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イタリアの物理学･荷。化学的〃
法で史上ﾄﾞﾉﾉの',齢(苑ﾉ１２法を発兄しⅢ
｢ポルタの嘔池｣を苑|U]した．今
11の電文(文明をもたらした功紙

イギリスの化`\:者．』|ﾉﾘ''１１学者。ベ
ンゼンの苑｣,11』群に力Ⅱえ、↑'2気分解
に関する「ファラデーの法11Ⅲ｣嫌、
特に7回磁気`､)：:に多大な業績を残す?１

ﾌﾗﾝｽの淵：:行･IijlUqHfjf:ff･11洋撒

Iilll邦,;ｌＩｉや液体11ﾂﾉに閃する｢パスカ
ルの原jiM』」雑がlLj名。「パンセ」
は求教的・文学的に碩要な週.塙。

は偉大｡Ｖ(ボルト）は電圧のiii位。

Ｆ(ファラド)は締?［秤(,(の単位。

Ｐａ(パスカル）は1-1ﾐﾉ｣の}iilな。
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本店営業部 (０３)3245-9098
銀座 (０３)3562-3413
八重洲通 (03)3281-3812
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神田 (０３)3233-0115
丸ノ内 (03)3211-2477
有楽町 (03)3211-5735
日比谷 (03)3216-3616

内幸町 (03)3506-3840

赤坂 (03)3582-1316
新橋 (03)3502-4313

浅草
池袋
新宿
渋谷

五反田

(０３)3843-7118
(０３)3984-7180

(03)3342-6514
(03)3407-9782
(０３)3490-0244

浦田 (03)3734-2202

横浜駅前 (045)411-7711
横浜 (045)201-2515
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名古屋
名古屋東

(0476)32-5711
(0476)34-8851
(052)231-8119
(052)935-1251

京都 (075)255-3117

大阪 (06)202-1481

船場 (06)261-2595
大阪空港 (06)856-7331
神戸 (078)391-8424

広島 (082)227-5512
下関 (0832)31-3171
福岡 (092)481-5172
札幌 (011）221-1174
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＝ニヱジアに雄,飛皀す■る青年に期.待一
ことも間違いないところであろう。

二軸を凌駕する強力な軸となっていく

今世紀末、更に来世紀にかけて、他の

かりか、その発展の可能性からみて、

アメリカ軸、ＥＣ軸に見劣りしないば

年代に入って順調に伸びてきている。

あるアジア軸は一九八○年代から九○

世界経済を支える三つの軸の一つで

る解説記事を見た時、そうであって欲

の雇用情勢変化の反映であろうかとす

協力隊への応募が増加したのは、国内

明は納得的ではない。近年、海外青年

し、経済援助の歴史が浅い故とする弁

現状の批判は、いまなお説得的である

与に関しては著しく見劣りするという

はトップを極めながらも、人材面の寄

しくないと思う。

先般、京都で開催され
た大学人会議で、大学の

こうした状況の中で、わが国の国際

る。こうした取組みの中から海外に雄

るとする宣言が採択されたと聞いてい

議員の熱意一国際人ロ．開発会鯛最終準備会鰯

使命は環境問題に関する

的貢献が、より具体的な課題を担わさ

飛する活力ある青年が続々と生まれる

巻頭言Ｉ●

れる条件も着々と熟してきている、そ

ことを期待したいものである。環境問

施調査報告香及び出版物76／■Ａ・Ｐ．、.Ａ日誌79／

■表紙説明80／■編集後記8０

38…桜井新理事が入閣･環境庁長官に

認識を高めること、環境

れは単に交易関係の充実、資金の提供

題はいかなる意味においてもグローバ

●石橋武之<毎日新聞社人ロ問題調査会＞

■国際人ロ・開発鯛員会議（ｌＣＰＰＤ）５９／■Ａ・Ｐ
．、。Ａ賛助会員二入会のお願い(特典)75／■本協会実

●南野知惠子<参鯛院蟻員＞

問題に取組む人材を多数

に止まらず、技術の移転、人材開発へ

ルなものとなってきている。

育成することに重点があ

の積極的寄与によるアジア諸国との協

（降矢憲二

23…プレップコムⅡＩ評価された日本国国会

●カイロ宣言へ準備会合開幕●発展が．〆不足
もたらす・未婚女性増えてます・人エ中絶「倫
理の欠如●４人に１人未婚の母持つ●人ロ増な
しで地方活性化●400万人を超す幼児死亡／他

16…中国の少子化政策一ﾈｯｸは盲流と少数民族一

60…にゅうすふぉ－らむ

が訪日一ＡＰＤＡの招きで￣

●楠本修くＡＰＤＡ主任研究員＞

９…インド．マレーシア人ロ・開発溌員団

43･･･民族問題の構造一人ロ・開発問題の障害一

●堂本暁子<参識院鯛員＞

●王勝今<中国.吉林大学教授＞

Ｉ

Ｉ

調関係の強化である。

わが国がＯＤＡの資金規模において

１…巻頭言・アジアに雄飛する青年に期待

39…国際人ロ・開発会議に向けて一女'性．環
境・人ロ移動一

２…北東アジアにおける人ロ転換と開発

北東アジアにおける

●はじめに

定される。

さらに大きな経済の発展が可能である。

段階と産業構造がそれぞれ違うために、

構造を持っていると同時に人口転換の

文化的に、また相互補完的な経済開発

北東アジア地域は地理的、歴史的、

とがうまく結合し、急速に発展すると

そして大量の余剰資本（日本・韓国）

北部の豊富な農産物と労働力と資源、

現すれば、この地域の経済は、中国東

ウを導入することができる。これが実

術を持つ労働力と産業・技術のノウハ

そして産業転換の異なった段階に必要
とされる労働力の存在といった意味で

の人間資源の多様な相互補完性がみら
れる。例を挙げると、労働力が豊富な
中国東北部と北朝鮮は、日本からは先

端技術を、韓国からは、より高度な技

完了されたのは日本である。それは、

アジアにおいて人口転換が最も早く

人ロ転換過程の段階性

１、北東アジアにおける

この地域の人口総数はおよそ三億人で、

王勝今

考えられる。

中国・吉林大学教授

教育レベル、技術レベル、衝金格差、

壁臺~電灘

一一一一

八回輯換と圃露

国の場合は全土ではなく東北三省に限

ゴルを含む地域を対象としている。中

本、韓国、北朝鮮、極東ロシア、モン

う構想である。地域的限定は中国、日

かれた。これは北東アジア経済圏とい

標桧した実りある関係へと可能性が開

張は薄れ、平和的共存と経済的協力を

済化によって、北東アジア国家間の緊

超大国間の冷戦の終結や中国の市場経

一九八九年のマルタ合意による米ソ

人

２

北東アジアにおける人ロ転換と開発

1945年５月生まれ。’982年吉林大学大学院
国際政治研究科修士。８４年日本大学大学院経
済学研究科修士。８８年アジア経済研究所客員
研究員。1990年中国人ロ学会理事。９２年ＵＮ

しかし、

この人口転

態あるいは

換の進行状

港、シンガポール、台湾、韓国といっ

低出生、低

◆■●●■

インドネシア
フイリピン

８２５００

マレーシァ

１２３３４

タイ

死亡の達成

東南アジァ
シンガ゛ポール

’九四七年から一九五七年の一○年間
に異例的な速度で達成された。日本の
人口転換完了後、若干の期間を経て香

た周辺諸国や地域において人口転換が

急速に進展していった。黒田俊夫教授

■■●▲●■

の段階を示している。

北東アジアにおいては、日本、韓国
はほぼ出生力転換を完了し、ＴＦＲは

置換水準をはるかに下回っている。人

口転換指数も一・○○ないし一・○○

に近い高い指数を示している。つまり、

モンゴルの○・五四を除くとそれぞれ
高いＤＴＩを示し、人口転換の完成に

このような転換に比べて、東南アジア

接近しつつある。北東アジアにおける

モンゴノレ

５２８２４７

韓同

１１１２２４

ﾛ本

北朝鮮

３

北東アジアの諸国における人ロ転換指数

北東アジア

中国

の度合は国

表１

と著しい差

いては、モ

いてほぼ完了していることである。し

かし、東南アジアにおいてはシンガポ

１ルを除いて大部分の国では人口転換

はなお一般に著しくおくれていること

が認められる。このように、北東アジ

アと東南アジアの諸国は人口転換のそ

れぞれ異なった段階にあって完成に向
かって進んでいる。それぞれの国の経
済的、社会的、文化的条件と人口政策
的努力の結果として異なった人口転換

ごとに見る

｢中国都市人口と生活水準」（共著)アジア経
済出版社１９９４論文を多数発表

は、この人口転換の伝播過程を「人口
転換波及説」と呼んだのである。人口

中国北方出版社１９８８

『人ロ社会学」吉林大学出版社１９８８

異が認めら

（主編）吉材大学出版社’987

ｱ東北都市人ロと生活水準の調査研究』（主編）

れる（表１

画生育委員会I986

r中国東北地域の人口と経済開発の調査研勤

転換の最終段階への開始時期を例にと
ると、日本は一九四七年であったが、
香港では一四年後の一九六一年、シン

ｒ吉林省出産力と生活水準の研究』吉林省計

参照）。北東

会Ｉ９８５

ガポールが一七年後の一九六四年、中

「日本の人口と社会』吉林省日本社会学研究

アジアにお

社１９８４

国は二二年おくれて一九六九年であっ

『中国人ロ増加の分析』（日本語版)日本時潮

ンゴルを除

〈主な著替＞

た。特に興味深いことは、これらの国
や地域の出生率低下が日本と全く同じ

人教官に１年間の任期で就任。

一○年間で半減している一一とである。

ＤＰ図椚江開発北京会譲に中国政府代表とし
て出席。９３年中国アジア・太平洋学会常務理
事。現在吉林大学教授・社会学部長・人ロ研
究所長。９３年１２月から金沢大学経済学部外国

79.0

1.00

7７．９

0.99

7０．６

０．８８

7０．９

０．８８

7０．７

０．８５

6３．４

０．５４

7４．５

０．９０

6８．１

ｑ８５

7０．７

０．７５

6０．１

０６８

6４．９

０．６３

資料：合計統i汁出生率および出生時平均余命は‘･l992ESCAPPopuIation
DateSheel,､
備考：人口転換指数(demofraphictransitionindex)は次の式による。
DTI＝(〕５〔(7.6-TFR)/５５〕＋0.5〔１－（79-eo）／36〕ＴＦＲは
Ｙｅｍｅｎの7.6を鰻高とし、低下して置換水準の2.1に達するものと仮
定。出生時平均余命はそれぞれの国の平均余命か最高79年（日本）に
到達するものと仮定。ＴＦＲが置換水準およびそれ以下に達した時の
人ロ転換貢献度を0.5、また出生時平均余命が79年に達した時、その

人口転換貢献度を0.5と仮定してある。

注：人口繊換指数は黒田俊夫教授によって計算されたものである。

自動車エ場

〔写真・左〕吉林省長春、第

をさらに考慮しなければならないので
ある。各国の産業部門別構成や産業別
の労働力比率を見ると（表２、表３、
表４参照）それが裏付けられることが

３、北東アジアにおける

人ロ・産業転換の波及

波及効采が事実上少なかった。それを

阻んだのは、あくまでも国家間に長い

間立ちはだかってきた政淌的、箙事的

対立であった。思想の対立や軍事的な

転換がおくれているが、低虚金労働力

化し、高度化してきた時、人口・産業

人口増加率が低下し、維済増加が加速

まれるであろう。たとえば、ある国の

には出生力行動といった人口要素も含

のも予想される。そのような経験の中

間における経験の相互的影響が生ずる

依存性や人口交流の増大は、近隣諸国

化的要因に加えて貿易面における相互

北東アジアにおいては、地理的、文

影響し、波及することが十分に予想さ

鮮、モンゴルという北東アジア諸国に

から二○○○年にかけて、中国、北朝

及されたと言えば、一几八○年代後半

けて東南アジア諸国に影響を与え、波

九六○年代から一九七○年代後半にか

換の波及効果は、地域別で見ると、一

あると考えられる。その人口・産業転

大きなインパクトを与えているもので

は、アジア・太平洋地域の経済発展に

前述した日・韓両国のモデルヶース

られる。

が提供されるに至ったのであると考え

播する地域環境、あるいはその可能性

東アジアにおける人口・産業転換の伝

済活動を刺激した。これは、言わば北

て、北東アジアの国や地域すべての経

び市場経済の導入等すべてが結びつい

和し、ソ連の崩峻、中国の門戸開放及

が押し寄せ、政治的、軍事的緊張が緩

てきた。しかし、ペレストロイカの波

述のような相互作用の発揮は妨げられ

によって市場経済の導入を遮断し、前

壁によって、政府は中央計画的な経済

が豊富であり、また望ましい投資機会

れることである。事実上、一九六○年

このように、北東アジアにおける国

１日・韓から中・朝・藻へＩ

が予想される近隣諸国に着目するよう

代日・韓両国のモデルヶースは、時期

明瞭であると考えられる。

になる。このようにして、投資を受け

際環境の変化及び近年の地域経済・技

換の相互作用の時期を迎えてきたもの

的に三○年後の中国において全く同じ
北東アジア諸国は、地理的には近隣

である。日・韓両国のモデルケースで

入れる開発途上国では、人口転換に直

国であるし、歴史的には遺産を共有し

明らかにされるように、長い間日本で

術交流の拡大に伴って、人口・産業転

ているし、また文化的にも類似性を持

盛んだった繊維工業が、人口転換の過

事を繰り返しているものである。

つところが多いにもかかわらず、これ

程が末期を迎えたことによって、急激

接、関接的影響を与えるような幾多の
変化が発生するものであろう。

までに前述した相互作用あるいはその

６

北東アジアにおける人口転換と開発

己

蝿Ｆ壺避＆弔鐘

や山三

，好

‐均一》ぜ

一一》一一一
←１記府罷』

働力の不足があらわれてきたのである。

る。それと同時に、労働年齢にある労

や日本では受容しきれなかったのであ

繊維の生産にかかる高い賃金は、もは

に落ち込んだことは不可避であった。

ろう。さらに同じようなことは北朝鮮、

う人口要素も含まれることになるであ

これによっていわゆる出生力行動とい

合が年々上昇する傾向にある。そして、

の進出増加によって、女性労働者の割

決されつつある。これらの「三資企業」

中国東北三省においては、市場維済

労働力の質が向上するにつれ、低い貸

て繊維工業は、その当時なお人口転換

化に伴い、遼來半島開発、三江平原農

モンゴルにおいても、もはや開始され

の過程の初期の段階にあり、低い貸金

業総合開発、図椚江デルタ国際共同開

金で昔ながらのきつい労働に従事する

で豊富な労働力が供給でき、しかも日

発等世紀を跨る大きな開発計画を制定

るであろうと予想される。

本から地理的に近い鮴国へと移ったの

したのである。近年、日本、韓国、香

人がいなくなったためである。こうし

である。

経済交流においてすでに発生している

門戸を固く閉ざしているとほとんどに

北朝鮮については、長期にわたって

港、台湾の投資が年々増加している。

ものである。東北三省に絞って見ても

思われるが、一九八○年代（特に八○

中国の改革開放と市場経済化に伴っ

遼寧省の大連は中・日産業合作のモデ

年代後半）以来、経済は徐々に開放さ

というのは東北三省は巨大市場になる

ルヶースの一つであって、吉林省の延

れつつある。たとえば、一九八四年九

て、かつて日・韓両国間に見られたこ

辺は中・韓産業合作のモデルケースの

月合弁法の公布、さらに一九九一年一

可能性を秘めているからである。

一つであると指摘される。このような

二月政務院決定七四号を採択し、羅津

とは、今日、中・日または中・韓との

日・韓の対東北三省の企業進出は、そ

ｌ先鋒自由賀易地帯の指定等で約八

年間かかったが、「合弁企業」から「経

の産業移転及び安い労働力が求められ
ると同時に、東北三省の就業問題も解

７

始めるなど開放政策を取り始めたこと

本的な相互補完関係であると考えられ

言わば北東アジア地域における最も根

の問題が深刻化しつつある。これは、

で、北東アジア経済における北朝鮮の
る。

済特区」へという前向きな姿勢を見せ

役割も一段と大きくなることが予想さ

経済発展と人口転換』時潮社、一九

３趙利済著一アジア・太平洋地域の

八九年版

４超利済著一・束アジアにおける産業

協会、一九九三年一一一月

転換と人口転換』アジア人ロ・開発

５王勝今、安青箸『北東アジア国際

が、北朝鮮は石炭、金、鉄等地下資源、

北工」をその特徴的な構造としてきた

南は農業と若干の軽工業を持つ「南展

学工業部門のほとんどは北に立地し、

ア経済圏形成の欠く事のできない要素

互作用が完成されることは、北東アジ

術移転ｌ産業移転ｌ労働移動という相

によって地域間における資本循環ｌ技

ては、人口転換と産業転換の波及効果

の地域開発』ＮＩＲＡ、研究報告、

から見た図佃江プロジェクト及びそ

前述した地理的、歴史的、文化的要

水産資源が豊富である。または労働力

である。また、北東アジアの近代史を

れる。歴史を振り返って見ると、戦前

にしても、現在では数十万人の軍隊を

振り返って見ながら、筆者はこれを「北

因から見れば、北東アジア地域におい

抱えたうえ、機械化がおくれ、国内の

東アジア経済再循環」と呼ぶことにす

日本統治下の朝鮮における主要な重化

様々な作業は「人海作戦」でこなさな

る。そして、この循環は、二一世紀の

割」延辺開発開放シンポジウム論文

ければならないため、通常に言われる

この地域の変革に必要なダイナミック

協力における延辺朝鮮族自治州の役

ほどの余剰労働力はない。しかし、軍

な成長に対して重要な影響力を持って

一九九四年一月

６王勝今『朝鮮民主主義人氏共和国

集、一九九二年五月

縮が進み、さらに「人海作戦」に頼ら

いるものであると考えられる。
６

三月

アジア人口・開発協会、一九九三年

人口』（第一章、産業転換と人口転換『

２黒田俊夫箸『アジアの産業転換と

粒社、一九六八年版

ｌ黒田俊夫箸『日本人口の分析』一

ｌ参考文献Ｉ

なくてもよくなった時点では、相当な
労働力の提供が見込めるものである。
また、モンゴルと極東ロシアにお
また、モンゴルと極東ロシアにおい

ては、広大な土地と資源が豊富である

が、資本と労働力は不足している。他
方において日本は資本と技術の両方を

持っているが労働力は著しく不足して

いる。韓国も日本に続いて労働力不足

８

インド・マレーシア人ロ・開発蕊國岡が訪日

Ⅷ鞠・

れ事業が５，６の両月、インド、マレーシア両国

議員団が訪日して実施された。両国議員団は東京

友好ｍ・親善の輪勉広げ二口Ｕ■■」・

口．・群馬・■■吸口■新・潟Ｉｑ・・Ｊ東京海・視察八口．

はじめ群馬、新潟両県を訪問、家族計画や老人施

設など総合的な保険医療の実態を視察し、日・印、

今日の事業を通じてさらに深めた。

柵僅栂十一

皇后さまゆかりの

正田邸（館林）で

和やかに昼食バー

一プイ．：：：。……：：

〔インド人ロ・開発議員連盟訪日繊員

団〕五月二二日午前十一時半、マヘ

ンドラ・プラサド団長以下随行三人を

含め九人が成田空港に到着。直ちに専

用バスで群馬県館林市内入りした。

同市が選ばれたのは、一九九二年の

訪印議員団メンバーの谷津義男衆議院

議員（自民）の椎せんによるもので、

｜行は谷津議員と再会を喜び合ったの

ち、同夜は谷津議員主催の夕食会が日

本料亭で開かれ、山本達司・館林市長

はじめ同市内の有力者が出席、菜食主

義者（ベジタリアン）に配慮した献立

の宴に友情と親交を深めた。

席上、山本市長が「当市は人口減少

の傾向があるので、人口増加策を考え

ている」と挨拶すると、プラサド団長

が、「館林は緑が豊かで、町並みもとて

も美しい。このように清潔な市は、こ

,

〔上〕館林保健所で熱心に脱明を聞く訪日

〔中〕正田邸の庭園での昼食パーティのの
ち地元青年経済人たちと記念撮影
〔下〕館林市保健センターで乳幼児検診を

インド鐡員団

視察

加策について考えこむシーンもあった。

気の中で交歓が続き、同市長も人口増

ないで下さい」と注文、和やかな雰囲

れ以上、人口をふやして環境を破壊し

情を楽しんだ。

うな新緑の日本情緒豊かな大庭園の風

た一行は手入れの行き届いたむせぶよ

開かれた。母国の味に舌つづみを打っ

ド料理をメインにした昼食パーティが

ィフル」を連発、さらに華厳の瀧の景

横たわる美しい中禅寺湖に「ビューテ

を散策したり、晴れ渡った眼下に青く

ケーブルカーで茶の木平に上り、山頂

同夜は、中禅寺湖畔で一泊、翌朝、

昼も、谷津議員の特別のはからいで

えた説明をうけ、熱心な質疑を行った。

の家族計画活動についてスライドを交

次長の案内で同保健所を訪問、同地方

日本の地方都市における保健医療や家

の先導で新生児保育の状況などを視察、

教室や、館林厚生病院では高野副院長

田喜美子所長の案内で二歳児のムシ歯

午後は、館林市の保健センターで横

祈願する姿が印象的だった。

では本殿でお審銭を投げ、ぬかずいて

信仰心の篤い一行は、日光・束照宮

’一日目の一一三日は、梶田館林保健所

美智子皇后陛下が少女時代疎開されて

族計画の実態に触れた。

にのぞんだ。

議院議員食堂での昼食会

ＡＦＰＰＤ議長主催の衆

らバスで入り、桜井新・

国会議事堂へは正面か

政務次官を表敬。

ュアをうけ、井奥・厚生

済発展」についてレクチ

の「日本の人口転換と経

わたって、阿藤誠・人口問題研究所長
阿藤誠・人口問題研究所長

二十五日は東京。厚生省で一時間に

観に時を忘れた。

いた正田家ご本家の正田邸庭園でイン

睡圃醗回堅蕊

’０

インド・マレーシア人ロ・開発議員団が訪日

〔上〕阿藤・厚生省人ロ研究所長から「日
本の人ロ転換と経済発展」について
のレクチュアをうける一行

〔下〕谷津義男代溌士のはからいで羽田首
相への突然の表敬が実現。（院内総理
大臣室で）

行思び谷慌鬮鰄鰄鰄Ⅷ

国はい入津た桜
際輿もり衆だ丼

Ａ奮肖襄讓卜暴羽谷

間、な敬員緊長田津

題緊かすの迫と首議

寶霊２睾謹ｋ青相員

懇たこ運で空会ｌこの

;鬘『鱗讓臺

で

ンと合相院一
（につに内行
’_た飛では
｡

鶴鱸驫;…鱸靭固まイ性で

こいすンはも

の､握しド十あ

;薫騨
ドのす人

員く問福団ご・口

会
題田長健人間
のら闘口題
の元
審全を大の
議員祈国重
状とりの要

ント人ロ

藤．…」ニー鬼同ｉ

マヘンドラ・プラサド（団長、議員、人
口と開発に関するアジ

ア議員フォーラム副識
長、インド人ロ・開発

況や本会議場を見学。午後二時半から

は”人口の父〃と尊敬を集めている福

田赴夫・元首相を表敬訪問した。

「オオ、ハワーユー」と手を広げて歓

迎する福田・元首相に団長以下、肢敬

礼。同首相から、人口問題の重要性と、

二一世紀の大問題となる”食糧“問題

の取り組みの緊急性についてご意見を

うかがい、その見識に深い敬意を表し

た。同夜は、中山太郎・国際人口問題

議員懇談会会長と、前田福三郎ＡＰＤ

′′

議員連盟会長）

シフ・プラサド・チャンプリア（議員）
タラ・シン（議員）
スルヤ・ナライン・ヤダフ（議員）

ディリプ・シン・ブリア（議員）
マン・モハン・シャルマ（インド人ロ・

開発議員連盟事務局長）
ラケッシュ・ミツタール（随員）
ランジット・シャルマ

（随員）

徹人ロの父′福田元
首相を表敬訪問

来日中のハーフダン・マーラ１ＩＰＰ

Ａ理事長主催の、歓迎夕食会にのぞみ、

力ｌ社会窪済翼に向けて」と題

経済学部教授の「日本・インド国際協

のスライドを観たのち絵所秀紀・法大

・ポース氏を偲んだ。

蓮光寺を訪れ、在りし日のチャンドラ

設二年目の松下電器情報通信システム

い人口政策と経済発展、保健医療の実

中央・地方における日本の素晴らし

マヘンドラ・プラサド団長の話

センター、ＡＶ＆ＣＣシステムスクェ

態を見せて頂き、大いに啓蒙された。

このたび学んだことを、インドでも

見下す東京の風景に感嘆した一行は、

面でのあたたかいおもてなしに心から

取り組みたい。日本国国会はじめ各方

生かし、さらに人口問題解決に真剣に
二九日早朝、数多い思い出を抱いて帰

感謝申し上げます。

二でプログラムオリエンテーション。

七日は午前十時から厚生省で阿藤誠

・人口問題研究所長の「日本の人口転

換と経済発展」のレクチュアをうけた

あと井奥貞雄厚生政務次官を表敬した。

正午から国会の衆議院議員食堂で桜井

新ＡＦＰＰＤ議長主催の昼食会にのぞ

は六日午後五時過ぎ成田空港に到着し

溌員団〕オマール団長以下一行六人

〔マレーシア人ロ・開発議員連盟訪日

感謝の言葉が述べられた。

れた第４回ＡＦＰＰＤ大会の思い出や、

ーシアの首都クアラルンプールで開か

会会長も同席して、昨年一○月、マレ

んだ。中山太郎国際人口問題議員懇談

同夜は、宿舎のホテル・ニューオータ

留学生と交歓Ｉ

ｌ国際大学では

医療にワンダフル

院”で農村の保健

”ゆきぐに大和病

マレーシア議員団

０●』▲Ｓ■ウ■・●■△忠Ｊ：■邑●凸ご号■■■■■Ｊ２ｓｇ●■●・・▲名：●⑤■・●●■・●ざ：己■■■■ｆ●■■▲＆●ざｇｓｇＣ■Ｐ。■Ｒ●の二口・・畠■■のロ■。⑤ろ●Ｂ■ロ●●・●弓■・の■。。。こり■ＰＴＣ●■■凸▲守庁・■■●・●■のＣ・▲・●ぜ‘■⑪ロロ。こ●台Ｆ・Ｚ凸●●や丘ＯＢ■●ＳＦ２Ｃ●▲■●二Ｆ。●●●。■三■・●▲の■。Ｊ：名●・・の□■Ｃ一二・ざ●■０．宅凸●学オ・凸三▲■●■・・且Ｚ・Ｆ２凸弓マラ正・ろ⑤５ヶ汀。●邑凸；ず。己■。、三・・●凸中Ｐ◆Ｆ守・

国したが、滞在中、都内杉並区和泉の

東京タワーの展望台から一望の下に

科学技術の粋に魅了された。

アを見学、世界の最先端をゆく同社の

するレクチュアをうけた。このあと新

Ｆ事務局長も合流して親善を深めた。
二六日は、永田町のＴＢＲビルで当

財団製作の「日本の地域開発と人口」

Ｉ
露

’２

インド・マレーシア人口・開発迩員団が訪日

〔上〕、ゆきぐに大和総合病院"でお年よりのデ
ー・サービスの模様を視察する－行。「二
の地域の人々は温かく、幸福ですネ」

〔下〕漢方薬に興味を持つ－行。､ゆきぐに大
和総合病院〃の薬草園では真剣にシャッ
ターをきっていた。

観たのち、原洋之介・東大東洋文化研

本の環境、人口、開発』のスライドを

した一行は、ＴＢＲで当協会製作の『日

折から開会中の衆院本会議場を傍聴

的だった。

帰国後、検討して実現したい、と意欲

見解を述べ、｜行もこの意見に賛成、

うな方向で検討したらどうか」などの

沢山派遣するなど、インドネシアのよ

ろり庵“で昼食。珍しい建築に記念撮

の案内で、”いろり“のある民芸風の〃い

た。地元、桜井事務所の遠藤健一秘書

これは日本のスイスだ」と歓声をあげ

どの景観に圧倒され「ビューティフル、

田福三郎・ＡＰＤＡ理事長主催の歓迎

まず玄関脇の薬草園に興味を示し、「こ

大和町立ゆきぐに大和総合病院では、

影ラッシュが続いた。

夕食会が開かれ、和やかな団らんが続

同夜は、中山太郎・人口懇会長、前

究所教授から「日本・マレーシア国際
協力ｌ社会経済開発に向けて」の
レクチュアをうけた。

原教授は「これからの経済協力は、

の草は何の薬か」など質問攻め。秋山

武雄・同病院事務長を中心に地域医療

いた。

八、九両日は、ＡＦＰＰＤ議長の桜

従来の建物とか機器などのハードなも

のから〃人づくり“のためのソフトな

同病院では老人医療や、家族がお年

について説明をうけ、意見交換した。

潟県の豪雪地帯であ

よりを朝、病院にあずけ、夕方、迎え

井新衆院議員（自民）のあっせんで新
（自民）のあっせんで新
る南・北魚沼郡を訪

にくる〃デー・サービス〃の実態を視

ものにも力を入れ、留学生を先進国に

問、雪国での保健医

年よりが輪投げやゴム風船と団一扇を使

察したが、病院関係者とおむつをたた
八日は、関越自動

ったバレーボールに興じている姿にす

療、奥只見ダムを視

車道を専用バスで下

っかり感心。マレーシアの農村地帯で

む作業を手伝ったり、体の不自由なお

り、六日町入りした

もこうしたサービスを実施したい、と

察した。

が、途中、越後湯沢

北里大学保健衛生専門学院の入学や

啓蒙された様子だった。
ると、左右の山間部

就職状況をきいたのち、国際大学を訪

のリゾート地帯に入
に展開する豪華なリ

問した。同大学にはマレーシアからの

留学生が三名おり、浜雄一郎事務総長

ソートマンションや、
スキー場、リフトな

えヲ

会賭がはずむ

「国際大学」で実習中の留学生との

マレーン△Ｊ：前

アーマッド・オマール（団長、議員、マレ
ーシア人ロ・開発議員連盟副議長）

同夜は、桜井新ＡＦＰＰＤ議長主催

Ｄで歓迎

地元婦人が民謡蹄

が交換された。

留学生を送り込みたい、と活発な意見

学生との懇談も行われ、さらに多くの

宍戸駿太郎学長を交えた各部長と留

を視察した。

の案内で広々とした肺かなキャンパス

臼，
鰯;￣繩

ノード・カレッド・ノルディン（議員）
ロザリンド・ヤウ・ソク・ミン（識員）

ラーマ・オスマン（元議員、マレーシア人
口・開発議員連盟事務局長）

（随員）
モッド・サイド・ジュニ

ーにれな〃和志、力郡人催・食
行一、ど札１町に地者内にさホ会

役国が川音よ元がののれテがの
買際披音頭る婦集地ぽ一ルオ歓
い親露頭〃〃入ま元る五で力迎
、善さ〃や大有り有両○開ベタ

奥只見ダムに驚嘆

雪合戦の初体験も

九日は奥只見ダムを視察、一行にと

って生涯忘れることのできない一日と

なった。ダム建設のために資材輸送用

に掘られた長いトンネルを抜け、湯之

谷村芋川の現場に到着すると、満々と

水を貯えたダムの景観に一行は息左」の

む。桜井事務所の手配で電源開発株式

会社の吉田庄一館長が、ダムが完成す

るまでのドキュメンタリー映画を上映。

同社が一行にプレゼントしたダムのカ

ラー写真集に記念スタンプを押したり、

の多忙な国会状況から出席できなかっ

の山本正明専務が添乗して湖上を一周。

ダム遊覧船では、奥只見観光株式会社

職員のサインをもらったりしていた。
たが、同議員が人類の平和のために国

発電所の組立室、水車室、配電盤室等

ダム視察では、数十メートル地下の

つくせり。

記念搬影する便宜を図るなどいたれり

谷間の入江に船を着けさせ、船上から

山間の残雪を珍しがる一行のために、
人達に理解され感銘を与えた。

際舞台で活躍している意義が、地元の

桜井新議員は、新年度予算成立間際

った。

は異国情緒溢れる民謡踊りに大喜びだ

ミカエル・リサ・カヤ（議員）

Jダ

インド・マレーシア人ロ・開発鐵員団が肪曰

〔上〕ほとんど無人化されている奥只見発電所
〔下〕「生まれて初めて……」スキーをつけ
て？（つけてもらって……）ご満悦のオ

のコントロール室で熱心に脱明をうける

マール団長一奥只見スキー場で

のち、職員の労力で集められた山荘前

ダムを一望する丸山山荘での昼食の

た」と賞賛していた。

学技術の勝利が、このダムを完成させ

の一行は「日本人の不屈の精神と、科

出し、完成したダムの物語に南国育ち

豪雪と闘いながら、多くの犠牲者を

電所の心臓部を見学した。

様や、コントロール室にも立寄り、発

を細かく視察、モーターの作動する有

カメラにおさめさせていた。帰京の途

大はしゃぎで、何度もポーズをとって

は冬に、家族と是非また訪れたい」と

い気配りをすると、同団長は「こんど

オマール団長にはかせるなどキメ細か

内したり、レンタル・スキーを出して、

ために、山本専務がリフト乗り場へ案

かめていた。スキーを知らない一行の

雪合戦に興じ、得難い雪国の感触を確

初めての経験だけに、ボールを作って

オマール団長の話

げて帰国した。

一日朝、友好親善と情報交換の実をあ

の数多くの賀重な体験をした一行は一

アをうけ、同病院を見学した。日本で

協力局長の人口と母子保健のレクチュ

療センターを訪問、我妻葵・国際医療

’○日は、新宿区戸山の国立国際医

町営の釣り堀で憩うなどして楽しんだ。

表敬ののち、リゾートを視察したり、

とても素哨らしい訪日だった。いろ

中、越後湯沢に立ち寄り、村山町長に

んなことを学び、見せ

て頂き感謝にたえませ

ん。帰国したら是非と

もこの教訓を生かした

日繊員団

り、はしゃぐマレーシア・訪

一奥只見で

い。また日本を訪れた

てが初体験。雪でボールを作

い。

ﾉゴ

の斜面に残る名残りの雪に、生まれて

「ワーッ、冷たい……」すべ

人口の急増は国民の生活を直撃する。
国家の近代化と人口抑制とは、密接に
絡み合っているのである。〃壮大な実験〃

上海の「流動人ロ」は
一日、二百万人

ったのは一九七九年。せつぱ詰まって

人口増加と経済・社会発展計画とを調

二五条で「国家は計画出産を推進し、

ユーした。ちょうど一 年前のことであ

を兼務する女性の謝副 市長にインタビ

上海に飛び、市計画生 育委員会の主任

と出産を遅らせる）と「少生優育」（少

点を謙虚に考えるべきだ」といった。

それより上海の持つ有利な点、不利な

'６

る。とはいって

、十二億人の人

調整は、机上計

どおりにいくは

がない。そこに

都市と農村の生

格差、漢族以外

五十五の少数民

を抱える多民族

といった、難し

問題が待ってい

【》

そういったもろ

もろの側面が集約され たものが、農村

から都市に押し寄せる膨大な出稼ぎ現

象であるといえる。そ こで、さっそく

導入された人口抑制策で、各国からは

和させる」とし、さらに四九条で「夫

る。

中国の経済発展の〃目 玉〃ともいえる

「人権を無視したもの」と非難を浴びな

婦はともに計画出産の義務を負う」と

八二年末に制定された新憲法は、第

がら、とにかく十五年が過ぎた。｜人

規定、中国の基本政策の一つになった。

なく生んで丈夫に育てる）の二つとい

いに気を強くしているのは事実だが、

謝副市長は開口一番、 「経済加速で犬

っ子政策の実行によって、中国社会は

この政策の柱は、「晩婚晩育」（結婚
してみた。

どのような変化が生じているか、検証

といわれる中国の一人っ子政策が始ま

(まず算口もえ

るい性族に活

中国の少子化政策

これは先発の華南地方の経済特区に比

海の発展を見込んで上海に来る人を流

に二百万人と聞かされ、その数の多さ

のことをいい、上海在住三カ月以上の

に一瞬、わが耳を疑った。その数字は

そこで話は核心に。経済加速を支え

人には臨時戸籍カードを与えている。

動人口と呼び、この人たちを積極的に

る労働力をどのように確保しているか。

彼らこそ、上海の経済建設に貢献して

ってみた。長距離列車が着くたびに、

べ、ハード・ソフト両面で勝っている

すると、謝副市長は待っていましたと

いる。これまでは出稼ぎ者を総称して

われ先に出口に殺到する集団と、われ

一日の乗降客数というが、それでも信

ばかりに、語気を強めて次のように語

盲流と呼んでいたが、盲流は元来、な

先に入口へ殺到する集団。改札口はま

市内の農工業に使っている。つまり、

った。

んのあてもなく、ただ都市へ流れ込ん

るで戦場だ。広場には何時間も先の列

といった自信の発言であることはすぐ

確かに上海の労働力は少なくなって

で来る人たちのこと。この人たちが入

車を待つ人が、すでに大行列をつくっ

じられなかった。

おり、働き手のほとんどを「流動人口

ると、犯罪は増えるし、街はスラム化

ている。彼らの顔つきは殺気だち、生

流動人口とは技術を持っている労働者

（いわゆる出稼ぎ）」に頼っている。そ

するし、デメリットが多い。流動人口

活をかけた必死の表情である。いずれ

わかった。

れでなくても最近の上海市民は〃きつ

と盲流は自ずと違う。

事を敬遠するようになっている。そこ

をすべて「盲流」と呼ぶものとばかり

日本では、中国の出稼ぎ集団のこと

にやって来た人か、上海を出て行く人

も鍋釜や大きな所帯道具を持ち、上海

百聞は一見にしかず。上海駅頭に立

「盲流」、その実態？

い、汚い、危険“（いわゆる３Ｋ）な仕

で市としては、浦東開発で活気づく上

かの区別は、わずかに「上海みやげを

人間の集団に圧倒されたというより

思っていた私は「さすが、人口政策の

は、経済の発展をさせ、労働力を

「人に酔った」といった方が当たってい

持っているかどうか」という程度だっ

調整する必然的なもの」と前向き

る。「いったい、これだけの人たちが後

先進地だけある」と感心した。そ

に評価しているほどなのだ。それ

にしてきた農地はどうなっているのか」

た。

を上海がいち早く先取りした形と

と思わずにはいられなかった。それで

なくても、すでに彼らの間には農業軽

いえるのでないか。
しかし、 上海の流動人口が一日

'７

ういえば中央政府も「人口の流動

l l l lI1IlIL
●石橋武之(いしばし･たけゆき＞

1938年神奈川県生まれ、中央大学出身。

整理本部副部長を経て婦人紙「トマト｣、
ヤング紙「〈Iノくり」各編築艮兼iii集委
員、編集局鯛築委員、人ロ問題鯛査会事
務局艮兼繍築委員を歴任、現同鯛査会部
長委員兼縄築委員、日本人ロ学会会員、
人ロ問題協蟻会会員。
1962年毎日新聞社入社、編築局地方部、

テレピゲーム店の前に群がる子供たち。
この子たちは「日本は経済が発展して

いる」といった（上海市内で）

員会の劉常務副主任は「人々は高所に

のも変わる。それを上海市計画生育委

第一一、第三次産業へと産業構造そのも

経済発展とともに、第一次産業から

いる。郷里へ帰るのは年に一回ぐらい

ろへ届ける。その日を楽しみに働いて

前の三倍ぐらい。郷里で待つ妻のとこ

海へやって来て三年たつが、給料は以

さん（安徽省出身）は陽気にいった。「上

ケーブル工事をしていた二十六歳の張

老親が子供の面倒をみてくれるという

の四人で出てきたが、郷里の安徽省の

ている。「おととし、夫婦と二人の息子

があるだけ。遊休農地を使って耕作し

で、そこに簡単なベッドとガスレンジ

に訪ねた。倉庫は地元が提供したもの

く王さん夫妻を農業倉庫の”住まい“

祝の風潮は強まっている。

行きたがる」ということわざで表現し

かな。宿舎は現場内にあるザコ寝アパ

いいし、農機具はそろっているし。実

た。

流動人口はなにも工業発展地域だけ

家を建て替える費用を稼ぎ出すまでは

ので、いまは夫婦二人。ここは収入は

ではない。同市間行区の農村地区で鋤

ートさ」と屈託ない。

流動人口の人たちの生の声を聞いて
みた。黄浦江の対岸にそびえる高さ四

百メートルの大テレビ塔建設現場で、

頑張る」といった。

張さんも王さんも「われわれは上海

発展に貢献している」と胸を張ってい

う。しかし、すべての流動人口が臨時

戸籍を持ち、職に就いているわけでは

ない。経済発展戦略を総合的にコント

ロールする上海市計画委員会の郭さん

の説明によると「純粋に流動人口と呼

べる人は何十万人という単位で、そう

いう人は市の家族計画サービスも受け

られるから、仮に夫婦ものでも心配あ

りません。その点、盲流の人たちは市

の監視が行き届かない。どのくらいい

るか、数すら把握できないのが現状だ。

対症療法として警官の数を増やすこと

'８
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ない。九○年の人口センサ

生を受ける資格も与えられ

に出産観は根強い。その代表的なもの

時代の伝統的観念が残っており、とく

農村人口である。数千年にわたる封建

この二つの観念をまとめると、男の

スの結果によると、十五歳

説には五人に一人が非識字

子だけが家の継承者で、年老いた親を

が「多子多福」（子福もの）と「重男軽

者といわれ、そのうち七○％

養うのが当たり前になっている。そこ

以上の非識字者は、一億八

が婦人で占められているの

で男の子を持つことが唯一の〃老後保

女」（男尊女卑）である。

も、黒綾子と無関係ではな

障“になる。これが農村部に見られる

千万人とされているが、一

いだろう。

いまは盲流をシラミつぶしに調べてい

任は「調査は一応七月に終わったが、

年代まで、農村は「人民公社制度」の

にして考えられない。それ以前の七○

負制を柱とする経済体制の進展を抜き

早婚や多産の現象にかなり大きな影響

〃｜人っ子政莱の優等生〃を自負す

るところ」といった。なるほど街へ一

もとに置かれ、仕事、生活のいっさい

このセンサスが行われた

る上海市にも頭の痛い問題はある。つ

歩出ると、ものすごいビル建設ラッシ

を人民公社という集団の中で過ごして

を及ぼしているのである。八○年代の

まり、盲流の存在は、計画出産の管理

ュ。竹で組んだ足場で出稼ぎ者が水を

きた。つまり、あらゆる生産活動が統

年の八月に、私は広州市に

網からもこぼれ落ちてしまうので、一

かぶって作業していた。「彼らの実態を

一管理され、家族計画運動までも公社

農村の人口政策を振り返ると、生産請

人っ子政策に深刻な矛盾を生ずる。い

つかまない限り、中国人口の正確な全

いた、市計画生育委員会主

わゆる「黒咳子（へいはいずこと呼ば

こうしてみると、中国の人口政策の

されて、事態は一変した。生産請負制

単位とする生産請負制度が急速に導入

その後、公社の解体が進み、家庭を

のである。

の計画で、しっかりと管理されていた

目、三人目のヤミ出産の子だから、食

街を走る耕運機

体像は、描けないだろう」と思った。

各識別人ロピラミ･ソド(各fIfのﾉ､、センマス

カギを握るのは、人口の八割を占める

その子たちは計画出産の枠外の二人

出現である。

ぐらいしか考えつかない」という。

５

れる、戸籍に登録されない子供たちの

０Ｊ

５

zＬ３

５
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ブドウ選果場で見かけたウイグル族の少年。明らかに顔つき
が違う

〔左頁写真・上〕トルファン（新麺ウイグル自治区）の干し

スト・バッグに、片手にコーラの紙コップ。一人っ子の典型
的な゛小畠帝”スタイルだ

〔左頁写真・下〕国際都市・上海。どうです、この格好｡ウェ

度とは、農家が一年間に一定量の穀物

て、画期的な事件が起きた。八五年十

度」と、住民に歓迎された。こうなる

新制度は「働けば働くほど儲かる制

う社会システムである。

物は近くの自由市場で処分できるとい

を上回る生産があると、その余分な穀

近くいる。仮に全人口の八％だが、彼

さまざまな五十五の少数民族が一億人

占めている。残り八％は言語、宗教も

中国の全人口のうち、九二％は漢族が

るものとして、少数民族の問題がある。

さらに、一人っ子政策の足を引っ張

支配に対する反対」であったが、実は

面的には「漢族指導者のウルムチ移住、

モが発生した。この一連の事件は、表

は北京の天安門でウイグル族学生のデ

らに十九日にはウルムチ、二十二日に

西安市で漢族とウイグル族が衝突、さ

で一万人の大デモが発生、十五日には

二月十一一、十三の両日、区都ウルムチ

と農家の収入は「労働力の数」とくに

らの存在は、中国社会の理解に欠くこ

「産児制限の撤廃」を要求することにあ

足引っ張る少数民族

「男性労働力の数」に大きく左右される。

とができない重要な意味を持っている。

を生産する契約を結んだ場合、契約量

それは子供を多く産む、男の子が欲し

するはずだったが、畑では依然として

が始まる。農業も「近代化↓機械化」

から、漢族の膨大な過剰人口を吸収で

ら、資源エネルギーの宝庫という理由

の居住地である。つまり戦略的理由か

め、しかも国境地帯の九割は少数民族

都会地の少数民族は二人、少数民族の

四政策」がとられている。漢族は一人、

少数民族地域では、おおむね、「一一一三

村で三人までが認められているように、

現在、ウイグル族は都市で二人、農

った。

牛馬を使い、人力に頼っている。しか

きる可能性があるという理由からも、

農民は三人、少数民族の遊牧民は四人、

彼らの居住地は国土の五、六割を占

も、街では荷台に大勢の人を乗せ、わ

国にとって少数民族の存在は、常にア

といった具合である。

いということだ。

が物顔で走る耕運機をかなり見かける。

キレスけんともいうべき問題である。

八○年代に入って、「四つの近代化」

あの耕運機を畑で、ほとんど見かけな
議に思っていたが、ついに聞かずじま

一九四九年には七五・九％の圧倒的多

ウイグル族の全人口に占める割合は、

っている」という理由で、一人っ子政

化、医療面で、漢族地域より後れをと

部の雲南省も例外ではない。「経済、文

少数民族の占める率が一番多い、南

いのままである。きっと、余った労働

数を誇っていたが、五九年に六一・三％、

策の緩和策を打ち出した。この結果、

たとえば新彊ウイグル自治区の中で、

力をなるべく田畑に動員し、せっかく

六五年に五二・一％、八一一一年に四五・

いのはなぜなんだろう。かねがね不思

入れた機械は街で運搬用に回して稼ぐ

．雲南省の一人っ子率は一五％にまで落

ち、二人が七○％、三人が一五％とい

五％と減少し続けてきた。

そこで少数民族の人口政策をめぐっ

といった構図になっているのかもしれ
ない。

２０

中国の少子化政策

雲南省のシーサンパンナ（西双版納）

もっているから、意図的に共通根を見

してしまうのではないかという不安を

たら、あわてる様子もなく次のように

タイ族自治区の景洪で民族歌舞団の公

出そうとしているんだろう。彼らに人

少数民族の人口は増える仕組みになっ

演を見た。舞台では、同じ踊り手が種

口政策を押しつける気持ちは毛頭ない。

う具合になった。また、漢族と少数民

族の違った民族衣装を次々と着替えな

〃子供が少ない方が生活が麹かになる〃

いった。「少数民族は自分の種族が消滅

がら踊る。「何族の踊り」といった特徴

という道理を理解しさえすれば、少数

ている。

がわかりにくい踊りである。それはお

民族の出生率も自然に下がるだろう」。

一人っ子を上海の街で観察してみた。

シックスポケット
このことを新彊ウイグル自治区計画

南京通り、外灘公園、快餐店（ファ１
外灘公園、快餐店（ファー

ゆる、〃シックス・ポケッ

ゃんを従えている。いわ

おじいちゃん、おばあち

た子供が、両親と四人の

が目立つ。糖一杯着飾っ

でそれとわかる家族連れ

ストフード）……。｜目

生育委員会の馬副主任（漢族）に開い

にも思えた。

を、観客のわれわれに訴えているよう

互いが文化面で接近を図っていること

族が結婚した場合、その子供は大部分
が少数民族を名乗るため、どうみても

Ｌ曲

ト“である。「子供一人

が六人の大人のポケット、

つまり財布を掘っている」

という意味で、その子供

のことを〃小皇帝〃と呼

身’

ろが典型的なスタイルのようだ。快餐

飲料水のびんを片手に、といったとこ

その小皇帝は肩に小型カメラを下げ、

システムを導入していた。妊婦はほと

ニターテレビを通じて対話できる先進

ている妊婦が、控え室にいる家族とモ

た。ここは陣痛室のベッドで横になっ

西省婦幼保健院を訪れた時のことだっ

かった。

ほど如実に見せつけられるとは思わな

表情で横たわっていた。地域差をこれ

んでいる。

店の前では、泣きながら路上に仰向け

んどが初産と説明された。

社会なら当然だろう。それなら家庭教

消しつつある」といわれる。一人っ子

ンヵや子供同士のケンヵや遊びが姿を

ある。「子供の世界から、きょうだいゲ

済開発地域では、よく見かける光景で

これは、なにも上海に限らない。経

を入れた」と、病院側から説明があっ

の心配を和らげようと、このシステム

産年齢は高くなる。そこで妊婦や家族

婚化が進んでいるから、どうしても初

と元気づける仕組みである。「西安は晩

たことないよ。もう少しの我慢だから」

えると、控え室の母親か夫が「たいし

妊婦が画面に向かって「痛い」と訴

というのが、北京（国家計画生育委員

紀初頭には、一人っ子政策を見直す」

集団が、結婚・出産期を終える二一世

こで「六○年代のベビーブーム期の大

トを与えてきたことは事実である。そ

｜人っ子政策が中国の社会にインパク

かし、さまざまな曲折を経ながらも、

すことが確実になり、幻と化した。し

という国家目標は年内には十二億を超

「二○○○年までに十二億人以内」

地球ミニチュア中国

になり、周囲の大人を手こずらせてい

育面の方はどうなっているのか。日本

た。市民の評判は上々らしい。

る。

でも同様のことが指摘されている。

た父母から家庭での話を聞いたうえて

に〃しつけ“の時間を設けている。ま

「どこでも一人っ子対応策として、授業

てしまった。なにせ、むき出しのスプ

院（新彊ウイグル自治区）を思い出し

旅行で見学したウルムチ市の婦幼保健

と感心したが、その数日前に同じ視察

球上の課題を、一つの国で抱えている

「高齢化」と南の「人口爆発」という地

を持っている。いいかえれば、北の

部・少数民族地域の途上国型双方の顔

は、大都会の先進国型と、広大な農村

会）の考えである。「人口大国・中国」

〃自立自助の精神〃を徹底的に仕込んで

リングの上にベニア板を乗せただけの、

といえる。〃壮大な実験〃は形こそ違え、

「さすがに省レベルの施設は違う」

いる」。そのへんの心配は無用という、

お粗末としかいいようのないベッド。

上海の小学校の女教師はこう答えた。

そっけない返事だった。

二一世紀も続くだろう。

「お産はこんなもの」とあきらめきった

クーラ１なんかありはしない。妊婦は

じっとしていても汗ばむほどなのに、

”お産“の地域差
一昨年夏、西安市の中心部にある険

２２
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切竺コーー

じめ

に

一三番目にそれぞれ行われた。

は午後の二番目、桜井議員は午後の

大使の演説は午前の五番目、中山議員

の代表者による演説が行われた。丸山

国首席代表、国連機関及び主要ＮＧＯ

国連本部に於て一○時から行われ、各

準備委員会全体会の開会式は、四日、

口問題研究所長が出席された。

俊二国連代表部大使、阿藤誠厚生省人

日本政府代表団の首席代表は、丸山

にＡＰＤＡの楠本修氏が同行された。

ム議長）、堂本暁子参議院議員と私、更

口と開発に関するアジア議員フォーラ

賢人会議議長）、桜井新衆議院議員（人

太郎衆議院議員（人口と開発に関する

日本から出席した国会議員は、中山

Ｏ「○○○人が参加した。

本部で開催された、一七三カ国とＮＧ

日から二二日までニューヨークの国連

三回準備委員会は、一九九四年四月四

国際人口・開発会議（ＩＣＰＤ）第

(ま

二議員の演説要旨は次のとおり。

aヲ

li l
謝｡､ｓ、一旦一:Ｋ1.,---J
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中山太郎議員演説要旨
中山太郎》人口と開発に関する賢人

会議議長の演説は、一九九四年一月東
京で開催された人口と開発に関する賢

人会議の成果としての「東京宣言」に

であることなど「東京宣言」の紹介と
今回の準備委員会への示唆及びその成
功にむけての願いを含めて挨拶として
述べられた。

桜井議長演説要旨

だけでなくＮＧＯや全ての個人に理解

Ｄで採択される行動計画が、各国政府

金問題などを検討してきたが、ＩＣＰ

と国際移民問題、カイロ会議と資源・資

テイブ・ヘルスと家族計画、人口分布

過程における女性の役割、リプロダク

国会議員活動とも密接な協力関係を維

界議員委員会（ＧＣＰＰＤ）など他の

プ（ＩＡＰＧ）、人口と開発に関する世

開発に関するアメリカ地域議員グルー

おり、列国議会同盟（ＩＰＵ『人口と

九カ国、準会員一○カ国で髄成されて

貝会の調盤機関であり、現在正会貝一

ジア各国の人口と開発に関する議員委

ォーラムは、アジア・太平洋及び西ア

人口と開発に関するアジア国会議員フ

の利害を超え、人類共通の利益のため

行の時である。人々が、民族の、国家

ル」を紹介し、今は理念の議論より実

ＣＰＤのためのＡＦＰＰＤプロポーザ

ＦＰＰＤクアラルンプール宣言」と、「Ｉ

で行ってきた会議の成果としての「Ａ

食料問題にも触れ、ＡＦＰＰＤが今ま

に見据えてゆくものであること、更に

持続可能な形で築き上げることを未来

桜井新ｍＡＦＰＰＤ議長の挨拶は、

され、実行に移されるべきであり、明

持しながら、一九八二年域内協力の場

に活動すべきである、と強調された挨

ついて、人口と持続可能な開発、決定

快、簡潔でかつ行動本位のものが必要

として設立されて以来一二年にも及ん

拶であった。

今回の会合は、今年九月に予定され

カイロ会議にむけて

でいることにふれながら、人間として

生きるということは単に生物として生

きる二とてはなく、先人たちが築き上
げた文化・社会という文脈を離れて生

きることはできない。環境との調和を

ごダ
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国・団体で、今後二○年間の人口行動

準備委員会である。それぞれの地域・

ている国連主催のカイロ会議に対する

ープ、ＮＧＯの活発な行動がみられ、

と健康」には、当然ながら、女性グル

問題となった「性と生殖に関する権利

も等閑視することはてきない。中心的

球を守る」行動なども展開されている。

の調和など、グローバルな視点から「地

へ、家族・社会環境問題・人類と自然

自立問題と合わせ、男女参画型の社会

に結婚・妊娠・出産等に関する個人の

に焦点となったのは、女性の健康、特

の地位向上・教育・雇用・保健で、特

今回は、人口問題・家族計画・女性

の最終準備会議であった。

は、第三回カイロ会議の成功にむけて

ような流れの中でのニューヨーク会議

回メキシコ会議に引き継がれた。この

における一○年間の行動の成果が第二

な焦点となり、その後、各地域・各国

論議から「世界人口行動計画」が大き

で開催され、ホットな人口問題などの

娠中絶を容認する二極面の対立がみら

え方、色々な家族計画の実現と人工妊

な妊娠、出産を守る立場での人権の考

活者としての選択、母体の健康、安全

からの強硬な反対論が展開された。生

人工妊娠中絶は胎児の生命尊重の立場

基づき、避妊は自然法のみが許可され、

王庁カトリックの人々は、バイブルに

れるかであった。予想通り、ローマ法

ーマ・カトリックの提言がどう報告さ

絶問題に対して、アメリカ合衆国とロ

ヘルスに関する家族計画、人工妊娠中

言っても、リプロダクテイブ・ライッ／

全体会二日目のハイライトは、何と

の①×口色一四．二元のロ『ＣＱ巨、ごくの幻億ケ〔の

残しているのではないだろうか。

ヘルスについても、まだ検討の余地を

におけるリプロダクテイブ・ライッ／

られているように見受けられる。日本

減少に拍車をかけるものとしてとらえ

ムとの関係や、ミニピル解禁が出生率

いつも話題となる。エイズとコンドー

いことが、関連する国際会議に出ると

において開発途上国より選択肢が少な

避妊方法に関してみても、開発国日本

個々人により価値観の差もみられる。

習慣や伝統的な風俗など、国々により

色々な事柄の選択権についても、生活

多い。女性の自立・社会的位置付け・

ＵＳＡ対ローマ・カトリック一
価値観の差をつめて明るい人類の未来に…～》

計画等について討議された事柄のまと

めとして、カイロ会議で採択するため
の新行動計画の案文について、更に詳
細な検討を加え、合意形成をみること

選択の権利、いわゆる「性と生殖に関

れた。女性の健康にも宗教・社会・経

四日四８－岳について世界保健機構（Ｗ

が目的であった。

する権利と健康（リプロダクテイブ・

済・政治・法律等の枠組みがあり、そ

第一回会議は二○年前、ブカレスト

ライッ／ヘルス）」であった。当然、世

ＨＯ）の定義によれば、「人々が性と生
の国の文化教育状況など複雑な要素が

已曰目

界の人口移動・難民問題・環境問題等

aｙ

全体会

殖・セクシユアリティをとらえるもの

ルスの概念には、女性の健康から、生

する。」とある。リプロダクテイブ・ヘ

報と手段が与えられていることを意味

利と、それを実現するための十分な情

子供の数と出産間隔を自由に決める権

心理的・社会的に健全な状態にあり、

殖活動の全ての面において、肉体的・

九％は開発途上国で発生しているが、「二

関連する原因で死亡している。その九

全世界で年間五○万人の女性が妊娠に

る感染症の予防も大切である。また今、

ばならないであろう。性行動と関連す

更に「性教育」を通し支援されなけれ

な大人になる過程を日々のケアを通し、

供達が育ち、思春期を通過し、すてき

間の性と生」を真蟄にとらえる中で子

言となることを期待したい。

され、人類の明るい未来に向けての提

する新行動計画が、カイロ会議で検討

れなければならないと思う。それに関

げ、人々の健康と安全が優先して守ら

葉である。国内・国外ともに視野を広

○○○年までに半減を」が我々の合言

健康を中心に据えての性と生殖の権利、

イスに対して一一○億ドルの支出を決めた日本国代表団の発表、

｜』の他Ｉ開会式の全討議として・・ｊ目をバーひた？可は、人ロ

して草案各論が検討された。

六日以降は全体会をうけた分科会と

で、心・身の健康による生活全体の向

自由・自立した選択と共に女性の社会

クリントンとより印寄鞄哺はり人届し的膣、

上、人類の発展を目指すものとされる。

的な地位の向上、男女平等参画型社会

、組み始め・たアメリカ合衆国の発表更に人ロ問題に史してどのよう

さまざまな範囲、例えば、経済・社会

チカン市国である各ｒ表の発表は次のとおり

るのか注目されたⅢ己カトリックのロ－皇庁

への基本的権利の確保への道と思われ
る。

この度の報告書に、リプロダクテイ

ブ・ヘルスチョイス（性と生殖に関す
る選択『リブロダクティブ・ヘルスプ

としての立場を通し、健康の面からと

用語が多くみられる。看護婦・助産婦

ログラム）等々、性と生殖に関連する

らこの問題に対する関心が、国家、地

人口会議以来、このような広い視野か

一○年前、メキシコで行われた国際

曰本国代表団の発表

解するようになっております。

的な開発が達成されるということを理

口問題を適切に扱うことによって持続

われます。特に、ＵＮＣＥＤ以来、人

的開発の領域にまで広がっていると思

らえる「性と生殖」は、家族計画と共

域、国際間、などすべてのレベルにお

ログラム（性と生殖に関する健康のプ

に母子保健、母子看護そのものであり、

いて高まってきておりますし、また、

準備された、会議の最終文書案がこの

したがいまして、事務総長によって
健康家族への支援がその中心である。「人

2‘
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包括的な一連の議題を扱っていること

は、理解できるものです。

最終文書の草稿での論題については

次に、我々がたてた人口の到達目標

○）にわたって人口とＨＩＶ／ＡＩＤ

政府は今後七年間二九九四－二○○

そのような目標は希望のあるもので

次に、日本政府はＵＮＦＰＡと国連

を考慮した上でいくつかの数的目標に

ので、我々代表団が詳細な見解を論述

なければなりません。しかし、また到

大学の協力のもとに、今年一月二六日、

Ｓの分野においてその政府開発援助（Ｏ

することは控えさせていただきたいと

達可能なものであり、世界の様々な国

二七日に人口と開発に関する賢人会議

ついて合意を行うことが我々にとって

思います。今日は、二つの大変短いコ

家、地域における変化しつつある状況

を主催いたしました。会議は世界中か

ＤＡ）を約三○億ドルに拡大すること

メントを述べさせていただきたいと思

を考慮しうるものでなければなりませ

ら多数の著名な参加者の出席をうけ、「人

大変に重要であるということです。

います。

ん。日本政府がとるイニシアチブにつ

口と開発における地球規模の協調に向

作業部会によって論議されております

最初に、文章はできるかぎり明確で、

いて若干述べさせていただきたいと思

けて」と題された東京宣言の採択をも

に決定いたしました。

簡潔で、行動を目指すものであること

います。

会による財政的な援助にかかっており

ための努力を成功させることは国際社

おります。

変大きな貢献をなすであろうと信じて

これはカイロ会議の成功にむけて大

って閉会いたしました。

ます。

最初に、会議と人口問題を解決する

が重要であり、それによって世界中に
十分に理解きれ実行されるものになる
と思われます。

我々代表団は文書のセクションのい
くつかを削除したり、短くすることが

先生（元外務大臣、国際人口問題議員

会議の結果は議長である、中山太郎
国際人口開発会議にたいして五○○、

懇談会議長）によって提出されること

国際社会の一員として、日本は昨年

しかし最終的に私が提起したい一つの

○○○ドルの財政的貢献をいたしまし

と思います。

困難であろうことは理解しております。
方法は文書を二つの部分に分けるとい

た。そして今年度はさらにまた相当額

個々のどのような政府も、ましてや全

その活動的な努力と協力なくしては、

思います。

Ｏの重要性について述べておきたいと

私の発言を終わりますまえに、ＮＧ

うことであり、パートーはＩ章（原則）、

日本政府はこれらの貢献が主に発展

の貢献をなすことを考えております。

Ⅳ章（非政府部門との協力）、Ⅶ章（会

途上国のＩＣＰＤへの参加の促進のた

Ⅲ章（国家行動）、Ⅳ章（国際協力）、
議の続行）の部分を含み、そしてパー

めに利用されることを望んでおります。

会議への貢献それ自身に加えて、日本

トⅡは文章の付録として残りの章を含
むというものです。

2７

す。これは人口の分野においては特に

ていくことは不可能であると思われま

な経済的、社会的問題に有効に対処し

体としての国際社会はなおさら、困難

くを負っております。

に行われております大規模な準備に多

な会議の成功を確実なものとするため

我々はエジプト政府の、この歴史的

的・社会的障害の除去など、その他

して、男女の社会的性差に基づく法

経済的な機会を増大させること、そ

特に女性教育のための教育、女性の

の開発を遂げる上での課題と統合さ

国家の一致した優先課題、共通の課題

・人口成長と消費パターンは環境の悪

昨年一年間、この委員会は世界中の

この準備委員会に参加しております

として、人口と開発を協調させるため

化の原因として共に主要な役割を果

そうであります。

我々の代表団の中にはＮＧＯ活動にお

に岐大限の努力を払って参りました。

れたものでなければならない。

いて精力的に活躍している優秀なメン

レップコム委員会において、希望ある

せるために、独立して効果を与えう

・開発と家族計画は人口増加を鈍化さ

たす。

私はこの機会に、カイロにおけるＩ

臘力関係ｌ北と南国家とこのよう

るが、しかし、それらは同時に実行

ほぼ一年前、当地における第二次プ

ＣＰＤへの準備に際して、ＮＧＯとの

な国際的な組織、政府と市民の間のｌ‐

バーがおります。

協力を強化していく我々代表団の決議

・一九九三年の世界開発報告のなかに

される時、最も有効に作用する。
この協力関係は多くの女性、環境主

も反映されているが、家族計画のプ

がはじまりました。

義者、人口学者、医療関係者、そして

の中心的な要素でなければならない、

ログラムは、包括的なリプロダクテ

この協力関係はまた事務局により起

ということに対する幅広い合意が形

開発の専門家といった人々の間に共有

領、アル・アラフィ内務大臣、そして

草されました行動プログラムの草稿の

成されている。

イブと基本的なへルスヶアヘのイニ

人口・家族福祉大臣であり、またＩＣ

なかにも反映されており、これは以下

国際的な規模で世界を動員し、行動

されている新しい分野に徐々に反映さ

を表明しておきたいと思います。

アメリカ合衆国の発表
二週間前、私はカイロを訪れる名誉

ＰＤでの我々のチーフホストであるマ

のように我々の未来のための議題を包

のプログラムを実行していくための我々

シアチブを供与する地球規模の努力

ハー・マハラン大臣に暖かく迎えられ

括的に定めていると理解しております。

の共通の努力の根底にはこれらの幅広

れつつあります。

ました。私はまたエジプト国内のＮＧ

・人間的で有効な人口政策は包括的で

いテーマが横たわっております。今後

を与えられ、そこで私はムバラク大統

Ｏ運営委員会議長アジザ・フシセン氏

あるべきで、他の発展課題、教育、

にもお会いいたしました。

2８

プレップコム、

ムの焦点をはっきりさせ、そしてあら

三週間にわたる我々の課題はプログラ

起こすならば、我々は世界の人口を安

カイロがこれらの課題に向けて行動を

示している訳ではありません。しかし、

あらゆる努力が望まれない妊娠を未

できるかぎり避けなければならない。」

安全で合法的でなければならず、また

まずはじめに、決議された協調的な

ゆる地域の人々に明確にそれをつたえ

合衆国は信じております。開発は、す

努力として良質で自発的な家族計画と

次に女性の知性に対する投資が重要

然に防ぐために行われなければなりま

べての国にとって長期的な関心事です。

十分な範囲のリプロダクテイブ・ヘル

になってきます。女性教育の失敗は単

定させ、多くの人々のために生活の質

持続可能な開発というコンセプトは幅

ス・サービスを二一世紀の初めには世

に人間の知的発展に対する悲劇である

る努力を行っていくことです。

広い基礎をもつ経済成長を促進し環境

界的に誰もが享受できるようにしなけ

ばかりでなく、低い女性の地位、乳児

せん、しかし、公衆衛生学的に見て、

を保漣すると思われます。また、人間

ればなりません。調査を通して、個人

と妊産婦の死亡率、そして貧困などの

を改善し、持続的な開発の約束を現実

の可能性を高め民主的な価値を促進す

が選択できる避妊法を広め、提供され

問題につながる悲劇をもたらします。

ＩＣＰＤはすべての国家に長期的な

るてしようし、さらに、現代の人々の

るリブロダティブ・ヘルス・サービス

我々は社会的性差の故に存在している

また基本原則として、女性は危険な中

生柄の蘭を改善し次世代の可能性を高

を拡大し、このサービスが供給される

教育機会における巨大な男女格差をな

のものとすることにむかって大きく歩

めるでしょう。

場合の障害となるサービスの供給方法

くすために闘わなければなりません。

利益になると思われる開発のプロセス

そこで我々はカイロ会議に向けて、

とプロフェッショナリズムを改善する

それによって、若い女性たちは彼女た

絶に伴う合併症を避けるために、安全

そしてそれに続けて今世紀の残りと二

ことは人々の生活を高め、自発的な家

ちの基本的人権と同様に、彼女らの知

みだすことができるのです。

一世紀へとつながる舷優先の行動のた

族生活という目標を現実のものとする

的、経済的、政治的な可能性を十分に

を刷新し、活気づける一助になったと

めの中心的な課題として現実に何を定

可能性を増大させていくでしょう。こ

認識できるようになるのです。最近の

の人口と開発の両方の目的のために大

べきです。

な中絶と暖かいサービスを受けられる

めればよいのでしょうか。

のようなプログラムにおいてはいかな

報告が示し、また我々の良識が教える

思います。

若干の示唆をさせていただきたいと

る場合であっても強制がなされてはな

ように、教育における男女平等は我々
が国民に向けて語ったように、「中絶は

りません。そして、クリントン大統領

これらの優先課題が持続可能な開発
のための方法を完壁にはっきりと指し

2９

きく寄与することを約束しているので

らせ、人口成長を鈍化させることに貢

れる正義であるだけでなく、妊娠を遅

いには、何人も無責任であることはで

の子供たちのｌ危機に瀕しているざ

特に人々の生命と福祉がｌ殊に我々

ケア、出産のケア、予防接種に対する

ての国家は未だなされていない胎児の

子育てを果たすことができる、または

女性が彼女らの役割に加えて、結婚と、

なぜならば、私たちにとって、若い

基本単位であり、かつてなかったほど

な議論もまた、世界中の社会における

第七に、この責任に関するどのよう

なんぴと

す。

献するでしょう。

必要性の範囲を判断し、また、国民に

できると彼女らが信じる、と考えるこ

地球規模で危機に瀕している家族の意

第三に、今後数年にわたって、すべ

おける最も弱く抑圧されている人々に

とは非常に困難だからです。

て経済的目標を促進していくことがで

別の注意を払ながら、健康、教育そし

第四に、我々は若い男女の要求に特

可能性を広げていくことであります。

性と家族がそれらの資源を入手できる

に関連する障害を除去することで、女

今後一○年の間にそれらのプログラム

き残りプログラム）の目標としては、

ド・サバイバル・プログラム（児童生

更に、民間のそして公的なチャイル

症の防止のため、彼らの責任を受け入

ため、子供の教育のため、性行為感染

ため、また、出産前、出産後のケアの

界中の男性は女性の権利を前進させる

な権利以上に力をもってきました。世

つくるかどうかの決断において、公平

せん。常に、男性は家族計画と子供を

彼らの責任を果たさせなければなりま

ィブについての健康と権利に関連した

るが、男性の出産、性とリブロダクテ

て、我々は、啓発活動であるともいえ

第五に、女性が力をえてくるにつれ

この問題の二つの側面つまり、環境悪

移動について議論する必要があります。

いて、世界中での今日の未曾有の人口

第八に、我々はこのカイロ会議にお

るのです。

国民にとって最も貴重な価値観でもあ

であり、また我が政府と二億六千万の

以前よりも一般的になりつつある考え

ようにするという考え方は、今日では

のコミュニティーが密接な関係をもつ

強化していくこと、そして人々と彼ら

なりません。世代間の絆となる家族を

義を強調することを含んでいなければ

きないのです。

特別の注意を払いながら、成長と開発

きます。加えて、青年たちに対して、

れ、実行する必要があります。

を雛祝しなければならない。

人間関係と性における責任の重要性を

尊重しあう男女間の性行動を推進し、

特にＩＣＰＤの議題に関係しておりま

る開発プログラムの潜在的な影響は、

化と人口移動の間の連関と人口に対す

会的、経済的可能性を、若い女性たち

若い男性女性に対して、そのような行

す。

第六に、我々は責任ある、お互いに
に認識させなければなりません。この

動の重要性を教えなければなりません。

強調することに加え、彼らの大きな社

政策は個人の福祉と公正のためになさ

3。

ブレッブコムⅢ

模の人口政策を実現するために資金を

するコミットメントは一貫した地球規

りません。北にとってのこの問題に対

北の協力関係を育てていかなければな

を認識することで、我々は一致して南

べての国家の相互補完的な役割と責任

最後に、持続的な開発のために、す

九四年に我々が自身のために設定した

もしそれらのことがなかったら、’九

なし遂げたものは大きかったのです。

されてきたにもかかわらず、私たちが

よる政治的、経済的犠牲の重荷を負わ

のです。我々が冷戦と他の地域紛争に

二千年よりもより大きな進歩であった

小さなものとすることにおいて、過去

ります。

よりも重大な機会は存在しないのであ

おいても、後世のために貢献するこれ

今日、世界の他のどのような集団に

ります。

も重要な貢献のために共に活動してお

我々は、後世に残すことのできる最

ローマ教皇庁の発表

ティモシイ．Ｅ・ワース〉

〈アメリカ代表Ⅱ

れんことを。

後世の歴史が我々に良き審判を下さ

提供し、また浪費的な資源消費の困難

目標はどれほどより大きなものとなり
昨年の秋、クリントン大統領は、国

な問題と地球環境に対して先進国が持
していかなければならないのです。ま

連総会での演説において、クリントンー

うることでしょうか。

たこれに対して南にとってのコミット

ゴア体制が持続的な発展の様々な要素

つ必要以上に大きな影響の部分に関与

メントとは家族計画、ヘルス・ケア、

のために提起する最重要課題について

階であるこの時期のすべての側面に対

女性の地位向上を国家の最優先課題の

彼のリーダーシップのもと、アメリ

して関心を持っております。また、こ

ローマ教皇庁はカイロ会議の準備段

したがいまして、あらゆる国家におい

カは国家安全保障と長期的な国際協力

の会議に先立つ準備委員会、地域委員

のアウトラインを発表しました。

て、我々はこれらの責任に恥じない政

関係の変化しつつある本質を考慮して、

会の会議に参加してこれたことを慶び

一つとすることを通して実現されます。

府の最高レベルの政治的意志を生み出

その優先課題をシフトさせつつありま

これらの活動にローマ教皇庁が参加

し、またそれを保持せねばならないの

この最初の年、多くのことが達成さ

しているということはこの問題の重要

と致しております。

これらは困難な挑戦です。しかし楽

れました。そして我々はカイロと今後

性を認識しているということでありま

す。

観的な見通しを持つだけのそれ相当の

一○年間にむけての精力的な議題を作

です。

根拠もあります。世界の声なき苦しみ

す。これらの問題はこれからきたるべ

き日まで議論されるでしょうし、今年

成するためにすべての関係者と共に活
動していくことを希望しております。

を解決する上で、この五○年間に我々

がなし遂げたことは人類の悲劇をより

,’

を持っている。と述べております。

た問題であると同時に非常に広い意味

辿れば、奥深い倫理的な重要性を持っ

学的な問題である。しかしその根源を

開発、それは単純にいえば経済と人口

終わっていない。彼は続けて、人口と

関するいかなる問題についても議論は

な重要性を持っている。人口と開発に

の良いありかたと進歩にとって決定的

ものです。人口と開発は、人間の家族

しております。それは、以下のような

について、ヨハネ・パウロⅡ世が言及

カイロ会議のテーマ「人口と開発」

す。

メッセージを手に入れることかできま

ました。代表団の方はどなたでもこの

最近バチカンを訪れた機会に手渡され

ジはナフィス・サディック女史がつい

中に記されております。このメッセー

が国連事務総長に当てたメッセージの

ものはローマ教皇ヨハネ・パウロⅡ世

全体的なローマ教皇庁の視点という

の後半にカイロで協議されるでしょう。

ている開発に対するビジョンを明確に

ちは既に、私たちが促進したいと思っ

心であると主張して参りました。私た

存在というものが持続可能な開発の中

Ｄ）のリオ宣言に対しましても人間の

てもまた国連環境開発会議（ＵＮＣＥ

くしどもは、この岐終文章に対しまし

けで割り切ることはできません。わた

決定というものは功利主義的な尺度だ

す。しかしながら、人間個人に対する

観によってしばしばおおわれておりま

在住んでいる世界は功利主義的な価値

に密接な関係があります。私どもが現

にそれらに対する尊敬の念というもの

く扱うことに密接な関係があり、さら

球の資源を責任を持って管理し注意深

や家族といった基本的な社会制度、地

福祉、人間の生活の変化と保護、結婚

っての良いありかたがいかなるものか、

ないからです。この主題は人間性にと

社会にとっての重要性を忘れてはなら

る事が必要でありますし、その人間と

この問題の最も深い側面を考慮に入れ

れていることは明らかです。そこには

端に個人主義的な理解に基づいて書か

この文書が人間と人間の性に対する極

うことは簡単なことではありません。

立場からそれぞれ違う倫理的評価を行

であります。それぞれ異なった環境と

明確な倫理的な観点が欠けていること

の基本的な関心の一つは、この文書に

この蛾終文書に対するローマ教皇庁

ることはできないのです。

人間社会は完全に開発された状態に至

せん。しかしそれ無くしては、人間と

利的な尺度ではとらえることができま

在の実相です。それは経済的または功

ありましょう。倫理というのは人間存

ような統合的な反省の中にあるもので

そしてモラルの側面は、明らかにその

人々の責任と行動における倫理的な

のであります。

そして社会的な関係を考慮に入れたも

解を中心としていると同時に個人間の

総合的な人間の運命と能力に対する理

一つの開発ですがそれは、全体的で

ており、より若い年齢から青年期の男

ほとんど無制限な権利が受け入れられ

人間中心の開発、個人中心の開発は

しているのです。

これは非常に重要な指摘です。この

数週間の作業と協議に先立ちまして、

３２

ブレップコム、

終文書に関する限り、近年の社会変化

であるという前提があります。この最

女を含む個人がおそらく性的に活動的

が除外されてきたのです。

どのような意味を持つのかということ

れまでの幾年にもわたって、「責任」が

て決める」ということです。しかしこ

です。

しようとする姿勢が見受けられないの

深く根差すようなこれらの価値を理解

性的行動にいかにして導くかについて

とができることを必要とする成熟した

己抑制、および他人を尊敬し愛するこ

若い人たちを、深い個人間の理解と自

も記されておりません。そしてまた、

のようなことができるかという事は何

スク」な人々の落胆に対して社会がど

そこには、健康の面からみて尺イリ

ける方法を示しているだけであります。

反応としては妊娠と性行為感染症を避

おります。しかしながらそれに対する

動をするということを若い人たちに理

に不可欠な他人に対して尊敬のある行

して人間としての成熟を達成するため

りません。特に若い人々が個人的なそ

うという責任を放棄するわけにはまい

について、その基本的な方向づけを行

が責任のある行動であるかということ

熟であった場合はそうです。社会は何

にその行動が無責任であったり、未成

よって決定することはできません。特

今日の表面的な行動パターンの分析に

倫理的な必要性と責任というものは、

です。それは、本質的な人間の尊厳と

ることは非常に危険であるということ

が新しい基本的な人間の権利を主張す

比楡的な方法で申しますと国際社会

ラバラになってしまうでしょう。

ョンまたは哲学的な支えがなければバ

ります。社会と国際社会は明確なビジ

り、自然を操作しようとするものであ

おります。それはイデオロギー的であ

でこの文書は原則を確立しようとして

ます。このような倫理的な欠如のなか

いて極端な危倶を抱かせるものであり

欠如していることは将来の人間性につ

この文書に整合的な倫理的な観点が

がもたらした否定的な影響を認識して

も何も記されておりません。

解させることは重要です。

の反省という側面は無視されてきまし

から二五年たって、その協議事項の中

で表明されたものです。テヘラン会議

める。これは著名なテヘラン人権会議

夫婦は彼らの子供の数と出生間隔をき

的な、精神的な、そして宗教的な価値

られます。そこには、文化的な、倫理

いうものに対する無関心が特に見受け

であります、整合性の取れたモラルと

特定の産業化された国において特徴的

この岐終文書を読んでおりますと、

れていた人間の権利の概念を拡大して

まいりましたし、これまでに良く知ら

徐々に人間の新しい権利を正当化して

づくものとなるでしょう。国際社会は

いうより、特定のイデオロギーにもと

共通の人間性の良識にもとづくものと

権利と義務についての反省によって

た。「親」この言葉が導くものは「人間

まいりました。それは、人間の権利の

中身を希薄にさせるものであり、それ

を理解しようという姿勢が見受けられ
ません。特に、途上国の人々の伝統に

の基本的な権利として彼らの子供の数
と出生間隔を自由にそして責任を持つ

ユヲ

にリプロダクテイブ・ライト（生殖に

にすることを求めたいと思います。特

内容をより明瞭に定義づけ厳密なもの

敬という能力を弱めてまいりました。

らし国際社会が必要とする絶対的な尊

彼らの影響力の重みとインパクトを減

らの権利に対する要求は、国際社会の

護を含みます。

すし、不妊症に対する適切な治療と保

割礼を止めさせるための努力を含みま

止めること、割礼、特に女性に対する

性的暴力の排除、他人に対する虐待を

うに導くことができます。この中には

に尊敬できる家族関係を築きあげるよ

て若い人々が成熟した性的関係と相互

関する教育も含みますが、教育によっ

を支持致します。それは単に倫理的な

整のために自然な方法を使用すること

おります。ローマ教皇庁は出生力の調

ものに対するいかなる言及も欠如して

の草案の中には自然な家族計画という

入れるわけにはいきません。最終文書

な概念として使われていることを受け

家族計画と避妊というものが同じよう

またローマ教皇庁はこの文書の中で、

必要性を理解しております。リプロダ

殖に関する健康）という概念の価値と

代表団はリプロダクテイブ・ヘルス（生

きりさせることが必要です。私どもの

概念がいかなるものであるのかをはっ

ィブ・ヘルスという概念を支持致しま

ができる、という意味のりプロダクテ

が自由に責任を持って子供を作ること

の危険も無いという環境を創出し、人々

上の危険も無く、また子供を生む上で

ローマ教皇庁は、人々が何等の健康

られるからです。

からであり、男性の横極的な協力を得

副作用の可能性を避けることができる

もこれらの高価ではない方法が危険な

方法が、男性にとっても女性にとって

理由からばかりではありません。その

ローマ教皇庁代表団は、従いまして、

関する権利）という概念についてその

クテイブ・ヘルスは男性にとっても女

す。

胎と妊娠、出産と育児を確実なものと

女性にとって最適な条件を確保し、受

的な要素のすべてを改善することて

心理学的、経済的、社会的そして文化

・ヘルスを実現するためには、身体的、

この言葉の中に、中絶は基本的な権利

の中絶という概念または国際的にみて

念の中に家族計画の適切な手段として

きません。なぜならばそれは、その概

ライトという概念を支持することはで

る意味においてもリプロダクテイブ・

として行った発表を、また、桜井

と開発に関する賢人会議」の議長

東京の国連大学で開かれた「人口

レップコムⅢに先駆けて本年二月

談会（ＪＰＥＰ）会長として、プ

大臣が日本の国際人口問題議員懇

この全体討議で中山太郎元外務

（ヂアルムイド・マーチン神父〉

性にとってもよりよく生きるための一

することが必要です。このような観点

であるという概念を含んでいるからで

新衆議院議員は「人口と開発に関

しかしながらローマ教皇庁はいかな

は自然に抱かれ得るものです。またさ

す。

部であります。このリプロダクテイブ

まざまな教育手段、その中には道徳に

Jダ

ブレッブコム、

■全体討駅発表曙行う鯛Ⅷ関一覧(職､'血｜

函:ｸﾞﾙｰﾌﾟ77および中国エジプト日本.ｱﾝﾃｨ｜

三日ロ幻ｚし。○ヱレト（地球環境国

子参議院議員も○Ｆ○ｍ向．

の理念について発表した。堂本暁

人口開発に関わる議員組織の活動

ＰＰＤＥ議長としてアジア地域の

するアジア議員フォーラム（ＡＦ

みと高い識見は、各国からの代表

発問題に対する熱意溢れる取り組

る。この日本国国会議員の人口開

的な活動としては異例のことであ

は、国際的な討議のなかでの自発

のＮＧＯの中の三つを占めたこと

のメンバーが、発表を行った三一一

国の代表者と一二団体の代表者が参加

行われた。参加者は五八名で、二○カ

は、四月六日、ＵＮＦＰＡの会議場で

ＩＣＰＤに関する国会議員準備会議

国会議員準備会議
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八時半からの登録開始、九時からの

際議員連盟）の代表として発表を

繍襄蕊灘’

Ｆ深灘烈ｗＩｌ:蝋鯛詫篝した組織であ’
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討議が開会された。

まず、左記の代表者

ユタ

した。
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者に深い印象をあたえた。
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中山太郎元外務大臣を会長とす

ンター)､人ロと開発に関するアジア識員フォーラム（ＡＦＰ｜

る日本の国際人口問題議員懇談会
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域局長

ｆｏｒｍｕｌａｔｅａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅｐｏｌｉｃｉｅｓ，ｇｅｎｅｒａｔｅ

○ビリ１．ミラーＩＣＰＤ・ＮＧ

ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎａｎｄｄｅｖｅｌｏＩ)ｍｅｎｔｉ３ｓｕｅｓ，

Ｏ委員会議長

ｔＤＢＵＰＰｏｒｔａｗａｒｅｎｅｓｓＣ【･ｅａｔｉｏｎｏｎ

引き続き、次のような課題により会

ｌ

議は進められた。

ｌｅｖｅｌｓ－ｌｎｐａｒｔｉｃｕｌａｒ０ｔｈＧｙａｒｅｉｎｖｉｔｅｄ

⑪域内議員のＩＣＰＤへの協力につ

ｐｌａｙａｔｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌ１ｒｅｇｉｏｎａｌａｎｄｇｌｏｂａｌ

いて

②カイロにおける「人口と開発に関

Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｉａｎｓｈａｖｅａｓｐｅｃｉａｌｒｏｌｅｔｏ

ｒｅｓｏｕｒｃｅｓｔｏｐｏｐｕｌａｔｉｏｎａｎｄｒｅｌａｔｅｄ

し合われた。

ＩＣＰＤにおける国会議員の協力・
３｡

する国会議員の一日世界フォーラム」

について

活動についての意見として、次のよう

なものが出された。

討議の後、全議員の簡単な自己紹介

があり、閉会の言葉と謝辞が述べられ

○各国の資金や活動に対する拠出状況

について

ベルで行うことが大切であること

○行政や立法府の関心を高める必要が

あること

○議員は、もてる力を外にむけて働き

かけなければならない

○国民と密蒲しているのは議員であり、

と

議員自らの運動展開が必要であるこ

○議員は国民とのかかわりになれてい

るが、官僚は国民とのかかわりにな

れていないので議員の働きかけが大

切である

○資金面についても議員の役割がある

その他、議員とＮＧＯとの関連など

については、「議員はすべて政府ではな

い」、「国会議員は単なるＮＧＯではな

い」など話し合いがなされ、議員とＮ

た。

を持っている。特に、人ロ開発問題に対する認職の啓発、適切な政
策の形成、人ロ問題に対する国家政策と計画を生み出すように政治
的に稲極的に関わること、その実施に対して力を貸すこと、人口及
び関連プログラムにより大きい資源を分配できるようにすること、
に関して特別な役割を持っているのである。
二の基本方針のもとで、国会織員のグループの域内、地域間の情
報及び経験の交換を促進するべきである。
（訳：アジア人ロ開発協会）

会議の内容は、議員、それぞれの国

各国政府が行勵計画を実施する上での努力に資するために各国の

国会職員グループは、国家の、地域の、世界のレベルで特別な役割

○協力資金とその活用のあり方

ｓｈｏｕｌｄｂｅｅｎｃｏｕｒａｇｅｄ･

における人口問題、家族計画問題と運

ｓｕｃｈＰａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｙｇｒｏｕｐｓａｃｒｏｓｓｒｅＨｉｏｎｓ

○人口・開発に関しての活動は、国し
人口・開発に関しての活動は、国レ

ｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｎｄｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅａｍｏｎｇｓＬ

動展開について資金面などの実状も話

ｐｒｏｇｒａｍｍｅｓ･ＩｎｔｌｌｉｓｃＤｎＩｂｅｘｔ，ｔｈｅｅｘｃｌｌａｎｇｅ

ブレッブコム、

〔写真〕ＩＣＰＰＤ設立委員会
４月６日ＵＮＦＰＡ本部で

れた。原文は右記のとおり。

の提出文書からＮＧＯの文字が削除さ

であるとの意見が主流を占め、議長へ

ＧＯは共に協調しながら活動するもの

まった、ブレップコ

生の報告のように始

四日、南野知恵子先

一九九四年四月の

の中から、堂本氏、石川氏と共に、朝

ャンドラー・デュークより多忙な日程

○・日日耳の①の議長である雌ロビン・チ

句。【曰の『｜】勺○つ巨一島○口○『一⑫一の

ができたともいえる。

功裡に閉幕すること

の意味では非常に成

合意が形成され、そ

んどの問題について

ムは全体討議のあと

食会のお招きを受けた。デューク氏は

しかし、そこで合

その他、団体グローバル等との議員

「水問題」についても造詣が深く、私

意が形成できず、残

個別部会に分かれ討

邸でのすばらしい朝食会は、人口問題

された問題は重要で

懇談会ももたれ、ＡＦＰＰＤとの協力

・開発問題・人々の健康等々、日本の

ある。残された問題

議を進め、四月二二

実情等も話し合い、女同士のにぎやか

としては、まず定義

関係の絆を強め、カイロ会議の成功に

で有意義な一時であった。めったに恵

の問題としての、

日に閉幕した。ほと

まれないこの出会いを、これからも大

ｕＨ８【Ｃ目、〔一ぐの

向けての話し合いが行われた。

切にしたいと思った。

⑫Ｈｇ【○８０〔｜ぐの

四二Ｑの①×巨四｝すの四戸ロ。

これからの仕事に、人生に活かしてい

【侭頁印および、③

会の出席を機に得た多くの学びを、

きたい。世界中の関心を呼ぶ「カイロ

安全な中絶という言

葉がどのような意味

会議」が、地球の、人類の平和を願う
実り多いものであることを祈念したい。

３７

，ＩｐＩ０ＩｑＩｐＩ０Ｉ００ｏ０

。 ■▽■■Ｂ●■ＤＣ■■■■Ｕ①■ロ■●■し■■

環境庁長官
桜井新

と適用範囲を持つのかについてであり、題、特に中絶に関する問題は特定の宗この問題にはそれぞれの立場、理念、

側青年期の男女に対するリプロダク教・信条にとっては、その宗教の教義価値観、信条というものが深く関わり

ティブ・ヘルス・サービスと、⑤人に対する解釈が変わらない限りは、絶合うことになる。

しかしながら、実際政策を立案し実

もし譲れば自分たちの行動に対する根行する人口・開発に対する行動計画に

口と開発政策のための資源分配の問題対に譲ることができない問題であり、
についてである。

特に、宗教・信条上の理由から、い拠が揺れてしまうという深刻な問題をついては、ほとんど意見の一致をみて

の国際人口・開発会議においても中絶だけで、破綻してしまうことがないよ

かなる表現がとられようとも中絶が容抱えた問題である。従って、カイロでいるこの人口・開発会議が特定の問題
認されるのではないかという危機感、

に則した協議を通じて今後一層の相互

未成年者に性教育を行うことに対するの問題を巡って果たして合意を形成しうに、受け入れ得る解釈の構築と事実
嫌悪感、さらには人為的な家族計画へ得るのかどうか、困難が予測される。

の抵抗からこれらの問題が合意をみな人口・開発問題は人間生活のすべての理解を図ることが必要になるであろう。

本協会理事で、ＡＦＰＰＤ（人口・

のあとをうけ、ＡＦＰＰＤ議長に選ぱ政治課題である人口・開発問題の解一

故佐藤隆・元農水大臣（新潟二区）二一世紀に向けての妓大の地球上の一

いままカイロに持ち越された。この間側面に関わり合う問題である。従って、

開発に関するアジア議員フォーラム）

議長の桜井新代議士（自民）は、村山れ、人口・開発問題の解決に取り組ん決のたぬきらに、この問題と表裏一

の国務大臣・環境庁長官として入でいた。今日の入閣では、とりわけ人一体の関係にある環境問題について、

活躍が期待されている。

ご支援を賜りますようお願い申しあ

ます。引き続き、よろしくご協力、

；１㎡ｊトイ一二～■いい戦斌：孔泙一所管大臣だけに、土を作り、守るために全力をつくし

一幸桜井新豐，■入閣■攪偏憾瀞にＪ■・戸加蕊聰川棚蕊獄議蕊愉剛
閣した。

桜井長官は党副幹事長、元内閣、建桜井新・長官の話ｌｌＬ

設委員長、国土政務次官、労働部会長「皆さまのお陰で入閣でき、感謝にたげます。

などを歴任、新潟三区、当選五回。えません。私のライフ・ワークである

□■Ｕ■白ｑ■■■■白■・・■●■。●■■●■■●■■●▲■●■■●■■ｅ■■巳■Ｂ■■■Ｓ■■、■■句■■□■■□■■■■■■■■■▲■っ▲■・●■●▲■ＣＢＵ□■■ロ■■■Ｂ５ｑ■ＵＳ■Ｕ◆●Ｓ●■▼・■Ｂ●■０。■Ｓ●■■ｑｂ５⑤■■Ｃ■Ｕｓｂ■。■Ｕロ■■Ｇ●■ｃ■■ｂ■■●■■Ｃ■Ｕも●■い■■●■■Ｂ■■■●□■■■Ｃ■。■■■●■■ｂ■■●■⑤。■■。ｂ■ロ■■Ｃ■■Ｃ■■ｃ■Ｂ●｜■ごＳ■■。■■●■巳Ｓ■■Ｑ■■●■■●▲■●▲▽●●□●■□●■■■▲■ｑ■■。●■ｑ●■■●■口白■■■Ｂｂａ■■■■⑪●■●■Ｕ・■■●■■Ｃ■■①■■ｑ●■■ｑ■■０■■■・■Ｇ■■■・■■■■■■■・■■■■■Ｑ●曰已●▲■●■■●▲■●▲■●■■●■■ｑ■■①■■も■■』

３８

国際人ロ・開発会騒に向けて

「女性の自己決定権を重視しなけれ

る国際連合本部。そ二からプレップコム初
の夕刻をとらえた

日の発表を終えて出てきて、ニューヨーク

いた国家による人口政策、あるいは統

計的な人口動態の分析から、個人の選

択の権利へと論点が移行したことであ

る。しかもその中心にあるのは、女性

個人の健康を重視するリプロダクテイ

ブ・ヘルス／ライッ／フリーダム

（【ｇ『◎目Ｃ旨のゴ団言／『一ｍ三⑫／

辱の臼ＯＢ、性と生殖に関する健康／権

利／自由）の概念である。

一九九二年の地球サミット「国連環

境・開発会議二以来、国連を中心とし

二○年前のブカレスト、一○年前の

冨○ョｇ》⑫のＢＣＣ三の『日の日（女性が力を

とえば、亘Ｃ且ぐの『めど（生物多様性）、

た流れの中で、日本語に訳しにくい言

説をしめくくった。四月四日、一二１

メキシコにおける人口会議からすれば、

つけること）、８℃囚、ごｇ－－Ｑ－ｐｍ（能力

を聞きながら、我と我が耳を凝ったほ

ヨーク国連本部における「国際人口・

カイロ会議に向けての国際的動向は、

をつけること）というような言い方も、

葉が頻繁に使われるようになった。た

開発会議」（今年九月にカイロで開催、

国際社会による人口問題の認識が大き

日本語に訳すと真の意味がつかみにく

どである。

以下カイロ会議）第三回準備会の各国

な質的転換を遂げたことを意味してい

ばなりません」と中国の政府代表が演

代表による演説の時である。常に国家

い。ＢＢｐｍ耳田曰曰、という動詞は、

フリーダムもこのような新語の一つで

リプロダクテイブ・ヘルス／ライッ／

いう意味で使われている。

などのＮＧＯが中央の流れに加わると

くられた新語であるが、女性や先住民

日豊ロ、（【８曰（主流）という一一一一口葉からつ

る。顕著な違いは以下の三点である。

女性の健康へ
第一に、メキシコまで主流をなして

人□政策から

による人口政策を主張し、一○年前の

メキシコ人ロ会議では、「避妊や家族計
画についての国際的取り決めは内政干

渉である」と反論した中国の態度の変
化に、満場の参加者は固唾を飲んだ。

しかも、中国の政府代表は女性だった。
私自身、イヤホーンから聞こえる英語

３９

国際人口。、開

ニューヨークのイーストリバーの川辺にあ

るものである。

社会に対して女性の自己決定権を求め

・ライッは女性の基本的人権であり、

を含むべきである。リプロダクテイブ

祉など、日常的なありとあらゆる問題

性教育、避妊や出産の相談、労働、福

なく、思春期や更年期の問題、その他

をもらって初めて問題となるべきでは

て捉えている。女性の健康は母子手帳

ず、女性のトータルな健康の問題とし

る健康」の意味を妊娠や出産に限定せ

てきた概念であるが、「性と生殖に関す

ある。これらは一九八○年代後半に出

繁に聞かれたという。

（ｍＣ９ｍ－の巨日目〔）の準備会においても頻

は、その後開かれた社会開発サミット

疑いの目で見られた。このような疑問

が見えないので、各国の女性たちから

理念の下にお金を使うのかということ

など、善意から出た政策も、どういう

を人口とエイズに拠出するという公約

援助や、一一○○○年までに三○億ドル

カイロ会議に参加する途上国への資金

ろか女性の問題に一言も触れなかった。

かで、リプロダクテイブ・ヘルスはお

ところが、日本政府はその演説のな

るような体制を作るべきである。

としても、世界に伍して議論していけ

政的にも、そして一人一人の問題意繊

女性の健康のあり方を、法的にも、財

映るだろう。カイロに向けて、日本の

ちの目には非常に前近代的な国として

堕胎罪が存在する国は、外国の女性た

という言葉でくくられた法律を持ち、

な法律ができない国、いまだに「優生」

含めた「女性健康法」のような包括的

ＮＧＯの活動も地球サミットのときと

どについて盛んに言及していた。女性

育、福祉の充実、個人の自己決定権な

リプロダクテイブ・ヘルスや女性の教

各国政府は、先進国・途上国を問わず、

カイロ会議の第三回準備会において、

はない。欧米に比べて女性への総合的

健課」はあるが、日本には「女性省」

不幸な歴史がある。厚生省に「母子保

葉を、厚生省が拒み続けてきたという

たりプロダクティブ・ヘルスという言

めぐる論争の中で女性たちが使い始め

日本の場合には、八○年代の中絶を

口問題が捉えられていることである。

権など、様々な問題との関連の中で人

カイロ会議の特徴は、環境、貧困、人

領域に議論が限られていたが、今回の

メキシコまでは人口問題という狭い

人口の問題が背腹の関係にあるという

比べてはるかに組織的で、影響力も大

日本にも、少なくとも形式的には、

ことは、地球サミット以来指摘されて

特に、生態系の破壊、地球の温暖化な
正案が作られたが、女性たちの活発な

憲法の下での男女の平等、仕事の上で

きた。

な行政サービスが欠如しているのが現

ロビー活動の甲斐もあって、多くの政

の男女の平等がある。しかし、中絶も

きかった。ＷＥＤＯという女性ＮＧＯ

府がこれを参考にして発言していた。

どの環境破壊の悪循環の中で、環境と

の関係
状である。

な人□と環境

を中心にカイロ文書に対する分厚い修

いまだ不明確

ﾀﾞひ

国際人ロ・開発会露に向けて

るという深まりを見せなかったことで

などミクロの観点から人口問題を捉え

とどまり、個人の権利や環境との関係

加、人口爆発などについて語られたに

れていて、「数」としての人口、人口増

人口問題が非常にマクロな形で議論さ

この会議の結果、この提案が実現する

章を設けてほしいという提案をしたが、

いて、私たちは環境について独立した

い。ニューヨークでの最終準備会にお

有機的に組み込まれているとは言えな

下カイロ文書）の中でも、環境問題が

しかし、カイロ会議の行動計画（以

ついて政策面での前進がなかったこと

叫ばれていたにもかかわらず、環境に

にかかわっていこう」ということが、

「もう理屈を言うのはやめよう、実践

たのである。最終準備会の前提として、

所もどういうわけか削除されてしまっ

や、解決策について若干触れていた箇

個別の環境問題との有機的なかかわり

水の保全、海岸と海洋資源の管理など

ある。たとえば森林が伐採された場合、

どころか、環境についての記述は逆に

る。

水汲みや蒔採りのために女性たちは時

は非常に残念である。

地球サミットで物足りなかったのは、

には半日ぐらい歩かなければならない

曜社、一九九四年）このあまりにも急

守已■●・●■・ろ■■●●△■・□■■■●▲３号■■⑤。■ざ２８℃。◆■ＦＰ２■●呂丘口己ヰラ万・丑■・■●■・一名。●ざ■■Ｓ己ｇ●三■』■号ｇ牙■●■三●合丘已已●●どＦＤ色＄ざｒ・■己■■狂：⑤■■■●丘・□己●■●二■・■で』ｐＦｇ■己■二二２も已曰■●●・弓子■■●・凸已■●●仔呂己ＢＣＴ□己工芸〃。△二きゲ司る●●召丘ぐろ■●曰■２．弓９ヶ９名■ＣＣＦ：⑰■■●ニニロ●。。〒ママ凸寺ＦＤ●●①●●▲■。

後退してしまった。人口問題と森林、

民」という形でその地域を離れなけれ

激な増加は、地球という衛星の上に人

状況に置かれる。最悪の場合、「環境難
ばならない。さらに移動先でも環境破

Ｓディレクターとして、子供、女Ｉ性、Ｏ

表区から初当選。現在、参鯛院大蔵委員、

ＤＡ問題などに取り組む。８９年、比例代

鍛員迩営委風、環塊特別理事。地球環境
国際膿員連盟日本事務総長。ＩＵＣＮ(国
際自然保霞連合）選任理事。

がどこまでなのか、という大きな疑問

間という一つの種が存在できる許容量

東京出身。東京女子大文学部卒業。ＴＢ

００

壊が起こってくる。地球サミットにお
いては、このような悪循環について明

Ｌ

を投げかけている。

が、約三五○年後の一九八七年には一

一六五○年には五億人だった世界人口

急激に増加したかということである。

この数百年の間に世界の人口がいかに

飢餓にみまわれて食べるものがない場

域に分かれているという現実がある。

世界は住みやすい地域と住みにくい地

地域、紛争が続く地域と平和な地域等、

の諸国、砂漠化した地域と緑の豊かな

さらに、貧しい南の諸国と豊かな北

○倍の五○億人になった。そして二○

合、人間は自ずと食べるものを求めて

私たちが改めて認識すべきことは、

二五年には一○○億人になると言われ

移動していく。薪も水もないという状

況になれば、生態系が豊かな地域へと

ている。「人口が爆発する」ポール・
エーリック／アン・エーリック著、新

ﾀﾞ'

確に言及されることがなかったのであ

●堂本暁子《どうもと．あき二》

の課題となることは確実である。

て、これからは人間の「移動」が緊急

態は様々だが、人間の「増加」に加え

民、非合法な移民、難民など移動の形

全を求めて移動するだろう。合法的移

になれば、人々は難民として平和と安

で、明日の命もわからないという状況

人々は移動していく。紛争の続くなか

なるのである。

よってさらなる苦しみを味わうことに

動した人々はほとんどの場合、移動に

きな負担となる。そして何よりも、移

国際的人道援助機関などにとっても大

因となる。さらに経済援助を行う国や

的、そして文化的摩擦を引き起こす原

ように、様々な社会的、政治的、経済

とっては、外国人労働者の人権問題の

いう第二の紛争、第二の悲劇を未然に

加え、紛争の結果としての人口移動と

掲げている以上、紛争の平和的解決に

行わないという世界に誇るべき理念を

日本は平和憲法を持ち、武器貿易も

となる。

導き出すかということが流出防止の鍵

や仲裁などによる平和的解決をいかに

を引き起こすと考えられる場合、調停

大量かつ急激な人口移動は今や世界

る。隣国であり、経済大国でもある日

の場合国境を超えた移動の前段階であ

と言われている。国内的移動は、多く

が、内陸から沿岸部へと移動している

中国国内でも、年間二○○万人の人々

きな構造的問題として見る必要がある。

時的現象で捉えるのではなく、より大

着している。このような事態を単に一

のポート・ピープルが次々と日本に漂

識されていない。最近、中国から多く

この問題の重要性は日本ではあまり認

に利用するか、つまり早期警報を受け

肝心なのは与えられた情報をどのよう

は効果的な早期警報を可能にするが、

が必要である。正確で時宜を得た情報

とについての十分な情報の収集と分析

根本原因となるものは何か、というこ

滞在的な人口の流出国において移動の

（の臼一ご‐ョ凹目Ｓｍ望の庁の日）確立のためには、

移動防止のための早期警報システム

段階に来ている。大量かつ急激な人口

移動を未然に防止する道を模索すべき

事後処理的対応を越えて、大量の人口

だとすれば、国際社会はこれまでの

の支援以上に、国際的評価に値する国

従来の政府開発援助や国連の軍事行動

めに積極的にこの資金を使うことは、

全、そして大量の人口移動の防止のた

リプロダクテイブ・ヘルスや環境の保

て、明確な指針を打ち出すべきである。

莫大な資金をどのように使うかについ

束したが、カイロ会議に向けて、この

の問題に対して三○億ドルの拠出を約

述のとおり、日本政府は人口とエイズ

実践に移す一つの方法だと言える。前

る。それは日本にとって、その理念を

防止するための役割をも担うべきであ

規模で起こっているにもかかわらず、

本に、中国から莫大な数の人間が流入

際貢献策であろう。
囚８８）を取るのかということである。

た際どのような予防的措置（口のぐの貝］ぐの
大量の人口移動は出身国にとっては

たとえば、武力紛争が大量の難民流出

してくる危険性は高い。
労働力の流出を意味し、受け入れ国に

ﾀﾞ２

民族問題の栂造
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財アジア人ロ・開発協会
主任研究員

楠本修

開発問題の障室口

民族問題の
諸

ソ連邦崩壊によって生じた、

東西二極対立構造、東西冷戦が

終結した現在、世界各国で氏族

問題に原因を持つ紛争が発生し

ている。平和をもたらすはずで

あった、冷戦の終結がむしろ、

民族紛争を引き起こしているよ

うにも見える。冷戦下では、一

応、管理されていた武器も、民

族紛争においては管理のない使

用と拡散とを引き起こし、どの

ようにしたらその管理ができる

のか誰にもわからないような状

況になっている。そしてまた、

LＬ

ン力とマレーシアにおける民族問題の比較研究

ヨョ｜・一程者

◎￣

＃３

房::蕊

ン

シシテるテ業働

●スリランカ国ヌワラエリア・ナウオヤ地区のティープランテー
午前中摘んできた茶葉を計量するために待っているプランテー
ン労働者である｡彼女らの多くは１９世紀にイギリスがティープラン
ションの労働力として連れてきたインドのタミール人の子孫であ
従って、一般に進学率の高いスリランカにおいて、二のプラン
ション労働者の子弟は例外的に進学率が低くＯレベル（中学校卒
度）の資格を得ることができるのは同年齢のプランテーション労
の子弟のなかで１％程度に過ぎない。
現在のスリランカにおける民族問題は1000年以上も前から、ス リラ
ンカに住み藩いているスリランカ・タミールと呼ばれる人々とス リラ
ンカのマジョリティであるシンハラ人との抗争であり、この茶園 労働
者に代表されるインド・タミールはほとんど関わりあっていない
のインドタミールの人たちはスリランカでも外国人として扱われ る事
も多く、そのインドへの帰還も社会問題となっている。

=－－℃~~－－

対する大きな障害ともなっている。そ

貧困に陥れ、人口・開発問題の解決に

民族と民族の戦いは貧しい地域を更に
とになる。

は私たちの一般の生活の中にもあるこ

生活している。この意味で、民族問題

くの人々が拠り所とし、実際に行動の

旨ではない。その宗教に属している多

制度宗教が理念としているいわゆる宗

細かい部分においては個人差が大きす

基準としている規範である。しかも、

可分な問題でありながら、近代合理的

ぎるために、ごく基本的な宗教理念が

このように、人間の生活にとって不
な尺度では、割り切れない紛争である

重要となってくる。

してその〃つけ〃は最も弱い者の上に
民族紛争は、東西冷戦のような共産

ために、各国とも、また国際社会もこ

伝統、人種、一示教や民族というもの

いｏ

でも解決の糸口を作ることにはならな

的な意味での合理性の尺度を持ち込ん

問題に近代社会が前提としてきた西欧

生している問題である。従って、この

に非合理な問題を全て巻き込んで、発

教という、近代的な基準から見た場合

はない。過去の伝統、人種、民族、宗

「人」の感情の問題として民族問題をと

捕らえられない、とらえどころのない

かであろう。それに加えて、他人には

とだけでは解決できないことだけは確

平等・博愛という理念をふりかざすこ

近代のイデオロギーともいえる自由・

も相対化してみる必要がある。それと、

うためには、この近代合理的な尺度を

いのであろうか。まず、この問題を扱

ではこの問題はどのように扱えばよ

この本来話し合いがつかない筈の宗

いるのである。

性を支えるだけの理論的根拠を持って

ない。いずれの宗教体系も国家の正当

負け、吸収されてしまうということは

としても、いずれかの宗教が理論的に

もし仮に相互に理論的な闘争を行った

度な哲理を持っている。したがって、

の民族の背景には世界宗教を抱き、高

シアの民族問題を扱った。いずれもそ

して、スリランカの民族問題とマレー

ふりかかってくるのである。

主義勢力と自由主義勢力との対立とい

の問題を扱いきれないでいる。

は近代自然科学的にみるならば、合理

らえるのではなく、問題をそれぞれの

ここでは、価値の対立の明確な例と

った明快な図式で成立しているわけで

的なものではない。しかし、合理的な

教理念に依って支えられている民族問

マレーシアは一応の社会的な安定をみ

民族の「価値の対立」として捉えるこ
そのためには、多くの人が程度の差

ているのか、というのがこの論文の主

ものではないが故に、理性を越えて人
を越えた、感情に属することがらは、

こそあれ、拠り所にしている宗教的規

題である。この論文は、具体的な例題

題がスリランカではなぜ解決されず、
その当事者以外には伺い知れない問題

範の社会的役割に注目する必要がある

としてスリランカとマレーシアの民族

とが必要となってくる。

である。しかしながら、私たちもまた、

だろう。ここで扱う宗教的規範とは、

間の行動を規定している。この、理性

多かれ少なかれこのような感情の中で

似‘
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問題を扱っている。しかしながら、こ
）しながら、こ当りＧＮＰが二、七一○ＵＳ＄である。

民生産が四○○＄を越えたものの、国

スリランカはようやく一人当たり国

の論文で示されている分析の方法はヨ
《折の方法はョこれは、およそ六・五倍もの差である。
）適応しうるも
ーロッパの民族問題にも適応しうるも

のであると思う。

〈族問題、アブ内の就業機会は限られており、失業率
いま一つのタイプの民族問題、アフ
リカなどで起こっている、世界宗教を
ぺ世界宗教をは一四・一％と高い。特に高学歴若年
背景としていない部族間対立とでも呼
Ｈ対立とでも呼層の失業率が非常に高く、例えば、二

あるＬＴＴＥ（タミール・イーラム開

母体となり、タミール人過激派組織で

るＪＶＰ（シンハラ人民開放戦線）の

ハーフ人の青年失業者が過激派組織であ

を越えているＷこの農村におけるシン

の資格を持つ青年の失業率は、五○％

べる民族問題についてはまた、別の機
》また、別の機○～二四歳のＡレベル（高校卒業程度）
会に記したいと思う。
と

レーシア

Ｌスリラン認‐シァ
スリランカとマレーシア
マレーシア

人当たりＧＮ放の虎）と共に、スリランカにおける
現在、スリランカの一人当たりＧＮ

理社ｊ社学主国
科科士科退会科

一方、マレーシアは、ＮＩ
ＥＳに次ぐ経済発展を遂げ中
進国の仲間入りを果たした。

舞轌仗轌鱸彌舞釦また同国は、二○二○年まで

文研学研満発文

学究修究期協学

Ｐは四一八ＵＳ＄、マレーシアの一人
筐ｌシアの一人社会的な不安を生み出している。

●楠本修《くすbと.おさむ》

このように、スリランカと

ｌ４,６２０３ 788２，７１０ＵＳ＄

*勲マレーシア

1３１

ｌ６,９９３＊５ 307４１８ＵＳ＄

337ｓｑＫｍ
５９８ｓｑＫｍ
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スリランカ

れ部院了院位ロ部議

華齊榑鐸桙騨泓蝉師麺に先進国入りキー果たすという
岬善檸癖鐸蛎冠榑蕊冗目標を持っており、その経済
奈川本前本後人川常ジ

神玉業日鮭日姥醍屋》霧活動は極めて活気に満ちてい
和和専和学成学在研経地
昭昭財昭会平会現任際ｌ

癖曄雰孵轆葬率財懇餌鯛る。

拱タ

1）スリランカ・マレーシア基本データ

(表

(1)

国土面械1990人口（,000）1931（,000）ＧＮＰ／Capital990（ＵＳＳ）

出所：CentralBankofSriLanka,1992,..SriLankaSocioEconomicDatal991，。

＊Abeykoon,ＡＴＰＬ.，1990,“PopulationStatisticsofSriLanka，,，PopulationlnformationCenter，

MinistryofHealthandWomen'sAffairsSriLanka.＊＊DepartmentofStatistics,1992,“Malaysia
StatisticsHandBookl991,，，ＤｅpartmentofStatisticsMalaysia＊＊比較を容易にするためにマレーシ
アは半島部マレーシアのみ：サバとサラワクがマレーシアに組み入れられたのは1963年の事で､現在で
もその文化や民族織成比は大きく異なっている。この、歴史的経緯から半島マレーシアに限定する。

ているが、実はさまざまな面で非常に

生じたために全く違った印象を持たれ

マレーシアは、現在大きな経済格差が

’九九二年年央推計で一、七五○万人、

の人口規模で見ると、スリランカは、

良く似ている。国土面積こそ違うもの

や民族問題に起因する政治的不安定さ

のマラヤ共産党を中心とする民族暴動

末から六○年代の初めにかけて中国系

が、マレーシア政府は言論の自由の制

が発生した。その後も一九六九年から

また、スリランカとマレーシアは、

限など憲法の一部制限を行い、民族問

マレーシアは、一九九一年年央推計で

ともに英国の植民地支配を受け、第二

題の抑え込みに成功した。少なくとも

一九七○年代の初めにかけて、民族問

次世界大戦後に植民地支配からの独立

現在のところ同国は、安定した政治体

「八一○万人とほぼ同じ人口規模で

を獲得した。第二次世界大戦後、基本

制であるというイメージを持たれてい

題に起因する政始的不安定が発生した

的に同じような条件下におかれた両国

る。

この安定した政治体制であるという

イメージのもとで、マレーシアの発展

いては安定していた民族問題が、第二

て、マレーシアでも、英国支配下にお

を抑制させる要因となっている。かつ

・タミールの抗争が、各国からの投資

らず、国際的に知られているシンハラ

為替の完全自由化を果たしたにも関わ

えられる。例えば、スリランカは国際

この背景には、いくつかの要因が考

が東アジアを先頭とした雁行形態を取

立し、また、これらの地域の経済発展

で地域全体としての傾斜生産方式が成

では、束アジア地域・東南アジア地域

先を捜してきたことがある。この意味

人件費を求めて東南アジア地域に投資

済発展の結果、束アジアの諸国が安い

調に行われた背景には、東アジアの経

に拡大させたのである。外資導入が順

資導入によって、第二次産業を飛躍的

は、外資の導入に成功した。同国は外

次世界大戦後の独立運動の過程の中で

格差の経済的要因

次第に激しさを増し、一九五○年代の

(2)

生みだしたのだろうか。

が、なぜ、このように異なった結果を

ある。

'’

●マレーシア国ケダ州アロスター市の精米エ場

近代的な精米エ鰯で、精米・乾燥が行われていた

“
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誇るスリランカとマレーシアの経済格

位置にあるとしても、高い教育水準を

スリランカが地理的には若干不利な

’九九二・七七’九二〕。

ィリピンは発展しなかった〔楠本修・

にありながらマレーシアは発展してフ

ったといえる。ただ、同じ地理的条件

較・分析することにある。

格差を生み出した両国の民族問題を比

ランカとマレーシアの間に大きな経済

すことになる。本論文の目的は、スリ

ズムは、結果として大きな差を作り出

することになるのである。このメカニ

悪い条件を生み出して悪い循環を加速

が起こり出すと、その悪い循環は更に

成されておりほぼ共通している。

成比も、多民族によってその人口が構

上で重要な要素となる民族別の人口構

較的共通している。民族問題を考える

○○万人から『八○○万人程度と比

また、人口規模が、現在でも一、七

産業騰造の雅盤は共通なのである。

まり植民地支配下に形成された両国の

って、中心となる民族とマイノリティ

民族問題を考える場合、一般的に言

差は余りにも大きい。この格差を生ん

だ要因には、投資環境・国際為替制度
と政治との関わりあいおよび、民族運

各国からの投資が抑制され、その結果、

こる。逆に、社会的に不安定であると、

国からの投資も増えるという循環が起

して社会的な安定が確保されれば、各

とで社会的な不安定さは減少する。そ

は増大し、失業者の吸収が行われるこ

経済発展が順調に行われれば就業機会

れる。いうまでもなく、投資が行われ

むことに成功したか否かなどがあげら

においては、「オイルパーム」「ゴム」

コナッッ」が中心であり、マレーシア

スリランカにおいては、「茶」「ゴム」ヨ

のモノカルチャー化がすすめられた。

ンテーション産業が中心となり、産業

この英国支配下において産業は、プラ

ように英国の植民地支配下であった。

る。また、第二次世界大戦後まで同じ

たようにほぼ同じ人口規模を持ってい

スリランカとマレーシアは、前述し

であるマレー系と第一マイノリティで

るマレーシアにおいて、マジョリティ

い。むしろ社会的な安定を獲得してい

人口構成もそれほど大きくは変わらな

マレーシアの人口臓成もスリランカの

いる。民族別構成比を人口で見る限り、

マイノリティがかなりの割合を占めて

アの場合、いずれも多民族国家であり、

る。ところが、スリランカとマレーシ

表面化しやすいと仮定することができ

していればしているほど、民族問題が

を形成している民族との人口比が接近

就業機会の創出が行われず、失業者の

が中心であるなど、その生産する第一

ある中国系との人口比が五七・九二％

Ｌス利一庖裂の共通点

吸収ができず、社会的に不安定になる

次産品の種類は異なっているものの、

動にもとづく政治的不安定を押さえ込

という循環も起こる。つまり、一度良

対三一・五七％と接近しているのであ

る。（表１２）

第一次産品中心の経済が植民地支配下
に形成されたことは共通している。つ

い循環が起こりだすと、その良い循環
は更に良い条件を生み出し、悪い循環

ダァ

(表－２）民族別人ロ構成比
スリランカ（1981年）

マレーシア（1989年）＊

シンハラ＊＊73.95％

マレー系＊＊＊57.92％

スリランカ・タミール12.70％

中国系31.57％

インド・タミール5.52％

インド系9.87％

スリランカ・ムーア７．０５％

その他0.64％

バーガー0.26％
マレー0.32％

その他*＊＊＊0.20％

*半島マレーシアのみ。＊＊シンハラには低地シンハラと高地シンハラを含む。＊＊*マレー系は、その他
ブミプトラを含み、マレー系である原マレー(Proto-Malays）と原マレーの後に来住した新マレー

(Deutero-Malays)系に加え､半島マレーシアの先住民族であるネグリト(Negritos)やセノイ(Senoi)を含
む。半島マレーシアのネグリト、セノイ、原マレーを総称してオラン・アスリ（OrangAsli)と呼んでい
る。＊＊＊＊その他にはインド・ムーア人、ヨーロッパ人､ベーダ人等を含む｡出所：Abeykoon,ＡＴＰＬ.，
1990,-,＊DepartmentofStatistics,1992,-．より算出。

3）宗教別人口比
噸スリランカ1981年

*＊マレーシア1980年

仏教69.30％

イスラム教56.1％

ヒンドウ教15.48％

仏教19.0％

イスラム教7.55％

中国宗教12.9％
ヒンドウ教8.4％
キリスト教2.1％
地方宗教0.5％

キリスト教7.61％
その他0.06％

その他0.3％

無宗教0.7％
出所

*AbeykoonIA,ＴＰＬ,１９９０

*＊DepartmentofStatistics，1992,“

また、民族問題において民族人口別

構成比以上に重要な役割を果たす宗教

別人口構成比（表１３）も、スリラン

カ、マレーシアともに多様で、民族別

人口構成比よりも近似している。

加えて、一九三一年当時、人口規模

が三○○万人～五○○万人程度と小さ

かった両国は、インドなどと異なり、

英国流の官僚制度に基づく行政管理シ

ステムが隅々にまで行き渡った。その

結果、両国とも、アジアの中でも有数

の高い教育水準を誇っている。その指

標として、単純に識字率水準だけで比

べるならば、むしろ経済発展において

大きく格差を付けられたスリランカの

方が優れている（表１４）。

ただし、現在マレーシア政府は教育

を重視しており、現在のマレーシアの

初等教育の就学率は、一九八八年で九

九・○％、一九八九年で九八・九％と

ほぼ完全就学に近い数値を誇っている。

その結果、マレーシアの方が優れた数

値を示している。

スリランカの場合、初等教育達成者

は、三七・五％、中等教育の達成者は

(表

民族問題の構造

一九九二・九〕から推測すると、マレ

現在得られる資料〔の。。Ｐ三目、四一Ｐ

五二・○％である。

中等教育への進学者は、’九九○年で

一一九・二％である。マレーシアの場合、

を考えてみよう。

史的な経緯、および、宗教規範の特色

るためにスリランカとマレーシアの歴

いてこの民族問題の性質を明らかにす

題を規定している。そこで、以下にお

格差の要因として両国における民族問

る。前述したように本論文では、この

ンドより渡来したといわれている。そ

ンカの主要民族であるシンハラ人がイ

紀ともいわれる時期に、現在のスリラ

歴史的にみると紀元前五世紀とも六世

うことを注意する必要があるだろう。

古くから存在していた問題であるとい

スリランカにおける民族問題が非常に

蝋スリランカ

*＊マレーシア

1985年

86.1％

73.0％

＊Abeykoon，Ａ・ＴＰＬ，1990,-．＊＊Departmentof
Statistics,1992,-・

てたが経か通別構条基マスの
し様全済でし構成件本しりこで
ま相〈発、て成比、的｜ラのあ
つを異展両い比、民なシンよる
て示な段国るが宗族経アカう゜
いしつ階のな共教別済はとに

スリランカの

重歴のしこ成ラ範
Ⅱスリランカの

歴史的経緯と宗教規範

駕襖篝；篝の

民族問題の歴史的経緯

作を行うにはウエットゾーンよりもド

を徐々に南に移していった。当時、稲

ンナルワ、クルネガラ、コーッテと都

開かれていた彼らの都を廃棄し、ポロ

はスリランカの北部平原を中心として

ラ人の諸王と戦いを交え、シンハラ人

ョーラ朝がインドより侵攻し、シンハ

紀元一○世紀頃にはタミール系のチ

わたる歴史を持っていることになる。

の民族問題は、すでに二、○○○年に

をし始める。したがって、スリランカ

ンド亜大陸南部からタミール人が移住

る。そして紀元前二世紀にはすでにイ

が伝来し、シンハラ人に受け入れられ

紀元前三世紀にはスリランカに仏教

シンハラ人の渡来を待つ。

歴史に記載されるようになるのはこの

れ以前にも原住民は存在したのだが、

ーシアの農村における一九四○年前後
の初等教育進学者は限られており、こ

のことが識字率水準を引き下げている

識字率

の場合、世代と就学歴が対応している

簾'１舅ﾗﾋﾞ健ｆ崇菫と

:耀錘蕊マラ
に“えり件献緯'｢孟

要史条｜と比ン

スリランカの民族問題を考える場合、

ダワ

:雛篭羅六ＬＬ
集崇高騨欝｢潅否
(1)

ように思われる。つまり、マレーシア

(表－４）識字率スリランカ・マレーシア比較

はなく、米生産を支えていた潅概設備

っとも、タミール人との抗争ばかりで

１ンへ移動を強いられたのである。も

利だったにもかかわらず、ウエットゾ

ライゾーンである北部平原のほうが便

い歴史を持っていたのである。

保っていたかを別にしても、非常に長

激しくそれが行われたか、小康状態を

ンハラ人とタミール人との民族抗争は、

第二次世界大戦後のことである③が、シ

題が現代的な意味で先鋭化したのは、

感を買う理由となったのである。

ての英国が去った後にシンハラ人の反

会的地位にあったことも、支配者とし

タミール人が大学教育を終え、高い社

拍車をかけた。この、少数民族である

このような歴史的な経緯を踏まえな

の維持がマラリアの蔓延によって困難

ったといわれている。しかし、このよ

インドより王妃を迎えることが常であ

例えば、シンハラ人の歴代の王家は南

交流が計られていたという反論である。

常に緊張状態にあったわけではなく、

ミールの間に抗争はあったとしても、

視点には、反論もある。シンハラとタ

ールの抗争の歴史としてのみとらえる

スリランカの歴史をシンハラ・タミ

壁として立ちはだかっていたのである。

を除き、人が踏み入ることが困難な障

エットゾーンの密林は、沿岸部の都市

いる。しかし、’九世紀に入るまでウ

う一つの重要な理由であるといわれて

ようと努力した。タミール人はシンハ

ことで国際社会での自分の位置を高め

な英語と専門職として高い学位を得る

の機会に英語の修得に努力した。流暢

たすことができないタミール人は、こ

族として社会の中枢で大きな役割を果

る。また、スリランカにおける少数民

ル人が占める割合は大きかったのであ

も、マレーシアでも下級官吏にタミー

英国の支配下にある間、スリランカで

下級官吏としてタミール人を重用した。

な経緯から英国は植民地支配において

ンドから始まった。このような歴史的

英国のアジアにおける植民地支配はイ

に複雑にする歴史的な経緯があった。

したがって、南アジア地域圏としてみ

な力として存在し続けていたのである。

インド文明はこの地域において圧倒的

ド文明を常に意識せざるを得なかった。

史を通じその地域の超大国であるイン

た、文明の点でも、スリランカは、歴

ハラ人は、明らかな少数派となる。ま

な多数となり、宗教も文化も違うシン

り巻く南アジア全体で考えれば圧倒的

であるタミール人も、スリランカを取

る。スリランカの人口の中では少数派

は、インド亜大陸のほぼ南端に位置す

カの地理的な位置である。スリランカ

意しなければならないのは、スリラン

示すのか」ということを考える際に注

て民族問題がこのような複雑な様相を

がら、更に「なぜ、スリランカにおい

うな反論があるとしても、それはシン

ラ語を覚えるよりは英語の修得に努力

た時、シンハラ人は、マイノリティと

また、スリランカには民族問題を更

ハラ・タミールの抗争の歴史を否定す

したのである。英語の学制下、大学教

して自らを常に意識せざるを得なかつ

になったということがこの移動の、も

るものではない。

育が英語でなされたこともこの傾向に

確かに、スリランカにおける民族問
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たのである。

●ヌワラエリア地区のイスラム系住人居住地区

の出稼ぎが多い。訪問したイスラム人家庭もクウェートを始め中近東各地で出稼ぎ

イスラム系住人はその宗教が中近東と同じということもあり、主に中近東地域へ
を行い、その収入を農園の購入代金に当てていた

⑳スリランカの宗教

力よりはむしろ、僧院にこもっての修

まり開放的であるとはいえない。教義

ころがスリランカにおける仏教は、あ

度な教理を備えた世界宗教である。と

教である。いうまでもなく、仏教は高

ンハラ人にとって、支配的な宗教は仏

内にこもり、布教によって積極的にマ

る。したがって、スリランカの仏教は、

要性しか与えられないということにな

っていくという側面には、二次的な重

をはじめ、社会に対して積極的に関わ

この宗教の特質から、布教啓蒙活動

行が重視されることになる。

としてみると、仏教には民族差別思想

イノリティとしての他の比族を取り込

スリランカのマジョリティであるシ

はない。また宗教論理的には、場合に

もうとはしなかったのである。この意

のアイデンティティと強く結び付いて

よっては信仰すらも必要はなく、「法」

ただ、仏教においては個人の解脱が

いる。例えば、カンディの仏歯寺に納

味でスリランカの仏教は、シンハラ人

その目的となるため、その信仰実践は

められているとされる仏歯はスリラン

を理解し、行いが正しければよいとい

集団的な性格というよりは個人的な性

カにおける支配の正当性の象徴である

だけのための氏族宗教となってしまっ

格のものとなる。この点が、キリスト

が、しかしそれはシンハラ人だけの統

うぐらい、非常に中立的である。この

教、イスラム教と大きく違うところで

合のシンボルとなっているにすぎない。

ていたということができる。事実、ス

ある。とくに、スリランカの仏教であ

換言すれば、この支配の正当性の象徴

意味では、極めて普遍的で論理的な宗

る南方上座部仏教では、修行に専念す

がタミール人にとって、なんら統合の

リランカにおける仏教は、シンハラ人

る個人としての「僧侶」の解脱とその

象徴ではない。そしてこのことが、ス

教である。

価値が徹底して説かれる。したがって、

リランカの民族問題の靴しきを象徴し

ているのである。

仏教的理念を実現するために社会改革
を通して社会に関わっていくという勢

ｺﾞノ

ある。

とは考えることもできないことなので

人にとって、シンハラ人と融合するこ

ドのヒンドゥ教を信仰しているタミール

られることになる。したがって、イン

として最も不浄な階層として位置付け

の中にも入ることができない「賎民」

に従えば、仏教等の他宗教はカースト

と「不浄」である。ヒンドゥ教の考え方

のヒンドゥ教の中心をなす概念は「浄」

一方、タミール人が信仰するインド

の宗教は、アニミズムとヒンドゥ教の混

される前のマレーシア・インドネシア

なる。したがって、イスラム教が導入

インド文化の影響を強く受けることに

住地を求めた。その結果、新マレーは、

た。新マレーは、主に沿岸部にその居

を送り、その宗教はアニミズムであっ

を求め、狩猟・採集を中心とした生活

・マレーは、主に山岳部にその居住地

言語も同じ系統に属している。プロト

んど同じであり、フィリピンの主要な

えることができず世界宗教とはならな

いう点である。ヒンドゥ教は地域性を越

かなり高度な宗教哲理を学んでいたと

に、ヒンドゥ教文化があり、マレー人は

ム教を受け入れ、イスラム教化する前

マレーシアが世界宗教としてのイスラ

ここで注目しなければならないのは、

ア全土がイスラム教化した。

ダがイスラム教化し、その後マレーシ

マラッカ王国が成立。一五世紀以降ケ

四○三年に最初のイスラム教国として

ゥ文化を学んだことになる。その後、一

かった帥。しかし、その宗教哲理は極め

のインドネシア・フィリピンまでにも

民族移動は非常に大きなもので、現在

頃南下してきたといわれている。この

二五世紀頃、新マレーが紀元前三世紀

下してきた民族で、原マレーが紀元前

ーは、いずれも中国の雲南地方より南

に分類されている、原マレーと新マレ

マレーシアの人口のなかでマレー系

は、この過程を通じて約「○○○年

い影響下にあったのである。マレー人

ャヤ（スマトラ島）のヒンドゥ文化の深

世紀まで、マレー半島は、スリビ・ジ

の拠点となり、その後七世紀から一四

を横断する通商路も開かれ、東西貿易

持ち込まれた。四世紀にはマレー半島

訪も増え、宗教・文字・知識・文化が

したこの州が開けた。インド商人の来

タイと国境を接し、マラッカ海峡に面

こそ、それまでの伝統文化を破壊する

基盤の上にイスラム教を受容したから

のものとしていた。この高度な文明の

の宗教の背景にある高度な文明を自ら

間をかけて吸収することで、彼らはそ

どの高度な教義を持った宗教を長い時

でに、イスラム教の教義に負けないほ

であった。イスラム教を受け入れるま

らの文化を融合させていたことは幸運

前に、ヒンドゥ教という高度な文明と彼

彼らが、イスラム教を受け入れる以

て高度な内容を持っている。

及んだ。その結果、言語的にも現在の

にわたって、高度な教理をもつヒンド

は現在のケダ州である。一世紀頃には

マレーシアで最も早くから開けたの

糒であったと考えられている。

マレーシアの歴史的経緯
と宗教規範

インドネシア語とマレーシア語はほと

、マレーシアの歴史的経緯

(2)
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●マレーシア国ケダ州アロスター市
マレーシアの穀倉地帯といわれ、最も進んだ潅漉設備を持つケダ州の州都アロスター
市。宗教的にはマレーシアの中でもイスラム教の戒律が厳しいところでもある

スラム教を受容することができたので

儀の深い土壌の上に、系統発生的にイ

ズムの文化のなかに根差した呪術や祭

生活様式を保ちつつヒンドゥ教とアニミ

ことなく、彼らが長い間慣れ親しんだ

され、現在のマレーシアの多民族社会

中国人労働者やインド人労働者が導入

級官吏、技術者などの労働力として、

働者、プランテーションの労働者、下

なって、特産の錫の採掘、鉄道工事労

シア全土が植民地支配を受けるにとも

を作りあげたのである。

ある。

つまり、マレーシアには統一国家形
態はなかったものの、マレーシア共通

ーシアは何度となく「受容」を経験し

ような歴史的な経緯からみれば、マレ

ことがマレーシアには幸いした。この

で文明を受容することができたという

当な距離を保ちつつ自分たちのペース

文明の中間地点に位置し、それらと適

きる。しかも、中国、インドという大

されつつある地域で、またキリスト教

から伝統的な文化が近代化の中で破壊

とは非常に重要な点である。この特徴

要素はあまり重要視されない。このこ

視される半面、それ以外の血統などの

宗教の特色として、戒律が非常に重要

イスラム教である。イスラム教はその

マレーシアの国教はいうまでもなく

幻マレーシアの宗教

たといえる。つまり、日本などと同じ

社会と結び付いたヨーロッパ至上主義、

の文化を持ち続けえたということがで

ように自分たちの都合の良いように、

白人の優先される社会に対する反発と

増大している。事実、厳しい戒律を人々

様々な文明の成果を受容することがで
また、マレーシアが現在あるような

に強いるにも関わらず、現在、世界宗

して、文明国でもイスラム教の信者が
人口構成を取るようになったのは一九

教のなかでその教勢を大きく伸ばして

きたのである。

世紀も中葉以降のことである。このこ

いるのはイスラム教なのである。

イスラム教においては、偶像崇拝は

とは、民族問題を考える上で重要な意
味を持っている。英国によってマレ

エヲ

徹底して否定される。マホメットの肖
像画すらも敬うことは否定されるので

ある。この意味で、具象的な信仰対象

スリランカと

マレーシアの格差

したがって、超越的権力の存在がなく

なれば、そこにはシンハラ・タミール

という二つの民族・文化を統くる存在

がなくなり、旧来の民族問題が再び顕

とした区別はあるとしても、肌の色や

い。イスラム・非イスラムという厳然

族政策を色付けていることは間違いな

この宗教の性格が、マレーシアの民

えないのである。

教の面からも肯定するような事はあり

し、また解釈権を独占することで、宗

人々に与えるイメージの上から正当化

ことで西洋が支配することの正当性を

うに、西洋人に似たイエスの絵を使う

かつてフィリピンにおいてなされたよ

ような、地理的・歴史的・宗教的な特

あるシンハラ人を見下していた。この

を背景として、むしろマジョリティで

倒的な力をもつ文明の「浄・不浄」観

インドという南アジア地域において圧

たマイノリティであるタミール人は、

ティを取り込むという性格がなく、ま

である仏教のなかに積極的にマイノリ

マジョリティであるシンハラ人の宗教

ことができなかったという点である。

的な文化が積極的に他文化を吸収する

ンカにおける民族問題の原因は、中心

というイスラム教が持つ明示的な性格

律の遵守を主にその信仰の要件とする

系統発生的に受容してきた経験と、戒

の民族問題に、マレーシアが異文化を

つイスラム教を受容した。マレーシア

た後に、自分たちの生活様式を保ちつ

を一○世紀余りの時間をかけて受容し

ということもあり、最初にはヒンドゥ教

化を意識していなかった民族であった

アイデンティティとして自分たちの文

マレー系というマジョリティが自己の

これに対して、マレーシアの場合、

ここまで述べてきたように、スリラ

文化の違いなどはイスラムの戒律に抵

色が、スリランカにおいてシンハラ・

在化するということである。

触しないかぎり、なんらの差別の理由

マレーシアにおいては、イスラム教徒

および、拡張主義的な性格が影響を与
この民族問題も英国も植民地支配下

の男性と結婚する異教徒の女性はイス

タミールという民族集団を並存させて

の時代にはそれほど顕在化していない。

ラム教に改宗することになるし、また

にはならないし、早くに教化された民

シアやインドネシアのように、戦争に

英国がシンハラ・タミールの権力基盤

異教徒の男性がイスラム教徒の女性と

えていることは間違いない。例えば、

よる征服で急にイスラム教化されたの

を越えた超越的権力として支配したか

結婚する場合にも、男性がイスラム教

しまったのである。

ではない地域では、かなり彼ら自身の

らこそ植民地経営の間だけは、民族門

に改宗せざるを得なくなるのである。

がつくわけではない。とくに、マレー

伝統文化を残している。

題が顕在化しなかったのだともいえる。

族も、後から教化された民族も、優劣

はイスラム教にはない。したがって、

(3)
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様式という共通性を持っていたことが

希薄であったマレーシアが自己の生活

たこと、更に、国家意識、民族意識が

あるという地理的に適当な位置にあっ

て、インドとも中国ともほぼ等距離に

この拡張主義的な宗教の性格に加え

、７．

常に大きな意味を持っているように思

か否かという点が民族問題にとって非

渡ってきたという出自を記憶している

のである。この、自らが他の地域から

かわることのない、故郷となっている

かで、スリランカが記憶の上でも他に

ってきた。つまり、いかなる根拠に基

度によって統一するかという形態をと

えた軍事的権力か文化的な影響力・制

の行為基準としての「価値体系」を超

って吸収統合する形か、並存する民族

決するためには、なんらかの母体があ

うことである。これまで民族問題を解

るために、インドネシアのように中国

解決、国家としての統一性を優先させ

例えば、前者の例として民族問題の

づくものであれ、そこには国家統合の

幸いした。また、英国支配の間にもス

ルタン制（イスラム王制）を維持でき

民族問題が
投げかける課題

根拠が存在したのである。

たことが国家統合を容易にしたことも
挙げられる。これらの歴史的条件、地
理的条件が重なって、マレーシアの文

化が受容について寛容な文化形態を作

において民族問題を押さえ込むことに

これらの要因に加えて、マレーシア

圧倒的な権力が存在していた間は、民

の間、英国という軍事的な力において

てもマレ１シアにおいても植民地支配

前述したように、スリランカにおい

「価値体系」を超えた超越的権力として

軍事力を背景として英国が、民族間の

実際に植民地支配を行っている間その

が挙げられる。また後者の例としては、

え、アルファベット標記を強制した例

系の住民の氏姓をインドネシア風に換

成功している最も大きな要因は、マレ

族問題は顕在化していない。したがっ

ふるまったことが挙げられる。

民族問題が
投げかける課題

ーシアにおける民族問題がまだ一五○

て、現在の民族問題は、「植民地支配か

りあげたことが重要な役割を果たした

年ほどの歴史しかないということであ

らの自由」に伴って発生してきた問題
ここまで、民族問題をみてきてわか

にもとづく民主主義という近代主義的

の利益を保ちえなくなったら、多数決

非支配の関係を固定しておいて、自己
ることは、それぞれの文化が持つ行為

な原理を導入した。

と考えられる。

る。多くの中国人・タミール人にとっ

であるということがいえる。

英国は、植民地支配の間には支配・

て、マレーシアは父祖が移住してきた
る。一方、スリランカにおけるタミー

の依拠基準としての「価値体系」の単

土地であるという記憶がまだ残ってい
ル人にとっては、二、○○○年にわた

なる並列の中に統合はあり得ないとい

この民主主義を表面的に数の原理と
るスリランカ・タミール人の歴史のな

ﾕタ

l1ii11｣：
(1)

に民族問題は先鋭化したのである。

この意味で、植民地支配が終わった後

を統合することはできないのである。

だけで、その並列している「価値体系」

の従っている「価値体系」が並列する

がって、多数決の原理だけでは、民族

得せず、民族問題は解決しない。した

して適用した場合、少数派は決して納

押さえていけるかどうかは予断を許さ

に少なくとも表面的にでも民族問題を

なかで、マレーシアがこれまでのよう

なかったのである⑥。この格差の拡大の

プトラは三・六％の伸びしか果たし得

たした一方、最も平均所得が低いブミ

五・○％の年平均世帯収入の伸びを果

にかけて、中国系、インド系が五・二％、

している。一九八四年から一九八九年

ある。しかし、自己の文化・生活様式

が少数民族を文化的に吸収することで

るための一つの方法は、マジョリティ

前述したように、民族問題を解決す

る。

ることを最も困難にする問題なのであ

な関係があり、人間が自省的に行動す

う最も感情的になりやすい問題と密接

しまう。民族問題は、利害と民族とい

れる規範とを全く異なったものとして

元宗主国が自己の利益を守ためには、

ない。

た国の「政策」がかなり影響したので

現在の民族問題には植民地支配を行っ

ことはいうまでもない。したがって、

政策に対して深刻な疑問の声を発する

が民族を区別するマレーシアの現在の

識する人々が増えてくるにつれ、彼ら

おいても、マレーシアを故郷として認

それは、マレー系以外の民族の間に

国として文化を吸収し続けた民族と、

も、日本のように大きな文化圏の周辺

非常に困難である。その困難さの程度

を失うということであり、その実現は

いうことは、社会的存在としての自己

・宗教を捨て、他の文化に融合すると

まとまりを持った国家体制を築かれる

はないかという推測を行うことはでき

ようになることが予想されるからであ

中国やインドのように自らの文化の至

よりは、分裂している方が操作し易い

るだろう。このように、植民地支配の

る。

族とでは、大きく違ったものとなるで

高性と普遍性を信じて疑わなかった民

傷跡は、現在においても民族問題とい

う形で大きな影響を与えている。また、
一見、順調に見えるマレーシアにおい

い。自国の独自性を保つためにブミプ

係のみならず、それぞれの感情に働き

民族問題の難しさは、それが利害関

マレーシアにおける中国系住人のよう

のはスリランカにおけるタミール人、

あろう。

トラニレＩ系優先）政策⑤をとってき

かける点にある。民族による人間の区

に、インド本土、中国本土との交流を

民族問題の知識
社会学的側面

たにも関わらず、マレーシアの経済成

別は、自己と他者とを容易に区別し、

保ち、自己の文化を守り続ける民族が

ても民族問題は解決された問題ではな

長のなかでマレー系を含むブミプトラ

自己に適用される規範と他者に適用さ

したがって、民族問題の対象となる

と他の民族との経済格差はむしろ拡大

(2)

”

民族問題の樹造

の地域において、歴史的にも圧倒的な

ぞれの民族の自己同一性を通した自己

この問題においては、並存するそれ

うとしても、ある民族の伝統的権威の

準とはなり得ないのである。したがっ

影騨を与え続けた文化・文明を背景と

認識、生活様式、規範などの「価値」

根拠は、別の民族にとってはなんら根

が発達しなかったスリランカの仏教徒

していることである。このような場合、

が争われることになる。したがって、

拠のあるものではない。したがって、

その対象となる。スリランカとマレー

民族間の融合が起こる可能性は非常に

近代が是とした「平等・公平」の原則

伝統的な権威の根拠もまた決定的な有

てこの方法では異なる民族や文化の持

少ない。マレーシアにおいて、ブミプ

をふりかざすだけでこの問題を扱うこ

効性を持たず、ある特定の民族の伝統

においてさえ、民族問題をめぐって熾

トラ政策をとり、明示的にマレー系優

とができないということがはっきりす

的な権威をもって他の民族をも含みこ

シアの民族問題で共通しているのは、

先を打ち出したのも、中国人人口が増

る。つまり、誰にとっての「平等・公

んだ国家の権威とすることは不可能で

つ価値観を銃くる術を持たないことに

加した場合、民主的な原理であればマ

平」なのかという知識社会学的な問題

烈な殺教が行われたのである。

レーシアが「中国」になってしまうこ

ある。

マジョリティよりもマイノリティがそ

とを危倶したからであるといわれてい

はいわゆる合理的な取り扱いだけでは

を再び提示することになる。民族問題

これは現代社会が国家という制度を

また、伝統的な根拠で民族を統くよ

なる。

る。

関わりあい、非常に強く人々の感情に

たがって民族問題は自己の感情と深く

関わる根源的な問題が深く関わる。し

己認識という、人間の認識構造にまで

民族問題には、自己同一性を通した自

その尺度から外された少数意見はその

示的な基準を教条的に主張する限り、

図ることは困難である。数という、明

純に適用する限り、民族問題の解決を

めの手段として民主主義も、それを単

例えば「平等・公平」を実現するた

民族が必ずしも一致しない限り、民族

べてが成り立たない。しかし、国家と

のところ国家という枠を無視してはす

という枠組みで動いている限り、現在

かけることになる。国際社会が、国家

するのかという笑に困難な問題をなげ

の「権威」をいかなるものとして設定

前提としていく上で、統合原理として

訴えかける。民族問題に一度火が付け

決定に従わず、その結果、民族問題は

が持っている文化的価値の葛藤は生じ

収捨が困難な問題なのである。

られると、激しい抗争が生じ、非常に

むしろ顕在化する。つまり、多数決が

人は民族を通して自己を認識する。

容易に相手を憎むことができるように

る。国家という枠のなかで民族紛争が

行われた場合、その国家は非常に消耗

合理的な方法であるとはいっても、合
理的な方法であるだけでは、統合の基

なる。例えば、島国でありながら不殺

生戒の影響でほとんど漁業というもの

J７

ンハラの二、○○○年にわたる抗争は、

③スリランカにおけるタミールとシ

現代の民族問題から逆に説明づけられ
ているのだともいわれる。

勺。Ｅ一目Ｃご－コ｛・『日目ｇｏのロ［の『》三一己⑪一旦

シｏｎの⑩曾亘一一ご回ロロロ⑫の三の『一Ｆ四口弄凹ご卓

と知りたいマレ１シア、弘文堂。

綾部恒夫永積昭編、一九八三、もっ

Ｊ８

することになるのである。

この問題に解決の術があるとすれば、

それは単純に、「平等・公平」という基
準を適用し、その判断ができない部分

切ではないかも知れない。なぜならば、

側ヒンドゥ教を民族宗教と呼ぶのは適

ではない。

系はブミプトラの中に含まれるが同義

セノイ（の。『５－）を含む。従って、マレー

先住民族であるネグリト（ｚの砲『－８の）や

ご巴こい）系に加え、半島マレーシアの

の後に来住した新マレー（□のＥの『。’

る原マレー（わ『。Ｓ，三ｍ一旦⑪）と原マレー

地の子“という意味で、マレー系であ

先政策と訳されるが、ブミプトラは”土

⑤ブミプトラ政策は通常マレー系優

に「世界」だからである。

ヒンドゥ教においてはインドこそがまさ

については数の原理で押し切るという
方法ではないであろう。まず、客観的
で最少の基準として、できるだけ明示

的に合理的で「平等・公平」な基準を
適用すること。加えて、民族問題の構

造を理解し、相互に共通の利益がある
ことを認識すること。更に、自己の文

化価値を保持しながらも他文化の価値

も認めるという文化の相対性を理解す
ること。この前提のなかで、相互に受
け入れられる社会制度を築きあげてい
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点について､また,CPDで採択される予定の行動計画の｜鰯『輻
．．ご再二目・
実施に当たり､国会識員が果たすべき役割について｜ＣＰＩ
、開催の前に討議し、｜ＣＰＰ、カイロ宣言を採択する。Ｉ

主催：エジプト人民殿会（国会）
後援：国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）

･思扁￣

Ｆ::：
：８斤

：冒月＞

国際家族計画連盟（，ＰＰＦ）臼：貝§
￣二・－

会溌参カロ者：国際人ロ・開発会識参ｶﾛ国の国会議員

Ｃ－－戸、＝・

人口と開発に関する国内殿員グループのメンバー
種々の協力機関を代表する国会溌員

に会：

オブザーバー：ＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦ他、国連専門機関、国連補助機関、｜加学ｉ
国家間機構、人口・開発分野で活躍するＮＧＯ代表者ｉ筆会こ
改のの

共催組織：AsianForumofParliamentariansonPopulationandi題機論

し関文

Development(AFPPD）た誌は
lnter-AmericanParliamentaryGrouponPopulationandi

もに－

の掲九

Development(lAPG）で載九
あさ三

lnternationalMedicalParliamentariansOrganization(lMPO）！るれ年

GlobalCommitteeofParliamentariansonPopulationandl

・た六

論月

Development(GOPPD）文（二

を関

ParliamentariansforGlobalAction(PGA）ｔ）東
..－．．－－－．.`－．..........､-....-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-...---.-.-....-.-.-.....,......-.-.......-,--.-.-.-,-.-.-.---.-.-.-.-.--9
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と社

に功うすふぉｌらむ

カイロ宣言へ準備会合開幕

飴柳蝋國一二五億人に膨張

2000年

える民間活動団体（ＮＧＯ）代表

千～千二百人も参加し、独自の会
ＩＣＰＤ事務局によると二回の

合とロビーイング活動を展開する。

●発展が米不足もたらす……団

手●カイロ鬘一言へ殖亟鰯会開幕…印

の岐終草案をまとめるのが三週間

性の地位向上③妊娠・出産に関す

は、①人口と持続可能な開発②女
144億γ〃（48億ドル）

2010年

161億ｻﾞル（53億嚴峰）

2015年

170億ﾄﾞ鍵（57億ﾄﾞﾙ）

ＩＣＰＤ行動計画案推計

砂激繩攝米の一甫総論争戯：季：頑

、子な上世艤３割に…………打

■安性の立場葎篭感●緬静…、

●『女性とエイズ坐テーマに…開

●人口抑制で高競る女騨７…・閖
己入管法違反⑲７万人突破…顕

●蛸雲厘で死亡する女性甑方…卵

●句都心の過疎羅輯心…；……｜印Ⅲ

●一一世帯の子供－．８人割…師

●エイ嵐で人口減少：………・砿

●完全失業者徴二○○万人…髄・

●イン轍の”悪習々が『悲劇…寵

●世銀の掻助拡大……………龍

●公一書が高度成長で深刻化…“

●４００万人起す幼児死亡…蝿

●未婚女性増えてますで：……副
●人エ中絶「倫理の欠如」…唾
●４人に１人未婚の母持つ…龍
●人口増なし色地方活性化…館

準備会合と各地域ごとの地域会合、
テーマ別の専門家会議、一月に東

八○罪余りのカイロ行動計画案草

京で開かれた撹人会議などを経て

案がまとめられており、最終準備
会合では草案をもとに先進国・途
上国間などの意見の対立点の最終
調整が図．われる。草案によると、
何も対策を立てなければ地球人口

は二○五○年には高位予測の百二
十五億人に膨れあがる。それを防

に及ぶ会合の目的で、人

る権利④人口移動⑤盗金負担ｌな

準備会合の議論の焦点になるの

類が二十一世紀の人口爆

どだ。妊娠、出産に関する女性の

Ｃ堂性が『一生に産む子供減…泊

⑪襲迩鴬リ高鰯蒲２倍膳…だ
■国連森口灘琢霜寧……で》……殉

選択椎を保証し、一家族当たりの・
子供数を減らすことは人口対策の

庁からは家族計画（避妊）、妊娠中

心ＮＧ風の活躍一瀧目：。………浦

口尋願鑓』一にパヘ諾カン翫露露…狐

柱となるが、約十億人の信者を持
カ国の政府代表のほか、

絶政策に対し強い反対が予想され

つカトリックの総本山ローマ法王

世界各国の六百団体を超

準備会合には約百四十

い、７・

どうかは、この行動計画

2005年

紙じ

の成否にかかっていると

発を防ぐことができるか

なるカイロ宣言とカイロ行動計画

ぎ、人口琳加を低位予測に近づけ

132億ﾄﾞル（44億幻

の岐終峨備会合が四日、ニューヨ

（）の中は先進国負担分

【ニューヨーク３日Ⅱ宮田一雄】

人ロ対策に必要なコスト

られるかどうかは今後二十年間の

2050年 78億１２５１

ークの国連本部でスタートする。

2015年 72億7000万７９億2000万

九月にエジプトのカイロで開催さ

(低位推計）（高位推計）

対策次第だという。

1995年 57値

今後二十年間の人口対策の基本と

1975年 40億

れる国際人口開発会議（ＩＣＰＤ）

■、
地球人ロの推移
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にゅうすふぉ－らむ

る。

資金負担については、行動計画
草案は二○○○年時点で年間百三

十二億ば、二○’五年には百七十
の一一は途上国自身の負担、残る三

億殖とのコスト予測を示し、三分

クローズアップされることになり
そうだ。

（産経新聞一九九四・四・四）

・・・発展がアジアにコメ不足もたらす；

技術は根本的に見直す必要がある。

ＩＲＲＩは設立後三十四年を迎え

るが、その間の研究の蓄穣で理想

的な稲作を描けるようになった。

ャブ、日本など各地の稲の品種を

アフリカ、インドネシア、パンジ

当たり十三～十五トンの収穫が見込

つつある。これが成功すれば一鯵

掛け合わせて超多収穫米を開発し

日本でコメ不足騒ぎが起きるな

れは現在の収穫量の一・七倍であ

千五百万ノのコメが必要だが、こ

め、コメ不足を防ぐことができる。

国際稲研究所所長クラウスヘ○ランペ氏に聞く

かフィリピン・マニラ郊外のロス・

り、現状のままでは需要を満たす

亘

に歯止めをかけることの必要性は
バニオスにある国際稲研究所（Ｉ

のは難しい。

分の一は先進国の援助を求めてい

認めているが、現在の先進国の人

ＲＲＩ）は、「将来、アジアでコメ

る。先進国、途上国とも人口爆発

口活動関係の援助が十億ｊ余りで

不足が起きる」との報告書をまとめ
イスと呼ばれる多収樅品椰「ｌＲ

に適した耕地が次々に住宅地や工

るアジアの経済発展の結果、米作

世界のコメ生産の八五％を占め

８」を開発したことで有名。クラ

かない理由は。

国連は十年ごとに世界的な人口

ウス・ランベ所長（侭）にアジア

場用地に転用され、作付面械が減

稲作適地が減少している。現在、

結果、土地がやせて塩害も増え、

査を基にまとめた結果によると、

府が一九九○年に実施した人口調

【北京４日Ⅱ永持裕紀】中国政

□増識騨卿

霧女性

（日本経済新聞一九九四・四・四）

（マニラー平野窓一郎）

あることを考えると、かなり厳し

た。ＩＲＲＩはかつてミラクルラ

ｌ人口増にコメ生藤が追い付

い数字といえる。

の文字が加わったカイロ会議（九

会議を開いており、新たに「開発」

のコメ生藤の展望を聞いた。

稲作地の七割が多収穫米を栽培し

ｌアジアでは将来、コメが不

月五～十三日）には政府代表約百

九一年に三十一億人だったアジ

っている。灌概（かんがい）農業の

アの人口は二○二五年には四十億

のうち、二十人に一人は未婚だっ

都市部の三十歳すぎの大学卒女性

足する、と発表したが。

参加する見通しだ。同会議の後、

ているが、土地が疲弊し、｜定量

六十カ国三千人、ＮＧＯ約千四百

国連は九五年にコヘンハーゲンの

まりオーストラリアの人口の三倍

人に達する。毎年五千百万人、つ

の収穫を維持するにはますます多

団体八千人、報道関係者二千人が

社会開発国際会議（開発サミット）、

くの肥料が必要となっている。

た。中国では農村社会の伝統的な
ずつ増えていく勘定だ。特にイン

と呼ばれる三十歳から四十五歳ま

調査によると、中国で「大齢」

性の未婚者は少なかった。

考え方が強く、これまでは特に女

食料不足の悲劇を避けるには、

の大会議を予定している。こうし

北京の第四回世界女性会議の二つ

１１品種改良や農業技術の向上

穀物生産のための耕作地を倍に増

に期待できるか。
ースでは今後四十年間に倍になる

フィリピンの人口はこのままのペ

と予測されている。二○二五年の

での人のうち、未婚者は七百八十

ド、パキスタン、バングラデシュ、

発をめぐる南の途上国と北の先進

やさねばならないし、現在の稲作

ットで鮮明になった持続可能な開
国との対立と協力の問題が、冷戦

世界の人口を養うためには七億六

た会議を通し、九二年の地球サミ

後の時代の大きな課題として再び

6Ｊ

で、高学歴傾向が見えたため詳し

六万人。うち女性は約四十五万人
く分析したという。「体面」を気に

三歳以下の乳幼児五百万人が両親

が「標準以下一の世話にとどまっ

以外の世話を受けるが、その多く

ている、という。

ば、経済的な困難に直面すること

若い母親が一人で子供を抱えれ

いる。

につながっていることを指摘して

間暇の不足が、就学後の学力不足

報告書はまた、育児に掛ける手

【ワシントン旧日Ⅱ五十嵐浩司】

になり、六割以上が貧困ライン（二

四・８噂鰡藪蕊窪
米国では三歳以下の乳幼児の四人

人家族では年約八千七百噂ルー約九

マンの増加は、都市化現象や考え

せずひとりで生きるキャリアウー

に一人が「未婚の母」を持ち、連

方の多様化の反映とみられている。

｜方で七百万人以上いる男性の

邦政府が定める「貧困ライピ以

研究会の冒頭にあいさつしたヒ

の読み書きが満足にできない人に

未婚者は農村部に多く、また文字

この報告から医療保険改革の必要

性を力説。リノ司法長官は犯罪対

ラリー・クリントン大統領夫人は、

策の立場から十分な世話を受けて

ルの五倍に上っている。ラテン系
やアフリカ系に貧困ライン以下の

十万円）以下と、結婚したカップ

家庭が多く、貧しい層が子供を多

いない子供が非行に走る傾向を指

下の家庭に育っているｌ米国の

ンで始まった研究会で明らかにさ

るこんな報告が十二日、ワシント

く待ち、貧困の度合いを強めてい

子供が置かれた環境の実態を伝え

（朝日新聞一九九四・四・五）

は、先進工業国の中では最悪とい

（朝日新聞一九九四・四・一四）

課題にそれぞれ結び付けた。

れた。乳幼児死亡率や栄養補給率

一年以内に仕事に戻り、この間、

また、半分以上の母親が出産後

摘し、クリントン政権の二大優先

う。報告書はこの現状を「静かな

る傾向も明らか。

目立った。

人工｛鵜「倫理突如」
Ｉバチカンが蔓批判

る危機」と呼び、家庭崩壊に伴う

国

子供たちへの保護の低下が、やが

募集を見合わせることにした。村

【ニューヨーク５日河野俊史】

は九三年度までに合わせて八家族

ニューヨークで開かれている国連

十年住めば牛十頭か漁船一隻を

一一一十二人を受け入れた。七家族が

い、と警告している。
民間団体カーネギー・コーポレ

贈呈します。島根県隠岐島の知夫

て米国の屋台骨を揺るがしかねな

が三年がかりでまとめた。それに

ーション（本部・ニューヨーク）

村がこんな風変わりな定住対策を

の「国際人口開発会議ニーＣＰＤ）

マ法王庁）の代表団が、人工妊娠中

クの総本山、バチカン市国（ロー

よると、三歳以下の乳幼児千二百

漁業、一家族が畜産についた。

最終準備委員会で五日、カトリッ

絶の基本的権利を盛り込んだ「カ

万人のうち「未婚の母」を持つの

力的だった村民の態度がこのとこ

始めて二年。当初はこの事業に協

ところが、漁業は高齢化した地

】「１霊肌沈・鼈瀧口■一

の欠如」と痛烈に非難、「リプロダ

イロ宣言」素案を「倫理的洞察力

は一九六○年にわずか二十人に一

元の漁師と資源を奪い合う形とな

※

人だったのに、八八年には四人に

ろ微妙に変わってきた。村は計画

※

クテイブ・ライト」（性と生殖に関

を見直すために、九四年度の新規

※

する権利）を真っ向から否定する

一人を超えた。しかも、未成年者

（毎日新聞一九九四・四・七）

の母親が増えている。

弁L上司繁

演説を行った。

i験鶏｣霊員
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にゆうすふお－らむ

雰囲気が出てきた。事業を中断す

き家があっても貸すのをためらう

立つようになった。般近では、空

り、地元との間に感情のずれが目

たｃ

ると当然のことのように信じてき

きた。地域が努力すれば人が増え

策を考えて、国もそれを支援して

方は人口の還流のために様々な対

は変わっていない。このため、地

体に準市民として登録し、まちづ

持つ大都市圏の住民が、その自治

われる。

度をつくることも一つの方法と思

には、選択市民のような新しい制

っても過言ではない。

すでに議論は出つくしているとい

している。選択市民についても一

方制度調査会などが多くの提案を

の関係についてはこれまでにも地

降国勢調査のたびに落ち込み、先

る。日本の人口墹加率は八○年以

それが今では幻想になりつつあ

選択市民は、居住地に納めてい

っても、なくてもよい。

手の自治体は、自分の出身地であ

くりに参加する仕組みである。相

実行を期待したい。

見るべき成采もなく、退陣を表明

登場した細川首相はそれについて

地方分権を公約の一つに掲げて

部の研究者などが提唱している。

る形になったのは、こんな事情か

れに何とか歯止めをかけようと

る住民税など地方税の一定割合を

これは、特定の市町村に関心を

らである。

あの手この手の対策に取り組んで
少子社会を反映して、｜世帯当た

進国の平均も下回るようになった。

（日本経済新聞

人口の減少に悩む自治体は、そ

いる。その一つが、転入などをす

自ら選んだ地方におさめる。これ

を増やそうとするのではなく、む

住民税のふるさと寄付金控除制度

一九九四・四・’七）

これらは人口を増やし、定住を

にもこの種の制度がある。

に悩む大都市のいくつかの目論体

東京都台東区など人口の空洞化

治体の一つであり、各地の手本に

地域活性化に取り組むはしりの自

域おこしに取り組んできた。自ら

り、牛肉を生産したり、様々な地

ドウを栽培してワインをつくった

北海道池田町は、六一年からブ

寄付を奨励するだけなのに対して、

ふるさと寄付金控除は地方への

除する制度だ。

を超える分について住民税から控

体などに寄付をした場合、｜定額

できる。これは、ふるさとの自治

上国（ＬＤＣ）に関する年次報告

済・社会発展が遅れている後発途

十日、開発途上国の中でも特に維

九三年度の税制改正で導入した

した。新内閣には地方制度改革の

る人に金品を贈る方法だ。

りの構成員も九○年には三・○一

こうした制度は九一年度以降急

によって、住民と同じように公共

しろ人口が増えないことを前提に

施設などを利用する資格が得られ

ると、結婚祝い金や仲人奨励金は

して対策を考えることが大事では

地方は、これからは無理に人口

人に減少している。

その三分の一、Ｕターン奨励金や

にこうした考えの芽を見ることが

と三分の一を占める過疎地域でみ

増している。全国の市町村のざっ

転入者奨励金は約一割の市町村が

ないだろうか。

る。

給付している。

促す決め手になるだろうか。大都

と同時に、地域共同体の再生活動

選択市民は税金の一部を負担する

として地域を活性化するには、交

※

※

どにより依然として多くの国で発
※

地方制度のあり方や、国と地方

報告によると、ＬＤＣ四十七力

展の足どりが重い現状を指摘した。

にも参加するところがミソである。

易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）は二

【ジュネ１ブ加日時事】国連貿

市の自治体は別として、金品を給

なっている同町でさえ、人口は減

後発途上国
少している。

ヨ中E翠軽翠垣夢感罰喧塗篭劃中匡

が轍えているところは少ない。

幼児死亡

付しているところで、実際に人口

400万人超す

を発表し、世界不況や対外憤務な

流を活発にすることである。それ

人口増が見込めないことを前提

都市への人口移動が激しくなり、

高度成長時代に日本は地方から
安定成長に入ってからもこの基調
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-

一次産品の価格低迷や天候不順な
になっている。

混乱も経済成長の大きな阻害要因

交通、エネルギ１、機械といった

に力が注がれており、大規模建設、

するようになったが、仲さんの取

んじん）が飛び散り、住民が抗議

こうした状況下で国民の教育普

た。

する認識がたりない」と言い放っ

国の一九九三年の経済成長率は、

及や健康の水準は低く、年間四百

る。昨年十一月、中国の公害事情

地で公害被害が深刻化し始めてい

汚染を調べたが、四川省の重慶が

団の菱田一雄団長は「各地の大気

を視察した海外経済協力基金調査

ることができた。北京の車は八○

庫、オートバイ、電話を手に入れ

えに山東省の住民はテレビや冷蔵

しかし、こうした公害と引き換

この農民は遅れている。工業に対

万人以上の五歳以下の幼児が死亡

材に対し、地方政府の幹部は「こ

のの、九一年、九二年の○・五％、

どのため二・一％にとどまったも

している。識字率は七○年の二四

最もひどかった。硫黄酸化物、浮

こうした状況を受けて、中国各

○・四％を上回った。今年の成長

産業が伸びている。

率は二・八％と見込んでいる。し
〈毎日新聞

％から四四％に上昇した。

一九九四・四・二ｏ）

かし九三年の成長率を地域別にみ
ると、アフリカは○・五％で立ち
遅れが目立つ。アフリカでは干ば
つなどに加え、内戦など政治的な

は八十万台になろうとしている。

年代には約二十万台だったが、今

二十一世紀には百万台に達する見

遊ぱいじんは日本の公害が一番激
の二倍の汚染だった。人の健康に

しかった昭和四十年代前半のころ

指導者層の一部は公害の危機に

込みだ。

酸性雨の被害も深刻で、貴州省

も被害が出ている」と心配する。

れるのが普通だ。だが、仲研究員

はこうした目の前の利益に幻惑さ

は「鶏を殺して卵を得るといった

気がついているのだが、一般市民

ていた。上海や広州では上、下水

の批陽では農作物や建物に毎年十

道の汚染、大気汚染などの都市公

億元（約百二十億円）の被害が出
沿海の都市部では消費意欲が高

かしげる。

やり方がはびこっている」と首を

火力発電能力は実に現在の三倍に

まり、あらゆるものの生産が急上

害が発生していた。今月中旬、来

なる予定だ。

》■■…■彗偲蕊蕊口鱸郷鯲…
高度経済成長を続ける中国で環

おらず、専門家は環境広報、教育

害の経験がほとんど参考にされて

昇している。人口も集中し、大変

日した新華通信社世界問題センタ

境汚染が広がっている。日本の公

の重要性を訴えている。

な活気に満ちあふれている。

産は三倍、セメントは五倍、発電

一九八○年以降の十数年で鉄鋼生

裕に至る」のが中国第一の目標に

済発展に没頭し、「貧困を脱して窟

指導者層も一般市民もそろって経

ある」というスローガンのもとで、

「発展こそかゆるぎない真理で

レンガ工場、セメント工場が誘致

化した」と証言する。製紙工場、

省ではこの十年で農村が大きく変

境破壊もひどい。私の故郷の山東

ーの仲大軍研究員は－，農村部の環

の公害経験を参考にした方が良い

しなくてはならないことだ。日本

る中で、周辺諸国との環境協議を

業がこれから行われようとしてい

中国の苦悩は、基盤整備型の事

解説部岡島成行

品は三倍半、消費額は五、六倍に

中国の経済発展は目覚ましく、

増加した。

このため中国では現在、インフ

いる。セメント工場からは粉塵（ふ

ので、いたる所で汚染が発生して

され、公害対策が行われなかった

発展を目指すには資金が余りにも

いを避けながら日本と同じような

に決まっているが、日本の二の舞
なっている。

は三億冷・・四時に達するように計

ラを整備し、重化学工業を興すの

発電の設備容量は二○○○年に
画されており、中国の北方地域の

6‘
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というだけに、日本としてもでき

そのためには、ハード面での支

るだけの支援をしたいところだ。

援はもちろん必要だが、それに加

激しい公害を経て地球環境への貢

不足している。日本は高度成長と

が、中国ではそうした要求が一度

献を考える時代を迎えているのだ

えて学校関係者やジャーナリスト

こうした状況を改善するよう日

の研修、環境教材の支給といった

アや中南米への投融資を端やした

九三年は先進国の民間企業がアジ

口急増が世界の経済、政治、社会

点を当てて議論した。途上国の人

一九九四・四・二七）

（日本経済新聞

低迷が続くと懸念を表明した。

微増にとどまり、今後の伸び率も

カなどの低所得国への資金援助は

していると評価。しかし、アフリ

ため全体として資金の流れは拡大

ような支援プログラムを早急に充

（読売新聞

実させるべきではないだろうか。
一九九四・四・二一一一）

界銀行と国際通貨基金（ＩＭＦ）

に大きな影響を与えるとして、初

会議」を開くため、人口問題に焦

の合同開発委員会は二十六日、人

【ワシントン酪日Ⅱ篠原昇司］世

増加抑制で世銀・－ＭＦ合同開発一委

世銀の援助拡大

に発生してきているのだ。

本からも多大な資金援助、技術支

援が行われているが、中国の環境
問題専門紙「環境報」の許正隆副
社長は二股市民の意識改革が大
ジャーナリズムの役割が大きい。

口問題での世銀の援助拡大などを

事。そのためには環境教育、特に
設備投資などのハードな支援も重

るとの意見で一致。声明に①先進

児の出生か歓迎されないインドの

要だが、現在の中国で最も必要な

国の援助予算のうち平均一・二五

農村で、生後三カ月の娘に父親が

り組む途上国を支援する必要があ

％となっている人口問題への援助

硫酸を飲ませて殺そうとする事件

等教育の充実や家族計画などに取

を進める途上国に対し、世銀が資

の比率を今後引き上げる②世銀の

た。声明では、人口の墹加抑制策

仲研究員も「中国の環境汚染の

う要請。また先進国から途上国へ

金や政策立案で援助を拡大するよ

資金援助、政策対話を拡大するｌ

求める共同声明を発表して終了し

三割から五割は管理や認識不足か

の資金の流れがアジア、中南米な

のは環境教育などのソフト面での

ら生じている」と、環境教育のた

ど成長率の高い国に集中し、その

が明るみに出た。巨額の持参金と

支援だ」と訴える。

めのビデオを集めていた。環境破

などの具体策を癖り込んだ。
合同開発委は途上国援助につい

年間で総額三十億ドルの政府開発援

について「二○○○年度までの七

人口問題に対する日本の援助計画

件が、衝撃を与えている。

ンド年来の病理が引き起こした事

いう悪習と、農村の貧困というイ

【ニューデリー幻日小島一夫】女

壊の恐ろしさやその対策の重要性

他の地域の低所得国には資金の流

て世銀とＩＭＦの各総務会に勧告

中平財務官は合同開発委の中で

する組織で、日本からは大蔵省の

ルプリートちゃんを寝かしつけ、

起きた。昨年十一月に生まれたハ

部パンジャブ川口バールの農村で

事件は二月二十七日、インド北

可能性があるうえ、さらに『中国

東アジア全体の問題にも発展する

への資金の流れについても分析、

合同開発姿は先進国から途上国

助を実施する」と発言した。
九月にカイロで「国際人口・開発

今回の合同開発黍は国連が今年

中平財務宮らが出席した。

中国の環境悪化は日本を含めた

たいという。

将来の花嫁持参金
苦に、生まれたば
かりの娘を毒殺

を伝えるビデオをテレビで放映し

が悲劇

れが停滞していると指摘した。

■窯■霊■

では行政の体制や法律の整備が著
しく進歩した。途上国としては異

例の努力をしている「’（菱田団長）

6５

インドの､悪習W、

■、

なにおいの液体を飲ませていた。

家に帰ると夫と義母が、娘に異様

母親は野良仕事に出掛けた。午後、
ず畑仕事を手伝うのが一般的だが、

ない。農村では子供が学校に行か

リ（持参金）を払わなければなら

ポイント増の二・八％、女性が○・

全失業率は、男性が前月比○・一

対する完全失業者の割合を示す完

二ポイント減の三・○％だった。

断をして女児なら中絶。出産後な

妊娠すると、超音波胎児性別診

完全失業者は前年度比二十九万人

万人増の六千四百五十四万人で、

六％・労働力人口は前年度比十七

前年度比○・四ポイント増の二・

女児は労働力とはみなされず、女

ら「間引き」されるケースが少な

増の百七十五万人だった。

父親は「せき止めの薬だ」という

バスを乗り継ぎ病院へ。医師の調

母親は娘をひったくるようにして、

くない。インドでは男性千人に対

また、九三年度の完全失業率は

べで、飲まされた薬は硫酸だとわ
して、女性の比率は九百十人二

児の出産が歓迎されない。

かった。懸命な治療にもかかわら

が、娘は激しくけいれんし始めた。

ずハルプリートちゃんは今も重体

【ワシントン四日Ⅱ津川悟】米

商務省は二十九日、「九四年世界人

口概観」を発表、エイズ（後天性

労働省は一一十八日、’一一月の有効

前０．川蘇上回る

想定した場合と比べ一億二千八十

年の人口は、エイズがなかったと

影響の大きい十六カ国の二○二○

児の死亡率が上昇すると警告した。

免疫不全症候群）により今後、幼

で○・六六倍となり、二月の○・

万人も少なくなるという。

増え、有効求職者も○・九％増と

アフリカ十三カ国にブラジル、ハ

大きいのは、サハラ砂漠より南の

概観によると、エイズの影響が
なった。

た。有効求人は二月より二・九％

六五倍を○・○｜ポイント上回っ

求人倍率を発表した。季節調整値

肌有効求人倍率

だ。

〈毎日新聞

は深い。

一九九四・四・一一八）

びつな性別構成が示す社会の病根

九九一年統計調査）にすぎず、い

この事件は、女児虐待事件が多
いインドでも大きく報道された。
インドでは女性が嫁ぐとき、実家
が男性側に年収の二十倍ものダウ

ＪＤＪｎ・口初■の二．。□・０．．万人工合

ヨ・完・全失■Ⅱ一業Ｔ・者口数

万人、女性は八十八万人。過去最

三月の完全失業者は男性百一一十

有効求職者は一六・六％増となっ

効求人は、前年度比一七・六％減、

イント下回った。また年度平均有

前年度の一・○○倍を○・二九ポ

効求人倍率は○・七一倍となり、

二○’○年の幼児死亡率はエイズ

ザンビア、ジンバブエ、タイでは、

子供に感染し幼児死亡率が上昇。

為で感染する例が多く、母親から

れらの国の調査では異性間の性行

イチ、タイを加えた十六カ国。こ

失業率（季節調整値）は二・九％

初めて二百万人台に乗った。完全

高だった百九十四万人（八七年三

がなかった場合に比べ約二倍にな

これにより一九九三年度平均有

と円高不況当時の一九一八七年六月

た。

下も予想される。アフリカ十三力

ると予測している。平均寿命の低

の三・○％以来の高水準だった一一

（毎日新聞

一九九四・四・二八）

月、今年二月）を超えた。前年同

ある。失業率の回復は景気動向よ

アフリカ･タイなど

月比一一三・八％増となった。労働

総務庁が二十八日発表した三月

工人口減少

月と同率を記録した。総務庁は「今

い」としている。

エイ■Iズロで■■■

力人口（六千三百六十五万人）に

りも遅れるため、依然として厳し

■囚回■■

回の高失業率は構造不況に原因が

の労働力調査結果（速報）による

３月j速｝報

と、完全失業者数は二百八万人で

馨働辮査
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ズがなければ六十歳前後だが、エ

国の二○’○年の平均寿命はエイ

れもある。その結果、二○’○年

イズの影騨で十～三十年縮まる恐

の人口増加率は大幅に鈍化する。
例えばルワンダでは、エイズが

なければ同年の人口端加率は三・
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同調査によると、昨年の全国の

、えている。

人となった。

帯当たりの平均子供数は一・七八

当たりの平均教育費は五万二千円

また、昨年六月一カ月間の世帯

で、前年（四千百二十一万世帯）

世帯総数は約四千百八十三万世帯

で、五十三年の調査結果（二万二

世帯ずつ増えた。その一方で、六

帯では一カ月の教育費は十一一万三

大学生と高校生が一人ずつの世

費負担の菰さも浮き彫りに。

千円）の倍以上になるなど、教育

より六十一万世帯以上増えた。
うち一人弊らしの世帯と二人世

人以上の大所帯は十五万世帯減り、

千円、大学生一人のみの世帯でも

帯（夫婦のみなど）が約三十五万

平均世帯人貝は昭和五十年以来、

（産経新聞一九九四・五・二）

った。

五十三年（七万円｝の倍以上とな

送り額の世帯平均は、十六万円で、

同月の大学生の子供などへの仕

八万八千円にのぼった。
九人）をざらに下回る二・九六人

初めて三人を割った前年（二・九

子供（十八歳未満の未幡者）の

となった。

いる世帯は千四百六十万世帯と、
の三四・九％まで落ち込んだ。世

前年より四十万世帯減って全世帯

一人暮らしや夫婦のみの世帯な

どの増加で、昨年の全国の平均世

「都心の過疎」進む

怖人貝は二・九六人と昭和五十年

以来、岐低を記録。世帯当たりの
子供の数も初めて一・八人を割り、

一・七八人に減少したことが一日、

で概成。十八歳未満の未幡者が加

性、または六十歳以上の女性のみ

東京都や大阪府の人口が減少する

段と進んでいることがわかった。

圏、近畿圏のドーナツ化現象が一

市圏の人口動向」によると、首都

国土庁が一日、発表した「大都

前年同期比四万四千人減少し、全

ると、東京都は千百八十三万人と

九三年十月一日現在の人口をみ

が一段と深刻な問題になりそうだ。

ているわけで、今後「都心の過疎」

間人口と夜間人口の格差が拡大し

経済的な求心力は依然強いが、昼

ドーナツ化一段と加速

わった世帯も含む）も五百十九万

一方で、埼玉や奈良など近隣腺の

生活基礎調在の概況」でわかった。

厚生省がまとめた「平成近年国民

世帯と過去最高。八世帯に一世帯

人口が端えている。来京、大阪の

高齢者世帯（六十五歳以上の男

六十二万世帯）の約三・二倍に増

を占めるまでになり、五十年（百

大都市圏

り一・七％になる見込みだ。

2人世帯

一世帯の子供１．８人割る

仏雪:l、

高齢者世帯は五一九万で過去最高

憶うtiiii総i…～……･…r蔦二
昭和
５０

■、

五％と予測されるが、エイズによ

4人世帯

如露如咀旧５
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改善など社会的改革も必要という。

か、女性差別の是正、女性の教育

し、医療、人口、食料関連融資は

件から現在では五十件以上に噸加

ロジェクト数は、八七年の年間六

加数は東京都が六万九千人、大阪

伝染病の予防などの医療関連のほ

府が四万千人それぞれ大幅に減少

スになったが、移転による社会増

みても東京都は○・三七％減と全

国で肢も人口が減った。減少率で
国で島根県に次いで二位。大阪府
国土庁ではく７回の調在結果を、

○年までに妊娠に関係した女性の

（ＵＮＤＰ）などとともに、二○○

保健機関（ＷＨＯ「国連開発計画

南アジアでは対策が追いつかない

は効果が出ているが、アフリカや

しかし、中南米やアジアの一部で

過去六年で五倍の拡大を見せた。

した。

次全国総合開発計画で予測した動

東京一極集中の是正を狐った第四

状況が続いている。

世銀では一九八七年から、世界

は八百七十一一万三千人と同一万二

一方、東京近隣県では埼玉、千

死亡を半減させる特別援助計画を

千人減で、減少幅は東京部に次ぐ。
葉、神奈川県が人口増加数の全国

開始した。これに関連する世銀ブ

う女性の役削を亜祝すべきだとい

人口増加の抑制には、出産を担

出来るようにすべきだと主張した」

女性が避妊具をもっと容易に入手

酉人口一齢艸輌酬女性の役割

（毎日新聞一九九四・五・九）

らに進展すると、大都市部の満力
の低下や、人口が期えている周辺

きと見ているが、ドーナツ化がさ

自治体の社会基盤整備の遅れなど

上位三県となり、近畿でも兵庫や
こうしたドーナツ化現象の背餓

奈良、滋興以の人口が恥えている。

にあるのは、大都市部の地価高騰

様々な問題が派生してきそうだ。

一九九四・五・二）

（日本経済新聞

による居住環境の悪化がある。州

然増加数は、東京都（二万五千人）、

産数から死亡数を引いた人皿の、

大阪府（二万九千人）ともにブラ

｜出産という生物学的役割を授

フリカで二十二人に一人、南アジ

に関連して死亡する可能性は、ア

十か年計画を策定することを決め

十億人以下に安定させるため、二

一世紀半ばまでに世界の人口を八

の代表による会議が開かれ、二十

「国連本部で先月、百七十か国

るとは考えず、人口を爆発的に墹

人口増を和らげる協力者になり得

門家たちは過去三十年間、女性が

光全参加することはなかった：呼

に長い期間、出生率抑制の努力に

けられていながら、女性はあまり

【ワシントン８日時事】世界銀

アで三十四人に一人と、北欧の一

◇

う認識が、国連で芽生え始めた。

行は「母の日」の八日、出産など

亟朏聰即伽脈慨阯耐川はⅦ
妊娠に関係した女性死亡が開発途

た」

と論じる活動家もいる」

加させる張本人とみなしてきた』

これについて世銀は、途上国では

万人に一人に比べてはるかに高い。

「会議では、人口政策で初めて、

フリカやアジア地域では増加を続

上国で年間五十万人にも上り、ア

「国連の会議に参加した女性団

体は、これまでの偏狭な態度や政
女性団体は、産児制限計画の枠を

女性が中心的な役割を果たした。

策を変えるべきだと明確に主張し

ケースや、社会的地位が低いこと

女性の基本的健康管理や教育の改

た。家族計画が、健康プログラム

女性が極端な貧困状態に置かれる
が多いためとみている。対策とし

善にまで拡大し、未婚女性や若い

けていることを指摘、途上国の女

ては、妊婦への医療サービス充実、

性を対象とした特別援助の璽要性
を強調した。

世銀によると、女性が妊娠など

6８
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の一環として組み込まれるよう代
表者に働きかけ、熱心な活動を展
「また、サービスが、より多く

開した」

の人々に行き渡る必要があること

を、多くの会議参加者が認めた。
国連計画のほとんどは夫婦を対象

としているが、世界中の三分の一

入国拒否は

２年連続減

性が避妊のための広範なサービス

と、すべての地域の出産適齢期女

件による強制退去者数を発表した。

（入国）拒否者数と入管法違反事

摘発した外国人は七万四百四人で

上陸拒否者は一万八千九百六十人

「すべての人がこの新たなアプ

を受ければ、百年後の推計人口は

ローチを歓迎しているわけてはな
なった。

初めて七万人を突破、過去最高と

年に比べ三・八％の轍加。タイ人

また入管法違反による摘発は前

の一万二千六百菰十四人（前年比

九四・六％で、鏡も多いのはタイ

端えて九十カ国。アジアが全体の

就労者の倒鱗は前年より十四カ国

全体の九一・四％を占めた。不法

やマレーシア人による偽造旅券使

六八・三％端）。

七十九人（同○・八％増）の順。

ボートピープルの漂着が増えたこ

（毎日新聞

一九九四・五・’六）

用や就労を目的とするベトナム人
とによる。

このうち不法就労者は前年比三・

五％端の六万四千三百四十一人で、

定だ。

プログラムの柱は①エイズ問題

四女催痒駁鮎駅暴
厚生省は二十三日、八月七日か

ら十二日までの六日間、横浜市で

減。一九九○、九一年と急増した

めての開雌で、会議では、売春問

発表した。アジア地域としては初

ーブル・セッション」③今後のエ

の人たちが討論する「ラウンドテ

いて医師や感染者など異なる立場

「全体会議」②一つのテーマにつ

ンティアら約三十人が講演を行う
イラン、タイ、マレーシアなどか

題や母子感染など「女性とエイズ」

イズの対策上、重要なテーマを選

に関し、肢も優れた研究者やボラ

らの不法就労を目的とした入国者

の一つとしたほか、アジアでのエ

に関する問題を初めて主要テーマ

の基本方針やプログラムの内容を

が、査証免除の一時停止などの措

開かれる「第十回国際エイズ会議」

「女性のための健康プログラム

謎により大幅に減ったことが大き

同省入国管理局によると、上陸

の提唱者たちが、この工要な政策

拒否者数は前年に比べ二六・四％

論争に勝ったとき、歴史的罪業と

いＣ

スッール研究所のモンタニエ博士

見者論争で知られるフランス・パ

を重点的に取り上げる。エイズ発

イズ流行と予防対策に関する発表

四項目。

成果を発表する「分科会」Ｉの

が特定の課題について研究・柄動

別セッション」④エイズ研究者ら

び特別講演を行う「十周年記念特

が同席した特別講減も行われる子

国別では韓国が三年ぶりに第一
位となり、三千五十一人で前年比

と米国立がん研究所のギャロ博士

行に移す努力が、始まることにな

る三米「タイム」誌５月９日号Ⅲ

一三・九％の増加。以下、タイの

（読売新聞

○％減）、マレーシアの二千二百

今回の主要テーマとされた「女

二千七百三十五人（前年比四七・

冷笑する「｜

もいえる自分たちのビジョンを実

『死をシステム化した計画だ』と

ーマ法王ヨハネ・パウロ二世は、

の中絶を認めていることから、ロ

い。国連の提案が母体保護のため

で二年連続の減少、入管法違反で

法務省は十五日付で昨年の上陸

７万人突破

二十億人減になる一

が母子家庭だ。ある研究者による

入管法違反、

特約）

一九九四・五・｜ｏ）
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一

性とエイズ」については、全体会
やポスターなどで発表される予定。

エイズ感染者が増える傾向にあり、

天堂大名誉教授は「最近は女性の

組織委員長を務める塩川優一順

が提出された。最終決定は九月、

八十億人前後で安定させる計画案

が参加して、二十一世紀なかばに

カイロで開催される会議で行われ

これまで約三千五百件の発表申し

『エイズと女性』を主要テーマに

ることになっているが、計画推進

込みが寄せられ、事務局で選考し
た結果、口頭発表が五百九十四テ

した。女性の発表者も増やしたほ

「女性主体のＨＩＶ感染予防」を、
オーストラリアでエイズ教育のボ

ーマポスター発表が約二千八百

議だけをみても、米国の研究者が

ランティアを行っている女性感染

にあたってはすでにアメリカと日

ている。

本が四十億ドルを拠出すると表明し

か、過去のエイズ会議と比べア

前後には、横浜市などの主催で灯

国連人口基金のサテ、ク代表は

「女性の意見を取り入れ、女性た

ちがすすんで参加、実践できる画

期的なプログラム」と胸を張る。

具体的には、既婚者ばかりでな

く、独身女性にも避妊の知識を普

及させることで、すべての女性に

国家が一方的に女性用避妊具や輸

背景には、これまでのように、

■■繍一

一九九四・五・二四）

（日本経済新聞

ジア・アフリカの発言者を多く採

テーマとなった。

ろう流しやコンサートなどが行わ

た性」をそれぞれ発表するほか、

中南米やアフリカで急増中のエイ
れ、企業などによるシンポジウム

用した」と話している。

者が「ＨＩＶ陽性者の視点からみ

ズで親を失った「エイズ孤児」の

このほかにも会議期間中やその

問題や、「母子感染」「売春者のた

一女■性慰立．■場口を二者曰慮。

｜丁。Ｊ霧『た。健人・・唇鈍が｛制ご計一画

も予定されている。

』

めの予防プログラム」など、多彩
な講演が用意されている。

このほか、全体会議では世界保
健機関（ＷＨＯ）エイズ対策本部
の責任者マイケル・マーソン氏ら

約三十人が報告。元プロバスケッ

「タイム」（五月九日号）は従来

ことを教えることだという。

自分のからだや健康は自分で守る

の計画はズバリ「女性不在だった」

いう意味である。

全世界の重要課題である。食糊、

人口抑制は二十一世紀に向けて

水など、大げさに言えば地球とい

女性の意識改革にはつながりにく

卵管結さく手術を押しつけても、

ト選手マジック・ジョンソン氏の
ラウンドテーブル・セッション

主治医が長期未発症例を紹介する。

と指摘する。第三世界を中心に増

い、という反省がある。バングラ

加する人口を減らすことだけに主

デシュでは、全国十カ所に設けた

だ。

眼を置き、女性を「時限爆弾」視

う惑星の存続がかかっているから

していたというのだ。

では、母子感染率の低下などで効

しかし、それほど大事な問題な

果が注目されているＡＺＴ（アジ

のに宗教や文化上の理由で、国際

中絶クリニックに年間十二万人の

ドチミジこの使い方やワクチン

彼女たちがどういう理由で子供

女性が訪れるそうだが、希望者に

開発をめぐる倫理問題、女性の思

をたくさん産むのか、ほんとうに

いる。

はカウンセラーが個人指導をして

的な合意をなかなか得られなかっ

産みたくて産んでいるのか、そこ

者・感染者に対する猯療とケア、

まで考えずにやみくもに制限して

たのも事実だ。

も、状況は改善されないだろう。

学校でのエイズ教育などがテーマ

した新たな実行計画が誕生する。

それがようやく今年、実態に即
新たな、と言ったのは、産む側の

となる。

また、分科会では「基礎研究」

男性にも参加することを求めた点

また今回のもうひとつの特徴は

「臨床・治療」「疫学・予防」「社

女性の立場を考慮した行動要綱と

先日、国連で百七十カ国の代表

会・教育」の四分野について口頭

”
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数値。未婚率（独身率）について

くらない〃夫婦は、七四年前後生

｜方、未婚率について、二十代

ためにも、トータルな健康管理と

後半の女性は九○年の約四○％か

だ。男性のパイプカットは女性の

一一○○五年には三七％と二・七人

ら二○○○年には四八％に上昇、

まれの第二次ベビープーム世代が

に一人の割合まで増える。同研究

その後二○一○年まで同水準で推

中心だ。

所は「予想を上回る数値」として

移する。三十代前半の女性の場合

までに二○％台に急上昇、男性も

いる。結婚しない、あるいは結婚

は、二○○○年には二三％、二○

前半の夫婦で「子供なし」の家庭

三十代前半の層だと九○年の三三

に六六％とほとんど変化はないが、

率は九○年の六五％が二○一○年

男性の場合、二十代後半の未婚

ぼ横ばい。

一○年には二九％と一九九○年の

まる。

％が二○○五年に三七％台まで高

圃勵雛蹄悼螂Ⅱ
九二年の「日本の将来推計人口」

研究所の阿藤誠所長は次のように

算結果について、厚生省人口問題

未婚率が大きく上昇する、との試

二○’○年には子供なし夫婦と

で得られた女子の年齢別初婚率や

分析している。

約二十年前までは、男性が主導

今回、シミュレーションの対象を

三十四歳までにしたのは、その世

に結婚、特に女性にとっては「永

権を握る形でおおむね三十歳まで

久就職」だった。しかし、その後

代までは死別、離別の数が少なく、
きるため。

高い精度で配偶関係などが推計で

第一子出産率などを基に推計した。

配偶関係と家族類型の将来推計

／ＬＪｋｊｋｊＬＪＫ〃、ノ、／、グ、〃、ノ、〃、〆、〃ＬノｈＪｒ１ｆＪＩノＬＪＬノ、夕！〃、ｆ、／、ｆ、

％に増える。こうした〃子供をつ

年に三八％、二○一○年に約四○

も、九○年の約三○％が二○○○

二十代後半で子供がいない夫婦

一四％に比べ倍噸する。

推計によると、世帯主が三十代

しても子供を産まない夫婦がます

も三十代前半の女性は二○○○年

（尾）

７５年８０８５９０９５２００００５１０

に約二○％まで伸び、その後はほ

ぜひ必要だろう。

<－実績値一＋一一予測値－し

は、九○年の一四％が二○○○年

人道面に配慮された計画づくりは

（日本経済新聞

5０

ます増えるのは確実で、抜本的な

である。

7０

少子化対策が急がれる。

輸卵管結さく手術より簡単で安全
女性の一生が子供を産み育てる
ことだけで終わらないようにする

一九九四・五・二四）

０

】・繍口・子なし■｛世帯（師代前半）３口割に■

０

未婚率・％

３

１１川・■■１，口守上化二『予欄口上風■６．』■

０００
３２１

子供なし世帯率・％

7Ｊ

厚生省人口問題(i1ilu言’
4０

の女性の高学歴化と雇用市場への
進出が大きな変化をもたらした。
産業がソフト化し、サービス業な
ど頭脳労働の割合が高くなるにつ
れ、男女の賃金差も縮まった。そ
の結果、女性が独身で働いている

年金面などでの優遇策などを打ち日本経済新聞
出せるか、がかぎだ。

’九九四・六・六）

｛■激化の一途、米の中絶》論争

ザ■

製の中絶ビル「ＲＵ「－４８６」０刀

フランスのメーカーが米国での特

米国で新たな火種になっている。

ョン・カウンシル」（本部・ニュー

許権を非営利団体「ポビュレー，シ

ヨーク）に無償で譲渡、販売承認

に反発する中絶反対派がマクラー

クリントン政権。シャレーラ厚生

なったのだ。これを仲介したのが

に向けた臨床試験が始まることに

ティ首席補佐官らの電話に組織的

長官は「米国の女性が手術なしの

反曰対派の抵抗べ脅迫まで

三十六件の爆破、八十一件の放

巾‐絶の機会を得るための重要な一

四
火、一一件の誘拐、百三十一件の脅

な「抗議コール｜を展開。音を上

間はほぼ男女対等に近い形でやっ

しかし、社会全体の意識はそれ

げたスタッフが導入したものだ。

ていけるようになった。

七年間に反対派から受けた被害の

迫……。米国の中絶医院が過去十

レーガン、ブッシュ時代の政策

欧州では約十五万人の女性に使

ほど変わっておらず、依然として

件数だという。女性の中絶の権利

われている「ＲＵｌ４８６」だが、

企業も「女性は結幡まで」、男性側

を擁漣するグループが明らかにし

政権の中絶容認政策は、そんな論

を一八○度転換させたクリントン

反映だ。さらに住宅難、高い教育

以上と、大きく差があるのもその

数分なのに対し、欧米では一時間

い日の方が珍しい。中絶医院と反

では中絶絡みのニュースが流れな

人工妊娠中絶論争。しかし、米国

日本では今ひとつピンとこない

女性問題ＮＧＯ（非政府組織）の

連「国際人口開発会議」に向けて、

関する権利）をめぐるカイロの国

ダクテイブ・ライツー（性と生殖に

争を一段と激化させた。｜リプロ

ているのは言うまでもない。

んだ。中絶反対派が激しく抵抗し

った。政権交代は大きな変化を生

これまで承認申諭すら出されなか

米国では激しい中絶論争に阻まれ、

歩だ」とのコメントを出した。

も「子供を産んだら家庭に戻って
た。

澱なども加わり「仕事しながら結

対派の対立は昨年、フロリダ州で

日本の男性の平均家事時間が十

ほしい」などの意識が根強い。

婚、子供を産みたい」と思う女性

動きも活発だ。

（ワシントン・河野俊史）

医師の射殺事件にまで発展した。

（毎日新聞一九九四・六・六）

介護労働力の不足深刻化

寝たきり高齢者、２倍の剛万人

こんな中で五月から、フランス

にとって、それが可能な状況では

ホワイトハウスには岐近、専用

の応答電話が設けられた。「プロ

ない。従ってこの状況のままなら、
未婚や子なし夫婦が一層増えるの

テスト（抗議）の権利は理解しま
す。でも、電話攻勢は日々の業務

は当然。

しかし、生産年齢人口（二十’

に支障をきたします」。こんなテ１

通産・厚生両省認可の技術研究組

六十四歳）が二○○○年にピーク

介護が必要な寝たきりの高齢者

ントン大統領は五月二十六日、中

でに、こんな試算結果をまとめた。

合・医療福祉機器研究所は九日ま

プのコメントが返ってくる。クリ

は二○一○年には九○年の二倍強

が到来するのも事実。社会全体が

絶医院に対する妨害行動を厳しく

の二百一一一十六万人に達する１１。

を迎え、女性、高齢者に頼る時代
どう意識変革して、子供を産んで

規制する法案に署名したが、新法

2010年試算

も女性が働ける雇用政策、税制や

■■記

7２

にゅうすふぉ－らむ

女性の社会進出や核家族化の進行、
るとしている。

二十八万人（八・三％）に増加す

エジプトの人口爆発に対処、今年

ムバラク大統領は国家人口評議

ペーンを継続するなどの貢献が評

米、人口問題に関する教育キャン

族計画基金は一九八五年の設立以

こうした状況を踏まえ、同組合

一九九四・六・’五）

価され、それぞれ選出された。

会や人口・家族問題省を設立して

の主婦などを中心とする介護労働

生産年齢人口の減少などで、家庭

ロで主催するなど積極的な取り組

（毎日新聞

二○｜一年以降、合計特殊出生

九二年の一・五○から九三年に一・

それによると合計特殊出生率は

女性が』生に産む子供の数卍

みが評価された。また、トルコ家

九月には「世界人口会議」をカイ

すものが多かったが、多くの機器

は福祉機器の開発について「これ

不足に陥ると見られる。同組合で
は既存技術を適切に応用すれば解

まではむやみにハイテクを振り回

は高齢者の自立や介護を支援する
決する」として、今後は「無用な

Ｉスに追い付かず、深刻な労働力

福祉機器を開発・普及するため、

高度化を図ることはせず、高齢化

率（女性が一生の間に産む子供の

に低下し、一一○一｜年には一・三

四八、九四年に一・四五へと徐々

』□一・一一一○軽予想超す低下
の推計よりも○・五低くなる１．

○にまで藩ち、その後は横ばいで

数）は一・三○で推移し、厚生省

半官半民のシンクタンク、総合研

こんな結果が出た。職業をもつ女

その将来動向に関する研究」で、

下がるが、九五年からは堀加に転

計値では、九四年に一・四九まで

に雑づき九二年に試算した将来推

厚生省が九○年の人口動態統計

推移する。

性の墹加や晩蛎化が主な原因。従

た後は横ばいになるとしている。

じ、二○二一年に一・八○に達し

た「わが国の出生率の変動要因と

究開発機構（ＮＩＲＡ）がまとめ

日本社会の高齢者比率を現在の予

この研究はＮＩＲＡが住友生命

の人口は将来は減ることになる。

で、どちらの予測によっても日本

合計特殊出生率の水準は、二・一

人口が蝋えもせず減りもしない

来の予測を超える出生率の低下は、

口問題解決に寄与したエジプトの

総合研究所に委託したもので、二

測値以上に押し上げることも意味
ムバラク大統領とトルコ家族計画

ただ、その差は大きく、二○二五

する。

ら八・五％へと一・五ポイントも

基金に対し十四日、ジュネーブの

○二五年までの出生率の変化を予

痴ほう性老人の将来推計も実施

国連欧州本部でガリ事務総長から

年の人口はＮＩＲＡによれば一億

しており、九○年の百一万人（対

2011年以降
測した。

国連人口賞が授与された。

グ､ハハハハグＶﾐハハゲミ

力は、寝たきり高齢者の急増のぺ

具体的なシナリオ作りが必要だと
のピークを乗り切るための基本的

な技術、カギとなる技術の開発に

指摘している。

この推計は、同組合がまとめた

全力を集中する必要がある」と強

一九九四・六・九）

（日本経済新聞

調している。

「福祉機器ニーズ．シ１ズ適合調
査研究」の一環として実施した。

の出現率推計などをもとに算定し

日本の将来推計人口や寝たきり者

たもので、二○一○年時点の六十
五歳以下の寝たきり高齢者は在宅

で百七十万人、老人ホームや病院
などの施設で六十六万人の合計二

百三十六万人になると推計。これ
は九○年時点より百三十一万人も

多く、二十年間で二倍以上に急増
する計算になる。高齢者全体に占

ﾄﾙｺ家族計画基金
【ジュネーブ川日伊藤芳明】人

エジプト大統領と

上昇するという。

める比率でも九○年の七・○％か

国連人口賞受賞

高齢者人口比六・八％）から二百
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出生数の減少が著しい分だけ上昇

比率をみると、ＮＩＲＡの予測は

一方、六十五歳以上の高齢者の

りに増加するかどうか、不透明な

れ、轍を持つ女性が現椛の予測通

供給過剰になるとの懸念も指摘さ

雇用ビジョンでは将来、労働力が

ただ労働省が先日発表した中期

さきがけ「世界中で毎年、十五歳

族計画連盟（ロンドン）が会議に

一つに据えていた。とくに国際家

の保障を、人口対策の大きな柱の

に関して女性が自ら決定する権利

マイナスに働くとみている。

厚生省は九五年から増加に転じ
幅が大きく、二○二五年には一一一七・

千五百七十五万人、厚生省によれ

る理由として第一に、晩幡化に歯

部分もある。

ば一億二千五百八十万人となる。

止めがかかることを挙げる。晩婚
二％に達する。これは厚生省の推

ングな報告識を発表。各国政府に

を経験している」というショッキ

妊娠し、うち五百万人が妊娠中絶

から十九歳までの少女二千万人が

計値である二五・八％を一・四ポ

一九九四・六・一六）

（日本経済新聞

いずれ晩婚化に歯止めがかかり、

化で一時的に出生率は下がるが、
イント上回る。

むため出生率は回復するというシ

る保健対策と家族計画（避妊）を

十代を対象にした性と妊娠に関す

らしていくことが効果的手段だと

望まない妊娠を防ぎ、子供数を減

途上国の人口抑制策は、女性が

訴えた。

に開かれたリオデジャネイロの「国

して、認めていく方向にあるにも

皿「叩臘陥十財肝・肋似峨臘

遅く結婚した女性たちが子供を産

第二の理由は、平均出生児数（結

ナリオだ．

婚した夫婦がつくる子供の平均数）

世界の人口急増とそれに伴う問

である。この会議でも地球環境問

連地球環境会議二地球サミット）

に変化がないこと。ここ二十年来、

平均出生児数が二・二人前後で推

題を協議するため、九月にエジプ

カンが危機感を強めるのか。一つ

かかわらず、なぜ、ここまでバチ

トのカイロで開かれる国連の「国

る人口問題が実質討議されるはず

キシコ）で、米国がレーガン政権

題とは切っても切れない関係にあ

しかし、ここでもバチカン代表

くも暗雲がたれこめている。

この四月、ニューヨークで開か

のもとで中絶反対を打ち出したが、

際人口開発会議二ＩＣＰＤ）に早

れた同会議の最終準備会議でのこ

団が家族計画推進の方針に猛然と

には、十年前の国際人口会議（メ

神的な限界から平均出生児数は減

齢が上昇することで、体力的、精

とである。ローマ法王の命を受け

だった。

り、将来は二人以下になると予測

大いに関係ありそうだ。

クリントン政権になって方針を一

ば、自然が〃股も過酷な方法〃で

八○度転換させたということとも、

骨抜きを図り、家族計画推進をカ

族計画に関する表現のいっさいの

その仕事を引き受けるだろう」と

ていないとの立場から、人口・家

の権利にかかわる重要な課題であ

イロ会議の布石にしようとした、

反対、自然法以外の避妊法を認め

る妊娠中絶や、関連する用語を用

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）の〃計

たバチカン代表団が「カイロ宣言

らに、出産や育児の時期にあたる

いることに、すべて反対し、つい

と行動計画の草案」のうち、女性

一一一十～三十四歳層の職を持つ女性

に結論を本会議に持ち越してしま

回復しないと結論づけている。さ

の率が、九○年の四九・七％から、

法〃が食柵難による餓死や栄養失

いう名言がある。”最も過酷な方

「人間が人口抑制に務めなけれ

二○二五年には米国並みの六六・

四月の準備会議でも妊娠、出産

算〃はみごとに外れた。
ここで思い出されるのが二年前

った。

た女性の就業増加が子供の出産に

六％に跳ね上がると予想。こうし

し、晩婚化が止まっても出生率は

方を否定。晩婚化に伴って出産年

ＮＩＲＡの調査は、こうした見

の子供を産むと推測している。

（ICPD）

移しており、今後も夫婦は二人強

ニューヨーク

7イ

にゅうすふぉ－らむ

いることは明らかだ。バチカン攻
口について記述した第三章に、環

働き掛けた。この結果、環境と人

政府間交渉
の潤滑油に
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一」【ＡＰＤＡ八賛助・会員１．卜・

旧十く～、圧、ご入１会の、お「願いくく～、ｌｈ：

一－Ｆ瑁・

一人口問題は、一一十一世紀の人類生存を左右する地球上の肢も重要な課題となって

一います。一九九三年の世界人回は、五億人、一九九八年には六○憶人を超えると椎汁

｝されております冨アジアの人川はこの急漸する世界人口の六○％を占めております。

一人口の増加は、あらゆる社会・縫済問題に深刻な影騨を及ぼします。

一世界人口の大半を占めるアジア人口の行方が、人鮒生存のカキを掘っている’
一といっても過葡ではありません⑩

一いま、世界各地で叫ばれている”環境問題“も、人口の墹加しか大きな根本原因を

一のです。人口墹加に伴う食料不足を補うための焼畑腱業や、燃料としての薪伐採を

一とは脈林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大筑汚染や水髄泌鋤など多くの

一産業公害を引き起こし、地球鰯境の悪化は、もうこれ以上放描できないギリギリの

｝ところにきています。また、人口問題では爆発的に人口の墹加を続ける地域と、日

一本などのように．これ以上子供が欲しくないという夫姻がふえている地域．一一の二

の表袈一体の関係を主張、カイロ

環境ＮＧＯが地球環境と人口対策

ーヨークでの競終準備委員会では、

躍が注目されそうだ。四月のニュ

団体（ＮＧＯＩ非政府組織）の活

の「国際人口開発会議」は、民間

敬遠しがちだったが、対応に変化

た」と振り返る。政府もＮＧＯを

見直しなどを主張することができ

考に先進国の大鼠梢哲パターンの

が勝っている面もあり、意見を参

務官は「専門的知識でＮＧＯの方

務省地球規模問題課の大塚雅也事

この時の政府代表団の一人、外

一八ＰＤＡ（アプダ｝は、府乢没び国際機側の協力を榔て、これらの問題を有効に

｛これらの根源は、すべて”人ｕ“問題に帰結されます。

一とからたら●す商船化現象に伴う労働力不足や縞祉沁皿の琳大など、｜さまざまな姐大な

会議で採択される「カイロ宣言」

した。「女性」「環境」「地域」の三

百団体、千二百人のＮＧＯが参加

に評価しようという地球サミット

”潤滑油〃としての役割を被極的

枠にとらわれがちな政府間交渉の

会J-i⑨鳴蕊

憲司J凸凹Ⅱ

琵湧Ｉ

騨蝿｢･’2

万Ｐ回2Ｍ

－噸いいたします。

鷲』`霊臘

一何竿、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

一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。

一社会・縫済問題も発生しています。

案に「大量消費削減への配慮一な

分科会で、事務局が用意したカイ

（毎日新聞一九九四・六・二一）

以来の国際的な潮流がある。

ＮＧＯについては、国際政治の

が出ている。

ロ宣言案のチマーック、表現の修正

準備委員会には、世界から約五

どが新たに艦り込まれた。

たのでは一と話す。

体としてＮＧＯの主張が反映され

本人スタッフ、斎藤友世さんは「全

全米野生生物連盟（ＮＷＦ）の日

米国に約五百万人の会員を持つ

ｌなどが加筆された．

まえた持続可能な資源管理を図る

ェンダ皿」に基づき人口対策を踏

球サミット）で採択された「アジ

排除する▽国連環境開発会議（地

来の大量生産・消費のパターンを

境保全と人口対策を組み合わせ従

調や疾病による大量死を意味して

（石橋武之）

勢で、九月のカイロは文字通り熱
くなりそうだ。

（毎日新聞

一九九四・六・二○）

活躍注目

九月にカイロで開催される国連

ＮＧＯの

を求めて、連日各国政府代表団へ
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２．東南アジア諸国等人口・開発些礎調従報告書
一インドpil-

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-India-

３．中華人民共和国人口,家族i11.画第二次鵬礎調従報告杏
BasicSurvey(11）onPopulationand随milyPlanning

inthePeopIe，ｓＲｅｐｕｂ１ｉｃｏｆＣｈｉｎａ

生育率和生活水平矢系第二次中Ｈ合作澗飛研究１Ｍ

昭和58年度
1．中華人氏共和l主|人口家族iii画蕊礎鯛在報告illF

BasjcSurveyonPopulationandFamilyPlanning
inthePeopleOsRepublicofChina（英ＩＮＩ版）
生育率和生活水平矢系中日合作i｣W森研究１日告朽

（中IX1iill版）

告弓（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口・家族計画基礎調ff

BasicSurveyReportonPopulationandIflmiiv
P1annmgmtheKingdomofNepal（英譜版）

Ｌアジア粥国の農村人口と農業開発に関する調代報告ｉＩｌ
－インドＥ１－

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕ｢alPopulaIionand
Agr1culturalDeveIoDmentinAsianCount｢1es

５．日本の人口都市化と開発

-India-（英語版）

UrbanizationandDevelopmentinjapan（英語版）
２．東南アジア諸国乎人ロ・ＩＭＩ発堆礎綱恋報告ilト

６．バンコクの人口都市化と生荊環境・ＷＩ祉調ｊｆ
－データ窺一

SuweyofUrbanization，LMngEnvironmentand
WblfareinBangkok-Data-

ータイ国一

ReportontheBasicSuweyofPopuIa[ionandDeve

IopmentinSoutheastAsianCountnes
-Thfliland－

（英語版）
３．日本の人口転換と農村11M発
７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

UrbanizationandPopulatjoninjapan（英総版）

DemographlcTransmlonInJapanandRuralDeve

Iopmcnt（英締版）

日本的城市化与人口（中国語腿）

UrbanisasiDankependudukanDijepang

（インドネシア鑑版）

昭和61年度
l・アジアi制動の農村人口と股推開発にIlUするilMlfii報告誹
一インドネシア同一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏ〔RuraIPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountI1es
-lndonesia-（英語腕〉

2．東南アジア諸国等人口・ＩｌＭ発基礎綱従報告諜

`１．ｓu｢veyofFertilityandLivingSlandardsinChinese
RuralAreas-Data-AllthehouseboIdsoftwo

villagesinJilinProvincesurveyedbyquesUonnaires
（英粥版）

失干81'国衣村的人口生育率与生活水平的蝿從掘告
一対干吉林省爾十材近行全戸面iMi凋査的靖采－

－銃ｉｌ・f1il-（中国33版）

５．スライド日本の農業、農村開発と人口
－その軌跡一（日本錯馳）

Agricultural＆RuralDevelopmentandPopuIation

一インドネシア囮l-

mjapan〈英縞版）

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

日本衣止衣村的友展ｆ１１人口的推移（中国語版）

DeveIopmentinSoutheaslAsianCountTIes
-Indonesla-〈英語版）

３．在日留学生の学ｉＷと生活条件に関する研究
一人的能力開発の課題に即して－
４．日本の労働力人口と開発

Labo「ForceandDeveIopmentin」apa、（英語版）

PerkembanganPer[anian，MasyarakatDesaDan

KependudukanDiJapang（インドネシア語版）
（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ

ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
l・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する綱在報告緋
一タイ国一

５．人口と1W１発関連統計集
DemographicandSocioEconomiclndicato｢son

PopulationandDeveIopment（英鵬版）

Repo｢tontheSurveyofRuraIPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-Thailand-（英諦版）
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２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告i1ト
ー中瀧人民共和国一

６．スライドＨ本の産業開発と人１－１
－その１１１(動力・旭気一一（日本錨版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰｏpuiatjonand

IndustrialDevelopmenlandPopulatl0ninJapan

DevelopmentlnSoutheastAsianCountrIes

-TheP】rlmeMoverElectr1city-（英語版）

-China-（英語版）

日本的杵並友展与人口
~其1爪助力－１虹'(－（中国語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調在研究報{ｌｆｉｌｌ
－タイ国一

PembangunanlnduslridankependudukandiJepang
-PenggerakUtama・TengaLiStrjk（インドネシア語版）

小日本の人口と家族

PopulationandtheFamIlyinjapan（英語飯）

7、ネパール]２１蚤}人口家Ij鰭↑画第二次些礎調jff

CompIementaryBasicSurvevReportonPopulaIion
５．アジアの人口転換と開発－－統計染一

andFalmilvPlanninginthekingdomofNepal

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
CountrIes-OverviewandStalisticalTables（英語版）

昭和62年度
１．アジア諸国の農村人{】と農業ｌｌＩ１発に関する鋼在朝｛1機

６．スライド

一中華人hL共和ＵＥｌ－

日本の人口と家族（日本語版〉

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＳｕｒｖｃｖｏｉＲｕｍｌＰopulatIonand

FamI1yandPopulationinJapan

AgricuiluraiDevelopmentinAsianCounKries

-AsianExpenence-（英語版）

-China－（英船版）

日本的人口勺家庭（中国譜版）

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア譜版）
７．ペルー共和国人口家族計画基礎調代

２．束i櫛アジア,|#国等人Iル開発｣k礎調森報侍書
一『'0華人災共和同一

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕ｢veyofPoDulationand
DevelopmeI11inSoutheastAsianCountrls
--China-（英iMi版）

平成元年度
しアジア緒風の農村人口と農業開発に関する麟在報告i1ト
ーバングラデシュ国一

ReportontheSurveyofRuralPopula【ionand
AgriculturalDevelopment－Bangladesh（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調従報告ilト
ーネパール国一

ReportontheBasjcSurveyofPopuIaIlonand

３．アジア諸国からの労働力流出にIHIする鯛代研究報告ｉｌド
ーフィリビンＩＸｌ－－
４．日本の人｢lと農業開発

PoDulationandAgrlculturalDevelopmenllnJapfm
（英縞版）

５．ネパールの人[I・開発・環境

Population，DevelopmentandEnvimnmentinNepaＩ
（英譜版）

DevelopmentlnSoutheastAsjanCountries

-Nepal-（英語版）
３．アジア潴国からの労動力Mi出に関する調査研究報告誹
一マレーシア同一

４．日本の人口構造変動と開発
一高齢化のアジア的視点一

StructuralChangeinPopulationandDevelopment
-Japan,sExperiencelnAging-（英締版）

６．スライド

日本の人口秘助と経済発展（「l本譜飯）

TheMigmtoryMovemcntandEconomicDevelop‐
men【ｉｎjapan（英譜版）

日本的人口秘功与難病没展（中lfl語版）

ＰＣ｢I)lndahanPendudukDanPerkemban鷺anEkonomi
Djjepang（インドネシア語版）
７．トルコ国人【=l家族計Ｉｄｌｉ堆礎iijMif

５．スライド

高齢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－（日本語版）

昭和63年度
’・アジア諸国の農村人LIと農業|＃１発に関する調交報告ｉｌｆ

Aginginjapan－ChallengesandProspect-

－ネパールｌＥ１－

辺人陶齢化社会的Ｈ本正面'１田挑戦
一追求具生命意又的老年生涯一（中国語版）

AgriculturalDevelopmentinAsianCountries

（英語版）
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ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｃＳｕｒｖｅｙｏfRura1Populatlonand

-Nepal-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に111Ｉする調査研究報告愁
一中華人民共和国一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmentandPopulationInJapan
-TrendsandProspectsiｎｔｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）

TantanganMasyarakatLanjutusiajepang
〈インドネシア譜版）

６．アジア緒国の農業1}１１発－５カ国の比較一

StrategicMeasuresfo「theAgriculturaIDevelopment
-ComparativeS[rudlesonFiveAsjanCountries（英語版）

（本作品は、1990年610日本視聴覚教育協会主催優秀映

５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受Tto）

ReginalDevelopmentandPopulationinjapan
（英語版）
日本的区域升友和人口（中国語版）

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

LaborMigrationinAsia（英語版）

平成２年度
１．アジアi１１１厘|の農村人口と農業１１M発に関する綱在報告9$
－フィリピンEil-

ReportontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturaIDevelopｍｅｎｔ－Philjppine（英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発雅礎調炎報告啓

平成４年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告uト
ーマレーシア国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏpulationand
AgriculturalDevelopment－Malaysia－
（英語版）

一バングラテシュー

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｌｃＳｕｗｅｙｏｆＰｏｐｕｌationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Bangladesh-（英語版）
３．アジア潴圃からの労働力流出に関する調炎研究報告縛
一インドネシアljil-

２．東南アジア諸国等人口・開発雅礎調査報告排
一ベトナム国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-VietNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調炎研究報告掛
一スリランカ国一
４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTransitionandPopulationinAsia
（英語版）

４．日本の人口・開発・潔境一アジアの総験一

Population，DevelopmentandEnvi｢onmenlin

Japan－AsjanExpenence--（英語版）
５．スライド

日本の現境・人口・開発（日本語版）

EnvironmenLPopulationandDevelopment1n
Japan（英語版）
日本的坏境・人口・升友（中国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangunanJepang
（インドネシア縞版）

（本作品は、1991年鋤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｡）

５．スライド

明日に生きる－日本の産業転換と人口－
（日本語版）

LIvingforTomorrow－IndustnaI

６．アジアの人口都市化一統31．樂一
ProspecUsofUrbanizationinAsla（英語版）

T｢ansitionandPopulationinJapan（英語版）
生活左明夫一日本的存辿鋳換与人口一
（中国語版）

HidupUntukHariEsok－PeralihanStruktur

lndustriDanPopulasiDijepang--（インドネシア語）

平成３年度
１．アジア諦国の農村人口と農業開発に関する調査報告将
一スリランカ国一一

ReportontheSurveyRuralPopulationand
Agricultu｢alDevelopmem－Srilanka（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告響

平成５年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告欝
一ベトナム国一

一フィリピン国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCounlries
-Philippines--（英語版）
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ReportontheSuweyofRuraIPopu1ationand
AgriculturalDevelopmeｎｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英語版）

２．東南アジア諸国等人口,開発基礎調従報告瞥
一スリランカ国一

ReportontheBasicSurveyofPopulatjonand
-SriLanka-（英語版）

DevelopmentinSoutheastAsianCount｢les

３．アジア諸国の人1111資源１Ｍ発と労働力に関する調盃研究
報告響一フィリピン国一

４．アジアからの挑戦一人口と開発一

-PopulatjonandSustainableDevelopment-

ChallengeandStrategyofAsianNatjons
（英語版）
５．スライド

女たちの桃liiR-女性の地位向上と日本の人口一

WomenandtheirChallenges－Improvements
intheStatusofWomenthePopulationofJapan-

（日本語版）

女性的挑椣－女性地位的提高与日本的人ロー
（英語版）

TantanganKaumWanjta
（中国語版）

-EmanslpasiWanitadanPopulasijepang--

～８日

４月２日

４月巧日

５月蛆日

５月Ⅳ日

５

６

１６

５月、日

１２２
２９日
日
１１日
日
１２３
２７日
日

ニュージーワンドのジョン・グリンコ議員が来所。

米国・ニューヨークで開催された「国際人口・開発会
議事前準備会議」及び「国際人口・開発会議へ向けて
の世界議員会議準備会議」に楠本修主任研究員を派遣。

広瀬次雄常務理事とＡＰＤＡ及びＡＦＰＰＤ活動に

ついて懇談。

プラソップ・ラタナコーンＡＦＰＰＤ事務総長（タ

イ国議員）が来所。広瀬次雄常務理事とＡＦＰＰＤ

活動及び財務について協議。

プラソップ・ラタナコーンＡＦＰＰＤ事務総長、安

藤博文ＵＮＦＰＡ事務次長、広瀬次雄常務理事がＡ
ＦＰＰＤ活動此ぴ本年九月カイロで開催の「国際人

口・開発議員会議」の準備について協議。

マヘンドラ・プラサッド・インド人口・開発議員連
盟会長他、計８名が日本の人口・開発事情視察のた
め来日。群馬県館林保健所、市保健センタ１、厚生
病院を視察、東京では厚生省、国会、松下電器情報
通信システムセンター等を訪問、福田越夫元総理、
羽田孜総理を表敬、また国際人口問題議員懇談会メ

ンバーと交流。

本協会理事会開催。Ｈ平成５年度事業報告並びに収

支決算口平成６年度事業計画並びに収支予算を承認。
アーマッド・オマール・マレーシア人口・開発議員

連盟副会長他、計６名が日本の人口・開発事情視察
のため来日。新潟県南魚沼郡のゆきぐに大和総合病

院、国際大学を視察、東京では厚生省、国会、国立

国際医療センター、ソニーメディアワールドを訪問、

「国際人口・開発議員会議」準備委員会に楠本修主

国際人口問題議員懇談会メンバーと交流。

任研究員をエジプト・カイロに派遣。
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月

月
６

月

￣

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

◆》今世紀最後で最大の国際会議と
いわれる「国際人口・開発会議」
が、九月、エジプト・カイロで開
かれるが、世界平和にかける日●本
議員団の意気ごみが各国の注目を
ーヨークで開かれた「プレップコ

集めている。当協会が四月にニュ

ＦＰＰＤ議長、堂本暁子・参議院

ムⅢ」に派過した楠本・研究員に
よると中山太郎元外相、桜井新Ａ

◆中国・吉林大学教授で、同大社
ん（蛆）から、示唆に富んだ原稿が
議員の三氏がそれぞれ重要な発表

会学部長、人口研所長の王勝今さ

の予定で金沢大学経済学部教授と

口問題に取り組む日本議員団の熱

を行い、改めて各国代表団に、人

寄せられた。王さんは今、一年間
して来日中だが、原稿は漢字は当

意を認識させた。選挙で票になら

然のこととして片仮名、平仮名を
交えて清一書した綺麗なもので、引

ちな国際的な平和問題に取り組む

ないといわれ、とかく敬遠されが

い。

真の「国士」に心から声援を送りた

に、日・韓・中・朝・蒙・極東ロ

シアを結ぶ「北東アジア経済再循

き込まれるように読んでいくうち

環」論に強い共感をおぼえた。い

少子化政策」（石橋原稿）を興味深
く読んでいくうちに、一人っ子政

◆新聞記者の目から見た「中国の

策による”小皇帝“の将来と、〃重

わばお隣り、向かい同志であり、

的な緊張を解いて技術移転－－上座

持ったこの地域が、政治的、軍事

てきた。日本の教育ママにみられ

男軽女〃の前途が気がかりになっ

歴史的憎－産や文化的にも類似性を

蘂移転ｌ労働移転をお互いに完

「しつけ」の問題が一つ。もう一

る過熱した教育戦争と、小皇帝の

成させたならば、文字通り二一世

紀の北東アジアは世界が注目する

つは、先進国では女性の地位向上

ダイナミックな発展を達成するだ
ろう。因に、王教授は黒田俊夫博

会における日本の家庭婦人の〃老

した際、中国各地を通訳として同

人口問題議員懇談会の議員が訪中

」人作りが地球社会の重要課題に

紀は、いよいよ「思いやりのある

人介謹“と、労働力としての中国
の婦人の姿がダブってきて、ｎ世

がかなり進んでいるが、高齢化社

士（日大人口研名誉所長、当財団
理事）の愛弟子の一人で、大の親
日家であり、知日家。日本の国際

行したが、各地で「あなたは中国

（Ｔ・Ｈ）

なるぞ、と改めて痛感した。

れたエピソードがある。

語がとてもお上手ですね」といわ

r晶蕊衷紙鰄愚震麗明蕊H二

語」を表わし、その合理的な教育、画期的な

倫理観は後世に至っていよいよ全世界の尊敬

を集めている。普遍的で人間性に立脚した思

想が評価されているからだ。

成氏に及び、中国の歴史の悠久さを改めて思
孔子の直系は現在台湾に住む第77代の孔徳

曲阜（山東省）。その孔子と子孫が

い知らされる。孔子と歴代の子孫を葬った一
の扮装で記念写真に収まる少女。

大きい。南側外壁は、古代魯の国の城壁をそ

墓が点在しており、目印をつけておかないと、

自分の家の墓を見失ってしまうそうだ。

二人の少女が、昔の扮装で「孔林」の入口

8０

一＃爽

教の租、孔子は、すでに二千数百年の昔「論

孔子の生まれ故郷として知られる

曲阜（山東省）は、孔子の故郷である。儒

眠っている「孔林」の入り口で昔

は毎日新聞の石橋武之氏）

文化印刷株式会社

でカメラに収ったのがこの－枚である。(撮影

●印刷

広大な敷地のなかに、大きな石碑のような

〒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㈹
ＦＡＸ（03）３５８１－７７９６

例は珍らしい。

財団法人アジア人口･開発協会

のまま使っており、紀元前の城壁が現存する

●編集発行

のぼり、小さな村がすっぽり入ってしまう位

1994年７月１日発行く季刊〉

族の墓地「孔林」（コンリン)は、広さ20haに

人ロと開発･夏季号く通巻48号〉

[

，

オリジナルビデオ
スライドのおすすめ
現在、教育において映像教材は必要不可欠のツールとな

っています。（財)社会経済生産性本部では長年にわたって、
多くの企業の教材制作を行ってきました。
単にビデオを制作するだけではなく、映像教材の活用法
・研修プログラムの開発・インストラクターマニュアルの
開発等、システム教材として制作いたしております。

市販用ビデオ教材では補えない貴社独自の理論・理念を
十分に盛り込んだ、ご満足いただける内容のシステム教材
を制作いたします。

オリジナルビデオ教材例
■人事考課者訓練用教材

●人事制度紹介用ビデオ教材
●人事考課者訓練用ケーススタディ
●面接訓練用ビデオ教材
■管理者教育用教材
●ヒューマンスキル習得用教材
■新入社員教育用教材
■安全・衛生管理用教材
■事業紹介ビデオ等

制作プロセス
|制作プロセス
企画検討

シナリオ作成

試写,完成

｜邑一【］

鑿ii驫藝

賢社の蛎例
馳場のケースを検討

映像編蕊

撮影･収録

長年教育ビデオで培っ

てきたノウハウを提供

高品衡の映像技術、放送局レベルのスタッフ・
機材・編集

多本数のプリントが出
来、各支店・営業所に
配布することが可能

ｊ轤露欝薯.鷺篭：
UＰＣ－ＳＥＤ

罰匹
！

■ｒ■ロ

"聴冒ﾂー

輝度30鰍錦締ｳﾝ管。

ｽｶﾂﾞﾋｸﾘｱな映惚キリッと締錘鵬衡(分までllliILIllYれだ；

②11が点になるほど美しい

ﾜｲﾄﾞデジタルAIの高画質。

ソフトに合わせてIlIiiIiTをllllllj`iNI鑑直ワイドIIilimで兄てもクッキリ‘

③あっけにとられるほどいいfｆ

ドームスピーカーの高音質。

llSのデジタル汗』!｢もリアルに1V生。MrWt・艀１１１:もrImjlで,ＩＭＩ節‘

TH-32wG20鯨蝋318,000円(税別)蝉蕊
鋳･iil従lIL悩孤ＴＩＩｌｌ２Ｗｌ)1111上

松下電器産業株式会社
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