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は堕胎の会議」といった皮肉まじりの

動プログラム」を採択した。「この会議

開発会議は二十年後を目標にした「行

国際的に期待された第三回国際人口・

発言のまとめ役がなかった。

アである。しかし、このアジアからの

に直接発言することのできるのはアジ

も基本的な挑戦課題である。この課題

ことである。これはこの会議のもっと

第二はイスラム圏の人口埆加の問題

記事が現地新聞で報導された。バチカ

ンの派手なキャンペーンはたしかに旋

である。カトリック教人口は六億あま

りだが、Ⅱ○％を超える人ｕは先進諦

国であり、出生力抑制の意義

はそれほど大きくない。問題

は一○億に達するといわれる

イスラム圏の人口てある。二

几・八九％は開発途上国の人

川であり、しかも出生率はい

まだに極めて高い。誰もが指

摘しなかった新しい「人口と宗教」の

風をまき起した。多くの国、特にアジ

ア諦国は冷離に兇守っていた。雌胎術

巻頭言「●

はとっくに卒業していたからである。

第四回までの一○年間に解決されな

問題である。

定は満場一致でコンセンサスが得られ

ければならない残された課題はこの二

死亡率についてのこまかい目標の設

たことは、この会議の大きな貢献であ

（黒田俊夫）

つである。

１１

る。しかし、残されたいくたの重大な

課題がある。第一は人口増加抑制に直

接つながる出生力の低減、人口噌加率

引き下げの目標は一切示きれなかった
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本の提唱で世界の議員が連帯

ＦＰＰＤ（人ロと開発に関するアジア

い。ＩＣＰＤの準備会議の段階で、Ａ

建議し、実行していこうというのが狙

各国政府に対して、有効適切な政策を

表としての議員が、立法府の立場から

－ＣＰＰＤは、国民から選ばれた代

は史上最大の会議となった。

を救おうという世界の議員会議として

た持続可能な開発により、人類の危機

人ロ爆発を防ぎ、地球環境と調和し

た。

ら国会議員三百人が参加して開かれ

リディアン・ホテルに世界百七カ国か

議）が九月三、四の両日、カイロのメ

ｌＣＰＰＤ（国際人ロ・開発議員会

－ＣＰＤに「カイロ宣言」を建議する

国会議員が果たすべき役割りを討議し

Ｄ（国際人ロ・開発会議）に先がけ、

カイロで開かれた国連主催のＩＣＰ

（国際人ロ ・開発議員会議）

功したＩＣＰＰＤ
世界107ｶ国から議員代表300人が参加

２

議員フォーラム）議長の桜井新・衆院

議員が主唱して原動力となった。
今回の会議では、人口・開発問題で
先駆的な活動をしているＡＦＰＰＤが
中心となり◇アジア太洋地域◇ア
フリカ地域◇ラテン・アメリカおよ

びカリブ海地域◇ヨーロッパおよび
北アメリカ地域の世界を結ぶ四地域部
会を結成。国、地域間、地球規模で密

接な情報交換をしながら、各国の文
化、宗教を尊重しつつ相互に連帯して
人類最大の課題に取組んでいこうと、

（メリディアン・ホテル）

活発な話合いを行った。
会議は一日目の三日、開会式が行わ

れ、ナフィス・サディク国連人口基金
（ＵＮＦＰＡ）事務局長が基調講演ｃ

ＡＦＰＰＤ議長で、ｌＣＰＰＤ運営委
員会議長の桜井新・衆院議員が一各

国、各地域というワクを超えて人類の
命運を決めるこの問題解決のため手を
携えて努力しよう」と挨拶した。

このあと、①性の平等と女性の地位

３

向上②健康と死亡率③資金の調達

④性と生殖に関する権利と家族計画

本会議場を埋めつくした各国国会議員

(メリディアン・ホテル）

〔写真・右頁〕ｌＣＰＰＤ会場

国、地域間、地球規模の議員活動につ

四地域に分かれて地域部会を開き、

ブ海、ヨーロッパおよび北アメリカの

フリカ、ラテン・アメリカおよびカリ

二日目の四日は、アジア太平洋、ア

が積極的に注目すべき発言を行い、会

部会ともに、日本から出席した各議員

させたｃ今回の会議では分科会、地域

て宣言文に盛り込み、宣言内容を充実

る資金の調達について、日本が要望し

を迎える食糧問題と、軍事費削減によ

カイロ宣言では、やがて危機的状況

した。この一連のＡＦＰＰＤの活動を

動を世界に広げることを決定いたしま

プール宣言を採択し、この地域議員活

三年のＡＦＰＰＤ大会で、クアラルン

言を行ってまいりました。また一九九

地球規模の人口・開発問題に関して提

委員会）人口会議でバリ宣言を提出し

はＥＳＣＡＰ（アジア太平洋経済社会

に集まったのは、この人口・開発問題

どもが各国各地域という枠を越えここ

な状態になると同時に人間としての尊

は、人口が爆発し、環境が回復不可能

手をこまねいていたならば、その結果

とを国民から信託されております。こ

の声を反映し、責任ある選択を行うこ

を受けて国民の代表として選ばれ、そ

を行ってまいりました。一九九二年に

の重要性を認識し、十二年前から活動

フォーラム（ＡＦＰＰＤ）はこの問題

人口と開発に関するアジア議員

いて人口増加の抑制を図り、持続可能

（二の」」ご【○円目の」：。」８）」に基づ

発し、「よく理解したうえでの選択

の方法は人々に人口問題の重要性を啓

イ

の四分科会に分かれて討議した。

いて活発に討議した。このあと全体会

議を一層意義づけた。

もとに、この会議の準備を行ってまい

議を開き、作業部会報告、カイロ宣言
および行動計画を採択。五日から開か

りました。

することなく、私共の子供達の未来は

するかと言う、人類共通の課題を解決

増加を抑制し、持続可能な開発を達成

せられた課題は重大です。いかに人口

ここに集まった、わたくしどもに課

れたＩＣＰＤへ建議した。

人口増加を抑え

環境と調和した食糧確保を

わたくしども国会議員が、国を越

が、人類の命運を決める問題であると

厳すら失われるのです。

ありえません。もし、わたくしどもが

え、地域を越え、ここカイロに集まっ

いう共通の認識を持ちえたからに他な

桜井新国際人ロ・開発観員運営委員会識長

たことには大きな意味があります。わ

りません。

の各国国民から信託を受けたわたくし

この人口と開発問題を解決するため
たくしども国会議員は各国国民の信任

挨拶(要旨）

成功したｌＣＰＰＤ

二

蝕戸」一同

に認

①②③

口と開発に関するさまざまな議員活動

口・開発議員会議を有意義なものとす

な開発という観点から、地球環境と調

しかしながら、目標が明確であって

るための努力を積み重ね、ここに開催

の代表者の方々を準備委員にお迎え

も、これを実現するうえで障害となる

の運びとなりました。改めて、この会

和できる農村農業開発を行い、食糧を

課題が山積し、またかならずしもすべ

議実現のために協力いただいた各団

し、広く意見をお伺いし、この国際人

ての部分で意見の一致が見られている

体、担当者の方々に御礼を申し上げた

確保することであります。

わけではないことも事実です。国連人

この国際人口・開発議員会議は政府

いと思います。

まざま努力が行われましたが、その最

間会議である国際人口・開発会議に先

口・開発会議の準備会議の過程で、さ
終文書案は合意を見るに至っておりま

は国際人□・開発会議の場でも発表さ

立って開かれます。この会議での議決
わたくしどもは、さまざまな民族、

れ、各国国民の直接の代表の決議とし

せん。

さまざまな宗教、さまざまな文化を背

て強い影響力を持つことが期待されて

この会議は、わずか二日間の短い会

負っております。わたくしどもがなす
で人類が生き残っていくにはどのよう

議です。わずかな時間ではあります

おります。

にしたらよいか、この人類共通の課題

が、私達に課せられた使命を改めて思

べきことは、この有限な地球環境の中

を再認識し問題解決の努力を行うこと

い起こし、ホスト国エジプトのムスタ

と思います。

と、十分な討議を行っていただきたい

・ショーラ・カウンスル議長閣下のも

ファ・カマール・エルミー・エジプト

であります。

ここでの討議と選択が人類の将来を
決めるからです。

私達は、本年四月に、ニューヨーク
で国際人口・開発会議の第一回の準備

会議を開催して以来、各地域代表、人

５

鐵
過コロ則

飛卯云
ヨリ堂戯
州濠

性の平等と女性の地位向上

平等の大きな障害になるのは戦争、

を招いてほしい。

が、こういう会議にはパレスチナ代表

１

イスラエルパレスチナに国会はない

平和なくして”男女平等“なし

ぎない。

等は生まれない。

カメルーン法は平等を認めるが、要

は実行するかどうかだ。女性はそのよ

インド女性というと避妊。もっと宗

武器に金を使い過ぎる。

スロベニァ男性の教育が必要だ。

武器に金の使い過ぎ

世界の国会議員で女性は二％に過教の役割りを考えなくては。

いる軍人、警察官、医師だ。

性をいじめる職業は、力を与えられてに実行させなければｃ

いう言葉があるが、女性にはない。女るだけではダメ。国会議員として政府

の一だ。男性には英雄（ヒーロー）とコート・ジボアール文句を言ってい

支えている。しかし賃金は男性の三分エジプト平等は永遠の問題だ。

ぺルー女性は世界の仕事の六○％をうな法律があることすら知らない。

女性には”英雄“という言葉がない

もに対話が必要だ。

ふえているが、法体系を整備するととるのは女性だ。平和なくして男女の平

五分の一を占めている。家庭内暴力が乱で一番痛手をうけ、悲しい思いをす

まない妊娠をしている。十代の母親が員になれないからではない。戦争、内

ではいまだに一億四千万人の女性が望になれないのだ。これは、女性が戦闘

いることは喜ばしい。しかし、途上国内乱だ。この争いのために女性は平等

インドネシア男性の理解が高まって

途上国に多い十代の妊娠

庁

６

ＣＰＰＤ分科会

〔写真・右頁〕「アジア・太平洋」地域会議
の最前列で－右から－人おいて堂本・中
山・広中の各議員

に国会議員が政府代表団に入っている

日本（堂本暁子・参院議員）ＩＣＰＤ

ので、対策を講じなくてはならない。

り、貿易、経済問題にも影響を及ぼす

が、地位が明確に与えられていない。

胆に王矢｜９昂

｜｜｜’．・・

皿およびリオ宣言は実行されていない

日本（小杉隆・衆院議員）アジェンダ

した立場にある結婚をしている人だ。

中絶で死亡している。その大半は安定

行われ、うち七万人もの女性が危険な

カンボジアおびただしい数の中絶が

日本（清水嘉与子・参院議員）議員が

ので、もっと強調すべきで、環境と人

環境と人ロを結びつけよ

この問題に関心を持つことが大切。日

ボリビア家族計画に寄与する団体を

行動計画に家族計画を含めるべきだ・

女性が満足のいく性生活を

五％でもＯＤＡに回せばＯＤＡの全額

軍事費に使っているが、たとえば○・

日本（東祥三・衆院議員）莫大な金を

エジプト男、女、子供はすべて人類

だ。議員を教育していくことが必要。

エチオピア情報の差は大きな問題

性生活を追求する必要があるｃ

スロベニア女性がもっと満足のいく

がまかなえる。日本はこの問題で最大

の単位だ。自己満足の立法であるべき

ロシアロシアでは三百万人の女性が

の努力をする。できるのはわれわれ議

軍事費を人口問題に

バック・アップすべきだ。ｌＣＰＰＤ

口を結びつけていくことが大切だ。

「国際人口問題議員懇談会」を作って

いる。政府に働きかけ、一九九四年か
ら二○○○年までの七年間に人口、エ
イズ対策に三十億ドルを予算化するな
ど努力している。

健康と死亡率
食糧対策をもっと真剣に

人口と開発問題は、国際社会の安全

中絶をうけている。いま中絶に関する

ではない。

は重要で、人口増加に伴い、持続可能

保障にかかわる問題だ。もっと自営し

員ではないか。

な農業生産が維持されなくてはならな

役割り、特に意志決定が見直されるべ

特別な法律が検討されている。女性の
の需給関係がイコールになることが予

きだ。女性国会議員の実質的参加が必

てほしい。

測されている。それ以降は、人口に対

要。

い。一一○三○年には、人口と農業生産

日本（松岡利勝・衆院議員）食糧問題

資金の調達

本では超党派の国会議員百三十人が

先ず議員が関心を持て

｜，

し農業生産が追いつかないことにな

７

Ⅱ

見直すよう「カイロ宣言」に盛り込ん

ザンビア今までの政府の行動計画を

い。資金拠出国の考えも文書に入れる

だ。子供の基本的人権を確保してほし

の実施可能な行動目標をのせるべき

ほしい。

ＤＯＤＡを二％から四％に拡大して

人口が抑えられればいいが、実際には

見が分かれるかも知れないが、禁欲で

、中絶に関しては宗教上の問題で意

すべきだ。

＄ＮＧＯと政府との結びつきを強化

禁欲で人ロが抑えられるか

でほしい。

道徳的だ。

事実に目を向けないのは、もっと非

困難だ。現実に目を向け対応すべきだ。

旧躍する日’本一期員守

べきだ。
］鰯する日本蟻員同

票を失うことを恐れるな

英国この問題は重要だが、普通、票

を失うのでキャンペーンはしない。

議員は単に法律を通すだけでなく、

キャンペーンをすべきだ。

パートナーの理解と、性教育を

日本（南野知惠子・参院議員）臨床、

助産婦としての経験から、妊娠はいつ

も幸せとは限らず、障害児を産んだ時

など非常に悲しい。とりわけ中絶は女

性にとってとても悲しいものです。そ

のためにはパートナーの理解が必要

で、草の根レベルでの運動も重要だ。

大人、子供への性教育をきちんと行う

べきだ。

８

ＣＰＰ、分科会要旨

科会要旨
性の平等と女性の地位向上●

は、女子より男子を大事に扱う教

た。また別のメンバーは、本会議

定する必要があることを言及し

な慣行に対処するための法律を制

ＩＣＰＰＤ

には、男性の支配と女性の依存を

育制度によって強化され、最終的

と開発の政策を有効なものとする

二、ムポイ博士は、初めに、人口

Ａ・Ｍ・カーン女史が務めた。

ベイド女史、作業グループ書記は

報告担当者はモナ・マクラムーエ

スサナ・ガルドス博士が務めた。

ラモス運動のディレクターである

・ムポイ博士ならびにマヌエラ・

の小児科医で国会議員のナフシア

ス・パーソンには、インドネシア

ア）議員が務めた。また、リソー

れたその日から始まり、生涯にわ

三、ガルドス博士は、子供が生ま

を維持する必要である。

する組織ならびに有権者との対話

の増加、政府および地域を基盤と

び開発、財源およびその他の資源

な支持、法的な見直し、改革およ

な限りあらゆる環境において強力

あろうと結んだ。すなわち、可能

下の四分野における介入が必要で

位の向上を達成するためには、以

である。ムポイ博士は、女性の地

の存続は社会にとって極めて重要

るだけでは、男女平等を保証する

二～三名の参加者は、法が存在す

る法律の必要性を認めながらも、

施行の区別を行った。これに関す

の主たる要素として、立法と法の

と女性の地位向上を保証する上で

四、数名のメンバーは、男女平等

の平等を与えられるべきである。

を管理し、財政的に独立し、表現

け、女性は自分のからだと生殖力

こと目指すべきである。とりわ

たちの生活を管理する力を与える

るのではなく、むしろ女性に自分

の政策は、男性から権限を剥奪す

を遂行する重要性を強調した。こ

識字者で無学であるかぎり、いか

自国の状況に言及して、女性が非

意された。ひとりのメンバーは、

重要な要素であることが一般に合

地位の向上を達成するまさに最も

六、教育こそ、男女平等と女性の

強調された。

を自覚するようにさせる必要が、

を訓練し、女性が自分たちの権利

依存を軽減する必要と共に、女性

どの計画を実施することで経済的

に対して、所得を創出する活動な

虐待による被害を受け易い。これ

ことから、女性はあらゆる種類の

を夫にほぼ全面的に依存している

五、多数の国において女性は生計

決議を採択することを勧告した。

が、各国政府に対し「女性差別撤

ためには、女性の地位の向上が不

たって続く社会の中で男女の役割

には不十分であることに留意し

廃に関する条約」に調印し、議会

可欠であると述べた。博士は、こ

が決まっていく過程（ジェンダー

た。女性がこれらの法律の存在に

存続させる政策となる。ガルドス

の過程において女性の教育が重要

。アイデンティフィケーション）

に多くの法律が制定されても女性

が同条約を批准するように要請する

であることを強調した。しかし教

について検討した。生来男子は意

の地位を変えることはないであろ

の依存のサイクルを打ち破る政策

育だけでは十分ではない。社会が

る。あるメンバーは、一部のアフ

気づいてすらいない例が見られ

うと論評した。もうひとりのメン

博士は、女性に権限を与え、女性

変わらなければ、教育の効果も直

志が強く、力強いものとして、女

リカ諸国では、女性の健康に有害

必要があることを強調した。家族

に消滅してしまうであろう。ムポ

子は繊細で他を頼るものとして見

まる圧力を鑑みて家族を強化する

イ博士は、社会化の単位としての

られる。この男女の社会的性差

一、作業グループーの議長は、エ

Ｉ

レナ・ポプトドロヴァ（ブルガリ

グループ

家族の重要性と、家族構造への高

,

作業

バーは、異なる見解を述べ、男性

りのメンバーは、民主主義社会で

一一、ひとりの参加者は、女性の

えることである。

および人口政策の分野について言

性優位を増強するものであり、そ

述べた。戦争は人間の攻撃性と男

平等を妨げる主要な障害であると

れは戦争が終わった後も長く続

に選出されるようにするのは有権

権利における宗教の役割について

る。従って、平和なくしては平等

き、社会のあらゆる局面に浸透す

は、確実により多くの女性が議員

者の責任であると強調した。

女性の自分自身のからだに関する

論評し、いかなる宗教に対しても

はとりわけ、女性の地位向上に対
九、男女の不平等については、数

を教育する必要を強調した。彼女
する一部の男性の否定的姿勢に言
多くの議論が行われてきたと、作

もない。男性は、二万年にわた

メンバーが男女平等と女性の地位

り、保護者と闘士となるための教

及した。これに関連して、数名の

ではないと強調した。別の議員

育を受けてきた。しかしこれらの

管理を否定することを容認すべき

機能はもはや必要ではない。今女

たが、しかし実際には、女性の地

は、国はその宗教や文化的価値に

業グループのメンバー数名が述べ

従い法律を制定する至高の権利を

ナーであり、友人である。

性が必要としているのは、パート

パートナーシップが必要であるこ
だ多くない。従って、作業グルー

位向上のためになされたことはま

を唱えた。

有すると主張し、この見解に異義

向上を目指す努力において男女の

と地域社会の福祉のためにこの目標

とを強調した。男女は共に、家族

うに、女性の地位向上にむけて努

プのひとりのメンバーが述べたよ

’二、数名のメンバーは、戦争は

にむけて団結努力するべきである。

力することと、性差の自覚を作り

七、作業グループの数名のメン

出すこととは同じではないことを

二、オムラン教授は、疫学変移モ

バーは、女児ならびに若い女性の

デルの状況における世界の健康と

教育、ならびに女性の地位向上の

死亡率に関する発表の中で、人口

理解することが誠に重要である。

｜、作業グループⅡの議長は、テ

学上の変移の歴史的な背景を説明

ためのプログラムに対する資金供

マ）が務めた。また、報告担当者

レサ・モクセイ上院議員（バハ

した。教授は、平均余命の伸び

健康と死亡率●

役割に関し、男女双方の姿勢と行

はマーガレット・レイノルズ上院

は、｜昔前の考えであると強調

動に大きな変化が必要である。

議員（オーストラリア）、作業グ

は、伝染病の衰退に伴う死亡率の

女性を開発の過程に統合すること

一○、数名の議員が、変化の対象

ループ書記はセスラミア。Ｌ・Ｎ

の変化、ならびにそれに伴う出生

低下、保健技術の向上、生活様式

給を増大する必要性を強調した。

八、作業グループの数名のメン

あると述べられた。

としてではなくむしろ変化の主体

・ラオ（ＵＮＦＰＡ）が務めた。

援助提供国からの国際支援の増大

バーが述べたように、多くの国に

としての女性の重要性を強調し

また、リソース・パーソンには、

は、とりわけ社会における男女の

おいて、男女議員のバランスが取

た。従って女性は、変化の受益者

た。現在、発展途上国は人口学上

率の低下に関係することを指摘し

し、女性の地位の向上のために

れていない。政治過程への女性の

としてのみならず、変化の主体者

アプデル・ラヒム・オムラン（メ

と共に、女性のために国家予算が

参加を増大し、高い地位につく女

リーランド大学、ジョージ・ワシ

優先的に向けられることが必要で

性の数を増やすことの重要性が強

は、とりわけ、女性がしばしば避

として見られるべきである。これ

の変移のあらゆる段階にあり、こ

調された。ひとりのメンバーは、

きであることを強調し、もうひと

政党における女性の数を増大すべ

Ⅱ

ントン大学）がその任に当たった。

グループ

妊の対象として扱われる家族計画

作業
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な分配の問題を強調した。資源の

間、ならびに国内での資源の平等

カーが、先進諸国と発展途上諸国

六、資源の調達多数のスピー

また、数名の代表は、青年の生殖

して必要なことであると考える。

ズに対応するために、準備段階と

確認し、それに応じて彼らのニー

作業グループにおける討議
五、はじめに健康と死亡率に関

に関する健康と教育が十分に対応

の変移の特徴は国により異なる。

する作業グループではさまざまな

されていないと強調した。その結

三、予防可能な心臓病、伝染病、
に関する健康）に関わる疾病の罹

リプロダクテイブ・ヘルス（生殖

て、社会・健康に関する目標を達

問題は、持続可能な開発に関連し

果、望まない妊娠の率が増大し、

優先事項として以下のテーマが繰

青年の精神の安定と健康に影響を

意見が出され、国会議員の行動の

成する上で依然として重大な問題

病率に関しては、発展途上国と先
り返し言及された。

進国では依然大きな格差が残って
いる。エイズのような新しい疾病

る死者の増大、ならびに他の年齢

及ぼしており、また性病やエイズ

層に比べて若い女性への感染率が

である。参加者は、先進諸国と発

おいては、膨大な対外債務を負う

展途上国間には、消費パターンと

国が多く、保健部門に十分な資源

高いこの感染症の罹病率の年齢間

は、深刻な影響を及ぼしており、

印資源の調達
⑪母親の死亡率と家族計画
①健康に関する諸問題
の女性の地位の向上
。国会議員の役割

が割り当てられていない。この状

の格差についても、討議が行われ

ある。

二重の戦略の必要性を示すもので

過疎、ならびに人口と持続可能な

発の相関関係の観点から見た人口

関、比較密度および健康と経済開

増大している。ひとりの参加者

富の分配における不公正の認識を

また、地域間にも格差が見られ、

調を考える必要についても討議が

本的な要素のひとつとして栄養失

らびに女児および女性の健康の根

野においては改善が見られるにも

出現しつつあるｃ総合的な保健分

結核やマラリアなどの伝染病が再

多数の議員が、文化・宗教の伝

た。また、女児の健康の改善、な

八、公衆衛生の問題エイズによ

かかわらず、発展途上国では先進

統を維持する重要性、各国の制度

及ぼしている。途上国においては

況はとりわけ母子の健康に影響を

感染への脆弱性を増大している。

国に比べ、母子の死亡率は依然と

慣行の枠組みの中での国としての

ることに注目した。発展途上国に

して高い。この状況は、出現する

優先事項、食糧生産と人口の連

富の分配において大きな格差があ

をし続けるという課題に取り組む

疾病に即座に対応し、医療の改善

四、オムラン教授は、行動計画の

不可欠なものであり、健康と経済

行われた。ヘルス・サービスや病

的繁栄の相互依存関係を重視する

気の予防へのアクセスの権利は、

理と資源の配分を分権化すること

は、そのような格差に対処する戦

を提案した。

略のひとつとして、保健制度の管
てた。更に、家族計画は、人口に

べきである。

開発の不可欠な要素としての環境

関する目標を達成する手段として

七、数名の代表は、十分な資源、

討議では、妊娠。出産の合併症に

九、妊産婦の死亡率と家族計画

問題に取り組む重要性に焦点を当

具体的な目標を定める、法律を策

とりわけ助成された資源を子供と

ることを強調した。更に教授は、

定する、カイロ会議で決定した目

ではなく、母子の健康を改善する

女性の特定のニーズへの対応に当

保健・平均余命の目標は達成し得

標を実施する国家政策を促進する

であることが強調された。更に、

より毎年少なくとも五十万人の女

重要な戦略として考えられるべき

性が死亡しており、これらの死亡

調した。

てることが重要であると強調し

など、議員に期待される役割も強

た。人種差別を廃したデータを編

はほぼすべて発展途上国で生じて

否定されてはならないことが強調

纂することが、弱者のグループを

決して人口増加を抑制する問題が
された。
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び死亡率を低下させる手段として

ス、ならびに妊産婦の罹病率およ

うにすること、情報へのアクセ

児が教育を受けることができるよ

女性の地位の向上の問題、広く女

問題を重大問題として取り上げ、

議員は、母親の死亡を減少させる

因に起因していることから、国会

死はほぼ一○○％が予防可能な原

いることが強調された。これらの

に努力すべきである。国会議員に

健康開発計画の開発は強化のため

り当てられるように保証し、国家

門、とりわけ教育と健康に十分割

術的、政治的に、資源が社会部

役割を強調した。国会議員は、技

中で国会議員が果たすべき重要な

計画のフォローアップの枠組みの

ループの参加者は、－ＣＰＤ行動

一一、国会議員の役割作業グ

くべきである。

びに女性の地位の向上に重点を置

ラムの開発の推進と女子教育なら

要な手段として、予防保健プログ

能な社会・経済開発に向けての必

すべき重要な役割がある。持続可

や行動を支持することにより果た

ならびに環境保護を推進する姿勢

ンを含む健康なラィフスタイル、

はく喫煙の制限など）消費パタ１

は、進むべき方向もわからない。

分析である。現状を知らなくて

データの収集・研究を含む政策の

る。極めて重要な最初の段階は、

広い領域を対象とするものであ

は、家族計画を含み、またさらに

らない。人口分野における活動

何が含まれるかを知らなければな

に対するサービス・パッケージに

るためには、まず人口・開発問題

三、調達すべき資源の量を決定す

パッケージには、不可欠なリプロ

ダクテイブ・ヘルス（生殖に関す

発展途上国の七○％、およそ六億

資源の調達●

文化的に受け入れられ、また経済
スに、直ちに取り組むよう努力す

的にも利用できる家族計画サービ

る健康）のサービスも含むべきで

八千五百万組の男女のニーズに対

ある。このようなパッケージが、

に影響を与える上で国会議員が果

股市民の人口問題に関する考え方

一○、女性の地位の向上数名の

べきである。

一、作業グループⅢの議長は、ム

ると推計される。しかし、パッ

ルリ．Ｓ・デオラ国会議員（イン

者に現状を知らしめることが重要

ティブ・ヘルスの施苧車更三むくきで

ケージはより多くのりプロダク

スピーカーが、健康と開発の総合

である。例えば、発展途上国のう

政策にとって不可欠なことは、女

カールソン、ポピュレーション・

ち二十七カ国では、過去二十年間

の削減に注意を向けるべきであると

あり、女性の教育および乳児死亡率

におよそ百三十億ドルが必要であ
カウンスル会長が務めた。また作

で出生率が二五％減少しており、

処するとすれば、二○○○年まで

ことが今後とも最終目標であるべ

業グループ書記はパラン氏（ＩＰ

また世界の人口の九五％が人口政

たすことのできる重要な役割に注

きである。「女性は選択権と発言

ＰＦ）、報告担当者は公明党副書

目した。従って、国会議員は有権

権を与えられるべきである。」法

記長である東祥三衆議院議員（日

ス・パーソンは、Ｍ・カトレイー

る資源の割当に関する意思決定

はまた、資源を充てる前に考慮す

いうのが、多数の考えであった。

べきいくつかの要素について述べ

四、カトレイー・カールソン女史

に対応する必要と社会変化に対す

た。例えば、海外からの援助は、

る。国会議員のリーダーは、変化
は、討議に先立ち、人口と開発の

る国民の抵抗のバランスを常に取

策や計画を有する国に暮らしてい

分野のプログラムに向けた資源の

るようにしなければならない。

二、カトレイーカールソン女史

面に関して情報に基づいた自由な

調達について概説した。女史は一

本）が務めた。

選択を基盤に、自主的な決定を行

に、女性が参加することが不可欠

うことができるべきである。

である。女性は、生活のあらゆる

律の策定ならびに社会部門におけ

ド）が務めた。グループのリソー

ＩⅡ

た。すべての女児が教育をうける

グループ

性の地位の向上であると論評し

作業
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テン・アメリカにおいては、すべ

一・三二⑪心に過ぎない。更に、ラ

関連に使用されているのはわずか

府開発援助（ＯＤＡ）のうち人口

自身からの資金である。また、政

足らずであり、残りは発展途上国

あらゆる人口関連の資源の二五％

成功に必要な唯一の資源ではない

ができ、金銭のみがプログラムの

は、更に数多くの例を挙げること

とができる。この種の隠れた資本

政治的支持によって向上させるこ

責任分担における男性の役割を、

族計画、子育てならびに家族内の

出の増大を図ることかできる。家

すなわち、発展途上国の多くはす

は総計であることを明確にした。

・ハーソンは、三分の二という数字

るｃ作業グループのリソース・

であり不可能であると見られてい

の実現は、多くの場合、非実現的

要請していることに注目した。こ

を人口および開発に当てるように

とが必要である。この意見を受け

能力の構築に大いに注意を払うこ

多い。従って、そのような場合は

吸収する能力に限界があることが

れた。貧困国においては、資源を

解決策とは限らないことも指摘さ

九、また、資源の増大が必ずしも

べた。

ならびに無償借款を要求すべきで

てのプログラムの八五％が民間部

あることが、数名の参加者から主

て、発展途上国は社会部門のプロ

の地域についてはｌサハラ以南

間もなくそうなるであろうが、他

張された。これに関連して、支援

グラムに対し支援国からの援助、

は、国家人口・開発プログラムを

国からの援助ならびに国家開発予

でに人口プログラムの領域では経

支持する外国からの援助の必要性

のアフリカが言及されたがｌ近

算の少なくとも二○％を教育、保

済的に自立しているか、あるいは

六六％である。地域社会に基盤を

い将来においては依然外国からの

ことに留意すべきである。

置く配分においては新しいモデル

を強調した。－部の諸国における

援助に依存せざるをえないと思わ

六、発展途上国の国会議員数名

が出現しており、避妊具の民間市

貧困の増大を考えれば当見捨てら

る。同様に近東と北アフリカでは

場は開発されつつあり、南南協力

れた」という思いすら表明され

門からの資金によって賄われてい

も増大しつつあるｃ

’○、数名の参加者は、人口増加

ループに広く支持された。

健、家族計画の社会プログラムに

不足のほかに、既存の資源の有効

当てる「卯／ｍ」提案が、作業グ
な使用も重要であると指摘した。

八、他の多くの国会議員が資源の

のレベルが減退していることに対

は貧困や低開発の原因ではなく、

れる。

して悲観論が述べられた。他方、

より有効な実施のいくつかの側面

ではないと主張した。この前提か

原因であったとしても主たるもの

て、先進国数カ国においてＯＤＡ

米国、英国およびドイツは人口と

ラム実施の分権化と共に、集権官

が提議された。政策策定とプログ

たｏ人口関連の国際援助に関し

る「隠れた資本」の役割を果たす

と政治的支持は、財源を補完し得

開発に対する支援を大幅に増大し

五、最後にカトレー・カールソン

ことができると指摘した。法律も

たことが想起された。日本の国会

女史は、国会議員のもつ、立法権

に扱うこと、避妊の有用性に関す

現実においても男児・女児を平等

もうひとりの国会議員は、ター

た。もうひとつは、多数の国会議

推進などの経済措置が主張され

債務返済からの救済や技術移転の

つは、例えば債務免除による対外
ゲット・グループに焦点を当て、

ら二種類の提案が出された。ひと
て三十億ドルの貢献を行うことを

十分に分解したデータを生成する

員が、とりわけ女性の教育による

民の参加の必要性が強調された。
約束すると述べた。

人間資源の開発の重要性を強調し

僚主義の無能を避けるために、国

ないこと、教育は義務的なもので

七、数名の参加者が、ＩＣＰＤ行

ことにより、プログラムの有効性

でにこの分野のプログラムに対し

あり、強制されていることなどを

を大いに高めることができると述

議員は、日本が今後二○○○年ま

保証するなど、数々の法的措置の

○○○年までに総支出の三分の二

動計画案が発展途上国に対して二

る法律は過度に制限的なものでな

例を挙げることができる。軍事予

く、また過度に医療化したもので

算を削減することにより、社会支

1３

れた対外債務を家族計画、教育お

一一、援助機関によって買い取ら

している。

青年期の出産のサイクルを打ち壊

ログラムが十分に機能し、早婚や

児のみを対象とする特別な教育プ

統合されているだけではなく、女

サービスが母子保健プログラムに

示唆に富んでいる。家族計画の

る。バングラデシュの取り組みは

のすべての鍵は女性の教育にあ

た。一部の諸国においては、開発

強化し、自国で政治活動を起こす

用するのではなく、政治的意志を

会議を単に情報交換の場として利

百カ国以上の国会議員に対し、本

一四、本作業グループに参加した

制約をかけている。

に保証するなど、組織の議員数に

も全体の四○％を下回らないよう

かなる組織においても男女いずれ

が報告している。法律案では、い

合もあり、極めて低いと多くの国

の比率が、独身女性に限られる場

された。

障理事会にも提示することが提案

ことから、この提案は国連安全保

低開発は安全保障の問題でもある

に倍増されることになる。更に、

Ａのレベルは一○○○億ドル以上

かな削減によっても、現在のＯＤ

体的な提案が出された。このわず

減し、それをＯＤＡに転用する具

る）世界の軍事予算を○・五％削

ついて、（現在およそ十兆ドルに上

し、このような共同の取り組みに

され、広く同意を得た。これに関

合すべきものである。ミクロ・レ

なく、あらゆる開発努力に十分統

人口問題は分離して扱うべきでは

四、マクロ・レベルにおいては、

不可欠な要素のひとつである。

を救うことから、生活条件向上の

は、命、とりわけ女性と子供の命

に関することである。家族計画

ことであり、とりわけ女性の幸福

い。家族計画は生活の質に関する

族計画は「人口」とは同一ではな

る。ファタラー博士によれば、家

四日の三国『旨口の（国会議員）であ

を紹介し、作業グループの会議を

し、また女性にとっては安全な妊

子供を産み、健全な性生活を享受

落とす女性もいる。このような状

ず、また危険な中絶によって命を

ス・パーソン、マームード・ファ

二、バロピ議長は、二人のリソー

サンフエザ氏が書記を行った。

バ・デ・ランザ博士が務め、Ｈ・

業グループの報告担当者は、アル

士（ボツワナ）が務めた。また作

勺『・ぐ己臼（提供者）、そして法律

の勺①○口の（人々）、ヘルスケアの

まなライフスタイルの意味合いで

の勺８忽丘の旨の（摂理）、さまざ

まる言葉で、遺伝学の意味合いで

明した。それらはいずれもＰで始

を決定する四つの要素について説

一～二％に過ぎないと強調した。

政府開発援助（ＯＤＡ）のわずか

に割り当てられる財源は、依然、

にもかかわらず、人口プログラム

族計画に関するあらゆる美辞麗句

五、ファタラー博士は、人口や家

能力と定義される。

娠・出産を経験する権利を有する

であった。例えば、女性国会議員

提案は男女の不平等に関するもの

一三、もうひとつの法律に関する

検討することが提案された。

は諸外国で施行されている法律を

況を正す上での参考に、国会議員

タラー博士（エジプト）とフロー

と資源の割当の観点から勺回昌‐

・ヘルス・ケアとは、望んだ時に

｜、リプロダクテイブ・ヘルスと

三、ファタラー博士は、まず健康

開会した。

博士によれば、リプログクテイブ

に統合すべきである。ファタラー

ブ・ヘルス・ケアの総合包括政策

家族計画事業は、リプロダクテイ

ベルにおいてもそうあるべきで、

踏み台とするようにとの提案がな

いう償務スワップ政策を推進する

よび保健プログラムに役立てると

一二、法的「資源」も作業グルー

斬新な提案が出された。

れた。例えば、一部には、法律が

プの数名の参加者によって強調さ

女性を生殖にかかわる危険から保

の議長は、パトリック・バロピ博

１Ｖ
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グループ

レンス・マングユ博士（ケニア）

妊具の使用を隠さなければなら

護していない国もある。女性は避

作業

〃
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難しい問題である。しかしながら

た国内でもコンセンサスがなく、

六、中絶の問題は、国際的にもま

あるべきである。

ことも自由で責任のある選択権で

択権であるとすれば、母親となる

るように、家族計画が責任ある選

スを重視している。誰もが同意す

とりわけリプロダクテイブ・ヘル

る。ＩＣＰＤの行動計画案では、

を反映する資源の割当の問題であ

に女性の生命をいかに優先するか

率は貧困の問題ではなく、明らか

母性保護に関しては、母親の死亡

とから、性差に対する分析が必要

しかし男女は生物学的に異なるこ

は人権のひとつであると述べた。

七、マングュ博士は、まず、健康

ビスの質穿璽一子ることであゑ

れている国においては、中絶のサー

と。第三は、中絶が法律で認めら

治療へのアクセスを提供するこ

る合併症に対する思いやりのある

第二は、危険な中絶が原因で起こ

り、中絶の必要を削減すること。

画サービスを提供することによ

クテイブ・ヘルス・ケアと家族計

針を説明した。第一は、リプロダ

野を強調した。第一は、国家家族

会議員の行動分野として次の三分

あることを強調した。博士は、国

て、性に敏感であることが必要で

当たっては、女性の視点を考慮し

発プログラムの策定および実施に

九、マングュ博士は、地域社会開

ばならない。

的に女性の健康を作り出さなけれ

慮に入れて、全体的にそして包括

の生活条件を向上しうる要素を考

のそれぞれの段階においてぅ女性

齢の期間のみならず、女性の人生

よれば、国際社会は、出産可能年

ログラムは、女性の視点やニーズ

族計画は、男女双方の共同責任で

二、数名の参加者は、出産と家

強調した。

任、とりわけ父親の責任の問題を

画を実施するうえでの対等な責

生殖行為において、そして家族計

んだ。最後の点として、博士は、

ることを強調して、スピーチを結

ヘルス・サービスを必要としてい

いる質の高いリプロダクテイブ・

秘密が守られることが保証されて

であり、文化的に受け入れられ、

アクセスが可能で、値段も手ごろ

一○、マングユ博士は、女性が、

を基に策定した戦略により女性の

あることを強調した。家族計画プ

健康を保護することであるべきで

み込まれるように保証すること。
女性は自分たちの望むものが何か

計画プログラムに女性の視点が組

を知っている。つまりそれは簡便

である。健康に関する統計は、女

ないことが多い。女性は一般に長

性の特定の健康問題を反映してい
寿であるが、必ずしも健康に長生

ある。従って、家族計画は、より

五百万件行われている。毎年中絶
に関連した原因により、およそ七

で副作用がまったくないか、ある

中絶は、年三千五百万件から五千

万人の女性が命を落としている。

きするとは限らない場合が多い。

一二、情報・教育プログラムは、

ファタラー博士は、大半の中絶

人口・開発プログラムの極めて重

広範なヘルス・ケアの枠組みに統

方法であるか。第二に、女性は、

要な要素であるとみなされてい

合されるべきである。
自分の健康や幸福について賀任あ

る。これらのプログラムは、男女

いはほとんどなく、ユーザーが管

八、女性はしばしば妊娠や出産に

とを意味しているかもしれない。

る選択をするために、必要なあら

双方に資するべきである。加えて

理でき、利用しやすい家族計画の

しかしながらこれは微妙な問題で

ゆる入手可能な情報を入手できな

マングュ博士によれば、おそら

あることから、博士は、各国は反

関連した健康の問題に悩むことが

ければならない。第三に、女性

一部の参加者は、リプロダクテイ

く、病気である期間がより長いこ

対することに合意すべきであると

テイブ・ヘルスは依然として優先

多いにもかかわらず、リプロダク

ブ・ヘルスにおける情報・教育プ

に行われていることを強調した。

提案した。しかしながら、中絶を

であるのみならず、対等なパート

は、開発において、対象や受益者

は、安定した結婚生活を送る女性

重要な公衆衛生の問題としてとら

事項にはなっていない。博士は、

えるならば、何かをなすべきであ

なぜ女性の健康が軽視され続けて

る。博士は、ＩＣＰＤ行動計画案

ログラムの予防的役割を考える
きたかを尋ねた。マングュ博士に

ナーでなければならない。

が中絶問題を扱う上での三つの方

1５

であると考える。

康と生活条件の向上を目指すべき

地域社会のすべてのメンバーの健

と、これらのプログラムはまた、

まざまな見解が述べられた。この

一五、中絶の問題については、さ

た。

グラムを必要としていると述べ

との反対意見があり、参加者の合

する最高権利を有するべきである

文化の価値観に従って法律を制定

ついては、国は、その宗教および

当に影響力を及ぼすことは困難で

達した。一部の参加者は予算の割

ついて、一般的なコンセンサスに

ろ上で、国会議員が果たす役割に

特定し、廃絶するべきであると提

害を与える伝統的な規範や慣習を

している。従って、参加者の大多

ため、特にこの分野で困難を経験

あるとの意見であった。女性国会

た。しかしながら、大半の参加者

の数を増大する努力を強化するこ

数は、世界各国において女性議員

議員は、多くの場合少数派である

が、家族計画に関する情報やサー

唱した。これに関してはＮＧＯが

一七、数名の参加者は、女性に危

連して、あらゆる生物医学研究に

とりわけ有効であり、女性の陰核

とを勧告した。

意は達せられなかった。

女性の視点を含めるべきとの考え
ることが中絶の削減につながるであ

ビスを広範に利用できるようにな

一九、宣言の中に政府の業績を図

は一般的な同意には達しなかっ

に対し、全員の支持があった。そ

切除などの慣習の有害な影響につ

ろ基準としての機能を果たすと盛

問題をどのように扱うかについて

のような研究や新薬開発の過程か

ろうという点で意見が一致した。

いて人々に教育するように、更に

’三、とりわけＳＴＤ／ＨＩＶ感

ら女性が締め出されることが余り

一六、中絶に代わる責任あるそし

奨励されるべきであることが提唱

染防止のための殺菌剤の開発に関

にも多い。

て道徳的に受け入れられる費用効

う。また、援助提供国は、社会部

一四、多数の参加者が、生殖に関

門へのＯＤＡの割合を四％に増大

り込むことで、国会議員の有効性

し、また各国政府は、国家予算の

を更に高めることができるであろ

とが提案された。

する方法を模索するべきであるこ

社会部門への割当を二○％に増加

された。また、海外の援助提供者

た。また、家族を擁護する文化的

一八、ｌＣＰＤ以降、とりわけ予

から適宜ＮＧＯの資金を直接調達

慣習を維持・強化することを提案

算の割当を増大し、草の根の地域

が数名の参加者によって言及され

した参加者もいた。宗教が女性の

果の高い代案として、禁欲の役割

た。一部の参加者は、国会議員

多くの情報が必要であると述べ

自分自身のからだに関する管理を

すべきであることが提唱された。

ルスおよび家族計画に関するより

は、とりわけ、この問題は、技術

社会教育事業を先頭にたって進め

する権利、リブロダクティプ・ヘ

面の問題が残っているというより

否定することを容認するべきかに

ＩＣＰＰＤ

て人口と開発の分野における 以下

会議員として、国家レベルに おい

従って、アジア太平洋地域 の国

らない。

とを言明する。更に、会議の英知

の四つの重要な課題に取り組 むこ

て実践・実施されるべきであるこ

は、多様な宗教、文化、伝統の価

を結集し、地域の政治的意志を

も、個々の国の規準と法律に従っ

値が混在する地域であることを認

もって、着実に前進しなければな

類の向上を図るために、一致団結

識し、いかなる形態の行動計画

して努力する。アジア太平洋地域

はむしろ社会面に関する教育プロ

地域部会要旨

は、人口と開発の均衡を保ち、人

アジア太平洋地域の国会議員

アジア太平洋諸国
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活の質の向上に向けたグローバル

断言する。このことは、人類の生

第一に、人口、持続可能な開発
な運動の強化に大きな助けとなる

とを合意する。
および環境の関係について一般市
当作業グループの具体的な勧告

であろう。

は、地域の最も辺境の村に至るま

民の認識を構築する。この活動

報告担当者は、インドのヴィレ

が本作窒クループの議長を務めた。
ンドラ・カタリア議員が務めた。

ラテン・アメリカ

およびカリブ海諸国

の避妊法に関する研究を奨励する。

きるような価格の利用しやすい男性

＊あらゆる民族を考慮し、充足さ

れていないニーズと対象とする住

民に関する慎重な分析に基づき、

政府の人口政策が現実を反映した

発への再配分。国会議員は、平和

国際、地域、国家および地方レベ

国およびスペインの国会議員は、

こと。

含む子供の教育の予算を増加する

方において、女性ならびに女児を

＊学校教育および学校外教育の双

ものとなるように整備すること。

と話し合いによる紛争解決を要求

ルにおいて積極的な解決策の模索

ラテン・アメリカ、カリブ海諸

する。

ことが必要であると合意した。こ

を調整する議員の行動を結集する

国家資源の軍事支出から社会開

は以下のとおりである。

プログラムに対する資金の割当

女児および女性の教育、ならび

第二に、人口、開発および環境

で実施すべきである。

に、国としての支援を動員する。

に男性の性差に関する認識の強化

第三に、私たちは、政府が行動
計画の方策と勧告を実行に移すこ

＊各国政府に対し、国会ならびに

とができる法律を策定し、施行す

地方の意思決定レベルにおいて政

促す積極的な行動を保証するよ

れを実現するために、国会議員

う、奨励すること。

保健プログラムの強化。

に、より重点を置く。

第四に、最も重要なこととし

＊各国政府に対し、「女性差別撤

より、女性の政策決定への参画を
解決策を模索する委員会の設置を

境界を越えて人口と開発の問題の

廃に関する条約」をはじめとする

治過程に女性を関与させることに

推進することに合意する。更に、

に関する情報や知識を得、政治の

議員は、以下の勧告について合意

は、人口と持続可能な開発の問題

は、出生率の低下ばかりでなく、

こと。

国際協定や条約の遵守を奨励する

人口プログラムの成功の規準
生活の質の向上と改善を基盤とす

に達した。

債務返済の見直し。

るべきである。

債務国の負担を軽減するため、

るべきである。

て、行動計画に従って着手される

活動を保証し、定期的に監視する
国会議員の機構を創設、あるいは

地域レベルにおいては、行動計

改善する。
画を評価し、監視するための議員

＊国際社会が発展途上国の持続可
織や民間部門の十分な参画を得て、

能な経済成長と発展の促進に有利

と性行動を推進すること。

構築し、責任ある親としての行動

＊女性問題に関する男性の認識を

各国政府はもとより、非政府組

ることに合意した。また、行動計

なマクロ経済政策を採用すること

会議を本会議に開催する必要があ

を保証すること。

向上がこの人ロと開発の計画にお

こと。

外の財政援助の有用性を増大する

＊人口と開発の分野において国内

グループの参加を推進する同盟を

の支持を得て、適切な技術・科学

＊米川議員グループ（ｌＡＰＧ）

最後に、男女平等と女性の地位

南南協力を強化するべきである。

いて最も重要であることをあらた

や抑制を共有できるように、国際

画のさまざまな成功や失敗、障害

レベルの議員会議を開催すること

めて強調する。

る。同時に、援助にはなんら前提

・オマール国家統合・社会開発大臣

マレーシアのダトー・ナプシア

律を推進し、すべての人が購入で

＊生殖に関する権利を保障する法

創設すること。

援助提供国からの貢献を評価す

も必要である。

条件を付帯するべきでないことを

J７

一一一一□文である。

討議を行った。以下はその亘

夜に人□・開発問題について

て、国際人□・開発会議の前

関する国会議員の会議におい

カイ□に集い、人□と開発に

年九月一一一曰と四曰エジプト国

１、私達国会議員は、’九九四

会議の行動計画に対する合意

国代表に対し国際人□・開発

・開発会議に参加している各

る。従って、私達は国際人□

して、組み込む戦略を支持す

にその欠くべからざる一部と

グラムに、人□問題を統合的

ての開発計画政策およびプ□

り、そしてへルスケアの改善

ルギーと天然資源の利用であ

開発、工業生産の達成、エネ

境と調和的な持続可能な農業

あり、貧困の緩和であり、環

の質を向上させる経済活動で

すべての人にとってその生活

抑制と生産力の向上を通して、

可能な開発とは、過剰消費の

すさ（アワセス）を向上させ

と教育の質および利用のしや

に到達するように呼びかける。

２、多数な人類の文化と伝統が
一堂に会したこのカイ□会議
の開催をここに歓迎する。信

て女性の役割に対する会議の

環境、人権、社会開発、そし

Ｓ、私達は、｜連の国連主催の

要な役割を持っている。

のことに関して国会議員は重

とを志向するべきであり、こ

界の調和と協力をも尼らすこ

も、世界の指導者と人々は世

う、より広い文脈の中で扱わ

の地球の持続可能な開発とい

諸条件の改善をはたしうるこ

題ではなく、人類にとっての

単独の問題として扱いうる問

私達国会議員は、人□問題は

スを認識してきた。従って、

天然資源の間の微妙なバラン

４、世界の国会議員は、人□と

を築き上げることが必要不可

それに星づいて国際的な合意

くより広い経済政策を策定し、

発を可能にするような、新し

ある。従って、持続可能な開

厳を守るために不可欠なので

すべての人間にとってその尊

この人□・開発問題の躍決は

動が人類の将来を決定する。

るものである。人□と開発問

中で、枢要な時期にひらかれ

なければならないことを主張

欠である。

人□と持続可能な開発

る国際人□・開発会議で生み

する。人類にとっての諸条件

条、習慣が違っていだとして

出される結実の重要性をよく

の改善を図りうる地球の持続

題に対して含Ｂ私達が取る行

認識している。私達は、すべ

０

'８
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》がら問題躍決のために責任を

〉価値観および伝統を尊重しな

》を積極的に受け入れる。私達

》づけるという手法を取ること

〈うより広い枠組みの中に位置

私達は各国政府に対して広範

計画の（使用）によって予期

認識している。従って、家族

な問題）であるという事実を

にとって主要な関心事（大さ

》ダワティブ・へルスケアといＳ、私達は中絶が世界中の女性

》５、私達は、家族計画をリブ□

囲に家族計画の情報とサービ

州の文化的アイデンティティー、せざる妊娠を予防するために、

へは、すべての政府に対し自ら

スを提供することで、中絶の

あることを強く勧告する。

のでなければならないもので

知されだ基本的人権を守るも

よびプ□グラムか国際的に認

女平等と女性の地位向上のだ

従って、私達は教育こそが男

きである。そのだめには、女

と一一一一□う点からも考えられるべ

はなく世の中の仕組を変える

う観点から見られるばかりで

までの過程は、単に利益とい

女性にとって平等を獲得する

等の権利と地位を与えること

類の発展は、女性は男性と同

取り組み、政府にはそのだめ〈

かけ、私達と共に国家の優先》

私達は世界中の立法者に呼び『

を取り除くだめに関与する。｛

の法的、社会的、文化的障壁》

参加を妨げ、差別するすべて〉

よび政治的な活動を含む社会へ

私達の国に残る女性の公共お》

りえないと信じるものである。のである。そして私達自身、〉

なくもたらされることは、あ

の立法を強化することを呼び》

向上させることが必要である。課題として女性の地位向上に冊

性に自らの性に対する意識を

かけるものである。

おける目標を強く支持するも『

動計画の中に記された教育に〈

□で採択される、ＩＣＰＤ行〉

〉生殖に関する

咄もって努力することを強く勘

必要性を減らすことを呼びか

めの唯一の道であると信じる

健康と家族計画

〉告する。従って、私達自身、国
ける。

ものである。その教育は男女

差別を肯定するようなステレ

シップを考慮にいれた形での

性と女性の協力とパートナー

幼児と女性の主要な死亡原因》

治療可能な病気が夫だに早期い

の改善にも関わらず、予防、（

排除することを目的とし、男Ｂ、人類と平均余命のある程度》

オタイプ化した社会的性差を

内てまたリブ□ワワティブ・へ７，女性の地位の向上とその政

州に最大限の努力を行い、そし

治的、社会的、経済的状況そ

女性の地位を向上させること

となっている。少なくとも五｛

健康と死亡率

》民の代表として、家族計画サ
．ｌビス、情報および教育を手

『にいれるうえで、私達の国に

性の平等と

『ルスと家族計画を可能なかぎ

して健康状態を改善すること

を目的とするものであるべき

十万人の女性が妊娠に関連し『

〉存在する障害を取り除くだめ

》り広く供給できるよう支援を

は、女性にとって重要な結実

である。従って、私達はカイ

女性の地位の向上

産》行う。私達は、壷に私達の国

をも這らす。私達は更に、人
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湖（のすべての人□と開発政策お

'９

て死亡し、出生とこの妊産婦

的合意に注目し、行動計画に

重要である。

る。そしてまだ私達は、詳細

ることができる権利を支持す

プライマリーヘルスケアを得

達が、会世紀の終わりまでに

ｇ、従って、私達はすべての人

ために使用されるべきである。

および妊産婦死亡率の低減の

急に必要となっている乳幼児

べきであり、彼等にとって緊

らの社会田弱者に向けられる

にドナー国からの資金はこれ

っている。従って、資金、特

Ｓは死亡率を高める原因とな

されている。ＨＩＶ／ＡＩＤ

て呼吸器疾患のリスワにさら

人々が感染症、寄生虫病そし

おこっている。加えて多くの

び行政上の能力（資源）を有

仲介し、予算上の、人間およ

のための行動に対する支持を

在として、人々の人□と開発

人々の代表として選ばれ左存

決を実現するために、私達は

による。人□・開発問題の解

の国の中でもっている優先度

と人□政策とプ□グラムがそ

的、経済的そして文化的現実

それぞれの国の社会的、政治

れが実現できるかどうかは、

かどうかにかかっている。こ

する資源を大幅に増加できる

調達し、人□・開発問題に対

まな部門から戦略的に資源を

功と質はいかに各国がさまざ

四人□政策とプ□グラムの成

込むこと、国家の対応能力を

加、特定のグループにしぼり

る。同時に、分散化、大衆参

るように呼びかけるものであ

るだめの必要な資金を供与す

るうえで必要な活動を実施す

示された目標と目的を達成す

題の解決のだめに行動計画に

社会に対しては人□・開発問

ことを誓約する。そして国際

だめの立法を行うために働く

金を適切な規模に増加させる

プ□グラムに対する国内の資

Ⅲ、従って、私達は人□・開発

たらされるべきである。

費を削減することによっても

更に必要となる資金は、軍事

持する。人□と開発に対して

ている資源（量的目標）を支

会的、経済的そして文化的に『

特に、女性の地位を法的、社〈

可能にするだめの立法を行う。》

プ□グラムを形成することを〉

ｌ各国政府が国家人□政策と塒

を呼びかける。

べての国会議員に以下のこと》

役割を持っている。従ってすい

家政策を作るうえで、特別なく

そして政府が人類のだめの国》

心を呼び起こすうえにおいて、〉

私達の惑星に対する新しい関叶

だ国家のそして地方のそして｛

で実施するうえにおいて、ま》

ｃＰＤ行動計画を国家レベル叩

私達はカイロで採択されるＩ〈

与えられた役割という点から、卍

化、人々の代表として社会から》

記されている必要と推計され

が行動計画の中に記されだ各

利に配分する責任を受け入れ

向上させるなどの方法を取る

向上させることを目的とした》

資源の調達

国の間に横たわる健康条件と

る。私達は、国内的なおよび

ことで、現在存在している資

立法を行う。

死亡の九九・五％が途上国で

死亡の危険性の格差を減らす

国際的な財源を十分に調達す

金を効率的に使うこともまた

行動の呼びかけ

だめに働くことに誓約する。

る必要性があるとの強い国際

山

２０
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カイロ宣言

Ｉ女性に対する差別撤廃条約

る。そしてそれを支援する立

る。

各国、地域、地球レベルにお

予のない挑戦を行うだめに国家

私達はここに、このもはや猶

関与から行動へ

１国家の人Ｑ開発政策およ

ける人□と開発に関する国会

の立法者としてまだそれ以外の

ｌ各地方（サブナショナル）、

びプ□グラムを実行するため

議員の委員会を設立又は強化

部分でも、適切に私達の個人的

法を行う。

に必要な国内の資金の利用に

する。

な関与から政治的な行動へと移

を批准していない政府に対し

１１そのような政策とプログラ
ついて選挙民の支持をとりつ

ｌ世界中の人□と持続可能な

て。批准を求め、そして実施

ムを監視し、評価するだめの
ける。

１１人□政策とプログラムを実

続可能な開発に関する政策決

全体の視点から見た人□と持

‐「持続可能な開発という地球

の間の協力を促進し拡大する。

開発の分野に携わる国会議員

である。

ことを促進することを誓うもの

人々を私達の活動に加えていく

行することを誓約し、その他の

町･ﾛ｡､●･ﾏ兜

の監視を求める。

国会議員のための組織を設立

施するうえで、増加する資金

定者と一般市民の認識を高め

する。

需要に対して予算上で承認す

ＩＣＰＰＤ
ＩＣＰＤ

参加国会議員団

団長中山太郎（元外相・衆・自）
小杉隆（衆・自）

清水嘉与子（参・目）

堂本暁子（参・社）

大渕絹子（参・社）

東祥三（衆・公）

小池百合子（衆・日新）

＝以上政府代表団

桜井新（元環境相･衆･自）

松岡利勝（衆・自）

栗原博久（衆・自）

松下忠洋（衆・自）

川橋幸子（参・社）

広中和歌子（元環境相･参･公）

中西珠子（参・公）

事務局広瀬次雄

(財団法人アジア人口・開発

協会常務理事）

楠木

修（同職員）

北畑

晴代（同職員）
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1４へ

－１墾起一
｢行動計画案」を討議したメイン・コミティ

墓匿一一毎塁饅色臺

(議長席はマハラン・エジプト人
ﾄ人口・家族福祉大臣）
一毎日新聞社．
社・尾崎美千生氏提供
2２

世界人ロ会議

。Ｉ．．．‐、，．‐．．．、－．．「’．．’｜・・・．．』’．‐‐’．．一

激九

た。

し曰

問にわたり

く論議

，I

十億ドルを目途に積極的な協力を行うことを表明した。

○年までの七年間に人口・エイズ分野へのＯＤＡを総額三

述べ、具体的決意の現われとして一九九四年度から二○○

題である人口問題への取組みは、わが国の使命である」と

支持する。ＮＧＯ活動を重視するとともに、人類の重要課

六日の本会議で、「わが国は策定された新しい行動計画案を

この会議で、日本から出席した河野洋平副総理兼外相は

なった。

七億ドルで、その約一一一分の一を先進国が負担することに

人口対策に必要な資金については、二○’五年に一一百十

が実施することが大切だ」と呼びかけた。

議長のフレッド・サイ氏（ガーナ）は「行動計画は各国

行動計画は各国がギリギリの援助をして採択された。

プロダクテイブ・ヘルス、ライッについて態度を留保し、

結局、バチカン、イスラム諸国の一部が、行動計画のリ

’

口■１口■■＃銀。

力国政府代表一

が参加
ｌ‐ｌｌＩｌｌ

国連主催の「国際人ロ・開発会議」（－ＣＰＤ）は、エジ
プトの首都カイロで九月五日から十三日までの九日間、百

八十三カ国の代表、非政府組織（ＮＧＯ）から約一万五千
人が参加して開かれ、今後二十年間の人ロ政策の目標を掲
げた「行動計画」を採択した。
行動計画は「性に対し男女が平等であり、いつ、何人の
子供を産むか、という出産に関しては、女性がその決定権

を持つ」ということを基本に据え「リプロダクテイブ・へ
ルス、ライッ（性と生殖に関する健康、権利）」という新
しい概念が導入された。
会議ではバチカン（ローマ法王庁）をはじめとするカト

リック諸国と、イスラム諸国が、避妊、中絶問題をめぐっ
て宗教、倫理的な理由から反発し、環境保全を前提とした
開発問題では、途上国が「国家主権」「開発の権利」を主
張。人口の国際移動に伴う家族の呼び寄せ、移民問題では

南北間の政治論争が展開されるなど、活発な討議が行われ

2３

「

の廃棄物の排出などにより、人類は人

間活動の制約に直面しています。

私は、ここで目指すべきものは、人

口の急増が、環境破壊や資源の枯渇を

生じさせたり、消費・生産活動に深刻

な影響を及ぼしたりすることを認識

し、それらの持続可能な均衡を図るこ

険の増大などに見られるように流動的

ティヴ」を打ち出し、人口・エイズ対

本年二月に「地球規模問題イニシア

は、人口問題に積極的に取組むため、

公害車の導入、太陽光発電等再生可能

国は生産・消費パターンの見直しや低

国は人口増加率を抑えることが、先進

が固有の責任を共に負っており、途上

とだと考えます。途上国、先進国双方

で不安定な状況に置かれています。紛

策において途上国援助を大幅に拡充す

冷戦後の国際社会は、地域紛争の危

争の背景にはしばしば貧困と社会の不

技術の開発・促進を図ることが肝要と

エネルギー利用といった環境に優しい

私は、今回の世界会議は、今世紀に

思います。また、国際社会は、持続可

ることを決定しました。

を確保するためにも、経済社会問題の

開かれる最も重要な会議の一つであ

安定の問題があり、世界の安定と繁栄
解決により、紛争の根本原因を取り除

能な開発という目的を達成するため

する人口に対応するためには、世界の

り、人類がこの問題にどのように取組

一昨年のリオデジャネイロでの国連

食料の安定供給という面に着目し、持

くことが本質的に重要です。人口問題

前に立ちはだかっており、緊急の取組

環境開発会議でも、人口と持続可能な

続可能な生産性の高い農業の発展に向

に、環境保全・資源保護に配慮した協

みを必要としています。私は、この人

開発と地球環境問題の密接な関係が指

けて政策の強化に努める必要があると

んでいくのか、二十一世紀に向けての指

口問題は、経済社会問題全体に関わっ

摘されました。急激な人口増加、都市

考えます。

は、国際社会が発展する中で複雑化

ており、その取組みには基礎的保健、

への過度の人口集中、不安定な国家間

わが国は、昨年、環境への負荷が少

力を促進すべきであり、さらに、増大

教育、女性の地位向上を含んだ総合的

の人口移動、環境への負荷の大きい生

なく、持続的に発展することができる

針が定められるものと確信しています。

アプローチが必要であると考えており

産・消費パターンや技術の導入、多量

し、今や地球規模の問題として我々の

ます。こうした考えに基づき、わが国

2イ

世界人ロ会議一河野外相 寅説

致しましたが、これに沿ってこれから

は、昨年アジェンダ別行動計画も発表

本計画を策定中です。さらにわが国

定し、現在、これを具体化する環境基

社会の構築を目指した環境基本法を制

方の改善と併せ、乳児死亡率、出生率

決定が可能となり、男性の行動の在り

女性の正確な情報に基づく選択・意思

ております。このような施策により、

り、その健康保持及び増進を図ってき

は、今次会議においてこの行動計画案

計画案を支持するものであります。私

準備会合を経て策定された新しい行動

わが国は、これまで開催された各種

要であると考えます。

のこうした関係の構築は国際的にも重

一世紀に向け一体となって人口問題に

の低下等がもたらされていると考えて

リプロダクテイヴ・ヘルスとの関連

取組める環境が整うことが必要と考え

も、国連環境開発会議でも約束した環

では、エイズも人口問題の重要な地位

ます。行動計画案には、未だ合意に

が全会一致で採択され、全世界が二十

を占めていますが、この関連で先月わ

至っていない点が残っていますが、私

おります。

私は、今回の会議における主要テー

が国において「第十回国際エイズ会

は、それらの点について、参加各国

境分野のＯＤＡの強化・充実を図ると

マの一つは、リプロダクテイヴ・ヘル

議一が開催されたことも付言させてい

が、世界の人口問題の現状を認識し、

ともに、環境に優しい社会作りを進め

スであると認識しています。わが国に

ただきます。

に、思春期から妊娠、出産、子供の健

び次世代を担う子供の健康向上のため

の母子保健システムにおいて、女性及

きた他、母子健康手帳の交付など一連

り、一貫して男女平等の教育を行って

ヘルスに関する活動に力を注いでお

わが国は、このリブロダクティヴ・

のこの考え方は重要と考えます。

ら、基本的人権を尊重した人口問題へ

過程への参画を促進する等の観点か

レベルでのプロジェクトの支援を強化

国間協力においてＮＧＯによる草の根

階からの対話も含め、人口分野での二

今後とも、プロジェクトを形成する段

言ではありません。また、わが国は、

機関とは補完関係にあると言っても過

活動を展開しており、今や政府や国際

対応できないところで地域に根付いた

は、政府や国際機関が必ずしも十分に

性を強く認識しております。ＮＧＯ

わが国は、近年、ＮＧＯ活動の重要

り人口問題に深い関心を有しておりま

ねばならない国内的事情から、従来よ

進国と同様に、急速な高齢化に取組ま

遂げた国として、また最近は、他の先

より解決し、その後の経済成長を成し

人口急増に直面し、これを自助努力に

す。わが国は、第二次世界大戦直後に

体的な取組みにつき述べたいと思いま

次に、わが国の人口問題に対する具

て行く予定です。

おいては、女性の地位向上、意思決定

康についての健診・相談・指導の機会

していきたいと考えており、ＮＧＯと

す。この戦後の人口問題の解決にあ

いくことを強く訴えたいと思います。

この会議に於いて現実的対応を行って

を設け、これらを実施することによ

2５

たっては、ＮＧＯ、草の根的な地域レ

計画案の作成に貢献を行ったほか、今

を開催し、東京宣言を発表して、行動

九十億ドルの協力を表明しています。

トナーとして協議を行ってきた米国は

と考えております。私は、このわが国

ベルでの保健婦・助産婦等による家族

わが国は、人類の重要課題である人

のアピールに対し、多くの国々、国際

わが国はこれにより、米国と共に人口

スヶアの促進が重要な役割を果たした

口問題への取組みは、わが国が力を発

機関、ＮＧＯの方々が応えていただ

次会議及び同時に開催されるＮＧＯ

ことを申し上げたいと思います。人口

揮できるものであり、またその使命と

き、人口問題への取組みが世界の大き

計画の普及活動のみならず、戦前から

問題の解決に向けては、生活水準の向

考えています。その具体的な決意の現

な潮流になること強く希望するもので

・エイズという人類共通の課題に対す

上とともに、こうした地道な活動が非

れとして、政府開発援助の最大供与国

す。

フォーラムへの支援等積極的に協力を

常に大切であると考えます。わが国

であるわが国は、人口とエイズの分野

私は、この会議の成功を踏まえ、わ

の男女の教育水準の向上、母子保健に

は、平和国家として、このような経済

における途上国援助に関する「地球規

が国がこのように今後も人口問題に対

る世界的な取組みを促進して参りたい

・社会分野をはじめとする、わが国の

模問題イニシアティヴ」を本年二月に

し積極的に取組んでいくことを表明し

行っています。

得意な分野での取組みを中心として、

打ち出しました。これは、一九九四年

代表されるようにプライマリー・ヘル

その国際貢献を積極的に進めて参りた

れら分野へのＯＤＡを総額三十億ドル

て演説を終了したいと思います。

また、本会議の成功に向けわが国

を目途に積極的な協力を進めていくも

度から二○○○年度までの七年間でこ

は、本年初頭に、国連人口基金と共催

のです。これらの問題でわが国のパー

いと考えます。

で「人口問題に関する東京賢人会議」

国際
人 ロ・開発
会議
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人□、開発、環境の相互関連

策定および実施に統合されるべ

する全ての政策やプ□グラムの

国、世界レベルの開発の持続性

についての認識の高まりにつれ
きである。人□問題を経済と開

の格差を削減し、出来るだけ早

努力をしなければならない。

持続可能な成長を促進し、地球
発の戦略に統合させることは、

地球規模での人□上、社会的、

急に世界の人□の安定を達成す

で経済・社会開発や環境に関連

規模の問題を解決することの重
持続可能な成長のぺＩスを促進

経済上の急激な変化のため、家

るように各国間の協力を通じて

第１章（前文）

要性がかってないほど高まって
するばかりでなく人□問題の目

族の編成のパターンや家庭生活

第５章（家族・その役割・構成

人個人の権利、責任を十分に尊

重しつつ、人□増加・出生率・

死亡率の各国間および地域間で

努力しなければならない。
族の構成や構造が変化している。

る。この結果、多くの社会で家

は、大きな変化にみまわれてい

・構造）

を許す状況を創造するだめ、個

いる。現在、未曾有の人□増加、
的の達成に貢献することになる。

第４章（性別間の平等）

半

貧困、社会経済上の不平等・不
経済な消寶が原因で環境状態が
悪化しており、地球上の新たな

脅威の一つとなっている。

特に教育、健康・経済上の機会

な開発の達成に不可欠である。

利を盲する。各国政府の政策は、

経済上の変化から保護される権

の墓本的な単位として、社会・

適切なリブ□ダワティブ・ラ

・へルス、家族計画）

イッ、リプロダクテイブ

第７章（リブ□ダクティプ・ラ

しかし、あらゆる家族は、社会

の女性の地位の向上と改善は、

家族の多様化しているニーズを

イツ、リプロダワテイブ・へル

女性の地位の向上は持続可能

生殖活動といった分野や、必要

十分に考慮したものにならなけ

ス、プライマリー・へルスケア

第２章（原則）
施は、各国が主権に基づき、そ

不可欠な分野における意思決定

ればならない。

行動計画に含まれる勧告の実

れぞれの宗教的価値観や文化を

の能力を高めることとなり、人

とリブ□ダワティブ・へルスケ
育、職業訓練、｜雇用拡大等を通

人□の絶対数の増加のレベル

第Ｓ章（人□増加と人□の構造）

な責任を冑し、そのだめに必要

何人の子供を生むかにつき自由

アの確立、即ち安全で満足な性

第３章（人□と持続的な経済成

じ、女性を政治的、社会的、経

は、未雪盲であり、屈年の人□

生活を営みつつ、いつ、まだ、

長と持続可能な開発の相

済的なあらゆる活動の完全なパ

関関係）

な手段や情報を得られることを

申

増加は九千万人を超える。地域、

不可欠。各国政府は、女性の教

□計画の長期的な成功にとって

尊重しながら実施する。

十

＊

ートナーとなるように最大限の

人□問題は、あらゆるレベル

2７

半
半
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の格差を縮小しなければならな

途上国の女性であり、早急にこ

亡しており、そのうち九九％は、

女性が妊娠に関連する原因で死

全世界で年間およそ五十万人の

左。妊産婦死亡率においては、

尊重する一万、開発戦略が人□

仕事をするという個人の権利を

分の選択した地域社会に住み、

人□分布政策を策定する際、自

な都市化を生んでいる。政府は、

れが多くの途上国における急激

が顕著になってきているが、こ

守られるように努力されなけれ

ることを防止し、三本的人権が

しては、彼等が不当に利用され

の移民と認められない人々に関

の条件を満たさないだめに正規

設定した入国・滞在・経済活動

非合法移民、即ち受入れ国が

一尊敬できる性関係を通じて、自

一分疋らの生活が豊かになるよう
一努力するべきである。政府は、

近年、農村ｌ都市部への移動

２８
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一

い。妊娠中絶は、如何なる場合

分布に与える影響を考慮に入れ

ばならない。移民が家族を呼び

である。

ーービスの準備を確実にすること

にも家族計画の手段として促進

なければならない。

一意味する。高度な情報、医療サ
｛により、個人と夫婦が出産する

してはならない。望まない妊娠

一能力及び出生率を調整する能カ
ーを持つこと、お互いに協力的で

一早急に国や地方自治体の援助に

を防ぐことは最優先課題であり、

などに従う。

寄せる権利は子どもの権利条約

一より適切な家族計画の普及、情

中絶の必要をなくすためにあら

第旧章（国際的な人□移動）
途上国から移動する人々の数

ゆる措置を講じなければならな

い。望まない妊娠をした女性の

一報に蟇づいた選択、教育を提供
一し、経済的に入手可能なサービ
ースが利用できる状態を作り、カ

第Ⅲ章（人□問題に関する情報、

効果的な情報、教育、コミュ

は、世界全体で一億二千五百万

動によって、送り出し国及び受

ニケーション活動は、幅広い伝

ために信頼できる情報とカウン

入れ国双方にプラスの影響があ

達経路を通じて行われており、

ーウンセリングを充実させるべき

る。但し、受入れ国・送り出し

全ての性の平等、家族の責任環

教育およびコミュニケー
や地域レベルにおいて行われる。

国双方とも、経済成長を維持し、

境の重視等の概念を浸透させる

人を超え、そのおよそ半分が途

法に反しない場合の中絶は、安

持続可能な開発を促進する政策

際に重要な働きをする。人□に

セリングの提供が必要。中絶に

全なものでなければならない。

を通じ、全ての人々が、自国内

関する問題を地域・国・世界レ

ション）

第９章（人□の分布、都市化、

で生計を立てる星盤を作り、不

ベルの討議において、より多く

上国からの流出と見られる。移

人□の国内移動）

本意な出国をなくす努力は必要

関する施策や変更の決定は、国

*

申

一である。
＋

一第Ｂ章（健康と死亡）
一多くの人々が《プライマリー・

（へルスケアの恩恵を受けること

《ができるようになったことによ

一でおよそ一一十年延び、生後一年

―り、平均余命の延びは世界全体

一間の死亡率は２／Ｓ近く減少し

中
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の民衆参加を実現するために、

国家機関ならびに国際社会が、
情報技術の広範な普及と国内お

よび国家間における情報の交流

人□分野での国際協力は、過

左非政府団体の利点は正当に認

人に根ざし、政府機関と比較し

ヤンネルでは、到達が困難な人

去二十年間に成熟するにつれて

識されている。更なる政府・非

第Ⅵ章（国際協力）

協力を提供する地域共同体、Ｎ

政府団体間の相互の協力と連絡

て遂行されなければならない。

ＧＯや民間部門の組織の参加が

を促進しなければならない。

＊

各国政府は、国民の懸念を全

着実に増えている。各国は人□

いる一般大衆の、人□分野の活

力を調整する。

内外の非政府組織や民間との協

第旧章（国別行動）
ての該当する国家的開発プ□グ

動計画の策定・実施への参加を

第旧章（フォローアップ）

「国際人□・開発会議」の重

よう国内の能力を向上させるべ

ータの収集・分析を遂行できる

技術を活用し、人□に関するデ

各国は、適切な新しいデータ

二百十七億ドル（二○一五年）と

二百五億ドル（二○一○年）、

百八十五億ドル（二○○五年）、

は百七十億ドル（二○○○年）、

政策推進のだめ必要な資金総額

問題の目的や活動の具体化、実

処するには、政府と人□・開発

人□・開発問題に効果的に対

その他の関係者は、この活動プ

政府、非政府組織、国運の機関、

存することになるだろう。各国

る組織や個人の熱意に大いに依

要性は、会議の合意事項を行動

きである。生物医学上のリサー

増加。この員金調達のため、約

施を支援する民間団体（地方、

□グラムの完全なる普及に最大
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門、国際社会、その他の関係す

Ｏ

ナーシップ）

Ｏ

能力、専門知識は、十分に認識

０

中
Ｏ

に移すという、政府、非政府部

チは、より多くの人々に出生率

一一一分の一を国際援助で賄うとと

国、国際レベルの非営利団体や

０

第帽章（非政府団体とのパート

を抑制に関するより幅広い安全

もに、政府支出の社会部門に振

促進しなければならない。人□

＊

の自由化を保証しなければなら
ない。

・開発で国際協力を優先させ、

Ｏ

ラムに盛り込み、関心を示して

Ｏ

かつ効果的な現代的方法をも厄

中

限の努力をしなければならない。

０

２９

第氾章（技術と研究．および開

０

利益指向の民間部門）との広範

Ｏ

り向ける費用や、政府開発援助

Ｏ

らすのに役立ってきた。このリ

Ｏ

囲で実体のあるパートナーシッ

Ｏ

（ＯＤＡ）に占める貧困救済プ

Ｏ

サーチは、あらゆるレベルにお

Ｏ

プが必要である。まだ、多くの

Ｏ

□ジエワトの比率を高めること

Ｏ

いて使用者のニーズに合わせて

Ｏ

非政府組織が持っている経験、

Ｏ

が求められる。

Ｏ

進められると同時に、国際的に

Ｏ

されている。同時に、政府のチ
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｢行動計画」骨子
世界人ロ会議

国際人ロ・開発議員会議事務総長の桜井新氏
（ＡＦＰＰＤ議長）は８日夜、ｌＣＰＤ本会
議で次のようなステイトメントを発表し、ｌ

ＣＰＰＤの決意を表明した。

ステイトメント

｢行動計画｣を実行に

桜井新

人口と開発に関するアジア国会議員フ オーラム議長

国際人ロ・開発議員会議事務総長

私が議長を務めます、ＡＦＰＰＤ

は、この地球の人口増加と持続可能な

開発の問題の重要性を認識し、十二年

前から活動を行っております。この一

連のＡＦＰＰＤの活動をもとに、私達

は、各地域代表、人口と開発に関する

さまざまな議員活動の代表者の方々を

準備委員にお迎えし、国際人口・開発

議員会議の準備を行ってまいりました。

私共の国会議員会議は、国際人口・

開発会議に先駆け、九月の三日、四日

エジプト国カイロでエジプト・ショー

ラ・カウンスル議長ムスタファ・カ

マール・エルミー博士を議長にお迎え

し行われました。

この会議には、世界百七カ国三百名

の国会議員が参集し人口と開発に関す

る討議を行い、その討議の結果は「人

口と開発に関するカイロ宣言」として

まとめられ、採択されました。

その主要な内容がＩＣＰＤに強く反

映されるように希望いたしております。

ここに私共が、国会議員会議を行い

ましたのは、国際的な取り決めとして

の国際会議の決議が守られ、実行に移

3D

｢行動計画」を実行に

されることを望んでいるからでありま

いたします。

各国政府代表の皆様、世界中の至る

私達が忘れてはならない言葉ではない

まれてくる子供があってはならない」

私達は敬意を払っております。皆様方

いるＮＧＯの皆様方、皆様方の活動に

間を救おうとひた向きな努力を続けて

所で恵まれぬ環境の中で生きている仲

オデジャネイロで開催され、アジェン

でしょうか。現在でもどれだけ多くの

が、共に汗を流し討議を重ね作り上げ

「ただ飢えて死ぬためだけのために産

ダ虹が採択されました。そこではすべ

人達が戦争と飢えで死んでいるでしょ

る内容におおいに期待しております。

す。

ての国際的な取り決めは、地球の持続
うか。

’九九二年に国連環境開発会議がリ

可能な開発という視点から構成されな

前首相であります、福田趣夫先生が、

活動の創始者の一人であり、日本国の

世界の人口・開発に関する国会議員

ければ全く無意味であります。

国際協力や条約に加味され実行されな

の文書を作り上げてもそれがすべての

しかしながら、どんなに立派な内容

ければならないと記されていたと記憶

今回の会議の前に、次のように言われ

いると申せません。ガット・ウルグア

なことは食糧問題だ。食糧生産の環境

「桜井君、人口・開発問題で最も重要

し述べ終わります。

一層強く関与をし、支持することを申

意義を深く理解し、その実現のために

しかしながら、国際的な取り決めと

いたしております。

して決議がなされたにも関わらず、そ

ました。

イラウンドの協議では多少の議論がな

は悪化し、三十年もたたないうちに食

国会議員の我々は今こそＩＣＰＤの

れが国際間の協定に明確に反映されて

されたようですが、ほとんど影響を与

糧と人口のバランスが取れなくなる
ぞ。」

えていないようであります。

現在も地球上の人口は急激に増え続

人口と持続可能な開発という地球環

生存をかけた会議であります。私達国

けております。その一方で人類が生存

私達国会議員は、今こそ本来の使命

会議員はこのことに思いを馳せ二日間

境を維持しながらいかに人類の生存を

を果たそうではないかと積極的な関与

の会議を終わらせました。私達は今や

する地球の環境悪化は激しさを増すば

を呼びかけたのであります。私の尊敬

お互いの違いを主張し合い争っている

図るか。この度のＩＣＰＤこそ人類の

いたします故人となられましたＡＦＰ

余裕はないのであります。

かりであります。

ＰＤ創始者の佐藤隆先生の言葉を紹介

３Ｊ

カイロ会鰯終了後、記者会見す
るナフィス・サディク事務総長

壕』

ー...?.

会議の開会早々、米国記者団から同国

クされたのでは？」ｌ鬮際人口開発

「カイロ会議はバチカンにハイジャッ

の一部カトリック諸国の反発、これに

中絶）をめぐるローマ法王庁と中南米

「アポーション」（：。【ごｏご人工妊娠

た。「行動計画案」に盛り込まれた

した人がいたとしても責められまい。

会議を産婦人科の学会かなんかと誤解

の内容を知るしかない人のなかに、人口

はともかく、マスメディアだけで会議

なぜだろう。実際に会議に出席した人

3２

ム諸国の動きで「十年に一度」の世界

人口会議はまるで「中絶会議」の様相

を呈するなかで九月五日、幕をあけた。

この歴史的な国際会議の議長に選ば

れたエジプトのムバラク大統領が歓迎

の辞を兼ねた就任演説で各宗教の融合

を説き、「カイロ会議が東西、南北の

〃かけ橋“となる」ことを切望したの

も、「中絶一をめぐる紛糾で会議が不

首尾に終わることを恐れてのことであ

ろう。

今後二十年間の人口と開発に関する

指針となる「行動計画案」を討議した

メイン・コミティ（作業部会）の実質

的な議長役、一一コラス・ビーグマン副

議長（国連オランダ大使）をして―こ

の会議は”中絶会議“ではない。人口

開発会議なのだ」と嘆かせたように、

中絶問題があたかもカイロ会議の焦点

政府代表団に向けられたこの質問は、

形の上では同調するかに見えたイスラ

のような印象を内外に与えたのは一体

たちまち国際会議場内の流行語となっ

常任理事●尾崎美千生

毎日新聞社人口問題調査会

ｌカイロ会議の意味するものＩ

ｸﾞー：錘｣f醤二…iグ

新「行動計画」は人類を救うか

る。しかし、そうした形式論はさてお
した形式論はさておティブ・ヘルス、ライッ（局の胃Ｃ目⑤胃の

ローズ・アップされたというわけであ
仙たというわけであ体的方法のキーワードが「リプロダク

では残された対立点のみが不当にク
点のみが不当にク性に力をつけること）であり、その具

直前の各国マスメディアや本番の会議
フィァや本番の会議ンパワーメント」（ｅ日で◎三①局日田二女

合意が事実上できあがっており、会議
のがっており、会議る。その象徴的な表現が女性への「エ

動計画案」の九○％については各国の
わについては各国の（女性解放運動）の本格的な登場であ

語の定義やワーディングを除き、「行
イングを除き、「行人口問題への新しい「フェミニズム」

事前の意見調整で、中絶に関連する用
中絶に関連する用それはひとことで言ってしまえば、

家会議、五つの地域会議という周到な
獣会議という周到なたということができる。

三回にわたる準備会議、六分野の専門
云議、六分野の専門の軌跡のなかで、質的な転換点に立つ

つまり、ニューヨークの国連本部での
Ｉクの国連本部での年）へと継続されてきた世界人ロ会議

説明の中にもあることは事実である。
」とは事実である。府間会議となり、メキシコ二九八四

一応の答えは主催者である国運筋の
膣者である国運筋の議、ブカレスト二九七四年）から政

ているという現実に対する女性側の強烈

妊娠・出産に関する病気や事故で死亡し

護措置のない中で年間五十万人の女性が

好」の風習が根強くはびこり、十分な保

は、「男性優位社会一の中で、「男児選

責任も強調されるが、その主張の底流に

イッ」の実現にあたっては男性の協力や

ちろん「リプロダクテイブ・ヘルス、ラ

る選択権を持つという考え方である。も

をいつ、何人生むかについて自ら判断す

とを拒否し、女性が「主体」として子供

対象、つまり一客体」として扱われるこ

性が国や為政者による人口政策の単なる

第一回目の政府間会議であるブカレ

な復権意識が流れている。

議は、ローマ二九五四年）、ベオグ
九五四年）、ベオグ権利）である。これまでも開発途上国の

スト会議では、欧米先進国の人口増加

き、〃中絶論争“で象徴されるカイロ会
季徴されるカイロ会汀の巳与国、ご切性と生殖に関する健康、

ラード（一九六五年）での専門家会
年）での専門家会人口急増に対応するためには「女性の地

の限界」の影響もあって、先進工業

（ＭＩＴ）に委嘱した研究報告「成長

が米国のマサチューセッッエ科大学

し、同会議で一九七二年ローマクラブ

ギー的反論も根強く残っていた。しか

は新たな植民地主義」とのイデオロ

対抗、共産圏諸国からの「人口抑制論

大の避妊薬である」との開発優先論で

抑制論に対じ開発途上国は「開発は最

嬢輌達鶉世事離秘辨風耐欧に目芽え、米国の女性

》》鯛蝋繍鯛榴祁搬淨蝋剛》』

位」を向上させなけれ

’

しＨ１

》》事冊》》》》》》》》州》》》》》》い》弓詐
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記者会見で見解表明をする
バチカン代表団

であること

欠の要素」

すべき不可

たって考慮

すめるにあ

は開発をす

り、「人口

意識が高ま

上国の間に急増する人口に対する危機

十年前のメキシコ会議では、開発途

レスト会議）から「プログラム」（カイ

「行動計画」の原題が「プラン一（ブカ

らの後退を懸念する声も出ているが、

会議でやっとこぎつけた国際的合意か

る。人口学者の中からは、過去の人口

換が図られたという意味で画期的であ

ミクロの視点からのアプローチへの転

権、自立といった従来とは全く違った

し、カイロ会議では女性の健康、人

を軸に国際的合意が探られたのに対

の立場から経済開発と人口政策の関係

夫二回の人口会議が、主としてマクロ

が確認さ

ロ会議）と変わったことにみられるよ

が採択された。

らの主張がギリギリのところで調整さ

れ、一部修

うに、地球規模の人口問題がマクロの

家族計画

で「開発も

しい「行動計画」に激しい反発あるい

部のカトリック国、イスラム諸国が新

しかし、カイロ会議でバチカンや一

3‘

国、開発途上国、それに宗教的立場か
れた結果、初めて「世界人口行動計画」

正された

合意からミクロの実践段階に入ったの

も」の路線

は警戒心を示したのは、北欧の社会に

だというとらえ方も少くない。

が一層明確

殖に関する個人の健康や権利を主張す

源流を持つ「リプロダクテイブ・ヘル
しかし、

るあまり、カトリックやイスラム教が

に確認され

政府間会議

社会の基礎として重視されてきた「家

ス、ライッ」のコンセプトが、性や生

となった過

た。

行動計画」

「世界人口

ヴ

新「行動計画」は人類を救うか

た米国が、政府代表のゴア副大統領の

「中絶問題」は、会議の決裂を懸念し

結局、カイロ会議の焦点に浮上した

とみられる。

動計画」のロビー活動に拍車をかけた

社、平井晋ニローマ特派員）が反「行

離れ“に対する危機意識」（毎日新聞

ンについて言えば、「世界的な”教会

感が高まった結果である。特にバチカ

（ナフィス・サディク国連人口開発会

移されない限り、紙くずに過ぎない」

「各国によってこの行動計画が実行に

れた二百十七億ドルの調達をはじめ、

策として必要な資金としてはじき出さ

知数である。二○一五年までに人口対

め手になるかどうかはもちろんまだ未

刻化する人口問題にどれだけ有効な決

画」が二十一世紀へ向けてますます深

カイロで新しく採択された「行動計

いう経緯から、どこまで途上国の女性

性グループの主唱によって登場したと

まれたのではなく、欧米の先進的な女

る開発途上国の中から自然発生的に生

コンセプトが一番犠牲を強いられてい

計画」を貫くキーワード「リプロ」の

カイロ会議で新しく誕生した「行動

一石二鳥のメリットを持っている。

の途上国自身の自助努力を促す意味で

和に貢献すると同時に人口問題解決へ

開発分野に充当させることは世界の平

削減分）を人口問題を含む社会開発セ

演説を通して、「米国は中絶に関する

議事務総長）からである。その意味で

に浸透し、「男性優位社会」の中で有

ものＱ同計画は国連の慣行に基づい

国際的な権利の確立を目指してはいな

日本のイニシアティブで組織され、約

効性を発揮していくことができるか。

庭」を崩壊に導き、同棲あるいは同性

い一と姿勢を後退させ、「行動計画」

三百人の各国国会議員がカイロに集

その結果、来世紀半ばには百億人に達

クターに回すべきだとの国際世論に沿

の中でも一中絶を家族計画の手段とし

まって独自の「カイロ宣言」をまとめ

すると予測されているマクロの人口問

て「コンセンサス」（合意）とみなさ

て促進してはならない」「各国の人口政

あげた「国際人口開発議員会議」の今

題にどれだけの影響を与えていくのか。

愛を奨励し、思春期の若者たちに抑制

策は各国の宗教や文化的伝統に照ら

後の責任もまた重いといえる。特に同

「行動計画」の「前文」にうたわれた

うものである。先進国のみでなく開発

し、各国の王権のもとに実施されるべ

宣言の中で打ち出された「（人口問題

「地球家族」Ｓ旨己｝自の厨ｑ百日の）

れ、会議は予定通り九月十三日、幕を

きである」などの考えが追加されたこ

に要する）新たな資金は、特に軍事費

が平和に、豊かに暮らしていくために、

的な道徳に代わってより奔放な性的自

とで、加熱気味の「中絶論争」は潮を

からの転用が図られるべきである」と

私たちがなすべきことは多く、道程は遠

途上国が軍縮を進め、その資金を社会

引くように収拾の方向へ進んだ。最終

の提言は、東西冷戦の終えんで得られ

いと言わざるを得ない。

閉じた。

的にはバチカン及び数カ国が「行動計

る「平和の配当」（軍縮による軍事費の

由を与えることになるのではとの危機

画」に対し形式的な「留保」を行った
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の軌跡を紹介する。

グローブ・ワシントン総会

正式名称“（〕炉○ｍ因目『二①目色三．『〕巳

の二〕○の己の［巴ン鞭醜の曰亘畳》

。『のレニヨロ

開催日二九九四年二月二十八日～三

Ｒｎ一一口Ｈ

固Ｃ、Ｃ佇○、因勾匡切巴Ｐのほ○国ゴ

盟である。現在グローブは、○ト○国固

的に働きかけるための国際的な議員連

に向けて政府や国際機関等に対し積極

的、国際的に政策を提言し、その実現

ローブ）は、環境問題に関して国内

【。｝’麓匝四｝：（や旦因ゴご一同ＣｐＢの。（グ

勺員」」四ョ臼二胃国二ｍ○局頭色日愚ロ。ご

ラ下院議員、そしてＯＳＣ国固」四つ四コ

のけ○国因このレのコンスタンス・モレ

会が正式に発足した。作業部会長は、

画）が採択されると共に、人口作業部

るアクション・アジェンダ（行動計

ブ・ワシントン総会では、人口に関す

て、’九九四年二月に開かれたグロー

置することを決定した。これを受け

そのために人口に関する作業部会を設

〈人口アクション・アジェンダ要旨〉

全会一致で採択された。

アクション・アジェンダ案は無修正、

た。主な内容は以下の通り。尚、この

成、○［Ｃ匝因』眉菖として提出し

するアクション・アジェンダ案を作

ワシントン総会に向けては人口に関

館コーカスルーム

キャピトル・ラッセル上院会

開催場所叩米国ワシントンロ・○

ロのンとＯＢ○国国］昌色ロから成り、

Ａｌ股的事項
’九九四年九月五日～十三日に開催

備会、一九九四年八月二十九日～九月

一九九四年四月のカイロ会議第三回準

・カイロ会議の政府代表団に一名以上

・人口作業部会の設置

された国際人口・開発会議（カイロ会

二日のグローブ・モスクワ総会、そし

のＮＧＯ代表を含むよう各国政府に

以下、グローブ・ワシントン総会、

議）の一年前の一九九三年八月に開か

てカイロ会議におけるグローブの行動

会議に代表団を送ること

・カイロ会議第三回準備会及びカイロ

れたグローブ・東京総会においては、

いる。

の私が務めることになった。

のプロセスに積極的に参加すること、

るとの認識から、カイロ会議に向けて

環境問題と人口問題は背腹の関係にあ

Ｅ二ｌ

百十名の国会議員がメンバーとなって

地球環境国際議員連盟（○一・ヶ巳

はじめに

只性の地位向上のためのプロ

きて､亟二亘
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グローブ／国際人ロ・開発会議への歩み

欠いているｃ問題の緊急性、財政上

・行動計画案は分量が多すぎ、焦点を
るべきである。

には、「消費削減一二十年計画をつく

に焦点を当てる必要がある。具体的

可能な生産と消費のパターンの修正

決、すなわち先進国における持続不

く、先進国自身が抱える問題の解

人ロ移動」について

内的人ロ移動」、第扣章「国際的

Ⅳ第９章「人口分布、都市化と国

である。

のための資金を確保することも重要

練、教育する必要がある。また、そ

らの要求に応えるため、女性を訓

働きかける

の要請などによる優先順位の設定を

耐第７章「リブロダクティブ・ラ

を絞るべきである。

リプロダクテイブ・ヘルス（性と

イッ（性と生殖に関する権利）、

めに、ＧＬＯＢＥメンバーは当事国

の社会的・経済的状況を改善するた

・大量の人口流出が起こりそうな国々

．‐全体へのコメント

Ｂカイロ会議行動計画案について

行うことにより、特定の問題に焦点

Ⅱ第３章「人ロ、持続的経済成長

生殖に関する健康）と家族計画」

政府に対して、二国問、あるいは国

と持続可能な発展の間の相互関

・リプロダクテイブ・ヘルスはしばし

際金融機関を通じての更なる援助を

の自助努力を促すと共に、援助国の

・途上国における貧困、環境破壊、人

ば「母親の健康」の意味に解される

要請すべきである。

について

口増加の悪循環を断ち切り、開発を

が、妊娠・出産だけでなく、避妊や

・急激かつ大量の人口流出を防止する

係」について

促進するためには、女性の地位と教

中絶、性感染症など女性の健康に関

いは既存の機関の役割強化により、

育水準を上げる必要がある。

・家族計画やリプロダクテイブ・ヘル

この問題に関する情報を収集し、警

ために、ＧＬＯＢＥは国連事務総長

スに関する政策の立案、意思決定、

報を出す任務を創設し、早期警報の

わるあらゆる問題を含むものとして

・途上国への援助を唱えるだけでな

履行の全段階への女性の完全な参加

ための効果的システムを構築するこ

に対して、新たな機関の設置、ある

を確立すること及びそのための予算

とを提案すべきである。

向上のための国内的、国際的プログ

・ＧＬＯＢＥメンバーは、女性の地位

Ｃ国際協力

をつけること。

・リプロダクテイブ・ヘルスケア、性
と生殖に関する教育、基礎的へルス

ヶア等の領域において、女性の側か

3７

捉えるべきである。

鐘

●堂本暁子くどうもと､あきこ＞

東京出身。東京女子大文学部卒業。ＴＢ
Ｓディレクターとして、子供、女性Ｏ
ＤＡ問題などに取り組む。８９年、比例代
表区から初当選。現在、参澱院大蔵委
員、議員運営委員、環境特別理事。地球
環境国際議員連盟日本事務総長。｜ＵＣ
Ｎ（国際自然保瞳連盟）選任理事。

．｜九九四年一一月三日、日本と米国

も。でこ一色ごＣロ四口」Ｃ①この一○‐

ご色巨。ｐ②」ｏＣ。［の円のゴの。○口

。【ご『ゴ岸一の①届○円←ずの胄己一の『‐

のパターンやライフスタイルを修正し

ている北の諸国が、自らの生産・消費

世界の資源の七○～八○％を消費し

ラムを支援すべきである。
は、日米包括協議の中で、二○○○

ない限り、持続可能な発展は不可能で

あり、市場メカニズムや援助政策、構

で『己のロ〆勺『のご○（）ロ〕目目
開催日二九九四年四月四日～二十二

年までに合計百二十億ドル（日本三

十億ドル、米国九十億ドル）をエイ

行動計画において、この点をより明確

造調整政策等の欠陥は解消されない。

開催場所叩ニューヨーク国連本部

に打ち出すためには、Ｄ環境と消費に

［ロ

するという合意に至った。ＧＬＯＢ

堂本参加叩一九九四年四月四日～七

ズと人口の問題の解決のために拠出
Ｅメンバーは、この資金がエイズ治

ラムに対する拠出はわずか一・四％

ダクテイブ・ヘルスに関するプログ

・近年、ＯＤＡに占める人口やリプロ

配分されるよう努力すべきである。

・決定・履行の過程への参加などに

クテイブ・ヘルスヶア、政策の立案

く、女性の識字率、教育、リプロダ

おけるコンドームの普及だけでな

ペーパーをもとに交渉を行った。ま

人口移動に関するバックグラウンド・

対し、作成した行動計画への修正案や

か、各国政府やカイロ会議事務局等に

表としてステイトメントを発表したほ

が主な目的であった。私はグローブ代

定の行動計画の最終案をまとめること

最終の準備会であり、カイロで採択予

この準備会はカイロ会議に向けての

極的参加が不可欠である。このような

プログラムの全段階における女性の積

ブ・ヘルスや家族計画に関する政策・

を実現するためには、リプロダクテイ

リプログクテイブ・ヘルス／ライッ

ロダクテイブ・ライッと女性の参加

Ｂリプロダクテイブ・ヘルス／リプ

つくる必要がある。

費を減らしていくための二十年計画を

な章として独立させる、の北による消

ついての項目を広げる、あるいは新た

以下である。ＧＬＯＢＥメンバーは

た、人口、環境、女性、開発などの問

政策・プログラムにより直接影響を受

日、グローブ代表として

この数字が最低四％まで引き上げら

題に取り組むＮＧＯとの協力関係を深

療薬の開発やエイズ教育、途上国に

れるよう自国政府や地域的機関に働

ける女性との間で、女性の教育水準、

われることが肝要である。さらに、こ

態度などについて、継続的に協議が行

アヘのアクセス、出産に対する社会的

社会的・経済的地位、基本的ヘルスヶ

めた。

の脱却

Ａ先進国における大量消費経済から

正を求めた三つの領域〉

〈グローブがカイロ会議行動計画へ修

きかけるべきである。

二国際人ロ・開発会議
第三回準備会
正式名称⑭弓ご己宅旬の己胃昌（〕ご○‐

3８

ｸﾞﾛｰﾌﾞ／国際人ロ・開発会議への歩み

のような協議の必要性はリプロダク
テイブ・ヘルスや家族計画に関する予
算に十分に反映されるべきである。

Ｃ大量かつ急激な人口移動を防止す
るための地球的早期警報システム
人口の増加を縦軸とすれば人口移動
を横軸と見ることができる。これまで

□

カイロ会議第三回準備会において、

文言について、合意することができな

各国政府は行動計画案の最終的内容や

正式名称四○「Ｌｏｍ崖ヨーの目菖。。Ｐ一

かった。さらなる交渉や修正はカイロ

三グローブ・モスクワ総会

宮｝目○のロの門田］シ、ｍの白ケ｜量》

会議に持ち越されることになった。グ

の提案が会議の最終文書に盛り込まれ

ローブはカイロ会議参加を通して、そ

○円のし】〆

開催期間“一九九四年八月二十九日～
九月二日

点から、大量かつ急激な人口移動を未

ても大きな負担となる。このような観

流人国、援助国、国際機関などにとっ

は、当事者にとっても、また出身国や

人労働者の大量流人など無秩序な移動

ラスの作用を発揮するが、難民や外国

れば文化的、経済的交流を促進し、プ

の移動は、それが秩序だったものであ

急の課題になっていくであろう。人々

からの国際社会においてはますます緊

たと言える。アクション・アジェンダ

ワシントン総会と比べてさらに高かっ

多かったせいか、人口問題への関心は

ため、直接カイロ入りするメンバーが

九月五日からのカイロ会議に出席する

○口ｂ○つ巳口巨。『］色ゴロロのく（）’○℃目のロー）、

○Ｃロ『の円のロ○の。『勺四ユ」四コ〕のロ一色目色ゴ、

際人口・開発議員会議（自己一の目巴】Ｃ『一四一

出した。九月三日～四日に開かれる国

関するアクション・アジェンダ案を提

今回もＯＳ○国因」息目から人口に

がリプロダクテイブ・ライッを行使で

明確にすること、の地方の貧しい女性

関する政策における女性の役割をより

こと、のリプロダクテイブ・ヘルスに

でくくられた未確定の部分を確定する

くのすの巴言）、中絶、出生調節など括弧

関する健康（醜の目巴目二円の頁○目ｏご

会議での課題としては、Ｄ性と生殖に

画案に取り入れられなかった。カイロ

提出した女性に関する諸提案は行動計

第三回準備会において、グローブが

るよう努力するべきである。

然に防止するための地球的早期警報シ

案については、○缶○ｍ回国□の方から

きるよう具体的方策を打ち出すこと

開催場所》モスクワ、議会センター

ステムの創設を強く主張した。また、

資金問題に関する修正案が出され、こ

（性と生殖に関する充分な情報の提

は前者のみが注目されていたが、これ

このような移動の根本原因には途上国

れが入ったものが全会一致で採択され

ヶアの提供など）、などが挙げられる。

保証、無料のリプロダクテイブ・ヘルス

供、様々な避妊の方法へのアクセスを

ｉ女性について

における貧困の問題があるとの認識の

た。

Ａカイロ会議に向けて

〈アクション・アジェンダ要旨〉

もとに、人口流出が起こりそうな国に

対し早い段階で援助を行う必要がある
ことを訴えた。

3，

川人ロ移動について

ループの役割が期待されているが、国

マスメディアや研究者など様々なグ

Ｖ国会議員の役割

二点について、その強化を訴えるべき

女性や環境についてのグローブの提

会議員の役割については触れられてい

回準備会において削除されてしまっ

である。

案が行動計画にあまり取り入れられな

ない。カイロ会議に出席するグローブ

Ⅱ環境について

Ｄ環境の視点の重要性Ｉカイロ会議

かったのに対し、人口移動に関する提

メンバーは、すべての適当な措置を講

行動計画の中では、ＮＧＯや女性、

の主なテーマの一つが「持続可能な

案は、ほとんどが何らかの形で取り入

じて、人口問題の解決における国会議

た。

開発」であるにも関わらず、行動計

れられた。最も具体的提案であった早

員の役割が認識されるよう働きかける

行動計画で後退してしまった以下の

画における環境問題の取り扱いは非

期警報システムの構築も、言葉こそ使

席するグローブメンバーは、このアク

常に小さい。第三回準備会では、グ

Ⅳ資金について

ション・アジェンダの諸提案が決議文

べきである。また、九月三日～四日に

議のアジェンダ別に準ずる形になっ

一九九四年二月、日本と米国は二○

に盛り込まれるよう努力すべきであ

われなかったが、考え方は取り入れら

たからであるが、アジェンダⅢにお

○○年までに合計百二十億ドルを、人

る。

ローブの主張とは逆に、環境問題の

いて人口と環境の関係が充分に把握

口とエイズの問題の解決のために拠出

Ｂカイロ会議のフォローァップ

カイロで開催される国際人口・開発議

されているとは言えない。この関係

することに合意した。○旧○国因』：四コ

カイロ会議以降の課題は行動計画の

れたｃカイロにおいては、この考え方

は、行動計画においてさらに深めら

およびのい○国国口のシのメンバー

中に盛り込まれた様々な政策をいかに

取り扱いはさらに小さくなり、具体

れるべきである。

は、関係省庁の担当者に対し、この資

実行していくかということである。グ

員会議において、カイロ会議に対する

の先進国における大量消費の問題ｌ

金が女性の識字率、教育水準、地位の

ローブの人口作業部会もカイロ会議を

をさらに深め、具体化していく必要が

行動計画は、この問題についても大

向上、リプロダクテイブ・ヘルスヶア

もって活動を終了すべきでなく、今後

的問題への言及も削除された。これ

きく後退した。もともと盛り込まれ

などにも拠出されるよう、そしてその

も政策実現に向けて提言を行っていく

決議文が採択されるが、この会議に出

ていた消費者教育、インセンティ

ことがカイロにおいて十分に説明され

べきである。

ある。

ブ、課税、使用者料金なと、持続可

るよう、働きかけるべきである。

はこの行動計画が国連環境・開発会

能な資源の利用を促す政策は、第３

ｲ０

グローブ／国際人ロ･開発会議への歩み

ご●の。二勺。ごロ」四一一○二ｍｐｇ

正式名称皀「二の『ごｇ』Ｃ園」○：｛の『の‐

発の文脈の中での持続的経済成長」

の結果、最終的には「持続可能な開

も一持続可能な開発一を訴えた。そ

したのに対し、先進諸国はあくまで

から「持続的経済成長一のみを主張

ではほぼそのままの形で採択され

画を大きな前進を遂げたが、カイロ

備会では、この問題に関して行動計

．少ない修砿ｌカイロ会議第三回準

Ｃ人口移動

四国際人ロ・開発会議

Ｄのご①｝（）で曰の貝（』○勺□）

た。

・先進国の反発ｌ移住者の家族の

とめられたか。以下が主なポイントで

議の行動計画のなかで最終的にどうま

として主張してきたことが、カイロ会

生殖の「性一の削除、カップルや個

ー伝統・文化・宗教の尊重性と

・リプロダクテイブ・ヘルス／ライッ

ない」という文言でまとまった。

・資金問題ｌ日米が拠出を予定し

Ｄ残された問題

れた。

とまり、先進国の訴えが受け入れら

の重要性」を確認するという形でま

呼び寄せの権利について、先進国が

ある。

人の自己決定権からの「個人」の削

ている百二十億ドルの使い道は、い

・中絶についてｌ「安全でない」中

Ａ環境

除、リプロダクテイブ・ヘルスの定

まだはっきりしていない。この資金

一権利」の削除を要求した。最終的

・前文、原則の修正ｌ「環境一とい

義からの「妊娠の中断（頁の”。：昌

をどのように有効に活用していくか

絶などをめぐって女性と宗教が対立

う言葉が数カ所に挿入された。マス

一日日旨四二Ｃロ）、｜出生調節（『の門已ご

が日米にとっての今後の課題であ

には、「子どもの権利条約一から

メディアにも大きく取り上げたとお

［の、〔］一旦」・ロ）」の削除などをめぐっ

る。他の国々もカイロで採択された

し議論が紛糾、最終的には「中絶は

Ｂ女性

という言葉でまとまった。

開催期間二九九四年九月五日～十一一一
［口

開催場所ルエジプト、カイーロ

堂本参加二九九四年九月五日～六日
日本政府代表顧問として

り、このことは大変重要な意味を持

て、ここでも女性と宗教が対立。リ

行動計画実施のために、いかに資金

「家族の一体性」が引用され、「こ

つが、環境問題に具体的に言及して

プロダクテイブ・ライッを認める代

を確保し、国際協力のもとに、いか

家族計画の手段として促進すべきで

いる第三章が全く前進を見せなかっ

わりに伝統・文化・宗教の尊重を入

上記の三つの会議においてグローブ

たのは非常に残念である。

り向けていくかということを真剣に

に実効性のある援助プログラムに振
らも納得できる内容にまとまった。

れるなど、双方の妥協により、どち

・南北間の妥協Ｉ途上国が環境保
護は開発抑制につながるという論理

４Ｊ

行動計画は今後二十年間の目標を設

・政府、国際機関、ＮＧＯの協力ｌ

いて、人口と環境の関係が明確に把握

し、採択された一アジェンダⅢ」にお

発会議（地球サミット）である。しか

までもなく一九九二年の国連環境・開

いかなければならない。来る十月二十

さらに強化が必要なことを明確にして

カイロで取り上げられなかったこと、

○巴門。（カイロ以降へ）」を旗印に、

行動に移していくとともに、田の弩○コ」

模索していくべきである。

定した。これを行動に移していける

されているとは言いがたい。カイロ会

なお、日本としては、人口・エイズ

かどうかは各国政府、国際機関、そ

グローブは環境に関する国会議員連

分野での三十億ドルの資金拠出の内容

四日～二十六日には、東京で、「地球

盟であるが、環境は平和、人権、開

を具体化していかなければならない。

議においても、環境に関しては「ア

発、人口などの諸問題と切り放して考

すでに、日米協調案件として、フィリ

してＮＧＯなどがいかに協力してい

えることはできないという認識から、

ピンで二件、ケニアで四件の協力プロ

環境東京会議」が開催される。カイロ

カイロ会議は、二十年前のブカレス

これまでも様々な領域で活動してき

ジェクトが決定されているが、内容を

ジェンダ創一を参照するという形でま

ト、十年前のメキシコに続く第三回目

た。カイロ会議までの一年間は、グ

見ると、そのほとんどがエイズの予防

けるかにかかっている。カイロ会議

の国際人口会議である。その大きな特

ローブにとって、まさに「人口の一

や避妊具の配布などであり、グローブ

で深められなかった人口と環境の関係

色は、メキシコまでは人口問題を独立

年」であった。グローブの人口問題へ

が求めているような女性の教育や地位

とまり、内容的に深く踏み込んでいな

した一つの領域として議論していたの

のアプローチは、環境の視点のみにこ

向上、リプロダクテイブ・ヘルスヶア

のフォローアップのために国際的な

に対し、カイロでは人口が開発及びそ

だわらず、女性のリプロダクテイブ・

の保証など、カイロ会議の基本理念に

を議論する絶好のチャンスである。

れに関連する諸問題との関係の中で捉

ヘルスや人口移動、資金の問題など、

基づいた援助政策にはなっていないよ

いのは非常に残念である。

えられていたことである。近年、地球

カイロの行動計画で強化すべき点につ

うである。真に実効性のある援助プロ

枠組みを構築することがこれからの

規模問題の相互関係性が認識されるよ

いて、具体的提言を行った。この中の

グラムが実施されるよう、グローブと

課題である。

うになるにつれ、国際会議での議論の

数多くの提案が、行動計画に取り入れ

しても努力していくつもりである。

むすびにかえて

枠組みも複数の領域にまたがる包括的

られたことは、大変画期的である。

今後は、カイロの行動計画を実際の

なものとなってきた。

この流れを決定的にしたのは、言う

仁

リプロダクテイブ・ヘルス・ライツの時代を迎えて

リブ

卿家族計画国際協力財団理事・事務局長

にして、ミクロの問題であることが無

視され、人口という数を減らすだけの

手段として家族計画が進められると、

これが強制的、或いは押しつけととら

れ、民衆の反発を買うことになる。

家族計画思想史を眺めてみると、人

口のコントロールという考え方が社会

も多少の波乱はあったが、二十一世紀

た国連主催の「国際人口・開発会議」

九月五日エジプトのカイロで始まっ

しく「リプロダクテイブ・ヘルス、ラ

要である、との認識が確認され、新ら

の解決に女性の果たす役割が極めて重

殊に、今回の会議によって人口問題

リーやタンポン法等人為的に出生を調

から新マルサス主義が生まれ、ペッサ

けといわれる。この論文に対する論争

サスの人口論」二七九八年）がきっか

終わりに発表された、いわゆる「マル

問題として現われたのは、十八世紀の

に向かっての新「行動計画」を採択

イッ」（性と生殖に関する健康と権利）

節する技術が開発され始めた。

泰男

し、無事終了した。今後は、この行動

の概念が、共通認識として採択された

●近

計画が各国によってどのように実行さ

題を解決する為の重要な手段

人口増加というマクロの問

たのである。

と普及はヨーロッパ中に定着していっ

り去られてしまったが、避妊法の開発

異にするバースコントロール運動が、

ところが、人口抑制とは全く次元を
数や産む間隔を考えて避妊を

二十世紀初頭（一九一二年）アメリカ

訪問看護婦としてニューヨークの下

められた。

のマーガレット・サンガーによって始

行う「家族計画」は、本来的

普及がある。しかし、子供の

の一つとして「家族計画」の

や植民地政策、産業革命等によって葬

マルサスの人口論は、その後の移民
ことは、ＮＧＯの役割重視とともに画

国人局、．鰄医曰厚

画法務事会評学てて

期的な成果として評価したい。

れていくか、にある訳でそれぞれの努
力が期待される。

》

鏑》》》》』『碍緤

》礼》惑銅》》》》》鰄韓

》一一》『》』》『罹》針》祉狸罪叫》神璽年》郵椒》》

灯

'

に、避妊法の普及による女性の解放連

と貧困に苦しむ母親達の現状を救う為

町を担当していたサンガーは、子沢山

二○・』」、ヨーロッパでは「句日日］豈

てアメリカでは「国色ゴゴの（」』〕胃：‐

て、第二次世界大戦後になると主とし

含した言葉としては不適切であるとし

年前（’九七四年）から、インテグ

団）も早くからこの点を指摘し、二十

ジョィセフ（家族計画国際協力財

レーション・プロジェクト（通称ｌ

アイ

動を決意し、バースコントロール運動

Ｐ）を日本の経験にもとづく協力活動

ピー

当時のアメリカは、性に対しては極

中頃からバースコントロ１ルが言われ

日本では第一次世界大戦後の大正の

テイブ・ヘルス、ライッ」という新ら

今回のカイロ会議で、「リプロダク

としてアメリカ全土に向かって活動を

めて保守的で、この為の法律（コムス

始め、これを「産児制限」或いは「産

しい概念が世界の共通認識として取り

として、二十五の途上国で実践活動を

トック法）を盾に、政府はサンガーの

児調節」と訳して紹介され、第二次大

入れられたことは、以上のような歴史

いった。

進める運動に対し強い弾圧を加えた。

戦後の昭和二十七年頃から、ファミ

的経過からみても、新しい流れ、つま

国四二．曰、」といった一一一一口葉にかわって

しかし、アメリカの民衆、特に女性達

リープランニングを「家族計画」と訳

り産児制限から家族計画、そして更に

始めたのである。

がサンガーの運動を支持し、やがては

して以降この言葉が普及している。

て、サンガーの創めたバースコント

口の数というマクロからの発想に対し

いってみれば、新マルサス主義が人

ある。

Ｆ）の設立へとつながっていったので

九五二年国際家族計画連盟（ｌＰＰ

乱が生じてきたのである。

らの見方とミクロからの見方の中で混

画」という言葉をめぐって、マクロか

の普及が言われ始めると、「家族計

この為の人口抑制策としての家族計画

途上国の人口爆発が問題となり始め、

ところが、一九六○年代に入ると、

慨深いものがある。

に入ってきたものとして、まことに感

ロダクテイブ・ヘルス、ライッの時代

女性の視点からみた、人間中心のリプ

行っている。

これが世界的な運動にまで発展し、一

ロールは、個人つまりミクロの問題と

ンガーが最初に使ったといわれている

「四局吾○・具８』」という一一一一口葉はサ

族計画を、との声が途上国の中でも聞

プログラムに対し、もっと人間的な家

を無視したかたちで行われる家族計画

人口抑制を急ぐあまり、国民の意志

が、その後この言葉は、家庭の幸せや

かれるようになった。

して始まったとみてよい。

家族の健康といったより広い目的を包

ｲイ

イルの

"光と音に浮かびあがる”古代の顔一
カイロに隣接するギザの三大ピラミッドの第２ピラミッド“カフラ王”

(136Ｍ）と前殿のかたわらにあるスフィンクス（20Ｍ)｡週に－回、日本

フォト点描

語の解説がある。

－若くして没した“ツタンカーメン王,,の像一

第'8王朝末期の王（在位1361～52Ｂ、Ｃ、）で、政治的に著名ではないが在位９
年、’８歳で没した。

ｲ５

1922年、発見された王の墓から副葬された財宝が出て一躍世界的に有名になっ

た。（ルクソール神殿入り口で）

①ここが
スフィンクス通り
（カルナック神殿内で）
なんとなくスッキリしたこの通
りにくると甑ほついとした気持
ちになる。

②神殿が林立し祭政の
中心を物語る
立像はラメス３世、奥には大多柱
第１２王朝にはじまり、第25王朝(二
が続けられたカルナックのアメン

③カルナックは複雑な大神殿
偉大なエジプト文明を前に、どこ
惑ってしまう……。（アメン神殿 ７）弓斤ロヨ
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⑥ダム建設で
水没が免れた

゛アブシンベル神殿蝋
アブシンベル神殿（ラー・ハル・
アクティ神殿、ハトホル神殿）は

エジプト最南端、スーダンとの国

L皇ｌ１ｈＬＩｊｉＥ１Ｉ雫illi
職=＝

境地帯にあるヌビア遺跡群最大の
遺跡である。この神殿は、ラムセ
ス２世が築造した。エジプトが人
ロ増加に対応してアスワン・ハイ
・ダムを作る際、水没するところ
だった。このアブシンベル神殿を
救うためにＵＮＥＳＣＯの提唱で

募金活動が行われ、本来あった場所から１００〆－
トル以上高い場所に移築された。3000年以上前の

蕊遵

古代遺跡と現代技術との対比が見る人に感慨を抱
かせる。

、

⑦ラムセス２世は弓の名手

＃

アブシンベル神殿のレリーフ（浮き彫り）の－つ。

蕊

蕊

ラムセス２世が戦争で戦車に乗って戦っている姿

である。弓をつがえている腕は重なるようにずれ

て描かれている。このように揺れている戦車の上
でも確かな腕を持っていたと言うことを表してい

Nf曇裟騨
７

る。

⑧静寂のひととき
ナイル川の船上ホテルから望む゛サン・セット．
シーンには言葉はいらない。

⑨喰いがよくないナァー
ナイル河畔には、欧米のどこかを思わせる近代的
な帆顔．がある。
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車にはさまれ、のんびりとナイル河畔のカイロ市
内の大通りを行く観光馬車。
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ＡＰＤ
く～！ご入会のお願

｝

願いいたします。

何半、あすの人顛の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心からお

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。

ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に

これらの根源は、すべて〃人口“問題に帰結されます。

社会・維済問題も発生しています。

とがもたらす高齢化現象に伴う労働力不足や福祉費の増大など、さまざまな重大な

本などのように、これ以上子供が欲しくないという夫婦がふえている地域、このこ

ところにきています。また、人口問題では燃発的に人口の琳加を続ける地域と、日

産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放置できないギリギリの

どは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など多くの

のです。人口轍加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐採な

いま、世界各地で叫ばれている〃環境問題〃も、人口の増加が大きな根本原因な

といっても過言ではありません。

枇界人ｕの大半を占めるアジア人口の行方が、入猟生存のカギを織っている’

人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影響を及ぼします。

います。一九九三年の世界人口は五五臆人、一九九八年には六○億人を超えると推計
されております。アジアの人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。

人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となって

い
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人ロと食糧と私の研究

人口と食糧と私 の研究
二十世紀もあとわずか六年あまりと

国以上の国で、少なくとも五億人が食

されている。二○○○年には三十六カ

地面積の拡大による食糧の増産があま

耕地の減少も考えられる。従って、耕

宅や道路、工場などの建設に既存の農

〈財サント リー生物有機科学研究所〉

なった。今世紀の世界人口の急激な増

樋不足に直面するとしている。

●馬建鋒

加は、食糧問題の深刻さをもたらし

での予測を大幅に上回って、今世紀末

口白書」によると、世界の人口は今ま

た。一九九○年に出版された「世界人

二つの方法が考えられる。一つは耕地

い。｜般的に、食糧を増やすために、

ための食糧生産を考えなければならな

我々研究者としては、百億人を養う

料及び農薬の施与、潅概施設の建設な

なってくる。戦後、品種改良、化学肥

の収量をあげることが非常に重要に

り望めない。

に六十四億人に達する。また、二○五

面積の拡大である。もう一つは単位面

どによって、食糧が大きく増産され
1964年、中国湘江省寧波生まれ。
1984年、中国南京農業大学卒業。
1985年から京都大学農学部に留学。
1991年から財団法人サントリー生物有機

科学研究所研究員、現在に至る。

農学博士。

1994年度日本土壌肥料学会奨励賞受賞。

果、｜人当たりの耕地面積は、世界平

の人口は二倍以上も増加した。その結

○％程度拡大された。しかし、その間

過去四十年間、世界の耕地面積は二

し、このような現代の農業技術にも食

みてもこのような傾向にある。しか

ンぐらいまでに達している。世界的に

国平均単収（玄米表示）は、現在五ト

り三トン前後であった日本の水稲の全

こうした状況下で、単位面積当たり

○年には百億人にもなるだろうと予想

積当たりの収量の増加、即ち土地生産

た。一九四五年ごろ、ヘクタール当た

均で今世紀半ばの○・四八ヘクタール

糧増産の限度が見えはじめた。事実、

一九九四年度の「地球白書」による

から今世紀末の○・二五ヘクタールに
半減すると予想されている。今後、住

ｲリ

性の向上である。

●馬建鋒くま･けんぽう＞

るので、葉が緑色である。

〔右〕水耕栽培で育った小麦である。鉄分が充分に供給されてい
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と、小麦やコメなど穀物の単位面積当

ん枯渇してきた。

加え、肥料や資材になる資源がだんだ

そこで、新しいアプローチとして植

たりの収量が八四年を境にほとんど伸
びていない。

物を改良し、不良土壌でも生育可能な

植物を創製することである。一部の植

それでは、これからどのようにして

食糧を増やすことができるだろうか。

物が長い進化の過程で、不良環境に適

私の専門は植物栄養学である。植物

私の研究立場から見ると、生産性の低

うな土壌は多くの場合、栄養条件が不

の生育には必要不可欠の元素が十六個

応するために、生育に不利の因子を克

良なためである。いままで、これらの

ある。そのうち、炭素、水素、酸素を

い不良土壌（勺『。この臼、。】］恥）の収

土壌の生産性を高めるために、土壌を

除いて土壌中に存在している。しか

服するための機構が発達している。こ

改良するアプローチをとってきた。即

し、そのほとんどは植物に利用できる

量をあげることが一つの糸口ではない

ち、これらの土壌に、肥料や土壌改良

ような形態ではなく、不溶性の形で存

のような適応機構を明らかにし、その

資材を投与することによって、不足し

在している。特に不良土壌の場合、あ

かと思う。世界中に植物の生育が充分

ている養分を補ったり、有害の成分を

る養分が不足し、あるいはある要素が

優れた因子をバイオテクノロジの手法

抑えたりして植物の生育に好ましい環

過剰に存在しているため、植物の生育

できない士壌が多く存在している。こ

境をつくりだしてきた。しかし、この

に不都合を生じる。しかし、一部の植

で他植物へ導入することがこのアプ

ような高投入のアプローチ（四ｍ澪ｌ

物はこれらの不利の条件を克服するた

れから地球環境の変化に伴って、さら

］：貝：胃○回：）はコストが高いた

めに、あるものは根の回りの出を調整

ローチの狙いである。

め、特に発展途上国では実施しにく

したり、あるものは根から物質を分

に増大するものと予想される。このよ

い。また、環境への負担も大きいのに

5ｏ

人口と食糧と私の研究

泌したり、またあるものは根の形態を

あり、食糧の生産に大きな損失を与え

世界耕地の三分の一が鉄不足の状態に

乏症状を引き起こす。報告によると、

育に必要な鉄の量は満たされず、鉄欠

が中性以上になると、植物の健全な生

文を参照していただきたいと思う）。

て研究している（詳しい研究内容は論

どのように根に吸収されるのかについ

のように作られているのか、また鉄が

るために、主にムギネ酸類が体内でど

いる非常に巧みな鉄獲得機構を理解す

〔左〕培養液から鉄を除いて育てた小麦である。鉄分が不足して

変えたりする様々な戦略を持ってい
ている。

酸類を分泌するからである。

ようなことになりにくい。小麦の根から鉄穫得物質ムギネ

いるため、葉が黄色である。しかし、自然条件下ではこの

る。ここでは私が携わっているイネ科

る。鉄は土壌中にケイ素やアルミニウ

いため、絶えず鉄の供給を必要とす

古い葉から新しい葉への移動が出来な

が（乾物重当たり］ｇ弓日オーダ）、

変病（』『○コ：」・円。巴⑪）と称する。

り、ついには枯死する。これを鉄性黄

色または白色化し、植物の生長は止ま

写真に示しているように若い葉から黄

演じている。植物は鉄が不足すると、

にクロロフィルの合成に重要な役割を

物体内の多くの代謝活動に関与し、特

鉄は植物の必須微量元素である。植

た。現在のところ、このような機構を

種なので、ムギネ酸類と名付けられ

麦類の根から分泌されたアミノ酸の一

イネ科植物から六つ発見されており、

同じような作用をする物質が幾つかの

て、生育に必要な鉄を獲得する。現在

化した鉄を体内に運ぶすることによっ

難溶性鉄を可溶化する。その後、可溶

らの物質を根の外へ分泌し、土壌中の

レート物質）を作り出す。翌朝、これ

じると、体内で鉄を溶かす物質（鉄キ

てきた。これらの植物は鉄を不足と感

我々などの研究によって明らかになっ

を獲得できる機構を持っていることが

えば、大麦、小麦が土壌中の難溶性鉄

しかし、近年一部のイネ科植物、例

究所馬建鋒宛

財団法人サントリー生物有機科学研

大阪府三島郡島本町若山台－１－１｜

〒川

左記に論文をご請求下さい。

注酊私の研究にご興味をお持ちの方は

足の問題が起こら葱いように１．

よって、二十一世紀になっても食糧不

進んでいる。多くの研究者の努力に

面からいろいろなアプローチで研究が

たが、現在、食糧増産のために、各方

以上、私の研究背景の一端を紹介し

の創作ができるものと確信している。

入し、鉄不足土壌にも生育できる植物

い優れた鉄獲得機能をほかの植物に導

て、｜部のイネ科植物しか持っていな

今後、さらに研究が進むことによっ

植物の鉄獲得戦略の研究を一例として

ムに次いで多い元素で、平均四％存在

持っているのは一部のイネ科植物に限

植物の生育に必要な鉄の量は少ない

紹介する。

している。しかしその溶解度がきわめ

られている。
私は現在、このイネ科植物の持って

て低く、植物にとって利用できない難

溶性の形態で存在している。土壊の山
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高齢社会と人口の安定化一出生力の回 復は可能か－
●安川正彬〈明海大学教授・日本人ﾛ学会会長〉

總
､遊ぶ、

老人

鰐儒一徹繭

過程のなかで、経済が低い水準の時代

歴史の流れを考察すると、経済の発展
二十世もあとわずかを残す時の流れ

は多産多死であり、経済が高い水準に

このように、多産多死から、多産少

のなかで、今日を世紀末と見るか、そ

う。激動の二十世紀後半を体験してき

死を経て、少産少死にいたる過程を振

到達すると、多産少死を経て、少産少

た国民にとって、常に時代を前向きに

り返ると、経済発展に伴って、人口増

れとも来世紀を迎える大事な準備の年

とらえ、二十一世紀を国民の、そして

加のパターンが変わり、人口は増える

死を実現していることが考察される。

人類の希望ある吐紀にしたいと願う気

ばかりが発展ではなく、少産少死を実

間と見るか、人それぞれの見方があろ

持ちは誰しも同じであろう。

現して成熟社会に到達する。その過程

はゆるやかな人口高齢化を伴いながら

そうした二十一世紀の足音が聞こえ
ているなかで、われわれの生活は、

わが国は、いまでこそ先進国の仲間

進行する。これが西欧先進諸国が十九

めて現実のものとなる社会である。し

入りをしたが、二十世紀の初頭から後

いっそうの過密意識の高まりと、高齢

たがって、高齢社会は充実感に満ちた

発国として資本主義発展の道を歩んだ

世紀半ばから二十世紀前半にかけて経

生活が成り立つはずなのだが、それが

から、過密な人口を抱えながら独自の

社会の到来が日を追って迫ってきてい

どうも暮らしにくさのほうばかりが実

経過をたどったのである。そして今日

験した人口と経済の発展パターンで

感として伝わってくる。残念なことで

のわが国は、この狭い国土（三十七万

る。高齢社会というのは、国民生活が

ある。このようなことがなぜ起こった

平方キロメートル）に一億二千万人余

あった。

のか。ここで歴史の過去を振り返って

でに発展した。しかし、超過密の人口

の人口を抱え、経済大国といわれるま

まず、先進諸国の経験的事実として

見る必要がある。

豊かになり、少産少死が実現してはじ

蕊
裏

鰹
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密度と、その暮らしにくさのために、
ているのである。

したことのない未知の社会が待ち受け

産・育児の負担と高齢者の扶養が天秤

置き換え水準）を割り続けている。出

にかかれば、これも無理からぬことで

新たな人口問題に直面しているのが実
状である。

るということである。こうした〃量の

出生力がさらに低下する社会に直面す

増えるのはよいとして、少産によって

よって人びとの寿命が延び、高齢者が

の進行が少し行き過ぎれば、少死に

ならない基本は何かといえば、高齢化

何人の子供を生み育てるかを測ること

易く説明すれば、一人の女性が生涯に

潜在力としての出生のことで、わかり

である。出生力とは次の世代を支える

るのは、いま述べた出生力低下の問題

の課題のなかで強い関心が持たれてい

とくに最近では、将来を見通す人口

高齢化をいっそう促進することになる

続けることになる。そのことは、人口

なくピークに達したあと、下降傾向を

本の総人口は二十一世紀に入ってまも

ことは確実である。試算をすれば、日

ば、近い将来に人口が減少しはじめる

三年）と発表されて、このままが続け

新の平均子供数は一・四六児二九九

あるかもしれない。公表されている最

変化“が描きだす人口の構造変化は、

である。過密社会に人口高齢化の進

から、若年層が減り、高齢者が相対的

一一

これまでの暮らしのあり方までを変え

行、それに女性の社会進出を考えれ

そのことで、私どもが知らなければ

てしまう生活の”質の変化“をもたら

つも不幸な究極の姿を描くことになる。

確かに最近の人口動向によれば、わ

が国は世界一の長寿国といわれる豊か

な生活条件のなかで、出生力の落ち込

みが激しいとの印象をうける。その原

因を探れば、まず一番先に、女性の社

会での活躍、したがって起こる晩婚化

現象（女子の平均初婚年齢が七五年の

二十四・七歳から九一一一年には二十六・一

５３

に増え続け、やがては社会の存続さえ

推計（昭和61年安川推計)」季刊社
会保障研究２３巻号1987、他

ば、出生力が低下するのは当然だが、

（昭和53年安川推計)」三田学会雑麟
７２巻６号1979,「わが国の将来人口

すことになる。したがって、国民生活

合併号1972,「わが国の将来人ロ推計

も危ぶまれることになる。心配性の人

人ロ動態」三田学会雑臆６５巻２，３

最近は女性一人当たりの平均子供数が

計学入門」（基礎編）曰経文庫、『統計
学入門」（応用編）日経文庫他（・本
書は中国語で翻訳された）
安川正彬著・王俊生訳「通俗人ロ学舗
座」中国人民大学人ロ理輸研究所１９８２
●瞼文「明治・大正年間の人口推計と

の将来は、過去から今日までの延長線

．「やさしい人ロ学教室」擾應通信、
『人ロ学あらかると」慶懸通信、「統

はきっとそのように頭が回転して、い

済学部卒業、米国プリンストン大学、シ
カゴ大学、カリフォルニア大学留学慶庶
義塾経済学会会長、６２年英国ロンドン大
学留学。専攻、人口経済学、統計学。日
本人ロ学会会長、人ロ問題協議会代表幹
事、アジア人ロ・開発協会評職員、他
●箸121「人ロの経済学」春秋社、

減って、標準となる二・一児（人口の

明海大学経済学部教授・慶騒義塾大学名
鐵教授・経済学博士
1926年３月１０日生まれ。慶応義塾大学経

上にあるのではなく、これまでに経験

●安川正彬<やすかわ･まさあき＞

しまえば、過密社会にもろもろの暮ら

が次々に登場する。ひとことでいって

数えあげれば出生力を抑制する諸条件

・別居、過密な人口の都市集中等々、

担、住宅難、それに関連する親との同

また、子供に対する育児・教育の負

ていることである。

変化（たとえばシングル志向）が起き

男女機会均等化、それに伴う結婚観の

問えば、女性の高学歴化、雇用条件の

歳に上昇）があげられる。その内容を

うべきであろう。

力の回復を期待することは不可能とい

合された根本を改善しない限り、出生

で圧迫している諸要因を総点検し、総

から、これへの対応は国民生活を無言

荷がのしかかっての出生力低下なのだ

のうえに成り立っている経済大国の重

もっと率直にいえば、家庭生活の犠牲

檗であるべき家庭生活の過重な負担、

である。今日の出生力低下は、一家団

び水になるとは到底考えられないこと

立っても、これによって出生増加の呼

基本となる人口事情の推移をここで振

ろうか。このことを考察するために、

生力の回復を期待するのは絶望なのだ

それならば、わが国の近い将来に出

になろう。

世紀を迎えることは極めて困難なこと

真剣に認識しないと、希望ある二十一

るのが実情であろう。こうした実態を

いかかる火の粉を懸命に振り払ってい

結果が出生力低下で対応し、生活に襲

一雇用労働のあり方にも関係して、その

状を考えれば、それが単身赴任などの

り返ることにしよう。

しにくさの現れが、いま出生力の低下

に集約されたのである。

育児予算を可能な限り増額して手厚

レペルで検討されてきた。

休業制度の法制化（労働省）などが国

は保育時間の延長（厚生省）や、育児

給することにした。また育児に関して

千円を、第三子からは月額一万円を支

一年度から第一子と第二子には月額五

生省はたとえば児童手当を改訂し、九

ど、まず改善しなければならないこと

報いられるものがない現在の相続法な

家族の不幸にも妻には苦労はあっても

問題がある）、家族の世話に追われ、

られないままに（ここに一つの大きな

家庭を預かる主婦にはその地位が与え

を離れて社会に進出することであり、

の向上とは、高学歴化とともに、家庭

たとえば、今日いわゆる婦人の地位

して足並みを揃えた。そして今日経済

ともに、平均寿命の延びがこれに並行

続く一九六○年代の経済の高度成長と

とき（昭和三十年代前半）と、それに

に達し、それ以後、戦後経済の復興の

が、ようやく男女ともに五十歳の水準

後（昭和二十年代前半）に平均寿命

に見ることができる。つまり、終戦直

くの出生率・死亡率の低下傾向のなか

経過をたどると、それは戦後五十年近

わが国の人口構造が今日にいたった

い対応をするのは結構なことだが、そ

であろう。そのうえに育児・教育と直

大国といわれるまでになって、平均寿

一一一

の効果を考えればこれはすでに生まれ

接の負担が主婦に雛寄せされている現

この出生力低下を打開しようと、厚

ている子供たちに対する優遇には役
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るということは、死亡率の低下を反映

成への経過である。国民の寿命が延び

一歳）を実現した。これが”少死〃達

寿命、男子七六・二五歳、女子八二・五

命は世界一の長寿（一九九三年の平均

の日本人口は、二十一世紀に入ってま

かになり、一九九○年の一億二千万余

見通すと、人口の伸びは極度にゆるや

（死亡側）を基本にして、将来人口を

さて、この少産（出生側）と少死

口の将来像を描いてみよう。そこで日

社会をこのように理解して、日本人

集団の営みだからである。

いる。社会もまた生き物としての人間

よい雄姿を見ることができるのに似て

えられ、周囲と調和を保って再び姿の

この状態がいつまでも続くことを心

出生力の低下傾向がつけ加わる。この

もなく、’億三千万人近くでピークに

これに対して、出生のほうはどうで

配すれば、人口増加を促進する何らか

事実を将来に向かって延長していけ

して起こることだから、死亡率低下を

あろうか。一般には出生率の推移を考

の対策を立てなければならない。そう

ば、先に見てきたように、二○○五年

本人口の現状認識を明確にすれば、ま

察するのが通常の方法だが、これも観

でなければ、人口は下降の一途をたど

頃に人口が一億三千万人近くでピーク

達した後（二○○五～一○年）、ゆる

点を変えて、｜組の夫婦が持つ平均子

り、社会の存続が危ぶまれることにな

に達したあと、人口規模が下降に向き

数字で表すよりも、寿命の延びで表現

供数の推移を検討するほうが身近な考

る。計算を不幸な方向にいつまでも続

を変えることになる。そのことは国民

ず、過密社会と人口高齢化が二本の柱

察である。それは将来人口を見通すた

けることは机上では可能だが、果たし

に多大なショックを与えることにな

やかに下降傾向をたどることになる。

めには、次の世代が今の世代と置き換

て現実がそのように滅亡の道を歩むこ

る。日本の総人口が縮小の過程に入る

するほうが判りやすいであろう。

わるかどうかを見定めることが基本の

とになるだろうか。

は標準の二・一児をはるかに割りつづ

することになる。今日では平均子供数

し、それ未満ならば人口はやがて縮小

として、それを上回れば、人口は拡大

換え水準の平均子供数二・一児を標準

ている。それはあたかも大樹の枝が大

化の方向に向かって進む潜在力を持っ

の中は常に再び調和を取り戻し、安定

に調和が失われることがあっても、世

持った存在である。ある一時期、社会

世の中というものは不思議な力を

なくなるだろう。つまり国民生活に降

り方を人口の側面から熟慮せざるをえ

つめ直し、二十一世紀の国民生活のあ

験することによって、国民は将来を見

ある。そのことを現実のものとして体

ことは、過去に経験のなかったことで

である。それに長寿に達したことと、

考えだからである。それが人口の置き

けて一・四六児である。これが最近の

りかかる新たな不幸に挑戦しなければ

ならなくなる。

風で一部折れることがあっても、その
空間は、やがて新しい枝葉によって整

出生力が〃少産“の一途をたどってい
るといわれる理由である。
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る。誰もが結婚するも自由、結婚しな

さて、人生の基本は「自由」であ

いる。子供の数は夫婦によってまちま

れる夫婦もあれば、そうでない夫婦も

こうして、世の中には、子宝に恵ま

れる場合である。

いも自由である。夫婦が子供を何人待

ちである。しかし、その結果は社会全

四

つか、それも自由である。世の中が自

体を、ある方向に動かすことになる。

たとえば、最近のように女性の地位

由を尊重し、それを人生の基本に置く

のは、個人の自由な行動が社会にある

て、誰もが子供を生まなくなり、最近

子供を持たない夫婦がいるからといっ

たら果たしてどうであろうか。また、

である。出産のすべてが五つ子であっ

あり、そうした様々な姿が一般だから

の少ない子供を持つ夫婦がいるからで

方に子供を持たない夫婦や、一人二人

祝福したのは、自由尊重のかげに、他

たことがある。この珍しいニュースを

以前に五つ子が生まれて話題になっ

ということである。個人が何を選ぶの

が、社会全体としてどの方向に働くか

題なのは、自由な個人の選択と行動

変えることになる。だから、ここで問

個人の自由は、社会全体の進む方向を

少数に抑えられることになる。そして

ら、｜夫婦の平均子供数は以前よりも

制する方向に制約することになるか

生活設計は、社会全体として出生を抑

できるようになると、こうした新しい

婚はもちろんのこと、子供の数も計画

が向上し、女性の社会進出が盛んにな

のように結婚そのものに変化が起こ

も自由だが、この場合に、個人が結婚

種の好ましい調和を保つからである。

り、シングル志向が増えることがいつ

や出産行動に何を選ぶかによって、集

り、自分たちの生活設計のなかに、結

までも続くことになったら、近い将来

団としての人口はある方向に向きを変

これが社会の本来の姿である。

に社会は崩壊するだろう。それらが自

えることになる。

そこですぐに浮かぶ事例としては、

由でいられるのは、個人の自由の結果
が社会全体として好ましい調和がえら

“

高齢社会と人口の安定化

〔写真・右頁〕子供に教えなが
ら自らを確かめる－．

孫へ、という三世代が一家をなして

であったように、親から子へ、子から

本来の家庭生活とは長年の経験がそう

つのことになるだろうか。

果たして出生力が回復しうる時期はい

を持ち続けることは可能であろうか。

のだろうか。そう問われてなお、希望

えこそ、いまの若い人びとが、自ら降

一のいずれを選ぶかといえば、その答

密化を促進することであって、二者択

て、出生力を高めることは、人口の過

とって、次の世紀が決して暮らしやす

は二十一世紀の生きる彼ら彼女らに

を先取りした一つの結果である。それ

い生活への自己防衛手段であり、将来

下は、その人たちが選んだ暮らしにく

る。今日話題となっている出生力の低

確かに若い人は将来を生きる人であ

な姿とはいい難い。

ているのであって、本来あるべき健全

の現れが、このような形態を作り出し

に根ざした職場や家庭の暮らしにくさ

の輝いた活力と見るよりも、過密社会

変えてきている。これは新しい時代へ

志向が増えて、結婚さえもその形態を

若い人びとの生活の選択が、シングル

縮小化が起こった。そして今日では、

核家族が標準世帯として、家族規模の

た。それが、ごく最近では親子四人の

進することにはなるが、これを恐れて

の低下は、人口の高齢化をいっそう促

ろう。確かに、なおしばらくの出生力

まもなくの二○○五年以降のことにな

人口推計からは、二十一世紀に入って

いことであろう。そうであれば、私の

出生力低下に対する反省は起こりえな

間に余裕が出てくる現実を見なければ

本の人口規模が縮小し始めて、生活空

きがやってこよう。それにしても、日

ような環境づくりに真剣に取り組むと

会が安心して子供を生むことができる

なって初めて気がつくであろうし、社

現実に日本人口が縮小し始めるときに

ことになると思われる。その時期は、

来に向けて眼を開くのはもう少し先の

が、そのことを肌に感じて、国民が将

の調和が失われていることは事実だ

出生力低下については、いまは社会

ある。

の人びとにお願いするほかはないので

ることは、二十一世紀を担う次期世代

くになるであろうから、それを確かめ

安定する時期は二十一世紀の終わり近

道を歩むであろう。そして日本人口が

て、人口規模を縮小しながら安定化の

いから’’億人の水準に向かっ

らｌこれから逃れることはできな

結果、人口は高齢化を抱きかかえなが

うねりが二十一世紀を支配して、その

たバイオリズムにも似た出生力変動の

出生力が回復していくだろう。そうし

になるから、そのことを是正すべく、

けることは、また次の不幸を招くこと

る。しかし、この無理をいつまでも続

生力低下の道を選択しているのであ

りかかる過重な負担を回避すべく、出

（同居・別居は別として）続いてき

い社会ではないことを無意識のうちに

いては過密社会から逃れる道はない。
たんに人口高齢化の促進のみを恐れ

肌で感じとっている証拠である。
そう読み取るならば、事態は絶望な
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に功うすふぉｌらむ
ＮＧＯから初の政府代表
カイロ人口会議に樋ロ恵子さんら３人
運動家。二十二日夕、外務省で初

●人口会議閉幕ｌ主役女性…だ

●持続発展、先進国が先導…刀

●外相、ＮＧＯと積極対話…弱

●ＮＧＯから初の政府代表…兇

●エイズ感染患者七一人……刀
●教育斑が一番で少子化に…力

●エイズ、感染経路多様化…巧

●日本、世界最長寿、更新…だ

●「中絶促進でない」訴え…閉

●東京圏『初の転出超過つ…・…・沼

●人ロ抑制策巡り「和解」…Ｍ
●人ロ白書、女性意志重視…甑

●ＩＣＰＰＤ会繊開幕西：……印

●人ロ問題に女性の視点を…妬

●インドの悪習ｄダウリ……別

●人口問題に羽億ドル援助…唾

●途上国の人口増加抑制へ…髄

●働く女性急湘で旧人出産…ね

●外相、ＮＧＯと対話集会…唾

●軍縮で資金鯛達を…宣言…印

●卯億ドルの貢献使途不明…館

●人口白書、抑制方法限界…肥

●人ロ増加率、最低？一一九％…印

●女性の自立めざし熱気……団

●中絶Ｉバチカン署名せず…田

●外相、ＮＧＯにエール……印

●女性首相、中絶で火花……曲

国連では「環境や人口など地球

●中絶に悩むカトリック国…餡

●教育の重要性をアピール…錨

●過去最高の一三二万人に…弱

●百歳以上、最多雲麦三人……鋼
●高齢者、九割が生活満足…卵

●頼れます「姉さん女房」…蛇

●不法残留者八不況で減少…蛇

日本政府代表団に、正式の国際会

規模の問題解決のためには、政府

●神の領域と人間の知恵……髄

●人口抑制一二七億卜〃必要…髄

●中国、大気汚染に危機感…卯

議としては初めて非政府組織（Ｎ

とＮＧＯの協力は不可欠」との考

●地方労働者を北京が一掃…弱、

●中絶で平行線、米とバチ…“

ＧＯ）の代表三人が加わること

え方が近年、特に強調されるよう

●中絶、無条件は“力国……Ｍ

が、十九日までに内定した。政府

開かれた地球サミット（国連環境

●世銀「人口会蟻は成功」…妬

代表団メンバーとなるのは『女性

開発会議）では多くの欧米諸国か

●共通の危機で妥協・バチ…町

と健康ネットワーク」の樋口恵子

政府代表団にＮＧＯの活動家なお

教授を「学識経験者」として、政

●人ロ・ピークは一一ｓ〈年……躯

代表当市民フォーラム二○○一」

を加えたが、日本政府は受け入れ

府代表団の顧問に任命、「ＮＧＯ

になり、一九九二年、ブラジルで

の岩崎駿介事務局長、「家族計画

で開かれた人口・開発会議の準備

●外務省「ＯＤＡ主導国に」…卯

国際協力財団（ジョイセフ）の近

会合で、「女性と健康ネットワー

配慮」を示した。評判がよかった

た。

ク」の原ひろ子・お茶の水女子大

ず、国際的にも批判を浴びてい

外務省は、四月にニューヨーク

開発問題の分野で政策提言や啓発
・福祉活動をしてきた民間団体の

泰男事務局長で、いずれも人口・

●複雑化する人口問題………閉
●第三世界の女性に指針……わ

の「顔合わせ会」がもたれるｃ

もくじ

●環境破壊は人口かエ業か…犯

の国際人ロ・開発会議に参加する

来月カイロで開かれる国連主催

西函薊

５８
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ことから、今回のカイロ会議では

人の代夷団が派遣される予定だ。

総理・外匡碩を首席代表とする約四十

り込むわけにはいかないが、前向

ずか十分の代表演説にすべてを盛

で、論争に対しては判断を示さず

日本の政府としては微妙な立場

｜方、「女性の人権」を前面に

るＮＧＯの間でも中絶を女性の権

政府代表団にメンバーが入ってい

「静観の構え」だ。しかし今回、

打ち出した今回の会議のキーワー

きに検討したい一としている。

ＫＧＯの女性の視点を反映させた

代表団にあるだけでも一歩前進。

本会議で発言の機会が与えられた

見は根強いｃ今後、ＮＧＯ代表が

場合などに、政府との立場の相違

利として位置づけるべきだとの意

る健康・教育」と訳し、正確な情

をどう調整していくかが課題にな

ス」については一性と生殖に関す

報に基づく女性の選択、意思決定

りそうだ．

ド、｜リプロダクテイブ・ヘル

（朝日新聞一九九四・八・二○）

を尊重することにより、乳児死亡

は、米国などとバチカン（ローマ

しかし、それに絡んで本会議で

や環境にやさしい技術の開発促

国側でも「消費パターンの見直し

人口抑制を求めると同時に、先進

さらに河野外相は、途上国側に

外務省が同日、人口会議に参加

法王庁）との間で一番の争点とな

考えを示す。

率、出生率の低下を促進するとの

い」と語っている。

樋口恵子さんは「ＮＧＯの顔が

三人を正式メンバーとして任命す
人口問題に関しても、日本は、

る予定だ。

政府による途上国援助（ＯＤＡ）
の活用などで国際貢献が期待され

ており、カイロには、河野洋平副

ＮＧＯと積極対話へ
争点の「中絶」には触れず
で開かれる国

する国内ＮＧＯ代表らを招いて開

進一に努力することを表明する方

来月カイロ

際人口・開発

針だ・

（朝日新聞一九九四・八・二六）

斬聯刷勵。。「中絶ョ促。進ョでな■い」Ｔ・

堕胎罪や優生保護法が存在する

については、触れない見込みだ。

る「安全な人工妊娠中絶」を一女

「軍縮によって生み出される資

性の権利」として認めるかどうか

金を人口問題に使うという姿勢を

いた説明会では、河野演説に対す

・外相Ⅱ似顔絵－の代表演説の概

首席代表を務める河野洋平副総理

示すべきだ」（アジア人口・開発協

る”注文“が続出した。

要を二十五日、外務省が国内の非

会議で、日本

政府組織（ＮＧＯ）代表との会合

のようにＯＤＡを通して行う方針

会の広瀬次雄・常務理事）、「米国

政府代表団の

で明らかにした。公式の国際会議

ス・サディク事務局長は、ＩＣＰ

演説をした国連人口基金のナフィ

（■二行動計・画・案口に（い理解訴曰え
【カイロ３日Ⅱ森本美紀】五日

Ｄ行動計画案が「中絶を奨励す

ム二○○一の岩崎駿介・事務局

・開発会議（ＩＣＰＤ）に先立つ

から開かれる国連主催の国際人ロ

をうち出すべきだ」（市民フォーラ

国際会議本会議での政府代表演

の批判を浴びていることについ

る」などとしてイスラム勢力から

としては初めてＮＧＯ代表を政府

説の内容を事前にＮＧＯに説明

ロ市内のホテルで始まった。基調

各国議員による会議が三日、カイ

代表団員に加えたこともあって、

し、意見を求めたのは「おそらく

長）などだ。

で要望の強かった「プロジェクト

初めてのこと」（外務省）で、「わ

「政府とＮＧＯの協力強化」を強

設計段階からのＮＧＯとの対話」

調、政府の途上国援助（ＯＤＡ）

を重視する文言が盛り込まれる。

５９

■闘甜

■闘証

とするものではない。危険な中絶

て、「中絶を主張したり促進しよう

前環境庁長官、世界保健機関（Ｗ

ア議員フォーラム議長の桜井新・
れた。

案に沿ったテーマで議論が進めら

族計画」などｌＣＰＤの行動計画

地域別部会を開き、共同宣言を採

洋、③欧州・北米、④中南米‐の

フリカ・中東、②アジア・太平

・開発議員会議が三日、カイロで

前の地球人口抑制を図る国際人口

て四月にニューヨークで第一回準

国の日本が世界の議会に呼びかけ

一方、国連主催の国際人ロ・開

備会議を開き、軌道に乗せた。

人の地球人口は二○五○年には百

カイロで開幕する。現在五十六億

億人を突破すると予想され、抑制

発会議は五日から八日間の日程で
議員会議では、①性の平等と女

策の早期実現が迫られている。

とはできない。政策立法、予算配

性の地位向上、②家族計画、③賃

（産経新聞一九九四・九・四）

会議で提案される予定。

日本の主張も反映

「軍縮で資金調達を…」

策を討議する。翌四日には、①ァ

金の調達－などを各分科会で具体

分を働きかけよう」と提唱した。

が、議会の協力なしに実現するこ

までの人口抑制行動計画を決める

択する。議員会議は人口抑制先進

いさつ。「性の平等と女性の地位

ＨＯ）事務局長の中嶋宏氏らがあ

口問題についての啓発活動など具

【カイロ４日Ⅱ森本美紀】国際

女性の地位向上三資金の調達」の

計画言健康と死亡率罠男女平等と

宣言は、「人口と持続可能な開
採択し、閉会した。宣言では、日

五項目からなり、国民の代表であ

発二性と生殖に関する健康と家族
本議員からの声も反映し、一人口

る各国の立法府議員としての行動

による会議は四日、カイロ宣言を

問題を解決するための資金は、軍

人口・開発会議に先立つ各国議員

議員会議には百七カ国、約三百

事費削減によって生み出されるべ

して実現したもので、国連主催の

人の議員が参加した。日本からは

本会議で採択される行動計画の実

中山太郎、堂本暁子、小池百合子

を呼びかけている。

会議には百カ国以上約三百人の

長に、堂本暁子・参議院議員、小

にはない独自の視点を打ち出して

きだ」など、本会議の行動計画案

桜井新議長は「国連は二○一五年

懇談会会長の中山太郎代議士を団

池百合子代議士ら十五人が出席し

の各衆参両院議員ら十五人が大挙

開会式では、サディク事務局長

達」の項目。「人口と開発問題の

軍縮に触れたのは「資金の調
して出席した。設立準備委員会の

に続き、人口と開発に関するァジ

いるのが特徴だ。宣言は九日の本

た。

国会議員が参加。日本からは超党

開幕した。日本が中心となり提唱

（朝日新聞一九九四・九・四）

を減らすことを訴えている」と理
向上三性と生殖に関する権利と家

解を求めた。
同事務局長は、「中絶について

大きな議論を呼んでいる」と前置
きしたうえで、「（行動計画案は）
安全でない中絶によって起こる母

体の危険をなくすためのサービス
を提供しようと述べている。道徳
的、倫理的な面から反対する人が
また、「持続的な経済成長と持

いるだろうか」と問いかけた。

あらゆる分野で百パーセント参加

107国300人が参加

現をめざす。

議員宣言

開幕

【カイロ３日－塩塚保】爆発寸

国際人ロ･開発議員会議

派議員でつくる国際人ロ問題議員

体的な行動を示すよう求めた。

■顕届■

続可能な開発のためには、女性が

する権利が必要だ」と、女性の地

家族計画など討議

計画実現のための政策立案や、人

位向上を強調。国会議員が、行動

函工
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て行われるべきだ」などとしてい

によって生み出された資金によっ

は、｜それに関する情報や教育を

と生殖に関する健康）｜について

「リプロダクテイブ・ヘルス（性

行動計画案で焦点となっている

るナフィス・サディク女史は数多

国連人口会議の事務局長を務め

な拍手を浴びた。

ディーを奏でよう」と訴え、盛大

のために、調和のとれたメロ

長ら日本のＫＧＯからは一外相の

ラム二○○一」の岩崎駿介事務局

を持った。参加した「市民フォー

を訪れ、約三十分ながら対話の場

洋平副総理・外相が日本のＮＧＯ

意見を反映したものだ。

る。当初、日本からは「軍事費の

べきだ。演説に、リプロダクテイ

演説は世界に向かって英語でやる

ために必要な資金は、とくに軍縮

○・五％の削減」という数値目標

で観念的になることから救ってく

くのＮＧＯの参加を、「会議が不毛

ブ・ヘルス（性と生殖に関する健

のを取り除かなくてはならない」

れる」と絶賛、｜これほど意欲的で

の注文も出たが、ＮＧＯ側が再三

康）の言葉が入っていない」など

受けるのに障害となるすべてのも

よく組織されたＮＧＯが国連の会

が出されたが、エジプトの反対で
と表明。中絶については、「各国

議にかかわってきたのは初めて」

削除されたという。

また、「人口と持続可能な開
政府に中絶を必要とする状態を改

（カイロⅡ山田康昭）
（日本経済新聞夕刊
九九四・九・五）

見える」と、これまで政府がＮＧ

ＧＯだからこそ、等身大の世界が

トワーク」の樋口恵子代表は「Ｎ

これに対し、「女性と健康ネッ

た。

の協力が必要」とエールを送っ

では効果が上げられない。お互い

が同じでは意味がないし、正反対

ＮＧＯに「政府とＮＧＯは、立場

クタイで姿を現した河野外相は、

ＧＯをシャットアウト。背広にネ

約百人収容の会場は、海外の刃

やかな雰囲気で滑り出した。

求めてきた直接対話は、まずは和

善するよう求める」としている。

府代表と緊密な協力関係を築く

と声を震わせた。

発」の項目では、「環境との調

（朝日新聞一九九四・九・五）

和」を強調。地球的規模からの視
点を盛り込んだのも、日本からの

「女性自立」めざし熱気

世界各国の二千団体、約一万人

ケースが目立ち、参加者の数も政

ｌこちらは宗教色排除１１

が集う国連の国際人ロ開発会議・

今回ＮＧＯフォーラムの議長を

府代表の百六十カ国、二千五百人

務めるのは国際婦人医療協会の会

非政府機関（ＮＧＯ）フォーラム

た。中絶の是非をめぐる宗教論争

表による本会議に先立ち開幕し

長でもあるフローレンス・マン

ＮＧＯ（非政府組織）はパート

で揺れる本会議をよそに、女性の

ナー。カイロで開催中の国際人口

Ｏを避けがちだったことに対する

の色を持った人々の人種差別、部

【カイロ６日Ⅱ尾崎敦】政府と
族主義、あらゆる種類の抑圧に反

ライッ（権利ごが、演説から外

権を認める『リプロダクテイブ・

参加者から「女性の避妊、中絶

不満をのぞかせた。

第三回となるカイロの人口会議

フォーラム会場に六日午前、河野

「さまざまな国へ宗教、文化、肌

河野外相がエール
開発会議（ｌＣＰＤ）のＮＧＯ

グーュ女史。開幕のあいさつでは

初顔合わせ
かな人生の実現という共通の目標

が会場にこだまし、新たな時代を

ＮＧＯはﾊﾟートナー
対するためにここに集まった。豊

告げる熱気に包まれた。

■闘甜

は、これまでの会議に比べＮＧＯ

健康、抑圧からの解放を訴える声

を大きく上回った。

フォーラム

が四日、カイロで、五日の政府代

ＮＧＯ

が政府代表を兼ねるケースや、政

６Ｊ

■闘甜

れている」との不満の声が出る
具体的な話はなかったが、初顔合
たこと自体に意義がある」と評価

わせとしては上々。この場を持つ

（毎日新聞一九九四・九・七）

した。

と、河野外相は「早速、厚生省な

Ｏの草の根運動への古樗（を来年度か

どと議論したい一。さらに一ＮＧ

岩崎事務局長は「これといって

ら倍増したい」と締めくくった。

人口問題に積極貢献

一積極的参加

姿勢が重要一

十分できなかった苦い経験があ

る」と述べ、「今回の会議では、

ＮＧＯの積極的な参加姿勢が重要

だ」と切り出した。

これに対し、「女性と健康ネッ

トワーク」代表の樋口恵子さんは

一女性の人生と健康にかかわる問

題の政策決定には、女性を六割以

ム勢力やローマ法王庁が人工妊娠

外相と日本のＮＧＯ（民間活動団

れているカイロで六日、河野洋平

を評価した上で、ＯＤＡ（政府開

席上、河野外相は、草の根活動

調した。

上参画させていただきたい」と強

【カイロ６日Ⅱ塩塚保】カイロ

発援助）のうちのＮＧＯ援助を六

至っていない点に現実的対応を

については「参加各国が合意に

メンバーが待つ会場へ。まず「二

六十人のほとんどが女性のＮＧＯ

ゴア副大統領との会見を終え、約

今回の会議には、日本から十六団

表明した。

’八割増額する用意があることも

体）との対話集会が実現した。

副総理・外相は本会議で、急激な

行っていくよう訴えたい」と述べ

体百七人のＮＧＯが参加している。

など地球規模の深刻な問題を引き

（読売新聞一九九四・九・七）
地球の人口は現在五十六億人に

【カイロ６日Ⅱ石川貴章、尾崎

ていない」と追及され、外務省幹

うとしたが、逆に「実情が分かっ

実情無視の援助で『帥億ドル」使途不明

分かってないナ「貢献」日本

年前の地球サミットには、国会が

生産・消費パターンを見直すこと

達し、二○五○年には百億人を超

難しい状態で政府としての対応が

が必要だ」と訴えた。また限界を

えると予想される。しかし、人口

るにとどまり、具体的な言及を避

超えようとする地球人口抑制とエ

抑制策と宗教の調和は困難で国際

けた。

イズ問題の解決に向けて二○○○

人口・開発会議は紛糾している。

国は人口増加率を抑え、先進国は

年までに三十億ドルの援助を行う

敦】カイロで開催中の「国際人ロ

民高等弁務官も同日、記者会見で

部はタジタジ。緒方貞子・国連難

（産経新聞一九九四・九・七）

日程は十三日まで。

の人口問題への積極的な貢献ぶり

「欲しいのは日本『国』だけでな

開発会議」で外務省は六日、日本
を外国人記者向けにアビールしよ

「行動計画」案についても日本の

支持を表明した。しかし、イスラ

年間の人口抑制政策の指針となる

また、二○一五年まで今後二十

方針を表明した。

田圃函

起こしていることを指摘、「途上

人口増加が環境破壊や資源の枯渇

この日、河野外相はアメリカの

ている一性と生殖に関する権利」

中絶容認につながるとして反対し

の「国際人口・開発会議」が開か

【カイロ６日Ⅱ永峰好美】国連

外相､ＮＧＯ
と対話集会

で開幕した国連主催の国際人口・

河野外相別億ドルの援助表明

遍囮

開発会議二日目の六日、河野洋平

■闘甜
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助」と語り、一顔のない日本の援

く、血の通った日本『人』の援
の目玉としてコンドームの大量配

を途上国に援助する」と語り、そ

口・エイズ対策として三十億ドル

金援助に頼る日本政府の姿勢を皮

物資援助では意味がない」と、資

スピリンがない。実情を無視した

余っているのに病院に風邪薬、ア

え、会見を打ち切った。

入れている」とやや的外れに答

かし同部長は「女性の教育に力を

一方、この日の演説の中で「人

布を挙げた。これに異論をぶつけ

という膨大な額の使い道を聞いた

英国人女性記者は「三十億ドル

金銭的貢献は評価するが、人とし

か」との記者団の質問に一日本の

の記者会見で「日本は何をすべき

と述べた緒方高等弁務官は演説後

口圧力は難民の国境移動を促す」

のに、答えが返ってこない。公式

肉った。

助」がカイロでもやり玉に上げら

フォーチューン・ヌクブさん。

たのがジンバブエのラジオ記者、

れた形だ。

会見はまず、外務省担当者が
｜ケニアでは、コンドームが

「わが国は日米包括経済協議での
合意を踏まえ、今後七年間に、人

会見なのに」と不満げだった。

一方、バチカン代表団は同日声

子化が問題なのでは」と質問。し

前列にいた男性記者が「日本は少

は同日、「我々は合意できる文書

ただバチカンのスポークスマン

中絶の権利をめぐる両者の対照的

が、波紋を広げている。人工妊娠

国際人口開発会議で行った演説

性首相がカイロで開催中の国連の

ノルウェー、パキスタンの両女

の「非犯罪化」が最低限必要だと

さらすことになる」として、中絶

ると、女性の生命と健康を危険に

が非合法だったり厳しく制限され

絶をなくすことはできない。中絶

相は五日の全体会議演説で、「中

女性首相、中絶めぐり火花

一九九四・九・七）

（毎日新聞夕刊

てもっと関心を示してほしい」と

明を出し、「行動計画案には多く

「バチカン署名せず」

【カイロ６日Ⅱ刀祢館久雄】国

語り、金に頼りがちな日本の援助

連の国際人ロ開発会議に出席中の

の前向きな要素が含まれている

高野幸二郎・国際社会協力部長

ゴァ米副大統領は六日、カイロで

が、いくつかの分野は支持できな

が「日本の人口は安定化を成し遂

記者団に対し、カトリックの総本

い」と表明した。反対する項目と

の在り方に注文を付けた。

山であるバチカン（ローマ法王

一部の表現の不適切さ③若者に事

して、①人工中絶②家族に関する

げた」と説明したのを受けて、最

庁）は同会議が採択する予定の行

米副大統領が見通しを語る

動計画に署名しないとの見方を示

る点ｌなどをあげた．

実上、自由な性生活を奨励してい

ノルウェー脂。ハキスタン

て、人工妊娠中絶や同性愛、婚外

した。バチカンは行動計画につい

づくりのために会議に来た」と述

訴えた。

大幅な修正を要求している。

交渉を容認する内容だと主張し、

ゴア副大統領は、バチカンの人

スラム教徒から絶賛され、会議の

な主張は、それぞれ女性団体やイ

部地元のエジプト紙はイスラム教

演説を拍手喝さいで迎えたが、｜

欧米の女性人権活動家らはこの

べ、最終的な姿勢がどうなるかは

ノルウェーのブルントラント首

ている。

論戦を活発化させる役割を果たし

明らかにしなかった。

一九九四・九・七）

（日本経済新聞夕刊

口会議代表団と会談した後にこの

■忠君

見通しを明らかにした。同副大統
領はバチカン代表団に米政府の考
え方を説明し理解を求めたが、な
おミゾは深いものと見られる。

6３

■忠沼

￣￣

攻撃。こうした反応に同首相は六

の価値観を汚すものとして厳しく

際的な中絶の権利は求めない」と

会談、「各国の主権を尊重し、国

表団とカイロ市内のホテルで直接

ぐって対立しているバチカンの代

う」との見通しを述べた。

計画案に署名することはないだろ

カンが（会議で採択予定の）行動

ゴア副大統領は記者団に「バチ

の生命の危険以外は認めていない

ンなど四十五カ国、一六％・妊婦

ツ、韓国、エジプト、アルゼンチ

異常などで許可しているのはドイ

まだった。

「無条件」は必・・力国
制限厳しい南十米、中東

対し、カトリック、イスラム教国

中絶容認が多い西ヨーロッパに

五十カ国、二三％に上っている。

リピン、イラン、インドネシアなど

国はブラジル、コロンビア、フィ

妊婦の健康上の問題や、胎児の

ら反対する声も根強い。

日、｜私は中絶の非犯罪化といっ

するクリントン政権の立場を説明

は依然根強く、会談は平行線のま

ただけで、国際的に合法化しろと

した。しかし、バチカン側の反発

一方、今回の会議に参加したイ

は言っていない」と反論した。

スラム教国で唯一の女性政府代表
となったプット・パキスタン首相

は、人工中絶に原則として反対す

ると演説で表明。イスラム教の教

理研究の中心的存在であるカイロ

フリカでは、チュニジア（無条件

制限が厳しい。人口急増地域のア

が大半を占める南米、中東諸国は
日本家族計画連盟などが人口百

許可）を除いて、何らかの形で中

由」．各国の現状を見るｌ・

で開催中の国際人口開発会議は、

万人以上の主要国百四十八カ国を

【カイロ７日Ⅱ尾崎敦】カイロ

国の姿勢を明確にした素晴らしい

対象に調べたところ、女性が希望

絶が規制されている。

妊娠、出産について女性が決定権

めているのはアメリカ、フラン

すれば「無条件」で妊娠中絶を認

張するアメリカなどと「宗教上も

て「妊娠中絶も女性の権利」と主

いる。しかし、この解釈をめぐっ

ている。ただ、手術可能な妊娠週数

国。人口比で全体の四○％を占め

ス、ロシア、中国など四十四カ

手術」を受けて死亡する女性は、年

規制されている国で「やみの堕胎

五十万人に上り、このうち中絶が

よって死亡する女性は世界で年間

画にどう位置付けるか、まだ結論

絶」を最終日に採択予定の行動計

ム圏諸国が鋭く対立している。「中

一％。このうち、「社会的理由」

インドなど九カ国で、人口比は二

のはイギリス、オーストラリア、

由」を中絶の許可条件にしている

なりの差があることも無視できぽい。

い」のほか、各国の法的付漕行けにか

する背景には、再示教上の見解の違

間六万人（世界銀行推計）という。

は出ていない。日本は、優生保護

の中には、「レイプ」のほか「親

日本と同様に「社会、経済的理

は、数カ月の幅でばらつきがある。

【カイロ７日Ⅱ河野俊史】国連

法で「健康上の問題や経済・社会

（毎日新聞一九九四・九・八）

会議で、中絶の扱いに議論が集中

主催の国際人口開発会議（ＩＣＰ

族に遺伝性の疾患がある場合」（日

カンなどカトリック勢力・イスラ

中絶は認められない」というバチ

国連によると、妊娠と出産に

ス、ライッ’（性と生殖に関する健

を持つ「リプロダクテイブ・ヘル

（カイロⅡ刀祢館久雄）
一九九四・九・七）

（日本経済新聞夕刊

康、権利）がキーワードとなって

演説だ」と高く評価した。

のアズハル大学は、「イスラム教

■起駈
的理由がある場合」に認めるのが

ﾊﾞﾁｶﾝ側が会談

Ｄ）に出席中のゴア米副大統領は

ｺﾞｱ副;た統領ど

本）も含まれ、人権尊重の視点か

､平行線

建前だが、実質的には「ほぼ自

中絶めぐり

六日、人工中絶の取り扱いをめ

涙ｮ、Ⅱ■

“
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【カイロ７日Ⅱ河野俊史】国連

人口基金の親善大使を務める女優
のジェーン・フォンダさんが七
日、カイロの国際人口開発会議で

講演、教育の重要性や大量消費の

見直しを強調し、「今こそ、ギア
を入れ替えるとき」と訴えた。

消費の見直しを一と力をこめた。

一先進国は次の世代のために大量

べて連関していることを指摘、

発問題と人口問題、女性問題がす

なる」とキッパリ。

ば、そもそも中絶なんて必要なく

を受け、女性の権利が確立されれ

る一方、「少女たちが十分な教育

ン米政権の政策を支持すると答え

ことには反対せず、沈黙を守った

絶を「女性の権利一と位置付ける

国際人□開発会議では、同国は中

かし、五日からカイロで始まった

のほかは法律で禁止している。し

中絶問題ではカトリックの総本

ままだ。

ロ二世が「家族の価値をおとしめ

山であるバチカンのヨハネ・パウ

めるポーランドのワレサ大統領も

じくカトリック信者が大多数を占

る性行為を促す一と強く反発。同

伝えてほしい」と報道陣にハッパ

（毎日新聞一九九四・九・八）

をかけた。

議）で起きていることを、世界に

最後に「この場所（カイロ会

ジェスチャーをまじえた二十分余

りの”熱演“に会場からは大きな

拍手がわいた。
人工中絶についての意見を聞か
れたフォンダさんは「安全、合法
かつ、まれ（例外的）な中絶」を

女性の権利として認めるクリント

「倫理的な配慮に重点をおくべき

だ」と批判し、会議で採択する行

動計画でなんらかの修正を求める

グラフに示したカトリック人口

構えだ。

は世界一のカトリック大国だ。こ

の多い十カ国のうち、中絶を法律

中絶に悩む
カトリック大国

カトリック教徒が日本の人口よ

のため人工妊娠中絶は特殊な例外

替わろうとしている。ほかのカト

来の問題から中絶の是非論にすり

教国も中絶に反対、人口会議は本

う。カトリックに加え、イスラム

を中心に年間二十五万人程度とい

法の中絶による死亡者は、中南米

実態だ。医療関係者によると非合

の人工中絶がはびこっているのが

止しているとはいっても、非合法

フィリピンなど。しかし法律で禁

で禁止しているのは中南米の国と

り多い約一億三千万人。ブラジル

ンドア

人権活動家として知られるフォ
ンダさんは、各国か；集まった非

政府組織（ＮＧＯ）代表や報道陣
を前に「この会議は意義深くて、
とてもユニーク」とエールを送っ

の教育機会の確保がいかに大切か

た後、人口問題解決のために女性

を体験談を踏まえてアピール。文
化や宗教の違いを尊重しながら、

(出典)カトリック・アルマナック92年版

Ｊ・フオンダさん、熱演．

女性と子供の権利の確立に向けた

瀞Ｈ

をアピール

フォンダさんはまた、環境・開

`卜鐘ｉｉ１ｌｉｉｉｉｉ璽勵露１１:》i､』L‘

教育の重要性

行動を呼び掛けた。
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国別のカトリック人ロ
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会議の行方を占うカギになりそう

リック国がどんな態度を示すかが
（日本経済新聞一九九四・九・八）

だ。

一一○一五年に二一七億ドル必要
１百は先進国が援助

｢神の｡領域」と
｢人間の知恵｣

社説＝国際己人口・

開発会議について

ドルに達すると予測して、こうし

が二○一五年には年間二百十七億

十五億ドル、二○’○年は二百五

百七十億ドル、二○○五年は百八

の夜明けに出版された。

口論」は、十八世紀末、資本主義

道徳的批判を浴びながら、産児制

限という人間の知恵を熱心に提唱

する。

十三日閉幕のエジプト・カイロ

での「国際人ロ開発会議」の主潮

流は、二世紀の歳月を越えて同じ

カトリックやイスラムの信仰を

論議の繰り返しにも思えた。

軸にする人工中絶「反対派」と、

基本的に女性の権利とする一容認

「汝、殺すなかれ。すでに生まれ

なんじ

派」の衝突である。

を最終案に盛り込むかどうかの合

応の数字が示されていたが、それ

術級数的にしか増加しない一を提

何級数的に増加するが、食料は算

に尊重しようとする人権派とは、

厳格な信仰と、女性の性を最大限

に及ぼす一切の人の手を拒否する

たものと同じく胎児も」と、生命

で開かれている国際人ロ・開発会

際協力でまか』ようことで、カイロ

したＣ「行動計画」の最終案に盛り

の約三分の一は、先進工業国の直

今回の合意内容では、このうち

は、いずれ人類は行き詰まる暗い

るのに、二、三、四の増え方で

で否定できるのか。その点ではカ

だが、避妊具による家族計画ま

共存できそうにもないｃ

意はできていなかった。

込まれ、来週の会議終了までに本

予言だ。

ない。現に家族計画を進めるイス

トリックもイスラムも一枚岩では
ど、何らかの国際協力で負担す

接援助や国際機関からの援助な

形となり、先進工業国に負担を求

発途上国が人口抑制策を迫られる

国、欧州などと第三世界が、地球

る文書とはならないが、日本や米

る。援助する国々を個別に拘束す

は、この公理も解決策も都合がよ

貧困に直面した英国の支配層に

労働者の多産に伴う人口急増と

グループもある。

い」と質問状を送ったカトリック

ウロ二世に「避妊は罪悪ではな

ラム教の国もあれば、ヨハネ・パ

める声が強まっていたが、妥協点

かった。人口増や貧困に、自分た

しかし、後に続く、プレースに

代表される新マルサス主義者は、

な線引きはできない。

個々人の中でもさまざまで、明確

のか。それは集団によっても、

どこまでを「神の領域」とする

の人口爆発を防ぐために負担をど

一九九四・九・九）

ちに責任はない、と思えたからだ。

う分かち合うかの指標となる。

この見積もりは、家族計画や生
予防対策、人口データの収集、分

殖にかかわる健康政策、エイズの

析、研究にかかる費用などを含

（朝日新聞夕刊

が見つかったことになる。

徳的な抑制や晩婚を説くに終わる。

そしてマルサスは一霧塾雰わしく道

の会議では、人口増加率の高い開

会議で採択される見込みだ。今回

起する。つまり二、四、八と増え

議の分科会が八日までに基本合意

その中で有名な公理「人口は幾

用意された行動計画の草案にも一

億ドルと見込んでいる。会議前に

英国の牧師補、マルサスの「人

戸墨岡

た負担の約三分の一を、先進工業

それぞれの水準を、二○○○年は

む。二○一五年に至る節目の年の

人口抑制

国による第三世界への援助など国

人口を安定させるための一費用」

【カイロ９日Ⅱ尾関章】地球の

■卍冊■

6６

こゅうすふお－らむ

していない途上国人口は三億五千

近代的な家族計画を、まだ実行

くれたのではなかったか。

を、やはり二世紀近い昔に教えて

新マルサス主義は、そのこと

間の知恵を生かす道はあるはずだ。

問題で一南北」が対立し、地球を

中絶をめぐって「宗教」が、移民

動計画」を採択したが、会議では

三日、人口抑制の指針となる「行

がまとまり、イスラム原理政権の

い」という表現を挿入した最終案

画の手段として促進してはならな

「中絶はいかなる場合にも家族計

イラン代表団は「大きな前進だ」

万人に上り、避妊したいが、でき

分断する複雑な二重対立構造が浮

殖に関する健康、権利）を地道に

テイブ・ヘルス、ライッ’（性と生

どしたが、爆発寸前の人口抑制と

関する部分に一部意見留保するな

万人を超す人々が移民や難民とし

合の権利」だった。年間一億二千

もうひとつの争点は「家族再統

もちろん、国家や社会が強制す

と満足の意を表明し、他のイスラ

ない女性は約一億二千万人（世界

（バチカン）などが、中絶などに

き彫りとなった。ローマ法王庁

妊娠・出産で死亡する女性は年

いう二十一世紀に向けた人類共通の

て国際的移動を行っているが、彼

人口白書）という。家族計画の意

この会議を象徴した「リプロダク

る家族計画であってはならない。

間五十万人に上り、そのうち中絶

育てる作業や先進国の援助が、ど

危機感が妥協を促したといえる。

ム諸国も妥協に応じた。

いのだ。

義や内容を十分に知る機会さえな

を規制する国では、やみの中絶手
るか。

れだけの広がりとスピードを示せ

討議が行われた。米国や北欧諸国

定した「行動計画」原案をもとに

シュ、中南米諸国など約三十カ国

らが自国から家族を呼び寄せる

術で死亡するケースも六万人と推

開発途上国の人□圧力や先進国

は「家族が共に暮らす権利を保障

国際人口・開発会議は四月に策

定される（世界銀行）。これも、

の大量消費が引き起こす急速な生

などは毎年二十万人以上の女性が

すべきだ」と主張した。いずれも

整する能力一を持ち、「近代的な

国」だ。これに対して米国、カナ

貧しくて失業率の高い「人口輸出

アルジェリアやバングラデ

「権利」をめぐって紛糾した。

マルサスの予言は、産業革命に

態系破壊との、実に厳しい競争で

危険な中絶で死亡しているという

放置しておける事態ではないｃ

よる飛躍的な生産力の拡大や新大

現実を直視、夫婦が「出生率を調

（毎日新聞一九九四・九・’四）

あることを改めてかみしめたい。

家族計画の手段」を活用できるよ

して自国の経済や社会秩序が崩壊

ダなど先進国は大量の移民が流入
ところが、ローマ法王庁（バチ

う主張した。

することを警戒して反論を唱えた。

子が共に暮らす権利をうたった）

カン）やイスラム諸国は「中絶を

子供の権利条約を尊重し、受け入

最後に、アフリカのジンバブエ
に反対した。米国のゴア副大統領

が提出した妥協案に基づき一（親
は「米国は中絶を国際的権利とし

れ国は家族再統合の重要性を認識

スラム教の教義に反する」と一斉

て確立させるつもりはない」と軟

する」として決着した。

容認するもので、カトリックとイ

化し、欧州連合（ＥＵ）が妥協案

また、行動計画を実現するため

を提出。ようやく非公式協議で

バチカンは一部留保
【カイロ週日Ⅱ塩塚保】紛糾し

国際人ロ・開発会議

たカイロ国際人口・開発会議は十

共通の危機感
妥協を促す

たんは幻に終わった。

陸アメリカへの移住などで、いっ

しかし、いま五十七億人近い世
界人口が来世紀半ばには百億人と

なる予測に対抗できる革命的な技

術や新天地は期待できそうにない。
すでに急増する人口を支え切れ
なくなった土地が砂漠化し、流浪

する難民をアフリカに見る。アジ

アでも南米でも、離農者をのみ込
んでやまない大都市がスラムを抱
えあえぐ。

「神の領域」に土足で踏み込む
のではなく、それを尊重しつつ人
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亜

分たちの主張を最大限、行動計画

長ムハンマド・タシュヒリ師は本

同じ日の午後、イランの代表団

うイスラム諸国に対し、バチカン

に成功した」（タシュヒリ師）とい

だ、要求達成度は「大部分の修正

で非難し、会議は失敗だったとす

政府は支出の二○％以上を社会部
最終案に盛り込ませようとして紛

れた」とかなり異なる。これが両

日本政府代表団は「各陣営は自

門に、政府開発援助（ＯＤＡ）の

糾した。しかし、人口抑制は人類

会議場で記者会見し、「行動計画の
細かな点に不満は残るが、この偉大

者の会議に対する評価の差につな

の資金については原案では一各国

二○％以上を貧困救済事業に充て
はないので妥協が成立した。今

共通の課題であり、決裂を望む国

で歴史的な会議に参加できてとっ

は「ほとんど先進諸国に押し切ら

ともにかち得たものはある。た

る」と具体的な数値が明示して

ても満足している」と胸を張った。

削除など数項目の修正に成功した

あったｃ

とが各国の課題となる」と指摘し

後、行動計画を着実に実現するこ

しかし、両者の態度の差は、行

がったと言える。

ることのできない政治的駆け引き

動計画の中身からだけでは推し量

とイスラム教勢力は、米国などが

人口会議が始まる前、バチカン

る記事を掲載した。

だが、反対国の意向を反映して

（産経新聞一九九四・九・一四）

ている。

削除され、それぞれ一比率を増加

させる」とのあいまいな表現に落
ち着いた。

向上を特色とする行動計画案に対

バチカンは会議の間中、議論を

の結果も影響している。

中心となってまとめた女性の地位
し、「人工中絶や婚外交渉を容認
しようとしている」と批判、修正

はもとより、会議ホスト国のエジ

プトや人口問題の具体的解決を急

紛糾させる役回りを演じ、先進国

ぐアフリカ諸国などから激しい批

それが会議が終わるころになる
と、バチカンは会議を失敗と決め

判を浴びた。

を求める共闘路線を張っていた。

は、複合化した要素が絡み合う中

つけ、イランは偉大な会議と礼賛

世紀に向けた人口問題の処方せん

で、具体的な一形」を示しにくく

した。この差はなぜ生じたのか。

会議が終盤に入るに従い、当初

議をボイコットする国が出たり、

を採択して、閉幕する。直前に会

い。カイロの人口会議はそれを証

主義者、新植民地主義者に過ぎな

「”金持ち“先進国は強欲な利己

か、中絶容認につながる表記の一

い」との主張が盛り込まれたほ

中絶は家族計画の一方法ではな

ると、バチカン側では「人工妊娠

十三日に採択した行動計画をみ

教上の威信と政治的影響力を著し

「バチカンは人口会議を通じ、宗

なかった。ある西側の外交官は

のはマルタや南米の数カ国に過ぎ

最後までバチカン側に立っていた

教国にさえ離反の動きが広がり、

いたアジアや中南米のカトリック

バチカンを支援する構えをみせて

各国が感情的な非難合戦にのめり

に控えた十二日、カトリック教の

明した」。行動計画の採択を翌日

部修正に成功。イスラム教勢力は

「バチカン威信失墜」

込むなど会議には終始、宗教と政

同性愛を認めるような表現の削除

く失墜した」と断じた。

奇妙な勝者と敗者

なっている。

亘複雑辮訪訓總鮮盟
カイロ会議に見る
カトリック、イスラムなど宗教

勢力による人工妊娠中絶反対運動
で揺れたカイロの国際人口開発会

治的な対立が影を落とし、奇妙な

バトーレ・ロマーノは、米国をは

総本山バチカンの日刊紙オッセル

や、早婚を否定するような表現の

議が、妥協の産物の「行動計画」

の人口爆発を回避しながら、持続

勝者と敗者を生んだ。発展途上国

じめとする先進諸国を激しい調子

可能な開発を進めるという二十一
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行動計画案の修正以外にイランが

国連人口会議から得たものであ

地球規模の問題に

「二（）一○年くらいまでは、毎年

模で増え続ける。

の増加数が非常に大きい。そうな

株を上げたイラン

ると地球の規模に限界がくるので

の関係者などの間に強い」と今回

人工妊娠中絶をめぐるバチカン

の会議に出席した阿藤厚生省人口

の強硬な姿勢に加え、もうひとつ

の出し手である途上国側が「合法

たのは、移民の問題だった。移民

る。それがあって初めて、イラン

今回の人口会議は百六十カ国、

問題研究所長は指摘する。

は「会議は成功」と言えたに違い

約三千人の政府代表団と、これを

当然の権利」と主張したのに対

的な移民が家族を呼び寄せるのは

一方、イランはバチカンと連携

上回る約千二百団体、一万人の非

示しながらも、解決の処方せんを

しながらも、会議遅延の張本人と

は主にロビー活動を通して実現

えで、イスラム教国としての要求

政府組織（ＮＧＯ）が参加し、国

描けたとはいえない。会議が採択

はないかという懸念が、環境問題

し、他のイスラム諸国の信頼を勝

し、受け入れ側の先進国側は徹底

した行動計画に盛り込まれた資金

の壁として最後まで立ちはだかっ

ち得た。さらに、サウジアラビア

家、宗教、人種の壁を超えた地球

ることを拒み通した。

して反対に回り「権利一と明記す

ない。

やスーダン、レバノンなど会議を

だった。しかし、ふたを開ける

規模での討議が展開されるはず

なることは巧みに避けた。そのう

ボイコットするイスラム教国が相
スト国のエジプトを歓喜させた。

けが目立つ”偏狭な会議“になっ

と、国家や宗教勢力の利害対立だ

といった国際的、あるいは地球規

議では初めて移民問題や環境問題

人口会議の歴史の中で、今回の会

十年に一度開かれてきた国連の

で具体化できていないのが実態だ。

環境と人口などの新分野はそこま

の出産にまつわる分野が対象で、

目標は、家族計画、エイズ、女性

だが、会議は新たな問題意識は

次ぐ中で、早々と参加を決め、ホ
ムバラク・エジプト大統領は「イ

てしまった。国連は一体、どこで

こうした新分野は、今後も別の

ランの会議参加はエジプト・イラ

模の問題に光があてられた。冷戦

だろうか。

プログラムを間違えてしまったの

（地球サミット）を皮切りに、国

い。九二年の国連環境開発会議

連は非政府組織（ＮＧＯ）を巻き

会議で継続交渉となる可能性が強
口の増減の話から、人口増加のも

後の新たな国際問題や地球環境問

たらす影響への問題と深化させた

込み、人類が直面する共通課題に関

題の登場が、人口問題を単なる人

ンの二国間関係の改善にも大きく

（日本経済新聞

一九九四・九・’四）

（カイロⅡ山田康昭）

寄与する」と最大限の賛辞でイラ
イスラム世界での指導的立場の

ンを持ち上げた。

確立と外交上の得点ｌこれが

のだ。

ミットと、いずれも議論の焦点を

人口会議、来年春の社会開発サ

九三年の世界人権会議、今回の
を前提）によると、現在五十六億

するフォーラムを毎年開いている。

人の世界人口は二○五○年に百億

たぐると重なる部分は多い。切り

国連の中位推計（家族計画の普
本をはじめとする先進国の政府関

人台に乗せたあと、横ばいに近い

及で出生率低下が今後も続くこと

「移民の家族呼び寄せは、児童の

カイロで開かれた国連の国際人口

係者はほっと胸をなで下ろした。

口を変えながら同じ課題を検討し

協議継続

権利条約に沿って各国政府がその

ているともいえる。

具体

襄性を認識する」ｌジンバブ

伸びに落ち着く。しかし、当面は

エの妥協案を反映した行動計画案

年間九千四百万人という空前の規

ソ、

開発会議の土壇場でのことだ。

化

を発展途上国が受け入れた時、日
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そこで女性の地位や教育水準の

二○五○年に七十八億人にとどま

画を完全実施すれば、世界人口は

国連の試算だと、会議の行動計

かかっている。

回の会議の結果をどう生かすかに

コースを進むかは、国際社会が今

界がある。

向上を通じ、家庭における女性の

る緩やかな曲線をたどる。半面、

新しい概念を採用
今回のカイロ会議では、本来の

何も手をつけずに放置しておく

一九九四・九・一五）

（日本経済新聞

（カイロⅡ刀祢館久雄）

発言力を引き上げれば、何人子供

カーブに乗ってしまう。どちらの

と、百二十五億人に膨れ上がる急

を産むかを女性が決められるよう
になり、自然に出生率は低下する

いても、新しいアプローチを採用
というのが、「リプロダクテイブ

テーマである人口増加の抑制につ

し脚光を浴びた。「リプロダクテイ

第三世界の女性に指針

ブ・ヘルスとライッ【性と生殖に関
家族計画による数量コントロール

・ヘルスとライッ｜の考え方だ。

会議の行動計画は、これまでの

の発想から、家庭レベルでの力関

する健康と権利）という概念だ。
人口会議と同様、家族計画の促進

カイロ人口会議の「行動計画』

「これは中絶の会議ではなく、人

係の変化というミクロ的発想重視

の国際人口・開発会議が十三日、

口の会議です」ｌ行動計画案を

をうたってはいる。ところが、家

米欧の女性団体はこぞってこれ

閉幕した。採択された今後二十年

への転換だ。

から二十年後に六九％にまで上げ

を、「女性の権利強化につなが

間の「行動計画一は、人口増加が

族計画の普及率は、現在の五九％
るのがせいぜい。アフリカや南ア

る」と歓迎したご女性の地位向上と

￣~
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ライッ（性と生殖に関する健康／

る「リプロダクテイブ・ヘルス／

会議が始まる数週間も前から、

は、そう皮肉った。

バチカンの批判声明などもあり、

本会議でトップに立ったブルン

権利）」という新しい概念を、国

トラント・ノルウェー首相の演説

統、意識の変革が容易でないのは

イスラム諸国は「中絶容認につな

も、草案委員会の議論も、記者会

「中絶の是非が会議の焦点」など

がる」と採択で「保留」を連発し

見の質問も「中絶」で始まった。

と報道されていたからだ。
ついても、「古いデータに基づく

たものの、最終的には人口・健康

際社会に定着させることをめざ

計算で過小評価されており、実際

問題における「女性の人権宣言」

す。バチカン（ローマ法王庁）や

にはこの倍は必要だ声世界保健機

五十億ドルという実施資金目標に

構のベルシィー母子健康・家族計

会議場のホールでは米国の「胎児

の権利尊重派」の男性が胎児の模

ができあがった。
家もいる。

画部マネジャー）と批判する専門

明らかだ。二○○○年時点で年間

とはいえ、人々の価値観、伝

中絶含むか巡り紛糾

ジアでは、家族計画が浸透しにく

人口増加の抑制が、同時に達成でき

U正、■■

カイロで開かれていた国連主催

い伝統もみられ、その効果には限

・ビーグマン副議長（オランダ）

検討する全体委員会で、ニコラス

蕊雷 蕊蕊
－Ｐ
匁臣〒,

録鯛
ゴ

容易でない意識変革

環境に与える影響を重視するとと

倒ロ
200

凪函餌

もに、女性の自己決定権を保障す

■闘記

るいわば一石二鳥の方策でもある。

金
300
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くを買い、隣の非政府組織（ＮＧ

型を皆に見せてまわってひんしゆ
「出産調整」に異蟻

する差別の撤廃が、貧困撲滅の、

しており、だからこそ、女性に対

て行われてきた「開発」が、環境

構造調整政策や多国籍企業によっ

で効果的な「出産調整」について

規模での環境、開発、そして人口

主要課題は南北問題、中でも地球

東西冷戦終結後の、国際社会の

え出したのが、’九九二年、リオ

声が、国際社会に大きく影響を与

の側からの異議申し立てや告発の

の、つまり「人間としての個人」

経済体制に苦しんできたミクロ

たのも事実だ。そうしたマクロの

の情報を得、利用する権利」をう

の問題である。開発や経済発展

を破壊し、貧富の差を拡大してき

を女性の選択として容認する派」
たっているが、この「出産調整」

は、人間が人間らしく生きるため

デジャネイロでの「環境と開発に

る」と同計画は示している。

が毎日のように催しを開いていた。
という用語にバチカンなどが異議

の生活の質の向上のためであり、

持続可能な発展の前提条件であ

事な人口問題が見えなくなったと

Ｏ）の定義によれば中絶を含んで

を唱えた。世界保健機関（ＷＨ

それ自体が目的ではない。

その自由の一つとして、「安全

いう批判はある。が、中絶が会議
いるためだ。用語は「調整出産」

Ｏ）フォーラムの会場では「中絶

の焦点になるのはやむを得ない面
にさしかえられた。

法という。非合法ゆえに正確な統

中絶があり、うち一千万件は非合

でない」が一法に反しない」と書き

・ヘルスや中絶に関しては「違法

他の章でも、リプロダクテイブ

けで語られる議論が多かった。

ントロールするか」という視点だ

に、「第三世界の人口をいかにコ

も「第三世界の人口爆発一を理由

にもかかわらず、今回の会議で

呼ばれる差別に苦しむ女性たち、

カイロ文書が「最後の植民地」と

く、拘束力はない。しかし、この

今回の行動計画は条約ではな

中絶問題の陰に隠れて、他の大

もある。国連人口基金（ＵＮＦＰ

関する国連会議罠地球サミット）

計はないが、二十万から二十五万

るだけで、多くのカトリック諸国が

換えられたり、文の前後が入れ替わ

への過程でだった。

Ａ）の推計では、年間五千万件の

る時、「女性の人権」を考える会

人の女性が中絶が原因で死んでい

リプロダクテイブ・ヘルス／ラ

持ち主には、その微妙な違いはわか

ン副議長は－私のような卑しい心の

反対を引っ込めたりした。ビーグマ

のだ。北に住む十億人は、南に住

に南の女性に負わせようとするも

「これは人口問題の責任を南、特

政府も国際機関も、国際社会への

とって、もつ意味は大きい。「各国

とりわけ第三世界の女性たちに

議が避けて通れない問題だ。
イッの討議の際も、中絶が含まれ

も政府に約束の履行を迫る強力な

約束として非常に大きな道義的責

根拠になる」と、ＵＮＦＰＡの中

任を背負った。民衆の側にとって
る。五人中四人が南に住んでいる

村恭一・広報官は語る。リオから

む四十億人の四倍、｜人あたりに

のではなく、地球資源の五単位

して十六倍の資源を浪費してい

リプロダクテイブ・ヘルス／ラ

中、四単位が北で消費されている

らない」と、玉虫色の解釈ができる

イッは、多くの第三世界の女性た

の世界女性会議（来年九月）へ、

カイロへ、そしてカイロから北京

言葉の一魔術一を茶化した。

スは「単に病気でないということ

ちが奪われ続けてきた権利だ。妊

ということだ」と、南のＮＧＯ代

の中で、リプロダクテイブ・ヘル

ではなく、身体的、精神的、社会

表は、「北」を厳しく批判した。

るかどうかで紛糾した。行動計画

的に良好な状態」で、「安全で満

さらに避妊の強制やその副作用に

（朝日新聞一九九四・九二五）

歩みは続く。

娠・出産への社会的圧力や中絶、
関し、被害を最も被ってきたの

足な性生活を営めること、子ども
つ、何人産むかを決定する自由を

世界銀行・国際通貨基金による

個人の側から告発

を産むかどうか、産むならばい
も２と定義されている。

「女性は貧困の中の最貧層を形成

は、第三世界の貧しい女性である。
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「工業国こそ環境破壊」
南、人口爆発批判に反発

た一二％・人口増が技術力の向上に

が直接もたらすものの割合を八○‐

には地球の温暖化が海面の上昇など

増するとの予測をした。来世紀半ば

百万人余りいるが、今世紀末には倍

を引き起こして一億五千万人の難民

九○年の統計ではじき出すと、たっ
つながって引き起こされるような

急増は先進工業国にも大きな影響

間接的な寄与を含めても二五％程
「七五％は豊かさや技術力のせ

度にしかならない、というのだ。

人口・開発会議で、こんな合意が生

一途上国は、なお深刻な経済困難に

ループ」は、行動計画の前文に

途上国でつくる「七十七カ国グ

オックスフォード大グリーンカ

別の団体主催の講演会で、英

境保全を怠ると、途上国の不満は

り」を求めて、工業国が自身の環

る’一と指摘した。もし「安上が

素排出抑制策だとする試算もあ

農地喪失による食糧難や難民の

言ともいえる会見をした。それに

が現れる、ともいう。

水を差すようなこの質問に、代表

地球上の人間の数だけでなく、
団側は真正面から答えなかった。

を与える。

それがもたらす環境破壊も考えて

まれた。だが、その議論の上士ロとな

直面している」などの表現を付け加

レッジのマイヤーズ客員研究員

プレストン教授は「人口抑制

る人口と環境の関係は、まだ不透

は、水害、干害、土壌侵食、森林

は、費用の割に効果的な二酸化炭

明なままだ。環境問題の責任を、

に「環境を台なしにしたのは、先

えるように修正券求めた。その背景

さらに高まりそうだ。

響は、目に見える形で表れている。

国に押し付けるだけにならないか。

人口爆発の波に直面した開発途上

破壊など環境の悪化がもとで土地を

（朝日新聞一九九四・九・’五）
奪われる「環境難民」はく工二千四

るのか」という複雑な感情が見て

人口会議閉幕

に工業化を進めた国ではないか。つ

…」。壇上の米国代表団を前に、

とれる。行動計画では、環境の影

けを、途上国に人口抑制で支払わせ

アフリカのジャーナリストが持論

響評価に人口統計を組み込むこと

「そもそも歴史的に言えば…

を展開した。「欧州の発展と白人支

主役務めた女性・南北の壁打破を

際的な合意はできたが、先進国と

が盛り込まれた。だが、人口増が

途上国の間のズレは小さくない。

環境に与える影響について、はっ

国連の「国際人口・開発会議」

配は産業革命時代の人口爆発がも

は、世界人口に関する行動計画を

とになっている。そのことをどう

言葉ばかりが先行する論議に分

採択して閉幕した。「人口問題解

きりした証拠はまだない。

決のカギは女性が握る」という国
本会議場近くで開かれた民間団体

会議五日目、環境問題で各国の

シルベニア大のプレストン教授。

析のメスを入れたのは、米国ペン

考えるか」

合意がほぼできたことを受けて、
地球サミット）では、環境と開発が

地球の温暖化をもたらす二酸化

の講演会で、試算を発表した。

が、カイロでは人口と環境、開発を

炭素放出量の増加分のうち、人口増

主なテーマで人口は陰に隠れていた
一くくりで検討できた」と、勝利宣

「人口や開発の問題を議論する国際舞台で、これほど女性が主役に

途上国ＮＧＯとの協調必要

（生活情報部永峰好美）

米国は「ブラジル（一九九二年の

田岡誼

そんな反発も「南」側にはある。

逆に、環境問題が人口に与える影

い。人口はわき役に過ぎない」

人口政策に取り組むｌ国連の国際

‐

I
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ら、会議の論点が中絶の是非に傾

キスタン出身の女医。開幕前か

サディク局長はイスラムの国パ

前に、感慨深げに語りかけた。

は、百八十か国余の政府代表団を

フィス・サディク同会議事務局長

て本会議場の演台に立った、ナ

か」。十三日、会議閉幕にあたっ

なったことがあったでしょう

問題でもあり、会議への関心が強

だが、女性にとっては自分自身の

人の選択の自由を保障する新概念

妊方法を取るかなどについて、個

供を産むか産まないか、どんな避

生殖に関する健康／権利）は、子

クティプ・ヘルス／ライッ（性と

参加者の約七割左安性が占めた。
議論の焦点になった７プロダ

躍ぶりが目立った。六千人を超える

ているアメリカのＮＧＯと比べも

使って、分厚い資料を無料配布し

る。国や財団からの多額な寄付を

に手作りの民族衣装を売ってい

身と相談し、帰国用の旅費のため

だＣ資料一枚のコピーに財布の中

つを見ても、途上国団体は火の車

確かに、ＮＧＯの台所事情ひと

か」というのである。

れらを真剣に考えたことがあるの

労働者の人権はｌ先進国はこ

の参加を積極的に進めてほしい。

クトを推進する際に、女性ＮＧＯ

国援助に関して、現地でプロジェ

この先六年間、三十億ドルの途上

人口とエイズ問題の解決に向けた

論をまとめ上げ、国際的な発言力

稼ぎ労働者の問題などについて議

との協力関係を深め、日本への出

ｌ‐－‐１－－１１－‐‐－‐－１‐－－‐－‐１１‐‐１１－１－－－‐－１－－－－－‐１－－－‐－－‐１－‐‐－１－‐－‐ｌ‐‐‐．‐．‐‐．‐‐‐‐－－－．‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ｌ‐．．．．．．‐‐‐‐．‐‐‐‐‐‐ｌ‐‐‐‐‐．．‐‐ｌ‐‐．．．．．．．．．．．．．‐‐‐‐－１‐－－１

き、宗教的・倫理的に中絶は受け
かったようだ。

各国の経済状態を反映している。

のにならない。それはそのまま、

できた一と発言しているが、各国

Ｏの重要性がこの会議でよく確認

会議に参加した河野外相も一ＮＧ

各国の女性ＮＧＯは、会議開催
中、「ウィメンズ・コーカス」と

もう一つ。日本政府が決めた、

を強めること。

入れられないとするカトリックや

イスラム諸国からの個人攻撃を受
けていたｃ

そこで、この壁を崩す方法を提

（読売新聞一九九四・九・’六）

女たちなのだから。

現場の事情に熟知しているのは彼

の女性とのネットワークを持ち、

「女性」という同じ立場でも超えら

毎朝定例会合を持ち、各国政府へ

案したい。一つは、日本の女性Ｎ

れない南北の壁を実感させられる。

いう横断ネットワークをつくり、

府代表演説で、強力な”応援団〃

のロビー活動を積極的に展開し

ＧＯが、アジアの途上国のＮＧＯ

だが、開幕の五日に始まった政

が付いた。ノルウェー・ブルント

ワーク｜のメンバーが参加した。

全休会合での基本的な主張は、

持続発展、先進国が先導を

た。日本からも「女性と健康ネット

ント首相は「非合法な中絶で命を

「国家政策で女性のからだを支配

ラント、パキスタン・プットの二

落とす女性の存在を見過ごそうと

しないで。女性には選ぶ自由があ

景に、「持続可能な発展」が世界秩

①地球環境問題や人口爆発を背

易でない。しかし最近、非政府組

国際的な合意を見いだすことは容

日本もＮＧＯと協調必要

序のキーワードとなりつつある。

織（ＮＧＯ）が国際的合意を促進

酉

人の女性首相である。プルントラ

するならば、その社会の道徳・倫

る」というものだ。

アフリカの途上国のＮＧＯから不

連帯だが、会議後半に、アジアや

その実現には、率先して環境保全

「女性」という共通点で成立した

理観は偽善である一と言い切り、

クテイブ・ライッの主張に異論は

満の声が漏れ始めた。「リプロダ

的な経済・社会システムを構築す

するケースが目立っている。国際

プット首相は「国家のリーダー
で政策を後退させてはならない一

は、過激発言をする少数派の圧力

ないが、それ以前の問題がある。

るなど、日本をはじめ、先進国が

本会議と並行して開かれた市民

②環境問題や人口問題に関して

果たす役割が大きい。

版の人口会議、ＮＧＯ（民間活動

社会の貧困、経済的自立、出稼ぎ

と強調した。

団体）フォーラムでも、女性の活

7３

とが議論される。さまざまな形で
の資金提供やＰＫＯ（平和維持活
動）なども重要であろう。しか

し、環境や人口など地球規模の問

世界最長寿また更新

半数は男で七九・三五歳、女は八

五・二七歳まで生存すると予想さ

れる。

死因別死亡確率では、男は悪性

患、悪性新生物、脳血管疾患の順

気管支炎が上位を占め、女は心疾

新生物（がん）、心疾患、肺炎・

（七六・○九歳）より○・一六歳延

びた。男性も七六・二五歳で前年

女性八一一・五一歳／男性七六・二五歳

日本人の平均寿命が男女ともま

題を協議する場にまず参加し、広

た延び、世界最長寿を更新したこ

い視野に立って意見を述べること

こそが、より基本的に求められて

びた。男女の差は六・二六歳（前

三大死因

だった。

年六・｜三歳）に広がった。
女性はフランス（八○・九四歳）、

とが十四日厚生省が発表した二

地味ではあるが、このような行

た。男女の寿命の差は六・二六歳

九九三年簡易生命表」で分かっ

動の積み重ねがあって初めて各国

悪性新生物（かん）、心疾患、

アイスランド（八○・八九）、ス

脳血管疾患のこと。一一一○年前は男

ウェーデン（八○・七九歳）などを

女とも脳血管疾患がトップで全死

で、これも過去最高。また、男性

一・五歳以上引き離して一位。男性

の死因別死亡確率では肺炎・気管

もアイスランド（七五・七四）、ス

り、国際社会でのリーダーシップ

因」のうち脳血管疾患が外れた。

支炎が初めて三位に入り、「三大死

表では、三大疾患が克服されれば

延びたともいわれる。九三年簡易

の予防や治療が進み、平均寿命が

九三年に生まれた人のうち八十

因の約三割を占めていた。同疾患

歳まで生存が予想される割合は男

男の平均寿命は九・一五歳、女は

ウェーデン（七五・三五歳）などを

四七・七％、女六九・三％で、いず

（毎日新聞一九九四・七・’五）

八・八二歳も延びる。

と米防疫センターのＢ・ウェガ

センターの武部豊エイズ疫学室長

国立予防衛生研究所エイズ研究

（ＨＩＶ）の特徴を分析し、ウイ

アジア地域でのエイズ・ウイルス

ニー博士らの共同研究グループは

アジアのエイズ分析

多様化する感染経路

た。また、九三年に生まれた人の

れも過去三十年間で約二倍に増え

抑えて世界最長寿を保った。

を発揮できるようになるのだろ

の平均寿命は八二・五一歳で前年

九三年の簡易表によると、女性

つながる。そのためには、合意形

（八二・二一一歳）より○・一一九歳延

があろう。
症

？「ロ６

Ｕ曰

『】【】

巳、

四口Ｉ『

》ヨ、ＷＤＣ胡⑰

３。１６

耶皿ｏ

成の流れをよく把握しておく必要
また、さまざまな国際的な

外交テーマで南北問題が重要
な要素になっていることを考

えると、ＮＧＯの役割は一層
大きくなると考えられる。我
が国においても、十分な専門
性を身につけたＮＧＯが育つこ

ための基露整備も必要である。

とが期待されると同時に、その

（日本経済新聞．
｜九九四・九二七）

■鍼

を国際合意に反映させることにも

う。同時に、それが我が国の立場

から「貢献」と認められるのであ

いるのではないだろうか。

産悪君
５
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ロ

にゅうすふぉ－らむ

ルスの広がりを示す地図を作っ

たｃ八月七日から構瘡際市で開かれる

のサブタイプに分類されている。
同グループはタイで流行してい

よる感染者の多くが「タイＡ

るｌ型の特徴を調べた。性行為に
型」、注射薬物乱用者の多くは

第十｛四国際エイズ会議で発表する。
ＨＩＶにはｌ型と２型の二タイ

閻

ア⑲甸騨鰯騨、
４８

・感染者のうち男性は三十七人で

が、女性は過去最高の数字となっ

女性は九人。男性は前回と同数だ

た。同省は、これまで女性は検査

を受ける機会が少なかったが、今後

また、十人目の母子感染が報告

は増えることが予想されるという。

されているほか、異性間の性交渉

としては最年少の十六歳の女性が

タイプＢが広

米国由来のサブ

による感染で、

液製剤や性行為

日本では、血

染者は減っているが、日本人患者

したことを公表した。外国人の感

本人は四十六人と過去最高を記録

者と患者数は七十一人で、うち日

たエイズウイルス（ＨｌＶ）感染

年五、六月の二カ月間に報告され

委員会（塩川優一委員長）は、今

厚生省のエイズサーベイランス

ている。

が、同性愛の男性二十人も感染し

因は四割以上が異性との性交渉だ

くが国内で感染している。感染原

人男性の七割以上、女性の九割近

つとなっている。感染場所も日本

代と五十歳以上がそれぞれ七人ず

人で、四十歳代は十五人、二十歳

みると、三十歳代が最も多く十六

日本人患者・感染者を年齢別に

感染しているとの報告があった。

がっている。加

・感染者は三回連続で過去最高を

分類された。

えて、武部室長

記録し、国内で増え続けているこ

実施した第二十二回全国家族計画

子育て負担、教育費が一番
少子化につながる
毎日新聞が十六歳から四十九歳

世論調査によると、「子育てで大

豆

（朝日新聞一九九四。七・二七）

日本人男性や東
本に来ている女

性にタイＡ型が
（毎日新聞

見つかった。

七・二六）

一九九四・

委員会によると、日本人の患者

などの調査で、

日本人､また記録更新
とを裏付けている。

ＨＩＶ感染
患者71人

南アジアから日

サブタイプＥに

Ｂ、タイＡ型は

いるサブタイプ

欧米で流行して

プがある。世界的に流行している

〃ａ

「タイＢ型」に感染。タイＢ型は
に感染。タイＢ型は

国司正風

凶呵６

jiiii
叢
愚

炉=面

までの女性約四千人を対象に先月
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１型は少なくともＡからＥの五つ

アジアにおけるエイズ・ウイルスの分布と伝わった経路

い」と逆転した。既婚者の子供が

「進学やしつけなど気苦労が多

プで、前々回一九九○年のトップ

お金がかかる一五七・三％がトッ

変なもの」（複数回答）は「教育に

七○・八％、九二年七五・三％、今

ると、心配している率は、九○年

と比較するため、既婚の女性を見

％が心配している。過去のデータ

（六四・六％）を合わせて七七・七

の音頭をとるのはおかしい」が六

の問題なので、国が直接出生増加

これに対する国の対応は「個人

なっている。

きくなる」三二・八％ｌなどと

③「お年寄りを介護する負担が大

加のための施策を進めた方がよ

回八○・一％と約五ポイントずつ

その理由（複数回答）は①「若

（毎日新聞一九九四・七・二七）

い一二九・七％を大きく上回った。

欲しくない理由（同）も「教育費

い人が少なくなり、社会の活力が

七・四％で一国は積極的に出生増

％あり、｜欲しいだけ産んだか

なくなる」五一・六％、②「年金

増えている。

ら」四一・二％に次いだ。家計で

などのお金がかかる」が三三・四

子供にかかる費用（同）も、学

査会（会長・小池唯夫社長）が日

（東京都、神奈川県、埼玉県、千

によると、一九九三年度の東京圏

本台帳に基づく人口移動状況調査

タウンとなっている他の三県の転

が続いてきたが、東京都のベッド

ドーナツ化現象の進展で転出超過

八五年を除けば、六七年以来、

受け、東京圏全体に雇用の場や住

減少してきたため、全体としても

の転入超過数も八七年をピークに

93年度

転入超過数（万人）

⑤Ｑ

６４２０８６４２０２４

｜方、大阪圏（大阪府、京都

三重県）も十五万一千人で同五千

減、名古屋圏（愛知県、岐阜県、

二十五万九千人で前年度比千人

府、兵庫県、奈良県）は転入者が

た。

結果、五千人の転出超過となっ

百人で、前年度比千人増加。この

人減。一方、転出者は五十五万五

｜朋畔度人口移動調査一・

１１１１

9２

9０９１

8８８９

８７

８６

の負担が大きくなる」三五・九％、

本家族計画連盟、日本家族計画協

葉県）の人口は、五四年の調査開

入超過数が上回り、全体では転入

宅の確保が難しくなってきたこと

を

二鬘ｉｌ:fLif

１９B４Ｂ５

で、働く理由（同）も「子供の教

東京圏初の転出超過

地価高騰や不況が響く

会、家族計画国際協力財団の協力で

超過となっていた。しかし、三県

東京圏では、これまで東京都は

実施した。五○年以来ほぼ二年ごと

回った。地価高騰や不況の影響を

始以来初めて転出者が転入者を上

題の専門家は、女性の高学歴化、

転出超過となった。

今回の調査結果について人口問

未婚女性の高年齢化、経済的自立

などが要因とみられる。東京圏へ

万五千五百人で前年度比三万九千

よると、東京圏の転入者は五十四

九三年度の人口移動状況調査に

と併せ考えると、出生率低下はな

果として注目される。

の人口集中に歯止めがかかった結

最近の少子化傾向について「非

お続くと分析している。

常に心配」（一三・一％言少し心配」

名古屋圏・大阪圏の転入超過数の推移

東京圏

費、学習塾などの教育費が断トツ
育費を得るため」が二四・二％で

依然トップだ。教育費が家計に重
くのしかかり、少子化傾向の原因に

なってきたことが明らかになった。

移動調査

総務庁が三十日発表した住民基

93年度人口

に調査、昨年国連人口徴を受けた。

調査は、毎日新聞社人口問題調

四ｍ
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人減となっており、大都市圏では

ぎ、東京圏の大学生が減ったとみ

世代の大学進学などがピークを過

総務庁では第二次ベビーブーム

教育費と住宅、家計負担重い
出生率の低下が予想をはるかに

かし、転出状況をみると、大阪圏

上回るスピードで進んでいる。厚

に持つと予定している子供数が一

・九一人であるのに対し、働いて

いる女性のそれは一・六八人に過

十一世紀地域政策研究会委員長を

九三年の合計特殊出生率を一・五

がある女性の中で、約半分が教育

の子供数と予定子供数にギャップ

の重さを挙げる女性が多い。理想

次に、教育費負担や住居費負担

ぎない。

務める竹内宏・長銀総合研究所理

○と見込んでいたが、同省が先般

生省の九二年九月の中位推計は、

人減で、東京圏だけが転出者増と

発表した人口動態統計によれば、

調査結果について、国土庁の二

られることなども要因に挙げた。

共通して減少傾向がみられた。し
は二十八万三千人で同二千人減、

なった。

事長は「地価が上がり、ハイテク

名古屋圏は十四万八千人で同五千

都道府県別にみると、宮城、福

費負担の重さを、また約三分の一が

そこで、我々は経済的要因に

住居費負担の重さを指摘している。

よって出生率を説明するモデルを

九三年の合計特殊出生率は一・四
となっているｃ近年の急速な出生

作成し、将来の人口推計を試み

六と予測を○・○四も下回る結果
率の低下には、様々な社会・経済

ら地方や東南アジアに追い出した
バブルの影響があるのでしょう。

的要因が複雑に影響し合ってい

た。モデルの基本コンセプトは、

産業を中心とする工場を首都圏か

人）、一万一千六百人（同一万一

どで、集中化が進むのでは」と分

今後は札幌、仙台、広島、福岡な

九二年のノーベル経済学賞を受賞

ぞれ六千四百人（前年度六千百
千二百人）と前年度より増えてお

る。われわれはこれらの諸要因の

岡両県では、転入超過数が、それ

り、Ｕターン現象なども手伝い、

うち特に経済的要因に着目してい

（毎日新聞一九九四・七・三一）

このモデルでは、現世代は、子

にもとづいている。

供の数、子供への投資（子供の

した米国のＧ・ベッカー氏の理論
上昇しているからである。経済的

質）、財・サービスへの自らの消

る。経済が豊かになるのに伴い、

るとすれば、その部分は適切な政

要因によって出生率が低下してい

子供を持つことのコストが大きく

析している。

でいることをうかがわせている。

地方の中核都市への人口分散が進ん

二○二年、生涯 で一・三人の出生
働く女性急 増で急低下

たアンケート調査からも、近年の

当研究所が九二年一月に実施し

れだけ増えるかはそれぞれの価格

増加させる。｜方、三つの財がど

の投資、自らの消費のいずれをも

水準の上昇は、子供の数、子供へ

費から効用を得ると考える。所得

急速な出生率の低下には、経済的

策によって取り戻す必要がある。

③この結果、二○二五年総人口

要因が深くかかわっているという

三○にまで低下する。
は一億一千五百七十五万人で、厚

厚生省の低位推計すら下回る一・

ピードで進んでいる。経済が豊か

生省の中位推計より約一千万人、

①経済的要因の影響で、出生率

になると、女性の職場進出が高ま

の変化の大きさにかかってくる。

の低下は予想をはるかに上回るス

り、また教育費や住居費が高騰し、

が仕事と出産・育児との両立に悩

事実が確かめられる。大半の女性

ている。働いていない女性が現実

み、子供を多く待つことを断念し

張している。所得水準が向上する

強い代替関係が存在することを主

ベッカー氏は子供の数と質には
い。現在のような経済環境が続く以

低位推計より約二百五十万人少な

②われわれの予測では合計特殊

上、出生率の回復はありえない。

その結果出生率が低下するためだ。

出生率（女性一人が生涯に生む平

均の子供数）は二○二年には、

7９
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イフサイクル仮説に従う限り、高

は貯蓄を取り崩して生活する。ラ

か、子供への投資か、自らの消費

齢者の割合が増える高齢化社会で

述べている。現世代が子供の数
のいずれかを選択したかによっ

い。子育ての機会費用とは、女性
が子供を持ち、仕事をやめること

て、将来の所得水準は決定される

と、一般的な家計はより子供への
投資を増やし、子供の質の充実を

によって失う所得である。近年、

になる。貯蓄率の低下は資本蓄積

女性賃金の著しい上昇は子育ての

と考えるのである。この点につい

スピードの鈍化につながり、将来

くの家庭では、費用の高い私立学
機会費用が急速に高まっているこ

て少し詳しく記述すると以下のよ

図ると見られる。現実に日本の多
校に子供を通わせたり、習い事を

とを意味する。ここでは、女子の

は、一国の貯蓄率は低下すること

身につけさせたり、広い子供部屋

の所得の伸びを小さくする。

この予測での合計特殊出生率

うになる。

は、九二年の一・五○から、九三

労働力率を機会費用の代理変数と

Ⅲ現在のような急速な出生率の

を確保しようとしたり、子供への

低下は、若い働き手の減少を通

して想定している。

総人ロも減少、

投資が盛んに行われている。ベッ
カー氏に従うと、子供の数の価格

｜一年の一・三○に達した後は横

四年一・四五と順次低下し、二○

ばいで推移する。この結果は厚生

年一・四八（実績は一・四六）、九
②子供への投資は主に教育投資

じ、将来の所得水準を低下させる

であり、これによって社会の人的

省の中位推計を大きく下回る。厚

可能性がある。

われわれが使ったモデルでは将

生省の中位推計は、九二年の一・

二○○四年がピーク

来の所得水準の予測についても

こでは一度蓄積された人的資本は

資本は拡充されていく。なお、こ

ほど高くなるので、その結果子供

は子供への投資が増えれば増える

子供を育てるには、食費、衣料

いる。社会は将来に備え、子供の

ベッカー氏の考え方を参考にして

の数は減少することになる。

スト負担を強いられる。以上の費

五一から九四年の一・四九へ若干

費、住居費、教育費など様々なコ

るため、世代を通じて減価しない
、世代を通じて減価しない

世代間の移転がスムーズになされ

進歩を生み出す性質を持っ

蓄積された人的資本が技術

九年からは低位推計すら下回る。

われわれの予測の方が高いが、九

推計と比較すると、九八年までは

○まで回復すると見ている。低位

昇に転じ、二○二一年には一・八

ていれば、将来の所得水準

である。ライフサイクル仮

うち消費されなかった部分

③貯蓄は現世代の所得の

接・直接のコストが著しく上昇す

住居費などの高騰で、子育ての間

女子労働力率の上昇と、教育費や

下回り低迷するのは、すう勢的な

われわれの予測が低位推計をも

説によれば、人は働いてい

出生児数は、九一年一二三万人

るためである。

み、所得の得られない老後

る間は老後に備え貯蓄に励

る。

を飛躍的に高める働きがあ

と想定されている。もし、

数か、子供への投資か、貯蓄かを

92年9５２００００５１０１５２０２５

残すことができるとベッカー氏は

１．２

目の中で、主に子供だけにかかる

１．６

教育費が重要である。教育費の高

合計特殊出生率

低下するものの、九五年以降は上

騰ぶりを消費者物価指数で見てみ
よう。七○年から九○年の二○年
間で、消費者物価指数総合が二・
費価格は五・四倍もの上昇を示し

九倍の上昇であるのに対し、教育
ている。日本のように地価が極め

て高い国においては、子供の置き

場所コストである住居費も子育てコ
ストの中で大きな位置を占める。

Ｍ

人

子育てコストとしては、教育費
や住居費といった直接費用以外に

機会費用も考えなければならな

１．８
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る。この一一○二五年時点での出生

五年には七七万人にまで減少す

であったが、この予測では二○二

で年齢階層別女子労働力率は、三

昇が見込まれる。二○二五年時点

化・サービス化を背景に急激な上

労働意欲の高まり、経済のソフト

女子労働力率は、女性の著しい

公共財であると考えれば、社会全

ある。子供が未来を支える一種の

は「ある程度の育児の社会化」で

る。結局我々の考える解決の方向

担をだれが背負うかが問題にな

家族政策を考える場合、その負

スの効果があるｃしかも、最近で

マイナス、保育施設の充実はプラ

加は機会費用の増大からおのおの

コスト面から、また女性賃金の増

対して、住居費・教育費の増加は

②実証分析によると、出生率に

に対する意識やラィフスタィルの

児数は、中位推計の二四万人よ

十’三十四歳で若干のくぼみを残

体としてその出生や成長にある程

課題であろう。

り三七万人少なく、低位推計の八
しているものの、Ｍ字型をほぼ解
ことになる。

ることである。高齢者について

度の責任を持つことは是認されう

きている。

は変数の影響がよりはっきりして

変化が挙げられる。

六万人と比べても九万人少ない結
消し、現在の米国水準に到達する

われわれの予測の総人口は二○

果となったｃ

○四年の一億二七一三万人がピー

である二十代後半から三十代にか

特に、子供を多く出産する年齢

社会全体で容認されてゆくのでは

後同様の方向へ行くことは次第に

されてきた。子供についても、今

け入れていく体制が早くから整備

は、年金や医療など社会全体で受

ような制度の充実・普及、充足度の

出産・育児の負担の軽減を企図する

な経済政策の運営や規制の緩和、

には、地価の安定に配慮した適切

③出生率低下に歯止めをかける

解決のカギ、育児の社会化

は二○一一年の一億三○四四万人

する。中位推計の総人口のピーク

は大きく上昇する。仕事と出産の

けての年齢階層で、女子労働力率

ないだろうか。

クとなり、その後漸減し二○二五

で、当予測とピーク時で約一一一三○

両立が難しい現在の制度を前提にす

率は、九三年には一・四六と更に

、出生率が回復することはあり
ない」というのがわれわれの結

である。一仕事か子供か」とい
厳しい選択と、高騰する教育費
住居費が「産みたくても産めな

」という状況を作り出してい
・真に豊かな日本社会を創造す

に歯止めを－

｜，

心を集めるところとなった。出生

来、出生率の低下は広く社会的関

数）が一・五七と発表されて以

（女性一人が生涯に生む期待子供

一九八九年の合計特殊出生率

戦後二度目の長期的な下降

る。

なサービスの鵜ｌが薑雲であ

低下した。出生率の低下は、過去

（日本経済新聞

先進諸国が歩んできた道であり、

急低下する出生率

年には一億一五七五万人まで減少

万人のかい雛がある。低位推計の

れば、これほど女子労働力率か上昇

①近年の出生率の低下は、女性

低い地域への保育施設の供給と多様

ピークは二○○六年でわれわれの

する限り、出生率の回復は難しい。

の晩婚化や非婚化が直接の原因で

ある意味では経済的な成功の帰着

「現在のような経済環境が続く以

い」という不都合な状況を改善

ためには、「産みたくても産め

あるが、その背景には結婚・出産

九

ることが、社会にとって急務の

一九九四・八・’○）

口は一億二七一四万人とほぼわれ

予測より二年遅く、ピーク時総人

○二五年時点で総人口は中位推計

われの予測と同程度となった。二
が一億二五八一万人、低位推計が
一億一八二九万人であり、われわ
れの予測の方がそれぞれ約一千万
人、約二五○万人少ない。

二○○四年までわれわれの予測
の総人口が低位推計を上回ってい
の方が九八年までは 低位推計より

るのは、当予測の合計特殊出生率
高いためである。

８１

Ｉ日い

|蝋L譲
すなるるいやう論え上

要因となる。従って、この原因の

世代の負担増・経済成長の鈍化の

化に拍車をかけ、長期的には将来

出生率の低下は、わが国の高齢

てみると、七○年岱則千までは既婚
既婚ブとなり、自立した女性を増加さ

婚女性が子供を生む割合）で分解し
解し対して就業への強いインセンティ

持つ割合）と有配偶女子出生率（既
（既に伴う女性賃金の上昇は、女性に

女子の有配偶割合（女子が配偶者を
者をルヘと変化した。経済社会の発展

幅に減少した。この出生率の低下を
下をから個人の生活を重視するスタイ

と大転換していくなか、人々は、集団
ら九二年には一四七人（同）と大

）かり、社会が農村型から都市型へと
○年の二三九人（対女子千人）か

したり、決定係数が低いなど、こ

一部の説明変数の符号が予想に反

保育施設がプラスである。

・女性賃金がおのおのマイナス、

明変数の符号は、住居費・教育費

つの時点で行った。期待される説

め、七○年、八○年、九二年の三

人々は、自由な時間や精神状態

の原因としては、当時、教育費負

有意な影響がみられなかった。そ

れらの説明変数は出生率に対して

とも言える。

探究や、その対策への模索は、わ

女性が子供を生まなくなったことが
とがせる支援となった。
しかし、その後は、結婚する女
る女を好んで選択するようになり、狭

担が相対的に低かったことや、女

まず、七○年時点の計測では、

るものとして十分に意義深いもの

が国の持続可能な経済成長に通じ

や未婚率の上昇も出生率低下に寄与
寄与がちな複雑な人間関係や時間に縛

性の割合の減少、すなわち晩婚化
暗化い農村社会や多世代世帯に見られ

かったこと、保育施設を重要視して

性の社会進出が本格化していな

出生率低下の主因であった。

四年に初めて人口の置換水準（人

り返ると、合計特殊出生率は、七

の寄与度が大きくなってきている。
る。た。また、社会保障制度の充実や

しており、特に八○年代に入ってそ
てそられることを敬遠するようになつ

の晩婚化や非婚化は、結婚・出産
出産確保や、家業の手伝いなど子供を持

出生率の低下をもたらした女性
女性雇用者比率の上昇は、老後保障の

た。ここでの結果からは、教育費

は、総じて良好な結果が得られ

近年の出生率の推移を簡単に振

口の伸びがやがてゼロとなる合計

と思われる。

特殊出生率）を下回る二・○五と
なって以降、低下傾向をたどって

に対する意識やライフスタイルの
ルのっことへの意味合いを低下させた。

て出生率低下に有意な影響を与え

金の上昇は、機会費用の増大とし

九二年の結果からは、①女性の賃

むね予想通りの結果が得られた。

九二年の計測についても、おお

どが分かった。

スに寄与するようになったことな

意性は低いながらも出生率にプラ

めたこと、保育施設の充実は、有

出生率低下に有意に影響を与え始

一方、八○年の計測について

きた。出生率は、八三、八四年に

変化が背景になっている。つま
つま次に、近年の出生率低下の原因

負担の増加や女性の賃金の上昇が
2.41

いなかったことなどが考えられる。

は一・八程度にやや回復したものの、

について実証的に分析した

２３８
２．４０
２．４４
８，７０２
１．５４

のような、長期に及ぶ出生
2.16
2.25
2.31
２．１２

２．００
１．９５
２０７
２．１２
２．１２
２２６
２．３０
２．４１
２．４２
２．４７

数含向結果を紹介したい。分析方

碇償は、その効果を比較するた

孵郭秤辨鉢足度を取り上げた。分析

蠅割年噸贄、女性の社会進出化要因
》鰔瀞藪座Ⅶ鷆鮮謝揃

螂鑪岼堀川歎勵鹸棚稜醐鄙鮒、・鮴煎

》歸辨轡錐率いⅧ竣柵鑪捌奉訓”舳

八○年代後半から再び低下した。こ

のピークの四七年以降に始

２．１７
２．３０
２．３６
２．０７

２２２

率の低下は、ベビーブーム

一一度目の経験である。にく

昇している。しかも、ピー

には二十八歳と一一一歳程度上雛鞘

坐叩匪。仙珊脚癖Ⅷ辨一一靴蠅》

年齢別に出生率をみる柵蝋

まった十四年間以来、戦後匙刈

02年

ク時の出生率の水準は、七

２４３
８．８４４
２１３

1.98
2.07
2.08

７．８３２

87年

82年

2．１８

２．２０

総数
１部屋
２部屋
３部屋
４部屋
５部屋
６部屋
７部屋
８部屋
９部屋
10部屋以上
サンプル数
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ていること、②教育費・住居費負

設の充実は、出生率の下支え効果

下に寄与していること、③保育施

低下の一因となる可能性を否定で

来世代の負担の増大・経済活力の

我が国の高齢化に拍車をかけ、将

長期的には、出生率の低下が、

図り、職場生活と家庭生活の両立

を教育する労働者の雇用の継続を

とである。既に、日本では、子供

な制度の充実や普及を促進するこ

精神的負担の軽減を実現するよう

第二に、出産・育児の経済的・

業時間の延長など多様な保育ニー

また、質的にも、乳児保育や営

の促進は、積極的に評価できる。

児施設や企業委託保育サービスなど

その意味では、最近の事業所内託

かな保育施設の配置が望まれる。

なお供給は十分ではない。きめ細

と、働く女性の多い大都市圏で、

として有意な影響を与えているこ

を目的とする「育児休業法」が九

る。最近では、保育所全体の在籍

ズに対応していくことが重要であ

緩和なども検討に値しよう。

とｌなどが判鯛した．

の歯止めをかけることが望ましい

きない。この意味で、出生率低下

二年四月に施行された。しかし、

最適な住居へ、税制の優遇も

以上の三時点の計測結果から、

労働省「女子雇用管理基本調査」

担の増加についても、出生率の低

経済社会的要素は、夫婦の出生行
とすれば、計測結果を踏まえて、

数は減少しているものの、ゼロ歳

次のような経済運営、行政措置が

から二歳の在籍数は女性の社会進

動に対して七○年、八○年ころに

出を背景に増加傾向にある。こう

比べて最近ではより明確に影響を

有する事業所では、出産した女子

によると、育児休業制度の規定を
労働者のうち、実際この制度を取

期待される。

第一に、住居費に直接影響のあ

与えていることが分かった。

る地価の安定に配慮した適切な経

した保育園児の低年齢化に対応

のアンケート調査によると、部屋

問題研究所「出生動向基本調査一

に、これらの事業所のうち、金銭

クになっているようだ。ちなみ

増加が制度取得の際の最大のネッ

い子供の形成を意図して積極的に

出生率を地域別にみると、近年
では、相対的に大都市圏で低く、

得した者は五割を下回る。

し、保母のノウハウの高度化・施設

れるという点である。厚生省人ロ

済政策の運営や規制の緩和が望ま

計測結果より、各説明変数の寄与

数の多い家に住んでいる妻ほど、

の因果関係は必ずしも明確ではな

投資している面もあり、出生率と

これは、働く女性の機会費用の

明確になってきている。九二年の

地方圏では高い、といった構図が

度をみると、こうした地域間の格

ない。なお、出生率の低下が先行

支給のある事業所は三割にも満た

定されるものである。国が出生率

には夫婦の自由な選択に基づき決

夫婦が望む子供の数は、基本的

の条件になることを示唆している。

婦の出産・育児環境として最低限

む住居面積を確保することが、夫

果ではあるが、標準的な家庭が望

これは、ある意味では当然の結

見方が多い。

出生率回復に影響を与えたとする

制度の充実が八○年代半ば以降の

したスウェーデンでは、育児休業

の自発的選択の結果と言い切るの

どをみると、教育費の増大が、親

い。現在の受験競争の低年齢化な

教育費については、親が質の高

差には、女性の機会費用の大きさ

が出ている。

多くの子供を希望するという結果

の充実なども課題となってこよう。

ことがうかがえる。

が最も寄与している可能性がある

を増加させる様に直接介入するこ

また、二世帯住宅など働く女性に
て最適な住居方式については、融資

ことが重要である。地域別にみる

足度の低い地域を中心に供給する

第三に、保育施設は相対的に充

（日本経済新聞一九九四・八・二）

ていく必要がある。

の教育システムのあり方を見直し

れる中で、画一的と言われる学校

少による受験競争の緩和が期待さ

は困難な面もあろう。子供数の減

とについては、最近のアンケート調

とって出産後の就業復帰の環境とし

制度の充実や税制面の優遇・規制の

保育施設配置、きめ細かく

い抵抗がある。しかし国としても、

査をみても、依然として国民に根強

壗帆罎嘆噸１
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【ニューデリーⅡ皿日小島一夫】
ニューデリー地裁は十日までに、

ダウリ（持参金）が少ないとし

て、嫁に石油をかけて焼き殺した
義母に死刑判決を言い渡した。法
律による禁止や女性団体のアピー

ルにもかかわらず、｜向になくな
らない悪習のダウリ。前近代的な
社会の風習がインドの女性に重く

め女児の誕生が歓迎されず、低所

倍規模にも膨れ上がった。このた

は、九月の国連人口開発会議に政

双方の対立の直接のきっかけ

野昔庭総四軍孟符する公算が大きい。

両院議員や地方首長の中間選挙では

教会側は認めておらず、来年の上下

得階層では妊娠初期にエックス線

築くために始まったが、年収の十

クリシュナさんを引き取りに来た

などの暴行を加えた。実家の姉が

検査で性別を判定し、女児だと中

し付けたり、顔を殴って歯を折る

んの背後から石油をかけ、焼殺し

が拒否。その直後にクリシュナさ

派遣することを決めたことだ。教

会側はこの人口会議で採択する予

府側が教会側に相談なく代表団を

定の「行動計画」について「人口

い。

また長年この風潮が続いたた

絶してしまうケースが少なくな

め、人口の男女比が男千人に対し

抑制のための妊娠中絶を正当化す

たという。クリシュナさんの夫と

て女九百二十七人と、極めていび

るもので、同性愛者同士の結婚な
（毎日新聞一九九四・八二一）

ロテスタント）が就任以来、エイ

この背景にはラモス大統領（プ

うとしている」と反発している。

ど倫理的に異常な行為も推奨しよ

つな構成になってしまった。

義父も殺人ほう助で懲役三年の判
決を受けた。

相場は年収の十倍
女性の出生減少も
ダウリは嫁ぎ先での嫁の地位を

人口抑制政策巡り「和解」

ズ予防を掲げてコンドーム普及に

「エイズ予防は口実。産児制限が

努めてきたことへの反発がある。

連動を展開していた比カトリック

で九月に開く国連の国際人ロ開発

双方の「和解」に伴い、カイロ

抗議して、マニラ首都圏のルネタ

教会側は十四日、政府の姿勢に

本当の狙い」とみているためだ。
教会は、十六日の政府側との話し

会議では、政府と教会の双方が合

ら折れ合った格好だが、教会側に

以上敵に回したくないとの判断か

ない。「子供の数を決めるのは夫婦

触れておらず、表面的なものに過ぎ

計画の是非という本質的問題には

くのは八六年以来のことだ。

会側がこれほど大規模な集会を開

いカトリック信者が集まった。教

両院議員多数をはじめ、百万人近

はアキノ女史（前大統領）や上下

公園で抗議集会を開いた。集会に

’○○万人が抗議集会

ドラワティ・ラル被告（五○）。

意できる見解を提示することに
なった。

が反対することで「和解」がひと

に強い影響力を持つ教会側をこれ

まず成立した。ラモス政権は国民

は依然として強い不満がくすぶっ

の基本的権利」とする政府の方針を

しかし、今回の「和解」は家族

ピー（一ルピー約三・五円）の持

実家が払えないとなると、クリ

ている。この問題がラモス大統領

ピー相当）を実家に要求。
シュナさんの手にたばこの火を押

ず、さらにスクーター（約四万ル

参金を持ってきたにもかかわら

合いの結果、人工妊娠中絶に双方

えるのは避けられそうにない。

の政権維持戦略に大きな影響を与

中絶反対で合意

フィリピンのラモス大統領の人

、=〆

義母に死刊判決

シュナさん（二○）が、五万ル

口抑制政策を非難して激しい抗議

教会＝

カトリック４

嫁を焼き殺した

同被告は長男に嫁いできたクリ

のしかかっている。

比政権四

インドの悪習
グウリ

死刑判決を受けたのは、チャン

、■記

■■罰

山
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フィリピンではカトリック信者
は人口の八七・五％を占めてお

の影響力は極めて強い。八六年の

り、シン枢機卿に率いられる教会

エドサ革命の際には教会側がアキ
ノ女史を支持したことが当時のマ

のため、人口抑制の必要性を認識

ルコス政権打倒につながった。こ

準が上がり女性の社会活動が進め

る。さらに開発途上国での教育水

二○五○年に世界の人口は百億人

数を記録し、九八年までに六十億

．の人口を超える史上最高の増加

に達すると予測しているが、白書

人になる。国連の長期推計では、

は出生率の低下が進まない最悪の

ことにつながることから、妊娠と

出産の意思決定権を女性の基本的

ば、結婚や出産の時期を遅らせる

人権として確立する必要性を強調

（毎日新聞一九九四・八二八）

る可能性があると警土Ｆ）ている。

場合は百二十五億人にまで膨れ上が
十六億六千万人。昨年より九千四

九四年六月現在の世界人口は五

している。

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）は

していたアキノ前政権も教会側の

百万人増え、この一年間にメキシ

た。「選択と責任」と題した白書

突破するのは必至だ。

西暦二○一○年には人口一億人を

最大の理由だ。現状を放置すれば

産児制限に強く反対しているのが

水準だ。これは教会側が人工的な

以上とアジア諸国の中では三位の

万人だが、人口増加率は二・五％

同国の人口は現在、約六千五百

議（ＩＣＰＤ）の主要テーマとな

は、来月開かれる国際人口開発会

ヘルス」（性と生殖に関する健康）

の是非など一リプロダクテイブ・

づけている。家族計画や妊娠中絶

化）を人口問題解決のカギと位置

の「エンパワーメン卜」（能力強

摘。出生率の低下に結びつく女性

性が選択できるようになると指

子供をいつ、何人産むかなどを女

ば七十八億人、最悪の場合は百二

生率を急速に下げることができれ

二○五○年には何人になるか。出

現在、五十七億人ある人口が、

驚かされる。

九四年の世界人口白書を読むと、

か。国連人口基金が発表した一九

考え方が対立しているからだ。

マ法王庁）やカトリックの国々の

や避妊に反対するバチカン（ロー

「生命の尊重」を第一に妊娠中絶

権をもとめる女性たちの願いと、

う。妊娠・出産に関する自己決定

は、女性の社会進出が広がれば、

ラモス政権は「人口増をこのま

人口増に危機感

ま放置すれば、フィリピンに未来

ることが予想され、その議論を先

十五億人と、予測される。その差

しかし、会議を前に暗雲が漂

火ダネは、会議でキーワードと

なる「性と生殖に関する権利と健

康」にある。

産むかどうか、いつ産むのか、さ

人口政策の行動計画を決める国

はいま地球にすむ人の数に近い。

間の計画を決める。

はない。人口増が経済成長をすべ

取りした内容となっている。

世界は人口爆発を乗り切れる

て食いつぶしてしまう」と訴え、

め、カイロで開かれる。十年に一

連の国際人ロ開発会議が九月初

らにその判断や実行に必要な情報

これは、簡単にいえば、子供を

ことができれば、母子とも健康に

康を管理して出産の間隔を広げる

度の会議で、今回は向こう二十年

白書によると、女性が自分の健

九八年までに増加率を一・九％に
引き下げる計画を推進している。
（マニラⅡ平野憲一郎）

■■訂

なり出生率も低下するとしてい

人口問題に
女性の視点を

十七日、二九九四年世界人ロ白

世界人ﾛ56億6千万人

書」を世界主要都市で同時発表し

重視

たのが実情だ。

女性の意思

意に反する政策は打ち出せなかっ

世界人ロ白書

（日本経済新聞一九九四・八。一八）

砧

一

や手段の提供を、権利として認め
に充実した人生を保障する、とい

切り、少産少死の社会に変えてい

ＮＧＯの女性が加わる見通しだ。

カイロに赴く日本政府代表団にも

Ｏ）の立場で積極的に参加した。

が予想される会議では、女性の視

えでＮＧＯの役割は大きい。難航

いか、など個人の声をくみ取るう

が、定義次第で中絶を認めること

かかわる問題では当事者の立場に

期待する。

（毎日新聞一九九四・八・二○）

発展途上国の人口増加抑制へ

立つことが大事だ。人権無視がな

点からの合意づくりができるよう

くことが重要で、それが一人一人

になるからだ。今までも避妊の是

家族計画のように人間の尊厳に

ようというものだ。こうした権利

ローマ法王庁などが反発するの

うのだ。

が保障され、女性の地位や能力が
問題解決のカギになる、との認識

向上することが、遠回りでも人口

これまで人口政策は、主として
非を巡って対立があったが、中絶が

は、一性と生殖をめぐる権利」

国家や社会といったマクロの視点

家族計画指導と医療機材を提供

健フロントライン計画」と名付け

られ、爆発的な人口増加により深

口増加抑制を目指し、青年海外協

政府は十九日、発展途上国の人

経済・社会の発展に寄与しようと

環境破壊に悩む途上国を支援し、

刻な食糧難や疾病の発生、貧困、

な開発や環境保護といった地球規

いうもの。今年度はバングラデ

口増加の著しい地域をモデルヶー

ザニアの四カ国を重点国とし、人

シュ、フィリピン、ラオス、タン

供与を組み合わせた新しい技術協

力隊や医療専門家の派遣とコン

力プロジェクトを策定、バングラ

ドームなど家族計画・医療機材の
以来、先進国と途上国が一体に

球サミット（国連環境開発会議）

られるようになった。二年前の地

むか、何人産むかを決めるの

スに設定、各国に毎年一千万円程

・途上国の多くで、いつ子供を

度の医療機材などを今後四年間継

デシュなど四カ国をモデルケース

続して供与する。

なって取り組む必要性がより強く

具体的な協力内容は、①看護

、夫や家族である。避妊したく

六千万円の支援を実施することを

婦、保健婦、助産婦らによる青年

指摘されている。

日本はこの分野で最大の資金拠

果をみたうえで、他のアジア、ア

決めた。今回のモデルケースの成

も出来ない女性は、’億二千万

人以上もいる。危険を伴う中絶の

の低下に悩む。途上国と立場は逆

同プロジェクトは「人口家族保

まずバングラなど四カ国

③現地での協力隊活動を支援する

②計画に必要な機材を提供する、

画や母子保健の普及指導を行う、

海外協力隊員を派適して、家族計

出国だ。しかし、国内では出生率

今回、行動計画案の検討段階か

フリカ諸国にも拡充する方針だ。

結果、命を落とす女性も年間六万

だが、人口問題にミクロの視点が

えることが出生率の低下につなが

ら日本の女性が非政府組織（ＮＧ

大事という点では同じだ。

る」と。多産多死の悪循環を断ち

ビスを普及し、女性に選択権を与

基金はいう。「家族計画のサー

人もいる。

に、今年度から四年間で総額一億

模の問題と密接にかかわると考え

一億六○○○万円支援

四年で総額

、■誼

に立っている。

から行われていた。今回それを反

人口抑制優先のもと、一人っ子

前面に出たことでより先鋭化した。

の視点を前面に打ち出す。人口間

ロの視点重視と調和するかといっ

政策をとる中国の行き方が、ミク

省し、人権の尊重といったミクロ

、｜人一人の男女の意思が大事

題の根本は国家の押し付けでな
た問題もある。

いった認識に達した点は評価し

よい。

こうした権利が主張されなけれ

性の置かれた現状をあげてい

ばならない背景として、 白書は、

人口問題は、最近では、持続的

てとく

ては産る女
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ど）、広報・訓練用視聴覚機材

薬品（貧血用鉄剤、ビタミン剤な

万五千人余増えた。増加率は○・

千八百一人で、昨年より約三十六

道県で人口が増え、増加数が最も

二十三万六千百五十九人。三十六

一位だった。転入や帰化が転出な

大きかったのは埼玉で、七年連続

医療専門家を別途に年一’二回短

二九％で、過去最低だった昨年よ

どを上回る「社会増加」率だけを

り○・○一ポイント下回り、調査
開始二九六八年）以来の最低を

とると、大規模宅地開発や大学移

実情に適した形で供与する。

（拡声器、教材など）を、地域の

期間派遣する。
とくに、医療機材関係では、人

政府は現在、現地事情把握のた

転のあった滋賀が○・六三％で

口抑制の面からコンドーム、殺精
子剤など避妊具・避妊薬の消耗品

更新した。世帯数も四千三百六十

トップ。人口が一番減ったのは東

六万五千八百四十三世帯（昨年比

京だった。

で、調査報告書がまとまり次第、

一・三七％増）になったが、一世

め予備調査団を対象国に派遣中

帯当たりの人数は過去最低の二・

高齢化社会に向けたデータ充実

今秋にも同計画を逐次実施に移す

のため初めて集計した年齢階級別

考えだ。

の観点から、保健婦訪問キット

774,024▼１，４００Ｖ０．１８

を大規模に提供。併せて母子保健

海

奈

歌

児

０．２９

合計124,322,801365,343

１．２６６，８０８１１，０４６０．８８

（血圧計、聴診器など）、助産婦

口を、十一日に勧告された三百小

八五人（昨年二・八八人）。この人

人口では、六十五歳以上の老年人口

１．７９１，９０５▼２０５Ｖ0．０１

分べん関連医療機材（分べん用器

選挙区の区割り案に当てはめる

で、総人口の一三・八七％だった。

が千七百二十三万九千三百二十七人

１．８５８，９４６３．９８００．２２
１．２４１，１４９６５２０．０５
１，１８４’０４７３，１３９０，２７

（産経新聞一九九四・八・二○）

と、「｜票の格差」は最大二・二一一

１．５５６，６１２Ｖ918▼０．０６

は鈍化し、東京、大阪、京都の減

強を占めるが、三大都市圏の増加

での上位九都道府県で全体の半数

愛知、埼玉の順。東京から福岡ま

が多いのは東京、大阪、神奈川、

県が自然減となった。一方、人口

様、高知、秋田、島根、山口の四

少」を記録。県レベルでは昨年同

数が出生者数を上回る「自然減

十二市町村（五五％）が、死亡者

縮小傾向に入り、今年は千七百八

人口の増加は七五年をピークに

どで人口に占める比率が高い。

四ハ％）、鹿児島二八・九七％）な

島根（二○・七七％）、高知（一九・

六倍で、勧告案の二・一三七倍よ

４．８４９．４３１２４，９４８０．５２
８８２，８７８１，０５００．１２

具、検診ベッドなど）、基礎的医

５，４５７，６１７２８，５８５０．５３
１，４１５，２２２１１．０５３０．７０
１．０９４，９３３１，８７６０．１７
６１８，３４０３０４０．０５

人口の内訳は、男性六千百八万

１，０３０，９０３１．３５００．１３
１，５２５，０７８▼９５５▼0.00
８２６．８１２▼１，１７０▼0．１４

人口増加率、最低の○・二九％

２，５４２，５７９▽103▼0.00
ａ５４２，６２４Ｖ６，２１１▼０．０７

り拡大している。

六千六百四十二人、女性六千三百

１．５５６，２８６Ｖ２，２１６Ｖ0．１４
８３７．２２６▼５１９Ｖ0．０６

鋼祁髄賦一億二四三二万人

ｑ７１４，７８９３０．７５４０．４６
１，８２９．７２１８，１８８０．４５
Ｌ２５９．８８０１２，４１３１．００

ロ、世帯数などを発表した。全国

３７１８．３１２１２．６０４０．３４

自治省は十九日、住民基本台帳

２，１７８，７７５７，１８２０．３３
２．０８９．６０４5,980０．２０

の人口は一億二千四百三十二万二

（３月３１日現在、▼は減少）

に基づく三月三十一日現在の人

人口翻巖哺孵

道森手城田形島城木馬玉葉京川潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良山取根山鳥口島川媛知岡賀崎本分崎島縄

５．６６５．６９９９．４６００．１７
1,507.037７８７０．０５
１．４２８，６４６７０００，０６
２．２８６，７４１１３，０７００.Ｇ２
1.226.921▼１，６６０Ｖ０．１４
１，２５５，５５６８６０．０１
２，１２９，６４７５，６３７０．２７
2.935,66820,388０．７０
１．９６９．３８０８．８４５０．４５
１．９９０．５９１7.080０．３６
６．６１１，９３５７１，２４５１．００
５，７１７．７４１４４．８９５０．７０
１１，５７３，０２９▼３６，７０６▼０．３２
ａ103.91846,464０．５８
2,483.915４．１４００．１７
１．１２４．４２７７４６０．０７
１，１６７．０３７２．８０３０．２４
８２３．１９８１．８５００．２３
870,649４．７９１０．５５

北膏岩宮秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和鳥島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖
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１，９４４，１６７３，８９１０．２０
２．８６１，６９９４．３９５０．１５

■■誼
住民基本台帳による人口

年齢別では、｜番多いのが四十・

少傾向が続いている。
’四十四歳で全体の七・九三％。

続いて、二十’二十四歳七・八六
％、四十五’四十九歳七・八一一％

の三・五四人が最も多く、東京の

など。一世帯当たりの人数は山形

焦点を絞り、個々の女性の能力強

能力強化（エンパワーメン卜）に

通りである。これらの差別を排除

な男女間差別があることは周知の

国を除き、雇用機会や昇進で大き

経済活動の面でも、｜部の先進

することにより、女性の経済的自

ルでの変化を通じて、人口増加の

立が可能になり、この点でも法制

化により家庭というミクロ・レベ

（毎日新聞一九九四・八・二○）

抑制と持続可能な開発の実現に貢

特に、教育投資、経済活動、性と

位向上の重要性を強調している。

法律的といった側面での女性の地

かりでなく、ミクロ・レベルにお

つことに対する需要も減少するば

老後保障効用は低下し、子供を持

子供を持つ親に対する所得効用や

女性が経済的に自立できれば、

ている。

面の改善の重要性を白書は指摘し

と同一であるが、リプロダクテイ

テイブ・ヘルス）の三つの分野で

生殖に関する健康（リプロダク

るために、社会・経済的、政治・

白書は女性の能力強化を促進す

献することを目指している。

二・三一人が最少だった。

人口白書、抑制方法に限界

①九四年世界人ロ白書が公表さ

ブ・ヘルスに関連する家族計画や

ける出産・育児の過度の負担から

女性の自立策見えず

れたが、今回の白書はマクロ的視

中絶の是非をめぐり参加国の間で

解放された女性のマクロ経済への

点から検討されてきた従来の白書

男女平等が保障されることの必要

厳しい意見対立が起きよう。

教育・経済面の

と異なり、女性の地位向上と能力
強化を人口問題解決の絶対必要条

リプロダクテイブ・ヘルスは来月

の白書で中核的な部分を占める。

性と生殖に関する健康は、今回

貢献度も高まるのである。
域で識字率、就学率における男女

育投資に関しては、多くの途上地

格差が依然として大きい。白書で

テーマとなっており、今回の白書

開かれる国際人口開発会議の主要

平等を訴える

る国際人口開発会議に先立って、

は、これらを改善することによ

などミクロレベルの変化を議論の

件とし、個々の女性の出産、育児

②白書は女性の能力強化推進の

このほど国連人口基金（ＵＮＦＰ

九月五日からカイロで開催され

ため、教育投資、経済活動、性と

り、女性の雇用労働機会の拡大や

のキーワードでもある。リプロダ
経済的自立を可能にさせるとして

クテイブ・ヘルスとは、女性が差

Ａ）から二九九四年世界人口白

別的な社会慣習から解放され、自

書」が公表された。七八年以来十

いる。また、女子教育を高めるこ

テイブ・ヘルス）の三分野におけ

とにより、結婚・出産などのタイ

生殖に関する健康（リプロダク

の白書とは著しく異なった視点か

七回目となる今回の白書は、従来

に関する地位は極めて低く、避妊し

多くの途上国では女性の性・生殖

ルできることを意味している。

に、子供数の減少は母子の健康に

たいが、それができない女性は約一

らの性と生殖についてコントロー
前回までの白書は主として人口

とっても好ましい結果が生み出さ

ミングを遅らせることができ、出

クロ的視点から検討してきたのだ

と開発との様々なリンケージをマ

れることになるとしている。

生率の低下を期待している。さら

が、今回の白書は、女性の地位と

ら書かれている。

この方向は評価したいが、その具

く国際人口開発会議の主要テーマ

③白書の内容はカイロで来月開

かは不透明である。

あと実際の出生率低下に貢献する

体的手続きやどのくらいの年月の

る男女平等の実現を訴えている。

対象にしている。

これら三分野の一角を占める教

性を強く訴えている。

■■誼
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にゅうすふぉ－らむ

百七十人にもなっており、先進国

途上国の場合出産十万に対して三

死亡率をみると、九○年時点で、

娠と出産を経験している。妊産婦

これらの女性の多くは危険な妊

る。

億二千万人に上るとみられてい

している。

の速いペースで九千四百万人増加

年増加数はいまだかってないほど

近年低下を続けているが、人口の

人に達する。世界全体の出生率は

億六千万人で九八年までに六十億

九四年の年央の世界人ロは五十六

と分布パターンとの関係である。

されたことは一応評価できよう。

ら、今回の白書で人口問題が検討

かった女性の地位という視点か

のアプローチでは光が当たらな

下させることが急務であり、従来

うえでも、出生率をできるだけ低

を開発過程の中に効果的にとり入

白書の中では、女性の能力強化

の十三倍である。

ｊ年哩、皿“いの年月を

人卿、胆７創る経た後にマ

ま０４９８よクロ・しべ

億２

鋤》胆弘祗皿誰ルの出生率

く２

鍔畔恥岬汕恥辨辨評巫禧嚇

来加

１ノ

国これらの疑
将２
ロ十十十十典問は白書を

の希望する子供の数はより少ない

ず、乳児の死亡率も低下し、家族

広く行われれば、妊産婦のみなら

ダクテイブ・ヘルス・サービスが

もし、包括的で質の高いリプロ

の場合には一一○五○年に百二十五

ことを前提にしている。高位推計

推計は出生率の低下が今後も続く

すると見込まれている。この中位

億人、二○五○年には百億人に達

位推計で二○五○年までに八十五

最新の国連の推計によれば、中

ず、国々により女性の能力を強化

の分析は断片的であるのみなら

を果たしたとしているが、それら

上が出生抑制の実現に大きな役割

これらの国々では女性の地位向

などのケースを挙げている。

タイ、コロンビア、インドネシア

し、アセアン諸国のフィリピンと

提条件の一つとしている。しか

の女性の地位向上を出生低下の前

さらに、白書では教育を通じて

ない。

白書からは回答を得ることができ

が、今回の

馴緯峰綜緯咄読んだだれ

出産数で達成される。その結果、

億人に達し、さらに今日の出生率

がとられている。長期開発計画の

するのに著しく異なるアプローチ

れた成功例として、ジンバブエ、

れ、女性自身とその家族に利益が

女性の出産・育児の負担が軽減さ

が今後も不変と仮定した参考推計

インドネシアを比べてみると、前

に基づき統合するのか明確でな

子識字率は七一％から九三％へ、

者では七○年から九○年の間に女

中高低参であろう

世位位位考，ｂが抱く点

もたらされる。

中に、具体的にどのような方法論

い。途上国の開発担当官にとって

した。

女性が生涯に産む子供数を示す

後者は四五％から七五％へと上昇

合計特殊出生率は、前者が五・八

はこのあたりが一番知りたい点で

また、今回の白書が議論のベー

人から四・三人へ、後者は五・五

あろう。

域で起きるのである。現在は世界

スとして使用している国連人口推

人から三・五人へと両国とも減少

計にしても、女性の地位向上を出

したものの、常に識字率の高い

が、二○五○年では約九○％近く

れてはいない。女性の能力強化が

フィリピンの方がインドネシアよ

生率の将来変動に明示的にとり入
これらの推計結果を見れば、持

続可能な開発を途上地域で進める

どの程度まで、そして、どのくら

にも達する。

人口の八○％が途上地域にいる

ても、人口増加は圧倒的に途上地

重要な点は、いずれの推計にし

年で七十八億人である。

対照的に低位推計では二○五○

もなる。

では二○五○年で二百十二億人に

これらの三つの分野は最近の流
行語でいえば、”サンフレッチェ〃

・社会開発計画に統合させること

的補強関係にあり、これらを経済
により出生数は次第に低下するこ
とが期待できる。

効果の計遺的
推定は難しい
今回の白書が従来の白書と違う
アプローチをとった理由はいくつ
かあるが、一つは世界人口の増加

8１

ような状況は他の国でもいくつか
い。日本や韓国の経験は女性の地

女性の地位は国際的にみても低

男女賃金格差などの指標の面では

に突入している日本や韓国では、

にある。ところが、超低出生社会

であるリプロダクテイブ・ヘルス

なお、今回の白書のキーワード

のである。

る今日の白書の限界が見えてくる

の解決へのカギとなる」と主張す

エンパワーメン卜こそが人口問題

いる。同市の徐淑碧・環境保護局

大気汚染が中国で最も深刻化して

るミクロのアプローチとは異なる

に掲げることなく、白書が提唱す

中南米を中心とするカトリック諸

可能性もあり、バチカン法王庁と

に加え定義次第では中絶を認める

る。この新しい用語は、家族計画

人に達した。

一人だったが、八九年には五十四

一九七三年当時十万人あたり二十

市中心部の肺がんによる死者は、

の工場が集中する重工業都市で、

が約千四百万人。鉄鋼、機械など

長江に沿う四川省重慶市は人口

●増える肺がん

例がみられる。女子教育の重要性

位が、必ずしも出生率と相関しな

副局長によると、約九平方キロの

白書の前提条件とは異なるこの

は否定できないものの、経済政

口開発会議は波乱含みとなってい

をめぐり、来月五日からの国際人

りも出生率が高くなっている。

策、宗教・文化、政治の安定度な
いことを示唆している。

マクロ的方法で出生率低下を達成

中国でも女性の地位向上を前面

ど、教育以外の多くの要因が出生

今回の白書が強調する個々の女

している。すなわち、人口成長率

変化に影響を与えていることも十

性の能力強化に伴う雇用労働への

国が反発しており、会議の行方も

分に考慮に入れるべきである。

参加の増加と、出生率の低下との

予断が許さない状況である。

で、郊外の肺がん患者も増えてき

いるからだ。だが「この五年間

十万人あたり十四人にとどまって

どの少ない郊外の肺がん死亡率は

言する。八九年調査でも、工場な

加は大気汚染が最大の原因」と明

徐副局長は「肺がんの大幅な増

り入れ、家族計画プログラムを強

低下の目標値などを長期計画にと

一九九四・八・二九）

（日本経済新聞

関係が重要であることは研究者の

力に推進してきた。これらの東ア

間でも従来から認識されてきてい
る。しかし、それを計量的に推定

ジアの経験を考えると、「女性の

女性の就労が出生率低下を誘発

することは至難のわざである。

しているか、または出生低下が女

性の職場進出を可能にしているの

ています」。量の増えた煙が郊外

で、環境問題に対する危機感が高

【北京泌日Ⅱ永持裕紀】中国

といえる動きで、経済の急成長に

回っていた中国の大きな方向転換

たすら追求し、環境対策は後手に

の煙に二酸化硫黄（ｓｏ）など硫

うと吐き出す煙突を見かける。こ

都市のいたる所でも煙をもうも

だという。

と、農村部での工場の増加が原因

にまで拡散するようになったの

る各種人口調査データでは不可能

よる環境汚染がいよいよ抜き差し

亟中曇竈鑛霊

と言えよう。このような技術的な

まってきた。このほど発表された

ならなくなってきた表れとみられ

アスなしに分析することは現存す

か。この因果関係を統計的なバイ

問題も今回の白書では検討されて

政府の環境公報（中国の環境白

いる。工場の最大のエネルギー源

黄酸化物（ｓｏ）が多く含まれて

書）が環境汚染の健康に与える悪

る。日本とのかかわりが特に懸念

である石炭は付近で産出される

される大気汚染の現場を中心に、
「隣国の環境」の現状を見た。

ども「環境保護キャンペーン」を
活発化させている。経済発展をひ

影響に言及したほか、マスコミな

いないのである。

中絶など巡り、会灘の紛糾も
日本をはじめとする東アジア諸

国の出生率は既に極めて低い水準

9０

こゅうすふお－らむ

と、同省内には四千近い炭鉱があ

熱して作る。山西省政府による

クス製造が活発だ。原炭を高温で

る農村企業が盛んだ。中でもコー

書」でも大気汚染を取り上げた。

る。六月に発表された「環境白

をやり玉に挙げられることもあ

で、個別の工場が排出量のひどさ

し始めた。保護意識の向上が狙い

が、硫黄分が多いからだ。

中国の大気汚染問題は「石炭問

る。農民が経営している小規模炭

転換せざるを得ないほど、問題が

なかったこれまでの姿勢を大きく

●少ない集塵装置

だ。重慶市の電力の七割をまかな
題」である。国内エネルギーの約四

鉱が大半で、そこから石炭を工場

多量の硫黄分の処理はやっかい

う華能洛環発電所は日本製の排煙脱
だ。そして、市場経済化による経済

分の三を石炭でまかなっているから

装置は、水と石灰石の粉を混ぜ

へｌといった動きが地域経済

に運び、できたコークスは都市部

どが集まり、煙っぽい印象の強い

省。省都大原市は炭鉱や製鉄所な

いないところがほとんどだ。真っ

塵（しゅうじん）装置さえ備えて

だが工場は脱硫装置はおろか集

る。

角」と話すマスコミ関係者もい

中国最大の石炭産出地域、山西

発展は石炭消費を急増させている。

汚染の影響などをあまり公にし

硫装置を持つ石炭火力発電所だ。
合わせたものを煙に噴霧して、硫
が、一日に使う石灰石は、十トン
都市だ。その大原から南西に向か

黒な煙が多いのはそのためで、重

黄分を石こうに固める仕組みだ
トラックで四十台にも及ぶ。でき

うと、しばらくはのどかな田園風

脱硫装置がほとんど普及していな

だが、最大の問題は、こうした

じだ。だが約百キロも走って介休県

が多い石炭のためｓｏの排出も当

慶には及ばないが、やはり硫黄分

関連産業は、粉塵量の多い北京市な

にもなる。細かなチリを嫌う半導体

テコにしている外国木鐸表誘致の障害

環境のあまりの悪化は、発展の

ペーンの事例はほんの氷山の一

深刻化してきたからで、「キャン

た石こうの処理にも頭を悩まして

景が続く。空気の透明度も増した感

をにぎわせている。

いる。

いことだ。多くの国有企業は、設

然懸念される。

機関への環境援助要請も活発化す

路線の転換により、外国や公的

元（約一億二千万円）の集塵装置

期待は大きい。重慶の華能珸璃発

るものとみられる。特に日本への

ている脱硫装置について「また日

電所の鄭正華所長は増設を予定し

（社長）は「環境保護に目を向け
るだけの余裕は、みんなまだあり

えた。

本製を導入したい」と熱っぽく訴

政府の監督下にある中国の新聞

酸性雨と中国や韓国などの汚染物

酸性雨調査の結果で、日本海側の

日本の環境庁は七月に発表した

やテレビは、特に今年に入ってこ

質とを関連づけた。中国の大気汚

●日本に援助期待

規制など野放し状態だ。

ません」と話した。ここでは環境

を付けたというが、範秋蓮総経理

クス製造有限公司は炉に約一千万

どへの立地を敬遠し始めている。

に入ると、周囲が曇ってきた。田畑

籔鱒鬮欝蝋灘鑪翻愛“

讓鬮鬮鬮鰯蝋劉劃叩
籔鬮鰯臘臘騨劇》

地域最大の郷鎮企業、安泰コー

の合間に煙突が目立ってきた。

この地域は、郷鎮企業と呼ばれ

備が老朽化しているうえ、資金が
まったく足りない状況だ。

巨匿園
中年中

うした実態をキャンペーンで追求

９Ｊ

Ｉ

ついても大きな課題を投げかけ始

染は日本の援助、協力のあり方に
めた。

この調査は半年ごとに実施され

と見られる。

ており、今回は、初めて一千八百

九十五人、○・六％の減少を記録

くに増えていることが、厚生省が

生夫婦」が三十年前に比べ二倍近

「姉さん女房」や同い年の「同級

七歳以上年上は六万九千組（二

上は十一万八千組二九・四％）、

万九千組（三六・○％）、四’六歳

ところ、夫が－１三歳上は二十一

』 繊頼豐孔鞭賎露

七日発表した一九九三年人口動態

・四％）、同い年は十万三千組二

日）と比較して、さらに二千九百

ただ、不法残留者のうち、男性

七・○％）、妻が年上は九万八千組

した前回調査時（昨年十一月一

が十八万六十人で、前回調査時よ

の社会進出や高学歴化が背景とみ

統計（確定数）で分かった。女性

五十一人、一・○％の減少。

たのに対し、女性の方は十一万三

り六千八十六人、三・三％も減っ

四万三千組（八・四％）、妻が年上

し、六○年当時は、同い年夫婦は

（一六・一％）だったｃこれに対
九三年に結婚したカップルは計

は五万三千組（’○・一一一％）。同い

られる。

七十九万二千組。このうち初婚夫

五人、二・八％の増となってお

婦六十一万組を年齢差で分類した

千七百四十人で、逆に三千百三十

ている。

の時代体験を持って話が合う年代

は、時代の流れが速くなり、共通

同い年の結婚が増えた背景に

経済大学教授（社会学）

家族問題に詳しい桜井哲夫・東京

められているのかも。

れるが、頼りがいのある女性が求

う晩婚化などが背景にあるとみら

が増えたり、女性の社会進出に伴

高学歴化で大学の同級生の結婚

比率でも二倍近くに増えている。

九三年の方が実数で約二倍、全体の

年、姉さん女房を合わせた数では、

り、女性の増加傾向は依然、続い

+⑤⑧P+■●PPe●Ｌｑ■

（朝日新聞一九九四・八・二九）

不況の影響で頭打ち

出身国別にみると、タイが四万
いで韓国四万三千三百六十九人、

九千九百九十二人で最も多く、次

た後も日本に残り続けている不法

中国三万九千七百三十八人、フィ

法務省は三日、在留期間が過ぎ

残留外国人調査結果（五月一日現
在）を発表した。不法残留者は二

ア二万三百十三人Ｉの順．前

ラン二万七百五十七人、マレーシ

五％）、韓国（五・七％）、フィリ

回調査時と比べると、中国（九・

リピン三万七千五百四十四人、イ

査時点と比べると約三千人の減、

十九万三千八百人で、半年前の調

おり、不法残留者の数が頭打ち状

ピン（四・○％）がそれぞれ増加

特に前回調査に続く減少となって

している。

（読売新聞一九九四・九・四）

態になっていることが明らかに
マレーシアからの不法就労目的の

沁印卯卵年

100(％）
８０

6０

1１．９
勿圀'

■

４０
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なった。不況のあおりでイラン、

１－３磁）夫４－６歳）
｜｜夫年上(1-3歳）夫年上(４－蟻）’
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不況で減少傾向

入国者が減ったことや、法務省の

初婚夫妻の年齢差の移り変わり

不法残留者
29万3800人

不法就労者の摘発強化などが理由

妻年上同年齢夫年上(7歳以上）

囲麺

’２

こゅうすふお－らむ

る。同世代の人間関係をつくる場

は七人となっている。

七百八十三人と続き、百十歳以上

いで百一歳千四百十一人、百二歳

二千四百九十四人で最も多い。次

のはこの四県だが、上位十八位ま

県十・○八人の順。十人を超えた

の幅が狭くなっていることがあ

が学校中心になったことが同級生

人は、全国平均で四・四八人。地

人口十万人当たりの百歳以上の

”西高東低“の傾向が続いている。

葉県二・五五人の順になっており、

一・八五人、大阪府二・一八人、千

逆に、少ないところは、埼玉県

では西日本が占めている。

同士の結婚につながっていると考
は、女性の高学歴化が進んだう

えられる。年上の女性との結婚

をトップに、高知県十二・六四

域別では、十八・五二人の沖縄県

を更新し、五千五百九十三人と

治十二年生まれの百十五歳で、故

屋の猪飼たれさん。たれさんは明

最高長寿者は、三年連続で名古

総務庁は十四日、「敬老の日」

歳以上の高齢者人口（推計）は千

発表した。それによると、六十五

・三％）。高齢になるほど女性の割

え千三十七万人（女性人口の一六

％）、女性は初めて一千万人を超

百二十万人（男性人口の二・七

加した。男女別に見ると、男性七

一三・五％から○・六ポイント増

で、総人口に占める割合は前年の

の推計値は、前年比七十万人増

十五日現在の六十五歳以上人口

裏づけた。

最高で、人口高齢化の加速ぶりを

割合は一四・一％といずれも過去

七百五十七万人、総人口に占める

を前に高齢者に関する調査結果を

男女とも九割が「生活に満足」

六五歳以上・女性一千万人突破

一九九四・九・九）

（読売新聞夕刊

え、年下の妻を夫が教え導くとい

なった。昨年より七百九十一人増

人を含めた歴代の長寿者のなかで

人、島根県十一・二七人、鹿児島

う家父長的な価値規範が崩れてい

え、五千人を突破したのは初め

も、五位となっている。男性の最

■毎■

るのも要因だろう。

（毎日新聞一九九四・九・八）

名簿は今月三十日の時点で百歳

めて浮き彫りにしている。

百歳以上
最多の五、五九三人

敬老の日を前に、厚生省は九

て。また、男性は一千人、女性は

長寿者は、百九歳の沖縄市在住、

以上になる人を、一日現在で集計

四千人をともに初めて超えた。長

したもの。

寿者の数は名簿の発表が始まった

さん。渡名喜さんもやはり三年連

渡名喜元完（となき・げんがん）

を発表した。百歳以上のお年寄り

昭和三十八年の百五十三人と比べ

続の一位だ。年齢別では、百歳が

ると、三十六・六倍に増えてお

は二十四年連続で前年の最多記録

日、全国高齢者名簿（長寿番付）

厚生省

〆i;`糖｡

り、加速する高齢化社会の姿を改

9３

■悪五

一人が働いており、米国の一一・

は二四・九町で、高齢者の四人に

円で、同世帯の消費支出月平均は

うち可処分所得が約二十一万七千

給付が八○・四％を占める。この

は月平均二十四万円で、社会保障

たりスポーツや趣味に意欲をみせ

足し、六割以上が積極的に外出し

盲同齢者の九割が現在の生活に満

B00C

約二十四万二千円で、不足分は貯

表した－１高齢者の日常生活に関す

ていることが、総務庁が十四日発

。
■

マンションなど一・六％）と大半

二％（一戸建て八七・六％、分譲

「住まい」では、持ち家が八九・

高まった。

態が良くなるほど満足度の割合も

八九・三％に上った。また健康状

「満足している」が三四・｜％と計

あ満足している」が五五・一％、

それによると、日》炉生活に「ま

一・八％だった。

象に面接調査し、有哩切回答率は八

の六十五歳以上の男女三千人を対

を把握するため、今年一月、全国

調査は、高齢者の日誉師生活ぶり

脇」そうだ。

ラ色の高齢者」像には疑問の声も

いるものの、調査結果が描く「バ

があるかもしれない」と分析して

後』というイメージは変える必要

なければならないが、『寂しい老

りは回答できないので、割り引か

同庁は「健康状態の悪いお圧十奇

る調査結果」で分かった。

蓄などを取り崩している。

◇

四十五万人に対し、女性百二万人

合が高く、八十五歳以上では男性

（同三年）に比べ、際立って高い

三％（平成五年）、英国の五・二％

ロ

就業状態を見ると、昨年の六十

と二倍を超えている。

また、世帯主が六十歳以上で無

畷

水準となっている。

400Ｃ

五歳以上の労働力人口は、一昨年

職の世帯（高齢無職世帯）の収入

一趣弘人人人

典歯節

⑤香港74.90歳
⑤イスラエル74.54歳

１１９６３０

〈厚生省調べ）
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１

０

元６
平成

平均寿命ベスト５

人－１９６３
５２一一一一

『■函】密尉昌］

（人）

より八万人増の四百十七万人で過

女女女女女女男女女

川旧扣旧扣旧的”ぬ
ク江

キ完づ
で称エェサセ元志す
ひみススアタ喜川や

秤蕊訓議謝醗酩霊稻

５DOC

※印以外は故人

去最高。労働力人口に占める割合

山島

100歳以上の高齢者数

歌梨ロ児島京縄知岡
和山山鹿広東沖愛静

人ロ10万人当たりの
②、足巴河鼬凹型勘、

アイスランド75.74歳

５０

④アイスランド
⑤スウェーデン

１DOC

浮仮

Z覇Bｉ

： スウェーデン75.35歳

6０

:更霜１

600Ｃ

泉璽千代120(男)鹿児島
小林やす１１８(女)山梨
中村璽兵衛116(男>岩手
森元いと116(女)兵庫
猪飼たれ※115(女)愛知
白浜ワカ114(女)宮崎
大平ひで※114(女)和敵山
麗沢りつ113(女)長野
河本にわ113(女)滋賀
阿剖たけ112(女)静岡

8０

鍋…４５

5０

5５

昭和(年）

①日本76.25歳

７０

82.51歳
80.94歳
80.90趣
80.89歳
80.79歳

①日本

※年齢は94年９月30日現在､敬称鴎

、猪飼たれ115<女)愛知

“

こゅうすふお－らむ

買い物、散歩など外出では、

を占め、九○％が満足している。
「友人との交際」（二五・三％）など

誌」（三七・○％）「旅行」（三○・六％）

とその家族、フィリピンなどから

した。ブラジル・ペルーの日系人

のが、昨年は五一・七％まで低下

・七％、八六年は七八・二％だった

％減で、全体に占める割合も前年

三千七百九十三人。前年比一・｜

者」が最も多く、昨年は五十八万

「旅行」が二六・八％、「散歩、ウ

・朝鮮と中国などの「特別永住

外国人登録者は一貫して、韓国

「今後取り組みたい活動」では、

を大きく引き離した（複数回答）。

オーキング」が一八・二％、「園

者一掃に乗り出した。百万人以上

都、北京市が地方からの不法滞在

【香港砠日Ⅱ相馬勝】中国の首

一日から、地方労働者の転入を規

が活発化している北京市は十一月

方からの都市部への人口流入現象

する上訴団も、五人以上の集団は

北京の中央政府機関への”直訴“

て、｜人当たり十万元（一元Ⅱ約

が「北京市の受け入れ費用」とし

労働者本人あるいは、その雇用主

地方から北京市に転入する際、

制する市条例を施行する。

来年初めから禁止される。不法滞

分に当たるばく大な額で、実質的

十二円）を支払う。十万元は都市

な地方労働者の北京流入”禁止条

労働者一人当たり賃金の約三十年
「社会治安の維持」が表向きの理

の騒ぎが続発しているためで、
由だが、実際は都市労働者のスト

例〃といえる。

さらに、地方の中国共産党組織
中国系通信社の中国新聞社がこ

えん罪を晴らそうとする上訴団は

て、北京の中央機関などに訴え、

や行政当局の不法な対応につい
のほど報じたところによると、地

だ。

う政治的意味合いの方が強いよう

や集会など不満暴発を恐れるとい

在者らによるケンカや暴動まがい

月から実施されるほか、地方から

の地方労働者の取り締まりが十一

不法滞在の地方労働者
北京市が一掃作戦

（毎日新聞一九九四・九・二）

と減少傾向が続いている。

は一一一・三％、「外出することはほと

芸」が一四・○％、｜スポーツ」が

あった半面、｜極力外出しない」

「積極的に外出する」が六四・二％

比一・九ポイント減の四四・二％

んどない」は一○・○％にとどま

の入国者急増のためだ。

り、活動的なお年寄りの姿を浮き

（産経新聞一九九四・九・’五）

い」は三四・二％だった（同）。

一○・四％などを挙げ、「特にな

ふだんの生活の楽しみとして

彫りにした。

は、「テレビ」を挙げた人が七九・

末現在の外国人登録者数を発表し
た。総数は前年比三・一％増の百

三十二万七百四十八人で、過去最
高を更新。総人口二億二千四百

一・○六％と、前年を○・○三ポイ

七十六万四千人）に占める割合は

国籍・地域別では①韓国・朝鮮

正■詔
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四％と圧倒的に多く、「新聞、雑

過去最高の
132万人に

法務省入国管理局は十日、昨年

外国人登録者数

ント上回った。

9５

正垂訂

チョクシ副総裁はカイロ会議の

資金調達についても、「例えば

ていることに着目。「もし計画通

結果について、一目標の半分ほどし

家族計画プログラムに必要な額

今年上半期だけで、二百六十二グ

か合意できなかった二年前の地球

は、途上国の軍事支出のわずか五

りに実行されたら、経済成長・持

しかし、北京ではさきごろ、中

サミットと比べても、百八十以上

％・女性教育は初等教育の普及が

の強化を明らかにした。

国東北部の失業労働者約百人が北

の参加国が行動計画の九○％以上

困問題解決のためのＮＧＯ重視策

しての集会やデモを行った。この

京の裁判所前で、失業対策を要求

について合意できたのは大きな成

もかなりのことができる」とし、

重要で、国内予算の再配分だけで

いう事情がある。

上訴団の北京入りについても、

た例としては初めて。

デモは天安門事件以来、目撃され

人口会議で採択に参加したことの

功だ－と評価。特に「これまでの

気や水が一層、不足してしまうと

「五人以上一は認めず、上訴する

｜地方の不満分子と北京の民衆に

は女性が対象になっていることを

世界銀行の初等教育借款も四○％

ループ、五千六百七十四人に上っ

の「推薦」が必要との北京市条例

際は、しかるべき立場にある人物

よる労働者デモの発生や労働者と

ないバチカン（ローマ法王庁）まで

が来年一月一日から施行される。

の抑制目標を掲げ、その目標達成

るＮＧＯは）地域に密着し、貧困

また、「（世銀が協力を求めてい

明らかにした。

られるだろう」と語った。

続的開発と出生率低下の双方を得

これら地方出身者の北京流入禁

民主化運動家によるデモなど、当

が、二部留保したものの）最終的

ており、九二年から今年上半期で

止措置の背景には、定職をもたな

局が民衆の不満の暴発を強く恐れ

には採択に合意した」と指摘した。

は、手紙だけで十二万通に上る。

い地方出身者によるケンカや泥

ていることが、今回の条例規定の
ている。

界を飛びまわりながら世銀に注文

で、一三１ヨークなどに住んで世

をつける西欧のＮＧＯ唱道者では

問題に精通している地元のＮＧＯ
画が数値目標を置かずに、女性の

のために強制的な不妊政策などが

人権や教育、健康、福祉、家族計

とられた例を引き、今回の行動計

また、かつてのインドが出生率

ぎなどが頻発しているためと香港

棒、あるいは酒に酔っての暴行騒

真の理由」と香港の消息筋は語っ

（産経新聞一九九四・九。一七）

では伝えられる。このほか、’千

は、ただでさえひっ迫している電

万人を超す人口を抱える北京市で

世銀副総裁「人口会議は成功」

ない」とも語った。

（朝日新聞一九九四・九・二｜）

画の重要性などを強調して、計画
実行のための資金調達には合意し

世界銀行のアーメイン・チョクシ

【ワシントン、日Ⅱ本田雅和】

さらに「現状でも世界銀行の全事

Ｏ）の協力が不可欠と強調した。

行のためには非政府組織（ＮＧ

と高く評価するとともに、計画実

「日本の人口は二○○六年をピー

は同研究所が進めている二○一○

の人口動向予測を発表した。これ

ＮＧＯを重視・問題解決へ

副総裁（人材開発政策担当）は二

クに減少に転じる」。電力中央研

日本の人口・ピークは一一○○六年

十日、ワシントンの本部で朝日新

るが、九四会計年度では五○％に

業の三○％にＮＧＯが参加してい
なった」と述べ、人口や環境、貧

究所は二十八日、二○一一○年まで

年までの中期経済社会・エネル

電中研が一億一一七○ｏ万人予測

た国際人□・開発会議と行動計画

－－

の採択について「大成功だった」

聞記者と会見し、カイロで開かれ

､、

加記

９６

にゅうすふぉ－らむ

変化や所得水準などの経済社会環

推計に加えて、女性の労働条件の

で、これまでの厚生省などの人口

ギー展望予測のための研究課題
後は減少に転じるという。二（）二

千七百万人でピークに達し、その

りも五年早く一一○○六年に一億二

取り組みを促している。

など地球規模の問題への積極的な

ことが必要だ」とし、環境、人口

際的なイニシアチブを取っていく

支援、⑤女性の地位向上など。ア

の対応、④民主化、市場経済への

境、②人口及びエイズ、③難民へ

また力を入れる分野は、①環

う言葉が登場した。「先頭を走る

て「リーディング・ドナー」とい

アジア諸国への賠償に関連して始

象国としてきた。我が国の援助が

理的なつながりの深さから主要対

ジア重視は「歴史的、経済的、地

○年の人口は、厚生省の予測が一

として掲げているのが「ＯＤＡ大

援助国」という意味で、その理念

ドル、国民一人当たり約一万円

九三年度の援助実績は百十二億

ているＣ

などに注意して援助を実施する原

支出や武器の製造・輸出入の動向

綱一だ。環境と開発の両立、軍事

まったことも影響している一とし

白書には今回、新たな目標とし

億二千八百万人なのに対し、電中研

（毎日新聞一九九四・九・二九）

では一億二千百万人としている。

境を組み入れたところが特徴。

その研究結果によると、日本の
人口総数は厚生省が一九九二年に
出した「日本の将来推計人口―よ

環境・人ロに力点

だった。世界二十八カ国で最大の

生産（ＧＮＰ）に占める援助の比

豆外務省「ＯＤＡ主導国に」

かれ、めざましいアジア経済発展

助を透明にすることや、従来型の

援助国になっている半面、国民総

外務省は二十九日、途上国援助

の土台になった、と強調してい

に努める、としている。併せて援

（ＯＤＡ）の歩みと現状をまとめ

則で、世界平和、地球環境の保全

た「ＯＤＡ白書」を発表した《》一

率は○・二六％で、先進国の平均

騨密中南米轤繍大洋州癖入

（朝日新聞一九九四・九・三○）

（○・二九妬）を下回る。

材の養成、地域住民に密着した草の

プロジェクト中心の援助から、人

いアフリカ

<注>1992年.支出純額べ

数字は％

根レベルの協力などを挙げている。

になった実績を踏まえ、今後は

轤轤曰及巾心｝東（トトト（曰 麹函

そ

一援助の政策・内容などの面で国

る。三年連続で世界最大の援助国

『一一）曰堀ジ源
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九五四年に始まった援助は、アジ

醗曝

ア地域の産業基盤作りに力点が置

ｕ１別主要援助圏
一一の今

２．束南アジア術IIl1辮人I上'１M発ｊｌＬ礎綱従H1〈1fiIド
ーインドロー

ReportontheBa3icSuTveyofPopLIlallonfmd
DeveloI)ｍｅｎｔｉｎＳｏｕｔｈｅａｓｔＡ&Ｉ&mCounlrles
-India-

３．’'１華人ｌｆ共ＲⅡIil人口・家族高lllIli第二次jlL礎調iof鰍iＩ認ト
BasicSurvey(11）onPopulati(〕nandRlmilvP1iInninR
mthePeopleOsRepublicofChIna

生育率fu生ii1i水､1匹失系第二次Ｉｌ１Ｈ介作iIM代６１１究搬
￣

昭和58年度
Ｌ中縦人ltjI§fⅡ|玉1人I「家族iillIIIijlL礎JM1It轍告iIト
BasicSurveyonPopulationanｄＦｉｌｍｉｌｙＰ１ａｎｎｉｎｇ

ｉｎＩｈＧＰｅｏｌ〕|e'sReIJublico「china（英語腕）
生ｆｉ'+KfIl化iハ水1[尖系中日合作ijM従研究膿(ヤ格
（lllllil譜iillu

告苓（中irli;l;版）

昭和59年度
`1．ネパール]ilﾓ1人lＬ家族`汁Uhi)k礎調if

BasicSurveyReporlonPopulatｉｏｎａｎｄ冊lmily
PlannlngjnIheKing〔ｌｏｍｏＩＫｅＩ)a］（英諾版）

１．アジア嶺匠1の農村人I」と農鷺開発にＩＩＬＩするi3HliIf綴杏iリド
ーインドlIil-

ReI〕ｏｒｌｏＩＩｔｈｅＳｕ八'eyofRuralPopulaIlonand
AglriculturalDevelopmentinAsianCountrjes

５．１１本の人UIHlilj化と1111発

--India--（災縞版）

UrbanizaIionandDevelopmentinJapan（災IilfliH）
２．束i#jアジアjIilL1等人I外開発J牒礎調代報告ｉｌＩ
６．バンコクの人【】郁市化と2k荊瑚境・IHMhl:鋼從
－データnJ--

Surv③’ofU1rbaniza[i()【１，LWinlgEnvironmentand

WelfareｉｎＨｍＲｋｏｋ－Ｄａｔｆｌ－

－タイliil-

ReIx〕rlontheBasicSurveyofPopulationａｎｄＤｅｖｅ，

ICI)mentmSoutheastAsianCountnes
-Thailand－－

（英織版）

３．［lイパの人I】抵換と腱付開発
７．スライド

日本の郁市化と人口（日本i1冊版）

UrbanizationandPoI)ulationjnjapan（災lMlIM1〉

Ｄｅｍ(DgraphicTransltioninJapannndRuralDeve
lopment（英鍛ＩｉＩＭ）

日本的城市化り人[ｌ（中ｌＲ１ｌ８版〉

UrbanisasiDankependudukanDi」eI)anｇ
（インドネシア語版）

４．ｓu｢ｖｅｖｏｆＦｅ｢IililyimdLMngStandardsinChine3e
Ru｢ａＩＡｒｅａｓ－Ｄａｍ－Ａ１１ｔｈｅｈｏｕｓｅｈｏＩｄｓｏｆｔｗｏ

ｖｉｌｌ〔lgesinjilinProvlncesu｢veyedbyquestlonI1alres

昭和61年度
l・アジア粥国の農村人１１と農業|N１発にl則する鋼1ｏｆ慨告ilf
--インドネシアEl--

ReportonIheSu｢vevofRumlPopulalionand
AgriculturalDeveloDmentInAsianCountrlc昌
一lndoncsia-（災錯版）

２．東南アジアiiii[Ｆ１淳人[小開発ﾊﾋ礎i計1M代報告ill：

（災１W;版〉

失干中風友付的人I」ll2fil+くり生iiIi水ＷｌﾘilHl從恨ｌｌｒ
－吋干古林行iUi十村逸行全戸面談:1Mｆｔ的端采一

一ｊｆｉｆ１Ｍ－（中国語版）

５．スライトＨ本のlR1難、農村開発と人ロ
ーその軌跡一（日本,研版）

Agricultural＆RuralDevelopmenにlndPopulation

－インドネシアljE1--

inJapan（英譜版）

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulationand

日卒衣上衣村的洪展和人口的推秘（中Hil語版）

DevelopmenlinSoutheastAsianCounl1r1cs
-Indonesla-（英譜版）

３．在Ｈ制学生の学習と生i円条件に|M1する研究
一人的能力開発の課題に印して－
４．日本の労働力人口とllIl兇

LaborForceandDevelopmentin」aIxm（災i1冊版）

ＰＣ｢kembanganPerlanian，MasyarakatDesaDan

KependudukanDiJepElng（インドネシア鍛版）
（以｣二J力lfl版スライドは、日本瀧業教育スライドコ
ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
１．アジア諸IiR1の艇村人口と腱随開発にＩＩＬＩするIiMiIE報告i1$
－タイｍ－

５．人l」と１Ｍ発IHI連統計典
DemographjcandSodo、EconomicIlldica1o｢son

PopuIationandDevelopment（英`iH鞭）

Ｒｃｐｏｒｔｏｌ１ｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰopulfltionand
AgriculturalDevelopmentinAsianCounlrles
-Thailand-（英錨版）

9８

２．束i付アジア諸｢Iil聯人[ルl淵発岻礎iijM1f繩告i１１；
－１１１蕪人氏共ＩIlIH-

６．スライドＵ本の脈業１１M発と人1ｺ
－その1爪1Ｗ小麺拭一（日乍謡版）

ReportoI1theB風sicSurvevoIPopula[iOnand

Induslnal］)cveIopmenlimdPopulationin」圏ｐａｎ

DcvelopmenlinS【〕utheastAsiimCounlries

－ＴｈｅＰ｢imcMover-Elcctricily-＜災,}ｲﾄ版）

-China-（蝿M;版）

１１本的秤並及鵬5人'二I

-lujli功ﾌﾞJ-IlLJ(－〈''１，識版）

３．アジア諸国からの労働力流出に１Ｍ弓１－る綴斑研究科llufiUI

Pemba【lgumanllldustTidankepeK】dudukan〔li」epan鷺
一PengllemkUtama-Tcn癖List｢ik-

-タイ国一

（インドネシア,譜版）

４．ｌｉｌ本の人ロと家liX
Populationar1dlheFamilyin」ｾﾞﾐ【)Eln〈英譜版）

７．ネパールli1K1人口家族iillIiIi輔二次JIL礎調;従

CompIemenI(IrvBa$icSurvcyRcpoTtol1］〕opul21Lion
●

andFamilyPlaIminginLhckingdoｍｏｆＮｅＩｘｌｌ

５．アジアの人1ｺ拡換と113発一統i;l･災一

DcmoRraphicl､I･【In5iljonandDevelopmeJltinAsi;】n
Countries-()vcMewandSIfItisticalTnl〕le5-（英譜版）

昭和62年度
Ｌアジアiiifl刹の膿村人口と農難11M発に！;MするiiMl従概綜１１：
-17飛人ICjlilⅡ国一

６．スライド

Ⅱ本の人口と家族（Ⅱ本譜版）

Report、］ⅡｌｃＳＬｌｒｖｅｙＯ「ＲＬⅡ､fllPoI〕ulmtio1M1n(ｌ

FnmiIyandPopulationinJapEIn

Agriculturl1IDcvc1opmenti【）Ａ$i&lnCount【-ic；

-AsianExpcrience-（英iMi版）

－China-（鍵謡１１M）

上１本的人口5家座（中1劃語版）

Penduduk＆Kelua｢gaJepaI1g（インドネシ7,ii簡版）

２．４【南アジア`;lilIil聯人IこいllM苑｣代礎iiM在報併ilド
ーリ$:聴人1t此#ⅡnM-

ReportonKhcBasicSurveyofPopulalionand

７．ペルー共flluM人l｣家族計画雅礎iiMIIf

DevcIopmenlinSouthe鑑ＩＡｓ１釦】Countris
-Chjna--（英語jｌｌｎ

平成元年度
１．アジア諸l聾lの腱村人Ⅱと腱業1111発にIHIする鋼fii縦i1rjlド
ーバングラデシュlil-

ReI〕ＯＩｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲuTfIlPopulation61nd

AHricuiluralDevGlopmenL－Bangladush（蝿1/f版）

ーフィリビン'111-

４．１１本の人１１と腱裟ＩｌＩｌ発

Population&lndAgricuIturfIll九velppmenlil】」apa､
（英語版）

２．來爾アジア論ljil等人【ルllM発些礎`IHlif徽告醤
一ネパールIx1-

ReI)DrtontheBasicSurvey〔)「１.opula[ionimd
DevolopmenIinSoutheastAsianCounlries
-NePal-（英語版）

５．ネパールの人l小ｌｉｌｌ苑・鞘jjZ

PoI〕uIation，Ｉ九vcIopInentfmdIzxwITonmentinNepal
（英譲胆）
６．スライド

３．アジア諸国からの労動力流出に|則する調迩研究H11LfiIト
ー－マレーシアIIil-

Ⅱｲｴの人i｣秘lmjと経済発展（11ｲ鬼諾版）

TheMjgrfltoryMovemenlilndEcoｎｏｍｉｃｌ工velop・
men［ｉｌｌｊ&lpfm（英濡IUli）

１Ｍ鳶的人I】弗渤与蕊１月浅腿（『''1剛藷版》

４．Ⅱ本の人1.榊進変鋤とllH発

PerI〕indah【{nPendudukDElllI〕erkembangaR1Ekol1oml

一澗齢化のアジア的視点一

SlructuralChangcinPopuialion&md Development
--japaIr巴ExpUrienceinAging-

:l・アジア識[11からのﾘﾌﾞ働力MLlllに11MするiiMfhlli究蝿(!「ｉｌド

（英識腕）

Di」epang（インドネシアiililM1）
７．トルコ1J５１人【｣家峡ＩｊＩ･画雅礎iilllfli

５．スライド

iWiIMi化社会へのⅡ本の挑戦

一生きがいのある繼後を目脂して－（Ｈ本iMi版）

八RinginJapall-ChallengcsKlnd１.rospects（蝿謡版）

昭和63年度
1．アジア識l薮lの磯村人口と農蝿ＩＭ苑にllLlする綱代報告響
一ネパールll1l-

ReportoX】tbeSulFveyolRu｢alPopulationand

辺人iWi齢化社会的Ⅱ本正面11缶挑戟

Agricul[urall〕evelopmentInAsianCoummes

一追求具生命愈又的老年生illi-（中lj61語版）

-Nepal－（英議版）

,，

３．アジア`W１１通|からの労働ﾌﾞﾉ流Ⅱlに関する調盃研究微lqiitト

TanmnganMasyarakalL(mjuIusia」epanR

ー－１雌人氏共和国一

(インドネシア譜版）

４．ＭKの地域開発と人！］-1990年代の展望一

Regiol】alDeveloDmentiIn(ｌＰｏｉ〕ulatioI〕】ｎJ【１１〕a1I

６．アジアI粥liilの農業１１}1発－５ヵ国の比較一

ｓ（｢（llcgicMeasures（orlhcAgricu1turalDevelopmenｔ

--TrendsandProspectsinthel990s--

－－Ｃｏｍｐａ｢ativeSI｢udiesonFjveAsianCountries-

(蝿}＃版）

（蝿M}腕〉

（小作IＭ１は、1990年(ＩＩ)11本視聴覚教育協会主１１M優秀映

５．スライド

像敬付選奨社会毅育部ｌｍｌで優秀賞を受賞｡）

Ⅱ水の地域開発と人[Ｉ（Ⅱﾉlxilli版）

ReHinaIDevelopmenI＆lIldPopulationin」ap&!Ⅱ
（英搬版）

平成２年度

日本的区域升度和人I」（'''１１;li譜版）

Ｉ・アジアiiiil剛の農村人I-lと農鷺１W1発に関する鋼代徽;１，０$

PermbanglInanI)aerahdi1nPopulasjdjJeI〕allｇ
（インドネシアWZ）

一一フィリピンlF1-

Repor（ontheSurveyofRuralPopulaUonand

６．アジアの労|励力移動

ARI･iculluralDevelopmenl－PhjIippine-

LaborMigrationinAsia（:災iWl版）

（災,１冊lIIn
２．

平成４年度
1．アジア蜥脚の農村人[lと鵬剰lH苑'二関するi澗fhHl<\ilド
－マレーシアｌｒ１－

ＲｅＩ)orlonlheSurveyoIRuraIPopula〔ion

蝋1打アジア,満l到等人１１．１１M発jJL礎調炎鰍;IjiIド
ーバングラテシュ－－

and

Ag｢iculluralDevel〔)pｍｅｎｔ－MalmvsifI
(災lMiWI）

Rep(〕｢ｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｌ･vevofPopulationand
DeveIopmentinSoulheastAsianCount｢ies

---Ballgladesh-（jiLiiji版）
３．アジア,iMlfiからの労働ﾉjiiLlllにＩＲＩするljMfIi研究側ｉＩｉｉＩＩ
－－インドネシア川。

２．４(＃jアジアIiIfHi1等人[ル11N光」f礎iiM1炎報I￥11ド
ーーベトナム国一

ReI】ｏｒｌｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕ｢vevolPopulaIi【〕nKmd
Devcl()l〕menlinSouthe上lsIAsjanCounITle§
ＶｉｅｌＮａｍ－（災iMIHIY）

３．アジアjIiIMからの労働）Ji｝fl}}にI)Uする鋼fIi6)f究慨ilfilド
ースリランカIIil４．アジアの雁業転換と人I-I

Indu凱rialTransi【ioｎ（lndPoI)uIationinAsia
（災Ｉｌｌ;lijI）

４．１１イミの人【-1.開発・側境一アジアの締験一

ＰＯＩ)u1ationDevelopmentandEnvlI･oｎｍｅｎＩ１ｎ
｣(lpun－AsianExpc｢ＩＣＩ]Cｅ

(英鵠肱）

５．スライド

１１イミの瑚埴・人【１，１１ｉ１発（[l本譜版）

Environment，Populal1olu（lndDevelopmenlin

」aPan（英語１１１１）
ｌ｣ｲﾊﾟｲIﾜ坏境・人ｕ・升友（l11liil謡版）

L1nRkunRan，PendudukdanPembangunim上I)anｇ
（インドネシア謡駈）

（本作品は、1991年IⅡ)日本視聴覚教育協会主(Ⅲ優秀映

像教材選奨社会教育部!`11で優秀賞を受賞｡）

５．スライド

IU111に!ｋきる－日本のj)ｉｉ紫松換と人口一
（Ⅱ水iMiHi）

ＬＭｎＲｉｂ「Ｔｏｍo｢row－Industrial

６．アジアの人LIfillili化一統iil喋一
ProspectsofUrbaniza1ioninAsla（英船版）

Transi1ionandPopulaljoniI1Japan（災`M繩）

lkiiM:明正一日本的ｉ々:北鋳換与人口－
〈ＩＩ１１ＭｉＭｉ版）

HiduI）UnlukHariEsok－PeTfllihanSt｢uktur
lndustriDanPopulasjDijepaI1g（インドネシア譜）

平成３年度
1．アジアＩ満便lの農村人'二Iと農業１１M発に閲する綱iii級ｆ１ｒ{lド
ースリランカ区１－－

RcportontheSurveyRuralPopulationand

AgrlculturalDevelopmen［－Srilanka（災縞版）

２．W〔i櫛アジア諸国等人口・開発錐礎調査報告ｉｌｆ

平成５年度
１．アジア,iii風の農村人ｕと腱批１Ｍ発に1MJする調従轍告i1ド
ーベトナーム国一

－－－フィリピン国一一

Repo】ｒｔｏｎｌｈｅＢａ台ｉｃＳｕ｢veyofPoPulationand
Deve1opmentinSoutheasIAsianCountries
--Phllippjnes-（英鵬版）

ＩＤＯ

￣

ReportoT1theSurveyofRuralPopulationa7ld

AgriculturalDevelopmｅｎｌ－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英識版）

２．収南アジア緒LR1等人口・開発JJ;礎調ｲii報告普
一スリランカ'五l-

Repo｢l0ntheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmclltjnSoutheastAsianCoLmtries

-SriLanka-（英語版）

３．アジアi満1劃の人間資iMi開発と労働力に関するii1KilWf先
報告鍔一フィリピンlｒｌ－

４．アジアからの挑戦一人口と開発･－
ChaIlengeandStrategyoIAsianNations

-PopulationandSustainableDeveloprnenl（英語版）

５．スライド

女たちの挑戦一女性の地位IrII-l二と日本の人１１－－
（日本語版）

Wonlenandthei「ChaIlengGs－lmprovements
intheStatusofWomenthePopulationofjapan（英語版）

女性的挑紘一女性地位的提高与Ｈ本的人Ｕ－
（中国譜版）

TantanganKaumWanila

-Emfmsl1pasiWanitadanPol〕ulasiJepang-

ＡＰＤＡ

曰誌
７

月

１２４

１１３
２６日
日

３１日
日

■■■

平成６年度「アジア諸国の都市化と開発調査」調査
団をタイ国に派遣。（団長桐生稔、大塚友美、遠

藤正昭）

平成６年度「アジア諸国の発展段階別農業・農村開
発基礎調査」予備調査団をインドに派遣。（団長

７月８日
「国際人口・開発議員会議（ＩＣＰＰＤ）」準備委
～皿日員会に楠本修、王任研究員をエジプト・カイロに派遣。

７

月

大野昭彦、楠本修）

の参加について協議。

ＩＣＰＰＤ開催について懇談。

平成６年度「アジア諸国の人間資源開発と労働力に
関する調査研究」調査団をベトナム国に派遣。（団
長栗木・レタン・ゲェッブ、大野昭彦、大塚友美、

楠本修）

「国際人口・開発議員会議（ＩＣＰＰＤ）」並びに
「国際人口・開発会議（ＩＣＰＤ）」参加議員への

説明会開催。

エジプト・カイロで開催のＩＣＰＰＤ（９月３日～

４日）並びにＩＣＰＤ（９月５日～四日）に広瀬次
雄常務理事、楠本修主任研究員、北畑晴代職員を派

迦廻⑨

ＩＤＩ

１１０
２３日
日

８月２日国際人口問題議員懇談会役員会開催。ＩＣＰＰＤへ

１１日
日

８

月

８月９日安藤博文ＵＮＦＰＡ事務次長と広瀬次雄常務理事が

８月配日

｝８

９月
月３１

■■■

人類と地球の迎命を切り開くのは、
が…・・・。

人類の英知と決断以外にないのだ

◆日本国会議貝団の活躍が光った。
人口問題は、政府だけに任せてお

（国際人口・開発議員会議）とＩ

貝が参加、健闘した。白熱の論議

世界百七カ国から三百人の国会議

けない、というのでＩＣＰＰＤに

ＣＰＤ（国際人ｕ・開発会議）に
の結果「カイロ宣言」を採択して

ス及びライッ『②地球環境と調和

の採択（リブロダクティブ・ヘル

役貝が一丸となって国連人川雅金

院議員。同議長のもとＡＦＰＰＤ

貝フォーラム）議長の桜井新・衆

Ｄ（人口・開発に関するアジア議

ハトシェブスト女王の
葬祭殿

⑪典っ背ぃな空。凄い迫力だ。

呆然と、息をのんで見上げる

鱸

◆カイロで開かれたｌＣＰＰＤ

編集子も出席したが、特集記事に

した持続可能な開発と人口との相

（ＵＮＦＰＡ）や各国議員に呼び

ＩＣＰＰＤ生みの親はＡＦＰＰ

ＩＣＰＤに建議した。

互関連の愈要性の碓認、③耶事澱

かけ、開催に洲ぎつけた。日本を

トだ。

ＴＥＬ（()3）3581-7770㈹

をみせてくれる第18王朝の代表的モニュメン

水ⅡＩ１ＨＪＴＢＲビル71()り・

ｉＩｉ代エジプトの最麟期における祭政の原点

〒100』〔京都「･代田Iえ水H1uI2-1()－２

れていた。

財団法人アジア人Iル開発協会

女性の出産に対する選択・決定椎

削減による賛金の調達ｌの三点

先頭としたこのアジア・パワーに

Ｂ‐・牛於ＪＰ‐

上、中、下壇の|M1にそれぞれ柱廊がめぐらさ

●編集発行

殿が静かに横たわっていた。

境内は三域に分かれている。主榊は上jliilo

1994年10月１曰発行く季刊〉

に⑱ハトシェプスト女王帆の葬祭
た断崖の直下に、ハトシェプスト女迫肌の葬祭

人口と開発･秋季号く通巻49号〉

果てしなく広がる大自然と巨

大な岩山。

ifi潔
鐸‘蝿

もあるように、会議の特色は、仙

にしぼられた、といってもよい。

なったが、会議場では日本議員団

世界各国は一様に脱帽した格好と
の当を得た発言が注目され、評価

したことは結構だったが、避妊中
絶をめぐって〃宗教戦争“に終っ

されていたことを付言しておきた

◆人口問題にフェミニズムが進出

ことも事実だ。人道的に許される

い。

（Ｔ・Ｈ）

てしまうのか、との懸念があった

範囲の産児制限で人口増加を食い
止めるか。それとも無制限な人口

然の怒りともいうべき余剰人口の

増加で、大通餓死や病死という自

ノ

陶汰という苛酷な制裁をうけた方

がいいのか。重体に陥りつつある

Ｌ

表紙の写真説明

その岩山が垂llLiに削りとられ

ＦＡＸ（０３）３５８１－７７９６

●印刷

文化印刷株式会社

Ｉｐ２

－－

柳

噸

、

29【Ｈ寺fＦ腿

の昨日

房ＩにU■

鱒

ＷＬＵ

jlii4j二《>i鐸&
i蝋liil11i1i11lli1il

、

⑤01,社会iＩ
ひ1毛か召FEC
Eコケ･ラーふり

ｈｐＤＴＴＵｌＵＺ鐘・碑

凶迎シノレビテ臣廼Ｚ証二
・貴社の理論・理念を中心に

旨ⅢⅡ霊魂Ｚ
■人事考課者訓練用教材

■管理者教育用教材

・人事制度紹介用ビデオ教材

・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

・人事考課者訓練用ケースス

タディ（問題編・解答編）
・面接訓練用ビデオ教材
※詳しくはパンフレットをご請求下さい。

■シナリオ作成に力点
・長年教育ビデオ制作で培ってきたノウハウの提供
・綿密な打合わせによって作成されるシナリオ

■高品質の映像技術
・放送局レベルの撮影スタッフ、機材、編集
■多本数のプリント可能
・全国各支店、営業所に配布することが可能

鞭社会経済生産性本部映像教育部

〒150東京都渋谷区渋谷3-1-1ＴＥＬＯ３(3409)１１３４ＦＡＸＯ３(3409)7789

全曰空としては、家族も快適にしたい。

T繍

鑿胴

スーパーリラックスキャンペーン
企１１噸の50インチで快適な'１１雌からＩ11}ったら､こんどは､ご家族にスーパーリラツクスなプレゼント。
抽選でP1iります-kもらえますもお好きなコースをお選びください。

くＡｺｰｽ＞全曰空旅行券５万円'１|灘鵬榔
くＢｺｰｽ＞マリンジャンポペアセーター＆

全｢曰空ホテルズ・ギフト券２万円Ill鮒||糠Ｍ１
ｏキャンペーン】UⅡllIuIoに､命Ⅱ通の炊獅肺鳳の７７－ストクラス1kびに.ＣＬＩＩＩＢＡＮ`Ｍピジネスクラス)を．１Ｍ二で発沸．隅人され
たﾉ(人勝遡迩Hfの航空券でご｢']111のお秤I蝋J、片Jliご11川lにつき－['１]ずつ.応4%いただけ.H1､⑦セーターは大人ＩⅡ(Ｍサイズ)と

lzWⅡ(130cm)の七・ノルになりｉｆ塩o8YLb､お11Uいｲﾔわせ'よ､｢ＡＮＡスーバーリラノクスキヤンペーンデス妬TELO3-5イル1-5030上て（

[キャンペーン期間]'94年10ﾉＪ１ロ～12ﾉJ31酢Ⅲ''一ﾝ韓'ｴﾊﾟﾔﾝﾍﾞｰﾝの!'願，Ｉと…いた廷…
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国際線のご予約･お問い合わせは全日空各支店または､お近くの全日空代理店まで。
Ｌ･《

●東京(03)3272-1212●大阪(06)372-1212●札幌(011)281-1212③名古屋(052)971-5588●福岡(092)474-1212●沖純(098)861-1212
資料請求先：〒１３４束京都江戸川区塵海町5-2-2=共ピル6Ｆエー･エヌ･エー売りバリー(NJ
T
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ＡＰＤＡ

クラブANA
■－－－－－－－_」

