなので、ビジネスを通じて農民が能力強化されること

を主眼としています。日本では大分に事例があり日本発の開発スキー

ムとなるべく暗中模索している状況です。 

その割にはアフリカ始め世界中で数十カ国が一村一品運動を始め

ておりますが。途上国等で適用可能な技術には成り得ていないのが

現状です。 

 

 

（12/3/2 着  池田が情報編集後、 

4/7 報告者 23-3 村落開発普及員 稲葉亮二様承認） 

 

 2月下旬に、雨季を告げるかのような豪雨が夕方から続きま

した。 

  

 この雨で耕した畑の土や種が流れてしまったらどうしよう、と

心配しましたが、もっと心配しなきゃいけないのは自分の家で

した。水道工事のミスから、水の排水がうまくいかず、4部屋あ

るうちの 3部屋が雨で浸水してしまいました。私が使っている

部屋は僅差で高かったために泥水は来ませんでした。 

 何より部屋の中に保管していた今季用の種が濡れなかった

だけいいか、と思いました。 

  

 次の日は泥出しに明け暮れました。 

「ウガンダ土砂崩れ」の報道について(2) 

「ウガンダ土砂崩れ」の報道について(3) 

乾期なのに雨続き 
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 水道工事の設計ミスで排水が悪くなったのは確かですが、そ

れにしても家の中にまで浸水する大雨が異常のようです。ちな

みに、そのときの大雨では、夜の数時間で、40 ミリを超えてい

ました。水量計が 40 ミリまでしか測れないものなので、実際ど

れほどの降雨量かはわかりませんでした。 

 とはいうものの、やはりここ何年かの気候は今までと違うらし

いです。多くの隊員からの情報、または、隊員がウガンダ人に

聞いた情報によると、「ここ数年、天候不順が起きている」という

ことです（もちろんウガンダ人がきちんとした記録をつけたり統

計を取ったりして話している訳ではないので、ご承知おきくださ

い）。 

  

 雨季が始まったと思ったら、突然雨が止んでしまったりと、農

家泣かせの状態です。（耕すのが遅い農家にとってはありがた

いのですが。） 

  

 事実、今回も雨季が始まったと思ったら、その後３週間（２月

末から３月１９日まで）、雨が降っていません。 

  

 気候に関して、詳しい情報が手に入れれない状況ですが、

気づいた時にメールを送らせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルワンダ                              

     

 (愛知県 OB会 OVより 10/3/5 着)

 

ただいまルワンダにおります。ウガンダで土砂崩れがあった

とか。隣国ルワンダでも、大雨が降っています。 

  

本来は、3 月中旬からが大雨季で、今は小乾季にあたるの

ですが、私が渡航した 2 月 17 日より以前から、既に雨が降り

出した模様です。 

  

私の渡航前に、新聞で、例年の 1.5 倍の雨量が観測されて

いる、と報道があったとか（伝聞）。数字に誤りがあるかもしれま

せんが、いずれにせよ、いつにない大雨が降っていることには

変わりありません。 

  

卑近なところで申しますと、私は現在トタン屋根の工房に寝

泊りしているのですが、渡航して 3日目深夜、屋根の傾斜を流

れる雨より降ってくる雨の方が多かったらしく、屋根の継ぎ目が

雨の重みでたわんで、寝ている私の腰の辺りに雨をどぼどぼ

注ぐ格好になりました。 

  

夜中に何が起きたのか！と飛び起きました。それまでも屋根

の穴から漏ってはいたのですが、こんな大粒で、しかも集中的

に同じ場所っていうのは今までなかった！ 

「ウガンダ土砂崩れ」の報道を受けて 

／ 乾期の大雨⇒洪水(？) 
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翌日聞いたところによると、ルワンダでも洪水があり、3 人流

されて亡くなった、とのこと。乾季のあるこの国で、大量の水の

せいで亡くなるなんて、この 4年で初めて聞きました。 

  

ウガンダの土砂崩れのように出典の確かな情報でなく一個

人の体験談ですがお知らせします。 

  

また何か情報仕入れたらご連絡しますね。 

  

それでは。 

 

 

 

（ルワンダ渡航中の愛知県 OVより 11/8/17 着） 

 

こんにちは。 

乾期なのに雨続きのルワンダからです。 

私が隊員のときは（5 年前?!）、8 月には 1 ヶ月水が出なくて

大変難儀した覚えがあるのに・・・地球がおかしくなってます

ね。 

（…後略…） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マラウイ                             

 

 

 (08/10/21 着) 

まだ赴任して 4 ヶ月弱しか経っていないので詳しいことは解

りませんが。長期滞在している日本人の方の話を聞いたところ

に寄ると 

１．異常気象と騒ぐほど変わっていない 

２．雨期がくるのが 1カ月ほど早まった 

という答えが返ってきました。 

なお 40歳の長老に寄れば雨期は 1 ヶ月ほど遅くなりジャカ

ランタの花が散るのが雨期が始まるサインということです。長老

に寄れば冬は以前よりも寒くなっており、夏はやや暑く感じる

そうです。それによって特に問題は感じていないそうです。 

 

マラウイは海がないので島が沈むとかいう問題は発生しませ

ん。そして、そこそこ降水量もあるので農業には支障はないよう

です。ただ、やや暑くなったり、寒くなったり過ごしやすさの違

いは出てきているようです。 

自分自身の体験（首都リロングエから１６ｋｍに滞在）を話し

ますと、今の時期（9，10 月）は真夏で、日中はとても暑いです。

しかし、日陰に入れば過ごしやすく、朝晩は多少冷え込むた

め、日本の夏ほど不快ではありません。 

乾期なのに雨続き 

特に影響を感じない  

／ 雨季の時期が変わったか？ 
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なおマラウイの年間降水量は 1000mm 程あり、雨季（11 月

から 4 月）と乾季（5 月から 10 月）に気候は分かれています。

基本的には雨期に主食のメイズ（シマ）を作り、乾期には灌漑

可能なところでは作物栽培可能ですがそうでないところでは作

物は作れません。 

 

 

（11/10/18 着） 

池田 様  

  

いつも ML配信ありがとうございます。 

ソマリア飢饉、タイの洪水等のニュースを見ていると自然災

害は途上国にとって生死にかかる重大なことなんだと改めて

感じました。 

  

さて、今回メールを差し上げたのはアフリカの小国、マラウイ

のこと。今年は気候が少し異常のようです。 

  

通常、雨期が始まるのは 11月の半ばから12月初め。それま

では、ほぼ雨は無く、Hot dry seasonです。 

しかし、今年は 10 月の初めに雨が降り、曇りの日々が続い

ています。気温も暑くならず、まるで雨期の始まりのような状

況。 

現に南部地方では既に雨が降り続き、雨期に入っている模

様です（南部隊員談）。 

マラウィアンに聞いても、今年は早いと言っていました（気候

異常とも）。 

  

このまま、1 ヶ月以上早く雨期が始まると農業国マラウイの今

後が心配です。 

農家は政府からの補助金によるクーポンで、トウモロコシ（主

食）の種、肥料を買っています。これは例年雨期が始まる頃に

配布されています（作付け時期）。 

このまま、雨期の始まりが早く、明けるのも早いとトウモロコシ

は十分な水を得られないまま、不作となる可能性もあります。 

  

確実なことは言えませんが、去年との違いから見る私の感想、

同僚の意見であります。 

少しでも参考になれば幸いです。 

 

 

 

タンザニア                              

 

  

 (10/2/12 着) 

 タンザニアでの環境の様子は、２人のタンザニア人の語学の

先生に聞いてみました。 

 

 １人目、多くのタンザニア人は地球温暖化等の問題について

知らないだろうということ。 

 次に、実際に感じる環境の変化はと問うと、今年は雨期の時

期がずれているということだが、地域によって、雨期の時期が

ずれるのは昔も今も同じということで、あまり、実際の感覚では

感じることはできないということでした。 

 次に、COP１５について、先進国のやり方には不満を抱いて

いるような感じでした。熱く語りすぎて、内容は半分くらいしか

聞き取れなかったと思いますが、聞き取れた部分で言うと、オ

乾期なのに雨続き 

タンザニア人の温暖化問題に対する意識 

／6 月が以前より寒い(?) 
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ゾンの問題は、フロンガスを使う冷蔵庫などは、先進国では使

っていないが、先進国で使えなくなったものを途上国に安く売

っている。タンザニアの人々は、安いその製品を使うしかない。

COP１５についても、ほとんどタンザニア人の会話に上ることは

ないそうです。 

  

 二人目、イリンガ地方（タンザニア中央部の標高が高く寒い

地域）の出身の方だが、６月が以前よりも寒くなっていると感じ

ているとのこと。 

 キリマンジャロに降る雪も多くなっていると言っていました。 

 にわかには信じ固いですが、まだ語学訓練中とのこともあっ

て、多くのタンザニア人と話したわけではないので、偏った情

報なのかもしれません。これから、多くのタンザニア人と仲良く

なって、情報を集めたいと思いますので、この機会には間に合

いませんが、また、続報を入れたいと思います。 

  

 タンザニアでの環境問題は、自分で感じたことですが、ゴミが散乱し

ているということ。 

少し、語学の先生に聞いてみると、ゴミを処理する施設がない。人々は、

穴を掘って埋めるか、燃やすか。ポイ捨てするか。 

もともとポイ捨て文化であったため、ゴミをどこでも捨てることに抵抗は

ないらしい。 

ただ、捨てるゴミの種類が違ってきた。ゴミを回収する車も見かけるが、

何か大きな施設のゴミ回収らしく、家庭ゴミを処分するものではないら

しい。多分、お金がかかるのだろう。 

  

それと、海がくさい。家庭でのゴミ、排水を処理せずに川に流すため

か河口付近の海が本当にくさい。きれいな海なのだが、泳ぎたくはな

い。 

  

もうちょっときれいにまとめて、また、メールします。３日後に

は間に合わないと思いますが、すみません。 

  

タンザニアより 

 

 
 

 

(愛知県 OB 会会員 武藤一郎様より 国内から    

13/11/29 01：32着） 

池田さん、 

ご無沙汰しています。協力隊タンザニア OBの武藤です。 

昨日か一昨日だったかの BBCニュースで、今年度のセレン

ゲティ国立公園におけるヌー（wildebeest)の移動が、例年に比

べて随分と早いことが公園管理官によって認められていると報

じられていました。 

 

ご存じのようにタンザニアのセレンゲティとケニアのマサイマ

ラの間では、毎年ヌーを中心に百万頭単位で大移動が行わ

れていますが、通常はケニアには４月に戻るのがもう戻り始め

ており、その原因がタンザニア側の平原の草が不足しているか

らとみられています。 

 

何らご参考まで。 

  

武藤一郎 

 

 

 

(愛知県 OB 会会員 武藤一郎様より 国内から    

13/11/30 15：28着） 

関連情報です。 

  

セレンゲッティ国立公園の ヌー 

すでにケニア側へ移動開始 
通常の移動は 4 月    ～ 英 BBC 報じる ～ 

① 

セレンゲッティ国立公園の ヌー 

すでにケニア側へ移動開始 
通常の移動は 4 月    ～ 英 BBC 報じる ～ 

② 
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(1)  こちらは最近の BBC ラジオ・ニュースです（あやふ

やな記憶ですが）。 

  

タンザニアのセレンゲティ内の舗装道路計画が２～３年前に

あったが、それが実現すると人々の生活にとっては便利になる

が、公園内の生態系に大きな影響が出るということで見送られ

た話が 

あります。 

  

公園内の道路を舗装にしたり動物を道路に近づけないフェ

ンスを設けると、ヌーやシマウマなどの動物の移動を阻害して、

草原に落とされる糞や尿が一日に２百トンあるらしいのですが、

これ  がなくなったり動物が草原の草を踏みつけることで草に

与える「麦踏み？」のような効果がなくなることで草が伸びすぎ

るようなマイナスの影響があると生態研究者によって述べられ

ていました。 

  

(2) こちらは小生が昔タンザニアの北西部ムワンザに住

んでいた頃の話です。 

 

セレンゲッティの北方にあるンゴロンゴロ・クレーター内は動

物の生態系を守るために、観光以外では一般の人々の生活

行為（例えば、居住や農耕や遊牧など）は出来ませんが、かっ

ては遊牧で生活を営むマサイ族だけはクレーター内の湖に家

畜を週に何度か連れて行って水を飲ませることが特別に許さ

れていました（現在は知りませんが、おそらく同じでしょう）。 

  

家畜にかぎらず野生動物は、ソーダ湖や岩塩をなめること

で病気予防や健康を保つ効果があると言われています。家畜

の舎飼いでも、煉瓦状の塩を牛になめさせて塩分を取らせま

す。 

セレンゲティに限らず野生動物や遊牧民の家畜は、タンザ

ニアでは自然の一部となっていたようなところがあります。動物

がミネラル分や塩分を補給できなくなると、病気にかかり易くな

ると言われます。 

時代は変わりましたが、開発が生態系に与える微妙な影響

があるのは昔も今も変わりまません。 

  

気候変動の影響もさることながら、開発が与える生態系保全

への影響は深刻です。 

  

武藤一郎 

 

 

 

ザンビア (※)                           

 

 

 (08/10/21 着) 

ザンビアには世界三大瀑布ビクトリア滝があります。 

10 月中旬は雨季に突入しているのですが、例年になく渇水

であることから、その危機について先日リビングストーンで観光

省がビクトリアフォールズにくることで、環境保全とザンビアの

発展に貢献する旨の声明とキャンペーンがリビングストーン博

物館で行われました。 

滝周辺の国立公園にはゾウ、キリン、一頭となったサイなど

野生のまま生息しています。以前は青々と茂っていた樹木も、

再生がかなり厳しい状況となっています。 

この状態が続くと、ゾウは半数以下に半減させるなどの人的

少雨⇒ビクトリア瀑布渇水 
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調整という最終手段にでなければならなくなるでしょう。 

 

私は首都ルサカ市内在住、在勤ですが、現地の人の話によ

ると、雨量が少なくなってきており、樹木が徐々に低木化して

いるということです。 

勤務地は政府機関ありますが、冷房がガンガンにかかって

いることから、クールビズを開発途上国でも実施していく提案

をしようかと考えております。 

  

 (09/01/31 着) 

例年に比べ、雨季の始まりが遅く（12 月->1 月下旬）雨量も

相当少なくなっています。 

ルサカや地方都市のコンパウンドでは下水道施設がないこ

とから、コレラが発生し、200人以上の方がなくなっています。 

同時にごみ処理はすべて穴に埋めている事から今後化学

物質による土壌汚染が心配されます。 

また、ペットボトルなどが壊れたところに雨水がたまり、マラリ

アが発生し、各地広がっており、JOCV にも数名感染者が出

てきています。 

渇水や病害虫発生による農作物への影響が心配されます。 

 

Q① 雨量の少ないこととコレラの発生との関係をお教え願えな

いでしょうか。 

小生、洪水時にコレラが発生しやすいと勝手に思っており

ましたので。 

コレラについては 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k00-g15/k00_01/k00

_01.html 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A

C%E3%83%A9 

をご覧ください。 

コレラ発病予防は衛生的な水分よく取ることです。 

 

Q② またゴミの埋め立てによる土壌汚染は、少雨のときの方が

発生しやすいのでしょうか。 

基本的な考え方として土壌汚染は蓄積されるものです。「発

生」という発想は捨ててください。 

大量の雨によって毒性が低くなります。 

 

Q③ 雨水が溜まったところでのマラリヤ発生は、少雨のときの

方がしやすいのでしょうか。水が溜まってボウフラが湧く、と

いうことを考えると、少雨のときの方がマラリアの発生が少な

くなるというのが私の単純な考えでした。それとも少雨＝高

温になりやすい、多雨＝気温上昇が抑えられ低温傾向にな

る、というような関係性からマラリアの発生に影響してくる、と

いうことなのでしょうか。（ケニア OB にもかかわらず、ナイロビ

近くが任地だった私にはマラリアの心配がほとんどなかった

ので、マラリアのことに少々疎いです。） 

ザンビアは地域差こそあれ、降水時は低温ですが、その後

高温となります。 

ですから雨水が溜まれば、そこは発生源となります。 

 

 

 

（09/5/11 着） 

ザンビアでは 4月より乾季になり、雨が少なくなります。が、5

月は全く降水がないにもかかわらず、5 月に入り、雷雨が 3

度。 

ザンビアの収入源である銅の国際価格が暴落し、世界的な

不況、数々の疫病など楽天的なザンビア人たちでさえ、相当

危機感をもってきています。 

雨季の遅れ･少雨⇒ 

コレラ発生、マラリア増加 

乾期の降雨⇒ 

ザンベジ川が過去 40 年で 

最高水位を観測、他でも洪水 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k00-g15/k00_01/k00_01.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k00-g15/k00_01/k00_01.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%A9
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また、瀑布ビクトリアフォールズに注がれるザンベジ川の水

位は過去 40年間で最大。2年前同様の現象がおこっており、

今まで洪水がなかったルワングワ川で洪水が発生しているとい

うことです。 

リビングストーン博物館の学芸員の方からは地球温暖化の

影響かどうかは別途調査が必要であり、現在予算がないことか

らまったく手付かずということです。 

  

いまだに洪水で被害を受けた方々の栄養面をはじめとした

生活支援が行われている現状を配慮すると、「予防」といった

観点から、せめてザンビアと他国の共同研究を進めるなどの

打開策が期待されます。 

 

Q① 「気候変動問題を例えば『予防』などの観点で捉え、その

観点で活動を展開したり、その活動の側面支援も行う」とい

う発想を協力隊関係者は今まで以上に持つべきである、と

ますます意を強くいたしました。 

仰せのとおりです 

 

Q② 今回のご報告は、他からもよく報告の挙がる「季節のサイ

クルが変わってきた」と「旱魃、洪水が極端に現れる」という

ことにあてはまる可能性がある、と考えてもいいでしょうか。

私の認識に問題があるようでしたらまたご指摘、ご指導下さ

い。 

干ばつと洪水が 1 年周期で現れてます。20 年前に日本の

どこかの大学で発表がありました。南極の永久表土の融解率

が 1 年周期で上下し、氷解が多ければ洪水、少なければ干ば

つ。あいまいな情報で申し訳ないです。 

 

 

 

 

 

 

 

(11/5/4 着) 

訓練中は温暖化セミナーでお世話になりました。 

 

情報提供ということで少々気になることがありましたので参考

までに連絡させていただきます。 

 

気になることというのは、現在雨季が終わり乾季（4月～）の

ザンビアでまだ雨がばらつくことがあることです。現地の人の中

には「異常気象だ」と言っている人もいるようで、先週末もボラ

ンティアで食事をしていた時に雨がぱらつき、一同驚いており

ました。 

5月にこのようなことは通常ないそうです。 

 

これが本当に異常気象かどうかは私には判断つきませんが、

参考までに連絡させていただきました。 

 

以上よろしくお願いいたします。 

この情報を知った愛知県 OB 会員 

(ザンビア OBOG)に関する情報 

（11/5/17 登録者メールに掲載）  

「ザンビアで 5 月に雨と聞いて驚きました。かつて

は絶対そんなことはなかった！」 

愛知県 OB 会所属のあるザンビア OB は、小生に久しぶ

りに会ったというのに、第一声がこれでした。2 日前の

ことでした。 

驚いた、という表情と、やはり旧任国が心配だ、とい

う表情も浮かべていました。 

 

 

乾季に入ったのに、雨 
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(11/7/13 着）  

先日ザンビアで乾季の5月に雨が降ったという報告をさせて

いただきましたが、その後の経過を報告させていただきます。 

 

あの後 5月か 6月かは忘れてしまいましたが、首都のルサ

カで朝方に短時間ではありますがどしゃぶりの雨が降ったこと

がありました。 

 

また小雨程度の雨も何回かあったようで 7月に入ったつい

先日朝方雨が降り非常に冷え込みました。 

同僚によるとこの時期冷え込むのは毎年のことだが雨が降

るのは異常だということです。 

  

以上となります。よろしくお願いいたします。 

  

【池田 補足】  

下のようなのデータが旅行会社の JTBの次のサイト 

http://www.jtb.co.jp/kaigai/guide/index.aspx?CityCD=LUN  

に示されていました。 

年間の気候 

月     1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12 

最高気温 26  26  27  26  25  23  23  25  29  31  30  27 

最低気温 17  17  17  15  13  10  10  12  15  17  18  17 

降水量  219 186  111  40   3   0   0   0   1   14  80  190  

服  装  AB  AB  AB  AB  AC  BC  BC  AC  AB  AB  AB  AB  

※気温は℃、降水量は mm 

※服装：A 夏服・半袖 B 薄手のセーター、カーディガン等 

  C 冬服・コート等 D 厚手のコート、手袋等の防寒具 

 

これによると、5～9 月にかけての乾季は本当に雨が降らない、

ということがよく分かりますが、この報告のようにボランティアの同

僚の方が「異常」とおっしゃったというのがうなずけます。 

 

 

 

（22-3 SV 経営管理 茅野勝彦さんより 11/10/3 着） 

池田 様 

 

地球規模で気候が狂い始めているように思えます。 

Ｚａｍｂｉａに赴任してまだ 9 箇月ですが、今は乾季なはずな

のに、９月末から雨が降り始めています。 

例年は１１月末から雨季に入るそうです。 

この所曇の日が続き、湿度も高く晴れません。今も夕立が降

り始めました。 

天気図や衛星写真が見られないので、気圧配置がわかりま

せんが、こんなに早く雨が振り始めるのはおかしいと言ってい

ます。 

 

茅野 勝彦 経営管理 22-3 SV 

 

茅野様から頂いたザンビア情報を愛知県OB会MLで共

有しましたところ、その後別角度からの情報や分析がこの

MLに 2名より寄せられました。 

茅野様からの貴重な情報に対して、他者からのさらに

多面的な情報や分析が加わりましたが、おかげその地(今

回はザンビア）の様子を厚みを持って知ることができたと

考えております。 

次の 2件がそれに該当する報告です。 

 

 

 

（愛知県 OB会ザンビア OBより 11/10/6着） 

ザンビアの降雨に関するメールについて、情報提供者の任

地がわかりませんが、首都ルサカや私の任地であった東部州

「平年の 5～9 月の降水量はほぼ 0mm」 

の乾季に雨 

雨季の入りが早いのでは…？ 

Re．「雨季の入りが早いのでは…？ 

 (11/10/3 着)」 

～ 別角度からの情報分析 ①  

「7 月の降雨は異常」～ 

http://www.jtb.co.jp/kaigai/guide/index.aspx?CityCD=LUN
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では、9月末～10月に雨が降ることは普通です。 

  

そもそも私の認識では、ザンビアの雨季は 10月からです。 

実際、私がザンビアにいた間(07-09 年)、任地では 2 年間と

も 9月に雨が降り始めました。 

  

雨季の始まりは数日に 1 回降る程度なので、毎日降ってい

るなら通常ではないでしょうが、9 月末の降雨自体は異常だと

は思いません。 

  

なお、7 月の降雨は乾季のど真ん中の降雨なので、相当な

異常だと思います。 

  

ザンビアを知らない人にとっては、下記メールを読んで、ザ

ンビアで異常気象が起きてると認識してしまうと思います。「異

常ではない」という見方もあると知ってもらえれば、幸いです。 

  

ザンビア OVの方、いかがでしょうか？ 

 

 

 

（愛知県より派遣中 ザンビアボランティアより 11/10/6 着） 

いつも大変お世話になっております。ザンビアにいながら世

界の情報が読み取れて、毎回大変勉強させてもらっていま

す。 

  

OB 会ザンビア OB 様のメール(注：上のメールのことです)を

読ませて頂いて、今さっき同僚のザンビア人に尋ねたところ、

まあ普通ではないかとの返事をもらいました。 

ですが去年と比べるとすごく早いとのことです。 

  

おそらく数十年規模で見たらこういう年もあるだろうけど、去

年やここ数年と比べたりしたら、一気に早くなるので異常なの

ではないかということでした。 

  

ちなみに湿度の件はすごく感じます。去年はこんなに湿度

が高くなかったような．．． 

異常気象と関係ないですが、ご存知かも知れませんが数ヶ

月前には地震がありました。 

私個人の見識ですが、地震、津波、台風、噴火、異常気象

などは全部関係があるように感じています。 

  

地球はご存知の方も多いと思いますが、人間の体のように

複雑なメカニズムが入り組みあっています。 

風邪をひけば熱が出て、咳も出るし、鼻水も出る。エルニー

ニョ現象等、ある程度解明されているものも、中にはあるとは思

いますが、これから先の今の異常気象がどう関わって影響する

のか気になります。 

  

そういった中で気候変動委員の方々の果たす役割というの

は、今後大変大きなものになると考えています。 

お仕事をされながらのご活動、本当にお疲れ様です。これ

からも頑張って下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re．「雨季の入りが早いのでは…？ 

 (11/10/3 着)」 

～ 別角度からの情報分析 ②  

「『雨季の入りは早い』とのことです ～ 
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ボツワナ                           

 

 

 (09/11/16 着) 

ボツワナの首都ハボロネに来て一年経過しました。毎日暑

い日が続いていますが、時々雷雨があり、一時涼しくなりま

す。 

 

今までは特に異常気象は見られませんでしたので特にお知

らせする情報はなかったのですが、今年は北部で雨が異常に

多く、6 月頃だったと思いますが洪水があってライオンが民家

の庭に入ってきたという新聞記事がありました。 

 

また、添付の資料のように、ボツワナのオカバンゴ・デルタ国

立公園では記録的な高水位となるなどの異常があるとのことで、

ご紹介します。 

 

この記事は、先日利用したボツワナ航空の機内誌に載って

いたものです。 

オカバンゴ・デルタというのは、アンゴラの高原から流れ出た

雨水が川となって南下し、次第にカラハリ砂漠に吸収されてで

きた巨大な三角形の湿地帯で、野生動物の多い、美しい国立

公園です。乾季には乾いた大地が見え、雨季になると湖にな

って草花が咲き乱れます。しかしながら、今年は、雨季の水量

が異常に多く、各地で記録的な洪水になっているとのことで

す。 

 

 

 

ボツワナ南部の首都ハボロネに住んでいる私達には、それ

ほど異常は感じられませんが、例年に比べると雷雨が多いよう

な気もします。 

さらに異常が感じられるようなことがあれば再度報告します。 

 

 

 

 (10/8/6 着) 

先月、オカバンゴデルタに旅行した時の写真を添付します。 

  

ご存知のように、オカバンゴデルタというのは、上流のアンゴ

ラで降った雨が流れ込んでできた広大な湿地帯で、雨季のあ

とには広大な湖ができ、３角状に広がってボツワナの砂漠に吸

洪水⇒ライオン民家へ侵入 ／  

雨季のオカコンバ･デルタの異常増水 

実際に行った今年のオカコンバ･デルタ 

も異常増水 
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い込まれて消失するところです。 

膨大な水量ですが、そのほとんどは、強烈な太陽のもとで蒸

発するとの事です。 

  

旅行に行ったのは、2010 年 6 月 12 日、マウンの少し先あ

たりからボートで水上を一巡した時の写真を添付します。 

  

例年、今の時期は、一番水量が多く、ある程度は水没すると

ころがあるのですが、今年は異常に多く、水深が例年より１ｍ

ほど高いそうです。 

そのため、とうもろこし畑が水に浸かっており、多くの潅木も

水につかり、そのために枯れる木も多いとのことでした。一部の

地域では、家屋浸水もあったとのことです。 

  

ボツワナは、国土は日本の１．５倍ありますが、人口は１８０

万人あまり、被害があっても、それほど大きな問題にはなりませ

ん。 

また、私のすんでいる首都ハボロネでは、現在のところ、気

温、雨量とも、例年とあまり変わらないようで、異常は感じられ

ません。 

  

日本の異常高温が気になるこのごろです。 

  

では、とりあえず、ご報告まで。 

 

 

 

 

 

 

(10/11/3 着) 

いつも、詳細かつタイムリーな情報ありがとうございます。 

なかなか、返信できませんが見させていただいています。 

 

ボツワナの情報ですが、ケニヤと同じように雨季真っ只中な

のにほとんど雨が降りません。 

地元の人に聞いても少ないって言ってました。 

断水もちらほら始まっているようです。 

簡単な情報ですが、お役に立てれば幸いです。 

 

 

 

 

 

雨季なのに少雨 
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(11/7/10 着）  

こんにちは。報告です。 

ボツワナは、4月から乾季に入っているんですが、つい先日

雨が降っておかしいなと思ってたら、昨日の夜から今日にかけ

て雨が降り続いてしまっています。 

地元の人や隊員も変な天気だ、おかしいと洩らしています。 

  

以上報告終わります。  

  

【池田 補足】  

http://www.nakashima.org/meteo_bot.htm は個人の HP で

すが、ここには首都ハボローネの気温・降水量が示されていま

す。またこのサイトの管理者によると、これは理科年表 1995 年

版のものだということです。 

  

それによると 

       1 月   ２月   ３月   ４月   ５月  ６月  

平均気温(℃) 32.2   31.8    28.5    27.8   26.6   21.5  

降水量(㎜） 260.1  107.0  116.0    0    17.9   64.0 

       ７月  ８月    ９月   10 月   11 月  12 月 

平均気温(℃) 22.9  26.1    30.1   31.7    31.6    34.5 

降水量(㎜）  0   0   4.0    46.0    50.0    38.0  

で、今回は降らないはずの７月に雨が降ったということになりま

す。 

  

 

 

 

 

 

ナミビア                           

 

  

 (08/8/30 着)  

今年の冬は暖かくなるぞ、という話をよくききました。が、実

際に冬になると、例年通りの寒さ、だという話をよく聞きまし

た。  

事前の話は、首都で聞き、いざ冬になると、赴任地のため、

その整合性がとれていません。  

また、私が、ナミビアに来る前、2008 年 1 月あたりの雨季に、

洪水がおきています。去年の隊員の話によると、去年だと、緑

がなかったエリアにも、 草木が生えている、ことも。 いずれも、

聞きかじった話ばかりです。 

 

 

 

 

 

 

 

「平年は降水量 0mm(?)」の乾季に雨 

冬季に関する情報  

／ 08 年 1 月には洪水・草木も(?) 

http://www.nakashima.org/meteo_bot.htm
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南アフリカ                           

 

  

 (09/8/16 着) 

南アは都市部は先進国と変わりがないため、温暖化やヒート

アイランドについての、ポスターやテレビ CM なども見かけま

す。 

私の任地はモザンビーク国境に近い南アの北東部の田舎

町ですが、地球温暖化という言葉は浸透していないようです。 

 

気候については、今はこちらは冬で乾季なのですが、今年

の冬はいつも以上に暖冬だったようです。最低気温が氷点下

になることはほとんどなく、２℃～５℃くらいでした。例年は氷点

下になる日もあるようです。 

 

ただ、今年は雨が多いと言っていました。３日くらい雨が続

いた日がありましたが、この時期では普通ないそうです。また、

雨で日差しがないと気温が上がらないため、一日中寒さが続

きます。昼夜の温度差も激しい上に、日によって気温が全然

違うので、自然と風邪が流行ります。農作物への影響もあると

思われます。 

 

以上、簡単で申し訳ありませんが、報告とさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 

 

 

 (09/11/17 着) 

お役にたてるかわかりませんが、南アより温暖化情報をお伝

えします。 

 

南アは季節も春から夏に変わりました。特に１１月に入って

からは、連日３０℃を越える強い日差しとスコールが続く毎日で

した。 

ところが、先週末から気温が一気に下がりました。今日は日

中でも１３℃程度で、天気予報によると今週はずっと２０℃以下

だそうです。 

１１月でこのような気温になったことはない！と、職場の同僚

たちは口をそろえて言います。温暖化ではないですが、気候

変動を感じられます。ほんと寒いです。 

 

また、南アは新型インフルエンザの被害がすごいです。 

６月に初めて確認されて、１ヶ月で３０００人まで拡大しました。

今は報道などは落ち着いていますが、７０００人感染２００人死

亡との報道を聞きました。 

感染は首都などの都会エリアがほとんどなので、田舎の人

たちは対岸の火事ですね。 

 

以上、南アからでした。 

 

 (10/7/5 着) 

ワールドカップで盛り上がる南アフリカから、少しだけ情報提

供させていただきます。 

お役に立てれば幸いです。 

温暖化についての意識  

／ 暖冬･多雨･天候不順⇒風邪の流行 

冷夏 ／ 新型インフルエンザ流行 

30 年ぶりの降雪、全般的には暖冬 



 29 

  

冬に入った南アフリカは、かなり寒くなります。朝夕は氷点下

になるところもあります。 

その南アで、６月中旬に雪が降りました。その地方で雪が降

るのは、３０年ぶりだったらしく、大きなニュースになっていまし

た。 

  

私もそのときたまたまレソト王国の近くを通り、山の上に積も

る雪を写真に収めましたので、添付します。 

   

７月に入ると寒さも和らぎ、短い冬が終わりつつあるのを感じ

ます。 

周りの人の話によると、雪は降ったものの、今年の冬は暖か

いし短い、ということでした。 

 

それでは、よろしくお願いします。 

  

 

 

(11/1/13 着) 

お世話になります 

写真もなくて申し訳ないのですが、南アから洪水の情報を

お知らせします。 

 

南アは１０月頃から雨季に入るのですが、去年の年末まで

は雨の少ない日が続いていました。それが年明けから雨が降

るようになり、降りすぎて洪水が多発しています。 

ヨハネスブルグのあるハウテン州と、ダーバンのある南東部

のクワズルナタール州が特にひどく、これまでに死者９名・負

傷者４５名を数えています。今週後半にかけても、洪水への警

戒が呼びかけられています。 

 

私の任地ネルスプリットでも、今日は久しぶりに晴天でした

が、年明けからずっと雨が続いていました。南アの雨季はしと

しと雨が降るのですが、それが一日中続きます。幸い洪水の

被害はありませんが、川の水がいつもより多い気がします。 

 

以上です。大した情報でなくて申し訳ありません。 

訓練所訪問、頑張ってください。 

 

以上、よろしくお願いします。 

 

編集者 注 (11/1/15記) 

この報告も、池田まで寄せられた後に Web サイトへニュ

ース記事の配信となりました。 

 ロイター(11/1/13配信)によると次の通り。 

「南アフリカでも豪雨で洪水、30 人以上死亡

か 

［ヨハネスブルク １２日 ロイター］  

南アフリカでは過去１週間で豪雨による洪水が各地で発

生しており、これまでに少なくとも３０人が死亡し、家屋約

１０００戸が被害を受けた。政府が１２日明らかにした。 

 それによると、最も被害が大きかったのは、ヨハネスブル

クやプレトリアなどの都市部で、計１２人が死亡。死傷者数

を含む被害の詳細は、まもなく発表される。 

 豪雨の影響は都市部のほか、北東部や東部にも出ていると

いう。」 

ボランティアの情報の速報性、迫真性の凄さを改めて実

感しています。 

多雨、洪水(1) 
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(11/1/19 着) 

池田さま 

ご返信ありがとうございました。 

 

南アでは洪水被害がまだまだ続いております。 

 

先週末にはまた大雨が降り、南アにある９つの州のうち８州

で洪水警報が出されました。さらに、ニュースによって全然数

字は違うのですが、死者が３０人とも５０人とも言われています。

レスキューの方も４人亡くなったようです。６０００人が家を失っ

た、との情報もあります。 

 

ここまでの被害額は 350百万ランド（40億円くらい）に上って

いるそうです。 

農作物の被害は深刻で、野菜はもちろん食料品全体の値

段の上昇が心配されています。北ケープ州の農作物被害報

告では、特にぶどうとメイズ（とうもろこし、南アの主食）と綿花が

大きな被害を受けており、輸出用のぶどうの品質については、

市場に大きな影響を与えそうだとのことです。 

ダムの貯水量はのきなみ１００％を超え、１９０％に達するダ

ムもあります。 

 

さらに被害は終わりません。 

 

今週もずっと雨で、多いところでは一時間５０ミリ以上の雨が

予測されています。この雨は今週末まで続くと予測されており、

さらなる洪水被害が懸念されています。 

 

幸いなことに私の任地は、地形上も雨が少ない地域であり、

洪水の被害はまったくありません。アップダウンが激しい地形

が幸いして、簡単に洪水にはならないだろと思います。最悪洪

水になってもうちのオフィスは６階やし、うちの家も２階やし。 

 

以上、続報でした。遅くなりまして申し訳ありません。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

（12/8/10 着） 

(…前略…) 

南アでも一ヶ月ほど前、過去にあまり例を見ない大雪が降り、

数人の死者を出す大きな被害が出ました。 

詳細な情報が得られましたら、ご連絡差し上げます。 

 

 

 

 

多雨、洪水(2) (続報) 

大雪 
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当会は 「途上国の草の根レベルでは、実際の気候変動の影響はどうなっているのか？」を 

明らかにしようと努めています  

途上国の現場で暮らす JICA ボランティアや NGO の方々…。気候変動の影響について、そこで見

て、聞いて、そして体験したことをもとにして得られたたくさんの“生”情報が当会に集まっています。 

途上国のことを忘れたまま、気候変動問題の真の姿に迫ることはできません。 

途上国現場からの“生”情報を集めた当会の 

各種資料・HP・ブログ記事をぜひご利用ください!
  

 

《PR》 

青年海外協力隊 愛知県 OB会 

これまでの愛知県 OB会の活動は   http://jocv.main.jp/aichi/ でご覧下さい。 

その中の 活動内容紹介・報告＞途上国と気候変動問題 と進んでください。 

1．報告書 気候変動の影響 」 

2014年 8月 21日編集版 Vol.1 ~ Vol.5   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．  

 「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発展途上国

での気候変動の影響・その『実態』」 
 

＊派遣中ボランティアだけでなく、ボランティアOB・OG、

NGOの方々にもご協力を頂きました。 
 

＊写真中心の巻頭口絵が5ページ分あります。 
 

＊当会HPより入手可! （「解説」編を含む） 

http://jocv.main.jp/aichi/ondanka/ondanka_home.html まで。 
 

 

愛知県OB会収集･編集 

＊派遣中ボランティア(全国出身)にご協力を

頂いています。 
 

＊現地からEメールで直接報告。 
 

＊52ヶ国 166件 を収録。（2008年8月～2014年8月現在） 
 

＊日本人が日本語で報告した 

 国内唯一の報告集。 
(多くの複数国を対象としたものとしては) 

 

＊全収録分は当会HPで入手可!  

http://jocv.main.jp/aichi/ondanka/ondanka_h

ome.html まで。 

http://jocv.main.jp/aichi/
http://jocv.main.jp/aichi/ondanka/ondanka_home.html
http://jocv.main.jp/aichi/ondanka/ondanka_home.html
http://jocv.main.jp/aichi/ondanka/ondanka_home.html
http://jocv.main.jp/aichi/ondanka/ondanka_home.html

