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川野重任
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巻頭言／迫りくるアジアの世紀

第ｎ回人口と開発・アジア国会議員代表取者会議

都市化と開発ネパール国要旨
アジア諸国の発展段階別農業・農村開発
基礎調査パキスタン国要旨
『ＦＡＯ世界食糧サミット』に向けて

○基調講演ｌ私達の人間性の検証フィリピン鬮大繍績Ｆｙラモス
○来賓挨拶Ｉ人口と鬮蘂に…アジア露員フ辮「ラム露長桜井新
㈱アジア人ロ開発協会・理事長前田福三郎
。主催者挨拶ｌ
セッションー

セッションⅣ

剛アジア人ロ・開発協会理事長前田福三郎

ｌ日大でシンポジウム開くＩ

“Ⅲ世紀〃人類生存への道

総人口一億二五五七万人／地球の破局
と持続の脚本／中国・食糧不足起きな
い／製紙業界の海外事情／コメ豊作で
食糧目給立アップ／エイズ対策支援
（ＯＤＡ）／ＯＤＡにＮＧＯ初活用／バ
ンコク・渋滞解消へ／中国の人口十三

にゅ－すふぉ－らむ

重俊
任夫

消滅／日本の技術で温暖化防止／日本
のＯＤＡを評価／ＡＰＤＡ主催マニラ
会議

不振／中国・四○万ヘクタールの耕地

億人に／インド巨大市場の出現／食糧
自給、農地三倍必要／フィリピン農業

マニラ会議に出席してｌ人口・食樋問題の将来を考えるｌ
フィリピンの人口・開発事情を視察する
橋本首相に「マニラ決議」を提出

ｏ女性ジェンダーおよび人口に関するマニラ決議Ｉ和文・欧文Ｉ

ｏ閉会挨拶
○出席・視察団名簿

川黒
野田

１６１３８

2７２３１９

4８４７４６

6７６０５８

〃

人口と開発ノ目次
『売店の人」〈印度〉
扉・スケッチ

蝋J1w蕊韓j鰐塘騨騨鵜

B

ＡＰ.，.Ａ賛助会員ご入会のお願い（特典）〃

本協会実施・調査報告書及び出版物妬/ＡＰＤＡ日誌８９／表紙説明９０／編集後記９０

２

巻頭
一

にＩ

事情にもかなりの相違が見られ、な

きな格差があり、労働力の需要供給

造変化が後発組になるほど激しいこ

かという問題意識、あるいは産業構

義の産業基盤整備に偏してはいない

蹄ろ鍬

一一一一玲蜘｝鯖聯》（評
一一一」錐粋《薄舞い埣蔦》四・．

差を別にすれば、各国に共通してい
る。

しかしながら、インフラ整備が狭

ければならないであろう。

国を認識しようとしない愚は避けな

い先進工業国の尺度でしか発展途上

必ずしも福祉の優等生とはいえな

る。

人口転換の進展が見え隠れしてい

せるのである。またその背景には、

据えるゆとりといったものを感じさ

はできないが、経済発展を長期に見

より安定という程に単純化すること

いえ、フローよりはストック、成長

現在、国、地域による差はあるとは

た状態は、来世紀を射程距離に置く

しているという危倶が濃い。こうし

とが、中高技能労働力の確保に影響

お一層の成長持続の必要性は程度の

■口、４１》』
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ば、豊富にして低廉な労働力は魅力

へ。ｒ蕊一Ｆ｛（

ト「一一卦競一｛（

で、資本進出を刺戟するし、受入側

へ壬璽鱒

加速に外資受け入れは恰好の手段で
あった。しかし、近年、発展テンポ
の差も反映しているとはいえ、外資

導入の無原則化への反省や対応も見
られないわけではない。
確かに世銀の報告などで明らかな

一い鑓馴

とすれば、蓄積の乏しい段階で成長

域外の先進工業国にとってみれ

マフ◎

こととも無関係ではないといえよ

式的な雁行発展の域を脱しつつある

諸国、中国、ベトナムなどが単純図

は日本、アジアＮＩＥＳ、アセァン

克服すべき課題を抱えている。それ

の持続的成長を確保するためには、

ジア地域の諸国も、来世紀へかけて

急速な経済発展を遂げてきた東ア

一

ように、インフラの整備水準には大
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｢女性､ジェンダー､人ロに関するマニラ決議』
イ
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開会式で基調講演をするＦ・Ｖ・ラモス大統領

ラモス大続鰄が蕊識講演

ア国会議員代表者会議」を皮切りに、

した「第十回人口と開発に関するアジ

月、三、四の両日、中国・北京で開催

にある、との基本認識から平成六年三

ＰＤＡ）は、人口問題の主体は〃女性〃

財団法人アジア人ロ・開発協会（Ａ

討議を行った結果「女性、ジェンダー、

事務局が提出した案をたたき台に真剣な

で「第十二回同会議」を開き、ＡＰＤＡ

二、十一一一の両日、フィリピン・マニラ

しめくくりの平成八年は、二月十

同会議」を開催して論議を深めてきた。

十四、十五の両日、東京で「第十一回

解決することが極めて大切である」

を解決するためには女性・食糧問題を

リピン国大統領が出席して「人口問題

開会式には、Ｆ・Ｖ・ラモス・フィ

国から、八十人の関係者が参加してマ

アジア国会議員代表者会議」は十五カ

国政府が真剣にこの問題にコミットし

ニラホテルで開かれた。

三年計画でメインテーマを「’’十一世

と、基調講演（別項に要旨）で述べ、同
この「第十二回人口と開発に関する

人口に関するマニラ決議」を採択した。

旧ヵ国、別人が参加

■■■［
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紀における女性Ｉ繁栄と平和の戦略
ｌ」にしぼり、第二回は平成七年一一一月
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午前十時、上院コーラス隊がフィリ

十人が別室でラモス大統領を表敬訪

こののち、各国代表者一人、合計二

ンスのとれた協力関係を築きあげるこ

給できるようにし、輸出入国ともバラ

つつ、各国が自国の食糧を基本的に自

条件が不利な地域の生産基盤に配慮し

ピン国歌を斉唱するなか、Ｖ・ラモス

問、自己紹介をしながら和やかに歓談

とが重要だ」と挨拶。人類と地球の未

行った。

大統領が入場、Ａ・ゴンザレス上院議
した。

ていく強い姿勢を表明した。

長が挨拶、ラモス大統領が基調講演を

来を決める持続可能な食糧開発への取

り組みをアピールした。

この桜井提言に基づき、ＡＦＰＰＤ

が、今年十一月にローマで開かれるＦ

ＡＯ（食糧農業機関）の世界食糧サミッ

トに先駆けて「食糧安全保障と人ロに

桜井新・人ロと開発に関するアジア議

ア人ロ・開発協会（ＡＰＤＡ）理事長、

発委員会）共同議長、前田福三郎アジ

ＰＬＣＰＤ（フィリピン立法者人ロ開

引き続き、開会式でアキノ・オレタ

が決定的な重要性をもつ。食糧の生産

と調和した食糧開発を実施していくか

らは、人口増加を抑制し、いかに環境

ニラ決議“を採択してほしい。これか

区切りをつけ、これを集大成した〃マ

年間論議を深めてきたこの問題にひと

ローマで開催したい意向である。

績を踏まえて、ＦＡＯサミットの前に

（国際女性・人口・開発議員会議）の実

（国際人ロ・社会開発議員会議）、東京

ロ・開発議員会議）、コペーハーゲン

関連議連に呼びかけ、カイロ（国際人

関する国会議員会議」の開催を世界の

員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）議長、ナ

ＡＦＰＰＤが
世界議連に呼びかけ

フィス・サディックＵＮＦＰＡ（国連

人口基金）事務局長代理の安藤博文同

次長がそれぞれ挨拶した。

農業、環境など多くの重要な分野に深

自民）は「人ロ問題は女性、社会開発、

発表と討議」が行われ、黒田俊夫・日

ションー「人口と開発に関する研究Ｉ

同日午後二時から四時半までセッ

リシア・リカウナン・国連女性の地位

市化と開発調査Ｉネパール国」、パト

大人口研究所名誉所長が「アジアの都

桜井新ＡＦＰＰＤ議長（衆院議員、

くかかわる問題だ。この会議で過去三

南野文書委議長が手腕を発揮

〃難産だったが平和の子が元気に塵ぶ声〃

摩

。

第１２回人口と開発・アジア国会議員代表者会議
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開発ｌ女性の地位向上」、川野重任・

委員会委員長が「フィリピンの人口と

こうｌという皆さんの共通の願いが実

を越えて平和のために手をつないでい

難産だった。しかし、国を越え、世界

た。まことに感慨無量です。バレンタ

東大名誉教授が「アジア諸国の農業・

午後四時半から南野知惠子・参院議

イン・デーには一日早いが、これが女

を結び、無事、平和の子が健康な産声

員が、財団法人アジア人口・開発協会

性からのバレンタイン・デーの最大の

農村開発ｌパキスタン国」について、

事務局が作成した「マニラ決議案」を朗

チョコレートです。」と、ユーモアたっ

をあげて、このマニラの地で誕生し

読、同夜八時半から翌朝二時まで、起

ぷりな締めくくりを行い、各国議員か

それぞれ発表を行った。

草委員会で内容の討議が行われた。

レティシア。Ｒ・シャハーー・ＡＦＰ

ら割れんばかりの大きな拍手を浴びた。
Ⅱを行い、スライド「アジアを拓け女達」

ＰＤ女性委員長（フィリピン上院暫定

十三日は、午前九時からセッション
について制作した、広瀬次雄ＡＰＤＡ常

議長）は「この決議文は歴史的なもの

だ。優れた文章で、大変うれしい。

務理事、事務局長が説明、上映された。
セッションⅢでは「マニラ決議案」につ

議員（自民・比例）が「女性、ジェン

とりまとめに当たった南野知惠子参院

十三日早朝にまで及んだ激しい討議の

文書委員会議長として十二日夜から

手放しで賞賛した。この決議案審議の間

の素晴らしい忍耐力に感謝します。」と

先生（インドネシア）、南野先生（日本）

いきましょう。とりまとめられたポイ

から女性の重要性を積極的に発信して

みんなでお祝いをしましょう。これ

ダー、人口に関するマニラ決議」につ

に行われたセッションⅣ「ＦＡＯ世界食

いて各国代表団による討議が行われた。

いてはかり、名議長ぶりを発揮して満

糧サミット」に向けてｌ人口と食糧に関

ル・ディスカッション形式で行われた。

するアジアの戦略ｌは、ラウンドテーブ

場一致で採択した。

大役を果たした南野参院議員は疲れ
も見せず「作業はもめにもめて、大変

７

dDewdmwTMmtFb5mdUn慨鐘量!＃鐘i瞥迦
Ｔｈｍｐ、ＺｍＢＬ＄9画■比窟，【幻’ロＯｍＨＯｌ
ワ.、ｄｎ２汀

「マニラ決蕊おめでとう……」シャハニ・ＡＦＰＰＤ女性委員長を中心
に、ボイ博士（左）と南野・文書委員会蟻長（右）が、がっちり握手

《三ｍⅡ回四一一一一一■《。。‐一目一戸『】一

に関するアジア国会議員代表者会議の

ご参会の皆様方、第一二回人口と開発

アジア局長、各国の議員の皆様方及び

Ｖ・Ｔ・パランーＰＰＦ東・東南・南

もの行政の政策の中で解決していくか

す。このような人口問題をいかに私ど

比較的高い人口増加が続いておりま

題です。特にフィリピンにおいては、

基本的な生活に関して非常に重要な課

のみならず、人類全体そして、人間の

ご参会者、外交団の皆様方及びご参会

ということを、個人の権利、信念を重

金事務次長、広瀬ＡＰＤＡ常務理事、

の皆様方、おはようございます。

を光栄に思っておりま－％私どもフィリ

ジア議員代表者会議を主催できたこと

社会・経済開発政策の中に組み込まな

人口と開発の政策を、我々の政治、

えていくことが非常に重要であります。

視し、また我々の憲法を尊重しながら考

ピンは特にここ数年、経済的な変化が起

ければなりません。私どもは人口と開

私どもフィリピンは、この重要なア

きており、非常に生産的（ｂ８目・旨の）

発問題を女性の地位の向上・社会開発

加が続く中で、食糧の安全保障を果た

な地域となっております。同時に未だ

申すまでもなく、人口・開発問題は

す上で、女性の役割を重視することに

といかに調和的に解決するのか、とい

私どもこの地域の国々が、二十一世紀

コミットいたします。

に人口の増加（囚のロ。：。ごくの）も高い

に移行するにあたって非常に重要な課

また、一九九四年には国際人口開発

うことを考えなければなりません。私

ネプタリ。Ａ・ゴンザレス上院議

題であり、また政府の政策の一部とし

会議の地域準備会議がマニラで開催さ

状態が続いております。このことを踏

長、レティシァ・ラモス・シャハニ上

て組みこまれなければならない課題で

れ、さまざまなことを議論いたしまし

たちは、この開発過程における女性の

院副議長、テレサ・アキノ・オレタＰ

あります。この問題は私どもがこの地

た。昨年のコペンハーゲンの世界社会

まえましてこのような会が開催されるこ

ＬＣＰＤ共同議長、下院与党代表、前

域のリーダーとして地域の問題として

開発サミットでも、私どもフィリピン

役割を重視しております。特に人口増

田福三郎ＡＰＤＡ理事長、また桜井新

取り組まなければならない問題である

とはたいへん重要だと考えておりま一％

ＡＦＰＰＤ議長、安藤博文国連人口基

８

第１２回人口と開発・アジア国会蟻員代表者会蟻《基調調漬》

国としまして、また、Ｇ万といたしま

婚姻は家族の基礎であり、国家として

この考え方に基づき、カイロでフィ

以上の七点であります。

ログラムを実施する場合に、それぞれ

リピンの代表団は、特に人口・開発プ

結婚制度を守るべきである。
曰家族・家庭が国家の基盤とな

して、他の一三五ヶ国とともに人類、
そして各国社会のためにこの問題に私

り、すべての開発の原点になる。

の文化的な価値と一致するプログラム

どもがコミットしていくことを確認致

四国家は、国家建設における女性

しました。

を考えていかなければならないという

できます。フィリピン政府は、このよ

の役割を必要不可欠なものとして認識

⑤国家は、Ｉそれは、宗教的

うな視点をとり、二十一世紀におい

人口問題は、人類の開発に大きく関

信じていることを、全員一致で、再確

そして道徳的な心情に基づく良心の自

て、女性が非常に重要な役割を果たす

ことを強調したのであります。このプ

認したわけであります。私どもがコン

由を認める。そして、それは共通の利

ということを認識しております。

し、法の下で、男女が基本的な平等を

センサスを作っていく上で、フィリピ

益と一致したものでなくてはならな

女性の平等かつ均等な社会参加とい

係いたします。カイロ会議では、私ど

ンの代表団がカイロ会議の中でとった

い。政府の政策としても、私達が持つ

うことがなければ、フィリピン政府の

ログラムは相乗効果を期待することが

政策が、「セブン・ポイント・プログラ

自由と人間の生に対する尊敬に基づい

みならず他のいかなる政府にとりまし

獲得できるようにするべきである。

ム」であり、私どもの人口と開発の政策

たすべての計画の基礎として家族を位

ても、人口問題を解決することはでき

もがとっている立場、私どもの国家が

にそれを盛り込んだわけでございます○

置づけ情報を提供する。

あり、我々はそれを最大限尊重してい

Ｈ人の生命・生活は聖なるもので

的な心情、信念と一致したものであ

偶者の権利を守る。それは宗教、道徳

㈹国家は、家族の基礎としての配

はできません。

な持続可能な開発を実施していくこと

ませんし、社会的開発と環境と調和的

その七つのポイントは“

かなければならない。人工中絶が家族

り、親としての責任を果たす上でも必

女性問題について北京においてさら

計画として推進されてはいけない。

基本的な政策が決まりました。そし

に具体的な検討がされ、女性に対する

㈹そして人間開発は政治、経済か

て、次のようなものについて私どもは

要なことである。

単位であり、そして男性と女性の二人

ら文化、宗教に至るまでの人々のニー

口家族が社会のもっとも基本的な

の間の永続的な関係による結婚を基礎

コミットしました。まず、女性の経済

的な機会を広げていかなければならな

ズや願望を解決するような全体的な視
野の下で考えていかねばならない。

として形成されるものであり、子供の
教育に貢献し、その人生を共有する。

，

よって社会、家族の中における意思決

ない。女性の人権を保護し、それに

女性の健康状態を改善しなくてはなら

妊産婦死亡率の低減を果たし、女子と

はならない。それから、乳児死亡率、

べての人に対する教育を推進しなくて

を支援していかなければならない、す

い、家族を強化することによって女性

でしょうか。

続可能なを戦略を作っていけば良いの

ニーズを満たしながら、どのように持

ています。この中で、人々の基本的

ピンでは、一五○万人ずつ人口が増え

すれば良いのでしょうか。毎年フィリ

のように持続可能性ということを実現

の人口増加の中で、現実問題としてど

なるだろうと推定されております。こ

ます。

ことを国民の皆さんに働きかけており

す。そして私自身、大統領としてこの

私どもはこの原則を認識しておりま

する人間資源の開発もありえません。

加がなければ、持続可能な開発を実現

に重要になります。そして、女性の参

能な開発との均衡をとる上からも非常

発を論じる上でよく耳にする言葉で

持続可能性という言葉は、現在、開

けがありません。

のような方針をとるのに異論のあるわ

性」という称号をいただきました。こ

参加した後、私は「名誉フィリピン女

の政府代表団が第四回世界女性会議に

められた方もいらっしゃいますが、そ

方々、その中には本会議での議長を務

る私どもフィリピンの政府代表団の

ここに、第四回世界女性会議におけ

はならないということであります。

性を前提としたプログラムにしなくて

からもう一つ重要なことは、持続可能

発を達成する上で非常に重要になりま

的な経済成長を維持し、持続可能な開

きるだけ高めていくということが安定

人に対して投資をし、人々の能力をで

いうことを検討する必要があります。

れぞれの分野で我々が何ができるかと

いうことをそれぞれの要素に分け、そ

を考えてみますと、この持続可能性と

題も同様です。開発の現実ということ

解決することはできません。開発の問

力を十分に生かすことなくこの問題を

の問題なのであります。人々の潜在能

です。そして女性の問題であり、子供

である以上に、一人一人の個人の問題

人口問題は単に人口学的な数の問題

ないと考えております。

ア、教育の機会に格差があってはなら

ます。男性と女性の間でヘルス・ケ

スケア・サービスの中に含まれており

た。家族計画もこのプライマリーヘル

イマリーヘルスヶアを重視してきまし

産婦、乳幼児に対する健康も含むプラ

この三○年間、フィリピン政府は妊

る必要があります。

く、今すぐ実現可能な目標を作り上げ

を形作る上で、我々は道徳的に正し

ろな困難が存在します。国家政策目標

は易しですが、実行する上ではいろい

ればなりません。しかし、これは言う

の間隔で生むかという権利を認めなけ

それから、子供を何人、どれくらい

定過程への参加を推進していく。それ

す。ところが、世界の人口は現在五六

す。これはまた、人口の増大と持続可

もう一つ重要な点は、男性の参画の

億人、これが今世紀末には六○億人に

’＠
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身、マッチョといわれておりますけれ

る男性の参画は非常に重要です。私自

男性中心）な文化があり、育児に対す

ピンにはいわゆるマッチョ（筋肉質・

おいては特に大切です。未だにフィリ

参画が重要です。これはフィリピンに

重要性です。特に育児に対する男性の

ばならないと考えています。

は共通の利益にかなったものでなけれ

おります。しかしながら、公的な生活

大切であり、私たちはこれを尊重して

行政的な面における信仰上の寛容性も

仰活動をしています。政治的なそして

のです。我々はそれぞれの教会で、信

フィリピンという社会の一員でもある

のものであります。

糧安全保障というのはすべての人たち

まるものであると考えております。食

のみならず他のすべての国々にあては

うことです。この原則は、フィリピン

ことを確保しなくてはならない」とい

な健全性というものを発達、維持する

りません。

て、私は、つねに、協力を惜しんでお

す。そして、ミセス・ラモスに対し

かなければならないと思っておりま

解し、それぞれに検討しなくてはなり

という概念をそれぞれの構成要素に分

うものを考えてみますと、持続可能性

たいと思います。この開発の現実とい

次に食糎安全保障の問題をお話しし

糧の安全問題を取り上げなければいけ

今日、科学・技術・政治が、この食

ることになるでしょう。

し、生産性、所得というものも安定す

れることになりましたら、価格も安定

いつでも食糧が安全に確実に確保さ

ども、しかしながら、これは変えてい

フィリピンにおける人口・開発プロ

ないということを我々も認識していま

し、残念ながら、現実の問題を見てみ

ません。開発過程のいかなる部分にお

その構成要素の一つが食糧安全保障

ますと非常に皮肉なことが世の中で起

グラムは、言うまでもなく人権の尊重

おります。私も、家族計画の方法とし

です。二週間前になりますが地域での

こっています。技術は非常に進展して

す。現在、理論的にはこの全世界の食

ての中絶は認めませんし、中絶を促進

検討から始まって、長い準備過程を経

いますが、現実の農業生産性は、落ち

いて我々は影響力を行使できるのか、

するつもりもありません。

てフィリピンの食糧安全保障サミット

ているのです。

を基礎にしております。この国に生ま

もちろん、我が国において人口プロ

を開催いたしました。そこで合意され

研究所の中では、農業の生産性が研

糧を確保する方法はあります。しか

グラムを実施していく上で問題点があ

たのは、「すべての男性、女性、子供は、

究され、伸びてきておりますけれど

ということを考えなくてはなりません。

るということは認識しております。特

栄養失調と飢餓から解放される、奪わ

れたすべての子供たちの人権を認めて

に、信仰に関することです。一人一

も、その反面、まだまだ多くの人々は

貧困、貧しく飢えております。国連食

れることない権利をもっている。これ
によって物理的、肉体的そして精神的

人、信仰や価値は異なるかもしれませ
ん。しかしながら、その一方で、この

ＪＪ

いるのですが、現在のところ、世界中

を、少なくとも確保しようと努力して

この最低生存レベルを保ちうる食料

のです。

ちの数がなんと二億人にもなっている

良にあり、そのうち五歳以下の子供た

と、まだまだ八億人の人たちが栄養不

糧農業機構（ＦＡＯ）の報告によります

れなければなりません。

解決していくかということが、検討さ

威を与えているこの食糧問題をいかに

を解決していくのか、世界の人口に脅

ような形で私どもが、このような問題

の人たちが増え続けております。どの

常に多くの飢える子供たち、栄養不足

著に現れてきております。毎日毎日非

加の不均衡が世界でいろいろな形で顕

れております。

力の弱体化が、トレンドとして述べら

す。その中で女性の台頭と男性の支配

国での変革に合わせた著書でありま

ております。アジア太平洋及び世界各

○』という本が今ベストセラーになっ

実際に、『メガ・トレンド二○○

いうものを図っていかなければなりま

人口、環境そして資源の相乗効果と

が、私自身は名誉女性であるというこ

を持っていらっしゃるかわかりません

ことと思います。男性がどういう意見

女性は皆さんこの結論に合意なさる

ということであります。

すべての人の生存レベルを満たしては
ければ今年をしのげないというのが、

せんし、そうでなければ我々はこの問

とでこれをサポートしたいと思います。

いないのです。来年植える種を食べな

今日の状況であります。

題を解決することができません。

現在、フィリピン上院副議長も女性

この食料安全保障におきましても人

この観点から、「二十一世紀におけ

アジアにおきまして、二十一世紀に

アジア・太平洋の市民としてお話をし

口増加の圧力が、各国の予算に大きな

女性が大きな役割を果たすことはいう

てまいりました。

です。女性の台頭は時代の流れでもあ

訓練、研修、農業技術、また濯概の技

までもありません。二十一世紀に向け

’九九六年にフィリピンはＡＰＥＣ

る女性ｌ平和と繁栄の戦略ｌ」という

術を向上していくために必要な予算が

ての私どもの文化、そして社会に大き

を主催いたします。ＡＰＥＣはアジア

圧力を与えています。実際、人口の急

ないのであります。このようなこと

な発展と変化は、単に物質的な変化に

太平洋地域の政府代表、国家元首の会

ります。この考え方に基づき、私ども

が、実際に我々の食糧の確保を難しく

留まるものではありません。この変化

合ですが、’九八九年以来、その歴史

ことに少し言及したいと思います。

しているわけです。

は、価値の変化を伴います。この変化

の中で初めて、食糧・人口・開発・環

増によって、食料増産を支える農民の

資源に強い圧迫を与えているのです。

の担い手が女性です。アジア・太平洋

境の問題の解決が、実際に経済成長を

はこの会議の今日のテーマについて、

現在のままではいけないということで

の文化においては女性の役割が大きい

私どもの人口増加が、環境及び天然

す。特に、食糧の供給の現状と人口増
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は、人口と開発問題に対する挑戦に対

皆様方、先程も申しましたが、私

討議される予定であります。

も、三つの総合関係のある課題が十分

されております高級事務レベル協議で

となっております。そして、現在開催

課題がとりあげられ、協議される予定

一月に開催されるこの会議でこれらの

ると述べております。’九九六年の十

持続していくための重要なテーマであ

もっと重要な、そして指導的な役割を

ち、子供たち、弱い人たちがもっと

ればならないでしょう。貧しい人た

きあげ、責任を分かち合うものでなけ

のみならず、権利と意思決定を共に築

て共感をもって富や資源を分かち合う

及び政策を実行する際に、公正にそし

人類のためにも、その人口・開発戦略

略及び政策としてはもちろんですが、

でもあります。そして私どもの国の戦

とは、私達自身の人間性に対する検証

していこうではありませんか。

めに長い道のりを乗り越え、共に解決

思っております。これからも人類のた

トーン（一里塚）となるのではないかと

らの長い長い道のりの一つのマイルス

議を踏まえまして、この会議もこれか

ております。

果たしていかなければいけないと考え

カイロ、コペンハーゲン、北京の会

して私達がいかに対応するかというこ

参集賜わり厚く厚く御礼申し上げます。

フィリピン国は、近年、急速な発展

を遂げ、世界の注目を集めておりま

す。フィデル．Ｖ・ラモス大統領閣下

は、私どもＡＦＰＰＤの友人であり、

活発なメンバーでもある、レティシア

・ラモス・シャハニ上院議員のお兄様

ディック国連人口基金事務局長、ご参

と、フィリピン国が、めざましい発展

大統領閣下の卓越した指導力のも

でもあられます。
フィデル。Ｖ・ラモス・フィリピン

集の各国国会議員の皆様、第一二回人口

を遂げられていることは、私ども、Ａ

国大統領閣下、ネプタリ。Ａ・ゴンザ

(人口と開発に関する
アジア識員フォーラム議長）
と開発に関する国会議員代表者会議にご

蕊桜井新
レス上院議長閣下、ナフィス・サ

'３
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は、たいへんな喜びであります。会議

代表者会議」を開催できましたこと

と、今回、「第一二回アジア国会議員

Ｖ・ラモス大統領閣下、ご臨席のも

り、この活気のある国で、フィデル。

ＦＰＰＤ全員にとりまして誇りであ

ります。

担っていただき、ご活躍いただいてお

ても、女性委員会議長として、重責を

ニ上院議員は、ＡＦＰＰＤにおきまし

いるお二人であります。特に、シャハ

フィリピン国の女性の活躍を象徴して

ト、女性の地位向上を中心的な議題と

およびライッ、女性のエンパワーメン

これは、リプロダクテイブ・ヘルス

した。

組んだのは、一九九四年二月でありま

て、この代表者会議が女性問題に取り

また、米を主食とし、魚を主菜とす

持っております。

て、よく似た自然環境、国士面積を

周りを太平洋に囲まれた、島填国とし

国であり、平均気温こそ違いますが、

三回世界女性会議」の事務総長も務め

もなく、中国の前に開かれました「第

ことができました。そして、言うまで

揮され、カイロ宣言の採択を実現する

者として、強力なリーダーシップを発

発国会議員会議」では、総括報告責任

イロで開催しました、「国際人口・開

て、’九九四年九月にエジプト国、カ

また、私どもが、世界に呼びかけ

皆様の手で各国政府にお渡しいただ

この提言は、採択の後に参加議員の

に意義深いことであると思います。

フィリピン国でまとめられることは、誠

が、女性の社会進出めざましい、ここ、

ものであります。

アの先見性に対して、強い誇りを抱く

先駆けた、取り組みであり、このアジ

して取り扱った「国際人ロ開発会議」に

開催に、ご尽力いただいた、関係者の皆

るなど、文化的にも、兄弟のような国

られた、人口・女性問題に関する、専

き、私達の討議が現実となり、人口問

フィリピン国は、私の国、日本の隣

様に、衷心より、御礼を申し上げます○

であります。このフィリピン国の女性

門家でも、いらっしゃいます。

題解決の確実な一歩となるよう、働き

今回、これまで三年間にわたる討議

の社会進出は、世界的にもよく知られ

今回の会議の目的は、過去二年間、
論議されてきた女性問題に対し、一応

この提言の採択をもちまして、’一一年

ております。

今回、会議の準備に、多大なご協力

の結論を出し、各国政府に具体的な提

間にわたって、討議されました、人口

かけていただきたいと思います。

をいただいた、「フィリピン立法者委

言を行うために、「マニラ提一一一一口」を討議

えます。言うまでもなく、人口問題に

員会」共同議長であるレティシア・ラ

「人口問題の主体は女性である。女

対する取り組みは、片時も、その歩み

と女性問題は、ひとまず、区切りを迎
レタ下院議員は、私ども、ＡＦＰＰＤ

性の問題の解決なくして人口問題の解

を、やめることのできない活動であり

していただき、採択することです。
の活発なメンバーとして、その活動

決はありえない」という考えに基づい

モス・シャハニ上院議員、アキノ・オ

は、広く知られております。まさに、

〃
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口と開発に関する議員フォーラムが、

波及し、アフリカ・中東地域でも、人

開発問題に対する取り組みが、世界に

ブル・ディスカッションを設けていた

食糧と人口についてのラウンド・テー

そこで、今回の会議の二日目には、

ます、重要性を増すことになります。

ます。

とって、非常に重要な会議が相次ぎ、

設立されようとしております。

ペンハーゲンで社会的不平等の是正

一九九五年三月には、デンマーク国コ

める、「国際人口開発会議」が開かれ、

イロで、人口政策の、今後二○年を決

’九九四年九月には、エジプトのカ

れました。

わされ、国際的な合意が、築き上げら

まざまな側面について、熱い議論が戦

いたからといって、それが解決され

は、女性の問題に一つの区切りが、つ

きる問題ではありません。その意味で

り、また、どの問題も、容易に解決で

て、なおざりにはできない問題であ

問題も、女性の問題も、どれ一つとし

す。それぞれ討議された、社会開発の

題に対する活動の牽引車となったので

私達アジアの活動が、世界の人口問

調であり、精神であったと思います。

創りあげる。これは、ＡＦＰＰＤの基

くための、基礎的な条件を貴任もって

世界を創る。そして、人類が未来を築

佐藤隆先生の言葉です。飢えのない、

代議長で、設立者のお一人であった、

の言葉は、アジア議員フォーラムの初

てくる子供があってはならない」。こ

「飢えて、死ぬためだけに、生まれ

この三年間に、人口と開発問題に
その場で、人口と開発にかかわる、さ

と、貧困の撲滅、社会的正義の実現を

た、ということではないのです。

議」が、開催されました。

をテーマとして、「第四回世界女性会

性のエンパワーメントと、地位の向上

れ、同年九月には、中国・北京で、女

を、皆様のご承認をいただいて、人口

女性に続く、私どもの次の取り組み

力を続けるしかありません。そこで、

して決して歩みを止めることなく、努

すべての問題に対して継続的に、そ

る人口と先進国の過剰な消費は、環境

続けております。また、この増え続け

しつつありますが、絶対数では増加を

ります。人口は、その増加率こそ低減

食糧供給の未来は、厳しいものがあ

だきました。

討議する「世界社会サミット」が開か

私ども、アジア議員フォーラムは、

境と調和的な食糧開発をいかに果たす

ためには、「人口の増加を抑制し、環

人類の未来を、希望あるものとする

おります。

く環境は、ますます、厳しさを増して

を劣化させており、食糧生産をとりま
本年一一月には、世界食糧機構の

と食糧にできればと思っております。

域議連に呼びかけ、「国際人口・開発

「世界食糧サミット」がローマで開かれ

それぞれの会議に合わせ、世界の各地
議員会議」、「国際人口・社会開発議員

ます。

のか“という問題は、これから、ます

〃増え続ける人口を、いかに支える

会議」、「国際女性・人口・開発議員会
議」を開催いたしました。
ここで示された、アジア地域の人口

石

剣に取り組んでも、真剣すぎることは

持つのです。この問題は、どんなに真

か」ということが、決定的な重要性を

つつ、輸出国とも調和のとれた協力関

自給できる環境を確保する努力を行い

基盤を維持し、各国の食糧を基本的に

産条件が不利な地域における食糧生産

達の叡知を振り絞り、未来に憂いを残

影を落とす食糧の問題についても、私

大きなものがあります。人類の未来に

私達、アジアに寄せられる、期待は

この機会に、忌揮ない議論を行って

この会議が、実り多きものとなるよ

対する活動の、牽引車となりました。

ない問題であると思います。

係を築きあげることが重要な鍵となり

さない選択をしなければならないので

私達、国会議員は、各国の未来を託
ます。

ために、また私達の子孫の未来が希望

いただき、アジアの人口と食糧安全保

う活発な討議をお願いし、共に、私達

されたものとして、人類が生きていく
あるものとなるよう、この人類の未来

障に対する、取り組みの第一歩とし

に課せられた、重い責任を担ってまい

ご静聴ありがとうございます。

りましょう。

す。

を決める、問題に対して、長期的な視

て、いただきたいと思います。

は、カイロの国際人口開発会議の前か

アジアは、人口・女性問題に関して

野にたって、責任ある判断をし行動に

移さなければならない義務を抱えてい
るのです。

ら取り組み、世界の人口、女性問題に

集の各国国会議員の皆様、第一二回人

口と開発に関する国会議員代表者会議

開催に当たり、アジア人口・開発協会

を代表いたしましてご挨拶を申し上げ

ます。

フィス・サディック国連人口基金事務

国で今回の会議を開催することができ

領閣下のもと、発展箸しいフィリピン

この義務を果たす上で、環境的に生

主催者挨拶
鯵前田福三郎
（財団法人アジア人ロ・

フィデル。Ｖ・ラモス・フィリピン

局長、桜井新・人口と開発に関する議

ましたことは欣快にたえません。大統

ご臨席のフィデル。Ｖ・ラモス大統
国大統領閣下、ネプタリ．Ａ・ゴンザ

員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）議長、ご参

開発協会・理事長）

レス。フィリピン国上院議長閣下、ナ

1６
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についての討議が行われ、いよいよ、

九五年には東京で「女性の労働力参加」

京で「家族、家庭における女性」、’九

参りました。’九九四年には中国・北

わたる計画を立て、討議をお願いして

の重要性をいち早く認識し、三か年に

口と開発問題の解決における女性問題

私どもアジア人口・開発協会は、人

にとって、望外の喜びであります。

お引き受けいただいたことは、私ども

造詣が深く、今回の会議の基調講演を

領閣下は、人口と開発問題に対するご

員の兄君でもあられます。また、大統

あるレティシア・ラモス・シャハニ議

バーで、ＡＦＰＰＤ女性委員会議長で

の古くからの友人であり、活発なメン

領閣下は、ＡＦＰＰＤそしてＡＰＤＡ

ます。

舞台（ステージ）であると確信をいたし

問題の明るい未来を内外に示す格好の

られることは、まさに、アジアの女性

れ、採択され、「マニラ提言」と名付け

もの「提言（案）」に対する討議が行わ

であります。このフィリピンで、私ど

も務められた、女性問題の世界的権威

ある、第三回世界女性会議の事務総長

ニ上院議員は、北京の前の女性会議で

広く知られております。また、シャハ

す。お二人の活発な活動は、世界的に

タ議員のお二人であり、ともに女性で

ス・シャハニ上院議員、アキノ・オレ

委員会」の議長は、レティシア・ラモ

行っておられます「フィリピン立法者

人口・開発問題に対する議員活動を

が盛んな国です。このフィリピンで、

ありました。

いただいたことは大変名誉あることで

・開発協会も微力ながら協力をさせて

ラム事務局と共に、私どもアジア人口

人口と開発に関するアジア議員フォー

ます。この議員会議に対しましては、

は、世界的な尊敬を得たと聞いており

問題に対するアジアの国会議員の熱意

会議員会議を開催いたしました。人口

ム」が世界の地域議連に呼びかけ、国

と開発に関するアジア議員フォーラ

これら政府間会議に合わせて「人口

ました。

回世界女性会議（ＦＷＣＷ）が開催され

サミット（ＷＳＳＤ）、同年九月の第四

の後一九九五年三月には世界社会開発

人口開発会議（ＩＣＰＤ）が開かれ、そ

討議してまいりましたこの三か年は、

ジア国会議員代表者会議で女性問題を

私どもが主催いたしております、ア

口問題の主体は〃女性“である。女性の

上」が中心的な議題として扱われ、「人

のエンパワーメント」、「女性の地位向

テイブ・ヘルスおよびライッ」、「女性

これらの会議では、「リプロダク

本年は総括として、「女性の社会参加

人口と開発問題にとって非常に重要な

問題を解決することなく、人口問題の

と女性と開発のための政策提言」につい

で行われることには、重要な意味があ

三か年でありました。’九九四年に

この提言に対する討議がここマニラ

てご討議をお願いすることになります。

ると思います。フィリピンはアジアの

解決はありえない」という基調が貫か

れました。

は、各国の今後二○年間の人口・開発
問題に対する取り組みを決定する国際

中で女性の社会的地位が最も高い国の
一つであるといわれ、女性の社会進出

’７

私どもの女性問題に対する検討は、

は、本年十一月にローマで開催される

ション」を設けました。

備ができないかと思

急逮決定されましたので、
したので、十分な準

められたものであ

いますが、食糧問題

世界食糧機構の「世界食糧サミット」に

り、まさに時を得た

に対するアジアの戦

カイロの「国際人口開発会議」の前に始

ものであったと自負

ござい土字した。

ご静聴ありがとう

します。

て、開会の挨拶と致

とを期待いたしまし

り多きものとなるこ

いし、この会議が実

活発なご討議をお願

が、どうか皆様方の

しくなっております

日程が、かなり厳

ております。

いただければと思っ

めの場としてお使い

討議していただくた

略を自由なお立場で

の「ラウンド・テーブル・ディスカッ

向けて、アジアの戦略を検討するため

いたしております。

多くの議論がなさ

れました。これから
は実行です。
今回、ここで討議

される「マニラ提言
（案どは、皆様のご
検討の材料としてこ

れまでの政府間会議
及び議員会議の成果
を踏まえ準備された
ものです。十分な討

議を経て「マニラ提
言」として採択され
た後、皆様方の手で

各国政府に提示さ
れ、人口・女性問題
解決へ確実なステッ
プとなることを信じております。
また今回の会議の二日目の午後に

人ロと食糧問題で活躍した日本国代表譲員団

＝左から谷津（自民)、須藤（新進)、東（新進)、
早川（社民）代議士と太田（自民）参議院議員
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ソンョン

］曰

要

る。一九九四年時点で、先進地域の都

展途上地域では明らかに違った形をと

都市化のパターンは、先進地域と発

響を与える。

生み出し、地域の人口の年齢構造に影

響を与え、地域の自然増加率の格差を

のであり、出生率と死亡率に大きな影

増加の主な原因は人口の移動によるも

大きな意味を持っている。都市人口の

るともいえる。都市化は人口学的にも

方をすれば、それは近代化の過程であ

伴う内在的な現象であって、別の言い

都市化は、経済発展及び社会発展に

ネパール国

市化は著しく進展している。その都市

五年までに世界人口の五○％以上が都

市に居住することになると推計されて

いるのである。これは二十一世紀に

は、世界が都市的な社会になることを

意味し、人間はこれまで経験したこと

のない生活様式を経験せざるを得なく

的な混乱を生み出し、さらに都市は資

田俊夫

なり、世界的な社会システムの変更を余

儀なくされることを意味するのである。

急速な都市化が、農村地域からの多

量の人口移動によって引き起こされた

人口比率は七五％以上であり、発展途

源及び対応能力の不足から、十分な住

場合、都市化はしばしば社会的、経済

上地域では三七％である。先進地域の

居、雇用機会、医療サービスを提供す

九五年の間に発展途上地域の都市化は

べき現象である。一九七五年から一九

な点は、「地球（世界）都市化」とも呼ぶ

世界人口全体から見て都市化の重要

逆に多くの青年の都市への移動に伴っ

ることである。農村地域では都市とは

力を超えて人口や産業が都市に集中す

市化」である。それは、都市の管理能

刻さを増している。いわゆる「過度都

滞、環境の悪化などの都市問題は、深

およそ二倍になり、率三・八％で都市

都市地域と農村地域の間には密接な

て労働力不足が生じることになる。
途上地域の人口の五七％、世界人口の

関係があり、都市地域と農村地域の双

方が抱える対照的なこの問題に対し、

六一・一％が都市人口となると推計さ

化が進展した。二○二五年までに発展

市化が進展している。

都市化の進展がその速度を弛めている

日本大学人ロ研究所名誉所長

ることができなくなる。失業や交通渋

鋤アジア人ロ・開発協会理事

のに対し、発展途上地域では急速に都

黒

れている。国連の推計によれば二○○

J，

都市化と開発

表１地域別人口分布

(％〉

1９８１

1.6

2.3

36.0

326

24.6

24.8

帯、丘陵地帯、タライ（低地）の三層地

地形的に考えるとネパールは山岳地

理的）人口分布の急激な変化がある。

第二にネパールにおける空間的（地

あり五・二六％であった。（表４）

加率が高かったのはバングラデシュで

ている。ネパールの次に都市人口の増

カの二・二○％よりも著しく高くなっ

四％、インドの二・八七％、スリラン

七・○七％であり、パキスタンの四・四

九五年までの年平均都市人口増加率は

である。例えば、’九九○年から一九

率が南アジアの中で最も高かったこと

ら七五年までの都市人口の年平均増加

すべき特徴は、第一に、一九七○年か

ネパールにおける都市化傾向の特筆

国の中で最も低い数字となっている。

はブータンの六％を除いて南アジア諸

平均よりも低くなっている。この数字

二％にとどまっており最低開発国の

市化の現況及び今後を理解するために

ズ人ロの割合(％）

布を促進することであり、特に、小。

出所）ＣＢＳ(CensusReport）

総合的な政策をとることが、中央政府

９４１３０１１５５６０１５００２８１８４９１１
18,491.1
９，４１３０
11,5560
1５，００２８

も、既に述べた都市化の一般的な論点

人ロ計

中規模の都市的地域の成長を奨励し、

９０７６８１１０９４１１４０６６１１６７９５４
1４，０６６１
9,076.8
11,0941
16,795.4

及び地方政府に求められることにな

農村人ロ

が有益であろう。一九九四年の最低開

3362
３３６２４６１９9５６７１６９５７
956.7
1695.7
461.9

農村地域の開発の道を探ることである。

都市人ロ

る。この都市問題への対応の最終的な

1９９１

発国の都市人口比率は平均で二二％で

表２ネパールにおける都市化

我々のここでの主題は「ネパールの

出所）ＮＰＣ＆CBS,PopulationMonog｢aphofNBpaI,1995.

目的は、人口送り出し地域、受け入れ

100.0

ある。ネパールの都市人口比率は一三

1０００

都市化と開発」である。ネパールの都

100.0

地域の双方でより均衡のとれた人口分

1.3

都市人ロに占めるカトマン

4７

０３

人口の割合(％）

1.3

総人口|=占めるカトマンズ

4４

１５

１２１０１５０４２３５２４２１３
121.0
1５０４
2352
421.3

カトマンズ人口(首都）

3８

計

３６４０６４９２
4０
6.4
9.2
３．６

都市人口比率(％）

4６

タライ

1９７１
1９６１

4８

丘陵

1０００

８

1０００

９
６３．６
64.8

山岳

36.4

1９９１

352

1９８１
1９７１

1９６１
1952/5４

地域

(単位１，０００人／％）
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表３主要地域間の人口移動（出生地統計に基づく）

域に分けることができる。人口分布の

パターンは一九七一年以来急速に変わ

り続けている（表１参照）。一九七一年

に人口の六○％以上を占めていた山岳

・丘陵地帯の人口は急速にその比率を

山岳
１９９１

1981

1991

タライ
1981
1991

計

丘陵

山岳

タライ

35061933,4232,196
36,67432,0034,671

1９８１

169,923１３４，２５４‐－－－35,669
173,96876,503‐-－－－97,465
724,043162,832561,211－－－－
1,017,714121,826895,888－－
929,585297,086594,63437,865
(1000）（320）（64.0）（4.0）

1９９１

1,2281356198,329９２７，891102,136
(1000）（161）（75.5）（８３）

率(％）

(‐)261,467（-)２０１
(-)161,655（-)１１２
(-)424,711（‐)５９

(-)7531923（-)９０
(+)686,178（+)１０８
(+)915,578（+)１１．１

表４南アジア諸国の年平均都市人ロ増加率
1990-95
1985-90
1975-80
1980-85
1970-75
1965-70
国１９６５７０１９７０７５１ｇ７５ＢＯ１ｇＢＯＢ５１ｇ８５ｇＯ１ｇｇＯｇ５
国
バングラデシュ
５．０４
5.26
ゾグフＴジユ６７６５５７
6.76
5.57
６７０６７４５０４５２６
6.70
６．７４

2.87
３．０１
3２４
３．７６
3.66
イソト３２７３７６３６６３２４３０１２Ｂ７
インド
3２７
7０７
７．４３
８．１１
7.97
4．３０
７．３２
オハール４３０７３２８１１７９７７４３７０７
ネパール
4.44
４９０
4.87
3.76
3.87
ハキスタン３９０３７６３８７４８７４９０４４４
3.90
パキスタン
1.58
2.20
1.28
1２４
スリランカ４２１１Ｂ３１２８１２４１５８２２０
1.83
スリランカ
４．２１

出所)UnitedNations:WorIdUrbanizationP｢ospectsThel994RevisionⅢNewYork，
1995,ｐｌｌｌ

このような変化には、二つの理由が

ある。｜っには、都市化傾向の増大で

ある。先に述べたように、ネパールに

おける都市化率はまだ低い。しかしな

がら、その都市化率の伸びは著しい。

多くの都市と小さな町が生まれてきて

いることがその証拠である。二つめに

は、タライ地域におけるマラリアの撲

滅があげられる。これら二つの理由か

ら、雇用機会のある低地に山岳・丘陵

地帯から多くの人々が移動してきたの

である。タライ地域は農業を行う上で

肥沃な地域であるばかりではなく、都

市化が急速に進んでいる地域であり、

’九五二年から一九九一年の年平均都

市人口増加率は八％以上に及んだので

ある（国司目『ご置己・腿）。

言葉をかえるとそこには農業労働に

対する需要と都市に雇用機会の増大と

たや山岳・丘陵地域はその厳しい自然

1９８１

数

出所）NPC&CBSPopulationMonographofNepal,１９９５

いう二つのプル要因（誘因）があり、か

低下させ－九八一年には五七％、一九

条件の中で、耕作可能な土地の欠乏と

高出生率の結果としての若年者に対す

九一年には五四％へと低下した。その

一方で、タライ地域の人口比率は、一

る雇用機会の欠乏というプッシュ要因

（押し出し要因）が存在しているという

九七一年の三八％から一九九一年には

四七％へと増加した。

２１

計

丘陵

純移動

出生地

出生地

ことができるのである。
とどまったのである。

結論

ることである。言葉をかえると首都の

傾向が、分散的なパターンを示してい

第三の特徴は、ネパールの都市化の

（国司斤巨【］や①一つ』②）ｏ

には五三％へと増加したのである

も一九五二年の一七％から一九九一年

の都市人口に占めるタライ地域の比率

いう大きな流れは今も続いている。タ

地帯からタライ地域への人口の移動と

れた表３に見られるとおり山岳・丘陵

九九一年の出生地統計をもとにつくら

れから検証してみる。一九八一年と一

（低地）の、主要三地域の人口移動の流

傾向を山岳地帯、丘陵地帯、タライ

最後に、ネパールにおける都市化の

るを得ない。

いう予測に対しては、懐疑的にならざ

ルにおける首位都市を形成しうるかと

析から考えると、カトマンズがネパー

貌しつつある。しかしながら現況の分

に拡大し、カトマンズ大都市圏へと変

ると予測される。カトマンズ市は急速

い将来、近隣諸国並の都市化率に達す

口の増加は急激であり、ネパールは近

従って、ネパールの都市化は分散的

カトマンズだけが圧倒的に大きいとい

ライ地域への純流入は、一九八一年で

その理由は、まず第一に、カトマン

現在、タライ地域はネパールの耕地

うパターンを示していないのである

約七○万人、一九九一年には九二万人

ズの人口は、首位都市と呼ぶには十分

ネパール国の都市化は非常にユニー

（表２参照）。カトマンズの人口は、急

にのぼっている。一方、山岳・丘陵地

な規模に達していない。第二にネパー

に進展し、首位都市中心のタイなどと

速に増加しているが、総人口に占める

域では一九八一年、一九九一年とも純

ルの近年の急激な都市化は、山岳・丘

面積の六五％を占めるのみならず、総

その割合は非常に低く、二％程度で

流出となっている。特に、丘陵地域生

陵地域からの急激な人口流入にとも

クなものであるといえる。都市化率は

あった。近年わずかに増加して一九九

まれの多くの人々がタライ地域へと移

なってタライ地域で起こっているから

は異なった都市化の過程を経ていると

一年には二・三％に達した程度であ

動している。一九八一年センサスによ

である。このタライ地域への人口流入

道路距離の三五％、工業生産の六一一一％

る。都市人口に占めるカトマンズの割

ると五六万人、一九九一年では、九○

に伴う都市化が、「スッテピング・マ

低い水準にあるにも関わらず、都市人

合も一九六一年の三六・○％から、一

万人が移動し、その総流入人口に占め

イグレーション（段階的移動どの過程

いうことができる。

九九一年には二五％へと低下した。ネ

る割合は一九八一年には六四・○％、一

の中にある現象であり、その人口が、

を占めるまでに至っており、ネパール

パールの総人口は一九六一年から一九

九九一年には七五・五％となっている。

タライの中小都市を経て最終的にカト

九一年の三○年間で五倍に増加した。
しかしカトマンズは三・五倍の増加に
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の過度の集中によって、多くの深刻な

し、深刻化しつつある。産業及び人口

る都市問題が環境の悪化の中で発生

カトマンズにおいては、既にいわゆ

強い関心のあるところである。

市となるか否かは社会科学者にとって

マンズに定着し、カトマンズが首位都

進し、農村地帯の開発を探る、地理的

があるであろう。中小都市の成長を促

するための総合的開発戦略をとる必要

パールに適した好ましい都市化を達成

然的に生じてくる現象であるが、ネ

ができる。都市化は近代化の過程で必

当性を持つ開発戦略であるということ

過度都市化を防ぐ意味でも合理的な妥

②ご己（の」ｚ凹厘○口の》三。可］□ご『すい‐

］①①、。

ｏｏｐｐ奇口のｍｌｚのロ巳－（｛ご』Ｐごロロの、の）一

はｏｐＰ昌旦□のこの一○℃ロ〕の己一目シ田口ｐ

ＣＯ耳○口吾ののロ『この〕。［ロ局す②己函色‐

□のこの一○℃目の貝シｍｍＣＢｇ】○口》田の‐

Ⅲ弓ケのし巴自勺。□已菖】。■、ロ」

＊参考文献

社会的及び環境の問題が発生している

③。。］自国局曰『》曰与のｚのの」【○吋色

口旨ロ一一。。勺局ｏｍＣの●訂ヨゴの］垣①』
端的に言えば、人口送り出し地域及

ｚｇ－ｏｐ巳ご昏色己函昌一。ｐ団。］旨邑ご

な条件を考慮にいれた戦略が必要とな

ネパールの場合、低地のタライ地域

び受け入れ地域の双方の持続可能な開

ＺのごＰ一三少巴Ｐ１℃目】【一。］○口門口②」

ことは、多くの資料で裏付けられてお

への人口移動の大きな波を見ることが

発を促進することで、よりバランスの

ご○］・》ＰｚＣ・要］老一・

罰の己巴ｏＰｚの尋＆○【【『ご患．

できる。地理的な位置関係からいっ

とれた人口分布を実現することが必要

るのである。

て、このような人口移動の流れはおそ

となるのである。

り、疑う余地はない。

らく自然なことであり、カトマンズの

アジア諸国の発展段階別

キスタン国要旨

ることができるかどうかは、非常に厳

農業・農村開発基礎調査

び農業用水の供給量が不十分なためで

しい予測をせざるを得ない。パキスタ

野重任
パキスタンの農業生産性は、隣国の

あるとされる。この条件のもとで年率

ンの国土の大部分は乾燥地帯に属し、

財アジア人ロ・開発協会理事
東京大学名誉教授

インドと比べても低い。その理由は主

二・九％程度で増え続ける人口を支え

川
に、塩害、湛水害による土壌の劣化及

２３

'､；

降雨のみに頼った農業では、極めて低

の方が大きくなっている。このことは

その自然条件から降雨量よりも蒸散量

少なくないと考えられる。

塩害・湛水害の原因となっている点も

た灌概網が、その維持管理の悪さから

っつあるが、英領インド時代に作られ

農法の成立によって、一層の農業発展

ん、「緑の革命」に代表されるような新

維持・管理が困難になることはもちろ

与えることになる。既存の灌概施設の

を図ろうとすれば、灌概や土地改良な

い生産量しか確保し得ないということ

本調査は、パキスタンの農業におい

産の低下を引き起こし、パキスタン経

を意味し、パキスタンの農業開発にお

パキスタンは、対外債務への利払い

済全体の発展に対する障害となること

どの農業インフラストラクチュアへの

パキスタン最大の穀倉地帯であるパ

と国防費の合計が国家支出の六○％を

が予測される。援助供与国、国際機関

てパンジャブ州の農業生産が持つ高い

ンジャブ地方は、古くより世界の穀倉

占める財政難の中にある。そのため、

からのパキスタンヘの協力は、その経

いては河川及び地下水を利用した灌概

地帯として知られ、パキスタンの農業

世銀のコンディショナリティのもと、

済の健全化のために一層、農業発展に

膨大な投資が必要となるからである。

生産において最も大きな位置を占めて

パキスタン政府による農業関連の補助

力点を置くべきであるとわかる。

重要性及び同州で高い灌概網の整備に

いる。パンジャブ地方は、インダス川

金が続々と打ち切られている。灌獅・

現地調査は、パンジャブ州の中でも

が決定的な重要性を持つことになる。

の支流に広がる広大な地域で、一九四

電力供給を行っていたＷＡＰＤＡ

典型的な米、小麦作地帯としての房』‐

本調査によるパキスタン経済の分析

七年のインド・パキスタン分割によっ

（三日の【シコ」勺○葛の局□の『の一○℃目の貝

匡巨ＣＥ国県を調査対象地域と選定し

もかかわらず深刻化しつつある、士壌

て、インドのパンジャブ州、ハリャナ

シニニ・口ご）でも、利益のでる電力部

た。堅の涛冒で巨日県における農業生

従って、本調査では、パキスタンの自

州及びパキスタン・パンジャブ州と分

門を独立させ、独立採算制への移行が

産性の格差は、主要水路、道路からの

に基づくと、これらの農業生産に対す

かれた。パンジャブ地方は英領インド

進められようとしている。この灌概関

距離、地下水の質の差などによって生

の塩害・湛水害に注目してパンジャブ

時代に張り巡らされた灌概網によっ

連機関の財政独立が予定通り行われる

じる点が少なくない。そこで、具体的

然的条件の明確化と複雑な関連を持つ

て、ほぼ一○○％の灌概率を誇ってい

ことになれば、灌概インフラへの資金

な調査村を選ぶ際に地下水の質の差と

る補助金の削減は、パキスタン農業生

る。ところが、優良な農業用水が潤沢

が大幅に減少することになろう。この

主要水路及びパンジャブ州の州都ラ

州を調査地として選定した。

にあれば、防げるはずの塩害が近来こ

ことはパキスタン農業に重大な打撃を

灌概と塩害問題を中心として分析した。

れだけ灌概が普及した地域で深刻化し
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を選定した。そしてＫ村とＡ村の農業

ホールからの距離によってＫ村とＡ村
とを述べうる。

分析及び現地調査の結果から以下のこ

灌概施設の維持管理が優先されるべき

問題及び援助の効率性を考慮すれば、

提供された調査地の資料をもとに、

国、国際機関等の援助としても一層、

持続的成長が必要であり、援助供与

めには、国内農業の一層の発展とその

一、パキスタンの持続的経済成長のた

（援助）の技術的分割性（←の：ロ・」。、一日］

選択肢であるのに対して、後者は投資

大規模かつ長期的な投資を必要とする

持管理」との比較をした場合、前者が

ム・発電施設の建設」と「濯概施設の維

であろう。投資（援助）対象として「ダ

フィールド・ワーカー、土地・水利代

農業基盤整備に対する投資を重視する

Ｓａｍ旨一】こ）を持ち、圃場用水路を一

生産力の差はこの水利条件の差に大い

金を徴収し、土地台帳を管理している

必要がある。特に灌概システムへの援

単位として事業を積み重ねていけばよ

に基づくことがわかった。

パトワリー及び農民に対する聞き取り

助が最も重視されるべきである。

現地調査はパンジャブ州農業省から

調査を中心に行った。

である。

と不可分にかかわる灌概の改善が必要

は、土壌の塩害、湛水害、及びそれら

に、パキスタン農業の開発のために

は、現地に存在する資源（労働力を含

野が望ましい。従って、援助として

用対効果の高く、維持管理が容易な分

助対象は投資（援助）の点から見て、費

二、援助の効率化の観点から、その援

れるために、農村資源の動員が比較的

投入も含む）は受益農家に直接還元さ

る。なぜなら、その投資効果（労働力

用対効果の高いものであると考えられ

特に、圃場用水路への投資が最も費

く、小さな事業規模から始められるか

パキスタン国においては、援助に必

む）を十分に活用したものであること

容易となり、また農民の参加による長

調査地の選定においても述べたよう

要となる基礎的な調査そのものがかな

が必要である。

る援助を具体的に記述するには十分で

れた資料は、パキスタン国全体に対す

・期間的に限られており、そこで得ら

実情があり、また、今回調査も地域的

排水設備の建設）が考えられる。いず

持管理（具体的には水路の三面舗装と

所の建設、②灌概施設の修復を含む維

政府開発援助としては、①ダムや発電

そこで、濯概に関して可能性のある

果の高さとその維持管理が容易である

することができる。従って、費用対効

士など現地に存在する資材を有効活用

る。また、そこで必要となる資材も粘

期的維持管理も期待できるからであ

らである。

らずしも十分になされていないという

はない。しかし、我々が収集しえた資

という点から圃場用水路（給水及び排

水）の整備を優先すべきであろう。こ

れもパキスタンの農業開発にとって不
可欠な重要性を持つが、湛水害・塩害

料に基づいたパキスタン国に対する自

然的条件、経済・社会的条件に対する
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女性問題で気を吐いた、
左から南野（自民)、大
脇（社民）両参議院議員

役割を果たす場合が多いであろうが、

の場合、受益農家の直接参加が大きな

管井戸の設置によって塩害が深刻化す

た、地下水が塩基質である地域では、

供給がなされなければならない。ま

ており、この動向を見極めた上での援

ンでは灌概管轄官庁の再編が予定され

また、先に述べたように、パキスタ

さらに、灌概プロジェクトの場合、

これに対する積極的財政支援が特に重

ぎ、そのような地域には管井戸の設置

対象が村や圃場水路の水利組合などの

助が必要となる。

次に、管井戸の設置も、圃場内の水

を制限する必要がある。また塩基水地

ように限定された社会集団とならざる

るため、こうした地域の特定作業を急

資源開発として望まれる。しかしその

域では代替的水供給が望めない以上、

要である。

普及のためには安定的で、安価な電力

否を決める要諦となる。この場合、社

を得ず、農村資源の動員や維持管理の

また塩害の改善も同様に、農村にあ

会科学的発想に基づき、農民への受け

圃場用水路整備事業を優先して行う必

る資源を十分に活用したものであるこ

入れやすさや農民指導者の組織化など

ために農民の参加がプロジェクトの成

とが望ましい。具体的には既に行われ

考慮したプロジェクトが必要である。

要がある。

ている、除塩効果を持つスーダングラ
スの活用、有機質肥料の活用、石膏の

使用などを後押しすることが望ましい。

三、援助方法について、次のことに留
意しなければならない。現在のパキス
タンの灌概システム管理は、中央集権

から分権化の方向にあり、灌概に関わ
る意思決定が州政府、さらにはその下

の県や郡レベルにまで分権化される可
能性が強い。とすれば援助に関しても

中央政府ではなく、少なくとも州レベ

ルでの協議が重要となる。
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診龍

＝〆

■・口・■可Ｆ■Ａ◎世界食糧廿口ミット』

ＡＦＰＰＤは、過去に国連主催の政

府間会議で各地域議連の協力を仰ぎ、

人口と開発に関する国際的な議員会議

を開催してまいりました。一九九四年

にはエジプト・カイロで国際人口開発

議員会議、次いで一九九五年三月には

コペンハーゲンでの社会開発サミット

と同時期に、国際人口・社会開発議員

会議、八月には中国・北京の第四回世

界女性会議にあわせて、東京で国際女

性人口開発議員会議を開催しました。

は、この三つの会議のうち、最も有意

東京での国際女性人口開発議員会議
いろな国が一堂に会し、貧困、栄養不

１ノ１β・■■に向けて■■■■ⅢＹ１１

司会》シフ・カレー卵ＡＦＰＰＤ事

義な会議だったと思います。

これら実績とこの一連の流れに基づ

良、飢餓、食糧安全保障について討議
をします。これに関連し、いろいろな

き、ＡＦＰＰＤは人口と食樋に関する

務局長

戦略がたてられ国際的、地域的、国家

国会議員会議を企画していますが、そ

このセッションは、食糧安全保障に
ついて話し合う特別セッションです。

的なレペルで様々な政策をつくること
国連は一九九六年を貧困撲滅の年と

昨日、ＡＦＰＰＤの運営委員会で人口

決まり、ＡＦＰＰＤが一年間をかけて

しました。ＡＦＰＰＤが、それに先

この問題に関して、国家レベル、地

の第一歩をこの会議から始め、アジア

アジアで食糧安全保障と人口のどのよ

立って、皆様の支援を動員して、貧困

域レベル、小地域レベルで、多くの国

になります。

うな内謹】について取り組んでいくのかと

の撲滅に立ち向かっていきたいと思い

会議員の方々から意見を伺いたいと

と食糧安全保障をテーマとすることが

いうことを決めるための討議の場です七

ます。それに付け加え食糧の安全保

思っています。

現在多くの”人口と開発に関する地

と思います。

の人口と食糧に関する準備を始めたい

農業食糊祷機構が、世界食糧サミット

障、貧困及び栄養不良について討議し
ていきたいと思います。

をローマで今年の＋｜月に開催しま
す。この世界食糧サミットでは、いろ

2７

カ・中東の議員フォーラム」、また、

ループ」、「人口と開発に関するアフリ

と開発に関するアメリカ地域議員グ

さん。インドの農業省局長です。イン

しゃいます。先ず最初に、チャッダー

業問題に関する専門家の方がいらっ

本日、三名の著名な人口と食糧・農

ん回復してくる。これを繰り返す。人

た、人口が増え始める。食糧もだんだ

する。そして人口が十分に減ると、ま

死亡率が非常に高くなり、人口が減少

しか増えない。したがって、人口はや

ヨーロッパの国会議員の方々、その他

ドの農業政策の背景をお話しいただき

間というのは大変悲惨な宿命をもって

人口と食糧安全保障に関する国会議員活

の同僚にも意見を仰いだ上で国際的な

たいと思います。次に、川野先生。ご

いる」と述べております。

域議員グループ“が活発な活動を行っ

会議を開催していかなければならない

存じの通り、農業の分野で幅広くご活

しかし、それから二○○年、どうい

がて過剰になり、非常に悲惨な運命に

と思います。皆様のご同意が頂けれ

躍されてきました。最後に、黒田先

うことが起きたでしょうか。地球上で

動をまずここから始めたいと思います。

ば、私どもも、アフリカの議員グルー

生。ご紹介申し上げるまでもないと思

は、マルサス以降、産業革命などの技

ています。アメリカ地域では、「人口

プ、インター・アメリカン国会議員グ

います。人口の側面から見た食糧問題

術革新などによって食糧生産は急速に

どが、アジアの食糧供給に対して大変

食糧生産の方が上回った。緑の革命な

人口増加が爆発的に起こったのですが

増えてきました。特に第二次大戦後、

直面する。飢餓、災害などによって、

ループ、ヨーロッパの国会議員グルー

についてお話いただきます。
では、黒田先生から……。

プなどとともに、積極的に進んでいき
たいと思います。

今日は、惜更香岳種サミットに向けての

この三○年間が、人類が地球上で

大きな役割を果たしたのです。ごく最

年前にイギリスの有名な経済学者ロ

とには、食糧生産は年率三％ずつ増加

九九○年までの約四○年間、驚いたこ

近まで、ことに戦後一九五○年から一
黒田俊夫函

バート・マルサスが、食糧問題と人口

し、人類の歴史上かつてない速度で増

生きていけるかどうかの正念場
人口と食糧が人類にとっての生存に

について、非常に悲観的な論文、『人

地球上で何が問題になったかという

が行われたのです。

かかわるような問題になってまいりま

その内容は「人口が幾何級数的に増

加した人口増加率をも上回る食糧増産
関連で、マクロ的な点から簡単に問題

えるのに対して、食糧は算術級数的に

口の原理』という書物を出しました。

の焦点を考えてみたい。今から二○○

した。私は最初に食糧問題を人口との

畷翻鋼翻翻
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出てきたのです。今から考えると驚く

と、食糧が過剰になる、という問題が

苦悩というものから解放された状況

が二○○年前に心配したような大変な

過去、約四○年間、人類はマルサス

ないか。悲観的になると、ますます努

は、多少悲観的なほうが、いいのでは

ただまず、考えなければならないの

たと言われたのです。マルサスから、

見れば、人類は食糧問題から解放され

回った結果、食糧と人口を地球規模で

このように人口増加を食糧生産が上

約一・六％ぐらいです。

人口増加率はだんだん下がり、現在、

れよりは低かったわけです。その後、

し、食糧生産が年率三％ですから、そ

％という大変な増加率でした。しか

間続いた人口増加率を食糧生産の増加

るいは一・六％ですから、過去四○年

在、世界の人口増加率は、一・七％あ

ぐらいになったとも言われます。現

ような食糧生産の増加率、最近は一％

下し、人口の増加率をはるかに下回る

は、過去の高い食糧生産の増加率が低

がっているということです。現在で

とは、食糧生産の増加率がどんどん下

九○年代に入り、表面化してきたこ

ことです。

が、また、期待できるだろうかという

献した、グリーン・レボリューション

第一は、大変な世界の食糧生産に貢

べたいと思います。

なるかを考えるときの問題点を少し述

いておきまして、まず食糧が今後どう

たとえば、人口の方はとりあえずお

まり悲観的でも困ると思います。

べき事実ですが……。

だったのですが、さて、最近になり、

力が必要で、その努力に対する関心が

この食糧増産に対して、人口の方

この状況が変化してきました。

二○○年経って、もう食糧というのは

率が上回るという状況から、逆転して

は、第二次大戦後、一九六○年代は二

問題ない、人口問題は全く心配ない、

きました。

入、あるいは品種の改良、灌概など

確かに、緑の革命、化学肥料の導

けです。

食糧生産の増加を達成した、というわ

拠は人口の増加率よりもはるかに高い

非常に難しい問題ですが、悲観的に

問題として、再び現われてきたのです。

題が、今、現実的な、あるいは政策上の

学問的な対象として考えられていた問

人間の生存にとって、非常に古くから

そこで、今日、人口と食糧という、

は増えない。これを経済学では、「収

うに増やしても、生産がそれに伴って

て、現在の化学肥料の投入量をどのよ

役人が、もうほとんど限界にきてい

上がってきたわけですが、化学肥料の

によって、もう一度生産性がどんどん

化学肥料を非常にたくさん投じること

これはほとんど不可能ではないか。

の理由は、いろいろあります。

非常に高まってくるのではないか。そ

と一部で考えられたわけです。その論

様々な領域で劇的な変化が起こってき

穫低減の法則」と言っていますが、化

学肥料を二倍入れても、生産は二倍に

考えるか、楽天的に考えるかという
と、あまり楽天的でも困りますし、あ

ました。その結果、とにかく農業生産
は大幅に伸びたのです。

2１

糧生産の生産性は上がらないというこ

つまり、化学肥料を投入しても、食

まで、現在の状況は至っております。

絶対的な生産性が落ちるというところ

す。最後には、投入する肥料よりも、

倍しか増えないということになりま

倍しか増えない、そのうちには○・五

増えない。一・五倍しか増えない、一

ろうか。可能になるようなバイオテク

な、革命的な農業の食糧生産が可能だ

加に対して、それを養っていけるよう

れてきているが、人類のこれからの増

す。実験室では、かなりの効果が現わ

どうかわからないというのが現状で

クノロジーもほんとうに期待できるか

オテクノロジーですが、このバイオテ

そこで一つの期待を持つのは、バイ

に考えざるを得なくなります。

ジーが完成しないと、きわめて悲観的

か。三○年間でそのバイオテクノロ

オテクノロジーの完成が可能かどう

足るような食糧生産を可能にするバイ

間に、マイナスの点を補って、それに

る正念場ではないかと思います。この

地球上で生きていけるかどうかを決め

ありません。戦後五○年間に、世界の

えています。バイオテクノロジーは大

私はこの点に非常に重点をおいて考

はないと思います。

るのですが、’○○億まで考える必要

五年経つ二○五○年には一○○億にな

億ですが、二○二五年には八○億を超

新しい農地のフロンティアは、ほとん

いに研究していかなければならない

ノロジーというものがあるかどうか、

現在、一九九五年の世界人口が五七

とです。

第二は、農地面積に関しては、新し

どなくなり今までの耕地をつぶしてい

が、我々が考えている期間のうちにこ

の人口の大きさ八○億と、毎年追加さ

えます。八○億の人口は、それから二

かなければならない。我々の社会が近

れらができあがるかどうかが問題で、

れる人口、約八五○○万人の人々に、

非常に不安です。

代化してくると、工業化が進む、都市

人口の面から考えますとこの「時間の

学校の教育、職業、住宅などを供給し

くこれから耕作可能な農地はほとんど

化が進む、そのなかで、学校、工場、

制約」という考え方が出てきます。

困難だし、農地の絶対量も減っている

今以上に農業生産性を上げることは

間で約四○億の増加になる。二○二五

まま四○年間増えていくと今後三○年

は、約八五○○万人です。この水準の

○年間は、毎年の世界人口の増加分

一九八五年から二○二五年までの四

大変関心のあるところです。様々な意

はどのくらいが限度か、我々専門家も

いったい地球で暮らしていける人口

八○億を超える。

年増え続けます。三○年後、総人口は

ていかなければなりません。人口は毎

私どもは、今から三○年後の、世界

病院、道路の建設用地として、現在の

ことを考えると、これからの農業生産

年まであと一一一○年。この三○年足らず

見があり、その中の一つに、八○億人

耕地面積をつぶしていかなければなら

性の動向は、今まで期待したようなこ

の時間が、我々人類がこれからもこの

ない。

とはほとんど不可能ではないだろうか。
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が地球が支えうる最大限の人口ではな
いだろうかという意見があります。

私どもも自信をもって言えません

ますし、国によってもそれぞれ置かれ

見ると、また違った考えがでてまいり

昨日、川野先生がパキスタンでは濯

し、専門の先生方も一所懸命やっていた
そうなると、我々が抱えている問題

薇が農業のための最大の方策であると

た条件は非常に違います。

○・○四ヘクタールとして、地球の耕

は、人口と食糧の二つの側面があると

おっしゃいました。しかし、ある国で

だいているのですが、かなり不安です。

作可能な土地面積で割るとおよそ八○

いうことになる。食糧の問題だけを

はそうではなく、電力が必要となる、

人間一人の生存に必要な農地面積を

億となる。これは、きわめて単純な一

扱っていても人口がある限界を越えて

ますと、個々の条件によってとるべき

つの算出方法に基づいた計量だが、そ

人口の方は、様々な議論があるとし

政策ががらっと変わってくる。今後

とお話されましたＱミクロな点から見

ても世界の人口をなんとしても八○億

は、それぞれの需要に応じた大変な努

増加してしまえばどうにもならない。

にならないような速度にし、増加を抑

力が必要になってくるのだということ

の他の方法を用いた場合にも、地球人

条件によって変わるので、何ともい

えるということしかない。今申し上げ

だけを申し上げたいと思います。

口八○億人というのは限界だと考えら

えないが、ただ一つのめどといえるの

た食糧問題から考えた場合の世界人口

とってはもう二度とこない、この時期

でのこれからの三○年間は、人類に

億と考える場合、その八○億になるま

従って、地球人口の上限を仮に八○

化していくかは現在とこれからの取り

推計も高位推計もあり、どのように変

なったらどうなるか。推計には、低位

推計です。これがもう少し高く、多く

の数値は、国連が計算しました中位の

だきました。

非常に興味深い面白い発表をしていた

黒田先生ありがとうございました。

議長⑪

れるのです。

ではないか。

を逃しては人類の生存はありえない重

では、次にチャッダー先生お願いで

組み方にかかってくるわけです。

チャッダー叩インド

きますでしょうか。

我々の大変な努力がいるのだというこ

場であり、行政の側から話をしてはい

常、私どもは国会議員のお話を聞く立

私は、インド政府の役人です。通
ましたが、ミクロ、マクロの両方から

これまで、マクロ的観点のみを申し

とをご理解ください。

に考えなければならない、それだけに

人口については、ひとまず、悲観的

要な時期となるということになりま
す。なんらかの方法を、これから三○

年の間に見いださなければならない。
この三○年の間に、バイオテクノロ
ジーが劇的な発展を遂げ、食糧問題を

解決していけるのかどうか考えます
と、非常に不安になります。

3１

るような開発が、持続可能な開発です。

というものを持続的に受けることができ

彼らも私たちと同じように天然の恵み

資源を残していかなければいけない。

供たち、孫たちのために、やはりその

資源をとる。しかし、将来の世代、子

な開発というのは、今、自然からその

少しお話しします。一般的に持続可能

インドの持続可能な開発について、

きました。

けないのですが、発言の機会をいただ

いうのがその話の結末です。

い、すべてがなくなってしまった、と

は、金の卵を産む雌鳥を殺してしま

して一度に卵を生ませようとして結局

もっと金持ちになると思った。無理を

らないのか、いっぺんに生ませれば

分は毎日、｜個の卵を待たなければな

ん貧欲になり、欲が出てきて、なぜ自

きました。しかし、この農夫はだんだ

て、この農夫は、大金持ちになってい

毎日毎日一つずつ金の卵を生んでくれ

とき鶏の声を聞いていました。雌鳥は

わけです。実際に、その土地が肥沃で

て頭を悩まして、考えて政策を出した

は、何か問題があったときには皆座っ

です。農業政策に関して、インドで

かったのは、農業のきちっとした政策

しかしながら、私どもが持っていな

能になりました。

の、農業投入物をうまく使うことが可

上げることができ、肥料や農薬など

ます。インドで、農業生産性を非常に

適合的なものであることが必要となり

使われる耕作技術が持続可能な開発と

我々も貧欲に走って、自然からすべ

この持続可能な開発というのは、定
義としては新しい、また、言葉として

てを奪い取ってしまってはいけなので

ですから、一九九二年に私どもはま

なくなった時に、肥料を投入してきた

も新しいものですが、二○○○年前から

す。そういったことを続けると、いず

ず、最初の農業政策を草案として議会

ことです。自然から、母であるこの地

といっていたのはもう二○○○年前の

はインドはその当時の人口の二倍を養

るために闘っていた時代に、ガンジー

マハトマ・ガンジーが自由を猶得す

私どもの政策策定の目的は何か。

択される予定です。

にも関わったわけですが、もうすぐ採

幸い私もこの農業政策の決議案の作業

わけです。

こういうことは考えられてきました。

れ何も残らないという状態が来ます。持

に提出し、州政府の間でも討議され、

母である自然は、私が再生産できな

続可能な開発はできなくなるのです。

球から私どもはすべてをとってしまっ

うことができると言っていました。し

いろいろな問題が浮上してくるたび

いほど私からとってはいけないのよ、

てはいけないのです。

かし、今日実際に私どもはその当時の人

将来の私どもの子供たちのために残

せん。長期的な解決策というのが見出

に、その解決策を出さなければなりま

持続可能な生産を行ためには、単に

せなかったのです。ですから、これか

口の三倍の人口を扶養しています。

例えば、金の卵を生んだ雌鶏がいま

生産性を上げるだけではなく、そこに

していかなければならないのです。
した。農夫は毎朝、この鶏が卵を生む
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ちっと長期的に形作っていかなければ

らはその農業政策を戦略的にまた、き
済的な発展をめざすわけです。

こうというのがねらいで一兆そして、経

商品化も伸ばしていかなければいけな

場で売っていかなければいけません。

スのとれた政策にし、皆にそれが適応

策が改正され、すべての分野でバラン

を得なかったのです。そこで、農業政

ず、本当に貧しい人は、そこから恩恵

んの少数の人にしか繁栄をもたらさ

「緑の革命」は、インドのなかでも、ほ

潜在的な失業があれば、どのようなこ

的な失業を打ち消すということです。

り、この政策をもって、失業及び潜在

位の低い人たちを救うということであ

えば、農村の労働者、女性、そして地

ことです。特に恵まれない人たち、例

り農村の人々に恩恵をもたらすという

とどまっていてはいけない。実際の現

なければいけない、研究所の中だけに

うものは、いろいろなレベルで行われ

様々な理由から、やはり研究開発とい

まだその結果が現われていません。

にとどまっています。実際の農地には

業関係の教育は、まだまだ研究所の中

三番目の分野は教育です。今日、農

いわけです。

されるように修正されたのです。

とが起こるか。例えば、六カ月分の食

場にこれが実施されなければいけない

最も重要なことは、この政策がやは

農民が自分こそもっともっと農業分

糧が必要だということになると、その

いけないという目標を掲げました。

野に投資をしてその見返りを得るのだ

わけです。農民が研究開発の成果とい

’億ヘクタールほどの実際に休閑中

分だけしか作らない。次の六カ月分の

次は投資です。一年間の投資しか今

の不毛な土地があります。そうした土

ということを認識しなければ、農業政

は実現されていません。しかし、本当

地は、水利設備、植林などを通して、

うものを受け、それを自分の農業に実

す。農民が実際に農業というものは、

に必要となるのは、長期的な開発に向

もっと肥沃な土地に変えていかなけれ

仕事がまったくなくなってしまうわけ

損をする職業だと考えたら農業分野は

けての投資です。ですから、長期的な

ばいけない。

策は意味がない。そして、輸出にこぎ

伸びません。

投資が最優先されます。例えば灌概と

では次に持続可能な農業という観点

践していかなければならない。

私どもの農業政策で、人々を、農業

か、井戸を掘るとか、道路を造る、コ

から……。土地及び水資源の確保が先

です。

を変えていってほしいという目標を

ミュニケーション設備を整備する、そ

ず重要になる。ここで気をつけなけれ

つけるほどの収穫物ができるように、

持っています。新しい農業政策をもっ

れから輸送設備を整備するということ

もっていかなければいけないわけで

て私どもはインドでの新しい農業の向

ばいけないことは、水資源ももう数年

たてば、限界にきてしまうということ

が重要です。

生産性が上がれば、それをやはり市

上、経済の発展、また、農村における
潜在的な失業というものをなくしてい

３３

をもって水管理をしていかなければい

に運河を造ったり、きちんとした政策

です。ですから水を無駄にしないよう

使った肥料管理が必要です。

出てきます。包括的なバイオ肥料を

人々の健康が脅かされるという状況が

肥料を使えば、食糧の質が悪くなり、

確立しようと努力しています。

主的な、完全な自主農業というものを

業政策を通して、私どもは農村にも民

供すること、水を無駄にしないという

ばいけない。必要な水の量を農民に提

うものをきちんと確保していかなけれ

しています。バイオ肥料というのが、農

す。今日、私ども、その肥料の研究を

ら不必要なものを除去していくわけで

バイオ肥料を使い、有害虫、それか

ています。また、インフラ整備にも力

を上げられるように農業政策を実施し

のような手段を使って、農民が生産性

す。農民への提供価格も適切です。こ

農民が利用できるようになっていま

今日、種子、機械、肥料はすべて、

けない。農民に対しての水の供給とい

ことが、水資源の開発です。

村部でもだんだん広がってきています。

し、また、殺虫剤もやはり環境という

料といったものを使って環境を考慮

していかなければいけない。バイオ肥

に環境の生態系に見合ったものを投入

次に平等な栄養を土地に与えるため

ければいけません。

を保護し、農業の開発に向けていかな

ことをやめなければなりません。土地

ん移行していっています。そのような

を導入しております。

に適切な利子でお金を貸すという制度

際には、農協の金融機関を通して農民

を解放していかなければならない。実

うためには、そういった過去から農民

きがとれなくなっています。改革を行

子によってがんじがらめにされ、身動

しから借金し、それで彼らは、その利

て。農民は、農村にいる金持ちの金貸

次に実際に農村にいる農民につい

政府は、その生産費を考慮した最低価

にある一定の費用を使ったとすると、

よう努力しています。農民が農業生産

さらに、食糧の輸出も、実現できる

創出していく努力も必要です。

人たちにも市場を与え、そして雇用を

で、農村の近くにも市場を作り農村の

農民の現金収入にはなりません。そこ

後、それを市場に持っていかなければ

を入れています。農産物が生産された

今、実際に農地が建設用地にどんど

ことを意識して投入していかなければ

を使えばよいというものではありませ

入されなければいけない。ただ殺虫剤

場合、農民が保険を利用して、ある程

それは、ある年に収穫が不十分だった

制度を導入し農民に提供しています。

しかしながら、産業分野、工業分野

民に提供しています。

業と同じようにきちんとした保障を農

民に保障するわけです。農業も他の産

格を設け、買い取りに際してそれを農

ん。殺虫剤を無闇やたらに使うと食糧

度の収入を確保することができるとい

で見られる罰則は農民には与えられて

私どもはまた、収穫物に対する保険

にも悪影響を及ぼし、最終的には我々

う制度です。このようないろいろな農

いけない。きちんとした防虫管理が導

の健康にも影響が及ぶわけです。化学
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です。

産性向上が私どもにとって非常に重要

いません。農業の開発及び農産物の生

と努力しております。

六○○万トンの食糧穀物を確保しよう

これらの手段をつかって、私どもは一

トロールしていかなければいけない。

いますが、それから五○年近くたった

力、国際援助の必要性などを強調して

の投資の促進、貿易の推進、国際協

そしてその上に技術革新、そのため

で実現することを大きな目標としてい

食糧安全保障問題保障も解決されてい

これらが実現できれば、食糧問題と

く、大きなものとして実現されるに

当時想定された水準よりもはるかに高

今日、人口増加率も経済成長率もその

私どもは十分な食糧生産を農業分野

ます。食糧問題とは、食糧生産及び備

くと考えております。

を上回ったものとして実現していま

り、しかも経済成長率もはるかに予想

たが、結果はなんとその二倍以上にな

に抑えることを前提としての想定でし

当時、人口増加率は一・二五％程度

至っています。

蓄、輸送、物流、それらすべてを含め

司会北シフ・カレー卯

た総合的な問題です。農民が作ったも
のをスムーズに流し、国民がその食糧

ありがとうございました。では、次
に川野先生。

を獲得できる制度を確実に作っていか
なければなりません。販売価格もコン

食糧不足に備え、自らの

す。当然、食糧供給も、その需要増加

ご目の局□のこの一・□巳○・口ロ颪の、）』とい

呂の因８コ日日戸□のこの｝８日のゴーＣ島

開発のための主要戦略（三の四ｍ旨の⑩〔・局

一九四七年に国連で『途上国の経済

簡単に申し上げます。

川野重任密

くてはならない。そして人口増加を抑

な上下の社会階層のある現状を変えな

必要になるのは社会的な改革だ、極端

立って、途上国の場合、何よりもまず

なるものだ」という基本的な考え方に

きには、遂には努力そのものをしなく

てもその努力の結果が報いられないと

一つは、途上国の社会変革をそのリ

ン』が成功したことです。さらにもう

として『グリーン・レボリューショ

非常に強く進められ、その結果の一つ

続けられてきた他に、国際的な協力が

く、戦後復興としての増産が持続的に

は、世界全体として大きな戦争がな

したが、とりわけ食糧供給について

に見合うものとして増産を果してきま

うリポートを出しております。そのリ

制する一方、教育の普及・徹底を図ら

国を守る基礎的な努力を

ポートが出たときに、これでうまく成

ポートは強調しております。

多くの国で、農地改革が行われ、さ

なければならない。それが発展のため
の基本条件だとしています。

功するだろうかと懸念しました。
その内容は、「人間はいくら努力し
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動というものがそのリポートには入っ

われたということ、こういった社会変

らに中国においては社会主義革命が行

は仮に、食糧がこれまでと同じ増加率

の需要も増える、こうした条件の下で

今まで通り続くと、それに伴って食糧

産は刺激される。しかしそのかわり、

ないかも知れませんが、それなりに増

それによって「緑の革命」ほどのことは

問題はそういう予測がなされる場合

その過程で短期的な食糧の生産の減

食糧価格の騰貴によって生活水準はそ

に行われ、それが増産を支える大きな

に、具体的にどういう現象が起こって

少、つまり飢饅が仮に起こるとするな

で増えたとしても、食糧の不足という

条件として働いてきたことを注意しな

くるかということです。食糧の生産が

らば、そこで国際的な規模の社会不安

ていないわけですが、いろいろな形の

ければなりません。農地改革が行われ

今後とも今までのように増える、いや

が起こらないとも限りません。これら

れなりに下がる、ということになるの

て初めて小作農も生産意欲あふれる自

それ以上に増えるということが可能で

の状況が、この予測のもとにおいて判

事態を招くということです。

作農となり、それで生産、増産が刺激

あるかどうかについては黒田教授がか

断されるわけです。

社会改革が特にアジアの途上国を中心

され促進されたのです。これが非常に

なり疑問を出しておられます。私とし

ではないかと思います。

重要な条件だと思います。

場合に現在考えられている生産の潜在

糧需要が、将来にそのまま延長された

今までの経済成長率、人口増加率、食

ります。そのブラウン博士の予測は、

名なブラウン博士によってなされてお

に、今後二○年、三○年の予測が、有

黒田教授からお話がございましたよう

餓で人口の調整が行われるといった事

しく低かった頃のことで、今日では飢

す。しかしこれは食糧の消費水準が著

よって減るということになっていま

食糧が足りなければ人口増加はそれに

合どうなるか。マルサスの人口論では

合うような食糧の供給増がなかった場

しかし仮に人口増加・需要増加に見

います。特にそれは、生産の潜在的開

発余地を残しながら生産の調整をして

るわけではありません。まだ潜在的開

能力を発揮してその生産が行われてい

の食糧は、地球上の人口の持っている

それは何かと申しますと、現在世界

あるということです。

の判断で、彼が見落としていることが

の食糧の供給の将来の可能性について

ところで問題は、ブラウン氏の予測

可能性からして、十分に需要を満たす

態は俄には考えがたい。社会保障、医

発余地を持ったいわゆる先進国です。

ては明確な答えはわかりません。

ことができるかどうかという、観点か

療サービスなどといった諸条件で人口

その中には、アメリカ、あるいはＥＵ

それから五○年がたちました。今、

らまとめられております。

動態の規制される余地がかなり大き

と日本も一部入るかもしれません。

ブラウン博士の結論は大変に悲観的

い。そうなれば、食糧価格が上がり、

です。人口も増える、経済の成長率は
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日本では、生産制限をしています。同

ています。しかしこれは間違いです。

性が少ないということの理論づけにし

段を高くても食糧の生産の増加の可能

いません。この日本の例をもって、値

持しながらも、その米の生産は増えて

と、国際的に非常に高い米の価格を維

日本はブラウン氏の説明によります

半年ほど半分に削減されたのです。

カから輸入していました。その輸入が

の消費する総飼料の一○○％をアメリ

ただし、食糧については日本は、日本

く、世界の経済を撹乱したわけです。

ルショックは日本の経済だけではな

の上昇の結果として生じました。オイ

ショックと、オイルショックでの物価

の秋に起こった、いわゆるオイル

くなります。こういう国に対しては、

に大きな負担を背負わなければならな

国、農業資源の少ない途上国は、非常

ろに当然分かれます。所得の低い途上

たところと、不利な条件を持ったとこ

食糧の供給において有利な条件を持っ

温度、雨量が違い、面積が違います。

それぞれの地域・国によって気温、

得ません。

対しては批判的なコメントをせざるを

のことから、ブラウン氏のこの説明に

の増加は確実に実現するはずです。こ

ということになった場合に、その生産

れれば、高い価格で食糧が販売できる

ているその潜在的開発余力を考慮に入

べきところがありますが、各国が持っ

ます。この政策については批判される

す。ＥＵにおいても生産制限をしてい

ではないというところに関係の国々と

るということになれば別ですが、そう

じようにその不足に我慢し、対応をす

において、世界中のすべての人口が同

くなる、つまり、食糧が不足した場合

ばいけないと思います。この国籍がな

持っているということに注意しなけれ

ではありません。食糧も一種の国籍を

を受けることができるかというとそう

ば、すべての国が同じようにその供給

このように、地球上に食糧があれ

ではないかと決議したわけですが、そ

な規模で食樋を備蓄し不足に備えよう

を呼びかけました。その時に、世界的

言し、各国に食糧の増産のための努力

糧不足をまかなうことができないと宣

が、もう自分たちの国では世界中の食

くさんの食糧を供給してきたわけです

が世界の食糧が不足している国々にた

れました。これは、それまでアメリカ

ロ１マでＦＡＯの世界食糧会議が行わ

それからもう一つは一九七五年に

を持っているわけではありません。

じくアメリカでも生産制限をしていま

それにいたしましても将来について

しては、自らの国を守るということに

れは実現されていません。

び同じようなことが実現するかどうか

革命」を重視する立場からすれば、再

これまでの食糧供給について「緑の

国際的な協力が必要であると考えます。

不安定な条件が残ることはいうまでも

まず基礎的な努力をしなければいけない

リカと同じような農業資源・生産条件

その点において、すべての国がアメ

という面があるということになります。

ありません。

具体的な例としては、’九七三年に
短期的にアメリカで一気に小麦の値段

が三倍に上がったことがある。その年
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が問題となりますが、率直なところ俄

かなければいけないと思います。

定のための経費としてこれを支えてい

いて先生のご意見をいただければと思

ではないということです。その点につ

います。

る突発的減産とか、戦争、革命などの

期変動ではなく、気象、害虫などによ

あります。一つはっきりさせなくては

黒田先生の発表に対してコメントが

ポイ岬インドネシア

はないでしょうか。

として扱い、多様化させていくべきで

バ、ヤムを考え、これらの食物も主食

はなく、主食の多様化、米、カッサ

ありがとうございました。

かに予想も、予言もできません。
しかし食糧問題として真に重要な問

社会変動による需要の急増などといっ

ならないことは、我々の国々における

つまり、米作りだけを強調するので

たことからくる、需給の短期変動Ｉ短

食糧の不足とは多くの場合、米不足に

題は、こうした需給の持続的変動、長

期的かつ突然として起こる変動ｌだと

よるものではないということです。

変動の可能性については、今日、ただい

ることながら、この種の短期、突発的

ルの例を挙げます。チモールは非常に

わっています。インドネシアのチモー

私はここ一○年ほど食糧問題に関

に、お金で自分たちの食べる分を買う

に住む人たちが自分達で作れないとき

本当によいことなのでしょうか。そこ

だけに力点を入れて開発を行うことが

もう一つ。農業のなかで、換金作物

思います。二○年、一一一○年先の話もさ

まからの課題として即刻計画的備蓄の

というしくみをより強化すべきではな

さて、インドの先生のお話ですが、

乾燥した島です。とうもろこしが主食

は、常に稲作、米を作るということを

この農業政策のなかでこの人材養成は

体制で対処していかねばならないと思

そのことを今思い直して、新たな努

中心にしてきた。米作りは大変にコス

どうなっているのか。ご説明いただい

いか。

力をすることがこれからの食糧政策と

トがかかるものです。チモールのよう

た農業政策はすばらしいことだと思う

です。しかし、私どもの政策というの

して必要であると思います。これはま

なところではこれは不可能です。降雨

います。

さに世界全体の貴任において解決され

のですが、人材開発のところが見落と

国々の多くでは、考え方、あるいは技

量がごくごくわずかだからです。潅概を
従いまして、一つ明確にしなくては

術訓練、新しい価値観ということを教

るべき問題であると思います。国際的

的にはロスが多い、無駄が多い政策で

ならないのは、食糧の不足が、お米の

えてもらうということが必要な場合が

されていたように思います。アジアの

す。しかし、これがあたかも国の安定

不足と同じではないということであ

あります。また、新しい慣習も必要で

しようにもその水さえもないのです。

を守る防衛と、軍事費と同じような意

り、また米の不足がそのまま食糧不足

な食糧備蓄はある意味において、経済

味において、経費をかけても一つの安
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しよう。これは男性も女性も両方あて

行使しているところがあるわけです。

くれるわけではありません。自分で守

ガッサン・タヤラｒソリア

インとモロッコの間でも漁業権をめ

漁業問題がありました。それからスペ

しょうか、カナダとスペインとの間で

肉、魚も入っています。半年ほど前で

といった穀物だけではありません。

自国の問題を考えることが問題の出発

したがって、それぞれの国でまずは

ではないかと思います。

な政策、安全保障の対策が生まれるの

るということによって、力強い具体的

うまくいかない場合に、他に呼びかけ

るという努力をして、なおかつそれが

まず、我々は何をすべきか、すなわ

ぐっての問題があったわけです。そこ

点ではないかと思います。

ここで言っている食糧は、小麦、米

ち食糧安全保障ということに関して

で、我々の国々の間で、合同の形で、

はることです。

我々は何をすべきなのかということ、

高いレベルでの戦略というものが必要

チャッダー、

ということで、そのへんについてもう

ＡＦＰＰＤとして何をすべきかというこ

だと思います。それがないと、各国の

少し情顎癬をいただけれどは思いま寸灸が。

とが、この討議の目的だと思います。

人材養成に関してのご質問につい

て。今、ご紹介したのは、インドの農

川野重任》

私どもが起案しました農業政策には、

く、その要点だけをお話ししました。

いと思います。

食糧安全保障ということは議論できな

まず、第一点めとしては、各国がそ

れぞれの国の食糧安全保障の戦略を作

障ということは考えないでやるという

食糧の安全ということは各国が考え

人材養成のことも述べられておりま

業政策すべての内容ということではな

こと。アジアに限ってもかまいません

るべきか、あるいは世界全体で考える

す。ですから人材開発ということも

る際に、世界の他の国々の食糧安全保

が、そういうことを考えないで自国だけ

べきかということの問題につながるご

私は、基本的にその可能性、その危

のことを考えて戦略作りをするというこ

もちろん、それぞれの国で状況は違

険性、不安を感じ、自らの問題とし

入っております。

います。その国の持っている潜在能

て、その問題を考えるということがこ

質問かと思います。

力、水資源、技術など様々です。ま

の問題に取り組む出発点だと思ってい

とが、可能かどうかということです。

た、国によっては、食糧を武器・兵器

ます。

だれか慈善事業で安全保障を考えて

のかわりにして、食糧供給を加減する
ことによって他の国に対して影響力を

3１

人ロ増・経済成長に伴い、各国の
立場に応じた食糧安全保障が重要

から、従来と同様の増加が見込まれる

ということはなかなか不透明であると

私どもは考えています。

このようなことを考えますと、食糧

こういう面から、農業生産の動向と

糧需要の安定供給の確保は、いずれの

ること考えた場合に、国民に対する食

が逼迫する可能性も十分に考える必要

食糧の需給という問題が、大きくク

国においても政府の基本的な責任の一

産物の消費の拡大によりトウモロコシ

ローズアップされてくるのではない

つです。アジアの食樋安全保障を考え

があるのではないでしょうか。特にア

世界の人口増加率は、近年低下の傾

か。そのなかで「緑の革命」以後、自給

るにあたっては、低所得地域を中心と

などの飼料作物の増加が大幅に見込ま

向にありますが、人口の絶対数は今後

力を高めたアジア諸国も畜産物の消費

する飢餓や栄養不良の根絶はもちろん

ジアの食糧安全保障を十分なものとす

とも発展途上国を中心に大幅に増加す

の拡大に伴う飼料穀物の需要の増大を

のこと、人口増や経済成長による食糧

れると思われます。

るのではないかと思われます。特にア

自国内で生産をまかなうということは

の需給のダイナミックな変化に対応し

食糧に関して、アジアの戦略について

ジアにおいて増加するものと思われま

困難になってきていると思われます。

に伴う、食糧消費の増加に加えて、畜

きています。このために、人口の増加

の消費の拡大と、食生活が高度化して

ターンを維持しつつも、最近、畜産物

らの地域では、伝統的な食生活、パ

成長が持続すると見込まれます。これ

などを中心に今後とも比較的高い経済

長をとげているＡＳＥＡＮ諸国、中国

げた東アジアに加えて、近年急速な成

アジアにおいては、高い経済成長をと

生産資源の劣化や環境面からの制約等

見込まれる一方で、農業生産について

いわゆる、食糧の需要の大幅な動向が

向は、人口の増加や経済の成長に伴う

面から、中・長期的な食糧の需要の動

ているという感じがします。そういう

よって農業基盤がかなり弱くなってき

類集積などによる減少、環境悪化に

展、あるいは農地の荒廃、砂漠化、塩

また一方では、都市化、工業化の進

栄養不良が注目されていますが、依然

現在、アフリカを中心とした飢餓と

くると考えられます。

に応じた食糧安全保障が重要になって

い発展途上国、低所得国、各国の立場

のような先進輸入国、経済発展の著し

そのためには輸出国、あるいは日本

いか。

ていくかが重要な課題になるのではな

ながらいかに食糧の安定供給をはかっ

話をしてみたいと思います。

す。それに対し、食糧の需要動向は、

糧サミット、そしてまた、その人口と

国会議員の立場からＦＡＯの世界食

谷津義男衆議院議員”日本

m蝿霧i翻露鋼
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しているこの地域に存在していること

著しい発展途上国や食糧輸入国が集中

不足人口が存在し、さらに経済発展の

としてアジアにおいても、多くの栄養

たいと考えております。

で、先生方のいろいろなご意見を承り

ても重要であると考えておりますの

支援するという観点が、わが国におい

ないかと思うのですが。

らないという必要性も出てくるのでは

ますと、その他の活動もしなくてはな

人口が増えているということも考え

チャッダー起

を考えれば、ＦＡＯの食糧サミットに
司会卯シフカレー

ル当たり六六○キロでした。今は一ヘ

おいてはよりグローバルな視点をおい

別々の立場で問題を考えているという

クタール当たり一八七九キロの収穫が

米の生産性は五一年には一ヘクター

形が非常に強いわけですが、それだけ

あります。この四○年間で三倍くらい

今、過剰国と不足国というものが、

また、食糧安全保障の達成のために

に、今のような観点からの共同一致し

に上がったわけです。

て考えていく必要があるであろうと思

は、持続可能な農業生産を通じた国内

たところの提言の発表ができると心強

うわけです。

生産の維持と合わせて、貧困層の食糧

く、力強いものになるのではないか。

投入材を改良する、あるいは耕作の

獲得手段としての所得確保の面からも

マルガリータ・テペス叩フィリピン

どれくらいの負担が配分されているか

の改善がなされたわけです。財政的に

技術を変えることによって、これだけ

この問題につきましては今、ＷＴＯ

インドの持続可能な食糧生産につい

アプローチしていく必要がある。

で輸入輸出の問題だけで食糧を考える

ペーパーのなかでインドは、食糧穀

五％ぐらいは向けたいが、実際のとこ

要なほど出せていない。財政の中から

ということについて、残念ながら、必

障や、雇用の創出の観点から、食糧の

物については自給自足を確立し、備蓄

ろは二・五％ぐらいしか向けられてい

て、お伺したい。

問題をしっかりと考えなければならな

さえもあると書かれている。

ということだけではなく、食糧安全保

い面があるのではないか。

たりの米の収穫量。二番めの質問は、

しないで、もっと沢山つくることがで

自給自足だけでなく、そこだけで満足

ない。計画委員会に陳情しています。
この会議におきましても国会議員とし

食糧関連のサービスに、どれだけの予

きれば輸出をすることもできるという

私の質問は、一つは一ヘクタール当

て、何かアピールする必要があるので

算を投じられたかということ。そして

このようない易いろなことを考え、

はないかと考えます。特にアジア諸国

ことで、現状には決して満足していま

せん。もっと生産すれば輸出国になれ

三点めといたしましては、戦略として
これを続けられるかどうか。

が国内生産を維持拡大し、農村発展を
推進するためには、各国の自助努力を

似

る、そこまで考えるのですが、しか
げました。

は、国家予算総額の二・五％が向けら

充実がもっと必要だろうと思います。

とで、道路、輸送、灌概設備の改善、

政策では、特にインフラ整備というこ

減っているというのが現実です。農業

成したとは言ってもモンスーンの時期

ていきたいと思っています。自給を達

こで満足することなく、もっと増やし

自給自足はされているが、私たちはそ

子などがずいぶん増えてきています。

行からお金を借りて、自分の資金も出

及をやっているわけですが、民間は銀

になる。もちろん国は、農業改良、普

金融機関の利用が相当多いということ

れぞれ投資をしている。そこで、民間

れているということです。

この五年間、全体で倍増しています。

が異常気象になってしまいますと、一

して、一生懸命投資をしています。農

米、大麦、メイズ、それから油料種

ですから、投資は政府からくるだけで

回限りですべて破綻してしまうので、

業全体としては政府予算だけでなく、

し、農業分野への投資が今どんどん

なく、信用供与という形でもかなり

もっと生産を増やしたいと思っていま

かなりの投資がされているいう気がし

先程も申しましたように、農民がそ

行っているわけです。

す。

農民はやる気があるのです。仕事を

それから自給自足の政策をとってい

供与も増えています。

に、二億一一○○万ルピーほど、信用

プット、投入材は増えているのと同時

あろうと思います。ですから、イン

しょうか。それはあくまでも国の予算

るいは収穫後の様々な施設も入るので

整備への投資ｌ、道路、篝あ

ているということでしたが、インフラ

財政的に二・五％が農業に向けられ

ラベス⑪フィリピン

果物は大半が農民に帰属し、いわゆる

金で種を買って、作物を作る。その成

あらば信用を供与して、農民はそのお

農民は農作業をする、政府は必要と

とんど、とるに足らない額といっても

の予算、財政からの投入というのはほ

ます。全体の投資額から見れば、政府

ますが、むしろそれを超えて輸出用に

でしょうか。自治体はお金を出すので

農業的な投入材に使われる。種を買っ

するうえで、資金面での協力が必要で

も向けたい。換金作物については、ほ

しょうか。

いいかもしれません。

とんど輸出しているものは換金作物で

ういった換金作物に対しては、かなり

これは、，中央のレベルでなされてい

チャッダー⑪

としては補助金もあります。現在、自

インド政府の農業分野に対する支出

たり、農業普及改良などのインフラに

の投資がなされています。ここではあ

る投資です。もちろん、州のレベルで

由化が導入されて、原則的に補助金を

す。たばこ、園芸用作物、切り花、そ

くまで穀物ということで、一応九二○

もなされています。今申し上げ－たの

もっぱら使われているはずです。

○万トンの生産ということで、申し上
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廃止しようとしています。補助金は限

サイッド・ザファール・アリ・

インフラが必要となります。パイ

変だということで、そこに補助をつけ

す。それも遠隔地に種子を運ぶのが大

いらっしゃる、すばらしい。食糧安全

だただ感服しました。自給自足をして

チャッダ１先生のペーパーには、た

す。

一つは、土砂、シルトの問題です。

あります。主に、二つの問題がありま

う。パキスタンにもいろいろな問題が

ロットプロジェクトなども必要でしょ

ています。そして肥料にも若干、補助

保障対策は十分とられているという気

水がシルトの上まできてしまうと、作

シャー⑪パキスタン

をつけている。場合によっては、非常

がいたしますが、しかし、自給自足が

定された北東部の地域に限られていま

に金額が高いということで、コスト補

付けができなくなってしまうと、もう

から二○○メートルぐらい井戸を掘ら

無理な国が沢山あり、輸入に依存して

自給を達成するうえで三つの要素が

ないと水が上がってこない。農業水の

助をしているが、機械、マーケティン

ンテル当たり、二○○ルピーをコスト

あると思います。一つが資源、もう一

ために井戸を掘るには、電気が必要で

一つ、私の故郷は、地下水にたよらな

にすると、一○○ぐらいのマージンを

つが人間資源、三つめが技術です。こ

す。その電気が高い。こういった問題

いる国も沢山あり、そういった国はまさ

農業生産者が得られるようにしていま

ういった三つの要素で、｜つ、二つが

は途上国には多々あると思います。ま

グなどには、補助金はありません。た

す。ですから、必ずコスト配慮をしま

欠けているのが自給のできない国々で

さに地球規模的な視点で、地球規模で

いと農業ができない。一○○メートル

す。農業のコスト、価格を司る委員会

す。そういう国こそ、まさに地球的な

協力を行い安全保障を考えていかねば

に、食糧安全保障を必要としています。

があり、毎年、農民が行った投資の詳

規模でシステムを創り、欠けている要

だ援助はしています。たとえば、一キ

細を吟味して、農民が、収益が上がる

ならないと思います。

米とか小麦とかメイズといったもの

素を補充し、食糧安全保障を確保しな

まうと、消費者が困るから、消費者の

は統合的にアプローチしなければなり

ような形にその年の価格の仕組みを考

ことを勘案しながら、一方では生産者

ません。漁民にしろ、農民にしろ、ノ

ければならない。

のためもある程度考えて、バランスを

ウハウをきちんと得て、自分の持てる

えるわけです。高い水準で固定してし

とるような設定をしています。

資源を有効に利用する術を教わらなけ
ればならないと思う。
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農業、農産物はＷＴＯと
別の協議の場で

うものを新たに考えていくという、非

常に重大に時期にきたのではないかと

思います。その一息味でこの会議は、非坐揺

によいタイミングであったと考えます。

先生方から、それぞれ人口の問題、食

なければならないと思います。三人の

ず達成するという考え方を基本に持た

すと、食糧安全保障は、自給自足をま

各国の事情をそれぞれ考えていきま

く理解できます。

それぞれに問題があるということもよ

たが、食糧安全保障を行う上で、各国

谷津先生からも、ご提言がありまし

す。このような現状を続けていると、

場合には、地下水は汚染されていきま

肥料、あるいは殺虫剤等々を使用した

ますし、また、あまりにも多くの化学

き畑農業は環境破壊を引き起こしてい

非常に密接な関係がある。例えば、焼

す。もう一つは、農業は、環境問題と

ず、備蓄の問題が重要になってきま

に、世界規模で考えていく場合、先

川野先生からお話がありましたよう

ないというのが、新しい解決方法の柱

て、少なくとも一人の人間も飢えさせ

しては、まさに人類全体の賞任とし

上がってきているという事態におきま

和を享受している、生活水準もかなり

人類がこれだけ増えてきて、しかも平

するということをお話ししましたが、

ている問題を基に、そこからスタート

は、まず、各国が自分のところで掲げ

先程、食糧の安全保障につきまして

要性がある。

糧の問題等ご発表がありましたが、人

将来は私どもの子孫に汚れた地球をバ

川野重任皿

口の増加に比べ、食糧の生産量がだん

になってもいいのではないかと感じ、

ありがとうございました。

トンタッチすることになります。これ

谷津先生からご提言がありました

だんと減っていくという現状になって

そうなると、食べることのできない

が、ＷＴＯの、確かにこれは経済行為

大変同感の気持ちをもって拝聴しまし

栄養不良の国々がでて、暴動も起きか

ではあるのですが、しかし、単なる貿

は、今、我々大人が考え、反省してい

ねないことになっていく。従いまし

易の観念の中にだけこの農業問題を取

くると、ますます食糧は不足状況に

て、私達は、食糧問題を世界規模で考

り上げていくのではなく、やはり別な

た。

えると同時に、どの国も自分で食べて

協議の場を作って、農業、農産物とい

かなければならない問題です。

いくことが可能な状況を作り上げる必

なっていくと考えられます。

太田豊秋参議院議員如日本

囑露霧鬮鰯、

“
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グローバル・システムで

に対するご配慮をお願いしたいと思い

ます。

もう一つ、いままでこの人口と開発

ます。私は人口だけしか、よく知らな

農業と経済の専門家がここにおられ

黒田俊夫函

うなりますと、各国の努力ももちろん

つかない国が出てくると思います。そ

うことが自国の食糧生産能力では追い

が、人間の生活に絶対に必要な量を賄

いでしょうか。従って、アジアの農業

は、農業労働者はほとんど女性ではな

すが、農業を考える場合、アジアで

から人口と食糧問題を考えていくので

女性の問題を討議してきました。これ

に関するアジア国会議員代表者会議で

いわけですが、人口の面でもう少しお

重要になってきますが、これはグロー

対応を

聞きいただきたいのです。先程申し上

問題は女性問題と不可分な関係のある
人口の増加予測は、農業生産の可能

バルなシステムで対応を考えていかなけ

負のしどころと申しました。この人口

性よりも、もっと確実性のある数字で

げましたような世界の人口の増加を考

増加がなかったならば、今、ここで協

す。その点は、肝に銘じて考えていか

けるのではないかと思います。

問題ですから、そういう意味では、

議している農業問題はほとんど出てこ

なければならないと思います。その意

ありがとうございました。

ればならない問題になると思います。

なかったであろうと思いますし、出て

味で、最後にひと言だけ先生方に人口

えますと、私は、これから三○年が勝

きてもだいたい半世紀後になったと思

このようなことも十分ご理解いただ

ないかと思います。

決っして別の問題ではなかったのでは

います。その人口の重さということを

Ⅲ月Ⅲ曰、ローマで
司会⑪シフ・カレー

例えば、ＡＳＥＡＮの会合、ＳＡＲＣ

国家元首の間でも動きが出ています。

世界食糧会議に向け、世界議員会議を
どうもありがとうございました。

今年は、特に世界食糧サミットに向

ついて討議されています。

の会合などの場でこの食糧安全保障に
の分野に関しても、いろいろな動きが

たいへん刺激的なお話でした。食糧
しかし、必ず一部の国では、おそらく

国連の機関でも行われ、もうすでに、

て努力していかなければなりません。

いうことです。それぞれの特徴に応じ

と人口の問題はグローバルな問題だと

の先生方からも出ましたが、この食糧

もう一つパキスタンの方、他の日本

是非忘れないでいてほしいと思います。

Ⅷ鱸繍議鱸驚Ｉ

日本も入るのではないかと思います

ｲ５

艫轤…鬮鬮

思います。五月一四日から一八日に

けて、さらなる話し合いが行われると

いませんが委員会会合が開かれます。

一九九六年の九月、場所はまだ決まって

いきたいと思います。そして、世界食

に開催できればということを検討して

まとめられます。それから、ＦＡＯそ

日本の谷津先生もこの方向に向けて

糧サミットに向けて、提案をしていき

西サモアで行われます。これがまた、

のものが、評議会を持っており、’○

準備に参加、協力くださるということ

そして、地域別に合意された文書が

世界食糧サミットの準備会議になるわ

月の一日～一○日までローマで理事会

です。ＡＦＰＰＤはこれからも、世界

は、ＦＡＯのアジア太平洋地域会議が

けです。他にも地域的な、また小地域

を開催します。

科学的協議を行う会議がドイツで開催

月一七日～一一三日には、遺伝に関する

議及び文書などを一つ一つ討議しま

議が先ず行われ、これまで出された決

’一月一一日から高級事務レベル協

います。

織団体に呼びかけていきたいと考えて

議し続けて、さらに地域の国会議員組

食糧安全保障、そして人口の問題を討

たいという考えです。

レベルでの会合もあると思います。六

されます。これも食糧サミットにつな

す。その後一一月一五日～｜七日、
ローマで食糧サミットが開催されま

お話しいただいた三人のスピーカーに、

がります。

七月には二日～六日にかけて、南米

す。このようなスケジュールですの

心より御礼申し上げたいと思います。

私ども、今日この午後のセッションで

地域のＦＡＯ会議がカリブ海諸国で開催

で、私どもも議員会議を一一月一○日

より感謝申し上げます。今回は、ご参

者の皆様の献身的なご協力に対し、心

二議員を初めとするフィリピン国関係

されます。世界食糧安全保障の会議も、

閉会 挨拶

加の各国国会議員の皆さまのご努力の

結果として、マニラ提言が正式に採択さ
自身がご参加いただくなど、各国国会

第一○回人口と開発に関するアジア国

この「マニラ決議」は、一九九四年の

前田福三郎
ご列席の皆様、二日間にわたり熱心

議員の皆さまにとっても記念すべき会

会議員代表者会議から今回までの検討

側アジア人ロ・開発協会理事長

な討議をいただきありがとうございま

議ではなかったかと思います。シャハ

れました。誠にご同慶にたえません。

した。今回は開会式にラモス大統領ご

“

第１２回人口と開発・アジア国会議員代表者会殿《閉会挨拶》

同時に、カイロの「国際人口開発議員

の取り組みの一つの成果でありますと

の結果としての、アジアの女性問題へ

の人口と開発問題の解決に、資するこ

各国政府にお手渡しいただき、アジア

な「提言」であります。皆様方の手で、

この問題を解決することはできませ

いる皆様方のご努力とご協力なくして

上で、各国国民から国政を付託されて

また会議の二日めには、本年一一月

ん。私ども肋アジア人口・開発協会は

マニラで昨年開かれました、ＡＦＰＰ

にローマで開かれるＦＡＯの「世界食

終わりにこのように素晴らしいパー

とになれば、主催者としてこれに過ぎ

Ｄ女性委員会会議、東京の「国際女性

糧サミット」に向けたラウンド・テー

フェクトな会議運営をしてくださいま

会議」、コペンハーゲンの「国際人口社

・人口⑭開発会議」での検討を踏まえ

ブル・ディスカッションが開かれまし

したフィリピン国関係者の皆様のお骨

小さな団体ではございますが、皆様方

た大きな成果であると思います。この

た。「人口と食糧安全保障」という人類

折りに重ねて深甚なる感謝を申し上げ

る喜びはありません。

提言は、延べ参加国二五○か国以上、

の命運を決める問題に対してアジアの

ます。ご参加の国会議員の皆様のこれ

会開発会議」、インドシナ女性会議、

六○○人以上の国会議員の方々の討議

取り組みの第一歩がスタートしたので

を続けてまいりたいと思います。

の活動を支えていくためにさらに努力

の集大成でもあります。

まで以上のご活躍をお祈りして閉会の

黒田俊夫

ＡＰＤＡ理事

挨拶と致します。

＃７

あります。

（衆）新進ＪＰＦＰ幹事

日本大学人口研究所名誉所長
ＡＰＤＡ理事
川野重任東京大学名誉教授

〔通訳〕
竹山佳子
市川眞弓
平野加奈江

ありがとうございました。

〔主催者・事務局〕
前田福三郎
㈱アジア人口・開発協会（ＡＰ
ＤＡ）理事長
広瀬次雄常務理事・事務局長
遠藤正昭業務班長

楠本修調査・研究員

大沢春美経理班長
北畑晴代国際副班長

そして、この三年間に世界中で集中

（衆）新進ＪＰＦＰ会員
〔専門家〕

人口と食糧という問題は人類の生存

須藤浩

して行われてきた、女性・人口・開発

〔国会議員〕
桜井新
（衆）自民国際人口問題議員懇
談会（ＪＰＦＰ）代表幹事
人口と開発に関するアジア
議員フォーラム議長
０M)アジア人口・開発協会
（ＡＰＤＡ）理事
谷津義男
（衆）自民ＪＰＦＰ会員
早川勝
（衆）社民ＪＰＦＰ会員
南野知恵子
（参）自民ＪＰＦＰ会員
東祥三

をかけた大変重要な問題を解決に導く

フィリピン人ロ・開発
事I情視察団

問題に対する問題解決に向けた具体的

第１２回
人口と開発に関するアジア
国会議員代表者会議

女性､ｼﾞｴﾝﾀﾞｰおよび人口に関するマニラ決議
1996年２月１３日

第１２回人ﾛと

フィリピン国マニラ

さらに未だ満たされないニーズを

力を十分に発揮することができ、

り、生活の中においてその持てる

び彼女等の人生の自己決定を行う

の地位の向上、選択肢の拡大、及

が必要である。このことは、女性

における女性のエンパワーメント

面ｌ経済、社会及び政治ｌ

満たすためにより明確に発言し共

機会と能力の向上につながる。

発（の『【のＣごくの）なパートナーとな

国会議員がフィリピン国マニラに

に働くことができるようにすると

■前文

集い、アジア各国、人類社会

確信し、同僚国会議員及び自国政

人ロと開発問題に関心をよせる

（三ｏ１ｇｏ・日日巨己ご）、そして

で深遠な文化、宗教、政治そして

貧困の撲滅、環境保護、雇用創

にあり、急速な人口増加の低減、

相互依存的かつ相互補強的な関係

成長、社会開発及び安全と平和は

私達は、人口、持続可能な経済

私たちの母なる大地が明るく希望

府に対して以下の勧告を行う。

一九九四年の国際人ロ開発会議

経済的多様性を持ち、様々な開発

ければならない、ということを認

出、失業の減少のために努力しな

私達の地域は広大であり、豊か

に満ちた未来を達成するための方

（ＩＣＰＤ）、一九九五年三月の世

過程を経験し、またそれぞれに異

策を協議した。

界社会開発サミット（ＷＳＳＤ）、

は共同して以下の提案のために活

なった開発の過程にあるが、私達

されている兆候に注目する。力

としての家族の存続が脅威にさら

であることを確信し、人間の制度

私達は、家族が社会の基本単位

識している。

ＣＷ）の国際的潮流を視野にいれ

■序文酢女性と

動する。

九月の第四回世界女性会議（ＦＷ

るアジア国会議員代表者会議は、

ながら、私達、人口と開発に関す

で「二十一世紀における女性１平

過去三年間、北京・東京・マニラ

なパートナーシップ（協力関係）な

女性と男性の十分なそして公正

成員に、ストレス、緊張、暴力を

合って、家族の中でそのすべての

して所得の不公正が相互作用し

的な意識としての男女の差）、そ

（権力）の配分、ジェンダー（社会

くして、人口問題の解決はありえ

持続可能な開発
女性の十分な参加なくしてアジ

ず、社会開発の達成と、環境と調

に論議を深めてきた。

アの膨大な人々の生活の質と自然

和と繁栄の戦略」をメインテーマ

環境に脅威を与えている人口問題

グラムならびにその他の開発プロ

する努力、及び効果的な人口プロ

ンダーにおける公正性の改善に対

なパートナーシップを実現するた

引き起こしている。従って、ジェ

めには、アジアの女性と少女に対

えないことを確信する。このよう

ア地域における、女性の健康、経

グラムの実施が、家族の崩壊を防

和的な持続可能な経済開発はあり

済、社会すべての分野におけるさ

する教育機会の増大及び経済的可

ぐうえで必要不可欠であることを

の解決はありえないとの認識に基

らなるエンパワーメン卜を導き、

能性の拡大による生活のすべての

づき、これから述べる勧告がアジ

女性が家族と社会においてより活

“

第１２回人ロと開発・アジア国会議員代表者会蟻《マニラ決議）

貧困と人口の急増、乳幼児・妊

が、青年期の人々を含むすべての

でも利用できるようになること

このような経済環境の悪化はま

予算を引き上げることを求める。

な女性の置かれている条件、及び

府・国際機関に対して、このよう

強く主張する。

急かつ直接的な対応をとるよう呼

慣行のすべてを排除するための緊

薬取り引きに関わる危険性を増大

た、若い女性と子供の人身売買、

アジア地域において青年期の女

させることになる。同時に、国家

搾取、売春、虐待及び非合法な麻

性人口の一部が、高い妊娠率を持

及び地域（機構）の担当部局に対し

個人と家族全体の生活条件の改善

ち、その妊娠率が高まっている

て、社会の網の目を破壊し、不確

を実現するための前提条件である。

で合意された目標をより早く達成

ケースもあることに警鐘をなら

定性を増し、政治的な意志及び社

解し、域内の国々に対してカイロ

人権尊重なくして急速な人口増
し、青年期の人口のリプロダク

会的な関心の欠如をもたらすこれ

非識字者の％は女性であり、特

産婦の高い死亡率の相互関係を理

加の抑制、環境の面から見た持続
テイブ・ライッ（生殖に関する権

にその多くはアジアの農村女性で

スが不十分なことにより、女性の

状態が続いていることが、女性の

女性の経済的・社会的地位が低い

な社会・経済開発を行う上で必要

し、さらにアジア地域のより広範

性がその持てる能力を十分に発揮

は、このような状況を打破し、女

エンパワーメン卜

経済における

二、女性の社会・

びかける。

可能な開発パターンを実現するこ
利）と性行動に関連する十分な情

そして直ちに注意を払うよう呼び

らの問題に対して、直接・真剣に

和と正義なくして達成することは

私達はまた、これらの目的は平

するよう強く求める。

とはできないであろう。

報、教育及びサービスを彼等に提

ある。少女と女性に対する教育

健康と福祉に有害な、安全でない

人権侵害と悲惨な状況、乳児と妊

私達は、アジアの多くの地域で

かける。

供することが必要である。

戦争や紛争によって常に真っ先に

中絶が行われ続けていることに懸

不可欠である。貧困の女性化が都

さらに、既存の家族計画サービ

できないという事実に注意を払う

犠牲となり、それに伴って生じる

市・農村の双方で今なお引き続き

よう呼びかける。女性と子供は、

社会的な不安定性と、引き続く貧

の性器切除、性選別、新しい生殖

産婦の高い疾病及び死亡率、少女

全体を通じて、衝突や紛争を平和

どこで発生したかに関係なく地域

ヘルス・サービスと家族計画サ１

りプロダクティブ（生殖に関する）

において、ジェンダーに配慮した

免疫不全ウイルス）／ＡＩＤＳ（後

な性行為感染症及びＨＩＶ（ヒト

害で非人間的な慣行及びに爆発的

た性的虐待・搾取・暴力などの有

技術の商業化と不適切な使用、ま

より広い就学機会の確保を呼びか

等教育の完全実施（義務教育化）と

児と男児に対する基礎教育及び中

私達は、私達の政府に対し、女

進行している。

ここで私達は、私達の地域全域

念を表明する。

的に解決するための努力を強化す

るために、強くコミットメント

ビスの利用可能性と有効性を高め

けるのである。従って、もともと

困のなかで特に強い被害を被り続

ることを強く求める。

教育、高等教育を女児・男児に公

ける。さらに、新たな雇用機会の

正に実現するための特別な配慮を

創出と経済的自立につながる職業

している。私達はコミュニティー

行うよう要請する。

天性免疫不全症候群）の蔓延の大

（村・町などの共同体）から国際的

きな原因となっていることを認識
政府に対し、経済的な状況が悪

なレベルにいたるまでの全ての政

こと）することを誓約する。

性行動に関する健康と権利につ

ンダー関連のプログラムに対する

化しているとしても、女性とジェ

（自分の問題としてかかわり合う

いての教育を含む適切なリプロダ

一、女性と健康

クテイブ・ヘルスサ１ビス＊を誰

ｲ，

て、女性と男性の双方の社会にお
念を普及する上で重要な役割を

パートナーシップなどの新しい概

ダーにおける公正、女性と男性の

用状況をモーターする。また、各

ように強く要請し、その資源の利

ジェンダー関連活動に振り向ける

力し、その五○％を女性、人口、

ムに統合的に組み込み、それらの

をその開発戦略、政策とプログラ

政府に対し、ジェンダーの視点

四、人口・女性問題解決に

ける役割と貢献に対する態度と行
持っていることを認識するよう呼

目的と運営を行う上でジェンダー

（ＧＮＰ）の○・七％にするよう努

動の変化を促進し、旧来の男女の
びかける。

国が行動計画、プログラムに明記

私達は、メディアが、ジェン

固定的な役割から平等、相互尊

されたように資源を配分するよう

私達は、教育機会の拡大を通じ

敬、生活のすべての側面ｌ特に家

おける国会議員の役割

事、育児及びそのほかの家族に対

相互主義の基盤に則り、共に協力

ジェンダーの問題を十分考慮に入

活動に関する立法を行う場合に、

ることを求める。特に人口と開発
して、均等に政府開発援助の二○

いる。

れることが重要であると確信して

先進国と開発途上国の当事国が

問題が持つ重要性に十分に配慮す

三、人口と女性問題に

要請する。

する責任ｌにおける調和のとれた

％、そして国家予算の二○％を基

対する資金
私達は、国内的・国際的な財源

礎的な社会プログラムに配分する

女性の法的、社会的、経済的地

パートナーシップヘと変えていく

の強い国際的合意に注目する。さ

を十分に調達する必要性があると

位の改善、及び女性がその権利を

私達はまた、政府及び民間部門
のいずれにおいても就職、報酬、

は、軍事支出の削減を通して得ら

ようを強く要請する。その予算

必要性があることを強調する。

昇進に際しての男女格差を排除す

ログラム」に記されている、必要

らに、「国際人口開発会議行動プ

が世帯主となったにせよ、女性を

選ばれた存在として、予算上の、

する。私達は、人々の代表として

と推計されている資金需要を承認

し、ジェンダ１の公正を実現し、

ログラムが、社会的な公正を実現

して、椎造調整並びに経済復興プ

私達は、国際的な金融機関に対

援する。

可能にするための立法を勧告し支

グラムの制定と実施を政府が実施

私達は、どのような理由で女性

るように求める。

世帯主とする世帯の特別な、そし

人間資源、行政資源の最適配分を

十分享受できるための政策やプロ

てその満たされていないニーズに

行うことで人々の人口と開発に対

開発の複雑な相関関係に対する認

れるであろう。

対して、特に注意を払うように要

ような人道的なやり方で企画され

女性とその家族の二１ズを満たす

識しているが、それらを実現する

必要であることを強調する。

有権者の支持を取り付けることが

を動員し、分配することに対する

ミットし、人々の代表としてま

況を検証し再評価するためにコ

各国における女性の政治参加の現

この努力の一環として、私達は

ための協力と努力を行う。

（ドナー・コミュニティ）に対し、

私達は、人口、女性、ジェン

人口、環境保護及び持続可能な

請する。

にする責任を受け入れる。さら

する支持を実行可能なプログラム
に、人口・開発プログラムに対し

私達は、女性が自らを尊敬し、

て必要となる資金は、可能な限り

その価値を自覚し、他の女性達に
対する十分な支援を行うことで、

ダ１に対する政策及びプログラム

識の高揚、肯定的な態度そして理
解の促進は容易ではないことを認

女性の持てる力を充分に活用し、

予算を見直すことで利用可能とす

を支援するための十分な国内資源

実施されるよう強く求める。

社会における多様な役割に対する

るべきである。

政府開発援助を各国の国民総生産

資金提供を行っている地域と国

尊敬の下で、選択の幅を最大限広
ことが必要であることを強調す

げることができるように支援する
る。
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してより公正な社会を築き上げる

た、政治分野におけるリーダーと
レベルでも構築する必要性があ

ルでも、地域レベルでも、地域間

ネットワークは国会議員に、社会

を構築すべきである。このような

なければならない。

めの協力を促進し拡大するもので

たちの責任を受け入れる。この点

するアジア国会議員代表者会議の

基づき、第一二回人口と開発に関

を果たすべきであるという信念に

上で、アジア地域が指導的な役割

世界の人口問題の解決を果たす

る。特に人口と開発に関するアジ

・経済における課題の相互依存関

ことを擁護するだけではなく、そ

から、私たちは、女性の政治参

参加者は、自らの政府に対して以

の実現のために活動するという私

加、特に意思決定にかかわる地位

重要な役割を持っている。その役

各地域の人口と開発問題に対する

ア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）と

で、このような問題を解決する土

まらず、経験を交換しすること

係に対する認識を深めることに止

義に従う。

ｐｎ←弓の（出の巴一戸酉、宮、）」の定

議行動計画文書」の「罰のＲｏｇ

味に関しては「国際人ロ開発会

る」と訳出している。本来の意

持たせる上からも「生殖に関す

る。ここでは翻訳上の整合性を

と生殖に関する一となってい

Ｒ・目且ぐの」は政府訳では「性

＊日本語訳に対する注釈叩「因？

こに誓約する。

のために私達が活動することをこ

上の決議を伝達し、この決議実現

への女性の参画を強化するために

働く。
私たちは、人口、開発、ジェン

ダー関連のプログラムを促進し実

施する上で、男女を問わず政府・
で活動している人々の間の良好な

国家機関、非政府組織、民間部門

が必要であることを認識してい

協力関係を開発し、維持すること
る。

アジア地域における女性問題の
解決を果たす上で必要となる、女

主要な会議で採択された行動計画

性の地位に関する以前に開かれた
に準拠した形で法律を立法するた
めに、この分野に対する適切な研
究と、専門家の間の情報共有と協

割を十分に果たすために、国会議

国会議員活動とのより緊密な関係

この点で国会議員はユニークで

力が不可欠である。

員の間のネットワークを国家しべ

５Ｊ

「ここは文法がおかしい……」
大詰めを迎えた。マニラ決議、起草委員の真剣な表情
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PreambIe

ｗｅ,ParliamentariansofAsia,concemedwithPopulationandDevelopment
metinManilatodeviseastrategytoachieveabrighterfilturefbrthefhmilyofAsian
nations,theworldcommunityasawhole,andourMoIherEarth．
AwareoftlueintemationaltrendsflowingfromthelntemationalConfeにnce
onPopulationandDevelopment(ICPD,1994LlheWoddSummitfbrSocialDcvelopment
(WSSD,1995)andtheFourthWorldConferenceonWomen(ＦＷＣＷ,1995)wehave
gatheredfbrthreesuccessiveyears(inBeijing,Tokyo,andManila)todeliberateonthe
themeiiWomeninthe21stCentuly-AStrategyfbrPeaceandProsperityﾉ’
Basedonourconvictionthatwomenoｓｆｉｍｉｎｖｏｌｖｅｍｅｎｔｉｓｃｍｃｉａｌｔｏｔｈｅ

ｓｏlutionofpopuIationissueswhichthreatenthequalityoflifMbrmillionsofpeople
acrossAsiaaswellasthenaturalenvimnment，ｗｅｍａｋｅｌｈｅｆｂｌｌｏｗｉｎｇｓｅｔｏｆ
ｒｅｃｏｍｍｅndationstoourparliamentalycolleaguesandourrespectivegovenmnents
believingthatsuchreconunendationswillleadtogreaterempowennentofwomeninall
spheresoflifb,therebyenablinglllemtobemoreefIbctivepartmersinthefamilyand
community，moreabletorealizetheirfhllpotentialinlife，andmorearticulatein
identifymgandwolldngwithotherstofiMlltheirunmetneeds．
Notwithstandingthevastnessofourregionourrichcultural，religious，
political,andeconomicdiversity,thewidevariationinourdevelopmentexperienceand
stagesofdevelopment,weacttogetherinproposingthefbllowing：

Imtroduction

WeafYinnthatwithoutfUllandequitablepartnershipofwomenandmen,it
willbeimpossibletosolvcpopulationissuesandattainsocialdevelopmentand
sustainableeconomicdevelopmentinhalmonywiththeglobalenvlronment・Achieving

５２

第１２回人口と開発・アジア国会議員代表者会議《マニラ決議》

suchpaltnershiprequiresempowelmentofwomeninallspheresoflife-economic，
socialandpolitical-byimprovmgaccesstoeducationandeconomicopportunitiesfbr
girlsandwomenacrossAsiaThiswillhelpimprovewomen,ｓｓｔａｍｓ，expandtheir
choices,aswellasinclCasingIlleiroppoltunitiesandabilitytodetenninetheirownlives

Werecognizethatpopulation，sustainableeconomicgrowth，social
developmenLsecuntyandpeaceareinterdependentandmutuallyreinfbrcing,asareour
efYbrtstoreducerapidpopulationgrowth,eradicatepoverty,protecttheenvironment，
createjobsandreduceunemployment．

Webelievethatthefilmilyisthebasicunitofsocietyandnotewithconcem
signsIhatitssulvivalasahumaninstitutionisthreatenedhequitiesofpower,gender,and

incomeactoneachotherandaIlmembersofthefhmilycausingstress,tensions,even
violenceinthefamilysetting、Wetherefbreadvocatestronglyfbreffbrtstoimprove
genderequalityaswellastheefIectivenessofpopulationandotherdevelopment
programmeswhichareessentialfbrsurvivalofthefhmily．

Recognizingtheinter-relationshipofpoverty,rapidpopulationgrowth,high
inhmt，childandmatemalmortalityrates，wealsoulgecountriesoftheregionto
acceleratetheachievementofthetargetssetinCairo．

Reductionsinpopulationgrowthrateandeffbrtstoachieveenvlronmentally
sustainablepattemsofdevelopmentwillfailwithoutrespectfbrhuma､rights．
●

WeaIsocaUattentiontothefactthatthesegoalswillbeunattainablewiihout
peaceandjusticeWomenandchildren,alwaysthefbremostvictimsofwarandcivil
strifb,willcontinuetosuffbrdisproportionatelyfiomsocialinstabiIityandcontinuing
poverty・Therefbre,weulgeincreasedeffbrttoachievepeacefillresolutionofconflict
anddisputesthroughouttheregionregardlessoforigin
1.WomelnalndHeaIth

Universalacccsstoappropriaterepmductivehealthservlcesmcludmgrelevant
educationregardingsexualhealthandrightsisapre-requisitefbrimprovingtheliving
conditionsofindividuals,includingadolescents,andthefamilyasawhole．
Wepointwithalamltothehigh-alud,insomecases,increasing-ratesof
pregnancyamo､gadolescentgirlsthroughtheAsia、正gion,asevidenceoftheneedto
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provideadolescentswithfilllinfbnnation，educatlon，andservicesrelatedtotheir
reproductiverightsandsexualbehavior．
C

Furthermo１℃,weexpressconcematwomen，scontinuingrecoursetounsafb

abortionswhicharedeIrimentaltotheirhealthandwelfhreandwhichrefIectthe

deficienciesofexistingfamilyplanningservices．

Ｗｅｈｅ１℃bypledgeourshPongcommihnenttopromoteexpandedandimpmved
availabilityandutilizationofgender-sensitivereproductivehealthandfklmilyplanning
servlcesacrosstheregion．
WeurgegovenmentstoincreasebudgetaIyallocationstowomenand
gender-relatedprogrammestocounterbalancedeterioratingeconomicconditionsThese
conditionsalsoplaceyoungwomenandchildrenatincreasedriskofdomesticand
intemationaltmfficking,exploitation,prostimtion,andinvolvementinsubstanceabuse
andillegaldmgtrade・Atthesametimewecallonappropriatenationalandregional
bodiestodirectseriousandimnediateattentiontotheseissueswhiChdestroythefabric
ofsocietyandtMveonindecisionandlackofpoIiticalwillandcommunityinvolvement．
Werecognizethatpersistenceofwomenvsloweconomicandsocialstamsin
manypartsofthelCgionisaviolationofIheirhumanrightsanddeplorethefactthatthey
aremajorfblctorscontributingtothehighratesofinfilntandmatemalmorbidityand
mortality,thcexposureofsomegirlstohanmfnlａｎｄdehumanizingpracticessuchas
femalegenitalmutilation,sexselectionandthecommercializationandimproperuseof
newreproductivetechnologies,aswellassexualabuse,exploitation,violenceandthe
explosivespreadofSTDsandHIV/AIDSinfbctionWecallfbrurgentandimmediate
actionhomthecommmtytotheintemationalleveltoeliminatealltheseconditionsand
practices．

2.EmpoweringWomeninSocietyandtheEconomy
Twothirdsoftheworldisilliteratesarewomen,themajorityofwhomarein

rumlAsia､Theeducationofgi】lsandwomenlsneccssaIytoovercomethispattemfbrthe
realizationofwomelfsownpotentialaswellasbroadersocialandeconomicdevelopment
intheregionThefbmmizationofpoverty-aphenomenonnotedfbrsometimecontmuesinbothurbanandruralareas．

Wecalluponourrespectivegovenumentstowolktoinstitutecompulsorｙｆｂｒ
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allgirlsandboysontheprimaIyandsecondmylevelsandtoensurewideutilizationof
theopportunitiesprovided・FuIthennore,wcurgespecialattentiontoachievementof
摩aterequitybetweengjrIsandboysinvocationalandhighereducationinordertomake
themmoreemployableandeconomicallyselfLreliant．
Inthecontextofthecallfbrwidereducationalopportunityweemphasizethe

necdtopmmotechangesmtheattitudesandpracticesofbothwomenandmenregardmg
I11eirrespectivelolesinandcontlibutionstosociety,movlngawayfromtraditionalgender
stereotypestowardsconceptsofequality,mutualrespect,andhannoniouspartnershipin
allspheI℃sofIifb,mpaIticular,homemakingpalcnting,andgeneralfhmilyresponsibility．
WealsocaUfbrtheeliminationofpersistentpattemsofgenderbiasinthe
recruitment，compensationandadvancementofworkers，regardlessofwhetherthe
employerisgovemmentorprivatesector．

Weurgeparticularattennontothedistinctiveandumnetneedsofwomenｗｈｏ
areheadmghouseholdsregardlessofthercason．
●

Weemphasizetheneedfbrwomenthemselvestorespect,valueandgivefilll
suppoIttootherwomentoenablethcmtorealizetheirfhUpotentialandtomaximizetheir
choiceswitllrespecttotlleirvariousrolesinsociety．

WecalluponIhemediatorccognizctheirimportantroleinconⅢnunicatmgthe
newideasofgenderequityandpaItnershipbetweenwomeｎａｎｄｍｅｎ

3．ResourcesfbrPopuIationandGender-Relatedlssues

Wetakenoteofthestrongintemationalconsensusontheneedtomobilize
significantdomeshcandextemalfinancialresources、Furthennoreweendorsethe
estimatesofresoulcerequ蛇mentssetfbllhinthelCPDProgrammeofActionWeaccept

thercsponsibilityaselected正presentativesofthepeopletoensuretranslationofpublic
suppoItfbrPopulationandDevelopme､tintowolkableprogranmeswiththebestfeasible

distributionofbudgetmy,ｈｕｍａｎandadministrativeresources・Moreover,weurgethat
additionalresourcesfbrPopulationandDevelopmentprogranmesshouldbemade
availablebyreoricntingbudgetswhereverpossible．

WecalluponthedonorconununilytostrivetoaUocatethesettargetof0.7
percentoftheirgrossnationalpmductfbroverallofficialdevelopmentassistance,ｔｏ
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cannmk50percentofthisshaIefbrwomen,population，andgender-relatedactivitiesand

tomonitorIheuseofthose正souIcesaccordingtoagICeduponmechanisms・Wealsourge
govemmentstohonortheirresourcepledgesstipulatedinvanousactionplansand
programmes．

Weencourageinteresteddevelopedanddevelopingcountrypartnersto
allocate,onamutualbasis,Z0percentofofficialdevelopmentassistanceand20pelCent

ofthenationalbudgetsfbrbasicsocialprogramnes・Thismaybeaccomplishedby

reducingmilitalyexpenditures．

Weurgeintemationalfinancialinstimtionstoensurethatstructuraladjustment
andeconomicrecoveIypmgrammesaredesignedandimplementedinahumanemanner，
conducivetorealizationofsocialjustice,theachievementofgenderequity,and

fillfillmemoftheneedsofwomenandtheirfhmilies．

WeemphasizeIheneedtogeneratepublicsupportamongourconstituentsfbr
mobilizationandallocationofadequatedomesticrcsourcestosuppoltpoliciesand
progranmesonPopulationandDevelopment．

4．TheRoleofParIiamemtariansinPopulationandGender-RelatedIssues

Weurgegovenunentstointegrategenderperspectiveintotheirdevelopment
strategles,policies,andprogrammes,givingattentiontotheimportanceofgenderissues
inbothohjectivesandmanagementWebelievethistobeparticulallyimportantin
relationtolegislationonPopulationandDevelopment．
Werecomnendandendorseenactmentoflegislationwhichwillenable
govemmentstofbnmmateandimplementpoliciesandprogrammestoimpmvethelegal，
social,economicandpoliticalstatusofwomenandassurethemfilllenjoymentoftheir
rights．
Recognizingthatsuchactionwillnotbeeasyweofferoursupportandwill

endeavortopromotegICaterawaIenessof;positiveattitudestowards,andunderstanding
ofthecomplexinter-relationshipbetweenpopulation,enwronmentalconservationand
sustamabledevelopment．
InthecontextofthiseffbrLwecommitourselvcstoreⅥewandreevaluate
●

womenisinvolvementinpoliticsinourrespectivccountries､Asrcpresentativesofthe
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peopleandleadersofpoliticallifeweacceptourresponsibilitynotonlytoadvocatebut
alsotoactinourownspheretobuildamoreequitablesocietylnkeepingwiththis,we
willwoIktostrenglhenwomen1sinvolvementinpolitics,particulallyindecisionmaking
positions．

Werecognizetheneedtodevelopandmaintaingoodworkingrelationswith
alIwhoareactiveinpromotingandimplementingpopulation，development,and
gender-relatedprogrammes-themachinelyofgovenmnent，non-govemmental
organizations,womenandmenintheprivatesector．
lnordertotranslatetheachonplansadoptedatthemalormtemational
confbrencesonthestamsofwomenintonationalIegislation,weurgethatappropnate
researChbecarTiedoutandlhaMherebewidesharingofinfbnnationandcooperationwith
teclmicalexpertsinfieldsessentialfbraddressingwomen1sissuesintheAsianregion．
lnthisrespect，wehaveauniqueandimportantroIe，TofillthisrolG
efIbctively,wemustdevelopnetworksamongParliamentariansatthenational,regional
andmtemCgionallevelslnparticulal;itisimpoltanttocultivatecloserrelationsbetween
AsianForumofParliamentariansonPopulationandDevelopment(AFPPD)andother
regionalfbraofPalliamentarians､Suchnetworkswillenableusnotonlytodeepenour
understandingofIhemteldependencebetweenissuesmsocietyandeconomybutwiUalso
plomoteandexpandcooperationmsoMngtheseissuesthroughexchangeofexpenence．

BasedonourconvictionthatAsiashouIdplayaleadingroleinthesolution
oftlleworldispopulationissues,ｗｅ,theparticipantsofthel2thAsianParliamentarians,
MeetingonPopuIationandDevelopment,maketheaboveresolutiontobefbrwardedto
ourrespectivegovemments、Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｗｅｐｌedgeourselvestoworkfbrthe

realiｧHmionofthisresolution

Manila,１３Februalyl996
adoptedbythe
l2thAsianParliamentarians1MeetingonPopulationandDevelopment
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－人ロ・食糧問題の将来を考える－

）１１野重任（東京大学名誉教授）

二十一世紀に向けての人口と食糧問
題の展望をどう考えるか。

によって増加した人口が食生活の水準

る。それによって衛生条件の改善など

ろう。

の各種研究推進の持続ということであ

・二五％、経済成長率は三％位だった

あるが、同時報告書で人口増加率は一

をいかにして推進するかということで

］臣Ｐを発表した。途上国の経済発展

ご｝の。己日のロ一○局□のこの一○℃の○○○口弓】の、》

言のＰ印Ｅ円のの屍○局吾の国８コ○日旨□の‐

れに食糧供給の増加率の及び得ないこ

提として食糧需要の増加率を推定、そ

は過去の人口増加率、経済成長率を前

表はＬ・Ｒ・ブラウン氏であるが、氏

現われるにいたっている。悲観論の代

の今後については、極端な悲観論さえ

しかし、今、二十一世紀を展望して

いくものでないことも注意しておかね

給バランスが完全競争の下で行われて

み合っているのだが、同時に食糧の需

では食糧問題は深く経済問題一般と絡

うことを忘れてはならない。その意味

発展による輸入力の増加もあったとい

よる食糧援助の他、途上国自体の経済

る先進諸国の過剰生産もあり、それに

しかし、問題はこれまでの途上国の

かと思うが、それを実現するために

とを推断、警告する。利用可能農地面

ばならない。需要の変動は人口増加、

を落とすことなく維持され得ただけで

は、まず人口増加率の抑制、農地改革

積の減少、農業生活環境の悪化などが

経済成長などの長期条件によって起こ

まず、過去半世紀は極めて幸運だっ

など社会改革の推進、教育の普及に併

中心だが、それに再度の「緑の革命」登

る他、所得分配、景気変動などの短期

人口増加を支え、食生活を支えてきた

せて先進国からの援助の必要などを強

場への期待感などである。中国の場

条件によっても不規則に左右される。

なく、さらにその経済水準を一層高め

調していた。そして当時、それは必ず

合、二○三○年には一国だけで、不足

同様に、供給変動も長期の生産構造ｌ

たという他ない。一九四九年、国連は

しも実現容易でないとも考えられた

量は現在の世界の穀物輸出量全部を上

生産者、農地など役人農業資源ｌに

のは「緑の革命」だけではない。いわゆ

が、結果は貝事にそれを上回った。人

回るといった具合だが、これらをどう

よって規制される他、豊作などの短期

るという好条件に恵まれたのである。

口は倍増の二・五％水準で、しかも経

考えるか。

専門家による検討結果として、ロｚ・

済成長率も一様に大幅に上回って高
まった。それに何よりも大きな戦争が

それにすべてをかけるといった考え方

それに越したことはないが、しかし、

存在を忘れてはならない。これは戦時

ついては、この先進諸国の過剰生産の

特にこの戦後五十年来の需給変動に

変動によっても左右される。
それら地域になかったことだが、さら

をとり得ないことはいうまでもない。

の食糧不足と、戦後の植民地喪失によ

「緑の革命」の再来は、無論、あれば

に食糧問題については、いわゆる「緑

できることはせいぜい、それを期して

い。社会改革が行われ、教育水準も高

の革命」の成功に助けられたことであ

強

マニラ会議に出席して

当たっても、まず、この現体制の吟

従って、食糧需給の将来を論ずるに

のである。

分上硬直的体制を余儀なくされている

に農業生産温存の体制となり、資源配

となり、先進国がこれまた、必要以上

国が必要以上に食糧の輸入依存の体制

めていることはいうまでもない。途上

れが世界の食糧生産の地理的配分を歪

グという事態をくり返しているが、こ

的には補助金つきの安売り、ダンピン

その結果、国内的には生産制限、対外

的に続いているところに問題がある。

たものだが、それがその後いわば惰性

るそれへの依存困難の事態から登場し

とである。

うようなことはないであろうというこ

不足という形での破綻が到来するとい

けが先走りして、ある日、突然として

くであろうということである。需要だ

み合いながら、安定条件を発見してい

長期的にはそれぞれの条件が複雑に絡

に、食糧需給の将来展望については、

ポもこれに複雑に関連する。要する

得るであろう。当時、経済成長のテン

人口増加の抑制につながることもあり

を誘うこともあろうし、次にはそれが

昇、それが従来の趨勢以上に食糧増産

及ばないとした場合、その価格は上

人口増加、需要増加に食糧の供給増が

また、長期的問題としては、かりに

足にも及んでくるであろう。そこでそ

れがさらに世界全体としての不安、不

た諸国にかぶってくるであろうし、そ

波は最先に、そして最も激しくこうし

あろう。そして食糧不足、食糧不安の

依存度は高く、自給率は極端に低いで

入国とならざるを得ないが、その輸入

よって輸入力をもつ場合には、食糧輸

にこれらの諸国が非農業の経済力に

りなどといった諸国の場合だが、当然

だったり、平地の少ない山岳地帯ばか

る。降雨量の極端に少ない砂浜地帯

然条件下にある諸国のあることであ

の場合、食糧生産に差別的に不利な自

各国で対応するしかない。しかし、そ

を含めて、先進国の多くでその利用が

い。アメリカ、ＥＵはもとより、日本

してその限度までいったものではな

といっても、その農地面積の現状は決

開かれた世界食糧会議で提案された

とが、一九七五年、ローマ、ＦＡＯで

界全体として一定の備蓄をもつべきこ

障策について一つの提案をしたい。世

ある。そこで短期不足の場合の安全保

しかし、その場合も短期需給は別で

い自然条件、生産条件の話を聞いて思

キスタンその他の乾燥地帯諸国の厳し

めないだろうかということである。パ

際的な援助、協力の措置なり体制が組

に不利な自然条件の補いに、何等か国

方式としては、その食糧生産上の極端

うしたいわば問題地域への対応、対処

国民経済を単位としての各国で考え、

味、検討から始めなければならない。

政策的に制限されている。途上国の場

が、今以上、実現するにいたっていな

利用可能の農地面積には限度があり、

合も前述の割安の国際価格がその農地

わずそう思ったことであった。

（一九九六・一一・一三）

い．そうとなれば、安全保障ｌ不
足時に備えての対応ｌは基本的に

利用の幅を制限し、制約していると私
は見る。

”

1iillllii鑿

受ける日本議員団

マニラ総合病院Ｃ・ドミンゴ・小児科部長か ら説明を

蕨察す

フィリピン大学医学部附属病院とし

一九九一年設立、一九六二年から

くみられるが、先天性糖尿病もわずか

結核性髄膜炎、重度の下痢症などが多

り四五棟あり二棟で九○床で構成され

ている。そのうち一棟はチャリティー

（無償）で資金は、国内の募金によって

要請を受け、二九億八、八○○万円の

八七年日本政府は、フィリピン政府の

した無料の病棟の二種類がある。一九

入院病棟は、有料と低所得者を対象と

○○○人以上の患者を診察している。

題がある。小児用呼吸も看護婦不足か

電球の熱で代用しており衛生上にも問

る。新生児に対する保育器は、熱源を

や集中治療システムの欠如がみられ

足であるが、とりわけ、機材に老朽化

題点は、看護婦の不足、医療機材の不

まかなわれている。小児科における問

無償資金協力を行った。協力の内容

日本の医療協力として、神戸大学と

ら母親が代行している。

今回の視察では、小児科病棟と産婦

は、外来棟の建設及び機材供与である。

外来棟は低所得者を対象に一日「

育の中心機関である。

同院は、フィリピンの医学研究、教

を展開している。

にみられる。小児科病棟は、一棟あた

れている。疾患別では、感染症による

り、入院者の多くは重症患者で占めら

全国からの患者の治療にあたってお

科では、○歳から一七歳までを対象に

人科病棟の見学を行った。同院の小児

鱗ｉｉｉ鰯鶴蕊鰯鱗111
繍騨ii灘鰯蟻蕊灘：

て、フィリピン全土を対象に医療活動

l魁

人□・開発事情
看護婦不足を母親が代行
医師の海外頭脳流出も深刻

1時□

鯵フィリピン総合病院（フィリピン大学医学部）

鑿

6０
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研修を受ける。したがって、研修病院

下にあり医学部の学生はすべて同院で

ると、同院は国立フィリピン大学の傘

くない。ここで、同院医師についてみ

○○○円～三○，○○○円）と決して高

月額六、○○○～七、○○○ペソ（二四、

る頭脳流出である。

とにもよる。正に、フィリピンにおけ

が高い上、使用する医療機材が良いこ

けではなく、生活水準など文化レベル

れは、アメリカのほうが給料が高いだ

セントしかフィリピンに一民らない。こ

リカで研修を受け、そのうち一○パー

セントはアメ

のため給料は安い。フィリピン大学医
学部の卒業生の四○パ

（社会福祉事業省）

一

霧恵まれない女性のための職業訓練センター１Ｊ

自分の店を持つのが夢：。…

が受けられる。出産件数は、年間五、

にとり、ほとんどが無料で診察と治療

が九○パーセントを占めており、患者

る。同院の産婦人科は、チャリティー

北里大学の医師が同院に派遣されてい

いる。

○カ所のセンターに供与し運営されてて出席の意志のある女性、㈹妊婦ある

自立を図るための訓練用機材を全国四準の女性、田受講時間及び期間にすべ

練・生産技術を習得し、社会経済的に（約一○、○○○円）以下の最低生活水

フィリピンの恵まれない女性が職業訓性、四家族六人で月収二、七○○ペソ

府・ＪＩＣＡの協力により設立され、今後二年以上転居しないと認めた女

科は男性が多い。看護婦の勤務状況

別構成では、女性が多いが小児科と外

師が物理的、精神的に受講を認めた女取り組む姿勢をもつ女性、伽身につけ

歳までの恵まれない女性、口政府の医会話ができる女性、ｗ仕事に積極的に

訓練の対象者は、Ｈ一八歳から五九小学校卒で中学校卒程度の読み書き、

いは授乳期でない女性、ｂ少なくとも
○○○件にのぼる。産婦人科医の男女

ンターは、’九九○年四月十日日本政長）がすでにその地区に六カ月以上、

恵まれない女性のための職業訓練セ性、ロバランガイ・キャプテン（地区

２月Ⅲ日午後訪問…！…」

－－－－－、￣￣￣￣

は、三交代制で勤務が厳しく、給料は

6Ｊ

呼吸困難な重症患者をみる。医療器具は古く、人手も少ない
－マニラ総合病院・小児科病棟にて－

ができる女性、口社会福祉事業省下の

女性、㈹訓練修了後生計を立てること

た技術を他の女性に教える意志のある

八歳から四五歳が中心で、訓練費用は

を訓練した。訓練を受けた年齢層は一

は、一九九五年に三、○○○人の女性

今回訪問したマニラ四区のセンター

る。マニラ四区センターの九五年修了

スと一五日間課程の藤工芸コースがあ

者、売春経験者、レイプされた者と難

特に、危害を受けた者、不法就労

○日間課程は、半日コースで月曜日か

が異なる。裁縫コースは、二種あり三

訓練は五コースあり、それぞれ条件

職）、’○パーセントがトレーナーと

職、一○パーセントが家内企業（内

は、六○パーセントが一般企業に就

トが何らかの職についている。内訳

その他に、三五日間課程の陶器コー

から午後五時までである。

員の女

プのメンバ

者の就職状況をみると、八○パーセン

女性グル

無料、交通費が支給される。

民は全国五カ所の施設で再教育を受け

ら金曜日までの午前部八時から十二時

ている。

その他である。

また、同センターではミシン購入、

ン回収率は九二パーセントの成果を上

る。二二日間課程は、一日コースで月

食品加工コースも二種あり、一○日

げている。受講者の将来の進路は、内

ジャムやハムの製造機械購入のための

間課程は半日コースで裁縫コース同様

職を希望する者がみうけられるが、中

曜日から土曜日までの午前八時から十

月曜日から土曜日までの午前八時から

には自分で小規模の裁縫工場を経営す

資金貸出制度があり、これまでのロー

十二時までと午後一時から五時までで

る計画を持つ女性もいる。

［ロコ

スで午前八時

スで、いずれも月曜日か
ら金曜日までの

製作総合．

製玩具製作コースと布製及び木製玩具

間の布製玩具製作コース、五日間の木

玩具製作コースは三種類あり、八日

後五時までである。

曜日から金曜日までの午前八時から午

ある。八日間過程は、一日コースで月

二時、午後一時から五時までである。

までと午後部一時から五時までであ

性、などが受講資格とされている。

の

訓練生の中には、将来洋裁店を開きたいと夢をいだく者も少なくな
い。一恵まれない女性のための職業訓練センターにて－
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。

０■■

「人手が余っているので、日本で
一雇って下ざ －Ｖ」

－

￣￣

富な人的資源などである。基礎的経済

改革については、フィリピンにおける

民営化、土地のリースを五○年とし、

さらに二五年の延長も認めるなどであ

国立博物館見学の後、Ｎ・Ａ・ゴン

あるという問題提起に、ゴンザレス上

ない三パーセントという高い失業率に

い教育水準で、質は高く労賃が安いこ

その多くは英語を話すことができる高

八○～九○万人の新規労働者がおり、

る。豊富な人的資源に関しては、年間

ザレス上院議長を表敬。日本とフィリ

院議長は日本の失業率はフィリピンに

輸出加工区は、全国三九州で一○○

ピンの経済、とりわけ、経済発展と失

員はじめ一行は、上院セッション議場

以上の地域で活動しており、特に重点

とがあげられる。

に参加し、ゴンザレス上院議長より日

地区としてルソン島では、バギオ、パ

ターン、カビテの三地区とマクタンの

四カ所がある。その他に、民営工業エ

ステートとして、ラグナ・テクノパーク

などルソン島を中心に九カ所がある。

た。フィリピンへの投資に対する好条

資の優遇措置の一環によりすすめられ

年七月アキノ政権下において、外国投

フィリピン輸出加工区は、一九八七

終了後、国税及び地方税を免除し、特

の関税と税金の免除、曰所得免税期間

本財、スペァパーッ及びその他の資材

｜定の所得免税期間をもつ、口輪人資

次のような優遇措置をとっている。Ｈ

一鍵フィリピン輸出加工区庁

件として次の項目をあげている。ま

別税として五パーセントを課税する、

海外からの輸出向進出企業に対し、

ず、基礎的経済改革が進んでいる、政

四輸入代理の保証、田港湾使用料、輸

出税及び手数料の免除、内国内産資本

治的安定がある、治安の維持とりわけ

－１１１１２月旧日㈱午前訪問

る。

本からのオブザーバーとして紹介され

比べまだ低いとのコメント。早川勝議

鯵ゴンザレス上院議長を表敬ｌ・ｉ１Ｉｉ１－

０

輸出加工区内、市場の成長がある、豊

6３

と

業率について懇談。日本はこれまでに

正面の右側がゴンザレス上院譲貝。
表敬の模様一。

追加控除、㈹外国人投資家及びその家

証、伽労働者及び管理者の研修費用の

用家畜及び遺伝子関連素材の税の保

関連素材の輸入税の免除、ｗ国内産食

財の税の保証、㈹食用家畜及び遺伝子

あったが、九六年には七○パーセント

額は、九五年全体の三一一一パーセントで

進出に伸びがみられない。日本の投資

ピンが八・四パーセントでアメリカの

びアメリカ八・九パーセント、フィリ

出の歴史は古く、欧米をはじめ中国、

位の生産量をあげている。海外への進

オ、カーラジオを生産し、世界一～二

社を訪問した。同社は、カーステレ

今回一行は、日本企業のクラリオン

を持っている。フィリピンのカビテ輸

マレーシアなど八カ国一四カ所に工場

進出企業の業種をみると、農業生産

出加工区には、’九八九年に進出し九

と大幅な伸びを示した。

物の加工が多く、アグロインダスト

○年九月から生産を始めた。同社は、

ここで生産されたカーステレオなど

で、就業形態は、昼夜二交代制。

社員食堂は一、二九六平方メートル

面積は七、二五二平方キロメートル、

業員一二○○名である。製造部門の

出資で資本金四億三、二○○ペソ、従

’○○パーセント日本クラリオン社の

リー志向にあるといえよう。

族の永住権を与える、口外国籍労働者
の雇用を認めるなどがある。

輸出加工区における国別進出状況
は、日本七○・六パーセント、韓国及

多くカビテ川内から採用され、一四、

活躍する海外進出企業
カビテ輸出加工区は、マニラ市南部

区はフィリピン輸出加工区庁の傘下で

造を中心としており、ダバオ輸出加工

カビテ輸出加工区は、工業製品の製

て日本に近いこと、英語圏で言葉の問

由は、日本向け輸出のための条件とし

ある。同社がフィリピンに進出した理

は、九○パーセント以上が日本向けで

運営・管理されている。同区では現在

区がアグロインダストリーを主体に製

○○○人が働いている。

一七八社の企業が参加しているが、実

造している点とは異なる。

メリカ、オーストラリアとョ１ロッパ

業五○社、台湾企業一七社でその他ア

る。国別では、日本が七二社、韓国企

の、区内の日本企業の賃金はやや高い。

内外の格差は少ないとされているもの

最低賃金が設定されており輸出加工区

賃金は、カビテ州（リージョンⅢ）の

は、振動と温度、つまり炎熱の地でも

カーステレオ、ラジオなどの製品検査

工場では一部機械化をしているが、

高いことなどがあった。

の企業である。同区内で働く人々は、

題が少ないことと労働者の教育水準が

際に稼働している企業は一四○社であ

にあり、車で一時間程にある。同加工

２月旧日附午後訪問

鰺カビテ輸出加工ニクラリォン社ＩＩＪ

Ｌ－－－－－－

“

フィリピンの人ロ・開発事情を視察する

クラリオン社にて記念搬影

いテストが行われたのが印象的だっ

酷寒の地でも十分耐えられるよう厳し

業の賃金が高いこともあるが社員食堂

セントと極めて低い。これは、日本企

る。また、退職率をみると年に一パー

いることによるものであろう。

の完備など社員への福利厚生が整って

パーセント

も一一～三

げがあって

金の引き上

今年中に賃

六○円）で

増加、妊婦死亡率の減少等の具体的な

て母乳利用率の増加、避妊具利用率の

一地区、後に一一地区に拡大）におい

同協力は、同国のモデル地区（当初二

フィリピンに家族計画協力を行った。

一九七四年七月から八九年三月まで

日本政府は、技術協力の一環として

タラック州政府でプロジェクト・サイ

の実施機関は、保健省、人口委員会、

ジア医師連絡協議会他で、フィリピン

として、厚生省、国立公衆衛生院、ア

同プロジェクトは、日本側協力機関

与である。

援、四同分野の協力に必要な機材の供

る、地域住民活動・啓蒙活動への支

２月旧日㈱

頭が下がるヘルスステーショ

鰯家族計画・田子保健プロジエクト

た。ラインの多くは女性労働者により
作業が進められている。すべて機械化
することより労働力にたよる理由は機
械の導入費より人件費のほうがまだ安

いからである。ちなみに、現在の大卒
事務職の最低賃金はマニラで一六一ペ

にとどまる

成果が得られた。

ソニハ○○円）、カビテで一四十ペソ（五
四十ペソ（五

と見込まれ

は、二回に

入社試験

た。協力の内容は、Ｈ家族計画・母子

健プロジェクトを新事業として開始し

政府の要請により、家族計画・母子保

ク州で母親学級等で活用している。

子保健ハンドブックを作成し、タラッ

の母子健康手帳を基にタガログ語版母

同プロジェクトの実施状況は、日本

トはマニラ市とクラック州である。

わたる英語

保健サービス推進に携わる人材に対す

一行は、クラック州保健部を訪問。

一九九二年四月一日よりフィリピン

と面接試験

る広報教育（ＩＥＣ）、口人口情報管理

ている。

のほか身体

キソン保健部長より同州の家族計画・

母子保健活動について説明を受け、一

・母子保健に係る人材育成のための技

術指導、曰家族計画・母子保健に係

検査により
採用を決め

6５

〔写真・上〕全国で一番若い保健部長キソン博士（左）
からターラック州の保健医療の鋭明を受ける。州保健

〔写真・中〕所長で保健婦、助産婦のベッツさん（中央)。
ボランティアの協力で昼夜兼行で地区の保健活動を行

部長室にて

一夕一ラック州地区レベルのヘルス・ユニットにて－

っている。

門家の協力を受けプロジェクトを実施

ここでの問題点は、日本政府から専

ス・ステーション、二四のパランガイ

り説明を受ける。同所は傘下の七ヘル

診療所）を訪問。所長のシソン博士よ

ヘルス・ユニットＮ０．２（農村地域

一行は、タラック市内のルーラル。

ム六名である。

ピル五○名、ｌＵＤ二五名、コンドー

一月の実績をみると実行者（避妊）は、

件数は一五六家族計画指導では九五年

童に一五六、母親に一五二、妊婦指導

九九五年十二月に日本政府の協力で建

しているものの、現場で指導にあたる

（地区）、人口六八二○九人を所管し

力には含まれていないため、米国国際

の構成は医師一名、保健婦四名、助産

同所の活動状況をみると、まず職員

と、一位心疾患、二位悪性新生物（ガ

績をあげている。また、死因別をみる

死亡、乳児死亡もゼロで極めて高い実

月の実績では新生児死亡ゼロ、妊産婦

開発局（ＵＳＡｌＤ）の資金で賄わなけ

婦六名、その他事務員等六名計一七名

ン）、三位結核、四位腎臓病、その他

設された母子健康センターを見学。

保健婦の給与の支払いが遅延する、個
ている。

所管内の母子保健対策をみると、一

別訪問のための交通費が日本政府の協

ればならないなど、プロジェクトの管

で、所管内における予防接種件数は児

業務班長記）

（遠藤正昭・ＡＰＤＡ副参事・

行っていた。

ど早朝から深夜に及ぶ献身的な活動を

配付、母子の栄養指導、ケガの治療な

け、家族計画（避妊）実行者への器具の

の母子保健・家族計画の指導とりわ

を進めている。活動内容は、妊産婦へ

がボランティアの協力で保健医療活動

問。同所では、保健婦兼助産婦の所長

プリメロ・ヘルスステーションを訪

バランガイ（地区）レベルのバウバゴ・

である。次に、ユニットＮ０．２下の

理費に運営上の問題がみられる。

〔写真・下〕ベッツ所長とボランティアの皆さんと
－ターラック州地区レベルのヘルス・ユニットにて－

6６

民）らの国会議員が「女性、ジェンダー

議）」に参加した桜井新衆議院議員（自

アジア国会議員代表者会議（マニラ会

かれた「第十二回人口と開発に関する

本年二月、フィリピン国マニラで開

ジア人口・開発協会前理事長だった、

フォーラム初代議長であり財団法人ア

人口と開発に関するアジア国会議員

要だと述べた。そして、元農水大臣、

広げるための活動をいかに行うかが重

しており、この活動を現実のレベルに

の問題の重要性を首相自身が強く認識

を手渡し、説明したが橋本首相は、こ

た南野知惠子参議院議員がマニラ決議

マニラ会議で文書委員会議長を務め

ン大統領来日の際に、「人口・食料・

ないので、四月のアメリカのクリント

の問題に対する取り組みが積極的では

環境・食料」について、アメリカのこ

ジェンダ（共通議題）としての「人口・

祥三衆議院議員が、日米のコモンア

口・食料・環境」問題に関連して、東

この政府間協議の議題としての「人

れ、この問題の重要性を指摘した。

料・環境」問題を取り込んだことに触

ＰＥＣで議題として日本が「人口・食

また、南野議員が、ベトナムの医療

故佐藤隆衆議院議員と共に人口と開発

をしばしば訪問し、ネパールの乳児死

・保健の現況を説明し、日本の協力を

環境」問題の重要性について協議して

亡率低減のためのプロジェクトに関

要請し、桜井新ＡＦＰＰＤ議長も、口

に関する活動を行った思い出話を語っ

わった経験から、乳児死亡率を下げる

添えをしたが、首相は草の根協力を中

ほしいと要請した。

ためには、教育、特に母親の教育を行

心としたヘルス・ポスト及びクリニッ

た。首相自身、登山家としてネパール

うことが重要な鍵となると指摘した。

首相は、「人口と持続可能な開発の

クが有効ではないか、との考えを述べ
が重要だ。アジアの経済成長の制約要

問題は、人類にとって重要な問題であ

日本の援助政策も、現地の情報を十分

および人口に関するマニラ決議（マニ

因となるのは、増え続ける巨大な人口

り、自分自身も深く関わっていきたい。

た。

ラ決議）」を橋本首相に提出した。この

であり、その結果生じる食料・エネル

いつでも話に来てほしい」と述べた。

調べるだけでなく、それを生かすこと

決議文は梶山静六・内閣官房長官・女

ギーの逼迫と環境破壊であるという認
識から、昨年十一月大阪で開かれたＡ

性問題担当大臣にも手渡された。（決
議文はＡＰＤＡ会議本文参照）。

6７

橋本首相に「マニラ決議」を手渡す
南野知恵子参議院議員

本大学国際シンポジウム「二十一世紀

九段にある日本大学本部で第一七回日

三月四日から七日にかけて千代田区

雄常務理事・事務局長が参加した。

委員として企画全体に関わり、広瀬次

学総合科学研究所研究員・組織委員会

本会議の基調は、その目的にもある

か、を探ることにある。そこでもっと

人類生存への道１口甸固レョロ弓出国

このシンポジウムは、人文・社会・

も大きな要素となるのは、Ｈ人口の爆

ように二十一世紀における人類の生存

自然科学のあらゆる分野にわたる学部

発、□それを支える食料生産が可能で

因鈩罰弓四』ｚ弓函固些、ヨ○国ｚ弓Ｃｍ

を擁する総合大学としての特色を生か

あるのか、曰地球環境が一体どこまで

をいかにしたら果たすことができる

し、現在人類が直面する「環境汚染・

耐えられるのか、の三つである。

Ｋｌ」が開かれた。

破壊、人口爆発、地域紛争」などの問

よって地球が狭くなったということを

このシンポジウム全体を通して強く

〈７回のシンポジウムでは、初日の四

前提としている。広大な地球に少ない

題を克服し、自然との共生を図るグ

つの基調講演と「地球型社会の形成を

人口が居住していた中では地球は無限

感じたことは、まさに世界観そのもの

目指してｌ人間・科学・環境そして食

なものであり、人間の活動はその限界

ローバルな視点から「生きることの価

料」をテーマとしたパネルディスカッ

というものを考える必要がなかった。

の変化である。この変化は、基本的に

ション、「変動する現代家族の国際比

基調講演者の一人である石井威望・

値」を検討をすることを目的としてい

較研究」「アジアにおける労働力移動の

慶應大学教授が、現代をルネッサンス

人口の増大と交通・通信手段の拡大に

動態三地球環境と人類の生存ミアジァ

との対比で論じていた。しかし、ル

る。

の農業・食料資源を考える」の四つの

ネッサンスがそれまでヨーロッパの村

共同体の世界観の中で完結していた

部会に分かれて討議が行われた。

本協会からは黒田俊夫理事が日本大

“

､２１世紀人類生存への道一日大でシンポジウム開く

に「富」を得てくるかという原理に支配

限の「外部」を前提とし、そこからいか

ルネッサンスに始まるこの拡大は無

ることが強く意識された。

て認識せざるを得なくなった変化であ

ら、私達の小さな地球を閉じた系とし

としても、また意識することでなおさ

である。宇宙という「外部」を意識した

の「外部」がなくなったことによる変化

りであったのに対し、現代の変化はそ

へ外へと拡大していった「近代」の始ま

ヨーロッパ世界が「外部」に目覚め、外

以下のようなものである。

つの基調講演が行われた。その要旨は

た。その後、この基調報告に続いて四

経緯、目的について基調報告が行われ

大学の歴史とこのシンポジウム設立の

本大学総合科学研究所長によって日本

後、この会議を主催した瀬在幸安・日

西センタ１総裁の挨拶が行われ、その

国連大学学長、ケンジ・スミダ米国東

ヘイトール・グルグリーノ・デサウザ

による開会挨拶。講演団体代表として

開会式は、瀬在良男・日本大学総長

るしか方法がない。さらに具体的には

式を変え、途上国の人口爆発を抑制す

は、過剰消費を続ける先進国の生活様

ことを力説。そのための方法として

ても低位推計を実現する必要性がある

し、人口の将来推計において、どうし

食料の増産予測などの数字を引用

じることを強調した。

ログラムへの努力によってこの差が生

人にまで広がると強調。現在の人口プ

億人に拡大し、二○五○年には四○億

差があり、二○二五年にその差は一一○

Ｈ「人ロ爆発と地球環境－ナフィス

回世界女性会議」及び「ハビタットⅡ」

会議」、「世界社会開発サミット」「第四

「国連環境開発会議」、「国際人口開発

は、近代経済学が、環境を経済外的要

・サディック国連人ロ基金事務局長」

されていたように思える。このこと

因として扱い、そこに組み入れていな

え、その負荷をコストとして認識しな

テムにおける「富」は環境に負荷を与

ら五八億人へと四九％増加した。現在

過去二○年間で世界人口は三九億人か

連主催の政府間会議が相次いだこと。

十分に準備する必要があると述べた。

必要不可欠であり、そのための資金を

画・綱領などを十分に実施することが

連主催の政府間会議で示された行動計

などここ数年来集中的に開催された国

いことで成り立っているのである。

人口増加率こそ一・五％へと減速した

まず、近年、人間の未来を決める国

現代は、地球が狭くなったことの結

ものの人口増加の絶対数はかってない

いことからもわかる。現代の社会シス

果として、これまで考えなくてもよ

規模で増加し続けて、そのほとんどは途

その大きな変化とは、近代的科学技

とを科学技術との対比で講演した。

現代が大きな転換点にあるというこ

口石井威望・慶願大学教授
かった、また征服する対象であった

上国で起こっていることを指摘した。
は高位推計と低位推計の間で七億人の

国連の推計によれば二○一五年人口

「外部」を自らの問題として考えざるを

得なくなった時代である、ということ
を強く感じた。
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ブローの「フラクタル幾何学」が新た

い、あいまいさを分析するマンデル

ルト的宇宙観」ではとらえられな

技術の進歩が劇的な変化をもたらすと

場主義に対する疑念を表明した。農業

済の地球規模化の流れから市場経済市

経験から現在の食料推計について、経

術の変貌として“

な科学的宇宙観を示し始めていると

いう根拠のない楽観主義に対して懸念

発展

一、情報関連分野における驚異的
二、宇宙空間への活動範囲の拡大
指摘した。

を表明した。

三、分子生物学を含む物質の超微
細構造への挑戦など

いる。さらに、ルネッサンスとの類似

よって近代的科学技術が変貌してきて

ペースシャトルに搭乗した人間とし

毛利衛氏は日本人として最初にス

センター有人宇宙活動推進室長

述べ、短期の予測だけに基づいた国際

予測では悲観論にならざるを得ないと

論であるのに対し、三○年以上の長期

○年の短期予測では余剰も含めた楽観

この観点から、食料予測が一○～二

性について触れ、社会に対する強い影

て、宇宙から見た地球について「生命

的なルール作りが人類に禍根を残す可

曰毛利衛・宇宙開発事業団筑波宇宙

響力を持つ共通性として、Ｈメディア

と宇宙」と題して講演を行った。その

の三点である。これらの急激な変化に

の拡大、と口外的世界の認知という二

境はないと言ったが、各国の開発政策

能性が高いことを指摘した。

の違いによって自然環境が作り替えら

その後「地球型社会の形成

中で、地球が人類だけのものではない

印刷というメディアの出現を見た

れ宇宙から国境がはっきりわかる事例

を目指して－人間・科学・環

点を挙げた。

ルネッサンスと電子的な情報がイン

を紹介。人間は農業を始めることに

境そして食料」と題してパネ

ことを強調。宇宙から見れば地球に国

ターネットなどを通じて爆発的に拡

よって自然を変化させ、さらに現代の科

ルディスカッションが行われ

Ｈメディアの拡大としては、

大しつつある現代と類似性を指摘。

学技術も人間の側から自然を変え続けて

た。

ヨーロッパの目が大航海などを通

ロ外的世界の認知に関しては、

いる営みであることを強調した。
じてヨーロッパ以外に向きはじめた

点も、人類が宇宙に目を向け始めた

ンター海外情報部長

四大賀圭治・国際農林水産業研究セ
さらにデカルトによって始まった近

大賀氏は、農業予測に携わってきた

現代と類似性がある、と指摘した。

代的数学による明噺な宇宙観「デ力

7，

､２１世紀人類生存への道一日大でシンポジウム開く

日本大学総合科学研究所

所員／日本大学人口研究
<パネリスト〉

ＧｅｍＪｄ Ｍ、Mejre

スタンフォード大学教授

まず、黒田座長が一九六○年代の後半
に地球船宇宙号の考え方が国連経済社

会理事会で提出され、地球は一つしか
ないという認識が生まれてきた。一九

八七年に日本大学で地球型社会研究が
開始された。この目的は、異なった学
問がそれぞれの研究手法で同じ目的の
ために研究を行っというプロジェクトを
開始した、とこれまでの経緯を述べた。

ＧａｙＩＤ、jVbss

日本大学教授

ＫＩｒｂＲ・Ｓｍｉｔｈ

カリフォルニア大学バー

クレー校教授

都留信也

日本大学教授

Liz九○几ｇＹｕ
、、

こまで使えるのかという疑問、さら

に、遺伝子治療が人類を変える可能性

について論及された。

これらのパネルディスカッションを

田の①ｌ」Ｐ宮○房・座長が「易」の思想を

引用して、地球規模での相互依存と共

に地域レベルでの依存が起こる。地球

規模でコミュニティーを再建する努力

が行われる一方で、地域でも、各国で

もコミュニティーの再建が必要にな

る。その中で、個の抑圧ではなく、個

も全体も調和のとれた地球型社会を作

る努力を行わざるを得ないとまとめ

た。

いわゆる都市問題と家族問題を作り出

の急増や、スラムの拡大をもたらし、

所長が家族の変動を考える上で人口動

しているという指摘がなされた。
その後、日・米・韓三か国調査の結

徐々に世代を移行していくために結果

おいては経済活動年齢にある構成員が

また、多世帯が同居する拡大家族に
果に基づき、他の発表者から発表が

ズムが働いていることを指摘。核家族

として、所得と支出の安定化のメカニ
化、コミュニティーの崩壊が都市人口

あった。その中で、伝統的規範の変

ならないと指摘した。

態の変化を十分に考慮に入れなければ

黒田俊夫・日本大学人口研究所名誉

「変動する現代家族の国際比較研究」の部会

果たして西欧型の「権利」概念がど

人口密度が高くなってきた社会

坂本百大

ｌ人間・科学・環境そして食料Ｉ

所名誉所長

その後、各パネラーによる発表が行

中国華東師範大学教授

・－－－－－－－－－－－－－１パネルディスカッションーーーーーーーーーーーーーー。

黒田俊夫

地球型社会の形成を目指して

米国東西センター

このパ、ネルディスカッションでは、

Ｌｅｅ－ｊｔｚｙＣ/ｔｏ

われ、人口の爆発が環境に与える影
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ミシガン大学教授
で響

､Ｉ

<座長〉

ロカリフォルニア大学教授・でｇ｜

の村の調査から制度的金融以外の「結」

浩昭・日本大学教授が家族の機能とし

た、同著の中に日本・中国の農業が地

「講」の果たす役割について言及。村の

化に伴って、所得と支出の変動が激し

く口且の「三のの『「アジアの農民－経

日本大学農獣医学部国際地域研究所

力の維持を図りながらなされ、永続的

共済組織についてコミュニティーデベ

ての情緒的互酬性を強調した。

一○周年記念国際シンポジウムとして

な農業形態をとっていることがすでに

ロップメントの観点から論及した。

くなっていると報告した。また、清水

済的視点から」

開かれ、四講演とパネルディスカッ

分析されていることを指摘し、水田を中

勺：」ご目旦の甸三の①同教授は、台湾

ションが行われた。それぞれの講演者

パネルディスカッションは、まず各

パネル・ディスカッション

心とした東アジア農業が持続可能な農業
であったということを思い起こさせた。

と演題、要約は以下の通りである。

Ｈベトナムカントー大学副学長・

民の教育などのグリーンレボリュー

は種子の管理、肥料、水の管理及び農

今後の食料供給は、二○二○年まで

生産」

トグリーンレボリューションの食料

という視点から、人口が恐らく一○○

陽エネルギーを固定化する営みである

エネルギーシステムに言及。農業が太

ら、太陽エネルギーから、地球全体の

内嶋善兵衛教授は気象学の立場か

「環境劣化・異常気象と農業」

テム、側貧富格差、⑤先進・途上国間

域）、③人間・生物・環境の共生シス

続的水田農業とアジアの発展（湿潤地

理事が、Ⅲ世界人口と穀物生産、②持

で国際開発センターの高瀬国雄・研究

た。このパネルディスカッションの中

ア、中国の専門家から発表が行われ

国の事情についてタイ、インドネシ

ションでとられた方法を完全な形で実

億人程度で限界にくること、しかも一

の貧富格差について述べ、人間生活と

ロ宮崎公立大学教授・内嶋善兵衛

施することで達成することができる。

○○億人という人口は瞬間的にしか維

く。「○コ・×５コ博士による「ポス

そのための人間資源開発が最重要課題

環境保全を両立させる構想について発

その後、討議が行われ、二○二○年

持できないと予測を発表した。しか

するだけでなく、他の生物種を圧迫

以降の現在の技術を改善することで食

である。

ロ日本大学教授。陳仁端「「・ェ．六三①

し、生物多様性を脅かすことになると

料増産に対応できなくなる時代につい

表した。

著麺東亜四千年の農民」をめぐって

指摘した。

も、増加する人口は、単に環境を破壊

陳仁端教授は一九二年に発行され
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財団事務所が移転しました

ても今から考える必要があると、まと

〒160東京都新宿区新宿１－５－１コリン ズ３ピル
３階に移りました。

電話番号は03-3358－2211（大代表）
ＦＡＸは03-3358-2233です。

地下鉄丸の内線･新宿御苑前駅下車（大木戸 門方面出
口）徒歩1分、新宿御苑に隣接した閑静な場所 です。

１１１１１１１１１ｌｉ１ＩＩＩｌＩＩ１１Ｉ１１ＩＩ１ＩｌＩｊ

‐一

【砿ｋＨＨｌ＊fｒ

められた。

－ＡＰＤＡ賛助ｈ会員■』。一
！ご入会のお願い！一

一います。一几九一一一年の仙界人口は八ｈ億人、一九九八年には六○億人を超えると搬汁一

一人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の股も重要な課題となって一

一されております恩アジアの人側はこの急期する世界人側のルハ○％を川めております：一

一世界人口の大半を占めるアジア人川の行〃江人鰄生存のカギ録侭『ている’一

一人口の轍加は、あらゆる社会・綴済問題に深刻な影郷を及ぼします。

一といっても遇（川ではありません⑪

一いま、世界各地で叫ばれている”琿境間題織も、人口の輔加が大きな根本原因な―

―のです。人口噌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嫌な一
一どは森林破壊をもたらし．一〃では急速な工業化は大筑汚染や水税汚濁など多くの一
一砿業公土凹を引き起こし、地球蝋境の懇化は、もうこれ以上放祇できないギリギリの一

一ところにきています。また、人口問題では燵発的に人口の噌加を続ける地域と、日一
一本などのように、これ以上子供が欲しくないという夫婦かふえている地域、この二一

一とかもたらす商船化現祭に伴う労働力不足や柵祉側の幼人など．さまざまな爪人な一
一社会・維済問題も発生しています。

―これらの根源は、すべて”人口“問題に帰結されます。

一ＡＰＤＡ（アブダ）は、、災及び川際機関の協力を御て、これらの問題を打効に一

一解決する方輔をさぐり協綱するためＨ夜、典剣に努刀を続けています。

刀

一願いいたします．

餌：翻

一何孕、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊い一）協力を心からぉ一
会1-1③

（楠本修・ＡＰＤＡ調査研究員）

財団法人アジア人口・開発協会は、４月 １日から

中山正暉総務庁長官は二十二日

より日本の人口はパキスタンを下

化社会の到来を示している。これに

出生率の低下に伴う本格的な高齢

下図表の格差は、
小数点以下第三

位を四捨五入

６２８４０９

八千五百四人（男性六千百五十七

万世帯、七・四％の増加となっ

万世帯。前回と比べると、三百四

ての都道府県で増え、四千四百七

なり鈍化した。

など、首都圏での人口の伸びがか

％）の増加率にそれぞれとどまる

％）、千葉県が四・四％（同七・九

しかし、増加率は一・六％と戦

三千人減をはじめ十三都県で人口

都道府県別では、東京都の八万

少幅では神戸市が最大の五万三千

一人（○・一％）の減。地域別の減
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参院選挙区別
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京阪葉道川
海奈
東大千北神

議員一人当たり人口を比較する

れたが、国政選挙の選挙区ごとの

の速報値の内容が二十二日公表さ

九五年国勢調査（十月実施）人口

なった。

男性の割合が最も少ない結果と

期を除くと、’九五五年以降では

の影響が大きく表れた戦後の一時

性九六・二人の割合となり、戦争

このほか、女性百人に対して男

人（三・六％）。

格差

りの人ロ

に功うすふぉｌらむ

の閣議で、今年十月一日に全国一

囮総人即窪一窪軍議Ｍ％

斉に実施した国勢調査の速報値を

万五千五百七十人、女性六千三百

た。一世帯当たりの人数は二・八

％）、埼玉県が五・五％（同九・二

神奈川県三・三％（前回は七・四

九十九万二千九百三十四人）で、

五人となり、調査開始以来、初め

速報値によると、世帯数はすべ

回り、国連推計で八番目となった。

前回の一九九○年調査と比べて百

後最低だった前回（二・｜％）をさ

が減少。減ってはいないものの、

じ、前回調査と比べて三千百四十

響で、兵庫県が増加から減少に転

さらに、一月の阪神大震災の影

九十五万七千三百三十七人増え

て三人を割り込んだ。

らに下回り、四回連続でダウン。

格差

－人当た
りの人口

選挙
区名

－人当た

選挙
区名

＜少ない選挙区＞

＜多い選挙区＞

格差

人口

選挙区名

格差

人□

選挙区名

＜少ない選挙区＞
＜多い選挙区＞

た。

の総人口は一億二千五百五十六万

報告した。それによると、わが国

議員１人当たり人口と格差上位、下位各５位
衆院選挙区別

Ⅳ

こゅうすち､お－らむ

九選挙区で格差が二倍超に達して

また、三百小選挙区のうち五十

本社集計でわかった。

が二・三○九倍（神奈川十四区ｌ島
いた。

と、衆院小選挙区の最大人口格差
根三区間）に拡大していることが
衆院の格差は現行の区割り作成
に用いた九○年国勢調査人口で

は、二・一三七倍（北海道八区Ｉ島
根三区間）だったが、一一一月三十一

日現在の住民基本台帳人口で二・
二五六倍に拡大、さらに今回、差

急増しており、画定審や国会の今

の調査でも格差二倍超の選挙区が

三重間で「逆転現象」が生じた。

取間）となった。また、鹿児島－

人口格差が四・七八六倍（東京ｌ鳥

夕刊一九九五・’二・’’’一）

（読売新聞・

後の対応が注目される。

昨年六月に改選数で「四増四減」
の定数是正を行った参院は、最大

多様な豊かざを求めて

破局と持続のシナリオ

に追い込む。｜生物種が何億年に

が広がったといえる。また、他県

もわたって蓄積された資産を食い

のだ。

とは、地球史でも空前の激変期な

つぶそうとしている。二十世紀末

この地球。銀河系の片隅にあ

四十六億年前に誕生。やがて海

る、ごくありふれた恒星の第三惑

ができ、十億年ほどたって生命が

より人口が多いのに配分された議

議席）－大分・山形（いずれも四議

席数（小選挙区数）が少ない「逆転

席）のほか千葉（十二議席）ｌ北海

生活が危機に直結

産業技術のおかげで豊かになっ

発生する。太陽の光を利用する海

た私たちの生活が、地球全体に影

洋生物が酸素を吐き出し、酸素が
大気中に蓄積される。いまから四

の調査は衆院に小選挙区比例代表

億年ほど前にオゾン層が形成され
は、小選挙区の区割りについて、

て、陸に海に、多様な生物が栄え

響を及ぼすようになった。おせち

ちだ。そこへ最後に登場した「人

つ「生物圏」を宿した惑星の生い立

その養殖のために熱帯のマング

ンドの経済が潤っている半面で、

は輸入ものだ。インドネシアやイ

に依存している。エビの九割まで

料理をみても、材料の多くは海外

いる。区割りの改定は、原則とし

して合理的に行うことを明記して

類」が、農業や工業の技術を身に

これが、太陽系のなかでただ一

る舞台が整った。

て今回の簡易調査ではなく、十年

明かりや冷暖一房のために燃やす

を忘れてはならない。

ローブ林などが失われてゆくこと

え、オゾン層を壊し、生物を絶滅

その結果、大気の組成まで変

着けて、はびこった。

は二○○○年）の結果を踏まえて

ごとの大規模国勢調査結果（次回

し、これに行政区画や地勢を考慮

最大人口格差「二倍未満」を基本と

衆院選挙区画定審議会設置法

並立制が導入されて初めて。

道（十三議席）で生じていた。今回

星である。

社説

現象」が、沖縄・滋賀（いずれも三

画窪矼

事前の都道府県発表をもとにした

●総人ロ’億二五五七万人…刺

●地球の破局と持続の脚本…だ
●中国・食粗不足起きない…刀

●製紙業界の海外事惰………ね

●コメ豊作で食粗自給率ｗ…ね
●エイズ対策支援（ＯＤＡ）…ね
●ＯＤＡにＮＧＯ初活用……卯

●バンコク・渋滞解消へ……即
●中国の人口十三億人に……別

●インド新巨大市場の出現…別

●食粗自給、農地３倍必要…顕
●フィリピン農業不振………躯
●中国・如万胸の耕地消滅…醜

●日本の技術で温暖化防止…鯛
●日本のＯＤＡを評価………Ｍ
●ＡＰＤＡ主催マニラ会磯…別

見直すとしている。しかし、今回
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も化

化石燃料から出る二酸化炭素の温
温暖化、酸性雨、砂漠化、土壌

多元方程式を解く

ローマで開かれた「気候変動に関

室効果が気候を狂わす。先月、

生物圏の持続シナリオにつながる
以外にない。たとえば、こんな提

方程式をひとつずつ見つけてゆく
案がある。

私たちは「地球人」と「多様性」とい

地球環境問題には、「グローバ

う、二つの視点を提唱したい。

ル（全地球的）」な取り組みが要る

と強調される。しかし、先進国も

流出、熱帯林消滅、生物絶滅、海

途上国も国益にとらわれている現

する政府間パネル」（ＩＰＣＣ）

〈廃棄物ゼロ〉ビールエ場と養

機、人口爆発、貧困……。

洋汚染、廃棄物、エネルギー危

殖場を組み合わせるような、廃棄

は、十九世紀末いらいの地球温暖
とを確認した。

状では、真の解決は難しい。

化に人間活動がかかわっているこ

ステムの構築（国連大学のプロ

物を原料として再利用する産業シ

い。宇宙から地球を眺める視点に

優先しなければ、地球に未来はな

国家の壁を超えて、「地球益」を

地球が抱える問題群は、複雑に

〈世界立自然公園〉生物の多様

ジェクト）

からまっている。あちらを立てれ
ば、こちらが立たず。地球の多元

冷蔵庫やエアコンに使われたフ
方程式を解くのは至難の業であ

立ちながら、地域社会に根差して

ロンは、いま全廃したとしても、

地球を守る。そんな「地球人」に脱

すでに放出された分が、オゾン層

買い上げて、どこの国にも属さな

性を守るために、熱帯雨林などを

皮していこうではないか。

いう予測がある（図）。しかし、な

ク〉公海上に太陽・風力・温度

〈洋上再生可能エネルギーパー

する。地球益にかなう行いをした

ＧＯ）や地方自治体の活動に期待

早く工業生産活動を抑えて、投

い国際公共財とする（小林光・環

る。未知数の数が多すぎるのだ。

境庁環境保全対策課長）

お経済成長を志向する世界では、

個人や企業が報いられるような社

資源の消費や、地球規模の環境

けてゆけば、破局は避けられると

資を汚染防止や省資源化に振り向

を破壊し続ける。

汚染のうえに成り立っている「豊
て、人口が百億に達したら、どう

差を組み合わせた国際発電所を設

芽を出し始めた非政府組織（Ｎ

かさ」を発展途上国も追い求め

なるか。現在の延長線上には、破

この選択も決して容易ではない。

ルギー需要が賄える（堀米孝・日

物圏の多様性を保つと同時に、人

んできた、生命の本質である。生

「多様性」は、地球が長年はぐく

本クリーンエネルギー総合研究所

て、いまの国家主権体制や産業形

ような構想にすぎない。はたし

多様な生活様式や人生観に沿った

界が均質になっては面白くない。

合わせる必要があるだろうが、世

い。地球人は、問題解決に歩調を

間界の文化の多様性も大切にした

態のなかで、実現が可能なことな

探られているが、豊かさの先取り

いまは、先進国主導の解決策が

解法を求めたいと思う。

地球方程式を解くかぎとして、

を根本的に問い直す必要がある。

のかどうか。人間と地球との関係

いずれもまだ初夢に毛の生えた

理事長）

面で、二○二○年の世界の総エネ

局のシナリオしか描けないように

１９００年１９５０２０００２０５０２１００

会をつくる必要もあろう。

戸..．

上屋,'熟

1900年１９５０２０００２０５０２１００

多い◆ＩＩＩＩＩＩ↓少ないｌ多い十ＩＩＩＩＩＩ＋少ない

国立環境研究所による予測シナリオ。
無策だと、世界は２１世紀半ばに破局を
迎える(上)。早めに環境対策に力を移
すと、安定した世界が望める(下）

置。日本の面積の三倍ていどの海
￣

有限の地球システムのなかで、

思われる。

､

富
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に対する途上国の反発は強い。先
ともに考えたい。ご意見を歓迎し

提言を掲げて、読者のみなさんと

（朝日新聞一九九六二・八）

ます。

一方、二○三○年の人口を最高

十六億人と予想すると、食糧需要

は七億二千万少になる。結局、二

○三○年には最大で九千四百万少

足りないという数字だ。私の予測

は今後の中国の農業政策に生かさ

れるだろう。

ｌ篭が減り、食糧が足りな

くなることを中国も認めるのか。
数字は根拠がない。彼は中国の潜

はこんな不足は出ない。次のよう

最も悲観的なシナリオで、実際に

馬氏強調したいのは、今のは
在的な生産力を低く見すぎてい

国家計画委経済研究所副所長・馬暁河氏に聞く

函食臘が評辨態融馴も卯％

進地球人は、物質的な豊かさを分
かち与える一方で、ゆったりした
人生の楽しみ方を学びとりたいも
のだ。ほんとうに豊かな地球文明
を求めて。

「地球学」の構築を
これから、地球を救う行動を起
こしていくにも、人間・地球シス

中国の将来の食樋事情につ

テムに関する基礎研究がまだまだ

不足している。自然科学と人文・

な農業政策を実行すれば増産は可

能だ。①二毛作、三毛作などで土

る。

ｌあなたの分析は．

いて中国側はどうみている

地の使用率をもっと高める②かん

か。食糎需給研究の第一人者

馬氏私はいくつかの仮定を設

築が必要だ。環境庁が構想してい

である国家計画委員会経済研

社会科学が融合した「地球学」の構
る「地球環境戦略研究機関」がその

へ引き上げる③農業技術の貢献度

をアップさせる④全農地の六割以

がい面積を今の五一％から七○％

上ある生産性の低い土地を改良

けて予測をした。生産面での仮定

食糧生産（単収）が二○三○年まで

し、生産性を高めるｌなどだ．

は二つ。｜つは単位面積当たりの

年一％で増えるという仮定。これ

中国には三江平原など、農地と

た。（外信部・瀬川至朗）

までは二・四％（一九四九’九四

して開発できる土地が三千四百万

究所の馬暁河副所長に聞い

Ｉ米ワールドウオッチ研究所

年）で増産してきたが、このス

ような国際研究所になることを望

のレスター・ブラウン所長が、将

ピードを維持するのは難しいと考

みたい。この研究組織には、まだ

地球は、自らを滅ぼしかねない

と予測しているが。

来、中国の食樋が大幅に不足する

この世にいない次世代の声を代弁

脳をもった生物を進化させてし

私たちは、問題提起だけではな

る。

た。地球にはまだ希望が残ってい

わが・身の破滅にやっと気がつい

三○年に中国の食糎が三億八千万

基に個人的な分析を試みた。二○

究した。私も十五年の農業研究を

何人も将来の食糧需給について研

九四年秋）以来、中国の研究者が

馬氏ブラウン氏の指摘二九

少が六億二千六百万少になる。

年の食糧生産は現在の四億五千万

仮定だ。この計算だと、二○三○

ち六百七十万秒が消える、という

年までに現在の九千五百万鯵のう

伴って農地面積が減り、二○三○

えた。もう一つは、経済発展に

が堅持してきた食糧自給の方針は。

を養うのか」と警告した。中国政府

ｌブラウン氏は『だれが中鬮

の減少分を補って余りがある。

かある。何割か開発すれば、農地

する機構を組み込むべきだろう。

まった。だが、その脳は、あすの

く、解答を模索しながら、「地球

少も不足するというブラウン氏の

年に中国の食糧が不足し、外国か

馬氏私の考えでは、二○三○

開してゆく。できるだけ具体的な

人の世紀へ」の社説シリーズを展

7７

いと思う。しかし、九○％以上の

らある程度輸入するのは間違いな
自給率を維持し、ブラウン氏が指
摘する厳しい状況にはならない。

補うことはあっても、外国に食糧
を依存することはない。

（毎日新聞一九九六・｜・二五）

■製紙業界、（海庁外生・産の動■き」

「タイの紙需要
は今後、年率一二
’’四％で増え続
け、五、六年で倍

に膨らむ。新工場
を建てるにもタイ

では木材が調達し
にくく、東南アジ
アで多国籍化して

同社のチャイサク副社長。フィリ

で、企業は木材調達に走り回って

できる場所が明示されていないの

てる政策も出されているが、伐採

いくしかない」と

九九九年から年三十五万少のパル

ピン、マレーシアでも工場建設の

タイ森林面積五。年で一一一分の一

かつて「森の国」といわれたタイ

計画を練っている。

函

で、森林の枯渇が深刻化してい

ンドネシアなどでの販売を計画し

プを生産し、タイへの逆輸入やイ

原木を大量輸入し、「森林破壊」の

東南アジアではかって、日本が

％台に減った。農民は森林を伐採

上あったが、八○年代後半に二○

林の比率が五十年前には六○％以

林を進めているが、「紙需要の急

上の苗木を農家に無料で配り、植

つかず、木材を求めて海外進出に

と、天然林の伐採ではないことを

国有林の禁伐令が出されたが、政

かり通っていたためだ。八九年に

契約先を開拓する動きもある。

多様化させ、ラオスにまで植林の

し。中には、原料をタケ材などへ

サイアム社は、年間一千万本以

批判を浴びた。そうした事情もあ

かかる」（チャイサク副社長）見通

増に追いつくにはあと四、五年は

いるのが実情だ。

産業は原料の木材不足に直面し始

いたうえ、乱開発や違法伐採がま

して農地にすることが認められて

タイでは、国土面積に占める森

めている。製紙会社も自前で農家

ラが持つ植林地から調達する」

り、サイアム社は「木材はアスト

ている。

に苗木を提供して植林に力を入れ

踏み切るケースも出てきた。（バ

治家までからんだ違法伐採事件は
が、海外進出はサイアム社が初め

ではインドネシアに次ぐ規模だ

いる。日本も国際協力事業団（Ｊ

させる目標を立てて植林を進めて

タイの製紙業界は、東南アジア

タイ最大の製紙メーカー、サイ

て。同社の現在のパルプの生産能

ンコクⅡ竹内幸史）
アム・パルプ＆ペーパー（本社・

力は十三万少で、実際には約三十

アストラ・グループと合弁で約五

への進出を決めた。同国の財閥、

いる。

分は輸入パルプや再生紙に頼って

万少のパルプが必要なため、不足

業目的の森林に国土の一五％をあ

を育てる協力活動を展開中だ。商

ＩＣＡ）がタイの東北地方で苗木

政府は、森林率を四○％に回復

後を絶たない。

シアのカリマンタン（ボルネオ島）

バンコク）は一月初め、インドネ

億二千万㎡かけて工場を建設。一

（朝日新聞一九九六・｜・二五）

強調している。

復の歩みは遅い。このため、製紙

ているが、急増する紙需要に追い

大規模な植林を進めているが、回

る。政府は国有林の伐採を禁じ、

国際協力事業団(ＪｌＣＡ)が進める
タイの植林活動。年間五百万本の苗
木を農民らに配り、生育方法を指導
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國食料鵯僻感縦銅
⑪、

》』

ＱＬＳ

給率を保っているコメの作柄に

自給率は唯一、一○○％前後の自

が主因だった。単年度ごとの食料

府組織（ＮＧＯ）の活動などを助け

などに専門家を派遣、地元の非政

いく。まずフィリピンやエジプト

に重点を移し、対象国を増やして

低だった前年度の三七％から一挙

リーベース）が四六％と、過去最
から八六％に、果実が五三％から

自給率は、野菜が前年度の八八％

ただ、コメ以外の主要農産物の

％増の四十二・八キロにそれぞれ増

％増の三十三・一キロ、果実は八・九

した。これに対し、小麦は二・八

年度より四・二％、二・九キロも減少

産米不足や猛暑の影響もあって前

年間消費量は六十六・三キロで、国

門を助けて、検査に必要な機材を

省が新設するエイズ検査・研究部

約三十人の専門家を派遣し、保健

る。フィリピンには今後五年間で

（ＪＩＣＡ）の技術協力が柱にな

新たな援助は国際協力事業団

る。

よって左右されるのが現状だ。

に九ポイントも上昇したことが二

四七％に、肉類が六四％から六○

一方、コメの国民一人当たりの

十五日、農水省のまとめで分かっ

％になるなど、軒並み低下した。

贈るとともに、地方の病院や保健

一一一一％から一一一三％に上昇した。

た。九四年は前年のコメ大凶作が

所で十分な検査や治療・予防がで

した研修会も開き、五年間で二百

ＮＧＯや医師、看護婦を対象に

きるよう指導する。

となった。

（読売新聞一九九六・｜・二六）

加。肉類も二・一一一％増の三十・六キロ

るなどの食生活の変化③九四年は

コメ需要が減り肉類の消費が増え

の割合）が前年度の七五％から一

猛暑や作付面積減の影響で野菜や

①円高に伴う輸入農産物の増加②

二○％に高まったためで、自給率

稟実の生産量が減ったｌ較ど

一転して大豊作となり、コメの自

が前年より上向いたのは八四年度

五十人のエイズ対策専門家を養成

する予定だ。タイでも新たな五カ

開発をめざす。

年計画をスタートさせ、ワクチン

アフリカでは、周辺国のエイズ

叩ている。自給率が前年

いるアジア・アフリカ諸国を中心

て、エイズ感染が急速に広がって

政府は途上国援助（ＯＤＡ）とし

以降はパラグアイやブラジル、ザ

カ年協力をスタートさせる。来年

を拠点に、ケニアとガーナへの五

対策を支援し始めているエジプト

８イント増の五一一一％と

弱を上回ったのは、｜ポ

（朝日新聞一九九六・一・二六）

ンビア、タンザニア、カンボジ

０

８なった八四年度以来だ

５

》仙泳朧伽州舳印西氾訶
から一○八に転じたの

が、今年から二国間での五年協力

に予防対策の支援に本格的に取り

専門家派遣

ア、ラオスなども対象にする見通

ＯＤＡで

しだ。

対策支援へ

組む方針を決めた。これまでは国

国圃

際機関を通した援助が中心だった

１

蛇のペースで下がり続け

蝿十年間は毎年ほぼ一％

餌保っていたが、この三

○年代まで七○％台を

力ロリ１ベースの自給率は、六

が要因だ。

給率（需要量に対する国内生産量

九四年度の食料自給率（カロ

り

以来、十年ぶり。食用と飼料用を

印加扣

7１

合わせた穀物自給率も、前年度の

印％
１

1００

ＯＤＡにＮＧＯ刀初活｝用
ザンビアへ曰医師・看護婦

混乱期に行われた消毒、検査、治

実を目指す。日本で戦後間もない

と１．事業団では、ルワンダやネ

を、根付かせたいという。

療までの一貫した保健所システム

住民の生活の場に入っていかない

ＭＤＡに白羽の矢を立てた。ＡＭＤ

また、飲み水管理など衛生意識

パールでの医療活動に実績があるＡ

の改善にあたるｃ現地で人気のあ

番の娯楽である芝居を通じて水の

Ａは一九八四年につくられ、現在で

ＡＭＤＡはザンビアへ常時、

簡易かまどを普及させるという。

煮沸消毒を呼びかけ、居住区には

は医師三百人に看護婦など総勢千人

二、三人の医師や看護婦を派遣

る旅役者に一役買ってもらい、一

し、現地の医師と一緒に、ルサカ

ほどが参加している。

死亡率が高いアフリカのザンビア

市や近郊にある二十二か所のヘル

が起用されることになった。乳児
へ「アジア医師連絡協議会」（ＡＭ

年計画の中核に位置付けている。ア

は計画を今年十月からの第八次五カ

タープランにもとづく事業で、政府

力事業団（ＪＩＣＡ）が作成したマス

タイ政府の依頼で日本の国際協

問題を解決する狙いだ。

（読売新聞一九九六・｜・二七）

ＤＡ・岡山市）が派遣され、五年

スセンターとよばれる診療所の充

く。ＯＤＡというと、これまで援
助する方もされる方も政府機関が
前面にでていたが、プロジェクト

「顔」の見える援助になりそうだ。

をＮＧＯが仕切ることによって
「プライマリー・ヘルス・ケア」

ジアでは一極集中に伴っ都市問題が

機運がある。投資額は鉄道整備だけ

べて異常に高い。衛生環境も劣悪

で約百五十億バーッニバーッⅡ約

で、これらが子供たちを直撃して

タイ政府は二○’○年をめど

四円）に達する見込み。

ＮＧＯ派遣を決めたのは、ＯＤＡ

に、バンコクを中心とした大規模

と名付けられたこの援助に対して

鉄道網を敷設するとともに、同市

道などが整備されないまま無秩序

深刻で、日本の経験を生かそうとの
や感染症対策のため、一九八○年

中心部と鉄道でつながる人口百七

な開発が進み、市内の交通渋滞は

国際協力事業団でも、小児医療

から同国唯一の高度医療機関であ

十万の新都市を郊外に建設する。

「世界最悪」と言われる。九五年夏

いるという。

日に首都ルサカ市入りに向けて、

るザンビア大学医学部に医療機器

日本の多摩ニュータウンや港北

にプミポン国王が政府を非難する

の窓口となっている国際協力事業

菅波茂代表を団長に十人の事前調

や医師を送り込んだりしてきた。

ニュータウンをモデルに、交通渋

団。すでにＡＭＤＡでは二月十六

ザンビアは人口八百六十万人。

査団を組んだ。

しかし、住民は風邪やけがといっ

滞をはじめとするバンコクの都市

バンコクでは地下鉄や郊外型鉄

子供たちが五歳までに死亡する割

た簡単な治療でも訪れ、病院の機

日本を参考に
能は滞りがち。

解消へ新都市

る。欧米諸国が五－十人なのに比

バンコク･渋滞

合は千人当たり百九十一人に達す

図籔

にわたり衛生環境の向上に汗をか

に、初めて民間活動団体（ＮＧＯ）

政府開発援助（ＯＤＡ）の活動

睦函
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当局説明､１年足
らずで１億人増？

など、社会に危機感が高まりつつ
ある。

13億人

（バンコクⅡ飯野克彦）

では従来の面目を一新する新たな

国防、外交担当者による安保対話

五日に北京で開かれた日中両国の

した。九五年度は、マンモハン・

から九四年度には七・四％に上昇

業成長率は、九三年度の四・一％

な回復・拡大過程に突入した。工

工業部門は九四年度から本格的

たのが、外貨準備高の激減であっ

危機が最も先鋭化した形で表れ

・三％、一一一・一一一％、卸売物価上昇率

赤字の対ＧＤＰ比率はそれぞれ八

九○年度の財政赤字、経常収支

あった。

の場で出た。日本側出席者による

（金を除く）が年間輸入額の二週間

た。九一年四月には、外貨準備高

事態が進行しつつある。

と、中国の当局者が「十三億にな

１一二％に上ると予測している。

シン蔵相が九五年十一月に、一○

（日本経済新聞一九九六・｜・三○）

んなんとする人口を有する中国の

のためにも重要だ」と数回、強調

には六・二％に上昇した。購買力

九一一一年度の四・三％から九四年度

国内総生産（ＧＤＰ）成長率も、

にまで追い詰められた。

み、デフォルト（債務不履行）寸前

分にすぎない十二億げまで落ち込

も一三・六％まで上昇した。

経済発展は、アジアの平和と安定

口十三億人を初めて公式に認め

したという。外務省も「中国が人

中国政府は昨年二月、北京で開

位。日本の約四○％に相当する。

ツ、フランスに次いで世界第六

年）は、米国、日本、中国、ドイ

するための安定化政策をパッケー

さらにマクロ経済的不均衡を是正

由化を推進するための構造改革、

九一年七月、ラオ政権は経済自

いた人口大会で「人口十二億人」と

平価で見たインドのＧＤＰ（九三

発表している。一年もたたずに、

た」と受け止めている。

いたことが三十一日分かった。中

日本との公式協議の場で説明して

国の人口は昨年二月、公式には十

ジとする、「新経済政策」を打ち出

した。

安定化政策の実を上げるべく、

二年間は、財政支出の抑制、物品

少なくとも九一’九二年度の当初

税の引き上げなど需要抑制に力点

〔マクロ経済的不均衡の是正〕
でにラジブ・ガンジー政権の時代

工業成長も低迷を余儀なくされた

が置かれていた。それに伴って、

八九年末のラジブ退陣に伴う政

から徐々に進行していた。

マクロ経済的不均衡の拡大は、す

を告げている。

アにおける新たな巨大市場の出現

近年の力強い経済成長は、アジ

一億人増えたことになる。

（朝日新聞一九九六・二・｜）

ゴ’

の出，現

政権の誕生前夜には、インドのマ

比率はそれぞれ五・七％、一・八％

政赤字、経常収支赤字の対ＧＤＰ

定化政策の結果、九二年度には財

〔メドがついた安定化政策〕安

のである。

クロ経済的不均衡はもはや一刻の

ソ連崩壊の影響が重なって、ラオ
しかし、九一年六月にナラシマ

猶予も許されない危機的状況に

局の混迷、さらには湾岸危機、旧

・ラオ政権が誕生し、「新経済政

”停滞〃”閉鎖性“といったマイナ

が長期的に鈍化し、世界経済に占

策」が定着するに及んで、インド

スのイメージが先行していた。

ため、インド経済といえばとかく

○年代中ごろから工業生産の成長

二○％超える工業成長率〕六

新たな巨

成長軌道に乗る

中国側の「十三億人発言」は、十

二億人と発表されていた。

そんな事実を中国の外交当局が、

「中国の人口は十三億人』ｌ

中国の人ロ

める比重も低下の一途をたどった
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に、卸売物価上昇率は七・○％に

当初のマクロ経済的目標値が達

低下した。

つによる不作でコメ不足が深刻化

バスチャン農業相。昨年、かんば

今月初めに更迭されたのは、セ

％、九四年（四’十月）に資本財産

し、その責任で国家食糧庁長官が

費財産業（耐久消費財）が一五・二

業が二一・七％、消費財産業（非耐

更迭されたのに続く措置だ。一月

進、工業部門の近代化と効率性向
下げを通じて需要喚起が図られ

上を図るとともに、物品税の引き

長率を記録した。

久消費財）が八・六％という高い成

糖の国内市場への横流し事件の責

穀物生産や外資流入の順調な拡

た。

（このシリーズは、小島真千葉商

任を間われ更迭された。

で、九三年度から政府は安定化政

成されつつあるという見通しの下
大にも恵まれ、工業成長率は九二

科大教授と佐藤宏アジア経済研究

果が出た。他国の広大な農地に依

を基に試算したところ、こんな結

が食糧輸入と国内農業生産の統計

倍程度で推移していたが、その後

八○年代半ばまでは国内の一一・三

農地と一肩を並べた。七○年代から

輸入増などで六三年に初めて国内

「輸入農地」面積は、飼料穀物の

糖なども大量に輸入せざるを得な

年、緊急輸入したコメに続き、砂

ち込みが深刻になっている。昨

いたフィリピンで、農業生産の落

かって大量の農産品を輸出して

。□｛ロ

（朝日新聞一九九六・二・’’’一）

（マニラⅡ竹内幸史）

人手不足ｌ葱どがある。

ない③工場の求人増による農村の

肥料などが買えず生産性が向上し

を受けやすい②農家の資金不足で

水設備の未整備で天候不順の影響

業低迷の原因には①かんがいや排

国際稲研究所などによると、農

万－四十万少の輸入を進めている。

りの低水準で、昨年後半から三十

する計画だ。砂糖の生産も七年ぶ

今年も春までに約五十万少を輸入

コメは昨年三十万少強を輸入、

が、同庁職員のからんだ輸出用砂

年度の一一・三％から九三年度四・｜

所地域研究部長が執筆します）

末には砂糖管理庁のガンポア長官

％、九四年度には七・四％へと上

インド研究会

の加速に向けアクセルを踏むとい

策の継続を図りっっも、工業成長

昇した。

（日本経済新聞一九九六・二・二）

う、積極的な経済刺激策の採用に
部門別に見ると、九三年度に消

を超えた。

踏み切った。
具体的には、輸入自由化を促

試算は、食糧輸入は農地を間接
考え方に基づき、穀物・野菜・肉
などの輸入量と同じ量を国内で生

産したらどれだけの土地が必要か
みると、トウモロコシが四百五十

と、いずれも九州全域なみの面積

（朝日新聞一九九六・二・二）

を計算した。一九九三年について

食樋をすべて自給するなら、現

になった。総計は国内農地の三・

五万粉、大豆が四百三十七万沙

在の農地の三倍以上、国土全体の

存して豊かな食生活を楽しんでい

い苦境にある。責任を問われ、こ

している。

は円高や牛肉輸入の自由化などで

コメに続き
砂糖も輸入

る日本の姿を、改めて浮き彫りに

フイワピン
農〕業.不振

のほど農業相らが更迭された。

要になるｌ・東海銀行調査部

三倍の千四百三十万鯵。

大i豆生産に

三八％に相当する土地が新たに必

自給には、
農地3倍が必要

急速に拡大、九三年に初めて三倍

塵=函

的に輸入しているのと同じという

九州分の'面積

雇ﾖ函
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会合で、地球環境の再生に有望な

条約」にもとづく環境技術分野の

パリで開かれた「気候変動枠組み

中国の耕地減少は五七年からの

だけで一○万紗に上るという。
二○年間で計一二○○万鯵に上

選ばれたからだ。プロジェクトの
推進にあたっている通産省は、各

技術と認められ、日本が先導役に

国と人材や資金面での協力体制を

り、七八年以後は毎年約三一一万鯵

ると、九四年の耕地面積は九四九

が消えている。中国統計年鑑によ

○万鯵。

億人。中国の人口は現在一二億人

現存の耕地で養える人口は約一四

地球温暖化防止に向けては、一

め、そこへ空気と鏡で集めた光を

活発に行う細菌や藻をタンクに詰

つくるための行動計画の策定に

【北京二七日共同】中国紙「中国

九九二年に採択された気候変動枠

送り込み、二酸化炭素を消費さ

専門家たちの試算では、中国の

社会報」がこのほど報じたところ

とされ、｜応、耕地は十分に見え

せ、酸素や有機物を作り出すシス

約六○○万人分の食糧が失われ

倉地帯で今や経済発展した沿海地

耕地を持っていない。かっての穀

かし、各国とも実現は困難な情勢

準に抑えることになっている。し

する高い効率の光合成を達成し

に比べ、十倍の二酸化炭素を消費

同じ強さの光を当てた場合、森林

テムを開発した。この方法だと、

入った。

によると、’九九四年に中国では

二酸化炭素排出量を、九○年の水

組み条約にもとづき、九九年末の

たことを意味し、将来の食糧自給

のため、通産省は、すでに排出さ

た。生成される有機物は、油やた

れた二酸化炭素を技術的な方法で
減らそうと取り組んでいる。実用

んぱく質、でんぷんなどで、肥料

域でも、住民一○○人当たりの耕
まったという。

や燃料などに利用できるという。

（毎日新聞一九九六・二・’一八）

同省としては、ＲＩＴＥに各国

て共同研究を推進する考え。現在

から優秀な人材を派遣してもらっ
計画によると、京都府木津町に

め、プロジェクトの実用化に弾み

は年間約五十億円かかっている研

地球の環境を改善させられる。

したりするペースを遅くしても、

り軽くすんだり、生活の質を落と

地面積は四鯵足らずになってし

国家土地管理局は、生産施設や
家屋の建設、自然災害などによる

に挙げた。ごみ処理用地への転用

土地荒廃を現在の耕地減少の原因

日本の技術が温暖化防止

をつける方針だ。すでに、オラン

究開発費に各国から資金援助を求
○年に設立された通産省の外郭団

（ＲＩＴＥ）を研究拠点にする。九
体で、地球環境の保全に関する産

ダなどが参加を表明している。

ある地球環境産業技術研究機構

させようという日本のプロジェク

業技術の開発に取り組んでいる。

。。環．境一再生へ国際協力

地球温暖化の原因となる空気中

トが、国際的な協力のもとに推進

（朝日新聞一九九六・二・二七）

の二酸化炭素を、細菌や化学反応

これまでの研究では、光合成を

されることに決まった。このほど

皿

化されれば、産業活動の抑制がよ

に黄信号が点滅しているという。

粉の耕地が消えた。

るが、地方行政区別にみれば、三

自給に黄信号

分の一が域内住民を養えるだけの

の耕地が消えた

滋賀県の面積に相当する約四○万

中国・４０万燕

を利用して効率的に吸収し、減少

殉

圖圏

瞳透明鮭渥疑問」
し～の(指摘も

と、ＤＡＣの実績の二一一一％を占

定で日本の資金協力を伴うプロ

る」ことや、地域の開発案件の選

タイド化に疑問の声が上がってい

に深くかかわる問題だ。この会議

農業、環境など多くの重要な分野

は「人口問題は女性、社会開発、

桜井ＡＦＰＰＤ議長（衆院議員）

め、額では第一位だが、対ＧＮＰ

”二十一世紀における女性Ｉ繁栄

で過去三年間論議を深めてきた

また、「国内からＯＤＡのアン

比は二十一カ国中十六位（○・二九

いことなど、透明性に依然として

ジェクトが優先される可能性が強

拠出額は九四年で百三十二億が

％）。贈与率はＤＡＣの目標の八

（磯和春美）

議“を採択してほしい。これから

け、これを集大成した”マニラ決

と平和の戦略“に一区切りを付

（毎日新聞一九九六・三・一）

疑問があるとも指摘している。

六％より低い七九％にとどまって
おり、ＯＤＡに関連する職員数が

九四年度で千九百五十三人と少な
いことが指存摘されている。

は、人口増加を抑制し、いかに環

境と調和した食糧開発を実施して

いくかが決定的な重要性を持つ。

食樋の生産条件が不利な地域の生

第十二会人口と開発に関するア開かれるＦＡＯ（食糧農業機関）の

れた協力関係を築き上げることが

にし、輸出入国ともバランスのと

の食糧を基本的に自給できるよう

産基盤に配慮しつつ、各国が自国

ジァ国会議員代表者会議（財団法世界食栂サミットに先駆けてのァ

マニラで「人口とＷ開発に関する
アジア国会議員代表者会議」開催

に関連する部署の人手不足などを

との認識を示したうえで、ＯＤＡ

の未来を決める持続可能な食糧開

重要だ」とあいさつ、人類と地球

この桜井提言にもとづき、ＡＦ

ＡⅡ主催）が一一月十一一、十三の両た。自由民主党からは桜井新。Ａ
日、フィリピンのマニラで十五力ＦＰＰＤ（人口と開発に関するア

ＰＰＤがＦＡＯ会議に先駆けて

人アジア人□關発協会ＩＡＰＤジアの戦略ｌについて討議し

導的役割を果たす日本の姿勢を評

かれた。会議では「女性、ジェンか、谷津義男衆院議員、大田豊秋

国、八十人の関係者が出席して開ジア議員フォーラム）議長のほ

グー、人口に関するマニラ決議」・南野知恵子両参院議員が出席し

会議員会議」の開催を世界に呼び

「食糊安全保障と人口に関する国

マニラ決議は、南野参院議員

かけることが決まった。

ションの議長を務め、十二日夜か

が、文書委員会議長と採択セッ

ら十三日早朝に及んだ激しい討議

開会式にはＶ・ラモス・フィリ解決が極めて大切である」と基調講
を解決するには女性・食糧問題のコミットしていく方針を強調した。

ピン国大統領も出席して「人口問題演で力説、同国政府がこの問題に

食糧サミットの戦略討議「マニラ決議」採択

を採択、ことし十一月にローマでた。

発への取り組みをアピール。

ロジェクトが優先される傾向もあ

報告書によると、日本のＯＤＡ

一九九三年四月以来。

もので、日本が審査を受けるのは

地域の援助状況を相互に審査する

構成メンバーである二十二カ国・

同審査報告書はＤＡＣが毎年、

ることを示唆している。

価する半面、日本企業がらみのプ

指摘。円借款のアンタイド化や、

助（ＯＤＡ）が岐路に立っている」

た。報告書は「日本の政府開発援

内容が二十九日、明らかになっ

よび計画に関する審査報告書」の

発表する「日本の開発協力政策お

開発援助委員会（ＤＡＣ）が三月に

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の

IMC､日本の
:ＣＩＤＡを評j価

南南協力など新しい形の援助に指

囚邇

函歴
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を経て、女性のエンパワーメン卜
（権能）と公正な男女の役割を打ち
出した「マニラ決議」を満場一致で

採択。南野議長は「難産だった

魔十二回人口と開発に関するアジア国会蕊貝代衰者会曜（財団法人ァ
の関係者が出席して開かれた．会甑でば「女性．シェンダー．人ロに皿

会ＩＡＰＤＡＩ主催）が二月十一一、十一一一の両日．フィリピンのマニラ矛

を採択、ことし十一月にローマで開かれるＦＡＯ（食咀目藁樋関）の缶
先駆けてのアジアの戦略ｌについて対頚した．自由民主蕊からに桜謙一
ロと開発に凹するアジア凝貝フォーラム）■長のほか．谷迎衝男衆院坦

１lb(;;l1Zij

野知悪子両参院随員が出席した，
,-s｡;｡:<,?｡:｡>:.､LP.｡-:,．｡:垣｡二･･･’

蠅参幅自由民主党４議昌

i i JjIl l1i ili i 1；

が、平和の子が健康に誕生した。

これがバレンタイン・デーの女性
からの最大のチョコレートだ」と

締めくくり、大きな拍手を浴び
引き続いて行われたＦＡＯの世

た。

界食糧サミットに向けてのアジア

の戦略の討議では、谷津衆院議員

と太田参院議員が一人口が増え、
食糧の需要が増大して、食糧不
足、栄養不良が増大している。環

境問題を考えた持続可能な開発と
貧困追放が各国の急務だ。食糧問
題は、たんに経済行為や貿易問題

としてでなく、グローバルな地球
規模的問題として考える重大な時

の共感を得た。

期である」と提言、参加各国議員

高い人口密度から、劣悪な農業
とって、日本議員団の主張は、

生産状況にあるアジアの国々に
「人類の一人として、一人も飢え

させてはならない」という「食穐平
和宣言」ともいえよう。

・マニラ会議を終えて

食糧対策で党を

あげ議員外交

推進Ｉ

桜井新ＡＦＰＰＤ識長

マニラ会議は、女性に関する問

題の総括と、今年の十一月に開か

れるＦＡＯの世界食織サミットに

向けてのアプローチとして、人口

と食糧に関する問題を新しいテー

マとして提言し、了承された。食

糧と人口のバランスの崩れは、騒

乱の火種になりかねず、自然と調

和のバランスのとれた食糧対策を

取り戻す必要がある。われわれと

しては官僚と内閣だけにまかせ

ず、人脈・キャリアのある先輩た

ちに手伝ってもらいながら、党を

あげて議員外交として必死に取り

組んでいきたい。

これからも自由民主党は、しっ

かり地に足をつけ、内政・外交と

もに骨惜しみをせず取り組んでい

かなければいけないと思う。

（自由新報一九九六・｜｜｜・五）

砧
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２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調在報告書
一インド画一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰopulationand
DeveIopmentinSoutheastAsianCountries
-India-

３．中華人民共和国人口・家族計画雛二次雄礎調在報告響
BasicSurvey(、）onPopulationandFhmilyPlanning
inthePeople'ｓＲｅｐｕｂｌｉｃｏｆＣｈｍａ

生育率和生活水平矢系第二次中日合作凋筏研究１Ｍ

昭和58年度
１．中華人民共側|副人口家族計画M;礎調炎報告評

BasicSurvevonPopulationandFamilyPlanning

intbePeople，sRepublicofChina（英語版）
生育率和生活水jlf失系中Ｕ合作iAlfii研究損告苓

（中風語版）

告招（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王匡|人口・家族iil画些礎調iiliE

１．アジア諸国の腱村人口と農業開発に関する調在報告書

BasicSurveyReportonPopulationEInd踊mily

一インド同一

PlanmngintheKingdomofNepal（英語版）

ReportontheSurveyofRumlPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCounlries

５．日本の人口都市化と開発

-India-（英語版）

UrbanizationandDevelopmentinJapan（英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発紫礎調査報告瞥
６．バンコクの人口都市化と生活環境・編祉調在
一データfhl-

SurveyofUrbanization，LivingEnvironmentand
WeIfa｢ｅｉｎＢａｎｇｋｏｋ－Ｄａｔａ－

一タイ同一

ReportontheBasicSurveyolPopu1ationandDeve

IopmentinSoutI]eastAsianCountries
-Thailand－

（英語版）
３．日本の人口転換と農村開発
７．スライド

日本の都市化と人ロ（日本語版）

UrbanizationalldPopulationinjapan（英語版）

DemographicTransitioninJapanandRuralDeve
lopment（英語版）

日本的城市化与人口（中国語版）

UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

昭和61年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調森報告懇
一インドネシア国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturaIDevelopmentinAsianCountries
-1ndonesia-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一インドネシア国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountr1es
-lndonesia-（英語版）

３．在日闇学生の学習と生活条件に関する研究
一人的能力開発の課題に印して－
４．日本の労働力人口と開発

Labo「ForceandDeveIopmentinJapan（英語版）

４．SurveyofFertilityandLivingStandardsinChinese
RumlA｢ｅａｓ－Ｄａｔａ－Ａｌｌｔｈｅｈｏｕｓｅｈｏ１ｄｓｏｆｔｗｏ

viIlagesinJilinProvincesuweyedbyquestionnai｢ｅｓ
（英語版）

失干中国衣村的人口生育率勺生活水1ｆ的ijM査根告
一対干吉林省ipM､村遊行全戸面談凋炎的培果一

＝蝿ｉｌ・鋼＝（中国語版）

５．スライド日本の農業、農村開発と人口
－その軌跡一（日本語版）

Agricultural＆RuralDevelopmentand、Population

inJapan（英語版）
日本衣１衣村的没展jNI人口的推移（中国語版）
PerkembanganPertanian，MasyarakatDesaDan

KependudukanDi」epang（インドネシア語版）
（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ
ンクールにて優秀賞を受徴しました｡）

昭禾ﾛ60年度
1．アジア諸国の腱村人口と農業開発に関する調査報告書
一タイ国一

５．人口と開発関連統計集

DemographicandSocio・Economiclndicatorson
PopulatiorlandDevelopment（英語版）

ReportontheSurvevofRuraIPopulationand
AgriculturaIDevelopmentinAsianCountries
-ThaiIand-（英語版）

8６

２．束南アジア諸国等人口・IWI麩基礎調査報告ｉｌｌ
－１ｌＬｉ雅人民共和国一

６．スライドＭ氏の産鷲|珊発と人口
～その原動力・1蝉(－〈日本識版〉

ReportontheBasicSurvevofPopulationaJ1d

IndustrialDeveloI)ｍｅｎｔflndPopulaIioninJapan

DevelopmentinSoutheastAsianCounlr1es

--ThePTimeMovcrEIectricjty-（災`MIM(）

-China-（英語版）

１１本的拝並友展与人１１

qP

－其原助力－１h.'(薑（中l副諾版）

３．アジア諸国からの労働力MLlIlに関する調査研究慨;ｌｒｉＩド

Pembangunanlndu§[ridankeDendudukandljepang
PenggerakUtama､TengaListrikm

ータイ国一

(インドネシアiMllMX）

４．日本の人口と家族

PopulationandtheFamilvjnJapan（笑iili版）
￣

7．ネパール王ljil人【｣家族iil1111i第二次基礎綱jf

ComPlemema『yBas1cSurvevReporLonPopuIatiｏｎ
５．アジアの人口転換と'１１１発一統計集一

｛l11dFamilyPlanningin【hekingdomofKepal

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
Countr1es-Ove1･vlewandStatisticalTables-

（英綣版）

昭和62年度
l・アジア諸国の農村人１１と農業開発に関するJM従iM告ｉｌｆ

６．スライド

－－ｉｌ１筆人民共flIIIil-

日本の人口と家族〈Ｈ本綴版）

ReportontheSurvevofRuralPopulationand

FamilyandPopulatloninJapan

Ag｢jcul[uralDeveIopmentinAsianCountrieｓ

-AsianExperience-（英語版）

－－Ｃｈｍａ－－（英総版）

日本的人口勺家庭（中Uil瀞版）

Penduduk＆KeluarRaJepang（インドネシア鵠版）
７．ペルー共棚国人口家族計画唯礎調森

２．収1判アジア諸ljil等人Iル|別発埜礎調iIii報flriIト
ーー中{縦人氏共fIlllil--

ReportontheBasicSu｢vevofPopuIaljonand
DevelopmentmSouthcastAsianCountrIs

平成元年度
１．アジア諸国の農村人I」と麗業開発に関する鯛iii搬告誹
一バングラデシュln1-

ReportontheSurveyofRuralPopulatIonａｎｄ
AgriculturalDevelopment－BangIildesll
(英語版）

２．東南アジア諸国等人口・ＩⅢ発避礎調査報告ｉｌド
ーネパール国一

ReportontheBaslcSurveyofPopllIallonilnd

--China-（災Ｉｉｌｉ版）

３．アジア猪国からの労lIlll）JMLlllに関するiiWli研究報告響
一一フィリピン'1１－

４．１１本の人口と農業l剛発

PopulationandAgriculturalDevelopmcntinjapan
（英矯版）

５．ネパールの人1-1・ｌｌｌｌ苑・環境

Ｐ()pulalion，DevcloI)menlandEIwironmenlinNepal
（英識版）

DevelopmentinSoutheastAsianCountrieH

-Nepal－（英語版）
３．アジア諸国からの労動力流'11に関する綱jli研究報告瞥
一マレーシア国一

４．日本の人口構造変動と開発

一高齢化のアジア的視点一

StructuralChangeinPopulationandDevekJpmcnt
-Japan,sExperienceinAging-（英ilH版）

６．スライド

ト１４ﾊﾟｸﾞ)人口移動と総i斉発鵬（日本譜版）

Ｔ１ＩｅＭｉｇｒａｔｏ｢yMovemenlandEconomicDeveloP
menＩｉｎＪａｐａｎ（災柵版）

Ｈ本(Iｳ人！｣稗功Jj端月友峡（中国識1K）

PerpindahanPendu(IukDanPerkeYnbanganEkonoml
l〕i此pang（インドネシアi譜駁）
７．トルコI刊人Ｌｌ家峡,illI1I1),k礎繊1ｔ

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を［I指して－（Ⅱ本I隅版）

AginginJapan－C11allengesandPmspects（英語版）

辺人廊鹸化社会的Ｈ本正面Ｉ缶挑践
一追求具生命意ｘ的魅年生illi-（中!]Ｈ１編版）
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昭和63年度
,、アジア諸国の農卜１人いと農業IIH発に関する`iMII従報告香
一一ネパール同

Repo爪ontheSurvcyofRuraIPopulationand

AgriculturalDevelopmentmAsianCountnes

---Nepal-（英織版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告獣
一一中華人民共和国一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmentandPopulationinJapan

-TrendsandPTospectsinthel990s（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

TantanganMasyarakatLanjutusiaJepang
（インドネシア語版）
６．アジア諸国の農業開発－５ヵ国の比較一

StrategicMeasuresfortheAgriculturalDevelopment
-Compa｢atjveSt｢udiesonFiveAsianCounl｢ies（英語版）

（本作品は、1990年卿日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

ReginalDevelopmentandPopulationinJapan
（英語版）

日本的区域升友和人口（中国語版）

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

Labo「MigraIioninAsja（英語版）

平成２年度
Ｌアジア諸国の農村人口と展業開発に１１１Iする調迩報告瞥
一フィリピン国一

ReporlontheSurveyofRuralPopuIationand

AgriculturalDevelopｍｅｎｔ－Philippine－
（英語版）

２．東南アジアilii国等人口・開発錐礎調礎報告書

平成４年度
1．アジア諸国の農村人口と腿業開発に閲する調査報告徴
一マレーシア国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgricuIturalDevelopment－MaIaysia（英語版）
２．束南アジア紺国等人口・開発基礎調従報告脅
一ベトナム風一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSou[heastAsianCountries
-VietNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する綱査研究報告uト
ースリランカ国一
４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTransitionandPopuIationinAsia
（英語版）

５．スライド
明日に生きる－日本の産業転換と人口一
（日本語版）

LivingfbrTomorrow－Industrlal

一バングラデシュ~

ReporlontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Bangladesb-（英語版）
３．アジア諸Ijilからの労働力流出に関する調査研究報{!「瞥
一インドネシア国一

血日本の人口・開発・環境一アジアの経験一
Population，、evelopmentandEnvironmentin

Japa、－AsianExperience-（英語版）
５．スライド

日本の環境・人口・開発（日本語版）

EnvironmenLPopuIationandDevelopmentln
japan（英語版）

日本的坏境・人口，升友（中国語版）

Lingkungan・PendudukdanPembangunanJepang
（インドネシア識版）

（本作品は、1991年卿日本視聴覚教育協会主艦優秀映
像教材選奨社会教育部FIIで優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都市化一統計築一

Ｐ｢ospectsofUrbanizationinAsia（英語版）

TransitionandPopulationinJapan（英語版）
生活在明天一日本的評止藩換与人口一
（中国語版）

HidupUntukHariEsok－PeralihanStruktu「
IndustriDanPopulasiDiJepang（インドネシア語版）

平成３年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告瞥
一スリランカ国一

ReportontheSuweyRuralPopulationand
AgricuIturalDevelopment--Srilanka（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調在報告書

平成５年度
1．アジア諸国の農村人口と農業1M１発に関する調迩報告轡
一ペト十ムｌＸ１－

一フィリピン国一一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
--PhjUppines-（英縞版）

8８

Repo｢ｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕ｢alPopula[ionand

ＡＰＤＡ

■■■

曰誌

AgricultumlDeveIopment-VｉｅｔＮａｍ－
U■■

(英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調森報告将
一スリランカ国一

１月Ⅳ日国際人口問題議員懇談会・役員会開催。
１、第皿回人口と開発に関するアジア国会議員代表者

会議（マニラ）開催の件。
２、国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）への拠出の件。
出席議員》阿部昭吾（副会長）、桜井新（代表幹事「
関山信之（幹事）、東祥三（幹事）、清水嘉与子（事
務局長補佐）於坤キャピトル東急ホテル。
１月別日第９回ＧⅡ（人口・エイズに関する地球規模問題イニ
シアティブ）に関する外務省・ＮＧＯ懇談会に遠藤正
昭副参事が参加。
１月弱日プラソップ・ラタナコーンＡＦＰＰＤ事務総長来日。
桜井新ＡＦＰＰＤ議長、広瀬次雄常務理事、北畑晴代
国際副班長とＡＦＰＰＤの活動について協議。
２月５日「第皿回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会

議」及び「フィリピン人口・開発事情日本議員派遣」
結団式開催。於乎水田町ＴＢＲビルＣ会議室。

２月泌日

３月４日

１６日

３月６日

３月ｎ日

１１１月

DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-SriLanka-（英語版）

３．アジア諸国の人１１１１資源l;H発と労働力に関する調炎研究

報告響一フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChallerlgeandStrategyofAsianNatjons

-PopulationandSustainableDevelopment（英語版）
５．スライド

女たちの挑戦一女性の地位向上と日本の人口一

〈日本語版）

Ｗｏｍｅｎａｎｄｔｈｅｉ「challenges~lmprovements
intheStatusofWomenthePopulationofJapan（英語版）

女性的挑戒一女性地位的提高与日本的人口一
（中国語版）

TantanganKaumWanita
-EmansipasiWanitadanPopulaslJepang（インドネシア譜版）

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発雅礎調査報告
瞥一インド国一

ReportontheBasicSurveyonRuralandAgricuItural

11178

DevelopmentbyProgressstageinAsianCountries

日日日

-India-（英禰版）

「第皿回議貝会議」、「議員派遣」に広瀬次雄常務理
事、遠藤正昭副参事をフィリピンに派遣。
「第皿回議貝会議」、「議員派遣」に日本議員団、前
田福三郎理事長、黒田俊夫理事、川野重任理事、大沢
晴美経理班長、楠本修調査研究員、北畑晴代国際副班

長をフィリピンに派遣。

日本財団より本協会・平成８年度の助成金及び補助金
の内示を受ける。
第町回日本大学国際シンポジウム「、世紀人類生存へ
の道」に、広瀬次雄常務理事、楠本修調査研究員が参

ナフィス・サディック国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）事

加。

務局長、安藤博文次長来日。中山太郎国際人口問題議

員懇談会会長並びに桜井新同会代表幹事と懇談。
本協会臨時理事会開催。事務所移転に関し、議決を得
る。於乎永田町ＴＢＲビルＢ会議室。
8,

２２

ReportontheBasicSuweyofPopulationand

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告轡一タイ国一

ReportontheSurveyofUrbElnjzationandDevelopment
inAsianCountries-Thailand-（英語版）

３．アジア諸国の人1111資iMi開発と労働力に関する調査研究
報告書一一ベトナム国一
４．アジアの女性労働力参加と経済発展
-2111ｔ紀の戦略一

Women，sLaborParticipcLtionandEconomicDevelopmentinAsia-Strategytoward21Century（英語版）
５．スライド

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

NewHorizonsfbrtheWomenofAsia（英鑑版）

正洲ｶﾖ女的新厨穐（中国語版）
WanitaAsiaKini……（インドネシアＩＮＩ版）

谷津義男・衆院議員（前農林水産

政務次官）をはじめ太田豊秋・参院
議員らも人類愛に燃えて人口と食

できた『女性、ジェンダー、人口に

ＡＰＤＡが三年がかりで取り組ん

◇マニラのＡＰＤＡ会議では、

だった。

た〃光〃に打たれた感動的な瞬間

した。日本議員の〃志“から発し

場一致、日本議員団の提案に賛同

種問題の重要性をぶちまくり、万

関するマニラ決議』が見事に実を
切っての福祉行政通でもある。帰

◇幸運なことに橋本首相は国会

もう一つ、十一月、ローマで開

国後、派遣議員団が官邸に報告に

結んだ。

かれるＦＡＯの世界食櫛サミット

『亡くなった佐藤隆さんとは、｜

いたことを見逃してはならないだろう。

ＴＥＬ(０３)3358-2211(大代表）

訪れた際、橋本首相は開口一番、

〃人口と食樋、世界議員会議〃（仮

緒に助産保問題や家族計画、人口

財団法人アジア人口･開発協会

今回の会議成功のかげには、大統領の紙兄

〒160束京都新宿区新宿１－５－１

妹愛．という家族の絆が強い支えになって

コリンズ３ビル３Ｆ

に向けて、ＡＦＰＰＤの提唱で、
称）を開くことが、万場一致で決

問題に心を砕いたものです』と思

文化印刷株式会社

まった。今は亡き、福田超夫・元

●印刷

い出話をシンミリ語った。

首相は『このような大切な仕事

ら、いつでも官邸へ来て下さい。

ＦＡＸ(０３)3358-2233

首相、佐藤隆・元農水相の遺志を
継いだ桜井新・ＡＦＰＰＤ議長の
◇ＡＰＤＡ事務局案を、徹夜の

大きく門を開けておきます』と一

をしていらっしゃる皆さんですか

大激論の末、『マニラ決議』にま

同を激励した。

執念のお手柄でもあった。

とめあげた南野知恵子・参院議員

の永田町界わいだが、われわれの

住専問題をはじめ、いやな空気

さわしい表現で〃難産だったが、

鬮圏にはいい話もあるんだＩと

（文書委員長）は、出身母体にふ
健康な子が生まれました“と粋に

いうことを誇りに前進を続けたい。

（Ｔ・Ｈ）

締めくくった。

桜井提言をバック・アップした

委員長は大統領の妹、シャハニ上院議員。

●編集発行

政府が前向きに人口政策にコミットしてい

くことをアピールした。ＡＦＰＰＤの女性

1996年４月１日発行く季刊〉

て、基調講演を行った。そして比.

人ロと開発･春季号く通刊55号〉

族計画を進める上で厄介な事情が立
】

I■ﾋﾟヨ

簔譲噸麿護iiiiil鯛

第１２回人ロと開発に関する

アジア国会議員代表者会議
開〈

フィリピンはカトリックの国。家

ちふさがる。

しかし、２月のＡＰＤＡ会議では

ラモス大統領自らが開会式に出席し
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幼い命を守るため､チャイルドシートを、忘れずに。
やさしいだっこも､いざという時には､大蠣なお｣皇さまを守れません。
最初はむずかるかもしれませんカミお子さまを乗せてのドライブには、
必ブミチャイルドシートをご)1]意ください。
幼いころから安全のための習慨を､きちんと身につけさせてあげること。
それカミいちばんの愛傭ではないでしょう力％

緬塾

曰本自動車工業会

