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     国際生物多様性の日・シンポジウム 

繋がりと個性を活かす、自然と共生する島づくり 



二酸化炭素濃度と気温の上昇 

– 世界平均海面水位の20世紀を通じた上昇量は17cm（上昇率は1.7mm／年）。 
 （ IPCC第4次評価報告書より。） 
– 90年代以降の上昇率は3.2mm／年に加速しているとの報告がある。 
（世界銀行、2012：“Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided”より） 

●世界2011年の世界平均のCO2濃度は390.9ppm。 
           最近10年間は2.0ppm／年の割合で上昇。上昇率：100年あたり0.68℃ 

 

●世界と日本の平均気温も上昇。日本の気温の上昇率は 世界 

 平均よりも大きい  世界の年平均気温偏差100年あたり0.68℃ 

グリーンランドの氷床の減少は、表面の融解と氷床の崩壊により起きている 

日本・年平均気温偏差 上昇率：100年あたり1.15℃ 

どの緯度でもpH値が低下 
＝海洋の酸性化が進行 

海洋酸性化とその影響 

海洋環境の悪化 



        
 
 モアイを造ったのははるか遠くの島から五世紀頃移住したポリネシア系の島民の
祖先であり、モアイを世界の七不思議にしたのは,島において文明が喪失した結果。
現在の島の景観は、木もほとんど生えない荒涼たる草原。しかい島民の祖先が移住
した当初は豊かな森に覆われた緑の島であった。雑穀類も育ちにくい痩せた土壌と
いう恵まれない環境の中でも、島民は単純ながら鶏とサツマイモを主食とする食文
化を築き、余剰時間を専ら宗教的祭祀に当てていた。火山島であるため豊富な凝灰
石を石器で削って巨大な石像を彫り上げ、海岸線に散在する「アフ」と呼ばれる祭
壇に運んで並べ、何らかの宗教儀式を行った。これといった資源もない小さな島で
は宗教祭祀が人々の生活の大きな部分を占めていたからである。絶海の孤島である
ため、外からの侵入者はなくいたって平和であり、人口は年々確実に増え、1600年
頃には島の生態系から維持できる人口を超える7000人（10000人以上とする説もあ
り）に達し、1650年頃からたびたび深刻な食糧危機に遭遇したと思われる。 
 このため食料争奪を巡って部族抗争が頻発。祭祀文化の過熱化（いわゆるバブル
状態となったといってよい）で巨大化したモアイの製造数は増える一方で、延々た
る丸太の行列をコロにし  運ぶため大木を伐り、また、人口が増えた分、暖房用の薪
や家屋の建設のために以前より多くの木を必要としたため、部族抗争が始まった頃
にはほとんど枯渇してしまった。 
1722年、オランダ人のＪ・ロッグベーンが欧州人として始めてイースター島を訪れ
たとき、島は一面草原に覆われていて樹がなかったと報告している。島民は草ぶき
の小屋や洞窟で原始人的な暮らしをしており、とても巨大なモアイを建造した民族
とは見えなかったという。更に、約50年後の1774年、クック船長が訪れた時、島民
が武器を手にして闘っているのが目撃されており、当時の人口は約600人だったとさ
れている。この時は、各部族の象徴と考えられていたモアイのほとんどは、力の宿
る眼の部分を潰され、引き倒され、文明の終末を物語る風景であったと伝えられる。  
 

イースター島の悲劇＝地球の未来 

 －閉鎖系のミクロコスモス｢島」は宇宙の奇跡の星地球と相似形－ 



香川県・塩飽本島「笠島」集落 

香川県女木島防風防潮石垣の集落 

対馬・鰐浦 

長崎県平戸市大島村大根坂 

加計呂麻島「大屯神社祭」 鹿児島県「悪石島」ボゼ神 

宮古島・島尻地区パーン」トゥ 

八重山地方の豊年祭「弥勒」 

福岡・宗像大神祭り 

自然の脅威と恵沢の交差点に生きる島には、有形無形の文化的ランドスケープが 



事例 
○  ・奄美諸島の自生被子植物数1087種。 
   ・奄美大島の植物、北限種132種、南限種20種。 
     ・奄美群島の植物固有種25種、変種9種。 
       ・奄美群島における環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ記載の絶滅危惧植物数192種。 
○    ・沖縄諸島の自生被子植物数1084種。 
        ・沖縄島の植物、北限種54種、南限種73種。 
       ・沖縄島のみの植物固有種16種、変種4種。 
       ・やんばる地域では哺乳類14種、鳥類320種、爬虫類17種、 両生類14種を確認。 
   ・海岸域にはウミガメの産卵地が存在。 
   ・ジュゴン生息地の北限にあたる。 
○  ・小笠原に自生する植物は400種以上を数え（亜種・変種を含む）  
          このうち約40％が固有種であり、樹木に限れば約70％と高い率 

ケラマシカ 
国内に分布するニホンシカの 
7つの地域亜種の中で最も小柄 
雄の成獣で30キログラム程度。 

ケラマツツジ 

八重山の固有種イシガキトカゲ 

オキナワイシカワガエル 

固有種のガーデン(囲われたエデン〉としての島 

ガラパゴス諸島（動植物種の多いことで世界遺産）でも固有種は110種類. 
日本は131種。ほ乳類の22％、爬虫類の38％、両生類の74％が日本の固有種であるという調査もある。 
ちなみにイギリスは０種とのこと（氷河の影響ともいう）。 
気候や国土面積の割に固有種が多い理由としては、日本自体が島国でありしかも大陸との地理的結合や 
離間が繰り返された（ガラパゴスにはこれがない）。また国土には6852もの離島（海図上の岸線0.1km以上の島） 
を持っていること、亜熱帯という気候条件に恵まれており降水量が極めて多いこと、列島が南北に長く山系が 
発達し水系が分断されていること、平野から高山まで含むため標高差が大きく地形が複雑なこと等々が 
その要因であり、地理的気候的位置や地史的にみた大陸島における生物の侵入と隔離による種分化などにより、 
多様な動植物相と島嶼における進化の過程を示す固有種・遺存種が多数存在する。 



                           The sinking of Ngibtal 
 
The fish-bearing Breadfruit Tree of Ngibtal Island In the old days in Palau 
there was an old woman named Dirrabkau who lived by herself on an island 
called Ngibtal on the shore-reefs of what is now Ngiwal State.  
The woman had a son named Mangidabrutkoel whom she did not see often 
as he travelled through other villages. 
The men of Ngibtal always passed by the house of Dirrabkau after a day's 
fishing but they never offered some of their catches with her. Though the 
woman was fond of fishshe was never able to eat any. The only food she 
ate were the fruits of the breadfruit tree(Meduu) which grew in her yard. 
One day, after a long absence, Mangidabrutkoel came to visit his mother. 
Dirrabkau took this chance to complain to her son that while others of the 
village had plenty of fish toeat, she never had some for her pot. 
Mangidabrutkoel sympathized with his mother. BeforeMangidabrutkoel set 
forth on his next trip, he went to the yard, to the breadfruit tree by 
thewater's edge. He cut off one of its branches and water gushed from the 
stump, flowingspasmodically to the rhythm of the waves hitting the shore. 
With each surge, fish jumped outof the tree..From then on, 
Mangidabrutkoel's mother had a steady source offish right in her yard. 
This breadfruit tree became the envy of all the people of Ngibtal island. 
"While we  must go out to sea for our fish, the old Dirrabkau only sits under 
her tree to get all the fish  she wants, they moaned." Finally, not being able 
to contain their envy, the people went over to Dirrabkau's house and cut 
down the fish-bearing tree. The water started to flow from the  tree trunk 
in great torrents of water. All kinds of fishes flowed out of the breatfruit 
tree. 
People were shouting with joy as with baskets, they collected all the fish 
they can carry with  them home. All day, water flowed out of the tree trunk. 
The village people, not realizing the danger facing them and the island, 
went home with many catches. During the night as people were asleep, the 
water kept rising until the whole island was flooded before the Sun even 
rose on the horizon. 
To this day the site of the island, with its pathways and house platforms, can 
be seen from the watery sureface off the shore of Ngiwal. 

パラオのストーリーボードに語られた寓話から 
                        未来を考える 


