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人類と地球の平和的共存を園ざして
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巻頭言／則世紀アジアが直面する問題
”飢え鰍のない世界を’第五回ＡＦＰＰＤ大会開く

４

原洋之介３

ギャリー・ネール・オーストラリア下院議長代行開会

挨拶③／桜井新議長挨拶、／安藤博文ＵＮＦＰＡ事
務局次長挨拶③

・講演ｌアジアの人口と食料安全保艫

ゲイル．Ｄ・ネス博士⑩／ロバート。Ｊ・クレメン
ッ博士⑪
の役割

・パネルディスカッシ劃ンＩ食料安全保障における市民

ボー・トン・ヅアン議員⑬

■講演ｌ持続可能な食料安全保障への道

ＡＦＰＰＤ新役員剛／日本からの参加者”／食料安

・パネルディスカッションＩ水・食料・人口

らむ

荏開津典生柵

全保障と人口・開発に関するキャンベラ宣言⑪／
キャンベラ宣言文書委員会ノート鰯／食料サミット
について轍

すふぉ
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1６１３

1８

中国、人口姐億に苦しむ

国司刎出虫数、最低の１１９万人／Ｏ
ＤＡの柱に「福祉」／ＯＤＡ、伸びゼロ
で調整／少子・高齢化一段と／防衛費
伸び２％台前半／”聖域”ＯＤＡ防衛費
で？／食糧石％増産必要／急増する国
民負担率／人口環境、女性が決定権／
中国の食糧生産過去最高／百歳以上
七、三七三人／ＯＤＡ、国益を重視／

4７

《セミナー》深刻な人口と食料
ゆ

利矧凸司鬮１穀物危機／失業率、最悪
の三・五％／７人に１人、閲歳以上／
高齢者ｕ・８％に／老年人□ｕ・８％／
開歳以上人口最多ｕ・８％／貧困、売
春、エイズの連鎖／出生数、史上最低
１１９万人／出生数また減、最低に／
平均出産、一・四三人／少産化に再び
拍車／増え続ける熟年離婚／「産まな
い言晩婚」の訳／少子化の訳「晩婚豈晩

に

人口と開発ノ目次
扉・スケッチ山岳民族も来ている花蓮の朝市《台湾》
杉本雄三・画く元・関西電力病院長＞

ＡＰ、.Ａ賛助会員ご入会のお願い（特典）７７

本協会実施・調査報告書及び出版物7ＷＡＰＤＡ日誌77／表紙説明門/編集後記湖
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巻頭
一

口

下では、資本と技術、そして技術を

二十世紀型の世界経済システムの

意味を持つことになりそうである。

済的に土地・天然資源が再度重要な

二十一世紀の世界においては、経

一

活用する人的能力が、成長を規定す

以上のことであった。

土地・天然資源が移動不可能なも

る最重要な要因となっていた。その
ため、十九世紀型のシステムの下で

のであるのに対して、資本と技術と

二十世紀型システムの下での農業の

要度が低下してきたといってよい。

しそうである。

世紀のアジアは、大きな困難に直面

能性を無視してはならない。二十一

紛争がアジア地域で生起してくる可

土地・資源をもとめての領土拡張的

地域でこの傾向は明らかであろう。

に中国とインドとをかかえるアジア

ことは見落とされてはならない。特

然資源の重要性が増大してきている

需要の増大によって、再び土地・天

の拡大や経済成長によるエネルギー

しかし、人口増加による食料需要

重要であると考えられている。

通し図の下に経済の自由化こそが最

ジア経済の将来に関しても、この見

経済成長の決め手となってきた。ア

パライゼーションこそが、各地域の

ため、貿易と投資の自由化・グロー

は国際間を自由に移動しうる。この

決定的であった土地・天然資源の重
」よ‐‐‐：。』
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役割が低下してきた基本的要因は、
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「第五回人ロと開発に関するアジア

議員フォーラム大会」（主催ＡＦＰＰ

ＤⅡ人口と開発に関するアジア議員

フォーラム・ＡＰＰＧＰＤⅡオースト

ラリア人ロ・開発議員連盟、後援Ｕ

ＮＦＰＡⅡ国連人ロ基金、ＩＰＰＦⅡ

国際家族計画連盟、ＡＰＤＡⅡ財団法

人アジア人ロ・開発協会）は”食料安

全保障と人口・開発“をメイン・テー

マに、九月一一十五、六、七の三日間、

オーストラリアの首都キャンベラの国

会議事堂大会議室で開催された。

今回の大会は、途上国の人ロ増加の

勢いが衰えないなかで、世界的に深刻

な食料不足を迎えようとしているの

で、国民の代表である立法府議員の立

場から貧困と飢えをなくし、環境と調

和のとれた食料増産を行い、世界の食

料安全保障をどのように達成していく

かｌについて論議し、結論を政策

に反映させようというものである。

日本はじめオーストラリア、中国、

インド、タイ、マレーシア、インドネ

シア、フィリピン、ベトナム、韓国、

パキスタン、フィジー、ロシア、バン

#
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､《飢心のない世界

グラデシュ、カンボジア、ラオス、モ

ンゴル、ネパール、パプア・ニューギ

ニア、シンガポール、ソロモン諸島、

スリランカ、シリア、イラン、カザフ

スタン、キルギスタン、トンガ、シバ

ル、西サモアの二十九カ国の国会議員

と、オブザーバーとしてアフリカ。，中

東・人ロ・開発議員フォーラム（ＦＡ

ＭＥＰＰＤ）、アメ

リカ地域人口・開発

議員グループ（ｌＡ

ＰＧ）、国連人ロ基

金（ＵＮＦＰＡ）、国

際家族計画連盟（－

ＰＰＦ）などの関係

者百三十一人が参

加、真剣な論議を

行った。

その結果、食料安

全保障と人ロについ

てのステイッメント

として川人ロ増加と

開発（コミュニティ・ディベロップメ

食料生産、②食料生産と環境、③農村

一豪・キャンベラに二九国、｜｜｜｜｜名が参加
一九九六・九／’’五～一一一七

「キャンベラ盲一一一一一目」を採択
ローマの「世界食料サミット」へアピール決める

ント）をまとめた「キャンベラ宣言」（別

５

塾議鋒鐸一一一丁
iii鑿謹笘－－￣

開会式（壇上は、ＡＦ
ＰＰＤ役員とホスト国
のネール・オーストラ
リア下院識長代行、安
藤ＵＮＦＰＡ事務次長
が居並ぶ

鱗

議員会議代表が出席してステイッメン

農業機構）の「世界食料サミット」に同

保障・人ロ・開発議員会議」に提出、

トを発表、各国政府がこれを実現する

員が集まって開かれる「国際食料安全

同宣言をもとに論議し、同月十三日か

よう強く要望する。

面に和・英両文を掲載）を全会一致で

らローマで開かれるＦＡＯ（国際食糧

採択した。

「キャンベラ宣言」は＋｜月十一、二

開会式で参加者全員が起立してオーストラリア国歌を斉唱

長代行が開会宣言と挨拶を行った。

リー・ネール・オーストラリア下院議

ス・オーストラリア議員の司会でギャ

ラリア国歌斉唱ののち、コリン・ホリ

室で行われた。全員起立してオースト

オーストラリア国会議事堂内の大会議

開会式は二十五日午前九時半から

認された。

新規に加盟申請したパキスタンは承

シリアがアフリカ・中東地区に移った。

ＡＰの定義によることとされたので、

れ、会員国のアジア地域区分がＥＳＣ

選ばれた。また、憲章の見直しが行わ

産大臣）に引き続いて日本が連続して

ら三選された故佐藤隆氏（元・農林水

再選された。ＡＦＰＰＤ議長は初代か

本・衆議院議員・自民）が満場一致で

役員改選では、議長に桜井新氏（日

議長に■桜・・丼・新氏■（曰杢在再選

両日、ジュネーブに世界各国の関係議

！
…鰄亀＝豐壼議輔

６

第５回ＡＦＰＰＤ大会開く

開会挨拶を行うギャリー・ネール
下院議長代行（オーストラリア）

同議長代行は、「ＡＦＰＰＤは短い

コペンハーゲン、中国の政府間会議に

合わせて国会議員会議を開き、立法府

の立場から重要な成果をあげてきた。

世界の”低所得食料不足国（ＬＩＦＤ

ＣＳ）”の十九カ国がアジア・太平洋

地域に存在しており、食料安全保障問

題は、この地域にとって極めて重要な

問題である。慢性的な栄養不良の問題

と人口増加の問題は解決を急がなけれ

ばならない緊急の課題である。その意

味で今日のキャンペラ会議の意義は重

要で、熱心で実り多い討議を期待す

る」と述べた。

と、「この会議は、南半球で初めて開

歴史であるにもかかわらず、カイロ、

桜井新・ＡＦＰＰＤ議長は、主催国

かれたＡＦＰＰＤ大会である。この三

年の間に、ＡＦＰＰＤは、世界中の人

のオーストラリア国会議長はじめ関係

者、出席議員に感謝の言葉を述べたあ

７

挨拶する桜井新ＡＦＰＰＤ議長
（日本・衆議院議員）

口・開発地域議連のご協力を得て政府

に食料を」をテーマに掲げ、国連食糧

そ食料安全保障の第一条件といえる。

お手伝いをしてきたが、本年七月、ヨ

け、アフリカ・中東地域議連の設立の

の「国際人ロ開発議員会議」の決定をう

きな成果と思っている。私達はカイロ

これまでになかったＮＧＯ活動の大

イッメント」を採択した。このステイ

営委員会で「クアラルンプール・ステ

はクアランプールでＡＦＰＰＤ特別運

世界に呼びかけているが、本年五月に

保障・人口・開発議員会議」の開催を

員会の決議をうけ、今「国際食料安全

本年二月、マニラで開かれた運営委

また、地球は人類だけのものでもな

ければならない。

う観点から食料問題を真剣に討議しな

が起きている。今こそ人口・環境とい

多様性が失われ、切実な淡水資源枯渇

に耐えかね、切実な環境悪化で生物的

私達の地球は、かってない人口増加

ルダン国のアンマンで同議連が設立さ

ッメントは、西サモアで開かれたＦＡ

い。自然との調和の中でしか生きてい

農業機構の食料サミットが開かれる。

れ、第一回大会の開催が正式に決定さ

Ｏアジア・太平洋地域総会で発表され

けない、という地球の徒を忘れてはな

間会議に合わせ、国会議員の意志を示

れた。地球規模での活動を展開してい

た。今大会では、このクアラルンプー

らない。これからも、皆さんと力を合

し、効果的な影響を与えてきた。

く上で望ましい新たな段階に入ったわ

ル・ステイッメントを基に討議し、

わせて、人類の未来を決める「人口と

賛に値するものだ。

「ＡＦＰＰＤのこれまでの活動は称

と力強く挨拶した。

生命を支えるものである。

食料は単なる商品ではなく、人間の

けである。

「キャンベラ宣言」を採択していただき

開発」の問題に取り組んでまいりたい」

本年十一月、ローマで「世界中の人

たい。

「飢えのない社会を作る」これこそ私

達ＡＦＰＰＤが先ず果たさなければな
らない「開発」の基本である。
食料は有限である。人口の安定化こ

安藤博文・国連人口基金（ＵＮＦＰ
Ａ）事務局次長は、

８

第５回ＡＦＰＰＤ大会開く

事務局次長

挨拶を行う安藤博文ＵＮＦＰＡ

では八十八ヵ国を十分な食料を生産ま

し見直そうとする動きがある。ここま

ＡＦＰＰＤが主導してきた国会議員

ジュネーブでの国際議員会議は極めて

で築き上げてきた合意を後退させない

食料安全保障を考える上で、食料生

重要な意味を持つ。カイロや北京の合

たは輸入できない食料不足国と位置づ

ト、北京の第四回世界女性会議という

産とともに重要なのが食料の分配の問

意から後退しないよう国会議員の意志

会議は、カイロの国際人口開発会議、

国連主催の政府間会議に強い影響を与

題である。例えば、世界的には過去二

を示し、世界食料サミットでの合意を

ためにも、このキャンベラ会議や、

えてきた。

十年間にわたって食料生産は増加した

採択しなければならない。」

けている。

世界食料サミットでは、ここで討議

が、その間に貧困者や栄養不良者の数

と挨拶した。

コペンハーゲンの世界社会開発サミッ

され、採択される「キャンベラ宣言」が

はむしろ増加した。明らかに速やかな
変更が求められている。社会的に弱い

アジア・太平洋地域の国会議員の声と

過去三十年以上にわたり食料生産の

立場にいる人々が食料を手に入れられ

政策の変更、特に女性に対する政策の

伸びは人口増加を上回ってきた。しか

なければ、地球的規模での食料安全保

このあと、午前十時四十五分

して発表される。

し、現在、この傾向にかげりが見えて

障問題を解決することはできない。

から「アジアの人口と食料安全

きている。国連食料農業機構（ＦＡＯ）

具体的方法として、女性に土地所有

れた。

・センター）両氏の講演が行わ

（国際農業研究オーストラリア

バート。Ｊ・クレメンッ博士

社会学部教授・部長）と、ロ

。Ｄ・ネス博士（ミシガン大学

らの挑戦ｌと題し、ゲイル

保障」ｌ過去の経験とこれか

する、技術や市場にアクセス（利用）で
きるようにする、などの方法が必要で

ある。同様に教育や健康サービスの提

供は最貧層に対する食料供給の改善に
大きく寄与するはずであり、さらにこ

れらの状況の改善は、人口増加の安定
化と低減に寄与するであろう。

残念ながらカイロや北京で築き上げ
た合意を世界食料サミットで再び討議

，

権を認める、融資を受けられるように

一一蔓:－－蓬蕊藁蕊蕊蕊謹選

ー ロニ手口。｛
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食料安全保障

曰印田畑油刎剛⑪四一
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国会議員は食料安保にグ□－ハルな

れた。アジアの出生抑制策が世界のそ

アジアではまた、政策的移行も行わ

人口増加が生じた。

口問題の趨勢を変える上で重要な役割

アジアのダイナミズムは、世界の人

を果たした。最初に感染症のコント

の他の地域に波及した。この政策には

は家族計画の促進または許容政策がと

九六年現在、ほとんどの低所得国家で

ロールを行い疫学的移行を果たし、死

---ニーーーー占奇兎三=室江

家族計画の促進が含まれていた。アジ

竜ｲﾓｰｰＴ

亡率の急減を果たした。出生率が変わ

一報Ｖ弓■呂■-

アの影響力は深く波及しており、一九

ｆ.L･迂鶇\.芒

らなかったために、多くの国で急激な

;l霧

進、インフラストラクチャーの構築な

政策がとられており、教育・健康の推

在多くの国で自由貿易を含む経済開発

多くの痛手を被ることとなったが、現

ような努力は政策の失敗や災害などで

発政策をとらせることとなった。この

アジアの経験は各国に近代的経済開

してきた。

もっとも人道的な政策であることを示

のであり、もっとも効果的であり、

は開発政策としてもっとも成功したも

られている。さらに、新しい人口政策

!'蕊llllij
|蟇

一過去の経験とこれからの挑戦一
竜１

アジアの人口と

Ｉ

ＩＤ

第５回ＡＦＰＰＤ大会開く

バルな地球の問題として扱う。農民は

⑰研究や開発を通じて農業を改善し

自然環境システムの管理者でもあるこ

引き上げることで農業生産を増やす。

成長の源となり、アジアは経済成長の

持続可能な農業を促進する。とりわ

とを認識する。

どの過去の努力とあいまってアジア急
みならず、社会福祉も実現することが

け、水質、土壌劣化が進んでいるので

貿易財の生産者であるばかりでなく、

できた。

進歩があった。食料生産の伸びは人口

を是正する。紛争ｌ特に民族問題ｌを

㈹不平等の是正、特に食料の不平等

に対する取り組みに失敗するならば惨

の世代の幸福はありえない。この問題

解決することなく現世代のそして将来

これらの問題に取り組み、効果的に

増加を上回り、食料の質の改善と量の

管理し、暴力を紛争解決手段とするこ

めな、そして暴力に満ちた社会を招き

その防止に力をそそぐ。

増大は死亡率の減少と平均寿命の向上

とを減少させる。

アジア農業に関しても同様に大きな

に寄与した。人口と食料安全保障の問

（援助）国の資金を増額するよう各国政

問題に取り組む。そのためにドナー

という人口問題に関わる四つの大きな

曰出生、都市化、人口移動、高齢化

ロ地方に権力委譲を行い、ローカル

視野を持つ法的枠組みの構築をはかる。

を手に入れることができる社会。食料

ができる社会、子供たちが十分な食料

き、健康的で生産的な生活を送ること

清潔な水を十分に利用することがで

世界のすべての人が安い食料と安全で

ついてではなく、ありうべ誉姿ｌ

全保障の問題について、世界の現状に

農業科学者としての立場から食料安

㈹農業と食料生産の保護を、グロー

の理由は、

増加を上回る伸びを示すであろう。そ

食料需要は、二○二○年までは人口

ことができるかについてである。

その過程で環境を破壊しないで以上の

い人たちも利用できるようになるか。

価格で生産することができるか。貧し

その内容は、十分な食料を、適切な

講演を行った。

だしてしまうことになる。

題について多くの成果が上がったが、

府に要請する。

が持続可能な方法で提供され、人々が

・グループの力を有効活用する。

合わせて考える、包括的かつ巨資的な

Ｈ人口、環境、食料安全保障を組み

課題がある。

こで、国会議員が取り組むべき七つの

まだなすべきことは山積している。そ

側小規模生産者、孤立した農村、そ

住む環境を破壊しない農業、について

Ｈ貧困層の家計所得の伸びにより食

の生産性を平均値以下から平均値へと

ｒＪ

「食料安全保障と人口・開発に関する概観」につ
いて講演を行うロバート・』・クレメンツ博士
（国際農業研究オーストラリア・センター）

口所得の向上に伴い、生活様式が都

ることができると考えている。しかし

は地球人口を持続可能な方法で扶養す

に従えば、少なくとも二○二○年まで

方がある。農業学者や経済学者の見解

供給面からはさまざま異なった考え

る水準を六％下回ることになってしま

二○年の農業生産は現在予想されてい

る民間の支援が途絶えたならば、二○

ンターや途上国の研究システムに対す

する投資が削除され、国際農業研究セ

折によれば、もし農業研究・開発に対

科購買力が増し、｜人当たりの消費量

市型となり、畜肉や鳥、乳製品の消費

ながら、それは容易なことではない。

○％増加し、畜肉に対する需要はほぼ

コシなどの主要穀物に対する需要は七

で二○二○年には米、小麦、トウモロ

の需要が増す。南、及び東アジア地域

その結果、穀物やその他、食物製品

国際社会が農業研究・普及・灌概・水

だという。その条件とは、政府並びに

されればその需要を満たすことは可能

近の研究によれば、ある条件さえ満た

国際食料政策研究所（ＩＦＰＲＩ）の最

度でその需要は伸びている。豊かに

水に関していえば、人ロの二倍の速

不良の児童も一○％以上増加する。

二六％’四一％高いものになり、栄養

減少してしまう。その結果穀物価格は

う。途上国の農業生産は一○％以上も

が増大する。

が増大する。

三倍に増える。

なった人々の水消費量は増加し、二十

る水使用の効率は依然として多くの場

資源開発・人間資源開発・農村のイン

食料需要の伸びに伴って、二○二○

合、悪いままで水利用の効率化が将来

フラストラクチャーに対し、現在の水

年の食物貿易は三倍になり、穀物貿易

に対する鍵となる。穀物にとって、現

一年で水需要は倍増する。農業におけ

は一・五倍になる。いずれにしても大

在の水の量と質は穀物にとってあまり

準の投資を維持することである。

幅な食料貿易の拡大が起こる。しかし

その結果、化学物質による汚染、土

にも適切でない使われ方をしている。
の四分の三は途上国自身で生産しなけ

壌流出、塩害などの水に関連する問題

ながら、二○二○年に必要となる食料
ればならないことだけは、はっきりし

が発生してきている。このような問題

究が必要である。

を解決するためには最高水準の農業研

ている。

ＩＦＰＲＩの分析は、農業研究・開

発に現在の水準の投資が持続されるこ
とを前提としている。ＩＦＰＲＩの分

１２

第５回ＡＦＰＰＤ大会開く

パネルディスカッション

午後は二時から「食料安全保

ガピン・ジョーンズ教授（オースト

れまで築き上げられてきた成果（活動）

な集団は、社会的な不安定や飢謹の影

ル（社会の周辺部に追いやられている）

は限らない。貧困の、そしてマージナ

家族、個人に十分に食料が行き渡ると

の社会の中の特定のコミュニティー、

十分な食料供給があったとしても、そ

「各国の基本的需要を満たすだけの

いなど、困難な状況となっている。農

借入れができず、農業作付け技術もな

性の向上は小規模であるがゆえに資金

模農家である。このような農家の生産

生産を担っているのはほとんどが小規

の大きさである。アジアにおいて農業

農業生産性の向上に対して与える影響

同様に重要なのは、農民の組織化が

に対する最も強い脅威となる。

民参加とジェンダーの平等」と

響を真っ先に、そして特にひどく受け

業生産者をまとめることができれば生

ラリア国立大学人口学部主任）は、

題するパネルディスカッション

ることになる。したがって、食料安全

産性の向上を図ることができるのだ

障における市民社会の役割、市

が行われた。

保障を実現するためには貧困層の購買

近年、食料生産における女性の役割

が、その場合、投資に対する経験がな

食料安全保障はこれらの要素のみな

が非常に大きいことが理解されてきて

力をいかに増強するかということが重

らず、人々が自分たちの生活に影響す

いる。女性のこのような貢献は公式の

い。さらに集団化することで農民の勤

る政治的な意志決定過程にどの程度参

統計にはなかなか表われてこない。な

要な課題となる。さらに、所得分配、

加できるかということが問題となる。

ぜならば、公式統計で男女別統計を集

労に対するインセンティブ諭濁。が失わ

権威主義的な意思決定のもとでは農民

めることはまれであると同時に、近

食料貯蔵方法、食料輸送の改善が重要

が、生産性の向上に無関心かつ無気力

年、理解されてきた女性の役割を含め

れるなどの問題点も発生してしまう。

になり、食料安全保障に重要な影響を

る場所もない。その女性の役割が明確

に統計に表われてこない結果、女性は

与える。また市民社会の崩壊や破壊は
食料安全保障を含む社会ｌ経済的なこ

１３

である。

鯛安全保障における市民の役割
市民参加とｼﾞｪﾝｸﾞｰの平等
貧困層の購買力強化が重要な局::題

しばしば農業普及活動、融資の対象外

となり、結果として生産性にも影響を
及ぼすことになる。したがって、融

資、種苗、農業技術などを女性が利用
できるようにすることが重要で、女性
が普通に利用できる技術の改良が重要
である。

男女の平等Ｉ特に女性の地位の向上
と食料生産は相互に連携しながら、個
人のレベルを超えて波及し、大きな効

果をもたらすことになる。食料生産に
おいても男女の平等を図ることは最も
重要な課題である。女性の農村金融へ

の参加は一般的に言って女性のエンパ
ワーメントの向上と社会参加に対し良
い影響を与える。社会的地位が高まれ

ば、女性が教育をうける機会も高ま

り、その結果として、家族の栄養状態
の改善、経済生産性の向上、低出生率

を導くことができる。これらの改善は
すべて、めぐりめぐって食料安全保障
へと寄与することになる」

と見解を述べた。

▼・・・》へ

一》ま

・アバド（フィリピン）、ウルミ

レーシア）、フロレンシオ・Ｂ

マイケル・リザ・カヤ（マ

の参加」について各国代表が質疑を

て「食料安全保障・人口・開発・国民

ント文書委員会が設置され、引き続い

このあと、キャンベラ・ステイッメ

凸冒・ロロ出

狼印．。．．ｗ》

一、｛□‐珀汗・』

寺・・卜：．一

鍔淨・叩印．鈴・健

一》．（｝》．』‐一

包・・心叩・・・・叱

一品．．‐一

ラ。Ｃ・パテル（インド）らの議

行った。

自国の実情を述べた。

員がパネリストとしてそれぞれ

一｛

（・’

藷

’一一（
鐘

（自民・福島）

“

料輸出国が自国の国民を飢えさせてま

いう保障がない。実際問題として、食

を扶養するだけの食料を輸入できると

なったとき、食料輸入国は自国の国民

ます。その中で、食料輸出国が不作に

いうものはどんどん小さくなっていき

増え続けていく中で食料の供給余力と

でまず最初に問題となるのは、人口が

比較優位原則だけを推し進めること

ですが、果たしてそうでしょうか。

食料安全保障が達成されるということ

「比較優位原則を推し進めることで

議員（自民・福島）は、

日本から参加した太田豊秋・参議院

l il
熱心に討議に耳を傾ける日本代表の太田豊秋参議院議員

第５回ＡＦＰＰＤ大会開く

ば、そう簡単に、生産を短期間に再開

産基盤が破壊されてしまっていたなら

うか。食料不足になったときに食料生

で食料輸出をすることができるでしょ

境の観点からコメ作りを見直し、抜本的

あるから減反しているのだろうか。環

の問題だ。例えばコメ作りでは余力が

ない。それは、政策の問題であり政治

た。

と、自信に満ちた発言をしたことだっ

のは自国で作る。独自に供給できる」

は人口が多いが、自分の国で食べるも

》》（加頁）のように役員人事を決め

（》》‐十ｍ。．。〉》

蕊一・自民）の議長再選など、別項

一一鍵れ、桜井新氏（日本・衆院議員

守叩四ｍ・価錦

一蕊一直し、新規加盟国承認が行わ

一一一幽このあと、役員改選、憲章見

》・ロ一・・》．．『‐．。》‐叩》・》（咄・・》》
》守口。、‐印，□□□Ｈ》

一・．傘：．⑰刈鈴戦副》

な改革を行うべきではないだろうか。

「自国で供給できる」

『‐』

一一一

》〈た。

ら「国際食料安全保障・人口・開発議

二日目の二十六日は、午前七時半か

ローマで開かれるＦＡＯの「世界食料

されたステイッメントを十三日から

を各地域議員に呼びかけて開き、採択

準備委

ネーブで『国際食料安全保障・人口・
開発議員会議』開催を決定

十一月十一曰、十二日の両日、ジュ

注目されたのは、中国代表が「中国

Ｆ中国代表が自信の発言

と答えた。

ていくべきだろう」

各国がそれぞれの政策の中で対応し

するわけにはいかないのです。この問
題をどのようにお考えか。

第二に、比較優位性を持った生産物を
全く待たない、最貧開発途上国はどのよ
うにして食料を国民に供給すればよいの
か。比較優位の原則だけではこれらの問
題が解決できないのではないでしょうか」

と的確な鋭い質問を講師陣に行った。
これに対してロバート．Ｊ・クレメ

ンッ博士は、
「人口が増加して自国で賄えない国
は輸入シフトを敷いている。ご質問の
趣旨は概念としては判る。輸出余力ある
国の生産が落ち込んだときにどこか別の

国その不足分を補う国があるだろう。こ
の問題は各国が責任を持つべきで、シ

員会議準備委員会」を開き、十一月十

サミット」に持ち込み、同会議でア

ンガポールのように自覚して、水もマ
ゲイル。Ｄ・ネス博士は、

一、二日の両日、ジュネーブで「国際

ピールすることを決めた。

レーシアから輸入している国もある」

「比較優位の問題は、農産品を含め

食料安全保障・人口・開発議員会議」

会

生態系の観点から考えられた問題では

石

員

「政府として食料安全保障を確保す

めには、生産コストを低く抑えながら

食料生産の持続可能性を実現するた

力があり、食料生産が利益を上げうる

るために、取りうる方策は限られたも

収量を増大させることしか方法がな

ヅアン議員は、市場経済における需

のである。二○二五年には八○億人に

い。そのためには、労働力を集中的に

午前九時からは、「持続可能

も達すると考えられる増え続ける人口

使う、農業投入物をあまり投入しない

間にそのようなシステムを構築するこ

が必要とする食料需要を、乏しい資源

ですむ農業技術を開発する、コメ以外

給システムへの政府の法規制が農業生

の中で果たさなければならないという

の穀物の生産増加、家畜や家禽を人間

な食料安全保障への道」と題す

挑戦を乗り越えなければならない。こ

の食料としてつかうことのできる飼料

とが必要である。

の食料需要にこたえるためには、世界

以外の飼料で、飼育することなどの方

産に対して与える影響について述べた。

の食料生産は毎年二％ずつ増加しなけ

法がある。

淡水資源は最も限られた天然資源で

ある。持続可能な食料生産を果たすた
備蓄、土地の利用権にも留意しなけれ

の改善を通して雨水を効率的に利用た

そこで、濯概の適正な利用、農業技術

めには水の適正な利用が重要になる。
ばならない。農民が作る作物を決める

とえばコメの乾地播種法が必要になる。

ための農薬と肥料の総合的管理、高収

さらに、土地及び水質の劣化を防ぐ
地利用法が開発されるべきであろう。

量品種、多様な土地条件に適合した病

草管理の技術開発と収穫後管理の改善

加えて各国及び地域レベルでの食料モ
食料生産の持続可能性を構築するた

を通した生産ロスの減少などが必要で

害虫耐性を持つ品種の開発と利用、雑
めには、消費需要に対する農業生産余

ニターシステムが必要となる。

法を築き上げることのできる新しい土

ことができ、市場に対応し、適切な農

また家庭・地域・国レベルでの食料

らない。

年三％ずつの増加を果たさなければな

ればならないし、特に途上国では、毎

るボー・トン・ヅァン議員（ベ
トナム・カントー大学副学長）

の講演が行われた。

｢持続可能な食料安全保障への道」

コメなど農産物を
国際自由貿易体制から除外を

1６
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「持続可能な食料安全保障
への道」について講演を行
うボー・トン・ヅアン議員
（カントー大学副学長、ベ
トナム）

農民への農業補助金は米国やヨー

払いを行うかどうかという点である。

論の対象となるのは農民への補助金の支

農業生産に対する支援として最も議

ループ、農業協同組合などの非伝統的

ループ、特定の商品を生産する農民グ

とであり、融資を受けるための女性グ

からの融資を利用できるようにするこ

及の努力を拡大することであり、銀行

るために最も重要なことは農業技術普

支払われていない。農業生産性をあげ

ン教授は、国会議員や立法者は、持続

管理の改善に役に立つ。最後に、ヅア

などの方法を通じて農業生産の運営・

らに商品販売に責任を持つ部署を作る

用を行うことができるようになり、さ

ニング。プログラム、農業技術者の雇

農民を組織化することで農民のトレー

る組織である。これらの組織はまた、

ある。

ロッパで一般的でも途上国においては

な指導者を作ることである。

外することを検討するべきである。こ

で考え、価格を安定させなければなら

また、ヅァン議員は「米価は立法府

可能な食料生産を可能にするためにこ

のような体制のもとでは先進国の補助

ない。コメの増産には水問題が出てく

市場及び価格政策の分野に関して言

金を受けた農家が不公正に有利となっ

るが、資源が減るなかでもつとコメを

れらの方策をとるための政治的意志を

てしまう。さらに、価格競争の加熱は

増産しなければならない。二○二五年

えば、輸出市場の構造と公正な貿易が

環境に対して悪い影響を与えることに

に世界人口が八十億人に達することを

示し、実現しなければならない」と述

なる。また、インターネットなどの情

考えると、食料の備蓄が大切で、ＡＳ

最も大きな問題となる。コメやその他

報を農民が利用できるようになること

ＥＡＮで食料の備蓄体制を作ろうでは

べて大きな拍手を受けた。

は、市場での需要に応じて作る作物を

ないか。土地の所有権も大きな問題

農産物を国際自由貿易体制の中から除

決めるなど、情報を得たうえでの選択

だ。使用権の解決が大切だ。

コンピュータ化によって最新の資源

を農民が行ううえで必要不可欠である。
さらに農業協同組合・農民組合など

管理法を勉強しよう。土地・水・気候

をいかにして生かすことができるか。

は価格維持や低コストでの生産量の増
大を果たす際に農民にとって利益のあ

１７

安くコメが買えれば作らないでいいか
もしれないｌコンピュータ化すれ
ば、いつでもモニターできる」

「水については、雨水の利用につい

キュウリやジャガイモの

発した。

しかし、いまだに一人当たりの食料

消費は低水準で、天災もあり、六百万

ついても留意すべきだ。耐性ができる

巨大だから自国で一○○％の自給体制

「食料安保は重要だ。中国は人口が

このあとの討議で、中国代表が、

を派遣するという力の入れようだった。

中国は、この大会に十七人の代表団

新品種を開発

人が十分な食料を与えられていない。

中国政府は、この会議を重視してい

からだ。有機栽培は土地の劣化を防

を実現しなければならない。穀物は国

Ｆ１中国代表が公表

ぐ。家畜などの堆肥を使うことが有効

る」と発言した。

なので、是非とも検討してほしい。水

家の重大政策で農業法が制定されてい

て科学者に訴えよう。殺虫剤の管理に

田にカモ・アヒルなどを入れて雑草を

る。土地の一割が可耕地なので耕地法

ろでは健康や家庭生活に悪影響を及ぼ

水質の問題は、衛生概念のないとこ

い国の人々の二十人分にも相当する。

使用量が増える。一日の消費量は貧し

水・食料・人□

が行われた。

中心にパネルディスカッション

士とボー・トン・ヅァン博士を

ロについてゲイル。Ｄ・ネス博

午後二時から、水・食料・人

とらせたり、稲の間に豆を作るとか工

も制定し、農業生産の投入を増やし、

ヅアン博士は、「豊かになると水の

提案

●水確保に三条件を

ネルティスカッション

良し七週間に短縮した新品種などを開

十五週間かかっていたジャガイモを改

ないキュウリの新品種や、収穫までに

特別なタネを導入して、害虫のつか

研究開発にも重点を置いている。

夫はいろいろできる。

田植え直後に尿素の錠剤
をイネの根に
インドネシアでは、田植えの直後に

稲の十センチくらい下の根のところに
尿素の錠剤を二錠ずつアプリヶータで

入れることで、窒素が失われるのを防
ぎ、肥料の使用量が半分に減った。害
虫を減らし、安全で質の良い食品を作
ることが大切だ」と具体例を示した。
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とを提案した。

ぐ、③雨水の利用技術を開発する」こ

植林をし、雨水を貯め、鉄砲水を防

のために、①森林伐採を中止する、②

す。健全な生活、持続可能な農業開発

ば、食料の摂取状況は途上国の中で中か

である。西サモアの状況について言え

な理解を考慮に入れ、行なわれるべき

る社会・文化的な状況をふくむ包括的

いうよりは、むしろ人々の置かれてい

の需要にしたがって行うものであると

ある。人間開発はこのようなそれぞれ

での人間開発を検討することが重要で

流と協力の重要性を指摘した。

協力の拡大が重要である」と、域内交

トメントが重要であり、地域内交流と

助努力、開発パターンに対するコミッ

するよう努力すべきである。自信と自

は一連の国連会議での行動計画を実現

施行に対する支援が必要である。各国

を実現するためには政策、立法、その

して膨大な費用が水の供給のために使

の費用が含まれていない。農業支援と

ネス博士は、「市場原理の中に「水」

ら、人口増加は食料安全保障を脅かして

物の九○％は輸出している。しかしなが

の食料は現地で供給可能であった。農産

ら上の領域に分類されている。ほとんど

る。しかし、運営管理の制度的な弱さ

スタンは世界最大の灌概網を持ってい

・シャー議員（パキスタン）は、「パキ

また、サイッド・ザファール・アリ

●雪や雨水の利用を

われているが、その水を無償かまたは

が、主要穀物の輸入は増加し、高い人

が誤った管理や灌概用水の浪費を招

今年の八月に採択された「太平洋地

口増加率が続いており、将来の食料安

いる。途上国としては人間資源開発の現

域食料安全保障・人口・開発議員会

全保障に懸念が残る。貧困の減少と、

安価に供給しているために水のムダ使

議」の宣言は有益な方向性を示してい

人口増加によって農業生産物に対する

き、その利用は非効率なままである。

る。この宣言文には過去前例を見ない

需要は増加しているが、耕作可能な土

状は相対的に良好であるが、西サモアは、

南太平洋地域の人口増加について述べ

地はすでにほとんど利用し尽くされて

いがあるし、水の汚染のコストを払っ
を作って貯水したり、寒冷地の雪の使

られており、その結果として生じてく

いる。したがって、国際的な機関を通

パキスタンには極度の食料欠乏はない

い方を考え、大型貯水池を作るなどの

る農村から都市への人口移動、生活ス

して画期的な、環境保護的な技術を探

低所得食料不足国に分類されている。

工夫が大切だ」と所見を述べた。

タイルの変化が太平洋地域で食料安全

すことが求められている」と自国の実

ていないのが現状だ。雪や雨水をダム

ピタ。ラ・タガロァ議員（西サモア）

保障を脅かす可能性について述べてい

●地域内交流と協力
の拡大が重要
は、「個々の市場システムに対する価

る。持続可能な程度の人口増加と開発

情を述べた。

値の寄せ集めで対応してきた、これま

１，

（1997年-1999年）
･議長

桜井新議員（日本）
･事務総長
プラソップ･ラタナコーン議員

さらに四ヵ国が参加を表明して閉会

国直後に国内委員会を作りたい。国会

会期中に立ち上げるべく努力する。地

雷の敷設で耕作できず、困り果ててい

るのでインフラ整備、地雷除去に支援と

最終曰の二十七日は、午前九

れからも貧困からの解放に努力する

開催したい。ご協力に感謝したい。こ

・太平洋地域との交流を深めたいので、

きたので国内委昌云云を開きたい。アジア

モンゴルは、「第三次民主政権がで

協力をお願いしたい」と窮状を訴えた。

時から午後にかけて、各国の状

が、労働に値する所得が得られるよう

ケープタウンかカイロで第一回大会を

況と、会員活動について協議が

調査団を派遣して、現状を見てほしい」。

楠本修（財団法人アジア人口・開
長）

した。

え、実りある成果を収めて閉会

午後四時に一切の議事を終

う努力したい」と加盟国参加に意欲を

ラオスは、「来年、委員国になるよ

内委員会を作ってほしい」と要請した。

から「個人会員は認めていないので、国

を述べた。これに対しＡＦＰＰＤ事務局

Ｄの憲章を勉強していきたい」と実態

れからは国内委員会についてＡＦＰＰ

は個人、という資格になっている。こ

開発問題を担当しており、議員の解釈

録していないのは、ＩＰＯの中で社会

インドネシアは、「会員国として登

「北」の支援をお願いしたい。同時に「北」
は消費の見直しにも刀を注いでほしい」
と挨拶した。

●地雷除去に協力を

議員）
太田豊秋（参議院議員）
広瀬次雄（財団法人アジア人口・開
発協会常務理事／事務局

ムリンバ議員は、ヨァフリヵ・中東

発協会主任研究員）
北畑晴代（財団法人アジア人口・開
発協会国際課長）

｛

示した。

霞蕊

戦渦の傷が痛いカンボジアは、「帰

桜井新（ＡＦＰＰＤ議長・衆議院

議連』は、できれば来年の一月ごろ

曰本からの参加者

●司北」は挫里賀の目告県しを

行われた。

注：５人目の副議長と女性委員会委員長

に関しては後日検討して充当。

＝蝋蕊ZｒＩｉ
（タイ）
・副議長
ハオ・イ・チュン議員（中国）
アペンシア・クリサキレ議員
（フィジー）
ウルミラ・パテル議員（インド）
コリン・ホリス議員
（オーストラリア）
・財務
グエン・ティ・タン議員
（ベトナム）
・副事務総長
イブラヒム・アリ議員
（マレーシア）
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ｌアジア・太平洋の地域は、世界人口の約６割を占める人口と豊かな文化・伝統・宗教
的多様性を持っている。この、アジア・太平洋地域29か国の国会議員が1996年９月25日か
ら27日オーストラリアのキャンベラで開かれた第５回人口と開発に関するアジア議員
フォーラム大会に集い、食料安全保障と人口について、以下のステイツメントを行う』。
前文

２今世紀において、我々人類は、かつてない規模の人口増加を経験した。現在、地球規
模での、地域、各国における多大の努力によって、その増加率は減少しているものの、絶
対数ではかってない規模の人口増加が引き続いて起こっている。この人口は巨大な食料需
要を生み、脆弱な島喚国の生態系を含む地球環境システムに対して強い圧迫を与えている。
３私たちは、今、かつて無限であると見なされていた母なる地球を有限の唯一無二の世
界として認識しなければならない。人類の科学・技術の進歩がいかに果たされたとして

も、この母なる地球の限界を越えて私たちは生きることはできない。私たちは、この地球
という閉じた世界の上で運命共同体であり、この宿命を逃れることはできず、この地球上
で持続的に生存する道を探らなければならないのである。

４私たちは食料安全保障が世界の安全保障であることを認識しなければならない。食料安
全保障は人々の幸福な生活を脅かすばかりでなく、社会的安定および地域と世界の安全保障を
脅かす。従って、食料安全保障はすべての国そして国際社会にとって決定的に重要である。

５今世紀において人類は、科学・技術の進歩と特に緑の革命の成功によって歴史上かつ
てない食料の増産を達成した。その結果、食料生産の伸びは人口増加率をも上回ってき
た。この状況に変化の兆しがある。未開拓の可耕地は、もはやわずかしか残されていな
い。そして淡水資源の逼迫は曰を追って強まっている。さらに、塩害、酸性土壌による被
害、過収穫、化学肥料、農薬の過剰投入などによって土壌の健全性は喪失し、限界生産力
は低下を始めている。無限に見えた海洋資源もその限界が見えてきており、収穫の低下を
引き起こし、これまで人間の過った活動すべてを受け入れていた私たちの地球は、環境悪
化という形で、その限界を示している。

６これまでの世界の食料需要に関する予測は、しばしば限られた専門家の手によってな

２１

されてきたものである。予測をより正確なものとするために、すべての国に対して自国の

人口扶養力を推計することを勧告する。それは、さまざまな機関から集まった多分野の科
学者や公務員による学際的な専門家グループによってなされるべきである。国会議員には
さまざまな意見を収集し聞く責任と能力がある。

７世界の食料と人口増加に関する需給予測は、短期的には楽観的になりうるものの、長
期的には悲観的な見方をとらざるを得ない。この、厳しい現状認識に基づいて私たちは、

未来の世代にこの母なる地球を責任をもって渡すための努力を今行わなければならないの
である。そこで私たちは、ｌ）人口増加と食料生産、２）食料生産と環境、３）農村開発
（コミュニティーデベロップメント）について申し入れを行う。
人ロ増加と食料生産
８人口増加低減に対する努力を行っても、なお人口の絶対数はかってない増加を示して

いる。この人口増加は巨大な食料需要を生む。人口増加を可能な限り抑制することが、人

類が地球上で生きていく上での最も基本的かつ不可欠な対策となる。さらに、（環境〕負
荷を軽減し、持続可能な食料生産を行うために、環境と調和的な農業開発を行う必要がある。
９国会議員として、国際人口開発議員会議カイロ宣言、国際人口社会開発議員会議コペ
ンハーゲン宣言、国際女性人口開発議員会議東京宣言を再確認し、国会議員としてこれら
の問題にコミットしていく。カイロの文書に盛り込まれた思想は、プライマリー・ヘルス

ケア、家族計画、リプロダクテイブ・ヘルスサービス、そして初等教育の大幅な拡充を呼
びかけている。このことは、女性と女児および開発から置きざりにされた農村地域におい
て決定的な重要性を持っている。各国政府並びに国際社会に対してこれらの活動のための

資金および資源を増加させることは国会議員の重要な役割であると確信する。
食料生産と環境

１０過去半世紀以上に亙って、食料供給の伸びは人口増加率を上回っていた。社会・技術
的発展および農業政策は「緑の革命」を生みだした。この過去の成功は重要であるが、そ
の成功はまた、食料安全保障に対して誤った感覚を与えてしまった。また、これまで、食

料生産に成功してきたにも拘らず、地球的、国家的、コミュニティー内、家庭内の食料分
配の問題、持続的な将来の食料生産の増加、環境保護を達成しうるような持続可能な農業
開発をいかに果たすかという問題が残されている。

１１政府と国会議員は世界貿易機構（ＷＴＯ）合意を含むすべての国際的な協定が各国の
農業生産にどのような影響を与えるのか検証するべきである。同様に、地域内特恵の貿易
ルールもまた食料生産と価格構造に必ず何らかの悪影響を与える。先進国によって途上国
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の余剰農産物輸出が阻害される場合がある。従って、各国政府は、国際協定が他国への農
業輸出にどのような影響を与えることになるのか、細かく検証することが必要である。国
際条約や協定を結ぶ前に、当事国政府はその合意に含まれる条件が農業や環境に対して悪
い影響を与えないか検証する必要がある。

１２世界食料サミットで討議される「食料生産」の持つ重要性を理解している。しかし、
同時に、特に最も不利な立場にある共同体および個人生産者が食料の獲得手段と利用を可
能にするという課題も重点的に扱うべきである。農村および都市貧困者は必要な食料を確
保し、生きていけるようにならなければならない。食料や森林資源の生産者、特に女性
は、土地や金融、適切な技術などの生産手段を利用できなければならない。農村金融、小
規模灌概、農業改良・普及など、すでに知られている方法を普及させることで食料増産を
図るための努力を行わなければならない。これらの方法はよく知られた方法でありなが
ら、小規模生産者によるその活用は十分ではない。

１３食料生産を行っている現在の農業には環境悪化をもたらす部分が見受けられ、持続可
能ではない。例えば、世界の水資源に関する需要は人口増加の２倍のスピードで伸びてお
り、科学物質による汚染を含む水の問題、森林破壊と過剰な利用による土壌劣化、灌概地
域による塩害、地下水位の低下などを含む多くの問題をひき起こしている。環境悪化を抑
制し、地下水管理の改善、より持続可能な農業を発展させるために更なる努力を行わなけ
ればならない。

１４農林水産業・工業・サービス業など経済分野別に環境による制約は大きく異なる。農
林水産業は士地面積、土壌、地下水位、気候など物理的および環境から制約を直接的かつ最も
大きく受ける。この点で、他の産業と異なり環境条件を十分に考慮に入れた、持続的な開発が
最も重要となる。また、適切に管理された農林業生産は環境維持に貢献することができる。
１５もし農林水産業などの第一次生産の体系が崩壊したならば、人類の生存はありえな
い。現在のところ、多くの第一次生産は環境破壊的であり、持続可能ではない。このよう
なプロセスを環境保護と持続可能な開発の観点から全面的に見直し、産業分野別に公正で
より合理的な経済・貿易システムを構築する。

１６地球レベルでの食料安全保障を確実なものとするために地域間および国際協力を拡大
し、各国はそれぞれの環境条件と文化的伝統に基づく食料生産を奨励する。有限な地球環
境を守る上で必要不可欠となる貿易システムを構築するための、より合理的な経済政策を
立案できるようにする。その貿易システムを構築することは、有限な地球環境を守り人口
問題を解決に導く上で不可欠である。

ヨヲ

１７天災や人災などの緊急事態に対応する食料救援を食料安全保障国際協力の一環として
組み込む。食料輸入国と輸出国の相互協力と協調関係を強化することで、地域内、地域

間、地球レベルでの食料安全保障を構築する。そして食料を脅迫やいかなる搾取のための
手段としても使わないようにする。

１８これまで確立された方法による農業研究一途上国や国際機関で行われている農業
研究、特に各地域に適応するための研究や、参加型の研究一を支援する。これまでな
されてきたこれらの研究は、社会・経済的に見て非常に利益の多いものであった。さら

に、環境保護を導く税の体系を構築するよう政策研究を行う。さらに、環境の価値を経済
的活動の中に反映させ、このようなシステムによる収益を環境保全に向け、環境保護が、
途上国にとって利益となるような制度を構築する。
農村開発（コミュニティー・デベロップメント）

１９食料、水資源の確保および環境保護に大きな役割を担ってきた、農村コミュニティー
は近代化の過程にあり、人口増加の結果として生じる圧力にさらされている。人口増加の

圧力と共に人口の都市への移動が起こり、都市周辺社会における治安、都市環境問題の悪
化、耕作適地の減少などが進行している。

２０人口増加と人口移動に伴い、農村コミュニティーが担ってきた食料生産、国士保全、

環境維持の機能が脆弱化している。人口増加の抑制と環境と調和的な食料生産を実現する
ために農村開発を行うことが急務である。

２１政府は地方生産者にインセンティブをあたえ、コミュニティーが自分の利益を図るた
めの組織化を行うための適切な法的枠組みを形成するべきである。法、そしてメディアそ

れぞれに地方の人々、特に女性に焦点を当てて、そのエンパワーメントを促進するよう注
意を払うべきである。いかなるコミュニティー・デベロップメントも女性の人間資源開発を十
分に行いその力を開発プロセスの中に有機的に統合することなく達成することはできない。
２２多くの社会で農民は十分な社会的・経済的な力を持たず、各国の政策は農民にとって

身近なものと感じられないでいる。－部先進国の農民は大きな力を持っているが、多くの
場合、その力を根本的な変革の阻止に使っている。すべての農民の力を特に教育およびト
レーニングを通じて経済・社会・政治的に有意義に使うべきである。
２３国際人口開発会議行動計画で定義された意味における家族計画と性行動に関する健康
を含むリプロダクテイブ・ヘルス・サービスを利用できるようにすることで農村地域およ
び農業共同体におけるリプロダクテイブ・ライツを確保する。
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２４人口分布の適性化を行い、活力ある地域開発、特に安全な水、電気など基本的な生活
環境を整えることで、中小都市の開発を行う。地方の中小都市の開発を十分に行うこと
は、大都市への過度の集中を防ぎ、環境と調和的な農村の開発を促進するであろう。
２５人口、持続的な食料生産、環境保護、社会開発は相互補強的かつ相互依存的な関係に
ある。これらの分野の問題解決を成功させ、速やかに実施するためには包括的かつ学際的
な取り組みと、公的専門諸機関の連携が必要である。

２６問題に取り組み、適切な対応策をとるためには、食料不足と栄養不足にあえいでいる

人の参加が必要であり、世界食料サミットにおいては食料安全保障、人口プログラムの改
善を行う上でどのような参加型のアプローチをとるべきであるか検討するべきである。女
性および女児の教育の向上および社会参加は、リプロダクテイブ・ヘルスにおける選択権
のみならず金融制度の利用、農業技術、栄養資源の利用の拡大をもたらし、コミュニ
ティーにおける（女性の）意思決定を容易にする。

２７これまでの国会議員会議で決議されてきたように、これらの問題の解決には平和と、
参加、協力と学際的なアプローチが不可欠かつ喫緊の課題である。私たち、アジア・太平
洋地域の国会議員は、共に働き、共通に直面している課題を解決に導くことによっての
み、人類の未来を築き上げうることを再確認し、私たちの決意の現れとして、このステイ
ツメントを提出する。私たちは国際社会にたいして、最近の主要な国際会議の成果を一貫
した行動を通して実現するよう強く要請する。さらに、国際社会にたいしてAFPPDや
そのほかの人口・開発議員連盟を含む、人口・開発に関するすべての国際機関、組織、活
動にたいして密接に連携して活動するための努力を行うよう強く要請する。

LＬ

この宣言は1996年５月２日にクアラルンプールで採択された「食料安全保障と
人口に関するAFPPD特別運営委員会の宣言」と、1996年８月14日にフィ
ジーのコーラル・コーストで採択された太平洋地域議員会議の「食料安全保障
・人口・開発宣言」を基にしたものである。
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〈資料２〉

lWeParliamentariansfiPom29coumriesoftheAsiaandPacificregion,hometo

approximate1y60percemoftheworld1spopulationandarichcultural,traditionalandreligious

diversity,attendingtheFifthGeneralConferenceoftheAsianFommofParliamemarianson
PopulationandDevelopmem(AFPPD)inCanberra,Australia,fiom25to27Septemberl996，
presemthefbllowingstatementonfbodsecurityandpopulationl／
ＰＲＥＡＩｖ田ＬＥ

ｚ１ｎｔｈｉｓｃｅｍｕｌｙ,humankindhasexperiencedanunprecedemedscaleofpopulation

growthWhiletherateofpopulationgrowthhasdeclinedduetoconsiderableeHbrts,both
nationalandintemational,numbersofpeopleinabsolutetermscontinuetoincreaseatanalarming

rateleadingtolargeincreasesinfbodconsumptionandpowerfhlpressuresontheglobal
environment,includingthefiFagileecosystemsofislandnations．

3．Wemustrecognizethatmotherearth,toolongtakenfbrgrantedashavinginnmte
resources,isindeedaumqUeandpreciousplanet・Nodegreeofscientificandtechnological
progresswillenableustolivebeyondthelimitsofmotherearthWearepartofasingle
community,destinedtoshareacommonfiute,withintheconfinesofthefiniteandtheclosed
systemofourplanet・WecannotescapefiFomthisrealityandmustfindwaystoensureour
survivalinasustainablemanner．

４Ｗｅmustalsorecognizethatfbodsecurityiswoddsecuritylthasadirectbearing

noton1yonpeople1swell-beingbutalsoonsocialstability,regionalandworldpeaceFood
security,therefbre,isvitallyimportanttoallcountriesandtotheintemationalcommunitｙａｓａ

ｗｈｏｌｅ

alnthiscentury,wehaveoverallachievedahighdegJCeofincreasesinfbodproduction
duetotheprogressofscienceandtechnologyingeneralandtothesuccessoftheGreen
Revolutionmparticular，Asaresult，therateoffbodproductionhasexceededthatofthe

populationincreaseHowever,therearesignsthatthismaybechangingTherearegoingtobe
limitationstotheavailabilityofnewcultivablelan｡,andtheshortageoffiPeshwaterresourcesis

1／ThisstatememtakesimoaccounttheAFPPDExecutiveCommitteeStatementonFood

SecurityandPopulationaｄｏｐｔｅｄｉｎＫｕａｌａＬｕｍｐｕｒｏｎＺＭａｙｌ９ｇ６ａndtheStatementof

ParliamemtanansonFoodSecurity,PopulationandDevelopmentadoptedatthePacificRegional
MeetingofParliamentariansinCoralCoast,Fiji,onl4Augustl996．
2６
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asenousconcemwhichappearstobeworseningevelyday・Furthermoraduetosaltandacidic

damage,０Ｖ酢croppingandexcessiveuseofchemicalfertilizersandpesticides,thesouhaslostits
integnty9causingmalgjnalproductivitytodeclineWearealsobeingremindedthatthemaritime
resources,ｗｈichinthepastseemedinfinite，areindeedfinite,resultingindecliningharvest

Theearth,whichseemedtohavetoleratedourmisbehaviourinthepast,istellingusofitslimits
throughenvironmentaldeterioration

GnisalsoimportanttorecognizethatglobalprOjectionsonresourceavailabilityaretoo
oftenmadebynarrowgroupsofspecialists・Asawayofensuringbalancedandrealistic
prOjectionsfbrthefhture,allcountriesshouldmaketheirownassessmentsoftheircarrying
capacityThisshouldbedonebyinterdisciplinarygroups,includingsciemistsfi｢omdifIbrent
disciplinesandgovernmemofficialsfromdifIbrentspecializedagencies､Parliamentarianshave

bothspecialresponsibilitiesandspecialcapacitiestobringtogetherandlistentothesedivergent
vlews．

７Whileprqjectionsofglobaldemandandsupplyoffbodandpopulationgrowthgive
uscausefbroptimismintheshortterm,thereiscausefbrpessimismoverthelongtermBefbre
thisstarkreality,wemustbeginou「eflbrtsnowtoensurethatwehandovertheplanetina
responsiblemannertothefUturegenerationWe,thercfbraofYerthefbllowingstatementwith
regardtol)popuIationgmwthandfbodproducti０，，２)fbodproductionandenvironmentand3）
communitydevelopment．

ＰＯＰＵＬＡＴＩＯＮＧＲＯＷＴＨＡＮＤＦＯＯＤＰＲＯＤＵＣＴIＯＮ

sDespiteourcommitmentandeffbrtstoreducetherateofpopulationincrease,its
numbersinabsolutetermscominuetoincreaseThisimpliesacontinuedgrowthinthedemand

fbrfbod・ThusmeasurestoUmitpopulationincrcaseasmuchaspossibleareessentialifhumamty
istocontinuetosurviveontheplanetFulthermore,mordertodimimshtheloadandtoensure

sustainablefbodproductionwemustdevelopagriculmrethatisinharmonywiththeenvironmem．

，．AsparliamentarianswestandconⅡnittedtothepopulationcausebyreaffirnnngthe
CairoDeclarationofthelnternationaIConfbrenceofParliamentariansonPopulationand

Development5theCopenhagenStatementofthelmemationalMeetingofParhamentarianson

PopulationandSocialDevelopmentandtheTokyoDeclarationofthelntemationalMeetingof
PalliamentaliansonGender,PopulationandDevelopmem・ThevisiondescribedatCairocallsfbr
substantialinc1℃asesmresour℃esfbrprimaryhealthcare,familyplanningandreproductivehealth
servlces,andprimaryeducationThisisespeciallycriticalfbrwomenandgirls,andfbrthose

livinginmralareas,whoareoftenleftbehifldindevelopmemeffbrts・Webelieveitisimportant

fbrparliamentarianstoencouragetheinternationalcommunityandtheirowngovemmemsto
increaseresourcesfbrtheseactivities．

２７

FＯＯＤＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＡＮＤＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ

1０Formorethanahalfacentuly,worldfbodoutputhasincreasedmorerapidlythan

populationgrowth、Socialandtechnologicaldevelopmentsandagriculturalpolicieshave
producedsignificantgr巳enl己volutionsThesepastsuccessesareimportant,buttheycanalsogive

afhlsesenseofsecurity・Evenwithpastsuccessesinoutput,thereremainimportantdistribution

problemsglobally,nationallyandwithincommunitiesandhouseholdslnensuringfUtureincreases
infbodoutput,wemustkeepinfbcustheneedfbrenvironmentalprotection,soastoassurethat
agriculturaldevelopmentissusta、able．

1１．Govemmentsandparliamentaliansshouldexamineiptemationalagreements,including
thosewiththeWorldTradeOrganization(WTO),andseehowsuchagreementswillaffbct

agnculturalproductionmtheircountriesSimilarly,prefbrentialtradeagreementsmadebetween
groupsofcountriesmayalsonegativelyafIbctagriculturalproductionandpricestructures・
DevelopedcountriesmayoftenmakeitdiflicultfbrdeveIopingcountriestoexporttheirexcess
agriculturalproductionGovernmentswouldthe妃fbredowelltoclOselyexammetheimpactof
internationalagreementsonagriculturalexports、Befbresigningconventions/agreements,the
govemmentsshouldseetoitthattheconditionsimposedbysuchagreeｍｅｍｓｄｏｎｏtadversely
affbctagricultureandtheenvironmeminthecountnesconceme。
1２WerecognizetheimportanceoffbodpmductionwhichwillbethefbcusattheWorld
FoodSummit、Equalemphasisshouldbeplacedonissuesoffbodaccessanduse,especially
amongstthemostdisadvantagedcommunitiesandindividualproducers・Theruralandurbanpoor

musthaveaccesstosuflicientfbodfbrsustamablelivelihoodRuralproducersOffbodandfbrest

resources,especiallywomen,musthaveownershipofproductiveassetssuchaslandandhave
accesstocreditandappropriatetechnologiesCominuedefYbrtsshouldbemadetoincreasefbod

productionthroughprocessesalreadywellknown,suchasincreasedruralcredit,small-scale
ilTihationschemcsandagriculturalexpelimentationandextensionsewicesThesearcwellknown
andwellunderstoodprocesses，whichalltoooftenarenotsufTicientlyprovidedtosmall
producers．

1３．Inthecontextoffbodproduction,therearemanysignalsthatcurrentagricultural

processesareenvironmentallydestructiveandthusarenotsustainableForexample,theworld

demandfbrwaterisincreasingtwiceasfastaspopulationgrowth，andthereisahostof

water-relatedproblemsthatneedaddressing,includingpollutionofaquifbrsbychemicals,soil
erosioninsteeplandscausedbydefbrestationandintensiveagriculture,salinisationofirTigated
alcas,andrecedingwatertables,amongmanyothers、Greatereffbrtmustbemade,therefbre,to
reduceenvlronmentaldegradation,improveground-watermanagement,anddevelopamore
sustainableagriculture．

1４．Enviromnentallimitationvaliesbyeconomicsector,Whetheritisagriculture,fbrestry
orfisheries,ormanufhcturingorservlcesAgro-fbrestry-fisheryindustriesaledirectlyimpacted
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byphysicalandenvironmentallimitationssuchasavailabilityofcroplan｡,conditionsofsoil,level
ofwatertablesandclimatelnthisrega【｡,unUkeotherindustrialsectors,itismostimportamthat

apattemofsustainableagricultureisdevelopedtakingintofhllconsiderationenvironmental
parameters、Ontheotherhand，properlymanagedagricultureandfbrestryproductioncan
contributetothepreservationoftheenvironment．

1５．AsPalliamentalians,weacknowledgethatnoactivitywillensureoursurvivalifthere

wereacollapseofthesystemofprimalyproduction-agm-fbrestry-hsheries・Manyoftheprimary
productiveprocessesweengageintodayareenvironmentallydestnlctiveandnotsustainable

Hence,allsuchprocessesmustbelCviewedけomtheperspectiveofenvironmentalpreservation
andsustainabledevelopmemsoastobuildafhirandreasonableeconomicandtradingsystemfbr
eachsectionofproduction．

16.Ｗｅｈａｖｅｔｏｅｎｓｕｒｅｆｂｏｄｓｅｃｕｒｉｔｙａｔｔｈegloballevelbyexpandingregionaland
internationalco-operation，whileencouragingeachnationtoproducefbodbasedonits
environmentalconditionsandculmraltraditionsEqually,weneedtofindwaystofbrmulatemore
rationaleconomicpoliciesthatwiUhelptobuildaglobaltradmgsystemessentialtopreservingthe

finiteglobalenvironmentandaddressingpopulationconcems．

1７．Foodreliefattimesofnaturalandman-madedisastersandemergenciesrequires
regionalandglobalco-operationlnordertobuildafbodsecuritysystemattheregional，
inter-regionalandgloballevelsbasedonmutualco-operation，itisimportanttoexpand
co-operativerelationsbetweenfbodimportingandexportingcountnesandtoensurethatfbod
isnotusedasafbrmofthreatoranymeansofexploitation
1８AnotherareaofconcemistheneedtocominuesupportingeStablishedagricultural
research，particularlyadaptiveandparticipatoryresearch,throughinternationalandnational
instimtions,especiaUyindevelopingcountnes,whichhasproducedsuchhigheconomicandsocial

retumsmthepastInaddition,itisnecessarytopromotenewfbrmsofinterdisciplinarypolicy
researchfbrthepurposeofbuildingataxsystemthatprovidesincentivestoprotectthe
environment,takingintoaccountthevalueandcostofenvironmentaIprotectionineconomic
activity．

COIImⅦUNITYＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ

1９．Themralcommunity,whichhasplayedalargeroleinensuringfbodandwater
resourcesandpreservingtheenvlronmentintheprocessofmodemization,isunderstressasa

resultofpopulationgrowthAccompanyingthestressisthepopulationexodusfiPomfhrming
communitiestothecity,underminingpublicsafetyandcausingenvironmentaldegradationof

urbancommunitiesandadecreaseinlandfbrcultivation．
２０．

2１

Asaresultofthepopulationpressureandmobility，ｔｈｅｃａｐａｃｉｔｙｏｆｔｈｅｆａｒｍ

commumtytoproducefbod,managelandandpreservetheenvironmemisbeingerodedThere
isanurgentneedfbrcommunitydevelopmenttocurbpopulationgrowthandrealizefbod
productioninharmonywiththeenvironment
2LGovemmemsshoulddevelopappropriatelegislative廿ameworkstoprovideincemives
tolocalproducerssoastoenablecommumtiestoorganizethemselvesfbrtheirowninterestsand
benefitsAttentionshouldbepaidtosuchthingsasanindependentjudiciaIyandmediato
promotetheempowermentoflocalpeoplewithparticularemphasisonwomenNocommunity
developmentcanberealizedwithoutdeveIopingwomenshumanresourcesandpotentialand
integratingthemfilllyintothedevelopmentprocess．
2２Werecognizethatinmanysocietiesfhrmerslackeconomic,poUticalandsocialpower，
andaresubjecttofbrcesoftheelementsanddecisionsbyremotegovemmemsWhileinsome
developedsocietiesfillmersdoexerciseconsiderablepoweEoftentoresistfimdamentalchanges，
thisisnotsoindevelopingcountlies・Effbrtsmustbemadetoenableallfhlmerstoexercise
meaningfUleconomic,politicalandsocialpower,especiallythrougheducationandtraining
23.Communitydevelopmentalsomeanstheneedtopromoteandensurereproductive
rightsbymakingavailablereproductivehealthservices,includingfilmilyplanningandsexual
health,asdennedintheProgrammeofActionofthelntemationalConfbrenceonPopulationand
Development(ICPD),toallmralareasandfaImcommunities．
2４Developmentofsmallandmediumtowns,withanemphasisonprovidingsuchbasic
amenitiesassafbwaterandelectricity,assistsinoptimismgpopulationdistributionandbuUding
viablecommunitiesSuchdevelopmentmayhelptopreventover-concentrationofpopulationin

largecitiesandencouragedevelopmentoffhrmcommunitiesinharmonywiththeenvlronment．

25.Population，sustainablefbodproduction，environmentalprotectionandsocial

developmemaremutuallyreinfbrcingandinter-dependemvariables・Successintheseareas
r℃qulresacomprehensiveandimerdisciplinaryapproachwhichmustlinkspecializedagenciesof
governmentandbeexpeditiouslyimplemented

26.Peopleatriskmustbeinvolvedinidentifyingappropriateactionstoaddressfbod
msecurityandmalnutritionTheWorldFoodSummit,therefbre,shouldexaminecasesinwhich
popularparticipationhassucceededinimprovingfbodsecurityandpopulationprogrammes・
Improvingwomensandgirlseducationandenhancingtheirparticipationinallaspectsofsociety
anddevelopmemwillfhcUitateimprovememsmwomensrolesindecisionmaking,concemlngnot
onlytheirreproductivehealthchoicesbutalsotheiracｃｅｓｓｔｏａｎｄｕｓｅｏｆｃｒｅｄｉｔ,agricultural
technologyandnutritionalresources．

CＯｍｌｎＴＭＥＮＴＴＯＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥＡＣＴＩＯＮ
27.

Asstatedintheresolutionsadoptedatpastmeetingsofparliamentarians，peace，
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participation,co-ordinationandanimerdisciplinalyapproachareessentialtosolvingproblemsof
fbodsecurityandpopulationWePalliamentariansfiPomtheAsiaandPacificregionofferthis
statementastestimonytoourfirmcommitmentfbracollectivefilture,byreaffirmingthattheonly
waytomeetthesecommonchallengesliesinworkingtogether,Wetherefbrestronglyurgethe
intemationalcommumtytohonourthecommitmentsitmadeattherecentmajorinternational
confbrencesandtotranslatethesecommitmentsintoconcreteactions・Wefilrtherurgethe
intemationalcommunitytomakeeve『yeffbrttomaintainaclosewolkingrelationshipwithall

agenciesandoIganizationsactiveinthepopulationanddevelopmentfield,includingtheAsian

FonⅡnofPalliamemtaliansonPopulationandDevelopmentanditsfellowpalliamentariangroups．

3１

且ヤンベラ宣言文書委員会ﾉート

レーシアのクアラルンプールで開催さ

口人口増加抑制の努力を行ってもな

Ｈ地球が有限であるということ。

問題となるのは、水などを利用する際

要素」である。それが、経済学として

いう要素は、原理的には「経済外的な

例えば、現代経済学にとって環境と

れた食料安全保障と人口に関するＡＦ

お人口増加が続き、人類はかって経

に必要となる「経費」であり、その廃液

文案を用意するに当たって、

ＰＰＤ特別運営委員会の「食料安全保

験したことのない規模の人口を扶養

などの産業廃棄物を浄化する際に必要

「キャンベラ宣言」は本年五月にマ

障と人口に関するクアラルンプール宣

しなければならないこと。

口と開発に関する太平洋地域議員会議

料を確保する責任と義務があること。

曰国会議員は各国の人口に対する食

経費」が問題になって初めて経済学に

となる「経費」である。つまり、「処理

●

言」と本年八月フィジーで開かれた人
の「太平洋地域・食料安全保障・人口

かれた運営委員会の決定に従い、ＡＦ

本年二月、フィリピン国マニラで開

の問題は多くの場合、経済学的な問題

の問題があった。現在、食料安全保障

問題を扱うということには実は数多く

しかしこの観点から食料安全保障の

したがって、今回の議員会議の討議

非常に難しい。

空気そのものの価値Ⅱをはかることは

環境価値Ⅱ例えば水そのものの価値、

がって、現在の経済のシステムの中で

おける「対象」とされるのである。した

ＰＰＤは本年の活動の主題を「食料安全

として扱われている。今回、宣言文作

内容は、現在、現代経済学に基づき政

三点を考え方の基本に据えた。

保障と人口問題」とし、地域会議や各国

成の基本的な視点とした三点は、現代

府間ペースで協議されている貿易など

・開発宣言」を基にして作成されたも

セミナーが準備され、アジア全域で「食

経済学の考え方とは必ずしも相性のよ

の協議と同じような課題を扱いなが

のである。

料安全保障と人口問題」に対する取り

いものではない。手短に言えば、人口

ら、実は協議の対象そのものが異なっ

たものとならざるを得ない。

の問題にしても、地球が扶養できる限

その中でも、クアラルンプール宣言

界の問題にしても、現代経済学にとって

組みと、意見の醸成が行われてきた。
は、本年十一月にローマで開かれる

は、その対象以上に大きな問題である。

会」に提出するために、特別運営委員会

三回食糧農業機構アジア。太平洋地域総

平洋地域の準備会議である、「第二十

り、経済学の「問題」として捕らえるこ

て扱うべきではない「前提」の問題であ

その考察の対象としている「問題」とし

つまり、これらの問題は、経済学が

る量には限界があるという考え方から

口規模と、地球がその人口を扶養でき

ければ、人間の未来はない。現在の人

る現在、これらの要素を考慮に入れな

が人間の活動を浄化できなくなってい

しかし、人口が増え続け、地球環境

「世界食料サミット」に向けてアジア太

で検討が行われ、採択した宣言である。

とが非常に困難なのである。

文書案は日本側で準備された。この
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は、一九九四年国際人口開発会議（Ｉ

るうえでも重要な点である。この内容

国政府の意見としても支持するとの発

んだ。その結果、キャンベラ宣言を中

政府も強い関心をもってこの大会に臨

言えば、当然の結論である。
ただ、現在世界的な貿易通商に関す

ＣＰＤ）に併せて開催された国際人口

キャンベラ宣言の骨子は、Ｈ人口を

るルールであるＧＡＴＴ（貿易と関税

従って比較優位生産費説に基づいて効

抑制することなく食料安全保障も環境

キャンベラ宣言を採択するに当たっ

言があった。単に、国会議員個人個人

用を最大にすることで、｜人当たりの

保護もありえない、口増え続ける人口

て、文書委員会で検討が行われた際、

開発議員会議（ＩＣＰＰＤ）にもうたわ

豊かさを増大させようと考えている。

と環境への影響を考え、各国国民の食

フィジーの宣言とクアラルンプールの

に関する一般合意）を含めＷＴＯ（世界

言うまでもなく、公正で公平な通商

料生産に責任を持つためには、農業・

宣言を共に入れ、文書を組み直すとい

の意見ではなく、政府の意見として採

ルールは、経済の地球規模化が進む中

食料生産と工業製品はおのずと違った

う提案がミシガン大学のゲイル。Ｄ・

れている点である。

で不可避な要請である。しかしなが

ルールがなければならない、の二点で

ネス教授からあったが、フィジーの国

貿易機関）等は現代経済学の考え方に

ら、そのルールそのものが前提となる

あるということになる。

大きく異なる……）と旧（すべてのこの

（……産業分野別に環境による制約は

求めているとも言えるのだが、特にｕ

キャンベラ宣言全体がその見直しを

てくる。

るとするならば、再検討が必要になっ

れることができない性質そのものであ

料について真剣に考え続けてきたこと‐

ての使命感から自国の国民の将来の食

員であること、さらに、国会議員とし

開発について長年携わってきた国会議

は、参加国会議員が人口と持続可能な

加者から絶大な支持を受けた。これ

にかけられたとき、ほとんどの国の参

この宣言文案が、文書委員会、総会

Ｈ社会的な不安定性が食料安全保障

特記しなければならないのは、

加筆訂正する形で作業が進められた。

あり、事実上クアラルンプール宣言を

を基本として欲しいという申し入れが

会議長の提案でクアラルンプール宣言

らず、多くの国から寄せられた。

択したいという意志表明は中国のみな

環境条件、人口増大を十分に考慮に入

ようなプロセスを環境保護と持続可能

の結論が、キャンベラ宣言の内容と一

社会的な安定性が破壊されたところ

の二点である。

リアからでた地下水の問題。

ロインドやパキスタン、オーストラ

を脅かす最大の要因。

クアラルンプール宣言と異なる点で

な開発の観点から見直し、産業分野別

致していたからということであろう。

員長をはじめとする大代表団を送り、

中国などは、全人代常任委員会副委

に公正でより合理的な経済・貿易シス

テムを構築する）という二点は、現在
の政府間の通商ルールに見直しを求め
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第５回ＡＦＰＰＤ大会開く<キャンベラ宣言文書委員会ノ

ている。この対応を行っていくうえで

要かを見つめた対応が切実に求められ

でしかない。今、人類にとって何が必

ＯＤＡは世界の軍事費支出の○・五％

ような様相すら示している。世界中の

ず、紛争は止むどころか拡大している

の国に飢えと貧困があるにもかかわら

では、食料生産どころではない。多く

れた我が国との事情の違いを強く感じ

れ、文書に盛り込まれた。雨水に恵ま

深刻な問題である。この点が指摘さ

い。地下水位の低下や塩害化の問題は

地下水灌概に依存している部分が大き

ジャブ地方などはすべて灌概、とくに

国、オーストラリア、インドのパン

題である。大穀倉地帯と言われる米

がその監視を実行するべきではない

認された。そして、さらに、国会議員

員が不満に感じていた点で、即座に承

た。この部分に関しても、各国国会議

ければならないという、一文が入っ

る場合に、その施策が一貫性をもたな

ない。国際的な会議での合意を実行す

が、政府間会議の合意すら守られてい

在、多くの国際会議が開かれている

された。

経た後、参加者全員の総意として採択

キャンベラ宣言は、これらの討議を

か、との意見まで出た。

させられた。

の環境への留意が付け加えられた。

生態系しか持っていない太平洋島蝋国

また、人口扶養力に乏しく、脆弱な

国会議員の役割と、このような交流の
機会の重要性を再認識したことは大き
な収穫だつだといえる。
さらに、農業生産における地下水の

最後に、桜井議長の強い意向で、現

を両方作ってしまうのではなく、イギ

識涜麺

織燕蝋

繊織露

織蕊物

低

問題は、日本には余りなじみのない問

比較優位原則とは、

リスでは織物を作りポルトガルでは葡

この考え方に従えば、絶対優位を

イギリスとポルトガルで同じ葡萄酒

高かった。ただこの二つの産物をそれ

持っていない国でも輸出が可能にな

萄酒を作ったほうが全体としての生産

ぞれの国の中での生産性の違いに注目

り、国際分業の理論となった。さら

と織物を作っていた。その生産性はイ

した場合、イギリスでは織物の生産性

に、貿易ばかりでなく、国内分業、企

量（効用）は大きくなるという考え方。

が葡萄酒よりも高い。ポルトガルでは

業内分業、ワークシェアリングなどもこ

生産性

ポルトガル

イギリス

ギリスの方がいずれの産物に関しても

葡萄酒の生産性の方が織物の生産性よ

の理論にしたがって理論化されている。
（楠本修）

りも高い。この場合、生産性を絶対的

な水準で見てイギリスで葡萄酒と織物

商
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第５回ＡＦＰＰ 、大会開く〈世界食料サミットについて〉

世界食料サミットについて
を背景に、食料需要の大幅な増加が見込

ある。今後、途上国における人口増加等

する等、顕著な改善は見られない状況に

において約八億人の栄養不良人口が存在

採択した。しかし、現在なお開発途上国

に地球上から飢餓を撲滅する旨の宣言を

された「世界食料会議」で、今後十年以内

Ｈ’九七四年、国連の主催により開催

「趣旨及び背景

□これまでの議論からみると、「政策

で地域総会が開催され議論が行われた）。

は、五月十四日～十八日の間、西サモア

所属するアジア・太平洋地域において

総会の場でも議論が行われた（我が国が

界の主要地域毎に開催されたＦＡＯ地域

始され、さらに三月から七月にかけて世

は、本年一月から事務レベルで議論が開

Ｈ「政策声明」及び「行動計画」について

二、これまでの議論の経緯

途上国や我が国のような食料輸入先進国

の問題だけではなく、経済成長の著しい

㈹また、開発途上国の飢餓・栄養不良

を踏まえて議論すべきである。

上に、人口・食料・環境との密接な関連

の負荷の増大等を考慮すれば、今まで以

㈲今後の人口増とこれに伴う環境面へ

①食料安全保障の問題は、

口このような状況を背景に、本年十一

ァ、米、ＥＵ、豪、途上国等の主張

各国間に次のような意見の隔たりがある。

声明」と「行動計画」の内容については、

内生産に加え、安定輸入及び備蓄の保有

るべきである。

も視野に入れた多面的な問題として捉え

主張

イ、これに対し、我が国は次のように

まれる中で、世界の食料安全保障をどう

月十三日～十七日にローマで開催される

①世界の食料安全保障の主要課題は途

等、各国の立場に応じた適切な組み合わ

達成していくかが課題である。

世界食料サミットでは、飢餓と栄養不良

上国を中心とする飢餓・栄養不良問題

③食料生産の増強が必要。また、貧困

的実施が必要である。

⑤途上国の援助等についてはその効率

は適切ではない。

由化や比較優位を唯一の指針とすること

④農産物貿易を進めるに当たって、自

面的機能についての認識が重要である。

③農業の有する国士・環境保全等の多

持が重要である。

②食料安全保障の達成のためには、国

の撲滅及び世界の食料安全保障の達成を

せが重要であるが、中でも国内生産の維

②食料安全保障達成のためには、途上

（米、ＥＵ、豪及び一部の途上国）

政策指針となる「政策声明」とその具体的

国の貧困の解消と安価で円滑な食料供給

目的とし、各国及び国際機関にとっての

な方策を示す「行動計画」が採択される予

のための自由貿易の推進が必要（米、

豪、ニュージーランド、ブラジル、アル

定である。

曰また、本サミットの開催に合わせ
会同盟会議及び国際食料安全保障・人口

の解消と農業開発のためには、資金面で

ゼンチン）

議員会議）や非政府組織（農業団体等ＮＧ

の手当が重要（途上国）

て、各国の国会議員による会合（列国議

Ｏ）による会合も開催予定されている。

３５

いは調査がなければ、解くことができ

さまざまな違った立場からの研究ある

な問題の全体を考えていくためには、

部の研究、世界の食料問題という大き

は、農業経済学という学問は、その一

題という大きな問題を考えるうえで

す。食料問題、特に世界全体の食料問

私の専門は農業経済学という学問で

いうときに参考になる本が、特に日本

複雑な問題を全体としてとらえようと

本はいくつかありますが、多面的で、

いことでした。専門的に突っ込まれた

すい本が日本ではなかなか見当たらな

いう、そのような目的で書いた読みや

ではなくて、全体像を明らかにすると

狭い専門の見地から突っ込んでいくの

るわけですけれども、それを一面的な

う非常に重要な問題に関して、さまざ

どのようになっていくかの予測を申し

まず、これから世界の食料の問題が

語で読める本がありません。

まな側面があり、さまざまな問題があ

本を書く動機は、世界の食料問題とい

チエシリーズの一冊ですが、私がこの

出版しました。これは講談社の選書メ

飽食ｌ食料問題の十二章』という本を

私は二年前に、講談社から『飢餓と

ない問題です。

◎荏開津典生〈東京大学名誉教授〉

エガイシフミオ

iＩ
日大会館で

多数の聴講者が出席して熱心にメモをとる
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セミナー・深刻な人ロと食料

の予測が出ています。その中で最も中

界のいくつかの研究機関なり、国から

上げます。これに関しては、現在、世

のです。この前の版は『二○○○年の

るかという基本的な見通しを述べたも

事情が今後二○一○年にかけてどうな

うタイトルですが、内容は世界の食料

訳が出てます。これは、世界農業とい

して、日本の国際食料農業協会から翻

の『二○一○年の世界農業』がありま

心的な予測は、食糧農業機関（ＦＡＯ）

を務めて、同研究所の予測について東

に同研究所の方が来日され、私が座長

は、目にしておりませんが、今年の春

す。私の知る限りでは日本語への翻訳

こからは二○二○年の予測が出ていま

究所という国際機関がありますが、こ

とえば、ワシントンに国際食料政策研

他にいくつかの予測がありますが、た

メリカの農務省は二○○五年の予測を

一○年の予測を発表していますし、ア

その他に、日本の農林水産省は二○

京でシンポジウムを開きました。

突っ込んだ分析が行われており、いい
本であると思います。

これは一つの基本的な文献で、その

発表しています。アメリカの農務省の

予測は、日本語に翻訳され、農政調査

委員会から、出版されています。

これらの予測が、今後二○一○年な

り、’’○一’○年なり、二○年、三○年

後の将来について、世界の食料事情

が、どうなるか見通してみると、これ

らの予測は、ほぼその内容に一致がみ

られます。その一致した予測の内容

は、今後二○年、三○年の間、世界の

食料事情は現在とさほど変わらない、

というのが一致した、基本的な予測で

す。さまざまな表現のニュアンスもあ

３７

世界農業』で、それに比べてかなり

荏開津典生くｴｶﾞｲﾂﾌﾐｵ>先生

・農学博士。東京大学名誉教授、農業経
済学。
・1935年岐阜県生まれ。

・東京大学農学部農業経済学科卒、同大
学院を経て経済企画庁勤務。東京大学
農学部教授、平成８年より千葉経済大
学教授。
・主な著書：「飢餓と飽食一食料問題の
十二章」（講談社選誓メチエ２０１９９４

年)、「こころ遥かなれ日本農業新論」
共著（家の光協会1995年)、他多数．

講演する荏開津典律生年

こらないであろう、というものです。

料事情は、現在とさして大きな差は起

測は、今後二○年、三○年、世界の食

リカの農務省、日本の農林水産省の予

ＦＡＯ、国際食料政策研究所、アメ

りません。

の予測の間に非常に違った点もなくはあ

るし、あるいは細かく見れば、これら

いということです。

決される見通しはほとんど立っていな

う状態が今後、二○～三○年の間、解

のが世界の食料問題の現状で、こうい

自ら飢餓に苦しみ毎日をすごしている

近い状態を見聞し、経験し、あるいは

で、七○％近い世界の人々は、飢餓に

にすぎない人たちが暮らしている世界

の人々が毎日おかれている食料問題の

し、帰国するだけでは、世界の大多数

ラのホテルに泊まり会議をし、観光を

に行っても、バンコク、あるいはマニ

ですが、たとえば、フィリピン、タイ

の現実に触れる機会がないのは、当然

帰ってくるだけでは、厳しい食料問題

ロンドン、ワシントンなど都会を見て

です。あるいは海外に旅行して見聞す

相を異にしたものである、ということ

とは、世界の食料事情は、まったく様

ていて、身近に経験し、見聞するもの

が日本にいて、あるいは東京に暮らし

に一番強調したい点は、現状は、我々

いうことですが、私が今日まず、最初

現在とさほど大きな差は生じないと

が、私がまず第一に皆さんにアピール

きわめて悲観的な予想です。この点

それは楽観的な予想であるどころか、

界の大多数の人々の見地からすれば、

少数の人々の見地であって、実は、世

るいは地球上の一一○％ないし三○％の

ば、それは、狭い日本の中の経験、あ

ほど心配する必要はないと考えるなら

もし、食料問題に関し、将来もそれ

ことをまず認識しなければなりません。

ですが、それは非常に大きな過ちである

は、ごく普通の状況であると理解しがち

我々のおかれている食料問題の状況

入ってから二○年、三○年になり、

験をしたのです。現在、飽食の時代に

ら戦後にかけて、厳しい食料問題の経

実は、日本では五○年前に戦争中か

現状に触れる機会は、ほとんどないの

る、そういう時に経験するような状況

したい点でございます。

が実情です。

とはまったく異質のものである、とい

日本が属している世界、我々が日常

論界や政治あるいは経済の世界のトッ

すが、日本のトップリーダーの方、言

返し、日本の多くの方々にしておりま

界あるいは、開発途上の国々の世界に

広がっており、この広大な農業的な世

そのまわりには広大な農業的な世界が

は、都市的な世界と考えられますが、

日本、アメリカやヨーロッパの国々

に経験する世界は、私の書物のタイト

プリーダーの方々ですら、なかなかこ

おいては、かつてマルサスが述べた、

私はこうした話を、これまでも繰り

ルでは飽食の世界ですが、実は、この

の点をご理解いただけないのが、私の

人口と食料の増加の速度の違いからく

うことをまずご理解いただきたいと思

飽食の世界とは、世界全体を見た場

経験です。日本に住んでおり、パリ、

うわけです。

合、ごく一部で、人口の二○～三○％
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（疫病）、赤ん坊殺し、売春、戦争とこ

が述べられており、この飢餓、病気

が人間社会を襲うであろうという予言

春、このようなさまざまな悲惨な状態

ら飢餓、病気、戦争、赤ん坊殺し、売

しか増えないので、必ずや食料不足か

的に増大するが、食料は算術級数的に

マルサスによると人口は幾何学級数

ものが日常に見られるのが現実です。

る悪夢のような食料不足の状態という

で、二十一世紀に足を踏み入れなけれ

類はこの厳しい現実を引きずったまま

題です。これが第一点です。世界の人

答を持っていない、大変むずかしい問

が立っておらず、解決できるという解

は今後、二○年、三○年、解決のめど

の世界の食料問題の現実であり、それ

態で毎日をすごしており、これは現在

餓、食べ物が十分にない、そういう状

位の人々が栄養不足、広い意味での飢

ばなりませんが、少なくとも数億の単

策に非常に強く左右されていることで

向は、現在の中国政府の厳しい人口政

なければならないのは、中国の人口動

す。しかし、どうしても指摘しておか

と、考えているのだと理解しておりま

ウン博士の見解はやや悲観的すぎる

の理解する限りでは、レスター・ブラ

中国の専門的な研究者の意見は、私

との予測を繰り返し述べています。

輸入せざるを得なくなるのではないか

面し、世界市場から莫大な量の穀物を

夫婦に子ども一人、いわゆるひとりっ

ういったことは、日本に住んでいれ

第二点は、場合によっては、世界の

子政策で、これ以上厳しい人口政策

す。中国の人口政策の基本は、一組の

が、一歩我々の住んでいる世界から出

食料問題の実態は変わらないのではな

は、考えられない。ひとりっ子の次は

ばならないのであります。

て、世界の六○～七○％の人が住んで

く、さらに悪化するという見方ないしは

ば、はるかに遠い現実感のない話です

いる国々に足を踏み入れれば、それは

ゼロですから、考えられないのです。

このような強い人口制限政策というの

要因もなくはないというのが実情で一兆

い、毎日の現実であることが理解でき

が、今後も維持されうるものであるど

マルサスの書物の中にあるだけではな
ます。

に注意を払っておかなければならない

うかということは、かなり疑問を持た
まず第一は、中国の問題です。今年

問題であろうと考えています。このよ

ＦＡＯの推計では、現在、世界でほ

る人々が存在しています。この推計に

になり、アメリカのワールドウオッチ

うな強い厳格な人口抑制政策がとられ

なければなりません。あるいは、十分

はさまざまな問題点もあります。世界

研究所のレスター・ブラウン博士が、

ぼ８億人程度の栄養不足に苦しんでい

全体について日本のような詳細な統計

ている国というのは、世界でも中国だ

けで、きわめて例外的で、世界の歴史

非常に強い警告を発し続けておりま
す。やがて中国が膨大な食料不足に直

をとることは、もちろんできません。

大まかな推計値であると理解しなけれ
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ることはできないと考えます。

義とは異なる政治形態と切り離し考え

この中国の人口政策は、中国の民主主

ばしばありますが、いずれにしても、

政策が守られていないという報告はし

にもかかわらず、必ずしもひとりっ子

の独裁政権の極めて強い人口抑制政策

解しています。もちろん、共産党政権

そ、維持することが可能であったと理

とは異なった政治形態であるからこ

国の政治が共産党独裁という民主主義

政策というものは、共産主義政権、中

このような強い厳格極まる人口抑制

であろうと思います。

れたのは他にも例がない未曾有のこと

上、これほど大規模な人口政策がとら

問題と考えています。

疑問符をつけておかなければならない

道を歩んでいけるかどうかは、大きな

義で今後も一一○年、三○年の間発展の

つ、政治は共産党一党独裁、非民主主

すと、中国の経済は市場経済化しつ

済であると考えております。そうしま

素である経済セクター、これが市場経

主主義の一部、民主主義社会の構成要

観点から申しますと、市場経済は、民

治形態であり、私の専門である経済の

のは、当然ながら、民主主義という政

かと思います。市場経済とペアになる

ければならない、大きな問題ではない

持できるかは、はなはだ疑問に思わな

政治の面では共産党一党独裁制度が維

国に定着し、浸透していった場合に、

超長期の観点から見た場合に、一つの

ないことははっきりしておりますが、

年、一○年で考えれば、特段影響は出

にはわかっていないのが実情です。五

のような影響を及ぼすかは、実は十分

将来において、地球の食料生産力にど

けですが、この温暖化がいったい遠い

温暖化が話題になってすでに久しいわ

かという問題です。たとえば、地球の

球上の資源、環境の制約をどう考える

う点がいくつかあります。｜っは、地

が、考えておかなければいけないとい

在のところははっきりはわかりません

な問題になってくるかということは現

すが、それが、どのような程度に重大

にも、その他の予測にも指摘はありま

を考えてのことですが、ＦＡＯの予測

不確定要因として考えなければならな

経済の面では、これまで長い間、資

本主義に対抗してきた社会主義経済

い問題です。同様に、もう一つは、現

性の減少という事態が、よく指摘され

は、ほぼ全面的な破綻をきたし、現在

次の点は、いくつかの不確定要因が

ます。その一つの大きな原因は、熱帯

在、地球上に存在する生物の種の多く
り、かなりの程度、市場経済化が進行

あるということです。これは五年、一

雨林の伐採ですが、極めて多様な生物

の中国も経済の面では、資本主義では

しているのが実情です。果たして将

○年という問題ではありません。二○

の種にとり生存する場所となっている

が、絶滅しつつある、生物学的な多様

来、この市場経済とし、自由主義、個

年、三○年、あるいはもっと長い将来

ないが、市場経済への道を歩みつつあ

人主義に基づく経済のシステムが、中
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漠化という現象もあります。一方で、

性を奪ってしまうような農法による砂

国における略奪的な農法、士地の肥沃

これは、二つの面があり、開発途上

疑問があります。

るものであるかどうかは、かなり強い

に渡って生産力を落とさずに維持でき

法で、農業生産を続けた場合、超長期

のものが、現在のような農業生産の方

重要なファクターがあり、この地力そ

地の基本的な生産力である地力という

料生産の根幹をなす農業生産には、農

は、いわゆる砂漠化の現象ですが、食

う問題があります。その極端なもの

さらにもう一つは、地力の減退とい

定要因の一つであろうかと思います。

考慮に入れておかなければならない不確

何が起こる、ということではないが、

す。これについては、五年、’○年で

ぼすのではないかという指摘もありま

物界の活性、活力が、重要な影響を及

とは、将来の地球上の広い意味での生

球上の生物の多様性が減少していくこ

熱帯雨林が消滅することによって、地

段がとられているかというと、実際に

のやり方に向かって変化させる政策手

す。では、実際に農業のやり方をＳＡ

キーワードになっているのが実情で

先進諸国の農業政策の一つの重要な

ます。この数年、ＳＡという言葉は、

葉が必ず見られるようになってきてい

変えなければならないと、こういう言

のやり方を持続的農法、ＳＡの方向に

政策等のどの文章を見ても現在の農業

業政策、あるいは日本の農林水産省の

メリカの農業法、ヨーロッパの共通農

は非常に広く用いられております。ア

いう言葉は、農業関係の政策の世界で

イナブル・アグリカルチャ１（ＳＡ）と

り、持続的農法、持続的農業とサステ

業関係者の間で大きな話題となってお

の問題というのは、この数年の間、農

きな疑問のある問題です。この持続性

あるものであるかどうかは、非常に大

な農法、農業生産の方法が、持続性が

種子が使用されていますが、このよう

産の方法は、高度に人工的改良された

いる、極めて収量が高く集約的農業生

量の化学肥料、農薬等を用いて行って

きているのではないかと考えておりま

の転換を始めなければならない時期に

先進国が思い切ってその方向への農法

考えるときに、特に世界の所得の高い

年、三○年、あるいは超長期の問題を

化が現れるものではありません。二○

このＳＡの問題も五年、’○年で変

考えます。

ていないというのが実態ではないかと

る具体的な政策も、政策手段もとられ

ますが、現実にはそれに向かういかな

にはＳＡという言葉は、氾濫しており

も、ヨーロッパの国でも、政策の文章

す。日本だけではなく、アメリカで

いないのが、実情ではないかと考えま

という具体的な政策は何一つとられて

ルチャーの方向に向かって変えていく

続的農業、サステイナプル・アグリカ

農場ではなく、現実の農場の農法を持

ておりますが、実際の農業、実験的な

囲の実験的なことはいろいろと行われ

はないかと思います。もちろん、小範

実行されていない、というのが現状で

は言葉はありますが、ほとんど何事も

す。これも不確定な要因であるから、

日本、アメリカ、ヨーロッパ等で、多

\』

性は否定することはできません。私も

りません。たしかに、だれもその可能

いうような答えをされる方が少なくあ

かする必要などはまったくないんだと

されるから、今、食料問題の心配なん

は、バイオテクノロジーによって開発

だ、画期的な食料生産の方法というの

うのは、まったく問題がなくなるの

の進歩によって、やがて食料生産とい

ジーが解決する。バイオテクノロジー

ンスの一つは、すべてバイオテクノロ

ずといっていいくらい出てくるリスポ

ろいろな立場の方々と話すときに、必

産という話になると、私が日本でのい

ば、三○年、四○年先の農業、食料生

な性質のものではありません。たとえ

うふうになるんだ“と断定できるよう

とで、現在、将来に向かって食料、人

ませんが、その可能性を言い立てるこ

えてしまうという可能性はなくはあり

などは、もう世界人類の目の前から消

料生産の方法が開発されて、食料問題

ジーの変化によって画期的な新しい食

可能性はなくはない、バイオテクノロ

は誤りであると思います。そのような

る必要はないというように断定するの

用心深い態度をとり、慎重な態度をと

は人口問題について考え、先に対して

て、現在、食料問題について、あるい

のような可能性を考えることによっ

定することはできませんが、ただ、そ

可能性があると言われれば、それを否

て、世界の食料問題は一挙に解決する

オテクノロジーの画期的な変化によっ

しかし、二○年、三○年の後に、バイ

す。これが第一の政策的なポイントで

うことが非常に大切であると考えま

国の国内の農業発展に対する協力とい

途上国の開発援助ですが、それぞれの

論点でありますが、世界の多くの開発

告書でも強調されている非常に重要な

できません。第一の点は、ＦＡＯの報

り、決定論的に政策を決定することは

さまざまな不確定要因が含まれてお

に行ったらいいのかという問題です。

らいいのか、どのようなことを政策的

現在、我々はどのような政策をとった

つまり、以上のことを念頭におき、

思います。

えを簡単に述べさせていただきたいと

つかの政策的な課題について、私の考

次にこういった問題から生じるいく

ことは、皆様もご承知のとおりです。

これを否定することはできません。し

口の問題に関し、慎重な配慮を払う必

す。この点については、経済学では、

〃こうこうこういう次第で必ずこうい

かしながら、現在の実情が、そういう

要はないと断定するのは愚かなことで

原理にまかせておけばいいのであっ

つまり、経済学では、自由な市場の

のが実情です。

ことが絶対に可能であるという断言が

こうした不確実性の問題というの

非常に疑問を投げる人が少なくはない

オテクノロジーが現在の食料生産、特

は、超長期の不確実の要因というの

す。

にその対象である、穀物生産とほとん

は、他にいくつもございます。

できる状況とはほど遠いのです。バイ

ど無関係であるというのが現状である

＃２

の国の事情に基づいた政策がとられる

は、誤りです。当然ながら、それぞれ

開発政策をとるべきであるとすること

すべての国について、同じような農業

まな事情の違いがあり、いちがいに、

○近くある開発途上国の中にはさまざ

これもむずかしい論争点です。一○

持っています。

は、はなはだむずかしいという考えを

るいは、社会の改善というようなこと

自国内の農業を無視して経済発展、あ

えで非常に重要な手段の一つである、

の状態を改善し、経済を発展させるう

業発展に力を入れることが、その社会

れども、多くの開発途上国にとり、農

ＡＯの報告書と同じ立場でありますけ

くないのです。しかし、私は、このＦ

策である、という見解を持つ人も少な

げになる、足かせになる、間違った政

は、経済発展という政策にとって、妨

うように考えるのは間違いです。それ

を特に発展させなければならないとい

て、特にある産業部門、ここでは農業

機が飛び立つときの離陸するような急

歴史から見ると、爆発的な増加、飛行

の世界の人口増加率は、世界の人口の

たというのが実情です。この一○○年

莫大な人口の七○％、八○％が増加し

比べ、わずか一○○年の間に、現在の

と、人類発生以来の非常に長い年月に

遂げました。今世紀の初頭から見る

入り、一○○年の間に恐るべき増加を

思います。世界の人口は、二○世紀に

ぎると考えてしかるべきではないかと

で、現在の世界の人口増加率が、高す

ありますが、世界の将来を考えるうえ

ですから、はなはだむずかしい側面が

下げる政策というものに関係する問題

ではないかと思います。出生率を引き

人口抑制の政策がとられてしかるべき

う問題点があります。私は、政策的な

段をこうじるべきであるかどうかとい

は、世界の人口に、政策的な抑制の手

るべきではないかと考えます。第二

力は、大きな政策目標の一つに置かれ

発に対する援助、農業開発に関する協

の政府の関与があってしかるべきであ

しとは言い切れない、やはり相当程度

シプル）だけでやっていって、問題な

（フリーマーケット）という原則（プリン

リートレード）あるいは自由取引市場

問題については、完全な自由貿易（フ

という考えを持っております。食料の

選択であるとは言えないのではないか

料問題の現状から見て、正しい政策的

マーケットにまかせるのは、世界の食

しかるべきではないか、完全なフリー

かなりの程度の政策的な干渉があって

穀物については、世界の貿易を含め、

ているが、食料、特にその大層をなす

摺々としてこの一○年以上世界を覆っ

・トレードという、貿易自由化の波が

てしかるべきであって、完全なフリー

ては、ある種の政策的な干渉が、あっ

第三に、世界の穀物貿易市場につい

う印象を持っています。

にとって誤った考え方ではないかとい

必要もないと考えるのは、世界の将来

いて、何らの政策的な処置をこうずる

ド、その他で見られる人口増加率につ

ると、考えております。その論拠の一

激な増加率です。

現在、アフリカのある地域、イン

べきでありますが、やはり、開発政
策、特に援助の政策における、農業開
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るかと思います。

いるという事実を指摘することができ

が世界に数億の栄養不足人口を生んで

配分されているわけですが、この配分

的には自由取引市場の原理に基づいて

ているという結果、この配分は、基本

の人々の間に食料配分が偏って行われ

ではなく、食料の分配の不公平、世界

が、実は食料の生産の不足ということ

数億の栄養不足人口の存在という事態

料問題の状況のポイントをなしている

あるということです。第三に現在の食

いう意味で、最も基礎的な必需物資で

がなければただちに生命に関係すると

多くのものとは違って、食料は、それ

らないことです。第二に、工業生産の

生産とははっきり区別されなければな

給面の変動に著しいものがあり、工業

持っている、収量の気象変動による供

はなはだしく強く左右される側面を

工業生産とは違って、現在でも天候に

つとは、食料生産というものが、他の

りした立場を持ってこれに臨んでもら

す。日本政府の立場としても、はっき

論の対象になるというところでありま

もなくそれがＷＴＯの場でふたたび議

ことが議論の対象になってきます。間

で、いかなる政策をとるべきかという

システムである、ＷＴＯの制度のもと

世紀に近づくと、新しい世界の貿易の

に熱心に議論された点ですが、二十一

ウルグアイラウンドを通じても、非常

います。この点は、やがて、ガットの

則にはなじまないという考えを持って

料、穀物は完全なフリートレードの原

論争点ではありますが、私自身は、食

を強く持っている人が多い。この点も

則のもとに置くべきであるという意見

リーマーケット、フリートレードの原

は、食料も工業製品と同様にすべてフ

が多くあり、経済学者の多くの人たち

いと考えます。これについても、異論

のは、人類にとって賢明な選択ではな

リートレードのシステムのもとに置く

貿易を完全にフリーマーケット、フ

緑の革命という大きなできごとに援助

り、世界の食料問題の解決に貢献する

時アメリカは世界で最も豊かな国であ

してこの緑の革命の実現しました。当

ど、アメリカの財団が大きなお金を出

したが、フォード、ロックフェラーな

アメリカの政府ももちろん協力しま

により実現しました。

である。緑の革命は、アメリカの援助

の食料、農業分野における最大の事件

れは、およそこの第二次大戦後の世界

・レボリューション）であります。こ

かびますのは、緑の革命、（グリーン

る援助ということで、私の頭にまず浮

に立ってもらいたい。農業開発に対す

う点で、日本は世界をリードする立場

第一は、農業開発に対する援助とい

と思います。

いうことに関して、いくつか述べたい

食料問題にどういう貢献ができるかと

最後に日本の観点から見て、世界の

こういった現状を念頭に置くと、世

したのです。

いたいと思っている次第です。

界の食料貿易市場、特にその中心であ

る穀物、とうもろし、小麦、米の穀物

ｲイ

の研究技術、この面での努力の重要性

界の食料問題の解決にとり、農業生産

発点であり、原点でした。今後も、世

資金を導入した、これが緑の革命の出

つまり、品種改良という研究開発面に

多収量品種、高収量品種の開発です。

心となったのは、熱帯地方に適応する

一つの大きな出来事でしたが、その中

緑の革命は、さまざまな側面を持った

は、研究開発面での援助もあります。

きであると、考えています。これに

業開発の援助を率先して行っていくべ

緑の革命を援助したように、世界の農

日本は、今こそ、かつてのアメリカが

の毎日を楽しんでいるのが実情です。

かな国になり、食生活の点でも、飽食

で、世界で最も高い水準に達して、豊

現在日本は、｜人当たりの国民所得

ている次第です。

ては率先してすすめていく希望を持っ

助、こういったことを日本の政府とし

の投資、お金を出すこと、努力、援

現実化するための研究、開発、普及へ

いような状態であります。このＳＡを

影であると、こう言っても過言ではな

何事も起こっていない、言葉だけの幻

済の一部である農業の世界ではまだ、

はあるけれども現実の農業、現実の経

のが現状であります。あるいは、言葉

いう言葉は言葉だけあって内容がない

この点について、持続的農業、ＳＡと

行うべきことではないかと思います。

発にお金を出すことを日本が率先して

めるうえでの研究開発の援助、研究開

い範囲で世界の農業生産の生産力を高

イオテクノロジーではなく、もっと広

て否定していません。しかし、単にバ

重要な問題の基礎的なデータの開発、

思っています。なんとか、日本がこの

あまりにも残念なことではないかと

に全面的に依存しているというのは、

発することができず、アメリカ農務省

関して、情報を自国で集め、自国で開

う国が、この世界の最も重要な問題に

国際収支の黒字を抱えている日本とい

し支えないのではないかと思います。

リカ農務省に負うていると言っても差

の食料問題のデータというのは、アメ

はありません。しかし、基本的な世界

が直接調査することもまったくないで

国のデータも、なくはないし、ＦＡＯ

です。もちろん、ＦＡＯがまとめた各

ほとんどは、アメリカ農務省のデータ

研究する場合に使用する基礎データの

世界の食料問題について考えたり、

な態度を捨てるということの愚かさを

能性を言い立てることによって、慎重

イオテクノロジーに関しても、その可

集、情報開発面、この点でも日本の果

の食料問題の実情についての情報収

題、人口問題にも関係しますが、世界

第二は、食料問題、あるいは農業問

こういう点において日本の政府にもっ

のデータ、データ収集、データ開発、

と、特にアジアの基礎的な人口、食料

基礎的な事実を示すデータを集めるこ

これだけの豊かな国になり、大きな

はいささかも減っていません。特にバ

指摘したのでありまして、バイオテク

と大きな役割を果たしてもらいたいの

です。アジアの食料、人口、農業の

たすべき役割は大きいものがあるので
はないかと考えております。

ノロジーの研究そのものにお金をかけ
ることの重要性は、これは私はけつし
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ません。こういう分野の基礎的なデー

はなはだ不明確で十分なデータがあり

しては、その食料、人口のみの状態は

いるバングラデシュ、インドなどに関

おります。特に、莫大な人口を抱えて

てしかるべきことではないかと思って

体で用いられることが、当然そうあっ

が現在の米国農務省のように、世界全

データに関しては、日本政府のデータ

『成長の限界』という本が出されまし

以上前になりますが、ローマクラブの

こういう問題については、もう二○年

ではないかと考えております。かつて

するという仕事が必要になっているの

レームワーク、基礎的なデータを提示

食料問題を考える上での基礎的なフ

での予測、分析、来世紀の半ばまでの

四○年、五○年せめて来世紀の半ばま

希望です。

いうのが政策的な観点から考えました

とつリードしてもらえないだろうかと

す）、日本の政府としては、これもひ

もかかる大きなプロジェクトでありま

て、協力を試みるべきではないかと考

する点で、日本の政府が資金を拠出し

暦二○○○年の地球」。これも大変大

なりますか、アメリカの国務省の「西

あるいは、これは十数年くらい前に

て、大変な衝撃を世界に及ぼした。

えます。日本の政策当局に強く要請し

きな反響を全世界に呼んだ予測です。

タを収集し整理する、実態を明らかに

たい点であります。

しかし、このローマクラブの予測、そ
れからアメリカ国務省の西暦二○○○

年の地球以後、グローバルな、さまざ

まな観点をくんだ大規模な将来の予

○年です。ほぼ、二○一○年あたりが

す。日本の農林水産省の予測も二○一

年の予測をしており、これが、基本で

の将来については、ＦＡＯが二○’○

を考える基礎的なフレームワークを提

題提起になるべき予測、超長期の問題

るところでありますので、超長期の問

そろそろ世紀の変わり目にかかってく

のところ発表されていない状態です。

測、将来を考えるプロジェクトは、今

予測の中心になっておりますが、私は

供するために（これは大変なお金も人

最後にもう一点、世界の食料、農業

是非もっと長期の予測、二○三○年、

“
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●ｐＤＡへ■伸びゼロで調整一：辱砿

ぴび画撒の桧に漏延卦…：鹿

会」の連続インタビュー第３回

に功うすふぉｌらむ

性の高騰なのか。「ことはそれほ

は、飽食のさなかで危機のありう

ゴ穀物市場。天候異変による一過

空前の高値をつけた５月のシカ

に注意を促す。「食糧危機」は起こ

済の専門家として穀物不足の兆し

■■・・・１口即一」世に紀危」庁「機警告ｌ委曰員三会｝

ど単純ではない。穀物生産は過剰

る背景を考える。

函 ・不足つと高騰へ穀・物。危■機。■■

から不足に転じようとしてい

【編集局特別委員・原剛】

までは穀物の輸出国だった中国

だが、私はこの春の穀物高騰を

ブラウン氏短期、長期、いく

長期的な原因が顕在化しつつある

が、昨年から突然輸入国に転じた

モロコシと小麦の減収をもたら

死者を出した昨夏の熱波が、トウ

兆しだと考えています。長期に及

つかの原因がからんでいます。米

し、その後遺症は秋まきの小麦に

ぶ農地の酷使で、肥料の効果が世

影響も大きい。

も及びました。同時に１９９４年

国の穀倉地帯を襲い、４６５人の

。「産ま燕一い」廓晩婚県の訳配：（顕

る」。ワシントンの環境シンクタ

ンク「ワールドウオッチ研究所」の
レスター・ブラウン所長は農業経

地酷使、肥料効果も限界
しているので、シカゴ市場の高騰

ドウオツチ研究所レスター・ゴフウン所長に聞く
ｌ日本は年聞４０００万少、
６００万少、

コメの消費量の４倍も穀物を輸入
旧も穀物を輸入は人ごとではありません。

〃

献じ

リカのグレートプレイン、中国北

界中で衰えつつある。また、アメ

え、生産量も増えるので需要のバ

れる一方、穀物の作付面積が増

して値上がりすれば消費が抑えら

ばいだが、生産制約シナリオでは

現状維持シナリオによればほぼ横

２０００年の穀物の国際価格は、

にヨーロッパに残る保留地を耕作

類の保留地で穀物を栽培し、さら

続可能な利用法です。これら２種

く、草地にしておくのが唯一、持

部、インドのパンジャブ州など世
ランスは保たれ、価格は安定する

しています。朗年を１００とした

界の主な穀物生産地帯では水事情

年分程度を賄えるだけでしょう。

界人口９０００万人のせいぜい２

えめにみても、毎年増えていく世

ブラウン氏穀物価格は短期的

９０００万人は年間２８０万少の

したとしても、その収穫量では控

と各国の政府や国連食糧農業機関

には上下しながらでも、長期的に

コメ１９９、小麦１９８と２倍に

が急速に悪くなっています。

は高騰へ向かうと私はみていま

高騰すると予測しています。

ブラウン氏経済学の予測はご

穀物を必要とします。

（ＦＡＯ）、世界銀行は主張し続け

く短期間のものです。この環境と

これ以上、穀物の自給率を減らす

す。日本は近未来に備えて、もう

ｌテキサス、オクラホマ、カ

業の水源は、一度使ってしまうと

資源の危機の時代にもなお、水や

れば農民が直ちに増収を図れる状

ブラウン氏穀物が値上がりす

算しています。年に９０００万人

し無限に利用できるかのように誤

ないものがあたかも限りなく存在

を抱えるアメリカ農業が、土壌保

反論もあります。例えば生産過剰

ｌしかし、あなたの見方には

い、２０３０年の国民１人当たり

な穀物から肉、卵の消費へ向か

得増を実現しつつある中国が単調

増を予測しています。工業化、所

きな要因として、中国の食糧輸入

ていますが。

もう補充がほとんどきかないオガ

土や緑など市場経済では値のつか

況ではなくなりつつあるのです。

ずつ増える世界人ロ、巨大人口の

全のために保留している膨大な農

の穀物消費量が今の台湾並みに達

ンザス州などグレートプレイン農

ララ化石帯水層に頼っていますか

かって世界農業は穀物が値上がり

中国が一例の穀物多消費傾向、劣

地と生産制限（減反）農地に作付け

スが過剰から不足に転じていく大

ｌあなたは食糧需給のバラン

らね。

した加年代中期には肥料を多投

化する食糧生産力などが重なり合

べきではありません。

し、かんがい用水の井戸を増やし

した場合、岻億の中国人は３億５

０００万少の食糧を輸入せざるを

をしたら、穀物は大幅に増産され

えなくなる。地球全部を逆さに

い、長い目でみれば世界の食糧経

ブラウン氏昨年は穀物畑の総

振ってもそんな供給量はない、と

て増産に結び付けることができま

面積の７．５％が生産調整のため

ませんか。

作付けされませんでした。しか

あなたは指摘しています。中国政

「高騰」が支配する時代の入り口に
立たされていると認識すべきで

府は「中国は食糧輸入国にはなら

済は「過剰」と「安値」から「不足」と

人間の需要に、自然の生産力が応

す。過去如年の経験に基づく判断

れました。また風雨で浸食されや

し、今年はその規制が全面解除さ

した。しかし、肥料の効き目も水

じきれなくなっているのです。当

はこの先加年間に次々覆されてい

の資源量も限界です。膨れ上がる

面のシカゴ穀物市況は、小麦は天

ない」とあなたの弘年の論文に反

くでしょう。

論しました。

ブラウン氏しかしその翌年、

め草地とされています。その半分

中国は輸出国から一夜にして１８

すい１４００万鯵が土壌保全にた
の面積では穀物が栽培できるで

００万少と世界第２位の穀物輸入

ｌ日本の農水省も「需要均衡

井をうって下落へ、トウモロコシ
は９月の端境期まで高値が続くと

オ」と並べ、あなたが主張する「生

しょう。しかし、残る半分は急傾

モデル」に近い「現状推移シナリ

ｌあなたの見方は経済学の常

斜地などで、表土の流失がひど

思います。

識とされている「需要均衡モデル」

産制約シナリオ」をつくり、穀物
価格の高騰がありうることを試算

を否定するものです。穀物が不足

‘８

にゅうすふぉ－らむ

に過ぎません。

ｌしかし、李鵬首相をはじめ

国に転じました。私の指摘に、中
国政府が敏感に反応してくれたこ

中国政府の指導者たちは、穀物の

あまりたっていないので、確かな験したことのない勢いで増えつつ

ブラウン氏ジュネーブの世界よるのか定かではありません。し
貿易機関（ＷＴＯ）でも論争の的にかし今、大気中の二酸化炭素
なっています。自由化後、時間が（ＣＯ２）の濃度は農業がかって経

とを感謝します。見解の違いのも

ています。

自給を貫徹すると語り、実際に今
年は、わずかながら輸出を再開し

ことは言えません。しかし、あらあります。

とは明らかです。沼年、人民公社
解体後の開放経済が、農産物を弘
年までの７年間に１．５倍、３億

ゆる経済政策は環境に何らかの影内陸部でより高温化が進み、例
響を及ぼさざるをえないはずですえば２０５０年に地球の平均気温

６００万少と大増産をもたらしま

で食糧を増産できる、と中国政府
ついて私は最近二つのことに気づ

ブラウン氏中国の農業政策に

べきです。

らす恐れのある、環境面への悪影西部の農業地帯では７度から皿度
響を防ぐための国際機関を設けるも高温化し、作物に大きな被害を

から、自由貿易、自由投資がもたが３度上昇するとすれば、米国中

は考えています。しかし中国農業

きました。現在の北京の指導者

ｌ鯛年の米作西部の干ばつで常識が通用しない時代の入り口に

干ばつの猛威

の現状は、工場や住宅、道路の用

は、全員魂年から田年にかけて

した。その延長線上に同様の水準

地に転用され農地は減る一方で

トウモロコシの収穫量を増やすし

輸出量の釦％を生産するアメリカ

を刺激するようです。さらに穀物

は、彼らの農政失敗と飢餓の記憶

大気汚染で酸性雨の農作物への被

炭をエネルギー源とする中国では

水資源は限界に達しています。石

り、穀物の先進国への輸入依存

り、国際商品作物の生産に走

えば途上国が自らの食糧生産よ

ｌ農作物の自由貿易が、例

肋で３年間調査し、１９９０年にとで回復が可能な「やや問題があ

世界土壌劣化評価と題する地図生育する全面積の約６分の１の四
がある。オランダの国際土壌評価億６４００万鯵に及んでいた。
情報センターが国連環境計画の援このうち保全手段を採用するこ

（川値「舳刻壮地蝉騨Ⅱクタールにも

も、どこからどこまでが温暖化に

ブラウン氏異常気象が続いてのです。

もたらす恐れがあります。過去の

す。

温暖化への関心が一気に高まりま立たされているという頭の切り替
した。農業生産に及ぼす影響は。えが食糧貿易にも求められている

かない。しかし中国は世界一の化

保障上問題である、とされている

の経験者です。穀物の大量輸入

３０００万人が餓死した大ききん

学肥料の消費国です。穀物の肥料
への反応率、つまり増収効果が落

からです。

単位面積当たりのコメ、小麦、

ちてきています。すでに地下水の

害も悪化しています。それでもわ

発表したものだ。

に輸入先を頬らざるをえず、安全

くみ上げ過ぎで、水位が低下し、

ずかの間、増収の傾向は続くで

では残留農薬や添加物の安全基

を強める。日本のような輸入国

る地域」は約７億５０００万鯵し

しょう。でも、かつてのような大

幅な増産は望めません。卯％ぐら

ています。自由貿易と環境につ

準が緩められるなど問題視され
いての考えは。

い高収穫の品種を広めたとして

世界各地の土壌劣化の範囲を程かなく、大規模な財政援助や技術
度別に示したもので、それによる援助が行われて初めて回復が可能
と、第２次世界大戦以降、土壌がになる地域や、どんな手段を講じ
劣化していたのは、地球で植物がても回復が望めない「深刻な問題

も、急増する人口をつかの間養う

＃，

だった。また、土壌が劣化してい

合計面積にほぼ等しい約咀憶鯵

がある地域」は、中国とインドの

産量が増えたからだ。

え、人口増加を上回るペースで生

たりの収穫量（単収）が着実に増

では限界に達することを示してい

じてきたが、これまでの方法だけ

れまでは単収の増加で人口増に応

日本の自給率、急減

すべての食料を熱量に換算して

ない「安定している地域」は人がほ

農水省によると、世界の穀物生

物需要は大きく増大すると予測さ

に落ち込んでいる。ただ、伝統的

進国の中で最も低い妬％（肌年度）

フで分かるように、日本は工業先

球白書１９９６１９７」は「こうし
た土地酷使の４分の３以上は、農

当たりの収穫面積の推移だ。帥年

このグラフで注目すべきは１人

きた。

はなく、単収の増加に支えられて

まっている。

の増加は望めないとの見方が強

の進行が指摘されており、生産量

活動に起因する土壌劣化や砂漠化

が減少傾向にあるほか、農業生産

みを背景に近年、穀物単収の伸び

いようだ。

も、国民は実感として感じていな

食料自給率低下の危機といわれて

高い自給率が保たれているので、

魚はそれぞれ１００、肌、師％と

な食生活の柱であるコメと野菜、

ス）で食料自給率をみると、グラ

とんど住んでいないカナダやスカ

産量は１９６１年からこの加年間
で約２倍に伸びた。しかし、耕地

んがい面積と肥料投入量の伸び悩

れている。しかし、先進国ではか

算出する供給熱量（カロリーベー

ンディナビア、シベリアの北部の

面積はほとんど増えておらず、生

る。

森林か、各地の砂漠にしかみられ
産量の増加は、作付面積の増加で

業や家畜の生産によって、あるい

代から減少し続け、帥年代終わり

(農林水産省、経済協力開発機構）

ブラウン氏が編集している「地

は森林から耕地への転換によって

までに路％も落ち込んでいる。こ

でも今日の耕地面積の詔％に相当

する土地を傷つけてきた。この報
告書は、農業の基盤そのものであ
る土壌が世界各地で攻撃にさらさ

れていることを初めて地球規模で

明らかにしたものだった」と分
析、評価している。

「単収」増も限界に
レスター・ブラウン氏は「第２

次世界大戦後の世界農業は明らか
な成功をおさめたと言える」とい
トウモロコシ、コメの単位面積当

う。世界の主要穀物である小麦、

諸国は急激に経済成長しており、

今、中国をはじめとするアジア

費量が急減したためだ。

たのは、１００％自給のコメの消

つまり日本の食料自給率が激減し

・乳製品は弘・８キロに激増した。

に激減し、肉類は弼・９キロ、牛乳

になると、コメの消費は船・９キロ

製口駕消費していた。それが例年

９．２キロの肉、師・５欲の牛乳・乳

１年間に１１１．７キロのコメと、

たからだ。閲年の日本人は１人が

がこのｍ年間にすっかり洋風化し

きな理由の一つは、国民の食生活

日本の食料自給率が激減した大

生じている。誤った農業活動だけ

実際に、今後は食糧・飼料用穀

なかった。

(注）耕地面柧は穀物以外の作物も含む参考価
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変化し、肉類を大量生産するため
タビュー。その内容を特集紙面で

各分野の科学者、知識人らにイン

特別委員がシンポジウムへ向けて

さまとともに考えていきます。

き継ぐための行動計画を読者の皆

がえのない自然と文明を次代に引

に見られる景気循環的な押し上げ

求職活動を開始するなど、回復期

伴い家庭にとどまっていた主婦が

と４カ月ぶりに増加、景気回復に

かつての日本のように食の好みが
穀物を大量に輸入するようになる

（毎日新聞一九九六・六・二十八）

失業率を押し上げている構造変化

転職志向、自営業者の動向など、

とし、企業のリストラや若年層の

なってきた」（糠谷真平事務次官）

改善していくとは楽観できなく

（毎日新聞一九九六・六・二十九）

正策を探る方針だ。

し、経済構造改革などを通じた是

は異なる雇用構造の変化を分析

クトとなり、従来の景気回復期と

の進展なども国内雇用にはインパ

年寄りとなり、急激な高齢化が全

結婚していないなど、男女とも未

二十歳代後半の女性のほぼ半分が

過去最高の増加率を記録。また、
国的に進んでいる様子が、総務庁

今回調査によると、全人口に占

になった。

出速報で浮かび上がった。お年寄

婚者が急増していることも明らか

り人口は千八百六十万人で、九○

％。フランスと同水準だが、他の

めるお年寄りの割合は一四・八

統計局が二十八日付で公表した国

年の前回調査から約二五％増え、

勢調査二九九五年十月実施）の抽

七人に一人が六十五歳以上のお

急激仁に｛自国齢化。未一婚も増

七人に一人、六十五歳以上

５月の有効求人倍率が０・閉倍

を探る。

む気配はない。製造業の海外生産

ゲットにした企業のリストラが緩

人増と高水準で、中高年をター

発的な離職者」が前年同月比９万

要因も確かにある。しかし「非自

紹介し、”有限の星“地球のかけ

失仁業一率、・過曰去■最悪の三・五％二・

のではないかと心配されている。

四世紀危機警告委員会、
来年２月、東京でシンポ

構己造工的要因を．分析Ⅱへ
-1995年一-96年一てたよし景経の

ジウム
毎日新聞は内外の知識人、科学
者による「Ⅲ世紀危機警告委員会」

（衷泉クラブ）を創設し、創刊１２
５年を迎える１９９７年２月、東
京でシンポジウムを開きます。委
員会は人口急増、食糧・エネル

■

率％弘麺巫則、

蕊難

園

ギーの偏在、自然破壊など地球規
模の問題を総合的に分析し、新た

な世紀を開くための人類の行動指
針「皿世紀へのメッセージ」（東京
クラブ宣言）を取りまとめ、諸国
語に翻訳、国連と世界各国に送り
ます。

この委員会をサポートするた

め、毎日新聞は国内の研究者によ

る「技術・評価委員会」を別途組
織。地球環境の変化を最新のデー
タによって継続的に分析し、新聞
紙上で発表します。

また、原剛・毎日新聞社編集局

５１

函
完全失業率と有効求人倍率の推移

主要国では見ら

れないような急
ピッチの増加傾
向が一層はっき
りしたⅡグラ
フ。

各都道府県で
も前回調査から

二’四・五ポイ

弊戦野趣
なく。ｆ盟伊
・哉財■出＄ず

詫な粥⑭湖

％に上昇。離婚率はいずれの年代

が最も大きく、皿・０％から姐・０

へ。女性の場合は躯～羽歳の変化

調査の１％抽出速報集計結果で明

総務庁統計局が発表した妬年国勢
らかになった。未婚率も男女とも

た、今回の調査で弱～羽歳でも男

の増加割合が目立っている。ま

性の４人に１人、女性の、人に１

でも上昇傾向だが、特に蛆～蛆歳

が結婚していない。また、持ち家

の３人に１人、女性の５人に１人
率は、・０％と前回並みだった

【有田浩子】

人は未婚であることが分かった。

前回より上昇し、帥～弘歳の男性

が、１世帯当たりの延べ床面積は

に、三十－三十四歳の男性で未婚

高いのは、市年の調査以来連続し

較して全都道府県で増えた。最も

抽出速報は、全世帯から抽出し

はフランス、スペイン（ｕ・９％）

％だった。諸外国と比べると現在

の変化が続くと、近い将来はデン

（毎日新聞一九九六・六・二十九）

師・２平方腕で、前回に比べ畳２
畳分にあたる３．３平方肘だけ増

者が三七・三％（前回調査から四・

ントの幅ですべＩ田剛刊１１細

年寄りの比率がもっとも高かった

七ポイント増）、二十五’二十九

筋歳以上人口の割合は前回と比

えた。

のは島根県（二二・六％）で、七五

て島根県で配・６％。最も低いの

の人口構成や産業・職業構成など

た一％の調査票をもとに、年齢別

は加年以来連続で埼玉県の皿・４

未婚者の割合は、男性は二十歳

十七項目について推計した。

並みだが、このペースで人口構成

代後半－四十歳代の世代で、女性
は二十歳代前半’三十歳代前半の

総務庁は二十八日、昨年十月に

上の老年人口の割合は、前回調査

ると、総人口に占める六十五歳以

実施した九五年国勢調査の抽出速

マーク（姐・２％）やノルウェー（姐
悪ｊｉｊｊｊ…霞「…ｌ…Ｉ！…

また筋歳以上の独り暮らしは２

報集計結果を発表した。それによ
２５万世帯と全体の５％・前回調

し、閉歳以上の女性の６人に１人

に上昇し、ｎ．５％から師・３％

すると男性は釦～弘歳が最も顕著

が改めて浮き彫りになった。一

高齢化が一段とすすんでいる実態

一四・八％と過去最高を更新し、

（九○年）比で二・八ポイント増の

の高齢者の割合が１９９５年、前

は独り暮らしであることが羽日、

未婚率については、加年と比較

査に比べ約㈹万世帯増えた。

・９％）の北欧諸国と同水準になる

（朝日新聞一九九六・六・二十九）

ｺﾞ鰯Ｔｌ：ｻﾞい」〃ｊｊｉ/三三J'くハ｣<f)

LJ.；nF(口上ﾙ■ﾌﾞ■､ｉｌ議11鰯i鰯ii虫j達>■

回５年前より２．８ポイント増え

てｕ・・・％（約１８６０万）に達

章■口誇.､11Miii鑓１１譲穂.■J1■`JrJ
見通しという。

世代で増加傾向が目立った。特

も分かった。

年調査から五回連続でトップ。ま

ｏ１，，，，，，，，，，i蕊蕊蕊

イント増）。

1945年5０６０７０８０９０２０００１０

歳の女性で四九・○％（同八・八ポ

1０

た、お年寄りの女性のほぼ六人に

1５

…鰯・許尋一註」シ…，；１回；許三一…斑像験：：‐汁揖瞳・〈１１，…』｛…「蕊

鑓iiil識顛塾.5鰯Ⅱ

⑬酔訶⑭

日本の総人ロに占める砺歳以上
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一人が一人暮らしをしていること

て上昇した。お

■お年寄り人ロ比の推移

5２

にゅうすふお－らむ

最低となった。

・三ポイント減の一五・九％と過去

方、十四歳以下の年少人口は同二
二四・○％が、今回は約二倍の四

十五’二十九歳の女性。八○年の

未婚率では、特に顕著なのが二

九・○％に跳ね上がった。背景に

一一‐や，ｌｌｌＣｃｌ｜》〉．。．｜｜‐’’一．・・一一：十一一垂》》》密》》》』‐」・・…’’’’’’’’一一‐Ｔ二一一一一ユユ｜Ｌ一一》｝．

ン卜増加した。五年前と比べた伸

び率も二四・九％と過去最高で、

今回の速報は全世帯の一％を抽

急速な高齢化の進行を裏付けた。

五％だった三十’三十四歳の未婚

速報は国勢調査対象の約一％に

出して集計したもので、確定値は

率が、今回は三七・三％となって

は、女性の社会進出に伴う結婚観

晩婚化が進んだ。

した。総人口に占める年少人口

あたる約四十万世帯を抽出し、年

十一月に発表する。

老年人口は約千八百六十万

一世帯当たりの人数も二・八四

（十五歳未満）は一五・九％で五年

の変化などがあると指摘してい

人。高齢化比率は七○年の七二

人で前回調査よりさらに減少し

齢別人口や労働力状況など十一項

％と比べると四半世紀で二倍以
上に拡大した。年少人口は千九

た。一人暮らし世帯が二四・八％

都道府県別の老年人ロ比率は、

百九十六万人で、二千万の大台

と最も多く、以下二人の一一三・二

五年の四四・六％しかなかった一

る。また、男性も八○年に二一・

を割り、少子化が進んでいるこ

％、四人の一九・○％と続いてい

九二○年の第一回調査の二千四十

以上の就業者は六千三百九

大幅にアップした。十五歳

らみを持つ「ひょうたん型」の

二十代前半と四十代前半に膨

れに伴い人ロピラミッドは、

千九百九十六万人は、総人口が九

前より二・三ポイント減少。実数

老年人口比率は全都道府県で増加

最低は埼玉県の一○・四％だが、

島根県が二二・六％で一番高く、

とを裏付けている。人口ピラ

る。また、六十五歳以上の単独世

目について行われた。

皿
■｜｜｜｜・｜口翔■拙■》・

ミッドも四十代後半と二十代前

帯が二百二十五万世帯と、九○年
百二十五万世帯と、九○年

‐‐．．｛‐‐．．．‐’‐‐‐一・一一一一曰一一（》》）一Ｊ『・‐」」‐‐・‐‐‐．．『・‐．．．｜一一．．．，．・

半に膨らみを持つ「ひょうたん

十万人で、第三次産業就業

去最多の千八百六十万人で、総人

型」となった。

り、老年人口と接近した。こ

二万人をも下回る過去最少とな

者が六一・九％と今回初め

未婚率をみると、男女とも

傾向が一段と強まっている。

晩婚化が一段と進んでいる。

て六割を超えた。第三次産
％）、カナダ（七三・四％）よ

業比率は米国（七三・七

三％と五笙別より四・七ポイン

男性は三十’三十四歳で一一一七・

ト上昇○二十五’二十九歳女

り低く、イタリア（六○・八
％）と同水準となっている。

性の四九％は前回比八・八ポイ

ント増で、十五年前（二四％）

（読売新聞

一九九六・六・二十九）

丘３

調査時より三八・八％増と

わが国の人ロピラミッド

九％を占めた。第三次産業が六割

を超えたのは初めてで、初めて全

と比べると倍増した。ただ、三十

五’三十九歳女性の未婚率は九・

際年」の今年、毎日新聞社と毎日

新聞社会事業団の「飢餓・貧困・
難民救済キャンペーン」で、アジ

アで最も貧しいヒマラヤのふも
と、ネパールを取材。貧困故にあ
に見た。

えぐ子供や女性たちの姿をっぷさ

「生きる

その中で、

のに必要
な医療・
教育環境

を整えよ
》２と、

数少ない

一九九六・六・二十九）

二J■琵
連L■だ
鎖丁.■

【文・蓮見新也
写真・懸尾公治】

言った。その日のうちに放り出さ

て「これは使いものにならない」と

れ、駆け込んだ警察からセンター

かもしれないんです」

リラちゃんは、生後１カ月半。

を紹介された。「やけどのおかげ

で、帰ってこられた。ラームロ

していた。実家に帰ってリラちゃ

バイョ（よかったピ

母親はインドのボンベイで売春を
んを産み、５日後にエイズで死ん

れる。危険覚悟で逃げ出すか、エ

が売春目的でインドの業者に売ら

から７０００人の陥歳以下の少女

ネパールでは、毎年５０００人

だ。困った家族がリラちゃんをセ
ンターに連れてきた。その泣き声
は、弱い。

「医者も怖がり
寄りつかない」
少女、サリタ・マガルさんが別の

人のこうした女性を救援してき

センターは、これまで、２２５

てこない。

イズ感染が分かった時以外、戻っ

赤ちゃんに左手でミルクをやって

で、心と体のリハビリは十分では

た。職業訓練や就職の世話が主

センターの寮の一室で、喧歳の

いた。蒸し暑い中、厚手の長そで

ズに一人で出た。子供の世話や皿

に言われて仕事を探しにカトマン

Ⅱ◇Ⅱ

要です。」マダラ寮長は、訴えた。

つかない。いい病院いい医者が必

「エイズを怖がって医者が寄り

ない。

シャツ、右肩には冬に頭に巻く
布、ソールを巻いている。

洗い。住み込みの仕事を始めた

貧しかったため、ｎ歳の時、母
ネパールの首都カトマンズ市

が、灯油ストーブの事故で大やけ

た。「この子の名はリラ。ここに

さん（灯）が、一人の女児を指さし

女性寮長のアヌラダ・コイララ

ピー（１ルピーは約２円）で売り飛

れた。着いた先は売春宿。２万ル

いい仕事があるよ」と声をかけら

「インドのボンベイには、もっと

１カ月前、町を歩いている時、

ル」などが委員会をつくり、南西

（アジア医師連絡協議会）ネパー

け。このため、現地の「ＡＭＤＡ

院は、カトマンズに一つあるだ

９３年日本は６人）。小児専門病

率は１０００人中１２８人（１９

と、ネパールの５歳未満児の死亡

住み込んでいる子供たちが名付け

ばされた。宿の主人がやけどを診

ように細い。

に、「女性の里」と呼ばれるリハビ

どを負った。

国連児童基金（ユニセフ）による
リセンターがある。売春婦として

たんです。エイズに感染している

救うための施設だ。

働かざるを得なかった女性たちを

いた。しわだらけの手は枯れ枝の

の廊下に敷かれた布の上に並んで

小さな５人の赤ちゃんが、１階

いた。

供のための病院造りに立ち上がって

口毫1J■曾口

地元の医

（日本経済新聞

都道府県で五割を突破した。

寶口J1亭！

とどまっている。

七％と前回比二・二ポイント増に

圏で■（

師らが子

■エコママ

ィは■

産業別就業者数では、第三次産

賛?｣ん■

業が三千九百五十三万人と六一。

JFi鬘■■

国連が推進する「貧困撲滅の国

週■四匹

5４

にゆうすふぉ－らむ

部のブトワル市で子ども病院建設
に乗り出した。「日本からも援助
（毎日新聞一九九六・七・七）

の手を」と関係者は話している。

○・○人を下回り、調査を始めた

明治三十二年以来、史上最低と

厚生省では、阪神大震災とイン

回った。

フルエンザの流行が死亡数増加の

原因とみている。

一方、三年以降、増加している

十五歳から四十九歳までの女性

なった。

の年齢別出生率を合わせた合計特

二組と前年（十九万五千百六組）よ

離婚件数は七年も十九万九千三十

り三千九百二十六組増えた。人口

一時的アップとなった前年二・五
○人）を再び下回り、｜・四三人。

殊出生率は、昭和五十九年以来の

年齢別で前年と比較すると、特に

皿■■川口ｉ■蝋■擢撮鱒川口・…・川

平成七年の一年間に生まれた赤
したことが六日、厚生省がまとめ

と前年二・五七人）を上回り、離

た「平成七年人口動態統計（概数）」

二十五’二十九歳の女性で低下が

ちゃんの数は百九十万人と前年よ
で分かった。女性一人が一生に産

千人当たりの離婚率も一・六○人

り五万人減り、人口千人当たりの

む子供の平均人数を示した合計特

婚件数とともに人口動態統計史上

出生率が九・五人と史上最低を記録

最高となった。

親の平均年齢は毎年上がり、昭和

八千三百二十八人）に比べ

となった前年（百二十三万

人増えた。人□千人当たりの死亡

三十三人）より四万六千百二十九

を超え、前年（八十七万五千九百

十二人と四十五年ぶりに九十万人

（産経新聞一九九六・七・七）

三十九歳の女性は増加した。

著しく、十五’十九歳と三十五’

珠出生率も一・四三人と過去
は前年より四千組増加し、

四十年に二五・七歳だったのが、

また、最初の赤ちゃんを産む母

史上最高の二十万組近くに

平成元年以降は二十七歳を突破、

最低を記録した。離婚件数

達した。

七年は二七・五歳となった。女性

厚生省では、こうした女性の晩

人口動態統計は、役所に

婚。晩出産傾向が出生率低下の大

の平均初婚年齢は四年連続で上昇

計して分析する調査で、厚

届けられた出生、死亡、婚

生行政の基礎資料を得るの

きな原因とみており、高齢化社会

し、二六・三歳。

が目的。昨年一年間の出生

姻、離婚などを厚生省が集

数は百十八万七千六十七人

て五万千二百六十一人減少

逆に、死亡数は九十二万二千六

がますます進むと分析している。

した。人口千人当たりの出

率も七・四人と前年（七・一人）を上

で、二十一年ぶりの大幅増

生率は九・五人と前年の一

5ぢ

位は脳血管疾患で一五・九％、三

その差は広がっている。死因の二

九三年に初めて胃がんを上回り、

だったのが昨年は二十七・五歳まで

産した年齢の平均は二十五・七歳
上昇しており、出生減の要因の一

位は心疾患の一五二％だった。

婚姻件数は七十九万千八百九十

つとされる「晩産化」の傾向が依然

本人の子供の数は、百十八万七千

一九九五年に国内で生まれた日

四万四千人減）が響いており、厚

の母親の出産数の減少（前年比約

五万人も下回った。特に二十歳代

も一段落かとみえたが、これを約

を引いた「自然増加数」は二十六万

六千人増えた。出生数から死亡数

万二千六十二人で前年より約四万

一方、九五年の死亡数は九十二

九万九千三十二組で、二分三十八

けている。九五年は史上最高の十

あるが、離婚件数も同時に伸び続

婚姻件数は八八年以降上昇傾向に

二組で前年より約九千組増えた。

六十七人にとどまり、現在のよう
生省は「晩婚・晩産化が続く限

麺■捌口■口上■蝋■鑑■嶋雛■灯

として続いていることを示してい

な統計方法が導入された一八九九

たことになる。

秒に一組のカップルが破局を迎え

る。

年（明治三十二年）以来最低となっ

五千五人（前年比約九万七千人

離婚件数を同居期間別にみると

減）。自然増加数がマイナスに

「五年未満」が最も多く、「五－十

かからない」とみている。

なった県は秋田、和歌山、鳥取、

り、出生数の減少傾向に歯止めが

島根、山口、徳島、高知、鹿児島

「一一十五－三十年」という熟年カッ

年」、「二十年以上」と続く。特に

たことが、厚生省が六日付で発表

二九七一’七四年）以

の八県で、阪神大震災の被害を受

出生数は第二次ベビーブーム

けた神戸も、死亡数が出生数を二

した人口動態統計の概況で分かっ

た。前年は増加に転じ、長期低落

いる。九四年は前年を約

い伸びを示したのが目立ってい

プルの離婚が前年比四・一％と高

降、ほぼ毎年減り続けて

千五百十人上回った。

死因の第一位はがんで、死亡者

五万人上回り、二十一年
ぶりの大幅増加となった

（朝日新聞一九九六・七・七）

人減）、人ロ１０００人当たりの

７０６７人（前年比５万１２６１

計」で分かった。出生数１１８万

１９９５年「人口動態統計月報年

iT万とＪ１>１

る。

八X

全体の二八・五％を占めた。中で

，$h＝６１:i…二一iijiA

が、一時的な現象に終

J己=Jjil嚢１

も男性の肺がんによる死亡者数は

し.f蕊:ＴＪｊｉ二J

T八轡十:凸:Ⅱ~[麓RA

わった模様だ。昨年の出

供の平均数（合計特殊出生率）が昨

入JJJJ

j：

生数を母親の五歳ごとの
年齢階層でみると、ほぼ
すべての年齢階層で減少
し、一人の女性が生涯に

産む子供の平均人数を試

年、過去最低の１．蛆となったこ

とが、厚生省が６日付で発表した

で下がった。

六五年には、初めて出

11.最J1■翅く

■■蕊
１人の女性が一生の間に産む子

■JIT■■■露■
も史上最低の一・四三ま

算した「合計特殊出生率」

21ｍ

5６

こゅう戎5,35-らむ

出生率９．５（同０．５ポイ
ント減）も過去最低。厚生

省は「女性の結婚、出産年
齢の上昇に加え、未婚率の

上昇も大きな要因」と分析
は歯止めがかかりそうにな

しており、急速な少子化に
いｏ

合計特殊出生率は、朗年
の１．蝿が最低で拠年はｌ・
卯に回復していた。出生数
は第２次ベビーブーム（Ⅶ
～刊年）当時は年間２００
万～２１０万人に達した
が、その後減少。叫年に
いったん増加に転じたが、

》”

2分38秒

麺（万人）

40秒

199 032組

年、十年

791 892組

離婚

ぶりに上

の減少傾向に歯止めはかからな

昇したが、｜年で再び下落、人口

かった。同省では「晩婚・晩産化」

が依然続いていることなどが少子
化の要因とみている。人口の自然

結婚

４

増加数も二十六万五千五人と過去

最低だった。

社会保障費

265

翻圏函'赤ちゃんの数とM1生率、■

若年層の負担増必至

自然増加

今回は再び減少に転じた。

出崖率や
最低の１．州

（毎日新聞一九九六・七・七）

【尾中香尚里】

議’

十七人で、一人の女性一生に産む

34秒

雛翻鱸輪：

統計によると、昨年一年間の出

鑿

９２２ 062人

(jQJf九つ

禰糊ョ

136万人．

8５

7５

6５

5５

廓T,

27秒

死亡

０
１

《右目盛り）＿

(左目盛り）

005人

1,187,067人

出生数,

出生

５

蕊?蝿

200

合撒f祷懸趨塗率

生間隔

平均発

出生数低下の最大の要因

は女性の出産年齢の上昇。
女性が初めて子を産む年齢は平均
訂，５歳となり、ここ数年、毎年

少産二化・に再び拍車

上昇している。

蕊

子供の数（合計特殊出生率）も一・

２

95年の人口動態統計

1００

実数

蕊

い：■赤ちゃん■５万人減

九五年に国内で生まれた赤ちゃ
んの数（出生数）は百十八万七千六

5７

四回

は一・四三と、それを下回ってい

に行われているが、今回の実数値

平均年齢は二十七・五歳で、とも

る。今後も、こうした傾向が続け

十六・三歳、第一子を産む母親の
に過去最高を更新し、「晩婚、晩

生数は、前年に比べ五万千二百六

十一人減で、一八九九年（明治三

い情勢だ。

ば、若年者の負担増は避けられな

（読売新聞一九九六・七・七）

十二）に統計を取り始めて以来最

ロ、徳島、高知、鹿児島の８県。

産」が少子化傾向に拍車をかけて

二組で前年より九千百五十四組増

６日付で発表された厚生省の１

低だった。第二次ベピーブーム

加した。離婚件数は十九万九千三

の減少が原因」とみているが、政

同省は「若者の流出による出生数
関係、増え続ける「熟年離婚」など

亡者数が出生数を２５１０人も上

令指定都市では神戸市だけが、死

婚姻件数は七十九万千八百九十

年減少し続け、九四年にいったん

十二組で前年より三千九百二十六

９９５年「人口動態統計月報年計」

いることを裏付けた。

増加したものの、再び減少した。

からは、死亡者数と阪神大震災の

（七一’七四年）には年間二百万人

出生数（人口千人に対する出生数
た。

組増、こちらは史上最高になっ

さまざまな社会現象が読み取れ

以上の出生数があったが、以後毎

の割合）も前年の一○・○から減少

一方、九五年の死亡数は九十二

弓■Ｆ増・戈続け■６熟・年■離口婚二□。。」
圏』ローくう■■一・鰄繩■震・・災の。影響、」．・色「鵜・＃一

し、九・五で史上最低になった。

万二千六十二人で前年より四万六

また、二・○八以下で人口減に
なるとされる合計特殊出生率は、

る。統計から拾った主なものは－

●肺がん依然トップ

の上からも読み取れる。

回っており、震災の悲惨さを数字

りに九十万人を超えた。厚生省で

千百二十九人増加し、四十五年ぶ

●神戸の死亡数突出

。

ントも減少した。合計特殊出生率

はインフルエンザの流行のほか、

前年二・五○）に比べ○・○七ポイ

を欧米諸国と比較すると、アメリ

ると①がん沁万２９５２人②脳血

原因別の死亡者数を多い順にみ

管疾患ｕ万６５４２人③心疾患過

阪神大震災の影響が大きかったと

最近は布歳以上の高齢者の死亡が

人で、前年比４万６１２９人増。

カ（二・○五、九三年）、スウェ１

死因の第一位は悪性新生物（が

昨年の死亡者数は躯万２０６２

ん）で二八・五％、第二位は脳血管

みている。

ス（一・七六、九三年）、フランス

デンニ・八八、九四年）、イギリ
（一・六五、九四年）は日本より高

はがんで死亡している。

がんによる死者を部位別にみる

万９０５７人１．４人に１人

と、胃がんと子宮がんがやや少な

死亡率が減少したにもかかわら

ず、それ以外のほとんどすべての

増えているが、昨年は布歳以上の

年齢層で死亡率が上昇した。厚生

えている。特に、男性の場合、肥

くなっているほかは、いずれも増

疾患で一五・九％、第三位は心疾
出生数がますます減る一方で、

省は「死亡者の大半が１～３月に

患で一五二％だった。
高齢化が一段と進む「少子高齢化

集中しており、阪神大震災の影響

いが、ドイツ（一・二八、九三

出生数を母親の年齢別（五歳ご

社会」は、社会保障制度の仕組み

ではないか」と話す。

年）、イタリア（一・一一一三、九二年）

と）に見ると、二十五’二十九歳

やあり方にも影響を与えそうだ。

死亡者数が出生数を上回ったの

は日本より低くなっている。

で特に減少が大きく、逆に三十五

例えば、厚生省の年金保険料の計

は秋田、和歌山、鳥取、島根、山

者が３万３３７６人。人口Ⅲ万人

んと入れ替わった肺がんによる死

年にそれまでのトップだった胃が

’三十九歳の出生率は微増してい

一・五○と推計し、それらを前提

算は、九五年の合計特殊出生率を

また、初婚の妻の平均年齢は二

る。
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１ 1４

１ 3５

１ 4０

１ 5８

１ 6９

１ 5６

１ 5４

１ 5４

１ 5８

１ 7１

１ 7５

１ 6３

１ 6９

1 6９

１ ７１

１ 4９

5２

１ 5６
１

１

１ 4７

１ 4９

１ 5３

１ 6１

１ 6７

傾向が出生率低下の原因

といわれるが、その傾向

は都会ほど著しい。老齢

期を前に、「離婚して残

された自分の人生を楽し

みたい」という熟年カッ

プルの離婚も増加傾向に

ある。

「残された

人生楽しみたい」

－熟年離婚も増加－

１ ７２

1 7６

１ 7１

１ 8５

１ 9６

齢が上がっている。
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１ 6３

当たりの死者数は弱・０人で、２

１ ４１

１

一人が一生に産む子供の

6３

１ ７３

一方、離婚件数は四万９０３２

１ 4５

数）の低い都道府県は一・

１

位の胃がんとの差は前年の１．９

１ 3９

１ 3８

二（人）の東京都を筆頭

１ 6３

組で前年比３９２６組の増加。２

１ 6２

に、北海道、｜・三一一一▽

１ 7１

１ 6４

人から２．３人に拡大した。厚生

１ 7３

分祀秒に１組が離婚した計算だ。

６１

京都府、同▽大阪府、同

１ 5９

省は「すぐにたばことの因果関係

１ 4８

１ 7５

人口１０００人当たりの離婚率は

１ 6１

１ 4１

があるというわけではない」とい

１ 5５

１ 5３

１．帥で、件数、離婚率ともに過

１ 6３

うが、愛煙家にはいやな数字とい

１ 5４

去最高を記録した。

5９

１

ｂ

１ 4８

１ 5５

えそうだ。

１

》■圏■□□一

１ 5１

離婚件数の伸び自体は鈍化傾向

5２

｜・三八▽埼玉県、｜・三九▽福岡

１ 5５

●２分半に１組離婚

5７

１

▽神奈川県、一・三五▽千葉県、

１ 5５

１ 5２

にあるが、同居期間別に前年比の

7７

１

島県、一・

・八五▽福

沖縄県、一

一・八七▽

は山形県、

に、高いの

Ｉの順。逆

奈良県、同

県、一・四一▽兵庫県、一・四三▽
一・四三▽

１ 4７

伸び率をみると、伸び率が大きい

１ 7９

Ul iJi i’
１ 5９

昨年１年間に結婚したカップル

１ 6６
１ 8７

譲iIh
１ 5７

のは弱～加年未満（４．１％増）、

１ 6６

□全国値'４３－＄
１ 8５

卯～妬年未満（３．６％増）で、熟

１ 4９

秋田
山形

1.40未満
１ 7３

５４組増。平均初婚年齢が夫が胡

１ 7１

１ 5０

1.50～1.59

１ 7６

はね万１８９２組で、前年比９１

１ 6４

１ 6８

1.40～1.49
１ 5２

年離婚はまだまだ伸びている。

１ 3７

１ 6０

1.60～1.69

１ 5１

１ 7２

・５歳、妻が泌・３歳となってい

１ 3３

旧－心‐０６０■■■■ｂ０ｂ００００００ＵｑＵ０Ｌ

１ 3７

Ｇ●｜●

１ 4３

１ 4３

る。夫の方は師年以降ほぼ横ばい

1．５０

1.70以上
１ 4３

【尾中香尚里】

1．４８

・離婚率（一・六○人）が史上最高

１ 3６

（毎日新聞一九九六・七・七）

６年

全国
北海道
青森
岩手
宮城

史上最低、離婚件数（約二十万組）

１ 3７

１ 3３

だが、妻の方は妃年以降、毎年年

７年

を記録した。女性の晩婚・晩出産

１ 3３

「産まない」「晩い婚」は・
男・・に魅力■■〃が

都道府県

六日、厚生省がまとめた「平成七年人口動態統計」は、出生率が

島

１

１ 5８

福

5９

５１

１ 7５

茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
三重

１ 5４

滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
`鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

図藪
都道府県別合計特殊出生率

七五▽佐賀県、同▽島根県、〒

はがんで死亡した計算になる。
がん死の内訳を見ると、男性は

肺がん三万三千三百七十六人、胃

七三▽宮崎県、同Ｉなどの地方。
厚生省では、都市部の女性の高
がん三万二千十六人と肺がんが多

年齢の上昇は、合計特殊出生率を

る。「結婚した女性が産む子供の

引き下げる要因の一つになってい

いのに対し、女性は胃がん一万八
五十一人と胃がんが多い。

婚、出産し合計特殊出生率も上向

人が急増しない限り、いずれ結

下したが、一生結婚しないという

がったために合計特殊出生率も低

い。晩婚化で若い人の未婚率が上

数は二・二人前後で変化していな

千五十六人、肺がん一万二千三百
（産経新聞一九九六・七・七）

Ｌ丁【■・離口・』婚、・２と分口鍋工秒・に口１組

少一子化のわけ…［晩婚］■と『晩産』。。

学歴化や就労機会の増加などが晩
婚・晩出産に結び付いているｌと

分析しているが、専門家の間から
は、女性に結婚の意欲を起こさせ
ないひ弱な男性にも責任があるｌ

く、次いで、「五’十年」四万千百

が七万六千七百十六組と最も多

離婚前の同居期間は「五年未満」

どを背景に現代社会の姿が大きく

定着とともに、女性の職場進出な

態統計（概数）」からは、少子化の

ｌ厚生省が六日発表した「人口動

女性の晩婚化や、増える離婚ｌ

見ると、東京が二十七・三歳で最

年を○・八歳上回った。地域別に

け、九五年は二十六・三歳と八五

しているが、女性は年々上昇を続

初婚年齢は二十八歳代前半で安定

たん減少したが、九一年から再び

離婚件数は八三年をピークにいっ

間隔は前年より四秒短くなった。

十八秒に一組が破局を迎え、この

の十九万九千三十二組に。二分三

前年より二・○％増え、過去最高

との指摘も出ている。

八十八組▽「二十年以上」三万千八

変化していることが分かった。ま

も高く、神奈川（二十六・七歳）が

ている。

年の三・六％より小さく、鈍化し

増加していた。ただ、伸び率は前

【増え続ける離婚】離婚件数は

百七十九組ｌの順。「二十年以上」

た、高齢化に少子化のダブルパン

続く。三十代前半で初めて結婚し
三十代前半で初めて結婚し

くのでは」（厚生省）という。

の中でも、特に同居「二十五’三

チを受け、死亡数が出生数を上

一人おり、前年を八・

と、「五年未満」が全体の約四割

離婚件数を同居期間別に見る
初めての赤ちゃんを

い。一方、「二十年以上」の熟年離

（七万六千七百十六組）と最も多

原ひろ子・お茶の水女子大教授

両立する環境を

●仕事と子育て

婚も三万千八百七十九組あった。

も上昇傾向にあり、七

こうした晩婚や出産

二十七・五歳になった。

二十六・七歳、九五年は

だったのが八五年には

五年には二十五・七歳

産んだ母親の平均年齢

四％も上回った。

た女性も七万二千六百

【晩婚化傾向続く】男性の平均

十年」の夫婦の離婚の増加率が高

回った県は九四年の四県から八県

に倍増した。

く、前年比で四・一％増。女性の

の二八・五％を占め、四人に一人

のトップとなったがんは全死亡者

スト３．昭和五十六年以降、死因

人）ｌと依然、三大成人病がワー

二人）③心疾患（十三万九千五十七

脳血管疾患（十四万六千五百四十

ん（二十六万二千九百五十二人）②

人を超えたが、死因別順位は①が

死亡数は四十五年ぶりに九十万

うくなっている実態が分かる。

子育てを終えた夫婦の関係が、危

社会進出と高齢化社会を反映し、

国
■ﾛ＝
＝

6０
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代の女性は少なくない。子供に
降）、徳島（九四年以降）の四県

（九二年以降）、秋田（九三年以

まで、高知（九○年以降）、島根

人口が自然減となった県はこれ

が増え、全死亡数に占める割合は

人）ｌの順．がんで亡くなる人

二人）③心疾患（十三万九千五十七

脳血管疾患（十四万六千五百四十

ん（二十六万二千九百五十二人）②

六十七人で、前年より五万千二百

いか」とみている。

らく低い水準で推移するのではな

ち込むことはないだろうが、しば

化によるもので、さらに大きく落

い。合計特殊出生率の低下は晩婚

（女性学・ジェンダー研究）の話

ちゃんとした教育ができるだろう

だったが、九五年には新たに和歌

に上昇した。

九四年の二七・八％から二八・五％

るのではないか、という不安があ

「子供を産みたくない」という二十

か、といった不安に加え、子育て
山、鳥取、山口、鹿児島の四県で

六十一人減少した。合計特殊出生

九五年の出生数は百十八万七千

を始めたら仕事を続けられなくな
も死亡数が出生数を上回り、人口

（日本経済新聞一九九六・七・七）

が自然減となった。

率は前年より○・○七下がり、こ

れまでの過去最低だった九三年の

一・四六を下回った。最も高いの

は山形二・八七）、低いのは東京

（一□一一）ｏ
厚生省は「結婚した人が産む子

国（一・七六）、フランス（一・六五）

五）、スウェーデン（｜・八八）、英

出生数。、｝最・低の畑万川人

死亡数を死因別に見ると、①が

るためだ。

「女性が働くのは自己実現のた
め」といわれるが、実際は多くの
女性が、老後の不安を解消するた

めに仕事をしている。「女性は結
婚したら家庭に入り、子育てに専

九五年一年間に生まれた赤ちゃ

供の数はほとんど変化していな

最近の欧米諸国は米国（二・○

ば、ますます結婚を遠ざけるよう

んは約百十八万七千人で、一人の

生涯出産数一・四一二少子化鮮明に

になるだろう。女性が仕事をしな

女性が生涯に出産する子供の数を

念すべきだ」という風潮が強まれ

がら子育てができる環境を作るこ

表す「合計特殊出生率」も一・四三

死亡の差である自然増加数は二十

【自然増加数、最低に】出生と

九四年にはいったん上昇に転じて

計（概数）」で分かった。いずれも

日、厚生省の「九五年人口動態統

以来の最低を記録したことが六

と、ともに一八九九年の調査開始

然増の数は前年を十万人近く下回

影響したとみられる。この結果自

エンザの大流行や、阪神大震災が

に九十万人台に乗った。インフル

で、一九五○年以来四十五年ぶり

死亡数は九十二万二千六十二人

八）、イタリア（一・三一一一）は低い。

などが高いが、ドイツ（一・二

とが必要だと思う。

六万五千五人と過去最低を記録し

いたが、再び減少。女性の社会進

り、過去最低の二十六万五千五人
が前年を上回ったため、出生と死

九万九千三十二組。婚姻件数は前

ｆＭＩ

た。厚生省によると、過去に三十

一段と鮮明になった。また死亡数

出などを背景とした少子化傾向が

ンザが世界的に流行した一九一八

亡の差である自然増加数も過去最

年より一・二％多い七十九万千八

｜方、離婚件数は過去最高の十

年（約二十九万九千人）以来、七十

低を記録した。

●自然減、８県に倍増

イン風邪〃と呼ばれたインフルエ

万人台を割り込んだのは、〃スペ

だった。

七年ぶりという。

6Ｊ

囚回

三歳で、女性の晩婚化傾向は続い

は男性二十八・五歳、女性二十六・

百九十二組だった。平均初婚年齢

協会は二○六○年で一・七五まで

大蔵省所管の財団法人、財政経済

「楽観的過ぎる」との見方は多い。

八まで回復するとしているが、

め、病院・保健所建設、医療・衛

や、極端な貧困世帯を減らすた

乳幼児や妊産婦死亡率の低下

針を固めた。

済協力、技術協力の柱に据える方

福祉分野を開発途上国に対する経

蔵、厚生、通産、労働の各省が参

林博内閣外政審議室長、外務、大

係省庁局長等連絡会議（座長・平

開かれた世界福祉イニシアチブ関

みたい考えだ。この方針は、同日

度予算概算要求に拡充分を盛り込

充・強化する。外務省は、九七年

ている。

しか回復しないとする独自推計を

生機材の提供などの無償資金協力

年金や医療に影響
が二九・八％を超えて上昇するな

保障制度に深刻な影響を与えそう

を前提にした公的年金など、社会

されている公的介護保険制度など

いる老人保健制度や、導入が検討

費の大部分を現役世代が負担して

・ＯＤＡ、〃伸咋びゼロで口調口整．

■財政難に配慮／外務省の反発「必至

費にまで切り込むべきだとの意見

至だが、与党内でも例外項目の経

び率はシーリング段階で七’九％

てきた。このため最近五年間の伸

としてシーリング対象から除外し

政府はＯＤＡを国際貢献策の柱

たい外務省が強く反発するのは必

出す。国際貢献に積極姿勢を示し

ＤＡも思い切った抑制姿勢を打ち

る点や厳しい財政事情に配慮、Ｏ

欧米主要国が援助額を圧縮してい

府部内や連立与党と調整に入る。

度比伸び率ゼロに抑える方向で政

ある政府開発援助（ＯＤＡ）を前年

求基準（シーリング）の例外項目で

大蔵省は九七年度予算の概算要

函

（読売新聞一九九六・七・十）

加）の初会合で確認された。

だ。今後も少子化が進めば、若い

も、少子化の進展で財政基盤は不

ている政府開発援助（ＯＤＡ）を拡

や医療技術の提供など現在実施し

世代の社会保障負担を一層重くす
安定になる。

原則七十歳以上の高齢者の医療

どの恐れは十分ある。

まとめている。ピーク時の保険料

九五年の合計特殊出生率が過去

最低の一・四三となったことは、

るか、高齢世代に対する年金など

（日本経済新聞一九九六・七・七）

若い世代が高齢世代を支えること

の給付水準を一段と引き下げるか
の選択を迫られるのは必至だ。
厚生年金、国民年金は現在、厚
生省人口問題研究所が九二年にま

とめた推計人口を前提に、将来の

保険料や年金額を計算している。
これによると、厚生年金の保険料
は高齢化のピーク時（二○二五年

以降）にサラリーマンの月収の二

政府は九日、橋本首相がリヨン

が強まっており、最終的には大幅

台、予算では三・五’七％台の高

九・八％（現在は一六・五％、これ
ただ、この推計は九五年の合計

・サミット（先進国首脳会議）で提

な伸び率抑制で決着する公算が大

を労使折半）となる。

特殊出生率を一・四九と見込んで

きい。

病院建識医；i1識術
唱した世界福祉イニシアチブ（構

■「橋口■柾」／

想）の具体化の一環として、社会

ＯＤＡのf柱口に

おり、現実はこれを○・○六下

Ｔｌ－－－ｉｒ－

回った。推計は二○二一年に一・

■五記魎■■
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にゅうすふぉ－らむ

約達成」を盾に容易に譲らない構

成が厳しい状況のため、「国際公
そうだ。

ない事情も絡んで、調整は難航し

ち四六・二％が一人暮らし、四九・

千七十七万の一三・八％。そのう

水準になっている。

この結果、日本のＯＤＡ実績は
え。円安の進行でただでさえドル

一九九六・七・十二）

少（・子■・■高齢几化］。・段■と。▽■

り四万七千人増加。そのうち「寝

年の前回調査時の百六万五千人よ

は百十一万二千人に達し、平成四

で介護が必要な人（六十五歳以上）

高齢化が進んだのに伴い、在宅

三％が夫婦だけの世帯だった。

九一年に米国を抜いて以来、九五
表示の援助額の目減りが避けられ

（日本経済新聞

年まで五年連続で世界トップを記
録した。だが、財政事情の急速な
悪化や米国をはじめ欧米諸国の

「援助疲れ」による援助額圧縮の動
きを背景に、ＯＤＡの「量から質」

え、シーリング段階から厳しい態

大蔵省はこうした事情を踏ま

が必要な高齢者（六十五歳以上）も

万世帯を突破、自宅で暮らす介護

全国の高齢者世帯数が五百六十

子・高齢化が一段と進んでいるこ

二・九一人と過去最低となり、少

で分かった。一世帯の平均人数も

めた「平成七年国民生活基礎調査」

の七割が「悩みやストレス」を訴え

人あたり一カ月約五万円、介護者

への支払いを含めた介護費用は一

年以上同じ状態が続き、医療機関

一千人で一万人増。半数以上は三

たきり」である人の数も一一一十三万

度で臨む方針。具体的にはＯＤＡ

八十六万人を超え、阪神大震災で

とも明らかになった。

。■Ｔｌ世帯平均２．９１人や□高齢者世瀞５６０万

を「例外事項経費」にとどめながら

兵庫県を調査対象から外したにも

への転換の機運が高まっている。

も、前年度比七％だった伸び率を

かかわらず、いずれも過去最高で

調査は二十七万世帯八十

施、世帯と健康に関する

に兵庫県を除く全国で実

調査は昨年六月と七月

だった。

％、「四人以上」はわずか○・六％

人」が一三・五％、「一一一人」が四・九

人」が一四・四％で最も多く、二

％と全体の約三分の一。「子供二

者）のいる世帯の割合は、一一一三・三

一方、子供（十八歳未満の未婚

る状況だった。

ゼロにする方向で外務省や与党各

あることが、厚生省が十三日まと

万人、所得と貯蓄に関す

一世帯あたりの平均所得（平成

六十四万二千円。平均所得を下回

六年分）は前年比一・○％増の六百
それによると、六十五

る世帯が全体の六○・九％を占め

高齢者世帯の平均所得は全体平

た。

未婚者で構成する「高齢

均の約半分で三百三十二万円、そ

歳以上の男性、六十歳以

者世帯」は、総世帯数四

上の女性、十八歳未満の

いて全体値を推計した。

人を対象とし、同県を除

る調査は四万世帯十六万

要介護者も最一員妬万人

党との折衝に入る。

大蔵省は投資的経費と経常的経
費の伸び率をそれぞれ圧縮する方
針だが、例外項目も歳出抑制の対
象に加えることでＯＤＡの「量拡
大から質向上」の転換を鮮明にす
ると同時に、政府の財政再建に対
する強い決意をアピールする狙い
だ。

一方、外務省は九七年度のＯＤ
Ａ予算は最低でも九六年度予算程

度の伸びを確保したい考え。九三
’九七年で七百億’七百五十億が
のＯＤＡを供与する中期目標の連

6３

圀因

のうち五五・一％は公的年金と恩
給。高齢者借箒の半数は公的年金

（産経新聞一九九六・七・十四）

・恩給以外に収入がなかった。

かけ声にもか

かわらず、見

とどまった。

直しは小幅に

公共事業の圧

対する伸び率を、九六年度の四・

て、一般歳出の前年度当初予算に

概算要求基準（シーリング）につい

大蔵省は十九日、九七年度予算

減りにつながることへの配慮を求

円安傾向がドルベースの金額の目

伸びは要求する見通しだ。最近の

度当初予算並みの三・五％程度の

向だ。外務省も、最低でも九六年

に、四％台後半の伸びを求める意

上乗せして伸

費税増税分を

資的経費に消

配慮して、投

”建設族〃に

自民党内の

縮に抵抗する

二％を下回る三％台に抑制し、一

ＯＤＡはゼ「口一も視一丼野三に一寸

園Ⅱ防Ｐ衛。費伸び２ｈ％省前半■一．・

般歳出総額を四十四兆円台とする

める声もあり、いずれも厳しい交

（二・五八％増）を下回る二％台前

費の伸び率は、九六年度当初予算

の折衝に入るが、焦点となる防衛

される個別項目を中心に各省庁と

を受け、シーリングの例外事項と

改革元年」にふさわしい予算とで

制が、九七年度予算を「財政構造

め、大蔵省は例外事項の伸びの抑

額の九割以上を占めた。このた

兆六千六百億円と、一般歳出増加

は、九六年度のシーリングでは一

人件費も含めた例外事項の伸び

て抑制を図る。

国となっている事情などを指摘し

枠」や「経済構造改革等特別措置」

びをどう抑え、「公共投資重点化

務的経費の伸

人件費など義

かが今後の課題だ。

の配分で、どうメリハリをつける

事項の歳出や

半にとどめ、ＯＤＡ（政府開発援

きるかどうかのカギを握ると見

大蔵省は、過去三年間のシーリ
抑制に加え、人件・糧食費の見直

年度予算のシーリングの大枠を決

政府・連立与党は十九日、九七

社民党、さきがけはこれに同調し

に抑える方針だった。与党内でも

資的経費を、九七年度は伸びゼロ

度当初予算比五％増としてきた投

ングでは、景気への配慮から前年
しも求める。ＯＤＡについては、

定したが、「財政構造改革へ向け

重点配分ｌ

ｌ手腕闘われる

「聖域なし」かけ声倒れ

助）は伸びゼロも視野に厳しく抑

て、大幅な見直しを迫る。

先進各国の対外援助の伸びが鈍っ

た大胆な見直しを」という当初の

防衛費については、正面装備の

契約した大型装備に対する支払い

ている中で、日本が世界一の援助

これに対し、防衛庁では過去に

一千億円増加することなどを理由

である歳出化経費が、前年度比約

防衛・外務要求と開き

える方針だ。

費はじめ例外

られた。防衛

苦肉の策も採

びを確保する

方針を固めた。政府・与党が同

渉となりそうだ。

茨蔵３職【

日、シーリングの大枠を決めたの

礫－J”iグ

“
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への配慮などから反論が強く、結

たが、自民党内では近づく総選挙
どまり、金額も三千億円程度に増

構造改革等特別措置」の新設にと

臨時特別加算」を衣替えした「経済
が問われる。

か、首相の指導力と大蔵省の手腕

今後、いかに重点配分ができる

了解文に「予算編成過程で重点的

ド関連対策費をシーリングの閣議

化に対応するウイグアイ・ラウン

に検討」と明記するよう要求。事

局、「前年度予算と同額だが、消

実上、シーリングの対象から除外

えたとはいえ、一般歳出全体から

（増田雅己）

見ればごくわずかだ。

年間で総事業費約六兆円を投入す

同対策費は平成十二年までの六

する方針だ。

（読売新聞一九九六・七・二十）

費税率増による国庫負担増分は別

〃聖域〃ＯＤＡ、防衛費で攻防

るもので、うち予算化が必要な国

に一兆一千億円の予算を獲得。

はシーリングの例外とされ、すで

費分は二兆八千億円。過去二年間

ても、実質十数％は目減り」と訴

：■へ外務Ⅲ円安目減り、一防衛Ⅱ特殊性主張
える。九年度はＯＤＡの「第五次

園

途加算する」ことで妥協が図られ
投資的経費約十兆円のうち消費

た。

税の影響を受けない用地費、人件
費などが約三割を占め、資材費や
工事代金など残りの部分への影響

を抑える方針を確認したことで、

政府・与党が例外項目の増加額

資的経費の伸び率は一・五％程度

中期目標声事業費の実績ベースで

額は約千五百億円。この結果、投

これまで聖域とされてきた政府開

度に当たり、「目標達成のために

予算比で八－三・五％の高い伸び

た大型装備の「つけ払い」である歳

一方の防衛費は、過去に契約し

部）と反論。ＯＤＡはドル表示の

係を築けたからこそ」（外務省幹

ＤＡによって海外とスムーズな関

満をぶつけている。

そのものを検討してほしい」と不

る」と主張。「シーリングのあり方

は「防衛予算は極めて特殊性があ

（産経新聞一九九六・七・二十）

（幹部）と楽観している。

今年度も「予算化は既定路線」

発援助（ＯＤＡ）や防衛費の伸び率
をめぐる攻防は一段と激しくなり

投資的経費の伸び率は、今回の

となる。

七百億－七百五十億が）の最終年

シーリングの象徴的な争点だった

も伸び率ゼロなどのめない」と外

を確保してきた。しかし、大蔵省

出化経費が膨れ、大蔵省もその点

務省は巻き返しに懸命だ。

そうだ。

一方、重要施策に手厚く配分す

は認めざるを得ない。それでも人

ＯＤＡは平成三年度以降、当初

だけに、「聖域なき歳出見直し」は

る狙いの公共投資重点化枠は、前

は財政事情が悪化する中、「大盤

件・糧食費などの見直しで八年度

出はなをくじかれた形だ。

年の三千億円から五千億円に増額

と、伸び率ゼロ近くに抑えたい方

い考えだ。臼井日出男防衛庁長官

予算の伸び率二・五％以下にした

振る舞いなどできない」（幹部）

の国民生活を支えてきたのは、Ｏ

針だ。これに対し、外務省は「今

された。連立与党内には、既存の
兆円程度を確保するべきだとの意

公共事業に大きく切り込んで、一
見もあったが、小幅にとどまっ

久保蔵相らが主張していた「二

ため最近の円安が直撃し、「前年

た。

十一世紀へ向けた重要施策へ配慮

度並みの伸び率を確保できたとし

また、農水省は農畜産物の自由

られた「経済発展基盤・学術研究

するための工夫」は、前年に設け

姑

欝

塾

ＩＩ

蝋嚇鱸ｌ１２１震
Ｆ鯛ほれ見通し

ニスタンやネパール、モンゴルな

くアジアでも深刻で、特にアフガ

の食糧事情は、アフリカだけでな

北米加％などとなっている。現在

（五二・五％）、フ

と、スウェーデン

本は一四・六％

（九二年度）が、日

保障給付金の割合

％）よりもはるか

ランス（三五・六

どが食糧不足に苦しみ、バングラ

に小さいことが主

デシュ、ミャンマー、カンボジア

などでは慢性的な栄養失調状態が

因だ。その背景に

続いている。

る。ＦＡＯは、飢餓根絶を目指す

ら今後必要量が減少するとみられ

日本の国民負担率（税と保険料

スの六二・六％（九○年）を大きく

の六九・八％（九二年）や、フラン

回っているものの、スウェーデン

（注）日本は開年度見込み。諸外国は蛇暦年実績
（フランスは卯暦年実績）。高齢者人口比率は開
歳以上人口の総人口に対する割合で、日本は妬
年、月１日現在。諸外国は卯年推計

｜社会保障負担

28.4

》灘嚇一》騰檸』》鱸鱸｛

、われる。しかし、民ァイブ功懲

ヤク笥耳ｑｆ等カスッエ駒關
鯵岫艤鱸Ⅷ鯉躰刈判Ⅳラエ字

や、失業率の低

んでいないこと

は、日本の高齢化

一方、先進国では食糧供給が必

までの食糧需給見通しを発表し

行動計画の策定に向け、ｕ月田日

が欧州に比べて進

た。それによると、世界の人口は

からロ日まで本部のあるローマ

要量を上回る傾向が続いており、

訂億人（１９９５年）から肥億人へ

で、初の「世界食糧サミット」を開

業機関（ＦＡＯ）と国連人口基金

とね％の増加が見込まれ、これに

催する予定だ。

特に欧州では、人口の減少などか

見合う食糧を供給するには布％の

一九九六・七・二十二）

（毎日新聞夕刊

の合計の国民所得に対する割合）

下回っている。

は、九五年度見込みで三七・七％

（■。・・一Ｌ■。．」高齢化『の進・褒彌一（■層拍掌

皿・－コ・急「増・ず｝■愚国鳧賞遡零口。。．□■

次いで中南米加％、アジア閃％、

も高いのがアフリカの３００％。

増産が必要となる。増産割合が最

（ＵＮＦＰＡ）はｎ日、２０５０年

【ローマ皿日共同】国連食糧農

2050琴までに

となっている。先進国の中ではア

これは、国民所得に対する社会

22.5

8０

6０

4０

0２０

f~互いT-i-

メリカの三六・三％（九二年）を上

国民負担率の国際比較；;鍵
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人口・環境。：女性が「決定権」ｆ
教育水、準の向上・が重要

環境汚染は相変わらず相当深刻

ては世界平均の印％に過ぎない。

部の開発途上国のレベルにも達し

であり、弘年中国環境状況公報に

で、先進国にはるかに及ばず、一
ていない。嘔歳以上の非識字・半

の沈益民・中国人口と環境研究会
活動が十分に機能しておらず、ま

農村の末端においては家族計画の

きな成果を上げている。しかし、

は４分の１、森林面積は６分の１

均の３分の１弱であり、淡水資源

だ。一人当たり耕地面積は世界平

算すると少なく、貧しい国の一つ

り、環境汚染による屋斉員夫ば国
、環境汚染による経済損失は国

直面した帥年代の状況に似てお

の現況は、先進諸国が環境汚染に

は都市部でひどい。全体的に中国

酸性雨が降っている。河川の汚染

４兆立方枡で、８割以上の都市に

よると、全国の排ガス総量はｕ・

理事長がこのほど来日、毎日新聞
た一部の地域では依然として大量

弱。主要弱種類の鉱物資源につい

さらに、資源の相対量も人口換

非識字率は加年で型・皿％。

社人口問題調査会定例会で「中国

投入、大量消費、大量汚染という

元中国国家統計局人口統計部長

の人口・環境と経済の持続的発

歴史で前例のない大規模な国勢調

人口規模とその増加の速さは国民

急成長を遂げた。しかし、膨大な

を占める。これは耕地の

模の草原の減少、土地の

向は依然続いている。

日本女性には底力がある

〈対談〉日本家族計画連盟・加藤シヅエ会長

●世界人ロデー記念特別シンポジウム

％卯印沁印印扣卯如扣０一砂漠化、アルカリ化の傾

１

町総面積を上回り、全国規

０

１脳で国土全体の旧・９％

９

弱積は１５３．３万平方キロ

２し、砂漠化した土地の面

生態系の破壊も進行

年市％に相当する。

民総生産（ＧＮＰ）の約６

展」と題し講演した。沈氏は中国

査を企画・立案し、１９５３年か

経済に重い負担となってのしか

新中国が誕生して以来、経済は

ら過去５回、全土で実施。沈氏は

かっている。肥年末の総人口は皿

生態系と環境の保護に不利な影響

５
２
０

粗放的経営モデルを行っている。

講演の中で、バランスの取れた中

億１１２１万人で、新中国が成立

の人口問題の第一人者で、世界の

国の経済発展は東アジアと世界の

した当時の２．叫倍。年間１３０

とみられる。

０３０年ごろには追憶人に達する

０万から１４００万人増加し、２

環境保全に寄与するとの認識を示
した。要旨は次の通り。
・元中国国家統計局人口統計

を与えている。教育水準に関する

一方、文化教育レベルの低さが

現在、中国は改革開放の進展に

部長沈益民氏
よる経済の高度成長という素晴ら

１９９０年人ロセンサスの国際比

ターで開かれ、日本家族計画連

較によると、高等教育を受けた人

盟、ジョイセフ（家族計画国際協

しい情勢にあるが、人口、環境、

人口問題協議会など主催の「世

力財団）会長の加藤シヅエさんが

資源の３者は経済の持続発展にか

ウムがこのほど、日本プレスセン

界人口デー」記念・特別シンポジ

口１万人比の割合はアメリカ１４

家族計画の実施と環境保護の強

９２人、カナダ１１９８人、日本

かわる重要な課題だ。

世界全体
開発途上地域
先進工業地域

６３７人に対し中国は１４２人

E砺司■己而圖雇■

化は国策の基本であり、すでに大
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國圖

「女性の健康と幸せのために」の
テーマでＮＨＫ解説委員の小宮山

●パネルディスカッション

爆発寸前」

「巨大都市は

加藤さんは家族計画・女性開放
運動のリーダーとして１世紀を生
シンポジウムは芦野由利子・日

洋子さんと対談した。

き、蛆歳の今も先頭に立ってい
本家族計画連盟常任理事、草地賢

微妙な影響を与えたが、当局は全

国的には食糧生産が順調なことを

が権威をもって女性を差別化し、

社会進出にブレーキをかけてい

強調している。

な理由として、わせの作付面積が

統計局は今年の食糧生産が好調

る」などと意見を述べた。

（毎日新聞一九九六・七・三十）

昨年より十万七千粉増えたことな

どを挙げ、今秋の天候が順調なら

過去最高だった昨年実績を超える

北部で夏場の干ばつの被害が少な

る。支えとなったのが、産児制限

とみている。

かった」（国家計画委員会）ことや

一・神戸ＮＧＯ協議会代表、黒田

新華社電によれば、中国の国家

農業資材の価格安定で農民の生産

運動に一生をささげた米国女性、

夏場に収穫された食糧は前年比

統計局は今年のトウモロコシや大

俊夫・日大人口研究所名誉駈長、

黒田氏は「２０２５年に世界は

豆などの食糧生産量が昨年を約一

意欲も高まっているとされ、災害
の影響は大きくないという。

マーガレット・サンガーとのきず

三％増の一・一億少となった。中

朋億という巨大人口に達し、都市

千万少上回り、過去最高の四億七

（北京Ⅱ湯浅健司）

坂重具理子・埼玉県副知事がパネ

人ロが印億を超える。その帥％に

千五百万少前後に達するとの見通

な。加藤さんは１９１９年（大正

当たる如億が途上国に集中し、途

しを明らかにした。海外では今夏

（日本経済新聞一九九六・九・三）

南部の洪水にもかかわらず、「東

上国の巨大埜巾は爆発寸前だ。都

に起きた中国中南部の大洪水によ

リストとなり、「都市化と女性」の

ないこと。よく戦われました」。

市は代謝機能が不完全になると病

る被害が懸念され、穀物相場にも

８）年に渡米。翌年、サンガーと

加藤さんは「生涯の師」の思い出

理現象を引き起こす」と指摘。女

テーマで討論を行った。

と、”日本のサンガー夫人“とい

性のヱンパワーメントス地位と

出会い、その愛弟子として皿（昭

われた自らの生きざまを縦横に語

能力の向上）が人口・都市問題を

「夫人の哲学は決して後に戻ら

ＰＦ）設立に参画した。

和幻）年の国際家族計画連盟（ｌＰ

りながら、「日本の女性の力、底

促進されるべきだ」、坂東さんは
「都市では経済的に自立できる機
会も多いが、女性解放はまだ”未

ことが十日、「敬老の日」を前に厚

人（海外在留邦人を除く）に達する

月末、過去最高の七千三百七十三

全国の百歳以上のお年寄りが今

人も増え、二十六年連続で最高記

になった。前年よりも九百九十五

高齢者名簿」（長寿番付）で明らか

生省がまとめた平成八年度「全国

西高東低今女■■性■Ｂ」」一割

完成交響曲Ｌ、草地さんは「宗教

開発援助）の場に、女性の参画が

百曰歳Ⅱ以口上（七、一一一七一・三人

力というものは昔から根強いもの

い」と、同性の若い世代にエール
を送った。

また、芦野さんは「ＯＤＡ（政府

示した。

洪謝職書くZX騒懲
打ち消し鱈懸命

解決する原動力になるとの考えを

■過去最高」

があります。これを上手に爆発さ

｢食糧生産は

せれば日本の女性は本当に頼もし

.Ｆ耐Ｉ

園
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録を更新、初の七千人台に乗せ

外在留邦人を含む）も掲載され、

末の間に満百歳になる高齢者（海

名簿には来月一日から来年三月

化が進行しているのが分かる。

七千人台に乗り、急ピッチで高齢

を突破、昨年に六千人台、今年は

年に千人を超え、一昨年は五千人

ずか百五十三人だったが、五十六

掲載人数は計一万九十四人と、初

「平成七年簡易生命表」でも、昨年

している。

上になる高齢者を今月一日現在で

人口十万当たりの百歳以上の人

めて一万人を突破した。

の日本人の平均寿命（零歳児の平

た。平均寿命も依然世界一で、長

集計したところ、百歳以上は七千
三百七十三人となった。男性が一
口は、昨年より○・七七人増えて

前に、日本の高齢者についての調

総務庁は十四日、「敬老の日」を

厚生省が今月末までに満百歳以

寿国・日本が改めて示された。

千四百人、女性が五千九百七十三人
五・八七人。

性が八二・八四歳と、過去最高の

厚生省が八月十日にまとめた

で、女性が八割以上を占めている。

均余命）は男性が七六・三六歳、女

都道府県別では、沖縄県が二二

十八万人増）で、総人口に占める

年齢別では、百歳が最も多く三

割合は十五・一％（同○・六ポイン

査結果を発表した。六十五歳以上

長寿日本一は女性で、今年一月

前年をわずかに下回ったものの、

人）、鹿児島県二

十九日に百十二歳の誕生日を迎え

男女別では、男性七百八十四万

Ｊ二・二一人）－と続

上位四人までが女性で、五位の

人に対し、女性は千百十六万人で

の比率が高くなり、八十五歳以上

約一・四倍。高齢になるほど女性
さんで百十一歳。体力の衰えから

約四十三人しかいない勘定になっ

で見ると、女性百人に対し男性は
厚生省は来年三月末までに百歳

現在、老人病院に入院している。

の渡名喜元完（となき・げんがん）

ト増）となり、いずれも過去最高

藷いている。

銅埼玉県の一一。六○人

朧を最低に、千葉県
年三・八一人）、大阪

略府（三・’一一一一人）、滋

赫賀県（三・六五人）、

定され、長寿番付

老人福祉法が制

日）前後に、内閣総理大臣から祝

県などを通じて「敬老の日【十五

在留邦人を含む）に対し、都道府

ブームに生まれた世代が七十歳代

続け、終戦直後の第一次ベビー

よると、高齢者人口は今後も増え

厚生省人口問題研究所の推計に
が初めて公表され

い状と銀杯を贈り、長寿を祝う。

になる二○二一年にピークが訪

ている。

た昭和三十八年当

（産経新聞一九九六・九・十）

を迎える三千九百二十六人（海外

時、百歳以上はわ

ｌなどの順○

く愛知県（一一一・七四人）

男性日本一は沖縄県沖縄市字宮里

となった。

二四と今年もトップ。以下、高

０００００００００
１１１１１１１１１

た山口県阿知須町の寄川（うたが

千百六十八人。百一歳が二千三十

１１１

わ）スエさん。

の高齢者人口は、十五日現在の推

１１１

妬逆に低いのは、

知県（一九・○九人）、島根県二五

女性林６１人;に１ＭＧ
独りii暮らし~戸

四人、百二歳は千三十八人と、年

最高の1899万人

計で千八百九十九万人（前年比七

（?～’

男性は十年連続、女性は＋｜年連

651歳｢Ⅱ以上
続で世界一だった。

Ⅵ犀Ｈ

・五四人）、熊本県（一二・六三
熊本県（一二・六三

齢が一歳上がるごとに人数は半減

１１１１１１１

エクサセ完江すけキツヨ蔵きとそ寿づタヱ志

寄宮滝松渡長秋早森嘉古石北柿福大小宇北斎

に》許》》》》鍵』峠》峠搾》準》唯一》》

女女女女男女女女女女女男女女女男女女女女

１

１ １１１１１１１

２ ２２２１１１１ ０００ ９９９９９９９９９

鹿児島県大隅町
広島県倉橋町
東京都江東区
沖縄県沖縄市
名古屋市守山区
静岡県相良町
宮城県白石市
福岡市博多区
沖縄県今帰仁村
福島県jIl俣町
茨城県金砂郷町
岩手県千厩町
鹿児島市稲荷町
滋賀県浅井町
川崎市多摩区
静岡県清水市
沖縄県沖縄市
大阪府堺市
高知県伊野町

１２３４５６７８９ｍｕ坦坦以嘔焔Ⅳ畑四ｍ
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住所
山口県阿知須町
年齢
性別

氏名
11項位

全国の長寿者上位20人

れ、六十五歳以上が三千二百七十
大傾向が続いている。男女別は、

二ポイント増の一二・一％と、拡
る」と説明している。

糧、石油などの安定供給につなが

男性四十七万人に対し女性は約四

（読売新聞一九九六・九・一一十一一）

める中国は、ここ四年間、年に一

選大掘りの大炭鉱で知られる遼

Ｉ勤務に偏り／若寶不満１

●国有エ場重い余剰人員
○％を超す経済成長が続き、表面

経済大国」などと世界の注目を集

「十二億人市場」「二十一世紀の

．■〔『二十一一世一一紀〆の経八済大一・国』

人口。、一口〈億に苦・・・し■む■□■

五万人に達するという。
一方、昨年の国勢調査による

倍の百七十八万人。女性は六十五
歳以上のほぼ六人に一人が独り暮

と、高齢者の独り暮らしは、二百

二十五万人で、九○年の前回調査
らしとなっている。

（朝日新聞一九九六・九・十五）

に比べ三八・八％増加。高齢者の
中に占める単身者の比率も、一・

・環・境口保而護。｜や市１場一拡大

園ＯＤＡ、国・益三を童・祝一口

日、明らかになった。今後のＯＤ

書）の九六年版の全容が二十一

助を行うことが必要だからだ」と

あるいは日本国民にとって開発援

今年の白書では「日本にとって、

段」と位置づけていた。しかし、

貢献の重要な柱、重要な外交手

昨年の白書では「ＯＤＡは国際

るという思い込みはないだろう

効率のいい発展形態をたどってい

意識の中に、中国も日本のような

がある。隣国を見つめる日本人の

の根っこには「人が多すぎる」こと

深刻になってきた。こうした問題

が生まれ、環境汚染や貧富の差も

ていた大勢の余剰人員の失業問題

策の結果、国有工場に抱え込まれ

産した市内のセメント工場の従業

数より二割多い。市の指示で、倒

「従業員は百八十人で、適正人

言った。

う。合弁工場の金栄男・工場長は

い鋳物工場だが、ここは事情が違

場」といわれ、人手の確保が難し

生産していた。日本では「３Ｋ職

厚い鋳物を使った高圧容器などを

順機械廠は日本企業と合弁で、分

工業都市だ。市の紹介で訪れた撫

Ａ実施に当たって、地球環境の悪

「国益」を強調。具体的には、社

か。中国はいま、人口の重圧と持

員を引き取っているので」

寧省撫順市は、東北地方有数の鉱

化防止や輸出市場の拡大、わが国

から、「日本国民にとっても深刻

会、経済、安全保障の三つの観点

なジレンマに苦しみ始めている。

続的な成長がぶつかり合う、大き

的には豊かさへの道を疾走してい

への食糧や資源の安定供給など、

な脅威となる地球環境の悪化、感

る。が、その一方、市場経済化政

日本の「国益」に直結している分野

染症の発生など、開発途上国の抱

える問題を克服できる」「輸出市場

界最大の援助国。

を重視することを前面に打ち出し

となるなど、日本に経済的利益を

が国の政府開発援助」（ＯＤＡ白

ているのが特徴だ。

もたらす途上国の経済発展を促

だ」と酪琳・撫順市長は強調し

職先を与えるのは市の重要な枠割

経営悪化が進み、倒産が相次いで
いる。「倒産企業の従業員に再就

市場経済化の一方で国有企業の

今年の白書の副題は三十一世
紀に向けた開発戦略ｌ人間中心
の開発を目指して」。九五年のＯ
ＤＡ実績は円ベースで一兆三千八
百五十四億円で、対前年比○・六

す」「日本が途上国に依存する食

（北京支局・永持裕紀）

では円高により、九・三％の大幅

な伸びになっており、五年連続世

四国

％増とほぼ横ばい。ドル。ベース

外務省が毎年発表している「わ

96年自害‘

”
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北京のエ事現場で食事を受ける出稼ぎ労働者。働きロのない地方から
大都市へ出稼ぎに出る人は全国で１億人前後という＝24日、永持写す

た。

テムは、国づくりに大きな意味が

低めの給料を平均的に与えるシス

している。日本のような「最少人

でどう安定させるかに中国は直面

済システムを切り替える試みの中

こうした人たちの暮らしを、経

は出稼ぎで生計を立てる。

企業は中国全体で

あった。だが時を経るにつれ、そ

万人以上が余剰とされ、その多く

十万社を数え、合

れはよどんだ空気を生み出した。

億四千万人で、すでに仕事は不足

わせて約四千万人

数での効率生産」がすぐに望める

していた。とにかく人を雇用し、

が働く。政府の公

六年ほど前、上海・復旦大学の

工業部門の国有

式見解では、その

人口問題研究所が行った上海の青

●廃液垂れ流し汚れる川

状況ではない。

うち三割の働き手

年労働者の聞き取り調査に参加し

が出資した農村の中小企業、「郷

国有企業の低迷をよそに、農民

ｌ悪質企業は操業停止Ｉ
「年長者はぶらぶらしていて

鎮企業」の工業生産額は中国の生

の若い層の不満の強さだった。

た。印象に残ったのは、国有工場

が「余剰」だ。

政府統計によれ

も、僕より給料が高い」と二十八

ば、’九九四年時
点で一億元（約十

歳の男性はロをとがらせた。余剰

は、彼らのダイナミックな活動の

産総額の五割に達する。だが政府

に必要な従業員数

が多く享受しており、しかも、賃

状態が生み出す「ブラ動」は年配者

三億円）の生産高
は、国有企業では

託した調査だった。中国は九二年

工場、染料や農薬などの化学工場

千を超える製紙工場のほか、皮革

一千キロの准河（わいが）。流域には

黄河と揚子江の間を流れる全長

規制を始めた。

から分配の平均主義をやめ、市場

中央政府の国家計画委員会が委

金は年功序列で上がっていた。

千六百六十七人。
これに対し、農村

その三割、外資系

経済に踏み込んだが、こうした調

の中小企業などは

の人数で同じ額の

や私営企業は二割

で、その大半は排水処理設備がな

い。垂れ流しされた廃液で流域面

が集まる。ほとんどは郷鎮企業
実際、市場経済化を機に成長率

でいわれる。異臭も漂う。

積の八○％の水面が変色したとま

査ですくい取った民意も新政策の

は上がったが、赤字企業の閉鎖や

採用を促したとみられる。

ば、国有工場の余

倒産が増え、余剰人員をあぶり出

「水がよどんだ場所は本当に

この計算でいけ
剰人員は全体の半

まっ黒。流れているところさえ濃

生産を達成した。

分以上に膨れるこ

によると、耕地面積からみて農村

い灰色だった」。新エネルギー。

し始めた。一方、同委員会の資料
中国の人口は四

部では日本の人ロ並みの一億二千

とになる。

九年の建国時に五
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産業蓮術総（晶墨機構（ＮＥＤＯ）の
中井穀・土星自席代表は、排水処理

●貧富の格差が

峰外資系企業の進出がもたらし

背負い始めた様々な利害は、中国

「十二億人市場」の条件は、豊か

修正し、とくに内陸部に進出する

と、一律に外資を優遇する政策を

の政治システムを問い直す巨大な

中国社会学会の「人口と環境研
さが国全体にぷ厚く広がること

企業への優遇策を開始した。

「私には、皿億人に食糧を与え

圧力にもなり始めた。

究会」の沈益民・理事長は「人ロで
だ。しかし現実には、地域間の貧

ただ、所得格差は地域間だけで

なければならないという、日本の

に外資が集中する状況を変えよう

割ると、中国の一人あたりの資源
富の格差がいびつな形で開いてし

なく、同じ地域の個人間でも広

首相にない重荷がある。（共産党

た面が大きい。中国政府は沿海部

量はただでさえ乏しい。そこでの
まった。たとえば、上海市の一人

て、九四年から所得の累進課税を

がっている。富の平準化を狙っ

地域間で拡大

汚染の深刻さは他国の比ではな

○年時点で内陸の貴州省の七・三

あたりの国内総生産（ＧＤＰ）は九

の協力で現地聟訪れた感想を話玄

い」と憂える。中国の人口は世界

ので脱税する金持ちは多く、狙い

本格的に始めたが、自己申告制な

が北京に来てから、すでに１億人

総書記として、１９８９年に）私

系損ねれば取り返しつかぬｌ

ｌ日本の首相にない鬘荷／生態

●江沢民国家主席・語録

のそれの二二％、だが淡水量は世

倍だったのに、九四年には九・九

的に閉鎖させたうえ、全国的に

政府は准河流域の製紙工場を強権

の不満が出ている。一方、豊かな

地域には政府の政策は不公平だと

こうした格差の拡大で、遅れた

この疑問を、欧米や日本、さら

則のはずだ。

「代表なくして課税なし」が税の原

国環境保護会議で）

ない損失が生じる」（船年７月、全

態系を損ねれば、取り返しのつか

展の中で環境保護に注意せず、生

りの資源がわずかなわが国が、発

で、当時の村山富市首相に）

増えた」（妬年ｎ月、日中首脳会議

界の八％で、一人あたりに換算する

参政権が実質的にほとんどない

通りの税収にはほど遠いようだ。

倍に達した。政府系シンクタンク

である中国科学院のグループの研

と世界平均の三分の一にすぎない。

水質汚染は、中国の大きな課題

も、ひどい廃液を出す郷鎮企業は

地域には、経済効率の低い内陸へ

に途上国の徴税現場を知っている

究結果だ。

九月末までに操業を停止するよう

の繍助金のために自分たちの納税

税務当局者や知識人たちにぶつけ

である食糧増産の足を引っ張る。

指示した。

額が増えるのは不合理だと、する

る。成長を犠牲にしても、環境保

と、「分裂した内戦に陥った旧

こうした不満を放置しておく

の話題にはできないが、富のいび

制にふれるだけに、今は表立って

改革の論議は共産党の一党独裁体

は一貫して就業問題を重視してい

かねない。中央、地方とも、政府

て続き、時によっては深刻になり

上回る矛盾は今後も長期にわたっ

「中国で労働力の供給が需要を

「人口が非常に多く、一人あた

「「中国の環境汚染は、全体とし

思いが強まっている－同グループ

ると、一様に限界を認める。政治

護に着手せざるを得なくなった中

ユーゴスラビアのような事態が、

つな偏りに手を入れようとすれば、

押しつけることに限界はないか。

て日本などの公害が深刻だった六

はこうも分析している。

中国で、国民に納税の義務だけを

○年代なみだ」と沈理事長はみ

国では、公害先進国だった日本の

中国で起こらないとは言えない」

る汽船年９月、仏フィガロ紙に）

保護技術への関心が高い。日本と

「みんな平等に貧しかった」時代

いずれは避けて通れないはずだ。

（朝日新聞一九九六・九・二十五）

とグループの一人、康暁光・研究

と違い、十二億人の一人ひとりが

員は話す。

上海など海沿いの地域の豊かさ

しては、官民ともに環境協力への
ろう。

態勢を本格的に組み直すべき時だ
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２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一インド国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-1ndja-

３．中華人民共和国人口・家族計画第二次基礎調査報告書

BasicSurvey(Ⅱ）onPopuIatiomand田milyPlanning
inthePeople'sRepublicofChina
生育率和生活水平矢系第二次中日合作澗査研究扱

昭和58年度
１．中華人民共和国人口家族計画基礎調査報告書

BasicSurveyonPopulationandFamiIyPlanning
inthePeople,sRepublicofChina（英語版）

生育率和生活水平矢系中日合作潤査研究根告苓
（中国語版）

告毛（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口・家族計画基礎調森

BasicSuweyReportonPopulationandFhmily
PlanningintheKingdomofNepal（英語版）
５．日本の人口都市化と開発

Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一インド国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopmenlinAsianCountries
-India-（英語版）

UrbanizationandDevelopmentinJapan（英語版）
６．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調森
一データ縄一

SurveyofUrbanization，LivingEnvironmentand
WelfareinBangkok-Data-

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一タイ国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDeve
lopmentmSoutheastAsianCountries
-Thailand－

（英語版）

７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

UrbanizationandPopulationinjapａｎ（英語版）

３．日本の人口転換と農村開発

DemographicTransitioninJapanandRuralDeve，
iopment（英語版）

日本的域市化５人口（中国語版）

UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

４．SurveyofFertilityandLivingStandardsinChjnese
RuralAreas-Data-Allthehouseholdsoftwo

villagesiｎＪｉｌｉｎＰ｢ovincesurveyedbyquesUonnaires

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杢報告書
一インドネシア国一

（英語版）

美干中国税村的人口生育率与生活水平的澗査扱告
一対干吉林省丙午村迭行全戸面談凋査的培果一
＝焼ift1il-（中国語版）

ReportontheSurveyofRuraIPopulationand
Ag｢iculturaIDevelopmentinAsianCountries
-Indones】a－（英語版）

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調森報告響

－その軌跡一（日本語版）

Agricultural＆Ru｢alDeveI0pmentandPopulation

一インドネシア国一

inJapan（英語版）

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

日本衣並衣村的茂展和人口的推移（中国語版）

DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-Indonesia-（英語版）
３．在日留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即して－
４．日本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmentinJapaｎ（英語版）
５．人口と開発関連統計巣
Demog｢aphlcandSocioEconomiclndicatorson

PopuIationandDeveIopment（英語版）
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５．スライド日本の農業、農村開発と人口

PerkembanganPertanianMasyarakatDesaDan
KependudukanDiJepang（インドネシア語版）
（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ
ンクールにて優秀賞を受賞しました雪）

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

ReportontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-Thailand-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発韮礎調在報告聾
－中華人民共和国一

ReportontheBasicSuweyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-China-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一タイ国一・

６．スライド日本の産業開発と人口
~その原動力・邇気一（日本語版）

Indust｢ialDevelopmentandPopulationinJapan

-ThePrimeMoverElectricity-（英語版）
日本的存止友展与人ロ

ー其原助力－１１気－（中国語版）

PembangunanlndustridankependudukandiJepang
-PenggerakUtama､TengaListrik（インドネシア語版）

４．日本の人口と家族

PopulationandtheFamilyinJapan（英語版）
５．アジアの人口転換と開発一統計集一

７．ネパール王国人口家族計画第二次基礎調査

ComplementaryBasicSurveyRepor［onPopulation

andFamllyPlannmginthekingdomofNepal

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
Countries-OverviewandSLatisticalTables-

（英語版）
６．スライド

日本の人口と家族（日本語版）
FamilyandPopulationinJapan

-AsianExperience-（英語版）
日本的人口勺家庭（中国語版）

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

昭和62年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一中華人民共和国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏpulationand
AgriculLuraIDevelopmentinAsianCountries
-China--（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一中華人民共和国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastASianCountris
-China-（英語版）

平成元年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一バングラデシュ国一

ReportontheSurveyofRuralPopuIationand
AgriculturalDevelopmenｔ－Bangladesh（英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一ネパール国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告惑
一フィリピン国一
４．日本の人口と農業開発

PopulationandAgriculturalDevelopmentinJapan
（英語版）
５．ネパールの人口・開発・環境

PopulationDevelopmentandEnviroｎｍｅｎｔｉｎＮｅｐａｌ
（英語版）

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Nepal-（英語版）

６．スライド

日本の人口移動と経済発展（日本語版）
３．アジア諸国からの労動力流出に関する調査研究報告書
－マレーシア国一

TheMigratoTyMovementandEconomicDevelop
mentinJapan（英語版）
日本的人口移功与難済友展（中国語版）

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

PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkonomi

DjJepang（インドネシア語版）

StructuralChangeinPopulationandDevelopment

-japan'sExperienceinAging-（英語版）

7．トルコ国人ロ家族計画推礎調森

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦
一生きがいのある老後を目指して－（日本語版）

AgingjnJapan-ChallengesandProspects（英語版）

辺人高齢化社会的日本正面'１缶挑戦

一道求具生命意又的老年生涯一（中国語版）

昭和63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書
一ネパール国一

ReportontheSuweyofRuraIPopulatlonand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-Nepal-（英語版.）
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３・アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告響
一中華人民共和国一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmentandPopulationinJapan

-TrendsandProspectsinthel990s（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人ロ（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カ国の比較一

StrategicMeasuresfOrtheAgriculturalDevelopmem
-ComparativeStrudiesonFiveAsianCountries（英語版）

（本作品は、1990年側日本視聴覚教育協会主雌優秀映
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

LaborMigratjoninAsia（英語版）

平成４年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告響

平成２年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一フィリピン国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
Agricu1turalDevelopmenl－PhilipphTe（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発避礎調査報告書
一バングラデシュ－

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

一マレーシア国一

DevelopmentinSoutheastASianCounlries

ReportontheSuwevofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopment－Malaysia－

-Bangladesh-（英語版）

（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告響
一ベトナム国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DeveIopmentinSoutheastAsianCountries
-VietNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一スリランカ国一

４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTTansitionandPopulationinAsia
（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）

LivingforTomorrow－Industrial

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調交研究報告書
一インドネシア国一

４．日本の人口・開発・環境一アジアの繰験一
Population，DevelopmentandEnvironmentin

Japan－AsianExperience-（英語版）
５．スライド

日本の環境・人口・開発（日本語版）
Environment，PopulationandDevelopmentin

Japa、（英語版）

日本的坏境・人口・汗友（中国語版）

Lingkungan，PeIldudukdanPembangummJepang
（インドネシア語版）

（本作品は、1991年卿日本視聴覚教育協会主臘優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都市化一統計集一

ProspectsofU｢banizationinAsia（英語版）

TransitionandPopuiationinJapan（英語版）

生活在明天一日本的声止轄換与人口一
（中国語版）
HidupUntukHariEsok－PeralihanStrukt1】T

IndustriDanPopulaSiDiJepang（インドネシア語版）

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

ReportontheSuweyRuralPopulationand

AgTiculturalDevelopment-Srilanka（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

平成５年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調森報告聾
一一ベトナム国一
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一フィリピン国一一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountries
--Philippines--（英語版）

平成７年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調森報告

ReportontheSurveyofRura］Populationand
AgricuIturalDevelｏｐｍｅｎｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英語版）

鱒一パキスタン国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRuraI

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告脅

DevelopmentbyPmgressStageinAsianCountries

一スリランカ国一

-Pakistan-（英語版）

ReportontheBasjcSuweyofPopulationand
DevelopmentmSoutheastAsianCountries

２．アジア諸国の都市化と開発基礎調査報告書
－ネパール国一

ReportontheSuweyofUrbanizationandDevelopment
inAsianCountries-IVepal-（英語版）
３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調在研究
報告瞥一インド国一
４．アヒジアにおける女性のエンバワーメント

ＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ（英語版）

-SriLanka-（英語版）

３．アジア諸国の人間賓源開発と労働力に関する調査研究
報告書一フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChaIlengeandStrategyofAsianNations
-PopulationandSustamableDevelopment（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ロー
（日本語版）

５．アジアを拓け－女性たち－（日本語版）

ABrightofGenderEquality
-EmpowerｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－（英語版）
通性目握之路一今日並洲女性一（中国語版）

HarpanCerahbagiPersamaan-KaumWanita
AsiaMerambahJhlan-（インドネシア語版）

WomenandtheirChallenges－lmpfovements
intheStatusofWOmenthePopulationofJapan（英語版）

女性的挑繊一女性地位的提高与日本的人ロー
（中国語版）

TantanganKaumWanita

-EmansipasiWanitadanPopulasiJepang-（インドネシア語版）

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
轡一インド国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRural
DevelopmentbyProgressStageinAsianCountries
-Indja-（英語版）

2．アジア諸国の都市化と開発調査報告蜜一タイ国一

ReportontheSurveyofUrbanizationandDevelopment
inAsianCountries-Thailand-（英語版）
３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調杢研究
報告番一一ペトナム国一
４．アジアの女'膝労働力参加と経済発展
-21世紀の戦略一

Women'sLaborParticipationandEconomicDevelop
mentinAsja-Strategytoward21Century（英語版）
５．スライド

アジアの女性たちはいま……（日本語版）
NewHorizonsfortheWomenofAsia（英語版）
亜洲姐女的新厨程（中国語版）
WanitaAsiaKjnj……（インドネシア語版）
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ＡＰＤＡ日誌

ＡＰＤＡ -曰 誌一

一

如偏塾濤』聯

１

一

一

一願いいたします。

公戎露命蝿野・〈二匹繍叱『卵鶴

つ

つ

ぞ

一

一

一

一

つ

つ

つ

一何芋、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆些（」まの尊いご協力を心からお一

一解決する方策をさぐり協調するため、日夜、真剣に努力を続けています・

一ＡＤｊＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に一

一これらの根源は、すべて〃人口”問題に帰結されます。

一社会・経済問題も発生しています。

一とがもたらす高齢化現象に伴う労働力不足や福祉費の増大など、さまざまな重大な一一

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がふえている地域、このこ一

一ところにきています。また、人口問題では爆発的に人口の増加を続ける地域と、日一

一産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放澄できないギリギリの一

一どは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など多くの一

一のです。人口増加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐採な一

つ

一いま、世界各地で叫ばれている”環境問題“も、人口の増加が大きカニ根本原因な一

一といっても過言ではありません。

一世界人口の大半を占めるアジア人口の行方が、人類生存のカギを握っている－－－一

一人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影響を及ぼします。

一されております。アジアの人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。一

一います。一九九一二年の世界人口は五五億人、一九九八年には六○億人を超えると推計一

一

一人口問題は、一一十一世紀の人類生存を左右する地球上の蝋も重要な課題となって一

つ

」

－－－￣￣￣－－

７月１日本協会主催講演会開催。

テーマ”「深刻な人口と食料ｌ二十一世紀人類は生

講師叩荏開津典生東京大学名誉教授

き残れるかｌ」
会場卯日本大学会館八○一号室

７月即日農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・農
Ｉ勿日村開発基礎調査」予備調査団をラオス国に派遣。（団長
福井清一、楠本修）

次雄常務理事らと懇談。

７月泌日ベン・デレォン・フィリピン国大統領補佐官来所。広瀬
８月１日労働省・雇用促進事業団委託調査「アジア諸国の人間資
ＩⅣ日源開発と労働力に関する調査研究」調査団をラオス国
に派遣。（団長降矢憲一、大野昭彦、鈴木基義、浜田友恵）
８月４日厚生省・国際厚生事業団委託調査「アジア諸国の都市化

ＩⅣ日と開発調査」調査団をフィリピン国に派遣。（団長桐生

稔、大塚友美、北畑晴代）

らとＵＮＦＰＡへの拠出金について懇談。

８月詔日ナフィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局長、安藤博文
事務次長来日。中山太郎国際人ロ問題議員懇談会会長
９月１日農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・農
Ｉ咀日村開発基礎調査」調査団をラオス国に派遣。（団長福井
清一、大野昭彦、大塚友美、楠本修）

９月４日本協会理事会開催。

び補助金申請に伴う平成九年度事業計画並びに収支予

平成九年度帥日本船舶振興会（日本財団）への助成金及
算案を承認。

９月型日ＡＦＰＰＤ運営委員会開催
開催地叩オーストラリア・キャンベラ

９月泌日ＡＦＰＰＤ第五回大会ｌ食料安全保障と人口・開発ｌ開催
参加国二一九カ国

１町日開催地北オーストラリア・キャンベラ

ホリス（オーストラリア『ハオ・イ・チュ

「キャンベラ宣一一一一口」を採択。
役員改選議長叩桜井新（日本）、副議長“コリン・

ン（中国）、ウルミラ・パテル（インド）、ア
ペニサ・クリスキラ（フィジー）
事務総長卯プラソップ・ラタナコーン（タ
イ『副事務総長卯イブラヒム・アリ（マレ
ーシア）、財務担当叩グエン・ティ・タン
（ベトナム）。
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鞭

露

－１
‐－－￣－－つ‐

一缶

「地雷を除去して下さい。恩いつ

◇第五回ＡＦＰＰＤ大会からｌ

るのだろうか。

ター。どちらの農家が恵まれてい

つく立派なカントリー・エレベー

迫られ、どの地方に行っても目に

経営で農協、系統金融の統廃合を

〃逆ザヤ“で保護され、ズサン

た。アジアの同僚議員から〃人口

次いで開き、成功の原動力となっ

人口関係の三大国際議員会議を相

の後を継いだ桜井氏は、三年間に

半ばにして倒れた先駆者、佐藤氏

二月。一一一期連続議長をつとめ、志

躯
操施設も……」（途上国の声）。

ＰＰＤを設立したのが一九八二年

1996年10月１日発行く季刊〉

問題のリーダーとして余人をもっ

人ロと開発･秋季号く通刊56号〉

きり食料を作りたいのです。支援

うである。

て代え難い〃との高い評価をうけ

オーストラリアの国柄をうまく表現しているよ

◇桜井新氏がＡＦＰＰＤ議長に

緑に包まれた明るいイメージの国会議事堂は、

（Ｔ・Ｈ）

る。

再選された。

トラストでユーカリの木々をイメージさせてい

して下さい」。田畑が弾薬庫にな

白とエメラルドグリーンの大理石が美しいコン

たことに大きな拍手をおくりたい。

ルという丘の輪郭を崩さずに芝生で覆い、その
内部に建物を建設している。入口のホールは、

〃人口の父“といわれた岸信介、

福田超夫両元首相の直弟子だった

築には様々な工夫が凝らされ、キャピタル・上！:ダ

っているカンボジアの婦人議員の

◇「政府はコメを高く買い上げ

もとに、1988年新しく建設されたもの｡その建ｈｋ：

悲痛な訴えが胸に刺さった。

故佐藤隆氏（元農水大臣）がＡＦ

会議事堂(表紙写真)は､アメリカの建築家ウ'１１
オルター.ブーレイ．グリフィンのﾃﾞｻﾞｲﾝをｉ

てほしい。零細農家に農協や金融

｜：

静かで、美しく、自然に溢れたオーストラリ哩
ア。首都、キャンベラのシンボルともいえる国議

機関も、ポスト・ハーベストの乾

iiみ;､蜂-コ-－

に功１斗此｜卍・深’１６錠打
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新しい空の旅をめざして､「うれしいことから｣ＪＡＬはスタートしたいと考えています。
その第１;ii(として､｢ＪＡＬフリータ゛イヤル(１匹1際線･国内線)｣を､i)M蛤いたしました。
ご･]F約いただくお電話を無料といたします北かも､全1王|どこでもl可じ電話番号で便利になりました｡

、

今年45周年を迎えるJALのこれからの｢うれしいこと｣にご期待ください。

ＪＡＬフリーダイヤル

／国際線予約Ｘ国内線予約､

画罰Ｏ１ｚＯ－ＺＳ－Ｓ９ア１
し函o,辺o諾ご=ろ墓i又函o12o諾百三鍋ノ
ニッコーコクサイ

ロ麺Ｏ１ＺＯ－ｚＳ－Ｓ９３１

、

※今までの予約センターの番号はご利用頂けません
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ＮＥＣがいっしょなら、

あなたが望むマルチメディアにきっと出会えます６
たとえば､インダーオ､ツトで木'フイトハウスにアクセスする。
バーチャルオフィスで迩胸向会談をする“
ビデオ･オン･デマンドでALたい映像をと()'1)す…”

マルチメデイアは人U)｢…したい｣にしっかI)と応えてくれま戈
さあ､あなたも知性と盛'''１iをふくらませてください。

マルチメデイアの雌先端にいるＮＥＣカミもてるチカラをあなたu)ために栃かしま戒
私たちは､あなたの｢…したい｣をいっしょにカタチにしていくハート十一・

燦らしに､ビジネスに､もっとマルチメディアを`刃Ｉ３Ｃがいっしょな（>、
あなたの｢…したい｣１１tｿiLがもっともっと拡が()謝る

ＮＥＣグループ

