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死海消滅の危機を救えるか？

「 紅海-死海送水計画」

死海の概要皆さんは死海が直面している危機につい
てご存知でしょうか？死海は、アラビア半島北西部に位置

し、西側はイスラエルとパレスチナ、東側はヨルダンに接す

る陸封塩湖であり、湖面の海抜は現時点で-430mと、地球

上で最も低い場所に位置しています。湖水は塩分濃度が極端

に高く（342.4g/L：海水の約10倍）、緑藻類のドナリエ

ラや古細菌類の高度好塩菌以外の生物の生息は確認できてい

ません。このことが死海の名の由来となっています。観光地

としての人気も高く、死海といえば湖面に浮かんで優雅に新

聞を読むことができる浮遊体験や、カリウム、マグネシウム

など27種類のミネラルを豊富に含んだ湖底の泥を全身に塗

りたくる泥パックエステが有名です。

また、周辺には旧約聖書由来の遺跡も数多く存在します。

地質学的には、東アフリカを分断する大地溝帯の一部であ

り、紅海からアカバ湾を通って、トルコに伸びるヨルダン地

溝帯に含まれます（図１）。その死海が現在大きな危機に瀕

しているのです。毎年約１mずつ水位が低下しており、こ

のままいくと2050年には完全に干上がってしまうとの試算

もあります。

水位低下の原因 死海の水源は唯一ヨルダン川であり、人間活動による取水がそれほどなか
った1940年以前においては、死海への直接流入分も含めれば年間約16億m３の流入が得られ、湖

面からの蒸発量とほぼ収支のバランスが取れ、湖面水位は海抜-393m前後で平衡が保たれていまし

た。しかしながら、1948 年にイスラエルが建国されて以降は同国の国営導水路の建設など積極的な

水資源開発が進められ、そしてこれに対抗してシリア、ヨルダンの灌漑農業の推進も目覚ましく、流

域での取水量が増大したため、死海への流入量は大幅に減少しました。

流入量の減少に伴い、死海の水位は1960年代の海抜-394 mから2010年末時点で海抜約-423 m

まで下がっています（図２参照）。その結果、湖面積は約950 km2 から約637 km2 と1/3ほど減

少しました。水位低下は現在も継続しており、低

下速度は-0.8~  -1.2 m/年という猛烈な勢いで、

毎年6億m３の水が減少しています。この深刻な

水位低下の原因としては、ヨルダン川上流域での

取水量の増加に加えて、死海からの大量取水も挙

げることができます。後者はイスラエル、ヨルダ

ン両国によるカリウム採掘と岩塩採掘などに伴う

死海からの取水であり、貯水量を毎年2~2.5 億

m３減少させ、水位も毎年0.35 m 程度ずつ低下

させています。

シンクホールの脅威 水位低下に伴い死海が直面している深刻な二次的環境問題としては、淡
水湧泉の減少、河床洗掘、シンクホールの頻発が挙げられます。とりわけシンクホールの頻発は深刻

で、1970年代ごろから発生が認められ、2016年3月時点でその数は5,500以上に及ぶと報告され

放送大学鳥取学習センター客員教員

北村義信

図１. ヨルダン川流域と紅海-死海送水計画

図２. とどまるところを知らない死海の水位低下



北村義信（きたむら よしのぶ）

放送大学鳥取学習センター客員教員（2016 年
4月~）
鳥取大学国際乾燥地研究教育機構特任教授、鳥
取大学名誉教授
鳥取県湯梨浜町出身鳥取大学農学部卒業、農
学博士（京都大学）
農林水産省に25年間、鳥取大学乾燥地研究セ
ンターに5年間、同農学部に13年間
著書：「乾燥地の水をめぐる知識とノウハウ」
（単著）、「砂漠緑化の最前線」（共著）、
「地球水環境と国際紛争の光と影」（共著）、
ほか
趣味：ランニング、スポーツ観戦

北村先生は今年３月を以って鳥取学習センターの客員教員を退職されることとなりました。北村先生の学習相談は、３

月１５日（木）が最終回です。貴重な機会ですので、是非お訪ねください。（ご希望の方は事前にお電話でご確認ください。）

北村先生による学習相談・最終回開催のお知らせ

20年前（1997年8月）の死海（イスラエル側）水位：海抜-410ｍ（2017年現在の水位は-430.5mで、
写真の水位より20 ｍ低い。海岸線は大幅に後退したと考えられます。）写真左側の帽子の男性が筆者
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ています。シンクホール（sinkhole）とは、突然地面が陥没し、地表に大きな円形の穴があく現象で

す。死海水面の低下に伴い、地下水が地中の塩の層と接触し塩が溶けて地下水面より下に堆積してい

た塩分が溶け出すことにより発生するといわれています。この状況が続けば、死海とその周辺におけ

る環境、文化、経済により深刻な影響を及ぼすことは明らかです。

「紅海-死海送水計画」 この死海水位の低下問題に対処するため、イスラエルとヨルダン
それにパレスチナ自治政府は、2005 年に死海とその周辺特有の歴史・文化的価値を守り、環境災害

を防止し、観光資源の保全と新たな水資源の確保のために、死海の修復・再生に向けて協力すること

に合意しました。三者は死海の水位低下を抑え、そして段階的に水位を回復していく手段として、第

1段階では紅海から死海へ海水を送水するという計画（紅海-死海送水計画）を選択しました。紅海-

死海送水計画は、紅海から海水を年間3億m３取水して死海へ送水し、このうち約0.65～0.85 億

m３を脱塩・淡水化し、残りの海水と脱塩処理で生じた高塩水は、死海へ流入させて水位の回復と安

定化を図る予定です。3ヵ国が2013年12月に第1段階の実施に向けて交わした覚書によれば、生

産される淡水のうち年0.3 億m３はパレスチナに供給され、0.5 億m３はイスラエルが実費で購入

します。そしてイスラエルは同量の河川水（ヨルダン川上流部の水）をヨルダンに１m３当たり0.38

米ドルの単価で売ることになっています。この紅海‐死海送水計画の基本概念は以下の3点です。

◎環境破壊から死海を守る。

◎脱塩処理水と発電エネルギーを手ごろな価格でヨルダン、イスラエル、パレスチナへ供給する。

◎中東における和平の象徴ともいえるシステムを構築する。

現在考えられているこの計画の概念は、死海の修復・再生を最優先にしており、紅海沿岸のアカバ

から死海に至る延長180 kmの直線水路をほぼ国境沿いにヨルダンの領土内に設置する案が提案され

ています（イスラエルでは本計画に対して環境保護団体からの反対意見が強いため）（図１）。環境

影響面で懸念される点は、海水および高濃度塩水を死海へ供給する場合、低密度の上部層を形成する

おそれがあることです。これは、深水層を形成して好ましくない環境状態をもたらし、石膏の沈殿と

同時に、表層水の生物環境を大きく変える原因となり得るので、綿密な影響評価が求められます。

2015年2月には、9億米ドルをかけて実施される本計画で生産される水の3ヵ国の配分案につい

て、イスラエルとヨルダンの間で二国間協定が締結されました。2015年12月1日には、第１段階

の事業実施に向けて、入札募集が開始されたところです。実はこのまま順調に計画が進むと思われた

のですが、2017年7月に、駐アンマンのイスラエル大使館が襲撃されて銃撃戦になり、襲撃したヨ

ルダン人2人が死亡し、イスラエル大使館員１人が負傷するという事件が勃発しました。イスラエル

大使館は館員を本国に引き上げさせてしまったため、両国の外交問題への発展と三ヵ国共同計画の頓

挫が懸念されましたが、アンマンの友人からの最近の情報によれば外交問題は解決しつつあり、計画

は協定通り進められる見通しがついたようです。

三ヵ国が志を同じくして、死海を復活させることができるのか、中東情勢からは目が離せません。



【入学者の集い】

平成30年４月に入学されるみなさまの「入学者の集い」の開催を、下記のとおりご案内いたしま

す。ご家族、ご学友の方々も是非ご来場ください。（ご入学のみなさまへ、別途学習センターから

ご案内をお届けいたします。）

【日時】平成30年4月1日（日）13:30 開会

式次第：開会/ 所長挨拶/ 祝辞/ 概要説明・オリエンテーション/ 閉会―施設案内

＊「学友会総会」開催のご案内＊

上記、鳥取学習センター入学者の集い閉会後、「学友会」（鳥取学習センター所属の全学生

を会員とする組織）総会の開催を予定しています。多くの皆様にご参加いただきますようご

案内申し上げます。

※４月1日は上記式典開催のため、図書室・視聴学習室をご利用いただけません。ご注意ください！

鳥取学習センターでは、今年度も、所長・客員の先生方に

よるセミナーが開催されました。ありがとうございました。

新年度もセミナーを開催予定です。現在調整中につき、

詳細は学習センターまでお問い合わせください。

今年度を以って、水曜担当の若良二先生と、木曜担当の北村義信先生

が退職されることとなりました。若先生は2008 年度から客員教員とし

て、また2013年度からは３年間所長を、北村先生は2016年度から客

員教員として鳥取学習センターでご教授くださいました。

ありがとうございました。 若先生 北村先生
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【学位記伝達（授与）式】

平成30年3月に卒業･修了の方々の「学位記伝達（授与）式」の開催を下記のとおりご案内いたし

ます。ご家族、ご学友の方々も是非ご来場ください。また、「学位記伝達式」に続き、鳥取学習セ

ンター主催で「卒業・修了を祝う会」を開催予定です。在学生、同窓生のみなさま多数ご参加くだ

さい。

【日時】平成30年4月1日（日）11:00～
（学位記伝達（授与）式終了後、「卒業・修了を祝う会」（昼食会）開催予定）

「卒業・修了を祝う会」（昼食会）で、卒業・修了をみんなでお祝いしましょう！

【参加費】1,000円程度（お弁当代）/【申込】3月27日(火)までに事務室へお申し込みください。
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単位認定試験の受験、放送大学の学習センター施設等ご利用の際には学生証が必要です。

継続入学の方、全科履修生で学生証の期限が30年3月末の方は、学生証を発行いたしますので入学許可
書または期限切れの学生証をお持ちのうえ、4月1日以降に鳥取学習センター事務室へお越しください。

※４月１日（日）は式典開催の為、対応できない場合があります。この日、式典
に出席されず、学生証の受け取りにのみ来られる場合は予めご連絡ください。

※写真票未提出、またはシステムへの登録処理が完了していない場合は学生証を
発行できません。写真票をウェブまたは郵送にて本部へご提出ください。

※学生証の受け取り等についてご不明な点のある方は、鳥取学習センターへお問
い合わせください。

入学許可書または運転免許証等
有効期限切れの学生証（継続の方）

有効期限切れの学生証

をお持ちのうえ、

4月1日（日）以降に

鳥取学習センター事務室へ
お越しください。

ご住所･お名前に変更のある方、所属学習センター･所属コース、単位認定試験を受験する
センター等を変更したい方は、冊子「学生生活の栞」綴込の様式を使用して期間内に各申請先へ
ご提出ください。学生専用WEBサイト「システムWAKABA」から手続きすることもできます。

転居をされる場合は必ず届出をお願いします！

重要な書類がお届けできなくなります

鳥取学習センター図書室配架の雑誌（文藝春秋・Newton等）のうち、発行から１年以上経過したもの

について、下記の期間ご希望の方へお譲りすることとします。詳細は掲示等でお知らせいたします。

（予約・取り置きはできません）

4月３日（火） ～ 4月28日（土）

放送教材の貸出と

図書室・視聴学習室

ご利用期間

ご利用内容 学期末（～3/31） 新年度（4/1～）

放送教材貸出 利用できません
本部からの郵送貸出
（4/2受付開始）

図書室利用 3/25～利用停止 4/3より利用可

新年度より、放送教材の貸出方法が変更となり、今までの学習センターからの貸出から、本部一括

にて郵送での貸出となります。放送教材貸出方法の変更等と、新年度準備のため、下記のとおりご

利用を停止する期間があります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。

また、2018年度より図書室・視聴学習室にWi-Fiを設置し、お持ちの
端末を接続して放送授業の視聴・学習等にご利用いただけるよう準備して

おります。接続できる方は、放送大学の在学生のみとさせていただきます。

詳細については学習センターへお問い合わせください。
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2017年度第2学期の単位認定試験問題は全科目を、解答は主任講師の了解のあった科目のものを放送大学学

生専用ウェブサイト「キャンパスネットワーク」※に掲載し、各学習センター及びサテライトスペースでも公

表しています。（その他の科目は「解説等」を公開します。）公表・閲覧の方法等は下記をご参照ください。

※問題の一部を公表できない場合は、塗りつぶしての掲載・公表となります。

【公表の方法】

●「キャンパスネットワーク」※（放送大学学生専用ウェブサイト）への掲載

●視聴学習室にて紙媒体による公表（閲覧のみ） ●郵送サービス（有料）

【公表の期間】

【試験問題】2018.2/2（金）～2019.2/ 19（火） 【解答等】2018.2/20（火）～2019.2/ 19（火）

【試験問題の閲覧・入手方法等】

媒 体 公表・閲覧場所 方 法 可／不可

視聴学習室に配架

の試験問題

（紙媒体）

学習センター

閲覧・書き写し ○
デジタルカメラ等での撮影 ○
複写（コピー） ×

「キャンパスネッ

トワーク」※に掲載

の試験問題

（データ）

学習センター

閲覧・書き写し ○
USBメモリー等によるデータ持ち出し ○
学習センター設置プリンターでの印刷 ×

ご自宅等
閲覧・書き写し ○
印刷 ○

試験問題･解答等の郵送サービス（紙媒体・有料。受付期間あり。） ○

教務情報システム（システムWAKABA）について、キャンパスネットワークホームページの機能

を統合し、より便利にお使いいただけるように以下の日程で全面リニューアルいたします。詳細は、

キャンパスネットワークホームページ、在学生宛Gmail へ配信しているメールをご確認ください。

〇リニューアル予定日：2018 年3 月28 日（水）13:00 
●移行メンテナンス期間：2018 年3 月24 日（土）17:00～3 月28 日（水）13:00）
※メンテナンス開始後は、現在のシステムWAKABA およびキャンパスネットワークホームページは

利用できなくなります。

今学期修得単位を含むこれまで放送大学で修得された単位の詳細は、「成績通知」または、学生専用ウ

ェブサイト「システムWAKABA」でご覧いただけます。単位修得証明書などの各種証明書は学習センタ

ーで発行できます。下記事項を参考にお申し込みください。

【成績/単位修得状況の確認】
郵送される状況票のほか、ご自宅や学習センターのパソコンから学生専用ウェブサイト「システ

ムWAKABA」へアクセスして単位の修得状況等を確認することができます。

【各種証明書の申請手続き】

「学生生活の栞（Ａ５版冊子。学習センターでも入手可）」記載事項を熟読のうえ、栞巻末綴込

の「諸証明書発行願」を使用して学習センターへご依頼ください。各種様式は放送大学本部ウェブ

サイトでダウンロードすることもできます。発行には1通につき２００円の手数料が必要です。

（※証明書の種類により交付までに１～２週間程度かかる場合もあります。お早めにご依頼ください。）
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全国の学習センター等で企画・開設され、講義室などで行われる教養学部の授業です。受けた
い授業、必要な授業を自由に申請･登録いただけます。卒業を目指す方は面接授業を２０単位以
上修得する必要があります。（面接授業は1科目あたり1単位です）

2018年度第1学期、鳥取学習センター開設の面接授業は下記のとおりです。

科目区分 講義名 講 師 日程

専門：心理と教育 人間関係の心理学
河村壮一郎

(鳥取短期大学生活学科・教授)

4/14(土)
4/15(日)

導入：心理と教育 人間形成と教育・学校・地域
山根俊喜

(鳥取大学地域学部・教授)

4/21(土)
4/22(日)

専門：自然と環境 鳥取県の大地の歴史 徳田悠希
(公立鳥取環境大学環境学部・講師)

4/21(土)
4/22(日)

専門：自然と環境 梨学入門～起源から未来まで～
田村文男

(鳥取大学農学部・教授)

5/12(土)
5/13(日)

導入：人間と文化 われら、いかに生くべきか
山西敏博

(公立鳥取環境大学人間形成教育

センター・教授)

5/19(土)
5/20(日)

専門：生活と福祉 子どもと家族の健康を守るケア 南前恵子
(鳥取大学医学部・教授)

5/26(土)
5/27(日)

専門：生活と福祉 生活を支える看護の機能 深田美香
(鳥取大学医学部・教授)

6/2(土)
6/3(日)

基盤科目 新・初歩からのパソコン
東野正幸

(鳥取大学総合メディア基盤センター
ICT基盤研究開発部門・助教)

6/9(土)
6/10(日)

専門：自然と環境 地球の生命と環境を育む土壌 山本定博
(鳥取大学農学部・教授)

6/16(土)
6/17(日)

専門：情報 ｅラーニング教材設計基礎
辻靖彦

(放送大学情報コース・准教授)

6/23(土)
6/24(日)

専門：人間と文化 １６・１７世紀の日本と欧州 杉森哲也
(放送大学人間と文化コース・教授)

6/30(土)
7/1(日)

基盤科目：外国語 言語の構造と意味 小林昌博
(鳥取大学大学教育支援機構・准教授)

7/7(土)
7/8(日)

専門：社会と産業 事例で学ぶ企業経営 吉田高文
(公立鳥取環境大学経営学部・教授)

7/14(土)
7/15(日)

■面接授業追加登録のご案内

空席発表時に空席のある科目については追加登録受付を行います。空席数をご確認のうえ、受付開始日以

降に鳥取学習センターへお申し込みください。各授業の追加登録受付締切日については、お手数ですが開設

する学習センターへお問い合わせください。（※「人間関係の心理学」、「人間形成と教育・学校・地域」、「鳥

取県野大地の歴史」は、追加登受付録開始前及び前日の開講となりますので、追加登録を募集しません。）

【空席発表】4月14日（土）12時【追加登録受付開始】4月20日（金）

※追加登録申し込みの前には必ず、必携物品、開催場所等の詳細を、冊子「面接授業時間割表」、「面接授

業講師紹介シラバス」、放送大学学生用ウェブサイトの面接授業ページ等でご確認ください。また、学生

用ウェブサイト「システムWAKABA」の「科目登録申請」から、その時々の空席状況をご覧いただけます。

追加登録申込方法 必要なもの

センター窓口■学生証■授業料（おつりのないように）※学生証があれば代理の方でも申請いただけます。

郵送
(現金書留) 

（中國・四国ブロック

共通）

■学生証のコピー ■授業料（必ずおつりのないように）

■学生番号、お名前、ご住所、電話番号、登録希望科目名を明記した申込書

■宛先明記･82円切手貼付の返信用封筒（長形３号（120×235ミリ））

※直接来所される方を優先します。

※満席の場合等は手数料を差し引き、現金書留により授業料を返送します。
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放送大学鳥取学習センターウェブサイトに連載中の「所長通信」より、昨年１２月に開催されました、

黒沢先生の公開講演会開催についての記事を掲載いたします。

公開講演会「生活習慣病の予防」を開催しました

鳥取学習センターでは、12月10日（日）に鳥取大学医学部の黒沢洋一教授の御協力により、「生

活習慣病の予防―研究方法と最新の知見―」のタイトルで公開講演会を開催しました。本講演会

は当初、9月に開催予定でしたが、台風８号の影響により延期せざるを得なくなり、年末の開催と

なってしまいました。その概要を紹介させていただきます。

黒沢教授は、鳥大医学部健康政策医学分野に所属されている教員であり、医師でもあります。専

門は公衆衛生学で、当該分野の日本を代表する研究者のお一人です。鳥取大学を始めとする国内外

の機関で教育研究活動の実績を積み重ねられ、医学関連学会や国・県の各種委員会等において要職

を勤めておられます。

公開講演会では、先生が大学で行っておられる研究や担当しておられる授業等から、私たちの日

常の生活習慣との関係が深い病気とその予防に関する最新の知見を精選して紹介していただきまし

た。生活習慣病として取り上げられたのは、がん、心臓病、糖尿病、認知症などです。

生活習慣病に関する研究は、疫学の創始と展開に支えられて発達してきました。生活習慣病は、

公衆衛生審議会によって「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣がその発生・進展に

関与する症候群」と定義されています。人の死因は、かつては感染症が高い割合を占めていました

が、現代では生活習慣病がそれに取って代わっているところから、私たちは生活習慣病に対して強

い関心を持つようになっています。

近年では生活習慣病に対し大量のデータ収集とその分析によって要因解明が進められ、その成果

に基づき予防対策としての有益な知見が導出されています。講演では、先生自身の研究成果を交え

ながら、生活習慣病に関する学会レベルでの最新の学術研究成果についてわかりやすく解説をして

もらいました。

生活習慣病としてのがんについて、現在の日本人にとって最も高い死亡率を示しているのが肺が

んであり、肺がんと喫煙が高い相関を持つことが紹介されました。がんについては、ほかに食道が

ん、胃がん、肝臓がん等が幅広く取り上げられました。肝臓がんによる死亡は、コーヒーを飲む人

に相対的に割合が低いことが、自身の研究成果を踏まえて紹介されました。先生の研究では、1日1

杯のコーヒー摂取を基準にしてデータ解析が行われていましたが、コーヒー愛飲家にとっては実に

興味深いお話でした。講演の全体を通して、私たちの日常の生活行動様式に密着した喫煙、飲酒、

果物・野菜摂取、朝食、肥満、スポーツ、睡眠等の多くの項目を取り上げて生活習慣病との関係を

論じて下さいました。

受講者数は50名ほどで、中高年齢者が高い割合を占めました。健康問題への関心度の高い年齢

層の方々ですので、個々の日常の生活行動様式と重ね合わせながら、お話に聞き入りました。有益

な学習の機会を与えて下さった黒沢先生に厚くお礼を申し上げます。

講師の黒沢先生。ありがとうございました！たくさんの方が熱心に聴講されました
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心を落ち着けて「書」に向かうひとときを過ごしてみませんか。

4月11日（水）
5月8日（火）
6月12日（火）

鳥取学習センターに学ぶ学生のサークル活動の一環として、

初めて筆をもたれる方から経験者まで、共に書に親しむことを通じ、相互の親睦と交流を図

ることを目的に開催します。お気軽にご参加ください。（発起人全科履修生･木幡靱夫）

13:30～15:30

（会場：鳥取学習センター）

「着物」をより身近に楽しむ「和風サークル『さつき』」です。毎月１回程度活動しています。

着物や和装に興味のある方のご参加をお待ちしています。

見学も歓迎です！お気軽にご参加ください。

■開催日： 3月11日（日）１０時～１２時

■集合場所： 鳥取学習センター

■持ち物： 着物、着付けの道具等

■申 込： 学習センターまでお申し込みください。

ノルディック・ウォーク

山陰海岸ジオパークトレイルガイドのコース6を歩こう！
２本のポールを使った健康的なウォーキング「ノルディック・ウォーク」で、「山陰海岸ジオパ

ークトレイルガイドのコース６」（約９km）を楽しみながら歩きましょう！初心者の方も大歓迎。

ポール貸出無料ですので、是非この機会に体験してみてください！

■日 時：平成30年5月12日（土）9:00～14:30

■集 合：9:00 放送大学鳥取学習センター集合

■行 程：9:40発車バス乗車→「子供の国」バス停・下車→多鯰ヶ池
→摩尼寺→食事（12時頃「門脇茶屋」予定）→学習センター（バス等）

■持ち物：飲料水、タオル、手袋、帽子、ポール（お持ちの方）、

食事代（2,700円程度）、バス代（往復600円程度）、天候により雨具

■事前準備：学生研究災害傷害保険未加入の方は、前日（5/11）までに、学習センターで加入

の手続きをしてください。（保険料は１００円です）

■申 込：5月6日（日）までに鳥取学習センター事務室へお申し込みください。

一緒に着物を

楽しみましょう！

「１０分間ストレッチ体操」と 「まちなか歩き」開催のお知らせ

好評開催中のノルディック１０分間体操に加え、４月より、センター周辺をみんなで楽しく歩く

「まちなか歩き」を開催予定です。詳細については学習センターまでお問い合わせください。

１０分間ストレッチ体操 まちなか歩き

毎月第1,3木曜 15時から 毎月第2金曜 10時開始




