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新春対談「人ロ問題を語る」
黒田俊夫博士鴨広瀬次雄本誌主幹

降矢憲一３
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女性の出生率増／米作異常時に収入保

桐生稔

中野謙二

辻井博

ｌ創世紀の持続可能態「地球型社会」実現のためにｌ

二○二○年の日本農業のあり方

◆世界のコメ・食糧市場の特徴と

本田健一理事が文化功労者に
ｎ世紀・人類は生き残れるか１本協会の全国セミナー

◇展望’四世紀の中国
◆ミャンマーの現状とＯＤＡ再開への一考察
奇特Ｙ・Ｎ氏ｌ亡妻の香典を本財団に寄附
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立つ人口政策／職場の育児支援制度拡
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巻頭言

開発戦略が基本的には誤りでなかつ

以降の輸出産業戦略への転換という

年代の輸入代替産業戦略からｎ年代

アジア太平洋地域の経済開発は肌

ア諸国のそれはこれを上回るものと

で産業構造変化を実現したが、東南

た。わが国は西欧諸国に倍する速度

化が急速過ぎたことが問題となっ

なった。

わが国の場合、如年不況、石油危

機後不況など、今にして想えば、適

度の苦汁抜きによって成長、構造変

化の調整が行われ、労働力過剰から

労働力不足への基調転換には半世紀

弱の期間を要した。

現在マレーシアに典型的にみられ

る技能労働力不足と軍縮労働力不足

の共存という事態は、人的資源開発

の適切な速度を忘れては産業発展戦

略は成功しえないことを教えてい

る。翻って、成長期間がやや長かっ

たわが国の場合も程度の差はあれ、

活かすこと、経済開発援助の難しさ

事態の本質は共通している。経験を
袷しかし、他方

て、先進諸国の世

を痛感させられるのである。

降矢 憲
胆の進展が急速で

ｌＥ灘

タイのバーツ下落に端を発し、マ
レーシア、ホンコンなどの通貨変動

を誘発させた東南アジア諸国の金融

不安へも波及し、経済の国際化のス
ピードとその影響力の大きさを痛感
させるところとなった。ＡＰＥＣに

出席したマハティールマレーシア首
相の「加年間の経済成長の成果が１
日にして失われた」との嘆きも必ず
しもオーバーとはいえないである
ごっＯ

奇蹟の成長エリアと称されて、先

進諸国からの投資を奔流とさせ、成
長を加速させてきた期間が長かった

か短かつたかの評価は簡単ではない
であろう。しかし、成長加速が加熱
経済を誘引した事態は、わが国の列
島改造ブーム期、さらには今次バブ

篭

され、産業構造変

３

ルとその崩壊と二重映しとなって鮮
明である。
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人一口問題は、数だけでなく、人類が
どのように生きていくかｌ、

ライフ・スタイルを変えて

健全な地球を１．

ザ、‐か。｝｜圷蒄
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新春対談人回同題壱閨ら
皇預式Ｃ

,

Z1世紀の持続可能な

｢地球型社会」

実現のために

イ

新春対談・人ロ問題を語る

は、科学技術の目ざましい発展によっ

ていると思われていた豊かな星・地球

かつて広大で無尽蔵の資源に恵まれ

て不足に転じ、深刻な危機に直面して

ネルギーを初めとする資源は日を追っ

壊され、人類が生きるための食料、エ

に修復不可能とさえいわれるまでに破

これからの”生死をかけた“人ロ問題

に控えた新春に当たり、人類と地球の

そこで本誌は、二十一世紀を一一一年後

うことである。

て”有限“の星となった。

について、国連人ロ賞受賞者で、世界

的な人ロ問題の権威である黒田俊夫博

のが、それらの根源となっている”人

そして同時に見過ごしてはならない

（財団法人アジア人ロ・開発協会常務

事）をお迎えして本誌主幹広瀬次雄

長、財団法人アジア人ロ・開発協会理

士（日本大学人ロ問題研究所名誉所

その一方で、この地球では依然とし

ロ“というまぎれもなく重大な問題の

理事、事務局長）が薪製壱鋳譲を行った。

の猶予もならない。

目前の環境、資源問題の解決は一刻

いる。

そして、高度な情報化社会の実現に

よってグローバル・ビレッジ（地球

村）となり、ますます小さくなりつつ

て巨大な人口増加が爆発を続けてお

早急な解決が緊急の課題である、とい

ある。

り、そのことによって地球環境はすで

の人口規模がかってない（六○億に近

が、現在の人口増加は人類の歴史上か

の中でもお書きになっておられました

カイロ韓国連人口会議二○年の軌跡」

広瀬加先生のご論文「ブカレストから

ばだいぶ減少してきたといえますが、

年代の人口増加率二・○四％に比べれ

年）だと推計されています。一九六○

は一・四八％（一九九○年’一九九五

黒田“現在の世界人口の年平均増加率

ロ、つまり人口増加の無い状態である

うものを考えてみると、それはほぼゼ

の意味での持続可能な人口増加率とい

地球という限られた空間の中で本当

えていることが重大なのです。

口増加規模（数）は八○○○万人を超

い）大きさに膨らんだ結果、毎年の人

らみて極めて特殊な状態にあります。

これでも大変な数字です。現在の地球

１増加率は減少しているのに、
年間八○○○万人以上増えていることが重大

この点についてお話しいただけますか。

５

らに、二○五○年頃には一○○億近く

九八七年には五○億になりました。さ

％程度でした。’八○○年の人口がだ

になると国連は推計しております。

めたのです。当時の年増加率は○・四

ます。先日アラスカの鮭の遡上をテレ

いたい一○億、一五○年後の一九五○

ということがすぐに理解できると思い
ビでやっていましたが、大体、ひとつ

年には二五億になりました。そして一

’資源不足も環境破壊も
人口増加が最大の原因ｌ

２甘えを捨て、「有限な地球」に目ざめよ

がいの鮭から四○○○匹の稚魚が孵化
するそうです。しかしその中で、数年

後に戻ってきて次の世代を残すことが
できるのは大体二匹だそうです。確率
から見ると非常に悪く感じますがき

ちっと単純再生産しているわけです。

そ二億人と推計されている西暦元年の

た場合、キリストが生まれた時、およ

上に二○万人の人類の祖先がいたと老

○万年の歴史を持ち、初めにこの地球

間違いありません。仮に、人類が四○

うのは極めて特殊な事態であることは

人間をとっても、この人口増加とい

えた人口は比率ではなくその絶対数がの増えた結果、生きるための資源が不

で増えるということで、その結果、増えることが問題であるのではなく、そ

ということは簡単にいえば倍倍ゲームな点だと思います。人口は本質的に増

いうことだと思います。この等比級数黒田“お話になった点はまさしく重要

数（算術級数）的にしか増えない」と

級数）的に増えるが食料生産は等差級だと思いますが……。

言ったように「人口は等比級数（幾何が、人口を考える場合に最も重要な点

はならないことはまさにマルサスがえるのも同じことになります。この点

広瀬函先生はこの急速な人口増加がもく意味が違ってしまいます。しかし、

人口までの年平均人口増加率を計算し

まさに環境に影響を与え、人類の未来足し、地球環境を圧迫して自然に淘汰

多くの生物は自然のキャパシティ（扶

ますと○・○○○一五六％程度になり

に影響を与えるということですね。されてしまっては元も子もありませ

たらす影響についてどのように考えら人口は放っておけば、一億から二億に

ます。人類の歴史の中でほとんどの期

従って、同じ地球人口二倍とは言ってん。こうした人類の未来の可能性を奪

養能力）を知り、その範囲の中で営々

間、人口増加は停止していたと考える

も一億人が二億人に増えたのと、六○い、人間の生活の質に深く関わる、教

れますか。人口を考える場合、忘れて増えるのも、六○億から一二○億に増

のが正しいのです。それが、産業革命

億人が一二○億人に増えたのとでは全育や、医療などの社会開発を妨げてし

と生の営みを続けています。

が始まった十八世紀頃から増加しはじ

６

新春対談・人ロ問題を語る

球環境の中で浄化され、人間は自分た

りませんでした。人間活動の結果は地

け止めることができる間は全く問題あ

さく、私たちの母なる地球がそれを受

地球が広く、人間の様々な活動が小

かったのではないでしょうか。

地球が限られたものだという認識は無

へ外へ」と拡大してきた歴史であり、

的な規模で見れば、人間の活動は「外

ているかもしれません。しかし、世界

みると、今後の生活のありようを示し

がありました。これは、今振り返って

とした社会・経済システムから、狭い

れまでの地球環境に甘えた無限を前提

の意味から、私たちの社会は恐らくこ

して生活していく必要があります。そ

地球が限られているということを意識

でいます。これからは、私たちはこの

ところに行っても、かなりの人が住ん

まうことが問題なのです。

ちを覆っている地球などというものを

史的に見ると限られた土地の中で多く

私たちの住むアジア、特に日本では歴

てから今日まで続きました。もちろん

この状態は人間がこの地球に発生し

なんてものはほとんどありません。ど

の意味で、人が踏み入れていない土地

ことが多いと思いますが、もはや本当

りました。広瀬さんも海外に行かれる

ますと、地球は非常に小さなものにな

今、ここまで人口が増加してしまい

らないということです。

た社会システムを作り上げなければな

われていた「水や空気」の値段を考え

言葉をかえれば、これまでタグだと思

いのではないかと思います。これは、

済システムを作り上げなければならな

地球の中での有限性を意識した社会経

意識する必要はなかったのです。

の人間が住み、限られた中で、限られ

んな途上国に行っても、どんな離れた

です。この地球的都市化はこれまでの

「地球的都市化」が発生しているわけ

た資源を使って生きるという生活習慣

３”よそごと“が自国の問題に
広瀬”今、人口問題と環境、地球の将都市化が進んでいます。電話が通じな

いう言葉と対比して出てくる言葉で

す。都市化という言葉は農村や田舎と

都市化と大きく違うような気がしま

来についてかなり切実なお話を頂きまい地域というものがほとんどなくなっ

す。しかし、これだけ情報密度が高く

ｌ高度情報化で「地球村」にｌ

てきています。インターネットの急速

なってくると、まさしく昔の村のよう

類社会の質が変わりつつあるというこおっしゃっていた言葉で言えば、この

要な意味を持っていると思います。人いものにしつつあります。先生が、

会のことをグローバル・ビレッジ（地

てくる可能性があるわけです。この社

な密度の高い情報を共有した社会が出

した。

この小さな地球というのは本当に重な普及は事務処理業務で距離を関係な

とだと思います。例えば、世界規模で地球そのものが都市になってしまう

７

生、今後の展望をどのようにお考えに

問題は関係ない」などと呑気なことを

います。もはや私たちには「他の国の

とになることは間違いないだろうと思

です。あまりにも自明なことでありな

食料は必要ですし、エネルギーも必要

術が進んでも人間の活動がある以上、

できるでしょう。しかし、どんなに技

歩で環境にやさしい社会を創ることは

なりますか。

言うことは、自分たちの利益の問題と

がら、目先のことばかりに追われて、

せんが、必ず、大きな影響を与えるこ

黒田仙人類がかつて経験したことが無

しても、できなくなっているのです。

球村）の社会と呼んでいますが、先

いということは、私も経験したことが

石が波紋を大きく広げるように、現在

は世界中に影響します。池に投じた一

の高い社会では一個所における出来事

いのないことです。この小さく、密度

でもどんどん狭くなることだけは間違

時間の面でもコミュニケーションの面

お答えはできませんが、地球が距離・

か」ではなく、この場合、人口の増加

化、人口と考えると「卵が先か鶏が先

ような気がします。開発、環境の劣

にも人口という点が見落とされている

り上げられましたが、そこではあまり

開発問題や環境問題が非常に大きく取

防止京都会議が開催され、持続可能な

広瀬沖昨年十二月、京都で地球温暖化

んアピールしていかなければならない

性というものをもっともっと、どんど

黒田”本当にそうですね。人口の重要

だと思いますが。

は、冷静に考えれば誰でもわかること

る努力もあまり効果がないということ

口問題への取り組みなくして、いかな

まっているのではないでしょうか。人

肝心カナメな人口問題を皆忘れてし

の不況が香港市場の急落から始まった

というものがまさに最大の原因となっ

と思います。

ないということなのではっきりとした

事は有名ですが、その昔であれば、こ

ているわけです。もちろん、技術の進

なりました。人口問題や食料の問題も

する結果、世界的な急落を招くことに

れてからから五年目を迎えます。国連黒田”これからの人類の未来を創る上

際人口・開発会議（ＩＣＰＤ）が開か

広瀬』早いもので来年にはカイロの国様々な催しが行われるようですが。

ｌ気になる「死亡率の増大」ｌ

４人権を尊ぶ人ロ問題の解決を

れほど早く他の市場に影響を及ぼさな
かったのではないでしょうか。それ
が、現在では香港市場の急落で損をし
た人たちが東京、ロンドン、ニュー

同じだと思います。株や債権のよう

などでもＩＣＰＤプラス５と銘打ってで、人口問題の解決が最も基本的かつ

ヨークで株を売り、その損を補おうと

に、同時に起こるかどうかはわかりま

８

新春対麟・人ロ問題を籍ろ

重要な要素となるわけですが、その解

童、特に人口抑制が強制で行われるの

り、自分の選択として欲しい子どもの

る環境を作ることが大事です。つま

らなければならないは

よって、人口抑制を図

康に育つという少産に

み、生まれた子供が健

康な子供を数少なく生

し、その結果として健

て、自発的な選択を促

周辺環境の整備を通じ

れます。本来、教育や

がご指摘になっておら

あるということを先生

新たに気になる兆候が

広瀬昔」の点に関して

す。

うと考えられていま

人口問題は解決に向か

げることができれば、

環境を私たちが作り上

数を決められるような

ではなく、教育を通じて自分のなすべ

可可

決法はほとんどＩＣＰＤの行動計画の
中にあると思います。

一言で言うと「人間的

な人口問題解決」とい

うことです。この実現
のために、包括的概念
としてのリプロダク

テイブ・ヘルス、ライ

ッの実現を図るという
ことになります。リプ

ログクテイブ・ヘル
ス、ライッの中には家
族計画、プライマリー

・ヘルス・ケア等も含
まれますが、このリプ

ロダクテイブ・ヘル

ス、ライッを実現可能
とするために、必要と
する人に避妊具やプラ
イマリー・ヘルス・ケ

アが提供されるように

の状況を詳しく見ますと、その中に、

ずですが、現在の人口

き選択を理解した上での選択（ウェル

死亡率の増大という兆候が出ていま

することが重要となっ

てきます。また、人間的な人口問題の

・インフォームド・チヨイス）ができ

あらゆるものに対する危機感が二人の対談を一気に熱の入ったものにする
解決ということから、基本的人権の尊

露

９

制されるというのはあってはならない

ます。死亡率が増加して人口増加が抑

問題が含む重要な点が見落とされてい

落としている人がいるぐらいで、この

の中にすら、この問題点の重要性を見

黒田“その通りです。一部の人口学者

ンダの問題などは人口が大きく影響し

この民族問題、有名なところではルワ

対立を契機として発生するのですが、

族問題は民族間の利害対立や宗教的な

あり、女性であり、子供です。この民

悲惨な目にあうのは最も弱い、老人で

殺し合いが続いています。その結果、

界の各地で民族紛争が起こり、悲しい

うな感染症ばかりではありません。世

死亡率を押し上げているのはこのよ

政が破綻状態で、社会開発分野、福祉

逃せません。これらの国々では国家財

の国家を含む東欧の死亡率の上昇も見

さらに、経済移行期にある旧ソ連邦

でもありません。

が極めて高い集団であることは言うま

が、これらの人口は疾病、死亡の危険

万人に近い膨大な数に達しています

る人口が二五○○万人、合計五○○○

七○万人、さらに国内で難民化してい

援助対象になっている国際難民は二二

争は近代的兵器を利用した戦闘状態を

人口増加抑制です。例えば、今後、曰

ていることが知られています。ルワン

や医療や年金等が大きく削られ、その

たな脅威になりつつあります。細菌が

本のように高齢化が進み、その結果と

ダの普通死亡率を見ますと一九九○年

結果、乳・幼児の死亡率が増大してい

す。これは大変なことであり、その結

して天寿を全うした結果、死亡率が増

’九五年期間の平均死亡率は四四・六

るのです。

引き起こし、多数の死傷者のみなら

加するのは仕方ありません。これは自

と驚くべき水準に達しています。また

例えば、乳児死亡率で見ますとヨー

耐性を持って薬が効かなくなったので

然の摂理です。しかし、現在、世界中

乳児死亡率はアフリカではだいたい一

ロッパでは一○以下ですが、東ヨー

果として人口増加率や、人口増加の将

で起こっている死亡率の増加は多くの

○○（出生児数一○○○に対し）とい

ロッパでは二倍の二○と高いのです。

ず、難民問題を発生させます。国連の

乳児や子供が死亡しているということ

う高水準ですが、ルワンダは一四○、

また普通死亡率では東ヨーロッパの国

す。

を意味します。

マラウイでは一四八（いずれも一九九

はほとんどすべての国で死亡率が上昇

来推計が少ない方に（下方に）修正さ

エポラ出血熱などが人類に襲いかかっ

○’九五）とさらに高くなっているの

し、出生率を上回っています。これは

れてきているのは問題ですね。

てきています。また、いったんはほぼ

です。西アフリカのリベリアでは何と

特に新たな感染症、例えばエイズや

沈静化し、人類が科学的英知で抑制に

〃死亡率の逆転”とか”死亡の危機“

と言われています。

二○○という異常な乳児死亡率です。

このような民族紛争あるいは宗教粉

成功したと考えられていた結核やマラ
リア、デング熱などの再興感染症が新

ID

新春対験・人ロ問題を語る

５ＯＤＡは曰本の安全保障確保のカード

広瀬配国際協力を考える上で途上国の

協力がなくして、また多くの人々の協

力と支持なくして実際的な効果を発揮

することはできません。今回の、ＣＱ’

京都会議を見ていても、今では日本自

なければならないと思います。このこん。日本大学に人口研究所はあります

際的なリーダーシップを発揮していかの大学で人口を扱う学部はありませ

平和の旗手として人口問題を通じて国してきました。しかし、例えば、日本

広瀬鵡私はこれからの日本は地球上の人口転換を導く上で大きな役割を果た

に中国とインドが温暖化ガス削減を義

いるのが実状です。また、途上国、特

で、民間レベルでは欧米に遠く後れて

力、公害防止策の徹底等によるもの

が、それは、主に企業のリサイクル努

身は環境問題の優等生に入るわけです

とは平和日本の持つ唯一の外交カードが、大学院や学部のコースで人口問題

務づけられることに猛反発しています

ー学部や大学院に専門の人口分野をｌ

であり、これからの持続可能な”地球を中心的に扱っているところがないと

ね。これらの点についていかがお考え

うか。僧越な言い方をすれば、拠出にいます。その意味からも、人口を専門

果たしてその顔が見えているのでしよためにも非常に重要になってくると思

定すれば最大のドナー国なのですが、いうことが日本のＯＤＡの意味を増す

は人口分野の拠出でも多国間援助に限ことができる分野に人材を送り込むと

低の水準になっています。また、日本み、日本がリーダーシップを発揮する

一ですが、対ＧＮＰ比では先進国中最です。国際社会の中に人材を送り込

黒田叫私たち日本のＯＤＡ拠出は世界保障を確保するということだと思うの

米のカトリック教国は人口増加抑制に

た、中国など世界の共産圏諸国や中南

かけていく必要があるでしょう。ま

ています。このような意識改革を訴え

スメディアを使った啓発活動が始まっ

料サミットの成果を広めるために、マ

りも重要です。昨年、ＦＡＯの世界食

黒田卯そうですね。人々の理解が何よ

でしょうか。

人の生命“に関わることだと思うのでいうのが現状です。これから、日本が
厳しい財政状況の中で、ＯＤＡを維持

見合った効果が本当に得られているの的に扱う大学院や学部のコースを設け

対して猛烈な反対をしました。それか

すが……。

でしょうか。例えば、日本はアジアでることも重要なのではないでしょう

ら一○年後、’九八四年の会議でその

することの意味は、まさに日本の安全

初めて人口転換を成し遂げ、アジアのか。

１Ｊ

li

最も強力な人口抑制策である”一人っ

の取り組みが一○年早ければ全く事情

ればならないと思いますが、もし、こ

人口・開発協会は人口と開発に関する

ません。しかし、この財団法人アジア

の努力しか、全体を変えることはでき

黒田”全くその通りですね。一人一人

子政策“をとりました。そして、’九

は違ってきたはずです。昨年開かれた

日本の国会議員組織である国際人口問

持って人口問題に取り組んでいかなけ

九四年のカイロの会議では行動計画を

京都会議は同じ轍を踏んでいるような

題議員懇談会事務局もお務めになられ

立場を一八○度変え、中国は世界でも

作り、人口問題への取り組みの処方菱

気がして仕方ありませんね。

めておられる。国会議員の皆様には、

ジア議員フォーラムの議長事務所も務

ている。また、人口と開発に関するア

を細かく決めました。私たちは希望を

６先進国はライフ・スタイルを変えよ

く私たちは持続可能な社会を創ると言採算に合いません。これは再生紙など

スタイルの変化が求められますね。よ低公害車等はコストが高く、なかなか

広瀬咽市民の協力という点では、生活実現しません。また、環境にやさしい

らと思います。ＡＰＤＡの役割は重要

な生活スタイルを応援していただけた

に、やはり税制などの面で、持続可能

き、強力な支援をしていただくと同時

人口問題の重要性を理解していただ

いますが、具体的には一人一人の人間も同じです。

だと思いますよ。

Ｉマスメディアは人々の意識改革をＩ

が持続可能な社会を作り上げるような

広瀬恥ご激励をいただき恐縮です。国

んが「持続可能な社会」を実現するた

の世論を高めていかなければなりませ

な方法となるとほとんど見当たらない

がだいぶうたわれていますが、具体的

生活スタイルを作り、生活しなければ

会議員の先生方に、ぜひご協力いただ

わけです。ただ一つ言えることは先程

地球に見合った尺度が必要になってく

申し上げたように、この小さく有限な

めの開発戦略については……。
黒田函持続可能な開発尺度ということ

けたらと思います。

さて、人口問題の処方菱はある意味

で明快で、これを実現するために世界

ｊ２

新春対麟・人口問題を震る

広瀬》先般私共の財団で一九九六年十
い。

になるのかということは非常に興味深

済の尺度や行動尺度がどのようなもの

すようになったとき、その社会での経

が、その時「地球は青い……」と感嘆

たのはソ連のガガーリン大佐でした

せん。人間が初めて宇宙から地球を見

や人間がその気にならなければなりま

るということです。

一月イタリア・ローマで開催された世

ルールがむしろ補強されています。こ

た結果、ＷＴＯのような純経済的な

球を前提とした原理が強く打ち出され

せんでした。また、基本的に、広い地

国に対する具体的な対処法が出されま

に輸出するものが無い低所得食料輸入

を」というテーマを掲げながら、本当

出版致しましたが、「全ての人に食料

尊厳が破壊され、壊滅的な争いの結

サム・ゲームの中で奪い合い、人間の

とは必至です。そこで、悲惨なゼロ．

ま増え続ければどこかで破綻が来るこ

確になったと思います。人口がこのま

の根源的な問題であるということが明

うに生きていったらよいのかについて

問題だけではなく、今後人類がどのよ

広瀬》最後に人口問題は単に人の数の

だと思います。

物としての人間の自覚が何よりも必要

も人種差別も見えません。そこでは生

のです。宇宙から見たら地球には国境

が悪魔のようになって殺し合っている

言ったそうですが、その地球では人間

青く、輝いて、素晴らしい……」と

致しました。土井さんも「地球は常に

の尺度を見直すことなく今後の社会が

果、淘汰されてしまう悲惨な結果を選

界食料サミット宣言と行動計画を翻訳

持続可能なものになるとは思えません

ぶのか、それとも、生活環境を改善し

黒田“非常に難しい問題です。ただ、

に引き継いだ方が良いのかという選択

ことで、健全で、豊かな社会を次世代

ション建設の予備的段階として宇宙に

せたスペースシャトルが宇宙ステー

Ⅱ人間の尊厳を守るためのⅡ活動なの

題はまさしく人間が人間らしく生きる

黒田“その通りだと思います。人口問

■

●Ｐ

屯↓ｏ・円．。．，

が。

この狭い地球を前提とした何か合理的

になりますね。

自発的な人口問題への取り組みをする

な尺度やルールは早急に必要です。先

行き、素晴らしい宇宙遊泳などの活躍

です。しかし、そのためにすべての国

、

日、日本人宇宙飛行士の土井さんを載

をしましたが、もし、人が宇宙で蟇ら

霧

霧
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・辻井
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呂蛍

の四％から始めて徐々に増やして二○

によって、日本は九五年度に国内消費

ある。一九九三年末のガット交渉決着

より貿易の自由化をめざす国際機構で

国民の福祉を極大にするとの仮説）に

自由貿易の利益の理念（自由貿易が諸

発足したＷＴＯ（世界貿易機関）は、

協定）およびそれを引き継いで新しく

ガット（関税及び貿易に関する一般

年頃に世界の食糧需給は逼迫すると考

業技術進歩の限界、などから二○二○

農地や水など食糧生産資源の限界、農

発、所得上昇と食糧消費構造の転換、

高所得諸国の農業政策変更、人口爆

コメから広げて食糧に目を移すと、

が本稿で追求する第一の課題である。

祉の極大化をもたらすであろうか。これ

が期待する日本人や途上諸国の人々の福

る。この自由化は自由貿易の利益の理念

かもしれない。コメ輸入の自由化であ

化により日本のコメ輸入はさらに増える

ヴィジョンとして提示する。

目標と手段を二○二○年の日本農業の

へ改革すべきである。本稿では改革の

業政策を転換して日本農業をその方向

内自給すべきと考えており、日本は農

国民の八○％以上が食糧は高くても国

関する不安が増大する。世論調査では

どになり、日本国民の食糧安全保障に

○％ほどから二○一一○年には二○％ほ

ると、穀物自給率は九○年代初期の三

経済成長のパターンがこのまま推移す

日本の農業政策、農産物貿易政策や

えられる。本稿ではこの予測を行う。

り
方

○○年には八％コメのミニマム・アク

セス輸入を行う。二○○一年からは関税

篝一雪雲

■;蕊
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モンスーンの多雨が理由であろう。そ

れに対し、畑作穀物の小麦とメイズの

■■■■■■■■■『■■
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図１コメがアジアの自給穀物であること－小麦とメイズとの比較

２－１世界コメ市場のアジア

アメリカ大陸

アメリカ大陸

２２１１１１１

叩釦

（生産・消費仕向／１００万トと

アジア北・中部ヨーロッパその他

生産は地球上の全大陸に分散し、これ
・中部アメリカ（特にアメリカとカナ

に輸出補助金付きでダンピング輸出さ

１５０

的特性ｌ薄い市場と
アジア諸国のコメ自給政策と薄く不

ダ）とヨーロッパの高所得諸国の保護

Ⅲアジア諸国のコメ自給

れてきた。これは、農業国である発展

200

らの需給が大陸別に自給的でなく、北

安定な世界コメ貿易市場が世界コメ市

により余剰が生産され、この余剰が貧

コメは図１が示すように世界総生産

途上諸国の農業生産を圧迫してきた：

２５０

（生産・消■仕向／１００万トン）

350

●自給原理Ｉ

場のアジア的特性である。

量の九一％ほどがアジアで』朱中的に生

アジアでは、農家、農村、地域、国

アジア北・中部ヨーロッパその他

、ﾜ、大陸別生産丑国SSN雨大陸別消■仕向

'''1m震了

｢ﾖｰﾇﾏ百束、

３００

しい発展途上諸国の多いその他の大陸

産され、そのほとんどがアジアで消費

京都大学大学院教授。
米国イリノイ大学博士（PhD）京都大
学農学部卒業米国イリノイ大学大学院
留学、京都大学東南アジア研究センター
・バンコク事務所長、米国・国際食糧政
策研究所上級研究員。
著書：「世界コメ戦争、ねらわれる日
本」家の光協会他多数

の各レベルでも、コメはまず自給する

●辻井博くつじい･ひろし＞

されるアジアの自給的穀物である。な

1941年京都市生れ

ことが優先される。アメリカの稲作農

鍵

ぜコメ生産がアジアの集中するかは、

家調査で、自分の作ったコメを食
べない農家がほとんどなのに驚い
た。アメリカの国や農家はコメや

その他農産物の生産で自給ではな

く、販売・輸出の増加を主目的と
してきた。この行動原理は自給原

理に対し「他給原理」と呼べよ
－つ。

１５

食糧市場の特徴と2020年の日本農業のあり方
世界のコメ
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非常に不安定なコメの国際貿易価格
小麦との比較
図２

小麦：ﾊｰﾄﾞｳｲﾝﾀｰ,NO2･ガルフ

白米：５％FOBバンコク(Bon

②非常に薄く不安定で頼りになら

主たる供給元とすることはできず、コ

動的である。この不安定性の理由は、

うに小麦など畑作穀物に比べ大幅に変

ある。国際貿易米価は、図２が示すよ

世界コメ貿易市場は非常に不安定で

薄さと不安定性は長期的に継続すると

メ自給政策は相互補強的に働き、この

場の薄さと不安定性とアジア諸国のコ

のである。このように世界コメ貿易市

自給達成・維持政策を戦後取ってきた

メの国内供給と価格の安定を計るため

まず、世界のコメ貿易量が世界総生産

考えられる。

ない世界コメ貿易市場

量の四％（’四○○万トン）ほどと非

年）直後に薄い世界コメ貿易市場から輸

の大冷害（韓国で八一年、日本で九三

アジアの広域的干ばつ時や東アジアで

あるコメの国内価格安定のため、熱帯

で必需品で賃金財で政治財（後述）で

である。幻第二に、アジア諸国が主食

が増える内在的メカニズムが弱いから

国のコメが自給的に作られ、コメ輸出

は、世界生産の九割を占めるアジア諸

などと、コメよりずっと大きい。これ

イズ一四％、大麦一二％、大豆二九％

穀類のこの割合は、小麦で一九％、メ

主食として生産・消費している。アジ

三○億人強のアジア人口の七割ほどが

はアジア各国で最重要農産物であり、

の暴動とクーデターを体験した。コメ

り店頭からなくなりそれが一つの原因

ンコクに在住していた時、コメが小売

と呼ばれる。筆者は七三年にタイのバ

しば政変につながることから、政治財

定性が増し、暴動などが発生し、しば

の供給が不安定になると政治的に不安

であるコメは、価格が急騰したりコメ

アジア諸国で主食で必需品で賃金財

③アジアにおけるコメの政治財性

常に薄いためである。他の世界の主要

入し、豊作時には輸出するからである。

水、森林等自然資源・環境を利用して

ア各国でコメは広大な地域で、土壌、

易市場をアジア諸国は頼りにならない

生産され、それらの維持や破壊と密接

このような薄く不安定な世界コメ貿

と判断し、主食で政治財であるコメの
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に関わっている。さらにコメはアジア

人のカロリー摂取の中で平均五割ほど

（ミャンマーで七七％、タイ五五％、

２－２日本のコメ大量輸入が
アジア諸国に及ぼす影

は長期的にゼロへと引き下げられ、日

本のコメ輸入は大幅に増大する。薄い

世界コメ貿易市場からの日本の大量の

では、九○～九二年において発展途上

アジアに住むとされる。ＦＡＯの推計

下）人口一一・三億人の内七・三億人が

貧困（一人当り年間所得四二○ドル以

中している。九○年に発展途上諸国の

ろが地球上でアジアに貧困と飢餓が集

％）印を占めるほど重要である。とこ

不安定で頼りにならず、特にジャポーー

たが、世界コメ貿易市場は非常に薄く

ほどのジャポニカ米輸入が必要になっ

認された。この大冷害で二五○万トン

害に伴う九四年の平成のコメ騒動で確

ことは、九三年の作況指数七五の大冷

現在でもコメが日本で政治財である

Ⅲ日本でのコメの政治財性

四万トンと日本が薄い世界コメ貿易市

で二八八トンで、特に九四年度は一八

日本のコメ緊急輸入は九三～九四年

本のコメ緊急輸入とミーマム・アクセ

市場に与えるのか。この点を最近の日

コメ輸入はどのような影響を世界コメ

諸国の飢餓人口八・四億人の内五・二億

カ米はそれまで年間一五○万トンしか

場で突然最大のコメ輸入国となった。

錘室

人がアジアに集中している。⑩これら

貿易されていなかったから、不可能で

この大量輸入は図３が示すように世界

中国三五％、インド三○％、日本一一四

アジアに集中した貧困・飢餓人口の多

あった。これがコメ騒動の原因である。

コメ貿易市場に頼らず、コメ自給政策

国は薄く不安定で頼りにならない世界

糧の安全保障の確保のため、アジア諸

が発生するのである。コメに関する食

きなくなると政治的不安定・暴動など

安全保障の確保である。これが確保で

定的に供給されねばならない。食糧の

口に留意して、低く安定した価格で安

アではコメは特にこれら貧困・飢餓人

の利益の理念に従う関税化では、関税

際交渉しなければならない。自由貿易

れ以後はコメ輸入の関税化の諾否を国

クセス輸入を二○○○年まで行い、そ

機構）体制の下でコメのミニマム・ア

ウンドの合意およびＷＴＯ（世界貿易

易の利益の理念に従うウルグアイ・ラ

五年からは上で述べたように、自由貿

含んだ大量のコメ緊急輸入を行い、九

日本政府は九四年にインディカ米を

とはいえまだ残存する農村でコメを買

小売米価の上昇は、減少してきている

米価は七％上昇した。農家販売価格と

価格は三一一一％上昇し、バンコクの小売

ほぼ同じ期間に、糧白米の農家販売

じ期間に倍増している。

出大国であるアメリカの輸出米価も同

二倍以上に急騰させた。第二のコメ輸

Ｂ輸出米価を九三年十月から五カ月で

最大のコメ輸出国タイのバンコクＦＯ

響

にコメ輸出大国のタイなどへの影

ス輸入を例に明らかにしよう。

くがコメを主食にしている。故にアジ

を採ってきたのである。

Ｊ７

１１１１１１１

わなければならない貧困農家や都市の
貧困層を直撃する。

日本の緊急輸入が始まった九三年十月

困層を危機に陥れたと考えられる。

本のコメ緊急輸入はこれら低所得・貧

コメ緊急輸入およびミ

ニマム・アクセス輸入

の世界コメ貿易市場へ

の影響

二倍程度引き上げることになる。

○○○年までの期間平均で貿易米価を

になる。日本の大量のコメ輸入は、二

九月の米価の一一三四ドルと比べ一一倍強

の平均価格は五○○ドルほどで九三年

る。以後上下するが、二○○○年まで

米トン当たり六五○ドルほどに急騰す

米価は日本の輸入により九五年には白

ルの予測能力は、予測された国際貿易

マム・アクセス輸入と仮定した。モデ

ン、九五年も一○○万トン、以後ミニ

日本の輸入は、九四年に二○○万ト

学の自己回帰モデルで予測してみた。

のような影響を与えるかを、計量経済

（タイ五％砕米ＢＯＴ輸出価格）にど

アクセス輸入が将来の国際貿易米価

日本のコメの緊急輸入とミニマム・

２－３

から小売米価が急騰している。同国で
膨大な低所得・貧困層が存在すること

（資料）インドネシア地方政府統計資料より。

は、インドネシア人全体のエンゲル係

図４インドネシア（スラウェシ）小売米価の推移(月別、中・下級米）

③コメ輸入諸国への影響

翅夘迦郵麺、卸麺釦卸卸夘”

1993年１月３月５月７月９月１１月９４年１月３月５月

数が九一年の政府統計（の一旦』⑪（房

(ルピア／キログラム）

図４はインドネシアのスラウェシで

（注）1987-92年の年次価格と93／94年の月次価格を示す。
（資料）タイ国政府商務省資料より。

巨９．口の、国］忠］）で七○％近くと異

図３タイ諸米価の日本の緊急輸入1こよる急騰とその構造変ｲﾋの意味
（うるち５％）

の低所得・貧困層の主食である中・下

８８９０９２

常に高いことから推察できる。故に曰

1９８７８９９１９３年１月３月５月７月９月１１月９４年１月３月

級米の小売価格の推移を示している。

６５４３２１０９８７６５４

<1000パーツ／トン）
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(米ドル／トン）
700

６００

計算値

さらに日本の大量のコメ輸入は、国
際貿易米価の不安定性を増大し、米価
の安定を強く望むアジア諸国民・政府

の厚生を大幅に引き下げる。高所得国

400

300

200

1００

１９６３６６６９７２７５７８Ｂ１Ｂ４８７９０９３９６９９〈年度）

図５国際コメ価格への日本のコメ輸入の影響
一自己回帰モデルによる予測（1993-2000年）
(注）日本のコメ輸入量は、1994年200万トン、９５年100万トン、96-2000年はミニ
(資料）実際値は、タイ国ＢＯＴ公表ＦＯＢ輸出価格。
アム・アクセスと仮定し計算した。

メ輸入需要が世界の需要に加わるから

無視して成り立っている。上述したと

中する膨大な飢餓・貧困人口の存在を

輸入の自由化による大量のコメ輸入

と関税化およびそれに従う長期的コメ

の下、日本のミニマム・アクセス輸入

ころから明らかなように、ＷＴＯ体制

である。

２－４自由貿易の利益の理念
の限界と日本のコメ政
内外の日本コメ市場開放の主張は、

を拡大し、コメを主食とするアジアの膨

諸国の国内米価を引き上げ、米価変動

は、国際貿易米価を上昇させ、アジア

国際経済学の自由貿易の利益の理念を

大な飢餓・貧困人口を危機に陥れる。

策のあり方

拠り所にしている。十九世紀初頭にリ
カードにより提示されたこの理念は、

自由貿易の利益の理念は、諸財の貿

②薄く不安定で頼りにならない世

は最大化されるとし、現在の貿易論争

易市場は厚く、諸国の貿易によって財

世界各国は各国で相対的に生産費の安

に強い影響を与えている。しかしこの

の価格が暴騰落することはなく、また

界コメ貿易市場とアジア諸国民・

結論は多くの現実性のない単純化仮定

価格不安定性（リスク）の増大が諸国

い財の生産にできるだけ特化し、それ

を前提として成り立っており、アジア

民の福祉を減少させることはないとの

政府の国内米価安定性重視

のコメの場〈口上述のアジア的特性のた

前提で成り立つ。しかし、上述のよう

らの財を自由貿易すれば各国民の福祉

めこれら仮定が成立しないのである。
Ⅲ日本のコメ輸入自由化のアジア

や、八一年の韓国や九三～九四年の日

定で、アジアのコメ生産の少しの変動

に世界コメ貿易市場は非常に薄く不安
の膨大な飢餓・貧困人口への悪影

本の大量のコメ輸入で貿易米価は暴騰

暴落する。さらに世界のジャポニカ米

響
自由貿易の利益の理念はアジアに集

１９

日本のコメ輸入需要の価格弾性は非常

実際値

に小さく、このような日本の大量の．

500

の貿易量は例年のコメ貿易総量の内の

③日本を含むアジア諸国での稲作

にしている。アメリカは寡占的コメ輸

と、価格は暴騰し市場が消滅する。こ

冷害で何百万トンか輸入しようとする

微小市場で、東アジアの日本や韓国の

して実現され、市場で評価されない価

と消費者効用を自由貿易により最大化

される財・サービスに関わる企業利潤

自由貿易の利益は市場で貨幣額で表

している。印だからこの要求は、コメ

よる膨大な累積過剰米の処分を目的と

メ市場開放要求は、コメ政策の失敗に

を持っており、八六年の最初の対日コ

生産・ダンピング輸出政策という性格

出大国であり、そのコメ政策は過剰米

のような特性を持つ世界コメ貿易市場

値，外部性は存在しないと仮定されて

輸出大国アメリカの寡占者的で不公正

とコメ自給の大きな外部性

においては、自由貿易の利益は虚構の

いる。しかし、アジア諸国ではコメ自

な要求である。

二％、一五○万トンほどしかない極

理念である。

給による稲作、農業、農村の維持それ

不安定にする。そして国内米価もより

の固定的輸入需要は貿易米価をさらに

拡大すれば米価が上昇し、さらに日本

に日本がコメ市場を開放しコメ輸入を

担保しようとしてきた。上述したよう

ず、この価値をコメ自給の追求により

にならない世界コメ貿易市場に頼ら

し、政府とともに、薄く不安定で頼り

国内米価と供給の安定の価値を重視

政治財であるコメの価格水準よりも、

の利益の理念は修正されねばならない。

部性の視点からコメに関する自由貿易

性が失われる。自由貿易で失われる外

ら行わねばならなくなり、これら外部

入を薄く不安定な世界コメ貿易市場か

期的には大部分崩壊し、大量のコメ輸

由化をすれば、これら諸国の稲作は長

ドネシアなどがコメ輸入の関税化や自

与えている。日本やフィリピン、イン

アジア国民に大きな便益（外部性）を

自身とコメの国内価格と供給の安定は

寡占性の故にその存立基盤はない。日

スク、稲作の外部性、コメ貿易市場の

餓人口、世界コメ貿易市場の薄さ・リ

理念は、コメの場合、膨大な貧困・飢

放論をささえるこの自由貿易の利益の

し上で述べたように日本のコメ市場開

貿易の利益の理念の実現である。しか

は、ＷＴＯの経済効率至上主義の自由

らの関税化、そして長期的完全自由化

ーーマム・アクセス輸入、二○○一年か

ＷＴＯ体制の下での日本のコメのミ

日本を含むアジア諸国民は、主食で

不安定になるであろう。アジア人に

Ⅶ寡占的コメ輸出大国アメリカの

とアジア諸国の国内米価を引き上げ、

入の増大により、国際的には貿易米価

本のコメ市場の開放は、日本のコメ輸
び国内米価の不安定性（リスク）を無

不公正な対日コメ市場開放要求

とって大きな負の価値を持つ世界およ

視したところで成り立つ自由貿易の利

両米価の不安定性も増やし、アジアの

膨大な飢餓・貧困人口を窮地に陥れ、

自由貿易の利益の理念は小輸出入国
が多数存在する競争的貿易市場を前提

益の理念は、日本のコメ市場開放問題
に対して意味を失う。
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（

（

（

の伝統文化・生活・社会・経

保全と有効利用や景観や地域

・農村の維持による自然環境・資源の伴いつつ堅持すべきである。

りその外部効果、すなわち稲作・農業策を、国内生産・流通の効率化政策を

もたらす。国内的には稲作の崩壊によの開放はすべきではない。コメ自給政

稲作の拡大が熱帯森破壊と土壌侵食を貿易の利益より多い、日本のコメ市場

飼料用穀物）は二・八％と軒並みＦ

小麦以外のとうもろこしなど主として

コメは一四・○％、粗粒穀物ヨメ、

年末一五・三％、内小麦は一一一・五％、

物合計の予想在庫率は九七／九八作物

のデータでは図６に示されるように穀

ＡＯの安全水準の一七％ぎりぎりかそ

れを大幅に下回っている。これら在庫

済の維持等と、コメ自給維持３’’○二○年の世界穀物璽籍■・
による国内米価と供給の安定
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量に対す

率（消費

穀物在庫

世界の

六年にかけて大幅に上昇した。

のコメ輸出価格は九五年初め頃から九

映してシカゴ穀物先物価格やバンコク

に低迷している。このような状況を反

く、九四／九五作物年期末以来低水準

以来傾向

が八七年

換、穀物生産の制約、穀物需要の急増など

も働いているが、欧米の農業政策の転

の九五年の穀物の減収など短期的要因

この穀物在庫率の低下は、アメリカ

的に減少

大穀物過剰・輸出地帯・国であった。

欧米は戦後八○年代中期まで世界の

欧米の農業政策転換

長期的要因により強く規定されている。
価格が高

騰した。
ＵＳＤＡ

の九七年
八月発表

３１２

し、穀物

の割合）

る在庫量

おり、七四年の食糧危機の時より低

率はコメ以外は戦後最低水準になって

（

と安心の維持とか失われる。

■ＩＪＯ

２

ｙ（、（

「自由貿易の害」の方が自由３－１加年穀物危機の長期的要因
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世界の重要穀物在庫率の推移
各作物年期末在庫率
図６

には膨大な過剰農産物が累積した。Ｅ

輸出するようになった。八○年代中期

○年代末からは年二○○○万トン以上

トンほどの純輸入を行っていたのを八

て穀物では七○年代まで年三○○○万

金、輸出補助金、国内価格支持によっ

にＣＡＰ（共通農業政策）の輸入課徴

政策を転換してきた。ＥＣは七○年代

・地域格差是正・環境保全政策へ農業

輸出政策から保護引き下げ・過剰削減

前の保護強化・過剰生産・ダンピング

しかし欧米は八○年代後半からそれ以

農産物貿易合意へ引き継がれてゆく。

剰抑制は九三年のウルグアイ・ラウンド

強化された。そしてこの保護削減・過

農業法で生産制限と輸出補助金制度が

過剰在庫も累積した。八五年、九○年

億トンほどに急増し、その他の農産物

ンほどだった穀物在庫が八六年には二

急減し、七○年代中期の五○○○万ト

を受けて八○年代中期まで穀物輸出は

ドル高、そしてＥＣの穀物輸出の急増

た。しかしその後、過度の国内保護、

はピークの一億一二七○万トンに達し

強化を反映して増加を続け、八一年に

八％と減少してきた。後述するように

八○年代に○・一一一三、○・二八、○・一

は、ＦＡＯのデータでは六○、七○、

がある。世界の耕地面積の年増加率

水・灌概など自然資源と農業技術など

穀物の長期供給規定要因には土地、

易穀物価格の状態が維持されよう。

た世界穀物在庫を低位に保ち、高位貿

続され、八○年代中期から逓減してき

削減の継続のてこ十一世紀にかけて継

３－３供給要因

Ｃの食糧政策転換は八二年の生産調整

件不利地域、環境保全地域に対する特

助措置）・粗放化による環境保全（条

営の保護（若年農業経営者への特別援

生産調整・直接補助による中小規模経

強化され、支持価格の大幅引き下げ・

と支持価格引き下げから始まり徐々に

量がこれと逆の動きをすることに示さ

急減し、世界の途上諸国の食糧純輸出

で傾向的に増加していたのが、その後

る）の食糧の純輸出量が戦後八七年ま

れら諸国の食料輸出の大部分を占め

は、図７で世界の先進諸国（欧米がこ

以上のような欧米の農業政策の転換

少し、九四年には六・九億ヘクタール

まで増加したが、それ以後傾向的に減

七七年の七・六億ヘクタールのピーク

少してきた。世界の穀物総収穫面積も

年の○・三一ヘクタールへ傾向的に減

五○年の○・二四ヘクタールから九四

世界の人口一人当たり穀物収穫面積は

人口爆発はこの間激化してきたから、

別措置）などを内容とする九二年の大

れる。この転換は、九二年のＥＣの農

ＦＡＯの八九年のデータによれば、

農政改革となり、九三年のウルグァイ

三年末のウルグアイ・ラウンドの農産物

世界の総耕地は約一五億ヘクタールで

になっている。

六○年代には年四○○○万トンほど

合意によって強化され、ＷＴＯ体制とア

内八億ヘクタールが途上国にある。ま

政改革、九○年のアメリカ農業法と九
だったアメリカの穀物輸出は七四年の

メリカの九六年農業法とＥＵの農業保護

・ラウンド合意につながる。

世界食糧危機を契機とした農業保護の

２２

世界のコメ・食糧市場の特徴と2020年の日本圏業のあり方

図７食糧の純輸出
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(資料）ＦＡＯＴＲＡＤＹＥＡＲＢＯＯＫ

生するから、農地の供給の問題は第一

成長と人口爆発は主として途上国で発

ある。二十一世紀にかけての経済の急

森林の総面積で、内四二％が途上国に

た七四億ヘクタールが世界の放牧地と

しかし南アメリカやサブ・サハラ・ア

と穀物需要の地域内相互依存」呼ぶ。

伴わねばならない。これを「穀物生産

生産の増加は所得Ⅱ穀物需要の増大を

部分が農民である人々の農業（穀物）

配の観点から各国ないし各大陸の、大

経済成長に伴う農地の非農業用転用

に途上国の放牧地と森林の内どれだけ

た；それは現在の耕作面積の七・六億

は日本の農地法制度のような農地を確

フリカの途上諸国には全途上諸国の人

ヘクタールに対して一八億ヘクタール

保する制度が存在しない、かつ経済成

が穀物生産に転用できるかである。Ｆ

強と非常に広い。その大部分すなわち

長の早いアジアでは、特に速く起こ

口のそれぞれ一○％強の人口しか存在

四八％は南アメリカ、四四％はサブ・

る。中国、タイ、ジャワなどで、優良

ＡＯは中国を除いた九二の途上国に対

サハラ・アフリカにある。しかしその

農地が工場、住宅、道路、投機需要な

しないから、これら大陸での広大な可

ような大規模な牧草地と森林の転換は

どへ急速に転用されてきた。筆者の過

して、土壌、地形、気温、水条件から

起こりそうにない。ＦＡＯは同じ報告

去二○年ほどの観察によれば、タイの

耕地はほとんど開拓されない。地域内

書で、中国を除く途上国で二○一○年

バンコクをとりまく一○○万ヘクター

途上国で重要な二一の作物の最低どれ

までに○・九三億ヘクタールだけ耕地

ルほどのメナム・チャオプラヤ・デル

相互依存が十分働かないのである。、

が増加すると推計する。このように実

タの優良稲作地は急速に転用され、ま

か一つの潜在耕作可能面積を推計し

際の耕地拡大が非常に小さいのは、特

た耕作放棄されてきた。人口爆発と経

から、世界での耕地および耕作面積の鱈

済成長は二十一世紀にかけて継続する

に途上諸国での耕地すなわち穀物生産
拡大は、増産された地域で穀物が需要
されねばならないこと、ないし所得分

ヴァの単収の過去二○年ほどの期間の

例外なく主要作物のコメとキャッサ

’九四年の面接調査では、どの農家も

散在する農家一一一○戸ほどに対する九三

筆者が行った半乾燥地のタイ東北部に

タール）が特に劣化しているとする。

いる。勘このうち一六％（三億ヘク

タール）の土壌が劣化の影響を受けて

タールの土地の内一五％（二○億ヘク

る研究によれば地球上の一三○億ヘク

土壌劣化は世界で進行している。あ

るカリフォルニアの水不足とテキサス

定された灌概用ダム建築の困難からく

メリカでの調査で、環境保護運動に規

などである。筆者の八○年代後半のア

河断流、そして上述の灌概投資の停滞

剰利用による枯渇、Ⅲ年々悪化する黄

ンドなどでの地下水の農業用水への過

水への転用、アメリカ、中国北部、イ

済成長からくる同用水の工業・生活用

強い制約が働いている。世界各国の経

使用しており、この農業用水資源にも

農業は世界の淡水供給の一一一分の二を

た。ＦＡＯによれば六○年代半ばから

減少し始め、九一年までに六％減少し

は、それまでの増加傾向から反転して

八年から人口一人当たりの灌概面積

○年代には一％強に減少している。帥七

から七○年代には年二％強あったが八

かし穀物の単収の増加率は八五年以降

要穀物の単収もかなり早く増加した。し

ように非常に早く増加させた。その他主

六六年から八五年の期間、表ｌが示す

ない。緑の革命は小麦とコメの単収を

穀物供給の増加は単収に頼らざるを得

耕地、灌概面積、水の制約のもと、

0.0217

70／8５

0.0241

0.0213

0.0250

0.0312

85／9６

0.0120

0.0122

0.0144

0.0090

的、管理的そして環境的原因による。町

低下とその要因として土壌の肥沃度の

での地下水位の稲作用汲み上げによる

八○年代半ばまでの食糧生産の増加の半

急減した。このような穀物の世界平均

0.0361

0.0063

0.0272

0.0126

0.0302

0.0346

６１／7０

長期的希少性は増大しよう。

低下をあげていた。

分以上が灌概面積の増加によるから、こ

の単収の増加率の最近の急減の理由

過剰低下を確認した。

れら灌概面積の傾向は食糧供給の増加に

は、①世界の化学肥料総投入量の八○

厚

(資料）FAOProductionYearbookaviaFTP

単位：年増加率％

表１世界の穀物の戦後の単収増ｶﾛ率の減少

大麦

トウモロコシ

小麦

籾米

全穀物平均

世界の灌概面積の増加率は六○年代

とって大問題である。この傾向は経済

ので化不のとも限がとて代役業アのれ品減物化ら○ら
穀あの足農’6）しに生小きか資・や枯た種少増学の年の
物ろ進や業⑤れ達物麦たらが．世渇技に’3)収肥停代減
１５）11）

う行土用世なし学の④停八メ界③術蓄②効料滞中少年
世・な壌水界いた的単．滞○研でア知積穀果の’2)期と末
界ど劣のでこか上収メし年究農ジ識さ物の穀とか九か

２‘

世界のコメ．食糧市場の特徴と2020年の日本農業のあり方

しており、二○二○年にかけての人口

の場合、前述のように収穫面積も減少

に生産と消費の九○％が集中するコメ

条件の制約を示す場合が多い。アジア

採用の格差を示すのではなくて自然的

格差から明らかなように、潜在的技術

の西ヨーロッパと北アメリカの大きな

格差は、しかし、たとえば小麦の単収

両方が可能とする意見もある。、単収

単収増と環境破壊・土壌劣化の軽減の

諸国では適切な化学肥料の増投により

既存技術の採用余地を示し、特に途上

界各国・地域間の大きな穀物単収差は

のようになるであろうか。現存する世

単収の二十一世紀にかけての動きはど

るまでには何十年もかかると認識して

界の発展途上諸国の農家に広く普及す

ていない。バイテク新技術・種子が世

が、現在現実的成果はほとんど得られ

作物単収を大幅に上げると期待された

方法によるバイテクは、過去二○年間

い。即遺伝子転換や遺伝子地図作製の

子生産の高費用のため成功していな

過去二五年の努力にもかかわらず、種

味は悪い。小麦のハイブリッド種子は

収は二○％ほどしか増加しておらず、

や補助金が支えているからであり、単

の種子生産の高い費用を中国の低労賃

五％）で栽培されているが、これはこ

には中国のみ（九二年に収穫面積の五

世界の成長センターとして急成長し、

上諸国は世界銀行の統計邸によれば、

需要が急速に増加する。アジア発展途

性が増し、その増産のための飼料穀物

し、さらに食事で動物性蛋白質の重要

それによって直接に穀物需要が増加

で一人当たり所得が増加すれば、先ず

に伴って増加する。特に発展途上諸国

穀物需要は人口爆発に加えて所得増

穀物供給量も急増しなければならない。

物必要量を爆発させ、だからこの期間に

国やアジアでの人口爆発はそれだけで穀

から二○二○年にかけての発展途上諸

リーの主要部分を供給する品九○年

爆発する世界人口が必要とするカロ

オート麦、ソルガム・雑穀の合計）は

農業におけるバイテクやハイブリッ

五三億人の世界人口が二○二○年には

毎年九千万人ほども増加し、九○年の

以上の穀物の世界需給に関する長期

需給の予測

３１５二○二○年の世界穀物

に行われた。

の高騰・輸出禁止などが九○年代中期

長した中国では飼料穀物の不足・価格

このような事態が進行した。特に急成

いる研究者が多い。割

需要要因
人口爆発は一九九○年から二○二○

３－４

爆発のピークに対応するためには年率

三％の単収増が必要である。耐今日ま
での育種の努力は色々な作物の潜在単
収を年一～二％程度引き上げてきた

が、脚長期にわたるコメの単収の三％の

ド品種の新技術の単収増加に対する効

八○・五億人になる。穀物（コメ、小

年にかけてピークとなり、世界人口は

果はどのように評価されるのであろう

麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、

増加は非常に困難である。

か。コメのハイブリッド品種は大規模

坊

分析を基礎に、二○二○年の世界、所

得階層別国家グループ、中国、インド

および日本の穀物需要と供給量を推計

したのが表２である。需要面では、Ｆ

ＡＯの食糧需給表の八四～八六年の需

給バランス・データと畜産において予

想される飼料穀物利用の長期的増加と

から穀物／畜鶏肉・卵生産転換率を推

計し、飼料穀物需要の増加を人口成長

率、ＧＤＰ成長率、畜鶏肉・卵需要の

所得弾性から推計している。人口と人

口成長率は国連の中位推計、九三年の

畜鶏肉・卵需要と穀物需要はＦＡＯの

統計を利用した。供給面で穀物生産の

成長率は上述の最近の穀物単収の成長

率の鈍化を反映した値を地域別・国別

に表示のような値とした。

穀物需給の長期予測は、筆者やレス

ター・ブラウンのように需給を独立に

予測する方法と世銀、ＦＡＯ、ＩＦＰ

ＲＩと日本の農水省のように需給の差

がもたらす価格調整を含むやり方があ

る。剛筆者、ブラウン、農水省は二○

二○年ないし二○一一一○年に世界で大量

の穀物不足が発生し価格は上昇すると

で考実故実て増単減中Ｒ世か前的るにる下穀初はと予

萎量糠:蝋騨灘鯵繍！
○計と現、現しり物（よのＰ・るの本なうす低界紀Ｉ銀
表22020年世界食糧
(食用穀物・飼料穀物・畜肉卵） 需給予測

世界合計
低・中所得諸国
アジア途上諸国
中国

生し
物万
穀産百

穀物供給量予測

穀物需要
超過量
百万ﾄン

1804

2852

417

930

1７５２

675

１１５３

340

610

穀物隼塵量百万トン

インド

167

283

高所得諸国ａ

870

1１００
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９

日本
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年増加率（％）
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穀肉転正批

1830

３

日本

39.50
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高所得諸国ａ

5522

３０４

インド

穀物総
需要量

２２３

低・中所得諸国
アジア途上諸国
中国

１人当
たり畜
肉卵消
費量k９

４１３４０

世界合計

人口
百万人

1993-2020

料畜定修伽
飼／推率剛

穀物需要量予測

需給予測の前提

’２０２０

1993
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世界のコメ・食糧市場の特徴と2020年の日本展業のあり方

ち中国は一・七億トン、インドは○・一

膨大な穀物の不足が発生する。そのう

年にアジア途上諸国で三・二億トンの

貿易価格の上昇は発展途上諸国の国内

比較で五○％ほど上昇する。この穀物

は二○二○年に穀物価格が九一一一年との

比）を○・一五とすれば、貿易市場で

大きな困難をもたらす。

なり存在すると考えられる貧困人口に

ら諸国で一一億人、二○二○年にもか

穀物価格をかなり上昇させ、現在それ

の安全保障に関する不

率の低下と国民の食糧

４－１日本の食糧・穀物自給

格が高くなっても自給すべきだとする。

では国民の八○％以上が基本的食料は価

する不安は増大する。最近の世論調査

４’’○一一○年の日本の農業のヴィジョン

五億トン、世界全体では四・一七億ト

ンほどの巨大な不足になる。高所得諸
国が一・七二億トンを輸出するが、必
要量を大幅に下回る。九三年の世界の

総穀物貿易量は二・三億トンであるか
らアジアや世界の不足量は膨大であ

る。このような大量の穀物不足が発生
するのは、表２の前提条件に示される
ように発展途上諸国の人口爆発と中国

筆者やブラウンの膨大な穀物不足の

不足推計の理由も同じ要因による。

約するためである。ブラウンの大量の

・農業技術制約が穀物供給の増加を制

発展途上諸国を中心に自然資源・環境

要の爆発的増加を引き起こすことと、

を引き起こしそれに伴って飼料穀物需

高経済成長が動物性蛋白質消費の増加

合穀物需給がこのまま推移すれば、表

な特殊な行動をとってきた。日本の場

でこれら東アジア三国だけがこのよう

大させてきた。世界の高所得諸国の中

輸入国から輸出国へないし輸出量を増

湾の方が日本に比べ早い。欧米は穀物

に低下してきた。低下速度は韓国と台

自給率が、図８が示すように戦後急速

東アジアの韓国、台湾、日本で穀物

れ五一九、一一一一一一一一、三一一一一億ドルずつ

ツ、フランス、イギリスは同年それぞ

大の農林水産物輸入国である。ドイ

九四年に七○六億ドル輸入する世界最

計によれば日本は世界の農林水産物を

産物を輸入しすぎている。ＦＡＯの統

追求し、穀物のみならずその他農林水

日本は「自由貿易の利益」を過度に

４１２日本の農林水産物過剰

予測は、世界貿易市場の穀物貿易価格

２が示すように穀物自給率は九五年の

輸入している。日本は戦後農林水産物

安の増大

の上昇を引き起こす。筆者の予測で

一一八％から二○一一○年には二一％へ低

の輸入に関して、これら欧州諸国と比

を中心とするアジアやその他途上国の

は、世界穀物需給の長期の価格弾性

下し、日本国民の食糧の安全保障に関

輸入

（価格上昇率に対する需給の変化率の

２７
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▲

(資料）ＦＡＯ統計と日本・韓国政府統計

億ドルへ’二倍にしか

は四二億ドルから五一九

対し、たとえばドイツで

三○倍ほどになったのに

ドルから七○六億ドルへ

額は、同じ期間に二三億

日本の農林水産物の輸入

％ほどに低下した。また

リスは一五％ほどから六

であまり変わらず、イギ

れ六％ほどと一○％ほど

比率は同じ期間にそれぞ

フランスとドイツのこの

くに増加したのに対し、

年には九・四％と二倍近

・六％であったのが九四

貿易額に対する割合は五

水産物の輸入額の世界総

た。六一年の日本の農林

べ特異な行動を取ってき

林業も衰退させた。

来、熱帯林の破壊を引き起こし、日本

とインドネシアから）が熱帯林から

年には輸入総額の二七％がマレーシア

ルになった。そのかなりの部分（九○

であったが、九○年には七四・七億ド

木材輸入額は六七年には九・三億ドル

水産業・農漁村も衰退させた。日本の

激しい環境破壊をもたらした。また農

川・湖沼の富栄養化や沿海の赤潮など

が消費・利用され排出されて日本の河

急増した日本の農水産物輸入は、それ

れ、沿岸部が激しく汚染された。戦後

岸部の広大なマングローブ林が破壊さ

養殖によってタイやインドネシアの沿

倍に増えた。日本への輸出用のエビの

占める。エビ輸入量はこの期間に八五

億円で全水産物輸入額の二四・五％を

一年には三一万トン・金額で四一二九

水産物輸入額の四六％を占めたが、九

してアジア諸国からなさ

日本のエビ輸入は主と

国内米価を引き上げ、アジアに集中す

ム・アクセス輸入は貿易米価やアジア

冷害後の日本のコメ緊急輸入やミニマ

第二節で述べたように、九三年の大

れ、六二年に一一一六四二ト

るコメを主食とする貧困・飢餓人口を

なっていない。

ン・金額で二二億円で全

2８

世界のコメ・食糧市場の特徴と2020年の日本農業のあり方

二○二○年の日本農業構想の基本要

の農林水産業の再構築が必要である。

など主要食糧の自給を基本とする日本

農林水産物輸入水準を適切化し、コメ

由貿易の利益」の過度の追求である。

機に陥れるという意味で過剰で、「自

アジアに集中する貧困・飢餓人口を危

自然環境・自然資源を激しく破壊し、

は、その増加速度が速すぎ、国内外の

このように日本の農林水産物輸入

し、国民の食糧の安全保障に関する不

本の穀物・食糧自給率は大幅に上昇

ある。米麦を増産することによって日

展的な日本農業の再構築のため必要で

業を担うようにすることも、活発で発

模を拡大し活発な農業経営者が日本農

化を計ることが望ましい。また経営規

作作物（例えば麦類）を生産し多毛作

から、さらに国士利用の視点から、裏

失い、危機に瀕する。また経営的視点

より米価が上がり、食糧の安全保障を

る膨大な貧困・飢餓人口は自由貿易に

できるとする。しかしアジアに集中す

糧の安全保障は自由貿易によって確保

ＣＤ（経済協力開発機構）などは、食

リカ、ＷＴＯ（世界貿易機構）、ＯＥ

し、国民もそう考えている。特にアメ

料と農薬および農業機械の過剰使用は、

らした。「近代化」の名の下での化学肥

用は、土壌を圧縮して士壌浸食をもた

切断された。また農業機械の過剰な使

業技術は、「近代化一によって循環が

ステムを形成していた日本の伝統的農

など耕種生産に利用して有機的循環シ

から作った碓厩肥など有機肥料を米麦

排泄物と里山の草木を刈ったものなど

なって現れている。畜産および人間の

化、河川、湖沼や海の富栄養化などと

汚染、農産物の農薬汚染、土壌の劣

する環境汚染は、地下水の硝酸態窒素

農薬、急増した農水産物輸入を起源と

きた。これら有機廃棄物、化学肥料と

棄物はかなりの量が環境に排出されて

増えず、畜産と人間生活からの有機廃

用のコストを引き上げ、利用はあまり

危機に陥れた。

素は、コメ自給、多毛作、活発な農業

安は解消される。

易の到鐘の理念による蚕壌琶言える。

的日本農業の麺煉術と制約された自由貿

糧自給率、持続性である。これは伝統

低環境破壊・良味米生産、高穀物・食

きた。それに対し経済成長に伴う労賃

販売され、使用量が世界的に増加して

する化学肥料や農薬は安すぎる値段で

ないし製造のエネルギー源として使用

枯渇性資源の化石燃料とそれを原料

業の持続性を向上させねばならない。”

取り戻し、環境破壊を削減し、日本農

伝統的曰本農業の循環を新しい形で

化などから長期的持続性を低下させる。

化石燃料とリン鉱石の枯渇性、地球温暖

面

業ヴィジョンの主要側

４－３二○二○年の日本の農

経営、耕畜人循環、有機肥料低投入・

第二節で述べたようにコメの自由貿

の上昇は畜産および人間の有機廃棄物

エネルギーの産出投入比率を低下させ、

易の利益はコメ自給の経済的・外部的

などを原料とする有機肥料の生産と利

現在日本国内で化学肥料により投入さ
利益を下回り、コメは自給が望ましい

料に転換し利用するシステムを構築

の有機廃棄物全量を全国規模で有機肥

人間の有機廃棄物の中に存在する。こ

農業部門の所得との均衡に留意した農

べき農業経営規模の増大を考慮し、非

受け入れてもらうためには、実現さる

ある。要請されるこれら調整を農家に

にも経済的にも農家意識からも困難で

たとしても米麦の生産費はアジアやア

このように日本の耕種農業を改革し

下げる必要があろう。

り、米価は国際的に見て高いので引き

うためには麦価を引き上げる必要があ

転作補助金なしに裏作麦を作ってもら

れている肥料資源より多い量が畜産と

し、二○二○年までにこの有機肥料で

業所得の補償が必要である。農業団体

メのミニマム・アクセス輸入をウルグ

メリカなどを大幅に上回る。しかしこ

農業所得の補償は、前に述べた①化

アイ・ラウンドで合意した。前に述べ

日本の全農業生産を行い、化学肥料の

学肥料の使用をなくし有機肥料の低投

た日本農業の改革を実現するためには

と化学肥料会社にも損失が生じるが、

要にする。神戸大学の保田教授によれ

入による環境破壊の削減とコメの味の

ミニマム・アクセス輸入を、九九年に

使用を極小化し、環境破壊を削減する

ば、このコメ単収の適正化によってコメ

改善②コメ自給の確保および麦作の復

予定されているＷＴＯの再交渉で返上

の格差は、改革により国民が享受する

の味は大幅に良くなり、消費も増える。

活による穀物・食糧自給率の向上によ

しなければならない。さらに日本は国

麦の増産と流通量の増加および有機肥

家畜と人間の有機廃棄物からの有機

る食糧安全保障の確保③農業・農村・

際交渉により農産物貿易を規定する国

ことが重要である。さらにこの有機肥

肥料の肥料成分は、現在使われている

故郷の復活など外部性価値の確保④転

際的理念を上の第二節で述べた主要農

前に述べた①～⑤の利益により十分以

化学肥料のそれをかなり上回るから、

作の不要化や土壌条件の改善⑤活発な

産物の自給を基礎とする修正された自

料生産・流通システムの建築・経営と

この日本農業改革は日本の畜産の規模

農業経営の成立などを内容にした、消

由貿易の利益の理念に従う方向に修正

料の投入量を削減（ＬＩＳＡ”低投入

の削減を含む。この案は環境破壊が大

費者と農家間の社会的契約の形成を基

すべきである。このあたらしい理念に

上に埋められる。この視点からの国境

幅に減りコメの味も良くなるから消費

礎に、農業生産の増加を引き起こさな

基づく農業改革構想は日本だけでなく

の関わりでこの損失を補填できるよう

者に支持され、転作の必要がなくなる

い（ディカップルされた）直接所得保

措置が必要である。日本は九九年にコ

から農家にも支持されよう。しかし農

他のアジア諸国でも、これらが戦後コ

にすればよいのではないか。

家にとっては化学肥料をやめ有機肥料

障の形で行われるべきであろう。また

メ自給を追求してきた事実からも採用

持続農業）し、米麦の単収を適正な水

を使い、米麦の単収を大幅に減らし、

米麦相対価格の調整が必要で、農家に

準にし、農家に嫌われている転作を不

畜産規模を削減することは、農作業的

３０
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コメ麦類（３麦合計）
表３

日本は国際交渉において

るためには以下のような政策手段をと

前で述べた方向へ日本農業を改革す

などの制約に直面するからである。

アジア諸国と協力するこ

ればよい。

される条件がある。故に

とを重視すべきである。

入、適正単収である。

②有機・循環・低投入・低環境破

壊農業

る窒素肥料成分量の投入量目標は、五

二○二○年の米麦複合農業に対応す

Ⅲ適正単収米麦複合生産構造

○万トンである。この数字は米麦の上

また欧州連合（ＥＵ）の共

通農業政策（ＣＡＰ）で類

日本の米麦の生産構造は戦後、表３

される。これで日本での肥料による環

似の地域政策・条件不利

二○二○年の稲作生産量は九○○万

境破壊は激減する。庄子は家畜糞尿の

記適正単収に対応する適正役人水準で

トン、作付け面積三○○万ヘクター

みで日本の化学肥料の窒素とカリの使

のように展開してきた。二○二○年の

ル、単収三トンである。これら諸量は

用量を大幅に上回る肥料資源量がある

地域政策などがすでに実

コメ自給を前提とし、有機肥料を低投

としている。邪リン酸だけは家畜糞尿

あり、過去の米麦の単収と窒素肥料投

入して適正単収を維持し、作付け面積

だけでは大幅に不足する。下水汚泥、

米麦複合生産適性単収構造は同表が示

を増やし、転作が不要になることを考

し尿汚泥、厨芥、豆腐かすの肥料成分

施されている。これら政

慮して設定されている。現在と比べ三

を家畜糞尿に加えても同じことが言え

入量の関係式（回帰計算）から求め

二○二○年を考えるの

○％ほど作付け面積が増え、逆に三○

る。富岡は生活系有機廃棄物が全量肥

すように、ほぼ一九五○年の構造を新

は現在からその時までが

％ほど単収が減ることになっている。

料に変換される条件で、化学肥料の窒

策とのすりあわせも必要

地球上の人口爆発がピー

麦（三麦計）は作付け面積を九○年の

素成分をほぼ全量まかなえると計算し

た。この肥料投入は有機肥料のみでな

ク状態で、毎年地球の人

三七万ヘクタールから一五○万ヘク

た。リン酸とカリは一部しかまかなえ

しい技術で再生することになる。

口が九千万人程度増加

タールへ、生産も一三○万トンから一一一

ない；なお有機汚泥の有効利用率は

である。

し、その期間に人間行動

五○万トンへ大幅に増やす。単収は二

日本では次のようである。

４－４二○二○年

が食糧、自然資源、地球温

・三トンで稲作と同じように低肥料投

ンの内容

業ヴィジョ

の日本の農

暖化、環境汚染、技術進歩

虹

・下水汚泥咄年間発生量三○○万トン
（含水率七○％）有効利用率一五％
・し尿汚泥恥年間発生量二二万トン
有効利用率二五％

めのかなりの公共投資が必要になろう。

排棄物と分離しなければならず、そのた

するため人間の生活廃棄物を工場の有機

活性汚泥の中の重金属等の危険を回避

関して政府が緩衝在庫を持ち、コメに

き上げる調整が必要であろう。米麦に

相対価格を米価を引き下げ、麦価を引

政策を前提にして生産者段階での米麦

リに関しては日本で現在使用されてい

活系有機廃棄物の肥料成分は窒素とカ

以上述べたように家畜の排泄物と生

げる必要がある。

の日本の有効利用率は欧米並に引き上

利用率はこれに比べ大幅に低い。鯛こ

率が四四％といわれており日本の有効

しかし欧米では有機汚泥の農地還元

う。国民の望む食糧の安全保障はかな

自給率も七○％ほどに増加するであろ

し、五三％ほどに大幅に増加し、食糧

二○年には二一％程度になるのに対

二九％から、農業改革がない場合二○

減少によって、穀物自給率は九二年の

模の削減による一四○○万トンほどの

の大増産および飼料穀物輸入の畜産規

この農業改革に伴うコメ自給、麦類

③高い食糧の安全保障

例えば化石燃料の価格を徐々に引き上

は、ワイゼッカーの提案のように、餌

肥料や農業機械の過剰使用に関して

のシステムが必要である。

かなりの輸入を前提にしてコメと同様

どでよいのではないか。麦については

大三○○万トン、平均一一○○万トンほ

操作を行う。コメの政府緩衝在庫は最

場米価がその水準に収散するよう市場

米価を毎年中立的な機関が推定し、市

の供給量と需要量の均衡水準の生産者

ついては、上述の適正単収・転作なし

る化学肥料のそれを大幅に上回る。人

り確保される。

・食品エ場からの汚泥》不明

間と家畜の有機廃棄物全量から有機肥

い。二○二○年の日本畜産の頭羽数構

削減しなければならないかもしれな

過剰になる。だから日本の畜産規模を

て社会的契約・強制としてなされても

構造の変革は、上述国民契約に基づい

農業改革の米麦生産構造と肥料使用

Ⅶ価格。備蓄政策

燃料を使用しているから、化石燃料価

原料および生産エネルギーとして化石

制されることが望ましい。化学肥料は

させ｝」れら生産要素の過剰な使用が抑

学肥料と農業機械の利用コストを上昇

げていって市場メカニズムを通じて化

造は第一次接近として一九九三年の半

良いが、市場を通じてなされればより

料を作れば、二○二○年に有機肥料は

数とした。この点はさらに詳細な研究

格を有機肥料との比較で引き上げ、農

格の適切な引き上げは、化学肥料の価
米麦複合経営を広範に成立させるた

業経営者は自発的に化学肥料の使用を

効果的であろう。

は有機肥料では十分でないので、不足

めには、適切な国境政策と後述の所得

が必要である。なおリン肥料に関して
分は化学肥料を使用せざるを得ない。

3２
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減らし有機肥料の使用に向かおう。

用せず、それを人間の有機廃棄物と頭
羽数規模をかなり減らした畜産の廃棄

ある。ＥＵの共通農業政策（ＣＡＰ）

りとして定額所得補償を実施すべきで

に関する社会的契約を結び、その見返

率の上昇による食糧の安全保障の確保

いコメの自給と安定供給および麦自給

要化、複合経営の一般化により美味し

維持農業の維持、適正単収と転作の不

が、有機肥料の低投入による循環環境

であろう。前述のように農家と消費者

業部門の所得水準よりかなり低くなる

生産水準で農家の農業所得水準は非農

をかなり拡大しても、コメ自給確保の

ど可能な経営形態により農業経営規模

落営農、公社経営、農協主体の経営な

大、農業経営の規模は拡大して活発な

れ、転作はなくなり、農地利用率の増

覆われ、農業・農村・故郷は維持さ

る。冬季でも日本の農村は麦畑の緑に

大量に輸入するという矛盾も解消でき

の居る発展途上諸国から日本が食糧を

壊は削減され、膨大な貧困・飢餓人口

され、この輸入による国内外の環境破

される。日本の膨大な食料輸入は削減

安全保障に関する不安感は大幅に緩和

自給率はかなり上昇し、国民の食糧の

麦類の大幅な増産により穀物と食糧の

る。かつ美味しいコメの自給の復活と

農業による環境破壊は大幅に削減され

この循環システムの構築によって日本

物から生産する有機肥料で置き換えて

における地域政策のなかでの、農業生

農業経営が普及し、そして適切な国境

⑤所得政策

産に対する低投入を条件とした定額所

措置を維持しつつ米麦の国内流通の自

低投入した有機循環システムになる。

得補助金のような形で、例えば下段表

由化を深化させることにより、農家に

平地：基準規模20ha．（契約補助金１０万円／ha×20ha＝200万円)＋コメ所得（50俵×20ha×１万円

＝1000万円)＋麦所得（39俵×lOha×6000円＝234万円)＝1434万円

大規模専業個人経営、生産組織、集

組の暫定案のように地域格差をつけて

とっても消費者にとっても望ましい自
給的・循環的・持続的で公正な日本農
業システムが形成される。

3８

支出すればよい。

二○二○年の日本農業は、米麦複合
経営が一般化し、化学肥料ほとんど使

西日本での農家への地域別定額補助金暫定案に伴う農業所得試算

前提：米価；２万円／60kg，麦類；政府買入れ価格小麦9100円／60kgを減単収分33％程を補って

12000円にする。所得率50％。

山間：基準規模３ha．（契約補助金100万円／ha×３ha＝300万円)＋コメ所得（50俵×３ha×１万円

＝150万円)＋麦所得（39俵ｘ３ｈａ×6000円＝70.2万円)＝520.2万円

中間：基準規模７ha．（契約補助金３０万円／ha×７ha＝210万円)＋コメ所得（50俵×７hax1万円

＝350万円)＋麦所得（39俵×７hax6000円＝163.8万円)＝723.8万円

<注記＞
Ｄ辻井博『世界コメ戦争一ねらわれる日本市
場」家の光協会、1993年12月、改訂版参照。
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『エコノミスト』1994年４月12日号、31-35頁参
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本多理事は、これまで八十三年に朝

日賞、九十二年に日本学士院賞を受賞

本協会理事で東京工芸大学学長、東
京大学名誉教授の本多健一氏（ね）

している。

・世界的な

が、文化功労者に選ばれ十一月三日ホ

テルオークラで顕彰式が行われた。
本多理事は、酸化チタン電極と白金

「本多エフェクト」

光化学の権威で酸化チタンに太陽

光線があたると電気を発生し、水の電

気分解が起こることを発見した。この

効果は光触媒反応として広く知られる

ようになり世界的にも「本多エフェク

ト」として知られている。現在、この

発見の具体的応用として高速道路出口

付近の壁面に酸化チタンを混ぜた塗料

促進した功績を認められたものであ

し、太陽光のエネルギー変換の研究を

の電気化学的分解を進むことを見いだ

電極とを組み合わせた電池を作って水

いう試みも出ている。

害物質を分解し、大気浄化を図ろうと

表面に加工したタイルを貼ることで公

は、都市のビルの外壁に酸化チタンを

るなどの応用が図られている。現在で

を塗布することで、排ガスの分解を図

る。

3５

lIi

れるか
本協会がセミナーを全国展開

化及び環境問題について内外の講師を

招いて講演会を開催してきたが、本年

度から地球規模的に厳しさを加えてい

る人口問題をめぐる現状について、有

識者をはじめ一般市民を対象に広く啓

蒙することとし権威ある講師陣により

開会に際し、広瀬次雄・本協会常務

全国展開を図ることとした。

本年度から地方の主要都市を中心にセ

理事が世界の人口問題、とりわけアジ

講師には、世界の食料問題の権威で

ミナーを開講した。テーマを「Ⅲ世紀

河北新報社の後援を得て宮城野パレス

ある辻井博・京都大学教授を招き、コ

アの人口問題と食料問題の重要性につ

会議場で、十一月十一日には、福岡

メンテーターには、国連人口賞受賞者

人類は生き残れるかｌ人口・食料。環

市、西日本新聞社と㈱アジア太平洋セ

の黒田俊夫博士が世界の人口問題につ

いて訴え、開会の挨拶を行った。

ンターの後援を得てアクロス福岡・国

いて最新のデータをもとにその重要性

と傾向について講演を行ったｂ

がコメの生産大国であり、かつ消費国

貿易政策について「アジアではコメのである。世界のコメの貿易では、夕
生産・消費が世界の九割を占め、生産イ、ミャンマー、ベトナム、パキスタ
面では、中国、インド、インドネシアンとアメリカが世界市場の八割を握っ

辻井博教授は、コメの生産、消費、

’’’○二○年世界の穀物は四億トン不足、
価格は五割上昇するＩ

・コメは貿易品目の材料にするな

昨年まで人口問題、食料問題、都市

際会議場で開催した。

境ｌ」とし、先ず十月六日に仙台市、

訴えるため、啓蒙事業の一環として、

本協会は、人口問題の重要性を広く

まず、仙台、福岡で開催

謬墓鍵

i li
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２１世紀・人類は生き残れるか

：

は、コメ価格の高騰やコメが店頭から

る。コメを主食としているアジアで

取量の八割がコメでまかなわれてい

億人おり、これらの人々のカロリー摂

飢餓人口は現在八億人、アジアには五

の貿易価格は大幅に上昇する。世界の

旱魅で大量のコメを輸入すると、コメ

ができない。また、一国が大冷害、大

不安定で頼りない貿易市場に頼ること

も上昇した。従って、アジア諸国は、

なった時、コメの貿易価格は一四○％

界のコメ生産が三～四％マイナスに

て価格変動が大きく、’九七二年に世

ている。コメ貿易市場は、小麦に比べ

三億トン、生産・供給量は約二九億ト

二○年、世界全体の穀物の需要量は三

を輸入するとパニックが起きる。二○

○万トンで、中国が一、五○○万トン

えた。世界の穀物貿易市場が「六○

いる。最近、中国は自給自足政策を変

％以下となり〃危機ライン“を割って

ると、トウモロコシは九四年以降一七

穀物の在庫率（在庫量／使用量）でみ

は一・二％まで低下している。世界の

に二・四％の増加があったが、最近で

は、’九六○年代三％、七○～八五年

林水産物の輸入国である。穀物の単収

にすぎない。日本は現在世界最大の農

％、大麦一二％で、コメはわずか四％

日本は世界最大の農林水産物の輸入

なくなると、政治不安、暴動、クーデ

付面積は増えていない。したがって、

国で、エビなどの輸入が増加すること

ンで四億トンが不足し、穀物価格も五

日本はコメの自給自足政策を追求すべ

は輸出国の環境を破壊することにな

ターになる。だからコメは”政治財“

きであり、コメは貿易品目の材料とし

る。二○二○年の日本の農業をみる

割上昇すると予測される。

て扱うべきでない。その背景には、ア

と、日本国内の人間を減らすことはで

である。アジア全体のコメの単収、作

ジアに五億人の飢餓人口が存在するか

棄物から出る窒素、リンが十分にある

きないので家畜を半分にし、家畜の廃

世界の穀物貿易市場は、大豆二八

ため化学肥料の投入をゼロにすること

らである。
％、トウモロコシ一四％、小麦一九

８７

○年には、自給率が二一％まで低下す
成できる。麦を近代的な方法で再生○年には、自給率

在のままで穀物生産を続けると二○二
○○万トンの生産ができ、自給率が達在のままで穀物生

りに直接所得保障をする。しかし、現
ンにすると三○○万ヘクタールで約九りに直接所得保障

らし、安全でおいしい食料供給の見返
減らし、単収を現在の五トンから三卜らし、安全でおい

得は低くなるが、農家の環境破壊を減
積を二○○万～三○○万ヘクタールに得は低くなるが、｜

人の難民あるいは貧困ライン以下の人

推定二、五○○万人で約五、○○○万

際難民が二、二五○万人、国内難民が

フリカ諸国では、地域紛争により、国

ストレスなどにより、ルワンダなどア

食料不足、共産圏の崩壊による社会的

る・先進国の東ヨーロッパ諸国では、詔

死亡率が上昇する重大な傾向がみられ

る。」と講演した。
し、現在の一○○万トンの生産量を三る。」と講演した。

ドル以下の中で生活を強いられてい

五○万トンにする。その結果、農家所
で、環境も保全できる。コメの作付面五○万トンにする

・二○五○年百億人の世界人ロは
生存できるか

る。これらの人々は栄養不足、病気の

多発などにより、マラリアや結核など

口が九億から一○億おり、年収三七○

ｌ食料需給のバランスが大問題Ｉ
黒田俊夫博士は、「食料を食べる人後の五○年間、人類は歴史上なかった

の復興感染症とエイズなどの新興感染

世界人口の六割を占めるアジアで二

間の側から考えてみたい。’九六○年人口増加をみた。’九五○年から五年

○五○年にインドが一五億三二七○万

症により、また、どの国も出生率を下

墓〃があり、「自ら作り出した一一一つのこり、毎年ドイツの総人口が増える計

人となり中国の人口を追い越す。人口

代初期日本の食料自給率はほぼ七○％問の年間増加は四、七○○万人、八○

功罪、①人間生活が豊かになったため算になり、食料増産、住宅と教育施設

と食料のバランスを考えた場合、レス

げることで高齢化進み死亡率を高めて

の生活廃棄物、②産業から出る有害物等の増設が必要になる。二○五○年に

あったが、現在では四二％で先進国の年が八、○○○万人増加し二○一五年

質、③人口爆発ｌにより二○三○年には、世界人口が一○○億人となると予

ターブラウン氏が指摘しているように

いる。

人類は滅びました」とある。二○三○側されており、地球上で生存できるの

「中国をはじめとする途上国の食生活

なかで最も低い。ハワイに〃人類のまで続く。その約九○％が途上国で起

年は、辻井博先生の二○二○年の予測か、’○○億人を扶養できる食料生産

の向上という変化により食料の需給の

バランスがとれるかどうか、これが大

とも関連し興味深い。世界人口は、西ができるかが問題である。
暦のはじめから一六五○年まではほと

問題になるであろう。」と指摘した。

人口増加率の低下は、出生率と死亡

んど人口増加がなかった。第二次大戦率が下がることにより起こる。最近、

￣

かさを

＝

鵬ＴｉＷ上Ｉ

￣

二十一世紀の中国が発展するのか、

なぜそう展望するかを、論点を整理し
ながら述べてみたい。

１次の世紀を展望してわれわ

れは次の目標を確立した。最初の十年

間に国民総生産（ＧＮＰ）を二○○○

それともある程度の混乱を余儀なくさ

れるのか。それは十二億余の中国に住

年の二倍に増やし、人民のまずまずの

生活をいっそう豊かにし、わりに整っ

紹介したい。中国共産党総書記兼国家

まず、中国の目ざす二十一世紀像を

いっそう発展させ、諸制度をいっそう

（二○二一年）の時に、国民経済を

さらに十年間努力し、党創立百周年

１｜経済成長は可能である

む人びとのみでなく、地球社会全体の
平和と繁栄に密接にかかわる問題であ

下すなら、先進国入りを目ざす中国の

主席の江沢民は、一九九七年九月開か

完全なものにする。世紀の中葉、建国

た社会主義市場経済体制形成させる。

努力はかなりの範囲において実現さ

れた中共十五全大会における政治報告

百周年（二○四九年）を迎える時、近

でもあるが、この段階で大胆に結論を

れ、国際社会での発言力と影響力を増

で力説していた。

りながら、予測のきわめて困難な問題

望

大しつづけることであろう。以下に、

3９

の中国
、

ク

香港のピクトリアピ

政治報告の言及はここで留まってい

○号から）。

を築きあげる（「北京週報」一九九七年四

実現し、富強、民主、文明の社会主義国

というのが二十一世紀の青写真である。

発展水準で先進国レベルに到達する、

のＧＮＰと主要経済目標ならびに社会

準に到達。二十一世紀末には一人当り

人当りＧＮＰは二十世紀末の先進国水

るならば、二○四○’二○五○年に一

本格的近代化は都小平、江沢民時代の

る。独立後中世紀近いというものの、

革）が惨めな失敗に終ったことによ

れた毛沢東流の国内建設（大躍進や文

的に孤立した。そんな苦況下で強行さ

あったうえ、中ソ対立が重なって国際

代化（注》原文は「現代化」）を基本的に

るが、これに中国科学院の国情分析研

この青写真が実現可能かどうかにつ

国の強大化を最高使命と考え、最大限

その第一の理由は、中国の現政権が祖

りの範囲において可能と思っている。

いて、私は冒頭に述べたように、かな

長を遂げた。この成果とエネルギーは

まで年率一○％前後のきわめて高い成

ており、一九八○年代後半から九五年

改革開放政策はほぼ順調な進展をみせ

ただ、この二十年間に限るならば、

最近わずか二十年間に過ぎない。

究グループによる段階的発展策を加え

の努力を払っていることにある。な

当然、二十｜世紀へと持ち込まれるで

の理由である。

あろう。ここにみられる実績が、第二

ぜ、そうなのか。

中国はもともとアジアの文化的中心
であった。それがアヘン戦争二八四

九四九年の中華人民共和国の創立に

り、中国共産党へと引きつがれた。一

克服するかは、孫文以来の課題であ

半植民地化された。この屈辱をいかに

る人類共通の願望であり、いかなる軍

設への軌道修正は、安定と繁栄を求め

重視の時代へと移行した。破壊から建

社会は軍事対決の優先から、経済建設

げられる。ポスト冷戦において、国際

そこへ第三に、国際環境の変化があ

よって、政治的独立こそ実現したもの

事大国といえ、この流れに真っ向う挑

○年）に始まる外国の侵略によって、

の、経済的繁栄はむしろこれからの

去の植民地政策が時代おくれになった

戦することは困難であろう。また、過
それというのも、独立後は東西両陣

ことは、香港の主権移行にも明らかで

テーマなのである。

営の対立下でアメリカの封じこめに

`０

展望-21世紀の中国

貨企業二十八万社の生産比率は二○％

本、台湾に次ぐし、ＧＮＰに占める外

外貨保有高は一千億ドルを突破して日

済の国際化である。’九九六年現在の

した。とりわけ印象的なのは、中国経

治・経済・文化の国際化をもたらしも

ポスト冷戦は当然のことながら、政

内での南北格差を増大させかねない。

た、急速な開発は国土を荒廃させ、国

問題を深刻化させることであろう。ま

失業、余剰労働力の膨張といった社会

耕地や資源の減少をもたらし、半面で

しようという。これは当然、一人当り

世紀なかばは十五億ないし十六億に達

の人口は今世紀末で十三億余、二十一

る。

済の分析』世界思想社から）とされ

換による（佐々木信彰編『現代中国経

型生産への転換ｌこれら三つの転

大衆の所得拡大願望に基づく消費指導

経済への転換、さらに③消費の肯定と

放体系への転換、②計画経済から市場

小平時代へ入っての①閉鎖体系から開

中国経済を活性化させた要因は、都

みたい。

強、貿易では四○％、雇用者数は委託

将来展望に当って、経済成長が「かな

えていることはいうまでもない。中国

加工生産を含めると三千万人をこえ

りの範囲で実現されよう」と限定を加

ある。

る。中国経済はすべてに国際社会に組

えたのは、このためにほかならない。

の三点を特徴としていただけに、「中

東京外国語大学中国科卒業のあと毎日新

聞に入社。

ソウル、香港、北京特派員、論説委員を
経て国立高岡短期大学教授に転じ、現在

著書は『新北京歳時記」1981年東方書
は東海大学教授。

店、「中国概論新版」1996年有斐閣、『中

のは、中国の国際化が今後なお進

ただ、考えておかねばならない

を降ろさないのも事実である。

が、中国が依然「社会主義国」の看板

ば目立つほど、そうした声は強まる。

ると、断言できないことである。

とは毛沢東流発想（人民公社など）を

初はソ連をモデルとし、中ソ対立のあ

社会主義国としての中国は、建国当
最近のベストセラーに、『ノーと

設をうたっている・都小平発言からそ虹

は「中国の特色を持つ社会主義」の建

強行、いずれも失敗した。そして現在
あろう。なぜそうなのか、考えて

りの部分で自己主張を通すことで

いえる中国』があるように、かな

心の現行国際秩序と軌道を一にす

むといえ、それが必ずしも欧米中

る。競争、格差といった現象が目立て

か」といった声の聞かれる昨今であ

でもなく、日米にしても中国との共存

●中野謙二<なかのけんじ＞

２｜個性的な国づくり

国ははたして社会主義国といえるの

産手段の共有労働に応じた配分ｌ

それまでの中国経済が計画経済、生

み込まれているし、周辺諸国はいうま

国の社会構造」1997年大修館書店など多

が不可欠の時代に入っているのである。

もちろん、以上の理由を考慮するに
しろ、中国の近代化が多くの難問を抱

1931年富山県生れ。

数。

｜、社会生産力の発展が社会主義建設

の要点をピックアップすると、

のは、祖国を半植民地化させた資本主

である。それほど社会主義にこだわる

でもない。

し、非難によって問題が解決するわけ

を求めた。このとき李鵬首相は「百年

中国に経済制裁を加え、政治犯の釈放

示されている。それだけに先進国側は

は、一九八九年の天安門事件に端的に

取り組みに大きな違いのみられること

中国と先進国とで、民主や人権への

会経済を発展させた」（中国大百科全

は「よく産業を奨励、人材を登用、社

は権謀術策を弄しながらも、歴史的に

た）の陪陵を見ながら、思った。武后

なのに、武后によって死においやられ

李重潤や永泰公主（いずれも武后の孫

武后の墓）に登って、周囲に点在する

話は飛ぶが、西安郊外の乾陵（則天

勤倹建国の基礎のうえに対外開放

に及ぶ西欧の帝国主義的侵略によっ

書出版『百科知識辞典』による）と評

義への批判、反発にほかならない。

を断固実行する

て、中国人の人権はじゅうりんされて

価されている。西安と北京、唐代と現

の根本任務である

五、中国の特色ある社会主義は、物質

きた」と逆襲、なによりも生存権、国

代の違いがあるのに、天安門事件にな

二、独立自主、自力更正、克苦奮闘、

文明と精神文明が同時進展し、互

権が大切だとの立場を明らかにしてい

主義法制の樹立

四、高度の社会主義民主と完全な社会

を確立する

三、中国の現実にマッチした経済体制

いに助け合う社会主義である

んと似通っていることか、と。これも

ロレタリア独裁、③共産党の指導、④

則」に至っては①社会主義の道、②プ

ているし、第六項の「四つの基本原

六項目中に「社会主義」がひん発し

西教育出版社から）。

ほか主編『中国特色社会主義概論』広

ということになろう（引用は丁禎彦

発独裁の過程を経て政治・社会を近代

アＮＩＥＳ（新興工業地域群）が、開

もある。しかも韓国、台湾などのアジ

ら、それがアジア諸国に共通の現象で

あることは、否定できない。残念なが

名目で、政治的独裁を正当化する）で

の手法が一種の開発独裁（開発優先の

国近代化の原動力でもあるのだが、そ

価が強まっている。また、それでもな

大きく寄与したと、むしろプラスの評

和するものだとか、中国の経済発展に

の観点から、国際社会の人口爆発を緩

あることは否定できないが、最近は別

ろかなり非難された。そうした側面の

にとどめる）は人権無視だと、ひとこ

い。一人っ子政策（夫婦は子供を一人

もうひとつの事例をあげておきた

伝統文化なのだろうか。

た。

六、四つの基本原則を堅持しなければ

マルクス・レーニン主義、毛沢東思想

化させた実績があってみれば、中国の

おあふれる余剰労働力を、郷鎮企業と

李鵬発言にみられる〃気概〃が、中

（十五全大会でこれに「都小平理論」

国権重視のみを非難するのは当らない

ならない

を追加）の堅持と、社会主義そのもの

割２
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上海一エキゾチック･モダンと呼ばれている外灘だが、車の数も多くなってきている。

つ効率的に追及することこそ、ＧＮＰ

ひとつは競争原理から派生する格差

小城鎖の振興による農村都市

正直いって、ここにあげた

の増大であり、もうひとつは拝金主

を高め、便利で快適な生活を享受する

国権優先、開発独裁、あるい

義、享楽主義の蔓延からくる不正腐敗

化でかなり吸収しているが、

は一人っ子政策に対しては、

や犯罪の増加。そして、それら以上に

近道ではあろう。ただし、この前途に

今後なお議論、批判が展開さ

大きな落し穴は、大量生産・大量消費

これにしてもきわめて中国的

れることであろう。しかし、

・大量廃棄からくる地球環境の破壊で

は大きな落し穴が待ちかまえてもい

少なくとも中国は国情にあっ

ある。これではいかに物質的豊かさを

な、政治主導の都市政策が底

た政策と受けとめ、当面は続

実現しえても、心の豊かさを失うこと

る。

行することであろうし、批判

いまのところ、その責任を問われて

になろう。
い。

いるのは先進諸国だが、もし中国が現

在のペースで近代化を進めるならば、

二十一世紀に同じ過ちを繰り返すこと

になる。中国とインドがマイカー時代
一般に、近代化は工業化と

は、たまらない。当然、「持続可能な

んな寓話が現実のものとなったので

を迎えれば、地球は破滅するｌそ
も、西欧化とも称される。産

開発」を、二十一世紀の青写真にもっ

先進国に住み、文明の恩恵を享受し幻

業革命以後の西欧諸国がそう

産業構造の高度化を合理的か

と組み込んでほしいものである。

期待するもの

今後に

だけですませうる問題でもな

流にある。

、

であったように、市場経済と

３

ている私に、こんなことをいう資格は

るｌと、警告した句である．非現

精神的富を新しい生活様式に受け継い

でいくとき育つ、と考えるからだ。

が大きいと思うからである。

は伝統的中国思想に啓発されるところ

の掲げるテーマなのだが、その推進に

ざしてＩこれは『人口と開発」誌

い、と。人類と地球の平和的共存を目

からなる真の豊かさを追求してほし

率的近代化を急ぐのでなく、物心両面

しれないが、『書経』の「これ天地は

が壁に突き当たった現在、古典的かも

が近代化なのであろう。しかし、それ

ニズムを知って利用し、改造すること

確かに、自然を対象化し、自然のメカ

自然の克服をはかる、と対比される。

アジアは自然との共生を求め、西欧は

人間と自然のかかわりについて、東

か。かなりに自説を展開したが、これ

と全体、人間と自然の調和でなかろう

れる柔軟な発想であり、物と心、個人

度、主権移行後の香港に適用）にみら

は一国両制（ひとつの国家に二つの制

解できるが、より強調されるべきなの

されたりする。一種の警告としては理

の闘いがはじまる』といった本が発売

の見解が聞かれたり、『やがて中国と

「二十一世紀は文明衝突の世紀」と

例えば、前述の「持続可能な開発」

万物の父母にして、これ人は万物の霊

らは二十一世紀の中国をみる大切な

実的にすぎるかも知れないが、言わん

は一九七○年代に入ってローマクラブ

なり」、あるいは天人合一説の直流に

キーワード、と考えるからである。

本来ないのだが、あえて提案させてい

が提唱した言葉だが、同様の発想は二

ある発想を、再検討すべきでなかろう

とするところは尊重すべきであろう。

千年も前の『老子』に見られる。「足

ただきたい。中国こそはいたずらに効

ることを知る者は富めり」（三十三

り大なるはなし」（四十六章）など

合法的であり、これに反して東洋は総

ば、西洋は分析的、個人的、科学的、

大拙『禅と精神分析』東京創元社から

が、あくなき利潤追及への戒めであ

老荘の思想には「機械ある者は必ず

の要約）。そのどちらがいい、悪いと

がこの機（からくり）に従事している

械ができると、便利と考える。ところ

明は何の偏見もなく、異なった文化の

ビーの言葉を借りるならば、新しい文

他から吸収すべきであろう。トイン

いうのでなく、自己に欠けるものは、

と、いつとはなしにそれに振り回され

り」合荘子』外篇天地）ともある。機

機事あり、機事ある者は必ず機心あ

合的、集成的、直観的とされる（鈴木

もうひとつ東西対比をあげるなら

◎

る。

章）、「禍いは足ることを知らざるよ

力、

‘‘

マーの現状と
●桐生

稔

ミャンマーでは、一九八八年以来軍

日本のＯＤＡ再開について考えてみ

ミャンマーの実情を紹介し、とくに

（大阪産業大学経済学部教授）

政が続いている。軍政は一度は総選挙

た。

乗せ七月にはＡＳＥＡＮへの正式加盟

展は確実にこの国の経済を成長軌道に

とはいえ、市場経済化と対外開放の進

いることは確かである。他方、砿政下

が、いまなお、政治的不安定が続いて

備している軍政との対立関係に集約さ

独自の論理に基づいて民主化体制を準

定しているスーチー女史のＮＬＤと、

けるとして、軍政の存在そのものを否

決の基本構図は、選挙結果を無視し続

現在のミャンマーにおける政治的対

国民は対決に嫌気

を実施しながらも、選挙で圧勝した

スーチー女史率いる国民民主連盟（Ｍ
ＬＤ）への政権委譲を拒み続けてい

る。しかし、軍政には、簡単にＮＬＤ

を決定し、国際社会からも一定の評価

れる。ＮＬＤは軍政の存在そのものを

へ政権を渡せない事情も論理もある

を受け始めた。

`５

ＯＤＡ再開への一考察

世界３大仏教遺跡の－つパウン
朽ち果て、赤茶けた肌をさらした
廃塊の遺跡群（写真資料提供・ＪＡＬ）

て、スーチーとＮＬＳの運動は、いま

なく、国際社会の一般的な受け取り方

シーがないというのが、ＮＬＤだけで

委譲に応じない軍政には、レジティマ

ているからである。したがって、政権

は国民の総意を代表していると主張し

根拠であるからだ。すなわち、ＮＬＤ

で、圧勝したことが、ＮＬＤの論理の

端となっている。それは、九○年選挙

経済化と対外開放の効果による経済発

かし、九二年以降、軍政の進める市場

れる生活を嫌悪した結果であった。し

制のような閉鎖的で、貧しさを強いら

のであって、「ビルマ式社会主義」体

Ｐ）とＮＬＤとの二者択一を迫られた

てきた政党である国民統一党（ＮＵ

制の「ビルマ四季社会主義」を推進し

第一に九○年選挙では、刻印は前体

は復帰して、その場で、文民体制確立

けている憲法制定国民会議に、ＮＬＤ

九五年二月以来、ボイコットを続

欲しいというものである。

る型にせよ安定的な文民体制を築いて

政という異状な状態から脱し、いかな

願いはいい加減に妥協点を見出し、軍

結論からいえば、いま多くの国民の

変化している。

である。

展は、人々の政治に対する関心を大き

への自らの主張をぶつけるべきであろ

否定しており、それが対立の全ての発

しかし、軍政にも、政権委譲に応じ

く変えた。それは軍政に対する人々の

う。それが真の民主化でなくとも一歩

や国民的なものとしてではなく、特定

られない理由や論理もあり、それに耳

評価が高くなったと一概には言えない

が、人々の選択肢が広がったことは確

かく対立・対決から脱するべき方法を

でもそれに近づくものであれば、とに

集団の政治運動になりつつある。

を傾ける必要があるだろう。議会の招

集は憲法制定が条件であるとの考え方

実である。

また、選挙直後から起った過激な反軍

ＮＬＤの運動が、人々に嫌悪感をもた

抗姿勢と外国勢力からの支援を受ける

ＡＳＥＡＮ加盟は
民主化を促進する

選んで欲しいと人々は願っている。

は、軍政が総選挙以前から公式に言明

政武装活動や、それに対する外国勢力

らし始めたことである。軍政の存在自

第二に、スーチー女史の執ような反

の介入など、国家の治安・秩序の維持

体を否定するスーチー女史は、軍政と

し、ＮＬＤも合意したことであった。

を第一義とする軍政の態度を硬化させ

の政治的妥協をいっさい拒み続けてい

九七年七月にミャンマーは、ＡＳＥ

対立・対決からは何も生まれないと

・西欧から強い反発を受けたにもかか

人権抑圧と民主化の遅れを理由に、米

ＡＮに加盟した。加盟をめぐっては、
いう雰囲気が広がっている。したがっ

意見が、ＮＬＤ内部にさえ増えている。

ることが、非現実的な対応であるとする

たという事態もあった。
こうした状況を経て、軍政はすでに

政権についてから九年が過ぎた。基本
的政治状況は現在も変わっていない。
しかし、人々の生活と考え方は確実に

（
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による民主化への方法があるとのＡＳ

切った。アジアには、アジア的価値観

関与」を進めるとして、加盟に踏み

わらず、ＡＳＥＡＮ諸国は、「建設的

どが行われた。

緩和されたり、大学教育の一部再開な

限していたスーチー女史の野外活動も

いからである。九月以降には厳しく制

によって、軍政の結束を固め、クリー

姿勢を正し、若手軍人を登用すること

とも事実である。こうした軍政内部の

汚職に対する不満がうっ積していたこ

プレゼンス拡大を牽制したいといった

体制にし、域内協力を推進し、中国の

た。もちろん、ＡＳＥＡＮを一○カ国

ＥＡＮからの強いメッセージであっ

ＤＣ）を設立した。

律・回復評議会」（ＳＬＯＲＣ）（ＳＰ

の軍政最高決定機関としての「国家法

人事刷新が行われ、同時に、これまで

そして、十一月十五日には、軍政の

しては、ＡＳＥＡＮの顔をつぶすよう

が与えた効果のひとつである。軍政と

たと評価されている。ＡＳＥＡＮ加盟

民体制への軟着陸を図る準備をし出し

ンなイメージを作り出すとともに、文

盟は、ミャンマーの民主化プロセスを

しかし、ミャンマーのＡＳＥＡＮ加

展を現実のものとすることに転換した

義とした役割から、平和を維持し、発

で、これまでの国家の治安回復を第一

二段階に入ったことを宣一一一一回したもの

軍政が実施した市場経済化と対外開

なことはできない。

進めるための自浄作用を促したのも事

ことを意味する。人々は、これが、い

放は、多くの場面で効果が表れ、長期

この組織の変更は、いわば軍政が第

実である。米・西欧の強い反発を押し

わば軍政主義とはいえ、軍政ではない

に停滞していたミャンマー経済を回復

てとれる。

切ったＡＳＥＡＮの決断に、ミャン

文民体制作りに一歩前進するはず

軌道に乗せた。九二年から九五年まで

●桐生稔くぎりゆう･みのる＞

済研究所経済開発分析部部長、中部大学
国際関係学部教授、ミャンマー政府経済
顧問、現在、大阪産業大学経済学部教授

ミャンマー日本大使館調査員、アジア経

主な著番

『ビルマ式社会主義」・『ミャンマー経

幹部の人事が滞留していたこと

間もの永きにわたって軍政・国軍

とめられている。すなわち、九年

も、ひとつの自浄作用として受け

これと同時に行われた人事刷新

前政権時には、ほぼ全面的に国家統制

よって、民間部門が活性化している。

プライバタイゼーションと統制緩和に

いしは見込みである。この間、一連の

落ち込んだとはいえ、五％台を達成な

七・四％を達成し、九六年、九七年も

発展への模索と苦悩

マー軍政は応えていかなくてはならな

だと期待しており、大方、歓迎的

の四年間のＧＤＰ年間平均成長率は

で、一部の幹部による特権濫用や

ｑ７

ＡＳＥＡＮとしての戦略的な思惑もみ

済入門」他多数。

である。

1941年生れ、立教大学社会学部卒業。
ダッカ大学経済学部修士課程中退。在

きは、国民総生産額の五○％弱、また

こうしたなかで、もっとも注目すべ

営化が行われ始めた。

併、あるいは民間払下げなどの形で民

でに、いくつかの企業は外資との合

間部門との競合を強いられている。す

信等）を除いて市場経済のなかで、民

の国家独占分野（国防産業、郵政、通

かし、現在も五七ある国有企業は一部

間取引きは厳しく統制されていた。し

護・育成が経済の基本政策であり、民

ている。前体制時では、国有企業の保

民間部門が大きくそのシェアを伸ばし

資系民間企業との合併が進み、これも

間部門が拡大しており、製造業では外

設、運輸、国内貿易などの分野でも民

は二○％にまで増加した。その他、建

門戸が開かれ、九七年現在そのシェア

の独占であった金融は、民間部門にも

部門のものであり、一○○％国家部門

出入ともにその取引きは六○％が民間

発展のための資金（外貨）の不足であ

ての障害もまた少なくない。とりわけ

しかし、この国の持続的発展にとっ

投資対象として注目され始めている。

ジアにおいて新しい有望な市場であり、

国からのものである。ミャンマーが、ア

○％はＡＳＥＡＮを中心とするアジア諸

ルに達している。なおこのうち、ほぼ七

に、外資の進出は二七四件、六四億ド

復活し、その結果、九七年九月末まで

は、二十六年ぶりに民間外資の導入を

展に貢献している。また対外開放で

に伸びて、農村あるいは地方都市の発

中国、タイなどへの輸出農作物が大幅

らに国境貿易の新設（公認）により、

り、農民の生産意欲は急速に回復、さ

全面的に統制が撤廃された。これによ

は国家に販売する義務）を除き、ほぼ

しかし、米の一部（収穫量の約一五％

農業生産もまた長期に停滞していた。

かった。このため、生産意欲は低く、

売あるいは加工でさえ自由にできな

たくない」と、軍政を批判する学者が

「私達はポスニァのようにだけはなり

いっそうの混乱でしかないだろう。

しかし、そこから生み出されるのは、

状況を待っているのかもしれないが、

とＮＬＤの一部幹部は、こうした混乱

一般大衆に他ならない。スーチー女史

あるからだ。混乱から受ける被害者は

える少数民族問題も再燃する可能性が

立と対決が先鋭化し、解決の兆しの見

済混乱は政治的混乱を呼び、さらに対

れることになるだろう。なぜなら、経

れれば、この国の民主化はいっそう遅

経済が混乱し、人々の生活が脅かさ

ると一一一一口っても過言ではない。

が、この国の経済発展の鍵を握ってい

％を占めていた日本のＯＤＡの再開

これまで対ミャンマー援助の約七○

のできない資金調達源である。

の整備などにＯＤＡの再開は欠くこと

発展のための、インフラ、エネルギー

子借款などで凌いできたが、さらなる

段の導入などに加え、中国からの無利

響は尽大である。この間外貨の調達手

前就業者の六○％強を占める農業部門

る。八八年の軍政発足以降、先進国か

言っていた。

による取引き統制で、農民は栽培・販

もまた市場経済化の真っ只中にあるこ

らの援助の停止が続いており、その影

となっていた対外貿易では、いまや輸

とである。これまで、生産物は、国家
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シンボル的存在である黄金のスーレーパコダ(下)を中心に多くのパコダが点
在し、東西に規則正しく区画整理され、ビクトリア風の美しい建物が並ぶヤ
ンゴン(上)。活気あふれるチャイナタウンやインド人街、にぎやかなボー
ヂョーアウンサンマーケットなど、庶民的な人々の幕らしにも触れられる。
｛
戸｝

義」時代を象徴している姿でもあっ

は、ヤンゴンとその周辺に限られる。

点として選択する条件を備えているの

返してきた各種の民間企業もヤンゴン

た。市内には、信号も数個所しかなく、
ところが、この数年のヤンゴンの変

に集中し始めた。当然、ヤンゴンヘの

都市化の荒波
首都ヤンゴンは、かつては「格子な

ぼう振りはすさまじい。かつて外国人

人口集中が加速化している。一九八一

また、市場経済化によって、力を盛り

き緑の牢獄」と言われていた。閉鎖的

の宿泊できるホテルは、国営の四ホテ

年のセンサスによるヤンゴン市の人口

車の渋滞などとは無縁の街であった。

で発展のなかった「ビルマ式社会主

ルしかなかったのが、外資系の近代的

は一八七万人、九一年センサスでは二

九六年までの五年間で三・五倍に増

えた。自動車の登録台数は九二年から

インなどを含めると一○○余りにも増

にかって、アジアの主要都市、バンコ

に、ほぼ一・八倍の増加である。まさ

一一一一一一○万人と言われている。十七年間

四三万人、そして九七年現在では推計

、、

え、目抜通りやダウンタウンは終日、

乞勾

て、外資系のデパート、スーパー、．

密輸品を扱う青空闇市は姿を消し

市に生まれ変わろうとしている。

とヒトと新しい文化が集中する近代都

ま「格子なき緑の牢獄」は、確実に富

肥大化は起り得ないことであった。い

あったから、人口の一極集中や都市の

あるが、行基に低迷・停滞した経済で

も極力地方分散を心掛けてきたことも

の移動を厳しく制限し、また工場など

まった。かつて、前体制時には、住民

ク、ジャカルタ、マニラなどで経験し

叩川わ。夕Ｄ■Ａｌ

－－￣

車の渋滞が続く。たしかに、対外開放

汁

た都市の肥大化が、ヤンゴンでも始

…蕊

により、進出してきた外資系企業が拠
ＫｎＬ､~胡ハヴロロ閂￣

蕊

蕊：
司一二途－１
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『蝋

部９

ホテルも十指に余り、民間の小規模な

毎゜
､＝１

公一

ＦＤ

蝋

市内中心部にあった広大な墓地は移転

フードの店も若者達で賑わっている。

巨大都市に成長するにはそれほど時間

がやがて、バンコクやマニラのような

の充実・拡大を急いでいる。ヤンゴン

南アジア諸国が苦悩した各種の都市問

ることも明らかである。かつて他の東

入は、経済発展に比例して増加してく

確実に進行している。都市への人口流

都市・農村間の所得格差の拡大もまた

済の進行によって、農村内部あるいは

され、跡地は中古車販売センターとな

がかからないだろう。ミャンマーで

題を抱えないためにも、今からその対

成、新港の建設などを進め、都市機能

り、車の売買でゴッタ返している。

は、かつて、都市と農村との所得格差

ンビにさえも出現し、ファースト・

軍政はこうした急速な都市化に対応

は大きなものではなかった。むしろ豊

い。日本政府はこうした観点からも、

するために、ヤンゴン総合都市計画を

「ビルマ式社会主義」の下で、人々は

ミャンマーへのＯＤＡの再開を早急に

応策を探し、実施しなくてはならな

したように外資不足と財政難で部分的

「等しく貧しく」を強いられていた。

かな農村、貧しい都市であったし、

にしか手が回らない。それでも、市郊

だから、農村・地方から都市への人口

策定して、順次実施しているが、前述

外に四つの衛星都市（サテライト・タ

移動はきわめて緩慢であった。市場経

実施すべきと考える。

ウン）を建設、さらに、工業団地造

ジア人口・開発協会基金に繰り入れられた。

席上、桜井新代議士は「大変心温まるご配慮に衷心よ

「人類の平和のために、地道な人口活動を続けておられ
る㈱アジア人口・開発協会に亡き妻の香典を寄附いたした

り、感謝したい。是非とも有効に活用してほしい一と述べた。

●広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事の話

い」’十月二十二日匿名希望のＹ・Ｎ氏から本協会に
百五十万円が寄贈された。
Ｙ・Ｎ氏は、国際人口問題議員懇談会幹事長で、人口と

「亡くなられた夫人と、ゆかりの深い方々がお寄せに

なった”まごころ〃を頂くことは、ただただ恐縮の一語に

開発に関するアジア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）議長、

桜井新・衆院議員（本協会理事）の後援会員で、同議員後

つきます。ご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、折

この道の活動にはずみをつけ、支えにしたい。財政難の

角のご芳志にお報いするため基金に繰り入れさせて頂き、

援会を通じてこの申し入れが行われた。
議士、同後援会事務局長、桜井柾五郎氏が立合い、Ｙ・Ｎ

折、感謝にたえません」

十月一一十二日、東京・赤坂プリンスホテルで、桜井新代
氏から広瀬次雄、本協会常務理事に手渡され、直ちに㈱ァ

5０

第２回厚生政策セミナー開く
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対策の基本は

典同参画化

のパンフレット

ｉｉｉｉｉｌｌ』第

２回厚生政策セミナ

ミナー「少子化時代を考える」シンポ

ジウムを開催した。

シンポジウムは、先進諸国における

出生率の低下や、低速する社会経済背

景、その見通し、人口ならびに経済社

会への影響、政策的あるいは非政策的

対応について、包括的に議論を深める

ため開催された。

本年一月に発表された日本の将来推

計人口によると、わが国の高齢化は二

十一世紀半ばまで続き、六十五歳以上

の人の割合は現在の七人に一人から三
国立社会保障

総人口の減少が始まり、二十一世紀末

同時に二十一世紀初めからわが国の

人に一人まで上昇する、としている。
・人口問題研究

以下は、各パネリストの発表要旨だ

の日本人口は、現在の半減に近い六○

館ホールで、内

が、一男女共同参画社会」（ジェンダー

所は、十二月十

外の専門家を招

・イコール）の実現によって、少子化

○○万人になる可能性がある、とも予

き、阿藤誠・国

の原因である社会制度のヒズミを変革

五日、東京・大

立社会保障・人

していくことが必要であるｌとの

測している。

口問題研究所副

た。

コンセンサスが共通認識として得られ釘
二回厚生政策セ

所長の司会で第

手町の経団連会

・前文

の実現

少子化時代を考える

●12／１５・経団連会館ホールで●

・各パネリストの発言要旨
キャサリーン・キアナン女史

ニラ

ロンドン大学人口学博士。家族政策研究センター研
究部長、ロンドン・スクール・オブ・エコノミック
ス上級研究員を経て、1995年より現職。社会政策お
よび人口学を専攻。主著は『家族変動と将来の政

策』（1990、共書)、『同棲、婚外出産、社会政策』
(1993、共著)、『２０世紀における母子家庭』（1998刊

行予定、共著）など。

ヨーロッパは結婚して産む産まないか

が問題で”親“という契約が議論にな躯

る。

婚外孑、同棲という面でみると南欧

では低く、日本に近い。オランダ、ル

クセンブルク、ドイツなどのように同

棲はするが婚外子は少ない。北欧では

同棲による婚外子がふえている。

離婚率は高く、同棲は結婚の前段階
がるのではないか。これは労働党の政

とエリート層は無子か、三、四人、中

ループの教育レベルで子供の数をみる

英国では階層的というより社会的グ

で、三十歳代の同棲は八％しかない。

策と、高学歴化によるもので、他の

産階級は二人位、貧しい層では労働者

の上が二人、下の方が四人位といった

ところだ。

たってアンバランスな状況が続いてい

という純再生産率が約四十年間にわ

欧州では、娘が何人子供を産むか、

して新生児死亡率の向上などがあげら

出生率減少傾向が続いている。原因と

る。死亡率が出生率を上回り、西側の

フランスは出生率の向上を促進

日本では結婚が議論の対象だが、

欲しいものだ。

英国では、女性は感情的には子供が

南欧では低い。

ヨーロッパの出生率は北欧では高く、

英国の出生率は今後五年、十年と下

いうことだ。

事を続ける。経済的理由と自己充足と

英国では結婚後も出産後も女性は仕

英国では結婚・出産後も仕事を続ける

ロンドンスクール･オブ･エコノミックス･社会政策学部リーダー

蕊
キャサリーン・キアナン

少干化時代を考える

フランスは戦後、累進的に出生率が

を解決することだと思う。九○％の男

出生率のカギは時間、金などの矛盾

の傾向が続くだろう。

下がっており、これからも、Ｈ若者の

女は仕事もしたいし、家族も欲しい、

れる。

大量失業、最低賃金、ロ社会保障予算

と思っているのだから。

パリ大学人口学博士、パリ政治学院（IEP）経済学

博士。国立科学研究センター（CNRS）助手､フラ
ンス国立人ロ研究所社会経済研究部長を経て、１９９４
年より現職。人口学および社会経済学を専攻。主著
は『人口転換』（1986、英訳1992)、『フランスの人

口』（1990、編著)、『西洋の凋落期一人口動向と政
策』（1995）など。

じている。家族重視のスペインでは家

や車を買う時でも親子や親戚が相談し

ている。

フランスは明確に出産率向上を促進

している。過去一○○年間に三回ドイ

ツに侵略され、十年間占領された、と

いう歴史があり、一九四五年以降、出

生促進政策を打ち出している。

人口・環境で悩んでいるのはソ連で

地下水など水質汚染が進んでいる。

中国にはグリーン・ロビイがなく、

ている。

公害国だ。人口増加から環境を破壊し
額を改善したり、母親の努力を減らす

世界人口は六○～八○億におさまる

い。〃人生の意味は何か“”生命の意味

アイデンティティも確立されていま

雑化した社会は将来が不安だ。自分の

核家族化が進み、孤立化し易く、超複

ンセンスではないか。

う。人口爆発イコール環境破壊は、ナ

てその後はゆるやかに下降するだろ

から八○億人におさまるだろう。そし

えている。多分、世界人口は六○億人

私は世界の出生は低下していると考

は何か“ｌ哲学的な人生の本質が

起き、農業社会では、神父さんが産め

も葛藤がある。一八世紀にその矛盾が銅

率が低いのかｌカトリック内部で

宗教がカトリックの国で何故、出生

法王庁の態度軟化

を保障しており、法律で未婚の母を案

ドイツでは憲法で国家が結婚、家族

て子供を産んでいる。

かな暮らしをしているが、今は計算し

判っていない。先進国はかってない豊

今、人々の考え方は過激に変化し、

ことが必要ではないか。

子育て休暇を普及したり、年金給付

○％が家庭にのしかかっている。

あって、イタリア、スペインなどは八

スがうまく行われている国がいいので

この父、母、家、社会の負担バラン

ての負担が母親にかかっている。

イタリア、ドイツ、日本などは子育

の不足（家族計画、年金、保健医療費
等）、ロビイストの力不足ｌ葱どこ

フランス国立人ロ研究所(ＩＮＥＤ)上級研究員／フランス理エ科大学
校･国立行政学院兼任教授／米国ジョンズ･ホプキンス大学客員教授

い。

よ増やせよ、といっても生活ができな

憲しており、法王庁の態度は軟化して

できた。メキシコやフィリピンでも改

に接している神父さんとの間に距離が

今は、親が子供の世話になりたくな

るという「愛の労働」を提唱したい。

からだ。社会の構成員が公正に分担す

法王庁は現実離れのしたところで、

い、という親の世代の過渡期にある。

京都大学大学院社会学博士課程修了。京都精華大学助教
授、ボン大学客員教授、国際日本文化研究センター客員
助教授を経て、1995年より現職。構造主義社会学、マル
クス主義フェミニズム研究を専攻。主著は『セクシイ・
ギャルの大研究』（1982)、『家父長制と資本制』（1991)、
『近代家族の成立と終焉』（1994）など。

日本の少産現象は、子供嫌いという

ことではなく、子育てに負担が大きい

代尚宏氏

だ、という人もいる。

欧米では同棲が多いが、日本では慣

習的結婚観が強く、親と同居している

シングルが多い。異性とのつき合う能

力に欠けたり、女性と交際するのは面

倒くさい、という男性もいる。

出生率の低下は未婚率の上昇につな
日本の女性就業率と賃金の統計では

のでは。雇用慣行の変化で、東京都だ

い人がいればｌという姿勢がよい

がるが、結婚願望に重点をおかず、い
自営業とサラリーマンは分けるべき

日本では、男性の終身雇用が崩れか

○七にダウンしている。

けのＴＦＲ（合計特殊出生率）は一・

に注目したい。

賃金も男女格差が縮小していること

で、サラリーマン女性はふえている。

間違う。変化が重要である。

人口推計（予測）は必ず一方方向に

ｌ少子化は社会制度のヒズミが原因

東京都の合計特殊出生率は一・○七％

八

中には祖先崇拝から子孫崇拝の時代

きている。

南欧、フランス、ラテンアメリカなど

で強い闘争があり、教会上層部と民衆

上野干勧子

少子化は子育て負担が重いから

東京大学文学部教授
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かっている。低成長時代には不適合

見直しをすべきだ。

上の扶養控除、児童手当、雇用制度の

によって起こるもので、結婚したら得

少子化というのは社会制度のヒズミ

で、男性の雇用が女性化するのではな
いか。

女性の賃金所得が高いほど子供が少

になる社会が求められている。税制、

ている。

少子化対策については、私は楽観し宛

マイナスになることが指摘される。

が拡大し、二○二五年から経済成長が

高齢化の上昇によって社会保障規模

指摘したい。

ｌここが出生率低下のポイントだと

時期に母親が働かなければならないｌ

うか。私は出生率の低下は、子育ての

ローラからベンツへ、ということだろ

ける。量から質への転換、つまりカ

子供は、少なく産んで高い費用をか

高めないといけない。

雇用慣行が変化し、自分自身の能力を

これからは、金融機関の崩壊などで

少して女性に追い風だ。

今は女性が高学歴化し、労働力が減

位への切替えが大切だ。

のヒズミを変え、家族単位から個人単

ない、という数字が出ている。おばあ

上智大学国際関係研究所教授

年金、保障制度の充実などによってこ

八代尚宏

ちゃんに代わる保育所が必要で、税制

熱
メリーランド大学経済博士。ＯＥＣＤ主任エコノミ
スト、経済企画庁計画官、日本経済研究センターを
経て、1992年より現職。公共経済学および日本経済
論を専攻。現在、人口問題審議会委員。主著は『現
代日本の病理解明一教育・差別・福祉・医療の経済
学』（1980)、『結婚の経済学』（1993)、『日本的雇用
慣行の経済学』（1997）など。

１

Ｔｒ

２０

'詞逗二一
1５

女子の年齢別労働力率(1995年頃）
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ミシガン大学社会学博士。厚生省人口問題研究所人
口政策研究部長、同所長を経て、1996年より現職。
現在、東京大学客員教授、人口問題審議会委員、日
本人口学会理事。人口学および社会学を専攻。主著
は『先進国の人口問題一少子化と家族政策』（1996
編箸)、『人口問題と家族』（1997共編）など。

ｻｰﾛ,｡,･八■

雛

司会者阿藤誠氏

国立社会保障･人ロ問題研究所副所長

日本は女性が社会参画する社会に

なった。少子化時代の子育て、保育、

愛の労働など、誰がどのように分担す

るかについての共通認識がそれぞれ現

れたと思う。

少子化そのものは、社会のアンバラ

ンスから生じたものであり、ここにど

う対処すべきかがポイントだ。

共通の答えは「男女共同参画社会」

（ジェンダー・イコール・社会）へ変

えていくことが必要である、というコ

ンセンスが得られた、と考える。

「男女共同参画社会」への変革が必要

ID毎

鴇鴛欝iｉ

各パネリストのお話で問題認識が高

まったと思う。

阿藤賊

5０５５６０６５

二三

5６

1998年３ 月３０ 曰 ･３１ 曰ニニューデ リー

と開発に関するアジア国会議員代表者会議

年カイロで開催）をテーマとする第ｕ回人口

口・開発会議・国際人口・開発議員会議》脳

「ＩＣＰＤ・ｌＣＰＰＤプラス５」（国際人

アの環境の変化と人口について、インド議員

う。また、著しい経済成長を遂げてきたアジ

用可能性の改善ｌについて評価の発表を行

たりプロダクティブ・ヘルス・サービスの利

今回の会議からは「アジアの食料安全保障

の発表に基づき討論を行う。本協会制作のス

される。ＡＰＤＡ会議がインドで開催される

と社会公正」をとりあげマレーシアの議員と

（ＡＰＤＡ会議）が本年３月加曰とⅢ曰の２

のは今回がはじめてである。会議場は、イン

日本の専門家から問題提起を行い、逼迫する

ライド「水は生きているｌ人口と水資源ｌ」

ド国国会の別館会議場で、日本、中国をはじ

アジアの食料問題について幅広く討議を行

日間インド・ニューデリーでインド人口・開

め人口と開発に関するアジア議員フォーラム

う。これは、１９９６年Ⅱ月皿曰．ｎ日にス

も上映する。

（ＡＦＰＰＤ）肥力国の代表、国連人口基金

イス・ジュネーブで開催した〃国際食料安全

発議員連盟（ｌＡＰＰＤ）の協力を得て開催

（ＵＮＦＰＡ）、国際家族計画連盟（ＩＰＰ

②教育なかでも女子教育、③ジェンダーの公

能な開発の視点からの持続可能な経済発展、

人口動態に関し、カイロ会議以降のⅢ持続可

ｌ」があり、国連人口基金の代表がアジアの

解決と持続可能な開発の達成ｌアジアの視点

インド専門家による基調講演「人口問題の

き、「新しい合理的基準を求めて」をテーマに

けでは不十分ｌなどを中心に討議し、引き続

べきで、比較優位性という経済効率の原則だ

すべき、②農業の持つ多面的機能を重視する

可欠の条件。経済効率性一辺倒の視点を見直

るためには、食料増産と持続可能な開発が不

宣言」にある①世界の食料安全保障を達成す

保障・人口・開発議員会議〃の「ジュネーブ

正と平等、側乳児、子ども、妊産婦の死亡率

食料安全保障のあり方について総括討論する。

Ｆ）など国際機関が参加する。

の低下、⑤家族計画、性に関する健康を含め

５７

に功うすふぉｌらむ

及ぶことで人口構成が逆ピラミッ

あと、「一人っ子政策」が長期に
ド型の老齢化社会になる危険を指

摘している。そしてこの政策を続
ける期間を二十五年程度とし、

「最長でも二○一○年を超えるべ
きではない」と提言した。

田所長は「この提案は当時絶対
多数の同志の同意を得ただけでな
く、現実の人口政策の一部となっ
た。各省、市、区の計画出産条例

・中国・一人っ子政策撤廃

・中国・一人っ子政策堅持

・９万人が餓死の恐れ……

・高齢豆知識Ⅱ高齢化率他

・岐路に立つ人ロ政策……

・職場の育児支援制度拡充

・印度貧困撲滅へ女性教育

・農家戸数最低の三一一一四万

・高齢者就労意欲欧米以上

では、双方とも一人っ子同士が結
よいと規定している」と語った。

婚する場合、二人の子供を産んで

・ピル条件付きで解禁容潔

子同士の夫婦や少数民族など二

地方レベルでは、実際に一人っ

策を「戦略的な任務」に掲げ、共

・米作異常時に収入保険制

三月から五月に党中央が政府、学

それによると、田所長は八○年

のと受け止められている。

を通じて政策のメドを公表したも

るのを前に、政府系団体の刊行物

人口問題を扱う国際会議が開かれ

・任意拠出金削減率が縮小

。「ピルで環境に悪影響」

・介護保険法が成立………

・介腫、保険料の負担２兆円

・中国でもエイズ感染者…

・出生率回復後は人口静止

・妊婦と乳児の死亡率増…

・働く女性の出生率増……

【香港２日Ⅱ山本秀也】世界人

おり、田所長の発言を裏付けてい

人っ子政策」に例外規定を設けて

いてははっきり示されていなかっ

社会科学院は理工系の中国科学

産党・政府主導で強力に取り組ん

人っ子政策」で知られる強制的な

たが、人口問題の研究と政策立案

院とともに旧ソ連の科学アカデ

口の二割を抱える中国が、二
人口抑制策を二○一○ごろまでに

への助言にあたる中国社会科学院

ミーを模した研究機関で、政策決

できた。その後も政策の期限につ

撤廃する方針を固めていること力

人口研究所の田雪原所長が、中華

定に関係した高度な内容を扱うこ

・サウジ、人口急増に悩む

明らかになった。人口政策の最高

全国帰国華僑連合会の定期刊行物
「中華英才」（九月十六日号）で

。、

たもので、急速な老齢化への懸念

をその理由としているが、人口抑

識経験者約六十人を招いて開いた

今回の田所長の発言は、北京で

中国は改革・開放路線に転換後

高度な政策検討の内容を引用した

その点に言及した。

の一九七九年十二月から一夫婦あ

制の限界を示すものとして注目さ

たりの子供を一人とする人口抑制

れる。

とで知られている。

権威が中国の刊行物で明らかにし

る。

頤二。｜罎雛紅騒鼈
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・○四二％。出生率は二人っ子

中国の人口増加率は九六年で一

政策が受け入れられ、農村部でも

同局長は、都市部では一人っ子

計画出産委員会の王国強・政策法

二人っ子」政策を担当する国家

【北京咀日Ⅱ中津幸久】中国の

たっていると指摘。一人っ子同士

る計画出産条例はすべて、そうう

とし、地方レベルで制定されてい

変更ではなく、規定路線の一部」

に第二子を認めることは「政策の

（読売新聞一九九七・十・十七）

の姿勢を強調している。

紀半ばには十六億人になるとの見

政策」開始から最低の一・六九八

会問題を招いていた。

措置の奨励など保健政策と一人っ

％に低下している。しかし、それ

中国の「一人っ子政策」は避妊

子家庭への経済的な優遇を軸に進

でも現在十二億人の中国人口は来

んでいるとし、一人っ子政策堅持

の強制といった行き過ぎがあり、

められたが、末端では避妊、中絶

世妃半ばに十六億人程度にまで増

生活水準の向上に伴い少子化が進

西側から「人権問題」として批判
えると予測されている。

方もある。

を受けていた。また、政策の綱を

規局長は、十六日付の英字紙チャ

の夫婦は九○年以前は珍しかった

東南アジア各国を苦しめた煙霧の

【ジャカルタロ日Ⅱ吉村文成】

ア各地に広がっている。イリアン

（ききん）の恐れが、インドネシ

救援活動は九月下旬から始まつ

人が餓死する恐れがあるという。

ければ、｜、二カ月以内に約九万

る。救援活動がスムーズに進まな

行っても収穫まで八カ月はかか

蔵も底をつき、次の植え付けを

いるヤムイモはほぼ全滅した。貯

と、この地域の人々が主食にして

ジャヤ県のウェナス県長による

ンジャャの山岳地帯だ。ジャャビ

飢鐘が最も深刻なのは、イリア

が伝えられている。

シ島中部などから深刻な食糧不足

たほか、ジャワ島中部、スラウェ

が栄養失調などが原因で亡くなっ

山岳地帯で、すでに四百四十五人

ジャャ（ニューギニア島南部）の

フ島

陰で、長期の干ばつによる飢饅

インドネシアの長期干ばつで

９万人が餓死の恐れ

逃れたヤミ人口がでたり、農村部

イナ・デイリーに掲載された会見

ため、これに気づいた国民が少な

卜鑓麟

（産経新聞一九九七・十・三）

記事の中で、この政策が「近い将

で推進され、その後の人口増加率

蕊

では村の幹部が襲われるなどの社

来、変わることはない」と明言し

かっただけだとしている。

囲二際艀輌織譲が黒

た。

「一人っ子同士が結婚する場合、

は八七年の一・六六％をピーク

｜人っ子政策は七九年から全土

二人目の子供を持つことが認めら

に、昨年の一・○四％にまで低

一部の外国マスコミが最近、

れた」などと報じ、同政策が撤廃

下。人口はそれでも、昨年末には

十二億二千三百万人に達し、来世

されるとの観測も出ていた。

王局長は、一人っ子同士の夫婦

５９

四

た。しかし、現場が標高約二千腕
の急しゅんな山岳地帯のため、物
資は空からしか届けられない。森

林火災による煙霧や燃料不足で航

が二○○六年には別％を超え、さ
らに二○五○年には約３人に１人

け皿整備が課題になっている。

厚生省では「介護サービスを必

◆介護

の我が国の高齢者人口（推計値）

に半数を超えた。厚生省の調査で

だけで生活できない」が男女とも

その理由を聞いたところ、「年金

にのぼった。「感じている」人に

を感じている」と答えた人は田％

査で、「自分の老後の生活に不安

読売新聞が８月に行った世論調

ど、整備の遅れが目立つ。このた

援体制でいずれも６割を下回るな

率（全国平均）は、在宅看護の支

目標に対する鯛年度末時点の達成

た。しかし、期限の冊年度の数値

健福祉推進十か年戦略）を策定し

て、新ゴールドプラン（高齢者保

とのできる体制の構築」を目指し

要とする人だれもが、自立に必要

が高齢者という「世界一の老人大

は、千九百七十三万人で、総人口

は、公的年金と恩給が高齢者世帯

に、二○○○年度からの開始が予

め、同プランの事業達成を前提

なサービスを身近に手に入れるこ

に占める割合（高齢化率）は胆．

の所得に占める割合（朗年）は別

国」になると予測している。

６％・平成９年版厚生白書による

・８％・給付水準の引き下げも含

は、効率的な運用を疑問視する声

定されている介護保険について

◆老後の不安

まれ、最後の食料であるブタが焼

と、欧州主要国の妬年の高齢化率

めた年金制度の抜本的見直しが議

空機やヘリコプターが飛び立て

かれたケースも伝えられている。

はスウェーデンロ・３％、イギリ

論されていることや、幻世紀には

調による死亡が伝えられた。

スラウェシ島中部からも栄養失

村落や農地が山林火災に巻き込

けという。

までに計二十八少が供給できただ

とされるにもかかわらず、十六日

ず、一日に三十上ハトンのコメが必要

ジャワ島中部の米作地帯では、

ス旧・８％などで、日本を上回っ

労働力人口の総数の減少が予想さ

総務庁が発表した９月晦日現在

◆高齢化率

かんがい用水路の水がなくなり、

ている。しかし、日本は猛スピー

困と宗教的理由から産児制限をし

にくいインドは、このままだと来

化社会の問題が浮上してきた。貧
「一人っ子政策」を施行して約加

世紀半ばには中国を抜き世界一の

地球の人ロは現在、記憶５００

年、人口増加率は鈍ったが、高齢

０万人。皿億を超える中国では

Ｉ悩み尽きない人ロの増減Ｉ

岐路に立つ政策を大国に見る

（読売新聞一九九七・十。十八）

もある。

ひび割れた農地が広い範囲に広

れることから、高齢者の雇用の受

山林火災に見舞われたカリマン

も、森や川で何かの食べ物が手に

タン（ボルネオ島南部）やスマト

ラ島でも、多くの農民が水不足か

入るのが自慢だった。今年ほど大

（朝日新聞一九九七・十・十八）

とがない」と話した。

規模な”飢餓〃の報告は聞いたこ

ら耕作できないでいる。
インドネシアは一九八四年に食

糧自給を達成した。今年も、目標
を数パーセントは下回るにしても
自給は維持できる、というのが政
府の立場だ。しかし、ある外交官
は「太陽と雨量に恵まれたインド

ネシアは、穀物ができない年で

囮

の「将来推計人口」は、高齢化率

｢高齢化率」
｢老後の不安」
｢介護」

ドで高齢化が進んでおり、厚生省

豆知識

がっている。

図
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欧は少子化に伴う福祉政策の見直

人□大国になる。一方、日本や北
しが焦点となっている。子供の多

人」と試算する英国人学者もい

「女１００人に対し、男１０６

めた。中国の男女別人口比率は

５万人で人口の６．４％だったの

算では、妬歳以上は昨年、７８２

実際、国家計画生育委員会の試

が、２０１０年には１億１１３６

士の夫婦で許可を得た場合に限

都市部ではすでに二人っ子同

万人、８．２％となる。

うことも少なくない。生まれたの

り、２人目を産んでよい一との改

Ｊ、夕、ｆもｆ■Ｐ

い国の問題に迫った。

Ｉｌｉ

る。

「男児信奉」が続く農村へ行け

珀日、北京で開かれた第羽回国

が女の子だと分かり、母親が悲観

定策を出しているが、養老保険へ

ば、名前も戸籍もない女児に出会

「農村では今も女の赤ん坊を殺

際人口科学大会。西安交通大学女

して自殺したり、父親が蒸発する

曲がり角の一人っ子政策

す者がいる。男の子を望むあまり

性学研究所の朱楚珠教授（女性）

からすると、「老後の不安」は中

の選択だ。法に照らして特に悪い

だが、中国当局にとってもっと

の加入がブームになっている現実

摘する声が国内からも公然と出始

国人自身が一番感じているのだる

ケースも伝わる。

中国

の発言だ。女児の「間引き」を指

一

ことと考えない。家族の問題だか
『ｂ」

－つｃ

一方で「人口爆発」への危機感

厄介なのは急速に進む高齢化かも
「４．２．１」。昨年末現在、人

は強い。自然増加率は１９７０年

しれない。

口皿億２３８９万人（香港特別行

旧億人に、２０４０年代には胴億

の弱・閉％から昨年はｍ・蛇％に減
使われるようになった。このまま

人以内に抑えるのが当面の国家目

少しているとはいえ、今世紀中は
産児制限二人っ子政策）を守っ

標だ。重い課題である人口抑制

ｎ％を占める中国でこんな表現が

ていくと、｜祖父母４人に親は２

に、根強い「男性優位一の考えや

政区を除く）と、世界の総人口の

なモデルになる。「４．２．１」

人、そして子供は１人一が一般的

齢化の傾向は顕著だ。スウェーデ

産む意欲そぐ若年層の失業

【北京・飯田和郎】

口政策は難しい局面に立たされて

高齢化の進行が加わり、中国の人

北欧

いる。

は現実化する高齢化社会への警鐘
ともいえるわけだ。
一

１
一

福祉社会・北欧では少子化、高

６J

一

多くの児童たちを並ばせるのに必至の北京市内の小学校教師。
「一人っ子政策」の施行で子供の数は減っている＝ロイター

油田が発見され、その恩恵で比較

になるという。

同国政府のヤッヶルン広報官に

ジー政権は、１９７５年から万年

歴史がある。インディラ・ガン

インドでは悪名高い産児制限の

よると、最近、これまで６～７歳

「強制断種」を実施した。その数

にかけて「貧困追放」を掲げ、

他の北欧諸国も同じような悩み

だった小学校への入学年齢を１歳

ン（人口８８３万人）の場合、女

繰り下げた。子供たちを午後５時

カット（精管切除）が行われた。

約１０００万人。男性にはパイプ

的、危機感は薄い。

同国も、船年には約蛆万５００

まで学校が預かる制度も確立、幼

北部州の貧困層が主な対象とな

を抱えているが、ノルウェー（人

設、育児手当の充実など「子供に
０人だった０～６歳児の数が２０

稚園の数も増やした。同広報官は

り、その反発から暴動にも発展。

性１人当たりの平均子供数は、１

優しい社会」に向けた政策の成果
５０年にはい万人以下になると予

「親が安心して働ける制度を作

政権崩壊の大きな要因になったと

口４３７万人）だけは少々事情が

だった。だが、それ以降は出生率

測され、少子化傾向にある。師歳

り、子供を持つことの重要性を訴

９８０年代前半の１．６人が、加

が下落。日本（鮨年でｌ・蛇人）
以上の人ロは、昨年の兜万人から

えている」と話している。

異なる。

ほどではないが、昨年は１・田人

２０５０年には１０４万人と大幅

年には２．ｕ人に上昇。保育所増

まで下がった。原因は不況だ。

増加が見込まれ、年金予算も増加

年代までは、父母と子供の似顔絵
に「子供は２人まで」の標語が書

こうした苦い経験を経ても、帥

いわれている。

加年代初頭に２～３％だった失

【ジュネーブ・福原直樹】

の一途。だが、刀年代に大陸棚で
１

業率が最近８％台を推移。特に若
年層の失業率が高く、「若い男女
が子供を持つ意欲を、不況が奪い

にあふれていた。

かれた商品や看板、パスなどが街

今、そんな標語はほとんど見か

ンドでトップ４にラ

子化が進んでいるが、国土の約７

る声もある。都市部では確かに少

楽観ムードが広がった」と指摘す

で豊かになり、人口増加に対する
ンクされる”多産

けない。「Ⅲ年からの経済自由化

州“。合わせるとイ

んど変わらない。貧困と宗教が足

割を占める農村部では事情はほと

られた。これらはイ

ンドの総人口９億５

ンドは２０４０年に

内で相互扶助する側面が強く、仲

教徒、特に貧困層は同じカースト

人口の約即％を占めるヒンズー

かせになっているのだ。

は世界一の人口大国

率で推移すれば、イ

占める。現在の増加

０００万人の４割を

先日の地元紙で報じ

異例の私信を出していたことが、

ビハールなど北部４州の州首相に

貧困と宗教足かせで、ストップ

◆世界の少子化国◆

つつある」（同国政府）状況だ。

①イタリア1.19
②スペイン１．２２
③ドイツ1.30
③エストニア１．３０
③スロペニア1.30
日本１．４２

一方で、開歳以上が人口に占める

「人口抑制のために闘って一・イ
ンドのグジュラル首相が先月末、

◆世界の人口大国◆

割合は、帥年代の皿％前後から卯

年代には旧％に上昇。２０２０年
には約ｎ％まで増えることが予想
されている。

このため、政府も大幅な年金制

度の改革に乗り出した。これまで

年金は、各人の生涯で最も稼ぎが
多かった旧年間の賃金の平均を支

払っていた。しかし、朗年から
は、生涯に払った保険料と利子を

平均余命で割った分が支払われ
る。平均余命が伸びるほど、年金
が減る仕組みだ。

「世界人ロ白書」より。少子化国の数
値は、合計特殊出生率（１人の女性が
一生の間に産む子供の平均数)。

インド

①中国１２億2389万人
９億5000万人
②インド
③米国２億7000万人
④インドネシア２億300万人
⑤ブラジル１億6300万人
日本１億2500万人
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れる人口問題への楽観ムードは、

（ある社会学者）。都市部でみら

の普及に頼るしかないのでは」

「経済発展と、それに伴う教育

失敗の後は、政府も産児制限政策

ンジー政権の「強制断種」政策の

州の差は大きい。インディラ・ガ

地域的にも出生率が高い州と低い

トが経済的な利益を受けている。

があり、保育制度の充実、在宅勤

を両立できる社会構造を作る必要

るには、男女ともに仕事と子育て

よると、人口減少に歯止めをかけ

審議会で正式に決める。報告書に

間は多い方が心強い。また、子供

は宗教的理由から産児制限には消
こうした悲観論の裏返しかもしれ

務など職場の育児支援制度拡充を

イスラム教徒（約人口のｎ％）

は貴重な「稼ぎ手」だ。

極的。ヒンズー教徒に比べ貧困層

を導入できないでいる。

参画社会」の実現のためには、男

求めている。さらに、「男女共同
問題がいろいろ指摘されている。

ない。生まれてもいない子供に現

むという個人の意識には介入でき

の結果、十五’六十四歳の「生産

報告書では、近年の出生数減少

人ロ問題審が報告書

と強調している。

性にも家事・育児の分担が必要だ
壊や医療保険などの負担増が懸念

とを極端に恐れる。年金制度の崩

鈴木氏政治家は人口が減るこ

ｌ日本では少子化社会に伴う

ない。

【ニューデリー・春日孝之】

の割合が大きく、出生率も大きく

上回る。少数派ゆえに、人口増加
志向すらあるという。
Ｉ

家族計画国際協力財団鈴木良一氏に聞く

巨大な人口を養っていく力がつ

在の制度維持を期待するばかりで

されるからだ。しかし、子供を産

世界の人ロ問題に詳しい家族計

き、自信が出てきたということだ

曰本は少子化に合う政策を
画国際協力財団（ジョイセフ）の

年齢人口」が平成七年（八千七百

と分析している。

万人）を頂点に減少に転じている

る。

割合は三割を超えると見込んでい

歳以上の高齢者が全人口に占める

六十二（二○五○）年には六十五

人口の高齢化は一層進み、平成

後は減少していくとみている。

「総人口一もピークを迎え、その

ば少ないなりにどうやって社会政
政策を考えることが必要だ。

ほか、十年後の平成十九年には

鈴木良一・広報部長に中国、イン

ｌインドはなぜ産児制限がで
きないのか。

鈴木氏インドは宗教、国内格

（毎日新聞一九九七・十・二十）

職場の育児支援制度拡充求める

差など複雑で、ごく一部のエリー

策を進めていくかという中長期的

は行政の貧困だ。子供が少なけれ

ドの産児制限政策、日本の少子化
問題などについて聞いた。
【内田達也】
ｌ中国が二人っ子政策」を
一部緩和した。

鈴木氏中国が二人っ子政

策」を開始したのは１９７９年。
当時は２０００年時点で人口はｎ

厚相の諮問機関の人口問題審議

「少子化に関する基本的考え方に

問題点や改善策についての報告書

社会保障費の負担が増え、国民負

経済成長が鈍化する②現役世代の

書は、①労働生産性の伸び悩みで

少子化の経済的影響として報告

（国民総生産）を１０００がにし

会（会長。宮沢健二橋大名誉教

ついて」をまとめた。二十七日の

少子化歯止め／働く女性サポート

ようという目標の下、１世代限り

授）は二十一日、少子高齢社会の

億に抑え、１人当たりのＧＮＰ

という条件で始めた。経済発展で

6３

囮

方や、延長保育など保育サービス

担率が五○％を超える③現役世代かわらず、企業側には「男は仕本型雇用システムも見直すべきだ多様化など、子育てしやすい働き
の手取り収入の低迷で消費が伸び事、女は家事。育児」といった役としている。

悩むＩと推測し、「人口減少社割分業意識や、蒙塵よりも仕事さらに、育児休業制度の充実の充実を求めている．
会」対策が急務であることを強調最優先」などの労働慣行が根強く在宅勤務や職住接近型のサテラィ（産経新聞一九九七。十・二十一一）
残り、「男性の家事・育児への参加卜・オフィス勤務、就業コースの
そのうえで、少子化の要因にっを、阻んでいる」と強調している。

外出生比率も日本では一％程度で時間外の長い拘束時間の弊害の解

騨鮒鰯繊》灘騨灘繍皿貧困蕊璽繩Ⅷ澗鯆制狙う

１口１１１…………■…

あることを挙げている。梢を求めている。また、結婚・出九一年の自由化以降、インドは家の一一階。高級官僚の未亡人ニル
また、本格的に仕事に取り組も産退職の慣行、終身雇用制、年功経済成長で注目され、一一億人ともマラさんは一一一畳ほどの狭い自室で
うとする女性が増えているにもか賃金制など女性の就業を妨げる日いわれる中間層が消費の担い手と十五人ほどの女の子にヒンズー語

万九千人で、戦後最低を記録ししかし、三億人を超す世界最大の庭の子供たちを無料で教えるイン

囲録》》》》｛田俔諏一一・』》職蝿鍛舟榊（擬》職制

なり、前年より○・八ポイント上性たちも地位向上のための教育のロップァウ卜した人たち。十五歳

ド全体では一億三千万人が寺子屋

農水省が二十一一日まとめた九七昇した。全産業平均の六十五歳以大切さに気付き始めている。から一一一十五歳までを中心に、イン

年農業構造動態調査によると、今上の人口比は一五二％で、農家

年一月百雲の農家戸蓑繍…化が…り選んで…無料の寺子屋霊竃．船騨肘鵡騨

年比一・三％減の三百三十八万八とが分かった。

ザキル・ナガルにある古いレンガるという。

千戸を下回った・農家の人口も、（読売新聞一九九七・十・二十’一一）ニューデリー南部のスラム地区解、簡単な算数ができるようにな

前年比一・八％減の一千百五十四

6ａ
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度もある。わずかな授業料で、何

営するオープンスクールという制

なかった人たちのために、国が運

貧しいため適齢期に学校に行け

伝うという生活を送っていたが、

け）をして暮らす両親の仕事を手

手のドビー（洗濯・アイロン掛

加わった。帰宅後は、上流家庭相

筋はまだ遠い。

いる。とはいえ、問題解決への道

し、意識変革をもたらそうとして

経済成長が貧困層に職を提供

裏に隠れている。

れているといった事情が、統計の

は女性の地位が男性より低く見ら

読み書きや計算を身につけなけ

用された。

系家電メーカーの工場労働者に採

だったが、最近は三五％に改善し

率は五十年前の独立時には五○％

百九十’六百八十ルピー以下）比

貧困層二人当たり年間出費が五

百六十万人に過ぎない。女児は生

生児が生まれるが、女児は約千二

毎年、約二千六百四十万人の新

女児に助成金

されるほか、ヒンズー教の社会で

れば、ギータさんも両親の商業を

た。しかし、それを上回るペース

後すぐ間引きされるケースも多い

世界銀行の調査では、インドの

きた。

歳からでも小・中・高校と同じ授
ニューデリー郊外に進出した外資

勉強の成果が実ってつい最近、

貧困家庭の女児は家事仕事を担わ

業を受けることができ、卒業資格

さんは六年前、このスクールに通
継ぐ以外に選択肢はなかったかも

で人口が増えたため、貧困者の絶

とされる。このため、政府は今月

も得られる。

い始めた。午前中、ヒンズー語と

しれない。インドの階級制度であ

対数は一億六千四百万人から三億

都市部

全体

|舅j鑿L雪雲二§iii鑿芸豐Ｉ二

ニューデリー市内に住むギータ

算数を習い、三年目からは英語が

るカースト制度は職業世襲制でも

○九七年には十七億人に達すると

十五億七千九百万人、百年後の二

助成する制度を始めた。対象は長

ルピー、中学校は千ルピーを毎年

五百ルピー、小学校に通えば五百

の世帯に対し、女児の出生時には

世銀は推定する。放っておけば、

女だけだが、二百二十万の女児が

人口は五十年後の二○四七年に

あるからだ。スクールに通ったお
た。本人も意欲満々だ。

かげで、新たな仕事への道が開け

から、年間所得一万千ルピー以下

'／

農村部

３億人に倍増

川や大気の汚染など環境破壊、天

然資源の枯渇といった様々な問題

に熱心なのは、人口抑制への配慮

食糧不足、都市部の土地不足、河
切さに目覚めたのは経済自由化以

を引き起こすのは明らかだ。人口

も働いている。貧困家庭の女性の

ギータさんも両親も、教育の大
降だ。読み書きができれば、工場

も貧困層もともに減らす必要があ

多くは＋代で結婚し、比較的早く

をさせるだけでなく、学校に通う

に、親たちも子供に仕事の手伝い

収入の高い職業に就かせるため

を開いて貯金を始められる。より

男児より千五百四十万人少ない。

一億人多く、小学校に通う女児は

読み書きできない女性は男性より

だ。政府の調査では、七歳以上で

急務なのが女性に対する教育

ば、親の言いなりの早い結婚は減

女児が読み書きできるようになれ

産み続ける傾向がある。しかし、

を担う男児が生まれるまで子供を

から子供を産む。将来家族の生活

政府が女児優遇や女性への教育

や事務所で雇ってもらえる。自分

る。

恩恵を受けると見られている。

のサインが書ければ、銀行に口座

ことを少しずつ許すようになって

6５

千二百万人に倍増している。

１Ｊ

インドの所得別世帯比率(95年度）

増えるかもしれない。

れば、女児一人で満足する家庭が

るだろう。女性の地位が見直され

に高まった」と語るが、九六年六

が解消したおかげで識字率も大幅

ワットに飛躍的に増えた。暗やみ

メガワットから、八万六千メガ

の発電量は独立時の千三百六十二

米には例のない高率という。

だ。この労働力率二四・二％は欧

いているか、その意欲がある状態

度）。高齢者の四人弱に一人が働

口一は四百五十五万人（昨年

程は厳しい。

共に充実した高齢社会実現への道

い」（労働省）のが実態だ。名実

チダムバラム蔵相は「このまま

月時点で五十七万九千市町村のう

態）」の合計、つまり「労働力人

七％の経済成長を続ければ、二○
ち、まだ七万七千もの村に電気が

力や道路、通信、港湾などのイン

「高齢者の求人倍率が高まらな

続雇用への道を開く措置だが、

六十歳以上の就労、再雇用・継

『。

日

（読売新聞一九九七・十・三十一）

（人）

二○年には一人当たり所得が現在

フラ整備の必要が叫ばれるが、そ

制」が、義務付けられる。

義務だった企業の「六十歳定年

来年四月からは、これまで努力

の約三百五十かから千五百がとな

Ｌ』

来ていない。

「｡

り、貧困は根絶できる。九％成長
と楽観する。ただ、成長の恩恵が

れは貧困撲滅と人口抑制のために

最近は外国企業の投資による電

貧困層に及ばなければ、成長ペー

なら二○’○年に達成が早まる」

スを維持できないという見方があ

（ニューデリーⅡ竹沢正英）

の推計値で一五・六％と過去最高

・甥騨

も欠かせないのだ。

一九九七・十・二十七）

（日本経済新聞

を記録した。｜元気な高齢者」の

こ≧鐘

「』

Ｉ

ⅡⅢ

る。事実、拡大ペースは減速しつ

つあり、今年度の成長率は五％台
にとどまるとの予測も出ている。
インド応用経済研究所のラヶ
シュ・モハン所長は「インド国内

毎年十月は「高年齢者雇用促進

就労意欲は欧米以上
労働力人口は四五五万人

月間」。十五回目の今年は、「時は

増加が大きな特徴で、勢い就労意
L｣

今、継続雇用の筋歳」をスローガ

r1

Ｌ_

欲も強い。

六十五歳以上の就労者と「未就
労だが就労意欲がある者（失業状

「可

ンに実施された。

高齢者（六十五歳以上）は激増
している。高齢化率は今年、九月

可ＹＨ『

圖團
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低用量ピル（経口避妊薬）解禁
問題で、中央薬事審議会（厚相の

諮問機関）医薬品特別部会は二十
八日、ピルの有効性と安全性を認
めた上で、医師が副作用と性感染
症防止のために十分な説明をして
処方することや、製薬企業が市販
後に副作用と性感染症の調査を実

施することなどを条件として、解
禁に踏み切ることが妥当とする意

める③服用希望者から文書による

ンドームを継続使用することを勧

とを説明し、性感染症の検査やコ

することを義務づけることにした。

て追跡調査しその結果を国に報告

いて、ピル服用後数年間は継続し

査を受けることに同意した人につ

ルス）抗体検査を含む性感染症検

の供給と関係の深い「二十五’二

る「世帯人員数」、保育サービス

内で育児支援を得られる指標とな

に影響を与える要素として、家庭

白書では、働く女性の出生行動

十九歳の女性一人当たりの保育所

さ」ｌの三点に注目．

定員・利用児童数」「賃金の高

この三要素と、仕事をしている

既婚女性の出生率や乳幼児を持つ

女性が職に就いている率との関係

ている既婚女性の出生率への影響

理。その結果、白書では仕事をし

をさまざまなデータを基に統計処

さまざまな統計を基に

働く女性の出生行動を

「女性一人当たりの保育所定員・

利用児童数一が○・三四、「賃金

度は、「世帯人員数」が○・四三、
果、本人の世帯の人数

（単位千円）」がマイナス○・○○

析をしたのは初めて。

府レベルでこうした分

いことが分かった。政

に産む子供の数）が高

殊出生率（女性が一生

と、働く女性の合計特

「女性一人当たりの保育所定員・

意味を考えてみよう。分析では

が、この数字を例に影響度の値の

婚女性に限ると○・六○に下がる

は、全国平均で一・五二。働く既

一九九○年の合計特殊出生率

四九と割り出している。

女性が働きながら育児

三人。保育所の充実でこの数が二

倍になれば、試算では出生率は○

利用児童数」は全国平均で○・五
がはっきり裏付けられ

のできる施策の必要性

の定員がたっぷりだ

が多く、地域の保育所

分析した点だ。その結

書で注目されるのは、

た。

ることを決めた。また、製薬企業

同意を得るｌなどを義務づけ

（朝日新聞一九九七・十・二十九）

に対しては、ＨＩＶ（エイズウイ

育児施策の後押し必要

１Ｊ

今年度の国民生活白

皿働く女性の出生率増
‐‐‐Ｌ

２
０

見をまとめ、上部審議機関である
常任部会に提出することを決め

た。常任部会は十二月にも審議を
開始し、国民の意見を聴いて最終
判断する。
同部会はピル解禁の条件とし

て、医師に対しては①ピルの服用

希望者の問診、検診を通じて血栓
症、脳卒中などの副作用のおそれ

碑Ｊ動静砂馳菖勤氾

(97年度国民生活白書より）

条件付きで
解禁容認

がないかどうか判断する②ピルは

１襲桓±

低用量ピル

性感染症予防には役に立たないこ

６７

子供を持つ女性の有業率と

）

皿

受け入れや延長保育の拡充のため

性からの需要が多い低年齢保育の

四をかけた○二八だけ上乗せさ
の措置が必要・各自の都合によっ

・五三人に先ほどの影響度の○・三
れることになる。つまり、出生率

て働く時間を選べる労働システム

る。

を作ることも課題だ」と話してい

（読売新聞一九九七・十〒五）

農家に収入保険制

コメ価格下落や凶作時

は三割増の○・七八となる可能性
があるという。

「賃金」の影響力がマイナスな

のは、賃金が高いほど出生率が低
くなるということを表している。

賃金の高い大都市圏ほど、働く女

による農業所得の減収分を補う恒

で、農作物の価格や収穫量の変動

し、農家の経営安定を図る必要が

久的な「収入保険」制度を創設

メを対象にスタートし、将来は、

あると判断した。とりあえず、コ

対象作物をコメ以外にも広げてい

ただ、政府が資金を出す保険に

く方針だ。

なるため、農家の参加を無条件に

定員・利用児童数「｜が二七・○四

ると、「女性一人当たりの保育所

ことに対する三要素の影響度をみ

乳幼児を持つ女性が働き続ける

する方針を明らかにした。政府が

制度を二○○一年度をメドに導入

家が資金を出し合う「収入保険」

急に減る場合に備えて、政府と農

価格の下落や凶作で農家の所得が

農水省は十日、コメなど農産物

ただ、農業共済は、異常気象に

減収分の一定割合を補てんする制

度からコメの価格下落時に農家の

るコメの過剰対策として、九八年

の豊作や売れ行き不振で深刻化す

このほか、農水省は、四年連続

ことにしている。

て今後、二－三年間かけて詰める

参加要件、補償の水準などについ

もある。このため、保険の規模や

大につながりかねない」との批判

容認すれば、「ばらまき農政の拡

で最も影響力が大きい。

農産物を高く買い取るこれまでの

よる凶作だけが対象で、市場での

性の出生率が低くなるためだ。

こうした結果から、白書は「世

「価格支持」政策から、欧米型の

する農業共済がある。

帯の人数や二十五’二十九歳女性

本格的な「所得補償」政策への大

価格変動はカバーしていない。九

り、二○○○年にも再開するウル

格支持政策を削減対象にあげてお

世界貿易機関（ＷＴＯ）は、価

た、ラメ余り」回避のための緊

協力した米作農家だけを対象にし

てん制度も、生産調整（減反）に

八年度から導入する予定の価格補

◇

◇

画丁緬

（読売新聞一九九七・十一・十）

一人当たりの保育所定員・利用児

きな政策転換となる。

グアイ・ラウンド農業合意の継続

は二、三年に限定される見通し

急避難的な要素が強く、実施期間

このため、農水省は、価格補て

露

度の創設を打ち出している。

童数が多いと、既婚女性就業者の

総理府の男女共同参画審議会委

交渉に向けて、交渉を優位に進め

ん制度と農業共済を統合する形

フ『iii

る」と結論づけている。

員で、慶応大学教授の樋口美雄さ

は、現在、異常気象で収穫量が減

だ。

る狙いもある。

少した際に、農家の収入を補てん

「所得補償」型の制度として

ん（労働経済学）は「働く女性が

が進む悪循環が表面化しており、

増えると出生率が下がり、少子化

分析は重要な意義を持つ。働く女

＝ヨ

幼児を持つ女性の有業率が高くな

出生率が高くなり、六歳未満の乳

四
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皿

人口急増に悩む
オイルマネー「輝き」薄れる

わ艫醗庁房蠕羽鰯轤労働力を自国民化
「普通の国」へと変わりつつあ首都リャドのインド大使館。
首都リャドのインド大使館。連

る。急激な人口増加で石油の富の日インド人住民が多数押し寄」
日インド人住民が多数押し寄せ、

強化された。

昨年から石油価格の堅調に支え

歳以下のサウジでは、就労年齢に

いた公共事業の費用支払いに回っ

だが「増収分の多くは、遅延して

られて財政事情は好転している。

達する若者が年々増え、二十年後

それでも人口の半分近くが十五

までに三百万人の新規雇用が必要

備を、財政に頼って進めるのが難

に対応した電力などの社会基盤整

しい状況に変わりはない。

ただけ」との見方もある。人口増

を増やし、自国の若者の活用に躍

との予測もある。政府は教育予算

起だが、政府・公的部門で抱え込
める人員には限りがある。

背に腹はかえられないから、外

所得税なき福祉体制も当たり前と

テント生活一戻れぬ

はサウジ人の雇用に消極的だし、の人口は過去二十年間に二倍Ｎ
の人口は過去二十年間に二倍以上

国人の職とみなされていたホテル

してきた世代だ。

カギを握るのは民間だが、外国

“国家丸抱え“に慣れてきた国民に増え、千八百万人以上に膨、」
に増え、千八百万人以上に膨らん

やレストランの接客係などに、サ

過剰消費に歯止めがかかり、工

配分が減り、多くの若者が職を得警察官が出動する騒ぎとな皇
警察官が出動する騒ぎとなってい

だ。労働力不足の時代にアジアな

ウジ人が少しずつ就労するように

場労働や「頭を下げる職」にも

系企業などの間では「サウジ人は

どから受け入れた約六百万人の外

なった。十年以上も同じ車に乗り続

徐々に就き始めているとはいって

られなくなってきた。経済構造改る。在留期限が切れ、保護を奎
る。在留期限が切れ、保護を求め

国人を減らしていかないと、自国

け、インド人と同じレストランで

も、きつい労働を嫌い、外国人労

「石油の富が細れば、砂漠のテ

民の雇用機会が確保できない。

「何でもニリャル（約六十五

食事をする姿も珍しくなくなった。

はなお残っている。社会構造の変

働者なしではやっていけない体質

アジア系より上のポストと高い給与

サウジ政府は「労働力の自国民

化の中で、世界の原油の確認埋蔵

革は人口爆発との「時間の闘い」る出稼ぎ労働者たちだ。
る出稼ぎ労働者たちだ。

化」を最優先し、九五年から二○

円）の看板を掲げる安売り店で

量の四分の一を抱える石油王国の

ント生活に戻ればよい」と語った

○○年までの間に外国人労働者十

は、黒い衣装で全身を覆ったサウ

だが、雇用の受け皿として期待さ医療の浸透に伴い乳幼児の不
医療の浸透に伴い乳幼児の死亡

六万人をサウジ人に置き換え、さ

ジ人女性が熱心に子供のがん具や

戸惑いは続く。

世代と異なり、今の国民の大半は

らに外国資本の誘致で六十五万人

肌着を選ぶ。オイルブーム時代以

を要求する半一回労働意欲や専門知

の雇用を創出する計画を掲げてい

来の巨額の資産を持つ人もいるけ

識に難がある」との声が絶えない。

る。昨秋から技術系職種で相次い

れど、多くの家庭はつましい暮ら

（リヤドで、山田剛）

（日本経済新聞

一九九七・十一・十六）

6９

れる民間企業や外資系企業の多く率が劇的に低下した結果、サ古
率が劇的に低下した結果、サウジ

で外国人への就労ピザ発給が停止

しぶりだ。

ている

エアコンや自動車とともに育ち、

され、不法滞在者の取り締まりが

職業訓練に力を入れ、新規雇用創出に努め

四

「妊婦と乳児の死亡率高まる」
サディック事務局長・曰本の拠出金減で

じめ先進諸国には来世紀に窒別の超

出生率低下によって、わが国をは

するのに必要な出生率）以下への

事会の選挙でブルントラント・ノ

高齢社会が訪れようとしている。

明らかにした。来年１月、執行理

ことについては「私はアジア（パ

・卯年で人口半減

ルウェー前首相らとポストを争う
キスタン）の出身で、女性であ

り、途上国の出身でもある。国連

日本人が地球上から消滅してしま

自らの業績として挙げた。

３選選挙へ不出馬を表明した世

うほどに低い。これは明らかに異

しかも、現在の日本の出生率は

国連人口基金事務局長は咀曰、毎
界保健機関（ＷＨＯ）の中島宏事

【生長恵理】

来日中のナフィス・サディック
日新聞と会見し、来年度の政府開
務局長の後任に立候補を表明して

（毎日新聞一九九七・十｜・十九）

した置換水準である。それは合計

いのかといえば、その目標は前記

れでは、どこまで回復させればよ

回復させる努力が必要である。そ

常というべきで、徐々に出生率を

半世紀で人口を半減させ、千年で

発援助（ＯＤＡ）のｎ％削減方針
日本政府の支持を要請したことも

おり、今回の来日で、選挙に向け

機関について豊富な経験と実績を

で日本からの拠出金が減額される

出生率回復の努力必要

均的な子ども数）にして二・○八

特殊出生率（女性が生涯に産む平

であるが、現在の一・四二からは

大きくかけ離れており、回復は決

して容易ではない。

経済の供給面で少子化の影響が

・経済成長を阻害

もっともはっきり現れるのは労働

するだけでなく、若返ることもあ

が、人口は集団であるから高齢化

し、老化してついには死にいたる

個人はすべて時間とともに加齢

する社会を目指すべきだ。

長期的に人ロ静止をめざせ

一大淵覧（中央大教授）
’経済人口学、一九三六年生一

一まれ。人口問題審議会委員。一
一著書に「出生力の経済学」’
一「少子化時代の日本経済」な―

力である。労働力人口は二○○○

―ど。

持っている」と自信を見せた。

見通しであることに強い懸念を表
明した。「このままでは、途上国

で望まれない妊婦や中絶が増え、

妊婦死亡率と乳児死亡率が高ま
る」と述べ、国際的な影響の大き
さを指摘した。
日本は１９９６年には同基金予

算全体の旧％を負担した最大の拠
出国で、サディック事務局長は日

本の拠出金の重要性を訴えた。さ
らに、拠出金の減額は－１発展途上
国の人口政策を支援するという、

肌年の国際人口開発会議での合意

る。しかし、若返りの例は少な

同時に、労働力の女性化と高齢化

く、現代世界はおしなべて高齢化
高齢化の主な原因は出生率の低

｛’’’１１１－１１ｌｌＩＩｌＩＩＩＩＩｌｌＩ０ＩＩ０ＩＩＩＩＩＩ－Ｉ」

同事務局長はｗ年に現職に就

人口を半減させるほどで、明らか

下であるが、とくに少子化といわ

が鱈付し、晴短が進めば、労勵慌給

現在進行中の少子化は半世紀で

任。過去皿年間で人口政策が世界

に行き過ぎだ。制度改革と意識改

れる置換水準（人口を一定に維持

くに二○’○年代には急減する。

的に普及し、家族あたりの子供の

復を図り、長期的には人口が静止

革を積極的に進めて、出生率の回

年をピークとして減少に転じ、と

数が半減、女性の健康や権利が尊

の時代を迎えている。

重されるようになったことなどを

を無視している」と批判した。

囮

、
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はそれ以上の勢いで縮小する。
高齢化はまた労働力の流動性を

ますむずかしぐなる。要するに、

こうしたゆとりや豊かさはおそら

まれる可能性はある。けれども、

求めてはならない。

い先進諸国はこれ以上の豊かさを

のであり、とくに環境負荷の大き

ているが、人口減少と超高齢社会

（けんいん）車的役割が期待され

わが国にはなお世界経済の牽引

く一時的でしかなく、遠からずそ
もに消滅してしまうであろう。

のメリットは国民経済の衰退とと

国民の負担は増大する一方、福祉
少子・高齢社会に暗く停滞した

水準は低下するのである。

ともに、貯蓄率の低下が資本供給
イメージがつきまとっていること

損ない、失業のリスクを高めると

の減少を招き、若い労働者の減少

労働力不足を補う手段として外

の到来は間違いなくその地位の低

は否定できない。それはたしかに

国人労働者の積極的導入を図り、

は技術進歩にも悪影響を与える。

高度成長とは無縁であり、未来を

を阻止し、置換水準へのゆるやか

他方、需要面では消費市場の縮

転ずることができるという意見も

な回復を図る必要がある。

下を招く。日本経済が活力を維持

ある。たしかに、わが国にとって

これを国際化の契機にすれば、人

欲目に見ても、それは成長より

有用な人材だけが集まれば、その

約束された明るい社会とはいいが

り、これらが複合的に作用して経

安定を追求し、量よりも質を大切

効果は絶大であるが、入ってくる

小や財からサービスへの需要の移

済成長を阻害する。また、製造業

マンパワーでなく知識や情報、技

にする時代であり、活力の源泉を

のはそれだけではない。選別が困

めている子育て支援策ヱンゼル

するためには、これ以上の少子化

を中心に産業の空洞化が進んで、

術に求める時代である。とはい

難である以上、労働市場の開放に

プラン」を強化して、実効のある

口減少のデメリットをメリットに

地域経済にも打撃を与え、全国的

え、そうした変化が少子・高齢化

は慎重ならざるをえない。歴史上

ものにすると同時に、年金、医

たい。

少子・高齢化の影響は社会保障

のデメリットを相殺して余りある

人口が減少して栄えた国はなく、

療、一厘用などにかかわる諸制度の

行、投資意欲の低下などが起こ

の面にも強く現れる。年金・医療

ほどのメリットを生み出すとは考

増加する人口はしばしば一国の幸福

行制度の維持は困難になる。世代

る一方で、負担者は減少して、現

高齢化が進むと、受給者は激増す

若い世代によって担われている。

一層の普及などが挙げられ、全体

か、受験地獄の解消や高等教育の

本の一人当たり水準の改善のほ

和、公園、鉄道、道路など社会資

たり面積の増加、交通混雑の緩

口減少による土地、住宅の一人当

少子化のメリットとしては、人

ような破局に直面する羽目に陥る

報告「成長の限界」が描き出した

やがて人類はかつてローマクラブ

準のもとで増加を続けるならば、

ある今日、人口がより高い生活水

地球環境に深刻な影響を与えつつ

しかしながら、人間の諸活動が

業、家庭のすべてで一層の努力が

の醸成などについて、行政、企

見守り、支え合うような職場環境

女性の妊娠や出産、育児を温かく

児参加を容易にするための時短、

育サービスの充実、夫の家事・育

具体的には、育児休業制度と保

そのためには、厚生省などが進

・育児支援強化を

などの社会保障負担は、賦課方式

えにくい。

間の不公平を是正するために、近

とし裏嬰衷蛙室のひずみが多少とも

であろう。したがって、人類はす

求められる。

に過疎現象が深刻化する。

に近い現在の制度のもとでは働く

い将来に積み立て方式への制度改正

是正されるものと期待されている。

でに人口と経済の成長停止を視野

する需要を増大させるが、労働力

（朝日新聞一九九七・十二・｜）

要である。

改革や、企業などの意識変革が必

が必要になるであろう。

人ロが減ると、たしかに過密感

に入れる時期にさしかかっている

と繁栄の標識と見なされてきた。

が縮小する中で、医療・福祉・保

が薄れ、人びとの心にゆとりが生

高齢化はまた、医療や介護に対

健マン。ハワーの十分な確保はます

汀

であり、政府が防止・制圧努力を

ズは行為と直接的関係がある病気

子感染が著しく増えている。エイ

が依然として多く、性交感染と母

の注射・麻薬使用などによるもの

る。エイズ感染のルートは国外で

をどう位置づけるかという視点も

保障政策全体のなかで、介護保険

的年金や高齢者医療を含めた社会

提供されるかどうかは不透明。公

国民が期待するようなサービスが

るが、介護インフラは未整備で、

れる保険料が新たな国民負担とな

は約七十万人。残りは在宅介護

護型医療施設など施設に入れるの

十万人のうち、老人保健施設や介

減できると同省は試算する。

三千四百億円の高齢者医療費を節

院患者を移せば、二○○○年度で

するほか、各個人も自己防衛に努

ぼやけたままだ。

中国中央テレビ局記者の取材に答

エイズの現状と制圧状況について

衛生相は同日午前、中国における

央テレビによると、中国の陳敏章

【ＲＰⅡ東京】三十日の中国中

係部門は近いうちに京九（北京Ⅱ

に積極的に参画するため、中国関

決定した。この世界的な宣伝運動

界エイズ宣伝運動」とすることを

ら「エイズの日」を拡大して「世

なお、国連エイズ計画は今年か

介護が必要な高齢者の急増の裏

に達すると厚生省は予想している。

おり、二○○○年度に二百八十万人

る。年間十万人のペースで増えて

要な高齢者は約二百三十万人い

寝たきりや痴ほう症で介護が必

財政難で達成は難しい」（伊藤周

る計画。だが、「七割の市町村は

（介護派遣員）を十七万人養成す

宅介護の中核、ホームヘルパー

めた「新ゴールドプラン」は、在

る。九九年度までの基盤整備を定

するグループホームが面倒を見る

や、痴ほう症の高齢者が共同生活

二○○○年度の要介護者二百八

めるべきである。

え、「エイズ感染者はこれまでに

九竜）鉄道沿線でエイズ予防・制

で起こっているのが「社会的入

る治療は必要ないのに病院にとど

の定員が足りないため、医師によ

サービスの水準が市町村でばらつ

平法政大学助教授）状況。介護

しかし受け皿の整備は遅れてい

ことになる。

中国全国で八千二百七十七人発見

院」だ。特別養護老人ホームなど

等を展開する。

（産経新聞一九九七・十二・｜）

間では「制度導入で減少する国庫

くことも避けられない。自治体の

負担分を基盤整備に優先的に投入

まる高齢者は現在約十万人。病院
険による自己負担が福祉施設より

総合研究所政策研究部長）との要

すべきだ」（池田省三・地方自治

の方が総費用が高いのに、医療保

率化を阻んでいる。

護保険制度を実施する。高齢化の

老人保健施設を充実させ、長期人

護コストの安い在宅の訪問看護や

一本化し、無駄を削ることだ。介

して、四十歳以上の国民平均で一

介護費用額（四兆円強）から逆算

介護保険料に関して、厚生省は

請も強い。

低いという制度のちぐはぐさが効

介護保険制度の狙いは介護分野

介護保険法案が九日にも成立す

加速で急拡大する介護サービス需

を担っている医療と福祉の財源を

る見通しとなった。法案成立を受

要への対応が狙いだ。強制徴収さ

人二千五百円を基準としている。

けて政府は二○○○年四月から介

受け皿未整備で期待簿のサービス

公的介護、保険料負担２兆円

は男性が八二・八％を占めてい

区・直轄市に分布しており、内訳

感染者は全国の三十の省・自治

に語った。

圧大型宣伝活動、専門家の講演

衛生相が言明
会、街頭での大型宣伝・相談活動

エイズ感染者
８２７７人

された」と述べ、さらに次のよう

■■薊

函紅

瘤

にゅ_すふぉ－らむ

婦で五千円（全国平均）になる

独立保険制度を新設する方針で、

四十’六十四歳のサラリーマン

は企業と保険料を原則折半する。

水準の引き下げが検討課題だが、

公算が大きい。

九九年の公的年金改革では支給

、１１

制的に天引きされる。医療保険改

革でも政府・与党は高齢者だけの

｝

る。高齢者は全額負担するため夫

できる。全体では二○

○○年度で約二兆円に

になる。

上る新たな保険料負担

申請から
給付まで

自治体職員の調査で
要介護度別に支給額
在宅１月６万～四万円

目の本人調査票を作成する。市町

実際には特別養護

介護保険サービスの利用希望者

ホームへの介護報酬単

価、物価や人件費の伸

村単位で設ける一介護認定審査

りつけ医の所見を参考に二次判定

する。高齢者は排便、入浴など生

活能力に応じ「虚弱」から「最重

度」まで六段階の「要介護度」に

分けられる。

▼在宅介護要介護度によって保

必要」な軽いケースなら月六万

険支給額が決まる。「時々支援が

円。二日中ベッドで過ごす」ほ

ど重いと二十九万円。利用者は費

用の一割を契約先のサービス提供

機関に直接払う。本人負担は月六

千’二万九千円となる。

▼施設介護本人負担は一割だ

が、金額は施設で異なる。標準は

特別養護老人ホームで月二万九千

が市町村に給付を申請すると、自

認答弁したにとどまっている。

階に分かれる

び、利用者本人負担の

■保険の給付範囲
新進党などは在宅介護への食事配達、送迎サービ
ス、外出手伝いの追加を求めている。食事は配達
体制が未整備など問題が多く、賛否両論ある。厚
生省は国会で「配食システムの確立を図る」と確

②所得に応じ基準額の半
額から５割増まで５段

会」はこの一次判定結果と、かか

るとの理由で導入を要望中。

を定める

治体の職員が家庭を訪問し七十項

は強い。利用者に一定の額面金額の利用券（バウ
チャー）を配布する案もある。厚生省は「未使用
の券を無理に使い切ろうとすれば費用増になる」
と消極的。経済界はサービス選択の自由度が広が

①市町村が独自に基準額

上限設定次第で増える

家庭介護への現金支給は、サービス基盤が弱く住
民の不満が出そうな町村部を中心に制度化の要望

”

罰則労
|※組合と政管は原則労

ま国が
１便折半、国保は国が

が、介護サービスの提供体制に応

一る健康保険

閖歳以上

うの判定などが不正確で1次判定と２次判定で全
高齢者の28％の認定に食い違いが出た。認定まで
「１，２ヵ月かかるケースが増え現行よりも不便
になる」（都内の福祉関係者）との懸念がある。
不服の申請は都道府県が窓口になるが、申請数の
増大で円滑に機能しない恐れも。
■現金給付・利用券

2,400円
400円

-----￣－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜半額拠出

知市長）との不安が強い。

■要介護度の認定審査・不服申請
厚生省が実施したモデル事業調査によると、痴ほ

１国民
|健康保険

組合健康保険加入者は夫婦で三千

政管健保２`600円
600Ｆ；

お年寄りには負担がかさむ。

400脛

四百円、本人負担は千七百円にな

全国平均は5,000円

－叫歳

2000年度政府予算編成までに医療保険福祉審議会
などで協議する。「特別養護老人ホームなど施設
報酬は管理コストも考慮して決める」（厚生省）
方針で、重度介護の場合は35万円前後に膨らむ公
算。民間企業などの関心は高いが詳細は不明で
「自治体の意向が反映されるのか」（松尾徹人高

高齢者の介護保険料は年金から強

薯ﾛ伯:’
月額保険料（夫婦２人分）

■介護報酬（サービス単価）

じて自治体が自由に保険料を設定

公的介護保険のｶﾛ入者負担

円、半年程度の滞在が原則の老人

②サービス提供機関
の指定申請

保健施設なら月三万三千円。これ

施設サービス(入所）

に食費、身の回り品を合わせ三万

ii蕊iii:i二:『菫
鰯鰯鰯鰯､騨騨蕊;騨瞬騨騨簿

分、保険料を一度でも払ったらそ

の時点から給付を受ける権利が発

生するのが保険契約というものな

のに六十五歳までは受給資格は原

を超える。しかもこれは厚生省の

実施初年度の二○○○年度で負担
額は約二兆円。十年後には五兆円

でいえば、風邪と診断されること

機関によってばらばら。医療保険

定」で決まるが、その結果は認定

間は保険料のただ払い）。どんな

則なし（四十歳加入なら二十五年

控えめな試算であって、実際には

もあれば肺炎と診断されることも

保険料がいくらになるか、はっ

ある。

年、国会審議一年で決まった。消

ある。厚生省の説明は「介護給付

きりさせていない奇妙な保険でも

からの天引きだから、いやも応も

四代の内閣、十年の歳月を要した

がいくらになるかで決まる」。初

それを解決する魔法のつえが介護

し、国民の不安心理をあおった。

さらに深刻化する将来予測を流

スで進んだ。介護の悲惨な実態、

だ。その額を国会ではなく政府が

れば税金も倍にするという発想

だけ保険料も増額。歳出が倍にな

ない。つまり、介護給付が膨らむ

るが、法律に明示されたものでは

で五千円）というメドは示してい

年度で一人月額二千五百円（夫婦

れじとばかりに乗った。

介護報酬の単価から介護報酬の

決める。

具まで、すべて厚生省が決める。

膨大な利権が転がり込み、天下り

給付対象施設、対象用途、対象器
険契約というものの原点なのに施

ポストは千を超えるとの見方もあ

噴き出した。加入者すべてに十分

設、人員どちらも供給体制は不十

な介護サービスを提供するのが保

審議が進むにしたがって疑問点が

さすがに厚生省がまとまり国会

保険。そんな演出に各政党も我遅

最初から最後まで厚生省のペー

のに比べると、うそのような話だ。

費税が大平、鈴本中曽栂竹下と

ない。そんな制度が政府の検討一

サービスが受けられるかは「認

恐らくもっと膨らむ。給与や年金

負担増は「第二の消費税」
ｒⅢⅢＩ国民の声置き去りに
介護保険は国民負担の重さから

②介護器具の貸与など
鰍０

六千’五万円が別途必要になり、

④保険給付の申請

いって「第二の消費税」である。

灘繋派麹
：

直接契約

堺蝉線

鋪

４０～64歳Ｉ

鐘
､－．－‐－－－~--.---1

霞

’６５歳以上
9塑埋､懸蝉副四Ｇｍ師幻珂引廻母斑寒旺悪困輌函石配U、湖

■

..－主体

利用者は合計月六万五千－九万四

認

②毎月の保険料支払い

（全国平均で2500円）

③サービス
｜の提供

⑨費用の1割
を支払う

千円を負担する。

介護保険制度の仕組み

7‘

こゆ－すふぉ－らむ

る。市町村の仕事だった介護
山ロ昇・全国老人保健施

行政は再び厚生省の一括管理股協会会長寝たきり高齢

りかかってもらえるよう基
盤整備を急ぐ。

に戻る。介護現場の実態に触輔轤懸》Ｌ野鰭鉦ピ縄雛際塞澱餅

のだ。

諏部聰甦憤州諦刑朏錘鰡嚇鮒繍鮒鱗鏑罎蝋繩総襯豚撒

（縢囎鱸睡犢蛍刑い》鮒鮮蕊離鴻儲進駆庖縣鱸織繍諏

問題点への理解を示す。参考一献鑿一纒繩鱸雛靴聰鮴蝿慰課鰯歸

人質疑や地方公聴会でも問題保険でも中核になると予想広体だけでサービスを供給す
るというメンツにこだわる

点への指摘が続出した。世論されるからだ。地域住民が

土田武史・早大教授（社
会保障論）現金給付は家

善の余地が大きい。症状が
重いほど「医療か介護か」

族介護を評価する重要な制をの線引きが難しく、逆に

度で実施を検討すべき肢「虚弱」など軽度ならば保
だ。ドイツでは利雲の七択険適用に漏れる人が増え

欄鵜辮繼騨鰯臓辮騨鱗一輔》蹄
馴締繩繍螂繩鮒禅鳩、鶴鷆鮮司

げ、若年障害者も対象にし
た方が公平な制度になる。

に一度訪問調査するなどし金すべきだ。また将来は震
て、介護の質を維持する努現加入童一一十歳以上に広

力も欠かせない。

調査でも批判的意見が圧倒的安心して老人保健施設に寄
限り、格差は解消しない。
高齢者の要介護認定は改
に多い。それなのに申し訳程……………………邊謬蕊蕊熟欝…蕊……………驍篭………露霞……………………蕊籔蕊議蕊驚篭驚…………

らく一万円）を天引きしてまで官議開会、採決に強く反発、十日以うにすることを柱としている。同

国民の声より官僚の利益を優先僚機横を太らせる。これが「橋本降、参院での預金保険法改正案の改正案の成立を見込んですでに一

したわけである。財源配分の見直行革」の素顔である。
審議を含め、すべての審議に応じ部銀行の合併計画も進んでいるこ
（編集委員佐野正人）ない方針だ。これに対し、自民党とから、与党側は「成立しないと

二○○○年度か一ｂ実施

介護保険法が成立

会は金融不安問題への対応もから殖銀行や山一証券の破たん前に作

の提出方針を決めており、終盤国これに対し、野党側は北海道拓

る構えだ。政府・与党との対決姿長）と今国会での成立の必要性を
勢を強める新進党は内閣不信任案強調してきた。

平気で押しつける。年金生活者か百本経済新聞
など与党側はあくまで十二日まで金融不安が広がりかねない」（目
一九九七・十一一・三）の会期中に、同改正案を成立させ民党の保利耕輔・国会対策委員

囮

国会は九日夜、新進、民主、大けなどの賛成多数で可決、成立し預金保険法改正案は、二○○○たんが相次ぐ現状に即した内容で
陽の野党三党欠席のまま衆院本会た。また、与野党間の最大の争点年度末までの時限的措置として、ない」（新進党の中野寛成・国会
議を開き、高齢化社会に対応してとなっている預金保険法改正案を金融監督庁などのあっせんを前提対策委員長）とし、抜本的な対策
国の介護制度を充実させるための可決、参院に送付した。野党三党に、経営不振の銀行の合併にも預が必要として反対していた。
介護保険法を自民、民社、さきがは三党の反対を押し切っての本会金保険機構の資金提供をできるよ与野党対立の打開のため、九日

坊

私の見方

の中で、野党三党は五日に行われ

与野党の幹事長会談や国会対策委

は伊藤衆院議長のあっせんにより

同改正案などに反対した。

会議を欠席し、共産党は出席して

裂した。新進党など野党三党は本

が、野党側は拒否し、最終的に決

について、国の責任をより明確に

別養護老人ホームなどの施設整備

ムヘルパーの人材確保のほか、特

与党側は自民党の加藤幹事長等

されていた。

するよう再修正され、衆院に送付

（読売新聞一九九七・十二・十）

市民団体が認可禁止の要望書

「ピルで環境に悪影響」

員長会談が断続的に開かれた。こ
た衆院大蔵委員会での同改正案の

参院議長と会談し、協力を要請し

が衆院本会議開会に先立って斎藤

を主張。与党側は衆院本会議で補
た。

採決を無効とし、白紙に戻すこと
充質問を行うことなどを提案した

りや痴ほうの高齢者への介護サー

議で成立したことにより、寝たき

介護保険法が九日夜の衆院本会

ほうや脳血管障害など老化が原因

’六十四歳の加入者は、若年性痴

の認定が必要となる。特に、四十

めには、制度を運営する市区町村

ルの合成ホルモンが生態系に影響

出する。服用者から排出されるピ

ルの認可禁止を求める要望書を提

（中薬審）の会長あてに低用量ピ

午後、厚生大臣と中央薬事審議会

汚染・関東ネットワーク」は４日

プの「止めよう７．ダイオキシン

大非常勤講師、佐藤禮子さんは

要望書を提出したグループの短

ルモンの問題が徐々にクローズ

常にするダイオキシンなど環境ホ

心を持ったのは、内分泌機能を異

環境問題のグループがピルに関

まったばかり。

ビスを、四十歳以上の国民が支払

で介護が必要となったケースに限

環境問題で活動しているグルー

う保険料と公費によって賄う新た
られる。

介護保険料は制度導入時の二○

になるが、｜か月の負担額は、在

かった費用の一割を負担すること

厚生省によると、利用者はか

問が出現した。

詰を迎えている時期に、新たな難

理由。ピル認可に向けて審議が大

を与える可能性があるというのが

る。合成ホルモンであるピルも環

少や生物界のメス化が起こってい

バランスを崩し、ヒトの精子の減

「さまざまな化学物質がホルモン

年四月からスタートする。

○○年度で、毎月一人平均で二千

宅サービスで六千円から二万九千

金からの天引きで、全額自己負担

映する措置を講じるよう修正が加

地域住民である加入者の意見を反

で、市区町村が作る事業計画に、

今秋ようやく認可の最後のハード

念から一時審議が凍結されたが、

引き起こすのではないかという懸

ンドーム使用が減るとエイズ禍を

ばかりだ。

設け、７月に中間釦笙口をまとめた

は、環境庁が今年３月に研究班を

影響を与える化学物質について

ダイオキシンなど内分泌機能に

か」と問題点を指摘する。

境に悪影響を与えるのではない

円、施設サービスで四万七千円か

ピルの安全性、有効性について検

中薬審は１９９０年から低用量

四歳は、医療保険料とあわせて徴

五百円と見込まれる。四十－六十

ら六万千円と試算されている。

となる。

えられ衆院を通過。今国会では参

ルである常任部会に諮ることが決

討してきた。ピルが認可されてコ

ホームヘルパーの派遣や特別養

院で、介護サービスに必要なホー

る。六十五歳以上は原則として年

護老人ホームへの入所など、同制

日本家族計画協会市ケ谷クリ

度による介護サービスを受けるた

介護保険法は、先の通常国会

収され、企業や国が半分を負担す

アップされてきたため。

な公的介護保険制度は、二○○○

介護保険二○○○年度から実施

■函
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こゅ－する､お－らむ

にするのは本質的ではない」と主

体外に排出されるホルモンを問題

はピル服用者の１万倍にもなる。

ンは多く含まれ、妊娠如週の場合

娠した女性の尿中にも女性ホルモ

ニック所長の北村邦夫さんは「妊

きだと思う」と話している。

妊の選択肢を可能な限り広げるべ

境問題を憂慮しつつも、女性の避

声を無視する一方的な解決法。環

のは、ピルを待ち望む女性たちの

「ピルの使用を全面的に禁止する

お茶の水女子大の原ひろ子教授は

た。緒方貞子さん率いるＵＮＨＣ

％削り、五百六十六億円にとどめ

十八億円から要求段階で一一一一・三

革の方針のもと、今年度の七百二

を、ＯＤＡ一割削減の財政構造改

の国際機関への「出資・拠出」

【松村由利子】

みのある機関の大幅カットが目

Ｒや、ユニセフなど一般にもなじ

外務省は任意のものがほとんど

張する。

新たな難問の出現で認可が遅れ

（毎日新聞一九九七・十二・四）

相らに配慮を求めた。

した各機関の関係者が小渕恵三外

橋本龍太郎首相あてに届き、来日

連事務総長から再考を促す書簡が

この方針に対しては、アナン国

立っていた。

る可能性も出てきたが、「女性と
健康ネットワーク」のメンバー、

国際機関への任意拠出金
削減率が大幅縮小

費のうち、国際機関への任意の拠

で、政府の途上国援助（ＯＤＡ）

も、増額査定で五’一○％の削減

では四割前後の削減率だったもの

フ）など、外務省の概算要求段階

ＨＣＲ）や国連児童基金（ユニセ

円借款の一八％減に比べ、優遇が

機関への出資・拠出の一九％減、

（外務省集計）。大蔵省分の国際

億円となり、削減率は五・二％に

案では百二十四億円増の六百九十

こうした経緯もあって、大蔵原

出金の削減率が大幅に縮まった。

まで圧縮した。

一九九八年度予算の大蔵原案

国連難民高等弁務官事務所（ＵＮ

目立つ。

二度『バカ』と言われて立ち

際機関の声に大蔵省が配慮したも

拠出金カットに危機感を抱く国

部）と任意拠出金を真っ先に切り

中ではやむを得ない」（同省幹

担金の増加、円安という三重苦の

関心を集め、まき返すとの計算が

対象機関を明示することで世論の

ＵＮＨＣＲやユニセフなど削減の

直る予算」。拠出金の復活を外務

の。外務省もこの「外圧」を計算

捨てた外務省に対する各機関の不

あったというのだが、日本政府は

「外圧」頼みに不信感も

していたふしはある。しかし「Ｏ

信は残りそうだ。

省のある担当者はこう表現するｂ

ＤＡ削減、国連機関への義務的分

\,鶴鯛議麟憲:劇鐵率

国璽麗属高欝禰間潔)）瓢△39％８，３２△5％

国連人ﾛ基金（ＵＮＦＰＡ）８０▲35％７６２４▲５％
“児童基金（ユニセフ）３１▲41％２９１１▲５％
ji汁字国際委員会(ＩＣＲＣ）９▲39％９３▲５％
国連開発計画（ＵＮＤＰ）１１１▲37％９９２９▲10％
世界食糧計画（ＷＦＰ）２３▲45％２１８▲10％

国際然帯木材機関(ＩＴＴＯ）１３▲35％１２３▲10％
国連瑁境計画（ＵＮＥＰ）６▲45％６２▲９％
国連大学（ＵＮＵ）６▲38％６２▲10％

:欝灘i鱗主な国際機関への拠出（単位：億円）蕊蕊騨議

1998年度

（朝日新聞

なくない。

削減や拠出金全廃となる機関も少

％にとどまったが、二○％以上の

十機関Ⅱ表Ⅱの削減率は五－’○

わりない。人道、環境分野などの

出金が今年度より減ることには変

概算要求額よりはふえたが、拠

りかねない。

際貢献は軽すぎるということにな

戦」だとすれば、外務省のいう国

てきたはず。今回の対応が「作

に代わる国際貢献策」と位置づけ

国際機関などへの拠出を「軍事力

霧閲ﾚｽﾁ禰綱)｝’３△44％’２５△'0％

一九九七・十一一・二十四）
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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。
何卒、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心からお

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
本をどのように、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。

人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となって
います。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
されております。アジアの人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。
人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影響を及ぼします。
世界人口の大半を凸ぬるアジア人口の行裏人類生存のカギを握っている’
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２．東南アジア諸国等人口・開発堆礎調盗#li告i１１：
－インドlIil-

Repo｢ｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰｏＩ)ulaIionand
DevelopmenljnSoutheastAslaI1Counlrles
India-

３．中華人災共和1兎l人口・家族iilliTi第二次J代礎調在概件iUド

BaIsicSurvey(１１）onPopulationand脳milyPlrmning
inthePeople，sRepublicofChina
生育率fⅡ生旙水平矢系第二次中ロ今作iIMIIfhli究ｲＭ

－施調査報告團及ひ出
昭和58年度
１．J１１鞭人氏共fII1lil人1-'家族計画雅礎鋼炎報告聾

Ｂ副sicSurveyonPopulationandFamilvP1anning

in【hePeoI)Ie，ｓＲｅＩ)ubIlcofChina（英語版）

生育率和生禰水12矢系中日合作淵fbii1f究扱告柊
（'化|諦版）

呰名（中岡識版）

昭和59年度
４．ネパール｣:同人[ル家峡計画ML礎調Hif

BasicSurvevReporlonP(〕I)ulalionandRlmilv
Planr1ingintheKinRdDInofNIepal（炎iiiIi版）
５．日本の人UIiliIlj化と開発

１．アジア,満同ｸﾞ)農村人11と農業ljH発に関する調査獺告欝
一インドｍ－

Ｒｅｐｏｒｔ（)ntheSurveyofRuralPopulationand

AgTiculturalDevelopmentinAsianCountries
-India-（英語版）

UrbanizationandDevelopmenlinjapan（英誌版）
６．バンコクの人口都市化と生播環境・ｈｌ{祉調１０１ト
ーテータ編一

SurvevofUrbanizationLjvingEnvironmenland
WelfareinBaniKkok-Dala-

２．東南アジアi渚l兎l等人口・Ｉ)↓１発挫礎調径報告普
一タイ国一

ReportonlheBasicSurveyofPopulationandDcve・
lopmentinSoutheastAsianCountries
-Thailand－

（英語飯〉

７．スライド

日本の都市化と人ＬＩ（Ⅱ本i譜腿）

UrbanizaIionandPopulationinjapan〔英語NII(）

３．Ｈ’|xの人口抵換と農村開発

DemographicTransitioninJapanandRuralDeve
lopment（英語版）

Ｈ本的城市化り人口（｢'１国語服）

Ｕ｢banisasiDal1kependudukanDiJepang
（インドネシア諾版）

４．ＳｕｒｖｅｙｏｆＦｅ｢tililyandLivingStandardsiI】Chinese
RuralAreas-Dala-Allthehouseholdsoftwo

villagesm」iIinProvillcesurvevedbyquestioxlz】ai｢Ｃｓ

昭和61年度
１．アジアijif畦lの農村人Llと農業開発に関-するjlMl介報f1了ｉＩｌ
－インドネシアl王l-

ReportonLheSurvcyofRuralPopulationanQ
AgIriculturalDevelopmcn［inAsianCountr1es
Indones1a-（英論lilZ）

（英語版）

失干`'1[玉I衣村的人口２１曵育'繰りfkiiIi水平的凋盗掘告
一対干吉林省lIi今村遊行全戸、淡凋從的端呆一
一焼ｉｆ剣,1－（『'１匹|語版）

５．スライド日本の農業、農村開発と人口
_その軌跡一（Ｈ本紺版）

２．束南アジア諸国等人口・開発基礎調代報告書
一インドネシア同一

ReportonIheBasicSurveyo「ＰＯＩ)ulatjonand
Developmentix］SDuthcastAsianCounIrles
-Indones1a-（英語版）

３．在日fW学生の学習と生活条('１:に関する研究
一一一人的能力開発の課題に即して－
４．Ｈ本の労働力人口と開発

LaborFoにeandDevelopmentlnJapan(英語版)
５．人口と開発関連統計･鵬

DemographicandSocloEconomiclndlcators（)n

Popu1ationandDevelopment（災i濡版）

”

Ａｇ｢icultural＆RuralDevelopmentand，Population

inJapfln（英語版）

日本衣並友付的没展ﾄﾞⅡ人口的推穆（中｢iII譜版）

PerkembanganPertaniallMasyarakatDesaDEln
KependudukanDIJepalng（インドネシア語版）
（以124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
１．アジア謝国の農村人口と農業開発に関する調在報告普
一タイ同一

ＲｅｐｏｒＩｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏpulationand

AgricultulalDoveIopmentlnAsianCountries
-Thallfmd-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調狂報告書
一中華人民共和国一

ReportontheBasicSuweyofPopulationand
DevelopmentinSouthcastAsianCountries
-Chjna-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調炎研究帆告晋
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・電気一（日本語版）

IndustrialDevelopmentandPopulaｔｉｏｎｉｎＪａｐａｎ
－ＴｈｅＰｒｉｍｅＭｏｖｅ｢ElecWicity-（英語版）
日本的汗並没展与人口

一一IlJiii助力一曳JY-（｢|』国語版）

Pembangunan］ndustridankependudukandiJepang
-PenggerakUtama､TengaListrik（インドネシア紺版）

４．Ｈ本の人口と家族

PopulationandlheFamilyinjapan（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]ﾐ膣|人口家族計画第二次恭礎調炎

ComplementaryBasjcSuweyReportonPopulation
andFamilyPlanningin［hekingdomofNepai

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
Counlries-OvervlewandStatisIicalTables-

（英語版）

昭和62年度
Ｌアジア甜国の農村人口と農業開発に関する調在報告書

６．スライド

-1-}'雅人氏共和国一

日本の人にIと家族（日本語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲＩ｣ralPopulalionand

FamilyandPopulationinjapan

Ag｢icultura］DevelopmentinAsianCountries

-AsianExpenence-（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'二I家族計画蛙礎調炎

-China--（英諾版）
２．東南アジア緒同率人口・'刑発基礎調ilf報告ilI：
－''１華人１１と共祁国一

Repor［ontheBasicSurveyoIPopu]aIionand

I)evelDI)men［inSoutheas［AsianCountris
-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flト
ーバングラデシュ同一

ReportontheSurveyofRuralPopulationihnd

AgricuIturalDevelopment－BangIadesh
<英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調炎報告書
一ネパール同一

ReportontheBasicSurveyolPopulatior1and

３．アジア諸国からの労働力流出に閲する調盗Df究報告書
一フィリピンl玉1－
`し日本の人口と農業開発

PopulationandAg｢icLIlturalDevelopmentmJapan
（英語版）

５．ネパールの人口・開発・環境

Popu】alionDeveloprnenLtmdEnvironｍｅｎｔｉｎＨＪｅｐａｌ
（英語ＩＭＩ）

DevelopmentinSoutbeastAsianCountrles

-Nepal-（英語版）

６．スライド

｜｣本‘)人口移lE1Iと綴済発腱（日本語版〉
３．アジア諸国からの労動力流出に関する調充研究報告書
一マレーシア国一

TheMjgratoryMovementandEcoI1omicDeve]oｐ
ｍｅｎｔｉｎＪａｐａｎ（英語版）
［1本的人口移功与罪ｉｈ友展（'1]国語版）

４．日本の人口概造変動と開発

一高齢化のアジア的視点一

PerI〕indahanPendlIdukDanPerkembanRanEkonomi

DiJeI〕ang（インドネシア謡版）

StructuralChangeinPopulationandDeveIopment

-Japan'sExperienceinAging-（英語版）

７．トルコ同人'二1京族;１．画JIL礎調従

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦
一生きがいのある魁後を目指して－（日本譜版）

昭和63年度
１．アジア諸IjRlの農村人、と農業開発に関する調迩報告課

Aginginjapan－ChallcngesandProspecLs-

一ネパール画一

辺人海鹸化社会的日本正面I随挑険

Agricul[uralDevelopmentinAsianCounmes

（英語版）

一追求.其生命意又的老年生滅一〈中国語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲｕｒａｌPopulationand

-KeIxll-（英語版）

８０

３・アジア諸国からの労働力流出に関する調在研究報告書
－－中薙人民共和国一一

４．日本の地域開発と人口一】990年代の展望一

RegionalDevelopmentaIldPDpulaｔｉｏｎｉｎＪ２ｌＩ)an

-TrendsandProspeclsmthel990s－－－
（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

TantanganMasyarakatLanjutusiとIJepang
（インドネシア譜版）

６．アジア諦lr1の農業開発－５ヵmの比絞一

StrateRicMeasuresfo「theAgriculturalDevelopment
-Compar21tiveS[rudiesonFiveAsianCoun[ries（英語版〉

（本作品は、1990年伽日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部１１１で優秀賞を受賞｡）

RegjmilDevelopmentandPopulatioｎｉｎＪａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人1コ（中国語版）

PermbangunanD&ierahdanPoI)ulasidi」epang
（インドネシア版）

６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英譜版〉

平成４年度
１．アジア猪同の農村人口と農業開発に側するimMjlf報告課

平成２年度
Ｌアジア諸国の農村人L1と農業MH発に関する調在報告書
一一フィリピン同一一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕ｢ｖｅｙｏｌＲｕｒａｌＰ(〕pulatlonand
AgriculturalDevelopment－Philil〕lPlne（英語版）

２．来南アジア諸国等人!」・Ｉ#1発基礎ijM在雑告ｉｌｉ
－バングラテ'シュー

Rel)ortontheBasicSurveyofPopu1aljolland

一マレーシア同一

DevelopmentinSoulheastAsianCountries

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏ［RuralPopulationaI1d
ARriculturalDevelopment－－Malavgia--

-･Bangladesh-（英語版）

（英語版）

２．東南アジア諸国辮人Iか開発基礎IJM従報告ｉＩｆ
－ベトナム国一

Rep(〕rlontheBasicSurveyolPopulalionand
DevelonmenlinSoutheagtAsi臼nCountrics
-V1etKam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調盗研究報告F1；
一一スリランカIfj-

３・アジア諸l堂1からの労働力流ｌｌ１に関する綱Iih研究報告iＩキ
ー－インドネシア国一

４．日本の人口・１Ｍ苑・鰯境一一アジアの経験－－－
Popula(jon，DevelopmentandEnvironmen［ｉｎ
japan－AsianExperience-（英語ＩＭＩ）
５．スライド

日本の環境・人I」・開発（Ⅱ本譜版）

EnvironmenLPopulationaJUdDevel(〕pmentin

JapaI1（英語版）
４．アジアの砿業転換と人ｕ

lndustrialTransitionilndPopul＆ｌｉｏｎｉｎＡｓｉａ
〈英語版）
５．スライド

明日に生きる－日本の産業転換と人口一一

（日本語版）
LivinglorTomor｢０Ｗ-11]duslrial

日本的坏境・人ｎ．升友（中国諮版）

しingkungan，PendudLlkdanPembangunanjepang
（インドネシア語腿）

（本作品は、1991年GM)日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会毅育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人1ｺ都Tl]i化一統iif4iP｢ospectsofUrbanizationjnAsia

（英語服）

TransitionandPopulatloｎｉｎＪａｐａｎ－
（英語肱）

生活在明天一日本的Ｉ錘止祷換５人'二１－
（中国語版）

HidupUntukHEIriEsok－PeralihanS(ruklur

lndustriDanPopulasiDiJepang（インドネシア譜版）

平成３年度
１．アジア諸国の農村人口と腱業開発に関する調査報告謙
一スリランカ住１－－

ReportontheSurveyRuralPoDulationand
Agricul[uralDevelopmenl--Srilanka（英語版）

２．束南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

平成５年度
1．アジア諸国の腱村人ロと農業|淵発に関する綱盗報告ilト
ーーベトナム国一

釘

一フィリピンﾛ一一

RepoI･ｔｏ、［heBasicSurvevofPopula[ionand

DevelopmentinSoutheastAsianCountrieg

--Philippines-（英語版）

平成７年度
ｌ・アジア諸国の発展段階別腱業・農村NII発鯉礎調ｲf慨<1F

Repo｢tontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmenl-VieｔＮａｍ－
(英語版）

評一パキスタン同一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturaIandRural

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告普

DevelopmentbyProg｢ｅｓｓＳ[ageinAsianCountries

一スリランカ国一

-Pakistan-（英語版）

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
Developmen［inSoutheastAsianCountries

２．アジア猪、の都Tti化とl#１発J,喋礎調炎報告書：
－えバールEl-

Repo｢tontheSuwevofUrbanizationandDevelopment、
inAsianCountries-NeDal-（英諦版）
３．アジア論、の人ＩＨＩ資iMl開発と労働力Iこ'蝿する綱在１１)f先
報告行1ドーインド風一
４．アジアにおける女性のエンバワーメント

ＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ（英語IUXj

-SriLanka-（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森研究
報告響一フィリピン国一
ルアジアからの挑戦一人口と開発一

ChalIengeandStrategyofAsianNations
-PopulalionandSustajnableDevelopment（英語版）
５．スライド

女たちの挑戦一女性の地位向上と日本の人口一
５．スライド

（日本語版）

アジアを拓け－女性たち－（Ｈ本譜版）

WomenandtheirChallenges－Improvements

ＡＢｒｉｇｈｔｏｆＧｅｎｄｅｒＥ〔lLlalily

intheStatusofWomenthePopulationofJapan-

-EmpoWe｢ｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－－（英iiili版）

（英語版）

、彼目強之路一今日Ⅲ洲女性一（中にl諾版）

女性的挑鱗一女性地位的提高与日本的人口一

Hal･panCerahbagiPersamaan-KaumWani〔a

（1』国語版）

AsiaMerambahJaIan-（インドネシア語版）

TanlanganKaumWanita

-EmansjpasiWanitadanPopulasiJepang-（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JIL礎調従報告
書一ラオス人民民主共和国一

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

Reportｏｎ［heBasicSurveyonAgriculturEIland

響一インド国一

RuralDevelopmentbyProgressStageinAsian
Countries-LaoPcopleIsDemoraticRepublic-

ReportontheBasicSuweyonAgriculturalandRuraI
DevelopmenlbyProgressStageinAsianCountries

（英語版）

-lndja-（英語版）

２．アジア諸便lの都市化とＷ１発調査報告響一フィリピ

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイ国一

ンｍ－

ReportontheSurveyofUrbanizationandDevelopment

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｗｅｙｏｆＵｒｂanizationandDevelop

inAsianCountries-Thailand-（英語版）

mentinAsianCountries-PhiIippines（英語肱）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調交研究
報告書一一ベトナム画一

３．アジア諸国の人１１M資源開発と労働力に関する調在研究
報告書一ラオス国一

４．アジアの女`性労働力参加と経済発展
-21世紀の戦略－－－

４．２１世紀の人口・食搬戦略一アジアと世界一

PopulationandFoodStrategyfo「２１stcentury
-AsiaandWorld-（英語版）
５．スライド

Women,sLaborParticipationandEconomicDevelop
mentinAsja--Strategytoward21Century（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－－－

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

ChallengeandDeclsionfbrtheYear2025

NewHorizonsfortheWomenofAsia（英語版）

-PopulationlncreaseandＦｏｏｄｉｎＡｓｉａ－
（英語版）

正洲如女的新而程（中国語版）
WanitaAsiaKini・…．.（インドネシア語版）

８２

ＡＰＤＡ日誌

、月２日厚生省・国際厚生事業団委託調査テジアお社会保障
システムに関する調査」の研究会を開催。

ｎ月６日講演会五世紀人類は生き残れるかｌ人口・食料・環
境－」（本協会主催）を仙台市並びに河北新報社の後
援を得て仙台市で開催。講師に辻井博・京大教授、コ
メンテーターに黒田俊夫博士、進行・司会は広瀬次雄

常務理事。

皿月ｕ日日本財団の助成金交付式に広瀬次雄常務理事が出席。
、月引日労働省・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。

ｎ月ｎ日講演会「皿世紀人類は生き残れるか－人口・食料・環
境ｌ」を福岡市、西日本新聞社並びに棚アジア太平洋
センターの後援を得て福岡市で開催。講師は辻井博。

1ﾉﾘ譜2()25年【Iﾘ決断－１K洲的人口増催和粗食一
TekadUnlukTahun2025-Pertambahan
PopulasidanPangandjAsia-（英語版）

曰誌

京大教授、コメンテーターに黒田俊夫博士、進行・司

会は広瀬次雄常務理事。

ｎ月週日厚生省。国際厚生事業団委託調査「アジアの社会保障

システムに関する調査」の報告書「アジアの社会開発

と人間開発」編集委員会を開催。

に出張。

ｎ月ｕ日講演会五世紀人類は生き残れるかｌ人口・食料・環
境ｌ」開催準備のため遠藤正昭・業務推進医院が静岡

・パテル副議長、ハオ・イ・チュン副議長、グェン・

ｎ月、曰ＡＦＰＰＤ運営委員会を東京で開催。桜井新議長、Ｕ

ＡＰＤＡ会議等について協議。

ティー。タン財務担当、プラソップ・ラタナコーン事
務総長、Ｓ・カレー事務局長、安藤博文ＵＮＦＰＡ事
務次長、広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事らが出席。第皿回

属する公益法人の業務及び財産の状況」検査。

ｎ月町日農林水産省国際協力計画課が「農林水産大臣の所管に

皿月１日「第ｕ回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会

・ニューデリーに派遣。

１５日議」開催準備のため、遠藤正昭業務推進委員をインド

皿月旧日ホアン。Ｇ・サンティエゴ国連人口基金地域間・ＮＧ
Ｏ・事業課課長補佐が来所。広瀬次雄常務理事が本協

会事業について説明。

皿月田日国際人ロ問題議員懇談会・緊急総会を開催。外務省経

ついて協議。

済協力局の出席を得て日本の人口分野に対する拠出に

＆,

(１１』国語版）
■■■
■■■

ＡＰＤＡ

◇謹賀新年。

お先真っ暗、惨惰たる一年が明けた。
日本民族は行く先を見失い、この国の形
は消えた。敗戦がまだまだ続いている
ｌ筆者だけの感慨だろうか．

◇人口分野でも異変が起きている。世界
的に出生率低下傾向にあるにも拘わら
ず、死亡率の上昇で人口予測が下方修正
されている。ある人口学者は「人口増
加、案ずるに足らず」という。「人口爆
発イコール環境破壊というのはナンセン

らに何ができるのか。

ス」とうそぶく経済学者もいる。”人類
救済〃という大命題を解決できないご仁

◇新春早々ボルテージが上がったが、あ
らゆる事象の根源である人口問題を解決
するには、世界中に蔓延している自己中
心主義（因、○日目旨）を先ず退治する

ことだ。地球人としてライフ・スタイル
を変え、いかに人間らしく共存共栄して

いくかｌ教育の薑さがここにある．
何とも弱々しい世論を盛りあげていくこ

と、これが私たちに課せられた今年の大
（Ｔ・Ｈ）

命題である。

表紙坊写嚢説明
マレーシア国サバ州（ボルネオ北部）コ
タ？キナバル市のフィリピン・マーケット

では、非合法に流入してきたフィリピン人

ボルネオ島に位置するサバ州は歴史的に
フィリピン南部とのつながりが深く、親族
がフィリピンとマレーシアにまたがって生

在、サバ州人口の10％～20％がフィリピ

活している人々も多い。この新法が施行さ
れると、写真のフィリピン・マーケットも

ン、インドネシアからの密入国者といわ

大きく変貌するものと思われる。

の子供たちが、魚や野菜を売っている。現

れ、治安の悪化など社会問題を引き起こし

ている。サバ州ではこのとめどなく流入す

る外国人労働者を管理するために、本年８
月31日を期限として雇用されている密入国
した労働者については事業者負担のもとで
パスポートと就労ピザを取得させ合法化さ

せると同時に、就労ビザを取得できない労
働者を退去させる政策を実施する。
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うれしいことから◎
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ＪＡＬのご予約は
鰹露)プリ凶タシイヤルでビラら
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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｡しかも､全匡lどこでも同じ電話蒋号で便利になりました。
今年46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､

、函０，垂o諾ご識iLJ函o12o諾百三鋼ノ
叉
＆
ニヅコーコクサイ

i2画Ｏ１１ｚＯ－ＺＳ－Ｓ９３１

、
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※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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僕も｢耕せニッポン1を
応援し ています。
きだ上型Ｌ

安全で安心できる食料を。
安心を子供たちに伝えるため、

灘；

いつもそばにいるJＡです。

心を耕し、国土を耕す合言葉

Ｉ
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農業と共生：２１世紀に向けて

oAJAｸﾞループ
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