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杉本雄三・画く元・関西電力病院長＞

巻頭一一一一ｐ／農業協力、まず現地経済の循環を知れ
囹激動するアジア経済と農村・農民の対応
ｌタイの事例を中心にＩ

圏少子・高齢化１，世紀の展望Ｉ

・高齢化対策を急げ’『２０５０』講演会Ｉ

囹東・東南アジアの国際労働移動

・苦境のアジアに積極的援助ｌ小渕外相が義明Ｉ

画中国の医療の現状ｌ都市と農村Ｉ

川野重任

山田三郎４

高橋重郷皿

渡辺真知子別

阻止たんぱく／異常気象で食糧不足予

ＨＩＶ感染者４千人突破／ＨＩＶ増殖

の恐れ／減税財源を少子化対策に／子

対策に千二百億円／ダイオキシン発生

に／インドネシアに米的万ｔ／少子化

足で穀物高騰／コメ援助機関公益法人

林謙治拠

測／輸入米問題で米に反論／失業者

平均寿命ね／米４千少給食用に無料

供、最低の九一八万人／二○二五年に

で／麦作も所得補償制度に／進む独身

ン６倍／４つ子５つ子出産急減／食糧

擦／欧州統合への最難題／通貨危機で

ＷＨＯが日本財団等表彰……………等

・晩婚Ⅱ少子化／８割が少子化心配／

優遇策見直し／皿世紀の中国の人口／
若年層でエイズ感染急増／中国の水不

難最悪の恐れ／ＥＵと米、農業で摩

増、賃金据え置き／母乳中ダイオキシ

にゅうすふぉ－らむ
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野菜売りの婦人（中国の昆明にて）
扉・スケッチ
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ＡＰ.，.Ａ賛助会貝ご入会のお願い（特典）７７／本協会実施調査報告書及び出版物７８

２

巻頭言

ＴＩＩ語
ＴＥＡ（農業経済理論研究会）の一

九九七年秋期特別講演会の連記録が
「開発経済学の新方向」として届けら

れてきた。速水祐次郎、石川滋両教
授の講演を中心としたものだが、大
変に刺激的な問題提起として活気を

呼んだようである。要は経済開発援
助という場合、どこから、どう手を

付けたらよいか、特に農業開発の場
合どうかということが主題だったと
思うが、私は読みながら二つのこと
を思い出した。

一つはインドネシアの場合であ
り、もう一つはインドの場合であ
る。前者は米の増産推進について、

買い求め、全体としての米の増産に

ない。しかし、その教訓は援助は決

両者はあるいは極端な例かも知れ

である。

は必ずしもならない例があったとい

して白紙に字を書くようなものでは

農薬を廻し、米はその収入で他から

う話である。インドの場合は、日本

ない。被援助国には被援助国として

の固有の生きた経済循環がある。そ

の経済循環の中に割り込み、その軌

道修正の上に全体としての経済水準

を高めるところにこそその援助のも

つ積極的意味があるということであ

る。インドの場合は援助が全くその

経済循環と無縁のものだったという

例であり、インドネシアの場合は軌

道修正の計画が既存の経済循環の論

理に呑み込まれたということである
マフＯ

その意味では、援助実施の前提と

しての現地調査についても、最も重

料、農薬を買うとは限らないので現

持ち込んで「展示農場」を作ったが

から一式、種子、農具、機械などを

だと思う。

ず巨細にわたって明らかにすること

要なことはこの経済循環の構造をま

物を提供し、米の増産結果も現物

日本からの援助終了とともに、跡か

政府が金を与えたのでは農家が肥

（米）として返して貰う計画で実施し

′厭翰、
たもなく消えてなくなったという話

循環を知れ

たところ、農家は野菜生産に肥料、

３

農某協〃､ます現地絲併の

~＿､~､－－－Ｊ

鑑･（鰯痩

東北タイ・コンケンでのプリミティブ
な脱穀

である（注１）。

たかを、タイの事例を中心にして論じるもの

なった地域条件下でどのような対応をしてき

して高比率の人ロを抱えるアジア農村が、異

激動する経済変化に対し、依然、全雇用に対

の激動を短期間のうちに経験した。本稿は、

れまで何処も経験したことがない大きな経済

近年のアジア諸国は、経済発展の歴史でこ

ﾖIKf雰辮

iニヨI;ii:Miij1liiillliiii蕊
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●タイの事例を中心に

列、ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡＵＶ刊几４，ⅡⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅡⅡＵＶＴ

激動のアジア経済卵

高度経済成長と

通貨危機

一九九七年前半期までの十数年間、

アジア諸国の経済成長は実に目覚まし

いものであった。一九八五年から一九

九五年に至る十年間の一人当たりＧＮ

Ｐ成長率は、世界平均が○・八％、う

ち途上国は○・四％、先進国は一・九％

であったのに対して、東・東南アジア

諸国は五～八％もの驚異的な成長を実

現した。比較的成長が低かった南アジ

アの国でも二～三％の成長率を記録し

た（注２）。このようなアジア諸国の勢

いは今後も続くと考えられ、一二十一

世紀はアジアの世紀」とまで言われて

きた。

そうしたアジア諸国の中で、同期間

に最高の成長率八・四％を記録したの

がタイであった。タイはかつてアジア

の中でも典型的な農業国と言われてき

たが、近年の工業化は実に著しいもの

激動するアジア経済と農村・農民の対応

れ、その勢いは今後も当分続くかに見
灰も当分続くかに見自由化した結果、巨大な海外資本が流

もマレーシアとともに優等生と言わ
もに優等生と言わ内の好景気に加え、高金利下で資本を

国には及ばないが、ＡＳＥＡＮの中で
ＡＳＥＡＮの中であった。’九九五年まで続いてきた国

準は日本に続いて先行するＮＩＥＳ諸
元行するＮＩＥＳ譜と共通する「バブル経済の崩壊」が

九五年には四○％に拡大した。経済水
Ｌ拡大した。経済水用したであろうが、基本的には、曰本

バーツの切下げには様々な要因が作

のだが、主に証券投資の形をとってい

に相当する民間資金が流れ込んでいた

イでは一九九五年のＧＤＰの五一％分

八八年から一九九五年までの間に、タ

バーツを超したと言われている。一九

産価格は一転急落し、不良債権は一兆

が明白となり、高騰し続けてきた不動

ル・ラッシュが続き、特に一九九三年

入して顕著な過剰流動性が発生してい

たため、投資家のタイ経済に対する信

があり年平均一○％の成長を維持して
苑の成長を維持して一ドル五七バーツにまで暴落、バーツ

しかし、一九九七年七月二日、タイ
で年七月二日、タイた。そして、高度経済成長の中で賃金

認が失われると、急速な資金の引上げ

頃からはオフィスビルの供給過剰傾向

政府が従来の通貨バスケット方式（対
ハスケット方式（対が高騰し、しかも中国元の切下げも

が起き、そうした背景の中で国際投機

しＤＰに占める工業の国際価値は半減したのであった。
きた。その結果、ＧＤＰに占める工業

ドル実質固定）為替制度から、市場実
盲制度から、市場実あって、国際的にもタイの国際競争力

筋の暗躍もあり、パーツ価値は見る見

比率は、一九八○年の二九％から一九
年の二九％から一九

勢を反映する管理変動相場制へ移行し
薬動相場制へ移行しは大幅に低下して輸出不振となり、一

るうちに下落したのであった。

収支によって総合収支は黒字

れまでは常に大幅の民間資本

Ｌ八年一月には遂に大幅な赤字となっていた。加えて、そ
下落を続け、一九九八年一月には遂に

バーツ水準を維持してきたタイ通貨は
してきたタイ通貨は録、経常収支も対ＧＤＰ比八％に及ぶ

晒されたのであった。各国の経済成長

混乱に陥って、前代未聞の経済危機に

な下落を示し、アジア諸国の経済は大

頭に通貨が短期間のうちに軒並に大幅

他のアジア諸国もインドネシアを筆

えた。

たのを転機に、永年ドル当たり二五
年ドル当たり二五九九六年には史上最高の貿易赤字を記

，所学誉済所壯共引京

であったのが、一九九六年第

は当然停滞、さらには後退した。一九

さ・化資大。村化ｂ・Ⅳ罷究

毒究科名経究鵬汕旧東

ぶ研源学の研ｐｅＳｊ

一一一四半期からは資本収支の民

九八年四月時点でのアジア開発銀行の

四・六％よりはましにしても、以前に

九％、これはインドネシアのマイナス

人当たりＧＮＰ成長率はマイナス三・

予測によれば、一九九八年のタイの一

間借入れが急速に減少し始

》鐸》》》》綿》』》杣》

郎札隷酵辮檸雛譲叩岬汀霊鍵め、総合収支もマイナスに転
過剰流動性が発生した中

峠》一一》一一》州》》）》琲凪詐碍作鐇》枠》｛』》》

戸、

のは当然である。通貨危機以後の情報

地域経済に大きなインパクトを与えた

治権力などすべてが集中する首都圏に

場ネットワーク・情報・インフラ・政

らの経済活動は、いずれの国でも、市

製造業・サービス産業であった。これ

入した。タイの失業者は一三○万に達

はまだ限られているが、企業の業種や

集中した。タイの場合もバンコク首都

通貨危機が、アジア諸国の個別企業や

し、今後さらに増加するであろう失業者

産業構造の違いによってその影響は地

圏に集中した。そして、バンコクから

は考えられなかった経済大不況期に突

の数は二○○万を超すと言われている。

域によって様々であった（注３）。本稿

離れた地域の経済開発はどうしても遅

このような経済の高度成長と最近の

では、そうした差異にも触れながら、

バンコク首都圏を一○○とした場合

れをとり、地域間の所得格差はほとん

に、同じ通貨危機に直面しながら大き

の一人当たり所得は、一九八六年から

タイの事例を中心にして、異なった地

な差異の現れたタイとインドネシアを

一九九五年の間に、東北タイが一一・

どの地域で拡大していった。

対比させて、経済発展における農業・

六％から一○・四％へ、北タイが一七・

域の農村・農民の対応を考察し、最後

農村の健全な発展の役割の重要性を再

九％から一四・五％へ、南タイが二一・

前者が一一四・四％から二七・二％へ増加

れた首都圏に近い中央タイと東タイは

済成長期にかなりの工業開発が進めら

○％から二二・｜％へと低下した。経

七％から二○・｜％へ、西タイが二七・

確認する。

１１

成長期の地域間格差拡大
と農村の対応

たが、もともと遅れていたその他の農

し、後者は四五・七％で変わらなかっ

Ⅲ地域間格差の拡大

村地域の相対所得格差はさらに拡大し

たのであった（注４）。

アジア諸国の経済成長の担い手と
なったのは、国際自由化の進展の中、

参入合弁企業の拡大による諸外国から
の資本・技術・経営能力の移転を伴う

６

激動するアジア経済と農村・農民の対応

②農村・農民の対応⑪東・東

とって追加所得を得る最も手っとり早

あった。

のまま離農して都市に移住することで

経済成長が比較的緩慢であった南ア

い方法は、若手労働力が村を離れ、高

賃金での雇用機会に恵まれた首都圏を

南アジアと南アジアの違い
このような経済成長に伴う所得格差

からの「プル要因」が十分でないため

ジアの場合でも、もちろん若年労働力

流出と農村開発振興の二

農村内で貧困問題の打開に、より打ち

中心とした都会、場合によっては海外

通りがある。アジア諸国

込む必要があったので、農村の低所得

拡大もしくは低所得問題に対する農村

では双方での対応が行わ

問題に対するより中長期の本格的対応

の農村からの流出はあったが、都市部

れたが、経済成長の著し

として農村開発事業の振興が図られ

にまで、｜時的に出稼ぎに出るか、そ

かった東・東南アジアと

た。農村開発事業は、農村の経済水準

側の対応としては、労働
側の対応としては、労働力の都市への

比較的緩慢であった南ア

を高めるべく農業開発や農業関連産業

ＧＯの活動に大きく依存しつつ、農民

財政力に乏しい南アジア諸国では、Ｎ

が進行している（注５）。しかし、国の

るなど、政府主導型での農村開発事業

発局を設置して事業を全国的に展開す

イの場合には、行政組織として農村開

行政組織が進んでいて財政力もあるタ

の取り組みが不可欠であった。政府の

るのに対して、後者は地域全体として

前者がいわば農家の個別的対応であ

フラの充実を促進させる事業である。

校・病院・水道・電気など地域社会イン

その他産業の育成を図るとともに、学

ジアの場合では、主な対
応方法のあり方に相違が
認められた。

東・東南アジア諸国の
場合は、急速な経済成長

下で非農業部門の拡大が
進み、労働力に対する

「プル要因」が強く作用
して大都市での就業機会
が拡大し、都市部で上昇

した労働賃金が大きな誘
引となって、農村労働力

の首都圏への流出が一般
化した。つまり、農家に

バンコク近郊の野菜農家

７

東北タイ

コンケンにて

の賃金格差が歴然であったため、若者

の村外流出は少なくなかった。しか

に草の根レベルの農村開発事業に取り
組んでおり、かなりの成果をあげてい

し、稲作条件が有利なので地元で労働

自身の開発意欲と組織化を重視した地
域参加型開発事業が進んでいる。例え
る（注６）。

数は増加している。ただし、農繁期に

力を吸収する余地があり、人口・世帯

ば、スリランカではいろいろなＮＧＯ
がそれぞれの開発理念を活かして地道

⑧農村対応の地域別相違卯

業も水利・土壌が悪く、基本的には天

ほとんど進展していない。しかも、農

（例えばコンケン県）では、工業化は

合、最も遅れた最貧地域の東北タイ

はかなりの違いがあった。タイの場

にある諸地域の農村経済社会の対応に

同じ国の中でも、異なった発展条件

果、他県から集めた農業労働者を使っ

定常化して帰省できなくなり、その結

伝ったものだが、現在は彼らの就業が

市に出た家族が一時帰郷して収穫を手

た。また、以前は収穫期になれば、都

無となり、すべて直蒔となってしまっ

よる田植が一般であったのが現在は皆

になっており、かつては、「ゆい」に

おける労働力不足は近年ますます深刻

水田による年一度の稲作にしか依存で

たコンバインによる収穫請負業者に任

タイの事例

きないので、若者はほとんど首都圏へ

せっぱなしになってしまった（注８）。

他方、工業化が急速に進行している

流出した。しかし、教育水準が低いた
め彼らは必ずしも安定した職業には着

の暮しは東北タイよりかなりよくなっ

作の二期作二期作が可能となり、農家

リューションの恩恵をフルに受けて稲

ンブリ県）の場合は、グリーンレボ

稲作中心地の中央タイ（例えばスパ

速に進行した。中には農地が非農業用

業に就業できるようになり兼業化が急

主も子弟も賃金が農業よりも高い非農

機会が大幅に増え、在村のままで所帯

新設が著しく、地元農家にとって就業

合、近くに工業団地やゴルフ場などの

東タイ（例えばチョンブリ県）の場

た。それでも、首都圏が近いため、村

地として高価格で売れたにわか成金も

いてはいない（注７）。

民には在村の場合と都市に出る場合と

８
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フトさせるなど、農業を近代化させる

的に労働力を分散できる果樹栽培にシ

要とするキャッサバや砂糖黍から比較

り、また、収穫期に多数の労働力を必

農業経営の規模拡大と機械化を図った

業したり、遠地の安い土地を購入して

とともに、商店を開店して小売業に転

するなどして、生活の質を向上させる

少なくなく、彼らはライトバンを購入

る窪９）。

の純農村的風土は急速に失われつつあ

け合い維持してきたかつてのむら社会

え、平穏な環境の中で村民が互いに助

る道路を走るトラックの交通量も増

や工業用地化も進行して、村を縦断す

た。しかし、道路沿いの農地の宅地化

生活水準の明らかな向上が認められ

いるが、経済的機会が増加して人々の

ける農業の相対的地位は当然低下して

大幅に冷え込んだ国内経済の中で、企

業種の場合は深刻で、個人の購買力も

かった。タイ国内市場を重視してきた

入比率が高い業種は悪影響の度合が高

に対し、輸出産業でも原材料部品の輸

むしろプラスとなった企業もあったの

が高い業種ほど悪影響の度合が低く、

となったが、原材料部品の現地調達率

率の高い業種の場合むしろ一般に有利

なわち、バーツ価値の激減は、輸出比

はバーツの切下げ以前から蔭りが現れ

向け産業か、②原材料が現地調達か輸入

の影響は、Ⅲ輸出志向産業か国内市場

最も深刻な影響を受けた産業の典型

ており、売上げの減少は始まっていた

見舞われたのであった。結局、企業へ

うした業種は致命的な売上げの減少に

業も事業規模を縮小せざるをえず、そ

動きも他方で進行した。地域経済にお

－艫

通貨危機・経済混乱と
一雇用への影響

込んだのであった。それに加えて輸入

は、多額の輸入パーツをアセンブリし

財か、③外資の借入れが大きいか少ない

Ⅲ業種別企業への影響

調達価格が上昇し、さらに外貨債務の

て製造した自動車を、主に国内市場で

のだが、バーツ切下げ以後さらに国内

昨年七月以降のバーツ危機はタイ経

大幅な為替差損が発生したので収益が

販売してきた自動車メーカーで、’○

ｌタイの事例Ｉ

済全体に深刻な影響を与え、大企業が

悪化した。また、大量の外資の引上げ

○％の企業が悪影響と回答した。冷え

かの如何によって、極端に異なった。

次々と赤字転落、金融業界再編でノン

とノンバンク閉鎖により、企業の資金

需要が冷え込んで売上げが大幅に落ち

バンク五六社が閉鎖、バブル崩壊でＩ

込んだ国内経済の下で、大幅な生産と

一時操業を停止したほどであった。打

雇用の縮小を余儀なくされ、トヨタは

繰りは日々厳しくなっていった。
企業業種別に多様な展開を示した。す

しかし、その影響の度合や方向は、

ＭＦ緊急融資を受け入れた。日系企業
の場合、八割がバーツ下落で悪影響を
受けた（注四・実は、タイの国内経済

,

こととなった。

貨を呼び込む観光産業も脚光を浴びる

るゴム産業がある。また、一方的に外

を抜いて世界第一位の生産・輸出を誇

の典型例としては、現在、マレーシア

出農産物の国際競争力が強まった。そ

にも当てはまる。バーツの切下げで輸

限ったことではなく、タイの企業全般

以上の業種別傾向は、日系企業に

好影響と回答した。

維産業は八二％、食品産業は四六％が

付加価値を付けて輸出する産業で、繊

産業は、国産資源をベースにして労働

方、かえって有利な展開を示している

するなどの努力が続けられている。他

開策として販路を国内から海外に転換

答えた企業は二四社、七・一％あった。

「同年十二月までに行う予定がある」と

化学・食品が五・七％であった。なお、

服が五％、電子・電気機械が五・四％、

が○％、流通・小売が四％、繊維・衣

小さかった業種は、貿易・金融・保険

三・五％であった。他方、実施割合の

が建設の一八・二％、金属・機械の一

で三四・五％に達した。それに続くの

最も高かったのは自動車・自動車関連

であった。業種別に企業の実施割合が

率は四○％）のうち四六社、一一・五％

一厘の実施比率は、回答四○一社（回収

あるが（注Ｕ、従業員のレイオフ・解

ツ切下げ後、日の浅い時点での調査で

九七年九月二十二日現在と、まだバー

はリゾート観光の中心である。今後、

はゴム産業の拠点であり、プーケット

るのが南タイだからである。ハジャイ

産業や観光を重要な地域産業としてい

タイがあげられる。実は、前述のゴム

逆に好影響を受けた地域としては南

れるほどである。

り、渋滞が大いに改善されたとも言わ

が自動車を手放なさざるをえなくな

が、今回の不況下で多数の企業・個人

の交通渋滞は世界一と一一一一口われてきた

のままのビルが増えている。バンコク

首都圏に集中していたので、建設途中

た。不動産の供給過剰投資もバンコク

その多くはバンコク首都圏で発生し

を超すであろうと予測されているが、

し、雇用への影響は当然業種別に異

の七％に達すると予測している。しか

年の失業者は一一三五万人、全労働人口

の四・二％に当たる。さらに一九九八

七年の失業者は一三九万人で全労働者

労働社会福祉省の統計による一九九

②雇用への影響

業者は既に一三○万、いずれ二○○万

付きの強い首都圏の経済であった。失

はあらゆる意味で海外との経済的結び

通貨危機で、最も強く影響を受けたの

対して異なった影響を与えた。今回の

いは、産業構造を異にする地域経済に

以上のような個別産業への影響の違

③地域経済への影響

複雑である。

らないマイナス面もあるので、影響は

額の加工用原材料を輸入しなければな

の影響があった。しかし、他方で、多

付加価値を付けて輸出するのでプラス

も、同団地は輸出加工区であり、労働

エ業団地のあるチョンブリ県の場合

こととなろう。東タイ、レムチャバン

南タイ経済の国内地位はかなり高まる

なった。日系企業に限り、しかも一九

ＩＤ
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）

⑭幅咳△ロ鐸匹化自

これまで経済で遅れをとっていた東
の一旦懐の影禦屑円桁

省も農村での失業者受入れの促進を図

○万ドルの融資を決定、労働社会福祉

雇用の拡大を目指した開発事業に三○

重視を提一一一一口し、アジア開発銀行も農村

ポン国王は失業対策として農業分野の

機会創出の必要に迫られている。プミ

かったので、地元における新たな就業

稼ぎ者の多くは故郷に戻らざるをえな

た。しかし、首都圏などで失職した出

し、多数の出稼ぎ者が出身農村に帰省

危機で大量の失業がジャカルタで発生

あった（注担）。ところが、今回の経済

で自分達の所得を向上させてきたので

民はしぶとく経済機会を活かした対応

で、経済成長の続くなか、ジャワの農

村農家の経営規模拡大をもたらしたの

の就農機会を増やすとともに、｜部在

からの男子労働力の流出は、在村女子

定化にむしろ寄与するとともに、農村

らが暴徒と化しても決して不思議では

をえなかった。職が全くなくなった彼

多くの者がジャカルタに舞い戻らざる

なく、また就業機会もなかったため、

帰省した彼らを受け入れる余剰食料が

られているインドネシアの農村には、

あって米不足のため大量の米輸入を迫

した。しかし、エルニーーーョの影響も

ろうとしている。

経済危機に果たす

農村の役割の再認識
ｌタイとインドネシアの対比Ｉ
大都市への出稼ぎはタイだけの現象

したインドネシアでも、西ジャワの水

後、三二年続いたスハルト政権が崩壊

拡大する食料の国内供給であるが、今

は、人口増加・所得増に伴って需要が

農業が経済発展に果たす第一の役割

なかったのである。

田地帯から多数の農民がジャカルタに

回の経済危機で改めて再確認されたの

ではない。例えば、今回の通貨危機の

出稼ぎに来て主に建設業に従事してい

が、これまでの右上がりの経済成長期

で忘れられていた、経済の不況期に果

た。人口過剰問題を抱えるジャワ農村
からの労働力流出は、農村の社会的安

J１

況期に出稼ぎ・離村した農村出身者が

たす農業・農村の緩衝機能である。好
ある。

郷里に帰れば何とか食べていけるので

ではなおさらである。失職した彼らも

に作用する。

を強めることになり、 外貨取得に有利

やゴムの輸出によってタイ

関しても、タイの農業は米
この点に関しても、

不況期に失職した場合、帰
不況期に失職した場合、帰省した彼ら
を農村が受け入れられれ

長期的展望としては、来

経済に貢献し、経済発展に

たすことができなかったの

るべき二十一世紀に向けて

ば、社会的緊張を回避させ

である。長期スハルト政権

アジア諸国の発展は今後も

おける農業の役割の重要性

の失政による政治的要因も

続くと思われるが、従来の

られる機能のことである。

大きいにせよ、インドネシ

ような一方的な右上がりの

が、今回の通貨危機に際し

ア農村がこの緩衝機能を果

成長は無理で、国際・国内

インドネシア農村の場合に

たせなかったことが、各地で

経済の変動に常に直面する

ての両国の対比により改め

の暴動発生の一因となった

ことになろう。そうした経

て再認識されたことにな

と言っても過一一一一口ではない。

済変動の中で、アジア諸国

は、帰省者を迎え入れる経

深刻な不況の中でバンコ

の社会・経済は、各地域別

る。

ク首都圏で自殺者が倍増し

に適切な構造調整を迫られ

済的ゆとり・余分な食料が

たとの話はあるが、庶民が

ることになろうが、持続的

なくて、この緩衝機能を果

暴動化した話は、タイでは

イは米の輸出国であり、豊かな食料を

都市でも農村でも全く聞かれない。タ

通貨の暴落は輸出農産物の国際競争力

農産物輸出による外貨の獲得である。

もう一つ注目すべき農業の役割は、

めて強調されるべきであろう。

農業・農村の健全な発展の重要性が改

な工業化・経済発展を実現する上で、
庶民は都市でも安く入手できる。農村
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成長率は、タイ８．４％、中国８．３％、韓国

（注２）１９８５１妬年の一人当たりＧＮＰ

スにして、加筆修正したものである。

学総合科学研究所、１９９８年近刊、をベー

ナムズムと世界』平成９年度報告書、日本大

の企業・地域経済への影響」、『アジアのダイ

（注１）本稿は、山田三郎「タイの通貨危機

（注７）山田三郎「タイ経済のダイナミズム

』、口巨口牡］ご垣Ｐの己い、口弄、ご・

田○○回』○○目日冒已ごＤのご●一○℃目のロー菖亨ごｌき

戸ＰＩＣＯ巨目序冨、一ロユ望字白】ぬ四○曰。ｐ弓己一の、局凹一のユ

茸◎ロゴ宝の巨崗ロロ〕四門望。閂勺同ＣＤの①』』ロ、⑪叩ごＰＥＩ

（注６）少、日ロ勺８已自←弓】ご○可函色ご尉色‐

澤垣⑪、。

国四画ＯｐｍＨ○一①ロー】自己宮、』］由ロロ。．。』画ロ巨弾円］

日のゴー□のご閏目〕目一・屡弓声の勺○ぐの旦昌シニの‐

士論文）

，息丘・ロ旨乏の⑪←』巴陣憲》」⑪窟．（日本大学博

ＣＣｐｍ①Ｐ色①ロロの、○局目の日．□ｏ門四門］。Ｅ←ｌシ臼１

（注旭）巨巨ご届ロＺここ四コＰ震○ｍ巨切のｍｍｐｇ

アのダイナミズムと世界』平成８年度報告

と農村社会の対応輯東北タイの場合」、『アジ

（注８）同上。

書、日本大学総合科学研究所。

７．７％、シンガポール６．２％、インドネシ

％、インド３．２％、スリランカ２．６％、ネ

ア６．０％、マレーシア５．７％、香港４．８

パール２．４％、バングラデシュ２．１％・日

（注９）の貝〕目・臣胃口餌』Ｐ目・ロ館８一○ロー

少、ロ○口』Ｅ局の自己ＱｍＥ司口」ｏｏＢＢＥｐ量の四

本は２．９％、すべて三・１９ｍ目ＦＤの‐

目声○○国⑭。。【○ケ○口つ巨己・弓斉日置己皀葛マ国洪‐

＆】胸Ｐ田口。、日。］シ巨口鴨巨日巳】Ｐ属戸口己：一ｍ

企業に限り、バンコク日本人商工会議所経済

。『罰の四○戸巳ＤＣご⑦」○百目。ロー旧『ｏ］のｏ－ｍＣ皀

調査会が１９９７年ｎ月塑曰に発表した

。青いロ、⑦、の己。■罰の、⑦四月声。『㎡罰の己。『←

（注３）企業への影響に関しては、タイ日系

「バーツ下落の影響調査報告」による。調査

こむ。冨○・色》、因昌缶勺》○○一』の、のｏ豈国］。［の‐

くの』。□日のロー鹿の『］◎１』①召による。

票発送数１１４５社に対して回答企業数は３

』①⑤『’

ｍｏＰＲの、。】の口ＣのＰｚ］豈Ｃｐｑ巳ご自巴宮・』巨口の
（注佃）以下の考察はすべて注３に一示した資

"u－ｌ

０１社で回収率は邪・３％であり、全日系企

めて貴重な情報である。また、地域経済への

ll

業を代表するものではないが、現時点での極

〈注Ⅲ）バンコク日本人商工会議所労務委員

料による。

調査」（９月躯曰現在）による。

会、「タイ国日系企業の雇用の現状に関する

る。

（注４）ＺＰ←』。□巳国８口・日旨Ｐ且、Ｃｓ②」

影響は、主に筆者の聞き取り調査の結果によ

□のこの』８日目一国○四ａ（ｚ回、ロロ）資料。

１３

（注５）ぐ旨口己声○口函○ずｏｏ８ｐ二厘』Ｐ□』吋の‐
Ｃ一○吋。帛、○・日』・回８口・目】。、且固ごａ。■－

日⑦口薗」□目、】・Ｐ○○日目目」ごＣの『の」。ご「

mm

少
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国立社会保障･人ロ問題研究所
人口動向研究部部長

高橋重銀Ｉ

と、全女子を対象する合計特殊出生率

率）が過去最少の一・三九人に達した

生の間に産む子供の数（合計特殊出生

厚生省から公表され、一人の女性が一

先頃、’九九七年の人口動態統計が

生動向にも徐々に陰りがあらわれてい

加してきており、若い世代の夫婦の出

らかに子供を持たない夫婦の割合が増

年代の半ばから結婚した夫婦では、明

が見られる。しかしながら、一九八○

の趨勢との間には明らかに異なる趨勢

ことが明らかにされた。｜方、国立社

る。

はじめに

会保障・人口問題研究所は一九九七年
査，｜の結果を公表したが、それに基づ

二十一世紀の日本の人口について展望

を持つ近年の少子化について概観し、

本稿では、以上のような異なる特徴
けば、結婚から一五～一九年を経過し

することにしたい。

の六月に実施した「出生動向基本調

た夫婦、すなわち子供を産み終えたと
見られる夫婦の平均出生児数は、一九

フ
１少子化の趨勢
仁
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最終学歴：米国ペンシルバニア大学大学
院人ロ学研究科修了
学位：人口学博士
職歴：厚生省人口問題研究所人ロ情報部
人ロ解析センター室長同所人ロ政策研
究部人ロ政策研究室室長平成４年４月

●高橋重郷くたかはししげさと＞

著書：ｒ地域人ロの分析の基礎」共著古
今瞥院、1997年、「日本の将来推計人ロ
（平成９年１月推計)』共著厚生統計橋
会、1997年、「人ロ変動と家族』共著大
明堂、1997隼『生命表研究』共著古今

書院、1995年、『高齢化と人ロ問題」共
著放送大学教育振興会、1994年、その他

七二年調査からほとんど変化がなく、
およそ二・二前後の水準を保ってい

わが国の出生数は、一九七一一一年の年

率がある。合計特殊出生率は、’九七

の水準を見る指標として合計特殊出生

去し、実際の人口がもっている出生力

こうした人口の規模による影響を除

参照）。

の出生件数を記録するに至った園１

九○年代に入ると年間一二○万人前後

く長期的な出生数減少が始まり、一九

間二○九万人を記録した後、近年に続

る。このように、夫婦の子供の産み方

.l i i l il L

】‘
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1995

990

985
980
975
９７０

965
1９６０

1955
９５０

ていたが、

準を維持し

を超える水

まで二・○

○年代前半

けている。

して一九九七年に一・三九と低迷を続

は一・四二、’九九六年に一・四三、そ

示しながら低下は続き、一九九五年に

七を記録した。その後も多少の変動を

旦上昇の気

八四年に一

八二～’九

続け、一九

以降低下を

三九人であるから、親世代と子世代の

過した。現在の合計特殊出生率が一・

にこの水準を割り込んで二十数年が経

準が必要である。わが国の出生力は既

合計特殊出生率で、二・○八前後の水

が一対一の均衡水準を維持するには、

親世代から子世代への人口置き換え

配を示した

入れ替わりは、七割程度であることを

一九七三年

ものの再び

一九七○年代半ば以降の出生率低下

意味し、長期的に置き換え水準を上回

人口動態統

は、主として若い世代における晩婚化

低下した。

計史上最低

（結婚年齢の上昇）と非婚化（未婚率

る出生率が期待できない状況のもと、

であった、

の上昇）の同時進行によって、出産の

そして、一

ひのえうま

担い手である年齢層の有配偶率（同一

年少人口の減少、人口高齢化の加速、そし

年二九六

年齢層で結婚している人の割合）が著

九八九年に

六年）の一

しく低下したことによって起きてい

て人口減少社会の到来が予測される。

・五八を下

る。

はそれまで

回る一・五

１５

５

300

２

；
5０

０

資料：厚生省大臣官房統計情報部「人口動態統計」各年版
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資料：総務庁統計局『国勢調査」各年版

結婚の変化について見ると、二○歳

代後半の女性の未婚率は、一九七○年

の一八・一％から一九九五年の四八・○

％へと急増している（図２参照）。した

がって、未婚率の急増が上記の有配偶

率の低下をもたらした（表ｊ参照）。

合計特殊出生率の年次間変化を要素

分解法によって、結婚している割合

（有配偶率）の変化と結婚している女

性の出生率（有配偶出生率）の変化に

分離して計測してみると、一九七○年

以降の合計特殊出生率低下は、有配偶

率の変化に起因して発生しており、と

りわけ、’九八○年以降で、その傾向

が特に顕著である。

ちなみに、結婚後一五～’九年を経

過した夫婦が実際に産んでいる子供数

を過去の出生動向基本調査によってみ

ると、戦後の低下期を経て、一九七二

年の二・二○人に達したのち、その後

ほぼ二・二前後の水準で推移してきて

いる裏２参照）。したがって、近年の

合計特殊出生率の低下の主たる部分

は、夫婦が一生の間に産み育てる子供

の数が少なくなって起きているという

１６
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表１合計特殊出生率変化の要素分解
年次

970～95年

1970年～1980年～1990年～1995年

合計特殊出生率
年次間変化

結婚持続期間

第８回
(1982年）

第９回
(1987年）

第10回
(1992年）

第11回
(1997年）
●●●■●■

１５０１４９

７７１２２１

０１２２２２

■ＯＢ●●■

０４９１１１
８８１２２３

０１２２２２

●じじＢの●

１６６９１６
９９１１３３

０１２２２２

０５６３４２

８９１２２３

人

０１２２２２

年年年年年上
４９ｕ旧叫以
一一一一一年
０５ｍ嘔加妬

資料：国立社会保障・人口問題研究所『第１１回出生動向基本調査：結婚と出産に関する全国
調査（夫婦調査の結果と海洋)』、1998年６月

１７

ら、第ｎ回の一・七五へと低下してい

表３結婚持続期間別、平均出生児数

九八○年代半ば以降に結婚した人々の

注：各回調査とも初婚同士の夫婦を対象とする。
資料：国立社会保障・人口問題研究所『第１１回出生動向基本調査：結婚と出産
に関する全国調査（夫婦調査の結果の概要)』、1998年６月

よりも、もっぱら二○歳代の若者が結

L」

る。結婚から一○～一四年の夫婦も同

ｒＬ

|｣蕊j■
Ｆ１

出生行動を見ると、結婚から○～四年

平均出生児数

婚しなくなった、あるいは晩婚化した

調査年次

様な傾向である。

表２各回調査による夫婦の平均出生児数
（結婚持続期間15～19年）

の夫婦の平均出生児数は、第９回調査

注：計算は、年齢５歳階級データに基づく

ことによって起きている現象であるこ

－０．０４０．０５０．０３

の○・九一から第、回の○・八○、そし

0.ｏｌｑｏｏｏ､００
０．０１－０．０２－０．０２
－０．０５-0.01－０．０３
－０，０７０．１４０．０４

とが理解できる。

齢一へ一一歳

年娼卯溺的弱

有配偶出生率の変化による影響
－０．１４ｑｌ６０．０３

て第ｎ回調査の○・七一へと低下して

－０．

しかし、’九八○年代半ば以降に結

－０．

いる。同様に結婚から五～九年を経過

３５歳

－０．

婚した夫婦では、その出生行動に明ら

３０～

－０．

した夫婦では、第９回の一・九六か

２５～

－０．

かに変化が見られる。表３によって一

２０～

計歳歳歳歳上計歳歳歳歳上

１５～

台凹型羽弘以合田型閉弘以

年齢

－０．

図31980年出生世代の平均初婚年齢と生涯未婚率の関係
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生涯未婚率

フ

α二十一世紀の人ロ状況

二十一世紀のわが国の人口状況は、

安定的に微増していく寿命を前提とし

ながら、今後の出生率の動向によって

大きく影響される。特に、将来の出生

率は、現在の若い世代の今後の結婚の

仕方と将来結婚する人々の出生行動に

よって決まる。

平成九年一月に公表した「日本の将

来推計人口（平成九年一月推計）」に

おいて、結婚と出生行動に関する分析

を集中的に行い、将来の出生率に関す

る検討を行った。

その中で、今後の結婚動向に関し

て、一九三五年から一九六五年生まれ

までの各出生世代別に平均初婚年齢と

生涯未婚率の関係を検討したが（生涯

未婚率は年齢別初婚率を年齢について

五○歳まで累積した値）、図３の×印

で示した一九三五年から一九四六年生

まれまでの平均初婚年齢と生涯未婚率

は、’九四五年と一九四六年生まれの

二つの出生世代を除き、平均初婚年齢

１８
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し、●印で示した一九四七年から一九

と早婚・皆婚型で安定していた。しか

は二四歳前半、生涯未婚率は四％前半

中位、高位、低位の三種類の仮定が設

向については不確定要素が大きいため

なお、平均初婚年齢や生涯未婚率の動

〈ロ計特殊出生率が一・六一人である。

低迷する出生率動向を前提として行

こ

われた将来人口推計の結果から、二十

の将来人口

頭低迷する出生率下

六○年の出生世代は、’九六○年代後
けられている。

見せ始めていることが明らかに

なった。そして一九六一年から

六五年出生世代について見ても
同様な傾向が推定され、結婚行

動は団塊の世代以降、初婚年齢位
の上昇と生涯未婚率の同時上昇低

位

を続けていく趨勢にあることが鮒
明らかになった。

中

このような結婚変動の実態を：

前提として、平成九年一月の将搬

来人口推計は行われている。実、

際の出生率予測では、上述の関縄
係を数値モデル化し推定が行わ４

れている。’九八○年出生世代図

g６０１９７０１９８０１９９０２０００２０１０２０２０２０３０２０４０２０５０２０８０２０７０２０８０２０９０２１００

1９５０

について推定された平均初婚年
齢は二七・四歳、生涯未婚率は

一三・八％である。そしてその幻

千

（千人）

条件のもとで期待される世代のＩ

Ⅲ人口減少時代の

到来

一九九五年の日本の

総人口は、国勢調査結

果に基づけば一億二五

五七万人であった。中

位推計の結果に基づけ

ば、この総人口は今後

も緩やかに増加し、二

○○○年の一億二六八

九万人を経て、二○○

七年に一億二七七八万

人でピークに達した

後、以後長期の減少過

程に入る園４参照）。

二○一七年にはほぼ現

在の人口規模に戻り、

１９

半から結婚行動に入り始めたが、これ

200000

一世紀の人口状況を概

4０１０００

らの世代から徐々に平均初婚年

60000

観することにしよう。

80,000

齢の上昇と生涯未婚率の増加を

1400000

120,000

100,000

0

年次

資料：国立社会保障･人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成９年１月推計)｣、

1997年４月

図５年齢３区分別人ロの推移：中位推計
(千人）

900000

のと見込まれる。さらに参考推計であ

ら一九九五年の一一九万人まで減少

出生数は一九七三年の二○九万人か

人口は半減することを示している。

下となる。およそ一世紀をかけて年少

み、二○九○年代には一○○○万人以

二○五九年には一二○○万人を割り込

る二○五一年以降では、その後も人口

し、少なくとも今後数年は低迷が予想

このように、出生率水準が長期的に

②少子化の進展

減少が続き、二一○○年に六七三七万

されるため、年少（○～一四歳）人口

低迷し、日本社会が今後も厳しい超少

二○五○年には一億五○万人になるも

人の人口規模になるものと予測される。

は一九八○年代初めの二七○

10,000

０

生産年齢人口二五～六四歳とす

く年少人口は二○○三万人で
あったが、中位推計の結果か

る）は戦後一貫して増加を続け、一九

即

ら見ると一九九九年に一八○

０
２

５

０

０

九五年の国勢調査では八七二六万人に

後一転して減少過程に入り、二○三○

○万人台に減少する。その後

２

０

するが、一一○一五年以降再び

年には七○○○万人を割り込み、二○

達した。中位推計の結果によれば、生

一八○○万人を割り込み、緩

五○年には五五○○万人に達する。特

は一一○’四年まで一時的に安

２

４
０

０

やかな長期減少過程に入る。

率のもと、新規人口が減少するため一

ると、生産年齢人口の絶対数は低出生

一六万人となる。二○五○年以降にな

今後急激に減少し、二○二五年には六

人口は一九九五年の約九九一万人から

に新規学卒労働力を含む二○～二四歳

産年齢人口は一九九五年をピークに以

姻次

２

０
０

２

帥
釦
０
９
９

８

０
９

資も長期減少傾向は変わらず、

９粋一年以降の参考推計において

巫輌なるものと予測され、二○五

叩に

五○年には年少人口がおよそ
卯じ
１同一三○○万人台前半の規模と

そして推計の最終年次の一一○

唖年定し一八三○万人前後で推移

ｍ

７

２

０

８

０

２

０

９

０

２
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産社会であり続けるとすれば、少子化

二一
200000
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○万人規模からの減少趨勢を
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実績値

一九九五年国勢調査に基づ

に歯止めがかからず、人口減少社会が

一 一

400000

③働き盛り人口の減少と高齢化

続ける一」とが予測される（図

(75歳以上）

進行することになる。
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年次

Ｉ：前図に同じ

に測○年わは口る○六のそ人〈入がる
０５

舞譲溌錘
、年子○産変に人す○の口。万遅齢率

少傾向は避けられない情勢になってい

る。そして、このような生産年齢人口

の変化は、若い労働力の減少、労働力

の高齢化、総労働力の減少をもたらす

可能性が大きい。

仰超高齢化社会の到来

中位推計結果によれば、年少人口の

減少に続いて、今後生産年齢人口の減

少が始まる一方で、老年（六五歳以

上）人口は、現在の一八○○万人から

二○二五年の一一一一一一○○万人まで急速な

増加を続ける。そのため老年人口の割

合は現在の一四・六％から二○’五年

には二五％台に達する（図６参照）。老

年人口は、二○一五年以降、二○五○

年頃まで、おおよそ三三○○万人前後

で推移するが、老年人口の割合は、低

出生率の影響を受けて、二○一五年以

降も上昇を続け、二○五○年には一一一二

なり現在の半分以下の規模になる。

年次の一一一○○年には三八○九万人と

後も低出生率が持続するものと見込ま

度には違いがある。しかしながら、今

よって生産年齢人口の減少の程度と速

向に向かう。長期に出生率低下が持続型

と、老年人口は来世紀半ば以降減少傾

二○五○年以降の趨勢について見る

％台に達する。

高位ならびに低位推計によって、今

するため、高齢者となる人々迄別の世

れる現状のもとで、生産年齢人口の減

このように将来の出生率の趨勢に

する。

年には二七七六万人へと縮小

ｄ旧鋼馴瀞紺訓尉紺甲伽眺「｜、「Ｊ○

灘ｉｉ露蕊鱗

後の出生率仮定の違いによる傾向を見

貴した減少傾向が続く。参考推計最終

1５

F≦
2０

｢￣￣￣￣￣
3５

図６老年（65歳以上）人口割合の推移：中位･高位･低位
(粥 ）

％になるものと見られる。

るようになり、二一○○年に二八・八

の三一一％水準から若干の低下が見られ

のため、老年人口の割合は二○五○年

高齢者人口も減少することになる。そ

代の人々よりも減少する。したがって

業と結婚、ならびに出産子育ての間で

割分業意識を強く残存させ、女性の就

家族観を土台に、経済成長期の性別役

会風土や家族関係は、日本的な伝統的

変化をもたらしたが、｜方で、企業社

大し、女性の社会経済的地位に大きな

様々な問題を生じてきている。その統

計的現れが、未婚率の上昇であり、合
計特殊出生率の低迷である。

賃金体系と終身雇用制に特徴づけられ

の高度経済期に確立された年功序列型

経済学的研究の成果に基づけば、戦後

たものである。近年の社会学的研究や

的な諸条件の変化によってもたらされ

化は、過去二十数年にわたる社会経済

過した。こうした結婚や出産行動の変

変化が現れ始めて、既に二○年以上経

「結婚し、子供を生み育てること」に

制度を少子化・人口減少社会が及ぼす

しても、社会のあらゆる分野の機構や

今後出生率のある程度の回復はあると

減少社会が一層進行することになる。

少産社会であり続けるとすれば、人口

に低迷し、日本社会が今後も厳しい超

ないことである。出生率水準が長期的

しない限り、出生率の低迷は避けられ

み育てること」が容易な社会へと転換

口を展望した時、「結婚し、子供を生

幻子供を生み育てること

る企業社会は、それに呼応した性別役

影響を前提として再構築する必要があ

したがって、二十一世紀の日本の人

割分業に基づく夫の片稼ぎと専業主婦

るのではないだろうか。

こにやさしい社会へ

に特徴づけられる家族を形成してきた
ことを明らかにしている。

そして、産業構造のソフト化・サー

ビス化の過程で、女性の就業機会が拡
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参加者から

四

℃の弓的ａ

」から正式に動き出す。

化対策が必要だと述べた。

また、日本の高齢化は社会変化（未

婚人口の増加、女性の社会進出等）が

主な要因で、今後単身者や女性の高齢

者人口の増加が予測されている。その

もとに、介護制度／保険の整備、介護

は、「要介護高齢者の

講演後の質疑応答で

した。

されている現状を説明

内氏は、世界人口の高齢化にヘルパーの育成など緊急課題が山積み

『ｎｚ０５０』講演会

将来推計」（厚生省）

国連の世界人口推計を参考のデータに対する疑問や、「（昔の徴兵

○五○年一五・一％）、特に発展途上国ないか」「国連『国際高齢者年』で

一九九九年を「国際高齢者年巨奇円‐壊しつつあり、早急に先進国同様高齢

国際的に取り上げられている。国連は農村部における伝統的な介護方法も崩

中で人口の高齢化が深刻な問題としてによって農村部の人口が大都市へ流れ参加者から様々な意見が出された。

八五○○万人の純増が推計され、その度が確立しておらず、その上、都市化心をさらに高めることが大切だ」など

っっあるとはいえ、依然として年間約の多くは、いまだ近代的な社会福祉制る諸問題を大きく取り上げて国民の関

世界人口はやや増加の勢いが弱まりの高齢化に焦点をあてた。発展途上国は、マスコミを動員して高齢化をめぐ

行った。

てｌ」というタイトルで月例講演会を率の増加（一九九五年六・五％から二介護訓練を強制化することが必要では

界’一九九九年の国際高齢年にむけに、世界全域六五歳以上の年齢構成比制のように）ある年齢に達した若者の

玩丞台貞一と藷

ビルで、西内正彦・共同通信編集・論の日巨一の目昌。：｝ロ畠ｏ〔○丘の吋高齢者を介護）」が懸念され、資料を

秀）は五月十一日日本プレスセンターと指定し、今年十月一日「国際高齢者期間の長期化や「老老介護（高齢者が

ＮＧＯ「２０５０」（代表・北谷勝ロＰ：ロ四］曰の閂。届。］：門勺の局⑪○コ」中で、平均寿命の伸長等に伴い、介護

「若者の介護訓練強制化」
ｆｌＩＩｌｌの一脚凸、

｡｝

麹

つ．

（．

ｎ研二
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二町

内貿易・直接投資への依存度を高めて
一九八○年代から一九九○年代前半

的交流も活発化させている。東・東南

ダイナミックな経済発展は、域内の人

いった。相互依存関係を深めながらの
にかけて、東・東南アジアは世界の成

アジアの外国人労働者数は一九八○年

のはじめに

長センターとして注目を集めてきた。

の数は無視

現在でもそ

出ており、

国へ働きに

や中東産油

働者が欧米

ら多くの労

ジア諸国か

東・東南ア

これまでも

代初めには一○○万人程度であったの

1996）

海外からの直接投資を挺子にした工業

ｒ戦後日本経済の50年｣(共著、
日本評論社、1996）
『直接投資と経済成長に関す
る研究一東アジアの今後の課
題｣(共著､総合研究開発機構、

が、’九九○年には三○○万人、一九

社、1994）

化の進展と工業品輸出の拡大がその推

（1974年４月～1987年３月）
嘉悦女子短期大学教授（1987
年４月～1998年３月）
主な著書：『発展途上国の人ロ移動｣(共
著、アジア経済研究所､1991）
「地域経済と人ロ｣(日本評論

九七年半ばには六五○万人を超えたり。

年４月から）
㈱国際開発センター研究員

進力となった。その過程で各国とも域
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東・東南アジアの国際労働移動

〔写真･右頁〕逮捕された
外国人不法労働者、マ
レーシア・クアラルン

プールで

表｜アジア主要送出国の年平均出稼ぎ労働者数
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1990-94
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76,800
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０１
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4.3

95.4

3.3
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１１
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２３

1985-89(9)

出所：ＵＮ，mtemato〃αZMjg7atio〃Q7udDeueJQpme几Z,theConciseReport，
１９９７

注ｌ：(a)1982-84年平均、（b)1990-91年平均，（c)1977-79年平均、（｡)1985-88年平
均、（e11976-79年平均、（fU990-93年平均、(9)1986-89年平均。
２：フィリピンは海員を含まない。
３：インドの「アジア以外」は西アジア以外のアジアを含む。

年代に入ｑ

出稼ぎ先と

して西アジ

アの比重が

大幅に低下

し、域内移

動が大きく

伸びている

のが東・東

南アジアで

ある。例え

ば、タイの

場合一九八

○年代まで

は海外出稼

ぎ者の七～

八割が西ア

ジアに向

かっていた
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く、この種の統計がないという国も珍
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1980-84

しくはない。統計の得られる範囲で、

1975-79

アジアの主要な労働者送出国について
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東・東南アジアの
国際労働移動の現状
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できない。例えば、伝統的な移民受入

37.6

国であるアメリカ、カナダ、オースト

３．７
97.3

ラリアの受入移民の出身地域は、今で

73,850
79,900

見たのが表１である。いずれの国も一

58.6

1990-941b）
1975-79に）

「労働一を目的として自らの国籍とは

33.3

はアジアが最大である。しかしなが

14.0

18.6

九八○年代に入り海外への出稼ぎ者数

6.0

48.2

異なる国に移動している労働者に関す

80.1

61.100

ら、最近の注目すべき動きはアジア内

37,600

l985-89

が大きく伸びている。また、一九九○

韓国

1975-79

1980-841al

る統計はストック、フローともに少な

東アジア
中国

出稼ぎ先構成（％）

西アジアその他アジアアジア以外

部の労働移動の急増である。

実数
（人）

同表から指摘できる今一つの点は、

ウジアラビアの二一・五万人を

る。アジアの中で最も多い。サ

の多い国で、五六・五万人（一

韓国の送出国からの「卒業」である。

含む中東が半数を占める。東・

のが、一九九○年代には二割強にまで

韓国は一九八○年代半ばまでアジアの

東南アジアへの出稼ぎ者は、香

九九五年、海員を除く）を数え

中の主要な労働者送出国であった。’

港六・二万人、日本五・五万人、

１５

低下したり。

九六三年以来現在まで約一一○○万人の

台湾三・四万人などで合わせて
インドネシアの海外出稼ぎ者

労働者が海外に働きに出ているが、年
六八五五人をピークに減少し、一九九

数は一七・六万人二九九五

三割強を占める。

○年代前半には平均二万人程度に減っ

年）で、中東六割弱、マレーシ

２１０

２３－(15）

間の出稼ぎ者数は一九八二年の一九万

た。経済高度成長によって一九八○年

ｎ．ａ、

ア・シンガポール三割、その他

かつて多かった中東は今では一

１３８

１，３５４

代中頃から国内で完全雇用状態となっ

タイの出稼ぎ者数は二○万人

データが得られる範囲の各国の最新

割弱に過ぎない。これら四カ国

８４

日本
香港
台湾
韓国

１００

一割となっている。

九八○年の五・二％から一九八五年に

二九九五年）で、アジアが九

状況をまとめよう。中国の（正規）海

の中でタイを除く三カ国が「労

９

４５０

たことがその背景にある（失業率は一

は四・○％へ、一九九○年には二・四％

外出稼ぎ者数は一三～二○万人（一九

働力輸出」を国家政策の中に位

割を占め（台湾だけで六割）、

九三年）で、香港、台湾、韓国、日

置付けている。タイも一九八○

３９

２９７

680＋(88）

シンガポール

，．ａ、

へ低下）。

本、アメリカ、旧ソ連が多い。この他

年代中頃までは三カ国と同様に
ていたが、その後中立的な政策

「労働力輸出」を公的に奨励し

に約二○万人の不法就労者がいるとさ

れているが、実態は不明である。
フィリピンは世界の中でも出稼ぎ者

５６＋(20）

２８＋(49）

９＋(6)

ｎ.ａ、

１８

234＋(38）

１８＋(39）

２１

１２０

９４４

ｎ.ａ、

８４＋(43）

、．ａ、

５０

ｎ.ａ、

46

６０

３０５

、.ａ、

79＋(33）

755＋(1,000）

1,260

６０

６０

５

2,500

タイ

100＋(400）

マレーシア

(1,000人）

表２主要受入国の推定外国人労働者

出身国別労働者数（括弧内は不法出稼ぎ者の推計数）
外国人労働者
総数
インドネシアフィリピンタイ中国その他アジア

出所：ＩＬＯ.(themaintechnicalpaperforthelLO，sHigh-LevelTripartiteMeetingonSocialResponsesto

theFmancialCrisisinEastandSouth-EastCountriesheldinBangkokfrom22to24April1998．
注１）タイの「その他アジア」のほとんどはミャンマー。不法出稼ぎ者も含まれると思われる。
２）日本の「その他アジア」の約68万人は韓国人。
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台湾は、’九八○年代初めから通貨

る。このうち三割強をフィリピン人が

接している周辺の相対的に貧しい国々

切上げもあって周辺国との賃金格差が

右される傾向がある。マレーシアとタ

外国人労働者を受け入れているアジ

（マレーシアはインドネシアやフィリ

開き、周辺アジア諸国からの労働者流

スタンスに変わった（ただし後述する

アの主要国は、日本、台湾、韓国、シ

ピン、タイはミャンマーやカンボジア

人が始まった。当初は公式には認めら

占める。多くは商業・サービス業に従

ンガポール、香港、マレーシア、タイ

など）から不法に流入してくる労働者

れてはいなかったので不法就労であっ

イは送出国でありかつ受入国という特

の七カ国である。表２は、一九九七年

のコントロールに苦慮している。受入

たが、労働不足の深刻化に対処するた

ように、今回の経済危機に直面し再び

半ば前後の各国の受入状況を示してい

対応策は、認可・黙認・取り締まりと

め、’九八九年十月に海外契約労働者

事している。

る⑩。これら七カ国の受入数は、’九

自国の労働市場状況によって変わって

の導入に正式に踏み切った。現在では

殊な立場にあり、両国とも長い国境で

八○年代初めの一○○万人強から現在

いる。

方針を変えている）。

では六五○万人を超えるまでに拡大し

者受け入れを禁止している（現実に必

者の受け入れ政策をとり、非熟練労働

日本と韓国が最も厳しい外国人労働

い）。多くは、商業、サービス業、製

ぐ（アジア以外ではブラジル人が多

人、フィリピン人、タイ人がこれに次

いのが長期滞在を含む韓国人で、中国

は現在一三五万人と推計され、最も多

外国人労働者の実態を見ると、日本

労働力送出国であったが、現在では受

年代半ばまではアジアの中でも有数の

既に述べたように韓国は、一九八○

多い。ほとんどが合法労働者である。

業、建設業で働いている。メイドの数も

人の外国人労働者が、公共事業、製造

一四万人のタイ人をはじめ、約三○万

た。不法就労者もかなりの割合を占め

要な非熟練労働は研修制度を通じた外

造業に従事している。

法労働者によって賄われている）。政

労働者総数の約四分の一の外国人労働

シンガポールには四五万人、同国の

わせて一二万人を数える。中国人が最

は、現在、研修生を含む合法・不法合

入国に転じている。外国人労働者の数

ている。

国人研修生、あるいは外国人学生・不
府のコントロール下に、経済状況に応

者がいる。マレーシア、タイ、フィリ

マレーシアの外国人労働者は約二五

い製造業、建設業に集中している。

シュ人がこれに続く。人手不足が大き

じて柔軟に外国人労働者を受け入れて

中国返還後の香港の外国人労働者数

も多く、フィリピン人、バングラデ

台湾は、外国人労働者の必要性を認め

についてはデータがないが、一九九五

ピン、インド、スリランカが多い。

ているものの、政府の対応は企業側や

年時点で約四○万人と推計されてい

いるのがシンガポールである。香港と

労働組合側のその時々の強い意見に左

２７

次ぐ。プランテーションや建設業に集

多く、フィリピン人、タイ人がこれに

合法・不法ともインドネシア人が最も

者）、就業者総数の約三割を占める。

○万人に達し（約半数が不法就労

かる直接的費用、賃金不払い・解雇な

価水準、渡航費・諸経費など移動にか

る。為替レートの問題、生活基盤や物

デシュの問には一六五倍の開きがあ

い日本と最も低いベトナムやバングラ

当たりＧＮＰで比べてみると、最も高

因となる。

労働者に対しても海外への強い流出誘

・技能を有し、自国で職に就いている

も言えよう。大きな所得格差は、技術

因はこうした所得格差の拡大にあると

さことから、国際移動の量的拡大の一

恐らく所得格差以上に重要な点は、

中している。メイドも多い。

どのリスクを差し引いても所得格差は

3.5

タイの外国人労働者は約一二六万人

3.1

1.6

現在の受入国の所得向上をもたらした

2.1

非常に大きい。アジアの労働者にとっ

７３

１２０

で、このうち政府の許可を得た者は約

4.7

経済成長とそれに伴う労働市場の変化

2.8

て所得格差が国際間移動の強いプル要

3.2

１０

三○万人、残り七○～一○○万人が不

5.2

であろう。高い経済成長によって韓国

1.8

因として働いていることは間違いな

929

法労働者とされるの。その大半はミャ

１９

と台湾は、一九八○年代中頃に労働過

2.9

い。’九八五年から九五年までの所得

130
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２１
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1.1

1７

ｎ『叫句／」の“」１』

１．２００

ンマーからの流入で、農業・漁業、建

Ｌ８

剰経済から労働不足経済へと変わり、

ａ４

0.9

の伸び率をみると、日本と中国を例外

2.4

５８

設業、製造業で働いている。

2０

２９

外国人労働者への依存度を高め、労働

3３

として、受入国が大きく、送出国が小
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2.2

海外からの労働者の受入国・送出国
の観点でアジア諸国を分類し、各国の
経済・人口指標を表３にまとめた。労
働者受入国に分類されている国は、若
干の例外はあるものの相対的に見て、

４７９８［Ｉ
２２２２

６９

１９３

1995

1990-95
1995

(％）

③所得水準が高く、伽長期にわたり高
い経済成長を経験し、⑥工業化率が高
く、⑥出生水準が低い。
受入国と送出国との所得格差を一人

(100万人）増加率(％）
1995

ＴＦＲ

ロ年平均人口
工業化率人
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者受入国に転じた。同様に、’九八○
年代後半に一○％を超える高度経済成
長を遂げたタイでも、八○年代末にな

９２８７７
●●●■●

２６４６７
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５０β８２２ａａ
１６２８１３ｍ、
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1,62016.4
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１
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１５
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７００

０６５３２

12,422

1,520
０［Ｉ６６２

２３

ると建設業や漁業など労働条件の悪い
産業で労働不足が起こり、そこに周辺
国から合法・不法労働者が流入してい
る。現在では、タイは送出国から「受

入・送出国」へと立場を変えている。

大量に外国人労働者を受け入れてい
るシンガポールとマレーシアを別にす
れば、受入国の人口増加率は相対的に

低い（シンガポールもＴＦＲから見れ
ば、自然増加率は小さい）。順調な経
済成長を遂げてきたこれらの国では、

増加する労働需要に対し、労働供給
力、特に若年労働供給力が小さいた
め、外国人労働者を受け入れる潜在力

は大きい（各国とも労働生産性を高め
ることによって労働不足に対処する方

●００■①印の●

３６８８６６４３

１

２７４２４４６８
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７００８２６
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出所：WorldBank，Wo7JdDeDeZOpmemlRepoFt，1992及び1997．ＡＤＢ，K2yhDdZcqtoｱｓｑ/・DeUeZQpmg

AsjaJua几ｄＰｂｃ城cCbuJut（Cs,1996．
注１：「1965-80年」の台湾の成長率は1971-80年平均。
２：工業化率＝ＧＤＰに占める製造業付加価値額比率。

２４０

ベトナム

240０．６2.1

4.3４．１

1.7

バングラデシュ

９８０

430

２７０

カンポジア

－人当りＧＮＰ

年平均経済成長率

３４０

240

インド

22,990

2,305

９．９

300

パキスタン

４３

９．３

290

中国

26,730

4,240
８６

番
台
韓

270

スリランカ

39,640
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7.4

タイ

インドネシア

100

4,430
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シンガポ，

針ではあるが）。他方、送出国での高
い人口増加率は、これからの経済発展

が順調に進まなければさらなる過剰労

2,

働力を生み、海外への流出圧力となる。
所得格差や経済成長率格差によって

域内の労働移動が増大してきたが、東

労働者送出国

マレーシア

フィリピン

9,890
６．４

日

1995

増加率(％）
(ドル）

１９８５－９５

(％）（％）

(ドル）
1965-801980-901990-95

1980

(％）

経済発展と国際労働移動
表３

労働者受入国

労働者受入･送出国

(％）

自体が、労働者に対する労働条件など

・東南アジアの経済相互関連の深まり
より複雑化してこよう。

う。それに伴い域内労働移動の流れは

労働者受入国に転じるものも出てこよ

いる。

不法労働者の取り締まりを厳しくして

大きくなるであろう。送出国の経済成

アジアの域内労働移動は今後ますます

る。こうした点を考えると、東・東南

労働移動の増大に一つの力を発揮す

た人的ネットワークはそれだけで国際

を忘れてはならない。また、形成され

で、国際移動の増大に貢献している点

切り替え、加えて不法労働者の取り締

府は海外出稼ぎを再び奨励する方針に

問題が緊急課題となったため、タイ政

万人を超える失業者が出ている。失業

長が予測されており、現在既に二○○

タイでは、一九九八年にはマイナス成

九九七年の経済成長率がゼロとなった

出政策に変化が見られる。例えば、一

ち込んだため、各国の労働者受入・送

いる。景気後退によって労働需要が落

と比べ経済成長率は明らかに低下して

きい。その他の国も一九九○年代前半

ア、韓国の経済成長率の落ち込みが大

融危機を経験したタイ、インドネシ

みたい。表４に示すように、通貨・金

の関連で外国人労働者の動向を考えて

れている東・東南アジア各国の現状と

最後に、昨年来の景気後退に見舞わ

在を考えれば、東・東南アジア地域の

形成されている人的ネットワークの存

象であろう。経済の密接な相互関連や

とが考えられるが、それは一時的な現

動きによって移動量・流れが変わるこ

者が増加する可能性もある。こうした

は、海外に雇用を求めて出てくる労働

のように景気の落ち込みが大きい国で

能性がある。タイやインドネシアなど

め、国際労働移動量そのものも減る可

る。各国の労働吸引力が低下するた

国などからの大量の帰国者が出てい

送出国であるフィリピンでは、既に韓

になろう。事実、アジア最大の労働者

者の大量の帰国を余儀なくさせること

量の失業が出ている）は、外国人労働

ジェクトの凍結や不動産不況などで大

集中している建設業では、大型プロ

働需要の減少（特に、外国人労働者が

今回の景気後退による受入国での労

の豊富な情報を提供するという意味

長率が高まれば、韓国や夕イのように

まりの強化に乗り出した訂。また、マ

国際労働移動が今後ともますます活発
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表４アジア金融危機後の実質経済成長率
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Ⅲ日本、韓国、台湾、シンガポール、マ

いる者が二七万人、非登録者が六七万人で

人で、このうち登録により就労許可を得て

九九七年十月現在不法入国者の数は九四万

Ⅱタイ労働社会福祉省の推計によれば、一
レーシア、タイ、ブルネイの七カ国の外国

ある（ミャンマー、ラオス、カンボジアか

らの不法就労者について、職種、地域を

インドネシア人を含む）。冨自・］・目・少房「

］一四一負少巴口己ほ四ヶ。巨再ご肩月旦】。。－勺四ｍ←》

限って、雇用局に一九九六年九月から十一

人労働者（在日韓国人、マレーシア在住の

勺『の、のゴーマロロロ句巨Ｅ・のｌご雪』、閲シｚ固◎。‐

月までに登録した者に最大二年間の就労許

⑤海外出稼ぎの奨励は、雇用機会の確保だ

ロ○口己○ｍ巨臣のごＰｚＣくのヨケの『］④や。ご目ぼ○》

■蒟与ｌ］の息］弓１己也ユコーの三の①←曰、○己の。‐

る。タイの海外送金額の対輸出総額の割合

けでなく、外貨痩得源としての意味もあ

可を与える制度を閣議決定した）。
。旨」罰の⑪ｐＣｐ⑪の醜一○←ずのヨロ四口○鼠」○国、厨

一声のロ】巳ロ←の◎す』口月色一己卸己の『「。『夢の円い○㎡

曰固凹鴛色。』の。巨房－国、⑪←シ、冒口○○戸ロー‐

その後、中東への出稼ぎ者の数は低迷して

したため中東とアジアの比重が逆転した。

たが、’九九○年にサウジアラビアが急減

年までは中東がその他アジアを上回ってい

伯タイ労働者の海外出稼ぎ先は、一九八九

外貨獲得源として海外送金への期待も大き

輸出の大幅な落ち込みをカバーするための

○品目に匹敵する外貨を稼ぎ出している。

四七億バーツに達しており、輸出品上位一

年には二・五％まで低下したが総金額は三

その後の急速な輸出増大によって一九九六

は、一九八五年の一二・四％をピークに、

いるのに対して、台湾や周辺国への出稼ぎ

い。

ロのｍ・ムシロ且］】＄ｍによる。

数は伸び、一九九七年の統計では出稼ぎ者
総数一八万三六七一人のうち、中東はわず

か一割にも満たず、東・東南アジアが九割
を占めるに至っている。

同国にはマレーシア、インドネシア、フィ

③ブルネイも労働者受入国に分類される。
リピン、タイなどから多くの労働者が働き
に来ているが、最新統計が得られないた

め、同表から除いてある。なお一九八八年
の外国人労働者数は約三万人となってい

3Ｊ
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以策の方向性を見出すことをｐＨ一的に開

曰、詞｜幽汀連△［

匡際シンポジウム｜アジア軽減医に糟

主催者を代表して、小渕恵三外相が

かれた。

省、厚生省、国際協力事業団、海外

「第二次大戦後、日本は食糧難の窮状

と健康ｌ人間中心の対応」が外務
径斉協力基金、亘漂開発高等教育礫

にあったが、国際社会から多大な援助

芒受けた。当時のことを忘れず、たと

え日本経済が窮地にあっても他国の成

趣的に取り組んでまいりたい。」と日

鍾、貧困撲滅、環境保全のために、精
請匡では通省

本が苦境に喘ぐアジア諸国を援助して

た。

．嫌々な緊縮

ら、〈７上士で攻符》が辻△裏町こ洞小立場）』

朶、貧困の増大、物価の高騰以外に

いく方針を表明。今回の経済危機は失

現在、東南アワ

牢圭』α

医療

又至公、訂

かあり、緊急に樫

鵠問題

匡串門外び

会場の参加者に託

今冨ロオ段握

の通に貝。

食攪

メコムＬＬ

金融危機対策とＩ

や経済構造調整術
るが、これらの術

基本的な生活条低
，：、フ声，１１つ

に対し悪影響を乃
同」、
Ｌき、東壷

Ｏと連携して実態の正確な把握と桧

巴黒夘の鱒曄鑑

の実態把握と課題の分析、及び八○

の共有を進め、実情を踏まえた具仕

金副』信一汕職の晴株瞬健・疾一｛源（分頚ズα影響

年代の中南米の経済危機やサブ・サ

な援助ヨや国際機関による支援の宝

〉梶一一一一口の喉

ハラ・アフリカ地域の構造調整プロ
グラムの経験などから、今後途上国
や日本がどのようにこれらの問題に

３２

第一セッション「経済危機下のアジ
ア諸国の保健医療等社会セクターにお

”自立“をモットーにした社会を目指

ル・ディスカッション方式で現在の対

米経済危機）とその教訓」では、今回

第二セッション「過去の経験（中南

ＩＭＦを通じて三七○億ドルを超える

ると、現在日本政府は、アジア諸国に

大島賢三・外務省経済協力局長によ

応策が討議された。

東南アジアの国で何が起きているか、

のアジア経済危機が一九八○年代の中

金融支援を行っており、インドネシア

すよう提言した。

インドネシア及びタイの代表者から報

南米の経済危機やサブ・サハラ・アフ

などには食糧援助をはじめ、医薬品の

ける現状」では、アジア経済危機下の

告があった。

リカの構造調整プログラムから何が学

原材料や医療機具を送っている。今後

トリオノ・ソエンドロ氏は、インド

べるかが討論された。

殺の増加を指摘し、経済危機の精神衛

テイエンダムロン氏は、失業による自

タイ保健研究所のジョンゴル・レル

ことにも触れた。

公立施設に大きな負担がかかっている

から公立施設を利用するようになり、

報告した。また患者が私立の医療施設

のない出産など）が起きていることを

くしようとしたり、助産婦の立ち会い

え、患者の行動に変化（治療期間を短

い立場の人々に一番大きな影響を与

機は子供・女性・老人など社会的に弱

う提言し、これにリチャード・ジョ

面を重視したプログラムを実施するよ

的弱者を保護するような、保健・衛生

う場合、最も脆弱な貧困層などの社会

えた。今後アジア諸国は構造調整を行

ど、健康面に関して様々な悪影響を与

会保障を受けられない人口の増加な

具・医薬品の価格高騰、失業により社

・衛生の国家予算削減、外国製医療機

クロ的国家安定策や構造改革は、保健

の中南米の構造調整下で実施されたマ

学公衆衛生大学院教授は一九八○年代

マイヶル・ライシュ・ハーバード大

議」で全討議の総括及び今後の対応策

続いての第四セッション「総括討

が提案された。

ゲットを絞った投資など様々な改善法

Ｏと協力した活動、人材育成やター

策見直しを提言され、市民組織・ＮＧ

クターの確立や人間中心の開発など政

危機を機に、保健・経済を包括したセ

また他のパネリストからも、今回の

性を訴えた。

ワークの設立など、政策見直しの必要

モニター・システムや社会保障ネット

貧困問題への取り組み、医療・保健の

ネシア国家開発企画庁の今回の経済危

生への影響を発表、同国の自殺予防

質疑応答を行い閉会した。

について話し合い、会場の参加者との
第三セッション「アジア諸国の直面

リー・ＵＮＤＰ特別顧問も賛同した。
回の危機を政策・教育・保健政策改革

する課題と政策の方向性」では、パネ

キャンペーンも紹介した。最後に、今

のチャンスとし、”節度ある生活“と

ａ9

ＰＬ△

イＵ

了

蕊

蝋

FIpt

◆

ヨの塵 1'1蕊の

中国について今まで強い

関心が寄せられたのは、そ

の巨大人ロであり、とりわ

け出生率の変動が注目を浴

びてきた。人ロの自然増加

は出生と死亡の差である

が、死亡のコントロールに

よって人ロ政策を立案する

ことはあり得ないので一般

に出生の動向が政策立案の

中心となる。しかしなが

ら、中国のように世界に類

のない強力な人ロ政策が打

ち出された背景には早くか

ら比較的低い死亡水準に到

達した事実と関連している

１１

ことを指摘しておかねばな

らない。

の平均七七歳より低いが、開発途上国

の平均六二歳より高く、いわば中進国

イ、トルコ、ハンガリーと同じ水準で

のレベルにある。国別で言えばほぼタ
一九九六年現在の中国の平均寿命は

ある。｜方、同年の合計特殊出生率は

中国の健康水準が
人ロ政策に与えた影響

ｔ･Q２

六九歳であり、この数字は先進工業国

￣

ﾅｶ2k》瀞
Ｐ四口■

&

」

H1鑪蕊露！

ii面刷iVi蕊驫露蕊K鰯
人､人､人……車道にも
あふれている。上海の
曰常化された人波。
（資料提供ＪＡＬ）
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ほとんど変わらず、人口千対六’七の

いる。’九七○年代の死亡率は現在と

わずか十年間で疾病転換を成し遂げて

一九五○年代の初頭に始まり、その後

言えるが、死亡率の急速な低下は既に

換のセオリーどおりに推移してきたと

した以降、出生、死亡の変動は人口転

’九四九年に中華人民共和国が成立

あったことが印象づけられる。

準にあり、出生抑制がきわめて強力で

ンド、デンマークの北欧諸国と同じ水

Ｔ八であり、ノルウェー、フィンラ

のである。

け強力な出生政策の遂行が必要だった

的に緋余曲折があったにせよ、それだ

るため人口の自然増を抑えるには政策

から比較的低い死亡水準を維持してい

以上のことから推察できるように早く

いるのはまことに驚嘆すべきである。

既に一九七○年代にこの水準に達して

ければならない。それにしても中国は

比較するには年齢調整死亡率を用いな

亡率が高くなるのは当然であり、直接

本では高齢者人口割合が高いので粗死

感じられるかもしれない。もっとも日

中国の強力なパートナーと言えばソ連

ヶアの充実である。一九五○年代では

の際立った特徴はプライマリ・ヘルス

情を直接観察した経験から言うと両国

筆者が中国、キューバの保健医療事

国に起きたわけではない。

が同じレジームのもとにあるすべての

主義国だからといってこのような経験

なく社会主義国である。しかし、社会

のである。両国の共通項は言うまでも

ラテンアメリカ諸国に比べ優れている

健康水準においては多くのより豊かな

経済的にかなり厳しいものがあるが、

な経験を持つのは中国のみではない。

に思えるかもしれない。実はこのよう

すると死亡率の驚異的な改善は不思議

－一九七○年代の中国の経済水準から

係である。そういう意味では一九五○

出されるのはその国の国民所得との関

健康水準の国際比較でよく引合いに

ユ承雌椛噸川附酷主義的

である。当時の保健医療政策として次

婦、助産婦、薬の配達者をも含む総称

フェルドシャーは医士のみならず看護

士養成学校を残している。もっとも

士を区別しており、今日なお多くの医

のである。中国では現在でも医師と医

ワーカーの養成にむしろ力点を置いた

フェルドシャーすなわち中級のヘルス

と違って正規の医師よりもソ連流の

入れへルスマンパワーの大量養成を

であるが、当時大勢の医療顧問を迎え

レベルである。ちなみに一九九四年に
おける中国の粗死亡率は六・五である

のに対し、同年の日本の数字は七・一

●林謙治くはやし.けんじ＞

図ったことが知られている。両側諸国

例えば、キューバの場合現在でもなお

３５

とむしろ日本のほうが高いのは意外に
1945年長野県生まれ。医学博士。
千葉大学医学部卒業。エール大学留学、
松戸市立病院産婦人科勤務の後、現在、
国立公衆衛生院保健統計人ロ学部部長。
主な著誓は、「十代の妊娠」自由企画出
版1987年、「調査研究の考え方進め方」
医学書院1988年、他多数。

の四本柱からなる方針が国務院衛生部
い。

る余裕がないので別の機会に譲りた

数字は得られないようであるが、近年

については統計の不備もあって正確な

指摘が国連からもなされている。一九

しろ後退しているのではないかという

地域集積性が見られ全国値としてはむ

から打ち出された。すなわち、⑪医療
従事者は労働者、農民、兵士等すべて
の国民に奉仕しなければならない。②
治療医学よりも予防医学に重点を置く

近年市場経済の導入以来、沿海部と

計されており、この数字は日本の一九

七三九九五年の日本は四・七）と推

九五年の乳児死亡率は出生千対四五・

結合を図ること。側すべての医療活動

内陸部あるいは都市部と農村部の格差

五二年の水準に相当する。表ｌに示し

劃繩摘川樺細地域格差

は大衆活動の一環として行うこと。広

が健康水準の面でも目立つようになっ

こと。③中国の伝統医学と西洋医学の

い意味ではこうした方針は中国の現在

たように青海、江西、内モンゴル、甘

言えば天津の一一八をはじめとする沿海

生一○万対八二であり、低いほうから

ない。これによれば全国値としては出

中国が行った調査の数字があるに過ぎ

全国調査としてはわずか一九九○年に

これも信頼できるデータが少ないが、

ついで妊産婦死亡について見ると、

当するものである。

アとパナマの国境ジャングル地帯に相

途上国の最貧困地域、例えばコロンビ

らすると青海省の貧困県の数字は開発

た。先に触れた粗死亡率であるが、’

中国衛生部(1994）

の医療事情になお影響を与えていると

226.82

粛四つの省の一二七貧困県における調

54.20

九九四年の全国値は六・五、市部では

3１

見ることができる。こうしたプライマ

甘

査によれば青海では一○○以上を記録

6１．８５

六・○、県では六・九と報告されてい

59.23

リ・ヘルスケアヘの努力が低い経済水

4２

し、その他の三省では五五－七五と

内モンゴル

る。また、雲南、貴州、チベットの内

8．５０

準にもかかわらず功を奏し、社会主義

73.05

なっている。筆者の国際協力の経験か

3１

陸部では八を超えている。乳児死亡率
393.73

的な色彩を帯びながらも実にアルマ・
アダ宣伝二九七八年）に先立ち開発

途上国の保健医療のあり方を実践を
もってその成果を世界に示したと言う
ことができる。その後文革期にいわゆ
る「はだしの医者」を出現させ、現在

では郷村医生と呼ばれているが、内陸
部において農業を営みながら村の患者

海西

03.74

青江

2３

粛

乳児死亡率 妊産婦死亡率
(出生千対） (出生10万対）
県数

省

に基礎的な医療サービスを提供する形
で今日なお残っている。この間の変化
について多くの興味あるできごとが観

察されるが、紙面の関係上詳しく述べ

127貧困県の乳児死亡率と妊産婦死
亡率
表１
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宅で死亡した場合、出産と無関係な死

娩を選ぶ傾向があると思われ、万一自

られることがはばかれるために自宅分

考えられるのは、計画外出産は人に知

め死亡率が高いとしている。もう一つ

産前の検診がおろそかになりがちなた

調査によれば計画外出産した妊婦は、

味するところは大きい。安徽省のある

い地域であることが判明した。この意

省は計画外出産率においても異常に高

きい省がいくつか見られた。これらの

推計したが中国側の調査値とずれが大

の一二○をはじき出した。各省別にも

国レベルでは中国の調査値より五割増

妊産婦死亡の推計を行ったところ、全

はこれと別途に女性の死亡率曲線から

に一人の母親が死ぬ勘定になる。筆者

達する。子供が二五○人生まれるたび

が、青海の貧困地域では四○○近くに

の妊産婦死亡率の数字が載っている

中している。先に示した表ｌに貧困県

トの三四四をはじめとする内陸部に集

部大都市が低く、高いほうではチベッ

の域を脱していない。

ては研究が十分に進んでおらず、推測

京の一・三倍である。その原因につい

海では悪性新生物の死亡率が高く、北

る死亡は上海の二倍である。反対に上

（一九八七’九三年）特に心疾患によ

患、脳血管疾患による死亡率が高く

京と上海を例にとれば、北京では心疾

でも死因パターンがかなり異なる。北

亡が目立つ。広い中国では同じ都市部

等の呼吸器疾患や外傷・中毒による死

半を占めているが、沿海部に比べ肺炎

陸部においても成人病による死亡が大

め死亡率が上昇しているのである。内

因が大半であり、高齢者割合が高いた

に既に高齢社会に見られる成人病の死

いる。つまり、上海は日本と同じよう

の死因だけで全死因の七六％を占めて

呼吸器疾患、心臓病の順に多く、四つ

因について見ると脳血管疾患、ガン、

よりかえって高い。しかし上海市の死

年の粗死亡率は七であり、寧夏省の六

とは言えない。例えば上海の一九九四

にする限り北京を除いて必ずしも低い

は一人当たりの医療費の伸びによる。

与率はこの間五・七％に過ぎず、大半

総医療費の伸びに対する人口増加の寄

制されている。筆者の試算によれば、

国の七％弱よりはるかに低い水準に抑

’九九三年では三・八％であり、わが

コントロールされていると言えるが、

所得に占める国民医療費の割合はよく

びは五倍程度である。したがって国民

八年の四倍であり、一方総医療費の伸

所得はインフレ率で調整しても一九七

増加してきている。一九九三年の国民

があるが、医療費の伸びもこれに伴い

来、中国の経済成長は目を見張るもの

から眺めてみたい。市場経済導入以

した地域格差の問題を医療経済の視点

では格差が目立つようになった。こう

部、または内陸部でも都市部と農村部

のように指標によっては沿海部と内陸

改善は近年停滞しており、乳児死亡率

先に述べたように中国の健康水準の

それならば健康水準の向上が期待でき

△歴鰄繩郡川師齪た

因として届けられる可能性がある。
都市部の健康水準は粗死亡率を指標
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表２国民医療費(単位：百万元、1993年ベース）

資金源1978(％）1986(％）1993(％）

１３４

４６２２６叩部るはずだが、医療資源

ｊｊｊｊｊｊ

Ⅸ肌飢孤飢０生

唖中地域差が広がるばかり

、汕汕型叩““の投入が不均衡なため

１４５

である。一」の一」とは

業の構造調整は、今や中国の市場経済

題から始めたい。周知のように国営企

最近注目を浴びている国営企業の問

つまり限られた一部の長期入院患者が

用が図られていないと言われている。

が長い割に病床占有率が低く、有効利

系病院と比べても患者の平均在院日数

プーリング型の保険制度の改革が議論

追って解説していきた

が成功するかどうかの鍵になってきて

存在する一方、空床が目立つのであ

合作医療の落ち込みは農民が医療への

い。

いる。国営企業の社会保険は公務員の

る。企業によっては最近一般の国民に

されている。一方、国営企業系病院で

羽閖沁扣姐朋表２に示した。表から

場合と同様生育保険、医療保険、養老

も開放して増収を図っている施設もあ

アクセスがますます困難になってきた

わかるように一九七八

保険、労災保険、失業保険の五本で組

るが、大半は旧態依然の経営形態を

の非効率性も目立っており、他の政府

年から一九九三年にか

み立てられており、中国では社会保障

とっている施設が多い。

ことを示している。

けて自菅（医療が著しく

が最も行き届いている集団である。わ

農村合作医療の衰退は目を覆うばか

８０００２０

業
企療

府府康費村の

算国険療作

営医
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予、保医合他計伸び、’九九三年では

が国では退職後国民健康保険に加入す

りである。農村合作医療とは市場経済

２３６５４０

政政健自農そ合医療響（の四二％を占め

ることになっているが、中国国営企業

導入以前、人民公社による一種の医療

３３２

るようになった。政府・国営企業の健

の医療保険は退職後も適用されること

互助組合的組織であり、一部政府によ

』１Ｊｊｊｊ

康保険は、この間三○％台を維持して

になっている。医療を含むすべての社

る補助があった。表３に見るように、

国民医療費の内訳を

あまり変化がない。政府予算の総医療

会保険は、同一企業内で自己完結する

療加加
医非非
員業作険険
職企合保保
府営村村市
政国震農都

を残しているに

ではわずか七％

が、’九九三年

四八％であった

作医療の割くロは

轤稽世に占める農村合

２胆７叫帽謝康保険加入人口

％％％％％訂一九八一年の健

費に占める割合は、一九七八年の半分

４２

医入

９

９

３

ため、財政負担合％％％％％％

因の一つになっ加

が大きく経営赤醐２２５４８９
字を抱え込む原弘
療者

ていると指摘さ雛艫鋒鋒蜂誹鈍
れている・最繊疏鼈麺鑪謝辨

近、地域全体で３桴

支えるリスク表朏

年

となり、大きく落ち込んでいる。農村
合作医療は一○分の一になった。自費

医療の増大は、所得のある者が近代医
療の進歩を享受することができるよう

になったことを意味する。政府系健康
保険支出水準の平行推移は、公務員や
国営企業従業者が計画的に保護されて

いることを示唆する。政府予算と農村
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は様々な基金への拠出である。した

子保健所等）への補助金である。残り

の運営費であり、’七％が保健所（母

経常支出の三八％は国が管理する病院

部と教育部の共管）等を賄っている。

伝統医薬、高等教育（医科大学は衛生

（病院建設、高額医療機器の購入）、

あり、その他は家族計画、資本投資

る。残りのさらに五四％が経常支出で

ち四六％は公務員保険に充当されてい

膨らんでしまった。政府医療支出のう

九三年の時点で全人口の六四％までに

まま農村における保険非加入者は一九

過ぎない。代替的組織が形成されない

ことが分税制にこだわる大きな理由と

が成熟しておらず、税収が上がらない

る。さらに、地方においても徴税技術

格差が縮小しにくい状況に陥ってい

進んでいるとも言えるが、そのために

なっている。ある意味では地方分権が

再分配機能が働きにくい財政体質と

により納入の割合に応じて還付され、

府に納入された税金は地方の強い主張

をとっており、各省市から一旦中央政

なっていない。中国は現在「分税制」

の再分配を図るほど税制が弾力的に

いるものの、地方交付金によって所得

状況について当然中央政府は認識して

を購入しなければならない。こうした

停滞もしくは逆戻り現象さえ見られる。

られないまま健康水準は地域によっては

合作医療に代わるべく制度が打ち立て

部との経済格差が広がるとともに農村

模索されている。また、都市部と農村

綻の様相を呈しており、新たな制度が

た。国営企業改革と共に医療保険が破

年、負の側面も顕在化するようになっ

たと言えよう。それと引き替えに近

経済政策のメリットを十分享受してき

権を図り、沿海部とりわけ都市部では

い発展を遂げてきた。その間、地方分

経済成長を最優先課題とし、目覚まし

ら豊かになれ」のスローガンのもとに

面にあり、保健医療体制にそれに伴う

マクロ経済では、現在、構造調整局

がって、省レベル以下の医療施設の運

なっている。

形で当面推移するものと思われる。医

療経済面の打開策として財政硬直を緩

員、国営企業従業者はかなり恵まれた

以上からわかるように、国家公務

コストパーフォマンスはすばらしく、

イマリヶアの重視によって保健医療の

まで社会主義的色彩を強く帯びたプラ

歴史的に見ると、建国から七○年代

の交流も国際協力の一つのポイントで

合わせて、今後健康保険制度の技術面

合うのではないかとしている。これと

税で歳入増を図ることが中国の実情に

体的には間接税であるタバコ税等の増

和する提案を世界銀行がしており、具

医療環境にあるが、人口の大半を占め

国際的にも高い評価を得ている。市場

あると考えている。

ユ｜結語

営は、基本的には地方政府が負担する
ことになっている。地方における医療

施設の財源の五六％は医薬品による収
入であり、政府補助金は一○％程度で

る地方の農民は、乏しい収入の中から

経済導入後、一先に豊かになれる所か

ある。

ポケットマネーで貧弱な医療サービス
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Ⅲ

に功うすふぉｌらむ
者破

染峡
感好

・異常気象で食糧不足予測…帆

・Ｈ－ｖ増殖阻止たんぱく…加

・Ｈｌｖ感染者４千人突破…側

ギャロ博士らは１９９５年、オ

・輸入米問題で米に反論……則

Ｆ）と命名され、今後、分離同定

ゴナドトロピン関連因子（ＨＡ

この新たんぱく質はヒト絨毛性

・麦作も所得補償制度に……団

・米４千トン給食用に無料で…団

・二○’一五年に平均寿命ね…印

・子供、最低の九一八万人…卯

・減税財源を少子化対策に…網

`０

する新しいたんぱく質があること
を突き止めた。成果は米医学誌
「ネイチャー・メディシン」最新号

スと一緒のカゴに誤って入れたた

・失業者増、賃金据え置き…伽

に発表された。

め妊娠したメスのマウスが、エイ

・母乳中ダイオキシン６倍…鞄

・４つ子５つ子出産急減……岨

になりにくいことを発見。妊娠早

・食糧難最悪の恐れ…………妃

ズ患者に発症しやすいカポジ肉腫

り物質があるとみて研究を始め

期のマウスの体内に重要な手がか

・通貨危機で優遇策見直し…妬

・欧州統合への最難題………“

・Ｅｕと米、農業で摩擦……“

性の尿中に出現する未知のたんぱ

・若年層でエイズ感染急増…鮨

・幻世紀の中国の人ロ………帽

その結果、妊娠早期のヒトの女

た。

ＩＶ増殖を防ぐ作用をもつことを

●コメ援助機関公益法人に…灯

・中国の水不足で穀物高騰…化

く質が、ＨＩＶ感染細胞の中でＨ

で、患者の免疫細胞を増やす働き

試験管内の試験で確認した。｜方

される必要があるが、ギャロ博士

・インドネシアに米帥方ｔ…灯

は「従来のエイズ治療薬と異な

。進む独身・晩婚Ⅱ少子化…皿

や、骨髄細胞に新しい免疫細胞を

り、ＨＡＦはヒトの体内で生産さ

・８割が少子化心配…………訂

・少子化対策に千二百億円…灯

れる自然物質で、普通の濃度では

●ダイオキシン発生の恐れ…鯛

ス学研究所のロバート・ギャロ博

無害だ」と指摘。抗がん作用もあ

つくらせる作用があることも分

【ワシントン別日瀬川至朗】エ

性の尿中に、ＨＩＶの増殖を阻止

士らのグループが、妊娠早期の女

かった。

イズウイルス（ＨＩＶ）の共同発

増殖阻止たんぱく
妊婦の尿に

見者として知られる米ヒトウイル

皿

叙じ

こゅ－すふぉ－らむ

治療薬になることが期待される。

り、将来、エイズやガンの有力な

家が物価の高騰で肥料が十分に使

が不規則になっていることや、農

の雨期が遅れた上に、各地で降雨

のエルニーニョ現象によって今年

い結果として在庫がたまっている

見で、「消費者に買ってもらえな

行・農水事務次官は二日の記者会

と指摘したことについて、高橋政

消費者の手に届くのを妨げている

●森叩杯破壊が誘因で水不足…訂

・ＷＨＯが日本財団等表彰…団

国連開発計画（ＵＮＤＰ）ジャカ

ルタ事務所は一日、来年初めごろ

米通商代表部（ＵＳＴＲ）が
なかで、輸入米が備蓄に回され、

反論した。

農水省は、輸入米などの在庫を

インドネシアへの食糧支援に回す

ことを検討中で、「国内で消費を

・ＷＴＯ、南北に溝…………記

●ＷＴＯ新貿易交渉へ道筋…閃

・高齢世帯数が子供上回る…閑

・中国、穀物自給に展望……帥

・女性の働き易さⅡ高出産…舵

・食料輸入途絶えたら………開

・途上国穀物３億少不足も…閑

・先住民に学ぶ森林保全……“

・出生減で現役世代負担増…節

・人ロ動態で離婚最高躯万…閲

か」との米国の反発も予想される

せず援助に振り向けるのではない

が、高橋次官は「これまでの食糧

・社会のゆみが少子化へ……師

・年金審が少子化に警鐘……鯛

・出生率、最低の一・三九…町

・食料安保で自給率目標化…閑

支援も世界貿易機関（ＷＴＯ）の
規約に沿っている。問題はない」

●環境貧困へ重点的に援助…科

・一人っ子政策避難密入国…刊

●ＯＤＡ円安で○・九％減…ね

・少子化７つ目の改革に……ね

・食料自給率目標化しない…ね

・人類百億人時代に備えて…別

・子育てが楽しい社会に……わ

と述べた。

（朝日新聞一九九八・四・三）

失業者増、賃金据え置き

・ダイオ母乳中の濃度調査…布

子】経済危機が深刻化するインド

【ジャカルタ６日Ⅱ鈴木亜紀

低賃金も、ジャカルタで月十七万

者が増える一方で、四月からの最

からの帰国組なども加わって失業

・アジア向けコメ支援体制…布

・少子化対策会議、来月に…布

インドネシア労働者、受難

ネシアで、労働者の受難が続いて

・北鮮・食料鋒鰹畜２カ月分…布

のうち約百五十万家族が深刻な食

二千五百ルピア（約三千円）のま

・’千万人が食料不足………布

糧不足に直面する、としている。

いる。不法就労をしていた近隣国

昨年のような干ばつが続けば、こ

食べられない状況が続いており、

約八百万家族が一日二食以下しか

量は著しく低下しそうだ。すでに

報告によると、今年のコメ生産

社会の一貧困化」が原因だ。

る異常気象と経済危機に伴う農村

かにした。エルーーーニョ現象によ

家族（約七百五十万人）が食糧不

米に反論

一一九九八年貿易障壁報告書」の

輸入米問題で

・タイ、コメ輸出を停止……銅

（毎日新聞一九九八・四・｜）
えないこと、などがあげられてい

食糧不足に

足に直面する恐れがある、と明ら

図

歴邇

売を妨げているわけではない」と

のが実情だ。備蓄に回すために販

750万人が

までにインドネシアで約百五十万

（朝日新聞一九九八・四・三）

る。

エルニーニョ

【ジャカルタ２日Ⅱ吉村文成】

インドネシアも

不作の原因としては、昨年から

`】

圖圖

ま据え置かれ、職を持つ労働者も
の賃上げ率にも影響を及ぼす。

安・最低賃金の上昇率は一般企業

しい生活を余儀なくされそうだ。

がりしている中、労働者は一層苦

の１勢）、出産後釦曰目の母乳は

Ⅳ・４ピコ醤（１ピコ甥は１兆分

平均旧・２ピコ磐だった。厚生省

は１日の許容量は体重１キロ当たり

（産経新聞一九九八・四・六）

⑱ピコ吃ラとしており、これに換算

すると５日目の母乳では約帥ピコ

響、加日目で約ｎピコ甥と大きく

上回る。

廃棄物処理施設との距離では、

母乳中に含まれるダイオキシン類

廃棄物処理施設からの距離と、

日目の母乳のダイオキシン類濃度

目、卯日目、１５０日目、３００

れ各加人を対象に、出産後５日

市では出産５日目の母乳で脂肪１

理施設から１．９キロの埼玉県所沢

シン類の濃度が高かった。特に処

理施設に距離が近いほどダイオキ

目の母乳とも平均値では廃棄物処

埼玉、石川、大阪で５日目、弧日

最低賃金の改定は毎年四月に行

濃度との関係を全国規模で調査し

を測定した。廃棄物処理施設との

４都府県で許容量の６倍

母乳中のダイオキシン

などの生活必需品まで大幅に値上

ルピアの大幅下落により、食料

物価上昇は倹約でしのぐほかはな
さそうだ。

最低賃金は、労働者の生活を守
るために政府によって決められ、
雇用主はその額以上の給料を労働
者に支払うことを法律で義務付け
られている。金額は地域によって

異なり、最高はバタム島の二十三
万五千ルピア、最低はジョクジャ

われ、例年は物価の上昇に応じて

ている厚生省は７日、中間結果を

カルタの十万六千五百ルピア。

引き上げられてきた。昨年は前年

管当たり平均加・９ピコ樛だが、

辺では平均肥・５ピコ僧などと

処理施設から４キロ離れた秩父市周

は初めて。今回はデータの集まっ

た５日目（データ数船人）、加日

相関関係を含む体系的な全国調査

目（同姐人）の濃度を公表した。

てからダイオキシン類は検出さ

れ、濃度の平均値は厚生省が定め

５日目の母乳ではダイオキシン

公表した。検査対象者の母乳すべ

ている１日の摂取許容量を約６倍

回は先月末に労働組合の代表者ら
と会合したサンブアガ労働相が最

も上回る結果となった。同省は

産が一九九六年に大きく減ったと

え続けてきた四つ子や五つ子の出

生殖医療技術の普及とともに増

くになった。この技術は、不妊の

がまとめた。四つ子は四分の一近

いう調査結果を、厚生省の研究班

減数手術拡大が影響か

４つ子５つ子出産急減

（毎日新聞一九九八・四・八）

なっている。

低賃金の引き上げ断念を発表。会

階ではないと考えている。処理場

合に参加した労働組合幹部も

からの距離の問題は、施設のダイ

類の濃度は脂肪１笹当たり平均で

自体が生き残る方が重要」とし、

「乳児への健康被害について現段

労働者側に忍耐を求める意向だ。

オキシン排出量のデータもなく、

現時点では統計的な相関関係は認

労働者の多くは、定められた最

低賃金以上の収入を得ている。し

められない」と話している。

調査は１９９７、朗年の２年

かし、ジャカルタ東部の公営バス

川県の４都府県で実施。

間、東京都、大阪府、埼玉県、石

の運転手らが「給料が最低賃金に
も満たない」としてストライキを

第１子出産直後の女性、それぞ

行うなど、零細な地元企業や政府

系機関では最低賃金が重要な目

囮

「月々の最低賃金よりもビジネス

比で一○％上昇した。しかし、今

図

‘２

すふお一らむ
こゆ

体、胎児ともに悪影響が心配され

夫婦に子供を授ける一方で、母
個も母体に戻すのはざらだった。

を上げようと、受精卵を五個も六

卵される。体外受精では、妊娠率

能な限りの減量を会員に求めた。

解を発表、併せて排卵誘発剤も可

精卵を三個までとすべきだとの見

年二月、体外受精で母体に戻す受

同国には補うだけの輸入余力はな

のぼると推計。経済危機にあえぐ

コメの不足量は三百五十万トンに

精で母体に戻す受精卵は一一一個まで

は、多胎妊娠を防ぐため、体外受

つながった。日本産婦人科学会

は三十五組に増えた。五つ子は九

は八五年に十組を超え、九四年に

た。ここ二十年をみると、四つ子

こうしたことが多胎妊娠を招い

精を含めた生殖医療で四つ子以上

きちんと守られていれば、体外受

がはっきりするのは九七年以降。

医学部教授は「学会の見解の影響

研究班長の矢内原巧・昭和大学

害、食糧不足の実情を精査した

に調査チームを送り、干ばつ被

ＦＡＯとＷＦＰはインドネシア

いと発表した。

る多胎妊娠を招き、何人かの胎児
十個前後という例もあった。

にすべきだ、との見解を出してい

三年には六組。六つ子が出産され

を母体内で死亡させる減数手術に

る。調査結果には、この見解や、
た年もある。

認められていない減数手術も確実

困層が深刻な飢えに陥る恐れがあ

が、発表では①七百五十万人の貧

ンドネシア政府は九月までに百五

アには十分な輸入資金がない④イ

年来七○％も下落したインドネシ

十万少にものぼり、通貨価値が昨

平年並みの収穫になっても三百五

る③コメの不足量は、二期作目が

％、一昨年比六％以上の減少とな

千七百五十万少で、昨年比三・六

る②九八年のコメの生産予測は四
（朝日新聞一九九八・四・八）

に減る」と話している。

と警告している。

く、国際的な援助が不可欠になる

減数手術の広がりが影響している

未熟児の可能性が高い。このた

早産や流産の恐れや、生まれても

は妊娠中毒症などの危険がある。

一方、母体にとって、多胎妊娠

の妊娠は非常にまれになり、公に

とみられる。

「不妊治療の在り方に関する研
の多胎出産のデータなどを調べた。

め、母体内で胎児の何人かを死亡

究班」が、厚生省の人口動態統計

九六年は、双子が一万千九十四

させる減数手術が、水面下で「緊

研究班は、九四年から九六年の

組、三つ子三百二十一組、四つ子

た。前年と比べると、双子は五百

三年間の減数手術について全国約

急避難的」に実施されてきた。

六十五組増えたが、三つ子は十六

三百の医療機関にアンケート。四

八組、五つ子一組の出産があっ

り、五つ子も二組少なくなった。

組の減。四つ子は二十二組も減

現象の影響で干ばつ被害を受けて

今後、さらに値上がりするのは

必要ｌとしている。

が、不足は補えず、国際的支援が

されたのは、九四年が三十例中十

インドネシアでは、過去一年間

十万少のコメ輸入を計画している

かって四つ子はとても珍しかっ

三例（四三％）、九五年は一一一十例

でコメ・食料品の価格は五○％も

つ子以上の妊娠でこの手術が実施

た。ところが、十組に一組の夫婦

中十一例（三七％）なのに対し、

ローマに本部を置く国連食糧農業

しかし、この手術は倫理面など

いるインドネシアが今年、史上最

必至で、このままでは世界第四位

なっている。

様々な問題をはらむ。産婦人科学

大規模の食糧難に陥るかもしれな

【ローマ９日時事ⅡＡＦＰ】

が不妊に悩むといわれる中、排卵

機関（ＦＡＯ）と世界食糧計画

誘発剤の使用増加と体外受精の普

％）と高かった。

一個が普通だが、排卵誘発剤をむ

会は、多胎妊娠を防ぐため、九六

くなった。｜回の排卵で、卵子は

及で、多胎出産はさほど珍しくな

九六年は二十七例中二十例（七四

米350万ﾄﾝ不足

上がり、貧困層の生活難は深刻に

インドネシア

（ＷＦＰ）は九日、エルニーニョ

最悪の恐れ

やみに使うとたくさんの卵子が排

４１

函

（二億人）の人ロを誇るインドネ
シアで食糧暴動の起きる心配もあ

（産経新聞一九九八・四・十）

最 難題

員会を訪れ、新大西洋市場（ＮＴ

委員会の議員団がこのほど欧州委

入しそうな雲行きだ。米議会農業

由化を拡大する新大西洋市場を構

んで工業製品やサービス分野の自

員会は米国に対して大西洋をはさ

ほか、発展途上国を支援するため

促進を図っていることを強調した

共通農業政策のなかで農業の競争

できた。日本のコメ市場やＥＵの

対立する図式で過去の交渉が進ん

日本や欧州連合（ＥＵ）が、鋭く

ため保護主義的な農業政策をとる

穀物、牛肉、乳製品市場に代表さ

政治的に強い影響力を持ち、農業

れるように、各国とも農業団体が
農業問題は、ＥＵ加盟国のそれ

た。

ているなどと説明し、理解を求め

農業政策（ＣＡＰ）に改革案を提

バナナの輸入価格を高値で維持し

出した。

ると同時に複雑な内政問題でもあ

分野の自由化交渉は外交問題であ

日本のコメ自由化をめぐるかつて

ぞれの内政に深く連結している。

たため、米議会が「農業を含まな

交渉権を与えることに拒否権を発

いて「この問題では欧州委員会に

規模農家の多いドイツと農業の大

産物が域内市場を圧迫したり、小

アやスペインなど南欧の安価な農

実は、このＥＵ提案の新大西洋

ク大統領は新大西洋市場構想につ

例えば、農業大国フランスのシラ

る。五月の主要国首脳会議（バー

トの自由化が例外扱いとされてい

市場構想には農業分野や映像ソフ

る。

ミンガム・サミット）における米

い新たな貿易自由化交渉は受け入

いる。

動する」と強硬な姿勢を維持して

ＥＵでは、気候の温暖なイタリ
れられない一と強く反発した。と

世界貿易における農業分野につ
いては、今年三月に経済協力開発

りわけ、ＥＵ共通農業政策の改革

を抱えている。ＥＵ共通予算の六

争強化で対立したりと多くの問題

規模化が進む英国やフランスが競
案を見ても、ウルグアイ・ラウン

ド交渉で削減対象から逃れた農家

五％を農業分野に振り分け、保護

易交渉（ウルグアイ・ラウンド）

保護色を強めており、米国議会は

への直接補償を増額するなど農業

切れる二○○○年をにらんで、新

で合意された六年間の経過期間が

（産経新聞一九九八・四・十四）

合を開き、九三年末に新多角的貿

機構（ＯＥＣＤ）がパリで農相会

が表面化しそうな気配だ。

ＥＵ首脳協議では、この農業摩擦

の日米対立の様相を見せ始めてい

とって長年の懸案であるＥＵ共通

ストラリアと、自国の農業を守る

農産物の輸出国である米国やオー

農業分野の貿易自由化交渉は、

への

⑨４

強く批判している。

こうした情勢の中で、農業関係
の有力議員でつくる米議員団がブ
リュッセルを訪問、欧州委員会の

ブリタン副委員長（通商政策担
当）や農業担当委員と会談し、

「ＥＵは農産物に対して米国の二

る一と指摘、農業の自由化を強く

倍にあたる補償予算を出してい

欧州統合

築するよう求め、同時にＥＵに

これに対して、欧州委員会側は

求めた。

凪

Ｍ）構想に農業自由化交渉を含め

これと時期をあわせて、欧州委

みせている。

たな自由化交渉を開始する動きを

米議会が自由化圧力

ＥＵと米、農業で摩擦

｡

るよう強く圧力をかけたためで、

題をめぐって新たな貿易摩擦に突

欧州連合（ＥＵ）と米国が農業問

【ブリュッセル旧曰Ⅱ佐野領】

園

る

こゅ－すふぉ－らむ

スをかろうじて保っている状態

主義色の強い政策で域内のバラン
にとって農業問題はもっとも難し

調整も必要で、統合を進める欧州

地）企業だけでは（国際）競争に

尚早と述べながらも、「ブミ（現

れるようになった」と述べ、ブミ

るマレー人なら職をどこでも得ら

また、首相は「すでに資格のあ

だ。

プトラ政策の方向転換ができる環

境が整ったことを強調した。

勝てない場合は、再考することに
（佐野領）

レー人企業の所有する株式のう

なる」と述べた。具体的には、マ

（産経新聞一九九八・四・十四）

い課題となっている。

さらに、今後はポーランドなど

中・東欧諸国のＥＵ加盟に向けた

ブミプトラ政策は、１９７０年

た。多民族国家のマレーシアで

に第２代首相に就任したラザク元

は、裕福な華人と人口の６割を占

ち、帥％を超えた分について、外

卯％ルール撤廃には憲法の改正

資に購入してもらう方式を当面採

が必要であることから、今後マハ

の人種間紛争が繰り返されてき

めるマレー人の間で、格差が原因

首相が新経済政策として打ち出し

ティール首相の政権基盤である与

用する。

党の統一マレー国民組織（ＵＭＮ

通貨危機で外資導入狙い
的に割り当てることを義務づけて

は、人口と開発の問題に対して取

現させなければならない。それ

ンスを図り、持続可能な発展を実

展、資源開発・環境保護とのバラ

（毎日新聞一九九八・四・十四）

た。

Ｏ）で協議することになるが、首
た。

相は「説得できる一と自信を見せ

いる。

規制をただちに撤廃するのは時期

マハティール首相は、株式所有

マレー（自国）人優遇を見直し

【クアラルンプールＢ日加藤暁

子】マレーシアのマハティール首
マハティール政権の政策基盤であ

相は四日、毎日新聞との会見で、
るマレー人優遇政策「ブミプトラ

政策」を一部見直す方針を明らか

にした。同政策の柱の一つである
株式所有制限を見直し、外資系企
業によるマレー系企業の株式買い

化するのが狙い。将来的には撤廃

員会副主任（次官）がこのほど来

中国の李宏規・国家計画生育委

る。Ⅲ世紀を前に、李氏は「人口

食糧など地球規模の問題に直結す

れ、その“人口圧力〃はエネルギー、

人口転換は明らかに加速された。

家族計画事業の進展によって、

●人口の現状

り得る唯一の正しい選択だ。

も視野に入れている。加年近く続

日し、「幻世紀の中国の人口と家

ｎ世紀の人口、家族計画は
資源や環境との調和を

いたマレー人への優遇政策は大き

涯に産む平均子ども数）は印年代

合計特殊出生率二人の女性が生

取り枠を拡大して、経営基盤を強

な曲がり角にさしかかったことに

の最も重要な課題と指摘した。

抑制、省エネ、環境保全」が中国

●人ロと家族計画

の５．胡から卯年代は（卵、皿年

中国の人口は１９９７年末で皿

族計画」について都内で講演した。

人口規模を合理的にコントロー

なる。

の躯％を占める。今後も年間１３

億４３００万人に上り、世界人口

００人）出生率も印年代の羽・師

株式所有規制では、華人や外資

ルし、人口増加と経済・社会の発

系企業は、新規上場に際し原則的

００万人程度増加すると予測さ

を除き）２．０以下。（対人口１０
にマレー人に株式を最低釦％優先

q５

函

函

となった。

乳児死亡率も帥年代以降、伽以下

から別年以降は卯以下、（出生同）

に、人口増を皿世紀半ばにゼロと

は以億以内に抑えること。さら

を田億以内にとどめ、２０１０年

「中国の水不足、脅威」

い。また、人口構成の改善に努

国の環境問題専門のシンクタン

【ワシントン塑曰Ⅱ辻篤子】米

穀物価格が急騰する恐れがある一

穀物価糟高騰の要因に

要とする人口は毎年２０００万人
め、人口と経済、社会、資源、環

た。同所長は一九九五年、「だれ

とするリポートを機関誌に発表し

し、その後は緩やかに減少させた

以上に上り、農村の余剰労働力も

境との協調的、継続的発展を促し

ク、ワールドウオッチ研究所のレ

しかし、生産年齢に達し職を必

既に１億９０００万人。人口の総
たい。

スター・ブラウン所長は二十二
日、｜中国の水不足が深刻化しつ

が中国を養うのか」と題した著書

穀物を大量に輸入すると、世界の

数と増加率が大きいことは自然資

（毎日新聞一九九八・四・二十二）

で、中国の食糧問題が世界に大き

所長は、米国家情報会議（ＮＩ

ている。

足がいよいよ顕在化し始めたとみ

最新データの分析によって、水不

な脅威になるとの警告を発した。

つある。穀物生産の低下で中国が

世界中で一日七千人の若者が感

が若年層。

染しており、これを年間に直すと

ジア・太平洋地域では七十万人に

者数はアフリカで百七十万人、ア

地域別に見た若者の毎年の感染

と急増すると予想される。この結

二十億少から二千六百九十億少へ

は千三百四十億少、産業用が五百

年の三百十億少から二○一一一○年に

Ｃ）の報告書などをもとに分析し

二百六十万人、一分当たりでは五

達している。感染増の要因として

果、農業用水が圧迫される。北京

人の新規感染者が生まれている計

【ニューヨーク配日Ⅱ時事】国

近郊ではかって農業用の取水が禁

た。中国の家庭用の水需要が九五

連エイズ共同プログラム（ＵＮＡ

は教育不足や、少女に対する性的

算になる。

中国の高齢化が先進諸国と異な

および経済的圧力や、不十分な健

した。

四歳の若者が感染していると発表

（産経新聞一九九八・四・二十一一一）

へと加速する。

る点は、工業化を遂げ、豊かにな

ｌＤＳ）は二十二日、若年層の間

止されたこともある。

年には全人口の４分の１の４億人

る前にそれがやって来たこと。高

康管理が指摘されている。

せることと並んで、政府の緊急課

千万人のうち少なくとも三分の一

それによると、エイズ感染者三

題だ。

●四世紀の展望

目標は２０００年までの総人口

五脈下がっている。黄河は八五年

水の水位がここ五年、年平均一・

状態だ。北部の穀倉地帯では地下

約六百都市のうち半分は水不足

でエイズ感染が増えており、世界

％、２億８０００万人、２０５０

人に達し、２０２５年には出・４

全人口の約皿％、１億３０００万

帥歳以上の高齢者は２０００年に

農村で大きな問題となっている。

の問題が日増しに先鋭化し、特に

また、高齢者人口の社会的扶養

は楽観を許さない。

ており、人口問題を取り巻く状況

源や生態環境に大きな圧力を与え

囲

で一分間に五人の割合で十’二十

世界で1分間に5人

と、貧困人口を貧困から抜け出さ

若年層で
感染急増

齢化対策は、人口の質を高めるこ

皿
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少、九百万人分が減った。

よって、穀物生産が二百七十万

た。九六年には、黄河の枯渇に

が届いたのは五カ月足らずだっ

長くなった。九七年は海まで流れ

から毎年枯渇し、かつその期間も

んがいから生産技術まで、米中の

万少に達する。が、世界の穀物市

の穀物輸入必要量は一億七千五百

によれば、二○二五年までに中国

けられそうになく、ＮＩＣの予測

れでもなお、穀物輸入の急増は避

》えｏ

助を総合経済対策に盛り込む者

政府はアジア諸国向けのコメ援

だ。

職員は二、三人程度に抑える考え

け外部に委託し、援助機関の正規

についての調査や手配はできるだ

技術協力が不可欠としている。

し、国内のコメ在庫を長期間貸し

一九九八・四・二十一一一）

（日本経済新聞

場にはそれを賄う余裕はない。か

を図るため、中国の経済全体のリ

ブラウン所長は「水の有効利用
ストラが急務だ」と強調する。そ

（朝日新聞一九九八・四・二十一一一）

政府はインドネシアなどアジア

才刈傲加鮒関既存公益法人内に

諸国向けのコメ援助について、援

自民、社民、新党さきがけの与

党三党は二十三日、少子化対策の

一環として厚生省所管の社会福祉

・医療事業団にある長寿社会福祉

基金の機能を拡充し、’千二百億

円を追加出資して「長寿子育て・

障害者基金【仮称）に衣替えする

方向で調整に入った。自民党税制

に対し、橋本竜太郎首相が何らか

調査会が子育て減税を見送ったの

経済対策に盛り込む。

付ける新しい方式を採用する。貸

の前向きな対応を求めたため、浮

具体的には国内のコメ余剰の一

ドネシアに対し、九八年度中に六

（日本経済新聞

（読売新聞一九九八・四・二十四）

り込む。

｢長寿基金｣の拡充

一九九八・四・二十四）

合意できれば、二十四日の総合

益法人を指定する。行政改革の流

国際価格より割高な国内のコメを

部を援助用に備蓄するとともに、

十万少前後のコメ支援を行う方針

上した。

れのなかで、コメ援助のための新

を固めた。二十四日にまとめる総

援助機関の運営コストを小さく

で食糧不足が深刻化しているイン

たな機関の創設には理解を得られ

利用することによって生じる損失

合経済対策のアジア支援策の柱と

今後もアジア諸国から大規模な

するために、コメの輸送手段など

ないと判断した。

して盛り込み、コメ輸送費など必

し付け方式を活用することで、単

1200億円

の補てん資金を一般財政から積み

助用のコメや財源を管理する機関

政府は二十三日、経済危機に加

少子ｲﾋ対策に

立てる。コメ援助機関は援助備蓄

えエルニーニョ現象に伴う干ばつ

■■訂

インドネシアに対しては、五十

い。

支援

万少規模のコメ援助を実施する方

年度の財政負担を軽くするのが狙

コメ60万トン

要な経費を九八年度補正予算に盛

ることを決めた。農水省所管の公

イン陣ｼｱに
や損失の補てん資金を管理する。

を、既存の公益法人のなかに設け

ロ隠忍誼

向で調整している。

コメ援助を求められる事態を想定

‘７

囿圖

ダイオキシン発生の恐れ

いるものは仕分けられ、夜のうち

ている」としている。また、環境

焼きが行われているとしたら問題

庁海洋環境・廃棄物対策室は「野

バーゼル条約で輸出を規制する

に野焼きされたという。

は昨年で、年間約三十万少。協議

会」（東京都港区）の推計発生量

進められている。

と対象外品目に分類し直す作業が

電線など様々な廃棄物を規制品目

る。金属を含む破砕くずや廃電線

すと、ダイオキシン類が発生す

い」としている。

銅などを回収する一「再生用原

会の推計によると、輸出量は年間

通産省環境指導課は「エジプト

だと思うが、実態は把握していな

料一として日本から中国に大量輸

やタイで野焼きの事例があるとは

は、特にダイオキシン類が大量発

有害物質の範囲をより具体化させ

出された廃電線の一部が、施設の

約七万二千少で、中国向けが半分

生しやすいとされる。

るため、条約加盟国の会議で、廃

整っていない断江省の農村部など

以上という・断江省が特に多いほ

聞いていたが、中国では、銅、塩

（朝日新聞一九九八・四・二十六）

曰本の廃電線、中国で野焼き

で「野焼き」処分されていること

か、福建省、江蘇省、広東省など

ビともに適正に再生利用されてお

スイス・ジュネーブで始まる「有

に発生するとして、二十七日から

設を検査したうえでライセンスを

入業者ごとに国家環境保護局が施

して輸入される品目について、輸

ら、廃電線など「再生用原料」と

た。出生率と長寿化を一括した高

える動きには、賛成ではなかっ

人ロ減少は慢性不況の原因

減税財源を少子化対策に

廃棄物を野焼きなどの低温で燃や

野焼きとダイオキシン

が、現地を訪れた複数の関係者ら

り、野焼きはされていないと聞い

害廃棄物の越境移動及びその処分

与える許可制をとり、野焼きにつ

中国政府は一九九六年夏ごろか

にも陸揚げされているという。

の規制に関するバーゼル条約」の

線は燃やすとダイオキシンが大量

技術作業部会（ＴＷＧ）でも、輸

少子社会と長寿社会は別

齢化という概念が生まれたのは、

しかし、今年三月中旬、再生事

高齢化は通常、高齢層の全人口

いても規制を強めているという。
業を視察した関東地方の電線回収

に占める割合で示される。高齢化

出を規制すべきかどうかが協議の

約を所管する通産省、環境庁とも

業者は、断江省の農村地帯で、廃

長寿化と少子化が殆どどの先進国

対象とされている。しかし、同条
「中国国内でも適正な再生が行わ

は、高齢層の生命延長と出生率に

ポリ塩化ビニルやポリエチレン

び込まれ、昼間は六’七人が被覆

廃電線が一度に十’二十少ずつ運

用した五百平方腕ほどの敷地に、

えられる。この意味において、私

は、少子化が含まれていないと考

含むものであるが、長寿社会に

長寿化とともに出生率の増減をも

る。わが国の合計特殊出生率は、

一○が人口維持水準と言われてい

す。通例、合計特殊出生率、二・

む子供の数を合計特殊出生率で示

出生率は、女性が一生の間に生

でも同時に現れたためであった。

電線の野焼きを目撃したという。

で被覆された廃電線は、老朽化に

の樹脂をはぐ作業をしていたが、

は、高齢社会を長寿社会と読み変

よって決定される。高齢化には、

よる交換や工場の解体などで発生

細すぎたり鉄で被覆されたりして

それによると、畑の遊休地を利

からなる「電線リサイクル協議

する。被覆電線回収業者四十五社

態を把握していなかった。

れているはずだ」と、野焼きの実

函

の証言から明らかになった。廃電

囲
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高齢者、女性の活用などをするこ

口の絶対減を意味する。後者には

対減、税収、年金負担者、消費人

すが、前者は、生産年齢人口の絶

れも生産年齢人口の減少をもたら

少子社会と高齢者社会は、いず

えてみたい。

別して考え、それぞれの特徴を考

この際、少子社会と長寿社会を区

位において長期推計としている。

メリカの経済は株価を見ても、そ

化を克服したのである。日本とア

’九となり長寿化はあっても少子

し、アメリカの出生率は、二・○

までは少子社会である。これに対

社会で一一○二六年から一一○五○年

ができる。二○二五年までは高齢

後は、有効であることを知ること

あって、出生率の減少が相当期間

を比較すると六十六万人の減少で

人口は、二○一一五年と二○五○年

えてみるⅡ以下、表①参照。高齢

次に今後の人口動向について考

毎年１兆円の需要減

齢人口一人当たり二百万円の所得

五百二十九万人減少する。生産年

（中位）で、’九九五年に比べ千

産年齢人口は七千百九十七万人

の推計によれば、二○二五年の生

国立社会保障・人口問題研究所

る。

賄うための最も有効な手段であ

緩和することは将来の財政需要を

ると思う。従って現在の少子化を

理、整備にさえ、事欠くようにな

し、現在作っている社会資本の修

の年金負担者も税金負担者も激減

前半までの結婚に一組あたり六百

対策として一一十歳代から三十歳代

八千億円となる。従って、少子化

も一人当たり二百万円とすれば約

万人の子供が失われている。これ

られていることとなり、結局四十

で、この間約四十万の出生が避け

生まれる可能性がほとんどないの

日本では、結婚以外では子供が

円のデフレ要因である。

百万円かかるとして十四兆九千億

九八○年並みとすれば、｜結婚六

もし、’九九五年の未婚率が一

’九九五年で一・四二であり、こ

とで、税金等についても生産年齢

の子供の出生一人につき二百万円

万円の所得控除を認め、同じ時期

れに将来見通しを中位、高位、低

人口の三分の二程度の負担能力は

減として三十兆円のデフレ要因が

給休暇を与え、労働者としての

ある。この間約三十年あるので毎

キャリアを継続させ、又、保育所

の差は歴然であるが、ついこの間

30代後半
30代前半

20.1

32.6

37.3

あると見られる。

一九九五年の生産年齢人口八千

問題をなくすことも必要である。

の所得控除を認める。さらに子供

家思想や経済思想において本質的

は五千四百九十万人と約三千二百

七百二十六万人は、二○五○年に

年一兆円ずつ需要が減少してい

な差はなく、相違点は、アメリカ

人口構造そのものに約十六兆円の

までの］：自四ｍＨＥ目ワ田・・ロの

人のほうが愛国心が強く、しかも

万人の減少が予想される。この間

る。この時期、緊縮財政を唱えた

デフレ要因を持っているのであ

出生の場合、母親に二、三年の有

５ｏ』０６

・４９２
８１１２

合計特殊出生率が二・○’九と一・

に六十四兆円のデフレ要因があ

を少子化に向けることだと思う。

ると、この際必要なことは、減税

慢性的な不況の原因であると考え

とこれに伴う人口減少こそ長引く

るようになったが、現在の少子化

うになる。

率についてみてみると、表②のよ

上昇が大きい。それを男子の未婚

原因は、二十代三十代の未婚率の

一方、合計特殊出生率の低下の

結婚、出産に所得控除を

が、かっての輸出優遇税制を考え

影響を与えるという批判がある

とに対して女性の決定権に国家が

化対策に税制上の優遇を与えるこ

となるであろう。この場合、少子

橋本政権は、正に天につばした事

ようやく減税も政治の舞台に上

る。

く。

Ｆ１

四二の差である。

が夢のようである。両国には、国

(単位：％）

【表②】

ｎ００１上［【Ｕ
、色１Ｌロ几宝

2050年

高齢者人□
生産年齢人口

（ｘＵ句、Ｕ向／』

Ｌａａ

６７０

７リサ

７１４

21.5

1980年
1985年
1990年
1995年

２９９
８７５

1995年
2025年
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現在の少子化が続けば二十一世紀

乳９

(単位：万人）

【表①】

（社会評論家伊部英男）

見込むべきであろう。

現在の扶養控除三十八万円のご

（産経新聞一九九八・四・二十七）

てみればわかるであろう。
ときでは、全く根拠がない。二百

万円と保育費、教育費、介護費を

九百十八万人で、前年より三十三

全国の十五歳未満の子供は一千

拍車がかかっている実態が明らか

口推計で、少子・高齢化に一段と

で発表した今年四月一日現在の人

囮悶脳鵡粥謝似拍車

万人減って戦後最低を更新し、六
になった。

男女別では男子が九百八十三万

十五歳以上の高齢者人口（二千二

1５

'950年6０７０８０９０９５９６９７９８
０

判

００
２

年齢区分別人口の割く□・％

６
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ろ割合も七九年から二十年連続で

％で最低だったが、全都道府県の

総務庁によると、日本の子供の

中で唯一前年を上回った。

二万人と初めて一千九百万人台を

数は九九年四月には一千八百八十

少子化の進展により、総人口に

前年を下回った。

占める十五歳から六十四歳までの

も二○○○年に一四・七％、二○

割る見通し。総人口に占める割合

生産年齢人口の割合も六八・八％

と前年比○・三ポイント低下し、

（日本経済新聞一九九八・五・五）

みている。

’○年に一四・三％に落ち込むと

減少傾向が続いている。

道府県別（九七年十月一日現在推

総人口に占める子供の割合を都

計）にみると、最も高いのは沖縄

県の二一・○％・東京都は一二・七

の割合は一五・二％

総人口に占める子供

日、「現在の世界の平均寿命六十

世界保健機関（ＷＨＯ）は十一

【ジュネーブⅡ曰Ⅱ吉田秀雄】

る。

する子供が半減するとも予測す

年間一千万人いる五歳未満で死亡

せず死亡している。また、現在は

国人口の四人に三人が五十歳に達

世界の平均
「二○二五年には門歳」
で、前年より○・三ポ

に延びる」などと予測した、一九

六歳は二○二五年までに七十三歳

園
イント減少し、高齢者

九八年世界保健報告書を発表し

の老齢化。単に平均寿命が延びる

だけでなく、少子化が進むから

○・六ポイント増加し

報告書によると、途上国でポリ

は、一九五五年に五・○人だった

だ。女性一人当たりの子供の数

た。

オやハンセン病など伝染病の病気

子供の減少は出生率

が絶滅、あるいは激減する結果、

のが九五年に二・九人になり、二

の低下が原因。子供の

○一’五年には二・三人と減少す

二○二五年までに平均寿命五十歳

未満の国はなくなる。現在は途上

間連続で前年を下回っ
ており、総人口に占め

数は八二年から十七年

た。

反面、問題となるのが人口構成

の割合は一六・○％と

が四十七万人多い。

人、女子が九百三十六万人と男子

１０

十四万人）を下回ったｌ・総務

2０

子供人口，百万人

庁が「こどもの日」を前に四日付

2５

l l Ili Iil i l

3０

年、

齢区分別人口の割合と子供人ロ

5０

こゆ－す弓ら､お－らむ

備蓄制度への理解を深めてもらう

して手取り収入を補てんし、将来

のため、当面は輸入差益を原資と

る。現在五十八億人の世界人口は

予想されるが、うち六十五歳以上
狙いだ。すでに米飯給食を行って

農水省は麦作政策の改革案（素

らすと同時に、子供たちにコメの

の人口は三億九千万人から二倍以
いる小中学校や養護学校などが、

案）をまとめ、皿日開かれた自民

政府米をプレゼントし、在庫を減

上の八億人になる。ラテンアメリ
米飯給食の回数を増やす場合に

的には補てんをゼロにする。ただ

八十億人と一・四倍弱に増えると

カ、アジアなどの途上国の多くで

限って対象とし、九月の新学期か

党総合農政調査会に報告した。価

國臓緋鰍織鯲鮒噸

は増加率が三○○％にも達し、報
ら交付する見込みだ。

プの大きさ、絶滅したと思ってい

が、貧富による健康状態のギャッ

記者会見で「報告書は楽観的だ

また、中嶋宏ＷＨＯ事務局長は

しかし、農水省は、昨年十一月に

万二千校に約十万ノを売却した。

売を続け、九六年度は、全国約三

の米飯給食向けにコメの値引き販

度から、小中学校や養護学校など

大に役立てるため、政府は七六年

学校教育の支援やコメの消費拡

入れているが、内外価格差は５倍

国産麦は、政府が無制限に買い

は未知数だ。

価格差の解消につながるかどうか

減を狙うが、消費者にとって内外

を引き出して品質向上とコスト削

償制度に切り替える。農家の意欲

原理を導入し、保護政策を所得補

格決定を民間流通にゆだねて市場

旬までに「大綱」を決定し、２０

生じさせる可能性もある。

造は変わらず、新たに財政負担を

ための負担を賄い切れなくなる構

まま生産量が増えると、補てんの

し、麦作のコスト削減が進まない

する。

た伝染病の再発生など問題は依然

財政再建を進める立場から二○○

決定した「新たなコメ政策」で、

（朝日新聞一九九八・五・十一）

四千少（約三千六百万食分）を学
校給食用に無料提供することを明

に廃止する方針を決め、給食向け

○年度までに値引き販売を段階的

費者へのコスト転嫁型の価格支持

ザャを解消している。こうした消

に達し、輸入麦の差益で国産の逆

方針だ。

ている。製粉業界からも「輸入側

ド合意）など世界的な流れに反し

【高橋秀郎】

（毎日新聞一九九八・五・十三）
に代わりの支援措置をとることに

策は、１９９５年に発効したＷＴ
月末現在の国産米の政府在庫は、

の希望が全く伝わらない」（大手

Ｏ農業協定（ウルグアイ・ラウン
適正水準といわれる百五十万少を

メーカー幹部）などと不満が強

純計算で３分の１以下になる。こ

新制度では、国産麦の価格は単

かった。

大幅に上回る二百六十七万トンに達
（読売新聞一九九八・五・十二）

している。

四年連続の豊作などで、昨年十

していた。

格（生産者麦価）が決まる来月上

同省は、邪年産政府買い入れ価

多い」と述べた。

途上国でより先鋭化する」と予測

告書は「老齢化問題は先進国より

農水省
が素案

００年度をめどに順次切り替える

値引き廃止で支援措置

農水省は十一日、国産の備蓄米

備蓄米4千ﾄﾝを
給食Ｈ１に無鵬供

らかにした。コメ余りでだぶつく

５Ｊ

■麹■

恋愛６４．８

ない

なるべく皐嘔

査会から発行される予定だ。

告書として毎日新聞社人口問題調

夏、専門家による分析を加え、報

なった。調査結果の詳細は、今

にもかかわることが浮き彫りに

回答）の上位は、①仕事や勉強が

６割弱を占める。その理由（複数

りだが、今はまだしたくない」は

らないが、「いずれ結婚するつも

ている傾向は前回卵年調査と変わ

③自由がなくなる④若過ぎる⑤趣

したい②ふさわしい相手がいない

化問題の周辺

雄、小林雅喜、宮澤恵三

【佐藤正伸、浜田重幸、中本輝

「自由がなくなる」は加年調査よ

味を楽しみたいｌの順。特に、

り６．１ポイント増えた。

さらに、①と③、⑤を選んだ人

に結婚と両立しない理由を聞いた

る。

財産などより、人柄を重視してい

年代を問わず、学歴、容姿、親の

結婚条件のうち、既婚、未婚、

わせて半数を超えた。

育てに時間をとられるから」が合

ならなくなる」「子供ができ、子

ところ、「家事に専念しなければ

蕊灘

囲進
の進行だけでなく、日本の妻と夫

化の原因は、シングル化・晩婚化
との関係、家庭生活の在り方など

未婚女性の大半は、結婚願望は
趣味と両立しないのではないかと

ついて明快に解説している。少子

見合い1０

「夫は家事に協力を」６割
「結婚、今はまだ」も同程度

心配し、なかなか結婚に踏み切ら
ないｌ・毎日新聞が２年ごとに

行っている第型回全国家族計画世
論調査の結果が旧日まとまった

が、国立社会保障・人口問題研究

Ili l liliBl iLIil

所の阿藤誠副所長が少子化問題に

いずれは結婚する つもりだが

i蕊iii簿

釦妬頸如露如帽旭５０

蕊蒙懲
鯵繩灘鶴

あるが、結婚生活と自分の仕事や

化

厩

未婚女性の結婚観(数字は％品の他､無回答は除く

5２

にゅ－すふぉ－らむ
☆未婚者☆

☆既婚者☆

１０－－℃轄姻碑字蝿阪●で－－－￣￣’

●子供の政●
◆妬なたは、何人子供が欲しいと足lいますかｇ
欲しくぱい】１．０（９．４）
１人７．０（５．８）
２人５５．１（54.3)

◆ａ〕あなたは、人生老らう１回やりなおすことができ
るとしたら、もう一度いまの夫と始姻しますか゜
する２５．２（24.9）
多分゜する鍋.）（29.4）

質問と回答

３人２２．８（24.8）
４人１．４（1.9》
５人以止０．６（0.7】
◆あなたは子供芒産み、育てることはましＬ＄ことだと思

多介し鉱ぃ２５．４（30.1）
しない10.4（１２．８）
◆ｂ）＜ａ）で「多分しない」ｒしない」と否えた方正

畝字は鮪。短故lin苫はIDO鰯を超す。その他、鰍1,1番は
議席。カッコ内は刺而I、l998OVR鯛寅。

☆対象者全巨lへの質問☆
｜●少干化巳

◆あなたの理想とする子供政は同人ですか。
子供は欲しくないＩ.３（３．１〕
１人４．１（3.6）
２人４５．６（45.2）
３人38.8（40.6）
４人４．９（5.3）
５人以!：１．１（1.3）
◆迅近、日本では干供の政が減って嘗ていますが、あな
たはこのことについてどう思いますか｡
非斌に心q肥22.1（17.0）
少し心配５６．２（62.3）
あまり心配ではね:い１９．６（ＩＢ.Ｏ）
むしろ笹ましい1.0（0.9）
◆子供の政が減っていること（少干化）について、■は
どうすればよいと思いますか。
国lHk掴掩的に出生榊加のだめＩＤ砲痢をすすめるべきであ
る１１．５
ｍは了可て国境CD改衙につとめるべきである６３．２
少ア化で咽ることはぱいから、国は何もする必函感ぱい
0.8
了０k麩逓⑰逓家ないば例々人の阿田なので、IOUが面1厘ｍ
を旧すべきではない23.0
◆少子化に､U辺して、政府あるいは1重1泊体に何に鱒ゴル
てほしいと思うことは同ですか｡（二つまで）
帖蛾ｎＩｒを毎す手Iu)け(狗兇占いパーティーのIﾉﾘl肺など）
１．９
輪蝦のための睡済的支､ﾛ（化隅FQの補助など）１２．３
子育ての雛iﾁWyl支掴(ﾘ｡京下当の充典､111敵一一吋金届Kと）
４３．１
丁Ｕ(の牧両碗の支掴(侭案料の引き下lyUや咽L半金の墹額）
４８．８
仕巾と家座の両立支掴（公立の鰍WT所や商児休勲制亜の
充昶）４０．８
９１性の家耶・向児拳加暹促すための政鯛翻力（半腔孜ｆｙ
など）１１．０
企瑛CDmjfl成行迅正のための政煎舜ﾉ」（労働町Ilu観llfI、
向児休典取而牢のＩｒｉ上など）２０．３
符に毬い（必凹はい）5.0

いますか。

◆あなたが'1,学生のころ、あなたの父娩は次のどのタイ
プでしたか｡
戒頓七千円~ても母U1匹ぜ４８．８
率蜘は町税任せ、子河てに岫圃ﾉJ的２８．８

家取には出力的、子向ては円洩任せ３．０

頭頂も子？\てにも協力的１４．９
◆あな化は姶畑して（するとして）、どのような家虚老
豆みますか。

机と岡畷で、１２１分は､､唖３．６
机と岡廟-で、ｒ1分はｲｲ典１７．８
机と別飼で、ｎ分1J厭戦２０．１

硯と別KWで、［1分体荊助２２．６
鯛とElljkpIで、Ｉｑｌ分はパート３１．７
◆あなたは始蝸して（するとして）、夫に対して次のど
れをＭ御していますか。

家巾も育児も回分[１ｺ,、で午りり、火には仕耶に専念してl承
しい３．７
本VVは自分超'二↑でよいが、ＦＹﾘUは宍に園力してほしい
２８．５
円兜は闘分だけでよいが、＊Ｗは夫に|厨力してほしい
１．８

なりＨｂ育児も犬に燭力し~てほしい57.1
玄取色阿児もすべて夫と半々でやりにい７．３

●同せい●
◆近年、欧米89国では枯姻前I己同せいする若いカップル
が■えていますＣあなたは同せいについてどう随｛いま

火が率蜘・】F打てにuWj的ではｵｴいから24.1
火の収入が砿iAO寄る（以人がｌ;がらない）力､ら１５．６
F1分のしたIrYhJIを曾晄けられないから８.o
r1分のしたい趣味、レジャーが蝿はらｵlないから７．４
ﾔﾋ格が合わないから３８．３
ERUIkが合わないから１７．８
◆ａ）あなたは、あと何人干似が欲しいと瑠いますか｡
(らう>賦し＜ない６６．７（64.2）
(あと）１人1９．５（20.0）
〔蝿と）２人７．１〔８．３）
(あと）３人１．２（１．４）
(あと）４人0.1（0.1）
(あと）５人以上０．１（0.0）
◆ｂ）＜ａ）で「子ＵＩは（ｂう）欲しくない」と答えた
方だけに＞欲しくない主な理由は、次のうちではどれ
ですか。（二つまで）
子映を育てるには紋而Bqなどがかかるから４１．２（38.9）
子lj(の、剛をみるの越体が皮11為から１４．４（１１．１）

子似雀向てるには辿半やしつけ態ど笂箭労が多いから
１２．９（17.0〕
'二1分が鰹くには子似が少ない〃がよいから3.1（４．３）
子供が少ない力か化旙を楽しめるから２．１（1.0）
住宅が狭いから４．８（５．８）
焼宅lコーンはどの文Ｗいで＊ilIが苫しいから８．６（６．５）
環境iU染などでＦＩＩ(のlwl米に不安があるから8.0（６．９）
欲しいだけ05面ん超から４０．３（40.4）
◆ｃ）＜ａ〕で「子供が欲しい」と香えた方正けに＞欺
しＬ､主なｎｍｌ±、次のうちではどれですか。（二つま
で〕
畝ししＶ６:け飯んでいないから２３．８（24.1）

子ＩＩＬが多い牢晦化l亜しい力､ら４９．３（41.9）
生撫が空正したから２．１（１．９）

せんか。
舷るぺ＜151＜艀j蛾したい幻1.6
いずれは飴蛾するつ⑤りだが、今はまだし危くない
５９.Ｕ

－･ヨ:砧蛾するつむのは芯い５．６
◆ｂ）＜ａ）で「早く魁蛾したい」「いずれl惑岾蛸する
つもり」と答えた方だけに＞砧蝸仮、鯉との同ojF｣層
について、どう晒Ｉいますか。あなたの岨と泪手の観、
それぞれについて答えて下さい。
＜あなたのBl＞
砧嫉HQI後から－輯に伽③５．４（４．９）
OJjNL戯し'よらくしたら一鞭に伽⑩６．７（8.0》
幌が型つだ⑪、１人になったら他む４２．９（42.8）
－淵にはllZ舐ない２８．４（28.9）
＜ＨＩｒＦの､｣＞
OiU1蛾血晩から一IUEに、(⑥７．７（５．２）
&Di蛾隆しI訳らくし庇ら－Ｗiに(r⑩８．４（９．８）
浬が四一〕たり、］人にJtj:つたら化⑰３９．７（40.0〕
－－帖にはⅡ;懇ない26.1（27.9】
◆ｃ）＜ａ）で「いずれ崎鰯するつもり」と答えた方だ
けに＞なぜ、まだ婚姻したくないのですか｡（二つま
で）

今はltulJや勉組がしたい３８．３（35.1）
命はkgulIsを楽しみにい1９．４（16.1）
tfIIIlがなくなる２９．５（23.4）

軽菰的に余摘が柾＜なる１２．７（0.7）
軸鰯岡金が辿りない８．６（l】.３）
JB過ぎる２６．７〔30.01
ふざわししＶｍｆ力fいない３１．６（36.2）

机、兇弟の此I倒孟みち[けｵＴｌよむくらむくい0.9（】､２）
◆あなたのご両岨の鯵、空調:は幸せそうですか（でした
か）。
幸せ２３．９
多分輯せ５１．９
多分顎世ではない】３．３
幸せではない８．１

狐jのγが欲しいから８．６（10.4）

山[のグが航しいから１８．５（22.2）

老裡、.□のよりどころになるから9.0（１０．８）
樫徴、IHI蕨1ＷにOfiりになるから0.7（0.4）
塞黛を鞭いでくれるから０．２（0.1）
子縄が他えないから3.0（２．２）
ｙと知の政が少鉱いと、ｆ似にとってhfよし＜ないから
４１．４（45.3〕
◆ａ）あなた方ご夫婦は二週鉦正したことがありますかｏ
輿従火打している５４．１（鉛.０）
niiに尖行していた九八今はやめている２３．１（21.2）
－－血も災iオレにことがない1６．７（16.0）
◆ｂ）＜ａ〕で「現在実行しているｊと答えた万JR9吋に＞
いつ迅低老始めましたか。
飴BO1iiliから別.４（23.4）
軸斯濁ｕｊから１２．５（１０．０〕
-「｡〔が１人嘘よれてから１４．３（17.8）
-j2供力｢２人喉讃１１てから３１．５（３１．０）
ｆＵ(が３人以l:生よれてから１７．０（16.1）
◆ｃ）以在週妊に使っている方法は主にどれですか。（二
つまで＞
オギ′工(ＫＥ好I祭猷GLi８．４（８．１）
班幽体必睦８．２（８．９〕
lPk交uII鯉法７．４（９．８）
コンドーム（サック）７７．８（77.2）
洗耐法ＬＩ（0.5）
避妊塾（錠剤、ゼリー、フィルム）０．８（0.5）
リング（ＩＵＤ）３．１（３．８）
飲む避妊錨（ピル）１．１（1.3）
不妊千崎（錫はた）４．６（５．３）
不妊手術（火）１．２（１．２）

◆あなたは、これまでに、人丁肝鴎中姓の手術種受けた

◆あなたが賭蛾する時、梱乎の鰹との同屈をどのように
再えますか。
lh帆DBしなしＴですおりj性を亜ぷ１４．５
でされI刺｡U殿し敏いです｡ﾘﾘﾔﾋ雀凹ぶ50.4
1iGuできるﾘﾒIIIZ缶咽ぶ１．１
でされＩJmlil魁できるﾘj住を理ぶOB
どららでもよい３１．１

●キャリア志向●
◆＜現在、働いている方正げに＞あなたは、いつまで仕
牢転嫁けたし､と思いますか②

一生晩けたい２４．８（25.4）

鮒鏑するまで１９．７（23.3）
~j孔IDLがﾉにまれる未で１２．６《13.4）
軸婚、IlIdirでやめ、子IjtがMH壁した後1りびぬきたい
３０．５（27.0）

◆あなたが働いている主な理由は、次のうちではどれで
すか。（二つまで）
小追いを御るため３８．０（38.2）
ＩＪＩ蛾魔金逓ためるだめ１７．５（15.9）
砧蛾柧乎迂探すため1.２（】.⑪
半寅毎脚ろだめ２．４（１．１）
＊jlf種助けるため７．５（7.3）
＊裟廷から仏０（ＬＯ）
雌力遥生かすため１８．９（20.8）
従済的に向立しだいから３２．７（32.6】
生きがいだから10.0（10.5〕

Ｍ金的型野佳lZ(けるため３１.】（32.9）

ことが必ｂ寵すか。

月正日から３日王国、｜層

大の収入が少怠いから２１．２（20.4）

生き力nfbだから１４．１（15.2）
ＩＩＬ公1Ｗ雛野を【畠けるだめ22.0（22.3）

別・１％（船年調査

在実行している」が

比２．５ポイント

減）と減少傾向にあ

％（１．９ポンイト

増）と増加傾向にあ

る点だ。中絶経験者

は羽・１％（２．９ポ

イント減）だった。

避妊開始時期が「結

「子供が２人生まれ

婚前」四・４％、

てから」別・５％と

高い数値を示したこ

とは、避妊の定着と

ともにますます計画

出産の意識が高まっ

ているといえよう。

また、「避妊に失

敗したら子供を産

む」ｎ．９％が、

「人工妊娠中絶手術

を受ける」配・９％

を大きく上回ったこ

とは、少子化社会が

問題になっている昨

る反面、「前に実行

Ｉ】色

子供の欽向幽遥翻るため２７．６（踊.l）

住宅ローンを越すため１３．３（,0.4）
＊典だから１６．６（１４．８）
脆'｣を生かすため９．０（9.3〕
軽摘的に尚正したいから１４．２（,3.7〕
了0K畳行て曙わってIltIlI1があるから１３．９（15.0）

全国の満肥歳か、ｂ、

」

していたが、今はや

●働く碑由●
◆＜現在、工事以外に仕事を持っている方定けに＞あな
たが働いている主なUEFtbは､どれですかａ〈二つまで）

Ｌ｛以朏ｕｎｄ９１０ｈＡ－と』汗、弟

堂I】たことはkKい７２．０（U０．４）
１【''１１５．３（１５．８）
211Ⅲ５．１（７．７）
３１''１１．８（ＬＵＪ
dＩｌＳｌｕ３（0.6）
５Ｍ０．３〔ｏ･Ｉ）
６１０１１０．２（0.1）
７ＩｄｌｌＯＯ（0.0）
ＢｌＨｉｌＯ」（０．１）
ＤＩＯ11以上０．０（0.0）
◆あなたは、人工虹短中姓についてどう昭lいますかＣ
ＩＦ:ＩＯＤろ２５．４（23.1）
兼ｒＩ:191きで縄ぬる５０．７（61.2）
&御bない９．８（１０．２）

めている」が羽・１

●親の面倒●
◆あなたは、者Utの■らし老干供（養子・養女種食む）
に餌ろつもりですか｡
価るつらり10.7（]１．４）
価るつしりは窓い５１．５〔51.3）
可えたことがぱい３５．９（36.イ）
◆子供が老父田の面鐘I竃みることを、あなたはどう思い
ますか｡
よし､禰阿(しきたり)だと四う1３．６（１６．２）
了IILとして新たり醜の艇筋起と似う；１８．８（3Ｉ.8）
毯人のだめの施扱（老人ホーム）や制度（GI《金など）が
不胸ばか0つや心を町ない２０．０（21.1）
よい価詞疋と1,1皿わ趣い８．９（９．５）
わからない１２．０（１２．５）

●桔姻観、親との同居●
◆ａ）あなたは、現在必蝿したいと思いますか、思いま

興韮口票を預けて答

すか。
よい２３．６
どちらかといえＭ『よい３７．３
ど場らかといえば麺Iい３０．７
囲い５．８
◆あなたは、これまでに同せいしたことがありますか。
現征同せいしている0.7
以河はあるが、狐任はIITせいしていない８．３
忽ぃ89.0

楽しし､と山う４５．３
どぢら力､といえばﾂ9§しいと似う36.B
どちら力､といえ1J『楽しいとは忠わ種い１０．７
蕊しいとは似わない５．５

人が水ＷＩ・子何てにＩ｝を91}し?すぎるから４．０
火力『n分の税（脱、）とう鋲くいかなＷb､ら６．５

●週妊・中絶●

●結婚旗●

風，

けに＞その埋由は何ですか、（二つまで）
人の税（税IMI）との､『り、いがうまくいか“いから
２２．３

蝋纈

故供些

未婚女性の性に対する考え方は

今、子供を持ちたい

前の帥年調査と比べてｕ・０ポイ

交渉がある」は蛆・９％で、８年

を経験している。さらに、「現在

６割弱が旧歳までに最初の性交渉

ントも増えた。また、性体験者の

という潜在的な気持
ちの表れかもしれな
い。避妊方法につい
ては相変わらず「コ
ンドーム」が万・８
％と圧倒的で、その

他の避妊方法には大
た。

きな変化はなかっ

時、困るから」別．
４％、「社会的に認

知されていないか
ら」酊・７％ｌだった。

７割強、卯代の６割強がこだわっ

行動にも如実に表れている。「性

婚外子については、ｎ代後半の

４人に３人が同せいを肯定し、婚

ていない。「状況によっては婚外

一段と開放の度を増したようだ。
外子（法律上婚姻関係にない男女

子を産む」は姐・４％で、「産まな

についての質問に、「親と別居

結婚してどういう家庭を望むか

た。

のホンネがより現実的に表れてき

問題、親の世話などの面で、女性

高齢社会に突入し、親との同居

で加年調査より３．２ポイント低

避妊を実行している」は弱・０％

いが、「人工妊娠中絶を認める」

はね・１％で朗年の巧・２％を上

回った。特に、加代後半から釦代

前半のキャリア女性の６割強が性

交渉を持ち、避妊に注意する割合

めているのが目立つ。

も高く、人工妊娠中絶を８割が認

いですむ男性を選ぶ一ロできれ

同居問題についても、「同居しな

さらに、結婚の際、相手の親との

未婚女性では図・６％に達する。

働く」が全体では別・３％だが、

し、自分は常勤の仕事かパートで

別居希望Ｍ％、未婚者に顕著

から生まれる子供）についてこだ

い」が弘・７％だった。産まない

未婚女性 の性行 動と意識

わらない人が６割強に上った。

て子供を産みたいから」髄・４％、

理由（同）は、「きちんと結婚し
「経済的に大変だから」妃・２％、

同せいの肯定派は、既婚者と比

「子供が不利益を受けるから」羽

べて別ポイント余り多く、否定派

（複数回答）の上位は、「親や親

こうした意識は、未婚女性の性

・７％ｌが上位。

も帥ポイント少ない。否定理由

類など家族によい心証を与えない
から」佃・０％、｜子供ができた

後半前半後半前半後半

鐘

全体１０代２０代２０代３０代３０代

9６今回
9４
9２
9０
1９８８

ｊ２

ことがある

鯉

卵、

数字は％、無回 答は除く

'１

（数字は

妊娠した

婚外子肯定が６割

避

％ａ

雨…遜……

5‘

にゅ－すふぉ－らむ

に上る。

子供に頼るつもりはなどと答えない」別・０％、「よい慣習（しき

対しては、「子供として当たり前イント減、加年比では４．８ポイ

（祖散回答、上位4位）

育児の季伝い￣、：二
生活費の補助一一経済的な狙助
柏神的な心の支え■函-拍神的…支え
家事の手伝い団、介感

る一方だ。「結婚・出産でやめ、る鈎碆剥剛馴麺暖鑪卿紘宅立

灘一鑑蕊蝿翻纈

廻附繩川棚識》ｈ許鍔勢峠川祉晩、》罐》鱗剛剛鯛馴鯏麹祷瀦噂費を

子供が成 長した後
再び、ざ たい

３０．５紹婚・出 産でやめ

一生続け たい

､８

０

結婚する まで

２

1９．７

出産する まで

５

１

０

１

「子育てに専念するため、仕事を
を切った。

働いている理由（複数回答）家に入れている」は６割を超え屯
は、「小遣いを得るため」羽・０これに対して、結婚している女

鏥年調査と大きな違いはなかつ理想とする子供数の１位は、既

結果と同じだった。平均では既婚

朋人。また、より現実的な指標で

者の場合が２．詔人、未婚者は２．

「欲しくない」未婚のｎ％に初めて２ケタ

錐鷲灘蝉囹「欲しくない」未婚

だった。

の加年調査と比べて激減し、、％部、親から援助してもらってい

とらなかった理由（同）の１位は

のはｕ・１％にとどまり、休暇を

た、育児休業制度で休暇をとった

から」がじわじわ増えている。ま

を得るため」「夫の収入が少ない

況を反映してか、「子供の教育費

性の働く理由（同）は、長引く不

５０５
３３２

(数字は％、その他、無回答は除く

やめてしまったから」がｕ・０％

軒ｌ釧１１吋ｌ小

いつまで仕事を続けたいか

る」「家計は親にまかせて一定額を

の”結婚退職不就労型〃は、８年前

1990９４9６今回

ば」を含む）が未婚者で“・９％

のうち、結婚直後から自分の親、

の義務」犯・８％、「老人のためのン卜減った。

－□＝□

６

たのは全体の半数以上を占めた。たり）」旧・６％ｌの順で、「よ
だが、老父母の面倒をみることにい慣習」は的年調査比で２．６ポ

あるいは相手の親と二緒に住

施設、制度が不備だからやむを得

（数字は％、「親はいなかった」と無回答を除く）

ﾛ向臓譲啄::同

１５．

また、結婚願望のある未婚女性

む」と答えたのは５～７％強にす
い」は２割台だった。しかし、既

ぎなかった。二緒には住まな

ことがあるか

もらったことがあるか

未婚女性のキャリア志向は強ま

亟結婚退職不就労激減し，割切る

婚女性の６割強が自分の親から育
児の手伝いや生活費の補助を受け

ことはないみたみた

定期的に不定期に面倒をみて
みてもらったみてもらったもらったことばない

面倒をみた不定期に定期的に

一方、「自分の老後の暮らしを

●親に対して面倒をみた
●親から面倒をみて

現在働いている未婚女性は

允。だが、「自分の収入だけで生婚女性の「３人」に対し、未婚女
活している」は妬・２％で、二性は「２人」で、過去２回の調査

5５

ているのが現実である。

既婚女性と親金銭的、 労力的なかかわり

欲しいか」の質問に「欲しくな

未婚者を対象にした「何人子供が

査の２．躯人からやや後退した。

加子供数）は２．加入で、船年調

ある希望子供数（生存子供数十追

と答えている。この「楽しい」と

い」（「どちらかといえば」を含む）

「子供を産み、育てることは楽し

．４％・一方、未婚者の配・１％力

「面倒をみるのは体が疲れる」Ⅲ

しいだけ産んだから」如・３％、

歯止めがかかるのであろうか。問

進があれば、今日の少子化傾向に

それでは”エンゼルプラン〃の推

ができる。

いる人々の圧倒的願望とみること

子育てに最も直接的にかかわって

ることによって、わが国が男女共

一層用環境の改善・子育て支援を図

の家事・育児参加を促し、女性の

で日本型雇用慣行を変革し、男性

家庭）があると分析した。その上

女の役割分業観（夫は仕事、妻は

仕事優先の企業風土、固定的な男

両立を妨げる固定的な一雇用慣行と

を発表した。この審議会報告書

では結婚後のパートナーに対する

ることが分かった。未婚女性の間

、１

い」はｎ．０％と加年の調査開始

は少子化の主な原因が、夫婦の子

題はそれほど単純ではない。それ

の必要性を訴えている。

同参画型社会に転換していくこと

思っている未婚者のうち、「少子

供数の減少ではなく、シングル化

以来初めて２ケタに乗った。
た。

今回の調査によると、未婚女性

の大多数は、生涯独身志向を持つ

は、少子化の直接的原因であるシ

というよりも、結婚生活が自分の

人は、少子化を「心配」と答え、

ングル化の背後に、仕事と家庭の

題審議会は、各地域の市民会議、

昨年、Ⅲ月末、厚生省の人口問

である。

・晩婚化の急速な進行にあるため

化が心配」な人は宿・９％に上っ

既婚者の子供が欲しくない理由

（複数回答）の上位は、「教育費
などお金がかかる」虹・２％、「欲

国立社会保障・人ロ問題研究所副所長阿藤誠さんに聞く

４人に３人は何らかの対策をとる

いう懸念から結婚をためらってい

均で子供２人の水準を下回ってか

べきだと答えている。そ

仕事、趣味、自由と両立しないと

ら、すでに羽年がたつ。”１．所

の対策の中で強く望まれ

取を踏まえて、「少子化」報告書

ショック“からでも８年を経過し

ているのは、教育費の支

多くの分野の有識者からの意見聴

た。政府は１９９４年に少子化対

援、児童手当などの経済

男性の家事・育児参加を

策として、いわゆる〃エンゼルプ

的支援、保育・育児休業

日本の出生率が、１人の女性平

ラン“を策定し、子育て環境の改

などの仕事と家庭の両立

え・汀、亦匹

（毎日新聞一九九八・五・十四）

る。

的な見直しを迫っているのであ

事と家庭の在り方について、根本

る。「少子化問題」は、我々に仕

とんど期待できないのが現実であ

マン家庭では、夫からの協力はほ

い。しかしながら多くのサラリー

家事・育児への協力期待が大変強

善を重要な政策課題のひとつに挙

そのものであり、”エン

義彦

支援である。これらは
”エンゼルプラン“が中心

げてきた。

今回の調査結果は、この”エン

ゼルプラン“の推進は、

的施策として挙げた項目

である。すなわち、再生産年齢に

ゼルプラン〃を強く支持するもの

ある女性（旧～姐歳）の５人に４

蕊

農

5６

こゅ－すふぉ－らむ

８割が少子化心配

していた。心配している人は、８

背景に、８割近くが少子化を心配

調査を行ったが、少子高齢社会を

１０人を対象に全国家族計画世論

毎日新聞は焔～蛆歳の女性３９

や育児休業制度の充実など仕事と

的支援」姐・１％、「公立の保育所

時金など子育てなどの面での経済

８％、「児童手当の充実、出産一

金の増額など教育費の支援」蛆．

答）は「授業料の引き下げや奨学

国。自治体に具体策望む

年前の１９９０年調査と比べて全

家庭の両立支援一如・８％ｌが上
【宮澤恵三

（毎日新聞一九九八・五・十四）

位だった。

体でｎポイント余りも増えた。ま
た、４人に３人が国や自治体に何
らかの対策を望んでおり、具体的

な施策として、①教育費の支援②
子育ての経済的支援③仕事と家庭
の両立支援ｌを挙げる女性が多
かった。女性が結婚生活に踏み切

研究へ計１億２０００万が（約１

セン病制圧、天然痘撲滅、熱帯病

クリントン夫人は世界各国での

６０億円）を援助したことが評価

贈られた。

女性の健康問題に多大な貢献をし

された。

（毎日新聞一九九八・五・十五）

【ジュネーブ支局】

たことが評価され、日本財団は１

９７５年以来ＷＨＯを通じ、ハン

マレーシア水不足

る。周辺の人口を合わせて約四百

プールが、水不足に見舞われてい

マレーシアの首都クアラルン

平井正夫（シンガポール支局長）

周辺の四つのダムの水位が下が

た。その結果、クアラルンプール

は例年に比べ三割近くも少なかっ

ために起きた。例えば三月の雨最

水不足は、例年より雨が少ない

森林破壊も変動誘因か

四十万人のうち、約百八十万人が

り、水道の給水量が通常の六割に

した団体・人物に贈られる世界保

世界の保健活動に多大な貢献を

うノー・アブドラさん（二○）は

もいる。一歳の男の子がいるとい

始めたり、水浴びをしたりする人

持ち帰る。給水車のそばで洗濯を

の水をバケツなどで受け、自宅に

毎日夕方になると、住民は給水車

状態が二カ月近くも続いている。

チェラス地区は、水が全く出ない

と、大地があちこちで赤茶けた地

マレーシアを上空からながめる

の破壊が進んでいるのも事実だ。

しかし、水源になるはずの森林

い、政府を責める声は聞かれない。

だから、雨を待つしかない」と言

と説明されているｃ住民は「天災

ニョ現象の影響による異常気象だ

原因は、昨年から続くエルニー

落ち込んでいる。

が最も多く、「個人の問題なの
で、国が直接ロを出すべきではな

健機関（ＷＨＯ）のヘルス・

「子供には清潔な服を着せたい。

クアラルンプール南部のデサ

給水制限の影響を受けている。

い」羽・０％が続く。「国は積極

フォー・オールメダルがｕ日、ヒ

肌をさらしている。高速道路や工

るうえで、出産や育児が大きな障

的に出生増加のための施策をすす

ラリー・クリントン米大統領夫人

は、「子育て環境の改善」聞・２％

少子化について国に望む対応策

なった。

害になっていることが浮き彫りに

めるべきだ」はｎ．５％だった。

場の建設などで、森林が切り開か

表彰

ミルクをつくる水にも困ることが

日本財団など

ある」と話した。

ＷＨＯが

と日本財団（笹川陽平理事長）に

国や自治体に望む施策（複数回

５７

】函

厘

皿函

気象変動の誘因になっている可能

森林の破壊と現象が、異常気象や

は大きな犠牲を強いられてきた。

れたのだ。経済成長のために自然

最大のコメ輸入先の一つだけに、

め。インドネシアにとってタイは

（Ｌ／Ｃ）発行を取りやめたた

行がインドネシア向けの信用状

在、インドネシアの銀行が出す

ＴＲＥＡ傘下のコメ商社は現

僚会議は十八日、主に前回の貿易

界貿易機関（ＷＴＯ）の第二回閣

【ジュネーブ旧日Ⅱ岸善樹】世

どを求めていることが背景にあ

環境問題でのシンポジウム開催な

が、ＷＴＯの議事録公開や貿易と

ダが賛同した。環境保護団体など

すべきだ」と主張し、米国やカナ

南Ⅱ「先進国は市場解放を」
北Ⅱ「途上国は環境を守れ」

る粒子を散布し、人工的に雨を降

ウンド合意の実施状況について、

自由化交渉であるウルグアイ・ラ

国内の食糧不足に拍車がかかりそ

らせようとしている。しかし、皮
Ｌ／Ｃの受け取りは拒否してい

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ餅|不足に

イの大手コメ商社幹部によると、

タイ米輸出協会（ＴＲＥＡ）傘下
のコメ商社はインドネシアへのコ

メ輸出を停止した。タイの商業銀

した。ＴＢＡ筋によると、コメだ

ドネシア向けのＬ／Ｃ発行を停止

ており、途上国と先進国の関心の

境問題への影響などに関心を深め

をより進めることや開発による環

先進国側はＷＴＯの運営の透明化

能な限り最大限の透明性」を確保

稿は、ＷＴＯの運営について「可

にまとめた閣僚宣言案の最初の草

戒している。ＷＴＯ事務局が中心

開発にブレーキがかかることを警

環境保護団体の関与につながり、

これに対し途上国側は、これが

けでなく砂糖の輸出にも影響しつ

違いや利害対立が目立った。
ドネシア中央銀行の指示を受けて

ていないことに失望を感じる」と

アイ・ラウンドの利益を十分に得

パキスタンは「途上国がウルグ

がやわらげられた。

向上させるかを検討する」と表現

は「ＷＴＯの活動の透明性をどう

二十日に採択予定の閣僚宣言案で

することが盛り込まれていたが、
ク銀行（ＢＢＬ）は十八日、イン

先週来閉鎖していたジャカルタ支

による輸入制限が発動しやすく

述べ、特に繊維の分野で、先進国

発行を再開する可能性は当分ない

まま」（ＢＢＬ幹部）で、Ｌ／Ｃ

ドやエジプト、香港がこれに同調

なっていると強く批判した。イン

言し、一カ国の持ち時間は約三

十八日の会議では四十カ国が発

ＴＯ運営の透明性を高めるととも

ともいえる会議に、オーストラリ

討議に持ち越した。言いっぱなし

のまま時間切れになり、二十日の

分。それでも十五カ国が発言待ち

に、環境保護への取り組みを強化

一方、欧州連合（ＥＵ）は「Ｗ

した。

一九九八・五・十九）

（日本経済新聞

とみられている。

ただ「実際には営業停止状態の

店を再開した。

タイの商業銀行最大手、バンコ

つあるという。

うだ。

肉なことにクアラルンプール市内

る。代わりにタイの地場銀行に

各国が意見を述べた。途上国が先

性も否定できない。

では雨が降るのに、水源になるダ

Ｌ／Ｃ発行を求めていたが、タイ

層の市場開放を求めたのに対し、

進国に対し繊維などの分野での一

政府は航空機から雨粒の核にな

ムの上流には降らない。長年破壊

タイの大手銀行は十五日以降イン

銀行協会（ＴＢＡ）筋によれば、

輸出停止

る。

にさらされてきた自然が、人間の

囮

その場しのぎの対策をあざ笑って
いるかのようだ。

（朝日新聞一九九八・五・十八）

ﾀｲ､コメ

【バンコク旧日Ⅱ飯野克彦】タ

囲互

5８

する､お－らむ
こゆ

と不満を述べた。

は「反論の機会を与えるべきだ」

ァのフィッシャー副首相兼貿易相

本のコメ関税化が焦点のひとつに

が確定した。新貿易交渉では、日

に予定される新貿易交渉への道筋

拡大が避けられない。

（朝日新聞一九九八・五・二十｜）

現在のＷＴＯ加盟国・地域は百三

参加国が二十三だったのに比べ、

十八日、みずからＷＴＯで演説し

いた。だがクリントン米大統領が

米国のほか、香港も有力視されて

次回の閣僚会議の開催地には、

帯数が、子ども（十八歳未満で未

六十五歳以上の高齢者のいる世

なる。

十二に増え、そのうち八割を途上
て開催を訴えたこともあり、米国

婚者）がいる世帯数を初めて上

万五千八百世帯を対象に家族構成

一九四七年の最初の貿易交渉の

国が占める。「もはや日米欧で議
とすることで各国が合意した。日

回ったことが二十四日、厚生省が

などを聞き、約四万九千五百世帯

高齢者いる世帯
「子ども」を上回る

論を引っ張るのは無理」（日本政府

本政府関係者は「新貿易交渉に、

まとめた九七年の「国民生活基礎

から回答を得た。

まっている農業・サービス分野の

合意でいっそうの自由化推進が決

は、前回のウルグアイ・ラウンド

今年九月に始まる予備交渉で

が改めて浮き彫りになっている。

帯構造が大きく変化している実態

けに、少子化と高齢化の進行で世

がいる世帯の二倍を超えていただ

では、子どものいる世帯が高齢者

前年の二・八五人からさらに減

世帯の平均人数は過去最低だった

で、前年より二・○％増えた。｜

数は四千四百六十六万九千世帯

調査から推計した全国の世帯総

この調査は昨年六月、全国約五

帯の増加も目立っている。

独り暮らしや夫婦だけの高齢者世

関係者）との声も聞かれる。

米国が積極的にかかわるという意

調査」で分かった。八○年ごろま

（朝日新聞一九九八・五・二十）

思の表れ」と歓迎している。

ほか、複数の分野を一括交渉する

がいる世帯は千四百五万

六十五歳以上の高齢者

り、二・七九人Ｅばつだ。
二・七九人になった。

高齢者のいる世帯

また、親と同居する世帯の減少、

ウルグアイ・ラウンド合意で

子供のいる世帯

「ラウンド方式」を採用するかど

うかなどを話し合う。その後の閣

日夜）、新しい貿易自由化交渉の

は、日本や韓国はコメの関税化を

僚会議で、こうした新貿易交渉の

ための予備交渉を今年九月に始め

免れた。だが新貿易交渉では、関

【ジュネーブ、日Ⅱ岸善樹】世

ることを内容とする閣僚宣言を採

税化を求められるのが確実で、こ

界貿易機関（ＷＴＯ）の第二回閣

択し、閉幕した。次の第三回閣僚

れを拒めば、最低輸入量の義務づ

○年からの本交渉につなげる。

会議は、来年夏以降に米国で開く

け（ミニマム・アクセス）の大幅

対象分野や方式を確定し、二○○

閣僚会議が閉幕

僚会議は二十日午後（日本時間同

新貿易交渉
へ道筋確定

ことも決めた。これで二○○○年

％増え、全世帯に占める

千世帯。前年より三・四

割合は三一・五％に達し

た。｜方、子どもがいる

世帯は千三百四十万千世

帯で、前年より三・四％

減り、全世帯に占める割

合は三○・○％になっ

５９

園

醤

囮

。高齢者のいる世帯が子どもの

夫婦のみ（二六・｜％）の世帯が
また、子どものいる世帯の家族

急増している。

「食糧安全保障」の観点から一定
の生産力を保つべきである。

の子ども数は過去最低だった九六

二・七六人）とほぼ同じ一・七

要が拡大し穀物を大量輸入せざる

昇により、近い将来肉食と飼料需

が作成した最近の予測である。そ

目されるのは、米国の国勢調査局

くために、まず需要面をみる。注

るのかという点である。それを＃

系

測が広がっている。

を得なくなるという単純すぎる予

れによると、二○二五年の中国の

人口は十四億千万人としており、

この二つの見方を突き合わせれ

十年ほど前の予測値である十六億
以上に低いことが分かってきた。

れば、こうした予測は誇張され過

けで、新しいデータが中国農業の

ずっと少なくて済むことになるわ

6０

十人近い世界の専門家を集めて開

いたセミナーなどの結果でもあ

る。同研究所は現在、中国につい

て作成した長期モデルを点検、評

ナーでは中国の農畜産物の予測な

価する作業を進めており、セミ

どについて討議し、評価した。そ

輸入大国化の見方に誇張

農産物輸入は増え続けている。世

の内容などを踏まえながら、中国

構成を七五年と比べると、親と子

界貿易機関（ＷＴＯ）に中国が加

の輸入急増説に根拠がないことを

七五年には二世帯に一世帯以上

盟するなら、日本に一段の農業市

示したい。

ここ数年間、日本の中国からの

世帯が増えていることについて、

ストの生産国である同国が加わる

場開放を迫る諸国の合唱に、低コ

と中国以外の国による予測、それ

供だけの核家族世帯が六七・四％

厚生省は「年をとった親を引き

ことになるかもしれない。一方

の割合で子どもがいたが、九五年

取って同居する人が減ってきたこ

で、中国が人口過剰の国であり、

から七○・五％に増えている。

人。

とが影響しているのでは」（保健社

に一部の米予測家の間に大差があ

一九九八・五・二十五）

（日本経済新聞

独り暮らしや夫婦のみの高齢者

高齢者がいる世帯を家族構成別

会統計課国民生活基礎調査室）と

大規模な人口の増加と所得の急上

状況になっている。｜世帯あたり

見ると、親、子、孫の三世帯が
分析している。

多いが、近年減少が続いてお

、独り暮らし（’七・六％）や

中国、穀物自給維持に展望

に従えば、中国は世界の食糧安全

ば大きく矛盾する。輸入大国化論

①人口と所得の急増に伴い中国

その分、バイオも含め技術導入に

ぎているのである。控えめにみて

ることになる。

予測モデルの作成に大きく影響す

技術で生産性向上／需給ひっ迫は疑問

飼料用穀物の輸入大国になり、

よる生産性向上の余地は大きく、

も向こう二十’三十年は飼料穀物

二十一世紀の中国の飼料需要が

人よりもかなり少ないのだ。

界の穀物需給がひっ迫するとの

将来的に大幅増産できる。同国人

なるのだが、最近の実証報告によ

保障に大混乱を引き起こすことに

見方があるが、少なくとも向こう

供給面についても従来予測の変

の自給は維持できる。

これはワシントンにある「ミレ

口の予測も従来値の下方修正が出

更を迫る数字がある。耕地と耕地

二十’三十年は自給は維持できる

利用の問題を扱った米国の国家情

ており、需要拡大が緩やかになる

ニアム（千年）研究所」という民

ろう。

間シンクタンクが今年に入って三

と期待できる。

世が

り、中国の農業の生産性は想像

③日本の農業戦略に関しては、

②最近、米国政府の調査などに

函

大きな問題は、なぜ中国の予測

る世帯（三○・二％）がまだ最

以降は三世帯に一世帯に満たない

調査開始以来初めて。

る世帯を上回ったのは、五三年

のいた

七年
りもいに
だ
よ

こゅ－すふぉ－らむ

英国やドイツに近い。この人口密

られる他の極東諸国・地域よりも

口で比較すると、中国はよく比べ

う点だ。しかし耕地一鯵当たり人

つは、同国の人口密度が高いとい

わけだ。

産性がいかに低いかが読み取れる

ると考えられるだけに、農業の生

生産高の統計がおおむね正確であ

したものである。同国の農業の総

計を大きく下回っていることを示

面積当たりの農業生産高が公表統

（ＳＳＢ）の調査を下地に、単位

この報告は、中国国家統計局

約四○％多いという科学的証拠を

国の耕地面積は従来の統計よりも

なかで、人工衛星画像を基に、中

報会議（ＮＩＣ）が最近の報告の

ていないため、彼らは効率的に水

事者にとって主要なコストになっ

中国については、水がまだ農業従

は統計がはなはだ不足している。

いが、有効なモデルを作成するに

な研究分野であることは間違いな

ているし、今後取り組むべき大き

を制約する資源であると認められ

の利用は、世界中で農業生産拡大

水利の問題も大きい。一般に水

水利、バイオなどに期待

からである。

増えると農地の手入れが良くなる

れないのだ。農業従事者の収入が

は土壌によい影響を及ぼすかもし

にもかかわらず経済開発は実際に

ろ改善が見られる。都市化の拡大

く、華南では一六％の農地にむし

華北の農地ではほとんど変化がな

は比較的軽微である。土壌の質は

自給できると予想する。

かなり先まで飼料作物と畜産物を

通じ生産性は向上できる。だから

が、基本的には技術面での対応を

悲観的な見方に傾くことになる

将来的に改善しないと考えれば、

が極めて低いのは確かだ。それが

える。現在の中国の畜産の生産性

をまかなえる可能性が大きいと考

ず、同国は将来の飼料穀物の需要

と予想されているにもかかわら

の食肉の消費量が大幅に増加する

はいない。中国で国民一人当たり

畜産についても筆者は悲観して

るべきである。

で、こうした計画も重点的に進め

あるとの見方で一致しているの

る技術の導入を本格検討すべきで

水資源保護と水を効率的に利用す

中国と外国の水利の専門家は、

量に送るプロジェクトである。

剰地域から不足している地域へ大

十五年間に開発した科学技術の成果

を除き、畜産農家は先進国が過去

入が急速に進んでいる養鶏と養豚

が始まろうとしている。技術の導

大部分では今からようやく機械化

だに人間と家畜が動力で、中国の

上にある。例えば、農村ではいま

経済成長を遂げたが、なお発展途

中国は過去十年間にめざましい

減る。

一キロ僧の生産に必要な飼料の量は

の相乗効果が顕著になる。畜産物

良品種の輸入、技術の普及などと

備が進めば、高級飼料の増加、改

送や通信などの面で社会資本の整

替される。管理方法が改善し、輸

し、動力は牛・馬から機械へと代

は自家用から商業飼育へと移行

経済成長に伴い、中国での畜産

・五少）などをみても、やはり生

牛一頭からの牛乳一・六少（米七

中国については誤解もある。一

産性は低い。

度は中国で約十三人だが日本は三

らない、との指摘もある。

を配分しようと努力する気にはな

提示したのである。

十人に達する。韓国は二十四人、

三峡ダムの建設計画が注目され

キロ僧で、米国（百十一一キロ鞄フ）、フ

頭からの牛肉の生産量は平均十七

九五年の中国の調査によれば牛一

村政策は新しい生産・販売技術の

オテクノロジーである。中国の農

の農業を大きく変えうるのがバイ

んで、向こう数十年間中国や世界

生産性の低さの例を挙げると、

台湾は二十三人である。他方、英
中国の農業拡大の持続性をみる

ついて壮大な計画を次々と打ち出

るなど、中国は治水と水の利用に

ランス（九十一一一キロ掌）を大幅に下

開発・導入を支援しているだけ

家畜と農作物の生産性向上と並

うえで、土壌の質とその劣化度合

している。しかし、これとほぼ同

回る。豚一頭からの豚肉生産量八

を、まだほとんど吉孟ヱしていない。

いがポイントになるが、長期間の

じぐらい重要なのにほとんど注目

十八キロ樛（米百一一一十五キロ鞄フ）、乳

国は十人、ドイツは七人である。

統計を基にした調査によれば、大

されていないことがある。水を余

方の予想とは異なり、土壌の劣化

6J

大きな恵みとなる。

術と作物生産技術が中国の農業に

に、先端的なバイオの家畜飼育技
ことである。日本がなぜ「十分

内生産の水準をある程度維持する

食糧安保を達成する方法は、国

「働きやすさ」で
日本、順位下げる

なのかには、多くの理由がある

な」水準の農業生産を維持すべき

はいえ、かなりの分野で大規模農

が、とりわけ有力なのは、国際的

日本の「女性の働きやすさ」指の格差などをもとに比較できた二
標は、経済協力開発機構（ＯＥＣ十三カ国を集計した。

中国では、大半が労働集約型と
業が広がり始めた。養豚、養鶏に

な作物不作などの自然災害が及ぼ

Ｄ）に加盟する二十九カ国中十九

各国の平均を五○とした場合、

ついては、大規模で近代的な生産
たロ蹄（こうてい）疫のように家

す影響である。昨年台湾で発生し
畜や作物の病気が発生した場合、

施設の開発が急速に進んでいる。
ネックである零細な土地所有者と

の輸出を禁止し、需給がひっ迫す

当該国・地域が被害のあった産品

同国は発展途上国にとって大きな

つあるといえる。

り作物生産の変動が大きくなるこ

わかった。

が高いほど、出生率が高いことも

中国の場合は、地球温暖化によ

るからである。

とが予想されるなど、懸念材料が

女性の比率は、日本では八’九％

の賃金格差などで、他国に大きく小さかった日本や韓国などが取り
遅れていることが原因。この指標残された形だ。
特に、男性の管理職数に対する

―方、日本は何をすべきか。日

ある。当面、同国が世界の穀物市
場を大きく揺るがすことはなさそ

備えて、開かれた率直な対話をす
ることが賢明であろう。特にＷＴ

どよりか

指標は、労働力人口に占める女で、十五年間ほぼ横ばい。ス
性の割合や男女間の賃金、失業率ウェーデン六四％、米国六七％な

１１１２２１２１１１１２

うだが、日本が貿易面で中国への

ア

ンアド

ド

合計特

女性が生

傘位１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３
１１１１１１１１１１２２２２との相関
ｒ順

のスノファォヵポフィニデドォスペァォメ日韓イギスもの数）

寵四国転岬や刈二秒叶》判一戸㈹二悔峠い》》本国列し『産む子ど

殖早名影一木訓ル『クリン
や鮨一エラカトガススジ’トーラダコアャン涯の間に

Ｊく

指ｊ

銅卿指矼況弘弱弘馳卵矼弘則⑲⑬奴姐岨蝿但但必蝿但姐虹殊出生率
（一人の

際年標別閉凹卯沌弘和朋蛇ＭＭ哩師ね舶躯帥蛆閲岨蛆Ⅲ髄

較位、いの⑳、司切の印助の、幻の幻の⑪ｐ③、印印のなり低い。
１１

依存度をさらに高める場合には、

に真剣に取り組むべきであろう。

比順値くくくくくくくくくくｒ、くくくくくくくくくくくく

ことを考えれば、日本は一段の農

「食糧安全保障」という言葉が

竜谷大学教授Ｊ・Ｒ・シンプソン

世界の気候変化に備え、一定水準

日本でしばしば使われている。こ

兜年米国生まれ。経済学博士、

業自由化を迫られ、国内生産が脅

れは有事の際のための食糧の備蓄

フロリダ大学名誉教授。専門は国

の食糧生産を維持するという課題

とか、主要な日本への食糧輸出国

一九九八・五・二十七）

（日本経済新聞

際農業経済。

を連想させる。

することになった場合の防衛手段

が、食糧を戦略物資として、使用

かされかねないからである。

Ｏの次期貿易交渉がやがて始まる

本は二十一世紀の食糧安全保障に

日本は食糧の生産力を保て

いう低生産性の問題を乗り越えつ

位で、十五年前の十六位から後退日本は八○年に四六・九九だった
したことが、このほど、経済企画が、九五年には四四・○五に落ち
庁がまとめた一九九八年版の新国た。十五年前に比べると、全般的
民生活指標で明らかになった。管にどの国も改善されているが、北
理職に占める女性の割合、男女間欧諸国などと比べ、改善の数値が

函
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関係を調べたところ、女性の働き
かりになりそうだ。

しに基づく最悪の場合は、現状の

ケース③は、四六年の終戦直後

になる点が響いているという。

担当した国民生活調査課は、

この試算は、①不作などで国内

の水準（千九百三欲・糟）も下

職員として再就職しにくく、不利

と、合計特殊出生率は○・三五人
「職業をもつ既婚の女性が出産し

生産が減少、または輸入が減少②

回っており、農水省は、この状態

やすさ指標が一○ポイント高い
多いという結果が出た。また、国

やすくするには、この指標を高め

穀物・大豆が必要量（年約三千二

コメや麦の増産や畜産縮小などで

（読売新聞一九九八・六・九）

としている。

際的には、男女の賃金格差が小さ
ることが重要とわかった」と話し

では、政府による食品の価格統制

約半分の千四百四十キロ．糟となる

いほど出生率も高いが、逆に、日
ている。

や配給制が必要と分析した。

「食料安保」改めて喚起

本では、女性の賃金が高い都道府

い状態が二年続く③国内生産だけ

百万少）の約半分しか輸入できな

に頼るｌの三ケースを想定して

（朝日新聞一九九八・五・二十八）

県ほど、出生率が低下している。
出産でいったん中断すると、常勤

いる。

それによると、①のケースで
によって現在の食生活で得ている

は、コメや小麦などの備蓄の放出
カロリーは維持できるとした。

消費しているカロリー二人一日

輸入途絶えたら
「終戦直後」に逆戻り

農水省は八日、魚類や小麦など

また②のケースでも、二年目は

の食料輸入が途絶え、国内生産だ

・掴が確保できるとしている。

現在の約一割減の二千三百九十キロ

せが必要とし、食料の安定供給の

輸入と適切な国内備蓄の組み合わ

生産を機軸としながら、安定した

料部会に報告した。農水省は国内

鯵）が確保されても、国民が得ら

打ち、現行農地（約四百九十五万

小限の畜産に限定するなどの手を

畑にはイモの作付けを促進して最

水田はすべて稲作に切り替え、

フリカ、中近東では一人当たりの

二億八千万少下回り、中南米、ア

展途上地域では生産量が消費量を

十四億七千万少になる。しかし発

千万少に比べて三八・八％増の二

場合の生産量は九四年の十七億八

農水省が八日明らかにした二○

ために農地や農業の担い手の維持

れるカロリーは千七百六十キロ．糟

消費量が九四年の水準を割り込

③の国内生産だけに頼るケース

・確保などが重要と分析してい

にとどまる。さらに、農地が三百

む。

確保できないなどとした試算をま

る。試算は、食料安全保障の大切

九十六万秒に減少するなどの見通

二五年の世界の穀物需給見通しに

さを消費者が認識する一つの手掛

では、食料供給は厳しい局面を迎

2億8千万ﾄﾝ不足も
とめ、「食料・農業・農村基本問題

2025年

よると、生産拡大を悲観的にみた

途上国の穀物需給
える。

匪墾雪

調査会」（首相の諮問機関）の食

当たり現在二千六百五十一キロ．

ｇｇｇｇｇｇｇｇ
ｋｋｋｋｋｋｋｋ
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糟）のほぼ半分しか国内の供給で

l４Ｉｊ

2651kc8１

食料輸入ゼ
ロ、農地396
万粥の場合
現状

（注）国民１人当たり。熱量とたんぱく質は１
日当たりで、内訳は年間○右棚のカッコ
内は、現状を川とした塙合の比率。現状
は、兜年度現在で農地は獅万ヘクタール

６３

四
（麗水省資料から作成）

けに頼った場合、国民が食生活で

国内の食料供給の試算

と予測。収穫面積も同○・二％の

％を下回る同○・九％にとどまる

年から九六年までの年平均一・五

率は、環境問題などの制約で八一

収穫面積当たりの収穫量の伸び

る。

年の四倍前後に上昇するとしてい

背景に主要穀物の国際価格も九四

の不足に拡大し、需給ひっぱくを

の一億少の不足から二億八千万少

産量と消費量のギャップが九四年

が、ことし一月の選挙で、伐採反

役員は商業伐採を受け入れてきた

民国家調整委員会の略称だ。前の

クンピールは、ロンドニア先住

てきた。

住民の中に、反省の機運が生まれ

の締結へ向けた検討を始めた。

ため、国連は昨年から、森林条約

された。森林の減少・劣化を防ぐ

林を永続的に利用する声明が採択

九二年の地球サミットでは、森

るようになった。

生存のかぎを握ることが認識され

だが、途上国では、てっとり早

伸びになるとした。

先住民に、ブラジル政府は保護

い利益を求めて、森林への開発圧

対派が主導権を奪い返した。

力が強い。先進国が「森を守れ」

（日本経済新聞一九九八・六・九）

その結果、発展途上地域では生

さんは、保護地域での商業伐採の

ることはできない。

と叫ぶだけでは、森林破壊をとめ

地域を設けている。アンテノール

一時停止を打ち出した。先住民の

伐採して木材として売ったり牧

生活を守るために、保護地域を広

さんは、そういい切った。

局長、アンテノール・カルチァナ

立運動組織「クンピール」の事務

ロンドニア州で会った先住民の自

ンを中心とする中南米では、九千

土の約五倍分が失われた。アマゾ

九九五年までの十五年間に日本国

農業機関（ＦＡＯ）によると、一

億鯵が熱帯地域にある。国連食糧

世界の森林のざっと半分、十七

森の価値を見直す

は、農民たちが森林農業（アグロフ

ジョ島のプライヤグランジ村で

えば、アマゾンの河口にあるマラ

有望な試みが芽生えている。たと

森を守る実践的な手法として、

ることを、具体的な事例で示さな

ながら守った方が経済的に得であ

場にしたりするより、森を利用し

が実り、焼き畑の場となる森は、

万紗の熱帯林が牧場や農地に変

げる必要がある。

先住民にとって生存の糧だ。そこ

オレストリー）に取り組んでいる。

ず、部族の文化が失われた。農地

動物がいなくなって狩猟ができ

を提供するだけではない。地球全

や小規模農民に食糧を与え、仕事

て森の価値が見直された。先住民

熱帯林の荒廃が広がって、改め

で、森を焼かなくてすむ。

き畑をせずに生活していけるの

などを栽培する。地力収奪的な焼

きる木を植え、その木の下に野菜

材木にもなるし、実の収穫もで

ければならない。

に、よそから人がはいり込み、熱

わった〈上図〉・

が減って自給生活もままならなく

体の財産である生物の多様性を守
り、地球温暖化を防ぐなど、人類

なった。生活の基盤をなくして都

わずかな金で森を売り渡した先

会に出たが、仕事がない。

獲物の小動物たちがすみ、果物

帯林の破壊が始まった。

アマゾン川の上流、ブラジル・

地球人の世紀へ
先住民に学ぶ森林保全

でなくなることです」

「森を失うことは、インディオ
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るのは、国立バラ大学（ベレン

農民たちに森林農業を勧めてい
やマメ類を栽培する。二層は背の

地面をはうカボチャのほか、コメ

で分類すると七層になる。一層は

植える樹木や作物を、その高さ

んどん脱落するなかで、再生の

で全滅状態となった。入植者がど

いたが、七○年代に病害の大発生

プランテーション経営の成功でわ

トメアスの日系入植者の農場

ことを学びました」。坂口さん

を実践してきた先住民に、多くの

「巧まずして、持続可能な農業

古代ガーデニング

市）の社会開発グループである。

高くなる野菜、三層はバナナ、四

は、まるで森のようだ。マンゴー

は、そう振り返る。

環境を守りながら、農民の生活向

の坂口陞（のぼる）さんが提唱した

きっかけをつくったのは、入植者

子孫のために木を植えるという日

どの商品作物が植えられている。

いた坂口さんは、アマゾン流域の

コショウに代わる作物を探して

層はカカオやアセロラ、五層はレ

上をはかるポエマ計画（アマゾン

モンやオレンジ、六層はヤシ類、

など高い木の茂る下に、カカオな

七層には太く大きな樹木に育つマ

森林農業だった。

その一環として、森林農業を普及

貧困撲滅環境計画）を旗揚げし、

ンゴーなどを植える。
日光を求める木は、日陰を好む

させている。

作物との組み合わせが絶妙なの

ようだ。いまや、ブラジル人入植

に、森林農業はすんなり浸透した

地方を維持しながら、いろいろ

先住民の家の周りには、いろん

本の考え方を引き継ぐ日系人の間

な作物から収穫できる森林農業

だ。先住民のガーデーーングを見る

ントを得たという。

は、アマゾンで、古くからイン

先住民の集落を泊まり歩いて、ヒ

ディオのガーデニングといわれる

つ、森林を守る文化を広げる。そ

農民に生活の糧をもたらしつ

者にも広がっている。

のために、日本の伝統技術も役

な果物の木と農作物が雑然と植え
にし、天敵関係の虫や鳥がいて、

立っている。

られていた。混植が生態系を豊か

プライヤグランジ村では、かつ

病害虫の大発生がない。焼き畑も

と、うっそうとしていて、自然の

森を切り開いて、ココヤシなど

てのココヤシ農園がどんどん、森

十数年に一度という長期輪作体系

森と区別ができないという。

一種類の作物を植えるプランテー

林農業用地に変わってきている。

古代農法である。

ション方式だと、生態系の多様性

が守られ、森は荒れていなかった。

離婚最高の遡万組

（朝日新聞一九九八・六・十｜）
の内装品を独ベンツ社のブラジル

工場に納めることで、現金も入る

ヤシの実の繊維でつくった自動車

ようになった。村は豊かになり、昨

やすくなる。

何種類もの作物を混植する森林

年秋には電気を引くことができた。

が失われて、病害虫の被害をうけ

ることがない。バナナや樹木の葉

農業方式だと、一斉に被害をうけ

森林農業は、アマゾン地域への

森林農業で活路を

口動態統計（概況）で、昨年の離

厚生省が十日発表した九七年人

三九を記録する中、結婚のあり方

計特殊出生率）が過去最低の一・

性一人が一生に産む子供の数（合

厚生省Ｗ年統計結婚件数は減少
大規模な日本人移住地・トメアス

婚件数が過去最高を更新する一

は肥料になる。農薬や化学肥料を
た収穫が期待できる。

使わない有機栽培なのに、安定し

で、先進的な農法として推奨され

パラ大学は、先住民の農法に学
んで、二十僻四方を一団地とし、

は少子化の行方にも影響を与える

だけに、同省でも統計結果に注目

方、若い世代を中心に結婚件数が

減ったことが明らかになった。女

ていた。

三○年代に導入したコショウの

そこに十五種類、約百本の木を植
えるモデルをつくった。

６５

囮

と三位が入れ替わった。ここ数年

（これを労使で折半）まで上昇す

二○二五年度に月収の一一一四・’一一％

平均初婚年齢は男性が二十八・血管疾患（一五・二％）で、二位なる傾向があり、最新の見通しで
五歳で八九年以降、ほとんど変わ

減少傾向にあった第四位の肺炎は

している。｜方、死因の第一位は
八一年以来十七年連続してがん

前年から一一％増えた。

るとしている厚生年金の保険料

らないのに対し、女性は九一年以

以上の高齢者が使った医療費は大

公的な医療保険制度でも七十歳

も、さらに上昇する恐れがある。

部分を現役世代が負担する仕組み

多くなり、男性では六十歳代で、

年齢が高いほど、がんの割合が

降、毎年○二歳ずつ上昇して二

▼離婚九六年に二十万組を突
十六・六歳となった。

で、全体の三割を占めた。
破した離婚件数は九七年も歯止め

に。それ以降の世代は男女とも心

女性は四十’五十歳代でピーク

結婚件数そのものはへ九三年以
降ほぼ横ばいで推移しているが、

がかからず、前年比七・六％増の

二十二万一一千六百五十組に達し
同省は「結婚が遅れると子供の数

になっているので、少子化は現役

た。人ロ千人あたりの離婚率も前

世代の負担増となって跳ね返る。

人口問題研究所の推計では日本の

に与える影響も大きい。九七年の

人口の減少そのものが日本経済

疾患、脳血管疾患、肺炎の占める

が減る要因になる一と見ている。

一九九八・六・十一）

（日本経済新聞

割合が多くなっている。

年の一・六六を上回る一・七八と週

トップを占めたのはがんで、全体

▼死因十七年連続で死因の

離婚した夫婦を同居期間別にみ

の三○・一％を占めた。第二位は

，去最高となった。

心疾患（一五・三％）、第三位は脳

人口は二○○七年の一億二千七百

七十八万人をピークに減少するこ

とになっているが、さらに減少が

日本経済研究センターの長期予

加速する懸念も消えない。

れる。人口も減少し、経済成長を

にとどまり、二○○六年以降は二

質経済成長率は年平均で一・一％

測によると、二○○五年までの実
阻害する要因となる。

出生率過去最低で
現役世代の負担増大

ると、同居後二十五年以上のカッ

函

プルが前年より一五・一％増え、
｜熟年離婚」が多かった。また、
従来は目立たなかった同居五年以
上十年未満の夫婦の離婚も前年よ
同省は「離婚に対する抵抗感が

り九・○％増えた。
薄れたことや、女性に経済力がつ

｜人の女性が生涯に産む子供の

数を示す合計特殊出生率が九七年

いて『離婚すると生活できない』
という妻が減ったこと」などが主

減少が制約要因となるためで、政

く。少子・高齢化による労働力の

府は人口問題への対応を真剣に求

十年間にわたってゼロ成長が続

とめた人口推計で保険料率などを

厚生年金、国民年金は現在、厚

計算している。この人口推計では

められている。

生省人口問題研究所が九二年にま
えることを基本としている公的年

九七年の合計特殊出生率は一・五

に過去最低の一・三九となったこ

▼結婚結婚件数は前年を一万

金制度や医療保険制度に大きな影

三と予想していた。現実は推計値

とは、若い世代が高齢者世代を支

九千四百十八組下回る七十七万五

響を与えそうだ。若い世代の社会

を○二四下回ったことになる。

な要因とみている。

千六百六十二組。晩婚化の傾向が

保険料負担は高まる一方となるた

一九九八・六・十一）

（日本経済新聞

顕著で、初婚の妻が二十歳以上二

め、高齢者への給付水準の引き下

推計値は常に現実よりも楽観的に

一万七千六百六十九組（同七・八

げなどが改めて焦点になると見ら

十五歳未満のカップルは前年より
％）減少した。

’
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こゆ

出生率、最低の一・一一一九
い水準。

などを下回り、先進国の中でも低

ツやイタリアよりは高いが、米国

日本の合計特殊出生率は、ドイ

皮させることに全力を注がなけれ

を是正し、夢を持てる社会へと脱

策よりも、まずはそうしたゆがみ

・も過去最低の九・五となった。晩

年代半ば以降は一時の例外を除き

て減少傾向を示し始め、特に八○

日本の出生率は七○年代に入っ

ばならない。

い世代が高齢者を支える公的年金

婚化や結婚後も出産を遅らせる傾

急速に低下している。昨年は初め

また、人口千人あたりの出生率

一人の女性が一生にうちに産む
など社会保障制度にも深刻な影響

向を反映して、二十歳以上二十五

一一十歳代で大幅減

平均の子供の数（合計特殊出生
を与えそうだ。

囮
率）が昨年、過去最低の一・三九

に減ったのを反映しており、出生

かった。二十歳代の出産数が大幅

七年人口動態統計（概況）で分

が、九七年は再び落ち込み、これ

は一・四三とわずかに持ち直した

いていた。うるう年だった九六年

○○を割って以降、減少傾向が続

合計特殊出生率は七五年に二・

と最も高くなった。

子どもを産む年齢は二十七・七歳

歳未満でも一・六％減少。初めて

四・二％減り、一一十五歳以上三十

歳未満の女性で出産数が昨年より

千九百万人にまでなるという。

り続け、二一○○年にはおよそ四

なった。このままでは総人口も減

ア、ドイツに次ぐ低出生率の国と

て一・四○を割り込み、イタリ

となったことが十日、厚生省の九

二年ぶりに百二十万人を割った。

一九九八・六・十一）

数も百十九万千六百八十一人と、

１９ '681

今後は労働力不足とそれによる

経済成長率の低下、現役世代の社

会保障負担の増加などの経済面の

影響のほか、子供の健全育成への

影響、過疎、高齢化の広範な進行な

低記録をさらに更新した。十二日

の平均）は一・三九と、統計史上最

の女性が一生の間に産む子供の数

九七年の合計特殊出生率二人

なっているからなのだろう。つま

ことに夢を持てる社会」ではなく

にわが国が「子供を産み、育てる

進行は、白書も指摘しているよう

異常とも思える日本の少子化の

疑問を感じる。結婚や出産、育児

を増やす対策に取り組むことには

ある。しかし国を挙げて子供の数

の回復を目指すべきという意見も

保障を増やすなどの方法で出生率

このため児童手当のような所得

どのマイナス面が懸念されている。

に公表された厚生白書では少子化

り社会全体に大きなゆがみや欠陥

はきわめて個人的な問題であるの

少子化進行で見える
社会のゆがみ

問題を全面的に取り上げ、こうし

が生じていると考えざるを得な
体的な対策を提案している。

た傾向に警鐘を鳴らすとともに具

囮

に加えて、出生率低下の背景には

9０９７

い。子供の数を増やそうという政

8０
7０
6０

50年

3９

ｒ出生数
200

四二を下回った。

（日本経済新聞

300

対症療法では解決困難

まで最も少なかった九五年の一・

厚生省は出生率が二○○○年に

底を打つとみているが、少子化傾

０

向に歯止めがかからなければ、若

０

旧万人

６７

「合計特殊出生率

’
出生数と合計特殊出生率

協力的な夫だとしても、残業続き

機能低下。それが少子化の異常な

れによる家庭、地域、学校などの

会の基本を成す分野をほとんど視

社会全体のゆがみがあると考える

野に入れてこなかったツケが回っ

来年の年金制度抜本改正に向け

進行という形で現れてきたと考え

子供が学校に入った後を考えれ

てきたということでもある。

て議論を続けている年金審議会

で実際には協力できないことが多

ば、いじめや登校拒否、家庭内暴

不健全な社会を矯正していくに

からである。対症療法的な施策で

力などの不安も頭をよぎる。これ

は行政の役割も大きいのは当然だ

（厚相の諮問機関、会長Ⅱ京極純

るべきだろう。それはこれまでの

うかは最終的には国民の選択」と

復を目指した取り組みをするかど

では結婚や出産、育児に価値を見

一・東大名誉教授）は十六日、東

い。勢い妻に負担は集中し、核家

しており、そうした姿勢は評価し

いだし、夢を持てと言われても無

はもとより、男性の育児休暇もご

が、それだけでは済まない。女性

はなく、患部を根治しない限り、

たい。

理かもしれない。ましてや経済的

聴会を開いた。学識経験者三人が

京都新宿区のペアーレ新宿で、公

行政が個人や家庭、地域という社

若い世代はなぜ子供を作ろうと

に結婚しなければならないという

く自然に認められるような一雇用形

族化で相談する人もそばにはいな

しなくなったのだろうか。教育費

制約はほとんどなくなり、社会の

態や労使の意識の改革も必要であ

効果も上がらないし、健全な社会

など子育てにはお金がかかる。保

偏見も一時代前のものとなってい

い。

育所が不足している、といった現

にはならない。白書も「出生率回

状から、環境問題など近い将来へ

しない、あるいは結婚を遅らせる

見ても不健全である。社会全体に

的に望まないという社会は、どう

若い人たちが結婚や出産を積極

の責任も求められる。

し、地域の活性化には地方自治体

する親の役割の見直しも不可欠だ

ない。さらにはしつけをはじめと

法、個人の考え方の改善も欠かせ

の二つの問題は焦点に浮上しそう

金審議会の議論の中でも今後、こ

に意見書をとりまとめる予定の年

が出され、制度改正に向けて今秋

国民年金の空洞化を懸念する意見

な影響を与える少子化への対策や

若い人たち、特に女性が増えてい

広く病根が広がっているとしか思

稲田大教授（経済学）▽大田弘子

意見陳述したが、年金制度に深刻

ることであろう。

えない。人口の減少や社会保障の

民全体がそれぞれに取り組まなけ

・政策研究大学院大助教授（公共

めに、教育の場、企業の採用方

独身であれば束縛されずにリッ

負担増を憂えたり、児童手当の金

れば長年にわたって蓄積され広

経済学）▽山崎泰彦・上智大教授

えられる。いずれも正しいと思わ

チな生活を楽しめる。それが結婚

額を論じる以前に、こうした不健

がった社会のゆがみは是正されな

は少ない。産休や育児休暇を取る

験戦争、大都市への一局集中。そ

た経済至上主義、偏差値重視の受

戦後五十年間余り続けられてき

れるが、やはり最大の原因は結婚

して専業主婦になれば自由になる

全な社会を改める努力をするのが

い。その意味で国を挙げて社会の

ことができても復帰すればもとの

健全化に取り組む必要がある。
（日本経済新聞

一九九八・六・十四）

は、「プライベートなことだけに

牛丸氏は少子化問題について

（社会保障）の三氏。

意見陳述したのは、牛丸聡・早

だ。

お金はままならなくなる。仕事を
続けていこうとしても保育所、特

先決である。

仕事に就ける保証はない。育児に

だれかに任せるのではなく、国

に零歳児を預かってくれるところ

ゆがみ是正は全員の責務

る。偏差値重視の教育を改めるた

制度の見直し

るのである。

少子化に警鐘

の不安、などさまざまな理由が考

團囹

６８
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止し、反転させるための方策、諸
出産や育児を支援するための新た

観点から、国民年金制度の中に、

さら踏み込み、世代間で扶養する

キロ・悟）の約半分の千四百四十キロ．

現在（九六年度で二千六百五十一

でも「農家は補助金に慣れ、経営

細りが懸念されている。農水省内

人が引退の時期を迎え、農業の先

慎重に行うべきだが、少子化を阻

手段を検討すると同時に、少子化

の国際価格は現在の四倍に跳ね上

を描くため、昨年四月、農業基本

た産業としての国内農業の未来像

農業合同部会を開き、国内の食料

緩和し、経営の多角化や、外食産

行う法人に関連する様々な規制を

となっている。農水省は、農業を

生産を軸とする②食料自給率を政

食料の安定供給のため、国内農業

昨年末の「中期まとめ」は、①

１輪郭Ｉ

法の見直し作業に着手した。

がるとの見通しを示した。

いずれも国内の農業生産力を確

供給力の確保について討議する。

業なども出資できる案を示してい

策目標にする③株式会社に農地取

保することの重要性を訴えるもの

新法は国内農業の生産力を確保す

る。

”新農基法“会社参入蟹祭

ることに主眼を置き、農業を活性

得を解禁する方向に進みつつあ

以降、コメ部分開放を決めた九三

農業基本法が施行された六一年

ｌ発端Ｉ

山問地に導入するＩの四点につい

行っている直接所得補償制度を中

得を認める④欧州連合（ＥＵ）が
る。調査会は今年八月に答申を出

化させるために株式会社に農地取

す予定だが、株式会社の農地取得

農村基本問

調査会事務局の農水省は今月八

－試算ｌ

が予想される。

に対して農協が反対するなど難航

染や砂漠化、不安定な気象、人口

格化する。化学肥料による土壌汚

○○○年にはポストＵＲ交渉が本

業をめぐる国際情報は激変し、二

Ｒ、多角的貿易交渉）合意など農

年のウルグアイ・ラウンド（Ｕ

右されるため、カロリー換算した

論の軸となる見通しだ。

め、農地と農業後継者の確保が議

料供給力や生産力を保持するた

基軸に据える方向は固まった。食

件付き農地取得を容認し、多様な

このため①自給率は食生活に左

これまでの議論で、国内生産を

題調査会」

日、ショッキングな試算を食料部

増など世界規模で農業や食料の懸

て、賛否両論を併記した。

（首相の諮

会に提出した。農地が今のペース

数値目標としない②株式会社の条

料・農業・

問機関）は

念材料は多い。

国内では、終戦直後に就農した

で減り、食料輸入が途絶えたら、

国内で供給できる食料の熱量は、

きょう十七

いをい場議法い目ら戦
る検るを力《作農指の後
戸討・迎、り業す脱農
食し新えヤの基新却政

る。農水省は「食なくして国はあ

感覚が鈍い」などの声が聞かれ

1，６２４２８２

に、二○二五年の世界の食料需給

いうシミュレーションだ。同時

（産経新聞一九九八・六・十七）

棺となり、終戦直後をも下回ると

２８２１Ｌ３４１

2,476

ら、国際競争時代の中で、自立し

な給付を設けるべきだとの考えを

852

2,473

りえない」（幹部）との危機感か

・高齢化が避けられないという前

1,043

予測を示し、農地拡大が望めない

明らかにした。

1０４９３９

1,782

などの悲観的なケースでは、穀物

提に立って、年金制度のあり方を

（注･単位は100万ﾄﾝ､悲観的ケース）

食料安保で自給率を目標化
104
740

1,782

843

1994年

2025年

Ｌ１

團國
開発途上国地域
先進国地域

世界計

純輸出量 生産遇 消費量 純輸出量

生産量,'消費量
生産量 消費量

て法てマ審本しをか
日、食料、

6,

見直すべきだ」と主張。山崎氏は

2025年の世界の穀物需給見通し（農水省作成）

業者を確保③中山間地へ直接所

世界的視点に立ち、痛みを伴う改

が減ると経済成長率の低下を招

なると、意見はわかれる「労働力

をためらうことは、ほとんどな

目立つ。「家が狭いので」と出産

慮されているので街に子連れ姿が

い。住宅政策がしっかりしている

く」と少子化の「結果」を憂える

からだ。

革も覚悟する必要も出てくるだる

立場と、少子化を招いた「背景や

》っ。

財政負担に直結する中山間地へ

原因」を深刻にとらえる見方であ

補償制を導入、森林も含めた国
。株式会社の参入は、市場原理

の直接所得補償には、国民的な理
る。

保全を図るｌとなることが濃厚

導入することで農業を活性化す

解が欠かせない。「最大の焦点」

を見せ、一部の農林関係議員もこ

婚や子育てに『夢』をもてない社

「気づいてみれば、日本は、結

ので、子育てを楽しむことができ

し、労働時間の短縮も進んでいる

保育所や保育ママ制度が普及

たない人もまずいない。

日本でよく言われる理由で子をも

かせると学費が大変」といった、

だけでかわいそう」「大学まで行

「受験競争やいじめで苦労する

ことが狙いだ。食料安全保障の

れに同調している。政治を始めと

会になっているのではないだろう

から、こう述べている。

今年の厚生白書は、後者の立場

とされる株式会社の農地取得問題

ｌ陣害Ｉ

するさまざまな圧力により、議論

か」

では、農協団体が強硬な反対姿勢

えを前面に打ち出すことにな

農水省は新農業基本法を三一十

が複雑化する危うさもまだ残って

◎

世紀に向けた農業版ビッグバン

いが、今回は、文部、労働など他

て、「子育てに夢をもてる社会」

うな施策を充実することによっ

各省庁や地方自治体は、このよ

る。

省庁の行政にも踏み込んで問題点

ともの平均数が一・三八八人まで

日本では、女性が一生に産む子

「深刻な問題」と受け止めている。

い」と考える人が七％、大半が

は二％、「たいした問題ではな

向を向いている。

の施策が、子育てを大事にする方

北欧の五つの国では、国や自治体

下降した出生率が上昇に転じた

べきだという。

てやすい魅力ある社会」をめざす

して参画する社会」「子を産み育

家庭、地域で男女が連携し、共同

自由な生き方が尊重され、職場、

題する提言を発表した。「個人の

出そう、少子化対策の第一歩」と

経済同友会はこのほど、「踏み

たい。

の基盤をつくる道筋示してもらい

を率直に指摘しているｃ

己弁護といったたぐいが少なくな

白書といえば、役所の施策の自

いると言える。

（読売新聞一九九八・六・十七）

返本改革）の基礎にする」（幹部）
針だ。そのためには、長期的、

子育てが楽しい社会に

これを受け、少子化に関する閣

僚会議の設置が検討され、文部・

厚生両省実務担当者の協議会も発
足することになった。

少子化を幅広い行政課題ととら

蹴った。このままだと、いま、三

この出生率が続けば、西暦三五

えることに、賛成である。

歳の子どもたちがお年寄りと呼ば

女は、仕事をもっても、まず、家

それには、「男は、仕事第一、

○○年には日本人は一人もいなく

やすいように道路や駅やバスが配

たとえば、乳母車を押して歩き

なる、という計算まであるのだ。
ただ、何を「深刻」と見るかと

十五歳以上になることが確実
。

るころには、人口の三分の一の

この傾向を「好ましい」とみる人

厚生省の有識者調査によると、

少子化にストップ

日本、ドイツ、イタリアで、出

囮
壬率が下降し続けている。

￣
￣

、

中学生から大学生までの若い人ならない。遺伝情報を調べるゲノ

庭」といった、日本の社会でなお向が読み取れる。職場に進出するテーマは、西暦一一○五○年に到来そのためにはゲノム（全遺伝情
根強い考えを変える必要がある。女性が多い先進国ほど、女性が生すると考えられている「人類百億報）の解析から出発する新しい植
きれいごとの提言にとどめず、経涯に産む子どもの数が多いのであ人時代」にどう対処するかだった。物学の創設と推進を図らなければ

営者は、女性が働きやすく、男女る。

とも育児に取り組むゆとりがもて一方、日・独・伊三カ国で出生や主婦も含む女性を中心とし、有ム植物学を発展させ、遺伝子組み
る社会や職場づくりに努力してほ率が減り続けている主な原因は男識者も含め数十人から率直な意見替え技術なども駆使し、百億人時

いっぱなしのスピーチをお願いしえ、環境を保全するための幅広い

女の役割分業の伝統にある、と多を聞くため、一人一一一分限りの言代の食糧・エネルギー要求にこた

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）くの専門家がみている。

などの統計をつきあわせてみる常識を疑うところから始めたい。た。それを通してわかったのは、植物世界をつくり出す必要があ
と、意外な、そして、興味深い傾（朝日新聞一九九八・六・十八）世界人口が遠からず百億人に達する。しかも、それを地球規模で開

るというきわめて重要な問題が、発途上国も入れてともに進めてい

学校教育の場で全く教えられておこうと、世界に提言することが学

園人類百億人時代に備えて雄蝿懸鍵騨翻邇蕊鮴窪

には、植物の光合成能力を質・量現実に立ち返ってみると、わが国

渡辺格山議員は、三年前にも、同じ雑誌ともに拡大することが必要で、そではその出発点となる新しい植物

（慶応義塾大学名誉教授）に掲載された「私の決起宣言」のれがひいてはエネルギー・食糧間学づくりが全く遅れており、人材

することになると考えている。植慮される。現在のわが国の科学技

自由民主党の梶山静六衆院議員中で今回と全く同じ趣旨の提言を題、さらには環境問題の解決に資も決定的に不足していることが憂

が、文藝春秋六月号に「日本興国された。

論一を発表した。その中で梶山議それはちょうど私が「人類百億物は、光合成によって太陽エネル術推進方策では、全人類のための
員は、日本の将来へ向けての大目人時代を目前にして’’一一分間スギーを化学エネルギーに変え、穀将来目標という視点が言葉だけの

標として長期的な国家プロジェクピーチのつどい」の第一回目（九物や樹木を人類に提供している。ものとなっており、生物に関する
卜を設定すること、特に一一十一世五年一一一月十五日・慶応義塾大学一一一また、一一酸化炭素を消費し酵素を科学技術という重要課題が事実上
紀の世界的課題であるエネルギー田キャンパス）を開いて間もない供給して環境を整えてくれる。植なおざりにされている・なおか
・食糧問題の解決にそれぞれ二十頃であり、その提言に接しまさに物の光合成能力の拡大とは、分かっ、現在の大学にはそうした意欲
年間で約二十兆円、合計で四、五我が意を得たりという感じがしりやすく言えば、これら植物の持も力もなく、人材養成の要望に全

十兆円を投じて、世界平和に貢献た。
つ可能性を最大限に利用することく応えていないという指摘さえあ
しようと提唱されている。実は梶「三分間スピーチのつどい」のである。

’’１１１１口Ｉ

汀

すぁ､お－らむ
こゆ

その中にあってこの問題に意欲
を中心とした生物に関する科学技

人類百億人時代に備えて、植物
◇◇

づくりが必要になると思われる。

は、同省を中核とした新しい組織

専門は分子生物学。著書に「物

術の振興を切に願っているのは、

質文明から生命文明へ」など皿

的に取り組んでいるのが農林水産
省ではないかと思われる。私は二
女性を含めて若い世代であること
歳。

改革｣に

会見で、合計特殊出生率（一人の
女性が一生の問に産む子供の数の

近く有識者会議を設置して少子化
のさらなる進展を阻止し、人口減

でいる「少子化問題」を重要視、

平均）が一・三九にまで落ち込ん

かの目安に使われる。輸入飼料が

や経済改革など「六つの改革」に
続く「七つ目の改革」として位置

の課題として掲げてきた行政改革

少に歯止めをかけるための具体策

新しい農業基本法を検討してい

大量に使用された畜産物は国産品

自給率は、食品を熱量換算し、

る「食料・農業・農村基本問題調

扱いとならないため、率が下がる

を早急に検討する考えを表明し
た。これは、少子化対策を、政権

てさらに推進されることになって

は画期的な国費の投入をともなっ

ことになる。このように自給率は

付けたもので、首相は、具体策の
ひとつとして、これまで政治介入

査会」（首相の諮問機関）は十七

このため、自給率を政策目標と

に取り組む構えもみせた。

を避けてきた出産・育児の妨げと
なる雇用慣習の見直しにも積極的

いる。

すると、「消費者の食の選択を制
限することになる」などの慎重論

食生活に密接に関係する。

健康維持に欠かせないため、食料

が食料部会内に根強く、数値目標

めた種々の植物ゲノムの研究を通

その結果、食料は国民の生命、

供給力の確保は国の責務との認識

とはもちろんだが、樹木なども含

で一致した。供給力を確保するた

だ。

（読売新聞一九九八・六・十八）

人的事柄に政府が立ち入るべきで
はないが、急激な少子化が進め

首相は「結婚や出産といった個

して光合成能力を拡大する、いわ

め、国内農業生産を主力とし、輸

としない方向で議論が進む見通し

ば国際的なグリーンエナージー計

入と備蓄を組み合わせることでも

日、食料、農業部会の合同部会を

どの程度の食料が国産で賄われた

た。

料部会で今後、詰めることにし

政策目標とすることの是非は、食

合意した。また、中間まとめで、

橋本龍太郎首相は十八日の記者

７つ目の
賛否両論を併記した食料自給率を

（読売新聞一九九八・六・十八）

つどいを通して痛切に感じた。そ

の推進役は現時点では農水省しか

を、私は数回の三分間スピーチの

産業振興センターの会長兼研究所
長という立場もあって、農水省の
ないが、より強力に推進するに

十年近く農水省農林水産技術会議
に関係し、また農林水産先端技術

イネのゲノム解析の実施を強く勧
めた。

このプロジェクトは幸いにし

て、日本中央競馬会の資金援助
と、農水省農業生物資源研究所と
同センターの有機的な連携プレー
とによって進められ、国際的に、

特にヒトのゲノム解析が中心の米

｢少子化」

一歩とする狙いもあった。

プロジェクトが最初にイネを取

穀に衝撃を与えるような第一期の
成果をあげることができた。今後

囮

画とでもいうべきものを進める第

開き、国内の食料供給力の問題を

方向で議論へ

議論した。

目標化しない

り上げたのは、アジアにおける食

食料自給率の

糧増産のためという目的があるこ

圖圃

西

こゆ－すふお－らむ

ば、人口構成が大きく変化し、社
の高齢者による保育ボランティア

済負担を軽減するための「出産特

制度創設などを例示。出産時の経

摘、出産や子育ての妨げとなって
別金」給付の是非などを含めて有

1０．０００

国際目標の０．７％を大幅に下回

の、対国民総生産（ＧＮＰ）比では

と、７年連続世界一を続けたもの

００万㎡となった。支出額で見る

は０．９％マイナスの約”億６０

が、円安の影響を受けドル換算で

べ、円ベースでは皿・２％増えた

（暫定値）を発表した。師年に比

府開発援助（ＯＤＡ）の支出実績

外務省は旧日、１９９７年の政

は、前年よりｕ・３％減ってお

たため激減した。幻力国全体で

が、ＤＡＣの援助対象国から外れ

で犯億がの援助をしたイスラエル

（約弱億が）など。米国は師年実績

位米国（約仇億が）、４位ドイツ

は、２位フランス（約閉億㎡）、３

（ＤＡＣ）加盟則力国の支出順位

発機構（ＯＥＣＤ）開発援助委員会

同時に発表された、経済協力開

と、直接、対象国に供与する「２

皿・９減少、技術協力５％減少

日本の支出内訳をドルベースで

また、多国間援助となる国際機

国間援助」が軒並みマイナスと

安の進展に加え、肥年度はＯＤＡ

見ると、有償資金協力（円借款が

関向けの拠出は、世界銀行などの

なった。有償協力の落ち込みが特

予算が大幅削減されており、「額

大部分）が姐・４％の大幅減少に

が増えたことによる。

の減少に加え、援助国からの返済

の大きさ」を誇ってきた日本のＯ

なったのをはじめ、無償資金協力

り、日本も含めた各国の「援助疲

５．０００

る０．躯％（援助国グループ皿国

6０

に大きかったのは、支出そのもの

１２０

れ」が目立っている。

９０

会に大きな影響を与える」と指
いる社会的、経済的要因を取り除

識者会議で検討する方針を示し
（産経新聞一九九八・六・十九）

た。

くことに意欲を示した。

そのうえで、首相は具体的対応

策として、雇用慣習の改善、地域

円安響きⅢ％減

(億円）

中、四位）と振るわなかった。円

ドル換算７年連続世界一でも

1５，０００

１５０

ＤＡに黄信号がともっている。

０

している。

増資時期と重なったた

め、１２７．７％の大幅

ウエー０．節％、オラン

わって、さらに少なくなる」と話

に伴い）落ち込み、円安効果も加

ら日本のＯＤＡは（財政再建路線

る」と強調する。また、「肥年か

ＯＤＡ資金の意義は高まってい

に減少しているとし、「安定的な

の民間資金の流れが大幅

に、先進国から途上国へ

ＯＤＡ実績の発表と同時

１外務省経済協力局は、

９

閉が［曰立っている。

胡躯％と比べても落ち込み

９．理％。ｎ年前の実績０．

０日本は下から３番目の０

別ン０．市％などと続き、

蛇ダ０．皿％、スウエーデ

９

３マーク０．Ｗ％、ノル

艶ＮＰ比で見ると、デン

９つの国際比較基準、対Ｇ

５一方、ＯＤＡのもう一

９

６た。

師減少分を補う形となっ

鮮増となり、２国間援助の

０

（毎日新聞一九九八・六・十九）

R，

ヨフ本の０，ム

(億ド

正國

3０

刑法の「緊急避難」による無罪を

に出産予定。松江地裁の公判では

絶と出産を経験しており、八月末

は初めて。李被告は過去に強制中

認定を申請していることが十九日

めに日本に来た」と法務省に難民

は強制中絶になる。子供を産むた

や技術、手法を生かして協力する

害防止対策に、日本が有する経験

緊急を要する復旧・復興事業や公

応を重視。紛争や自然災害の後の

球全体に影響を及ぼす問題への対

いった、被援助国にとどまらず地

転換を打ち出したこと。
具体的には、貧困や環境汚染と

いった「ソフト面強化路線」への

関連法律の整備、人材の育成と

スード面重視路線」から、民生

「審議会が大綱を作成した以上、

を残しておく方が得策只委員）、

に判断し、柔軟に対応できる余地

の一員としての立場から、総合的

い。しかし、審議会では「アジア

摘する声が自民党の一部に根強

の見直しを視野に、不十分さを指

を支出している中国に対する援助

野に十分注意を払うなど「四原
則」が盛り込まれているＯＤＡ大

・製造、武器の輸出入など軍事分

法務省によると、日本への密航
者が出産を理由に難民申請するの

（産経新聞一九九八・六・十九）

分に整備されていない国があるこ

「見直し」は盛り込まれなかった。

多かったことから、今回の答申に

時期尚早」（別の委員）との意見が

具体性のない無責任な改定提言は

とから、日本弁護士連合会（日弁

を念頭に法整備の援助を行うよう

協力のあり方を考える「対外経済

発展途上国に対する日本の経済

される「ＯＤＡ大綱」の見直しに

事支出との関連で不十分さが指摘

のだが、援助を受ける途上国の軍

経済援助の「質の転換」を迫るも

・経済基盤の類似した地域では、

島メコン川流域などのように社会

定するのではなく、インドシナ半

国だけを対象にした援助計画を策

は、①途上国の需要を的確に把握
して客観的な事後評価を行う②一

入などの動向に十分注意を払う

イルの開発・製造、武器の輸出

③軍事支出、大量破壊兵器。ミサ

②軍事的用途および国際紛争助長

①環境と開発を両立する

■ＯＤＡ四原則

連）や民間の有識者などとの協力
提言している。

協力審議会」（首相の諮問機関、

は踏み込んでおらず、新味に欠け

また、社会基盤整備について

会長・中根千枝東大名誉教授）は

る内容となった。

よび自由の保障状況に十分注意

（産経新聞一九九八・六・二十）

を払う

その地域を一体的にとらえた援助

大量破壊兵器、ミサイルの開発

ている。

計画を策定するｌ必要性を指摘し

への使用を回避する

困問題といった地球規模の課題に

やダム建設を優先してきた従来の

や国際情報の変化を踏まえ、道路

答申の特徴は、日本の財政悪化

十九日、経済協力を環境対策や貧

開発援助（ＯＤＡ）をはじめとする

橋本龍太郎首相に提出した。政府

とを柱とする答申をとりまとめ、

「集中的・重点的に実施する」こ

④民主化の促進、市場指向型経済
導入の努力並びに基本的人権お

環境・貧困へ重点的に援助

綱については、毎年巨額の軍事費

今年二月の島根県鹿島町の集団

主張、判決は七月十五日に言い渡

ことを求めている。とくに、発展

分かった。

密航事件で、入管難民法違反で起
訴された中国人五十一人のうち妊
される。

妊婦が難民申請
対外経済協力審答申

途上国の中には、民法や商法が十

娠中の李雪梅被告（二五）Ⅱ福建省

巴人っ子政策
避難の密入国

出身Ｉが二人っ子政策の中国で

國囿

厩室

河

こゅ－すふぉ－らむ

母乳中の
濃度調査

２カ月 で枯渇の恐れ

図北朝鮮・備蓄

年三月に百篭が配給されて以来、

途絶えている。

庶民は、飢えに備えて少ない配

給を取り置いたり、自留地で野菜

を栽培したり、国内の親類どうしで

病院では国際機関などからの援

援助し合ったりしているという。

導入された二毛作のため大麦の作

その一方で、北朝鮮では最近、

地調査を行ってきた国連食糧農業

のみで、残り七○％の患者は漢方

助の薬品は三○％の患者にまわる

食糧危機に直面する北朝鮮で現

機関（ＦＡＯ）と世界食糧計画

は七万鯵に増大したという。

付けが昨年の三万八千紗から今年

９月にかけて、母乳中に含まれる

東京都内で記者会見し、最近の北

ドゥル・ラシッド団長は十九日、

備蓄が枯渇する恐れがある。その

状況が続くことで今後二カ月間に

長は「昨年よりも悪く、不安定な

食糧事情について、ラシッド団

た」と語った。

られず、入院を断る病院もあっ

ている。－部では患者を受け入れ

「病院でも野菜の自家栽培を行っ

薬に頼る状況だ。ラシッド団長は

（ＷＦＰ）の合同調査団のアブ

ダイオキシン類の濃度調査を実施

朝鮮の食糧事情や今年の穀物生産

意味でも、今後二カ月間が決定的

都内の旧病産院を通じ、母親に協

いて「トウモロコシの作付けが終

ラシッド団長は作物の現状につ

一人あたり一日四百傅だった。食

また、北朝鮮では昨年十一月に

％にあたる地域を視察してきた。

日間、北朝鮮の穀倉地帯の約九○

合同調査団は今月二日から十一

力を依頼して調査する。初めて子

わり、田植えは八五％完了してい

（産経新聞一九九八・六・二十）

エルニーニョ現象に起因する記

ルドゾ大統領（ブラジル社会民主

ブラジル東北部干ばつ

一千万人が食料不足

に重要だ」と述べた。

供を出産した女性と２番目の子供

しかし、作柄は七月からの二カ

糧配給が徐々に減少。地方では今

月の雨量に左右されるため、八月

るところだ。全般的に順調だった

リットル採取して分析する。年齢

末になるまで確実な見通しは出な

と述べた。

はいずれも窃歳から釧歳までで、

選び、出産後知日目の母乳を印ｒ

調査対象の地域に原則として５年

いとの見方を示した。

が現時点で通常の三分の一と農業

党）の再選計画すら揺るがしかね

件。

今年の年末までに、調査結果の

録的干ばつでブラジル東北部の食

セアラ州の州都フォルタレザか

ない情勢となっている。

用水が少ないことや肥料不足、暖

させ、一時は他を寄せ付けない人

冬の影響による病害虫の増大など
が不安要因であることを明らかに

でには最終結果をまとめる。

（毎日新聞一九九八・六・二十）

ら国道を南下すると、道端で食糧

中間まとめを公表し、来年３月ま

さらに、農業用のため池の水位

以上継続して住んでいることが条

を産んだ女性をそれぞれ釦人ずつ

で２地区に分けて計１２０人を、

都内を羽区で４地区と多摩地域

することを決めた。

の見通しについて語った。

都衛生局は四日、今年８月から

ダイオキシン

糧不足が深刻化。インフレを終息

團圖

気を誇ってきたフェルナンド・力

した。

庵

囲

ウアルテさん（姐）は「私の畑

。その一人、フランシスヵ。

小銭をねだる農民の姿を見かけ

イス・ルラ氏に釦％台前半で並ば

世論調査では、野党・労働党のル

支持率はじりじり下がり、最近の

で再選を目指すカルドゾ大統領の

れてしまった。
カニンデで石黒穣）

（ブラジル東北部セアラ州

（読売新聞一九九八・六。二十｜）

再雇用や中途採用が可能になる制

を協議する。また、①地域の高齢

度の確立といった一雇用慣習の改善

者を巻き込んだ保育ボランティア

制度の創設②学校の空き教室を活
用した子育て支援施設の拡充③育

の建設促進ｌなども検討テーマと

児支援につながる世代間同居住宅

一方、政務次官会議の少子化対

なる。

ら今月にかけ、ほとんど雨が降

と仕事が両立できる雇用制度の改

政府は二十一日までに、子育て

省の大臣が参加する見通しだ。

先進的な取り組みを行っている企
業の関係者、学者のほか、関係各

とし、子育てに携わっている人や

・育児後に再雇用制度

をまとめることにしている。

少子化対策会議、来月にも

は豆とトウモロコシが全滅し
・今日は一日、家族四人で道に

ってこレアル（｜レアルー約○
へ六が）とパン一塊が手に入っ
」と窮状を訴える。
セアラ、ペルナンブコ州など東

ない。トウモロコシ、豆など主

革など総合的な少子化対策を検討

具体的には、育児休業の取得が

部九州は雨期に当たる昨年暮れ

穀物の生産量は、例年（四百五

するため、七月中にも有識者会議

昇進や評価に響かない新しい雇用

策連絡会は児童手当の拡充、子育
て減税など予算措置を伴う具体策

万少）の半分以下となりそう

に政府レベルでも、厚生、労働、

を発足させる方針を固めた。さら

会議を設置するとともに、政務次

（読売新聞一九九八・六・二十二）

・保育ボランティア検討

。すでに約一千万人が飢えに直

ルールの導入や、出産・育児後に

セアラ州カーーンデのジョゼ・ア

官会議に少子化問題に関する連絡

アジア向け

文部各省の局長級以上による検討

ミル神父は、「自尊心の高いこ
しのご

地方の農民が物乞いに走る一）と

会を設け、具体策を検討する。

空腹を抱える農民の中には実力

けば、人口構成は大きく変化し、

記者会見で、「急激な少子化が続

討するのは、橋本首相が十八日の

経済支援が動き出した。国際通貨

中断していたインドネシアへの

ど十万少の買い付け資金を無償提

償還で貸し付けるほか、タイ米な

コメ支援体制の拡充を

便に訴える者も出ている。スー

社会・経済に深刻な影響を与え

政府が総合的な少子化対策を検

ーや食糧輸送のトラックが農民

基金（ＩＭＦ）はインドネシア政

ている」と説明する。

団に襲われる事件が四月以後、

る」とし、少子化対策に積極的に

府と金融支援再開で合意、日本の

供する内容だ。これを機に日本は
アジアへのコメ緊急支援体制を整

取り組む意向を表明したことを受

インドネシアはエルニーニョ現

えるべきだ。

が保有するコメ五十万少を三十年

コメ支援も正式に決まった。政府

有識者会議は首相直属の懇談会

けたものだ。

ＣＯ

催に批判が集中。十月の大統領選

干ばつ対策の遅れでカルドゾ政

宋北部全体で百数十件発生してい

図

している。

囚匝

体、いかに状況が危機的かを示

二１０

7F

すあ､お－らむ
こゆ

を受けざるを得ない。すでにイン

賄えるが、二百万少は各国の支援

る。このうち百五十万少は輸入で

足は三百五十万少と予想されてい

象による干ばつで、今年のコメ不

政負担は償還期限に応じて平準化

仕組みだ。備蓄や支援にかかる財

備蓄し、コメ不足国に貸し付ける

基金が食糧庁からコメを借り受け

設した。国際農業交流・食料支援

政府は、新たな支援システムを創

ただ、これは今回の支援量が多

ドネシアでは急激な通貨下落で輸

すぎ、現行制度では対応できない

し、一般会計から補てんする。

メなど食料価格の安定のために補

入食料価格が高騰し、ＩＭＦもコ
助金削減の延期を認めた。社会経

ために作ったシステムで、対象は

コメの過剰在庫を処理しようとい

済の安定に日本のコメ支援が不可
問題は、今年の天候次第で他の

う意図も見え隠れする。今回のよ

インドネシアだけの色彩が濃い。

アジア諸国でもコメ不足が起きか

うに突然、コメ不足が起きること

欠になっている。

ねないことだ。八○年代から工業

を考えれば、アジア全体をにらん
海外のＮＧＯ（非政府組織）に

化が進んだアジアでは、農地が工

は将来の食料危機に備え、日米欧

だ支援体制への拡充が必要だ。

産基盤が弱くなっている。八四年

の先進国が食料を備蓄すべきだと

場用地に転換されるなど農業の生
にコメの自給を達成したインドネ

の声がある。各国が資金を拠出し

１１１１１１１１１１１１ｌＩＩｌＩ６ｌＩＩＩＩＩｌＩ１ｌｌｌ１ｌｌｌ１１１’

く～！ご入会のお願ｌい～ｌく

一ＡＰＤＡ賛助会・員

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

一います。一九九七年の世界人口は五八億人、一九九八年には六○億人を超えると推計

一人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影響を及ぼします。

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

一といっても過言ではありません。

一世界人口の大半を占めるアジア人口の行方が、人類生存のカギを握っている

一いま、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

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

一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

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

一本などのように、これ以上子供が欲しくないという夫婦がふえている地域、この一一

一とがもたらす高齢化現象に伴う労働力不足や福祉賛の地大など、さまざまな重大な
一社会・経済問題も発生しています。

｝これらの根源は、すべて”人口“問題に帰結されます。

一ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を砕くこれらの問題を有効に

一解決する方策をさぐり協調するため、日夜、真剣に努力を続けています。

一何半、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆ざまの尊い｝｝協力を心からお
←願いいたします。

:二m

シアも、ここ数年は輸入国に転落

＝

していた。

る構想も浮上している。日本はコ

て「東アジア食料備蓄機構」を作
メ支援を通じた国際貢献を考える

フィリピンやマレーシアなども

調なうちはいいが、通貨が急落す

農業の事情は似ている。経済が順

べきだろう。

やベトナムなど輸出国を除けば、

一九九八・六・二十九）

（日本経済新聞

れば輸入が細る恐れがある。タイ

現在アジアでコメが余っている国

7７

は日本しかない。不測の事態に対
応できるのは日本だけだ。
今回のインドネシア支援を機に

会員ｉｇＤｌ特蕊

０
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２．東南アジア話同等人口・開発雌礎調企報告書
一インド腿l-

ReportontheBasicSurveyofPDpulationand
DevelopmentinSoutheas［AsianCountries
-lndia-‐

3．中華人民共和国人口・家族計画鮪二次堆礎調侮搬告普
BaSicSu｢vey(Ⅲ）onPopulationandFhmilyPlanning
inthePeopIe，sRepublicofChina
生育率和生活水平矢系第二次中日合作ilM在研究柵

昭和58年度
Ｌ中華人氏共和樫|人口家族計画雄礎調査報告杏
BasicSurveyonPopulationandFamilyPlanning

in【ｈｅPeople,sRepublicofChina（英語版）
生育率和生沽水平矢系中日合作凋代研究損告朽
（中国語版）

告朽（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口・家族計画基礎調企

BasicSurveyReportonPopulatjonandRImily
PlanningintheKingdomofNepal（英語版）
５．日本の人Ｕ都市化と開発

l・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調森報告苫
一インド同一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDeveIopmentinAsianCountries
-India-（英語版）

UrbanizationandDevelopmentinjapan（英諮版）
２．束南アジア諸国等人口・開発些礎調交報告書
６．バンコクの人ロ都市化と生活環境・福祉調在
一データ綱一

一タイ国一

SuweyofUrbanizatiomLivingEnvironmentand

ReporlontheBasicSurveyofPopulationandDeve
lopmentinSoutheastAsianCountTies

WelfareinBangkok-Data－

-Thailand－

（英語版）

３．Ｕ本の人口極換と農村開発
7．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

UrbanizationandPopulationinjapan（英語版）
日本的城ilJ化与人口（中国語版）

UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

昭和61年度
Ｌアジア諦国の農村人口と農業開発に関する調盗報告iDf
-インドネシア雁ｌ－

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｗｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏｐｕｌa[ｉｏｎａｎｄ
Ａｇ｢icultu｢alDevelopmentinAsianCountries
-Indoncsia-（英語版）

DemographicTransltioninJapanandRuralDeve
lopment（英語版）
４．SuTveyOfFertilityandLivingStandardsinChinese
RuralAreas-Data-Allthehouseholdsoftwo

villageslnjiIinProvincesu｢veyedbyquestionnai｢ｅｓ
（英語版）

失干中国友付的人口生育率勺生活水平的iJM在恨告
一対千古林省両十村近行全戸ilii談凋査的端果一

＝銃ｉｌｔＭ＝（中国語版）

５．スライドＨ本の艇業、農村開発と人口

_その軌跡一（日本語版）

－インドネシア国一

Agricultural＆RuralDevelopmentamdPopulation
mJapan（英語版）

ReporIontheBasicSurvevolPopulationaJTd
DevelopmentinSoutheastAsianCountries

PerkembanganPertanianMasyarakatDesaDan

２．束南アジア諸国等人口・Ｉ洲発基礎調森報告Ｉｌｌ

-Indonesia-（英語版）

３．在日留学生の学習と生活条件に関する研究
一人的能力開発の課題に即して－

日本衣止衣村的友展和人口的推移（中国語版）

KependudukanDiJepang（インドネシア語版）

（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ
ンクールにて優秀徴を受賞しました｡）

昭和60年度

４．日本の労働力人口と開発

LaborFo｢ceandDevelopmentinJapan（英語版）

１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告書
一タイ国一

５．人口とＩ)9発関述統計集

DemographicandSocioEconomiclndicatorson
PopulationandDevelopｍｅｎｔ（英語版）

ReportontheSurveyofRuTalPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-Thailand-（英語版）

7８

２．東南アジア諸国等人口・';M発埜礎調森報告懇
一中華人民共和国一

６．スライド日本の産業開発と人口
~その原動力・liE気一（日本語版）

RcportonlheBasicSurveyolPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-China-（架語版）

lndustrialDevelopmentandPopulationin」apa、
ThePrimeMoverEIectricitv-（英語版）
ぴ

日本的I堕並没腱勺人ＬＩ

－ｊ〔原助力一奥`(－（中岡語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調盗lilf究報斜拙：
－タイ倒一

Pembangunanlndustridankependudukandi」epimg
-PenggerakUtama・TenfKaListrik（インドネシアiMillM）

４．日本の人口と家族

PopulationａｎｄｔｈｅＦａｍｉｌｙｉｎＪｆｌｐａｎ（英語版）
５．アジアの人口転換と開発一統計蛎一

DemographicT｢ansitjonandDevelopmentinAsian
Countrles-OverviewandStatisticalTables-（英語版）

7．ネパール刊勤人rI家族iｉｆ画第二次ﾉﾑ礎調iIiさ

ComplemeIItarvBasicSurveyReportonPopulation
andFamilyPIanI1inｇｉｎｔｈｅｋｉｎｇｄｏｍｏｆＮｅｐａｌ

昭和62年度
１．アジア禰国の農村人LIと農難開発に関する綱ifiE報告評

６．スライド

一中華人lE共側圧ｌ－

日本の人口と家族（[|本譜版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＳｕｗｅｙｏｆＲ山･alPopulatiolland

FamiIyandPopuIationin」apan

AgricuhuralDevelopmentinAsianCountries

-AsianExperience-K英語版）

-China－－（英語版）

Ｈ本的人川与家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluaTgaJepang（インドネシア語版）

２．４(南アジアi渚匠l等人I」・ljM充基礎ijMlIii報flfilド
ー中華人氏共FⅡ侭l-

７．ペルー共和国人口家族計1111i飛礎調査

ReportontheBasicSurveyofPopu1ationand
Developmen［inSoutl1eastAsi&nCountris

-ChlntI-（英船版）

平成元年度
ｌ・アジア諸国の農村人l」と農業開発に関する調査報告書
一バングラデシュ凹一

ReportontheSurveyofRuralPoI)ulatlonand
AgriculturalDevelopｍｅｎｔ－Barxgiadesh-（英語版）

一フィリピンllil--

４．日本の人口と腱業開発

ＰＯＩ)ulationandAgricultul-alDevel０１)ｍｅl】1ｍ」apa、
（英語版）

２．東南アジア猪同等人にl・開発基礎調査報告Ｔｌキ
ーネバール国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DeveIoDmentmSoutheastAsianCountrleg
-Kepal-（英語版）

５．ネパールの人lル開発・環境

ＰＯＩ)ulation‘DevelopmentandEnvlronmentinNepal
（英譜版）

６．スライド

３・アジア諸国からの労動力流出に関する調益研究報告ill：
‐－マレーンアロー

［1イ兎の人にI移動と経済発展（Ｈ本譜版）

TheM1gratoWMovemenIfIndEconomicDevelop

meminJapa【】（英語版）

Ｈ本的人｢I移功与堆済友腔（中厩蔚版）

４．日傘の人口鱗造変動と開発

Per1〕indahanPendudukDanPerkembanganEkonoml

一高齢化のアジア的視点一

StructuTa］ChangeinPopulationand Developmenl
-Japan'sExperjenceinAglng-

３・アジア猪岡からの労働力流''１にIHIする調盃研究報待避

（英語版）

Dijepang（インドネシア碕版）
７．トルコ国人、家族i汁画jk礎調代

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して－（日本語版）

AlginginJaI)aｎ－ChallengesandP｢ospectざ－
（英語版）

辺人高齢化社会的日本正ilijI1由挑銭

一追求具生命意Ｘ的老年生涯一（中国語版）
”

昭和63年度
Ｌアジア諸国の農村人'二】と農業'1M発に関する鋼在報告書
一ネパールlL1--

Repor［ｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏ（RuralPopulationand
AgriculULIraIDevelopmen［inAsianCountries
--Nepal-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調在研究報告杏
一中華人民共和国一一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmenlandPopulationin」apan
-TrendsandProspectsjndIel990s（英語脳）
５．スライド

ロ本の地域開発と人口（ロ本譜版）

Tan［anganMasya｢akaILanjLItusl間Jepang
（インドネシア調販）

６．アジアii胴の腱柴１１１１発－５力'11の比校一

SIralegicMeasuresfo「ｔｈｅＡｇ｢jcuIturfllDcvelopment

-ComparaliveStrudiesonlWeAsnnCoullll1es（英識版）

（本作品は、1990年(M)Ｕ本視聴覚毅脊協会主催優秀映

像教材選奨社会牧育部門で優秀賞を愛徹.）

ReginalDevelopmentandPopulatioｎｉｎｊａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人｢Ｉ（中国語版）

PermbangunanDflerahdanPopuIasidijepang
（インドネシア版）

平成２年度
１．アジア謝国の農村人口と艇業１１M発に|ＩＩＪするi1M炎報flri1ト
フィリピン|脳１

Ｒｅｐｏｒｔｏｎｔ１１ｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰopulationand
６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英語版）

AgricuLItLIralDcvcIopmenlPI1ilippillc
（災ｉｉｌｉ版）

２．ｊｌＬｉ材アジア術[刊等人{小ｌｌＨ発J牒礎iiiM在撒ｆｌｒ誹

平成４年度
1．アジア諸国の農村人口と腱業開発に関する調介報涛ｉｌト
ーマレーンア１重l-

ReportontheSurveyofRuralPopulaUonaITd
AgriculturalDevelopmenI－Mal&lvsifl（英語版）

２．束南アジア諸国等人口・開発基鮠調在報告香
一一ベトナムｌＪＥ１－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｖｏｆＰCl〕ulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-VietNam-（英語版）

３．アジアi渚国からの労IjMl力流l{1に関する『凋赫)f死報告ill：
－スリランカ同一

４．アジアの砿業権換と人fl

IndustrialTransitionandPopuIａｔｉｏｎｍＡｓ１ａ
（英語版）
５．スライド

明Ｈに生きる－Ｈ本の産業松換と人1ｺ－
（日本語版）

LivingfbrTomorrow－Industrial

一パングラテ曉シュー

ReporI（)ｎlheBasicSurvcyofPoDulfItionand
c

DevclopITlenIlnSoutheas【AsianCounlrles
－Bangladegh

(炎iiHlik）

３．アジアiilil劃からのりflliM流I{iにＩＩＬＩする洲ｲ制｢光報告ijド
ーーインドネシア同一
４．日イ兵の人[かＨｌＩ党・環境一アジアの総蟻一

ＰＯＩ)l】laIi〔〕n．DevelopmentandEnvirol1mel1t1n

jal)題、一Asial1Experlcncc--（拠譜版）
５．スライド

［1本の環境・人口・ｌｌＨ発（Ｕ本i擶版）

Environment・Populationtmdl)eveIDpment1n
jaPaII

（英語１１１１）

ロ本(]ﾘ坏境・人[ル升友（｢''四鑑版）
Lillgkun餌【１，１ｺendudul（dallPembangunanJepang
（インドネシア絡版）

（本作品は、1991年ｌｌｉＨ本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人1]都市化一統i;1.1l2-

ProsI〕ectｓｏ｛ＵＩ･baniza【ioninABia

(英語''１２）

Ｔ｢ansitionandPopulationinJapan（英語版）

生活在ﾘﾘl犬一日本的詳並鋳換与人口一
〈中倒語版）

HidupUn[ukl-IariEsok－PeralihanStruktur
IndustriDanPopulasiDiJepang（インドネシア繍版）

平成３年度
１．アジア諸国の農村人｢lと農業Ⅱ9発に関する調盃報告二i1l：
－スリランカlF1-

ReportoIltheSurvev

RuralPopuIati〔】nand

AgriculturaIDevelopment

--STilanka-

（英語版）

２．東南アジア諸liil等人口・開発催礎綱侮報告書

平成５年度
ｌアジア諸国の農村人Llと農業開発にＩＭＩする調査報告課
一ベトナム国一

一フィリピン国一一

ReportonlheBasicSurvev（)fPopulationan〔i
DevelopmentinSoutheastAsianCountr1es
--Plnlippines--（英語ｌｆｎ

8０

平成７年度

ReportonlheSurvevofRuralPopulationand

1．アジア識厩の発展職階UII典雅Ｌ農+111M発↓１１s礎iii１編liI1;!『
’１ドーハキスクン腺１－
RepoTtoI】ｔｈｅＢａｓｋＳｕｒｖｗｏＩ１Ａ輿rjculturE小I､(ｌＲｕ｢al

Developmentl)yProgreg葛ＳｔａＲｅｉ１１ＡｓｉａｎＣ()u1TlJ1cs
-Pakistan-（災譜Ⅲ(）

AgriculturalDevelopmenｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英語１Ｍ、

２．東南アジア諸同等人口・開発些礎調炎報告書
一スリランカlIil-

RcportontheBasicSLIrveyofPOpuIationand
DevelopmentinSoutheaBtAsianCounlries

２．アジア瀦!T;の都iIj化と|;M充）,L礎鋼侮雑ltjLilI

-SriLanka--（英識版）

-ネパール雁l--

ReporlontheSurvcvofUrbanjza[io'UandDcvel()Ijmcnt
inAsianCount】1cｓ－Ｎｅｎａｌ－（婚荊版）
３・アジア論IlIlの人'１}lfri1ljlllH篭と労lIillﾌﾞﾉに側する,iMiilrilr先
報ｌＩｎＩドーインド１７１－－

４．アジアにおける女性のエンハワーメン１．

ＥｍｎｏｗｅＩｍｅｎｔｏ「ＷｏｍｅｎｉｎＡｓｌａ（災ji雛Ｍｌ

３．アジア潴国の人１１１１資源|淵発と労lIiil力に関する調査研究

鞭告諜一一フィリピンlZl４．アジアからの挑戦一人１１と開発一・

ChallengeandStrategyo（AgiaI1Nations
-PopulalionandSus[ain恩bleDevelopment（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．スライト

アジアを擁け一女性たち～（引本,iiIi版）

ＡＢｒｉｇｈｔｏｆＧｅ｢lderEqualiIy
-EmpowermentｏｆＷｏｍｅＩ１ｉｎＡｓｉ三一一（ｳﾐiii淵帥
通ili目蝿之路一十日Ⅲ洲女性一一（lI1Ii:１１譜版）

（日本譜脆）

WomenandtheirChallengcs－Improvements
intheStatusofWomenthePopulatjollofJalpaJl（英語版）

女性的挑11iii－女性地位的提商与Ｕ本的人口一

HarpanCerahbagjPcr5amaan-I<aumWanita

（中岡iiiiWI）

AgiaMerambtlhJalan-（インドネシアiﾄﾞﾙ;}f）

Tal1tanganKaumWanita

-EYTIansipasiWani[adanPopulasiJepang（インドネシア語IilKj

平成８年度
1．アジア禰国の発展段階別腱業・農村|＃１発Al;礎i涜森繩i｛「

11ドーラオス人民民主共flllli1-

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調森報告

Rel)ortonthcBasicSulvevonARricuhuraland

諜一インドLlil-

RuralDeveIopmentbvProRressStageinAs1an

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRural

Counlries-LaoPeople'sDemoraIicRepublic

DEvt?】Ｃｌ)ｍｅｎｔｂｙＩ〕r､91℃ssStageinA3ianCounlries

（英語腕）

-India-（英語版）

２．アジア,渚[iilの儲I1j化と1}'1発綱ｲﾋ報f1filキー‐‐７′リヒ
ンIn-

ReportontheSurveyofUrbanizaljonandDevelopmenl

Rep【)ＴｌｏｎｔｈｃＳｕｗｅｖｏＩｕ･lwZizflli()Ｉ１ａｎｄｌ)cvelop．
mentinA5ianCoulItr】ｅｓ

２．アジア諸国の都T1j化と開発調査報告轡一タイl到一
inAsial］Countries-Thailand-（英語版）

Philippine月

（災ii刊1Ｍ

３．アジア諸隆|の人間資源開発と労働力に関する調査Ijlf究
報告書一一ベトナム国一

３．アジア謝[1Jの人llIliifilii1;M発と`)j･Ｉ肋力に側するijWfli1f光
報(』｢i1}：一ラオス雁1－

ルアジアの女性労働力参加と繊済発展
-21世紀の繊日il-

`L21illf紅C')人Iル食*IIiiiili略一一アジアとUWfL-

Populatlon（mdFDDdStratcgy（o「２１gXcenIury
-AsiaandWoxld-（英譜版）
５．スライド

8J

WomeITsLaborPar[icipationandEconomicDeveIop‐
mentinAsia-Stmtegytoward21Cen[urv（英語版）
５．スライド

２()25年への決|iii「－アジアの人[IjWhllと食料

アジアの女性たちはいま……（Ｈ本譜版）

ChallBI1geandDecisionforLheYcar2025

NewHorizonsfo「［hｅＷｏｍｃｎｏｆＡｓｊａ（英語版）

-PopulationlncK･edDseandF〔)ｏｆｌｎＡｓｉａ－－

並洲ﾀﾖ女的新1万鰹（中風諾版）

（災絡1lb(）

WanitaAsiaKini……（インドネシア語版）

IiU蒲2025年的央断一iHI洲的人口噛催和糧食一
(中国語版）

TekadUntukTahun2025-Pertambahan

1．『国際人ロ開発会鑓行動計画要旨」1995年（和文）
（１）１容：1994年カイロの国際人口開発会議(ICPD)の行

PopulasidanPangandiAsia-(インドネシア語版）

動iif画の要旨=同文許関連の{１１版物としては本lll初｡）

２．「国際人ロ開発鰯員会鱗｣、国際人ロ開発職員会鱗鱗寧
録、1995年（和文）

（内容：1994年カイロで国際人1ｺ開発会議(ICPD)に先
駆けて開催された国会議貝会議である国際人口開発識
且会議の議事録。同会議には117カ国約300名の膣|会議
貝が参力Ⅱした。会議宣言文はICPD総会でも発表された。

また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の
腰l会議貝フォーラムが1Ｗ)Niされた｡）

３．国連人口基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一」1995年（和文）

（内容：現ｲ[の人口分野に対する援助の現状と、資金
の流ｵしを分析。我が国の人口分野への貢献も併１Mh.）

平成９年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調森報告
三kヒーラオス人民民主共和腫ｌ－
Ｕ三U

Reportoz〕theBasicSurveyonAgriculturaland
RuralDevelopmentbyProg｢ｅｓｓＳｔａｇｅｉｎＡｓｉａｎ
Ｃｏｕｍｒｌｅｓ

－ＬａｏＰeopIe9sDemogralicRepublic２．アジアの}|:会1111発と人||Ⅲ1M発

SocialDevelpmenlandHumanDevelopment
1nAsia

３．アジア諸国の人'1M賓源|;Ⅱ発と労働力に関する調在研究
蝿告普一マレーシア国一

４．水をめぐる２１世紀の危機一アジア人口を焦点とし
－￣

し￣

４．ｒ国際人ロ・社会開発麟員会鯛｣、国際人ロ・社会開発

鱗員会蝋(IMPPSD)繊事録、1996年（和文）
（内容：世界社全開発サミット(WSSD)にあわせ、１９９５
年３月にデンマーク・コペンハーゲンでM1催された人
口と社会開発に関する|劃会議ロ会議議事録｡）

５．黒田俊夫署ｒリソース・シリーズ１国運人ロ会臓20年

の軌跡一ブカレストからカイロへ－J、1996年（和文）
〈内容：国連主催の第一回人口会議であるブカレスト

会議から1994年カイロの国際人口開発会議まですべて

WaterCrisisintheTwentyF1rstCentury

-Pro5pecto「AsianPopulationand
Development５．スライド

水は生きている一人口と水資源一
WaterisAlive-Populationand
Wa[erResources--〈英語版）

水珪有生命的一人L1句水臓ｉＭｉ－（中国語服）
AirituHidL1p-PendudukdanSumderＡｉｒ－
（インドネシア譜版）

の国連主催の人[I会議に参ilIL、人{]分野における世
界的大家である著者が、その推移を概観し、分析した．）
６．ToshioKu｢oda，ResourceSeries2QFromBucha‐
ｒｅｓｔｔｏＣａｉｒｏ－２０ＹｅａｒｓｏｆＵｎｉｔｅｄＮationsPopula‐

tionConferences-'''’９９ｓ（英文）

（内容：好評をもって迎えられた「リソース・シリー
ズ１」の英文版｡）

７．「国際女性・人ロ・開発職員会鯛』、国際女性・人ロ・

開発讃員会鯛(IMPGPD)鯛事録、ｉ996年（和文）
（内容：第４回世界女朧会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５
年９１１に東京で開１１Mされた国際女性・人口・開発i砿１１

会議(lMPGPD)の議事録。１局I会議には第４回世界女性
会議に対する各国政府代表を中心とする国会譲且が参
ＤＩＩした｡）

8．ＦＡＯ／UNFPAおよびボートン・ズアン、グエン・
ティ・タン箸、『リソース・シリーズ３食料安全保障
と人ロ：資料』、1997年（和文）

（内容：１１上界食料サミットへのfvi術として国迎食料.農
業機関(FAO)が国連人口JM当金との共同研究された、￣人
口端加と土壌劣化」に関する論文の日本語版および、

8２

11．国連食糧農業機構(FAO）了リソース・シリーズ４世界
食料サミット1996年世界食料安全保障のためのローマ

宣言および世界食料サミット行動計画、1997年（和文）
（内容：世界食料サミットのローマ宣言と行動fhmjの
本邦初の翻訳であり．多分野から同文響の日本翻訳の
決定版として高い評価を受けた｡）

12．『リソース・シリーズ５FiveYearsfromlCPPD-国
際人ロ開発幾員会鱗から５年一人ロと開発に閲する国
会職員会鐡宜営文」1998年（和・英）

（内容：カイロの国際人しI開発会議から５年[lを迎え、
この機関に人I｣と開発に関する国際議貝会議、地域議
貝会議の宣訂丈を集成・今後の史なる発展のための賓
料とした｡）

13．’rリソース・シリーズ６PopuIationPolicyinAsia2
1998年（英文）

（内容：当財団が主催する￣人口と開発に関するアジ
ア国会議員会議Ｊで呼びかけをおこない、各国の人'二ｌ

政策を各国政府黄狂者もしくは専門家が記述した.各
国の政策に責任を持つ国会議員が関与している点で、
噸例を見ない」

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで1111かれ
た、人口と食繊安全保障に関するAFPPD（人口と開
発に関するアジア議貝フォーラム）特別運営委貝会で、
ベトナム例会社会委貝会委貝長グエン・ティ・タン議
貝とマグサイサイ賞受賞者である苫名な農業学者ボー
トン・ズアン博士の共著論文の日本語版の合本。lUT界
食料サミットに|､１けた賓料として作成された｡〉

9．『国際食料安全保障・人ロ・開発鍵員会甑』、国際食料

安全保障・人ロ・開発蝋貝会鯛(IMPFSPD)鰻事録、
1997年（和文）

（内容：食料農業機I對(ＦＡＯ)主臘の世界食料サミット
（WFS)にあわせ」ﾘ9ｲﾌﾞil2llllにスイス･ジュネーブで開
雌された国際食料安全保障・人口・開発議貝会議
（lMPFSPD)の議班鎚同会議の成果は、世界食料サミッ
トで公式に配布され、またＷＴＯルジェーロリギ務局長
にも桜井新・会議議長から手渡された｡）

10．国運人ロ基金ｒ未来のための食料』1997年（和文）

（内容：国連人口離金出版物FoodfortheFutureの

日本語版。人口附加の抑制と食料確保を行うために、
女性の参加が不可欠であることをさまざな具体例から

解きほぐしている。）

ＡＰＤＡ

■■■

曰誌

■■■

館。参加国印オーストラリア、バングラデシュ、中国、フィ

４月４日ＡＰＤＡ主催「第且回人口と開発に関するアジア国会議員代
～５日表者会議」開催。於汕インド国ニューデリー、国会会議場別

ジー、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ネ
パール、パキスタン、セネガル、シンガポール、スリラン
カ、タイ、ベトナム（肥力国）国際機関岬ＵＮＦＰＡ、ＡＦＰ
ＰＤ、ＵＮｌＣＥＦ他

４月５日「ＡＦＰＰＤ運営委員会」開催。桜井新ＡＦＰＰＤ議長他運
営委員、ＵＮＦＰＡ他出席。於叩インド国ニューデリー、国

会会議場別館。

４月６日日本財団平成ｎ年度助成金交付式に大澤春美経理課長が出席。
４月”日国際シンポジウム「アジアの経済危機と健康ｌ人間中心の対

応ｌ【外務省・厚生省・国際協力事業団・海外経済協力基金・
国際開発高等教育機構主催）に星合千春国際課主任が出席。
５月ｎ日「高齢化する世界」（２０５０主催）西内正彦・共同通信編集・
論説委員の講演会に星合千春国際課主任が出席。
５月胆曰インガー・ブリューゲマンＩＰＰＦ事務局長、モハメド・ブ
ズィディ財源・事業開発局長らが来日。参議院議員会館議員
会議室で小杉隆、堂本暁子両国際人ロ問題議員懇談会・副会

長らと懇談。

５月Ⅲ日「トリレンマシンポジウム閉」（㈱電力中央研究所主催）に楠本
修主任研究員と北畑晴代国際課長が出席。

５月配日本協会理事会開催。

⑪平成９年度事業報告並びに収支決算
②平成ｎ年度事業計画並びに収支予算

③役員改選及び人事

５月配日ナフィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局長、安藤博文事務次

長が来日。参議院議員会館特別会議室で中山太郎国際人□問題
議員懇談会会長、桜井新同会幹事長ら国会議［貝十五名と懇談。

６月皿日毎日新聞社人口問題調査会定例会二シ橋・如水会館）に広瀬幻
次雄常務理事が出席。

◇わが国の少子化が一段と進んでいる。子供の減少
はｎ世紀の国の経済、社会に深刻なダメージを与
えるというので、政府は「大変な事態になった」
（村岡内閣官房長官）と慌てている。

◇厚生省の九七年人口動態統計ではＴＦＲ（合計特
殊出生率）が１．羽に落ちこんだ。過去最低の現
象だ。総理府のまとめでも、今年４月現在で囮歳

未満の子供の数が戦後初めて開歳以上の高齢人口

を下回った。
こうしたなかで晩婚晩産傾向はさらに進み、離

婚も過去最高だ。昨年１年間で犯万３０００組、
つまり２分配秒に１組の夫婦が離婚している。

◇日本の社会は、明らかに大きく変わりつつある。
少子化は労働力人口を減らし、経済成長をストッ
プさせる。高齢化は医療、年金、福祉面で現役世

代に過重な負担増となる。

高齢者の独り暮らし、過保護に育てた子供と同
属できない老夫婦１．政府踊保育サービスの

充実物育児休暇制度粉介護制度“など次々と思い
やりプランを打ち出すが、それで問題は解決する
のだろうか。ぬくもりのある「家族」「家庭」の

姿がいつ日本から消えてしまったのだろうか。
戦後の経済至上主義の中で育った日本人の”心“

までがバブル崩壊とともに弾けてしまったとした

ら、”心の再建策“が大きな課題だ。（Ｔ・Ｈ）

表紙の写真説明
ラオスの古都ルワン・パ

バーンは、日本で言えば京
都のような、古い伝統と数
多くの美しい仏教寺院のあ
る街である。メコン川と
カーン川の合流地点に位置
し、古来より、交通の要衝
であり、ラオスの王国もこ
の地を中心に発展した。

ラオスは、不思議なほど

ルヮン･パバーン(ラオス)の
ボートレース練習風景

日本と類似した文化を持っ
ている。食文化の面では，

や納豆まである。川海苔を
主食の“おこわ”や納豆まである。川海苔を

日本の海海苔と同じように食べるなど、初め
て訪れた土地なのに釧食''を通じて、'懐かしさ

人ロと開発･夏季号く通刊64号〉
1998年７月１日発行く季刊〉
●編集発行

財団法人アジア人口･開発協会
〒160-0022

束京都新宿区新宿１－５－１
コリンズ３ビル３Ｆ

ＴＥＬ(03)3358-2211(大代表）
ＦＡＸ(03)3358-2233
●印刷

文化印刷株式会社

さえ感じてしまう。

写真のボートレース（ブン･スァン･ファ）
は、雲南からビルマ領シャン州のタイ族全般
に見られる儀礼で、日本の長崎のペーロン祭
りも同じ起源とされる。水を司る竜神に雨季
の間の降雨に感謝の気持ちを込めたレースと
か。

このボートレースにはルワン・パバーン近

郊の地区からも代表が出場する。このボート
レースが始まるとルワン・パバーンの人達
は、うきうきとして老いも若きも仕事が手に
つかなくなってしまう。
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日本航空

世界の街へご一緒に。

■

|鷲

￣榿溺！

襲

縛麺1iiiザ

届Ｂｒ

一鍵
ｌ

ｌ ｉｌ Ｉｉヅ

Jｉ

－

Ｉ

】和Ⅷ汕砂弧、岼埋口叩甥が⑭回り○１，，１－１唱周【衷心○已石ヨロＰ■ｑぐくｔ・’０弘ツー‐‐．．‐．．●０口一四〉》牟醗》》一

０Ⅲｌ史由吐

Ｉ

丘

」ＡＬブＨＪ－ダイヤル

且ＬＬ

／国際線予約･案内、

面可０１２０－堂ｓ－Ｓ９３１
ｋ函０，２０溺冒識1ノ
ニッコーコクサイ

／国内線予約･案内、
i575iO1ZO-25-畠・了１
(函０，２０諾冒諺ﾁ{ノ
＝ツコーコクナイ

箙話番号をよくお確かめのうえ.おかけください

ii;f篇(|欝篝iiii舗凛

Ｌ

l鱸il i

筵ごr

IA

麺電

護鰯 ；ｱi>ｲｗンｸﾞミ

１

１

麓繩蕊ためでずが客
奮溌つど立ち話、 繍臘鱗譲搬蝋影グ嚥だけでも､鞠65“の燃料を浪費してしま

停車中！蕊蕊蝋蕊患鞠雛ば、 その分､ＣＯ醤などの抑制につながります。
一$Ki繊鋤に できること､エコ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞも

エコ・ドライブのために.○つの心がけ。
いま.地球環境を守るために､それぞれの立場での取り組みが求めら;ｌＴていますｂ

私たち自動車業界も露畷境保全のために｢燃費の改醤｣｢クリーンエネルギー車の開発･普及｣｢リサイクルの促進｣など、
多くの課題に取り組んPでいま説そして､ドライバーのみなさん－人ひとりができること陰エコードラ範ブ。
⑪発進は円滑に:急発進１０回で約170ccの燃料を浪費｡ｅ安定走行を:急加速１０回で約110ccの燃料を浪費｡○身軽な運転を:１，kgの不要芯
荷物をのせて５０kｍ走ると約１５ccの燃料を浪費｡②やさしいアクセル操作を:停車中にエンジンを空ぷかしすると１０回で約ＢＯｃｃの燃料を浪費。
ｅエンジンを切る習慣を:わずか5分間のアイドリングでも約ＳＢＣＣの燃料を浪費｡ｅ適正な空気圧で:空気圧０５kg/cｍｅ減のタイヤで５０kｍ走ると、
それだけで約150ccの燃料を浪費｡⑰計画的なドライブを:無計画に１０分走ると､約350ccの燃料を浪費｡⑬等速走行を:一般道路で40kｍ/h、

高速道路でＢＯＩ<ｍ/h程度の等速走行がエコ･ドライズ※上記の数値は､対象車種2000CC乗用車(AT)の燃費＝117km/､(１０．１５モード)が計算ペース(自工会調べ）
〆

、

、

一人ひとりにできること｡エコドライズ
顛曰本自動車工業会

ノ

