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た。アジア地域全域にわたる外為市

ル資金援助をおこなうことを公表し

して、タイ・パーツ支援のためのド

ンガポール等他のアジア諸国と協力

外交はこれまでとはいささか様相を

機を契機として、日本のアジア経済

いる。いずれにせよ、今回の通貨危

り出す必要が再度強調されはじめて

異にしたものへと変質していくこと
になろう。

通貨危機の背景で東アジア諸国経

済が大きな構造的欠陥をかかえてい

る事実を見落してはならない。海外

から流入した資金の大半は、不動産

取引等に流れ、輸出財産業という物

づくりの現場にはそれ程流れていな

い。こういう状況が続く限り、各国

通貨への信認がそう簡単に回復され

るとはいえないはずである。最近ま

で大半のエコノミストが主張してい

た金融も含めて経済自由化をすれば、

必ず経済が良くなるというのは、ど

うも神話にすぎなかった。我が国と

いこう。長期的には、アジア諸国が

場介入資金融通協定も制度化されて

にするような経済環境作りを国際社

時間をかけてひきあげることを可能

しては、物づくりの場での生産性を

外資準備として円をもっと保有しう

二つ。

会のなかで主導していくぺきである

ｌと1本の対応ア

巻頭言
東アジア諸国全域に通貨不安がひ
ろがりをみせている。タイ・バーツの

急落を先がけとして、ほぼ一ヵ月後
には香港ドルまで売り投機にさらさ

れはじめた。東アジア新興市場経済
圏は、国際金融市場から事実上の対
米ドル、ペッグ制の下に資金の導入
をおこなってきた。資本流入が続く

限り経常収支赤字が続くが、経常収

支赤字の解消がみられない限り通貨
売りの潜在圧力が存在し続けること
になる。まさにこの冷酷な経済原理

を背景として、この度一斉に東アジ
ア通貨売りが発生した訳である。そ

れは通貨危機といってよいであろう。

ン

東アジア の通貨危機とア

るような状態を我が国が積極的に作
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アの農業プランテーションに対して、

中国からの移民労働力、およびインド

クを形作っていたことがわかる。とく

持しながら諸地域間の交易ネットワー

であり、かつそれが伝統的な慣行を維

小規模なギルドを中心として多種多様

海域都市香港の商業ネットワークは、

交易、金融は、三者一体となって、香

もたらしていた。したがって、移民、

それは同時に交易関係の一層の拡大を

融的なネットワークの形成を意味し、

金として海外からの本国送金という金

これらの経緯は、海外移民の華僑送

からの移民労働力が送り込まれた。

に東南アジアからインド、アフリカに

港の対外的なネットワークを形作った。
にかけて形成された地域別の商業ネッ
トワークは、移民と送金、金融のネッ

トワークと重なりあって、香港のネッ
トワークの中心部をなしていたといえ

このように歴史的に対外ネットワー

香港の移民は、’九世紀半ばに始ま

に返還されたことによって、どのよう

九九七年七月一日にイギリスから中国

クを広範囲に形成してきた香港は、一
るカリフォルニアを中心としたアメリ

にその位置を変えるのだろうか、ある

香港の中国への返還は、次の三つの

カ大陸への移民として特徴づけられる。

カリフォルニアを経由して増大した移

項目をその内容としている。⑩｜国一一

いは変えないのだろうか。

民は、香港の対米移民が広東省、福建

南北アメリカ大陸に対して、香港から

る。
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かけて、また東アジア、アメリカ大陸
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中国の香港化一一華人経済との関連

〔右頁・写真〕香港の夜景

定すること、②港人治港という、香港

制度という形で、香港特別行政区を設
したものである。

序文は、香港を回復する強い主張を示

とができる。具体的な条文に入る前の

会議に対して、香港特別行政区政府は

係のある適切な領域の国際組織と国際

に対して、香港と香港特別行政区に関

以下のように位置づけられている。ま
一けられている。まとでは、第一五○条に、香港特別行政

基本となる「香港基本法」のなかで、
一本法」のなかで、また、第七章、対外事務の項目のも

ることができる。香港特別行政区は、

国・香港の名義によって意見を発表す

に認められた身分をもって参加し、中

の関係する国際組織あるいは国際会議

の構成員あるいは中央人民政府と上述

代表を派遣し、中華人民共和国代表団

人が香港を統治するという自治の考え
方、③五○年間現行の制度を変えない、
この三項目である。

汀詳罰自の対外交護

ず、一国家二制度という表現は中華人
一いう表現は中華人区の政府代表は、中華人民共和国政府

中国・香港の名義によって、国家を単

これらの三項目は、今後香港運営の

民共和国香港特別行政区基本法のなか
声政区基本法のなか代表団の団員になることができ、中央

このような規定は、香港が独自の対

位としない国際組織と国際会議に参加

おいては社会主義の制度を政策を実行
制度を政策を実行と規定される。また、第一五一条では、

外交渉権を経済、社会、文化の側面で

の序文に表われている。そこでは、一
る。そこでは、一人民政府がおこなう香港特別行政区と

しない、と表現されている。序言の性
ている。序言の性香港特別行政区は、経済、貿易、金融、

保持していることを意味している。と

することができる。

格からいって、一国家二制度はきわめ
一家二制度はきわめ航運、通信、旅行、文化、体育などの

同時に、その香港が中国・香港という

つの国家二種の制度に照して、香港に
一に照して、香港にの直接に関係する外交談判に参加する

て政治的なメッセージであるというこ
ジであるというこ領域で、中国・香港の名目の下で単独

名目で自らの主張を述べ参加すると

ている。

的交渉の選択肢を広げたことを意味し

係、対外交渉力を活用して、一層対外

て、香港がもつ総体的に独自な対外関

て中国は、香港を回復することによっ

対外交渉をおこうとしている。こうし

いう形で、中国がその影響下に香港の

で世界各国、各地域およ

轆籍檸起檸嗣鋸び関係する国際組織との

州蝉築秘鬮韓癩礦間で関係を保持し発展さ

》》櫻壁》寵鍔岼”．せることができ、また、
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れてしまうことではない。むしろ、中

返還は、海の香港が陸の中国に吸収さ

このように見てくると、香港の中国

として、香港特別行政区に、今年七月

されると考えられる。また香港基本法

ることによって中国の参入は一層加速

いる、そして香港という海港を回復す

資源の確保をめぐって繰り広げられて

ら激しくなった南沙諸島をめぐる海底

の海の時代の登場は、一九八○年代か

存在した民間金融のネットワークは、

た。

出した外国銀行が関わっていると考え

以降の広域金融はもっぱら欧米から進

人はそこに進出することはなく、近代

に、国際金融についても、アジアの商

よるものであると観察している。同時

り、かつ資金の保存形態は”退蔵〃に

国が香港を回復することによって海国

一日から実施された全国的な法律のな

地域経済の内部においても、また広域

うとしている。この歴史的に第四番目

化することを意味している。ただし、

かに、その第四項として、中華人民共

経済においても、交易網に対応した金

》Ⅱ鬮關掴還と海国中国の
南の海にむけて中国が登場した時期は

和国政府が領海にかんする声明がある。

界への影響力、交流の拡大にみること

東南アジアからインド洋、イスラム世

場、また明代の鄭和の遠征にみられる

時代は、宋の時代のイスラム商人の登

海国中国として歴史的にあらわれた

とは、海に対してより中国が影響力を

うに、中国が香港に主権を行使するこ

位置付けられるとされている。このよ

た法律として、香港の自治より上位に

これは領海問題は、全国的性格を持っ

う金融組織の活動にみることができる。

融の内部ネットワークは、『銀会」とい

華人社会を例に取ると、民間庶民金

動がおこなわれてきた。

て交易活動と表裏一体となった金融活

融網を持ち、活発な資金の移動によっ

しかしながら、非ヨーロッパ社会に

歴史的にみて、今回が最初ではない。

ができる。そして第三番目には、一九

拡大することを意味していよう。

揺会などと地方によって名称は異なり、

この組織は地域によって会合・標会・

世紀以降のイギリス東インド会社の時
代およびアヘン戦争を経過し、開港場
が慶門・寧波・上海など、中国東南の

場にたいして、長い間ヨーロッパの商

中国やインドなどのアジアの金融市

のトンティン、インドネシアのアリサ

融は朝鮮の契、日本の頬母子、インド

的には同じである。同様な民間庶民金

また形式も異なっているが実質は基本

人・企業家・政府は、それを市場と見

ンなど、東南アジアからインドを経て、

》「卿脚州通の内外ネット

なさず、きわめて閉鎖的であり、また

トルコから、北アフリカにかけてみら

沿海に広がった時代にみられる。

そして現在は、第四番目の海国中国

独自の内部的取引慣行に支えられてお

》「酊胤副本法と海

の登場が香港の返還をめぐって生じよ

６

中国の香港化一筆人経済との関連一

この集まりは、地方の社会秩序に基盤

会という名称からも明らかなように、

トワークとしてあると同時に、そのネッ

網として存在した。それは送金のネッ

広域地域内部に張りめぐらされた金融

金資金を手元に留め、ある程度のまと

ける銀信局（銀信瞳免局）は零細な送

華僑送金を東南アジア現地で引き受

南に向けた華僑送金の例を取ってみよ

を持って、臨時的に組織される。会首

トワークには様々な利益機会を求めて

まった資金として運用しようとする。

華人間金融の外的ネットワークは、

が一人ずつ輪番に受け取ることとし、

資金が流入した。送金は交易決済や移

この送金資金はシンガポールにおいて

れる。

｜巡すると解散する。構成員は地方社

民送金の目的を以ておこなわれるので

わ園

図２華僑送金にみる資金の外部ネットワーク

形や方向

（六）資金を地下金融・地下商品に投

ン市場で運用し利益を得る。

（二資金を金・銀に投資し、ブリオ

０の手段を通して運用する。

（四）資金を外国通貨に替え、前記二）

の利益を入手する。

三）資金を為替に投資し、為替売買

引を香港で決済し、差額を入手する。

（二）預金を交易品に投資し、貿易取

預金利子を得る。

（ご手持ち資金を外国銀行に預金し、

う（図２参照）。

会の構成員と重なっており、受け取っ

次のように運用される。
より多く

あるが、これらの送金のための資金は、

ときには公共的な目的に

の利益機

た金は個人的資金として活用する他、
も使用される。商業的な

会を求め

図１「会」にみる資金の内部ネットワーク

て送金の

資金がもこの会の組織を

＜－－－

通して調達されることも

｜‐
｜銀行

Ｉ

を転換さ
せる。い

ま、歴史
的には一

一一、三世
紀に》哩圦

中庸以降

送られ、そこにおいて華南へ転送され

（七）資金は基本的に香港金融市場に

資する。
に本格化

るために中国元に転替される。そこに

一九世紀

した東南

おいても為替市場でも運用が図られる。

（八）香港においても‘前記（｜）（二）

アジアか

ら中国華

７

多い（図１参照）。
３

Ａ

（三）（四）（五）（六）の手段が利用され、

から、貴州、雲南を経て四川へと至る

香港をめぐ ろ複合的後
背地関係の 形成

れが形作られるようになった。一九三

北部や香港を経由してヒトやモノの流

て覆われていた。

地図に沿って香港の後背地を見てい

七年に日本軍が上海に侵攻したあと、

地域である。西南中国は歴史的には内

レーシア・タイ・インドネシア・フィ

くと、以下の事がわかる。全体として、

内陸へ向かった資金やヒトの流れは、

ルートが事情によっては変更され、マ

陸地域を形作っていたが、東南アジア

リピン・ヴェトナムなどの金融市場を

香港は様々な方向から見て、多くの後

この西南地域を経て香港へと至り、台

改めて利益の拡大がなされる。

経由することにより、一層の利益拡大

背地を持っている入り口に位置してい

湾へ移動した。現在台湾からの里帰り

（九）シンガポールから香港へという

が図られる。

ると見ることが出来る（図３参照）。

という作用をもたらした。そこでは数

ながら移動し、そこに資金を提供する

くの利益機会を求めて形や方向を替え

融市場のネットワークの中を、より多

南アジアならびに香港を含む華南の金

いう当事者間の送金行為はその間に東

が北上した地域であり、歴史を経て今

沿海交易があり、香港、広東の影響力

泉州、温州、寧波、上海へと連続した

した地域である。そこでは度門や福州、

発におこなわれ、沿海経済が最も発達

海地方は歴史的に見ても沿海交易が活

（こまず香港と華南から華中への沿

いわば大陸部東南アジアを南北に分け

地としても機能していることがわかる。

香港が雲南と東南アジアとを結ぶ中継

の北部、ラオス、タイの北部にかけて、

地とする香港の位置を見る。ベトナム

（四）東南アジア北部、大陸部を後背

このようにして、送金者と受取人と

千万に及ぶ東南アジア華僑の本国送金

日、改革開放下の中国の経済発展を代

る中継地域が、香港とその性質と役割

（探親）がこの地域に多いことも、こ

のチャネルが、商品市場や為替市場と

表する地域である。

インドから東南アジアに移民した印僑

いた。この点は、一九世紀中葉以降、

市場の全体を拡大する役割を果たして

産は香港を経由して輸出され、また香

タ地帯がある。華南の農業や手工業生

東省南部から華南を展望する珠江デル

（二）香港の直接的後背地として、広

われ、半島部から島喚部東南アジアに

華南から香港を経由して移民がおこな

部東南アジアに対する後背地を見る。

を共有していたということになる。

の歴史的背景による。

相互にリンクすることによって、金融

においても異なるところはない。歴史

港を経由して東南アジアからの農産物

かけて多くの華人街や華僑ネットワー

クを形作った。そこではモノやカネが

（五）香港と半島部東南アジアや島喚

的に形成されていた華南と東南アジア

の輸入がおこなわれた。
（三）香港から西南中国を望む。香港

との、またインドと東南アジアとの交

易・移民関係は、同時に金融市場によっ

８

中国の香港化一一華人経済との関連一一

（六）香港から

に接近する方策をとることが考えられ

ドネシア、フィ

レーシア、イン

とベトナム、マ

めぐって、中国

在、海底資源を

がりがある。現

る後背地への広

海洋地域に対す

経由してヨーロッパに輸出された量は

易では、ウラジオストックから香港を

シアにおいても二○世紀初頭の大豆貿

用してきたのであるし、シベリア・ロ

日本は絶えず香港の経済的な役割を活

地域が考えられる。歴史的にみても、

北地方にわたる香港の後背地としての

本、韓国、シベリア・ロシア、中国東

（八）これらの地域を含みながら、日

る。

リピン、台湾、

少なくない。また最近韓国は、アジア

南シナ海を臨む

ブルネイが激し

南部に対する経済活動のなかで、香港

このようにして香港の経済地理的な

い資源獲得競争

り、欧米や日本

位置は、政治地理的な役割が変わるこ

を活用する機会を高めている。

も資源獲得に参加している。中国は南

を繰り広げてお

移動し、華僑商人が活躍する場となり、

背地関係が形成される時代となってい

とによって、今後よりいっそう多角的

（七）台湾を後背地とする香港の役割

くであろうし、いわばこの大華南地域

抄諸島に対する歴史的な占有権を主張

諸国が植民地とした地域でもあったが、

に注目する必要がある。香港の主権が

の中で、香港がこれまで以上に、アジ

外国資本も参加し、インド商人、イス

ヨーロッパ商人は歴史的な華僑や印僑

中国に返還されることになっても、香

ア域内での経済的、政治的活力を高め

な役割を果たしていくことが予想され

のネットワークを利用していたのであ

港は五○年間独自の経済活動を保持す

ていくことになろう。

しており、今後対立がいっそう激化す

り、シンガポールと香港を、ベンガル

ることになっており、大陸中国は台湾

ラム商人も加わって、多角的な交易ネッ

湾、南シナ海、東シナ海を中継する交

る。いわば香港をめぐって多角的な後

図３香港の多角的後背地関係

ることが予想される。

くう

トワークを形作った。後にヨーロッパ

〃

を香港の後背地として位置づけ、そこ

〆

易・金融センターとして形作った。

,

、
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、

、

、
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毒壷11霞
阿藤副所長（中央）に熱心に質問するオーストラリア
議員（国立社会保障・人ロ問題研究所で）
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齢化』問題で充実した研修

バーが八月に行った橋本首相への陳情

オースト｜フリア・国会議員団が来曰
本協会主催、ＩＰＰＦ賛助事業であ

ため来日した。四人のオーストラリア

議員）が日本の人口・開発事情視察の

トラリア議員団（団長コリン・ホリス

業の受け入れが今年も行われ、オース

興状況を視察した。議員団は各現場で、

祉・母子保健、阪神・淡路大震災の復

受けた後、京都・神戸へ移動、老人福

社会保障制度についての講義を東京で

訪日中の一行は、日本の人口問題や

について感謝した。

国会議員（別項）に、マーク・ラスキ

それぞれ興味・疑問に感じたことを熱

るアジアと日本の国会議員交換研修事

ンーＰＰＦ事務局長補佐を加えた計五

心に質問、充実した交換研修となった。

また日本の国会議事堂を谷津義男Ｊ

人の一行は、九月一五日早朝到着し、
一九日までの五日間の日程を精力的に

到着早々の一五日のオリエンテーショ

ニューオータニでの夕食会に臨み、友

中山太郎ＪＰＦＰ会長主催のホテル・

ＰＦＰ副幹事長の案内で見学したり、
ンではゴリン・ホリス団長が現在オー

好を深めた。

こなし、一九日夜帰国した。

ストラリアが抱えている人口問題や、

事務局長補佐は日本の人口活動への資

野を紹介。マーク・ラスキンーＰＰＦ

「日本の人口動向と少子・高齢化問題」

問題研究所を訪れ、阿藤誠副所長から

一六日、一行は国立社会保障・人口

今回参加した議員のそれぞれの興味分

金拠出を高く評価し、ＪＰＦＰのメン

1０

｢少子・高齢化」問題で充実した研修

について講義を受けた。

社会保障・人口研阿藤副

学率は、’九七○年後半から男女とも
九○％に達しており、大学に関しては

特に女子の進学率が同時期に著しく伸
びている。

この教育の普及、特に女子の高学歴
化は、少子化傾向の原因を探る上で欠

日本の人口問題として高齢化と出生

して好意的になり＄またそれに伴って、

るにつれ、世間が女性の社会進出に関

●主催：厚生省／●後援：こども未来財団、全国社会福祉協議会、曰本経営者団体連盟、日本労働組合総連

合会、全国児童館連合会、全国母親クラブ連絡協議会

所長の講義要旨

率低下が挙げられる。’九九五年の合

女性の方も積極的に仕事に就くように

かせないものである。高等教育が広が

計特殊出生率は一・四一一に達し、イタ

なった。’九九五年の女子の年齢階級

二）少子化について

リアの一・一一五（九一一年）、旧西ドイツ

別労働力人口比率の推移は、女性が今

をご記入の上、〒100-45束京都千代田区霞が関

の一・三四（九四年）より状況はよい

1-2-2厚生省児童家庭局育成環境課宛に10月２２

迄より長く働き、また多くの者が労働

官製ハガキに住所、氏名、職業、年齢．電話番号

ものの、依然厳しい状況にある。

このような女性の自立は結婚のパター

に従事していることを示している。

増加、男女ともに教育が普及したこと

ンにも影響。総務庁統計局の調べによ

出生率低下の原因として、核家族の
など、日本の社会変化が大きな原因だ

ると、近年男女ともに未婚率は伸びて
きており、特に三○歳から一一一四歳の未
婚率は一九七○年に比べると一九九五

年は一一倍以上増えている。また結婚適

■■

無斜

◆参加応募

□開会挨拶厚生大臣小泉純一郎

日会

◆参加費

保健院副院長）

日までにご郵送下さい。

と思われる。例えば、高等学校への進

ｌ訪日オーストラリア議員団メンバー‐

齢期の一一五歳から一一九歳人口の未婚率
は、男子の一一○％増に比べ、女子は一一

倍以上の増加となっている。これらの

数字から、男女とも未婚傾向にあるこ

、

500名様まで

◆参加人員

●コリン。ホリス下院議員（団長）

●バリー・ジョーンズ下院議員（労働党総裁）
●アレックス・ソムリエイ下院議員
●シャーマン・ストーン下院議員
●マーク・ラスキン国際家族計画連盟事務局長補佐

とがわかるが、特に男性が結婚難の時

（東京都千代田区内幸町2-1-1飯野ビル7Ｆ）

テーマr少子社会の現状と課題」
ｏ市民会議報告岩渕勝好(産経新聞社論説委員）
ｏシンポジスト宮澤健一(一橋大学名替教授・人口問題審議
会会鈎＝進行調整役/残間里江子(プロデュー
サー・エッセイスト)／干葉一男〈日本経営者
団体連盟地域・組織活性化特B倭員会委員長)／
野ロ散也(日本労ＩＨｌＩ組合総連合会副事務局長>／
福島瑞穂(弁護士)／帆足英一(東京都立母子

場イイノホール

ロ基調講演阿藤誠(国立社会保障･人口問題研究所副所長）

時平成９年11月４日㈹１２:30～17:００
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代に突入していることがうかがえる。

受け入れられていない状況に

加も（中年層の人口が多いので離婚率

ることも考えられる。また、離婚の増

由を求めて未婚または晩婚を選んでい

○歳定年制を採用しており、

たのに、現在多くの企業は六

年前までは定年五五歳であっ

の引き上げが見られる。二○

二つ目の解決策として定年

ある。

自体は低いが）少子化の原因として考

これは性比の関係もあるが、女性が自

慮されなくてはいけない。

これによって、かなりの人口

でに約三一一一一一六万人減少すると予測さ

労働人口を頂点として、二○五○年ま

障・人口問題研究所によると、現在の

に労働人口の減少がある。国立社会保

日本が抱えている深刻な問題の一つ

んらかの形で仕事に就くこと

だけでは生活していけず、な

六○歳で退職しても実際年金

引き上げられたことにより、

付年齢が六○歳から六五歳に

れる。またこの傾向は年金給

が職場にとどまることと思わ

れている。これとは反対に、老年人口

が要求され、右記の傾向を強

（二）労働人ロの減少

は今後ますます増加する傾向にあり、

本は早急な対策を迫られている。国立

める原因となっている。再就

これに対しオーストラリア議員から、

社会保障・人口問題研究所は、’九九

一九九五年の六五歳以上の老年人口は

（三）高齢化

なぜこの「天下り」が私企業に受け入

六年には二○・九％だった老年従属人

職の一般的な方法として、官庁から私

れられているかとの質問があったが、

口指数が、二○五○年には五九・｜％

来たるべき高齢化社会に向けて、日

阿藤副所長は「官庁に務めているもの

一四一八万人、七五歳以上の後期老年

つとして労働移民の受け入れがある。

まで上がると推計している。

企業への「天下り」があげられる。

日本経済がバブル期にあった時には、

は高学歴で、私企業はその経験と知識

このような労働力不足の解決策の一

ている。

労働移民は歓迎されていたが、バブル

を期待して歓迎している」と答えた。

高齢者保健福祉対策として、一九九

経済崩壊後、労働移民はあまり企業に

人口は二六九万人増加すると思われ

国会議事堂本会議場を外交官席から見学
（左からバリー･ジョーンズ、コリン･ホリス、
アレックス･ソムリエイ、シャーマン･ストーンの各議員）

１２

｢少子・高齢化」問題で充実した研修

ことである。その他に、介護休暇の充

年に「新ゴールドプラン」を策定した

ン』二九八九年）を見直し、一九九五

公共ローン制度の六つの柱によって支

手当、社会福祉サービス、戦傷病者援護、

険、公的援助、児童手当やその他の社会

日本の保険・社会保障制度は社会保

なった。

実、介護保険制度の創設等が推し進め

えられている。その後同教授は、失業保

○年代の大きな動きは、「ゴールドプラ

られている。

ごした。続いて参議院議員会館に移動。

の国会の裏話を聞き、楽しい一時を過

事長の案内で国会議事堂を見学。日本

昼食会の後、谷津義男ＪＰＦＰ副幹

護を担う人員や施設が不足であること、

ニティ・ケアが検討されているが、介

制度の見直しについてふれた。今コミュ

最後に現在進められている社会保障

制度を支える内容について細かく説明。

険や様々な年金の種類など心その六つの

日本社会事業大学の阿部實学部長から

そして今後、保険は公的機関よりも私

その後、’九六一年の国民健康保険と

保険制度は、一九二二年の健康保険法、

センターを訪問。ハイ・ビジョン・ホー

川区にある松下電器情報通信システム

二つの講義を受けた後、議員団は品

松下電器で曰本のハイテ
クを見学

の現状について述べた。

であろうと指摘、一行に深刻な我が国

的機関が大半の責任を負うことになる

「日本の社会福祉・社会保障について」
というタイトルで講義を受けた。

阿部・日本社会事業大学教
授の講義要旨
我が国の社会保障制度はドイツにな

国民年金が施行され、初めて全国民が

ルやＡＶＣ会議室など日本の先端技術

ＡＶＣ会議室を体験

松下電器マルチメディアセンターで

1３

らって作られたもので、日本初の社会

社会保険制度によって守られることと

曇

三好正英常務理事・事務局長との質

疑応答後、笹山神戸市長と会見。市長

から、ますます深まりつつある神戸・

オーストラリアとの友好関係と、高齢

化に対する市の対応について説明を受

けた。ホリス団長は、今回視察団一行

の受け入れに対して感謝の言葉を述べ

神戸の高齢者用施設の見学を楽しみに

していることを伝えた。

を見学、特にパナメディックという医

仮設住宅生活、復興状況の様子につい

中では、震災の被害の大きさ、市民の

ついてのビデオを視聴した。ＶＴＲの

内容説明に続き、阪神・淡路大震災に

務理事・事務局長からセンターの活動

アジア都市情報センターの三好正英常

ッ日暮」で構成されており、自立生活

人ホーム真愛ホ１ム」、「シルバーハイ

齢者介護支援センター』、「特別養護老

テーションセンターの総称）」、「東部高

（老人保健施設こうぺ・地域リハビリ

このセンターは『老人健康センター

…

療情報システム機器には感嘆の声をあ

て説明がされていて、｜行はマグニチュー

を維持することが難しくなった高齢者

神戸高齢者総合ケア・セン
ターを訪問

｜七日は早朝、新幹線で京都に移動

ド七・二（推定）という大地震にも関

やその家族を支援することを目的とし

歴史と文化に触れた。

げていた。

し、終日古都の風情を楽しみ、日本の

わらず、急速な復興を遂げたことを称

神戸市役所に笹山市長を
表敬

について質問した。

また震災後の市民の精神的な後遺症等

■
一八日、神戸市役所を訪問し、神戸

について説明を受けた後、リハビリ器

一行は神戸市の高齢化の状況や施設

て創設された。

神戸市役所に笹山市長 (手前・右）を
表敬訪問

賛し、当時の行政や医療機関の対応、

金閣寺庭園で抹茶に古都の風情を楽しむ

“

｢少子・高齢化」問題で充実した研修

巽韻一

鋼

具、介助浴室など施設を見学したが、

ジの生徒達と会話を交わし、しばし国

際友好親善の和やかな雰囲気に包まれ

て、また社会福祉推進の場として平成

動。この施設は、市民の交流の場とし

対象とした施設「しあわせの村」へ移

児童、婦人、勤労者等すべての市民を

夜は神戸都市情報センター主催夕食会

景色を眺め、ひとときの休息に安らぐ。

り、眼下に広がるミナト神戸の美しい

戸にある布引公園へロープウェイで上

「しあわせの村」を視察した後、新神

た。

元年に開村された。閑静で広大な敷地

に招かれ、センターのスタッフと親睦

この後、北区にある高齢者、障害者、

に建つおしゃれな施設は、屋根がオレ

を深めた。

最終日の一九日、兵庫県立こども病

医療センター」を視察

「兵庫県立こども病院周産期

ンジ色、壁面が白色。一帯の雰囲気は
オーストラリアの郊外にそっくりで、

一行は「素晴らしい」を連発していた。
この「しあわせの村」には障害者や
高齢者が自立・社会参加実現のための
のための施設五つ、一七の屋外スポー

院周産期医療センターで、産科医療と

施設が八つ、学習・交流・リフレッシュ

ツ・レクリエーション施設と、国内で

新生児医療を一体化させ、一一四時間体

治療に備えた先端設備を視察した。小

も数少ない総合福祉サービスの提供の
ビデオでそれぞれの施設の活動内容

川恭一院長から、施設や、現代日本の

制でハイリスク妊産婦や新生児の管理・
の説明を受けた一行は、続いて小前千

母子保健・医療の状況の説明を受け、

場である。

春シルバーカレッジ副学長に案内され

二人の医師に案内され、新生児室、産

婦人科室、分娩室などを見学。高度な

各施設を見学して回った。学園祭にむ
けて歌や太鼓を練習中のシルバーカレッ

1５

こまやかな配慮がされた設備に感嘆の
声が絶えなかった。

陶芸にいそしむシルバーカレッジの人達を視察（しあわせの村にて）

この後、『阪神・淡

た。

路大震災復興支援館」

医療機器やモニター装置だけでなく、

妊婦が楽に使えるように配慮された洗
で、小川学副館長か

邑Ｐ』

『一一『

ｒ、。。●ザ１．Ｑ

〉

酒蔵を訪ね、白鶴酒造で酒のできるま

化して、同日夜、関西空港から帰国し

間の日程だったが、充実した日程を消

（星合千春）

でを見学、すっかり日本酒党になり、

阪神・淡路大震災復興支援館で館の活動内容について説明を受ける一行

た。

室鑿::霊

お土産に日本酒を買い求め、短い五日

の生一本で知られる

や、白鶴美術館、灘

午後は市立博物館

ていた。

きりにカメラに収め

目の当たりにし、し

ク」で震災の傷跡を

港震災メモリアルパー

パークにある「神戸

学、さらにメリヶン

なパネルや模型を見

を伝える、館内の様々

された。震災の状況

とめたビデオが上映

での復興の様子をま

き、震災から現在ま

ら館の事業概要を聞

髪室などこまやかな気配りがされたセ
］．（ｉｔ．？｜・‐が片＄Ｆ１寺、｜，。ｗβ
。に－

｜’●■Ｐ■●◇０℃

・麺（靴いい飛輪吟糀

ｂⅡ品（冒

・Ｆｒ

２可一・‐。β‐や評一

出目・ｆｌｌ

勺「

・几ケニ

夕砂

可●

や■伊・

ｒＬ

’５－

庁Ｌｌｌ

一佇心が「二孕凸。・伯．

宮句

型て‐

も

－ｑ日‐＄守且・心●
．‐・一午ｔ午十●山子且。

ケ■：‐ユ。ひ－

。ｐ凸いれ‐舳怒鐸毎

日０’，●ｒ‐Ｇけ汐已斌・●Ｐ十０へ。

⑥‐‐・・‐岼．》｜⑤．」一百ケか戸（托守・▲

ンターに、興味深くメモを走らせてい
可・二（・由竪．

に一へ〈し｛》｛『耗蕊燭》一》》愁惣懲一．

庶申彫

（兵庫県立こども病院周産期医療センタ

で）

先端医療機器についてスタッフから説明を受ける

鱗IMji｣懸l1iiiiiiiIi
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F1。、

（二・○八）を下回り、第一一の人口転

口の単純再生産を可能にする置換水準

に一九七○年代半ば以降、出生率は人

目されるようになった。しかし、すで

生率低下の問題が広く国民一般にも注

ショック」以来、少子化、あるいは出

日本では、一九八九年の二・五七

の半ばにも国民の三人に一人が六五歳

うな状況で低迷するならば、一二世紀

九九七・こでは、出生率が今日のよ

（国立社会保障・人口問題研究所、’

ている。最新の「日本の将来推計人口」

五年には一・四二と史上最低を記録し

半ば以降は顕著な低下を示し、’九九

推移している。とくに、一九八○年代

換ともいわれるレベルで一一○年以上も

受け変化してきたのか、また、家族の

トワークが具体的にどのような影響を

家族の機能のうち子育てに関するネッ

子化がどのように進行し、その関連で、

れることは困難であり、ここでは、少

族の形態的変化の統計的把握にまでふ

された紙面で、少子化過程における家

本質にまで及ぶ多大のものである。許

広く『家族とは何か」といった家族の

卒

なかに少子化を生み出すような要因を

た影響は家族の形態や構造のみならず、

一、少子化過

える一助としたい。

’Ｅ

この現象が人口変動過程における多産

陸一つの波動を形成し推移している。

の減少など人口学的な要因の変化につ

から少産への出生力転換の過程でもあ

少死」、「少産少死」への移行を人口転

いて少しふれておきたい。とくに、出

図１は、人口に関心のある人であれ

換と呼ぶ。これを日本に当てはめる場

る。人口研究では、しばしば人口動態

ば、よく目にする出生率の低下と出生

合、便宜的に、それぞれ一九二五年以

生率の変化に関する実態把握の二つの

数の推移をみたものである。この図を

前の世代、一九一一五～一九五○年生ま

の変化にみられる『多産多死」、「多産

みると、戦後の出生数、出生率の推移

見方を中心に言及しておこう。

まず、次節の前提でもある子ども数

どについて考え、二一世紀の家族を考

以上の高齢者という超高齢社会を予測

生
山
殊

敗特
主計

副”

この少子化の問題が、家族に及ぼし

内包しているとすればそれは何か、な
7

【1947）（1955）（19650

山合

合計特殊出生串一一

(1995
６０平成元年
（ 985Ｍ1989）
昭和22年３０４０

５４３２１０

出生政

１７

している。

万人■1次ﾍﾟﾋﾟｰﾌﾟｰﾑ

Ⅱ■Ⅱ

厚生客士亘宜■“ＮＰＰ璽旦向■いや型

出生率を用いている。これは、ある特

れている。

晩婚化の進行によって説明がつくとさ

い、ある特定の出生集団ごとに実際の

れの世代、’九五○年以降に出生した

出生経験を観察し出生力の変化を把握

定の年次に出生した女性の一生を追跡

『ひのえうま」の年（一九六六年）の

する方法である。表１は、有配偶女子

世代をあてることがある。こうした人

この図の戦争直後のいわゆる団塊の

ように、出産を避けたり晩婚化が何年

の出生コーホート別に子ども数の分布

しかし、期間出生力指標では、特定

世代と称される第一次ベピーブーム世

か続くと、かりに一生の間に産む子ど

をみたものである。この表によって、

して実際の子ども数を把握したもので

代からの急激な出生率低下を戦後第一

もの数に変化がなくても、年次ごとに

世間の言説のいくつかのことが明らか

集団の出生率を正確に把握することは

の低下とするなら、一九七○年代半ば

出生率は変動することがある。この出

になっている。たとえば、一般に子ど

はなく、「ある年、たとえば一九九六年

から始まる二つ目の山からの低下は人

生率の観察方法を期間出生力法という。

ものいない夫婦については最近のカッ

口変動の結果、人口の年齢構成に大き

口の置換水準を下回る第二の低下と呼

この方法によるある期間の出生率の変

プルほど多いと思われがちであるけれ

できない。この方法に対し、ある特定

ぶことができる。いずれも世界で比類

化要因を、有配偶女子の出生率（日本

ども、そうではないこと、一九一一八年

の一年間の年齢別出生率から期待され

なき現象を示している。前者は、先進

では婚姻外出生がきわめて少ないので）

な変化が生じ、とくに「多産少死」世

諸国でも類をみない非常に短期間のう

と有配偶関係割合の変化の影響に分け

以降のコーホートとそれ以前では子ど

の人口集団のもっている実際の出生力

ちに出生力低下をみたこと（この速さ

て計算してみると、最初の急激な出生

も数の分布に変化が起きていること、

代が親の世代の二倍の人口規模になっ

が超高齢社会到来のテンポを加速させ

率の低下は、既婚女子の出生率自体の

などがわかる。すなわち、古い出生コー

る女性の平均生涯出生児数」を算出す

たといってよい）、後者は、その低さに

ホートほど子どものいない夫婦が多く、

ていることが、社会の動き（変化）に

おいて、ドイツやイタリア、スペイン

低下が寄与していたことが知られてい

子ども数の分布にばらつきがみられ、

を観察する方法が必要となってくる。

などの南欧諸国と超低出生率を競うほ

る。また、’九七○年代半ば以降に始

子どもの産み方には多様性がみられる。

るもので、一年間の出生頻度を観察し

どである。

まった第二の出生率の低下を要因分解

それに対し、出生二１ホートが新しく

一般に、この方法をコーホート法とい

ここで用いている出生力の水準を知

すると、低下の大部分は未婚者女子の

たものである。したがって、図の中の

るための指標は、一般に、『女子が一生

割合が上昇したこと諺すなわち未婚化、

大きな影響をもたらしたとされる。

の間に産む子ども数を表す」合計特殊

J８
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表１出生コーホート別子ども数の分布

６７３９８５３１０８６
９００９１６３２２－１
■●■■■Ｏ●■●●■
４５５４４２２２２２２

、８７７１９９５５４３
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“６６６６２

１２２２２２２

０６３Ｄ８８⑪７５９２
８７８９３９９５５３５

６８９４４ｓ０２０，９
２４５５５５

０６６７９４７４５７６

８３６５９２０８３９３
１１１

６７７７７９－００８９

％

８－４６１９６６６８Ｉ
■■●●●ロ■■①のＣ

９９９９９９９９

５６７７８８９９
１１１１１ⅡＩＩ

lQ48-l952

１Ｉ

ｌ０９８７６３３３３４

40-44

０００７２７２２

45-49

194]－l947

０００

45-49
1938-1942

５５５
９９９

子ども数は、一九一一一三年以降生まれで

下の一方で、出生集団ごとの夫婦間の

が規範化している。さらに、出生率低

ようになり、明らかに子どもの産み方

に、二人のカップルが過半数を占める

以降生まれでは八割以上を占め、とく

も数は一一、一一一人に集中し、’九三一一一年

なるほど（若い夫婦ほど）次第に子ど

がわかる。

た夫婦間ではほとんど変化がないこと

る婚姻出生力については、戦後結婚し

観察すると夫婦あたりの子ども数であ

を示しているが、出生コーホート別に

期間でみた出生率は長期的な低下傾向

二人前後で推移している。すなわち、

はそれほど変化はしていない。ほぼ一一・

居非同居を含めた親族、近隣をはじめ

クは、夫、両親、きょうだいなどの同

出産や子育てのサポートネットワー

の資料を用いながらふれていこう。

その特徴となる部分に着目し実態調査

に状況の変化がみられる。本節では、

たサポートの担い手も人ロ変動ととも

二、人口変動 と子育てサポート機能の変化

とする地域の人々など非親族の人的サ

ポート資源、さらに保育所などの施設

二）身近な親族によるサポートー多

おらず、個人の自助努力に依

護ほどには「社会化」されて

子育ての問題は、高齢者の介

に対する最重要な人的資源のひとつで

産んだ本人の母親は出産や育児の支援

トの源泉であるが、とくに、子どもを

家族はもっとも確実で安定したサポー

産少死期。戦前のサポート機能ｌ

るところが大きい。その場合、

ある。したがって、親の存在、生存の

て形成されている。しかし、

身近な親族によるサポートが

有無は子の出産や育児サポートに大き

く影響する。

重要な役割を担っているのが
実態である。しかし、こうし

J,

をはじめとする社会的資源などによっ

堂）などがある。

45-49

1933～'937

1950年生まれ｡国立社会保障・人口問題
研究所部長。社会学専攻（専門分野は地
域社会、家族､人ロ研究)。メキシコ滞在
は通算３年９カ月に及ぶ。著述に「夫の
家事、育児に関する役割遂行の実態と評

1977年以降：人口問題研究所「出産力調査」（各回）
資源の活用状況」（観代日本における家
族の意識と実態』厚生統計協会)、「家族
の機能の変化」（『人ロ変動と家族』大明

45-49

1928-1932

●西岡八郎(にしおか.'まちろう》

1970年以前：総務庁「国勢調査」（各回）

定」「出産､子育てをめぐる人的サポート

45斗9

Ｉ９ＺＩ～'925

50-54

I896-I900

45-49

１９１１－ｌ９Ｉ５

60＋

'890年以前

45-49

I9〔)Ｉ－ｌ９０５

55-59
I89I-I895

平均

子ども数（人）
調査
出生

子ども数(人）

なし１２３４人以上
対象者
調査年
コーホート

表２孫の出生時に祖母が生存している割合

祖母からみた千世代,孫世代の出生IWi位が両方とも

孫出生時の

の母親（生まれた子の祖母）は大体生

女子世代が、子どもを産んだとき自分

るが、具体的に一九五○年代生まれの

母が生存している割合をみたものであ

スでは、四割以上がすでに亡くなって

どもの出生順も第三子以降というケー

れの世代では、本人が第三子以降で子

いる割合も高くなる。一九一○年代生

ほど、出産時には親がすでに死亡して

なく、子を産んだ本人の出生順も遅い

ている。産んだ子の出生順位ばかりで

死世代生まれは、大挙して地方から都

トにも影響したと考えられる。多産少

されている。これは出産や育児のサポー

のつきあいが希薄になったことが報告

高度経済成長期以降、親族間や地域

死期二九六○年代のサポート機能ｌ

（二）親族からきょうだいへｌ少産少

たとえば、表２は、孫の出生時に祖

存している。これに対し、’九一○年

都市に定着し結婚するパターンが多く

市へと移動し、跡取り以外の子世代は

このように、戦前の状況は、出産時

みられた。都市居住第一世代は、出産

代、’九二○年代生まれの世代では、

に本人の母親は必ずしも生存している

や子育てに際して、団地暮らしで親族

いた。

すでに死亡しているケースが約二割も

わけではなく、子だくさんになればな

子どもを出産したときに自分の母親が
ある。子どもの数が

表３は、出生

うか。

といえないだろ

うだいであった

てきた女のきょ

に都市へ移動し

なったのが同時

いうとき力に

育児期にいざと

の世代の出産、

背景のもと、こ

ある。こうした

たという報告が

やコミュニティのサポートが得難かつ

■ＢＧ□●

兜

２８２８５

増えるほどその傾向

族もとりこんだ形で、子育て

６８９４９
５６７８７

●●ｑ⑤■

６７３２３

７９４９９

００１１１
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７０７１２
３４５９１
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９７６１２

０００１０

、生存している姉妹

人口問題研究所「全国家庭動向調査」１９９３

Ｄ⑤．■■ご

ホートでは、第三子

役割をサポートすることが日

表３出生コーホート別にみた姉妹数＊

１６６４３
６５８８３

以降の出産時に祖母

常的に行われていたと考えて

女姉妹の
平均（人）

９８７６３

はすでに三割が亡く

よい。この時代には、まだ、

るほどその傾向は強かった。したがっ
るほどその傾向は強かった。

なっている。この世

家庭や地域の絆は強固であっ

がはっきりする。一

代の平均出生児数は

たとはいえ、出産期間の長期

て、きょうだいを含む他の親

●●●■●

卜

・祖母からみて孫を産んだ子世代の出生コーホ
人口問題研究所「第２回世帯動態調査」１，８９

２２２９６

妬兜別力幻

●●■Ｇ●

４２６０２
６１６８８

１１

四五人程度で、七～

九一○年代出生コー

いる割合

合計

｜妹
姉

９９８７６

７７６

１１１

'910～１９１９年

郵鎚河噸”

１９２０～１９２９

１０
７４
９３

化、あるいは寿命の問題など

１９３０～’９３９

０？０

八割までが第三子以

人口学的な要因によって、出

1140～１９４１

１２１

降の出産を経験して

産、子育てのサポートシステ

1950～1959

⑬旧函

いるので、親が子念凸

ムも多大の影響を受けていた
といってよい。

育ての支援者になれ
る割合は、今日に比
べるとかなり低くなっ

】960～1969年

くＩ－くく

1920～１９２９年

総数
出生コーホート

０ＧＢ●■

]930～1939年

６３９７３
９９８７７

1940～1949年

の場合の場合(再掲）（再掲）
(出生総数）
出生コーホート＊

９５７３８

1950～1959年

祖母の生存割合 ２人め以降３人目以降末子の場合
子を産んだ本人の
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表４親族による出産、子育て支援＊

うち夫、両親、きょうだいなどの親族

表４では、具体的に子育てサポートの

用の可能性があったといえる。さらに、

とになり十分にサポート資源として活

にほぼ二人の女のきょうだいがいたこ

以前の出生コーホートでは、自分以外

の変化をみたものである。’九四○年

年次別に女きょうだいの数についてそ

いであろう。

の果たす役割が大きかったといってよ

世代では、きょうだいが活用され、そ

経済成長期に出産や子育て期を迎えた

れる。逆にいえば、戦前生まれで高度

からのサポートが減少する傾向がみら

夫や両親への依存が増し、きょうだい

れば、いずれの場合も、若年世代ほど、

に絞ってとりあげてみた。この表によ

変化をもたらしたと結果といえ、きょ

化による子育て資源の減少が質的にも

トへと移行していったといえる。少子

ち夫婦の親中心型の出産、子育てサポー

た役割は減少、より近い親族、すなわ

して、本人のきょうだいが果たしてい

は「長男長女・二人っ子」体制を反映

い。その結果、子育てサポートの中心

族やきょうだいなどが周辺に存在しな

きょうだい

て、親に依存する傾向が強くなったと

うだいによって担われてきた分も含め

が、どのくらい頼りにされ、利用され

ているのかを、妻の出生コーホート別
（三）きょうだいから母親へｌ少産少

う親族関係（血縁、姻戚）のサポート

にみている。ここでは、生活場面のう

（３）要が病気の時の子どもの世話

いえるのではなかろうか。

昭和一桁
耐以降生まれの母親から生ま

によって担われているかを検討してみ

死期・’九八○年代以降のサポート機

れた世代は、少子化

よう。ここでは、夫方妻方どちらの親

ち、「困ったときの相談」、「第一子出産

きょうだい

それでは、｜歩踏み込んで、どうい

が進んだ結果、必然
■ひ■●●

やきょうだいを頼りにしているかを先
４１２２

１Ｉ

３７９３６

９６９３８

蝿的に長禺長女の二人っ

ほどの三つの生活場面でのサポートか

能Ｉ

■■■凸●

８２０３４
Ｉ４９４１

１－１２２

釘子世代ということに

時の妻の身の回りの世話」、「妻が病気

（２）第１子出産時の妻の身の回りの世話

の時の子どもの世話」の三つのケース

●●●■■

７８５６３
Ｉ２９１５
３４４５４

●●●●●

４７６３０

'935-1,“年

霊人して結婚し始める
麺一九八○年代の出産、

しかし、出産、子育ての場面、たとえ

夫方中心の親族関係とみなされてきた。

傾向があり、重要な支援や援助資源は

｜股に夫方中心の生活交誼が営まれる

は、夫側の親族との結びつきが強く、

日本の伝統的な直系家族制にあって

ら検討してみたい（表５）。

'925-1934年

動

癩なる。この世代が成
５６７１８

８７６６５

'945-1954年

２５２７１

1935-19“年

兜

■■●。■

1955-19“年

１１１

'925-1934年

９０２４３
６７２８１
７７７６６

1％5年以降

０００９９

1945-1954年

両親
夫
出生コーホート

兜

l蕗5-19“年

〃３４４４

1,35-19“年

４５６８２

．．．。ｕ

輔刀犯灘３

]”５年以降

Ｉ１１

19西-1934年

両親
夫
出生コーホート

犯旧叫妬兜

５２５６

】945-11興年

冊

別万刺刀

1955-1964年

２

２

．ｒ

ろ所子育てサポートのネッ
孕究

劉率トワークには、彼女

》蠅峨鮎亜燗酬州仰唾鮎

。

８

1965年以降

きょうだい

両親
夫
出生コーホート

(1)出産や育児で困ったときの相談

表５出産、子育て支援の親族非対称性＊
（１）出産や育児で困ったときの相談

夫の親族
妻の親族

夫の姉妹
夫の親

若年世代よりも高い。親、きょうだい

親族が占める割合は、高年世代の方が

調査結果をみると、おおむね夫方の

妻方の役割分化が進んでいる面もある。

ら妻方を頼りにすることが多く、夫方

ば出産期の妊婦の世話などは、従来か

ている。夫方についてみると、夫方の

の分若い世代ほど妻の親の比重が増し

い世代では明らかに低下しており、そ

もっていた役割が、上の世代に比べ若

役割は大きいが、現実には妻の姉妹の

と出産や子育てに妻方の親族が果たす

妻方親族への依存状況は、個別の生活

かし、出産、子育てをめぐる夫方親族、

れる一面があるのではなかろうか。し

況適合的にサポート選択の判断がなさ

特別なこだわりから解放され、より状

して、以前の世代に比べ「夫方」への

向すらある。夫の親の手を借りるに際

若い世代では、状況が許せば、居住

姉妹は、もともとサポート資源として

況では、必

の面では別居しながら親のサポートを

場面によって差はあるものの、全体と

ずしも夫方

受けたいと考えるが、実際の生活場面

を含めた親族全体でみると、若い世代

の親のサ

では単に妻方ばかりでなく夫方の親も

妻方ほどには活用されてこなかった。

ポート割合

視野に入れ、両方の親を状況適合的に

の方が妻方に傾斜し、夫方が減少して

は減少して

使い分けて、出産、子育て期を乗り越

しては妻の母親への偏重がみられ、きょ

いない。’

えていくという様子がうかがえる。し

したがって、特定の生活場面では夫方

九六五年以

たがって、単純に母系化するのではな

いくようにみえる。しかし、よくみる

降の最も若

く、性別構成や続柄とは無関係に、若

うだい数、とくに女きょうだいの減少

い世代では、

いカップルにとって都合のよい方が状

離れの傾向
■■■ＣＰ

３３４８７

１Ｉ

逆に先行す

況適合的にサポート機能として選択さ

が親世代（妻の親）との関係をより強

－０８２９
●。●●■

Ｉ－３４６

■●●Ｂ●

５４５６７

“扣犯扣刃

□■●□■

８７９４５

５１１５６
４４４４４

●●■●●

１７５０７
３７９３５

る世代に比

れる傾向があると考えられる。すなわ

もみられる

●白●●●

４４４３３
１１１３４

１１１Ｉ

べ割合が増

ち、将来的には、｜定の条件のもとで

めた一因といえる。

９５３８４

■●●●■

６２４９７

８９９２５
－－１２２

■●●●●

８３１１６

９０１６０

１２２２３

●●●■■

２８９８２

９０３６４

している傾

が、別の状

－２２２

●Ｐｂ■●

夫の姉妹

|夫の親
妻の姉妹

２３７８ｌ

夫の親族

妻の親族

犯巫叫Ⅲ凪

。■●●□

９７８０７

６７１１４
３３３４３

●●□Ｑひ

'925-1,34年

８５４０６

■■■■■

１６６６８

'935-1944年

■ＤＣ●Ｃ

1945-1弱4年

夫の親族
妻の親族

の姉妹

夫の親
妻の姉妹

妻の親
出生コーホート

０９０２２

１０８１７
５５４４３

』●●●●

兜

２３１６５
４８８４３

'955-19“年

ｌ８ｓ７５

'925-1934年

５５５５５

1965年以降

７６６５５

'935-1944年

３３１０ｌ

1925-1934年

兜

'945-1954年

１２３４３

1935-】944年

妻の親
出生コーホート

１９８９５
●●■●●

1945-1954年

２７９９４

1155-19“年

２６７９６

Ｉ弱5-1964年

別刀祀ね⑱
1965年以降

４３２１２

４３９９心

印、創弱⑩

1965年以降

妻の姉妹

|事の親
出生コーホート

（２）第１子出産時の妻の身の回りの世話

3）妻が病気の時の子どもの世話

*親族の合計を100として計算．

人口問題研究所「全国家庭動向調査」１９９３
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図２夫婦の年齢コーホート別夫の家事得点＊
６

5.5

血縁中心のインフォーマルな相互扶助

には限界があり、出産や子育てが親子、

きた。しかし、親族の果たしうる役割

めとする親族が重要な役割を果たして

子育てサポートは、同居家族をはじ

れる。

が優先されていくのではないかと思わ

の「便益」を基準としたサポート選択

サスが必要ではなかろうか。

をより「社会化」する国民的コンセン

育サービスの拡大を図るなど、子育て

ディキャップを背負うことになる。保

るライフコ１ス上の選択で大きなハン

家族型の妻の場合、就業をはじめとす

親というストックを身近にもたない核

言いかえれば、サポート資源としての

ある。子育てに親の支援が得られない、

ることにする。

れば、それは何であるのかを考えてみ

み出すような要因を内包しているとす

た。つぎに、家族のなかに少子化を生

受け変化してきたのかをあとづけてみ

するネットワークがどのように影響を

体的に、家族の機能のうち子育てに関

本節では、人口変動との関連で、具

３

時間的な機会費用（結婚、出産退職に

出産、子育てにともなう女性の経済的、

てもよい。社会的な変化の中で結婚や

で制度として具体化されているといっ

みならず、労働観など社会の多くの面

親子観など家族の規範モデルとしての

分業型の価値観は、家族観、夫婦観、

価値観の浸透にも関わらず、性別役割

なう社会的役割観の変化、個人主義的

ろうか。女性の社会進出やこれにとも

る近代家族の役割規範モデルではなか

は、『男は仕事、女は家庭」に代表され

戦後日本の家族を特徴づけるモデル

する。

社会的な文脈の中で考えてみることに

事、育児行動を規定する要因について、

ティブな関係が期待されている夫の家

を共有し、ベターハーフとしてサボー

ている。ここでは、家族の日常の営み

に結婚、出産を蠕曙させる背景ともなっ

なった。こうした性別分業体制が女性

庭の内と外で一一重の負担を負うことに

う構造には根本的変化はみられず、家

方向は大きく進んだが、『女は内」とい

大し、女性の社会進出Ⅱ『女も外」の

よって失われる所得、時間機会）は拡

三、少子化と近代 家族の役割規範モデルー大の家毫育児行動を通じ下‐

システムに依存せざるをえない状況は、

鐵鐵鐵鐵鰊鉾織鉾綴織

夫･妻の年齢ｺーホート

､得点の説明は表６を参照.、
人口問題研究所「全国家庭動向調査」1９，３

不十分な社会的支援制度の裏返しでも

４

５５４

3.5

而而
圏画時ｅ堰摩舟膳

ﾕヲ

夫の年貯
■夫の年齢別
ロ嚢の年貯月
□嚢の年齢別

表６夫の家事、育児行動の規定要因
Mode】３

Model２

Mode］１

家事育児

家事育児

家事育児

0.028‐0.029

0.044０．０３３

0.0500.080

親との同居

-0.144*＊-0005

-0.133*＊‐0.033

-0.121本-0.0刀

末子の年齢

-0」06*＊‐0.Z81中＊

-0.140*＊‐0.273*＊

-0.215*＊‐0.256*＊

居住地域

通勤時間
舗整済み決定係数

0.053０.ｌｌ５

0.0340.083

0.0470.109

００

決定係数

0.0280.031

0.0360.085

145０．１７２

１１５０」４３

＊｡:ｐ＜００１．:ｐくUO5＋:ｐ＜O｣Ｏ（表中の数字は標準化回帰係数）

つぎに、夫の家事や育児遂行を規定

0018‐0.0oz

四○代の夫の家事遂行が一段と低いこ

帰宅時間

（変数コード）

家事；ゴミ出し/買い物ﾉ炊事/洗濯/掃除、育児；遊び相手/風呂に入れる/食事をさせる/寝
かしつける/おむつを替える、それぞれ順序尺度に置き換え総合得点を披税明変数とした

（各項目４点合計20点、人口問題研究所が実施した「全国家庭動向調査」（1913)の１２歳
以下の子どものいる２．０７１サンプルを対象として分析）。

・居住地域，農村地域＝０，都市地域＝１
・末子年齢，３歳未満=１，６歳未満＝２．６歳以上＝３
・親との同居,別居＝０，同居＝１

・教育歴,義務教育=Ｌ高校＝2,専門学校＝３，短大＝4.大学以上＝５
・収入,収入なし＝１．３００万未満＝２Ⅲ300400万未満＝３，４００s00万未満＝４，
５００６００万未満＝5,600800未満=6,800J1000万未満=7,1000万以上＝８
・夫の職種,ホワイトカラー以外＝0,ホワイトカラー＝】
・妻の従業上の地位,主婦＝1．自営業＝2,パートタイム=3,フルタイム=４

・帰宅時間,８:00時前＝Ｌ，:00時前＝2,10:00時前ｐ．ｍ．＝3,10:００以降＝４
・通勤時間,自宅＝1,30分未満=2,1時間未満＝311時間半未満=４，１時間半以上＝５

ここに、家庭における夫の家事行動

0.143＊0,10]＋

する要因（促進要因、阻害要因）につ

0.083‐0.042

収入

とがわかる二股に、この世代は、もっ

-0.026‐0.017

職種

いて簡潔にふれておきたい。表６は、

教育歴

とも働き盛りの世代で組織の中で枢要

-0.019‐0.034

(妻）

を年齢別にみた結果がある（図２）。六

･0.161＊＊-0.246*＊

-0.023‐0.047＋

夫の家事や育児行動がどのような要因

､0.100*＊‐0.179*＊

通勤時間

五歳以上を別にすれば、全体として四

帰宅時間

0.117＊０１酉中

な地位にある場合が多いが、同様に家

-0.021‐0.028

○代を底にしたＵ字型の家事遂行曲線

-0.013‐0.008

（変数）によって影響を受けているの

収入

庭の中でも夫、あるいは父としての役

0.0340.046

を描いている。夫の日常の家事への参

0.007‐0.005

職種

割が軽減されるわけではない。

0.0150.021

教育歴

加は極めて低いものであるが、とくに、

(夫）

かを重回帰分析によって検討したもの

である。ここでは、親、夫、妻の情報

（条件）を説明変数とし、それぞれモ

デル１，２，３として、変数を順に投

入する方法によって解析を試みている。

この結果によると、夫の家事、育児

遂行に有意に効果を持つ変数は五つあっ

たが、このうち促進させる要因は、妻

の経済力（収入の増加）と妻の変数に

影響を受けたホワイトカラー層であり、

阻害要因は夫の帰宅時間、親との同居、

末子の年齢（高くなるほど分担は小さ

くなる）の三つであった。このうち、

親との同居は育児の遂行では有意な関

連がみられなくなる。

働く有配偶女性の増加にともなって、

「男は外で働き、女は仕事と家庭」と

いう状況を新役割分業規範とする考え

もあるが、妻が就業することによって

妻自身の家事時間が減る効果が大きい
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図３共働き率と母親同居率（県別）
70.0

ことによって、夫のみの変数では、有

10.0

0.0

ｙ＝31.655ｘ－２９．１４７

合計特殊出生率

総務庁統計局『国勢調査』１９９０、および厚生省『人ロ動態統計』１９９０

外国に比べ長時

本的特徴は、諸

動にみられる日

日常の生活行

である。

れることも事実

意な関係がみら

業や出生率と有

居は、女性の就

うに、親との同

４でみられるよ

てきた。図３や

の役割を果たし

給付の代替機生態

ターなどの現物

育所ベビーシッ

完する機能（保

居は、制度を補

一方で親との同

いる。しかし、

る側面を持って

親との同居は、夫の家事遂行を阻害

たらさなかったことも注目してよい。

と逆説的な指摘をする意見もある。こ

意な影響を見いだせなかったホワイト

20.0

の分析では、女性の経済力増大の効果

40.0

する要因として有意な関係にあり、夫
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間労働、女性の家事時間の長さ、それ

本的な家族観、意識を改めない限り、

の付き合い時間を包括しており、企業

代表させたが、それは残業や会社関係

ここでは、夫の帰宅時間を変数として

の構造的問題を集約する指標として、

できる。社会的な制約、すなわち社会

とされる説明が多い。しかし、実はこ

会費用の上昇や価値意識の変化が要因

して、一般に女性の社会進出による機

ている。結婚しない女性増加の解釈と

しない女性の増加で説明できるとされ

最近の出生率低下の大部分は、結婚

められているのではなかろうか。

社会的な方向性を示す理念の提示が求

少子化の問題それ自体にとどまらない

ろう。二一世紀に向かって、今こそ、

結果は示している。

同時に社会的な制約条件が取り除かれ

中心社会の時間秩序を最も典型的に示

うした変化によって結婚しないのでは

ない限りその効果を期待できないであ

す指標と考えられるからである。帰宅

なくて、社会の変わらない部分の大き

に対する男性の家事時間の短さに集約

時間が阻害要因として影響をもつとい

さによって結婚しないし、子どもを産

大明堂二九九七）

●阿藤、兼清編『人口変動と家族』

古今書院二九九四）

●伊藤達也『生活のなかの人口学』

有斐閣二九九四）

●落合恵美子『四世紀家族ｃ
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う分析結果は当然ともいえるが、現代
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まないといった側面もあるのではない

態をそれほど伴っていないようにみえ

社会の時間秩序が会社（組織）優先で、
置づけられている、したがって、夫個

る。たとえ家族政策を投入しても、基

だろうか。社会の中で具体的に制度化
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７月ｎ日（木）、東京、日比谷の日本
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ジョイセフの主催で、毎年７月ｎ日に

記■念■。Ｄ特Ｅ別シンポージ■ウム開口く

分。。。。◇。◇。◇。。。◇◇。。。。◇◇。。。◇。。。◇◇。◇。◇。◇。。。。。。。◇。。。。◇。。。。。。。。◇。。◇。。。。◇◇。。◇。◇◇。。。。。。。。◇。。。。。。。夕
。◇｡。◇。◇。｡

９

。。。｡◇。◇。。｡。◇。◇｡｡◇

2６

世界人ロデー
｡。。｡｡｡。。｡｡◇。｡◇。。。。。◇◇。。。｡◇。◇◇

四．グ、肌

シンポジウム会場風景

普及に伴う出生率の低下と共に死亡率
上昇が全体的な人口の低下をもたらし

ているということである。この死亡率
上昇の背景には、東欧地域での普通死

亡率の上昇、新たな感染症の発生、過

去に克服した感染症の再発（再興感染
症）、アフリカ地域を中心とした部族間、

宗教間の紛争や難民問題等、容易に解

死亡率を収散させて共に静止化の道唖

ナン国連事務総長に今後は出生率と⑬

◇

を歩むよう、最悪の状態を阻止すべき函

◇

であると訴えたことを強調した。函
次に、カリフォルニア大学のマルコ碗

ム・ポッッ教授が、人口問題における⑭

リプロダクテイブ・ヘルスの重要性に碗

◇

ついて具体例を挙げて講演した。世界坤

の数百万人のカップルが金銭的に家族韓

計画のサービスを得ることができず、卯

決できない諸問題を挙げた。ここで注

意が必要な点は、この死亡率上昇の兆

とパネルディスカッションが行われた。

ロダクテイブ・ヘルス」について、講演

権利リプロダクテイブ・ライッとリプ

口転換から見ると望ましくない人口開

しつつあることを示し、世界人口の人

人口が減少していく）の玄関口に突入

階（食料が不足し、死亡率が上昇し、

の中で危倶していた、人類の危機的段

これらを含む人口プログラムが欠かせ》

ヘルスの改善の必要性を説明した。そぃ
してそれらの解決のためには、家族計⑬

貧しい国を中心にリプロダクテイブ．⑭

エイズ死亡者増加の深刻な状況など、》

。

候が、いわばマルサスやローマクラブ

結果として望まない妊娠が多いことや、韓

まず初めに、今年の国連人口賞受賞

発の段階に至りつつあると考えられる

が一九七二年に発表した『成長の限界」

者である黒田俊夫日本大学人口研究所

ことである。

増えず、将来人口の推計が下がってい

四年推計に比べて世界人口がそれほど

大な警告“と見る黒田博士は、一九九

一九九六年の国連人口推計の結果を”重

に対処していくか、いわばその転換期

を唯一果たし得る国連が今後どのよう

防ぐことが最も重要であり、その役目

北問題や宗教問題、紛争などの人災を

この死亡率上昇を抑えるために、南

のの、世界的な流れとしてはアメリカ姉
をはじめとしてこの分野での資金が減、

それらの関連知識が浸透しつつあるも》

◇

ロ・ライッや女性問題に対する認識、》

ヘルスの重要性が叫ばれた結果、リブ韓

。

る理由として、死亡率の予想以上の増

にあると述べた。そして、授賞式でア

◇

の向上が非常に重要であり、今後とも“

画に加えて女性を中心とした教育水準範

◇

。

名誉所長（本協会理事）が講演した。

ないと述べた。またカイロ〈云議以降、恥
人口問題解決の上で家族計画やリプロ・韓

加を指摘した。つまり、家族計画等の

２７

ヨ、

（日比谷のプレスセンター）

◇
◇
。
◇

◇
。
。

。
◇
。
。
◇

◇

。

◇
◇

祝う会

らされつつあり、十分なリソースがな人口問題研究所副所長、樋口恵子東京行われた。その中で途上国のリプロ・恥

。

いという現実的問題点を指摘した。家政大学教授、メルセデス・コンセプヘルスを発展させるためには資金が必妙

。

その後、パネル・ディスカッションシオン・フィリピン大学名誉教授、マ要であり、そのために「先進国の一人。

「人口とリプロダクテイブ・ヘルスルコム・ポッッ氏の四氏が参加した。ひとりが一日当たりわずか一二円負担す⑪

。

世界人ロ白書を踏まえて」が行われ、》」こでは、地球人口の抑制とリプロ．るだけで、問題解決に大きく結び付く。」“

（北畑晴代）恥

コーディネートに北谷勝秀一一○五○代ヘルスの実現について、各パネリストというポッッ氏の例が取り上げられた。函

表、パネリストに阿藤誠国立社会保障．の専門分野に基づいた話を基に討論が

歓談では、黒田先生のお孫さんがピ

ハワイ東西センター副総長、メルセデ

た。竹内一樹・日本大学副総長は、黒

アノを演奏したり、マリンバの演奏が

がかけつけ、栄えある先生の零寶を祝っ

田先生が同大学人口研究所名誉所長で

あり宴をもりあげた。人口関係団体か

ス・コンセプション・フィリピン大学

あり、日本大学はじめ内外の人口研究

ら黒田ご夫妻にお祝いの花束が贈呈さ

た。尾崎美千生・ジョイセフ参与が司

への多大な貢献についてのこれまでの

れ、最後に、黒田先生より「皆さんの

名誉教授がお祝いに来日、黒田先生と

功績を讃え祝辞を述べた。続いて、小

ご厚情に深く感謝します。これからが

のこれまでの人口分野での国境を越え

池唯夫・毎日新聞社社長が、加藤シズ

人口問題を取り組む私の正念場です。

会をつとめ、まず、阿藤誠・国立社会

エ先生、毎日新聞社に次ぎ日本で３番

何分ともよろしくお願いします。」と人

保障・人口問題研究所副所長が開会の

目の「国連人口賞」受賞者である黒田

た親交について心のこもったお祝いの

黒田俊夫先生「国連人口賞』受賞を

柄をにじませた謙虚な謝辞を述べられ、

挨拶を行い、黒田俊夫先生が「国連人

祝う会が７月ｎ日午後５時釦分から日

俊夫先生に参加者を代表して乾杯の音

成功裏にお祝いの会を閉じた。

挨拶を述べた。

比谷のプレスセンター・アラスカで開

頭をとった。

口賞」受賞された経緯について説明し

催された。会場には、日本をはじめ米

リージェイ・チョウ東西センタ
握手する黒田先生（中央）

副校長と

夕。◇。。。。。。。。。◇◇◇。。。。◇。。。。。。◇。◇◇◇◇。◇。。。。。◇◇。。。。。。。。。。。◇◇◇◇◇◇。。。。。◇。。。◇◇。。。。。。◇。。。。。。。◇。。。。。、
海外からは、リージェイ・チョウ・
国、中国、フィリピンからおよそ汕名

黒田俊夫先生｢国連人ロ賞受賞｣を
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AFPPo消息

一九九七年八月四日から六日にかけて

国際医療議員組織（ＩＭＰＯ）会合が

－ＭＰＯ「女性・健康・環境会議」

ネガルのダカールで開催された。

一日、同フォーラム議長国である、セ

第二回運営委員会が九月三十日と十月

本年五月南アフリカのケープタウンで

立

スーダン人ロ・開発国会議員委員会設

ＤＳプログラム視察のため、タイ、ベ

クテイブ・ヘルス、及びＨＩＶ／ＡＩ

国会議員十五名が家族計画、リプロダ

オーストラリアとニュージーランドの

国会議員がタイ、ベトナム訪問

オーストラリアとニュージーランドの

※

議員が世界各地から参加した。

が参加した。同会議には八十名の国会

中山太郎・衆議院議員・ＩＭＰＯ議長

のバンコクで開催された。日本からは

前回の解散総選挙以来休眠状態になっ

編

パキスタン人ロ・開発議員グループ再

※

問題について率直な討議が行われた。

代議員が集まり、深刻な中国の水資源

た。この会議には三十五名以上の全人

月九、十日の両日、北京市内で開催し

源と人口」に関する国内セミナーを九

育・科学・文化・健康委員会は「水資

中国全国人民代表者会議（全人代）教

中国が国会議員セミナーを開催

内セミナーを開催した。この会議には

ノイで水資源と人口をテーマとして国

ＡＰＰＤ）が七月九、十日の両日、ハ

ベトナム人口・開発国会議員協会（ｖ

ベトナム・水資源に関する国内セミナー

※

ＦＡＡＰＰＤの正式メンバーとなった。

口・開発国会議員委員会が設立され、

長の手によってスーダンのスーダン人

ウザ。スーダン国会社会問題評議会議

を受けて、イマイル・アル・ハジ・モ

フォーラム（ＦＡＡＰＰＤ）」正式設立

の「アフリカ・アラブ人口・開発議員

トナムを訪問した。このプログラムは

ていたパキスタン人口・開発国会議員

ベトナム国会議員五十名以上が参加し、

※

ロックフェラー財団の資金援助のもと

グループ（ＰＰＧＰＤ）がイラヒ・ブ

ＡＦＰＰＤからはプラソップ・ラタナ

女性、健康、環境をテーマとしてタイ

ＡＦＰＰＤが実施したプログラムであ

クシュ・ソモロ国会議長の手で再編さ

コーン事務総長、シフ・カレー事務局

開催

る。

れ、同議員グループの議長には同国会

長が参加した。

※

議長が就任した。

ＦＡＡＰＰＤ第二回運営委員会

人口と開発に関するアフリカ・アラブ

国会議員フォーラム（ＦＡＡＰＰＤ）
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ワールド・グリーンクラブ代表

とした境がなく、お互いにしがらみで

郭の内と攻め込む外と、内と外とのはっ

城郭の周りの意味に用いられ、守る城

ようである。元史の中に現れる環境は

いて、自己もなければ他己もなかった

中国では全ての存在は一体となって

間にはっきりと区別をさせてはいない。

というようなあるものと他のものとの

いう言葉はあった。だが、周囲は”境“

もちろん周りを漠然と意味する周囲と

配され、地は天に支配され、その天は

絶対的な原理であるから、「人は地に支

子』における道は宇宙全体を支配する

道に法り道は自然に法る」とある。『老

「人は地に法り、地は天に法り、天は

異にしている。『老子』の第二五章には

”自然“の意味するところは少々趣を

を自然と呼んでいる。しかし、本来の

諸対象、すなわち、英語でのネイチャー

また、今日では自然に存在している

結ばれていることを示している。

きりとした境界が付けやすい。仙崖の

れる」とすると、絶対であったはずの

しかし、最後の『道は自然に支配さ

道に支配される」まではよくわかる。
これは自己と他己との間にははっきり

落ちてその身は破とはなる」がある。

歌に「たこは他にあげられ身を忘れ、

たのは元（フビライ）の頃からである。

環境という言葉が中国で使われ出し

〃環境間鎚弘歓範斡混蕊

ｊｊ‐‐・‐：Ｄ・ＣＳＯ

ｒＩＰｐ
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すれば自然の意味するところがはっき

べくしてそうなる」とすればよい。と

れることはなく、それ自身がそうなる

れば「絶対的な道はどこからも支配さ

盾を来たす。論理的に矛盾を除くとす

道が自然に支配されることになり、矛

自然環境である。

れる。前者が社会環境であり、後者が

含む部分とそれ以外の全てとに大別さ

る。そこで、取り囲みの対象は人間を

神のもとでは人間を他と明確に区別す

神による一神教であるため、絶対的な

教に依拠している。キリスト教は人格

最も大切なことである。

の身近な広義の環境をよくすることが

自然環境とに深くかかわっており、こ

自身の住んでいる人間（社会）環境と

り上げられているが、根元的には自分

気汚染問題などばかりが強調されて取

えに、我あり」とデカルトが語ったよ

一方、ヨーロッパでは『我思う、ゆ

然とまさしく一致する。

るとしているが、「老子』の意味する自

の中で自ら然しむることシ」そ法爾であ

示す言葉である。親瀞は「自然怯爾」

なく、「自然にそうなる」という状態を

存在するものや対象物を示す言葉では

する。逆に、大規模な火山噴火などに

社会環境が悪化すれば自然環境も悪化

あるから、相互には密接な関係があり、

境問題は全て人間がもたらしたもので

に浮かび上がる。もちろん、今日の環

に分けられ、問題の原因と結果が明確

による社会環境とそれ以外の自然環境

問題を考えてみると、環境問題は人間

こうしたことを踏まえたうえで環境

に貧しくなりつつあり、住み難い社会

になった現代社会ではあるが、精神的

は忘れてはならない。物理的には豊か

双方には重大な関係のあることを私達

同時に青少年の犯罪が激増している。

イ捨て”が常習化しつつある。それと

者を中心にして煙草や空き缶などの〃ポ

あるから、当然の帰結でもある。若年

境を汚染する行為は重大な犯罪行為で

市は、まず間違いなく汚れている。環

世界的にみて、犯罪の多い場所や都

りとする。つまり、「老子」では自然は

うに、自己の存在を明確に規定してい

よって自然環境が大きく破壊されれば、

となりつつある。私達の身の回りの問

じれんほうに

る。そのヨーロッパでも、環境のこと

社会環境も悪化する。

蝉ら

を、量ぐ局○国冨国二目や田昂宛○ロヨ〕

一歩踏み込んで考えねばならない時が

題、すなわち、環境問題についてもう
バクテリア、ウイルスばかりでなく、

来た。

命を脅かすものとしては汚れた空気、

に規定しているため、同じ〃取り囲み〃

人間自身による犯罪も人の生命を大き

と表してはいるが、自己の存在を明確
であってもその認識の度合いは大きく

く脅かす。環境問題ではゴミ問題や犬

缶中

。

異なる。その考え方の根本はキリスト

：.:｡！
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ガレー県の「ドドール」（洋蕊状の菓子）生産エ場で

従業員13人の伝統的なスタイルの工場。この会

１、疎人ロ社会と

過密社会

東南アジアの社会は伝統的に人口密

度がきわめて少なく、広大な森のあち

こちに概して小規模な村落が散在する

蟄巾のない世界を長い間維持してきた．

ヨーロッパ諸国の植民地支配の影響な

どによって人口増加が著しく進みつつ

あった十九世紀半ばですら、東南アジ

アにおける一平方キロメートル当たり

の人口密度は、わずか一○人だったと

いう。同じ時期の他の地域と比べると、

中国が一○○人、インドが五○人、ヨー

ロッパが四五人、日本が九○人ほどだっ

たというから、アジアはもとより、世

界全体から見ても、東南アジアがいか

に疎人口社会であったかがわかる（坪

内』鬘已］）．

しかし、一一十世紀も終わりに近づい

た現在、東南アジアは世界でも有数の

大都市をかかえる過密社会の様相を呈

している。たとえば、かつては典型的

な疎人口社会を形成していた現在イン

ドネシアが統治している地域は、すで

”

インドネシアにおける都市化の新局面

に約二億人という東南アジア最大（世

都市人口の増加は、今世紀に入って漸

（の巨百曰昌］』＄③》己・麗白：］の］）から、

込まれるという局面ではなく、二つの

いのは、都市に村落的社会関係が持ち

と端的に言えば摩擦を、増幅させてい

界では四番目）の人口を擁する地域と

では、こうした急速な都市人口の増

るように見える局面である。以下では、

世界の複合化が、都市においても農村

主な国の全人口に対する都市人口の比

加にともなって、東南アジアの社会は

最近のインドネシアの社会状況を事例

く始まり、六○年代以降急激に進行し

率を見ても、経済開発が急速に進んだ

疎人口社会という伝統的な特質を失っ

として、このような東南アジアの都市

なっており、｜平方キロメートル当た

一九六五年から九○年にかけての二十

たのであろうか。現実はそれほど単純

化の新局面を素描してみたい。

においても、社会的諸関係の中に生ず

五年間に、マレーシアは一一六％から四

ではなさそうである。東南アジア社会

たきわめて新しい出来事であることが

一一一％へ、インドネシアは一六％から三

は、伝統的な疎人口村落社会から近代

り人口密度は一○一人に達している

一％へ、フィリピンは一一一一一％から四三％

的な過密都市社会へと通時的に転換し

る様々な緊張関係を、あるいは、もつ

へ、タイは一一一一％から二二％へと目立っ

たというより、今なお一一つの社会的世

今年（九七年）五月に実施された総

わかる。

て増加している（旨Ｃｏ８巳鼠□．⑫）。特

界の共時的複合化のダイナミズムの中

選挙をめぐって、すでにその一年前ぐ

（、国は目丙巨Ｑｏｐ冊旨巴歸目・瞳‐爵）。

にインドネシアの場合、オランダの植

で変容を遂げつつあると見るべきであ

ション」が存在する、といった事

ン」と同質の「都市的インヴオリュー

業（農村）のインヴオリューショ

かのムラ（カンポン）」とか、「農

態を指すのか。これが「都市のな

との共時的複合化とはいかなる事

して労働者がストライキを起こすとい

ている。最低賃金を守らない企業に対

は集めていないが、労働争議も頻発し

した政治的紛争ほどには国際的な注目

かし、昨今のインドネシアでは、こう

日本でも報道されたとおりである。し

地域で何回か暴動が起こったことは、

２、複合化と摩擦

民地だった一九一一○年には都市人口率

らいから、ジャカルタをはじめ一部の

態を指すのであれば、とりたてて

うケースが多い。また、毎年イドル・

フィトリ（イスラム教の断食明けの祝

目新しい論点を提示することには
ならないだろう。ここで強調した

”

ろう。では、村落的世界と都市的世界
･１９５２（昭和27）年、長野県出身
・日本大学生物資源科学部助教授
･専攻＝社会学（地域社会学、環境社会
学、東南アジア地域研究）
･1980年：東京都立大学大学院社会科学
研究科博士課程中退
兵庫教育大学助手、千葉大学助手、日
本大学専任綱師を経て、９３年より現職

は五・八％だったというデータがある

●池田寛二(いけだ.かんじ）

○○○人の労働者が参加する大規模な

ワ州スメダン県のある繊維工場で、五、

日に、バンドンの東に隣接する西ジャ

ている。たとえば、今年の一月三十一

て労働者が暴動を起こすケースも増え

ＲⅡ目白且目、自国目罵邑凹）をめぐっ

のドライバーは全員スマトラ出身のバ

討ちされるという事件もあった。バス

のバスがベチャひきに壊されたり焼き

との間で小競り合いが起こり、三○台

バー・グループとベチャひきグループ

ドン市内でも、乗り合いバスのドライ

う事件が起こっている。同じ頃、バン

として当局のオフィスを襲撃するとい

の集団二股に、エスニック・グルー

それは、異なった社会秩序をもつ複数

ファーニバルが提起した概念であり、

知のように、イギリスの社会経済学者

複合社会（已日巴の。Ｑのｑ）とは、周

を示唆するためである。

始めているのではないか、ということ

な都市化にともなって、微妙に変質し

ンドネシア社会の性格が、近年の急速

祭日）が近づくと、祭日手当て（ＴＨ

暴動が発生し、軍隊の出動によって鎮

タック人で一方ベチャひきの大半は

ファーニバルは、オランダ人社会、

圧されるという事態に発展したが、こ

どんな社会にも摩擦はつきものであ

中国人社会、ジャワ人をはじめとする

プ）が、互いに分離したままで、した

るから、この種の事件が頻発している

土着民社会が、それぞれに分離しつつ

地元のスンダ人であり、職業グループ

い工員（全従業員九、○○○人のうち

ことのみを根拠に、インドネシアでは

併存していた植民地時代のインドネシ

がって社会全体の共通意志を欠いたま

五、○○○人）が強い不満を抱いたこ

今社会不安が急速に増大しつつある、

ア社会を複合社会の典型と見微した

間の抗争であると同時にヱスニック・

とにあったと伝えられている（九七年

などと安易に一般化すべきではあるま

（ファーニパル、］置画も・認画）。言うま

の暴動の直接の原因は、イドル・フィ

二月一日付圏の巨胃四℃の日す日邑目ご紙）。

い。むしろ、暴動などという集合行動

でもなく、今日のインドネシア社会は

まで併存しているような構造の社会を

一方、十分に制度化された賃金労働

大きく変容を遂げの構造的にも複雑に

トリの特別手当ての支給額が、正社員

をともなわない、いわゆるインフォー

は起こらなくても不気味な犯罪が世間

なっているから、もはや複合社会とい

グループ間のコンフリクトという様相

マル・セクターにおいても、暴動や小

を騒がしている昨今の日本の方が、社

う概念のみでとらえきれるような社会

と日雇い工員との間で大幅に差別され

競り合いが頻発し、しばしば、新聞な

会不安の病根は深いと言うべきだろう。

ではない。

意味している。

どで報道されている。ジャカルタでは、

筆者がこうした事件に言及したのは、

も呈していた。

やはり今年の一月に、当局から営業停

社会不安が高まっていることを例示す

ていることに、半数以上を占める日雇

止を命じられた「カキ・リマ」と呼ば

るためではなく、複合社会としてのイ

しかし、今日でも多民族社会である

れる露天商のグループが、それを不服
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は、いわば常識となっている。分離し

ネシア国民として平等の権利を与えら

に反発するという事態は、そのことを

ことに変わりはなく、その意味では、

だが、バンドンの事件のように、二

例証していると思われる。なぜなら、

れていると考える労働者が、正規の従

治的・文化的統合による社会全体の共

つのグループが互いの仕事を妨害する

それは、フォーマル・セクターに労働

つつ併存しているという意味で、それ

通意志の形成が強調され（それは、「多

という事態が起こっているということ

力として吸収された人々が、エスニッ

複合社会的様相が完全に消滅したわけ

様性の中の統一」という国是に象徴さ

は、相互に干渉し合わないで済ませら

ク・アイデンティティよりも企業の従

業員と旦雇い従業員との手当ての格差

れている）、それと同時に、スハルト体

れるほど適度な距離を保つことが難し

業員とか労働者といった経済的階層性

は複合社会的だと言ってよい。

制のもとでの一貫した経済開発政策の

くなっていること、すなわち、複合社

ではない。とはいえ、国民国家への政

展開にともなって拡大した市場経済が、

へのアイデンティティを強めるように

の一雇用創出力はきわめて不十分な水準

会から緊張や摩擦のより強い社会へと

その背景には、インフォーマル・セ

にとどまっているが、雇用の機会が都

社会集団ごとに独自の閉鎖的経済活動

様相をとどめることができないような

クターにおいても、特にサービス部門

市に集中していることは明らかであり、

なった結果と見ることができるからで

状況が現出してきたことも明らかだと

を中心に、競争原理（この場合は、バ

したがって、このような事態の背景に

移行しつつあることを例証しているよ

言えよう。昨今の紛争は、まさにこう

スとベチャとの乗客の奪い合いあるい

も、最近の都市化とそれにともなう都

を維持することをますます難しくする

した状況を反映したものと思われる。

は価格競争）が強く働くようになって

市の経済と社会の変化を読み取ること

ある。実際には、インドネシアの企業

たとえば、バス・ドライバーとベチャ

きたという、最近の都市化とそれにと

ができるだろう。

うに思われる。

ひきの間の紛争を例にとると、そのこ

もなう経済と社会の変化がある、と言

中で、多民族社会がもはや複合社会の

とを説明しやすい。都市のインフォー

えよう。

の仕事に干渉せず、日常的にも別々の

ク・グループと結びついていて、互い

職業集団が、それぞれ特定のエスニッ

体という複合社会的性格は、多かれ少

スニシティに根ざしたムラ社会の集合

人々に内面化されるようになると、エ

一方、社会全体の共通一息志が多くの

ろうか。

どのように変容しようとしているのだ

それにともなって都市の経済と社会は

では、インドネシアの都市化は今ど

マル・セクターを構成している多様な

区域（カンポン）に住み分けて暮らす

なかれ相対化されるであろう。インド

のような新しい局面を迎えつつあり、

傾向が顕著にうかがえる、ということ

麺

間形態を生み出す」ような都市化を意

て、「無定形でアメーバ状に増殖する空

のではなく、既存の都市の境界を超え

口規模が増大するプロセスを意味する

バニゼーション」とは、単に都市の人

リージョンの形成」である。「メガ・アー

ション」あるいは「メガ・アーバン。

うになったのが、『メガ・アーバニゼー

東南アジアの都市研究者が強調するよ

るのだろうか。この点について、最近、

性格はどのように変化しようとしてい

急上昇するのにともなって、都市化の

かる。では、都市人口率がこのように

時代」に突入しようとしているかがわ

は五五％を超えると言われている（池

年には四○％台に達し、二○二○年に

が、国連等の推計によれば、二○○五

年代に入ってすでに三○％を上回った

インドネシアの都市人口率は、九○

という概念が専らネガティブな意味で

うになったこと、また、「スプロール」

読み取ることができると考えられるよ

そこにこの地域特有の都市化の性格を

速にこのような現象が広がっており、

ているのだが、東南アジアでは最近急

ル」現象と基本的には同じことを言っ

るいは、今も経験している）「スプロー

のほとんどの都市が経験してきた（あ

れは、日本の都市はもとより、世界中

ゼーションの特徴を見出している。こ

タ・ゾーン」の形成にメガ・アーパニ

るので、マギーはそのような「デサコ

が空間的に無秩序に混在するようにな

する。まさに、村ａ５ｍ）と都市（丙・国）

ピング・モールや新興住宅団地が出現

如として、近代的な工場団地や巨大ショッ

その結果、農村地域の真っ只中に、突

率が上昇してゆくことを意味している。

を吸収してゆく、という形で都市人口

なり広い範囲にわたって分散的に人口

それを担う人口分布が脱中心化し、か

ではなく、経済活動や都市機能および

が集中するという形で都市化が進むの

散させて、メガ・アーパン・リージョ

ドン県の農村地域に都市機能を拡大分

ある。バンドン市も、その周辺のバン

パン・リージョンを形成しているので

県にまたがる広大な地域がメガ・アー

びボゴール県、タンゲラン県、ブカシ

うに、ジャカルタ市、ボゴール市およ

していることが象徴的に示しているよ

］し国○円炭田］房という言葉が人口に膳灸

タ市」の行政範域内に自足していない。

会的空間としては、もはや「ジャカル

たとえば、ジャカルタは、経済的社

を参照されたい。）

文献は、（言。⑦の①陣宛：旨の。Ｐ】忠、）

上、別の機会に譲らざるをえないが、

らの概念の詳細な議論は、紙幅の都合

広域的都市空間を意味している。（これ

バニゼーションの結果として出現した

れまで述べたような意味のメガ・アー

ガ・アーバン・リージョン」とは、こ

ン」と呼ぶ根拠になっている。また、「メ

ことが、特に「メガ・アーバニゼーショ

て）概念的把握が必要だと考えられた

けでなくポジティブな意味にも配慮し

ラルな（つまり、ネガティブな意味だ

３、都市化の新局面としての

味している。もう少し具体的に言うと、

用いられるのに対して、よりニュート

田ロ］＄『も・巴）。いかに急速に「都市の

メガ・アーバニゼーション

それは、都市の中心部に一方的に人口
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は、開発政策のポジティブな成果にち

このような近年の都市化は、｜面で

る（池田、』ｇ弓》己・農）。

ドン県は七・三％となっているのであ

ドン市三・三％に対して、周辺のバン

年間の平均人口増加率を見ると、バン

る。一九八○年から九○年にかけての

という最近の傾向が端的に物語ってい

県の人口増加率を大幅に下回っている

ドン市の人口増加率が周辺のバンドン

ンを形成している。このことは、バン

きないのである。

ションのネガティブな結果も、看過で

ｇ・全‐己。こうしたメガ・アーバニゼー

化が問題になっている（池田、骨彊忌》

工業用水への転換、農民の相対的窮乏

の転用による農地の減少、農業用水の

主に水田の工業的・都市的土地利用へ

は、このような都市化にともなって、

の稲作地域である西ジャワ州において

る。ジャワ島全域、とりわけ、全国一

ける環境の変化も急速に問題化してい

いている、と言われている。農村にお

多くの地域社会に課せられた緊急の課

ることができるかが、インドネシアの

避して独自の地域づくりをいかに進め

局面にいかに対応し、その悪影響を回

ているとすれば、こうした都市化の新

大し、農業環境にも悪影響をおよぼし

むしろその種の社会問題を地域的に拡

失業や不安定雇用を解消するどころか、

しかも、メガ・ア１パニゼーションが

摩擦が強まりつつあるように見える。

になり、社会関係の中に生ずる緊張や

る、という複合社会状況の存続は困難

題となっていると言えよう。では、こ

のような困難な課題にはどのような解

答がありうるのだろうか。私は、地場

産業に注目することによって、少なく

社会全体から見れば、今なおほんの一

している。しかし、そういう人々は、

なり、それにともなって、その光も影

ンの様相をますます強く帯びるように

の都市化は、メガ・アーバニゼーショ

以上のように、近年のインドネシア

るとともに、農業環境とも共存共栄で

育成して地域住民の安定雇用を確立す

るには、他の地域にない独自の産業を

ゼーションのネガティブな影響を弱め

ないかと考えている。メガ・アーバニ

ともひとつのヒントが得られるのでは

握りにすぎない。全体的な観点からす

もより広い地域に拡大しているように

きるような自立した地域社会経済シス

への期待

と地域社会ｌ地場産業

４，メガ．アーバニゼーション

がいない。企業や工場などで安定的な

雇用条件のもとで働くことができるよ
うになり、その結果収入も増え、消費

生活も豊かになり、学歴達成度も高く

なって、いわゆる「都市中間層」の構
成員としての条件を具えるようになっ

れば、「都市人口の急激な増加は、雇用

見える。そして、都市と農村が急速に

た人々は、大都市を中心に確実に増加

機会や収入面での改善をともなってい

テムを構築する必要があり、それを具

体化するには、地場産業の再生や創出

揮然一体化する中で、異なる秩序をもっ

た社会集団が相互に分離しつつ併存す

ない」（、巨富日日』⑤患己・認）のである。
失業率はますます危機的な水準に近づ

3７

一例として、ガルー県の「ドドール」

る。ここでは、そのような地場産業の

が決め手になる、と思われるからであ

ゼーションの影響に曝されている地域

しており、バンドンのメガ・アーバニ

ガルー県はバンドン県の南東に隣接

いる。「ドドール」とは、もち米（クタ

て、地域経済に独自の貢献を果たして

ル」を生産する地場産業が根付いてい

て国さマかさ士クのリラ司大有県品て全で作熱

ン）とヤシ砂糖（グラ・アレン）を高

「ピクニック」の工場。製品を包装しているところ。製品の切り分け、包装、箱

である。しかし、この地域には「ドドー

詰めはほとんど女性エ員の仕事である。

生産を紹介しておきたい。

ているところ。このエ程は力仕事なので専ら男性エ員が働いている。

従業員250人が３交替で働いている「ピクニック」のエ場｡原料を高熱の釜で煉っ

観;鱗祷瀧轤

芒窯薑蝋辨三二鰍亨辮豐

3８

インドネシアにおける都市化の新局面

平均二○万ルピアで祭日手当てもあり、

は日給制だが、月給に換算すると一人

男女が従業員として働いている。賃金

いる。紙幅の都合で要点のみ記す。

それぞれに独自のクオリテイを競って

小規模経営のドドール製造会社があり、

ガルー県内には、他にもおよそ五○の

三割高いので、地元の農家からも評判

もち米の買取価格は普通の米より一一～

近隣の農家から仕入れているが、特に

原料のもち米とヤシ砂糖は、いずれも

もあるので、従業員も満足している。

は、標準的な水準であり、祭日手当て

場には大きく及ばないが、この地域で

すると一人二一万ルピア程度で、大工

業員は一○人前後、賃金も月給に換算

例として注目に値すると思われる。

の、ひとつの望ましい方向性を示す事

地域社会の自立した発展をはかるため

のネガティブなインパクトを抑制し、

あり方は、メガ・アーバニゼーション

ガルー県のドドールような地場産業の

ら、安定一雇用の創出にも貢献している

このように、農工が共存共栄しなが

る。

全国的に見ても決して悪い待遇ではな

がよい。農業にも貢献しているのであ

》（付記）本稿は、平和中島財団の⑭

「ピクニック」の工場では一一五○人の

い。一方、小規模な工場の場合は、従

平成八年度報告書』Ⅳ１羽頁（日本大学

》研究助成によって平成八年八月か》
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圏国畷蝉訣鵲鯛露曜“

ニューヨーク焔日Ⅱ山際澄夫】
国連のアナン事務総長は十六日、

国連人道問題局の廃止、「副事務総
長」の新設などを柱とした国連改
革の報告書を提出した。今年三月

界食糧計画（ＷＦＰ）や、国連食
糧農業機関（ＦＡＯ）などの調整
を専門的に行う「緊急救援調整室』

●国連・人道問題局を廃止…和

を設置する。

また、人権関連機関の統廃合や、

●社会興撰畔制度見直し急務…刺

●東アジア貧困人ロが半減…枢

●ＣＯ２削灘・途上国の抑制…鞄

●一人つ宰匙騨簾めぐり嬬星矢……相

●百歳以上初の八千人突破…細

●高齢医療費最高約幻兆円…“

●日本温暖化、卯兆円水没…斜

●扣歳以上、１割突破………妬

●社会を『窮譲境調和型」に…仰

●死因の地域差縮小…………媚

国連行革は三月に第一弾が発表

事務総長の指導力強化策として副

連の再活性化をはかる」との観点
から国連行革の重要性を強調し、

とになろう。

しの感もあり、今後議論を呼ぶこ

●途二国の人口畑鰯塑啄策・…・…印

●国連・拠出金削減再峯ｚ透…印

●人口と窮窪境の研究急げ……柵

る。

タートさせることを、提案してい

資金を貸す基金を十億ドルからス

て分担金滞納国が支払いのための

国連の財政危機対策の一環とし

た。

国連人口基金は存続することになっ

た国連開発計画、国連児童基金、

しかし、統廃合が論議されてい

など幅広い提案がされている。

国連通常総会の期間や議題の削減

屯くじ

されたとき、機構の削減など抜本
的な改革は七月までに第二弾とし

て発表されるとしていた。しかし
その内容は、部署の新設も多く、

事務総長職を提案した．

行革というより単なる機構の見直

は不十分なままで、米国などが反

までイラクや北朝鮮への人道援助

担金の滞納金支払いの条件として
国連行革を求めている。ガリ前事
務総長が米国の拒否にあって再選
が果たせなかったのも、国連改革
に不熱心というのが理由とされた。
報告書でアナン事務総長は「国

発しそうだ。

を担当してきた人道問題局（明石

の千人の職員削減提案に次ぐ国連
行革第二弾だが、機構の統合整理

国連行革は肥満化する一方の国
連をスリムにすることで効率化を
はかろうというもので、財政危機

康事務次長が統括）を廃止し、世

（産経新聞一九九七・七・十七）

もあって急務になっている。特に

×

また、事務局の一部としてこれ

米国は、十億ドルにも上る国連分

×
×

×

×

ｲ０

１く

１

の見直しが急務であることを改め
て示している。

老年人口について、自治省は『年
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減少がセットの形で

の増加と生産人口の

このまま老年人口

てはいない。

が、効果はまだ表れ

ン）を進めてもいる

計画ニンゼルプラ

めの子育て支援総合

生産人口を増やすた

る。長期対策として、

施策に取り組んでい

など財源確保のため

健康保険料の値上げ

始年齢の引き上げ、

料値上げや、受給開

政府は年金の保険

る。

象徴しているといえ

が難しい家族環境を

家庭での高齢者介護

結果とみられるが、

ていくことは間違いない。

また、一世帯の平均構成人員が

十五歳未満の年少人ロが減少する
一方、老年人口は三・八五％も増
えており、現行制度の中で社会保
障費の財源確保が一層困難になっ

明する。現に今回の調査でも、生

齢別の統計を始めた平成六年の調
査以来、毎年構成比、増加率とも
急速に伸びている」（振興課）と説

雫癒蠅轆濯北蕊；
たことは、高齢化が進む中で年金

自治省が六日に公表した全国人

財源の確保や健康保険制度の立て

口動態調査結果で、六十五歳以上

のは、独居世帯が増え続けている

過去最低（一一・七五人）となった

直しなど、抜本的な社会保障制度

産年齢人ロ（十五－六十四歳）と

の老年人口が初めて一五％を超え
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657,534
,367,;791

北青岩宮秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和鳥島岡玄坦徳雪愛高鬮左受濾大宮寵中

幻

対増

人口

342,688

1２５，２５７，０６１

合計

１世帯当
たり人数
世帯数

綴

増加率
(％）

(Aは減少）

■平成9年住民基本台帳に基づく人口及び世帯数■

にゅうすふぉ－らむ

進めば、たとえ

保険料の値上げ
措置などで一時

的な効果は期待
できるとしても

社会保障制度が

財政的に破たん
する危険性も膨
らんでいくこと

になる。今回の

調査結果は『少
子高齢化社会」
に一石を投じて
いるといえそう
だ。

一九九七・八・七）

輿開発銀行（世銀、本部ワシント
ン）は二十六日、東アジア地域の
貧困と不平等についての報告書「だ
れにとっても奇跡か」を発表した。
経済成長や教育など貧困層の能力
開発によって、生活費が一日一ド

ル以下の貧困人ロは、一九七五年
の七億千七百万人から九五年には
三億四千五百万人に半減し、貧困
層は二十年前の十人中六人から、
している。

よるところが大きい。中国はこの

パネル（ＩＰＣＣ）』の報告書で明

が４日、「気候変動に関する政府間

出抑制を進めない限り、海面や気
温上昇に歯止めがかからないこと

排出量を削減しても、途上国が排

二十年で貧困人口が五億六千九百

貧困人口の減少は、人口の多い

万人から二億六千九百万人へと半

らかになった。ＩＰＣＣの報告書

中国、インドネシアの状況改善に

アでは、貧困層がともに人口百人

る②１人当たりの排出量を２１０

分以下になった。タイとマレーシ

中一人以下になった。地域の平均

は、先進国が①ＣＯ２排出総量を２
０００年から毎年１～２％削減す
寿命や乳幼児死亡率、就学率など

減らす１１の２通りの想定で、途

０年までに１．６～２．２トンに
一方で、「負の部分」についても

も改善された。

え続けるとして、２１００年まで

のＣＯ２排出量、大気中のＣＯ２濃

上国の排出量は現状のペースで増

度、気温や海面の高さの変化をシ

考察。市場経済への改革途上にあ
深刻な貧困状態にあるほか、経済

ミュレーションした。一部の先進

るベトナムやモンゴルなどが依然、
成長が軌道に乗り始めたタイやフィ

国のＣＯ２排出予測も取り入れた。

年レベルより巧％削減する」とす

いる「２０１０年までに１９９０

今回の想定のうち、年間１～２％
削減は日米が非現実的と批判して

が出た。

面は印センチ上昇するという結果

５倍以上となり、気温は２度、海

かった。また濃度は卯年比で１．

年時点の２倍以上になることが分

排出量は２０００年には１９９０

Ｏ２排出量は増え続け、世界全体の

その結果、いずれの想定でもＣ

リピンなど東南アジア諸国でも、
プに貧困が集中している。

農村部や少数民俗など特定のグルー
（朝日新聞一九九七・八・二十七）

先進国が二酸化炭素（ＣＯ２）の

先進国だけでは
効果なし

600万人４００２０００
現在では十人中二人に減った、と

ＣＯ２削減
途上国の
抑制が必要

（産経新聞

－中国の成長など－

万人が貧困状態にある１国際復

惚巫罰

全国の年齢別人ロ

東アジア
貧困人口
が半減

【ワシントン躯日Ⅲ石合力】
経済の急成長で貧困層は激減し
たものの、依然として約三億五千

■愚＝

畑２

る欧州連合（ＥＵ）案と同程度に厳
しく、ＩＰＣＣ報告は途上国の抑
制対策が重要であることを示した。
【田中泰義】

（毎日新聞一九九七・九・五）

た。最も大規模な衝突が起きた同
市曹江鎮では、市当局が武装警官

”人近くを動員して事態の収拾に

乗り出したが、市民とのにらみ合

外在留邦人を含
め今年度中に百

百九十人に祝状

歳になる四千九

と銀杯を贈り、
全国高齢者名

長寿を祝う。

ところでは、市当局は如歳以下の

簿は、今月末時

同紙が消息筋の話として伝えた

いは続いているという。

女性に避妊リングの装着を強制し、

現在でまとめた

点で満百歳以上

実際に装着しているかどうか検査
を受けるよう指示した。しかし、

もの。今回は男

７日付の香港紙・明報は、中国

【香港支局７日】

が役所に押しかけ、警察官らと衝

死亡したこともあって大勢の市民

一・五％を占め

女性の割合が八

九百二十一人で、

の高齢者を一日

市内各所で市民が当局のやり方に

人、女性が六千

性が千五百七十

病院で、元（約卸円）を支払い、

ングを装着後、体の不調を訴えて

反発。菅江鎮では妬歳の女性がリ

広東省高州市の複数の村で最近、「一

た。百歳以上の

目■■■呂口。

一…福ｌ

突．負傷者が出る騒ぎに発展した
（朝日新聞一九九七・九・八）

五十三人だったが、八一年に千人

祉法が制定された一九六三年は百

を突破。今年は五年前（四千百五
十二人）の二倍以上になった。

長寿日本一は今年四月に百十三

十歳の石崎伝蔵さん（茨城県金砂
人ロ十万人あたりの百歳以上の

スエキクさん。男性の最長寿は百
郷町）で、全体では九番目だった。

歳を迎えた鹿児島県大隅町の宮永

昨年より千百十八人増え、二十七

者名簿」（長寿番付）でわかった．

日本の百歳以上のお年寄りが過
去最高の八千四百九十一人になり、

年連続で過去最高を塗り替えた。

初の八千人突破

7０

初めて八千人を突破したことが九

函百歳以上のお年寄り

局の衝突が頻発している、と報じ

という。

衝突

人っ子政策」をめぐり市民と市当

政策めぐり

同省は「敬老の日」の十五日、海

7５ 路ニ
ー

ー
ー

8491

男性

（日本経済新聞一九九七・九・九）

高東低”傾向が続いている。

青森（三・七一人）で、長寿の”西

た。少ないのは埼玉（二・九一人）、

いずれも九州、四国、中国地方だっ

四・五五人でトップ。十位までは

都道府県別にみると、沖縄が二＋

高齢者数は全国平均で六・七五人。

別筋如

6()(X）８()(X）

０人

2(X)(）４(X〕０

▲今

へ

▲

▲

一人っ子

日、厚生省が発表した『全国高齢

お

６５

性

9５
９７

百歳以
63年

砥匠

にゆうすふお一ら！

高齢者一人当たり六三万円

同年度の国民所得に対する国民

なった。

二万五千円）との格差は五倍強と

函医療費最高一一六兆九五七七億円
厚生省は九日、九五年度に国民

が病気やけがで医療機関に支払っ

た費用（国民医療費）が前年度比

卒中など循環器系の病気が二三％、

一・七％、患者が医療機関の窓口

治体が負担した公費（税金）が三

で五六・四％を占め、国や地方自

がんが一○％、胃かいようなど消

（日本経済新聞一九九七・九・一。）

だった。

病気の種類別では、高血圧、脳

火器系の病気が九％と上位三位を
占めた。医療費の財源は、国民の

で支払った自己負担が二・八％

支払った保険料が十五兆二千億円

医療費の比率は七・一％（九四年
度は六・九％）まで上昇し、医療

十センチ上昇するという状況での

合、二一○○年に予想される平均
気温が二度上昇し、海面が平均五

四・五％増の一一十六兆九千五百七

十七億円となり、過去最高を更新

ランダなとで水没する地域が拡大

二一○○年、温暖化進めば
日本、資産卯兆円水没

された。高齢者医療に医療保健か

し、米国では熱波による死者が急

髪

菫

蓼

ら支払った額は前年度比八・二％

コストの突出した伸びが改めて示

したと発表した。一人当たりでは
四・一％増の二十一万四千円。原

増の八兆四千八百億円。医療費全

、

国民医療費

政府間パネル（ＩＰＣＣ）総会」

ブで開かれる「気候変動に関する

増する１．二十二日からモルディ

向け、二酸化炭素（ＣＯ２）の削減

く地球温暖化防止条約京都会議に

分けて分析している。十二月に開

具体的な影響を、世界を十地域に

ある地域に住む住民が四百十万人

の上昇で高潮時に水没する危険の

報告書によると、日本では海面

をめぐる議論を加速しそうだ。

は、中国でコメ、ブラジルなど南

に上り、水没によって失われる恐

達すると試算している。高潮など
による洪水被害を受けやすい地域
の面積は現在の約六千三百平方キ

れのある資産は九十兆八千億円に

約八百八十ページに及ぶ報告書

ロから、東京都の面積のほぼ四倍

めて。

は、温暖化防止対策を取らない場

別の影響をまとめたのは今回が初

米では小麦などの穀物の収穫量が
減少するなどの被害を予想してい
る。ＩＰＣＣが温暖化による地域

明らかになった。農業への影響で

に提出される地球温暖化の地域別
影響の特別報告書の内容が十一日、

地球温暖化が進めば、日本やオ

則七十歳以上の高齢者は六十三万
九千円（歯科などを除いた一般診

体の三一・五％を占める。

図

療分）で、七十歳未満の世代（十

霧議霧霞霧蕊蟻霧議蕊麓議!;iii

dIL＃

に相当する八千九百平方キロに拡
大。洪水防止に必要な費用は約十
兆円に上ると予測した。

やセネガルの海岸沿いの土地が水

一五’五○％減など、トウモロコ

ルゼンチンが一七’三六％減など、

化防止条約は、ＩＰＣＣの報告書

中’南米で減少が目立つとしている。

八八年に国連環境計画と世界気

ている。

出抑制の取り決めを各国が議論し

没する恐れがあるとしている。米

指摘。熱波により心臓病などで死

象機関が共同設立した国連の組織
の一つ。世界の科学者が集まり、

●気候変動に関する政府間パネル （－ＰＣＣ）

亡する人は、二○五○年にニュー

九○年に地球温暖化を予測、九五

シもメキシコで六－六一％減、ア

ヨークで最大で現在の五・五倍の

国では熱波の被害が深刻になると

二百平方キロの土地が失われ、予
千七百五十四人、ロサンゼルスで
ロサンゼルスで

年十二月には精度を上げた温暖化

オランダでも海面上昇で約二千
想被害額は千八百六十億ドルに上
同八・七倍の

予測報告書をまとめた。地球温暖

日現在の推計）
一計）を発表した。それ

團臘淫紺鯛識Ｉ

（日本経済新聞一九九七・九・十一）

に沿って作られ、温暖化ガスの排

る。アフリカでは、ナイジェリア

七百二十八人
に増えると試
農業への影

算している。

響では、コメ
の収穫量が最

によると、全冒
全国の合計は１９７３

も厳しい予測
で中国の場〈Ｒ

「敬老の日」に先立ち、総務庁は

万人で、総人ロの巧・

ｕ日、砧歳以上の高齢者人ロ宝
八％減少する。

６％を占め、過去最高

現在に比べ七

ただ、日本は

に達した。ｎ歳以上は

０年ごろから増加の一

高齢者人口は１９５

人口の１割を超えた。

で、こちらは初めて総

１３０２万人、ｎ．３％

四五％減から
三○％増、韓
国は三七％減
から一六％増
と予測に幅が

小麦の収穫

ある。

え続け、２０１５年に

途をたどり、今後も増

は３１８８万人に到達

する見込みで、国民の

石

量は、ウルグ
アイで三○％

減、ブラジル

（

19801990200020102020年

にゆうすふお－らむ

にのぼる。生産年齢（迫～似歳）
人口に対する高齢者の比率を示す

４人に１人が高齢者になると計算。
１９４７～鉛年の第１次ベピーブー
ント上回る塑・３で、生産年齢の

老年人ロ指数は前年を０．５ポイ
４．５人に１人が高齢者。この指

ム期に生まれた世代が扣歳代に入

数は２０１０年には弘・６となり、

る２０２０年ごろにピークを迎え、

その後は徐々に減少すると予測さ

（毎日新聞一九九七・九・十五）

【上野央絵】

人になると見込まれている。

生産年齢３人に対して高齢者が１

れている。

男女別では、男性の８１７万人
に対し、女性は１１５６万人。女
性は駈歳以上人口の銘・６％を占
める．高齢になるほど女性の割合
が高くなり、酪歳以上ではわ・５％

がん増え脳卒中減

つあり、がんの死亡率がその地域

きく違うような特徴はなくなりつ

園死因の地域差縮小
厚生省は十六日、都道府県ごと

調整死亡率」を発表した。人口十
万人当たりの死亡率の全国平均は

を人口で割った単純死亡率を年齢

まっている」と分析している。

全体の死亡率に反映する傾向が強

の健康水準や死因の動向を分析す

男性が七百十九・六人、女性が三

構成を考慮して調整したもの．単
た一九六○年には男性が千四百七

る際の指標となる「九五年の年齢

百八十四・七人で、いずれも前回

純死亡率は高齢者が多い地域で高

１７３

また、死亡率の”東高西低“傾

九五年は前回より男性が二十八・

人だったが、徐々に低下しており、

のは、男女とも震災の影響を受け

九五年で死亡率が最も高かった

向も解消に向かっている。
五年ごとに数値をまとめている。

正確に比較できるよう調整した。

た兵庫。同県を除くと、男性は青
全国平均の死亡率は調査を始め

三人、女性が一一一十八・一一一人減った。

年齢調整死亡率とは、死亡者数

調査（九○年）を下回り、日本人

十六・一人、女性が千四十二・三

厚生省は「死因が地域によって大

くなるため、地域間の死亡状況を

（95年、人口10万人対）

の長寿傾向が裏付けられた。死因
別にみると、脳卒中と心臓病が減
少する中で、がんが増加している。

潔麹■都道府県別の年齢調整死亡率…

ｲ５

森、大阪、

鳥取、和歌⑪２５９麺８３６傘９００麺２２７

杣←鮒鱗祷Ⅷ》ン》皿““》幽加、》師錦塒》叫畑両
奉辨胴繊赫い》卸》》》傘癖『辨》儘一州癖轆》辨杼辨

麟納嚇蝋溌鰯鵬川洲

寿県〃。逆に齢抑卿船舶ｗ》鋤蝿醗田辺、、》辿辿⑫
大阪は女性陣く》》》》

州鰄》一驚》織離鱗

患別にみる

男性が長野、福井、群馬、沖縄、

と、塩分の多い食事などが影響す高いが、これらの地域は全体の死
るとされる脳卒中が全国的に大幅亡率も高くなっている。低いのは
に減少している。

×
×

×

×

青森、宮城、秋田、栃木などで女性は福井、長野、静岡、沖縄の
は依然として割合が高いが「生活順で、長寿県が並んでいる。
習慣の改善などを受けて、かつて（日本経董新聞一九九七・九・十七）
のようなはっきりした〃東高西低“

傾向はなくなりつつある」（厘生省巳
といシフ。

がんは男性で死亡率が前回調査
より上がっており、全国平均で二

百二十六・一人に達した。都道府×
県別では大阪、福岡、長崎などが

．「環境立国」をめざす

・環境を必修教科にする

。「地域」から地球を包む

・百億人の時代に備える

・地球人連合を創設する

・国際貿易に環境の視点

・企業の環境情報を公開

「環境調和型」に

函社会を

・税制をグリーン化する

る。母乳からは、ダイオキシンが

まず着手すべきだと考えることを、

ならない。そのように社会の仕組
みを変えていくため、私たちは、

れる二十世紀型文明に別れを告げ、
環境に過剰な負担をかけない環境
調和型文明を築いていかなければ

人類をはぐくんでくれた地球の
環境は今、大きな危機に立ってい

の破壊も進行中だ。

項目の提言にまとめた。

「税制をグリーン化する」など八

高い濃度で検出され、有害な紫外
線をさえぎる地球上空のオゾン層

人間活動によって排出される二
酸化炭素（ＣＯ２）が、このままの

地球の環境を悪化させた責任の
で平均気温が七度も上下した氷河

ペースで増え続けると、七、八年

てきた先進国にある。｜人ひとり

大半は「豊かな生活」を追い求め

企業が環境保全の取り組みを進め

自覚し、暮らし方を見直したり、

が、地球や自然を犠牲にした「豊
かな生活』は長続きしないことを

期のような予想外の気候変動が、
ている。

突然起きる可能性も心配され始め
破局を避けるためには、大量生
産ｌ大量消費ｌ大量廃棄に象微さ

ｲブ

にゆうすふお－らむ

たりすることが大切だ。それを促
してゆくためには、それなりの仕
組みを整える必要がある。
地球環境に配慮して行動してい
る企業や個人は、経済的にも報わ
れるようにしたい。リサイクルを
促すため、ごみの埋め立てなどに
税金をかける廃棄物税などの環境
税を導入すると同時に、こうした
考え方に従って、税制を見直すこ
とを提案したい。

消費者が、環境に配慮した企業
や商品を選ぶようになれば、企業
の努力も一層進む。そのためには
一部で始まっているように、企業
が排出する汚染物質の公表などの
環境情報の公開が不可欠だ。
私たちの日常生活は、貿易を通
して発展途上国とつながっている。
貿易が環境破壊をもたらさないよ
う、先進国から途上国への有害廃

棄物の輸出を禁止するなど、明確
なルールが要る。そのために世界
貿易機関（ＷＴＯ）協定の改正が
必要だ。

地球環境を守る人間を育てる環
境教育も重要だ。今の学校制度の
中に定着させるためには、「環境」
の時間を必修にしたい。

急速な経済成長に伴い公害問題
が方々で起きているアジアの国々
に、日本の経験を伝え、技術や資
金を提供することも大切だ。
しかし、何より重要なのは、ま

ず私たち自身が省エネルギーやリ
サイクルを徹底し、生き物がにぎ
わう自然を大切にする。そうした
環境調和型社会づくりのお手本を
示すことではないだろうか。その
ためにも、環境保全を国の外交・
政治・行政の骨格にすえた『環境
立国」をめざしたい。

足元の環境をよくすることも忘
れてはならない。地域の環境のこ
とを一番知っているのは、その地
域に住む住民自身だ。だが、住民

が地球環境に配慮した『まちづく
り」を進めていこうとしても、中
央集権の壁が立ちふさがっている。

けることを明らかにした調査・研

世界の針路を探るため、社内に設

が「ポスト戦後五十年」の日本や

中江利忠・朝日新聞社長（当時）

私たちは、二十一世紀にめざす
べき環境調和型社会の姿と、そこ

こうした組織だ。

に至る道程を明確に描き出せたわ

究組織です。

三チームがあり、今回の「環境」

と国際協力」「アジアとの共生」の

『地球環境・人口爆発」「ＮＧＯ

けではない。だが、踏み出すべき
方向ははっきりしている。

環境調和型文明を築いてゆくの

を皮切りに十月に「ＮＧＯ」、十一・
月に「アジア」の順で提言を発表

は地球にすむ一人ひとりの力だ。

一緒に考えていただければと思う。

します。

（朝日新聞一九九七・九・二十四）

地球プロジェクト四
一九九五年八月十五日付本紙で

百億人の時代に備える

して考える時期にきたことを示し

時代をどう生きるか。現実問題と

いと予測した数字です。百億人の

人口と環境の研究急げ
百億人の地球。それは一体、ど
んな世界なのでしょう。
口は二○五○年に九十四億人にな

るのでしょうか。どんな経済、文

地球に百億もの人が生きていけ

てもいるのです。

り、二○七一年には百億人に達し

国連の推計によると、世界の人
ためには、「分権」が必要だ。

ます。一九九七年七月現在の世界

代に引き継ぐためには、これらの

かけがえのない地球を将来の世

人口は五十八億五千万人ですから、
わずか数十年で二倍近くに急増す

り込んで、国連が最も可能性が高

これは、出生率の低下傾向を織

るのです。

私たちには将来の世代に美しい
地球を引き継いでゆく責任がある。
そのためには将来の世代や、海や

森、動植物などの立場を代弁し、
地球益のために発言・行動する組
織も必要なのではないだろうか。
創設を提案した「地球人連合」は

化状況の中で、どの程度の生活水
準を維持できるでしょうか。地球
環境への悪影響も心配です。

住民参加による自治を進めていく

週邇

‘８

百億人の時代をどう乗り切るか戦

問いに対する答えを明らかにし、
ら、人口を中心とした総合研究は

に学者が消極的だったことなどか

頭脳も増える」と人ロ増を歓迎す

な主張もあります。「人が増えれば

そこで、研究の推進役となる国際

国際的な拠点づくりが必要です。

案します。研究テーマは、次のよ

機関、「百億人研究所」の設立を提

未開拓のままです。もちろん、欧

｜方、両者はあまりに極端すぎ

略を練る必要があります。「百億人
米を中心にいくつかの研究は行わ

る学者もいるほどです。

の地球」という具体像を描かなく

うなものが考えられます。

Ｏも研究を始めています。しかし、

る、との見方から欧米などのＮＧ

｜つは、人口増加が地球環境の

テーマが、地球温暖化と人口の関

人口が環境、食糧、経済、文化

れています。

人口と環境、資源、経済、文化

破壊を招き、経済開発を阻害する

などにどのような影響を与えるの

てはならないときなのです。

がどのように影響し合っているか
という主張です。人口増加などが

ていたりで、まだ、十分な成果は

係に偏っていたり、人材が不足し

の相互関係】

【人口と環境、資源、食糧などと

を解き明かす総合的な研究を進め
原因で中国では二○三○年に穀物

る必要があります。

か。逆に、環境や資源が、人口に
日本では、どちらかというと悲

でも、人口と環境、経済、資源な

に限界を超えている、あるいは一

地球が扶養できる人口は、すで

どのように影響するのか。
【地球の人口扶養力】

これに対し、短期的に資源が不

どとの関係は、実は分からないこ

観的な見方が流布されてきました。

足しても、長期的には新しい技術

います。

混乱する、と悲観的な予測も出て

不足が生じ、世界の経済と政治が

得られていません。

□□
人口学は本来、ほかの分野と密
しかし、統計などに重きが置かれ

接に関係した学問といわれます。
たこと、違う分野にまたがる研究

兆人は可能など定まった見解があ

に限界はあるのか、あるとしたら

りません。地球が扶養できる人口

とだらけなのです。

どのくらいか。

一方、世界の人口問題は、貧困

により不足は補われる、と楽観的

目を向けなければなりません。貧

と表裏一体の関係にあることにも

【地球規模の人口移動】

人口移動や都市化は、人々の生活

困が人口増加を引き起こし、それ

様式にどんな影響を与え、どんな

今後、世界的に進むとみられる
日本人の一人当たりエネルギー

社会、文化を形成するか。

がまた貧困を拡大しています。

の六十倍以上です。限られた地球

を作り、情報の蓄積と共有化に努

既存の研究機関とネットワーク

重要な役割の一つです。

方策を、国際社会に提言するのも

の負担を少なくしたりするための

人口を安定させたり地球環境へ

消費量は、バングラデシュのそれ
の資源や食糧をいかに分配するか
も大きな課題です。

□□
人口と関連するほかの分野との
相互関係を総合的に研究するには、

＃，

にゆうすふお－らむ

めるべきでしょう。

（朝日新聞一九九七・九・二十四）

×
×

い」と述べた。「日本が貢献してき

た改革についての合意を得る機会

事務総長は先月二十一日にも、

この特集は、「地球プロジェ

ＯＤＡ増加を求める書簡を橋本首

点を置いている開発問題への新し

日本政府が来年度、国連難民高等
》本政府が来年度、国連難民高等進展にも悪影響を与えかねなど」
弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）や国

を与える」との書簡を出した。｜

ステムを通じる援助に重大な影響

恐れがあることを強調した。

い取り組みや、安保理改革問題で
も途上国側からの反発が生まれる

ころ、ユニセフが四一％、ＵＮＨ

国連主要機関に対する日本の来

ＣＲ三九％、国連開発計画一一一七％、

年度の拠出金削減はこれまでのと

今回の書簡では、七月に提案し

力月に二度の書簡は極めて異例で、

た包括的な国連改革案に言及し、「途

国連人口基金三五％などとなって

事務総長の危機感を示すものだ。

上国の支持を得るには、改革が国

（朝日新聞一九九七・九・二十二）

教授が中心になってこの二年間

度も聞いた。

いない」。デサイ教授は、インド北
部のウシタルプラデシュ州の農村
で、女性たちからこんな訴えを何

「保健指導員は貧乏人の家には来
ない」「不妊手術をしたのに妊娠し
た。中絶したいが、相談する人が

討議の内容を報告する。（永峰好美）

ランド大学）のリポートを中心に

たゾナルド・デサイ教授（米メリー

いる。

連を通じる開発協力資金の増大に
つながると安心させることが重要
であり、日本の大幅削減の発表は

途上国の誤解を引き起こしかねな

途上国の人ロ抑制政策

現状と目標、大麦》な隔たり
ないかなどを女性自身が選ぶ権利

問題専門家会議」が開かれた。三

備などに取り組み始めているが、
目標との隔たりが大きいのが現状。
人口問題の困難さを浮き彫りにし

世界の人口問題の研究者が参加

しを立てるための、多くの非常に

年前のカイロの国際人ロ・開発会
議で採択された行動計画の進ちょ
く状況を点検するのがねらい。カ

して、このほどロンドンで『人口

重要な活動の中止を意味する』と

イロ会議では、子供を産むか産ま

連児童基金（ユニセフ）など国連
機関への拠出金を四○％程度も削
減しようとしていることに対し、
国連のアナン事務総長が橋本龍太
郎首相にあて、再考を求める異例
の書簡を十八日付で送っていたこ
とが二十一日明らかになった。「何
百万人の人命を救い、開発の見通

大幅削減が途上国側の警戒を呼び

記し、政府の途上国援助（ＯＤＡ）
起こし、開会したばかりの国連総

（リプロダクテイブ・ライッ）の
重要性が強調され、人口増に悩む
途上国は、母子保健サービスの整

皿

を減らす」とも指摘し、日本が重

クト皿」地球環境・人口爆発

相に送った。今回ＯＤＡ一○％削
減を受けて国連機関への大幅削減
の方針が決定されたため、「国連シ

チームの柏次郎、武部俊一、新

原雅晴、竹内敬二、川口優香里、
森本美紀が担当しました。

事務総長が首相に書簡

拠出金削減再考を

×

【ニューヨーク幻日Ⅱ佐藤和雄】
（ニューヨーク幻日Ⅱ佐藤和雄】会の最大の焦点である国連改革の

國

×
×

３Ｄ

に調査したのは、三十五村千六十
六世帯。インドでも最も貧しい地
域の一つといわれるところ。一世
帯の子供数は平均四・八人、出産

に際して一度も保健サービスを受
けなかった人は六○％に上った。

女性の地位も極めて低く、夫の許
可がないと衣服が買えず、外出も
できない人がほとんどであること

動計画を受けて、一九九五年、新
たな国家計画を策定。女性向けの

きができない。一人で出掛けると、

指導員といえども、女性は一人歩

が、地域保健所を廃止し、保健指

ケースと同様の問題を抱えていた

高かった乳幼児死亡率が低下した。

『あの女は汚れている」と、村の
男にののしられるという。

「改革のキーパーソンの保健指導
しなくてはならない問題が多過ぎ
る。これらに目をつぶっていては、

員が、本来の仕事をする前に克服

導員が村に住み込んで各戸を訪問
するシステムに切り替えたところ、

教育・保健サービス予算を増額し、
家族計画プログラムを作り替える

など、世界に先駆けて改革を発表
した。だが、「貧しい農村の女性は、
恩恵を受けられずにいる」とデサ
立派な地域保健所を作っても、

イさんは言う。

（読売新聞一九九七・九・二十六）

ナザール博士は強調した。

プロジェクトを進めるアレックス・

『夫や長老を集めて、保健指導員
は健康を守ってくれる有能な人だ
から敬うように、と何度も説得し
た。女性の地位向上には、男たち
をいかに巻き込むかがカギ』と、
政府の計画も単なる海外向けのポー
ズで終わってしまう」と、デサイ
さんは指摘した。
同様の状況は、
バングラデシュ
のアジア・アフ

やケニアなど他
リカ諸国からも

報告された。そ

れでも、国際機
関やＮＧＯ（民
間活動団体）の

協力で、地域事
サービスを指導

情に配慮した

の兆しも一部に

するなど、改善

たとえば、ガー

現れている。

ナ北部の場合。
当初インドの

刃

保健指導員は四村にたった一人。
交通手段も限られている。しかも

（97年版「世界人ロ白書」 から）

がわかった。

インド政府は、カイロ会議の行

ガーナの農村で、妊婦の健康診断をする助産婦

－－１－ルーー`－～－－－－－．－－－－－－－．－－－－－－－－－１

ｌＩｌｌＩＩｌｌｌｌｉＩｌｌｉ、１１ｌＩ１４１１ｉＩＩ１ｌ１ｌｌｌＩｌｌｌＩｌｌｌｌｌ

瓠■■口如■■・口、繁口鋤（旗□■韻勵■ｎ口い■い■■。
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最も重要な課題となって

願いいたします。

ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に
解決する方策をさぐり協調するため、日夜、真剣に努力を続けています。
何芋、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊い一）協力を心からお

これらの根源は、すべて”人口〃問題に帰結されます。

社会・経済問題も発生しています。

いま、世界各地で叫ばれている〃環境問題〃も、人口の増加が大きな根本原因な
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
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
産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放置できないギリギリの
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
本などのように、これ以上子供が欲しくないという夫婦がふえている地域、このこ
と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

といっても過言ではありません。

世界人口の大半を占めるアジア人口の行方が、人類生存のカギを握っているｌ‐

人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影響を及ぼします。

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

います。一九九七年の世界人口は五八億人二九九八年には六○億人を超えると推計

～)
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３．中華人民共和国人口・家族計画第二次』埠礎調森報告譜
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昭和58年度
１．巾蕪人氏共和国人口家族計画堆礎調査報告評

BasicSurveVonPopulationandFamilyPIanning

inthePeople,sRepublicofChina（英語版）

生育率fⅡ生iiIi水平失系『|]日合作UM盃研究恨告お
（中国語版）

告朽（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王同人ロ・家族計画基礎調fIf

BaslcSurveyReportonPopulationandPhmily
PlannmgintheKingdomoflVepal（英語版）
５．日本の人1-】都市化と開発

１．アジア諸同の農村人口と農業開発に関する調盗概告番
一インド圃一

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏ「RuralPopulationand
AgrjcuIturaIDeveIopmentinAsianCount】ries
-Indla-（英語版）

Ｕ｢banizationandDeve1opmentinjapan（英語版）
６．バンコクの人口都市化と生摘環境・福祉調炎
一データ綱一

SurvevofUrbanizatjon，LivingEnvironmentand
WblfareinBangkok-Data（英語版）

７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

UrbanizationandPopulationin」apa、（英語版）

２．東南アジア緒腫I等人口・開発基礎調査報告書
一タイ国－－

ReportontheBasicSurveyofPopulatlonandDeve‐
lopmentinSoutheastAsianCountries
-ThajIand－

３．日本の人11転換と農村開発

DemographicTransitioninJapanandRuralDeve
lopment（英語版）

日本的城１W化与人口（中|到語版）

ljrbanisasiDankependudukanDijepang
（インドネシア語版）

４．SurveyofFertilityandLivingStandardsinChinese
RuralAreas-Data-Allthehouseholdsoftwo

vilIageslnJilinProvincesurveyedbyquestiomaires

昭和61年度
１．アジア諸匠1の農村人口と農業開発に関する鋼盃報告11＄
－インドネシア世１－－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕ｢alPopulationand
AgriculturalDevelopmenlinAsianCountnes
-Indonesia-（英語版）

（英語版）

失干中国衣村的人ロ生育率与生活水平的洲盗掘告
一対干吉林省iUi十村逸行全戸面談凋査的端果－
－焼ｊｆｔＭ＝（中国語版）

５．スライドＨ本の農業、農村開発と人口
_その軌跡一（日本語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調森報告ｉ１ｌ
－インドネシア底l-

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-Indonesia-（英語版）

３．在日研学生の学習と生活条件に関する研究

一人-@$l能力開発の課題に即して－
４．日本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmentin」apzm（英語版）
５．人口と開発関連統計災

DemographicandSocioEconomiclndicatorson

PopulationandDevelopｍｅｎｔ（英諾版）

”

Agricuhura1＆Rura］Developmentand，PopuIation

injapan（英語版）

Ⅱ本衣並衣村的友展和人口的推移（中国語版）
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｡）

昭和60年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告絆
－タイ匠l-

ReportonlheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-Thailand-（英語版）

２．東南アジア諸国等人ロ・開発雅礎調森報告響
一中華人民共和国一

ReportontheBasicSurvevofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-China-（英語版）

３．アジア諸国からの労llM1力流111に関するiilM盃研究報fLiTIF
-タイ国一

６．

スライドＨ本の砿業１１M発と人｢１
Jその原勤ブル1畦(－（Ｈ本諾版）

Indust｢ialDevelopmentandPopulationinjapan
－－ThePIimeMoverEIeclriclly-（英諾版）
日本的J埋止友展｣〕人ｌ１

－－ｊｕｉ(助力－１１２(…（中Ｉ上]識版）

PembaI】gunanlndustridankependuduka'1di」epang
-・PenHjH(erakU[ａｍａ・TcngaLislrik（インドネシア謡版）

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iiil･集一

7．ネパール｣掴人I｣家族t汁iihi第二次些礎調盗

Ｃ()ｍｌ)lemeｴｴtarvBasicSurveyReportonPoI〕ulatioI1
釦udFamiIyPlanninginthekingdoｍｏｆＮｅｐａｌ

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
Countries-OverviewandStatistica1Tables～

（英語版）
６．スライド

昭和62年度
1．アジアI渚liilの農村人11と農業1淵発にi１Ｍする調在報告譜
－１１１蕪人氏1跡U(Ｉｌ－

ロ本の人、と家族（日本語版）

ＲｅｐｏｒｌｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰopulationand

FamiIyandPopulaliominjapan

AgrjculIuralDcvelopmentinAsianCountries

-AsianExpe｢ience-（英語版）
日本的人ｕ５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iihi基礎調斑

--China--（英識版）

２．束南アジアI粥I量|等人口・I群１発ﾉ楪礎調炎徽告il｝
－'''1Y人l（共#ⅡｌＩｉｌ－－

ＲｅＰｏｒｔｏｎ【heBasicSurveyofPopul2Uonand
DevelopmentinSouthcastAsianCDunlriｓ
－Ｃｈｉｎａ－－（英繍瓶）

平成元年度
ｌ・アジア諸国の農村人口と農業開発に|乳Ｉする調迩報告１１ド
ーバングラデシュ国一

ReportontheSLIrveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopｍｅｎｔ－Bangladesh（英語版）
２．東南アジア諸国等人口．開発基礎綱在報告ＴＵｆ
－ネパール国一

ReportontheBasicSurveyoIPoI)ulaLionand

３．アジア諸IL1からの労働力流！}Ｉに１１Nする調炎研究報告書
一一フィリピン同一

(１．Ⅱ水の人1-1と農且雛開発

Ｐ()I】ulationandAgricultur2lDevclopmenlinJaI)ａｎ
（災iMi版)
５．ネパールの人１１．１%lﾘﾋﾞ・瑚境

PCR〕ulatiol}’DevcloI〕mentandEnvl｢ｏｎｍｃｎｔｉｎＳｌｅＤａｌ
（災,Mfllliu

DevelopmentinSoutheastAsjanCountrles

-Nepal-（英語版）

６．スライＦ

ＩＩ率ｸﾞ)人LI移動と粍i（発展（[=1本iWf版）

３．アジア諸国からの労動力流出に関するi凋森研究報ffilキ
ーマレーシア国一

TheMlgratorvMovemenLan【IEconomicDevelop
menllnJapan〈英語版）
１１ｲｴ的人|｣移功ラ鍬i斤没展（'１１厩1諾版）

４．日本の人口構造変鋤と開発
一満齢化のアジア的視点一

PerplI1dahanPendudukDanPerkembanganEkonoml
D1」eI>tlI1g（イントネンアIiliIilI4）

StructuralChangeinPopulationandDevelopment

-Japan，sExperlenceinAging-（英語版）

7．トルコ[｣:１人１J家族,iluli）催礎iijMif

５．スライド

商齢化社会への日本の桃ｌｉｉ１ｉ
－生きがいのある老後を目指して－（日本語飯）

Aginginjapan－Chal1engesflndProsnects（英語版〉

辺人高齢化社会的日本正面ＩＩＢ挑哉

一道求具生命意又的老年生涯一（１'国語版）

昭和63年度
ｌ･アジア諸倒の農村人口と農業'111発に側する調在報告11ド
ーネバール１１;l－

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏ（RuralPopulati⑪nand
ARr1culturaiDevelopmentinAsianCounIries
・Nepal-（英語版）

5￥

３．アジア諸国からの労働力流出に関するi渕從研究報告譜
一中華人民共和国一

TantanganMasVarakalLanjulusiajepaI1g
（インドネシア語版）

４．日本の地域開発と人口尼1990年代の展盟一

Regio[lalDevelopmeI1taYIdPopuIatiDninjaI)an
-TrendsandProspectsinIheI990ｓ－
（英語版）.

６．アジアi渚倒の農業開発－５ヵ国の比鮫一

StratcgicMeasuresfortheAgricuhuralDevelopment

-CompuraliveStrudjesollFiveAsianCountr1eS（災語服）

５．スライド

Ｈ本の地域開発と人口（日本語版）

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

ReginalDevelopmentandPopulalloｌｌｉｎＪａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人口（中岡諮版）

PermbangunanDaerahdanPopulasidi化p&n月
（インドネシア版）

平成２年度
1．アジアI渚IRIの腱村人にIと農業開発に関する調在報告書
一ワィリビンｍ－－

６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英蔚１Ｍ〔）

Ｒｅｌ〕ortontheSurvevofRuralPopulationand
Agrlcul1uralDeveloplneIlt－－Ｐｌ]llipl〕ine（英識腿）

２．東南アジア,調圧I等人l」・ljM莞JiL礎調査報告課

平成４年度

一一バングラデシュ

Ｌアジア諸刷の農村人｢Iと農業(１１１発'二llUする調侮縦ｉｆ了０１ド

Reportｏｒ）theBasicSurvev【)fPopuliltionand

ーマレーシア厩１－－

DevelopmenlinSoutheastAsial1Countr1es

Relpor（ｏｎｔｈｅＳｕ｢ｖｅｖｏｆＲ１｢alPopulalioI】ｆI】〕d
AgricuIturalDevelopmel1t－Malaysla--

…Bangladesh-（英語版）

（英講版）

３・アジアI渚lT1からｸﾞ)労働力1/f出にI勘するiilM斑研究撒告i1F
O

インドネシアＩｆ１－

２．東南アジア諸国群人｢Ｉ・開発基礎iilM在報肯１１１：
一ベトナムlE1--

Reporl（)ntheBasicSurveyofPoDlIIati【】nand
DeveIopmentirlSoutheastAsia【ｌＣｏｕＩ１ｔｒｊｅｓ
－ＶｊｅｔＮａｍ－（英語版）

４．Ⅱ本の人口・'１３発・殿境一アジアの総蟻－－
Populati()､，Devek)pmenlan〔IEnvi｢onmcI1tin
jaI)と、－－Asi(lnExperlence--(英諦版）
５．スライド

３．アジア,渚lFlからの労l1Ml力流出に関するii1Mihf研究報告ｉｌド
ースリランカIiil-

Ⅱ本の環境・人1-1・開発（１１本語版）

Envi『onment･PopulationfIndl〕evelop11mentin

」apa、（災i措版）

日本的坏境・人Ｉル升友（'１１阿諦'１１M）

４．アジアの雅楽転換と人LI

IndustriaITranslllollfmdPoDulationinAsiと】

Lingkul1gaI】・PcndudukdanPeml〕angunanjepang
（インドネシア語版）

（英語版）

（本作IiiI1は、1991年1M)日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

５．スライド

lvIHに生きる－－日本の旅業転換と人口一一
（日本語版）
LivingfbrTomorrow－IndusIr1aI

６．アジアの人I-lifljTl7化一一統計鵬一一
ProsI)ectsofUrbanizationlnAsia
（英語版）

TI-ansitionfRndPopulationjnJapaIr-（英語版）

生liiliｲIiMM五一Ⅱ本的i勘二並鋳換ヴ人１１－
（中国語版）
ＨｉｄｕｐＵｎｔｕｋＨａｒｉＥｓｏｋ

Pera1ihflnStrukluI。

IndustriDfmPopulasiDijepalIg（インドネシア講岨》

平成３年度
Ｌアジア諸催|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ＩＩｉｌ－－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｃＳｕｒｖｅｙＲuraIPopulatiol1and

AgriculturalDevelopmenl--SriIanka（英繭版）

平成５年度
ｌ･アジア論liilの農村人口と農業開発にl１０する調従雑｛1rilド
ーーベトナム国一

｡,

２．束南アジアi渚凹等人l］・開発遮礎調炎報皆普
一フィリピン同一一

ReportonlheBasicSurvevofPopulａｔｉＤｎａｎｄ

ＤｅｖｅｌｏｎｍｅｎｔｉｎＳ()utheastAsianCountries
--Philippines--（英語版）

平成７年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発ﾊﾋ礎調炎馴告

ReportontheSurveyofRuTalPopulationand
AgriculturaIDevelopmeｎｔ－ＶｉｅｔＢＩａｍ－
(英語版）

書一パキスタン国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRu｢al
DevelopmentbyProgressStageinAsianCount｢ies
-Pakistan-（英語版）

２．アジア諸国の都ilJ化と開発埜礎lilM赤報告杏
一ネパール国一

ReportontheSurveyofUrbanizationandDevelopmenL
inAsjanCount｢ies-Nepal-（英語版）
３．アジア諸国の人間涜源開発と労働力に閲する調森研究
報告書一インド国一
４．アジアにおける女性のエンハワーメント

ＥｍＤｏｗｅｒｍｅｎｌｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ（英語級）

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告瞥
一スリランカ国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DeveIopmentinSoutheastAsianCountries
-SriLPmk月一（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

ChallengeandStrategyofAsianNations
-PopulationandSustalnableDevelopmen（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．スライド

アジアを拓け－女性たち－（日本語肱）
ABrightofGenderEquality

WomenandtheirChallenges－Improvements
intheStatusofWOmenthePopulationofJapan-

-EmpowerｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－（英語ＩＨＩ、

（英語版）

通性目強之路一今日正洲女性一（中国語版）

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

女性的挑繊一女性地位的提高与日本的人ロー
（中国語版）

TantanganKaumWElnita
-EmansjpasiWanitadanPopuIasiJepang-（インドネシア語版）

平成８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
書一ラオス人民民主共和国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturaIand
RuralDevelopmentbyProgressStageinAsian
Countnes-LaoPcople,sDemoTaticRepublic（英語版）

２．アジア諸匡lの都市化と開発調在報告譜一フィリピ
ンpil-

ReportontheSurveyofUrbanizationandDevelop
mentinAsianCountries-Phjllppines（英語版）

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
書－インド国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRural
DevelopmentbyProgressStageinAsianCountries
-India-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告轡一タイ国一

ReportontheSuweyofUrbanizationandDevelopment
inAslanCountries-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査研究
報告書－－ベトナム国一

３．アジア諸国の人間賓灘開発と労働力に関する祇森研究
１１１告書一ラオス国一

４．２１世紀の人ロ・食櫛戦略一アジアと世界一

PopulationandFoodStrategyfor21stcentury
-AsiaandWorld-（英語版）
５．スライド

2025年への決断一アジアの人口期加と食料一
ChallengeandDecisionfortheYear2025

-PopulationlncreaseandＦｏｏｄｉｎＡｓｊａ－
（英語版）

４．アジアの女性労働力参加と経済発展
-21世紀の戦略一

Women'sLaborParticipationandEconomicDevelop
mentmAsia-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）
正洲ｊｉﾖ女的新厨程（中国語版）
ＷａｎｉｔａＡｓｉａＫｍｉ……（インドネシア語版）

5６

ＡＰＤＡ日誌

員、北畑晴代国際課長が出席。

本修）

７月加日農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・
～幻日農村開発基礎調査」予備調査団をラオス国に派遣。（楠

黒田俊夫先生「国連人口賞」を祝う会開催。広瀬次雄常
務理事、遠藤正昭業務推進委員、大沢晴美経理・庶務
課長、楠本修主任研究委員、北畑晴代国際課長が出席。
７月咀日日本財団の助成金交付式に広瀬次雄常務理事が出席。
７月肥日労働省。雇用促進事業団委託調査「アジア諸国の人間
資源開発と労働力に関する調査研究」の研究会を開催。

７月ｎ日「人口デー』に広瀬次雄常務理事、遠藤正昭業務推進委

PopulasidanPangandiAsia-（英語腕）

８月４日労働省。雇用促進事業団委託調査「アジア諸国の人間
資源開発と労働力に関する調査研究」の研究会を開催。
農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・
農村開発基礎調査」の研究会を開催．

８月ｎ日労働省・雇用促進事業団委託調査「アジア諸国の人間
～塑日資源開発と労働力に関する調査研究」調査団をマレー
シア国に派遣。（団長隆矢憲一、小野沢純、大野昭
彦、楠本修）

８月銅日橋本龍太郎首相、三塚博蔵相、池田行彦外相にそれぞ
れ来年度予算編成に際しＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦへの拠

出金を削減しないよう国際人ロ問題議員懇談会の要望

書を提出、陳情。（桜井新、谷津義男衆議院議員、清
水嘉与子、南野知恵子、武見敬三参議院議員、広瀬次
雄常務理事）。

９月４日農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・
～即日農村開発基礎調査」調査団をタイ国及びラオス国に派
遣。（団長福井清一、大野昭彦、楠本修）

９月ｎ日本協会理事会開催。

平成ｎ年度（財）日本船舶振興会（日本財団）への助
成金及び補助金申請に伴う平成ｎ年度事業計画並びに

収支予算案を承認。

９月晦日「オーストラリア人ロ・開発事情視察議員団」受入（団長
Ｆ事務局長補佐）。

～⑲日コリン。ホリス議員他３名、マーク・ラスキンーＰＰ

阿藤誠国立社会保障・人口問題研究所副所長より
「日本の人口動向と少子・高齢化問題について」及び阿
部實日本社会事業大学社会福祉学部長より「日本の
社会福祉、社会保障について」講義を受ける。松下電器

情報通信システムセンターを見学の後京都に移動、金
閣寺他を見学。神戸では、笹山幸俊市長表敬、神戸ア
ジア都市情報センター、神戸高齢者総合ケアーセンター
「しあわせの村」、兵庫県立こども病院周産期医療セン
ター、震災復興支援館、神戸市立博物館などを見学。

５７

(中国語版）
U■■

向着2025年的決断一LlIi洲的人口塘儂和糧食一
TekadUntukTahun2025-Pe｢tambahan’

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

◇爆発を続ける世界人口がやや

国連人口賞の黒田俊夫博士は「死
亡率の上昇を通じて人口解決を
するといった、地球人口転換の

段階は、あってはならない段階」

◇いま進んでいる死亡率上昇の

と警告している。

要因は、食料難、栄養失調など

鎮静化に向かいつつある、とい
う。｜部には、先行きを悲観し

感染症の出現、宗教・部族間闘

で東ヨーロッパでの死亡率が高

争による地域紛争での虐殺事件

過ぎることはない、との意見も

九六年の同統計では九十三億六

の激化１１などによる。

あるが、見落としはないか。

千七百万人。僅か二年間で四億

低い出生率、低い死亡率ＩＩこ

いこと、エイズなど感染症の増

人以上の下方修正となっている。

の両方が車の両輪の如くバラン

九四年の国連人ロ推計では二○

なぜか。｜つは家族計画が進ん

スがとれるｌこれが人口問題

加、結核、マラリアなどの再興

で出生率が低下したこと、もう

の望ましい姿であろう。

言こそが肝心で、安易な楽観論

合的、有効かつ適切な対策、提

チャンパサック県の大部分はメコン川の

ませている。

静かな夕べ、子供たちは水汲み、水浴び

に余念がない。

洪水平原に位置し、ラオスの重要な穀倉地
帯である。ガオ・ヂン村もメコンの洪水平
原にある。毎年、メコン川の氾濫か日照り

五○年の世界人口は九十八億人、

一つは死亡率が上昇したこと、

◇ここで見落としてはならない

はいかがなものか。

憂慮すべき現状を見据えた、総

の二点があげられよう。

のが、死亡率の増大である。死

（Ｔ・Ｈ）

亡率の上昇で人口バランスがと
られるとしたら重大な危機到来
である。

ン村で）

深刻な打撃を受けた。この村に、今年から
ポンプ潅概が入った。乾期作ができるよう
になり、村民は大幅な増産に期待をふくら

（ラオス国南部チャンパサック県ガオ・デ

躯

表紙の写真脱明ェ～

の被害を受け、米の収量は安定しない。と

りわけ今年は、洪水と干ばつが同時に襲い

人ロと開発･秋季号く通刊61号〉

1997年10月１日発行く季刊〉

●編集発行

財団法人アジア人口･開発協会

〒160束京都新宿区新宿１－５－１

ＴＥＬ(０３)3358-2211(大代表）

コリンズ３ビル３Ｆ

ＦＡＸ(03)3358-2233

●印刷

文化印刷株式会社

5８

欄

Ａ仏ソ

ブ

約は

日本航空

。

か

Ｉアヒ

ア

,１Ｍク小．"曰

騨鰯う回籍ダイヤルでどう召
鍵議箪鰄麹

蕊

砿、

□上Ｐ､

UＣ

jg

1fF.；i；

瀞

競騨鰯鬮鰯
懸溌騨

蕊
Pd1I

；

！

／

鱗

!】 Mljiい、

祠Ｉ■■

蕊 JMiiiWl1/鰯

■■ｴ

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b

､

その第１弾として､｢JALフリーダイヤル(国際線･国内線)｣を､開始いたしました。
ご予約いただくお電話を無料といたします6しかも､全国どこでも同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。

』ＡＬフリーダ;イヤル

／国際線予約Ｘ国内線予約､

、願ｏ１ｚｏ溺冒識i又函ｏ１２ｏ諾目三ろ升ノ
二ツコーコクザイ

、画國Ｏ１ＺＯ－ｚＳ－Ｓ９３１
、

二ツコーコクナイ

函Ｏ１ｚＯ－２Ｓ－Ｓ９フ１

※今までの予約センターの番号はご利用頂けません｡

jl癌111M霧HＪ

ノ

後ろの席と､専用シート。
それが､いちばんの愛情で乱
チャイルドシートも､ジユニアシートも､しっかり鐘普
－句［１「］【】［］【】［］【］【】【】［］【･］［】【】［］【】［】【】【＿

チャイルドシートを卒業するころになると､お子さまは遊びざかりで少しもじっとして

いません｡でも､車に乗るときは､ちゃんとジュニアシートを用意して､後ろの席に座

らせてあげてください｡チャイルドシートも､ジュニアシートも､大事なお子さまを守
るために用意したもの｡本当の安全を第一に考えて､正しくセットしてあげましょう。

