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人口問題推移の季節

くったからである。史上最大といわれ

オの〃環境“の熱風が世界中を炊きま

の年でもあった。それはブラジル・リ

一九九二年は人口問題にとって不運

い。しかし、根源を断たない限り、環

ければ早い程よいことはいうまでもな

的増加にある。環境問題への認識が早

風のもとを正せばその根は人類の爆発

地球を吹きまくった”環境“の大旋

１１１１

る「地球サミット」に数万人の々が集

アジア・太平洋人口会議の「バリ宣

境問題の解決もおぼつかない。

くしたといっても過言ではない。この

言」では、二○二○年よりも早くアジ

まり、マスコミの電波は地球を覆いつ

熱風の彩騨をまともに受けたのが人口

アの人口の合計特殊出生率二・一一を達
成すべきことを宣言している。

重大な決議である。二年後の
国際人口会議への警鐘である。

地球上の全ての国の政府代表
が集結する十年ごとの国際人

口会議の第三回が一九九四年カイロで
開催される。
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にゅうすふぉ－らむ
●急加速アジアの労働力移動
●イラン・人ロ爆発の危機
●米・－人あたりの食料、人ロ増のため減少
●中国・農民、戸籍を買って都会へ
●「人ロ大使」にフォンダさんら
●女性雇用者・最高の１９１８万人他
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8...国際人ロ問題インド視察印象記
・木庭健太郎
14…高齢化社会におけるムラの人口･家族誌
一日本のムラの地域性一●清水浩昭
24…中国･貧窮の社会主義から豊かさによる
社会主義の強化へ゛菱田雅春
31…わが国の人口高齢化による
地域社会の変容と課題●松山博光

ジャワの農民経済と人口移動●池田寛二
わたしの日本留学記●木南莉莉

1..･巻頭言・人ロ問題推移の季節
２…'93新春人ロ対談

問題である。

巻頭言ｌ●

リオ・地球サミットからわずか２ヵ
月後の８月にインドネシアのバリ島で

このカイロ会議の成否を握っている

続可能な人口と開発」を主題としたバ

第四回アジア・太平洋人口会議が開催

表による大会議である。世界人口の六

リ会議の結論はアジアの代表者によっ

のはいうまでもなくアジアである《「持

十％を占めるアジアの人口動向は世界

て結実することとなる。

された。十年に一回のアジアの政府代

人口の運命の鍵を握っている。そのア

（黒田俊夫）

I

ジアの人口会議に対するマスコミの報
道は零に等しいものであった。
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今なお世界の流れに逆行する動きもでており、心配し

対立から協調へという機運が主流となっています。

ていますが、世界の大きな流れは軍縮の方向に向かい、

人類と地球を滅ぼす

い“ということが各国政府の指導者の間に共通の理解

〃大規模な核戦争は、どちらにも勝利をもたらさな

〃核〃爆弾と〃人口〃爆口弾

として形成されつつあります。たいへん結榊なことで

造の解決で明るい展望が開けてきましたが、人口爆弾

こちらの方は依然として憂慮にたえない状態が続いて

ところで、もう一つの厄介な〃人口爆弾”ですが、

す。

はどんどんその数を増やし、肝心の人類と地球の共生

います。学者の推計では、イエス・キリストの頃の世

福田先生のご持論である核爆弾については、冷戦構

・共存関係を崩壊しようとしていますが。

ない重要性を持った爆弾です。一つは”核爆弾“であ

ながる爆弾で、われわれ人類がかつて手にしたことの

も人類の生存と地球環境そのものの決定的な破壊につ

恐ろしい爆弾を抱え込みました。この二つは、いづれ

福田ご存じの通り、人類は今世紀になって二つの強力な

世界人口は二五○億人を超えるそうです。恐ろしいこ

るのだろうか。現在の高位推計によれば二一五○年の

ネルギーは、地球環境はこれだけの人口を支えていけ

態が続けばいったいどうなるのか。地球の盗源は、エ

が百年後の一二世紀には四倍にも増える。こうした状

世紀初頭には一六億人に増える。そしてその一六億人

界人口は二億といわれ、それが一九○○年経った二○

り、今一つは急速な人口増加にともなう〃人口爆弾“

とです。

国連の中位推計によれば世界人口は二一世紀に入る

です。この二つの爆弾は、取り扱いを間違えるとまさ

に人類と地球が壊滅してしまうという恐ろしいもので

でもアジアの人口が三七億人に膨れあがるだろうとい

と実に六二億人に達するだろうといわれています。中

極地的な紛争が後を断たず、悲しい戦争が多発して

われます。これは、世界人口の六割をアジアの人口が

す。

いますが、幸いなことに東西の冷戦構造が崩れ、人類

この数字は最も可能性の高い、言わば「高すぎもせ

占めるということです。

は、その管理について明るい展望が開けつつあるのは

ず、低すぎもせず」という数字をとったものです。ア

の抱え込んでいる二つの爆弾のうちの核兵器について

歓迎すべきことです。世界の一部では軍備の増強など

＃

新春人口対談・福田越夫･元首相大いに語る

わりを持ち政治家として少しでも貢献してこれたこと

に成果をあげてきました。この非常に重要な問題に関

ＧＯなどさまざまな分野の人たちの努力によって着実

ジアの人口問題については、各国政府や国会議員、Ｎ

確実に育つ」ということを母親に理解させることがま

つまり、人口増加を抑制するためには「産んだ子供が

る乳児を上回る勢いで出生が行われるのが普通です。

は決して人口増加が止まることはありません。死亡す

が示すところによりますと、乳児死亡率が大きい所で

ず重要なのです。その結果として「必要な子供の数」

は私にとっての誇りでもあります。
しかしながらアジアの人口問題が成果をあげてきた

関するアジア議員フォーラム）設立当初に考えられて

いうわけではありません。ＡＦＰＰＤ（人口と開発に

い自分たちの老後をみてくれる人がいなくなる」とい

え方つまり、「子供は多く産んでおかないと死んでしま

現在人口増加が激しい地域というのは昔ながらの考

を理解させることが必要になります。

いた、例えばアジア地域の人口増加率を今世紀中に一

う考え方が根強く残っている地域です。このような地

といってもまだまだ不十分で、その目標を達成したと

％にまで減らすことや、乳児死亡率を半減させること

域では多くの場合、産業構造そのものも前近代的な形

女性の識字率が上がると文字の知識を通じて子供を

性の識字率を上げることです。

す。この具体的な方法としては子供を産める年齢の女

の共存を計るためには絶対に実現する必要があるので

非常に困難なことです。しかし、人類の生存と地球と

に社会の中に組み込まれた構造を変えるということは

ものとなり人間の尊厳が失われていきます。このよう

このような、地域の中では人間はますます「安い」

子供を産むという循環が拡大することになるのです。

と、いうまでもなく「貧困」がますます拡大し、ますます

わけです。このような社会の中で人口増加が行われる

すぐに役にたつ」という社会榊造が根強く残っている

のままに残っており、生まれた子供が「労働力として

は未だ達成までには道遠しというのが現状です。

生まれて来る子供が祝福

ざれ、幸せに生きる地球を
そこで、人ロ増加率を押さえ、乳児の死亡率を減少

させるための具体的な行動計画についてですが。

福田人口増加率を押さえることと、乳児の死亡率を減少

させることは一見、相矛盾するように思われるかも知
れません。しかしながら、今世紀の人口学的な諸研究
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助ける方法を学ぶことができます。乳児死亡率が下が

れば出生率が下がることはこれまでの研究でも明らか

です。また、女性が知識を学ぶことで出産に女性の判

断を入れることができ、自分で考えて出産する事がで

きるようになります。もちろん具体的には家族計画・

人口問題の知識を普及することが必要です。また、こ

の人口と開発・環境との関係を広く多くの人々に理解

して貰うことが必要になります。

この人口問題の解決に向けての努力を通じてわれわ

れは「人間の人間らしい在り方」を実現できる社会を

目指しているともいえます。人口問題に対する取り組

みが単に、人間の生存だけを願う活動では無く、人間

の「尊厳」を実現するための活動であるということを

あらゆる機会をえてＰＲすることが必要なのです。

Ⅵロｈ

環境。■資源問題は、。、、が。

、１４口ｉγ・人口間題」が原点

人ロ問題を論じる場合、その性質から、基本原則で

６

新春人ロ対談・福田辿夫･元首相大いに語る

。

ある人ロ・資源・環境の三つの要因は切っても切れな
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い関係にありますが………

近年、環境問題がクローズアップされています。昨

来年九月にエジプトのカイロで開かれる「世界人ロ

題は何かというとやはり人口です。

福田まさにその通りです。三つの要因のうち機軸的な問

年はブラジルのリオデジャネイロで国連の世界環境サ

会議（国連人ロ・開発会議）」を控え、今年はＧＣＰ

Ｉ。二

ミット（国連環境・開発会議ＩＵＮＣＥＤ）が開かれ、

ＰＤ総会、ＡＦＰＰＤ総会と人口問題にとって重要な

叱ら』：。『夕
に

地球環境の重要性に世界の目が集まりました。このこ

会譲が開かれますが………

環境破壊の最も大きな原因である人口問題に対して

口爆弾を不発に終わらせるための具体的な・効果的な

福田これらの会議では、世界人口会議を成功に導き、人

題の根源は人口問題にあるのです。

十分関心を喚起できなかった点が残念に思われてなり

提案が是非必要です。もう人口問題は議論の段階では

制限に進行していけば、持続可能な開発は勿論不可能

義・信条に基づくとしても現状のままで人口増加が無

んでおりますが、非常に残念なことです。いかなる主

り組むかということが、まさに人類の将来を決定する

いわれます。こう考えるとＰ今、いかに人口問題に取

二○五○年の世界人口に四○億もの違いが出てくると

この一両年の人口問題に対する取組いかんによって、

ありません。何を、いかに実行するかです。

になりますし、地球環境そのもの、社会そのものが極

広瀬ありがとうございました。

る者、社会で活躍している者の大切な責務です。

幸せに生きる地球を造ること、この仕事は今生きてい

ことになるのです。生まれてくる子供たちが祝福され

この理由としては、宗教的な理由や民族問題等が絡

ません。

。

とは、たいへん結構なことなのですが、この難しい問
とは、たいへん結構なことなので一

’\

めて圧迫されてしまいます。

私は、ずっと日本の政界の皆さんにも、人口問題か

らいろいろな問題が発生しており、環境問題はその最
たるものであるｌということを力説してきました。私
は人口問題は〃爆弾〃だと申しておりますが、これが
本当の爆弾なのです。
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インド

そ■の大いなる国で散見

した■開口発口■■ｐ■人権・環境
の諸間口題・一口一口は■いがにある

｜｜ロ

べきかｏ今、原点を問う

問曰イント三崇印

松参議院議員を団長に、衆参議員七人、

事務局四人の計十一人の構成で無事、

が突然、参加できなくなるハプニング

長を予定していた中山太郎衆議院議員

えるインドと決まった。出発直前、団

の海外視察は、世界第二位の人口を抱

国際人口問題議員懇談会の平成四年

ドは様々なイメージを私達に呼び起こ

大国ｌ歴史の中で息づいてきたイン

赤道直下のしゃく熱の地に続く広大な

ガンジスの流れ、白亜のヒマラヤから

大地、すべてのけがれを落とすという

釈迦が生老病死を考え抜いた悠久の

成田を出発した。

はあったものの、十月十八日、高桑栄

インド

人の力が支える

刻昨役人邪

〃Qim

８

国際人ロ問題インド視察印象配

〔写真・右〕活気に満ちたクロ
フォード・マーケット（ボン
ベイ）

す。しかし、その大国が八億九千万人
大国が八億九千万人

クロフォード・マーケットには、マ

に加え毎年一千万人以上増え続ける人
人以上増え続ける人ンゴ、パパイヤ、釈迦頭（シュガーア

の渦の中であえぎ、貧困やスラム化と
、貧困やスラム化とシプル）など種々の果物類、カリフラ
いった社会的問題と、それに伴う開発
と、それに伴う開発ワー、ナス、キャベツ、豆類、香辛料
うかは別として、まさにモノがあふれ

や環境破壊などの深刻な問題を生み出
深刻な問題を生み出などの野菜類、庶民の口まで届くかど
している。

私たちがインドで肢初に足を踏み入
で肢初に足を踏み入ていた・小売り部門では、果物が食欲
れたのは、インド鮫大の都市となった
鮫大の都市となったをさそうようにカゴなどにきれいに艦

港町のボンベイだった。肌寒い秋の日
った。肌寒い秋の日りつけられ、山械みきれた野菜は分銅
裏に回ると卸売り部門。各地から運ば

本から降り立つと、南国特有のムッと
、南国特有のムッとを使った計りで次々に売られていく。
汗がにじんだ。
した熱気、自然と汗がにじんだ。

視察のスタートはボンベイ市内の最
はボンベイ市内の最れた野菜や果物が山のように野積みさ

商品を満載したカゴを頭の上に乗せた

大の青果市場、クロフォード・マーケ
ロフォード・マーヶれ、通路と売り場の区別ができない。

ット。どこの国でも市場をのぞけば、
ｊロ市場をのぞけば、

モノが豊かなのか、人々に活気がある
、人々に活気がある男たちが絶え間なく動き回り、所々で

科研本岸ピ７コシ上、Ｌ

ギーが満ちあふれていた。

き飛ばされそうなエネル

大な救地には、この単純な洗い場が何

たきつけて洗う。百メ１トル四方の巨

ボンベイの洗濯場

夘律情県月ア同バレの委平員
ろ法合党３ジ、、マば会く委

ドービーガートという

百カ所もあり、洗瀧物をたたきつける

学報副湾ラ年ン一本員１．

払価庭艮３サ訪夕蜆ｒ委－執

洗耀市場にも立ち寄った。

音が響き、たたきつける人、すすぎを

Ⅶ創木次成、を、参密算選央
ば・・局平ンンム月著決当中

土大総、年ウ問イ院こ員回行

市内全域から洗漉物が何

にれ老年・ラダナ２．，．党

ルのものと思われるタオルが何十枚も

る。干し場が足りずに、歩道上にホテ

する人、干す人、とにかく人があふれ

とっていると、大声でどなられ、はじ

のか、その国の、その都市の暮らしぶ
その都市の暮らしぶ商談の激しい声、立ち止まって写真を

Z．

十万枚とここに集められ

郎鐘繩鏑墨口斗卦悴鋤寧麺鱗
大県聞在副ら、、成仁会会会
健銅識邇鑪麺力か泙輌率懸率

る。洗濯の手法は極めて
轆》犀搾蕊藷一群認》》繩轆
●昭卒究部戦ァ月クァ現国公・単純で、石に汚れ物をた

,

える。
り、生活がうかがえる。

`製

乳

市場だけではない。道路には車が行

はなく、人々の精神構造の変化にも波

か。人口問題はたんに社会問題だけで

インドの助け合う精神が生き続けるの

題となりかねない。

けている。これもまた将来は深刻な課

っており、男性社会であることを裏付

並べられていたのにはまいったが。
きかっているが、その車をぬうように
及しかねない。

汽車を使ってアグラにも足を延ばした。

リーヘ、また、シャタディ特急という

視察はボンベイから空路、ニューデ

大きな荷台をつけた手押しの”リヤカ
ー“がゆったりと進む。スラム街では
日本では見かけなくなった足踏みミシ

いないという背景はある。しかし、こ

に欠かせない電力が十分に供給されて

イフの研磨機も足踏みだった。近代化

性以上に女性の方々が活躍している。

々な分野の人々、政府関係者には、男

たちが出会った人口問題に取り組む様

ルなサリーをまとった女性たちだ。私

インドで目をひくのはやはりカラフ

茶と舌の上でとけていくクッキーのお

ーが届いた。砂糖をいっぱいいれた紅

慮で部屋にモーニングティーとクッキ

の出発が未明、午前五時に事務局の配

一日ダウンした。その翌日、アグラヘ

強烈な下痢に見舞われ、何も食べずに

私はインドの水が体に合わずに途中、

の国は人の〃力〃で支えられている。

いわばトップレベルでは女性の姿を見

いしかったこと、インド訪問中、肢も

男の子は”金の腕輪“
女の子は”鉄の足輪“

のスラム化が進みながら、街角で何も

るのに、市場や店、小さな工場など現

思い出に残る食事となった。

ンが活躍している。街角でみかけたナ

せず、ただたむろしている失業者がほ

場になると働き手に女性の姿は数少な

で徐々にではあるが洗濯機が普及し、

合い、助け合っている感を深くした。

で生きている。わずかな仕事でも分け

いる。貧困であっても自分たちの”力〃

りつけるにしても、何かをして動いて

ない」という偏見は今も根強く、実際

手だ。「働き手は男で、女は役に立た

は男の子の誕生が喜ばれ、お祝いも派

で極端かどうかは別として、インドで

輪だ」とある人が話していた。そこま

ってお祝いするが、女の子では鉄の足

「男の子が生まれると金の腕輪を贈

みについて英語で見事なスピーチを行

は高桑団長が人口問題と日本の取り組

も参加、総会のあとのレセプションで

家族計画連盟（ＩＰＰＦ）世界総会に

イ・ダラヴィ地区の視察、また、国際

が住むアジア最大のスラム街、ボンベ

ＰＡＩ）の方々との意見交換、百万人

ェクトの視察、インド家族計画協会（Ｆ

これだけの人口を抱えながら、都市

とんど見られない。ものごいをするに

いＣ

仕事量が年々減ってきている。電化と

に出生も、男子が女子に比べて多く、

い、場内から大きな拍手が湧いた。

各地で、家族計画・母子保健プロジ

しても、粗悪なおみやげを観光客に売

いうか近代化が進めば進むほど、はじ

人口比率の男女差も年々、男が高くな

しかし、洗濯市場でも、家庭や企業

き出される人々が増える。その時も、

ＪＯ

庭に変わるというイラスト。家族計画

を識字率の低い農村でも理解してもら

返していた。男女どちらも受け付けて

人や手術を待っている人などでごった

門施設を訪れると、避妊相談を受ける

の手術もできる専門の施設もある。専

ロジェクトを持ち小規模ながらも避妊

る。各州、各都市ごとに家族計画のプ

最も早く家族計画に取り組んだ国であ

インドは人口が急増する国々の中で、

画を推進しようとした政治家が失脚し

の弾圧との見方もあるという。家族計

るイスラム教徒には家族計画は少数派

”対立“する宗教があり、少数派であ

ではイスラム教とヒンドゥー教という

という考え方が根強い。また、インド

活の安定のためにも子供を多く待とう

な労働力であり、自分たちの老後、生

しかし、農村では今も、子供が貴重

おうという狙いだ。

いるが実際に来ていたのは女性だけで、

たこともあり、政府そのものが取り組

家族計画の背後に
宗教問題のカベ

こうした問題が女性の負担だけを強い

みに慎重なことも、人口問題への対応

こうした中、自ら資金も提供し人口

ている現状が浮き彫りになっている。

口が一千万人を超えるのに対して例え

問題に積極的に挑み、インド最大の財

の難しさにつながっている。

ば年間の手術件数は数千から数百のレ

閥を率いるＪ・Ｒ・Ｄ・ダダ氏と意見

また、混雑しているわりには、背後人

ベルにとどまり、予定件数より大きく

を交換した。インドの故ネール首相や

ダダ氏は「毎年一千万人以上もの人口

下回り、思うような実績が上がってい

アグラの専門施設に一枚のポスター

が増え続けるインドの人口問題は世界

都小平氏とも親交があるという老齢の
があった。子供が多い家庭は家も古び

にとって大きな社会問題であるととも

ない。

たまま、着るものも粗末で表情も暗く

に、インドの経済に深刻な打撃を与え

ている。私は人口と経済の関連に四十

描かれ、子供が少なければ経済的にも
豊かになり家も着物も新しく明るい家

Ｊ１

閏－★Ｆ

削餌閲

鰻

００

『■■■舐

労捉理罫

L■~=へ

、
Ⅱ‐‐ＬＬ昨ＩＰ外

己▼ｐ

７斗｛瞬淫Ⅲ▽』’ぜⅡ

■

団長高桑栄松（参・公明）

厨Ⅱ団長水田稔（衆・社会）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

谷津義男（衆・自民）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

満水嘉与子（参・自民）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

堂本暁子（参・社会）

〈ＪＰＦＰ事務局長補佐＞

木庭健太郎（参・Ｚｒ明）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

池田論（参・連合）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

〈ＪＰＦＰ幹事＞

題かを理解してもらうにも、そのベー

しても、人口問題がどれだけ重要な問

自立した一個の人間としてとらえるに

るにしても、子供を労働力だけでなく

まさに至言である。家族計画を普及す

るには教育しかない」と言い切った。

大事だが、人口問題を抜本的に解決す

ダダ氏は「家族計画などの対応策も

率直に語った。

られず絶望しかかったこともある」と

年前から取り組んでいるが、理解を得

国会課員

スになる基礎知識が不可欠である。

安藤博文

桜井久美子

常務理事

肋アジア人ロ・開発協会

プロクーラムオフイサー

報局長
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石井澄江
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⑰アジア人ロ・開発協会

きた。我が国は人権を考慮、先住民の

生活の権利が奪われると反対運動が起

その人々の多くが森林に住む先住民で、

百四十五力村、約十万人にもおよび、

進められていたが、水没する地域が二

（政府開発援助）が資金を出し建設が

このダムは、世界銀行と日本のＯＤＡ

のサルダル・サロバルダムを視察した。

ら離れてインド中部にあるナルマダ川

インド視察の最後に、私は視察団か

水没するサルダル・サロバルダムで
発展と幸せの関連を想う
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国際人ロ問題インド視察印象記

〔写真・右〕夕夕前会長を
訪れて（ボンベイ）

移住が進んでいないとして現在、融資

ダムを視察するとともに反対して移

とを停止している。

民
住

騨住を拒否している先住民が住む村にも
宛却いった・川のほとりに建つ彼らの家は
帳仲丸太を組み合わせ竹ぶきの手づくり・

》》家の中の陽あたりのいい場所は彼らに
・すとって〃宝物”である牛が占領してい

團鵡る・放牧と畑作が彼らの生活の糧だ。

い。政府は移住地に移れば二ヘクター

てきた。別の場所で暮らせるはずもな

「我々はここで生まれ、ここで生活し

の使命だ」と強調する。

生活を大幅に向上させることも、我々

ることで原始的生活からインド国民の

いま、ダム建設が進む、インド政府

ただ、自給自足のこれまでの生活か

村までの往復は、上半身、裸の先住

は日本に対し融資再開を再三、要請し

ルの土地をくれるというが、それだけ

民の古老が先導役をしてくれた。途中、

ている。日本の融資なしではダムの機

らの急激な変化に絶えられず村へ一民っ

ナルマダ川の支流を裸足で渡ることに

能は半減するため、日本側は対応に苦

では何の補償にもならない」と移住へ

なった。古老は川の中の浅瀬を瞬時に

慮している。融資を再開すれば建設は

た人もいるという。

見つけあっという間に渡る。こちらは

一気に進む。しかし、それが先住民の

の不安、不満を訴えた。

深みにはまり腰まで水につかる。小高

人権や生活する環境を奪ってしまう恐

「開発と人権・環境はどうあるべき

い丘も越えた。道がまったくない林を

「ちゃんと道はある」と裸足でさっそ

か」「発展と人々の幸せはどう関連す

れも強いからだ。

うと歩く。彼らが自然とともに生きて

るか」ｌダム建議現場を離れるとき

抜ける。不安に思うと、古老は笑って

きたことを実感した。

で水をくみに行く必要もない。移住し

電気も学校もある。井戸も掘られ川ま

になり、健康面から牛舎も別棟になり、

である「デワリ」の最中にもかかわら

ら歓迎して頂き、インド最大のお祭り

どインド関係者の皆様が各地で真心か

最後に、今回の視察ではＦＰＡＩな

さまざまな思いがよぎった。

た先住民の人々は「満足している」と

ず、視察のために様々の配慮をしてく

移住地にもいった。家はトタン張り

口をそろえる。移住を担当する政府関

ださったことに感謝の意を表して筆を

置きたい。

係者は「もちろんダム建設のために移
住をお願いしている。しかし、移住す

1３

業。田の代掻き。〔写真・下〕機械化

〔写真・上〕馬力に頼っていた昔の農
された今の田植え風景。

次第に高まっていく（ 人口高齢化の進

》老年人「｜｜」辨折
める老年人口（六五歳
以上）の割合が

高齢化社会というの は、全人口に占

ると、日本の人口高齢化には地域性が

齢化の進展状況を都道府県別に検討す

四五年ということになる。この人口高

日本が高齢化社会になったのは、昭和

である。この考え方に従うとすれば、

齢化社会のはじまりとするのが一般的

の者が居住している世帯）の「核家族

成長以降、「高年齢者世帯」（六五歳以上

である家族・世帯をみると、青同度経済

また、この老年人口の生活の根拠地

できる。

緩慢であるという特徴を見出すことが

しいが、都市的な諸県ではその進展が

■はじめに

聴与シと音
ことであり、そ
展を意味する）社会の

あり、農村的な諸県ではその進展が箸

趣

の割ムロか七％
ことをもって高
の割合が七％に達した

〃

粥

宮

ご

J４

高齢化社会におけるムラの人口・家族誌

存在しており、農村的な諸県ではその

が、この核家族化の進展にも地域性が

相対的増加）も進展している。ところ

に扶養・介護するかは高齢化社会にお

変動によって増大した老年人口をいか

によって生じたものであり、この人口

というのは、高齢化社会は人口変動

「民族誌は個々の民族文化の記述であ

ければならない」としている。つまり、

語義上からもそれが妥当であるとしな

なっているが、グラフィーとロギーの

なす相違があるのだとする学者が多く

究の中で、特殊的記述と一般的説明を

進展が緩慢であるが、都市的な諸県で

ける課題の一つであると同時に、この

る。民族学は一般的説明である。しか

にしてみたい。

はその進展が著しいという特徴がみら

老親扶養・介護のあり方は家族の動向

し勿論一般的説明と言っても単に演縄

化二「核家族世帯」＋「単独世帯」の

れる。

と深くかかわっているからである。

を対象にして高齢化社会における問題

村を「村」、自然村を「ムラ」とした）

い西南のムラ（農村社会学者は、行政

高齢化の進展と核家族化の進展が著し

族化の進展は緩慢な東北のムラと人口

は、人口高齢化の進展は著しいが核家

ノグラフを蓄祇することが課題解決の

はこの問題を先取りしているムラのモ

解決する学問が未成熟な段階において

会にかかわる課題を総合的・体系的に

う視角から接近する意図は、高齢化社

をムラを対象にして人口・家族誌とい

また、高齢化社会における問題状況

よって民族調査の方法が更新され、民

一方では民族学理論が発達することに

あって民族学が生まれるのであるが、

の資料である。かくて、まず民族誌が

る」。したがって、「民族誠一）そは民族学

て、一般的なものを求めて行くのであ

民族誌を基礎にしつつ比較研究によっ

的説明をなすのではないのであって、

このような状況をふまえて、ここで

状況の一端を人口と家族とに焦点をあ

糸口を指し示すことになると考えたか
1943年東京に生れる。1972年東洋大学大
学院社会学研究科修了・前厚生省人口
問題研究所人ロ動向部部長。現在、流通
経済大学社会学部教授。
〔主な著密〕ア人口と家族の社会学』(屈笹
房、1986年)1．高齢化社会と家族栂造の地
域性｣(時潮社、1992年）

東北のムラ、西南のムラの総論部分に

なお、小脇は、次稲以降で紹介する

ては禁物であって、特定の民族文化の

民族誌に現はれることは民族誌に取っ

しかし特殊の民族学理論が生のままで

５

てて人口社会学的な視角から浮き彫り

族誌の記述がより完全なものとなる。

あたるものである。

客観的ふくみのある記述が氏族誌の要

件である」と述べている。

このことは、人口誌と人口学（人口

一、人ロ・家族誌的研究の意義
文化人類学者棚瀬襄爾は民族誌と民

社会学「家族誌と家族学（家族社会学）

との関係についてもそのまま妥当する

族学との関係について「近来では民族
誌と民族学の関係を同じ民族文化の研

'５

らにほかならない。

●清水浩昭《しみず.ひろあき＞

こだわっているのは、かかる過程を経

といえよう。私が、このようなことに

指す。領域は広狭さまざまに分類でき

は一定の領域内に生存する人間の数を

シ」い、Ｚｒぞ７．

解決する実践的な学問とはなり得ない

の社会に固有な問題を発見し、それを

て確立した学問でない限り、それぞれ

意味で、人口は人間の抽象的集団であ

共存として抽象した概念である。この

属し、具体的に社会生活を営む人間を

会集団ではない。いくたの社会集団に

いう。ここにいう集団は、必ずしも社

＆の、の３－丙の【目、とは人間の集団を

ロ○℃巨一呉曰。Ｐ一四つ。□巳山口。ごすこ日日ロの．

としているし、舘稔も「人口百日目

るが、基本的なのは国のそれである」

「人口学が発達して、ついに完成の域

研究方法をＪｂ説明することになる」とし、

性格が明らかになり、同時に人口学の

を明らかにすることによって人口学の

人口のどの側面を研究するのか、それ

の実体を説明したことにはならない。

究対象とすると言っただけでは人口学

備えた存在であるから、ただ人口を研

が、「人口はきわめて多面的な性格を

「人口を研究対象とする学問である」

つぎに、人口学について岡崎陽一は

つぎに、このような学問観を前提に

る。また、人口は直ちに統計集団でも

に達したときには、人口の総合的研究

８

して高齢化社会の問題を人口社会学的

ない。それは統計集団以前の集団であ

としての人口学が確立されたことにな

ｌ人口社会学的接近方法

二、分析の視角

と考えているからである。

『Ｊ

な視角から接近する意図を明らかにし

る」と述べている。しかし、関清秀は

る。しかし、現段階において人口学は

ここでは、高齢化社会の問題状況に

教育程度、職業、宗教、健康状態等、

齢、家庭内の地位、婚姻関係、居住地、

実態を特定の限定された視点から個別

人口学は、人口という多面的で複雑な

まだそこまで発達していない。現在の

脳

ておきたい。

「人口は個々の人を、例えば、性、年

接近する際に人口社会学的分析方法が

その属性別に構成した統計的操作集団

をめぐってｌ

どのような可能性を有しているかを日

専門的に研究しつつある段階」にある。

学は、大別して、形式人口学（命○口目一

「そういう未完成な学問としての人口

であって、個々人の間に直接的な人間
関係は存在しない」としている。

則

本における人口学の研究状況と課題を
ふまえて検討してみたい。

とすれば、人口とは、一定の領域内

二の曰。、日Ｃご）と実体人口学（の号の曰昌ぐの

０

に居住する人間の集団であるが、直接

９のロ】○四口ロ亘）に分けることが出来る」

Ⅲ日本における人ロ学の研究状況

的人間関係のない統計的操作集団（人

とし、形式人口学は「人口の大きさ、
かんけい

しんかんかけい

口学的集団）であって、直接的な人間

地域分布および構造（男女、年齢、配

と課題

まず、人口学の研究対象である人口

関係が存在する社〈五学的集団ではない

上人か人

についてみると、寺尾琢磨は司人口と

'６
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学問である。要するに、形式人口学の

の出生率、死亡率、移動率を研究する

るとともに、変化の原因であるところ

偶関係など）とそれらの変化を研究す

の研究が展開されていることになる。

口学、民俗・民族人口学（人口人類学）

学）、社会人口学（人口社会学『歴史人

の一分野である経済人口学（人口経済

学の構築をめざしながら、実体人口学

と社会学における人間集団のとらえ方

明確になってきたので、つぎに人口学

て

口学はその部分品として、たとえば経

になる。しかし、現段階では、実体人

の一つの実体人口学が構築されること

た暁には人口に関する総合科学として

ともあれ、「将来、人口学が完成され

数をも研究対象に含め、それら相互間

直接、間接に関連を有するその他の変

数のみの研究に止まらず、人口変数と

るにある」が、実体人口学は「人口変

その問題を解決する実践的な学問とは

在する社会的な問題を浮き彫りにし、

おける人口学的集団の構造とそこに内

まることになろう。とすれば、日本に

の実態と乖離した抽象的な研究にとど

展開されているとすれば、社会・経済

社会・経済構造を無視ないし軽視して

か。しかも、もし、この分析が日本の

がおかれているのが現状ではなかろう

も、むしろ形式人口学的な分析に力点

しての実体人口学の構築をめざすより

状況を仔細に検討すると、総合科学と

しかし、日本における人口学の研究

間接的な相互作用的かかわりあい」の

人との間に取り結ばれる直接的または

り、一」一」でいう人間関係とは「〃人と

その結果に関する科学〃」の｝）とであ

端的にいえば、社〈云学は、〃人間関係と

の結果〃のことである。したがって、

象とする『社〈工』とは、〃人間関係とそ

する学問である」が、「社会学が研究対

関清秀は「社会学とは『社会』を研究

で社会学とは何かについてみてみよう。

義について触れておきたい。

もに、人口社会学的接近方法のもつ意

と分析方法の差異を明らかにするとと

人口学における人口社会学の位置が

人ロ社会学的接近方法をめぐっ

特徴は人口変数（。①Ｂ○四愚巨Ｏ菌『一四ゴーの⑪）

済学的人口学、あるいは社会学的人口

なり得ないといえるのではなかろうか。

ことである。また、「砥献灘僻は、もと

に研究対象を限定して分析を行うとこ

学のように、主として既成の学問ｌ

このような人口学観に基づいて、つ

もと動態的、流動的な性質のもので

則

経済学、社会学などｌに強く依存し、

ぎに総合科学の一分野を形成している

短時間あるいは短期間で消滅するもの

いる。

Ｉ

剛

印

じ人か人かん的い

じ人か人か入けい

上人か人か入けい

要に応じて凝縮、結節、固定し、構造

卿

とすれば、日本における人口学の研

化され、組織され、制度となって永続

別

の関係を研究する学問である」として

０

その立場から人口を研究するという仕

人口社会学的分析方法について検討を

もあるが、中には持続している間に必

人口学については、前述してきたの

事を積み重ねつつある状態である」と

加えることにしよう。

的

述べている。

究状況は、総合科学としての実体人口

1７

(2)

図１人口現象（人ロシステム）

内容をもって『結実』する。この結実

のように、雌傲勵榊は多様なかたちと

度や構造化には程度や段階がある。こ

このシステムは他の経済、社会、自然

態の相互関連システムと考えられるが、

よれば「人口現象は人口静態と人口動

のような学問なのだろうか。阿藤誠に

それでは、人口社会学とは、一体ど

えず、人の生き死にだけで生ずる人口

象とされることが多い。人口移動を考

連した結婚、離婚なども人口研究の対

目、国威目の一一一つであるが、出生に関

の基本は出生宮『ｇ死亡・の囚冒移動

は人口動態と呼ばれる。人口動態事象

ている事象のぐの。扇は人口過程あるい

の中で、現代社会において最も重要な

環境とも密接に関係する。そのうち人

の増減は自然増加量目且曰口の煙印のと

ができよう。

機能を演じているものが二つある。集

口と社会の相互関係を扱う学問は人口

呼ばれる。それに対して、ある地域へ

するものも生ずる。そして、その凝縮

団と文化とである。…・・・『人間関係の

社会学または社会人口学と呼ばれ、…

の転入（あるいは移入）、またある地域

社会システム

E露W蕊？Ｗ了’

大学教材)､放送大学教育振興会､1985年を参考にして 乍成。

２

j雲焉壽W三雲Ｉ

|三雲票＃二霊季

とである」と述べている。

図３人ロシステムと社会システムとの関連
（具体例）

じんかんかんⅢい

結果』とは、この”集団と文化“のこ

…人口社会学は人口が社会現象に及ぼ

からの転出（あるいは移出）によって生

社会システム
人ロシステム

Ⅱ

とすれば、社会学とはＰ特定の社会

す影響と人口現象の社会的要因とに関

社会システム(家族櫛追）

人口システム(人口橘造）

社会システムと

人口システムと

口社会学とは、

いったん成立した人口の規模と構造は

口の規模、構造を決定するが、反面、

である」。一一うして「人口動態事象は人

あるいは人口成長ロ８Ｅ一目。。、『○三ｓ

増加の和が人口増加ｂＣＥ－昌目ヨ。『の四の①

の相互関係を研

人口動態に影響を与えるという意味で、

２

Ｋ

究する学問であ

剛

人口システムはフィードバック・ルー

プをもつ」ことになるとされている（

みると「人口を

ステムについて

ムであり、この人口システムを研究対

相互関係を体系化したのが人口システ

とすれば、人口事象（人口変数）の

図１参照）。

不断に変化させ

に、この人口シ

そこで、つぎ

るといえよう。

とすれば、人

血

Ⅱ文化集団のなかで織りなされている

図２人ロシステムと社会システム

旨、『の勝のと呼ばれる。自然増加と社会

ずる人口の増減は社会増加、。、巨

ｳﾞ|￣函Z扉7;両干司

する研究を総称したものと一一一口える。」と

農村から都市への人【】

人間関係ないしは人間の社会的行為の

移動の激化
弓)l移動の激化｜

している。
阿蝋llR､｢人口と社会J､甲111和術ほか隅Ｊ社会調在｣ 放送
注

人ロシステム

意味を解明する学問であるということ

(出所）阿藤誠､｢人口と社会｣､甲田和術ほか編、
『社会調盗｣(放送大学教材)､放送大学教育振
興会､1985年､32ページ。
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人ロ学的集団と社会学的集団
図４

Ｉ・・Ｉ､、ロ、

ロ’｡.：.．

、□J~･も￣ｑ

．,.．Ａ、.．､．
八○

０Ｊ０RＤ
CU~P■

｡..』.･・J
ら．■-Ｐ0

Ｇ○ＣＤ

ＩＢ(:;…;一二>>、！
Ｃ

１，．.）A7,.0.ノ

このような認識に基づいて、高齢化

会学的な視角からの研究に意義がある

現象があることはいうまでもなく、明

社会における人口システムと社会シス

基礎にもたなければならないからであ

ところが、人口社会学は、人口シス

白な事実である。一定の地域なり、一

テムの地域性を検討することにしたい。

象にして分析を行う分野が形式人口学

テムと社会システムとの相互関係を研

定の社会関係のなかに、ある数の人間

と考えているからである。

究する学問（実体人口学）である。こ

がいるという事実の上にすべての社会

る。すべての社会的現象の基礎に人口

の相互関係とその具体例とを図示する

的現象は成立し、その数量的な在り方、

であるということもできよう。

と、つぎのようになる（図２および図

その構造は、その上に成立する社会的

事実に一定の性格、傾向を与え、これ

齢化社会の到来を結果した人口構造、

｜｜「人口システムの地域性

３参照）。
それでは、高齢化社会の問題に接近

に影響」するとともに、その社会、文

とりわけ年齢構造（人口高齢化）の地

ところが、従来の研究は、人口シス

システムの変動メカニズムについて、

｝）こでは、人口システムのなかで高

するのに、何故に人口社会学的な研究

化の構造が「また逆に人口現象に影響

域性の問題を中心にして考察を進めて

テムと社会システムとを個別に研究す

つぎのように述べている。黒田によれ

１

が意味をもつことになるのであろうか。

する」ことになるとしている（図４お

みたい。

ることに力点がおかれており、人口シ

ば、昭和三○年代後半に惹起した「高

蝋

富田富士雄によれば、「人口は社会の

よび図５参照）。

ステムと社会システムとの相互関係に

度経済成長」に伴って農村から都市へ

最も基礎的な事実であり、したがって
社会を全体的に捉えるためには、人口

ついては、必ずしも充分な研究が展開

の労働移動が生ずることになった。こ

,..Ｃ、.．。
●.－－■｢

、し

(注)個人(jL、Ｂ、Ｃ、、）
間に人間関係が存在して

(ロー)個人(Ａ、Ｂ､Ｃ、、）

いる二とを示す
間'二人|ⅡⅢU係が存在して
いないことを示す

半面しか解明しえなかったように思わ

社会Ⅱ文化集団の構造と変動の様相の

とすれば、従来の研究においては、

生率が低下し、死亡率が上昇すること

口層であった。その結果、農村では出

中核となっていたため子供が産める人

の農村から流出した人々は、若年層が

黒田俊夫は、日本における地域人口

を無視することはできず、その研究を

されていなかったといえよう。

れる。私が、人口社会学的接近方法に

になり、自然増加率も低下し、人口構

造は高齢化することになった。一方、

こだわっているのは、このような問題
点を打破する方法の一つとして人口社

1，

人口学的集団と
社会学的集団との関係
図５

社会学的集団
人口学的集団

地域人ロ変動の模式図
図６

…-[:鯛'二jiii鯏鰯::鯛薫:”
(出所） 黒田俊夫､『日本人の寿命』(日経新書)、日本経済新聞社

増加率は上昇し、人口構造は若返ると

下することになった。その結果、自然

つまり、出生率は上昇し、死亡率は低

ことになったため農村とは逆の現象、

都市では、大量の若年層を受け入れる

ておきたい（図７参照）。

う地域性が存在していることを指摘し

よりも人口高齢化の進展が著しいとい

でも「西南日本」の方が、「東北日本」

徴がみられる。しかし、農村的な諸県

県ではその進展が顕著でないという特

族制」へと変化するのが一般的な趨勢

に伴って「直系家族制」から「夫婦家

ステム）とに大別されており、近代化

別居することが望ましいとする家族シ

婦と子供夫婦ないしは孫〔孫夫婦〕が

家族システム）と「夫婦家族制」（親夫

光吉利之は、この日本における家族

だとされている。

いう現象が生ずることになったとして
”

いる（図６参照）。
このような黒田図式を念頭において

的要素との緊張関係としてとらえるこ

変動のメカニズムを規範的要素と状況
ここでは、社会システムの構成要素

とを提示している。光吉によれば、規

四、家族システムの地域性
の一つである家族、ンスーアムをとりあげ

範的要素とは、人間の行動を拘束して

日本における人口高齢化の進展状況を

みると、一般に農村的な諸県では人口

日本における家族システムの地域性の

いる規範（文化）であり、これを日本

い」、「習慣」、「規範」の束の大勢とい

いう粋で取りまとめると、「好み」、「願

している。したがって、これを社会と

い」、「習慣」ないしは「規範」を意味

るいは個々の家族のいわば「好み」、「願

しいと考えているかという個々人、あ

ちがどのような家族で暮らすのが望ま

ここでいう家族システムとは、私た

素に則して構造化される性質をもって

いるという条件下においては規範的要

要素は、規範的要素が強制力をもって

条件によって左右されるもので、この

における人口学的条件、社会・経済的

る。一方、状況的要素とは、外部社会

規範（夫婦家族制）とになるとしてい

イエ規範「直系家族制」と夫婦家族制

の家族システムに則して類型化すると、

（親夫婦と子供夫婦ないしは孫〔孫夫

標にして日本の家族システムを類型化

この規範的要素と状況的要素とを指

いると述べている。

婦〕が同居することが望ましいとする

日本の家族システムは、「直系家族制」

うことになる。

鯛

高齢化の進展が著しいが、都市的な諾

問題に接近してみたい。

老年人ロ比率の地域差（昭和60年）
図７

1978年、156ページ。
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家族類型設定の指標

表

指標
規範的饗索と状況的要索に雄
づく家族煎型

すると、⑪イエ規範の規定力が強く、

的要素がそれに対応しえない条件をそ

③「婚姻家族Ⅱ（側「婚姻家族Ｉ」と

⑪「親子家族Ｉ」、②「親子家族、」、

これを昭和六○年の「国勢調査」結

果を用いて都道府県別に分析してみる

と、日本の家族システムは、⑪「親子

家族Ｉ」（山形県）、②「親子家族Ⅱ」（北

海道をはじめとする四四県）、③「婚姻

家族Ⅱ二該当県なし）、側「婚姻家族Ｉ」

（東京都、鹿児島県）とに区分するこ

とができる（表２参照）。

ともあれ、この結果をみると、日本

の家族システムには地域性が存在する

ことになる。

五、人ロシステムと

家族システムの地域性

このような分析結果を念頭において、

ここでは、人口システムと家族システ

ムとの相互関連を老年人口比率と後期

２Ｊ

なえているタイプ（直系家族形態であ

(資料）総務庁統計局「国勢調査」

状況的要素もそれに則して構造化され

新潟県､1nilj｣Ⅱ↓､石Ⅱ|県､福井県、
山梨県､長野１１i↓､岐阜県､静岡県、
イエ規範 愛知県､三虹Ⅱ↓､滋賀県､京都府、
大阪府､兵Ｈｉ叫(､奈良県､和歌山M(、
鳥取県､脇根ＩＩＬ､岡山県､広島県、
山口県､徳脇山(､詩Ⅱ|県､愛媛県、
高知県､福岡蝋､佐賀県､長崎県、
熊本県､大分11,!､寓崎県､iIlI麹県

呼びかえるとともに、ここでは、規範

群馬県､埼玉Ⅱ｢!『､千葉県､神奈Ⅱ1%し、

るが、夫婦家族制規範が優位なタイプ）

山形県

ているタイプ（直系家族形態をとり、

北海道､青森鰍､岩手県､宮城県．
秋田県､福臘1M:､茨城県､栃木県、

的要素として年齢別世帯帰属率を、状

夫iii}家族IiIl:規範 東京都、鹿児！(ｌＵｌＬ

側夫婦家族制規範の規定力が強く、状

(その他の親族世jlMf）

(核家族世帯）

脚

私は、光吉が提示したこの四類型を、

系家族

夫端家族

イエ規範が優位なタイプ）、②イエ規範

規範的要素と状況的要素からみた日本の家族(昭和60年）

況的要素として世帯構成を指標にして、

を占める

況的要素もそれに則して構造化されて

表２

｢その他の親族世
帯」率が50％以上

ある

の規定性は維持されているが、状況的

イエ規範の規定性が強く、
状況的要素もそれにそくし
て柵造化されているタイプ

それを具象化することにした（表１参

直系家族制

イエ規範の規定性は維持
｢その他の親族世
されているが、状況的要索
帯」率が50％未満
核家族的世滞」
がそｵしに対応しえない条件
である
生活者(｢後期老年
をそなえているタイプ
層｣)が50％未満で

いるタイプ（独立核家族形態をとり、

なえているタイプ

要素がそれに対応しえない条件をそな

核家族世帯」率

照）。

「

が50％未満である

夫婦家族制規範が優位なタイプ）とに

占める

えているタイプ（独立核家族形態であ

｢核家族世l1lIi」率
が50％を占める
｢核家族的世ｲＩｆ」
生活者(~後期老年
層一)が50％以｣二を

なるとしている。

夫婦家族制規範の規定力
は強いが、状況的要素がそ
れに対応しえない条件をそ

家族櫛成

るが、イエ規範が優位なタイプ『③夫

るタイプ

状況的要素

婦家族制規範の規定力は強いが、状況

夫婦家族制

夫婦家族制規範の規定力
が強く、状況的要素もそれ
にそくして構造化されてい

規範的娑紫

｢後期老年iFi」の
｢世帯帰属率」
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％図８老年人 ロ比率と後期老年人口の核家族的世帯帰属率(昭和60年）

ｏ鹿兄Ｉ刷りi↓

して検討してみたい。

老年層の核家族的世帯帰属率を指標に

を行った。その結果、日本社会には、

そこで、この二つの指標の組み合わせ

帯帰属率の全国値は一一一三・○％である。

富山型」１１老年人口比率は全国値を

国値を上回っている地域、②「山形・

後期老年層の核家族的世帯帰属率も全

の典型的なムラをとりあげそのムラの

児島・高知型」のなかから、それぞれ

姿を示している「山形・富山型」と「鹿

しいが核家族的世帯帰属率が対照的な

降においては、人口高齢化の進展は著

このような認識に基づいて、次稿以

はなかろうか。

策を策定する基礎的な条件となるので

論の展開が、高齢化社会に対する対応

と家族システムの地域性をふまえた議

とすれば、このような人口システム

（図８参照）。

いる地域とが共存していることになる

家族的世帯帰属率も全国値を下回って

回っていると同時に、後期老年層の核

城型「’１１老年人口比率が全国値を下

値を上回っている地域、側「宮城・茨

期老年層の核家族的世帯帰属率は全国

口比率は全国値を下回っているが、後

地域卿「東京大阪型」ｌ老年人

昭和六○年の「国勢調査」によれば、

後期老年人口の核家族的世帯帰属率（75歳以上人口
層が核家族世帯と単独世帯で生活している者の割合）
(資料）総務庁統計局「国勢調査」

上回っているが、後期老年層の核家族

(注）老年人口比率Ｊ慧苧ﾉ器×'0．

Ⅲ「鹿児島・高知型」１１老年人口比

％

日本の老年人口比率の全国値は一○・
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三％であり、後期老年層の核家族的世
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高齢化社会におけるムラの人口・家族誌

人口・家族誌を順次紹介することにした。

■むすびにかえて
柳田国男は「国民総体の幸福」にむす
びつく学問研究を展開することが「本

筋の学問」であるとし、そのためには、

机上の学問ではなく、自ら具体的な情
報や資料を収集し、その情報や資料に

基づいて現実的な政策決定をすること
、

を提案したといわれている。私は、そ
の方法の一つとしてムラの人口・家族

誌を蓄積することが柳田のいう「本筋

の学問」を構築する道に通づると考え
ている。

そこで、ここでは、日本社会に内在
する人口システムと家族システムの地

域性を念頭においてムラの人口と家族
に関する記述・分析を通じて「本筋の

学問二高齢化社会における問題解決に
向けての研究の営み）への道を歩みた

いと考えている。したがって、次稿以
降で展開するムラの人口・家族誌は、
その一階梯であることをあらかじめお
ことわりしておきたい。

⑪人口構造、家族構成および家族構造に

ｌ注

序説」、関清秀監修、『現代社会の③社会学』

専門教育出版、一九九二年、二八頁。

⑪岡崎陽一、『人口統計学』古今書院、一

社、一九六八年、一一三頁’一一四頁

⑩橋川文三、『近代日本政治の諸相』、未来

一九七九年、三九頁’四二頁

⑪ここでいう社会システムとは、複数の
人間の間で取り結ばれる相互作用の体系
のことであり、家族システムもその構成
要素の一つである。
鋤光吉利之、「家族の変化」、光吉利之ほか、
『家族社会学入門呉有斐閣新書）、有斐閣

’一五七頁

㈹富田富士雄、『前掲書」一八頁
⑰黒田俊夫、『日本人の寿命二日経新書）、
日本経済新聞社、一九七八年、’五五頁

⑪阿藤誠司人口と社会」、甲田和術ほか編、
『社会調査二放送大学教材）、放送大学教
育振興会、一九八五年、三一一頁’一一一一一一頁
卿阿藤誠、「前掲論文」、三三頁。
⑪富田富士雄弓増補版人口社会学の基
本問題』新評論、一九七七年、一七頁

八四頁。

『社会学事典』、弘文堂、一九八八年、四

九八○年、二頁。

関して日本国内に量的ないし質的差異が
存在するということを意味している。

よう。

②平成二年の「国勢調在」結果をみると、
老年人口は一四、八九四、五九五人、｜
股世帯に居住する老年人口は一四、二三
三、四一五人となっている。ということ
は、老年人口の九五・六％は家族・世帯
で日常生活を営んでいることになる。と
すれば、日本の老年人口の大多数は家族、
世帯が生活の根拠地となっているといえ

⑫岡崎陽「『前掲轡』、二頁。
⑬岡崎陽一、『前掲書』、三頁。
⑪岡崎陽「『前掲書』、三頁。
⑱岡崎陽一、『前掲書』、三頁。
⑪岡崎陽一、『前掲書』、三頁。
⑰岡崎陽一、『前掲書』、三頁’四頁。
⑱関清秀、「前掲論文」、一○頁。
⑲関清秀、「前掲論文」、一○頁
⑩関清秀、「前掲論文』一○頁。
剛関清秀、「前掲論文」、’○頁’二頁．
⑫阿藤誠、「人口社会学」見田宗介ほか編、

一一一頁’一三一一頁を参照されたい。

なお、ここでは、家族と世帯か｜ほぼ同
意義として用いたい。
③この点については、森岡清美、「老親の
扶養』森岡清美・望月糊『新しい家族社
会学（改訂版三培風館、一九八七年、一

弘文堂、一九五○年、二頁。

凹棚瀬襄爾、『文化人類学』（アテネ新書）、
⑤棚瀬褒爾、『前掲書」、二頁。
⑥棚瀬喪爾、『前掲書』、二頁’一二頁。
、この点については、住谷一彦『歴史民
族学ノート』、未来社、一九八三年、二一
二頁’二一七頁および九楠恭一、『現代国
際社会の視座ｌ臓値鶴の興亡ｌ』（丸
善ライブラリー）、丸善醤店、一九九一年
で展開されている社会科学の文化的偏向
性を参照されたい。

⑧寺尾琢磨、「序説」、高垣寅次郎・寺尾琢
磨編、『人口二らいぶらりい・しりいず）
有斐閣、’九五八年、七頁。
⑨舘稔、『人口分析の方法具形成選替）、古
今書院、一九六三年、一五頁。
ごＬかえか人

係とその結果に関する科学としての構想

Ⅷ“駕篭「社会学とは何か，Ｉ人間関
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〔写真・右下〕中国版蝋お客
棟は神棟"

■ロ

。■■■

口跡印一玉露かたエ戦厄に臣

ト、長安街に出てみれば、一週間前に

しつつも、ようやく、メインストリー

ない高層アパート群の真ん中に。吃鷲

る、一週間でも北京を留守にすると道に

った具合で、「毎日、中国は変わってい

進行中、はたまた錯雑な迂回路へとい

は影も形もなかった地下鉄工事建設が

うとしているのだろうか。北京の現地

もない。果たして、中国は何処に行こ

統的中国イメージは全く通用しそうに

心とした南部沿海地域では、旧来の伝

的な高度成長地域としての広東省を中

特に今年初以来、大きく変貌しつつあ

保守的都市とされる首都北京ですら、

界から喧伝される一方で、中国最大の

”改革・開放“政策は、まさに中国に

十一期三中全会）によって提起された

党第十一期中央委員会第三回総会（Ⅱ

そもそも、’九七八年末の中国共産

＊

素描することとしたい。

り、ましてや、国際的にも近年の例外

にある。社会主義の〃溶解“が外部世

大革命（の一一の。（力のく。｜昌冒）〃の過程

迷ってしまフノ」と改めて実感した次第。

『己

感覚を通じて、揺れ動く中国の現状を

の一一二早線》の》執描

の道路か閉鎖中。見慣れぬ表

戸。

ことほど然様に、中国は、〃静かなる

を示う京

前駐中国日本大使館研究員。現静岡県立

●菱田雅春《ひしだぼさはる〉

大学国際学部助教授。

中国・貧窮の社会主義から豊かさによる社会主蕊の強化へ

ニチュード。一九四九年一○月一日、

とって”第二の革命”と呼ぶべきマグ

国社会主義の維持のためにこそ、経済

のとは、まさに対照的に、中国は、中

される同氏自身、八九年の一三期五中

つつある。”中国の改革の総設計師〃と

代が、いまなお中国の意思決定のかな

全会で中央軍事委員会主席を辞任して

そもそも政府の公式政策文書に「パ

めとなっているところに、七八年以前

を豊かにすることが必須条件だとして、

分水嶺にほぼ二分される。すなわち、

イの拡大」なぞといった下世話な表現

の旧体質との連続性を伺うこともでき

かの毛沢東が天安門の壇上に立ち、中

それまでのほぼ三○年間が、政治主義

が挿入されることも珍しいが、中国の

る。だが、”貧窮の社会主議から社会主

以来、一切の公職から引退した筈で、

に色濃く塗り込められた時代であった

政府工作報告、その背後の中国共産党

義の自己完全化としての豊かさ〃を求

いわば経済至上主義の立場を鮮明にし

とするならば、経済こそが、力強い〃通

の正式決定文書には、しばしば登場し

める都老人によって、中国の経済社会

華人民共和国の成立を高らかに宣言し

奏底音“を奏でるのが、七八年以降、

て来る。それもそのはず「かつての（す

は、確実に、また、総設計師の当初デ

この〃無冠の帝王〃を始めとする老世

現在に至る時期といえる。事態の表層

なわち、七八年以前）”社会主義はすば

ザイン意図をやや凌駕するまでに、変

ている。

を見る限りでは、七八年を境にした、

らしいノ〃といったスローガンも、実

革されつつある。

て以来の現代中国史は、その七八年を

全く異質の二つの中国といってよい。

はのとこを、腹ペコのまま空虚に叫ん

導部からすれば、いきおい、経済建設

変“）」によるものと捉える中国の現指

西側からの「硝煙なき戦争（〃和平演

国の”溶解“の原因を、経済の失敗と

中国の最高指導者、都小平氏だからで

い」とまで喝破するのが、ほかならぬ

り、中国社会主義に生き残りの途はな

凝集力は全くなく、改革を行わない限

でいたに過ぎず、社会主義の吸引力、

とは中国とて同じ。広州市あるいは経

れる各種風俗であり、巷の趣であるこ

るのが、女性のファッションに代表さ

な変化が、最も象徴的かつ鋭敏に表れ

こうした意識形態面における根本的

とりわけ、ソ連・東欧の社会主義諸

に力を注入せざるを得ない。民衆の生

ある。

＊

活水準を如何に向上させるか、そのた

・マカオその他海外からの観光客と地

済特区の深川等の南部地域では、香港
今年初春に行った南方視察を契機に、

元の”小姐“（お嬢さん）を区別するの

一九○四年生まれのこの老革命家が、

して行くかが、最重要の政策課題。旧

八八年の経済調整政策および八九年四

めに、経済の発展テンポを如何に拡大
ソ連、東欧が、いわゆる政治改革を通

はまず不可能なまでに、化粧はあくま

でクッキリ、服装はあくまで派手目。

月の天安門事件以来、停頓気味であっ
た経済改革・対外開放が再び熱を帯び

じ、社会主義の枠組を自己放棄し、”再
資本主義化“の壮大な実験へと転じた

2５

市内

ピルラッシュの北京

遇:iilijp襲騒篭？、

i蟻Iii

論すべてが国営放送）のＣＭはシャン

お硬い筈の首都北京ですら、テレビ（勿

鏡とすれば、そこにはまさに現代中国

庶民のある種の潜在的願望を映し出す

コマーシャル・フィルムなるものが、

中には英語がベラ棒に巧い個体戸もい

街にも存在しているのが実感される。

としての英語」が、確実に、ここ秀水

にせよ驚くにはあたらない。絶対的な

プー、化粧品といった類が専らで、そ

実際、外資系企業の帽集する近代的

給与水準の低さに加えて、副業機会も

るが、彼らが元大学教師とかであった

ン風の住宅から、外車と覚しき車に移

ビルの玄関にでも立てば、キャリア・

限られ、お役人とは違い、甘い汁が吸

の近代化イメージが投影されている。

り、携帯電話で株取り引きの注文を丁

ウーマン風の中国人女性は数えるのも

こに描き出されるのは、高級マンショ

丁発止ノ・といった非伝統的中華世界。

いくつかの特大バックに中国製シル

える行政権限もないところから、大学

かたい線）の殆どを化粧品、ドレス類

クブラウスから始まってシャツ、ジー

面倒なほどで、開けば、月収（外資系

に注ぎ込んでいるとの由、中には、外

ンズ、タイ、スカート、真夏の酷暑で

教授の悲惨な生活からの脱出は決して

国人ビジネスマンとの〃結び付き“を

もダウンジャケット等あらゆる種類の

企業勤務となれば、月給は五○○～六

利用して何とか海外へという〃出国熱〃

衣類をギュウ詰めにして、旧ソ連に戻

珍しくないからである。

に浮かされた〃小姐“も少数ではない

って販売するなら、楽に学費が稼げる

○○元と国営企業勤務の両親の数倍は

ともいわれる。

操り、時には中国語とのチャンポンで

片手に、やや怪しげとも思える英語を

な面持ちで、中国側個人経営者と電卓

倒爺（－青い眼のカッギ屋）〃が、真剣

秀水街では、旧ソ連・東欧からの〃洋

にある有名なアパレル製品自由市場、

小さな食堂が、ロシア語でメニューを

ある。つい最近では、秀水街の北側の

街に言及するのも、むくなる哉の感が

示すものとして、誇らしげにこの秀水

中国の社会主義の卓越した優越性」を

指導者も、旧ソ連に比しての「今日の

留学生も多いという。しばしば中国側

とばかりに国際カッギ屋商売に精出す

値引き交渉を行う姿が頻繁。英米人が

外壁に張り出し、旧ソ連を主体とした

日本大使館も含めた大使館街の一角

喋るイングリッシュとは別に、「国際語
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出品、カラオケ風俗であった。音を採

たのが、わが日本最大の知的（７）輸

〈Ｉ庶民）“の感性にもぴったり適合し

そして、何よりも、中国の”老百姓

（巳目）の少なくとも何れかを有する

て例外的ではない。権（ｇ四コ）と銭

ップル、公費利用の接待族の姿も決し

で、優雅な食事を楽しむ若い中国人カ

ない合弁ホテル内部の高級レストラン

れわれ外国人とてもそう頻繁には行け

業のお店も）が其処彼処に点在し、わ

い個人経営の食堂（中には二四時間営

ばかりの豆電球イルミネーション眩し

日）とも云われる電力不足も何処にと

のうち停電が四日、送電日は残りの三

夜ともなれば、”停四開三“〉－－週間

ギーの噴出を象徴的に物語っている。

今の中国経済の飽くなき経済的エネル

に中国個人経営者の真骨頂であり、昨

うした小回りの利く商才こそが、まさ

”洋倒爺“目当ての商売を始めた。こ

ているか否かは全く別物）。外国製ビデ

ト大全集が実際のところ人々に歌われ

とになっている（もっとも、このベス

風俗自体が共産党のお墨付きを得たこ

ビデオが発売となっており、カラオケ

ベスト’○○」なるカラオケテープ、

公式に党推薦の「中華カラオケ大全集

密かに倶れていたものの、昨年段階で、

いった批判が浴びせられるのではとも

中国当局から、日本の文化侵略云々と

ンチ・カラオケ派を潜称する小生など、

まりのカラオケプームの浸透から、ア

利かせて自らの世界を歌い上げる。あ

つぶりに、時には、天性のリズム感を

中国の人々は文字通り、朗々と情感た

といった不愉快極まりない現象はなく、

ての職位に応じて拍手の度が違うなど

で大盛況。日本のような接待場面とし

ビデオソフトに美声を競う中国の人々

ソフトドリンクのみで、香港、台湾製

元前後からすればメチャ高であっても、

営企業労働者の平均月収およそ二○○

（一元はおよそ一一三日本円前後）と国

〃業余“、〃兼職“も含めれば実態は把

の売春婦（某中国側研究者によれば、

も目される麻薬吸引者、数十万人規模

部分のみであり、中国全土の七万人と

万人程度のサンプル調査で発見された

れているが、これは氷山の一角。数十

点では七○五人に増加）と公式発表さ

九一年末で、六一五人〈九二年三月時

したとの記事もある。エイズ感染者も、

春婦収容施設を増設、二万人余を収容

た、昨年末時点で全国一○九カ所に売

が有害かが真面目に説かれており、ま

え正式の夫婦にとっても如何にポルノ

他方、近着の社会学専門誌では、たと

ものとも思われる。

イブの家族団樂は、はるかに充実した

海部大都市の住民家庭のアフターファ

に比べ、中国の都市住民、とりわけ沿

だけのほぼ父親不在の貧しき余暇生活

もなれば、接待ゴルフかゴロゴロする

わが日本の、ほぼ毎晩残業で、週末と

用カラオケセットも好調の売筋商品。

の由で、五○○～六○○元もする家庭

人種である。

用した〃卜拉ＯＫ“なる表示を掲げた

握不可能という）の存在に加えて、近

年の社会的移動の高まり（社会流動人

オ・デッキも対中輸出に際してはカラ
オケ用端子がないと売行きに響くとか

場所は、地方都市でも溢れており、場
所によっては、入場料が四○～五○元

2７

る証左でもある。

模で復活、〃新悪“と共に蔓延しつつあ

の売春、麻薬等の”旧悪“が相当な規

国の成立と共に一掃された筈の解放前

ら否定できない。取りも直さず、新中

蔓延という最悪のシナリオの可能性す

口は六万人規模）から、一挙に全国に

冒頭掲げた〃サイレント・レポルーシ

いう分散と多元化の途を歩んでおり、

非中央化・非計画化・〃第二経済“化と

七八年以来の中国経済は、非国営化・

政にほぼ匹敵する規模に達している。

の直接コントロール外の資金量は、財

外、「予算外資金」と呼ばれる国家中央

達の六～七割は国家計画の埒外にある

いであると同時にそうした長老グルー

命家の〃資本主義恐怖症“に対する請

という郡小平の論断も、こうした老革

改革開放が資本主義的と見るのは誤り」

可能なものであり、その運用をもって、

物ではなく、社会主義においても導入

市場メカニズムとは、資本主義の独占

なく、極めて実際的なもの。「商品経済、

る概念上の街学的な”神学論争“では

＊

ョン〃の所以である。

巷の趣を見る限りでは、人々の生活

二割以下、小売のおよそ四割、生産の

別表の通り、国有セクターは、就業の

も倶れず、マクロ数値を別出すれば、

は否めない。過度の単純化との誇りを

おいては低下の一途を辿っていること

三基準で捉えた場合、何れも、中国に

有制、計画経済そして按労分配という

国とは俄には信じ難い。社会主義を公

現代世界でも数少なくなった社会主義

ソ連、東欧が姿を消した後、この国が、

裕も生まれつつある。その限りでは、

定となりかねない。その意味では、七

とは、取りも直さず、自らの生の全否

彼らの人生そのもの。社会主義の否定

とって、社会主義イデオロギーとは、

動に身を投じた文字通りの老革命家に

洗礼を受け、祖国解放のための革命運

ルクス・レーニン主義・毛沢東思想の

惨な祖国の状況を眼の当りにして、マ

きる。すなわち、多感な青春期に、悲

つの領域にしか存在しないとも極論で

老世代の懐旧心理と既得権益という二

あって、社会主義イデオロギーとは、

ント・レボルーションの進展は、時間

だとするならば、より一層のサイレ

る。

頂点に、老革命家、長老が君臨してい

デオロギーという粉飾が施され、その

こうした既得権益のネットワークにイ

益保護に外ならない。中国の場合には、

は、彼らにとっては、まさに自らの権

権益層であり、イデオロギーの堅持と

る各部門、各地方の特権階級層、既得

会主義的社会体系の中にいわば寄生す

これに密接に関連するのが、既存の社

進に遼巡する中堅層への説得でもある。

プの反応を倶れるあまり改革開放の推

ようやく半分を占めるのみである。価

八年以来、事ある毎に常に問題とされ

の要素、そして分配の問題に帰着でき

従って、単純化を続ければ、中国に

格決定でも、工業生産財出荷では三七・

てきた市場メカニズムの導入による改

る。不老不死は永遠の夢として、時は、

は豊かになり、生活を楽しむという余

○％、消費財小売に至っては七割が市

革開放政策に対する性格規定は、単を

ノーメングラツーラ

場調節によるもので、企業の原材料調
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小権限を放榔し、郷鎮企業の大利益へ

層幹部と呼ばれる層は、既に、従来の

決の方向は得られる筈。事実、農村基

たな権益を分配することで原理的な解

々とする層に対しては、より大きな新

長老達の味方ではない。既得権益に窮

市井の民と同様に金儲けに走りだすと

の任にある当の行政機構そのものが、

つのは政府官僚機構であり、意思決定

いっても、知識、経験を最も豊富に持

経済〃メロディーが響いている。何と

融タレ流しと、どこかで聞いた”泡沫

背後にあるノンバンクを中心とした金

不動産ブーム、株式ブームそしてその

あろうか。とどまるところを知らない

を企図したものと見るのは窃ち過ぎで

でのより大きな新たな分配構造の創出

振興が謡われているのも、上述の関連

昨今、官の民営化、ニュービジネスの

と転身を図っている。その意味では、

策対立が相当深刻とも思われる。秋に

長をより重視するグループとの間の政

均衡を重視するグループと高度経済成

上に、経済政策をめぐっては、マクロ

守派ＶＳ改革派といった旧来の図式以

傾向が顕在化しつつある点である。保

られて、中国経済の宿弊としての過熱

建設の加速化”にすり替え、ねじ曲げ

という勧めが、いつの間にやら〃経済

の南方講話以来、〃改革開放の加速化〃

面最大の問題と思われるのは、都小平

だからである。更に、短期的には、当

を本来の形で定着させることは不可能

制度の導入のみでは、市場メカニズム

の精神等の精神基盤なくして、単なる

５．１

7６．３

1990

１８．２

６．３

７４．０

小売総額

1９９０３９．３

3１．９

2８．８

国家財政歳入

1978

8６．８

1３．２

1987

7１．４

2８．６

1990

7０

3０

りも、｜獲千金を狙うという国民心理、

ただ、黙々と額に汗して働くことよ

守派とは、自らは何らの代案も持ち得

決定されることになろう。いわゆる保

守派攻勢の上で、今後の中国の運命が

バブル

するならば、今後はインサイダー利益

も開催が予定されている第一四回党大

１

を如何にコントロールしつつ、経済シ

会を前に、過熱・インフレ傾向がより

２０

ステム全般の効率化、最適化への転換

露となれば、その際には、いわゆる保

すべてをカネに一元化してしまう唯

ぬため、それこそ中国にとって最も不

時に、執筆されたものである）

（本稿は、筆者が平成四年八月北京在中

幸なコース選択となろう。

〃銭“一神教的世界観が、当初の政策
意図を遙かに超えて、相当規模で浸透
しつつある点は、大いに懸念される。

勤勉を中核とする労働倫理、機会平等

Z,

を図って行くかに懸かっている。

1８．６

１．５
1978

就業

９．８

3５．７

工業総生産額１９９０５４．５

(構成比， ％）

別表所有制主体別動向
項目

年次全人民所有集団所有その他
ＧＮＰ

1978

5６

4２
1990

４０

５０

郷鎮企業

表１わが国の老年人口比率､平均齢､合計特殊出生率､死亡率の推移
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[c]合計特Iilt出生率

男一女一 計 男一女
呈匿時

§２！：
出生時(0歳)の平均余

[B］

命[彌寿鋼(歳）

[E]死亡率(人口千吋） 計

･建国府就計 局・総翻ff
い二［B。Iま、内閣統計局・鑓府就綱・総翻了疏31局「ＥＭ
[C〕は、厚生省「完全生命麦､Iil粉生命没」よルなお、＊l）

【資料】

70）

(1950）

(1930）
(1920）

より
1坪～大正l4
iII27(1952)年
')‘

算出。

高勝重揖氏の

[E］は､厚生省〕r人口動態瀞Ｉ.｣より。

(1925)年、＊2)大正15(1926)年～昭im5il93(1)年､＊3）昭測25（
[､］は､人口問題lif究所r人口間町研究(185号)｣、「人口暁;fin
なお、＊4)は｢厚生の指標｣(1990年jii37巻輔11号､pp4)､人口

のは、第二次ベビーブーム前期の人々

が結婚する年齢に達し、子どもを産む

人々の全体の割合が高くなったことが

ら、戦前から今日の合計特殊出生率（粗

再生産率とも言う。一人の女性が、一

をみても明らかなように、平成三年の

合計特殊出生率は、一・五一一一（平成二

年の一・五四）と一貫して減少を続け

ている。それは、わが国人口の自然増

加が望める水準の二・○一を大幅に下

回っており「今後も大幅な人口増は望

平成三年の人口数は昭和四一年の「丙

ーム（年間二百万人）以降漸減を続け、

は、昭和四八年前後の第二次ベビーブ

生数が増加へと転じた。戦後の出生数

一、六○一人増となり一八年ぶりに出

生数は約一二二万一一一千人、前年対比で

月六日付）によれば、昨年一年間の出

厚生省『人口動態統計三平成四年六

独身者となる。各出生コーホートにお

わち、この世代の約三人中二人までが

三五・六％（平成二年）である。すな

期にある二五歳～二九歳の既婚率は、

の結婚コーホートをみると、結婚適齢

年二九六○～六四）に生まれた男子

られる。たとえば、昭和一一一五年～三九

一つとして、近年の未婚化現象が考え

こうした出生率低下の社会的背景の

めそうもないだろう。【表１参照】

午」（一三六万人）を大きく下回ってい

こうした人口数の性差が影響し、男子

いて男子の出生数は、女子より多い。
日本の出生減少に歯止めがかかった

た。

一、人ロ動態の推移
と人ロ高齢化

●■松１．．■山博光

大きな要因と考えられる。しかしなが

２`0５

わが国の人回百口園⑬Ｅよる
人

２．３３

[A]老年人口僻(%）

(1990）

生の間に産む子どもの平均数）の推移

大正９年 昭和５年 昭和25年 昭和45年 平成２年

地國栓宮の曰雪冒皀閾・題

（大正９年～平成２年）

3０

わが国の人口高齢化による地域社会の変容と課題

ｊ…

もを産めない育児環境や条件（住宅事

より子どもを持たなくなったし、子ど

観の変化や主婦の積極的な社会参加に

若い世代の夫婦は、子供に対する価値

選択できる時代である。また、現在の

なっている。今や女子はパートナーを

は配偶者に巡り合う機会も年々少なく

立っている。昭和初期の平均寿命と比

以上上回り今や世界の長寿国の頂点に

に達し、スイスやスウェーデンを一歳

が八二・一一歳、男子が七六・’一歳

余命である「平均寿命」をみると、女子

九九一年簡易生命表』から零歳の平均

の平均余命の伸長が上げられる。二

の象徴的な人口学的現象として、国民

た国民の出生率・死亡率の低下、平均

情・経済的事由）も出生減の要因とな
一方、今日の国民の死亡率の低下二

余命の延びにより、わが国の人口はど

較し、約三○歳上回っている。そうし

九八九年の粗死亡率六・四）は、先進

のような構造になったのだろうか。

っているようだ。

諸国の中で最も低い国となっている。

第二次世界大戦後、高齢者の人口数

とその比率は、図からも理解できるよ

これには、わが国の医療技術の進歩、

医療水準の高さ、保健衛生環境の改善、

うに急ピッチで高まっている。出生率

構成に反映し、人ロピラミットの底辺

の低下は、年少人口二四歳以下）の

生活様式の変化等も起因している。そ

ｒ現代地域福祉論｣(共著）法律文化社、
「高齢者福祉鯰」（共著）相川掛房。
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【著書】「都市家族の樹造と機能の変貌」
（共密）総合研究開発機構（ＮＩＲＡ)、
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査実施及びオホーツク高齢者保健福祉計
画モデル研究協議会委員。昨年は、日本
国の「地方老人保健福祉計画姻査研究事
業」の留辺蕊町高齢者保健福祉モデル計

x-7J

霞一一一一一一一一一一一一「’一一一一

【近況】日本国の平成２年度「老人保健

福祉姻杢手法等の開発事業」における鯛

リＯ－５Ｉ

§０…０５０３０５りう１§ｊぅ１匹》０

は、毎年狭くなり「壷型」の構造が形

成されつつある。人口高齢化（緒一局

。｛で○日一目目）とは、そうした「高年

齢化しつつある年齢構造」を意味する。

言い換えれば、わが国の人口構造は、

戦前の「多産多死」から戦後の「少産

【図１参照】

少死」への人口転換により人口高齢化

を迎えたのである。
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【略歴】1952年茨城県真壁町に生まれる。
1975年濁協大学法学部卒。1977年濁協大
学外国語学部卒。1983年東洋大学大学院
社会学研究科修了。1986年日本大学大学
院文学研究科修了。㈱東京都市科学振興
会研究助手を経て、現在、道都大学国際

【資料】鰯!ｆ及官官雛ＭＩ繼鍛rAGINGｴｲｼﾞﾝｸﾞ｣(通巻75号ハエイゾング鶴研究センターpl37より
福祉研究所教授。
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図１「人ロピラミッドの変遷」

表２各国の人ロの高齢化に関わる国際比較

所･要年数

高齢化社会(７％)から高齢社会(14％)への到達年次

際社会において高齢化社会百四息

九七○）に七・○六％となり、既に国

ると、老年人口比率は昭和四五年二

わが国の人口高齢化の動向を概観す

必要はないようにみえる。

齢化はあまり深刻な問題と受け止める

あったことも併せて考えれば、人口高

は、昭和三五年まで概ね七～八％台に

る。その後、六○歳以上の人々の割合

をみれば、比較的高い数値を示してい

（男子は約四二歳、女子は約四三歳）

た。高齢者の割合は、当時の平均寿命

ら高齢社会へ到達するのである。

出しない限り、二四年で高齢化社会か

口高齢化を遅らせる何らかの要因が噴

響を及ぼすと考えられている。この人

福祉等々の国民生活全体に様々な悪影

り、わが国の経済・産業・政治・教育・

高齢社会（凋且⑫。Ｑのｑ）の目安であ

上回ると予測している。その数値は、

一一、急速な高齢化による
超高齢社会の出現

ｍＣＱのご）の仲間入りをしていることが

の目安となる老年人口比率（六五歳以

る。先進諸国において、「老年の」人口

のスピードは、様々な動向を示してい

化が進展している。各国の人口高齢化

てかつて例のないスピードで人口高齢

ある。日本は激動する国際社会におい

昭和四五年二九七○）以降の動向で

な問題として浮上した大きな契機は、

ープーム期に生まれた人々が六五歳に

推測されている。さらに、第一次ベビ

した社会状況は、長期間に及ぶものと

いという厳しい状況となる。またそう

両者の人々一人を支えなければならな

平成一五（二○○三）年にはく一一人で

四歳以下）の二人を支えているものの、

人が高齢者（六五歳以上）や年少者二

生産年齢人口二五歳～六四歳）の五

厚生省の人口推計（平成三年）では、

上人口．｜・総人口×’○○）が七％から

達する平成三一一年（一一○二○）には、

しかし、人口高齢化が社会的に重要

（大正九年）によると、六○歳以上の

一四％へ移る年数は、最も遅いフラン

老年人口比率は二六・五五％（三・七

わかる。ちなみに『第一回国勢調査』
人口は総人口の八・二一％を占めてい

スで一二五年を経ている。福祉国家の

六人に一人が高齢者）と予測している。

は平成六年二九九四）には一四％を

月暫定推計）によれば、老年人口比率

厚生省人口問題研究所（平成三年六

【表２参照】

（○一二・一ｓは、高齢者（六五歳以上）

性の高くなる七五歳以上の後期高齢者

的側面に対し、各種の障害を持つ可能

さらに、日常の生活面や身体的・精神

経ている。

先進国スウェーデンですら、八○年を
国名

７％

１４％

日本

1970年

1994年

24年
イギリス

1930

1９７５

4５

西ドイツ

1９３０

1９７５

4５

スイス

1938

1985

5０

イタリア

1935

1９９０

5５

アメＩ）力

1９４５

2010

6５

スウェーデン

1890

1９７０

8０

フランス

1865

1９９０
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【資料】厚生省人口間剛研究所「日本の将来推計人'二ｌ［平成３｣'二６)1暫定
推計]」（1991年６月刊）及び国遮世界人口推iil･人口(1988>より。
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わが国の人口高齢化による地域社会の変容と課題

図２都道府県別にみた老年人口比率と人口増加率
老年人口比率(平均:12.0）

ている。

験したことがない超高齢社会を示唆し

会は、おそらく人類が歴史上一度も経

の約二人に一人となる。そのような社

では、特に地域社会の人口高齢化のス

福祉）のネックともなっている。ここ

える高齢化対策（在宅型福祉と施設型

おいて高齢者の多様化したニーズに応

る。このことは、近い将来地域社会に

て高齢者の資質やその数が異なってい

端的に言えば、地域の人口動態に応じ

様々な様相を呈しながら進展している。

の埼玉県では八・三％となっている。

最高率の島根県が一八・二％、最低率

比率は、都道府県別に概観してみると、

比率は一二％となった。この老年人口

数は「四八九万人、そして老年人口

で高齢者と言われる六五歳以上の人口

（総務庁）の集計結果によれば、日本

平成二年に実施された「国勢調査』

●

【資料】総務庁「平成２年度国勢調森（要計表による人口)｣より作成。
注）ｌ老年人口比率は、平成２年10月ｌＨｊﾘＭ１§の闇l]合。
２.人口増加率は、昭和60年l01jlE1～平成２年l0111EIまでの５年間の1W減率。

一一一、都道府県別にみた
人ロ高齢化類型
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ｉｄ曲１１０

ZtiEO鄙ｌ

l徳0
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'91130

Aiko

増加）によって影響を受けていると考

加及び、人々の転出入の差による社会

的要因（出生と死亡の差による自然増

ような格差は、その母数が二つの人口

その割合が低くなる。すなわち、この

老年人口比率は、六五歳以上の老年人

ｏｒ段

ピードに焦点を当て、その実態をマク

●胖飛

二一世紀を迎えるわが国の人口構造

ＴＩｊＫＩ

口に対して母数（総人口）が大きい程

Ｏ
鮪凋

ロ的に分析してみたい。
人【ＭＷｊｊＭ《

が、これからも人口高齢化が進むか、
又は若年化するかは、国民の人口動態

li-I-O-L￣!￣~-U-Ll-1
Pf

がその鍵を握っている。しかしながら、
地域社会における人口高齢化は、既に

ｉ☆１０い}仁&｣:２１I

等L巴了u当｣LＩｉ

えられる。

そこで、都道府県別の老年人口比率

と人口増加率〔人口増加（自然増加十

○○〕の全国の

社会増加）．｜・期初人口（平成二年一○

日現在人口）×

る高齢化の類型を試みた。【図２参照】

平均値を基準にして、地域社会におけ

月

Ｕ「島根・高知型（過疎型ごｌ老年

人口比率は平均値より上回り、人

口増加率が平均値より下回ってい

3３

に
q偶０

るタイプである。

②「山梨・三重型（大都市圏隣接型〉」
ｌ老年人口比率と人口増加率はと
もに平均値より上回っているタイ
プである。

高齢化が比較的緩やかに進むものと推

る。

る。全市町村の約三分の一は過疎であ

山口県東和町の老年人口比率（四一・

到達している市町村がある。その中で

過疎においては、既に超高齢社会に

測される。

四、過疎と過密の高齢化問題

五％）が最も高い。さらに、住民の五

人中一人以上（二○％以上）が高齢者

わが国が国際的に飛躍的な経済成長

を遂げた社会的要因のひとつとして、

③「埼玉・神奈川型（大都市圏型）」
ｌ老年人口比率は平均値より下回

の町村は七三八にも及んでいる。

以上の類型を簡単にまとめてみると、

を基盤とする大都市に人口を引き付け

向都」の現象は、第二次・第三次産業

【表３参照】

地域社会における人口移動が指摘でき
して第一次産業から今日の第二次・第

り、人口増加率が平均値より上回

四「東京・大阪型（過密型ごｌ老年

三次産業へと構造転換する際、その担

る。これは、戦前の農林漁業を主体と

人口比率と人口増加率はともに平

い手となる若年層や中年層の労働力を

っているタイプである。

均値より下回っているタイプであ

老年人口比率が高い地域では、人口増

るプルファクターと農漁山村や中小都

（2.4） (34.2） (44.3） (15.2） (3.3） (0.6）
(2.4）
(0.6） (100.0）

’８ｍ’

１

０

１

法」（平成二年一一一月一一二日制定）により

過疎は、「過疎地域活性化特別措置

【資料】国土庁｢平成３年度版過疎対策の現況｣(Mayl992八p37より。
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１，１６５

７

3８

３９８
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2８

移動させた。いわゆる、戦後の「離村

加率の低率化傾向が見られる。一方、老

市から人口を押し出すプッシュファク

ImqO)’

■

|鱸艤關’

る。

年人口比率が低い地域では、人口増加

ターが同時に相互作用している。その

国土庁の『過疎対策の現況三一九九

率は高率化傾向にある。全体的に「老年

れば、将来的に人口増加が望めない過

二年〉によれば、平成三年四月一日現

結果、わが国は地域社会において過疎

疎型の地域社会は、人口高齢化がより

在、過疎地域の市町村の内訳二、一

人口比率と人口増加率は逆相関」を示

一層助長されていくだろう。逆に、過

六五団体）は、市の三四団体、町の七

８

５１６

平成２年

と過密を生み出している。

密型や大都市圏隣接型、人口増加が著

五一団体、村の三八○団体となってい

(0.7） (18.9） (54.9） (21.7） (3.4） (0.3） (0.1） (100.0）

|颪 T三J
い
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l7165
１，１６５

１

３
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220

６４０
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昭和60年

、

願 …

計
計，

20%未満 25%未iｉｉ 30%瀧 35%縮
10%未iii 15%縮
15%未満 20%縮

35%以上

５％～ 10％～ １５％～ 20％～
20％--, 25％～ 30％～

区分

している。すなわち、このグラフによ

しい大都市圏型の地域社会は、人口の

高齢者比率の段階別過疎地域市町村数

表３
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わが国の人ロ高齢化による地域社会の変容と課題

かなり充実している反面、経済基盤を

化は著しい。公共施設や道路の整備は

特に、過疎で生活する人々の人口高齢

会そのものの存続が危ぶまれている。

に歯止めをかけられなければ、地域社

があるものの、早急に地域の人口減少

産業面や財政面等々において優遇措置

確立が望まれている。

夫による公的・私的な社会システムの

地域の特性を踏まえた住民の創意と工

方自治体（小さな政府）が主体となり、

ップを受けながら最も生活に身近な地

この対策には、国の財政面のバックア

な高齢化問題を抱えていると言えよう。

過疎にせよ過密にせよ、極めて深刻

中で、最も医療・保健・福祉サービス

各件等〃の問題が山積している。その

が生じ、高齢者に適さない生活環境・

化的・政治的・社会的なラッグ〃遅滞“

民の生活意識と社会構造との間には文

ードについていけない状況である。国

口動態の急激な変化に対し、そのスピ

わが国は、今日の質量的に急激な人

が叫ばれている「要介謹老人二痴呆老

人や寝たきり老人）の漸増が危倶され

ている。

数が絶対的に大きい。ちなみに、東京

疎地域に比べ低率であっても、高齢者

の老年人口比率二九九○年）は、過

都二・五％）や大阪府（九・七％）

高齢化も見過ごしてはならない。東京

府のような過密都市や大都市圏の人口

かなり格差が生じてくる。福祉国家ス

や社会福祉のあり方に対する意識にも

いがあると同時に、ひとり一人の生き方

では、国家の政策方針や財政基盤の違

えた国と急速に高齢社会を迎えた国と

ゆっくりと時間をかけて高齢社会を迎

人口の高齢化に関わる国家の政策は、

高齢社会に対する対応は「いつ」、

イントになっている。

な社会資源をどう確保するかがキーポ

まな施策に対し、限られた財源と人的

築しなければならない。今後はさまざ

総合的な長寿社会の体制を短期間で構

のは容易ではないであろう。しかも、

五、一一十一世紀に向けた

支える若い労働力や福祉・保健・医療
を担うマンパワーの不足は大きな課題
である。

一方、農漁山村や小中都市から押し

都の六五歳以上の高齢者数は、一二四

ウェーデンを例にとれば、高齢化社会

「どこで」、「誰が」「何を」、「どのよ

そうした未知の世界に向かっている

万四千人である。この人口数は、大分

に突入したのは一八九○年、福祉シス

うに」実施するかにある。それには、

高齢社会へのアプローチ

県の総人口（一二三万七千人）より七

テムの集大成といわれる社会サービス

まず福祉全般をカバーする社会システ

出された人口が集積した東京都・大阪

千人も多く、秋田、沖繩、滋賀、宮崎、

法が整備されたのは一九八二年である。

ムの確立が不可欠であり、とりわけ保

健・医療・福祉機関と住民とのネット

日本社会において、解決策を見いだす

石川、富山、和歌山、香川、佐賀、山

福祉国家は、九○年以上経て成立して
いる。

梨、徳島、高知、福井、島根、鳥取各
県の総人口を大幅に上回っている。
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ワークを築くことにある。

政府は「高齢者保健福祉推進十か年
戦略ｌゴールドプラン」（平成元年一二
月）を打出し、存宅福祉を見なおす一
方で、老人福祉施設のあり方も同時に

十二月十一日に行われた宮沢改造

Ｔ､｡｢－－－－－．－－

￥--.1--,-

検討している。また、「老人福祉法の一
部改正」（平成二年六月）が公布され、

平成五年四月より「市町村老人保健福
祉計画」を義務づけている。
このような制度的な環境整備や各種

内閣に、本財団理事で、国際人口問

,･･･--,1h

サービスの充実化とともに、国民の自

題議員懇談会会長代行の鹿野道彦衆

ｉｒ７Ｉ５Ｊｌｉ
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助努力も必要である。地域社会におい

議院議員が、国務大臣、総務長官に

ｉ－ｌ蕊

て、誰もが暮らしやすい生活基盤と社

任命ざれ入閣した。農林水産大臣に

い÷４１１１

会的資源を積極的に確立することが、

次いで二度目の入閣。

÷iｉｆ蕊

幅広く周知されていなければならない

また、十二月十四日開かれた自民

B．．..,ｉｎ

だろう。言い換えれば、地域社会に生

党総務会で、本財団理事で国際人口

澪Yij

活する人々のライフコース上にある各

問題議員懇談会代表幹事、衆議院内

隣?（

ライフステージにおいて、いかに自己

閣常任委員長の桜井新衆議院議員が、

$い‐ｉ
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自民政調副委員長に桜井新氏

ゾ

自民党政務調査会副会長（総括）に
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。ご】け）‐｜の向上を図り、心豊かな生
活を実現するかである。
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会長に当り、各省庁の政等の総合調
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整を行なう要職である。
ｉｊ

一一

十卜蛭もⅢ餌，ＮＪ８１００

勝」

一、‐癖

企…・正Ｉ。』－１Ｊ▽。・名，

総務長官に鹿野道彦氏
－－ｔ：。ｑ‐■～－．－６２：６１

義

》｝》
｜｝。》

「一宮

hま

､二と,ﾊﾟｰ,山一､:1-ザニーゴ‐工-対----,-ヶ‐:

？１－－１‐．，由５Ｆ

いPIF「

』ＬＩ強ｌＩ－－－ｌ４腓佇三・一・

Ｉｉ

二ｓゴ，，〉-ｒ

1面▲■;二Ｊ■
岸で－－~kU

０１？

数字では知っていても、ジャワの農

村を実際に訪れると、非常に多くの人

間がそこで生活していることに改めて

強い印象を抱かないわけにはゆかない。

農村の大半が深刻な人口の過疎化と高

齢化に苦悩している日本に比べると、

そのちがいはことさら大きく見える。

ジャワの農村には子供も若者も実に大

勢いるのである。それは今なお農業人

口が多いからであって、いずれ商工業

中心の産業構造へと転換すれば都市に

人口が集中し、農村人口は減少するだ

ろうという見方も一般的にはできるか

もしれない。しかし、ことジャワに関

するかぎり、都市人口もすでに充分に

増加し過密化しており、これ以上農村

人口を受け入れる余地は残されていな

いと見るべきであろう。インドネシア

政府が一九五○年から現在まで一貫し

て、ジャワやバリなど人口過密の島々

からスマトラ、カリマンタン、スラウ

ェシなど人口の少ない島々への移住政

策を継続していること、あるいは、ジ

ャカルタ市当局が一九七○年代初め以

来流入人口の規制に乗り出したこと、

3７

〔写真・上〕プミアユ村（ブミア
ユ郡)｡わずかな中洲も水田化され
ている。人ロに対する土地の狭さ
を実感させる風景である。

ャカリタに向けて早朝出発する「ファ

旬の日曜日、ジャカルタからジョクジ

ているように見える。二年前の二月初

だけでなく、人々が非常によく移動し

また、ジャワでは、単に人口が多い

抱え込んでいるのである。

村を問わずジャワ全体が過密な人口を

などがそれを物語っている。都市、農

チャ引きやオジェックと称するオート

め少しでも人が集まるところなら、ベ

もしばしばあった。ターミナルをはじ

コルトはいつも超満員で座れないこと

ターミナルと周辺の村々とを往復する

ブス県南部の農村でも、中心部のバス・

ったブミアュという中部ジャワ州ブレ

なかった。その間滞在して調査を行な

満員で到着まで座席に座ることはでき

たときも、週末ではなかったがやはり

な駅からジャカルタ行きの列車に乗っ

よそひと月後に、プミアュという小さ

うことであった。しかし、それからお

週末の列車はいつも混雑しているとい

ば、そのような特別な時期でなくても、

行してくれたジャカルタの友人によれ

離れるのはもっと先のはずである。同

のために人々が大挙してジャカルタを

あったし、断食明けの祭り（レバラン）

月（ラマダン）に入るまでひと月以上

いるのに驚いたことがある。まだ断食

が待合室とその周辺にごったがえして

あたりが暗いうちから実に多くの人々

べくガンビル駅に到着した私は、まだ

ジャール・ウタマ（暁特急）」に乗車す

で進ませたが、彼らの学校は、東ジャ

卒えた七人をすべて高校または大学ま

篤農家は、八人の子供のうち小学校を

たとえば、私がブミアユで会ったある

々は実に多方面に移動しているようた。

った仕事以外の目的でも、ジャワの人

ことを示している。しかし、勉学とい

ーの労働人口によって占められている

業層すなわちインフォーマル・セクタ

いだを移動している人々の大半が、雑

起こる。このことは、都市と農村のあ

ったり、といった事態が多くの都市で

乗れなくなったり運賃も五割増しにな

くなったり、行列しなければベチャに

なく自分で家事をやらなければならな

するため、都市中流家庭の主婦が否応

手伝いさんやベチャ引きが一斉に帰郷

農村から都市に働きに出て来ているお

た。もちろん、レパランともなれば、

それなりに成り立っているようであっ

動がかなりあるからそのような商売も

して安定していないとはいえ、人の移

び利用したものだが、彼らの収入は決

の人々が必ず屯しており、私もたびた

パイの後部座席に客を乗せて運ぶ商売

3８

〔写真・下〕カリランカップ村（プ
ミアユ郡）の農民リーダー、イプラ
》ＰＰ

、

た八人の子供をもつブミアュの篤農家

しいことではないようだ。先に言及し

といったことが、ジャワでは決して珍

貯めた金で農地を買って農業を始める

商人として身をおこした人が、稼いで

る。それはともかくとしても、一介の

級が形成されつつあるという見解もあ

ばかりでなく農村の中心部でも中産階

もかなり活発である。最近は、都市部

く、階層間の移動（いわゆる社会移動）

地域間の人口移動が激しいだけでな

というわけではないらしい。

どの大都市ばかりに人が集中している

及んでいた。ジャカルタやスラバヤな

ト、西ジャワのバンドンなど多方面に

ワのマラン、中部ジャワのプルヲクル

けているのである。一九七八年に実施

貨店を、今は奥さんが中心になって続

い。農業以前からやっていた小さな雑

の篤農家も農業専業というわけではな

こなしている、ということである。先

ーが実に多種多様な仕事を臨機応変に

けでなく、ひとりひとりの世帯メンバ

いだで多くの人口が揺れ動いているだ

重要なことは、単にふたつの部門のあ

れていると見るべきであろう。しかも、

私たちが想像する以上に活発に行なわ

あいだの人口の移動は、日本人である

なくない。農業部門と商工業部門との

業をやめて商工業に参入する人々も少

い事実であった。もちろん、反対に農

ダーを勤めているというのも、興味深

ループ（クロンポック・ターニのリー

のようないわば新規参入農民が農民グ

収入を貯めて買い集めたものだが、彼

ている○・七殖の水田はすべて商売の

がまさにその典型である。彼が耕作し

のところ達成されていないからであり、

本や韓国や台湾のような経済成長は今

家の兼業化が進んだとは言えない。日

ジャワの場合は、経済成長によって農

業化の道を選んだのである。しかし、

とができたからこそ、多くの農家が兼

農業よりも安定した収入を保証するこ

あった。それらの国では、農外就労が

などの場合には、経済成長によってで

合が高まったのは、日本や韓国や台湾

農民の生計が農外就労に依存する度

る（句一【日四Ｐ乞皀）。

を分担しながら維持されているのであ

子供のあいだで柔軟に多種多様な仕事

いった区分を超えて、男と女、大人と

ジャワの農民世帯は、農業、商工業と

とを明らかにしている（向くのＢ》］ｇ］）。

る女性の六○％が農家の女性であるこ

ること、さらに商業活動に従事してい

エバースは、その三分の一が農民であ

ムで一、○○○人近い商人を調査した

る。最近、中部ジャワのジャティノー

鐸蕊

ｉ１劃

されたナショナル・ソシオ・エコノミ

しかも、それらの国々で経済成長が起

露
<l》

ヒムさんご夫妻と。同氏は商人から
『市

ック・サーベイ（全国社会経済調査）

の農民は農業以外の多様な経済活動に

こるよりもはるかに以前から、ジャワ
の三二％は農業以外の就労から得てい

によれば、インドネシアの農家の収入
岫鵡嘘

3９

身をおニし農民になったが、雑貨商
は今でも奥さんが続けている。
鱗1:\､;

:織螺

‐」鍜二

●池田寛二（いけだ.かんじ）

日本大学農獣医学部専任講師

ブミアユ村のランバク（牛皮を油で揚げてつくる
スナック）製造エ場。原料の牛皮を乾していると
ころ。このような農村家内エ蕊は農民に農外就労
の機会を提供する重要な役割を担っている。

睡蓮麺

模は、’九六三年の平均○・七一烟か

説である。実際、ジャワの農地所有規

働力を吸収しきれなくなった、という

進行しつつあるため、農業が農民の労

ひとつは、農地の細分化がますます

バースは言う（向くの『⑭」＄］）。

は、考慮に値する仮説が三つあるとエ

てきたのはなぜか。その要因について

ャワ農民が農外就業への依存度を高め

手を染めてきたからである。では、ジ

が、農地そのものの減少は細分化をさ

が分割されること、などによって進む

こと、しばしば借金の低当として農地

ム法の場合は男一に対して女二分のこ

て農地が均分に相続される（イスラー

化は、慣習やイスラーム法にもとづい

月一○日付けコンパス紙）。農地の細分

つ減少しはじめている（一九九二年二

激に進んでおり、水田面積もわずかず

ジャワでは農地の非農地への転換も急

る）。最近の農業大臣の発表によれば、

の変化に対するジャワ農民の非常に強

ドネシア全体の経済的・社会的諸条件

活動を、今まさに進行しつつあるイン

外就業、なかでもその中心をなす商業

てとらえているのである。

たジャワの農民経済を停滞の相におい

る。つまり、多様な経済活動に彩られ

以前の段階にとどまっていると見てい

業以外の多様な経済活動も、資本主義

民経済も、そこに組み込まれている農

見方を代表している。この種の説は農

第三の説は、ジャワ農民の多様な農

ら一九八一一一年の平均○・六三妬へと確

らに促すであろう。

の余りにも有名な「農業インボリュー

というのがこの考え方である。ギアッ

の農民の生存を保証することができた、

てきても、農民経済は解体せず、大量

とともに資本主義的商品経済が浸透し

こそ、人口圧が高まっても、植民地化

な多様な農外就業の機会があったから

部だった、という説である。このよう

ど）は、昔からジャワの農民経済の一

くり、薬草（ジャムー）製造、大工な

織物、蝋織染め（バティック）、陶器づ

場で売り捌いて、かなり大きな商売を

ラックやバンを駆使してあちこちの市

カなど）を大量に仕入れ、自家用のト

産物（オレンジその他の果物やタピオ

費ニーズに敏速に対応して、特定の農

都市住民や遠く離れた村々の住民の消

は少なくない。しかし、その一方で、

取り引きによってロを糊している農民

維持のためにほとんどバーターに近い

る。もちろん、今でも最低限度の生存

エパースは、このような説に立ってい

肯定的に評価すべきだとする説である。

い適応力のあらわれとして、積極的・

ション」論（の①の【頁］＠＆）がこうした

第二の説は、多様な農外就業（商業、

実に減少している（農業センサスによ

言儒
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プルワタン村の農家。コンクリートを敷きつめた
前庭で、稲を干したり、手作業の脱穀が行なわれ
る。

らせることによって、なお多くの農民

一説）、農業自体が近代化・合理化を遅

ろう。農地はたしかに細分化が進み（第

れも部分的には正しいと言ってよいだ

以上の三つの仮説は、おそらくいず

している点で第二の説と対照的である。

社会の発展の相においてとらえようと

農民経済をインドネシア全体の経済と

第二の説を部分的に承認しながらも、

びついていることを認めている点では

文化的に多様な農外就業と不可分に結

この説は、ジャワの農民経済が歴史的・

ンの話が村人の語りぐさになっていた。

大成功をおさめた農民出身のジュラガ

る村（デサ）でも、ジャムーの行商で

呼んでいる。私が訪れたブミアユのあ

区別して「ジュラガン（一色『農四コ）」と

ャワ人は、小規模な商人〈バクル）と

大きい商業活動を営んでいる商人をジ

われている。このような比較的規模の

土地などの不動産に投資する者もあら

かれらはそれなりの資本蓄積をはかり、

している農民も増えつつあるようだ。

に打ちつけて稲の粒を分離し袋詰めす

る。この地域では脱穀は稲穂を石や木

働慣行の存在にあったと伝えられてい

グピョックと呼ばれる伝統的な脱穀労

ュースが報じられていた。その原因は、

を行なったが失敗に終わったというニ

機の導入を農民に訴えるキャンペーン

ワ州バニュマス県の農業局支所が脱穀

えば、ごく最近の新聞には、中部ジャ

実があることもまた確かである。たと

機の普及が思うにまかせないという現

消滅した。しかし、その一方で、脱穀

全面的にというわけではないが、大方

とのできるような伝統的な労働慣行は、

極労働に参加して現物で報酬を得るこ

イフ（アニ・アニ）を持って自由に収

時代に行なわれていた誰もが穂刈りナ

その過程で、旧品種が栽培されていた

し指導する体制も確立されつつある。

の近代化・合理化に向けて農民を組織

品種が導入され、機械化など農業経営

「緑の革命」によって、新しい高収量

（第二説）は否定できない。いわゆる

狭められているとも考えられるのであ

依存してきた貧しい農民の生計の道が

商業活動が存続しにくくなり、それに

い。その結果、従来の小規模な雑業的

説）のもまた一面の事実にはちがいな

ちの市場を舞台に展開している（第三

商業など非農業的な経済活動をあちこ

はなく、明らかに富の蓄積をめざして

積極的に、低水準の生活維持のためで

ゆかないのだ。しかし、農民がかなり

は脱穀だけを機械化するというわけに

ス紙）。田植えの機械化が進まないうち

る（’九九二年三月一一一一日付けコンパ

するため、地主も困ってしまうのであ

しにしばしば田植え労働をボイコット

労働の機会を奪われた村人はその仕返

ではない。脱穀機の導入によって脱穀

少する。しかし、困るのは村人ばかり

村人が現物支給を得る機会は確実に減

入すればこのような労働慣行は消滅し、

給してもらえるのである。脱穀機を導

し、脱穀籾の一割を報酬として現物支

稲粒を自分のものにすることができる

捨てられたワラに脱粒されずに残った

る。実際に、ジャカルタのような大都

るまで一貫して手作業で行なわれてき

た。そして、この作業に従事する者は、

の生活を低い水準で維持するために機
能している面が今でも根強くあること

“

である。

単に消滅するようなものではなさそう

ターのしたたかなエネルギーはそう簡

っているのだ。インフォーマル・セク

いた。かれらは臨機応変に仕事をつく

てわずかな金を稼いでいる子供たちも

誘導し乗りこむまで荷物を運んでやっ

タクシー待ちの客のためにタクシーを

がら走りまわって、傘をもっていない

の前で、自分たちはずぶぬれになりな

は、雨が降りだしたサリナ・デパート

ているようであった。だがその一方で

が、多くの市民には日常茶飯事になっ

こともある。私には珍しい光景だった

て捕まった現場にたまたま居合わせた

Ｍの路上では、露店商が警官に追われ

街から締め出されていたし、ブロック

そのたった一年後には、ベチャは中心

とき、ベチャも露店商もいた。しかし、

い。一九八九年にジャカルタを訪れた

この種の変化は近年実にめまぐるし

はじめている。

ル・セクターに対する規制が強化され

ようになり、政策的にもインフォーマ

市では、ベチャや露店商が禁止される

を行き来して、出身村とのつながりを

暮らしながらも頻繁に生まれ育った家

都市に仕事を求めて出て行って別々に

には、そのメンバーがあちこちの町や

ことがある。実際、ジャワの農村世帯

先々で親族がいると言ったのに驚いた

ワのガルトの農家出身のかれが、ゆく

プルヲクルトをまわったとき、西ジャ

友人と一緒にジョクジャやスマランや

性にあるように思われる。ジャワ人の

めのひとつの鍵は、家族・親族の関係

うだ。そのあたりの事情を理解するた

人口の高い流動性を説明しきれないよ

いだの就労機会や収入の格差だけでは

いるわけでもない。都市と農村とのあ

農村人口が一方的に都市に流れ込んで

島に容易に流出しているわけではない。

ワの人口は過密だからといって過疎の

た。政府の努力にもかかわらず、ジャ

私自身の印象をまじえながら論じてみ

民社会のありかたに求められることを、

常に複雑なジャワ特有の農民経済・農

でいること、その要因のひとつは、非

るだけでなく、きわめて流動性に富ん

以上、ジャワの人口が単に過密であ

にさらに接近する必要があると思う。

て、謎めいたジャワの人口移動の真相

向をもふまえて、実証することによっ

詳細に、しかもインドネシア全体の動

会的、経済的、文化的な観点からより

元的ネットワークの構造と機能を、社

るのではないだろうか。そのような多

のあらわれとしてとらえることができ

であり、人口の激しい複雑な動きもそ

なネットワークとして存在しているの

は構造的に、多くの地域を結ぶ多元的

維持する傾向があるようだ。農村世帯

Evers，ＨＤ.，l99LTradeasOffFarm
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“

わたしの曰本留学記

ｌわたしの中で日本と中国が

共栄しているＩ

留学生活は私の人生の中でとても重要

な一部であり、大切な思い出でもある。

その中から私は計り知れない貴重な知

識や体験を得ることができた。これら

の知識や体験は私の今後の人生におい

ても必ず役立つと信じている。本稿で

は、私の日本での留学生活を通じて感

じたことを思いつくままに綴ってみた

いと思う。

ことであった。今思うとこの二つの約

学生は急増する一方である。「就学生」

中国を正しく理解するために

日本に来てすでに七年目を迎えた。

束はいずれも守られなかった。三重大

という言葉も多くの日本人にとっても

ｃＣＱｇＺ・Ｏ８Ｔ●●ざ●▽宇已凸・●●。。●宅ロ・ロｐｑ

来日前、両親とは二つのことを約束し

学の修士課程を経て、今年の三月に東

はや耳慣れないものではなくなってい

●木南莉莉

た。一つは日本人と結婚しないこと、

京大学の博士課程を無事修了し、念願

i li I

1983」中国上海財経大学経済学部エ業経

●木南莉莉〈･･････＞

済学科卒業（経済学士)､I9832中国上海
市標準計量管理局入局、1986.2同上退局。
'987.4日本国立三画大学大学院農学系研
究科修士課程入学、1989.3同上修了（艇
学修士)､1989.4東京大学大学院農学系研
究科農業経済学専攻博士課程入学、1992

.3同上修了（農学博士）

最近、アジアから特に中国からの留

もう一つは日本に三年以上滞在しない

る。しかし六年前は、中国からの留学
た。この六年間を振り返ってみると、

後もしばしば友人になぜ留学しようと

多くはなかった。来日前、そして来日

生特に私費留学生の数はまだそれほど

忙しい研究生活を送ると同時に様々な

決心したのかとその理由を聞かれた。

当時二五才の私は家庭では三人姉妹の

末っ子で、中国上海の四年制大学を卒

◎

私は中国上海市に生まれ、留学のた

他人の目からみれば、若者の中の「幸

業し、政府機関で管理職についていた。

汗や涙もあった・・……・

出来事や体験があった。笑いもあれば

年の留学生活はここにピリオドを打っ

の博士学位を手にすることができ、長

Ｏ￣

め来日し、その後日本国に帰化した言

うなれば「元中国人留学生」である。

‘３

体験

どうしても留学しなければならないと

るまでにはいろいろと悩んだ。しかし、

正直に言えば、私自身も留学を決心す

はそれほどないであろうと思われた。

てて全く知らない世界へ飛び込む必要

運者」であった。家族を離れ、職を捨

言えるだろう。

く理解するための一つの方法であると

からそれを観察するのが、中国を正し

には中国を離れていつもと違った角度

のは、病山にいるからだ）。同様に、時

身在晴山中二Ｆ山の真の姿を知らない

してくれた油「不識病山眞面目、只縁

想しておく必要があるのである。

ない部分もたくさんあることを常に予

知識や経験にも耳を傾け、自分の知ら

識しなければならない。また、他人の

くても、それが全てではないことを認

る機会がなかった。私は中国経済を研

機会、中国伝統的な文化、慣習を触れ

論争の中で、正しい歴史教育を受ける

や「階級闘争」などイデオロギー的な

長年の政治闘争によって「思想改造」

四九年以後生まれた中国人にとって、

れもが象の全体ではない。特に、’九

の一部についての真実ではあるが、ど

てざらざらしている腹部。どれもが象

太くて長い鼻、細くて短い尻尾、広く

盲、象を撫でる」と言う諺が使われる。

中国理解については、しばしば「群

言ったことを思い出した。氏は「中国

二方の意見を聞きながら私は辻康吾の

印象はお互い大きく違っている。この

よく知っておられるが、中国に対する

の二人の先生はいずれも中国のことを

にか中国について討論をし始めた。こ

席で、この内の二人の先生がいつの間

一緒にお酒を飲む機会があった。その

ついこの間、私は何人かの大学教授と

って行くようにさえ感じた。ところで、

時には中国を知れば知るほど謎にはま

るにつれてその難しさをつくづく感じ

くことを試みた。しかし、研究を深め

を研究すると同時に中国の全体像を描

点だけ私は彼女達を羨ましく思った点

同時にどこかで共感を呼んだ。ただ一

に生きている姿は、私には輝いて見え、

した。しかし彼女達の異国で一生懸命

が傷だらけになり、時には迷ったりも

ようであった。異文化の中で時には心

紹介された女性達は様々な体験をした

エローキャブ』がある。この本の中で

題となった本として、家田荘子の『イ

子留学生）の生活ぶりを描いて最近話

アメリカにいる日本人留学生（特に女

に比べて急増している。そんな中で、

がかかり、若者の海外への留学も以前

伝って日本人の海外旅行ブームに拍車

ところで、この何年間に、円高も手

イエローキャブ

感じた理由の中で最も重要であるのは、

究する上で正しい「中国観」を持つこ

考現学」においてこのようなことを書

があった。それは彼女達の母国からの

私は中国を離れて六年間、中国経済

とは大変重要であると信じている。北

いている。中国理解で大事なことは、

経済的サポートである。当然ながら、

中国をより正しく理解するためという

宋（一○三七’一一○｜）時代の文学

まず、自分の知識や経験がたとえ正し

ことであった。

家・書画家蘇戟はこのような名句を残

“

わたしの日本留学記

はより一層厳しい状況に置かれている。

はないであろう。その点で中国留学生

助けを全く期待できない人はそう多く

ではないが、しかし、いざという時の

りによって留学生活を送っているわけ

全ての日本人留学生が日本からの仕送

切符代もなかった。

それに帰りたくても私には上海へ帰る

で国へは帰らないと心の底で誓った。

分かったが、留学の目的を達成するま

てね」。母の気持ちを私は誰よりもよく

こう言った。「辛かったらすぐ帰ってき

出発の日、母は空港で泣きながら私に

をきっかけに、大学卒業者には一定の

和されたが、一九八九年の天安門事件

などがあった。これらはその後多少緩

禁止やパスポート申請時の厳しい審査

少し前までは、個人の外貨の保有の

頻繁に変更された。

響を受け、私費留学生に対する政策も

一九八六年二月、私はポケットに一

元（生活用品を含む）を加え、全部で約

行機代三、○○○元と荷作り代七○○

日にあたって、上海から大阪までの飛

する大金であった。さらに言えば、来

の私にとっては六ヶ月分の給料に相当

かは後になって分かるのだが、その時

の一万五千円で、日本で何ができるの

○元（約二、四○○円）であった。こ

当時の私の中国での一ヶ月の給料は六

あるものの、原則的には認められるよ

となり、私費留学もいろいろな制限は

主義国への国費留学生を派遣すること

開放政策の一環として、ようやく資本

かった。一九八○年代に入って、対外

ケースを除いて、一貫して許可されな

よる同じ社会主義国へのごくわずかな

制限されていた。留学も政府の派遣に

○年間、国民の海外への移動は厳しく

権を握って以来一九八○年代までの三

中国では、一九四九年に共産党が政

府は海外にいる留学生に対して、修学

ある。新聞などによると、最近中国政

しか得ていない。いずれも私費留学で

年経った今も臨時工（パート）の仕事

帰国したが、元の職場には戻れず、二

いう。また、私の姉は日本への留学後

の職場へ数千元もの罰金を支払ったと

私の友人は日本への留学のために元

られた。

が得られないという厳しい条件がつけ

勤務年数を満たさなければ留学の許可

万五千円を入れ、日本へと旅発った。

四、○○○元を用立てたのであった。

しかし、国費留学では旅費、滞在費、

トを高める政策が見直されない限り、

後は帰国するようにと呼び掛けている

た、ほぼ私の家族全員の貯金でもあっ

荷作り代など全てを国が負担し、帰国

この呼掛けの効果はあまり期待できな

うになった。

た。しかし、私のポケットの中に一万

後の就職先も保証されているのと違い、

いのではないだろうか。

それは私の五年分の給料に相当し、ま

五千円しかなかったもう一つのあるい

私費留学では全て自己負担で帰国後の

が、このような必要以上に留学のコス

は最も決定的な理由は、この金額が当

就職先も保証されていない。さらに中
国の場合、その時々の国内外情勢の影

時の中国の私費留学生が海外へ持ち出

せる外資の限度額であったことである。

ｲ５

ヶ月で五六、○○○円である。周知の

週二○時間働いて一四、○○○円、一

分かることだが、時給七○○円として

意味を持つであろう。計算すればすぐ

学生にとって、この法律はどのような

さらに不運にも奨学金も得ていない留

て、母国からの仕送りが期待できず、

ろう。しかし、物価の高い日本におい

めにこのような法律は作られたのであ

留学生の勉強時間を十分に確保するた

○時間以内に制限している。おそらく

学生に対してアルバイトの時間を週二

ところで日本の入国管理法は、留

度や介護制度など、自分の研究分野以

する理解も深められた。日本の医療制

じて日本語も上達し、日本の社会に対

べて高いだけではなく、この仕事を通

できた。時給が普通の皿洗いなどと比

に個人病院の受付の仕事をすることが

ある。また、私は知合いの紹介で休日

東京などに比べれば大部安かつたので

ったこともさることながら、生活費も

たが、三重県の人々がとても親切であ

留学の最初の三年間を三重県で過ごし

私はその点では「幸運」であった。

事を探すことは不可能に近いことである。

な多くの留学生にとって、時給の高い仕

な技能を持たず、日本語も多少不自由

仕事を探すことである。しかし、特殊

で結構なことなのだが、しかし多くの

しようという意見も多い。それはそれ

の時間を増やして生活のゆとりを実感

があくせく働くのをやめ、もっと余暇

そして、経済大国になった日本は国民

という声があちこちから聞こえてくる。

であろう。最近、「日本人は働きすぎ」

家が労働者を搾取する風景を想像した

はこれを聞くとマルクスが描いた資本

少し前までなら、恐らく多くの中国人

椅子を置く必要はない。」と言われた。

付の仕事は立ったままでもできるから、

座ると動きたくなくなる癖がある。受

「人間は椅子を見ると座りたくなる。

れていなかった。その理由を聞くと、

の勤めた病院では、受付に椅子が置か

「働く」という姿勢

ように、どんなに節約してもこの金額

それに何よりよかったのは、日本人

中国人にとって、今日の経済大国とし

のような留学生にとって、日本での留

の働く姿を自分の目でみることができ、

外の問題にも目を向けるようになり、

学生活を続けるためには二つの方法し

彼らの仕事に対する意欲を感じること

では、日本での生活費十勉学費を満た

か考えられない。｜つの方法は法律を

ができたことであった。例えば次のよ

ての日本像は何十年の間国民が一生懸

無視してアルバイトの時間を増やすこ

うなことがあった。私は、中国にいた

ついでに二年前に上海に帰省した時

多くの知識が得られた。

とである。しかし、これは言うまでも

時の職業柄のせいか、座ったままで仕

の体験を述べておこう。日本人の多く

すことは無理であろう。したがってこ

なく勉学に悪影響を与えてしまうこと

事をするのが好きであった。しかし私

血液の性格判断

知っておく必要はあるであろう。

命働いた姿と直接結ばれていることを

になる。もう一つの方法は時給の高い

“

わたしの日本留学記

ったのだが、よく人に血液型を聞かれ、

らしい。私は自分の血液型を知らなか

は血液型による性格判断を信じている

し真面目に仕事をしてほしいとは思った。

だろうが、命を扱っている以上もう少

医者に厳しく要求するのは無理もある

を病院数と低い待遇という状況では、

ことができた。

られて、生活面での能力も身につける

人と出会いによって、色々な知識が得

しかった。また、研究以外でも色々な

えばすぐ頭の中に「ラーメン、餃子」

多くの日本人にとって中華料理と言

その度に「知らない一と答えるのを情
けなく思っていた。そこで帰省の折に
病院で調べてもらったのだった。長い

回目はＡ型であった。そもそも私の父

調べたが、結果は一回目はＯ型で、二

していた。彼女は中国で二回血液型を

ってしまった。私は姉のことを思い出

怒鳴ったであろうが、その時は逆に笑

した。いつもなら短気な私は、医者を

査結果を紛失してしまったことを告白

した。それで医者は困った顔をして検

なぜ確定できないのかとしつこく追求

という言葉に気持ちがすっきりせず、

分Ａ型です」と言う。私はこの「多分」

行くと、医者は「あなたの血液型は多

に聞きに来いと言われた。当日病院へ

しかし、留学生活は辛いことばかり

けたりする時には、とても悔しく思った。

んなでパーティーをしたり、旅行に出か

た。特に連休や正月に、留学生達がみ

い、おしゃべりや映画を楽しみたかっ

しの日々であった。休日には友達と会

は大学で研究に専念し、まさに休みな

の日曜・祭日を病院で過ごした。平日

病院の受付をしていた三年の間、全て

りに異国でそれを実感している。私も

の外国人留学生はまさしくその言葉通

ってしまっているのであろうが、多く

の日本の若者にとっては「死語」とな

「苦学」という言葉は、恐らく今日

注文が来てしまった。困った私は人を

したところ、「水餃子を食べたい」との

た日本の友人を招待しようと友達に話

の手料理で普段からお世話になってい

日本に来て暫くたったある日、自分

方が多いのである。

では麺類を食べる時はワンタンや麺の

であった。また、普通の上海人の家庭

育ちの私は、日本人と同じく主食は米

である。なぜならば、上海生まれ上海

を食べたことでさえも殆どなかったの

子を作ったことがなかったし、水餃子

いだろうが、日本に来る前には私は餃

ると思われがちである。しかし信じ難

人ならば誰でも餃子を作ることが出来

を思い浮かべるであろう。また、中国

はＯ型で母はＡ型なので、検査しなく

ではなかった。楽しい思い出も沢山あ

招待する誠意が疑われるのを恐れて、

餃子をつくる

ても私がＡ型である可能性は五○％で

る。特に研究を進むに連れて研究の面

列を待たされた末、検査結果は三日後

ある。したがって、医者が「多分Ａ型」

餃子が作れないという言葉をなかなか

口にすることができなかった。慌てて

白さが少しずつ分かってきて、いい研
究結果が得られたときには何よりも嬉

と言ったのも全くの嘘ではなかったの

である。膨大な患者数に比してわずか

‘７

し、この話を知ったとき両親は猛反対

落ちた末に結婚する事になった。しか

三年前私は一人の日本人男性と恋に

たのであった。

てもらって、その場を凌ぐことができ

の日本人女性から餃子の作り方を教え

が主催するパーティに出て、結局一人

は友人から情報を得て、日中友好協会

人は一人もいなかった。仕方なく、私

の人が殆どで、餃子作りに自信を持つ

助けを求めた。しかし、周りは南方系

留学生の仲間達に電話を掛けまくって

くれるだろうと確信した。

も私達の気持ちや彼の人柄が分かって

思った。また、いつかは両親や友人達

いによる障害は必ず超えられるのだと

えすれば、民族や文化、習慣などの違

互いに相手を理解しようという努力さ

いる彼の一生懸命な姿を見て、人間は

やり方を見ながら黙々と餃子を作って

の中のたった一人の日本人で、他人の

と言ってくれた。大勢の中国人留学生

と悩んでいるときに彼は。緒に行く」

束があった日であった。どうしようか

その日はちょうど彼とのデートの約

二○代の私はそれまで自分の死や死後

たも将来この墓に入るのよ」と。当時

その際、誰かが私にこう言った。「あな

戚一同が集まった時にお墓の話が出た。

一方義理の母が亡くなった折り、親

「半日半中」のような極簡単な形式で

を義理の父に説明をした上で私達は

が主流である。このような両国の違い

見られず、やはり本人同士の結婚の方

このような家同士による結婚はあまり

しかし、これに比べて今日の中国では

時には家同士の「戦い」の場ともなる。

なかった。冗談半分にこのように答え

の骨の行方などを真剣に考えたことが

結婚式を済ませたのだった。

し、周りの中国人の友達にも冷たい目

で見られた。彼らの気持ちは分からな
いわけでもないが、どうも日中戦争時

学生を支持する思いを込めて、東大の

で、私達中国留学生の何人かが北京の

の学生がハンストを行っていた。そこ

うどその頃天安門事件が起きて、北京

できなかったようだ。ところで、ちょ

男性の実像を素直に受け入れることが

ぶための儀式というだけではなく、同

日本では、通常結婚とは男女二人を結

強い行事においてはなおさらであった。

に冠婚葬祭といった伝統的な色合いの

どの違いを実感することができた。特

国の家族制度にまつわる文化や慣習な

夫との結婚をきっかけに私は日中両

しても、この家の嫁としての意識があ

で夫の妻であることの自覚があったと

ってしまった。しかし同時に、これま

と言った。父の真剣な様子に思わず笑

の嫁だろう、骨は全部ここに置くんだ」

じめな顔をして、「駄目だ、お前はうち

たいなぁ」。そうすると、義理の父はま

れど後の半分は中国にいる家族に分け

た。「死んだら骨の半分は主人に渡すけ

「五月祭」で手作りの餃子を売ったお

時に二つの家同士を結ぶ儀式という色

まりなかったことをその時少し反省し

結婚とは同じ墓場へ

金を民主運動の資金として北京へ送ろ

彩が強いようである。そして結婚式も

の日本兵のイメージが強く、今の日本

うということになった。

“

「結婚は人生の墓場なり」…日本の
結婚は本当に一緒に入ってしまう…
仲の良い箪者由と夫君㈲

が経った。そして、去年の末に日本に

ではないのである。

いは海や山に撒く事はそう珍しいこと

骨を何カ所に分けて埋蔵したり、ある

場合、生前の遺言に従って、その人の

た。しかし、中国では人が亡くなった

なんとなく悲しくなる。

という事を否定できないのを思うと、

人生まで変えてしまうほどの力を持つ

や見方を左右し、場合によっては人の

力もないはずの物が、時には人の感情

実には、このような本来なら何の拘束

変わりがないと信じている。しかし現

といって、私は私であることには何も

の指導教官ではないが、私の人生に大

を支援していただいた。そして、直接

て日本での親代りとして私の勉学生活

を申し上げたい。先生は長年にわたっ

重大学教授浦城晋一先生にお礼の言葉

教官であり、身元保証人でもあった三

い。まず、私の三重大学在学中の指導

話になった方々に感謝の意を表わした

来るものの、法的には認められないた

ても夫の姓を通称として使うことは出

では日本国籍を持たない限り、結婚し

わりがあった訳ではなく、日本の法律

姓を使っていたのは自分の名字にこだ

にした。しかし、結婚後もこれまで旧

盛んに叫ばれている現実の日本と彼女

と、私は国際化や女性の社会的進出が

婚を繰り返してきた。彼女の事を思う

ためにその男性と半年に一度離婚・結

でに何年間が経ったが、元の姓を守る

彼女は同じ日本人の男性と結婚してす

私の先輩の一人、日本人女性の場合、

中の指導教官であった原洋之介教授に

スをいただいた。また、東京大学在学

迷いがあったときには貴重なアドバイ

ていただいただけではなく、悩み事や

に必要な知識や研究手法などを教示し

し上げたい。先生は研究者になるため

授今岡日出紀先生にもお礼の言葉を申

きな影響を与えてくれた筑波大学教

私は夫と結婚してすでに二年半以上
帰化すると同時に夫の姓を名乗ること

めであった。国籍、性別、姓などとい

達が求めている日本社会の間にどこか

お陰で、私は研究者としての第一歩を

うものは単なる人を識別するために使

以上は、この六年間の留学生活を通

踏み出すことができたと同時に自分の

もお礼の言葉を申し上げたい。先生の

ろその人の人格や価値観あるいは社会

じて私が体験したことや感じたことの

知識の浅さや研究態度の甘さを認識す

ずれがあるような気がした。

に対する貢献度であるべきだと私は長

中から幾つかをまとめて振り返ってみ

われる物に過ぎない、重要なのはむし

年思い続けてきた。国籍と姓を変えた

ることができた。これらの先生以外に

忘れることができないと思うのである。

できないが、この御恩は生涯に渡って

支援をいただいた。ここに記すことは

も数えきれない程の多くの方々からご

たものである。

大切な、人との関係
最後にこの場を借りて、留学中お世

‘，

に功うすふぉｌらむ
急加速アジアの労働力移動
１‐

実態を探った。

●受け入れ側

い労働力の受け入れ国になろうと

マレーシアが急速な経済発展に伴

ことが判明、法務省は「予想以上」

約六万一千人が不法滞在している

告を初めて受け付けた。その結果、

は今年六月、不法滞在者の自己申

３Ｋ業種（韓国では英語の困難、

霊麓５５外国ﾉU函用目怒を引き上Iブ
の蔓Eけ入 ｵＴＩ辛釘K大
香港

８万２千人

不明

★外E国人労６ｌｂ看の受け入れ人数制限

芒７祁莇

10万人

５万人

☆主要OUI出粟用､や翅ﾛ弾垂など68聾pim
について３万2290人の外国人労國
者角屋受けスオＬ

シンゾプ

ポーノレ
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-30万人

マレー

100万人

130万人
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同汗修ピザの囲定

澄露謙蝿毒塗蒋□』一中絶忍一風｛
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国人による犯罪も急増、社会問題

経済成長を遂げるにつれて、建設

興工業経済群（ＮＩＥＳ）に次ぐ

【不法就労者を”合法化“】新

Ｉマレーシアー

る法改正を準備中。

の雇用企業に対する罰則を強化す

化している。法務省は不法就労者

Ｊ」『樹祷辮《臆…鯵一……ず……』圷詑
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●籏蕊鞭鰯人一国問題解決に
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●「人口大使」にフォンダ
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●中国§農民、戸籍買って

人訓廓増爾だ〉＋蟻減少………駒

●〈米いず一」火一あだヨリの食鍵Ｔ一

；茄罫塾李入口朧発繊危機塊
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●一息加速アジアの労働力

献じ

鎌懸蕩徹斑………・齢……約鑓
●〉綴鯵掬国い『一人苞子政

外国人労働者の増加とともに外

韓国交樹立でさらに加速しそうだ。

朝鮮系中国人の流入が目立ち、中

れている。特に中国東北部からの

☆
☆

禾[卜へ

鳶霜菟1鰭
シア

労働力受け入れの主な対ﾌﾞ庇
☆は規制鰻和、★は取り締まり強化
９５年
見通し

鋤
国・
地｣団６

18万人
１９万６千人

韓匡Ｉ

－緯済成長で人手不足深刻Ｉ
アジア域内での労働力移動が大
きくうねり始めている。順調に経
済成長を遂げてきた台湾、シンガ
ポールが労働力不足から外国人労

している。アジアからの労働者の

とショックを受けた。

【大半は３Ｋ業種に】韓国政府

Ｉ韓国Ｉ

受け入れ先といえば、中東地域が

これまで送り出し国だった韓国、

働者の受け入れに踏み切ったほか、

中心だったが、最近ではアジア域
フトしつつある。これに伴い新た

不潔、危険の頭文字をとって３Ｄ

その大半が建設業などいわゆる

な社会問題が起きている。アジア

業種と呼ぶ）への不法就労とみら

内で経済発展が進む国・地域にシ

各支局の報告を基に労働力移動の

労臓力不足の鋼I犬と対策

５０

にゅうすふぉ－らむ

と増えている。ボルネオ島で、地

業界を中心に外国人労働者が一段
いＣ

さらに規制緩和を求める声が根強

ばかりだったが、建設ラッシュが

四月に二人から三人に枠を広げた

まで雇うことができるようになる。

える上限だが、十一月以降は五人

的な空気も広がってきている。

出稼ぎ労働者送り出し政策に批判

だ、最近では悲惨な海外での労働
実態を伝える報道が増え、政府の

え、深刻な労働力不足に悩んでい

現在、約八万二千人の求人枠を抱

労働人口の一五％が外国人労働者

人口三百万人に満たない同国は

の声に押し切られた格好だ。

続き、労働力のひっ迫に悩む業界

約十二万五千人のうち、サウジア

九年の国外への出稼ぎ労働出国者

ｌタイ・中国Ｉ

【競争力維持へ枠拡大】香港も

ｌ香港ｌ

る。香港政庁は対応策として今年

ラビアをはじめ中東への労働者が

人もの不法就労者が入り込んでい

続きのインドネシアからは五十万

政府は今年、このまま放置すれ
初め、それまで一万三千人を上限

といわれ『単純労働者の派入が続

【中東からシフト】タイでは八

ば社会不安につながるとして、不
としていた外国人労働者の受け入

るといわれるほど。

の締め切りまでに三十五万人が登

法就労者の登録淳一実施し、六月末

（労働省）として、政府は外国人

働を目的とした出国者数そのもの

中東への出稼ぎ労働者が激減、労

七割を占めていた。湾岸戦争後は

に応じて課税するなど歯止めをか

労働者を抱える企業に対して人数

に伴いアジアの比率が恥大、九一

が年間六万人台に半減した。これ

けば、生産性の低下につながる」

の輸入は賃金低下や失業を招く」

けている。

れ枠を約二倍の二万五千人に拡大

として強く反発しているが、産業

した。香港の労働組合は「労働者

界の間では「香港の国際競争力を

録、合法化した。

の民間企業団体、台湾工業総会が

－台湾ｌ

主要製造業三百十二社を対象にし

かせない」（ジャーディン・マセ

保つためにも受け入れ枠拡大は欠

【産業界が拡大要請】台湾最大

た調査によると、半分近い企業が

労働力輸出を国策として奨励し

中東が二万千人になった。

年にはアジア地域が約三万七千人、

台湾域内に投資する際、「労働力

●送り手側

送り込んでいた中東地域に代わっ

ている中国は鮫擬期には十万人を

【貿易赤字を穴埋め】アジア最

て韓国や、旧ソ連との国境地域に

－フィリピンー

大の労働力輸出国であるフィリピ

多く供給し始めた。

不法就労者問題も頭痛の極。年

ソン幹部）との意見が多い。

初から九月半ばまでに逮捕された

ンにとって海外の出稼ぎフィリピ

と回答した。

不足」が城大の障害になっている
台湾当局もこうした事情を考慮

の二万千九百二十四人に上り、逮

不法就労者は前年同期比三九％増

【幅広く供給］インド、パキス

し、外国人労働者の受け入れ規制

タン、バングラデシュなど南アジ

を緩和し始めた。昨年末に民間企

可欠なものとなっている。九一年

ア各国の労働者は日本、韓国、香

－南アジア諸国Ｉ

は三十二億ド心の貿易赤字を記録し

港、シンガポールなど”アジア域

ン人が本国に送金してくる外貨は

【課税で歯止め】九月中旬、シ

たが、｜方で出稼ぎ労働者の銀行

捕者用の収容所はパンク寸前だ。

き、九月下旬には主要輸出業種や

ンガポール政府は国内の建設業界

を通した送金だけでも十三億五千

それに続く国・地域に幅広く流れ

内先進地域“やインドネシアなど

業に外国人労働者の雇用（総枠一

建設業など六十八業種について全

での外国人労働者に対する規制を

万鵬⑮にのぼり、フィリピン経済を

巨額の貿易赤字を埋めるために不

体で三万二千二百九十人の労働者

シンガポール人一人に対し三人ま

十一月から緩和することを決めた。

ｌシンガポールー

を受け入れると発表した。それで

万五千人）を初めて認めたのに続

も少なくとも十万人の労働者が不

支える大きな柱となっている。た

込んでいる。特に湾岸戦争を機に

での外国人労働者が建設各社の展

足しているとみられ、産業界には

５Ｊ

流れは大きくアジアへ転換した。

上げをもたらしたといえよう。

役割を強め、アジア経済全体の底

労働力移動はますます活発になろ

アジア地域が成長を続ける限り、

を続けるわけにはいかないとの声

も強く、日本だけが〃労働力鎖国〃

入れ面でも日本の貢献を求める声

加え、景気後退の局面で深刻な社

う。それだけに外国人労働者受け

会問題が起きる恐れだ。外国人労

ただ、受け入れ側には懸念も広

アジア域内の労働力移動の急激

がっている。外国人犯罪の増加に

な動きは、各国・地域の経済発展
働者が景気の調整弁の役割を担っ

●総論Ｉ記者の目からＩ

とともにさらに加速しそうだ。最
の種を抱えることでもある。

ていることは確かだが、社会不安

（日本経済新聞

（アジア部前山記者）

がアジア域内に高まっている。

近の特徴はこれまで労働力の送り

一九九二・一ｏ・五）

「人口爆発を阻止するための最

も迅速で効果的な方法は女性の就

職を奨励することだと、イランの

ザンジャニ副大統領（計画、予算

「家族計画は数年前に導入され

担当）は主張する」

就職という概念に反対している」

依然として早婚を是とし、女性の

いようだ。ホメイニ信奉者たちは

たものの十分な効果をあげていな

くの兵士を産ませることが、神聖

１口ｊもう偲茅穣職■いらん〃

五二人口鑿の危機．

そうした問題点はあるものの、

手だった国が受け入れ国へと急速
って中東からアジア域内へと労働

に変わりつつあること。これによ

る。また冷戦終結や対外開放の推

力の流れが大きく変化してきてい

主義国が労働力の供給源として登

進で中国、ベトナムといった社会

イランは今、革命初期の「産め

「解決は、この問題を作り出し

アジア地域で受け入れ国・地域

場してきた点も見逃せない。

「しかし、今日生まれてくる子

の先頭に立っているのは、イスラ

た聖職者次第だ。人口増との戦い

な義務となった」
供たちはそれぞれが、イランの心

ム教シーア派の聖地コムの高僧シ

口爆発の危機に直面している。

臓部を直撃している。失業、ホー

ラジ師である。同師は、コーラン

よ増やせよ」政策が災いして、人

ムレス、読み書きのできない人の

が増えつつある背景には、経済成

「故ホメイニ師はかつて国民に

増大である。保健省は、七歳以下
ラク戦争、そして、その犠牲者の

矢』となるよう呼びかけた。対イ

ことを認めている。人口増加率は

の子供の三七％が栄養失調である

つの重要な義務は弓時と場所を考

がらも、イスラムにおけるもう一

では大家族を奨励しているとしな

◇

化、これを補うために外国人労働

子供は、『アメリカの心臓部を貫く

対し、イランで生まれたすべての

労働力移動はアジア各国・地域

慮すること』であり、イランの現

長とともに人手不足の問題が表面

とが挙げられる。

者の果たす役割が高まってきたこ

が相次いで外資導入や市場開放な

下がったものの、ホメイニ師の呼

三年前の三・三％から一一・七％に

状は、ゼロ成長を求めているとも

膨大さが、この責務にさらに弾み

びかけに応じて誕生した少女たち

（読売新聞一九九二・’○・八）

主張する」

をつけた。『殉教者』の未亡人と

口の四五％は十五歳以下だ」

は間もなく結婚年齢に達する。人

どを進め、同時に自国民の出国や

める使命を持つホメイニ師の一・二

結婚し、イスラム教を世界中に広

千万人の軍隊』のため、さらに多

ことなどが背景にある。アジア域
内のボーダーレス化が、送り手と

外国人の入国規制を緩和してきた

受け手双方にとって相互補完的な
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名ばかりで、すぐに働ける場はな

て買った。ところが「開発区」は

中国人の戸籍には「農業戸籍」

尺イタルサインズ（重要指標ご
と題する同報告によると、世界の

騒ぎになった。

代には欠かせなかった。しかし、

く、農民は大損、同紙に投書する

をもつ人は農村に住み、自ら食糧

改革・開放政策の進展で農村から

と「非農業戸籍」があり、世襲さ

その後の七年間は増加率が同一％

を生産する。「非農業戸籍」の人は

れる。簡単にいえば、「農業戸籍」

以下に鈍化した。一方、人口はこ

都市、農村の公共機関や工場、商

いるのが現実だ。公安当局が調査

都市への大量の人口流入が起きて

まで年率三％近い増加を示したが、

の七年間に同二％近い増加を続け

買う。都市の方が生活水準が高い

店で働き、給料をもらって食糧を

穀物生産は一九五○年から八四年

たため、一人当たりの穀物生産は

降減少傾向にあり、開発も限界に

また、穀物耕作面積も八○年以

では大学に入学するか、解放軍の

望する農民は多い。だが、これま

ことなどから、「非農業戸籍」を熱

主体になれば、人の移動、職業選

など対応しているが、市場経済が

して「農業戸籍」の人を村に帰す

この戸籍制度は計画経済万能時

八四年の三百四十四今・から九一年

【ワシントンｎ日Ⅱ時事］環境

のの見直しが急務になってきた。

択の自由化も必要で、制度そのも

には三百十四零。ヘと減少した。

問題の研究で知られる米ワールド

換える方法はほとんどなく、農村

政府はとりあえずは、農民の地方

高官になるといった以外に戸籍を

から都市への移動は厳しく制限さ

期待できない、という。一人当た

り耕作面積は五○年代後半から低

近づいているために大幅な拡大は

が食料生産を上回っているため、

都市への転入を部分的に認める方

いでいる。多くの農村で、地方政

公安当局は売買を禁じたが徹底さ

糧の配給計画に狂いが生じるため、

入にあたる約四千二百元を借金し

る農民は子供のために、数年の収

「非農業戸籍」を売り出した。あ

針だ。

れてきた。

り出された。農民の数年分の年収

今春ごろから、「非農業戸籍」が売

そこにも開放政策が及び始め、

下傾向を続けている。

（朝日新聞

一九九二・’○・’九）

にあたる四千’六千元（一元は約

二十二円）の高値で販売されるが、
農民は貯金をはたき、親類から借
出し、農民が殺到するという現象

「村に開発区をつくる」として、

の侠西省でこの夏、ある県政府が

Ｉ当「局の禁止徹底せずＩ
が起きている。こうした事態が進

府が資金づくりのため、離農を認

れていない。

人民日報が報じた例では、内陸

【北京幻日Ｉ五十川倫義】都市

むと、都市人口があふれたり、食

金し、争うように買った。

の戸籍制度が、、近代化の中で揺ら

と農村に住む人を分ける中国独特

中

国農民、戸籍買って都会へ

急務になっている、と強調した。

る」と指摘し、人口増加の抑制が

一人当たり食料生産が減少してい

た年次報告は、「人口増加のペース

米研究所が発表

ウォッチ研究所が十七日に発表し

人口増のため減少

める「非農業戸籍」を高値で売り

ﾕヲ

１人あたりの食料

テッド・ターナー氏と、その夫人

このほど米ＣＮＮ放送のオーナー、

る国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）は、

とくにこの席ではフォンダさんが

演、〃リハーサル“を終えている。

が企画した「人口デー」に特別出

国連環境開発会議の際、民間団体

ルのリオデジャネイロで開かれた

士で、国際的に知己も多いところ

り、パリ政碕学院に学んだ政治学

夫人。高校卒業後、フランスに渡

１カル、ミック・ジャガー氏の元

「ローリング・ストーンズ」のボ

さんは、英国の人気ロックバンド

アの中流家庭に生まれたビアンカ

一方、ニカラグアの首都マナグ

もに”大使〃に白羽の矢を立てた。

アの話題をさらっている夫君とと

感激、最近、米国内でマスメディ

人増（同二・九％増）が特に目立

五十五職から六十四歳の二十一万

十四万人増（前年比九・一％増）、

でみると、四十から四十四歳の二

女性雇用者数の増加を年齢層別

を充実するよう提言している。

介謹休業制度の導入など福祉制度

仕事と家庭の両立のため、企業が

重大な問題になっていると指摘、

家庭での老人介謹が女性にとって

反面、白書は高齢化の進展で、

「人口大使」にフォンダざんら

で元女優のジェーン・フォンダさ

人口問題について熱弁を振るった

地球環境問題と密接な関係にある

世界の人口問題に取り組んでい

マーなどへの女性の再就職が増え

ち、中高年層を中心にパートタイ

労働省は三日、平成四年版「婦

夫婦共働き世帯も前年より三十

七万世帯増えて九百十四万世帯で、

夫のみ働いている世帯の九百三万

世帯を初めて上回った。全世帯に

占める削合も三一一一・六％と三分の

増）と平成二年と同程度の大幅な

は、八十四万人（前年比四・六％

発表した。平成三年の女性雇用者

率は五○・七％で、前年（五○・

ある失業者）の比率である労働力

労働力人口（就業者と働く意思の

十五歳以上の女性人口に対する

一にのぼった。

伸びを見せ、過去岐高を更新、千

ント高まり、女性の職場進出は一

八・三％で、前年より○・四ポイ

（読売新聞一九九一一・一｜・四）

｜％を初めて上回った。

率は八一・八％で、男性の八一・

女性の四年制大学卒業者の就轍

一％）をさらに上回った。

段と進んだ。

用者総数に占める女性の割合も三

九百十八万人となった。また、雇

人労働の実情二婦人労働白書）を

ている実態を裏付けた。

（毎日新聞一九九二・一一・四）

諏鏥（％）

ｌ労働白害・中高年層目立つＩ

女性雇用者・最高の一九一八万人

ため、同席していた国連関係者が

Ｉ国連人口基金が一一一人に白羽の矢Ｉ

ジャガー氏の元夫人でモデルのビ

ん、それにロック歌手、ミック・

から〃大使〃に選ばれた。

に任命、世界を回って人口問題の

アンカさんの三人を〃人口大使“
解決に一役買ってもらうことにな
った。

国連機関では国連児童基金（ユ

調銅

・百万人）

１１

６罰

88年8７８８８９９０９１

ニセフ）が〃大使“に女優のオー

ドリー・ヘプバーンさんと黒柳徹
子さんを委嘱、飢えに苦しむ子供
たちのための募金集めなどに活躍
してもらっていることが有名。Ｕ

ＮＦＰＡでもユニセフにならって

地球環境と並んで二十一世紀の最
大課題である人口問題の啓発運動
にひと肌ぬいでもらうことにした

０９８
２１１

霊霊
;;,ア
グー

もので、三人とも快諾していると
い、７。

ターナー夫妻は今年六月ブラジ

女性團用の推移

邸
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アジアの人口闘一題』解決に協已力口を二口・
て大きい。

なければならない役割はなお極め

ジア、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸

させた日本の経験は、周辺の東ア

らなかった。アジア各国の主張す

会議）の難関を突破しなければな

る。アジアのこのような人口増加

下させることの決意を表明してい

を一一○’○年までに二・二人に低

いて女性一人当たりの生涯出生率

議で採択された〃バリ宣言“にお

である。

は地球規模的貢献につながるもの

は日本の義務であり、同時にそれ

題解決に対する日本の国際的協力

のものではない。アジアの人口問

げている。日本の教訓は日本だけ

る人口コントロールあるいは家族

国連合）ヘと引き継がれ成果をあ

第二次世界大戦はだれもが予想

計画は社会主義国やカトリック教

抑制への先駆的行動の背景には日

今年八月インドネシアで開催さ

することのできなかった恐るべき

国の強硬な反対にあったからであ

れた第四回アジア・太平洋人口会

れは人口爆発という人類未経験の

落とし子を人類にもたらした。そ

る。しかし、アジア諸国の強固な

ある。人口抑制と経済成長を成功

本のめざましい人口転換の先例が

Ｉ日大人口研究所名誉所長黒田俊夫Ⅲ

落とし子である。さらにその落と

団結と必死の説得によって、「世界

一九九一一・｜｜・’三）

（毎日新聞

し子は人類の生存を脅かす地球環

国「食糧配給一制廃っ止」波■芒紋庁広げる

境の悪化という孫の落とし子を生

た。このようにして、家族計画は

・崩壊す｝る戸籍制度

人口行動計画」の合意が達成され

人類にとって救いの手がないわ

国際世論の支持を得て広く世界に

詣宇『←

みおとした。

けてはない。それは異常な人口の

普及し始めた。アジアの偉大な貢

制がなくなり、上海市でも廃止は、

増加を抑制することにつきる。人

「時間の問題二英字紙「チャイナ

献といわなければならない。世界

た。斯江省でも来年一月から配給
済体制への転換を決めた中国で、

・デイリー）・首都北京でも、廃止

口のコントロール。そのための家

［北京ｎ日Ｉ荒井利明］市場経
食撒配給制を廃止する省や市が増

のうわさが駆け巡っている。食糊

の年率二・一％をピークとしてよ
うやく下り坂に転じている。

えつつある。その廃止は、農村と

の配給制廃止、価格の自由化は、

人口の増加率も一九六○年代後半

しかし、世界人口の増加は依然

都市を厳しく分け隔ててきた戸籍

市場経済体制への移行の一環だが、

したのはほかならぬアジアである。

った議論が国連においてタブーで

として続いている。国連人口雅金

乏しかった中国社会を、大きく揺

制度の崩壊をもたらし、流動性に

族計画の必要性を真っ先に打ち出

あったころ、これを打破する契機

くも、人口爆弾のヒューズはまだ

前事務局長のサラス博士はいみじ

人口コントロールや家族計画とい

となったのは、今から三十年前の

その背景には、十一億国民の「食」

の問題が基本的に解決されたとい

り動かそうとしている。

第一回アジア人口会議（国連主催

発するかも知れないというわけで

中国ではこれまで、食糧生産の

外されていないといった。いつ爆

広東省や湖南省、江西省などで

確保と都市住民を対象にした食撮

・一九六三）におけるアジアの代

ある。世界人口の約六○％を、ま

はすでに食糧切符による配給制が

表者たちの強力な発言であった。

このアジアの主張が世界的に受け

た世界人口増加分の六○％を占め

廃止され、食糧価格は自由化され

う事情もある。

入れられるためには、なお一九七

るアジアが人口増加抑制に果たき

四年の世界人口会議（ブカレスト
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配給制維持のため、都市戸籍と農
村戸籍が厳しくしゅん別されてき

た。配給を受けることができるの
は、都市戸籍を持つ者だけで、農
村戸籍を持つ者は配給を受けられ

ず、たとえ都市に移り住んでも、
何らかのコネでもない限り、食糧

ュ（八六％）ザンビア（八○％）

（朝日新聞

っている。

一九九二・’一・二五）

マラウイ（九○％）バングラデシ
ペルー（七五％）などの順になっ

中絶■国外ならＯＫ

の最終結果が二十八日にまとまり、

是非を問うアイルランド国民投票

からの報道によると、妊娠中絶の

【ロンドン畑日時軍】ダブリン

った。

といわれる現状を追認した形にな

受ける女性が年間五千人にも上る

□Ⅳアイルランド圃昆投一票結果

【ニューヨーク朋日ＩＵＰ－共

国内での中絶は否決される一方、

が確保できなかった。中国の人た

同】国連の国際農業開発基金（Ｉ

ちには移住の自由も、職業選択の

ＦＡＤ）は二十一一一日、過去四十年

された。

中絶のための国外渡航などは容認

もっとも、改革・開放政策の進

自由もなかったのである。

々に都市に流入しつつあり、少な

展の中で、農村の余剰労働力は徐

間にわたる開発援助にもかかわら

四十億人のうち、農村部を中心に

計算になり、開発途上国の人口約

この二十年間で四○％増加した

三四・六％、六二・’一一％、五九・

われた。それぞれの賛成率は順に

報入手を認めるかｌの三点が闘

か③中絶を受ける病院、施設の情

②中絶のための国外渡航を認める

守りながらも、海外で中絶手術を

投票の結果は、中絶禁止の原則を

一九九二・｜・ｌｌｌｏ）

（毎日新聞

からざる者が、農村戸籍のままで

国民投票では、①母体に生命の

約四分の一が貧困ラインを下回る

危険がある場合、中絶を認めるか

どん都市に流入することになる。

言われる農村の余剰労働力はどん

生活を強いられていることを示す。

流れにするだろう。今後、二億と

戸籍制度は根底から覆されるわけ

八％で、国外渡航と情報入手の二

市へという動きをますます大きな

で、事実、政府は現在、新たな戸

点は容認されな・た

カトリック教徒が九五％を占め

農村部の貧困層人口の割合が一番

で禁止されている。しかし、国民

るアイルランドでは、中絶は憲法

高いのはボリビアで九七％・以下、

調査対象の百十四カ国のうち、

勧告した。

健、教育プログラムの充実などを

対し、道路など交通網の整備や保

報告書は各国政府や国際機関に

一九九二・一一・’八）

（競売新聞

籍制度の導入を検討中と言われる。

た。

都市に住み、都市で働いてきた。

:途上国｡の四分の－に

億人に達した、との報告を発表し

－１０億人に

ず、世界で貧困層は増え続け約十

｢貧;困り層｣■

食糧配給制の廃止は、農村から都

ＩＦＡＤ報告
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に歓迎されたが、地域の出産計画
に従わず、罰金を払っても第二子、

第三子を産んでしまうケースも出
ていた。

中国の人ロ抑制目標

当初は、今世紀末の人口を

が、九○年に＋’億六千万人

「十二億人以内」としていた

産委員会の黄宝珊・外事局長は、

今月初めに会見した国家計画出

罰金を科せられるなど、事実上二

を突破したため今年十一月、

村では、第一子の男女を問わず、

１１Ｊ

四百万人」と目標を修正した。

「今世紀末までに十一一億九千

現在では、広東、海南、雲南、青

念は根強く残っている。とくに家

んでもよいようになったことを明

適当な間隔をあければ第二子を産

海、寧夏回族の各省・自治区の農

策」が、大きく変わり始めた。妓
た生産請負制の導入で、家庭労働

族単位で生産にあたるようになっ

だが、現代中国でも「家」の観

人目の出産は許されなかった。

男児の次も出口産容認

緩む中国の「一人っ子政一策」
【北京即日Ｉ横堀克己】中国の
人口抑制策の基本として、この十

近朝日新聞と会見した国家計画出

数年提唱されてきた「一人っ子政

産委員会の責任者は、人口の八割

ル自治区では、都市で第二子、農

らかにした。さらに、新彌ウイグ

人口の極めて多い四川、江蘇両省

た。

だけとなった。その他の省・自治

力の必要な農村では抵抗が強かっ

村で第三子まで認められ、チベッ

ら、二人目を産んでもよいとする

このため政府は八四年、農民に

区の農村では、第一子が女児なら、

を占める農村で、第一子が女児な
省．自治区が多くなったうえ、広

第二子の出産が許されるという。

こうした変化は、八六年ごろか

ト自治区にはもともと産児制限は

ら徐々に進んできた。中央政府は

ない、と述べた。
現在も、一人っ子政策を厳格に

対しては、第二子が女児である場

続けているのは、都市人口の多い

合、その地域の出産計画の下で、
三’四年の間隔を置いて第二子を

子が男児でも女児でも第二子を産

産む事も許される場合がある、と

東省など六省・自治区では、第一

ことを明らかにした。この傾向が

むことができるようになっている

１６．５９

①上海市０．６７
②北京市２．２１
③遼寧省５．４６
④天津市６．１６
⑤#1ｆ江省８．０９
同下位５傑

<注>自然増加率は、年間
の出生者数から死亡者数
を引いて、総人口で割っ
た数に１０００倍したもの。
つまり、人口1000人当た
りの増加人数。日本（９１
年）は3.2。

「各地の実情に合わせて制度を定

④チベット自治区１６．１３
⑤安徽省１５．１３

北京、上海、天津の各直轄市と、

①海南省１７．００
②寧夏回族自治区１６．８３
③新彊ウイグル自治区

の方針を打ち出した。これは農民

いるため、各地によってマチマチ

めてよい」との方針を打ち出して

(雛::繍局）

拡大すれば、今世紀末で人口を十
三億人以内に収めたい中国の抑制

が緩んできたことにより、当初の

実質的に農村での一人っ子政策

を産みやすくなっているようだ。

鎖、村では、貧困地区ほど第二子

だが、省よりも下の行政単位の県、

目標に影響が出てくることが予想
される。

中国の一人っ子政策は七九年か

め、二組の夫婦に子供は一人」

1２．９８

国
全

ら始まった、人口爆発を抑えるた

ないと見られる。

抑制目標を達成するのは容易では

（朝日新聞一九九二・一一一・’一二）
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の原則が定められ、少数民族や夫
婦ともに一人っ子である場合など
を除いて、二人目を産むと高額の

自然増加率の上位５傑

李▲■▼▲▽△Ｂ▼△▽ＡＧＵＧＴ２●Ｕ▲▼ＢＧＴ▲▼且■▼▲▼▲■▼□Ｉ｜■ｐ▲▽Ａｌ●ｐ▲▼且●□▲▼。●▼▲▼Ａ●▼▲■▽▲■▽▲▼△■▼▲ＶＡＢ▽０７Ⅱ●▽△▼。●▼▲▼▲■『▲日。△▼▲▽▲■匡６９日Ｇ７▲▼曰●▼▲▼且●▼▲■▲■▼▲▼且■▼▲▽沮已▼▲▼△■▽Ｂ▼且●▽▲▼。●▼▲▼且■ロム▽▲■匡▲▼▲■ロム▽。｜■７Ａ▼■■Ｐ△▽▲■▼▲？△●▼▲▼。●▼▲Ｕ▲■▼■▼△Ｑ▼▲▼凸Ｂ▼▲▽且■Ｐ▲▼▲□▼Ｑ▼

ＡＰＤＡ賛・助会員
～ｊｉ一一入会のお願

ＡＰＤＡ〈アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に

これらの根源は、すべて〃人口”問題に帰結されます。

社会・経済問題も発生しています。

とがもたらす高齢化現象に伴う労働力不足や福祉費の増大など、さまざまな重大な

本などのように、これ以上子供が欲しくないという夫婦がふえている地域、このこ

ところにきています。また、人口問題では爆発的に人口の増加を続ける地域と、日

産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放置できないギリギリの

どは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など多くの

のです。人口増加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐採な

いま、世界各地で叫ばれている〃環境問題“も、人口の増加が大きな根本原因な

といっても過言ではありません。

世界人口の大半を占めるアジア人口の行墓人繍生存のカギを握っている’

人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影響を及ぼします。

されております。アジアの人口は一一の急増する世界人口の六○％を占めております。

います。’九九三年の世界人口は五五億人、一九九八年には六○億人を超えると推計

人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の蛾も重要な課題となって

！

解決する方策をさぐり協調するため、日夜、真剣に努力を続けています。
何卒、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心からお
願いいたします。

FAXO3-3581￣7796／

賛助:芸蕊いＩｐＰ５１０,ｐ00円(年'額）

（ＡＰＤＡ）

ます．

財団法人”ｱ人口･し開発協会

。パ帥開発鱈関す馬海熱l蝋が織れ

，永田町ＴＢＲピル7110号室

られます。

'<申込先，，

組聯どられでいま'商?■

〒100束京都千代田区永田繭２－１０－２

･季刊誌「人口と開発｣や研究智等が送

凋寄3号に掲げる特定公益増進

法人です。

｡会聾や寄付金には特定公益増進法人と

免税措置；当法人はい所得税法施行令第
２１７条第１項第３号及び瑳

人税法施行令第７７条第１項

会員■の]特■典

い

０１１１１１１１１，ＩＩｌ６Ｉ１ｉｌ１ｌＩＩｌｌｌＩｌｌＩＩＩｌｌＩｌＩ０１ｉ１ｌ１Ｉｌ

ｒ－つ～￣つつ少－－－．－－－－つ－．－－－￣～－つ－－－÷－－－－－－つ…P－－一つ←－－－つ￣~－－－－－十－－－

し玉の認可を受けているため、免税措

TELO3-3581-7770-
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２．来南アジア諸国等人ロ・Ｉ;M光雄礎調盃報;Ijiリド
ーインド国一

ReportontheBasicSurveyofPopu]aliDnand
DevelopmentinSoulheasIAsianCountries
India-

昭和58年度
Ｌ‘１１縦人氏共fU[JEI人Ｕ家族iil画雅礎調代戦告i1＄

３１'縦人氏共和国人口・家族iil･画第二次催礎綱代報告餅
BasicSuYvey(11）onPopulaIionandFhmi1yPIanning
lnthePeople1sRepublicofChina

lkfiJOK杣生活水平共系輔二次ＩｌｊＨ合作i｣M1IfIilf究ｲﾄｌ

BasicSurveyonPopulationandFamIlyP1annlng

lnlhePeople､ｓＲｅｐｕｂｌｉｃｏｆＣｈｍａ（芙鵠版）
ｌｔｆｒ率和生活水１f失系ｌＩ１Ｈ合作ilM盗研究恨告苓
⑪IIlIl語版）

くい将（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口・家族,汁画避礎調在

1．アジア錯圃の農村人１１と農業開発に側する綱従轍告書

Bas1cSurveyRepor（onPopulationandFhmily
P1anningintheKingdomolNepal（災iMlIh）

－インド国一

ReportontheSurveyofRuralPopulalionand
AgriculturalDevelopmeIltinAsianCounlries
-India-（蝿iMf版）

５．１１本の人口都市化と開発

UrbanizationandDevelopmentinjapan（英織IMI）
２．爪南アジア諸国等人ｕ・開発基礎調企報告ｉＵｉ
６．バンコクの人口都市化とAkiiJi環境・編祉i凋代

－タイ国一

－データ編一

SurveyofUrbanlzation，L1vingEnvironment

and

WelfareinBangkok-Data-

ReporlonlheBasicSurveyofPopulationandDeve‐

IopmentinSoutheastAsianCountries
-Thajland－

（英硲版）

３．［｣本の人口犠換と農村開発
●

『一Ｊ０

スライド

日本の都市化と人L１（Ⅱ本綴版）

UrbanizationandPopulationinJapan（懸冊版）

DemographicTransitioninjapanandRuralDeve、

Iopmcnt（英錨版）

日本ＩＭＩ城市化与人口（中国語版）

UrbanisasiDankependudukanD1Jepang
（インドネシア譜版）

昭和61年度
ｌ・アジア,渚国の農村人1-1と腱剰Ｉｉ1発に|其Ｉする綱従糀(I滝11：
－インドネシア同一

ReporlontheSurveyofRurらlPopula【ionimd
AgrlculturalDevelopmenI1nAsianCountrics
--Indone§ia-（災i冊版）

２．東南アジア諸国等人口・Ｉ＃１発基礎調査概告ｉｊｌ
－インドネシア国一

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulaIIonand
DevclopmentInSoutheastAsianCountr1es
Indonesia-（英iiMi版）

３．在日冊学生の学習と生ii1i条件に関する研究
人的能力開発の鰍lAmに即して
４．Ｕ本の労働力人口と開発

LaborFo｢ceandDevelopmentinjapan（災ＩＭＩ版）

４．SurveyofFertiIItVandLﾊ'mgStandardsmChinese
Rum1Areas-ＤａＩａ－Ａｌ１ｔｈｅｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓｏｆｔｗｏ

ｖｉⅡagesinJilinP｢ovincesuTvevedbyquesIiomai肥ｓ
（英鵠版）

失干中国衣村的人I｣生育率5生沽水平的iMMf恨告
一一吋千古林省lUi今村迦行全戸面談iBl従的蛸呆－

－焼ｔｌ猫＝（`lnIE1綴版）

５．スライド日本の農堆、農村開発と人'二Ｉ
－その軌跡一（Ⅱ小IM1lUYj

Agricultural＆RuralDevelopmentand，Population
InJapan（英誰版）
Ｈ小衣上衣材的友腔fIi人口的推移（IIjlH1錨版）
PerkembanganPerlanianMasya｢akatDesaDan

KependudukanDi」apang（インドネシア漏版）
（以上４力圧1版スライドは、日本産業教frスライドコ

ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
１．アジア諸国の腱村人I」と農業開発に関する鯛従報告書
一タイ国一

５．人１１と開発関連銃i;|染
DemographicandSocioEconomlclndicaIorson

PopulationandDevelopｍｅｎｔ（英語版〉
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ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturaIDeveIopmenlmAsianCountrles
-ThaiIand－（英鵬版）

２．東南アジア諸国等人1コ・開発基礎綱在報告書

６．スライドⅡ本の産業開発と人口

一中華人民共和国一一

－そのIIiAmjbブル通気一（日本語版）

Repor［ontheBasicSurveyofPopulationand

IndustrialDeveIopmentandPopulationinJapan

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-ThePrimeMover-EIect｢lciw-（英語飯）

--China-（英鵠版）

Ｈ本的杵止友展｣j人口

一其原助力－１典と(－（''''五l語版）

PembangunanlndustridankependudukandiJepang

３．アジア諸国からの労働力流出に関する鋼査研究観告iリト

-PenggerakUtama､TengaLls[ｒｌｋ－

ータイ国一

（インドネシア綴版）

４．Ｈ本の人口と家族

PopulationandIheFamilyinjapan（英語版）

円

ノ。

ネパール王催l人口家族計画第二次挫礎調査

ComplementaryBasicSurveyReportonPopulatlon
５．アジアの人口転換と＃3発一統計災一

andFamlIyPlanninｇｉｎｔｈｅｋｉｎｇｄｏｍｏｆＮｅｐａｌ

DemographicTransitionandDevelopmelitinAsian
Countrles-Overv】ewandStatisllcalTables（英語版）

昭和62年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業I刑発に関する調ＩＣ鯛』告普

６．スライド

一中華人氏共和1週ｌ－

Ｈ本の人口と家族（日本語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏpula[ionand

FamilvandPopulationinJapan

AgriculturalDevelopmentinAsianCountrjes

-AsianExpenence-（英語版）

-China-（英語版）

日本的人口5家庭（中国語版）

Penduduk＆Keluargajepang（インドネシア語版）
７．ペルー共和国人口家族計画基礎綱盗

２．束耐アジア縮図繁人[I・開発ＪＩＬ礎綱在報告書
一中華人民共和lTil-

ReportontheBasicSu｢vｅｖｏfPopu1ationand
DevelopmentInSoutheastAs1anCountris

平成元年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に側する調査報侍ｌ１ｌ
－バングラデシュljEI-

ReportontheSurveyofRuralPopulatjonand
AgnculturalDevelopment－Bangladesh（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調盃徽告香
一ネパール国一

ReportqntheBasicSurvevofPopulationflnd

Chma-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出にlＨ１する調在研究報告普
一フィリピン[玉1－

４．Ｈ本の人口と農堆開発

PopulationandAgriculturalDevelopmentin」apa、
（英語版）

５．ネパールの人【」・'111発・環境

Population，DevelopmentandEnvironmentinKepal
（英語版）

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Nepal-（英錨版）

３．アジア諸国からの労動力流出に関する綱森研究報告i1ト
ーマレーシアlIil-

４．日本の人口櫛造変動と開発
一高齢化のアジア的視点一

Structu｢alChangeinPopulationandDevelopment
-JapaTsExperienceinAging-（英語版）

６．スライド

１１本の人口移動と総済発展（日本i箔版）

TheMigratorvMovementandEconomicDevelop
mentinJapan（英語版）

日本的人口移功窃蟻済度展（中l1il誌版）

PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkonoml
DiJepang（インドネシア識版）
７．トルコ国人LI家族３１画基礎調Iii

５．スライド

商船化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して－旧本譜版）

昭和63年度
１．アジア諸国の農村人口と農業１１M発に関する調在報告ｉｌｌ

AgjnginJapan－ChallengesandProspects--

－ネパールＩｒ１－

辺人高齢化社会的日本正面I届挑奴

AgricultulralDevelopmentinAsianCountrles

（英語版）

一道求具生命意Ｘ的老年生涯一〈中国語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎＫｈｅＳｕ１ｒｖｅｙｏｆＲｕralPopuIationand

-Nepal-（英締版〉
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３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告排
一一中華人民共和国一一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmenIandPopulationmJapan
-TrendsandProspectsiｎｔｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

TantanganMasyarakatLanju［usiaJepang
（インドネシア語版）

６．アジア諸国の農業１%１発－５ヵ国の比較一

StrategjcMeasuresfortheAgTicu1luralDevelopment
-ComDamtjveStrudiesonFiveAsianCoul1tries-

（英繍版）

（本作品は、1990年Ⅲ日本視聴覚教育協会主催優秀映

像教材選奨社会敬育部門で優秀賞を受賞｡）

ReginalDeveIopmentandPopu1atiｏｎｉｎＪａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友ｆⅡ人口（中国語版）

PermbangunanDaerahdanPopulasidjJapang
（インドネシア版）
６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英艦版）

平成２年度
１．アジア粥国の農村人【」と農業開発に関する調査報〈!「書
一フィリピン国一

ReportonUleSurveyofRuraIPopulatIonand
AgriculturalDevelopｍｅｎｔ－Philippin←
（英語版）

２．DIR南アジア諸UPI等人1J・開発基礎綱在報告＃I：
－バングラデシュ~

ReportontheBasicSu】rvevofPopula[ionand
DevelopmentmSoutheastAsianCountries
-BangIadesh-（英語版）
３．アジアI禰国からの労働力流１１１に関する調梵研究報告書
一インドネシア隆1－
４．日本の人口・'珊発・環境一アジアの総験一

Population．、evelopmentandEnvironmentm
japan－AsianExpe7Ience-（英船版）
５．スライド

日本の環境・人口・IⅡ1発（Ⅱ本譜腿）

EnvironmenLPopulationandDevelopmentm
Japan（英iMf版）
日本的坏境・人口・升友（『|個語版）

Lmgkungan，PendudukdanPembangunanJepang
（インドネシア錯版）

（本作品は、1991年伽日本視聴覚教育協会主催優秀映

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口１１１１市化一統if菓一
ProspectsofUrbanizationlnAsia

（英鵠版）

平成３年度
１．アジアルガ国の腱村人口と農業開発に関する調査報告書
一一スリランカ国一一

ReportontheSurvevRuralPopulationand

AgriculturalDevelopment--Srjlanka（英語版）

２．東南アジア諸IZl等人口・開発堆礎調在報告iIト
ーフィリビン国一一

Repo｢tontheBasicSurvevofPODulationand
DevelopmenlinSouIheastAsjanCountrles

--Philippines-（英語版）

６Ｊ

、月肥日インド人口・開発事情視察のため国際人口間題議

～躯日貝懇談会視察団（団長二局桑栄松参議院議員）ｎ
名をインド（ボンベイ、デリー、アグラ、ジャイ

プール）に派遣。
瀬次雄常務理事・事務局長が懇談。

、月知日フレッド・サイーＰＰＦ会長と鹿野道彦理事、広
皿月８日「第九回人口と開発に関するアジア国会議員代表

～Ⅲ日者会議」開催打合せのため広瀬次雄常務理事・事
務局長と遠藤正昭事務局長補佐をベトナム・ハノ

なガイド・ライン。まさに傾聴に

ボンベイの人口は、1991年の国勢調査によ
どう実行していくかｌこれが今

議論のための議論でなく、何を、

したいものです。

ために、是非とも実りある一年に

持って二一世紀を生き抜いていく

す。私たちの子孫が明るい展望を

を成功させるための重要な会議で

開かれる国連の〃世界人口会議“

も来年九月、エジプト・カイロで

ム）大会」が開かれる年。いずれ

[二二二二表紙の写真説明一
年の課題です。ご声援下さい。
（Ｔ・Ｈ）

ＦＡＸ（03）３５８１－７７９６

ので、市民の評判がよく、一日中、買物客で

賑っている。

文化印刷株式会社

値するものです。

この時代、人口問題でも世界の
先駆者である福田元首相の益々の
ご自愛とご活躍をお祈りいたしま
す。

◇ことしはＡＰＤＡにとって二月

にベトナム・ハノイで「第九回人
口・開発アジア国会議員代表者会

議」、一○月にマレーシア・クアラ
ルンプ１ルで「第四回ＡＦＰＰＤ

〒100束京都千代田区永田町2-10-2
永田町ＴＢＲビル710号
ＴＥＬ（03）3581-7770㈹

零
（人口・開発アジア議員フォーラ

財団法人アジア人口･開発協会

ベイ妓大の生鮮食料品と雑貨品の市場で、マ

127年前に建造された同マーケットはボン

●鰯集発行

フォード・マーケットで．ある。

この巨大人口の胃袋をまかなうのが、クロ

1993年１月１日発行く季刊〉

一の都市である。

人ロと開発･各季号く通巻43号〉

ーケットの名前は当時のボンベイ市長の名前
をとったもの。建物は英国植民地時代の面影
を残しているが、傷みがひどく現在修理が行
われている。ボンベイ市内には他にも市場が
あるが、ここのは新鮮なものが売られている

●印刷

イに派遣。

人類が生き続けていく ための貴重

福田元首相との〃新春対談〃は、

》） ざいます。

先ずは、明けましてお目出とう

すか。

。さて、今年はどんな年になり

きずったままの越年となりまし

「献寿」。国の内外ともに波乱を

’

￣

曰誌
￣

ＡＰＤＡ
◇

また弓
◇

ると1,257万人｡カルカッタを抜いてインド第

6２

マングローブの苗木を植樹する､インドネシアと日本の若者たち。

やざしい想い、地球にも。
TＯＧＥＴＨＥＲＴＯＴＯＭＯＲＲＯＷ

地球が与えてくれた､豊かな自然と資源を糧に､めざましい進歩と発展をとげた人
類｡しかし､その繁栄とともに失われつつある､かつての美しい地球の姿を､忘れて
はいけません。地球環境問題が､世界的にクローズアップされている現代。日本船
舶振興会は、この問題に早くから取り組み､環境問題の先駆けとして活動してきま
した｡大切な地球を守るため､私たちはこれからも､環境問題の研究･事業に取り組
/Vでいきます6ＴＯＧＥＴＨＥＲＴＯＴＯＭＯＲＲｏＷ､あなたもぜひ､ご一緒に。

財団法人日本船舶振興会会焚iii川艮

け

ＩＣＩ

`誕蝋露

楽しきと
入学・卒業・就識・結婚な

お誕生曰やクリスマスのプ
レゼントに。

どのお祝いに。

贈られた万のお好みに合わ

思い出の旅をつくっていだ

せた旅をつくっていただけ

だける、素敵なプレゼント

る、夢の広がるプレゼント

です。

です。

ご招待旅行や記念行事とし

お中元やあ歳暮にも。

ても。

お世話になった万への気の

お得意様へ感謝の気持ちを

きいた贈り物としても最適

託して、ご利用ください。

です。

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄやお祝い

ご贈答におすすめしまれ
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阪急交通社のハルジUY-ギフト券
●当社主催パッケージツアー・国内「あらうんどツアー」・

海外「グリーニング･ツアー」をはじめ●全国の一流ホテル・
旅館のご宿泊●航空券●一流ホテルでのお食事●宝塚歌劇や
梅田コマなどての催し物もお楽しみいただけます。
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