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廷

農家もあった。インドネシアはエル

ないと一一一一口う。三食を二食に減らした

的小さくて、街頭の屋台ではいつも

ではあるが、食料の値上がりは比較

巻頭言

通りに人々が終日食事を楽しんでい

られなかった。農村には、やはり失

ニーニョの影響もあって一一一○○万ト

ネシアとタイ両国の首都と農村を訪

業して帰村した出稼ぎ者もいるが、

今年の七・八月に、昨年度の通貨

問した。両国とも極めて深刻な経済

タイの農家には彼らを受け入れる余

るし、街を歩いても全く不安は感じ

危機に直面しているが、危機が及ぼ

裕があった。他方で農産物輸出増加

ンの米が不足すると言われており、食

した庶民への打撃の程度には大きな

による外貨獲得もあｑ最近タイでは

下落と経済危機の最中にあるインド

開きが認められた。

ワサもあるので日本大使館からは前

八月十七日は独立記念日の騒乱のウ

と言われる。そして、帰国予定日の

支配人から危険だから街を出歩くな

群衆に取り囲まれ、ホテルに入れば

た途端にチップをねだる子供も含む

して社会不安を軽減し、農村では都

在は、都市では食料価格高騰を抑制

と失業増加の中で、豊富な食料の存

ある。通貨危機に引き続く経済危機

は経済危機に於ける農業の重要性で

様々あろうが、ここで強調したいの

このような両国の違いの要因は

農業を再評価する声が高まっている。

日の帰国をすら勧められた。他方、

市で失職した出稼ぎ農民を一時的に

インドネシアの場合、空港に降り

農村には失職して戻ってきた出稼ぎ

農村に吸収する緩衝機能を果たして

ため、最小限の食べ物を地元の店か

中産階級が車を手放したためバンコ

タイ経済の打撃も深刻で、多くの

格好の教訓となろう。

あった農業の重要性を再認識させる

とかく工業偏重で注目が薄れがちで

いる。今回の両国の差異は、近年、

農民が多数いるが郷里でも就業機会
品価格の上昇が庶民を直撃している。

らツケで入手して当面を凌いでい

クの悪名高い車の渋滞が軽減した位

が少なく、農家の保有食料も僅かな

る。肉や卵はしばらく食べたことが
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２１世紀に挑戦する

世界人ロ白書
1998年版の意味するもの
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人口研究所名誉所長黒

田俊夫
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激動期から転換期へ
世界人口は激動期から大転換期に突

齢期への出発点である。一五％は日本

の現在の人口高齢化率にあたる。世界

人口は二十一世紀前半に全力疾走する

上国全体では六・二人から半分に近い

激減した。世界人口の八割を占める途

体では置換水準を割って一・七人へと

五人が三人以下に低下した。先進国全

らした出生力は夫婦あたり生涯出生児

である。国連人口基金の一九九八年版

ば、少子化・高齢化の地球規模的現象

を迎えることになる。日本流に言え

半には前例の多い高齢化への大転換期

する人口激動期を経て、二十一世紀前

二十世紀後半の出生力変動を中心と

ことになる。

三・一一｜人へと激減した。出生力の高い

は、世界人口、いいかえれば人類が今

入しようとしている。人口爆発をもた

途上国でも特に東アジアでは置換水準

後半世紀に直面し、対決しなければな

て異色の意味深い白書である。前半世

を割って二人以下に達している国も増

二十世紀後半の歴史は、世界をあげ

紀を分析し、そこから生ずる基本的な

らない重大な課題をとりあげた、極め
ての人口戦略史である。この出生力抑

現象に対応すべき戦略、政策を率直に

加しつつある。

制の行動は不可避的に人口の高齢化を

提言している貴重な報告書である。

五％に増大した。二○○○年には六・

なかった。それが一九九五年には六・

因とする人口の年齢構造変動という見

世代」となっている。出生力低下を主

一九九八年版白書のトピックは「新

人ロボーナスと両刃の剣

ひき起こすことになる。世界人口の全
体についてみると、一九五○年の六十

八％、二○○五年には七・｜％、二○

苦しい課題を「新しい世代」としたの

五歳以上人口の割合は五・二％にすぎ

二○年に八・九％、二○五○年には一五

は良い着想である。

高い出生力からの低下傾向が急速に

二％と加速的に増大することとなる。
七・一％という人口の成熟期から高
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２１世紀に挑戦する世界人ロ白誓

口に達する。子供人口の減少と青年

の出生児が十数年後には、生産年齢人

ると共に他方では高出生力時代の多く

始まると、一方では出生児数が減少す

ことになる。

増加にともなって効果を喪失していく

んだ。しかし、黄金時代は高齢人口の

た。日本ではこの時期を黄金時代と呼

人という高水準から四○人へと激減し

度、度合や死亡率の変化によって異

年齢別人口の変化も出生力の低下の速

上）の緩慢な増加である。このような

膨張、そして高齢人口（六十五歳以

の激減、青年人口（十五～二十四）の

（十五歳以上二十四歳）期の人口の激

発展のプラス要因の発生を白書では

労働人口の増加という経済的、社会的

負担の軽減と、他方では若い働き手の

齢人口の動向は、一方では子供の養育

る。途上国における人口ボーナスに

を造成することの重要性を強調してい

とこの有用な労働力に対する雇用機会

から十分な対策を講ずることの必要性

健康、ライフスタイル、価値観の観点

しながら、青年人口の激増に対して、

で二十五年間の最低従属人口指数の人

おくれて二○一五年から二○四○年ま

二○三○年まで四○年間、インドでは

に終了する。中国では一九九○年から

も異なってくる。日本では二十世紀末

極めて低い指数の発生時期や持続期間

数も国によって異なる。四○代水準の

なってくる。したがって、従属人口指

この人口ボーナスは日本の経験にお

は、ボーナスばかりでなく、減給さえ

口ボーナスが予想される。白書はこの

白書では人口ボーナスの効用を強調

いても極めて顕著であって日本の高度

あること、いいかえれば両刃の剣であ

ボーナスの活用を勧告している。

増が生ずる。この二つの相異なった年

経済成長の重要な役割を果たしてい

ることに留意する必要がある。

「人口ボーナス」と呼んでいる。

る。’九四七～四九年の三年間の出生

人口は出生ブーム人口の成長によって

要な生産要素である大量の若年労働力

高度経済成長が始まった頃、もっと重

窮迫した家計負担を軽減し、他方では

の著しい変化をひきおこした。文字通

コントロールの成果は人口の年齢構造

た人口爆発、その解決のための出生カ

あった。しかし、二十世紀後半に生じ

人口の年齢構造は、元来安定的で

年齢構造革命という転換期

ことを宣告している。少子化・高齢化

代」の観点から二十一世紀に挑戦する

直面することになる。白書は「新世

半に、少子化の一層の展開と高齢化に

んでいる。世界人口は二十一世紀の前

日本は少子化・高齢化の最先端を進

白書と曰本の役割

ブームとそれに続く出生力の異例的な

充足された。人口の年齢構造は、年少

り革命的といってよい。白書は世界人

短期間での半減という事実は、当時の

人口の著しい減少と高齢人口の緩慢増

の最先駆者日本の経験は、地球規模的

戦略の象徴となりうるであろう。

口について、その変化を三つの点にし

ぼった。第一は子供人口（○～十四）

加によって、従属人口指数は著しく低
下した。生産年齢人口はかつての七○

５

＃

口一

割旧か

の叩間題

畠Ｃ巨

令八杵苛凶出圧』噛問韓檸△亡（〃」辻以α＋八岸埣

口の盲同齢化について様々な｝

、人口の高齢化の問題は一部

出生率が問題と考えられてい

認識を改め、とくに発展途卜

て理解を求めるものである。

の高齢化が急速に進行してお

研究が盛んになっている。
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世界人口の高齢化と国際高齢者年1999

〔写真・右頁〕豪華な老人ホーム(上海市楊浦
＝ようほ＝区･社会福利院）

対策を推進する必要がある、と訴えて

化）は、先進地域が経験した高齢化進

この行動計画に基づき、一九九二年

いる。その推進すべき内容は、高齢者

踏まえて「高齢化（者）に関する国際

もの政府、ＮＧＯの代表が参加し、そ

に第二回会議を開催することとなって

対策等が各国の総合的社会開発戦略の

国連は、一九八二年ウィーンで一世

こで発表された各国報告は、老年人口

いたが、高齢化に関する各国事情の違

一環として位置づけられていること。

行をはるかに上回る速さで進んでいる

の増加による高齢者問題が全世界的に

い、国連の財政状況等によって会議は

政府、ポランタリー・セクター、民間

行動計画一（百一の目四区・息」勺］自○壼

拡大していることを明らかにするもの

開催されなかった。しかし、第二回会

団体等社会セクターがこの問題にそれ

界高齢化（者）問題会議」（三。円匡シ、、‐

であった。

議を断念した九一年十二月の国連総会

ぞれの役割を持って取り組むこと。ま

ことに留意し、各国政府、非政府機関

このウィーン会議における主要テー

は、高齢者の自立、社会参加、ケア、

た、社会意識の改革を推進すること、

鈩・唇・ロ・ロシ囚巴ロ、）を作成し、勧告

マは、増加する高齢人口（この場合は

自己実現、尊厳について社会的保証が

即ち高齢者は被扶養者としてではな

の曰亘『ｏ旨シ血の旨血）を開催している。

六○歳以上人口）とその高齢者の権利

なされるよう、各国政府に提唱する

く、社会の一員として権利も役割もあ

および民間団体はすみやかにその対応

・福祉であり、とくに経済開発によっ

「高齢者のための国連原則」（ロロ：」

ること等の社会広報活動の展開、等々

と併せて採択している。

て阻害されがちな高齢者の人権や生活

ｚ巴一・コ、勺弓ご曰ご］のの。【。」：吋勺の局‐

この会議には、全世界から一二四か国

の保障に関して多くの論議がなされて

２老年人ロ増加の状況

を提唱している。

そして翌九二年十月の国連総会にお
いては、世界人口の高齢化について討議

を行い、「高齢化に関する宣一一一一コ」（勺８‐
一九九九年を「国際高齢者年」に指定

連の統計資料がこれを裏付けている。

に積極的な国連の活動については、国

世界人口の高齢化に関するこのよう
（決議）している。「高齢化に関する

即ち、近年世界各国で急増している老

ｏ』四日口ロ○口目少、①曰、）を採択し、

宣言」は、全世界で前例のない高齢化

年人口増加の実状、そして今後二十一

世紀にかけて、老年人口が一九六○年

が起こっていること、とくに発展途上

地域における老年人口の増加（高齢

７

８二ｍ）を決議した。

●吉田成良くよしだ･しげよし＞

いる。そして会議は、その討議内容を
㈱エイジング総合研究センター常任理事

表１先進・発展途上地域別人ロとその割合の推移
地域

1950年

1970年

1990年

2000年

1995年

2025年

2050年

(1,000人）
９０６

８４３
０００
２５７

３７５

８０■

３０２

８２６

９１８

■９９

１６５
４０３
３４９

４８５
９３５

２２０

８ＬⅥ

１６５

５３１
０５５

０１■

８５２

５８７
１１９

６１４

６８８

０１口

２９２
４５８

６６９
１６４
７１５

５Ｌ４

？７■

２８４
３５７
８３４

４３１

８４４

２１１
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４０３

７２４
９０９

↑１８

６０６

３１２

８８０

４３１
７５２

０

１０１
５８７

９８Ｌ

発展途上地域2）

２Ｌ

世界全域
先進地域'）
(％）

●●■

０３７

０２７

０１８

１

●■■

０２８

１

０８１
０１８

０３７

の■▲

０９０
０１８

１

●●■

０４６

１

００９
０２７

｜■●、■

０６４

１

０１８
０２７

67.9

０１９

１

32.1

０Ⅱ２

100.0

０２７

世界全域
I）
先進地域
発展途上地域2）

資料：国際連合；ＴＹｈｅ生虻α"dAgeDjstrj6“o几ｑ/ZheWorZdPOpHlQZdo〃ｓ：1994による。

１）ヨーロッパ，北部アメリカ，日本，オーストラリア及びニュージーランドからなる地域。
２）先進地域以外の地域。
（資料出所：高齢社会の基礎知識）

表２先進・発展途上地域の３区分別人ロとその割合の推移
1995年

1950年

地域

O～14歳

15～64歳

０９７

１

６３４

０■■

●●●

２６０
６６６

157 108
214 041

５５７

７０７

371 149

３２１

３３０

２０２

Ｆ

．犯宝（ｘＵ（、Ｖ
Ｐ【）帝００｛１０

５６６

Ｌ９４

３１３

■一■■

１９９

５７３

0～14歳

３２

２９３

９０９
３７６
９１７

Ｄ

Ｌ１

０２７

８２５

１９１
７４２

2025年

地域

65歳以上

15～64歳

O～14歳
３５８

１

９３６

■●■

４８４

０４８

６６５

ｓ●■

４３８

４７７
３２３

(％）
世界全域
I）
先進地域
発展途上地域2）

２６６

646,358

５１４
２９３

発展途上地域2）

Ⅱ９●

22ＬＯ５２

６９６

1）

Ｌ

867,410

先進地域

２３８
２２９
５５９

(1,000人）
世界全域

65歳以上

2050年

15～64歳

15～64歳

0～14歳

65歳以上

65歳以上

(1,000人）

■

２２０
７０７
６７９

７

０６３

１１

４８５
４２１

９ＰＢ

４７７

ｇ

６８７
４８５

ｐ

Ｆ、、□ｎＤ
ＰＯｎＶ４玉
ｎｏ古ＩｎＤ

６５

凧Ｌ５

２６７
７１５
０９１

０

３１２
０２８

２Ｌ

９９９

８７２
３６７
３２０

９５４
０４６
８２５

９Ｌ８

２４９
６１４
２０２

５４

２８４
４７６

０５５

Ｐ７０

発展途上地域2）

４２１
７１６

Ｐ

I〕

５２３
５１４
０２８

先進地域

２Ｌ

世界全域

(％）
■■■

冑Ｉマー４４

４３３
１２１

●■●

６７５

４８５
６５６

７５２

ＵＩＬ

２１２

１

■□■

８８０

９９８

●■■

５１９

５３５
６６６

■■■

８１１

発展途上地域2）

４７６
２１２

世界全域
先進地域'）

資料：国際連合；mheSbjcQ7zaAg℃、is〃Zbutio7zq/th2WorJdPQpuZaZio〃ｓ：1994による。

１）ヨーロッパ，北部アメリカ，日本，オーストラリア及びニュージーランドからなる地域。

２）先進地域以外の地域。
（資料出所：表１に同じ）
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代人口爆発といわれた増加率を上回る

増加にあると言える。（表ｌ・表２）

の人口問題の焦点は老年人口の爆発的

が羨望している福祉国家スウェーデン

明示され実施されている。また、世界

「エーデル改革」（高齢者医療と福祉

でも、九○年代に入って実施された

勢いで増加することが予測されるから
である。

国連人口資料「ヨゴのの。×目」シ、の
巴置」によれば、すでに八○年代から

社会変化に対応するため、北欧等高齢

周知のように、日本は急速な高齢化

委託など、改革がすすめられている。

とその運営における第三セクターへの

ア重視に伴うグループ・ホームの普及

サービスの再編成）、その後の在宅ケ

各国の老年人口は増加をはじめてお

化先進諸国に多くを学び、対策を推進

しかし、その一方で家族手当（出産、

３高齢化先進国の動向

り、今後一九九五年から二○二五年ま

してきている。

□】、す」す巨匡○口・局三○局］己も８口一色ごＣｐ

での三○年間、世界の六五歳以上の老

め、二○五○年頃にはその絶対数も減

に年少人口は増加率が今後低下しはじ

口の増加は約一・五三倍である。とく

口の増加は約一・一四倍、生産年齢人

九九五年から二○二五年までの年少人

としている水準に達する。ちなみに一

「高齢社会」（し、巴、○日①ご）の目安

四％を超える。国連の専門家会議等で

を超え、世界総人口に占める割合も一

続き、二十一世紀の中頃には一四億人

る。そして老年人口の増加はその後も

展途上地域で生じると推計されてい

また、その増加のほとんどが現在の発

○○万人と約二・一八倍に増加する。

した地域計画函九三年より実施）でも

齢者福祉、母子福祉、初等教育を主と

する「コミュニティー・プラン」（高

ミックス」が地域自治体の責任で実施

ターの役割も定着し、いわゆる「福祉

リー・セクター、民間（営利）セク

療サービスが公的セクター、ポランタ

あったが、今日では、高齢者の福祉医

チャー改革としての公的負担の削減で

すめられたのはイギリスで、サッ

すすめられている。最も早く改革がす

る施策については各国で様々に改革が

が増大する高齢者の福祉医療に関連す

財政は制約されつつある。とくに需要

不況は先進各国の財政を圧迫し、福祉

しかし、近年の世界的慢性的な経済

的社会的対応は、昨一九九七年一ハ月の

こうした先進諸国の高齢化への経済

なっているのは知ってのとおりである。

国も医療や年金制度の改正が懸案と

ところ好景気といわれるアメリカ合衆

ステムの改革が求められている。この

低下等の長期的展望も併せて、社会シ

に及ぼす影響が極めて大きく、出生率

大、失業率の高騰による各種保険制度

字ではあるものの、企業退職者の増

のは導入後現在まで三年間の収支は黒

なったドイツも、介護保険制度そのも

本が導入する介護保険制度のモデルと

応には苦悩している。さらにまた、日

を招いているなど、その高齢社会の対

育児休暇手当）の削減は出生率の低下

年人口は三億七一○○万人から八億九

少傾向となる。まさにこれからの世界

ｇ

上海慮湾(ろわん)区の総合情
報サービスセンター｢市民救助
センター｣の相談窓口

る意思も能

動に参加す

生産的な活

他の社会的

ている多くの高齢者は労働およびその

る。そして、「現在高齢者とみなされ

し”の曰”）の概念が打ち出されてい

「アクティブ・エイジング」（し・ばくの

は、元気な高齢人口の増大を重視し、

ト）でもテーマになっている。そこで

先進国首脳会議（デンバー・サミッ

グラムである。

の総合的福祉、教育、社会ケアのプロ

スのコミュニティー・プランは全世代

に関係なく支給されているし、イギリ

してである。ドイツの介護保険は年齢

合的福祉対策であり、高齢社会対策と

のは、高齢者だけの対策ではなく、総

進国の実情である。勿論、検討される

が検討されているのが最近の高齢化先

ど、基本的な理念も含めて高齢者対策

定の疑義、社会保障等の応能応益性な

もない、「高齢者」の暦年齢による規

定されている。

齢社会対策大綱」二九九六年）が策

会対策大綱は発展的に改められ、「高

五年）が制定され、これにより長寿社

よる「高齢社会対策基本法」（一九九

化のさらなる進行に鑑み、議員立法に

その代表的施策である。その後、高齢

十か年戦略（「ゴールド・プラン｜）は

されてきている。高齢者保健福祉推進

加、生活環境の各分野で諸施策が推進

の伸長、健

平均寿命

している。

る」と提唱

べきであ

は棄て去る

い固定観念

るという古

扶養者であ

高齢者は被

いる。また、

定）が打ち出され、これに基づき、就

「長寿社会対策大綱」二九八六年策

会議を設定し、対策推進の基本方針

は、総理大臣直属の長寿社会対策推進

れるようになった。’九八五年、国

り、総合的高齢化社会対策が課題とさ

後半になると高齢化の進行も著しくな

て推進されてきた。しかし、八○年代

策を中心に欧米の事例を適宜参考にし

あって、高齢化対策は高齢者の福祉対

度がある程度先に誕生していたことも

日本の場合、医療保険制度や年金制

域ほど将来の人口高齢化が急速とな

よって急速に出生率低下を実現した地

社会が進行する。とくに人口政策等に

発展途上国で老年人口は増え、高齢化

先述したように、現在そして今後、

いかなければならない。

加速度的進行に対応して対策を講じて

ガトレンドはないと思われる高齢化の

しい財政的制約の下で、これ以上のメ

いうメガトレンドと経済不況という厳

そして今後は、市場の国際化などと

力も有して

康な高齢者

労・所得、健康・福祉、学習・社会参

とその研究

４東アジアの高齢化

の増加にと
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表３最近の東アジア地域の年齢３区分別人口と割合

O～14歳 15～64歳 65歳～
65歳～

15～64歳

日本がそれを証明しており、その後に

か一○年程の間に出生率を半減させた

る。人口政策は採らなかったものの僅

化が日本と同様に速いスピードで進行

国、そして中国ではすでに人口の高齢

転換を成したシンガポール、台湾、韓

はそれとして、東アジア地域諸国はす

等も示してほしいところである。それ

えるには、人口の発展段階による区分

上記のアジア諸国を発展途上地域に

その過程が東アジア地域諸国の先行モ

そして、日本の人口高齢化の要因と

齢化社会の研究が広く行われている。

含めている。このおおざっぱな区分

デルとみなされることから、日本とこ

そしてその後においても日本を除く

来推計等も行い、社会的対応を含め高

でに進行している高齢化を直視し、将

１１

国連の人口統計では、一九九五年

しはじめている。（表３．表４）

１

資料：中国統計年鑑1997年、上海統計年鑑1997年､台湾行政院統計1996年､韓国統計庁資料1996

人口政策によって短期間のうちに人口
９４６２９２５０
，Ｐｂ０■●●■

６２７８５４４３

の●■■

９４９３
６７６７

２４β一９６４９

には多くの不都合があり、殊に国連

の地域との高齢化研究交流は年々盛ん

（一・七人）は今

特殊出生率の低下

においても、合計

ている。人口推計

に盛んになってき

高齢化研究は急速

代に入ってからの

低い韓国も九○年

で最も高齢化率の

もとより東アジア

る。中国、台湾は

になってきてい

が世界人口の高齢化を世界各国に訴

●●■■●●●

、】
【Ｈ】
ＵＲ
５０８１４６８

１８７１７３３
６月」
７戸Ｉ７８７８８

■●●

(資料出所：表４に同じ）

７１８

，ｐ

１

８１

．●■■●●●
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資料：中国統計年鑑1997年､台湾行政院統計1997年､韓国社会保健
研究院資料1996年､日本厚生省人口動態統計1997年等より。
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０

２
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表４最近の東アジア地域の出生・死亡率と平均寿命等

●、■■

４１５２
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２１２

７Ｊ９
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６１１
８

Ｊ００

、泥阻一即肥閖肥
４４６

１７７８
８

(%o）

３

女
男
(人）

(%o）

７０４

ワ７９９

９１０４

平均寿命(歳）
死亡率

３１１
８

分０６

（1995年）

合計特殊
出生率
出生率

釣船陀一⑫、ｕ”

１

０２０１
２

３３０
２２５
２

台北（市）
（1995年）
韓国

●●■●巳■■

７５５２６９８

１

（1995年）

東京（都）

１

日本
（1995年）

３

湾
（1995年）

４１２１

（1995年）

３８４３３７０４
４５０３９１７７
２６３６０２５７

口

５１６HＰ

韓国

Ｊウ９Ｐ‘０Ｊ９

(1996年末）
台湾
（1995年）
台北（市）
（1995年）

６４１２５０５１

ロム

５．６１１－９５１６７Ｆ

中国
(1996年末）
上海（市）

４１２

東京（都）
（1995年）

２

ソウル(市）
（1996年）
日本
（1995年）

９

後も継続的に低下

することが予想さ

れ、二十一世紀前

１Ｊ

１

(1996年末）

中国
(1996年末）
上海（市）

O～14歳
総人口

害1１合（％）

人口（11000人）

（資料出所：エイジング総合研究センター「東アジア地域高齢化研究」報告書1995～97年）
乗日本は国勢調査1995年結果、より作成。

口高齢化、家族形態変化、高齢者の生

り討議する。これまでのテーマは、人

る速度は日本を超えるスピード

活形態変化、高齢者の健康・介護・生

半にかけて韓国人口が高齢化す

と予測している。韓国は一九九

活保障（高齢者の自立自助と扶養）な

き、「都市の高齢化と社会変化」を基

九年国際高齢者年を記念し、来

このように東アジア地域で課

本テーマに、上記のような各論につい

どであった。昨年からは、今後都市部

題となっている人口高齢化の研

て会議している。その研究会議の一部

年六月ソウルで「アジア・オセ

究において、各国各地域の人口

は、一九九六年の日本人口学会・特別

で進展する少子・高齢化に焦点を置

事情、社会変化、高齢者問題等

シンポジウム、そして本年六月四日の

アニア老年学会」を開催する。

について情報交流と共同研究を

日本人口学会五○周年記念国際シンポ

テーマであることが確認され、上海の

いるものが欧米の彼等にも共通した

東アジアの関係専門家がテーマとして

流も行っている。交流会議では、現在

動等）に関心を持つ欧米専門家との交

関係や自立自助（生きがい、社会的活

もオブザーバー参加し、高齢者の家族

め、人口学会に参加した欧米の専門家

京開催）終了直後の開催となったた

議は、国際人口学会（’九九七年・北

また、昨年上海で開催されたこの会

ジウムで発表されている。

行う「東アジアの人口高齢化に
ョ関する専門家会議」が一九九四
・ン

騨年（六月）より毎年、日本及び

団ている。会議を構成する主なメ

罎各国各地域持ち廻りで開催され

蔀ンバーは、部槍葬、桂世動、肖
齢

鍵振禺（以上中国）、崔仁絃（韓
、

吐国）、孫得雄（台湾）、そして

神岡崎陽一、嵯峨座晴夫、冷水

露豊、吉田成良等であり、エイジ

は

麩ング総合研究センターが幹事を

主テーマがあり、各専門家は関

高齢者の社会的精神的生きがい活動の

識任めている。この会議では毎回

連する統計、調査資料を持ち寄
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ｊ

水準が極めて高いことが話題に
もなっている。欧米では専門家

龍指導による世代間交流活動がす

癖すめられているが、上海では高

靴齢者自らがそれを臨機応変に

は行っている。
蕊いま上海等中国では、「余熱
”をもって、一仕事しよう」と退

化事情である。

今後高齢化が日本と同様の速さで進

む東アジア地域との交流で、先行して

いる日本がその経験事例を提供するの

は当然であるが、同時に日本が学ぶも

のも極めて多い。日本の高齢社会対応

を推進する上で必要な「日本型高齢化

社会」を明らかにする上では、東アジ

アの社会事情や高齢者等の意識・生活

く

劾職後の一○年、’五年の生きが

移行）。つい先頃まで、高齢者

られている（その後は新年金に

組み合わせが九四年からはじめ

も新年金（自己積立方式）との

くほどの状況であり、年金制度

講ティーの一局齢者ケアの充実は驚

もランティア活動等コミュニ

辮備があるとの指摘もあるが、ポ

人口高齢化の問題においては、きっと

会議では指摘もしている。今後世界の

みが東アジアにはあると上記の専門家

富な高齢者が知恵を出せる社会の仕組

高齢者の問題については人生経験の豊

定できない優れたものがある。とくに

み重ねによるもので、｜慨に古いと断

生活形態はこの地域での長い経験の積

日本を含めた東アジアの社会形成や

行動に裏づけられることが随所にある

からである。

の労働参加率（労働力率）や子

東アジアの経験や事例が世界の関心を

一万いづくり活動が盛んである。こ

》の背景には老後の生活保障の不

との同居率が高いことで日本は

集めてゆくに違いない。

師

高

先進諸国から異端視されてきた
が、最近では日本そして東アジ

アのこうした高齢者の生活状況
が利点とみなされる国際的高齢
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・ナイトマーケット

衣類や雑貨の露天を
中心としたマーケッ
ト

動
労働移動の特徴

ﾏﾚｰｼｱの経済開発と

《細日本家庭問題研究協会副会長》

●降矢 篝

比較的短期間に発展途上国を卒業し

、

隣接諸国とも共通ながら、経済発展に

よる農工転換という産業構造の変化に

伴う農工間労働力移動である。マレー

シアの工業化の程度を、産業のＧＤＰ

比率でみると、一九八八年に製造業が

農業を上回る逆転をみせた後、僅か十

年で、前者のシェアは後者のそれの三

倍のレベルに達したという急速な転換

であった。

この産業転換を就業構造面でみる

と、ほぼ生産面の変化と同じ時点で製

造業のシェアは農業のそれを上回り、

最近時点では製造業のシェアは農業の

それの二倍に近いレベルになってい

る。両産業の生産性の差によって、生

産と労働力のシェアの相対比が異なる

ことはいうまでもないが、農業の就業

人口が九十年代中頃にかけて、ほぼ増

加を止めるという状況を呈している。

こうした変化が急速なため、新規就

業の変化、引退の変化による緩やかな

たマレーシアにとって、経済構造の変

直接的な転換、農工間労働力移動さえ

ように、部分的には就業者レベルでの

構造変化によるだけでなく、後述する

化に伴う労働力の移動にはいくつかの

マレーシア人の日常

もみられたのである。もちろん、昨年

生活に欠かせないの
が屋台の味

顕著な特徴がみられる。その第一は、

･屋台

Ｊ割

マレーシアの経済開発と労働移動

沿って後退をみることなく進んだので

農・非農転換は経済開発の路線に

転換は促進されたのである。

されることによって農・非農間の就業

の拡大がみられ、就業機会が広く提供

の現象によって、流通、サービス部野

い。しかし、工業化のもたらす都市化

ケースは数量的には必ずしも多くはな

から工場労働者になるというような

足二九五六年）したが、以来、半世

百国ご）は多機能的開発機関として発

（句の：田｝旧目ｇＣの『の］。ご日の貝少員‐

のマレーシア経済計画ではＦＥＬＤＡ

しては大きな地位を占めていた。累次

困解決のための農村開発は経済課題と

展開される八○年代以前においては貧

ある。マレーシアの工業化が本格的に

特徴の二つとしては農業内部のそれで

マレーシアにとっての労働力移動の

済的地位の格差是正は、その中心であ

して中華人との格差をもっていた。経

就業することもあって、経済的条件と

で、マレー人が比較的農業分野に多く

翼を担っている。こうした状況の下

人や少ないながらインド人も産業の一

てきた。マレー人が中心ながら、中華

あって、多人種国家として発展を遂げ

る。マレーシアは、その歴史的背景も

は、ブミプトラ政策の反映の面であ

三として、見逃すことのできないの

マレーシアの労働力移動の特徴の第

あるが、停滞的な農耕社会を嫌う若年

紀に近い期間、マレーシアの農業地域

るマレー人にとっては宿願であり、ブ

めることはできなかったのである。

世代の意識の面からも積極化されたと

の開発労働力市場に少なからぬ寄与を

ミプトラ優遇政策は経済政策領域に止

まで農業就業者であったものが、明日

いう面も無視できない。ルックイース

してきた。

このＦＥＬＤＡの展開に伴う労働力

産業、労働力配置の中で必然的に労働

トのスローガンに象徴される急速な工
業化指向は、ＦＥＬＤＡに代表される

移動は後述するように単に農業分野に

力移動にも影響を与えるところとなっ

●降矢憲一くふるやけんいち＞

連委員。

主な著書は、「成長の軌跡一戦後曰本経
済論一」日本経済新聞社1980年

まらない地歩も占めていたのであり、

農業地域の経済振興をもってしても止

止まらない影響を与えたという面でも

ている。

シアに止まらないが、政策的成果とい

政策的に誘導された例は、単にマレー

年層の教育的側面も軽視できない長期

労働移動の政策的効果からみれば、若

まりにも多くの問題を抱えているが、

この政策の評価は単純化するにはあ

う面からみれば、ＦＥＬＤＡの五○年

課題であり、累代の経済計画の中でそ

て差し支えないであろう。労働移動が

に及ぶ展開の歴史的評価には、まだ十

の地歩を失うことなく今日に至ってい

る。

分の時間が与えられていないといって
も差し支えないであろう。
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マレーシアの労働力移動の特徴といっ
1925年山梨県生まれ。東京大学経済学部
卒業･労働省、経済企画庁勤務の後日本
大学経済学部教授。現在、鮒日本家庭問
題研究協会副会長、日本学術会議福祉研

徴として、国際間労働の問題も避けて

としてみるに当たっても、この背景を

マレーシアの労働力移動を国内事情

るようなＦＥＬＤＡを別にしても、経

政府の農村開発策としては、後述す

中心に【Ｃ一四コ目目州を筆頭に五州も

通ることはできないであろう。マレー

無視することはできないであろう。外

済計画の政策課題として、①土地開発

面での課題を生じさせている。

シアはマクロ労働力需給の指標（求人

国人労働力への依存が短期的には利と

計画（遠隔地方式、都市周辺部方

マレーシアの労働力移動の第四の特

・求職バランス）でみても、明らかな

されても、長期的には慎重な取り組み

式）、②後継若年世代対策、③州別経

存在したのが実情であった。

ように、九○年代に入って求人が求職

が必要であるという基本的な政策意識

ど、多様な開発手法が試みられた。し

を上回る労働力不足基調に移行してい

これらの特徴を念頭において、以下

かしながらこれら農村改革の成果に関

済開発公社方式、④集団入植制度な

出し国から受入国に転換している。こ

では、マレーシアの労働移動を農業就

しては、みるべきものがなかったとＥ

は維持されているように思われる。

うした基調の転換を背景に労働力の需

業者を中心にみていくことにしよう。

る。国際的にもいわゆる労働力の送り

給調整面でも様々な変化が生じ、政策

的に農業国であったマレーシアの六○

工業化が緒についたばかりで圧倒

一七・五％に止まっていた。これは就

られる地区（巳ｍＥ２）間の移動でも

定着人口が七○％、全国で七○を数え

で全人口の二％であり、移動しない

の差異で確認される生涯移動は七一年

関連の欠落などのほか、農業就業者の

熟、イリゲイションなど基盤整備との

定的な条件に加え、農業技術の未成

域開発の予算シュア一○％）という決

由としては、投入資金の不足（農業地

これらの開発手法が奏功しなかった理

ＳＣＡＰの報告にも指摘されている。

年代の状況をみると、州別の所得格差

業人口比率で農業が製造業の三倍と高

二、農業国時代の労働移動

で三倍弱、人口密度でも同様の大きな

意識改革への取組みの遅れなどのほか

遅れなど多面的であるが、当時の勺且】

い、五○％を占める農業国の姿でも
当時、貧困改善を目的とする農業地

農業制度の小規模性をも反映した保守

格差がありながら、人口移動の面では
される農業地域のプッシュアウト要因

域の開発は高いプライオリティを与え

性が見逃せないと指摘されている。

農業就業者の意識改革への取り組みの
はあったのであるが、他方、都市地域

られていたが貧困化率は八四年でな

農村開発が効果的に進まず、貧困、

あった。

のプル要因が弱かったことが背景に

お、一○％を下回るのは、の］閏、自什

失業を抱えた農業地域に徐々ながら移

停滞的であった。低所得に端的に表現

あった。

のみで三○％を超える州が農業地域を

半島全体としては、出生地と現住地

1６

マレーシアの経済開発と労働移動

経済的側面を意味するとすれば、社会

の傾向であった。都市化は、工業化が

動のインパクトを与えたのが、都市化

シアにはみられなかったというに止め

都市移動の本格化は六○年代のマレー

できないであろうが、ここでは農村↓

されたともいえるｌの影響なども無視

課題とされてきた。

以来の累代の経済計画の中で重点政策

レーシア計画（一九五六～一九六○）

めに、まず入植者数の推移をみてみよ

労働者とその移動への影響をみるた

的側面を意味するもので、六○年代に
ておきたい。

う。入植者数は六○年代後半から年々

二千人前後と増加し、七○年代に入る

と五千人へ、八○年代に入ると六千人
マレーシアの農業地域の開発にとっ

の大台に達している。この数は農業就

は七七年に五万人、八六年に一○万人

レベルと増加してきて、入植者数累計
て戦略的役割を果たしたＦＥＬＤＡが

業者総数に占めるシェアでみれば必ず

と労働移動

三、ＦＥＬＤＡの発展

入って全国的には徐々ながら進行をは

じめた。都市化率は勺の：局、のの］四‐
ロ、○局』○斤目州などを先頭に着実に高

まり、全国平均でも五七年の二六・六
％から七○年には二八・七％へとなっ

しかしながら、この程度のテンポの

農村労働力に与えた影響についてみて

た。

都市化の前進では農村↓都市という移

しも大きいものではないが、労働移動

の面でみれば七○年の状況で七％と少

いくことにしよう。

ＦＥＬＤＡの事業としては、①ゴム

動にあまり大きなインパクトを与える
ところとならなかったのである。

↓農村の比率が異常に（他の隣接国と

移動はみられない。この数値で、都市

なっていて、農村から都市への本格的

村二八・九％、都市↓都市三七・七％と

・四％、農村↓都市七・○％、都市↓農

して整理してみると、農村↓農村二六

建設などの諸事業の管理や農業技術援

の推進、④信用・加工・販売・輸送・

施設整備、援助協力など地域社会開発

らの脱却の一方策、③入植者に対する

入植と集落の建設ｌ従来の小作制度か

②農業地域で、土地をもたない家族の

どを対象とした耕地造成と作物植栽、

展、マクロ的な労働供給過剰から供給

た。八○年代後半に入って工業化の進

パクトは過少視できないものがあっ

けられていたこともあって、そのイン

（その比率は九○％）などの条件がつ

と、③中心は農業経験者であること

年齢で一八～三五歳、②文盲でないこ

ないものではない。

比べて）高い理由として、地域の定義

助などで、要約していえば、入植者の

不足への転換（求人求職比率はマクロ

・オイルパーム、砂糖きび、ココアな

の問題や、政策的な面では軍事・保安

定着をはかる総合的な開発事業であ

でみて九○年に求人倍率が一を超えて

六○年代の移動を農村都市間を軸と

などを理由とするロの言ご皀凹、の、構想

る。ＦＥＬＤＡの事業計画は第一次マ

また、入植者の質の面でみると、①

ｌこの一部は初期のＦＥＬＤＡに継承
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ＦＥＬＤＡ入植者の移動状況（1987）
図１

状況は解消されるに至ったが、八○年

る。そうしたことの関連もあって、入

の囿自目、州へ中心が移ってきてい

たが、八○年代になると、半島中央部

年代は南部の」：。局州が中心であっ

の地域移動に大きく影響するようなっ

化してきており、それだけ農業労働者

になると一二○～一三○マイルと遠隔

域のものが多かったが、七○年代後半

いる）などを背景に入植希望者の待機

代前半では八○○○世帯を超えるほど

てきた。最近年の移動状況は、上図に

件の下で、入植者の経済状態はあまり

入植者の生計費の倍増という経済的条

改善に努めている。しかし、他方で、

制度などの活用によって入植者の所得

度の条件緩和、生産物の買入価格割増

所得保証額の引き上げ、設備費貸付制

てきている。また、ＦＥＬＤＡは最低

パーム・オイル栽培にウエイトが移っ

ずるゴム相場の長期低迷を反映して

に重点がおかていたが、七○年代を通

あって、ＦＥＬＤＡの当初はゴム栽培

ムの最大輸出国であったという背景も

マレーシアがかつては世界で天然ゴ

滞を反映している。

吋州の錫鉱山の終焉状況による経済停

州からの受け入れをみていたの巴自由○

動が中心となっている。かつては隣接

］：ｍ・司州などから厄：四温州への移

域である眉の３斤州、【且：州、、の‐

であった。

(資料）「DecadeofFELDA」

植者の移動距離は六○年代前半までは

１００５０－９９

また、開発事業計画数は累計で二八

－－－－－

も明らかなように、北西部の低所得地

PＥ

六○～七○マイル程度で比較的近隣地

Ｐ

九カ所となっており、六○年代、七○

q兵＞
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部の五％を超える開発、経営面積比で

民経済的役割として、面積的には半島

しかしながら、ＦＥＬＤＡのもつ国

えている。

につながる営農条件の維持の課題も抱

進んでいない。長期的には後継者問題

を通ずるインパクトが生じてきたこと

みられなかった小作制度へも労働移動

政策によって、長期的に大きな変化が

せない。ＦＥＬＤＡという戦略的重点

移動につながってきていることも見逃

特徴的であり、前述した農業就業者の

代における傾向として小作人の増加が

い。

の事情であることを指摘しておきた

州への重点指向というマレーシア特有

州で、これはＦＥＬＤＡの事業のこの

中顕著に高まっているのは勺昌目、

にみても、例外なく高まっており、就

は、七○年と八○年の間で顕著にな

農村↓都市という移動のパターン

パームオイルの場合の三一一％（二○年

を評価できるであろう。

り、全移動でみる比率としては倍増し

ている。

工業化が本格的に展開した九○年代

の状況をみよう。九五年にはＧＤＰ比

こうしたＦＥＬＤＡの就業雇用効果

万三五八○人と大きく上回っている。

イントベンチャー含む企業全体では一

の八二九五人（八七年）に対し、ジョ

連企業の雇用者数は、ＦＥＬＤＡ本体

ゴム、ココアの工場は六九となり、関

入ってからである。このように若干の

工業が農業を上回るのは九○年代に

五年であり、就業者構成でみた比率で

が農業のそれを上回るに至ったのが八

た。ＧＤＰ比率でみた工業化のシェア

的な工業化の進展をみるようになっ

八○年代に入るとマレーシアも本格

退、若年層の新規参入など労働力構造

り下回るに至っている。高齢者の引

アは一八・一％で製造業のそれをかな

程度は異なるがへそれでも農業のシェ

うこともあって、生産構成に比べれば

就業者構成比では低生産性の農業とい

の一一一一・五％の三倍弱となっている。

労働移動

四、工業化展開期の

間に三倍化）という実態は評価されな
ければならない。

さらに、農作物の加工段階における

企業化についても、ふれておかなけれ

を、入植労働者の前歴との関連でみる

タイムラグはあるが、農業就業者の都

の動態的側面の影響は見逃せないが、

ばならない。八七で、オイルパーム、

と、八三年の状況で、前歴農業労働者

市化、工業化を受けた移動の本格化へ

での製造業シェアは一一一三・一％で農業

一一三・一一％、小作農一八・九％、小規模

農業地域から都市地域への農業就業者

しかし、この時点においても半島全

い。

の移動が本格化したことは見逃せな

と移っていくのである。

州間移動率は七○年の七・三％から

ゴム園所有者一三・六％などとなって
おり、小作農や小規模農業経営という

八○年の二・七％（七○年と定義を
揃えれば一○・三％）へと高まり州別

経済的に恵まれない農業就業者の状態
の改善は明らかである。さらに八○年

１９

の高まりをやめたのであろうが、それ

傾向的に高まってきていた移動は、そ

に止まっている。七○年から八○年と

体としてみると、移動率としては四％

たい。

という差異があることを指摘しておき

ため、かなり厳密なものとなっている

地の一年前との比較で把握されている

五年のデータは移動調査によって常住

州内移動が圧倒的に多かった状況とは

る。こうした特徴は七○年、八○年に

国際的移動も一○％になってきてい

え、州間の遠距離的なものが三六％、

なものが五四％と過半を占めるとはい

１７１

６４０

811

（7.0）（26.4）
１，０８６

１，３４０

2,426

544

477

1,021

(26.9）（18.4）

410

1,169

11579

(15.8）（44.9）
954

1,646

21600

関しては、生活面の拘束、新規就業機

向として移動、とくに地域間の移動に

ついても注目しておきたい。一般的傾

きたが、移動する労働者の質的側面に

労働移動の数量的側面についてみて

反映している。

州への展開となっていることを端的に

が次第に広域化して周辺の、の一四．函日

を中心に展開されているが、その地域

超である。工業化の本格化がＫＬなど

流入超がみられる一方で、ＫＬは流出

の］：囚○局、四口目の囚など州レベルで

いう移動でないことも注目される。、

ら、この場合も、ＫＬへの一点集中と

格段の違いが生じている。しかしなが

率は一八・七％で七○年の七・○％とは

えると九○年の場合、農村↓都市の比

これを農村都市間の移動の面から捉

であろう。

顕著な変化としてみなければならない

にはデータの性格からの検討が必要で

移動が本格化してきていることは、

(資料）７０年、８０年GeneralReportofthePopulation
Census,９５年MigrationSurveyReport

ある。七○年、八○年に関しては人口

(100）

移動の内訳からも明らかである。九五

(28.1）

市村計
都農合

(18.7）
ｉｌｌｌ１

(21.5）

センサスにより、出生地と現在地の差

(千人）

年の移動はいぜん州内という短距離的

(37.7）（28.8）

懐

(31.7）

1995年

(100）

1.615

1980年

(％）

前住地、現住地

農村
都市
都市農村合計

(100）
７００

贋

９１５

1970年

合計

異として把握されたものであるが、九

表１都市・農村間移動状況

2０

マレーシアの経済開発と労働移動

高学歴などに偏る。マレーシアの移動

五五％）、女性より男性、学歴的には

は二○歳代などの若年層（全移動者の

会への適応力などによって、年齢的に

ても提供するところとなったといえ

が、農村↓都市移動機会を女性に対し

開発の多様化の段階で発生したこと

マルセクターも含む都市化の波が経済

女性が不利な面もあるが、インフォー

である。

労働力不足現象へとつながっていくの

％まで高まるが、それがやがて、農業

者の移動率はピークの八七年には一七

うになっていったのである。農業労働

計画では予測経済成長率二・五％では

Ａ）効果を読み込んだものであった。

果、後者は農業地域開発（ＦＥＬＤ

入超を見込んだ。前者は工業化の効

千人、勺自目、の一九万三千人の純

七○～九○年に、の』：血目の二一一一万七

革による農工間所得不均衡是正という

なり、かなり縮小をみている。農村改

大きかったが、七九年には○・五六と

得格差は七○年には○・四七とかなり

の資料によれば、農村、都市の平均所

う。第四次、第五次のマレーシア計画

条件としての所得格差についてみよ

ここで、農村↓都市間移動の背景の

しかしながら、他方で、農工間所得

映している。

業高度化の雇用面への影響を端的に反

など都市化の影響を受けたことなど産

たこと、移動者は非農分野が拡大する

職などによる就業機会の把握を刺激し

対して、移動者は七二％と高まり、転

働力率（九五年）は定住者の六四％に

動を農業就業者中心にみてきたが、労

以上のように、マレーシアの労働移

この移動率は低いが、その理由は、移

政策が、農業地域開発を重点とする七

不均衡の是正、農村地域の貧困化率の

る。

に関してもこの性格は変わらない。

第三次マレーシア計画二九七六～

動者に求められる技術レベルが壁であ

○年の状況下に、｜定の成果をあげた

低下などマクロ的な経済効果が必ずし

八○）では、移動の長期予測を行い、

るとしていた。

とみられるのである。

業など各般に及び、低技能労働の機会

く、建設部門、公益産業、サービス産

由は経済成長が単に工業分野だけでな

も予測を上回って実現された。その理

測を上回る移動が実現され、都市化率

所得増加が実現された結果である。そ

果によって、農村地域を上回る都市の

は、都市地域を中心とする経済開発効

ながら逆転するに至っている。これ

に入ると、○・五三（八四年）と若干

しかし、その農工間格差は八○年代

い。

ることは指摘しておかなければならな

でなかったことなどの課題を残してい

プトラ政策の効果発掘がこれまた十分

も十分に発掘できなかったこと、ブミ

しかし、結果として、この移動の予

を提供して、農業地域からの移動を喚

うした状況が、農村↓都市の労働移動
を加速させるインパクトとして働くよ

起したことが影響している。

元来、労働移動に関しては男性より

2J

東南アジアの

保健医療部門と民営化の拡大

能力のある中間層の台頭、医療

間医療サービスにたいする支払

によって、都市圏の国際化、民

療資源ギャップを当座の間埋め

た、当該政府（保健省）側も医

療資源も常に不足してきた。ま

遅れがちであり、政府部門の医

はじめに
東南アジア諸国を含め、東ア

サービスの需要の多様化、民間

合わせる方法として、民間医療

ジア諸国は未曾有の経済危機に

資本の投資能力の向上などが進

立病院、クリニック）の急速な

八○年代から民間医療機関（私

上は、公的予算、特に経常予算

府部門の医療サービスの質の向

んできたためである。｜方、政

ら、保健医療部門での民間部門

でいるタイ国の事例を見なが

の積み上げにおいても一歩進ん

比して、政策的にも、データー

あるが、これらの国々では一九

部門の急速な拡大に明確な政策

形成もないまま、ただ容認して

きた面があるといえる。そのた

め東南アジア各国の所得格差が

拡大するように、保健医療部門

も中間層主体の瀞酒な民間医療

機関と混雑する公立病院とに分

化してきた。そうして、現在の

拡大がインドネシア、タイ、

の制約と、医療ニーズの拡大と

の拡大がはらむ複雑な状況を概

祷一

』燕

蕊:1１

竺

鋼鬮

L慥勇＝:

鷲

垢晶昌

経済危機を迎えてしまってい

る。経済危機までの、保健医療

サービスの民間部門の拡大の問

フィリピン、マレーシアなどの

多様化（感染症とともに慢性疾

観してみたい。

題点を、他の東南アジア諸国に

大都市圏を中心に目立ってき

患の急増）などのために対応が

内田康 雄

た。これまでの著しい経済成長

神戸大学教授

2２

東南アジアの保健医療部門と民営化の拡大

表１タイにおける公立・民間医療機関、1988,1993年
1988

1993

バンコク｜その他の県

数｜％’数｜％

肩院及びllIIの医療機簾
病院及び他の医療機関（入院施設を有する）

医療機関
公立

116

民間
病床数

バンコク

数｜％

数｜％

866

982

3８ 32.8

720 83.1

758 77.2

7８ 67.2

146 16.9

224 22.8

21685

公立

全国

66667

155

88352

6449 29.7

医療機関あたりの病床数

4240

6.4

10689 １２．１

数｜％
1033

3９ 25.2
116 74.8
26967

15236 70.3 6242793.6 77663 87.9

民間

その他の県

全国

数｜％

1188

796 77.1
237 22.9

81401

835 70.3
353 29.7
108368

15628 58.0 68304 83.9 83932 77.5
11339 42.0

13097 16.1

24436 22.5

187

7７

9０

174

7９

9１

公立

401

8７

102

401

8６

101

民間

8３

2９

4８

9８

5５

6９

18136

4306

16811

21217

医療機関及びクリニック（外来のみ）
医療機関
公立

5７

民間

8244

ＮＡ

8301 45.8

ＮＡ

9835 54.2

Ｌ４

9222 54.9

9281 43.7

4247 98.6

5９

7589 45.1

11936 56.3

出所：ThaiMinistryofHealth，PublicHealthStastics,1990,1995
とんどの発展途上国で、政府部門の保

民間保健医療部門は最貧国を除くほ

り、民間病院では外来中心のサービス

に対し、民間のそれは五八％弱であ

有率では、公立病院では九九％である

倍増は、民間部門の病床数の増加に依

健医療サービス体制の改善の遅れをよ

となっている。民間病院の規模は、そ

るところが大である。しかし、病床占

そに、拡大する傾向にある。東南アジ

の半数の病院が三○床前後のものであ

１民間部門の拡大

ア地域においても、最近の経済危機に

り、二三％が一○○床を超える規模で

また、民間病

院に加えて、民

間クリニックは

さらに急増して

おり（表２）、一

般的にアクセス

しやすいこと

と、診療時間が

一般の勤務時間

帯以後も開いて

いることが多い詔

ために、都市部

見舞われるまで、都市部を中心として

ＰｕｂｌｉｃＨｅａｌｔｈ，１９９２

あるにすぎない。バンコクをとれば、

出所：MedicalStatisticsDivision，Ｍｉｎｉｓｔｒｙｏｆ

の保健医療需要の多様化を背景に、民

13,332

民間病院の平均病床数は、二六であ

lＬ４４３

間保健医療部門は拡大をしてきたが、

9,835

るのに対して、公立病院のそれは四一

8,650

1990

タイもその例外ではない。

8,595

1989

四となっており、民間病院は外来サー

1988

タイの保健医療部門は、供給サイド

1987

ビスに重点をおいているといえる。

とI願F霊三|三雲差二冊雲了
1986

では政府部門／民間部門の複合化が進

み、少なくとも近年まで民間部門は都

市部、特にバンコクを中心に急増して

きた（表１）。一九九三年にはバンコ

クには一○○を超える医療機関（クリ

ーーックを除く）が設立され、バンコク

地域の総医療機関の約七五％となり、

病床数では四二％となっている。民間

機関の三分の一が首都に集中してお

り、公立病院は総数の四％のみがバン

コクにあり、民間医療機関は地理的に

大都市に偏在している。

また、バンコクや地方の病床数の二

表２民間クリニック

の需要が非常に高くなっている。

の外来サービスとして民間クリニック

比率は極めて高いことである。このこ

的、民間所有にかかわらず、個人負担

３民間部門の拡大と問題点型

このような大幅な患者負担にたいし

家保健計画二九八七ｉ’九九二ま

とは、東南アジア諸国に共通する問題

また、一世帯当たりの保健医療支出

では政策課題として対応をとってこな

ても、急激な民間部門の拡大にたいし

民営化の程度を考える際、医療機関

の五○％以上が薬剤購入に向けられて

かった。民間部門のサービスにたいす

であり、依然として個人の直接支払い

の所有が、公的か民間かのみを議論す

いる。その購入先は、民間の薬局から

る高い選好があるにもかかわらず、民

ても、タイ政府は少なくとも第六次国

ることは片手落ちである。ヘルスヶァ

であるが、処方菱なしの処方薬購入

間部門のサービスの質、人的資源の民

に大きく依存しているのである。

の支払いがどの程度まで、公的補助

（、の」【１頁の、臼官】。ご）がタイでは、広

２ヘルスケアの支払い

（社会保険からの支払いをも含め）が

画（一九九二’一九九六）では、公的

間への急激な流出への懸念も、タイ国

家計の保健医療支出のうち、どの程

部門と民間部門の協調の重要性をう

く一般化しており、また規制措置が機

度の支払いが公的機関のサービスにた

たってはあるが、具体的な政策（例え

あり、患者の直接負担がどの程度であ

いして行われているかは明確ではない

ば相互のリファーラル関係の確立）は

内で拡大している。第七次国家保健計

が、ヘルスヶアの供給サイドでは、患

まだ明確にはなっておらず、民間サー

能しないことにもよる。

ない。七○％以上が患者負担であり、

者負担による直接支払部分は、公的部

ビスのモニタリング機能充実、規制的

るかを考える必要がある。タイでは公

また個人世帯の患者負担比率が上昇傾

門においても重要な比率を占めていよ

枠組みなどについての具体的措置の検

●内田康雄くうちだ．やすお＞

東京大学院社会学研究科博士課程修了

アジア開発銀行等を経て現職。
1991年～94年、ＯＥＣＤ/ＤＡＣ（開発援助
委員会）援助評価会合委員を務めた。

的補助は二四％二九八七年）に過ぎ

向にある。すなわち、医療機関の公

う。例えば、保健省管轄の病院での営

討にはまだ至っていない。

院患者の四二％が患者負担部分となっ

平均外来患者の診療報酬の三一％、入

公立病院（＆、葛９ヶ。：］庁の］）では、

健省によっても把握されていないのが

的な患者からの苦情などを除くと、保

民間サービスの実際のデータは、部分

通じての、モニタリング機能は弱く、

まだ加入人口の限られる社会保険を

ているのである。

司の８ぐの旦弓巴の）が四八’五一％、他の

業費用の公立病院の費用回収率（８里

神戸大学・大学院国際協力研究科教授
1947年生まれ。
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表３

各国別コンピューター断層撮影
機（CTScanner）設置数比較
国名

台数(対百万人）
29.2
’２９．２

日本

14.7
町

アメリカ

51.7(74％）

58.6（７０％）

47.4（６５％）

41.5（７３％）

55.3（７０％）

その他の勤務

18.0（２６％）

25.6（３０％）

17.0（３５％）

15.0（２７％）

23.7（３０％）

総計

69.7(100％）

84.2(100％）

64.4(100％）

56.5(100％）

79.0(100％）

主要勤務

民間クリニック

平均時間

出所：MedicalStatisticsDivision，MinistryofPublicHealth，１９９２

表５政府部門、民間部門の給与（月単位,バーツ)、１９９０
保健省

民間病院

主要勤務

14,002

lＬ６５２

43,302

8ＬＯ２０

15,534

その他の勤務

20,426

23,467

23,574

１５．２０５

22,585

総計

27,392

29,377

5Ｌ８５３

84.749

3Ｌ５１７

民間クリニック

平均時間

いことが主因と思わ

れる。公務員給与が

相対的に低く抑えら

れていること、仕事

量過多（特に公立病

院）であることによ

る。表４、表５にあ

るように、保健省職

員でみれば、日１－一

片目のの労働にもかか

わらず、副収入部分

が正規の職の給与

の、二倍を上まわっ

ていることから見て

も、給与差が非常に

大きいことが分か

る。また、民間での

息１－瓦目の労働

が、政府職員の副収

入源であることか

ら、民間部門を客観菟

的な政策課題として

政府部門と民間部門の給与差が大き

出所：MedicalStaisticsDivision，MinistryofPublicHealth,1992

人的資源の民間営利部門への流失

教育病院

ＭＲＩ（磁気共鳴断層撮影機）が全土

民間病院

実情である。極めて限られたデータか

保健省

で一○台あるがそのすべてが、民間医

藝無予壼if司薫『
教育病院

療機関の所有となっている。

(時間の相対比）

ら捉、じれる問題点は以下のようである。

民間医療機関に顕著な傾向として、

過剰投資が挙げられ、過度に豪華な建

一○台であり、

医師の週当たりの勤務時間

築、内装などの他、高額医療機器装備

ｙ

などがその例である。また、その傾向

唾これは日本、ア

Ｏ
ｎ

ｍメリヵの全国平

ｅ

Ⅵ錘均に次ぐ高い台

ａ９

銚唖数となってお
ｍＡり、その大半が

，８

麺“民間機関によっ

い麺て所有されてい

⑪Ｐる。また、一九

鍼九一年現在で、
表４

は特にバンコクの病院に顕著といわれ

2.0
’２０

タイ(1992）

る。高額医療機器の購入については、

10.0

’九八八年以来、タイ投資委員会（許。

6.2

バンコク(1992）

ｍ・回ａ・局曰くの的一日の具）の輸入関税

7.3

スイス

の撤廃政策の影響が大きいとされる。

西ドイツ

例えば、ＣＴの台数は二九九二年現

8.6

在）、バンコク市内では百万人当たり

片

オーストラリア

れており、民間病院の利用比率では専

労働時間でみると（ことの性質から、

病院の診察料金差が大きいことを考え

保健医療部門の改革における具体的対

表５からは、政府部門の医師のう

ると、公的資金不足による保健医療

門職の人口が明らかに農民、労働者層妬

ち、どれほどの数が勤務時間外に民間

サービスの民間医療機関による大幅な

データは過小報告の傾向があると考え

部門で労働しているかは不明である

肩代わりにたいして、積極的な政策対

策を引き延ばされがちになるのだと思

が、保健省のスタッフが、平均八時間

応がもとめられる。タイ政府は、健康

よりも高くなっており、所得階層の広

勤務をこなし、その他の勤務（その大

保険制度の整備を積極的に進めてきて

られる）、相当数の政府部門の医師

半は民間部門と察せられる）を行って

おり、何らかの健康保険の加入者は、

われる。

いることから、この問題の複雑さがわ

総人口中七○％に上るが、依然として

して、浮上してくると思われる。

険制度の整備が、タイの国民的課題と

かる。すなわち、政府部門の医師のか

ば診療サービスと職業別の整理が行わ

三の］［閏の、旨く亀（一九八六）によれ

には把握されていない。国①四一昏凹且

部門の患者の経済状態については明確

ことへの懸念が広がっているが、民間

の二重構造が出来上がろうとしている

民間医療部門と政府部門の所得層別

結びにかえて

患者負担率は大きいのである。経済危

がりも同時に見て取れる。しかし、患

25,2
0.0
33.3

専門職

なりの比率が、民間部門で働き、追加

が、民間部門に働きに行っていると推

■、■、■、■、■、■m
0.3
100
10.9
0．２１１０．８ 19.3

45,5
0.1
18.6
0.3
事務／販売
8.9
14.1
0.5
12.0
100
Em田忌引■岡■､■町田■Ⅵ、■、■、■、■、
57,8
0.1
6.7
0.5
農業
1．１
19.4
0.5
13.8
100
伝ヨ師■■田回■田■、■、■、■刊
53.9
0.0
13.8
0.2
4.5
16.1
職人／労働
1.0
10.5
、鹿、厨、■■■、■、■囚■、■■■田■ｎ
サービス
46.3
0.1
15.0
0.1
7.1
16.5
ｑ４
14.4
ｍ田■雨■■■田■■、
1００

出所:HealthandWelfareSurvey,１９８６

また、民間医療部門の現状を医師の

い

隻繩|晨蛎
職業

機を脱したあとの課題として、健康保

者自己負担率の高さと、公立、私立の

総計
公立病 その他 治療を
院
受けな

医師
僧侶
ヘルス･ケア／ 家庭で
の処置

的所得を稼ぎだしている。

測される。

表６職業別受療行動（1986）

蕊

事長・中山太都庁

院議員、元外相）を満場一致で新理事

理事長退任に伴い、中山太郎氏（衆議

月十八日の理事会で、前田福三郎氏の

財団法人アジア人口・開発協会は九

アを中心とした世界の人口問題をいろ

ましたが、人類最大の課題であるアジ

ンを私が引き継ぎ理事長を仰せつかり

生、佐藤隆先生、前田福三郎氏のバト

ＧＯであります。このたび田中龍夫先

ｉｌＩｉＩＩｉＩ

長に選出した。また新たに清水嘉与子

いろな困難を克服してどのように解決

家の存亡に関わる重大な事態としてと

（参議院議員、元労働政務次官）、三

中山太郎理事長談「アジア人口・開

らえ、国の安全保障問題として真剣に

していくか。なかんずく深刻なわが国

発協会は、私どもの同志だった佐藤隆

その対策に取り組まなければならない

好正也（経団連参与）の両氏が理事に

氏（元農水相）が人類の平和と福祉実

と考えております。各位の格別のご指

の少子化問題を二十一世紀における国

現のために設立された志高い目的をも

導、ご支援を賜わりますようお願い申

『ロ涛輌勾蒋の両汚で､ばつ器、行構■、Ｔｍ両津、、報■わ～亟口▼両零ｍ布津ＴＷＴ沽輌－南で､■■ｎ句津ロＷ■凉由戸沖句戸軒、『お猿、、密命

就任した。

つ財団であり、海外の関係機関からも

２７

し上げます。」

・三好正也氏

経団連参与、２１世紀政
策研究所特別顧問、特

その活動が評価されている由緒あるＮ

・清水嘉与子氏

務次官

殊法人公害健康被害補
償予防協会会長

願のらZ
いごな；
申指い（

｛し

ﾎﾞヅ

’１１１１

参議院議員、元労働政

ii
li i i i
！

ＧＨＴは、一九九八年七月二十四日号

ネパールの英字週刊誌ＳＰＯＴＬＩ

ける対応の不備、都市人口の

ると言う。さらに、現場にお

万人に膨れあがる可能性があ

人口推移と

年齢別構成

表１はネパールにおける総人口の推

移を示したものである。ネパールにお

いて人口統計が最初に試みられたのは

一九一一年で、その後、一九二○年、

一九三○年、’九四一年と一○年ごと

に行われてきた。しかし、抽出調査が

多く含まれたり調査方法に不備があっ

出所：PopulationMonographofNepal-199５，ｐ２より改訂

のインフル

一九一八年

でないが、

由は明らか

る。その理

と思われ

移していた

い状態で推

をほぼ横ば

○万人前後

人から六○

は五五○万

だし、戦前

ている。た

たりしており、その精度は疑問視され

１ 156 371

１ 6５

11 555 983

２ 142 987

２ 0７

1981

1５ 022 839

３ 466 856

２ 6６

1991

1８ 491 097

３ 468 259

２ 10

宗・■瓜■■■■■」－．■肋口一の

の特集でネパールの人口問題をとりあ

急激な増加と無計画な都市の

９ 412 994

1971

『へ一・卯．．．、一＄．．．－｝一・二一・｜，へ四｛』託｛（‐・『’一一一｛’一．一（一一｛｛へ町・『｜〈．（。（一一‐‐トー．，．『…”ｗトー‐‐洋一．一

げている。その見出しは「人口…危険

膨張など憂慮すべき状況が語

詰騨鶉＝

1961

一九八七
応がうまくいった場合でさえも二九

ポイントへ爆進」というセンセーショ

られ、現在の政府の無策、無

はじめに

ナルなものであった。記事の中で人口

能ぶりを強く非難している。率

２ 3０

Ｌ９７２ 976

８ 256 625

万人、最悪の場合は三四五六

環境省に提出された報告書をとりあ

０

げ、一九九一年の総人口一八四九万人

な状況にある」といわれてい蛆
るネパールの人口問題の構造ロ

民族国家の問題点を報告する

表

５ 573 788

･秀明大学教授

を明らかにするとともに、多鋤

ことを目的としている。

■、■■記思『－－■匹呵￣＝
－０ 0７
５ 532 574
－４１ 214
1930

の

本稿は、｝」のような「危機的勵
が、二○一六年には三一一一一○万人に増
加すると予想している。これは、二十
五年間で一・七四倍、すなわち一九九
一年の人口の四分の三にあたる人数が

増えることを意味する。たとえ政策対

1920

年増加率

(1)

６ 283 649
751 075
1 1６
1941
￣■■両同田切、百ｍ￣

1952／5４

－０．１３

5,638,749

-64,961
1911

増減
人口

調査年度

１１）

口■■人口二回剛加繩蘓鶴脈嶬
ｆｌｉ ｌＪｌ ＩＳ

2８

ネパールの人ロ

’九八一年にかけての一○年

エンザの大流行や第一次大戦における
弟一次大戦におけるとの一つは、一九七一年から
ネパール人傭兵の多数の戦死なども、
菱数の戦死なども、

ことである。これは保健衛生

９

戸６０

9８

７ ６

９ ０

8３

25-29

７ ０

７ ８

８ ９

９ ２

104

６ ８

７ ７

3０－３４

8７

６ ０

６ ５

７ ２

７ １
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５ ９

６ ４

35-39

8４

５

５

６ ２

５ ８
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５ ３

５ ５

9９

4０－４４

４ ５

４ ７

４ ７

４ ４

115

４ ４

４ ７

9２

4５－４９

４ 1

３ ９

４ ０

３ ６

120

４ 1

３ ９

102

5０－５４

３ ３

３ １

２ ９

２ ８

114

３ ４

３ ２

104

5５－５９

２ ７

２ ３

２ １

115

２ ８

２ ４

116

５ ９

５ ７

４ ７

５ ３

9６

６ １

５ ８

103

882Ⅲ００１

81ａ７１８

２

8,3381973 8,456,405

大幅に人口増加が見られなかった要因
兄られなかった要因間の人口増加率が極めて高い
己れている。
の一つとして指摘されている。

戦後は一九五二年には国士の東側地
午には国士の東側地が徐々に浸透していつたこと
域で、一九五四年には西側地域で人口
胆は西側地域で人口によって乳幼児死亡率が減少

９ ３

103

1５ ５

1４ ８

1２ ９

13.0

107

1５ ８

1５ ０

1０３

1０－１４

1３ １

1２ １

1２

12.1

112

1３ ２

1２ １

108

104

調査が行われ、それを統合したのが一
皿を統合したのが一したこと、外国の出稼ぎから

109

1１ ２

0５－０９

12.3

九五二／五四の数値である。本格的な
胆である。本格的な帰国者が増えたことなどが原
国勢調査が実施されたのは一九六一年
皿たのは一九六一年因としてあげられている。そ
○万人を超えることになる。

からで、その後、一○年ごとに一九九
一○年ごとに一九九して、一九九一年には一八○
ｓた。
一年まで行われてきた。

一九五二／五四年には八二五万人
年には八二五万人Ⅲ人口統計の具体的な数値の

102

11.8

一・

男性／女性比は女性100人あたりの男性の人数

14.6

14.4

騰豊

1995,ｐｌａｐ,16,ｐ､17より

出所：PopulationMonographo｢Nepal

だったものが、一九六一年には九四○
Ｌ六一年には九四○精度や信頼度は決して高くな

11.1

10 ７

9,220,974 9,270,123

万人を超え、六○年代半ばには一○○
午代半ばには一○○いが、’九六○年から三○年

11 ２

９ ３

合計

○万人に達し、一九八一年には一五○
Ｌ八一年には一五○間で人口がほぼ倍に増加した

９ ９

７ ９

60-

○万人になった。この中で特徴的なこ
」の中で特徴的なこことは確実と思われる。

９ ５

【］Ｕ』内山

1５－１９

20-24

３

男性／女性

15.2

14`９

0０－０４

６１５

農村部
女性
男性／女性

男性

都市部
女性
男性

全体
男性
女'性
年齢

表２は一九九一年の男女別

懲蕊蕊号慰

２９

1991年男女別年齢構成、都市部／農村部、男性／女性比
表２

中西部
開発地域
発地域

[鄙、

調薬鋤

なっている。また、男性／女性比を見

る割合は都市部のほうが比率が高く

一五歳以上から四四歳までの間に占め

二七％）と農村人口を比較すると、

幾重にも重なり、ところどころに盆地

（丘陵地帯）と呼ばれている。山々が

○○○メートルの地域は「バハール」

麓までの標高二○○○メートルから三

が東西に走り、そこから大ヒマラヤ山

み、ネパールの穀倉地となってきている。

ると、農村部においては一五歳以上か

が開けている。温暖モンスーン気候に

六％に満たない裾の広いピラミッドを

ら四四歳以下までの男性の割合が低く

恵まれ、ネパール特有の段々畑や棚田

タライの北側にはマハバーラト山脈

なり、特に二○歳から三四歳までは女

が数百メートルにもわたって斜面を刻

形成している。都市人口（全人口の九

性一○○人につき男性は八○人台と

んでいる。

国土の北側国境沿いには八○○○

なっている。以上のことは、就労年齢
にある男性の国内外への転出、移住、

メートル級のヒマラヤ山群が列をなし

のもとにあり、農業をするには厳しい

位置する山岳地帯は、｜股に寒冷気候

○○メートルから四○○○メートルに

て連なっている。この山麓斜面の三○

出稼ぎなどとおおいに関係している。

自然環境地帯別、
開発地域別人ロ構成

メートルから三○○メートルほどの平

「タライ低地」と呼ばれ、標高五○

られている。南部のインド国境沿いは

部開発地域」「中西部開発地域」「極西

「東部開発地域」「中央開発地域」「西

つの開発地域に分けてきた。東から

一方、行政的には国士を縦割りに五

環境にある。従来は雑穀栽培のほか

坦地が広がっている。もともと亜熱帯

部開発地域」である。一般に東側のほ

ネパールは自然環境の違いによっ

ジャングルにおおわれ、マラリアなどの

うが湿潤で森林も多く、西に行くにし

に、牧畜や交易で生計をたててきた。

疫病の発生地であった。現在は開拓が進

て、東西に延びる三つのベルトに分け

(2)

３０

ネパールの人口

表31991年自然地帯別人口、面積、耕地面積、人口密度、人口増加率

合計
8,635,342

184,910,297

（７．８％）

(45.5％）

(46.7％）
5Ｌ８１７

6Ｌ３４５

34,019

(35.2％）

(4Ｌ７％）

(23.1％）
878,837

1,31Ｌ７８５
163.093

27.85

人口密度(人／kIii）
人口増加率1961-71

Ｌ３５

1981-91

1．０２

で一平方キロあたり三○人

が少なく、人口密度も平均

かる。山岳地帯は耕地面積

地に居住していることがわ

以上が丘陵地帯とタライ低

この表を見ると、総人口の九割
る。②この表を見ると、総人口の九割

表３は自然環境別の人口統計であ

でいるからである。丘陵地帯では中央

どチベット高原に続く乾燥地帯を含ん

ウラギリ山系の北側のムスタン地方な

ナプルナ山系の北側のマナン地方やダ

部地域の値が極端に低い。これはアン

したのが表４である。山岳地帯では西

組み合わせて人口密度とその変化を示

自然環境別区分と開発地域別区分を

７２

０２
７７

７５

２５
３２

ｎＪ【［』
０６

１３

以下となっている。一方、

地域の人口密度が他と比較するときわ

ｊ４ＰＯ
ｑＵＱＪ

１８

タライ低地の人口密度は丘

めて高いが、首都カトマンドゥやそれ

７８

０８
９１

L」

６９

P1

130
156

７８

０９

６１

182.11
252.87

６５
５９

６６

１８

106.43
128.26
1981
1991

合計

1981
1991

６８

７５

８９

南部タライ低地

４５

４７
６８

３２
２６

9１
127
1981
1991

７４

７８
３１

8８

中部丘陵地帯

３５

９９

５５
６７

●●

２３
８０

陵地帯のそれのほぼ倍に近

102
125

179.10
225.61

255
325

117.41
132.15

36.42
41.95

139

幼増加は、タライ地域におけ

行くほど人口密度が上がり、西のほう

タライ低地においては、東に行けば

》ものだけではない。ジャン

ゴん、一」れは自然増加による

集まっているからである。また、潅概

ぶ大都市が東部地域、中央地域に多く

ビルガンジのようなインドとの間を結

チャーも東側のほうが整備されてい

施設や道路などのインフラストラク

埴ロジェクトが｝」の地域で推

る。逆に言えば、西側のほうはまだ開

ｎ
ｏ

Ｍ進された｝」とにより、山岳

発が進んでおらず、自然を多く残して

、

皿と流れていったことも大き

Ｐな要因となっている。（後

蛎述）

示したものである。これによって、人幻

のそれぞれの人口密度を区分けして図

いると言える。図２は現在七五ある郡

麺丘陵地帯の余剰人口が南へ

ｒ

軸の導入など大規模な開発プ

がグルが開墾され、潅概施設

９

４

成る増加が主要原因である一」

が低くなっている。ビナトナガール、

、

鯛とが示されている。もちろ

プール市があるためである。

に隣接するラリトプール市、バクタ

192
253
290
365

27.85
178
226

３．３７

1981
1991

菊七○年代の急激な総人口の

い値を示している。また、

116
137
116
132

25.14
32.41
34.40
3．４３

北部山岳地帯

11.35
12.20

合計
２凸

E＝

頭部

中央
西部
中西部
極西部

６←０

たがって、特に中西部開発地域以西は

出所：PopulationMonographofNepal-199５，ｐ､43,p52より
表４自然地帯、開発地区別人ロ密度

雨量が少なくなる。（図ｌ参照）

南部タライ低地
8,413,449

耕地面積(ha）

137.25
253.58
125.63
■耐■■踊円■■關呵
2，３９
2．０７
■■■■■■￣■￣口
1．６５
4.11
2．６６
一一一
Ｌ６１
2．７５
2.10
一■
1971-81

2,353,715

中部丘陵地帯
1,442,306

面積(Ｍｉ）

(37.4％）
(55.7％）
Ⅳ屈函■Ｆ￣三ヨ
(6.9％）

147.181

北部山岳地帯
人口(人）

図２郡区人口密度

300人八㎡以上

200～３００人/ｌｍｉ
ｌＯＯ～２００人/kni

５０～１００人八㎡
５０人八㎡以下

440

-39,959

9,699

-359,966
＋399,925

口の全体的な偏在傾向が

増減

読み取れると思われる。

(86.6％）

国内移住

376,074
385,332

住民の国内外への移動

(1Ｌ２％）

が社会に与える影響はき

9,258

49,657

わめて大きい。前述した

出生地
中部丘陵 南部タライ

15,667
33,990

ように、七○年代八○年

2.2％
5.7％
92.1％
100.0％

代のネパールにおいて

北部山岳

は、東南アジア諸国で見

られたような首都一極へ

9,698

25'３６６
410Ⅲ064
445,128

向かう移動よりも、北か

合計

ら南への動きが強かっ

た。直接の要因としては

六○年代にＷＨＯなどの

協力によってタライ低地地

と

のマラリアが撲滅され、露

中部丘陵地帯
南部タライ低地
合計

この平坦な土地が新たな地

５

穀倉地として期待される雌
ようになったからであ部
る。インフラストラク雑
チャーの整備の開始や定塞

住プログラムが促進され

るにつれて、多くの丘陵表

調査時点居住地
1971年
北部山岳地帯

(3)

対人口
－３．５％
－５．９％
＋9.9％

10,139

(2.3％）

1981年
＝駈痢一竃、＝痢正祠￣五ｍ
2.196
-26Ｌ４６７
3.8％
33,423
-20.1％
35,619
北部山岳地帯
35.669
134.254
169,923
18.3％
-424,711
－５．９％
中部丘陵地帯
■困祠■、U■■肛函
56Ｌ２１１
724,043
77.9％
162,832
＋686,178
＋10.8％
南部タライ低地 一画■m￣記祠■、海耐用
929,585
100.0％
297,086
594,634
37i８６５
合計

呈攪鶏吾鶏■面口輌＝鬮田羽一両印一一
(32.0％）

(64.0％）

(4.0％）

1991年
－l６Ｌ６５５
4,671
36,674
3.0％
32,003
－１Ｌ２％
北部山岳地帯
序酊祠-両００＝面Ｆ關口、鞆
■尿ＫＷＵ￣Ⅳ函一西司
173,968
14.2％
76,503
97,465 -753,923
-9.0％
中部丘陵地帯
■五両＝語■”￣■面河
121.826
82.9％
895,888
＋915,578
＋11.1％
南部タライ低地 1,017,714
102,136
198,329’
927,891
合計
Ｌ228.356
100.0％
■、Ｉ

■ロ■■■■

(,6.,％）’

(75.5％）

(8.3％）

出所：PopulationMonographofNepal３２

ネパールの人ロ

表６区域別移入者,移出者1991年

表５は一九七一年、八一年、九一年

なった。

山岳地帯の人々をひきつけるように

万人ほどであったが、八一年には九三

帯間における移住者は全体で四四・五

の数を表したものである。七一年の地

もに一五万人以上を超えている。これ

｜方、中央地域は移入者も移出者もと

がこの両域にあることがうかがえる。

二七万人強になっている。転出の中心

一方、タライ低地に向けての移入者

万人近くと倍以上に増えている。七○

に移動し、そこに定着して居住してい

は多いが、特に東部地域は全体の四分

のそれぞれの調査時点における定着居

くというパターンが特出している。七

の一にあたる三六万人の移入者が数え

は首都カトマンドゥがあるためで、首

一年には三七・六万人であったもの

山岳地域が高い数値を示しており、移

少ない。｜方、移出者に関しては東部

への移入者はいずれの地域もきわめて

値を表したのが表６である。山岳地帯

地域区分を含めた移入者と移出者の数

から立憲君主政党制へ変わったことに

民主化運動が起こり、政体が国王親政

ていった。しかし、九○年代に入って

低地、特に東部地域と中央地域へ流れ

は、山岳丘陵地帯の余剰人口がタライ

このように七○年代、八○年代に

に増えつつある。

出人人口の差が大きくなっている。そ

業問題などが顕在化してきた。その結

より、市場経済の進展やインフレ、失
丘陵地帯においては移出者の数がき

たことがしばしば指摘されている。二錘

ンドゥ盆地への流入が顕著になってき

果、次第に向都指向、すなわちカトマ

上を超えており、移出入差もマイナス

地域と西部地域はそれぞれ三○万人以

わめて大きくなっているが、特に東部

れに続くのは中央山岳地域である。

さらに詳しく検討するために、開発

られている。それと中央地域を加える

年代は国内移住がきわめて盛んな時期

1995,p147より

出所：PopulationMonographofNepal

が、九一年には九○万人近くになり、

住者のうち、他の自然環境地帯出身者

124 130

８ 7５
１ 1５

119 124

８ 4０

－１０２ 775
267 116

１８ 8３

ＬＯ２１ 039

7１ 9９

－７５３ 923

362,486
235 313
197 915

25.56

74,639
7１ 636

5．２６
５ 0５

287,847
163 677
1３ 9６

1５ 210

１ 0７

182 705
128 232

９ 0４

2８ 151

１ 9８

100 081

187 393

1３ 2１

６ 125

０ 4２

101 968
Ｌ１１１ 339

7８ 3６

195 761

1３ 7８

836 278

１６ 5９

と四割を越えることになる。また、西

都圏においては人口の流動性が高く

１ 5８

1６ 349

東部タライ地域
中央タライ地域
西部タライ地域
中西部タライ地域
極西部タライ地域
合計

地帯間移動者の四分の三近くを占める

であったと言われるゆえんである。と

2２ 447

-82,129
３ 7１

－４１ 227
２ 584

０ 1８

５ 140

0 3６

－２ 556
４ 931

０ 3５

1２ 711

０ 9０

－７ 780

８ 464

０ 6０

3６ 427

２ 5７

－２７ 963

3９ 751

２ 8１

201 406

1４ 2１

－１６１ 655

40,433Ｉ２．８５

315,666

22.26

-275,233
155 298

10 9５

２ 137

306 821

2１ 6３

－２７６ 369

－１０１ 683

157 4３５１１１ 10

部地域、極西部地域への移入者も次第

なっていることを示している。

２ 1５

6．６７
5２ 560

東部丘陵地帯
中央丘陵地帯
西部丘陵地域
中西部丘陵地域
極西部丘陵地域
合計

ようになっている。

りわけ丘陵地帯の出生者がタライ低地

3０ 452

0．８８
０ 8０

94,568
1１ 333

12,439

移上 」者｜移出入差
人数
％

移入者
人数
％
区域
東部山岳地域
中央山岳地域
西部山岳地域
中西部山岳地域
極西部山岳地域
合計
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溌；蕊蕊薫

ベット・ビルマ語系の民族である。こ

のような状況の中で、このヒマラヤ山鉋

脈の南面斜面は一八世紀半ばにシャハ

王朝によって統一され、ネパールの国

土の基礎が成立した。この結果、民族

の多様性を生み出したのである。

その結果大枠としては、国士の南部

から西部にかけてはインド・ヨーロッ

パ系の民族が、東部から北部にかけて

はチベット・ビルマ語系の人々が居住

している。さらに、前者はインド国境

沿いの低地に住む「タライ系」と丘陵

地帯に住む「パールバティ系」、後者

は古くから丘陵地帯に住んでいた民族

とヒマラヤ高地に住みチベット文化圏

と強いつながりをもってきた山岳民族

に分けられる。

一九八一年までの調査では、民族や

カーストの所属に関する項目は設けら

れていなかった。ただし、母語に関す

る項目は一九五二／五四年から始まっ

ており、この時は三六の異なった言語

が収集された。さらに、’九六一年の

調査では五二の言語に関する情報が寄

せられている。しかし、’九七一年か

ネパールの人ロ

表７は調査方法の不統一を承知しなが

一年は一八言語）に限定されている。

選択式とし、統計は一七言語（一九八

らは「その他」の項目を設けることで

この表は民族ではなく言語による区分

を話しているのは一％にも満たない。

して国際的にも有名なシェルパの言葉

ない。ましてヒマラヤ登山の案内役と

と、自分の民族語を母語として選択し

族言語の維持が強調されるようになる

民族のアイデンティティの重要性や民

し、一九九○年の民主化運動以降、各

めて示され、どの程度ネパール語化が

た人が増えるのも当然のことである。

もう一つ注意すべきことは、一九八

進んでいるか把握できるようになっ

であるが、日本でステレオタイプ化さ

一年から一九九一年にかけて、ネパー

た。それを示したのが表８である。

らも、各母語の変遷を表にしたもので

ル語の割合が八ポイント以上落ち、チ

ネパールのカースト、民族は歴史的に

一九九一年の調査から、母語だけで

この表でまず気がつくことは、一九六

ベット・ビルマ語系の各言語がいずれ

形成されたもので、非常に複雑であ

れているような、雄大に輝くヒマラヤ

一年以降は国語であるネパール語が常に

も上昇していることである。これはこ

る。（詳しくは結城ヨネパールの文

ある。Ａ群ではｌのネパール語だけが

過半数を超えていることである。一九八

のような統計資料にも政治的影響が大

化と社会」アジア人口・開発協会、

なくカースト・民族集団の項目が付け

一年には五八％に昇っている。（後述）

きく作用することを示している。実際

「人口と開発」五三号、一九九五年秋

を背景にわれわれに良く似た容貌をし

さらに、２のマイティリ語から６の

チベット・ビルマ語系の人々は、ネ

号参照）カーストも民族もネパール語

丘陵部の「パールバティ系」に属し、

ラジバンシ語までのタライ系言語が常

パール語と自分の民族語を使い分けて

では同じ「ジャート」という言葉で表

加えられた。これによって、各カース

に四分の一からそれ以上を占め、ネ

いることが多い。学校で習うのは国語

現され、統計上も同列に扱われる。表

た素朴な人々というのは、ネパール全

パール語をあわせてインド・ヨーロッパ

のネパール語であり、村や町ではネ

８を簡単に解説すると、タライ・カー

２から６までは「タライ系」、７，８，

語系の言語が八割近くにおよんでいる。

パール語をつかい、家族の問では民族

ストのタルーはタライ低地の先住民と

ト・民族集団と言語との相関性がはじ

一方、チベット・ビルマ語系では、

語をつかう人が少なくないからであ

言われ、東から西まで広く分布してい

土では少数なのである。

タマン語、ネワール語、マガール語、

る。このような状況の中で、ネパール

る。タルー語を母語とした人は七七％

はそれぞれインド、パキスタンの言語

ライ語、グルン語と続くが、’九七一

語の普及が推進されていた王制時代に

にのぼり、他のタライ系言語を含める

である。Ｂ群では応のポテ、シェルパ

年以降は五％にとどいている言語は一

は自分の言語としてネパール語を選択

が山岳民族系に属する。

つもない。合計しても二○％にとどか

3５

表８カースト・民族等別母語１９９１
人数
ネパール

民族語

％

人数

％

ネパーリ

181491,097 100.0％

Ａタライ低地

5,718 770

3０ 9％

Ｌクライ・カースト

20260 136

1２ 2％

タレー

６ 5％ タルー

1,194 224

ヤダヴ
ブラーマン
ラジバンシ

Ｌ丘陵ｶースト

6,697 100

チェトリ
ブラーマン

2,968 082

36.2％
16.1％ ネパーリ
12.9％ ネパーIノ

2,388 455

タクリー

725,704 94.8％

3,028

0 4％

1７ 026 1０ 5％

142,765 87.6％

Ｌ１７０

０ 7％

75,383 9Ｌ7％
6％
6.8％
50,940 91.4％
15.2％
135,051 73.2％
4.6％ 1,826,834 93.2％
４ 5％
618,391 93.4％
７ 6％
487,289 7４ 7％

525

０ 6％

３ 803

618,391 9３ 4％

29,814

487,289 7４ 7％

4９ 340

４

０ 5％

287

０ 5％

4,678

２ 5％

12,502

０ 6％

3,245

0 5％

26,269

４ 0％

1 8％

21933,433 23.2％
1 1％
736,120 11.0％

8,954 ８１２ 7Ｃ 8％

228,171

5,631 081 8４ 1％

74,522

20753,749 92.8％ 2,753 749 92.8％

24,029
39,856

０ 8％

26,851

2,261,258 94.7％ 21261 258 94.7％

１ 7％

27,144

0.9％
1.1％

262,867 8７ 8％
1,42Ｌ245 3８ 2％

3,715

１ 2％

3,096

1.0％

3６ 321

１ 6％ ネパーリ

299 473

４ 3％

2８ 118

1,826,834 9３ 2％

68.4％

12,639,956

０ 5％

3２ 585
３ 763

50,940 9１ 4％
135,051 7８ 2％

1 0％

5,724

｜、
３

タライ系
タライ系
1０ 6％ タライ系
３ 6％ タライ系
3.5％ タライ系
０ 3％

10,734

６ 1％ 1,105,407 92.6％

■

5５ 712

662,347
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20.9％
２１％
５ 7％
２ 3％
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0 8６ 8％
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525 551

８

ライ

2０ 1％

313 18.0％

1,404 1８ 0％

432

5.5％

窒咀ポジプリ

マイティリ

地域によって

ド系の民族で、

までは北イン

下ラジプート

る。ヤダヴ以

と九割を越え

ある。

もネパール語化が進んでいない地域で

平均で五・七％であり、全国でももっと

うちネパール語を母語としているのは

どを指す。これらタライ低地の人々の

ループはイスラム教徒やシーク教徒な

カーストが記載されている。宗教グ

な最下位カーストで、統計では一七の

丘陵カーストのチェトリ、タクリー

はインドのカースト制度ではクシャト

リにあたり、ブラーマンとともにネ

パール・カースト制度の上位を形成し

華唄アバディ

輌語など多少異

卿イ系の言語を

ている。彼らの元来の母語であるネ

幼なるが、タラ

ｐ母語としてい

パール語を使用しているのは九割を超

６

えている。

０

噸る人が圧倒的

丘陵地帯のチベット・ビルマ語系民

蛆に多い。商人

ゴカーストとは

９

族の状況は大変興味深い。タマンやリ

ンブーの人々は民族言語を母語として

いる人が八割を超えているが、グルン

は過半数に満たず、マガールにいたっ

ては三割となっている。逆にマガー

》交易・商売を

和生業の中心と

ｒ

軸してきた人々
唾で、インド起

Ｃ

Ｍ源の人も含ま

ル、グルンの間ではネパール語化が進

んでいる。このような差異がどうして

、

、ストとは仕立

錘れる。職業カー

。

起きたかに関する詳しい分析はない

が、周囲の民族との関係や自然環境、

Ｐて屋鍛冶屋、

鏑掃除人のよう

3６

ネパールの人ロ

な点であると思われる。

題や近代国家形成を考えるうえで重要

間違いない。今後のネパールの民族問

さまざまな要因が絡まっていることは

経済の浸透度、教育制度の普及度など

その民族の社会構造、生業形態、商品

や分裂を繰り返している。その結果、

も不明瞭なまま連合したり、内部対立

党」が三大政党であるが、政策的統一

「国民民主党」、連合した「統一共産

「国民会議派」、旧王政の流れを組む

まで続いてきている。インドに近い

の場となり、無節操な混沌状況が今日

各政党、各政治家の理念なき権力闘争

たが、それ以降のネパールの政治は、

くとも適切な方針と総合的な対応策が

る。ネパールの政治が安定して、少な

ざまな問題を含んだ総合的なものであ

済状態、文化伝統、政策方針……さま

人口問題は社会状況、生業形態、経

人の首相が誕生している。

↓会議派と政権は移り、すでに延べ六

派↓共産党↓会議派↓民主党↓民主党

のコイララ首相が就任して以来、会議

おわりに

打ち出されることが望まれている。

れている。

Ⅲ一九九一年の国勢調査の後に実施され

量勺。ご已口武。ご○のロ⑪巨切〕①①］ｍｍｏａ巳○ず四‐

・参考資料
る。この評価は多少おおげさであるとの

『色具の『一切ご○、弓四ケ｜のく○一」勺②尊く『》○の‐

「数え落とし」があったと報告されてい
批判もあるが、一九九一年の人口実数と

］・や山・

ゴゴロ］、巨司の四二ｏ鳧、一旦】⑪ご○⑪》【ｇゴョロゴ皀巨

結城史隆「ネパールの文化と社会」『人口
と開発』ｚ・・団アジア人ロ・開発協会ご患。

ロ９口」や①、‐

○のロヰロ］団巨弓の凹巨。缶切守自】切庁旨助．【凹吾白、‐

（可琶・へ《ｍで○厘］ぬ彦一》や』Ｅ］望、一－四．』②①⑭’
倉の厨冨、毬ｏ巴田の四円国ＣＯ汽○馬三の己巳』＄⑰弓

・勺○℃ロ］ｇ】◎目『】ｎ口目。烏弔ｏ」葺、巴し己ロー

口已巨」。①⑰’

○⑩昌甸巴団巨甸の煙巨。［の←ｇ」、←】○ｍ一【四房白色‐

貫句○℃こ］四一」。ｐごＣＨ５血Ｈｇ声。｛ｚの已巴菖

して二○○○万人を超えているという意

③丘陵少数民族にはチェパン、タカリー
など五民族が、職業カーストとしてはカ
ミ（鍛冶屋）、ダマイ（仕立て屋）、サル

れかに位置づけられている。

②ただし、実際の自然地理の形態とこの
統計の区分けが厳密に一致しているわけ
ではない。統計は現在七五ある郡のレベ
ルで集計されており、それぞれ郡単位で
「巨○目日旨」（山岳地帯）、「国昌」（丘
陵地帯）、「弓日日」（タライ低地）のど

見もある。

た評価調査では、全国平均で約二％の

キ（皮革屋）など一三カーストが記載さ

九一年の一一一二年ぶりの総選挙で会議派

ネパールの人口問題は、人口増加率
とともに過密化と過疎化、さらにカー

スト、民族問題が複雑に錯綜してして
いる。図２で示したような、人口密度
の偏重は国内移動によって今後ますま

す加速されていくと思われる。また、
本文で指摘したように都市への人口流

人は生活環境を悪化させてきている。

特に、九○年以降に顕著になった首都
のあるカトマンドゥ盆地への集中は、

東南アジアや中南米で見られたように
さまざまな社会問題を引き起こす可能

性がある。それに対して政府、行政機
関の対応は全く無策である。

一九九○年の民主化運動は、国王親
政体制から政党政治の復活をもたらし
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と轌謹凝議豪勇

で数十センチから一メートルも埋まり

山中の集落と田畑は、噴火時の降灰

る政府職員、ＮＧＯスタッフ、ジャー

曾有の経験は、救援や支援活動に携わ

しかしながら、噴火の被災という未

分散し吸収されつつあるように見えま

ました。しかもほとんどが、川沿いの

ナリスト、外国人らとの頻繁な接触や

よって故郷を追われ、困窮の生活を強

水場近くに位置していたために、雨期

交渉の機会をもたらしました。また、

す。あるいは表面的には、生活スタイ

のラハール（土石流氾濫）によって、

同時に、平地民たちの差別的な眼差し

いられた先住民アエタの人々が、生活

さらに数メートルの土砂に埋没してし

や態度にさらされて生きる結果とし

ルにおける平地民化が急速に進んでい

まいました。そのため、彼らの多くは

て、彼らのあいだに先住民であるアェ

の再建と向上を目ざして、どのような選

元の集落に戻ることができず、再定住

タとしての民族意識が覚醒し、強化さ

ると言えます。

地にとどまり、様々な雑業に従事する

不要で過大な援助は当事者の依存心

れてきています。

くされました。結果として、アエタ被

労働者として生きてゆくことを余儀な

択をしていったかについて報告します。

ｒＪ

覚主一一一
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3８

ピナトウボ噴火と先住民アエタのその後

〔写真･右頁〕ピナトゥボ山から
流れるブカオ川の下流に造成さ
れたバキラン再定住地

ばって住むアエタの、それぞれの地区

のアイデンティティーを自覚する者た

て格別な配慮や権利を与えられて生き

を助長し、自立への努力の妨げとなる

彼らに対する一時的な関心や憂慮の

ることとを、ふたつながら同時に求め

ちが現れ、増えつつあることです。彼

には生活再建のためのプロジェクト援

高まりとセンセーショナルな報道、そ

ています。その意味では、彼らの正当

住民組織の連合体として、中部ルソン

助を国内外のＮＧＯや慈善団体に要請

れに伴う緊急救援が一年か二年で終

な居場所を求める運動は、地球大で生

とする懸念がたびたび表明されまし

し、また実際にそれを実施するため

わった後には、まさに生き延びるため

起している先住民たちの文化復興、権

らは、他の平地民らと対等な市民・国

に、彼ら自身の手で地区ごとに住民の

に現状と格闘する生活が続いていま

利回復の運動とも共通する動きです。

・アエタ連合（ＣＬＡＡ）が結成され

組織化が進んでいます。

す。その意味では、噴火は、今に続く

た。しかし、最初は食糧その他の救援

噴火前には、拡大家族を単位として

困窮や苦難の始まりにほかなりませ

民の権利を有することと、先住民とし

時々の条件で集合離散する、柔軟で分

ん。けれども、被害の甚大さによっ

ています。

散型の社会を作っていたのですが、拡

て、今までほとんど無視され、存在し

物資を受領し分配するために、その後

大家族を越える地域のまとまりが生ま

ないに等しかったアエタの人々が、マ

意識されるようになった

噴火の五百倍から六百倍の規模で、今

ちょうど同じ頃に起きた雲仙普賢岳の

を模索する者たちのあい

社会のなかで生活の再建

筆すべきことは、平地民

り、天文学的な数字に達しました。被

る被害の総額は、周辺の五州に広が

期の間のラハール（土石流氾濫）によ

砂、小石の飛来と堆積、そして続く雨

世紀最大のものでした。噴火時の灰、

だに、フィリピン市民・

一一万一戸（うち全壊は四万一Ｐ）を超

国民であり、同時に先住

民アエタであるとの二重

災者の総数は二○万人、破損家屋は”

しかしそれ以上に、特

ことは注目に値します。

ン島西部、ピナトゥポ山の噴火は、

｜九九一年六月のフィリピン、ルソ

のこと

一、ピナトゥボ・アエタ

れているのです。さらには、ピナトゥ

来社卯ン

咄干郭叱築
、リ版ィ醐

峠》鐇鈩麹

Ｓン州嚥峰
癖叱九る語

跡》鏑僻》

叩露麺戊月

伯のの、二
ｍ事会年ｒ

tinuityandChangeJAteneodeMa-

ス・メディアを通じて広くフィリピン

研究科教授。

ポ山を取り囲むサンバレス、パンパン

主な薯醤は、rPinatuboAytas：Con‐

社会の全体に伝えられ、｜股の人々にも

●清水展くしみずひるむ＞

ガ、ターラックの三州の各地に散ら
1951年神奈川県生まれ。社会学博士。東
京大学教養学部卒業。東京大学大学院社
会学研究科博士課程中退。東京大学東洋
文化研究所助手。九州大学教養学部助教
授。現在九州大学大学院比較社会文化

バナナとイモを収穫しての帰りに

山に戻ったアエタたち。

建してゆく

と移り住み、まったく新たに生活を再

一ヶ所、高地民Ⅱアエタ用九ヶ所）へ

した二○ヶ所の再定住地（平地民用一

の村に戻ることができず、政府が用意

しました。しかも、その半数以上が元

村や避難センターで半年あまりを過ご

リート系の人々のなかで、ピナトゥポ

た山中に分散して暮らしているネグ

います。現在フィリピン各地の限られ

最初に渡ってきた民族であるとされて

た時、アジア大陸部からフィリピンに

河期に海表面が百メートル近く低下し

の人々です。今から三万年ほど前の氷

する、アジア・タイプのネグリート系

た。しかし、そうした最も変容あるい

耕作を試み始めている者たちがいまし

湧き水や川沿いの湿地を利用して水稲

なかには、カラバオ（水牛）を飼い、

んで平地民との接触が多いグループの

斜面のアエタたちでさえ、麓近くに住

「伝統的」な生活を保持していた南西

すアエタ・グループのなかで、より

ピナトゥポ山の一帯に分散して暮ら

ました。

ことを余儀

・アエタは、混血も含めれば三人万か

は平地民化が進んだアエタたちであっ

毛、暗褐色の肌などを身体的な特徴と

なくされま

ら四万人の人口を擁する最大のグルー

ても、依然として焼畑農耕を主要な生

え、’○万人以上の被災者が、テント

した。

プとなっています。

る彼らは、

タと自称す

またはアイ

た。アエタ

の人々でし

いたアエタ

で暮らして

山中や山麓

ピナトゥポ

けたのが、

な被害を受

で最も深刻

や果物を採集したりして副食を得てい

やエビやウナギなどを取ったり、山菜

て鳥やコウモリなどを射たり、川で魚

陸稲、豆類などを栽培し、弓矢によっ

サツマイモ、あるいはトウモロコシ、

る生業として、主食であるタロイモや

ました。彼らは、移動焼畑農耕を主た

触をできるだけ避けながら暮らしてい

千人のアエタたちが、外部世界との接

ころ、南西斜面に点在する集落には数

○ヶ月のフィールド・ワークを行った

トゥポ山南西麓のカキリガン村で二

私が一九七○年代の後半に、ピナ

ありません。食糧獲得のための様々な

とどまり、古い手段を捨て去ることは

は、新たな選択肢を一つ加えるだけに

ませんでした。新しい食糧獲得の手段

進んでゆく不可逆の過程とはなってい

らには水稲耕作へと各段階を一方的に

ら、移動焼畑農耕を経て、定着農耕さ

変化や変容というものが、狩猟採集か

すなわち、彼らの社会にあっては、

を射ていたのです。

携え、チャンスがあれば鳥やコウモリ

ために山に入るときには、必ず弓矢を

業としていました。彼らも焼畑作業の

その噴火

低身長、縮
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南西麓のアエタたちは、食糧に関して

そうした戦略によって、噴火以前の

図っていたのです。

一の手段に頼ることの危険の分散とを

のもとでの最も効率の良い労働と、単

れました。精神的と肉体的な打撃に加

ごすあいだに、千人あまりの命が奪わ

避難所や仮設テント村で半年ほどを過

に泥檸と化すような劣悪な生活環境の

刻化してゆきました。雨が降ればすぐ

の後に始まり、雨期の訪れとともに深

アエタの人々の災難は、むしろ噴火

さらには、食糧の配給も当初の数ヶ

環境のよい所に住みたい言います。

なってしまうのは当然だ、もっと生活

の暮らす所ではない、誰もが病気に

のようなテント生活は、そもそも人間

「熱く『降れば泥んこ照れば蒸風呂

アエタにしてみれば、地面がいつも

をもっているため、手遅れとなってか

ほぼ百パーセントの自給自足をしてい

えて、慢性的な下痢で体力が消耗して

月は餓えない程度の数量は確保されま

込んで火砕流で焼死した一○三人でし

ました。塩や鉄製品や布などの生活必

いるところに、インフルエンザや麻

したが、その内容は、米、豆、缶詰、

手段が同時に併存し、それらを状況に

需品は、バナナなどと交換して商人か

疹、肺炎などが流行ったためでした。

干し魚、ラーメンなどの乾物が中心

ら連れて来ることが多く、適切な治療

ら手に入れていました。サーリンズ

死者の多くは、噴火の前にはピナトゥ

で、新鮮な野菜類がまったくありませ

た。

（一九八四）が言うような意味で「始

ポ山の高城に住んで外界との接触がほ

んでした。アエタの人々がもっとも欲

応じて使い分けることで、特定の条件

原のある豊かさ」に近い生活を実現し

とんどなく、そうした病気に免疫を持

しがったのは、サツマイモやタロイモ

を下りて避難しました。私の知る限

ほとんどのアエタが、前日までには山

に繰り返された警報と説得によって、

噴火の予知がほぼ完壁に行われ、事前

て、すべてが一変してしまいました。

しかしながら、突然の噴火によっ

観念や知識が乏しく、西欧医療（聴診

府やＮＧＯ関係者は、アエタに衛生の

落していたと言わざるをえません。政

の文化や生活に対する配慮や理解が欠

者がアエタに集中したことは、アエタ

かかわらず、そこでの九割を超える死

数の平地民被災者が暮らしていたにも

避難センターやテント村にはほぼ同

で、援助物資の横流しをして、酒や煙

わざるを得なかったのです。そのこと

ケットや行商の商人から生鮮食糧を買

米や缶詰の一部を売って、町のマー

た。そこで、アエタたちは配給された

されることはほとんどありませんでし

蔵の問題があるとして、それらが提供

安価な野菜でした。しかし、輸送や貯

などの葉やつるといった、ごく普通の

ができなかったと弁解します。一方、

ていたのです。

たないようなアエタたちでした。

り、噴火による直接の犠牲者は、避難

器、注射、役等）に対して不信や恐怖

二、再定住地で続く苦難

を断固として拒み、山中の洞窟に逃げ

`Ｉ

エタたちの困窮と辛苦の生活は続きま

た再定住地に移った後も、被災したア

どの仮住まいの後、政府が急遮造成し

避難センターやテント村での半年ほ

彼らは「農地がなくて、どうして農民

るから農業にはまったく適しません。

かも石ころだらけで荒れて乾燥してい

ら○・三ヘクタールに過ぎません。し

れる農地はどの再定住地でも○・二か

た。かわりに失業対策事業（同。且

次減らされ、途切れがちとなりまし

は、自立を促すとして食糧の配給が漸

活の再建を模索するアエタに対して

住地に止むをえず移り住み、そこで生

他に策もなく、政府が用意した再定

ＣＯに積極的に支援され、マスコミに

した。アエタに用意された計九ヶ所の

が暮らしてゆけるだろう」と嘆き、

甸自三○烏）として、再定住地の道路

それに対して、アエタたちは一斉に

再定住地は、いずれも同様なプランに

「バスケット・コートもプラザも舗装

整備や、植林、農地の開墾、その他、

草などの嗜好品（賛沢品）を買うとい

したがって設計されています。中心部

道路も教会も何もいらないから農地が

将来の生活の基盤となるような事業が

も時々は取り上げられましたが、結局

には、バスケットボールのコートとプ

欲しい」と訴えました。組織化されて

立案され、その仕事をすることによっ

不満と批判の声をあげました。外見ば

ラザが造られ、診療所（しかし医師の

いるグループのなかには記者会見を開

て、現金や米などの現物支給がなされ

う、言われなき中傷を受けたりしまし

いない）を始めとする政府機関の事務

いたり、大統領府まで陳情に出かけた

ました。

は何の成果も生みませんでした。

所が並び、小学校のほかに教会までも

り、大統領府の前のメンディオラ通り

かり見栄えがよくても、各家に貸与さ

建てられ、一見すると平地民の村と

をデモしたり、マスコミの取材に積極

た。

そっくりの「文明的」あるいは「近代

的に応じて主張を繰り返しました。

厚生を案ずる政府の格別の配慮と最大

宅街）そのものであり、アエタの福祉

ディビジョン（区画整備された高級住

ン人の誰もが住みたいと願うサブ・

るカラゲ氏によれば、それはフィリピ

でピナトゥポ復興特別対策部長を兼ね

権利を認めよと主張するものでした。

住民として元々その地域に住んでいた

軍に撤収される今世紀の初頭まで、先

かもそれは恩恵を乞うのではなく、米

ビック基地の跡地を要求しました。し

が撤退した後のクラーク基地とスー

そして具体的な代替地として、米軍

力的な商品を開発できなかったからで

した。失敗の原因は、競争力のある魅

ましたが、やがて中断されてしまいま

ＮＧＯが買い上げたりして続けられた

マニラのデパートで物産展をしたり、

あいだ、人々の関心が薄れるまでは、

した。それらは噴火後の一年か二年の

生計プロジェクトが幾つも実施されま

竹のカゴや簡単な工芸品づくりなどの

さらには政府やＮＧＯによって藤や

的」な外観を呈しています。財務長官

限の努力の表れであるといいます

そうしたアエタの訴えは、幾つかのＮ

（閂コロロ」円の】。」一」」一画』）。
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たからでした。

という問題を考慮にいれずに計画され

あり、マーケットの開発や販路の確保

り、全員が帰れるわけではありません。

る自然が支えられる人口には限りがあ

でも、いまだに噴火の爪痕が各所に残

とえ全員の被災者が山に戻ろうと望ん

どが戻っているだけです。しかも、た

側でおよそ数百から千家族、数千人ほ

な雑業に従事する人々です。彼らは、

にはオロンガポ市やマニラなどで様々

り、女ならば洗濯仕事をしたり、さら

り、あるいは町の建設現場で働いた

に一雇われて働いたり、小作となった

まり、近くの農村で田植えや収穫の際

借りて組織したアエタ開発協

エタたちは、ＮＧＯの助けを

る、南西麓カキリガン村のア

○年来の付き合いを続けてい

が最初の調査をして以来、二

人々です。たとえば、私自身

を確保したりして再移住する

したり、ＮＧＯの助力で農地

力で条件の良い農地を探し出

有山林のなかから自分たちの

は、アエタとして団結し、国

そして、第三のグループ

うとしているのです。

地民と同じような生活を築こ

求めて、積極的に町に出て平

楽などの都市生活の利便さを

めに、そして病院や買物や娯

も、逆に子供たちの教育のた

山に戻って旧来の生活を取り戻すより

ビクター・ビリア氏

三、生活再建の模索

第二のグループは、再定住地にとど

郭璃浪臨

土地を要求するマニラでの集会の後にテレビインタヴューを受けるＡＤＡの

噴火から二、三年が過ぎると、政府
の失業対策事業は打ち切られ、災害緊
急救援で入った内外のＮＧＯは引き上
げ、各種生計プロジェクトのほとんど
は失敗に終わりました。自力で生きぬ
くことを迫られたアエタたちの、その

後の生活再建の試みは、大きく三つの
方向に分けることができます。

ひとつは、山に戻り、噴火前と同様

な暮らしを取り戻そうとしている人々

です。山頂から数キロほど離れれば、
渓谷の川沿いの農地や集落がラハール
で埋め尽くされていても、山腹斜面で

は積もった灰砂が雨期の雨で流されて
自然が回復してきています。そこに焼
畑を新たに開いてイモやバナナなどを
植えることができるのです。もっと

も、山の自然が回復してきていると

いっても、現在のところサンバレス州

瓠３

露

し、一年後には三○○家族が再移住を

ルほどの土地の居住・使用権を獲得

きました。最終的には六○○ヘクター

り込み、庁舎の近くでデモと集会を開

け、マニラの環境資源庁へ陳情団を送

離れた国有林のなかに候補地を見つ

た。そして、元の村から一五キロほど

の再建ができる適地を探し始めまし

わせ、雨期あけから農業によって生活

会（ＡＤＡ）を中心にして皆で力を合

います。

地で各種農業プロジェクトを実施して

入したり、賃借した数ヘクタールの農

を得て、二ヘクタールほどの農地を購

し、イギリスのＮＧＯから独自に資金

タ連盟（ＰＩＮＡＴＩＢＯ）を組織

渉を嫌って、新たにポトラン開発アェ

に移住しました。彼らはシスターの干

郊に造成されたふたつの政府再定住地

ピナトゥポ西側の国道の町ポトラン近

ました。ラカスのメンバーの大半は、

タール近くの農地を購入して移り住み

認められて生きてゆく可能性の模索。

ではなくプラスの価値として他からも

な差異を保ちながら、差異をマイナス

貧窮の生活を送るのではなく、文化的

れて、社会の最底辺へと組み込まれて翌

システムに一方的かつ全面的に巻込ま

完了しました。現在では、焼畑を中心

府の再定住地には移らず、オーストラ

は、テント村での一時避難の後に、政

のメンバーの一部、一○○家族ほど

住民組織が作られていました。ラヵス

められ、ラカス（ＬＡＫＡＳ）という

る識字教育と生活共同組合の運動が進

の半ばからカトリックのシスターによ

でいたアエタのあいだでは、八○年代

｜方、ピナトゥポの西側斜面に住ん

ます。

よって、ほぼ自立した生活を営んでい

稲耕作、養豚や牧牛などの複合農業に

保していったらよいのか。政治経済の

のなかでしかるべき居場所をいかに確

不可能となった時に、フィリピン社会

を保持してきた人々が、もはやそれが

接触を守ることをとおして生活の基盤

部にあって、積極的な孤立と限定的な

す。すなわち、フィリピン社会の周縁

を持って生きてゆく道を拓くことで

け入れられ、人間としての誇りと尊厳

は、平地民社会の正当な一員として受

プのアエタたちにとって切実な問題

きてゆこうとする第一一、第三のグルー

山に戻らず、平地民社会のなかで生

でいました。

さらにはアエタに共通の習慣荘どを含ん

式、あるグループ全体の独特の慣行

も呼べるような家族の特徴的な行動様

は、個人の性格や気質から、家風とで

「オガリ（。、農）」であり、その意味

語として彼らが普通に用いていたのは

ありませんでした。それに相当する単

使われるのを耳にすることはほとんど

た。噴火以前には、文化という言葉が

とともに頻繁に用いるようになりまし

を「先住民（園曰ごす。）」という言葉

タの「文化（百］宮』国）」という言葉

りわけアエタのリーダーたちは、アエ

そのことを切実に自覚したとき、と

四、開発と文化、そして
先住民としての覚醒

にして、水牛を使った普通の畑作や水

リアの支援団体からの資金で一○ヘク
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噴火の被災体験は、アエタ開発協会

する場合の発言においてでした。

異と位置、さらには特段の配慮を要求

フィリピン社会のなかで持つ固有の差

ティー全体の確かな存在と、それが

りません。常にアエタ・コミュニ

定の集団を指して用いられることはあ

ようになりましたが、それが個人や特

チューラ（文化）が頻繁に用いられる

噴火以後にオガリに代わってクル

を内外のＮＧＯや政府の農業省や貿易

開発プロジェクトを立案し、その資金

訴えたのです。そしてさらに、各種の

ものであるとして、先住権原の確認を

居住地でありながら不法に強奪された

き、それらの土地が近年までアエタの

良い再定住地をあらためて要求すると

いはピナトゥポ周辺地域でより条件の

り返し陳情したり主張するとき、ある

米軍基地の跡地の優先的な利用権を繰

まったクラークとスービックの巨大な

して語られる中身も多様です。人に

を自覚する内容も、またアエタ文化と

大しており、各人がアエタであること

存在した生き方の多様性がいっそう拡

活様式の影響を受けて、噴火以前から

るわけではありません。平地民的な生

具体的な中味に共通で明快な了解があ

ただし、その際に、守るべき文化の

積極的に活用していったのです。

方を学んだアエタたちが、その論法を

と民族の存続のためにという説明の仕

する慣行であったりします。つまり文

やポトラン開発アエタ連盟などの住民

こうした主張は、アエタ住民の組織

化は、重要でありながら、きわめて柔

よって、葱依をともなう宗教儀礼を意

て用いています。それは、彼らが外か

化やそこでプロジェクトを実施した内

軟で開かれた概念となっているのです。

産業省に要求するとき、アエタの文化

らの開発の単なる対象ではなく、自主

外のＮＧＯが、活動資金の要請や成果

言葉を変えていえば、個々のアエタ

組織を生み出し強化しましたが、それ

的、内発的な発展の主体となろうとす

の報告をする支援者に対して、あるい

が抱く平地民との様々な差異の具体的

味したり、揮姿と狩猟採集活動であっ

る決意表明にほかなりません。具体的

はアエタ自身に対して、他の被災者で

なセットとして、さらには漠然とした

の保持とコミュニティーの存続のため

には、建設現場の作業員や田植えと刈

はなくアエタのために活動することの

差異の総体そのものを生きる存在とし

らの多くは「開発」という言葉を組織

入れの際の農業賃労働者としてではな

意義を説明する際に、彼らの固有の文

てのアエタであることの自覚を保障す

たり、結婚の際に多量の贈り物を授受

く、みずから土地を耕し農業による生

化を強調した論法にそっくりです。正

る根拠として、その内容は漠然とした

にという名分が常に表明されました。

活基盤の確立と生活の安定、向上を希

確には、そうしたＮＧＯの大半が去

ままに文化という観念だけが強烈に意

の名称や目的を表すキー・ワードとし

求するものでした。

り、それらが推進していた生計プロ

識されてきているのです。

それらのアエタ組織は、噴火被害の

ジェクトの多くが頓挫した後で、文化
甚大さが主たる要因となって撤去が決
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放課後に木陰で教科書を
読む子供たち

徴は、おのずとマイナスの価値を体現

暗褐色の肌、低身長という身体的な特

るフィリピンにおいては、その縮毛と

白で高身長の白人を美と力の具現とす

先住民としての自己規定・表象は一定

援や都市「進歩派」層の支持によって、

かし、今までのところ内外のＮＧＯの支

逆転を招く危険をはらんでいます。し

め、いっそう強固な差別と排除という

五、地球市民社会の
噴火によって、アエタの人々はピナ

する有徴の集積となってしまいます。

用いる言語

家庭の外で

スタイル、

服装や生活

面的には、

りま－％表

る傾向にあ

と吸収され

の最底辺へ

れぞれの小グループごとに平地民社会

して移り住むことを余儀なくされ、そ

ることを、さらには樟と弓矢に象徴さ

に渡来し列島を占有した先住民族であ

はない居場所を要求するために、最初

する時、格別な配慮と社会の最底辺で

かで生きてゆかざるをえないと覚悟を

す。そうした彼らが、平地民社会のな

には決してなれないことを知っていま

そのことをよく自覚しており、平地民

と劣等の極に置かれています。彼らは

み書きのできない者たちとして、未開

仰を守る者たち、学校教育を受けず読

さらにはキリスト教徒でなく精霊信

に実現することです。言いかえれば、子

誇りを持って生きてゆくこととを同時

つことと、アエタであることを忘れず

民と同じような職業選択の可能性をも

は、子供たちが学校教育を受けて平地

地を確保することです。そして第二に

よりもまず自活できるだけの広さの農

らしを営むことです。そのために、何

活を再建し、「豊か」で余裕のある暮

な希望は、ひとつには農業によって生

きることを選んだアエタたちの具体的

山に戻らず、平地民社会のなかで生

一員として
トゥポ山麓以外の広範な地域へと分散

などの面

れるような、その時以来の固有の文化

の有効性を持つ戦術となっています。

で、急速な

噴火以前のアエタの生活は、ピナ

供たちがバイリンガル、パイカルチュラ
もちろん、そうした強調は、彼らを

トゥポ山麓の一帯で自足しており、外

を保持する者であることを繰り返し主
一％しかし、

「われわれの祖先」と呼ぶようなエキ

部との関係はきわめて限られていまし

平地民化が

スペインと

ゾシズムをあおるマス・メディアのレ

た。そのため、援助を頼れる個人的な

ルな人間として生きてゆけることです。

アメリカの

トリックによって、未開と停滞のイ

親類や友人がピナトゥポ以外の土地に

張するのです。

植民地支配

メージのなかに彼ら自身を再び押し込

生じていま

を受け、色

馨６

ビナトウポ噴火と先住民アエタのその後

も予算の制約から、彼らのために十分な

には、町村の自治体やフィリピン政府

働く余地もほどんどありません。さら

助けるという相互扶助のメカニズムが

いるために、余裕ある者が、ない者を

者の全員が等しく困難な生活を送って

誰もいないのです。しかもアエタ被災

なっています。

日本の存在を身近に意識するようにも

隊との接触以来、半世紀を経て、再び

ピナトゥポ山中に敗走した日本軍の部

とを明確に意識しています。戦争中に

そのネットワークに支えられているこ

越えた外国の善意の人々とも繋がり、

ることを含意するならば、彼らが求め

共生が現状を維持したままで仲良くす

編成を求めることにほかなりません。

びやかすものであり、既存の秩序の再

する個人や、法人や、国家の利益をお

て、その要求は、現在そこに権益を有

権利をめぐるゼロサム・ゲームにおい

レベルにおける災害復興のための仕組

迫し、日本ならば機能するような様々な

ぎにされ、地方や中央の政府は財政が逼

なわち、地域のコミュニティーは根こそ

ルな存在であると自覚しています。

のネットワークに支えられたグローバ

住む国民であり、さらに国際的な支援

フィリピンというナショナルな空間に

カルな地に根を持つ先住民であり、

化という単線的な道のりを歩むのでは

るためにアエタ自身が変化し、平地民

すなわち、既存のシステムに適応す

することなのです。

社会的、政治的な居場所を新しく確保

在していなかったところに、物理的、

ているのは、共生ではなく、今まで存

みが必ずしも十分に働かないのです。

ローカルとナショナルとグローバルな

なく、同時に社会の側も変わること

彼ら自身が、ピナトゥポというロー

逆にそもそも、アエタは平地民のこ

諸関係のなかを積極的に生きようとす

復興支援を与えることができません。す

とを「髪のまっすぐな連中」とか

で、彼らが先住民としても生きられる

に、ローカルでナショナルで同時にグ

る彼らは、平均的な日本人よりもずっ

そうした彼らが求めているのは、単

ローバルな諸関係のなかで生きている

「フィリピン人」と呼び、自分たちも

のなかに投げ出され、生活の再建を模

に異文化の共生や共存という耳に心地

ことを自覚するならば、あるいは生き

居場所を開いてゆくことなのです。そ

索するなかで初めて、フィリピン国民

よいお題目を唱和することではありま

てゆこうとするならば、そうしたアエタ

と先鋭な自己意識を持ち始めているか

としての意識とアエタ先住民である自

せん。フィリピン社会のなかに正当な

の人々の切実な願いや運動に結び付く

またフィリピン人であるという意識が

覚とが、そろって格段に強化されたの

居場所を求める彼らの主張や運動は、

ことも、ひとつの生き方の選択としてあ

して日本人の私たちが、彼らと同様

です。さらに同時に、緊急救援に来た

具体的には土地回復の切実な要求と

りえるのではないかと思っています。

もしれません。

様々な国際ＮＧＯとの関係をとおし

なって表れています。限られた土地の

希薄でした。噴火によって平地民社会

て、彼らは、自分たちがフィリピンを

‘７
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シシ論ジウム会場の旦実裳藷

1998.7.8/東京･市ケ谷/日本大学会館

「世界人口デー」（ジョイセフ・人口

問題協議会・日本家族計画連盟主催）

が、七月八日、東京・市ヶ谷の日本大

学会館で開かれた。今年度のリプロダ

クテイブ・ヘルス分野で功績を残した

個人・団体を表彰する「加藤シヅエ

賞」は、在日アジア人女性労働者の人

権に関して貢献のあった「女性の人権

ＫＡＭＡＲＡＤＯｌと、アフリカ女性

の女性器切除に反対し活動を続けてい

る「女性の性器切除と人権侵害に反対

し行動する女たちの会」が受賞。ポ

ピューレーション・カウンシルやメキ

シコ家族計画連盟からの海外報告や、

日本の国際貢献の今後の展望について

焦点をあてた討議が行われた。

澤木正男・ジョイセフ理事長が「政

治・経済状態とも不安定な現在の日本

が、世界のために本当に何ができるか

ということを考える活発な討議を望

む」と開会挨拶。安藤・国連人口基金

（ＵＮＦＰＡ）事務局次長は「世界人

口は各国政府や草の根活動のおかげで

減少しつつあるが、二十一世紀には毎

年八千万人ずつ増加すると予想されて

`８

｢世界人ロデー」開く

要がある」と来賓挨拶をした。

はなく地球規模の問題として捉える必

を抱えているが、人口問題を他人事で

いる。日本は、現在少子・高齢化問題

て要望した。

分野に対する今後の日本の貢献につい

にもっと力をいれてほしい」等、人口

る若者、特に女性の教育に対する投資

康、また避妊の実行に大きな影響があ

ワーメントを行うことが、より明るい

富み、長期間従事可能な若者のエンパ

ンペーン等への出資、環境適応能力に

象の医療施設やマス・メディア・キャ

計画は進んでいない。今後は、若者対

レーション・カウンシルのマーガレッ

ソ・ロペス・フォアレス事務局長が

メキシコ家族計画協会のアルフォン

コーディネーターに、岸恵子・ＵＮＦ

道傳愛子・ＮＨＫアナウンサーを

「海外からの報告」では、ポピュー
ト・カールソン会長が「世界のリプロ

「世界の若者は、いま…ラテン・アメ

への協力にも積極的に取り組んでほし

リプロダクテイブ・ヘルス・ケア分野

い）の提供や、妊産婦等を対象にした

れるように注意を払わなければならな

などの物資（その際には適切に使用さ

を中心にした援助から、今後は避妊具

に力をいれ、現在の人材開発への投資

とリプロダクテイブ・ヘルス・ニーズ

て協力してほしい」、②「日本はもっ

ＮＧＯと連携して人口問題解決に向け

る日本は、今後二国間援助のみならず

る）、地理的にも経済的にも優位にあ

ジアは世界最大の人口密集地域にな

すると予測されており（その中でもア

九九年には世界総人口は六十億人に達

プレゼンテーションを行い、①二九

て、各国は必要性は感じているものの

サービスが必要である。この件に関し

しており、性に関する正しい知識と

の時期を遅らせることを望む人が増加

なる。近年若者の間では、結婚や妊娠

社会的にも経済的にもマイナス要因に

育機会の喪失に深くつながっており、

女性の早期出産は、妊産婦死亡率や教

られていないことに原因がある。若い

り、これは性教育や情報が適切に与え

の新感染者には若者が多く占めてお

ない中絶を受けている。ＨＩＶや性病

経験しており、毎年百万人が安全では

二十歳以下の女性の三十五％が妊娠を

を行った。現在ラテン・アメリカでは

スライドを交えたプレゼンテーション

リカからの報告」というタイトルで、

た。

の実態について会場の参加者に説明し

リピンの若者を取り巻く性教育や妊娠

訪問時のビデオを放映しながら、フィ

ＦＰＡ事務局次長とのフィリピン視察

円だと思ったらしい）や、安藤・ＵＮ

を忘れ、岸・ＵＮＦＰＡ親善大使は百

用が一ドルと聞いて、現在の円安傾向

ン人女性一人当たり必要なサービス費

かけ（安全な出産のために、フィリピ

「ＵＮＦＰＡ百円募金」の発案のきっ

ＵＮＦＰＡ親善大使が、現在推進中の

十一世紀の地球を語るｌ」では、岸・

「世界のために日本ができることｌ二

長・人口問題協議会会長を迎えた対談

ＰＡ親善大使、明石康・前国連事務次

未来への鍵であるｌ強く主張した．

ダクテイブ・ヘルスの現状」と題する

い」、③「将来的に本人や家族の健

劃９

齢化であるが、日本全体として高齢化

太郎会長が「本日のテーマは少子・高

が一二五名となったことを報告。中山

議員の新入会員を含め同懇談会会員数

清水嘉与子事務局長の司会で参議院

名（代理十一名）の国会議員が参加した。

会総会が開催され、衆参合わせて三十七

館第五会議室で国際人口問題議員懇談

国・ソウルで開催を予定している。ま

するアジア国会議員代表者会議」を韓

ＤＡ主催の「第十五回人口と開発に関

長として参加する。来年四月にはＡＰ

者運営委員会を開き私もＡＦＰＰＤ議

から二十七日まで世界各地域議連代表

催する。この準備のため九月二十三日

年間の評価のための国際議員会議を開

日から三日間、オランダ・ハーグで五

は何か、その成果について来年二月五

「日本の少子・高齢化」についての大

所副所長は、同日の講演テーマである

阿藤誠国立社会保障・人口問題研究

たい。」と報告した。

いて議論を深め、アジアの態度を固め

よって危機に陥っている食料問題につ

ウンドに向け、人口増加や環境悪化に

本で開催し、ガット・ウルグァイ・ラ

するアジア議員フォーラム大会」を日

九月二日午後二時から参議院議員会

対策は介護・保険制度の導入でほぼ形

た来年秋には「第六回人口と開発に関

懇談会は二十四年前一九七四年に岸信

ラム（ＡＦＰＰＤ）活動について「当

くなること“である。日本の一九六○年

使った行政用語で、〃子どもの数が少な

「少子化」は経済企画庁がはじめて

を騒がせたが、九七年には一・三九と

を下回り二・五七ショック“と世間

る。八九年にはヒノエウマの一・五八

七三年以降二十四年間低下傾向にあ

口研副一所長が謹謹哩拝

要を次の通り講演した。

が整ってきた。｜方、少子化対策は遅
れており、当懇談会としても積極的に

取り上げなければ社会全体の構造変化

に誤りを起こす。今後、少子対策を重
要政治課題として取り組みたい。」と

挨拶した。引き続き、桜井新幹事長が

介元首相の提唱で発足した世界第一号

代までの出生率低下は、現在途上国が経

さらに低い数値となった。人口を維持

人口と開発に関するアジア議員フォー

の人口議連である。一九八二年佐藤隆

このままで推移すると日本の人口は一

準）で日本では一一一三％下回っている。

験している多産から近代的な少産、子ど

七二年まで二・○を維持してきたが、

日本の出生率は、一九五○年代から

元農相の尽力でＡＦＰＰＤが発足し、

発会議」で国会議員の成し遂げたもの

四年エジプト・カイロで「国際人口開

する数値は、二・○八（人口置換水

匡
もが四～五人から二人への変化である。

蕎

私は第二代議長を務めている。一九九

>Ｈ
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少子対策に本格的に取組む

国際人ロ問題
議員懇談会総会

○○～二○○年後には、一○○
○万人台にまで減ってしまう。

男女共未婚率の上昇がある。’

日本の少子化の背景をみると

～一・四である。

とその近隣諸国、日本が一・二

イタリアなど南欧諸国、ドイツ

○を維持し、比較的低いのは、

国とフランスであり一・八～二・

などのアングロサクソン系の諸

北欧諸国、アメリカ、イギリス

ウェーデン、ノルウェーなどの

化が起き、比較的高いのはス

た。八○年代には、出生率に変

に出生率二・一人を下回ってい

諸国でも起きており、七○年代

することをためらわせている。高度成

のため退職し、所得を失うことが結婚

トが上がってきた。結婚、出産、育児

化、職場進出が進み、女性の時間コス

ある。七○年代以降女性の、高学歴

いる。次に、「フェミニズム仮説」が

め、結婚に魅力を感じない層が増えて

も比較的高く、家事は母親がするた

五％以上が親元から職場に通い、所得

や職場に通う、特に二○代の女性の八

なった。都市に生まれ、親元から学校

長により豊かになり、若者が賛沢に

ある。日本は七○年代から高度経済成

済的背景は、まず「独身貴族化説」が

「未婚化・晩婚化・晩産化」の社会経

イルド・インダストリーが低下し、シ

なる。従って、消費構造も変化しチャ

り、八七○○万人から五五○○万人と

少し、多い時は年間一○○万人ずつ減

後、生産年齢人口は、史上はじめて減

少し続け、老年人口が増え続ける。今

後五○年間子どもと生産年齢人口は減

本の社会経済’一についてみると、今

「長寿化と少子化’二十一世紀の日

らと心理的、情緒的なものが多い。

から、楽しいから、自分も成長するか

は、わずかに育児で家庭が明るくなる

てとらえている。子どもを持つ理由

コストが高いため子どもを消費財とし

必要がなくなってきた。子どもを持つ

やし、老後も年金により子どもに頼る

が、高度成長期以降、子どもは消費財

九七五年から九五年までの二○年間の

長期までは、性別分業役割社会であっ

ルバー・インダストリーが伸びる。行

一夫婦の平均子ども数は、戦前から

変化で九五年には二○代後半の女性の

たため、夫は仕事、妻は家庭の役割分

政面でも子どもの福祉が減り、老人の

化してしまった。八○％以上がサラ

一一人に一人、三○代前半の五人に一人

担が家庭、社会にあった。第三は、

福祉が伸びる。六五歳以上の高齢者

一九五○年まで五人と多産であった

が未婚である。同期間における男性も

「子ども消費財化説」で、かつて、子

は、現在の六人の一人から、二○’五

リーマン家庭で、教育に長い年月を費

二○代後半で一一一人に二人、一一一○代前半

どもは投資材であり、労働力であっ

が、その後二人台を維持している。

で三人に一人以上が未婚である。少子

た。子どもが十五歳になると社会に出

少子化現象は、日本以外欧米

化の要因は、未婚化・晩婚化による初婚

て稼ぎ、大人になれば親の面倒をみた

年には三人に一人（’一一一一％）となり、釘

年で四人に一人（二五％）、二○五○
年齢の上昇・晩産化によるものである。

しが必要となり能力、資格中心の体型

がり、従来の終身雇用システムの見直

年層の価値が下がり、若者の価値が上

ミッド型から壷型に変わることで中高

ことが予想される。人口構造がピラ

まり、今よりは、多民族社会に向かう

女性、高齢者、外国人への依存度が高

た、生産年齢人口が減少することで、

して良い人材が集まらなくなる。ま

どもが少なくなると、教育産業が衰退

の所得も下がると懸念されている。子

長はダウンし、生活水準や一人当たり

半減強となり、超高齢化により経済成

人前後、一○○年後には現在の人口の

’○○年間続く。二○五○年には一億

頭を境にして歴史上はじめて減少し、

人口増加であったが、二十一世紀の初

万人まで増えてきた。日本の近代化は

に一億人を超え、現在、’億二六○○

○万人、戦前七○○○万人、六○年代

る。日本の人口は、明治初期に三五○

別の変化と総人口の長期減退が起き

日本では経験したことのない、年齢

労働生産性の向上を図るためには、こ

なる。若い労働力が少なくなる中で、

優遇措置を見直していくことが必要に

らに、高齢者の税制や社会保険などの

くり、日本の超高齢化を乗り切る。さ

が社会を支える立場をとれる社会をつ

や社会参加の機会の拡大を図り高齢者

理が重要である。また、高齢者の就労

くするためにも、若い頃からの健康管

マンパワーのコストや医療保障を少な

負担の軽減のためには、介護のための

を導入せざるを得ない。高齢者の費用

はなく、資格や能力に応じた賃金制度

短期労働力であるため、終身雇用制で

らの労働力は、男性労働力とは異なり

た、外国人の導入も必要となる。これ

働きやすいシステムを導入する。ま

延長やフレックスタイム制などにより

ムを確立する。高齢者には、定年制の

めには家庭と職場を両立できるシステ

ることで、女性の労働参加を進めるた

外国人を含めた労働供給源の拡大を図

力に頼るシステムから女性、高齢者や

減社会への対応は、従来の男性の労働

少子化の結果訪れる超高齢化人口急

アメリカやイギリスでは、児童手当や

できる体制があるからである。また、

スにより女性が男性並みに社会で活動

度、高い所得保障や公的な育児サービ

じめ北欧諸国にみられる育児休業制

い。これは、男性の家事への参加をは

と、男女共同参画社会ほど出生率が高

女性の労働率と出生率の関連を見る

応が考えられる。

を子どもの数に応じて変えるなどの対

強化、教育費の負担軽減や年金保険料

会の公共財としてとらえ、児童手当の

とも重要である。例えば、子どもを社

況を行政や職場が積極的に改善するこ

り、子どもを生みたくても生めない状

するものであるとの認識が重要であ

が、少子化対策は急激な高齢化を緩和

化対策は不要であるという議論がある

の爆発的増加などの中で、日本の少子

会の対策により対応できる。世界人口

二○四○年における少子化は行政、社

年までの高齢化社会は変わらないが、

に変えることが必要となる。二○二○

創造性豊かな人材を育成するシステム

れまでの底上げ的な教育システムから

超高齢化社会を迎える。

に移行するであろう。
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育児休業制度がないにもかかわらず、
整っている。

再雇用するなどの働きやすい条件が

あったが、今後は女性が社会進出しや

あり、女性が社会進出しづらい体制に

すい社会づくりが必要となる。」

にニュージーランドのウェリントン

事務総長とＡＦＰＰＤ活動について

訪問し、プラソップ・ラタナコーン

長がバンコクのＡＦＰＰＤ事務所を

・一一一月一’二日、桜井新ＡＦＰＰＤ議

を間し、アジア太平洋地域における国

ビッドソン女史が四月二十日にタイ

ジーランド家族計画協会のサリ・デ

で挨拶をした。これに先立ちニュー

コーンＡＦＰＰＤ事務総長が開会式

で設立された。プラソップ・ラタナ

協議。

力局長も参加した。

これまでは、男女分業型の支援策で

民間の保育サービスが充実しており、
企業の雇用制度も女性をフルタイムで
・一九九八年一月二日にＡＦＰＰＤが
主催してタイ国女性国会議員人口と
人間資源開発す国内セミナーが開催
された。

・ＡＦＰＰＤは一九九四年の国際人口
開発会議（ＩＣＰＤ）ならびに一九

同会議は、国連人口基金事務局長ナ

議に正規メンバーとして参加した。

について検討を行うＥＳＣＡＰ会議

二年のバリ宣言の評価と今後の行動

発会議（ＩＣＰＤ）ならびに一九九

ＰＡ顧問は一九九四年の国際人口開

・ショティ・シャンカー・シンＵＮＦ

く開発のためのパートナーズＳ胃‐

・バングラデシュのダッカに拠点をお

なった。

ＦＰＰＤの一九番目の正規会員国に

ジーランドの国内委員会設立で、Ａ

会議員活動について協議した。ニュー

フィス・サディック博士が開会し

に参加した。この訪問にあわせて、

目の村、甘己のぐの］。ご白の日四ｍ・巨曽ｌ

九二年のバリ宣一一一一口の評価と今後の行

た。ＥＳＣＡＰのこの会議はＩＣＰ

国会議員活動全般についてプラソッ

ｍｏＥ昏昏屋旦冒の）がプロジェクト

動について検討を行うＥＳＣＡＰ会

Ｄ評価会議の噴矢となった。

プ・ラタナコーン事務総長と協議を

概念の開発に関する会議を開催し、

・シフ・カレーＡＦＰＰＤ事務局長は

行った。

一一一月の二’三日にセネガルで開催さ

・ニュージーランドの人口問題に関心

レーＡＦＰＰＤ事務局長が同会議に

について協議を行った。シフ・カ

南ｌ南協力における国会議員の役割
ブ人口・開発議員フォーラム）の運

を持つ国会議員グループ「人口に関

れたＦＡＡＰＰＤ（アフリカ・アラ
営委員会に参加した。同会議にはＵ

参加し、アジア・太平洋地域及び他

地域における国会議員活動について

する国会議員団（句四昌凹日自国口‐

自切○．勺。ごロ］ｇ」目）」が七月一日

ＮＦＰＡから安藤博文事務次長、
バージニア・オフォッ・アマーアフリ
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論文を発表した。

・シフ・カレーＡＦＰＰＤ事務局長は

についての国会議員活動計画につい

ティブ・ヘルスとＨＩＶ／ＡＩＤＳ

臣、イダ・バグス・オカ人口大臣兼

ノ国家貧困対策・社会福祉担当大

し、インドネシアのハルヨノ・スョ

人口委員会（ＡＦＰＰＤ会員）議長

口大臣と、カジ・ユサフ国会保健・

トナムと日本を訪問。この訪問はＡ

環として八人のナダ国会議員がヴェ

リプロダクテイブに関する活動の一

・七月三日’十五日にかけて、人口と

視察するため桜井議長のインドネシ

え、具体的なプロジェクトの実態を

スョノ大臣が南南協力の重要性を訴

パートナーズを代表してハルョノ・

が桜井新ＡＦＰＰＤ議長と会談。

国家家族計画調整庁担当大臣他一行

て協議を行った。

と面会し、バングラデシュ国内での

ＦＰＰＤとカナダ人口・開発国会議

ア訪問を招請した。桜井議長から

バングラデシュのアフラ・ユサフ人

活動について協議を行った。

員連盟（ＣＡＰＰＤ）の手で組織さ

は、ＡＦＰＰＤ正規会員加盟の条件

・一九九八年五月にマレーシアのクア

れ、ＵＮＦＰＡが後援した。

ラルンプールにあるＩＰＰＦ（国際

地域会議（ＳＡＡＲＣ）のリプロダ

月一三’’五日に南アジア地域協力

・ネパール国会人口・保健委員会が五

る。シフ・カレーＡＦＰＰＤ事務局

オラハーグで開催される予定であ

会議は一九九九年二月の四’五日に

協力しつつ、同会議を組織する。同

ＰＤが中心となって他の地域議連と

議員会議の準備が始まった。ＡＦＰ

・ＩＣＰＤ＋５の評価を行う国際国会

きる限りの協力をすると答えた。

の重要性を十分に承知しており、で

題だが、ＡＦＰＰＤの活動並びにそ

から国会議員組織の設立は難しい問

ョノ大臣はインドネシアの国内情勢

臣やオカ大臣の協力を求めた。ハル

プ設立に向けてハルョノ・スョノ大

発に関する超党派の国会議員グルー

となるインドネシア国内の人口と開

クテイブ・ヘルスとＨＩＶ／ＡＩＤ

長は六月三十日にハーグを訪問しオ

家族計画連盟）の東・南東アジア地

Ｓに関するセミナーを開催。同会議

ランダ国における現地受け入れ機関

域事務所が資源動員のためのタスク

はネパール国首相によって開会さ

などについて協議を行った。ＵＮＦ

フォースを立ちあげた。

れ、ネパール国会議長をはじめその

ＰＡ安藤次長も同席した。

員による〃選択の権利ｌリプロダク

・アフリカ地域女性大臣および国会議

他のリソースパーソンが挨拶を行っ

・七月十日南Ｉ南協力を推進する

日、モーリシャスのポートルイスで

る会議が一九九八年七月一三’一六

テイブ・ヘルスとその規制“に関す

ＰＰＤ事務総長とシフ・カレー事務

「パートナーズ」の代表団が訪日

た。プラソップ・ラタナコーンＡＦ

局長が同会議に参加し、リプロダク
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開催される。この会議はＵＮＦＰＡ
のアフリカ局が組織するもので、マ

協議を行った。

・シフ・カレーＡＦＰＰＤ事務局長が

一九九八年六月十五日、国会議員の

ブル”を開催する。”国会議員と協力

・ジュネーブにある国際移民機関（Ｉ

・ＵＮＦＰＡは七月の二十七’三十日

・人口と開発に関するアメリカ地域議

した活動“も議題の一つである。モ

ＯＭ）のピーター・シャッッアー渉

役割について「青年とＨＩＶ／ＡＩＤ

員グループが国連経済社会理事会で

ンゴル、チュニジア、ガーナの国会

外局長が一九九八年六月八日ＡＦＰ

にかけてバングラデシュのダッカで

特別な地位を保障された。同組織はア

議員および前外務大臣がパネルディ

ＰＤを訪問。「移民と人口問題」に

レーシアの国会議員加の予定。

メリカ地域におけるＡＦＰＰＤのカ

スカッションを行う。ＡＦＰＰＤ事

ついて協議を行った。

ＳについてのＮＧＯ会議」で発表した。

ウンターパートであり、ニューヨー

務局長が参加する。

〃市民社会についてのラウンドテー

クにあるＩＰＰＦ西半球事務所の中

Ｄ）＋５会議のための第一回運営委

・国際人口開発議員会議（ＩＣＰＰ

長とバル・ゴパル国連人口基金タイ

オン国連人口基金アジア地域部副局

・一九九八年七月十五日、ユエン・ル

にある。

・ＩＰＰＦのロンドン事務所は九月の

員会（設立発起会）が九月二十五日

・バングラデシュのダッカで、国連人

四’五日に”国会議員の声“会議をブ

九年二月にオランダのハーグで開催

口基金主催の「市民社会についての

駐在代表がＡＦＰＰＤ事業の中間評

されるため、この政府間会議に先駆

国際ラウンド・テーブル」が一九九

にオランダのハーグで開催される。

・ＥＳＣＡＰ人口部人口・開発専門家

けて国会議員会議（ＩＣＰＰＤ＋５

八年七月二十七日から一一一十一日まで

リュッセルで開催する。ＡＦＰＰＤ

Ｋ・Ｓ・セララムが六月十四’二十日

会議）を開催する。九月二十五日に

開催され、シフ・カレー事務局長が

価を行った。

モンゴルを訪問。モンゴル国会社会

開催一回運営委員会はこの国会議員

ＡＦＰＰＤを代表して参加した。

ＩＣＰＤから五年たって、その進捗

政策常任委員会委員長であるハ

会議を設立するため、ＡＦＰＰＤが

も参加し、国会議員交流について検討

シャット・フラン議員と面会し、人

中心となって、各地域の人口と開発に

状価するための政府間会議が一九九

口問題が社会・経済開発に与える影

関する国会議員グループに呼びかけ

を行う。

響などに焦点を置いた、モンゴルに

実施される。

セルで国際家族計画連盟ヨーロッパ

・一九九八年九月四日と五日、ブルッ
おける国会議員の啓発活動について
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テーマにワークショップを開催し、

・ネットワークが”議員からの声“を
食会が行われた。

大使館で大臣や国会議員を招いた夕

を行った。この訪問に併せて、日本

ト・マー巨門・の８芹巨閂局がＡＦ

インド議員連盟）事務局長とスコッ

・ｌＡＰＰＤ（人口と開発のための

ロッパでの国際医療議員組織（ＩＭ

の国会議員であるナエス博士がヨー

Ｄ事務総長とノルウェーの医療関係

・プラソップ・ラタナコーンＡＦＰＰ

視点からの評価を発表した。

ＡＦＰＰＤ事務局長がＡＦＰＰＤの

果を評価するもので、シフ・カレー

が行われる。ＡＦＰＰＤはＣＡＰＰＤ

オタワでＣＡＰＰＤ一周年記念行事

ついて話し合った。十月二十九日に

ＰＰＤ事務局長と今後の協力関係に

にタイを訪問した。その際に、ＡＦ

機に関するセミナーに参加するため

ＡＰＰＤ）」議長がアジアの経済危

発に関するカナダ国会議員連盟（Ｃ

ジーン・オーガスティン「人口と開

にはタイ厚生省、事務局、ＮＧＯか

からも多数参加した。バル・ゴパル

生省の関係者、ＥＳＣＡＰやＮＧＯ

任のシェリア・ヘマクラーエやタイ厚

に和やかな雰囲気の中で行われ、後

れ会を行った。このお別れ会は非常

ナコーンＡＦＰＰＤ事務総長がお別

職するに当たり、プラソップ・ラタ

ゴパルが長年にわたる奉職を止め辞

・国連人口基金タイ駐在代表、バル・

ＰＰＤから参加した。

研修に参加した国会議員とその各組
織の代表者などが参加した。ワーク

ＰＯ）プログラムについて話し合わ

創立以来ＣＡＰＰＤの活動を支援し

ら贈り物が贈られた。彼の在職中Ａ

。｜九九八年九月十四日から十八日、

れた。ナエス博士はＩＭＰＯのヨー

てきた。

ショップ開催の趣旨はこの研修の成

ロッパ担当である。

務総長と事務局長を交え、現在と今

ソップ・・ラタナコーンＡＦＰＰＤ事

機について話し合った。また、プラ

を行い、食料安全保障問題と経済危

当大臣およびタイ政府の官僚と会合

議員を代表してバンコクを訪れ、担

・桜井新ＡＦＰＰＤ議長が日本国国会

を運営した。マンモハン・シャルマ

パートナーズ地域局長がこの研修会

開催した。アダラシュ・ミシュラ・

ジェクトのためのワークショップを

部の協力のもとバンコクで開発プロ

ら二十一日にタイ厚生省・家族計画

ナーズ」は一九九八年九月十九日か

。「南・南協カー開発のためのパート

連する活動を視察した。

ヘルス、ＨＩＶ／ＡＩＤＳと他の関

タイにある人口とリプロダクティブ

ｍ、ナウィネ副大臣を含む代表団は

ＰＤ事務所を訪問した。巨門．の．

リランカ議員代表団がタイのＡＦＰ

・タイ厚生省の協力の下、十三名のス

ＦＰＰＤも多大な協力を得てきた。

後のＡＦＰＰＤ活動についての協議

５６

日本とべ

１人ロ・開発分野における国際人ロ問題議員懇談会（ＪＰＦＰ）の活動に学ぶＩ

タッフ、ＣＡＰＰＤスタッフ（メン

員、カナダ国際開発庁（ＣＩＤＡ）ス

京）を訪問した。六人のカナダ国会議

（ハノイ、ホーチミン）と日本（東

三日から十四日にかけて、ベトナム

の人口・開発事情視察を目的に、七月

ＰＰＤ議長）の代表議員団が、アジア

（団長叩ジーン・オーガスティンＣＡ

るカナダ国会議員連盟（ＣＡＰＰＤＥ

ＮＦＰＡ後援で、一人口と開発に関す

対する援助のあり方を学ぶために、世

し、さらに先進国としての人口問題に

り組みの現状とその成果を実際に見聞

積極的に取り組んでいるベトナムの取

である。一行は、人口プロジェクトへ

動について学ぶことを目的としたもの

また他国の同問題に対する国会議員活

人口・開発事情について理解を深め、

が、人口の六割を抱えるアジア地域の

立されたばかりのＣＡＰＰＤメンバー

今回の視察は、昨年十月三十日に設

を訪問した。

人口家族計画委員会及び地方病院など

場、越婦人連合、ティエン・ザン省の

セリング・センター、コンドーム工

少年リプロダクティブヘルス・カウン

換を行ったほか、トゥーズー病院、青

市では、ベトナムの国会議員と意見交

訪問して、説明を受けた。ホーチミン

イ省の地方病院やヘルス・センターを

ター（ＮＧＯ）や関連機関、ハー・タ

て、リプロダクテイブ・ヘルスセン

プロジェクト概要及びその成果につい

Ａの後援プロジェクトの現状視察と、

バーリストは別項）に、シフ・カレー

界最大のＯＤＡ拠出国として、人口問

ナダに帰国した。

ＡＦＰＰＤ事務局長を加えた計九人の

題を初めとする開発援助に大きな貢献

ＡＦＰＰＤ主催、ＡＰＤＡ協力、Ｕ

一行は、七月五日から十日までベトナ

をしている日本を訪問した。

ＦＰＡ事務次長を含めた計十人が東京

着、十二、十三の両日、安藤博文ＵＮ

十日）で視察、十一日夜に東京へ到

（六日’八日）とホーチミン（九日’

家プロジェクトやＵＮＦＰＡ、ＣＩＤ

た。また、人口・家族計画に関する国

し、グエン・フォン厚生大臣と会見し

ウック・マイン国会議長などを表敬

ベトナムの、ハノイでは、ノン・ド

のプログラムを行った。

行い、翌日十三日（月）には、東京で

の動向に関心を示しながら市内視察を

投票日である十二日（日）には、選挙

参議院議員選挙の投票日とかさなり、

ベトナムの視察後訪問した日本は、

ムを訪問した。ベトナムでは、ハノイ

でのプログラムに参加後、十四日、力

５７

鱸 鍵鑿i蕊iｉｊ

田町

国会議事堂内の衆議院議長応接室で、カナダ国会議員団が中山会長、桜井幹事長、山中議員と合同スナップ

飛鹸鮒可‐必聡門碑沖州・『｝評ふい・坤》冠‐・‐『；震．．‐》‐．・・｜・

計画、リプロダクテイブ・ヘルスの分

十三日午前中に、一行は人口・家族

針について説明を受けた。議員団から

開している、事業内容と特色、活動方

たあと、ジョイセフが世界各地域で展

蝋》榊篭掴イセフ（家族計画国際協力財団）でＮ」Ｇ画
｜》． ． ．－．一＄研一’一｛ 『い，（｛１．い 一部．一十曲
猟鰯震動一のブリーフイイング

野で様々なプロジェクトを世界各国で

は、各国におけるプロジェクトの選定

ジェクト結果の共有）、現地政府との

展開しているジョイセフを訪問して、
一九五○年代以降の日本国内におけ

問題点などについて質問が出され、熱

方法、他機関との協力や調整（プロ
る保健活動の歴史に関するビデオ「国？

心な協議が行われた。

ブリーフィングを受けた。

②」苔ご苔の勺８℃｜の一コ］四℃：」を見

蝋胤欝蕊；１．

灘霧蕊幾でＪＰＦＰメンバーと。■■尽

同日午後十二時半からは一時間にわた。

たって、国際人ロ問題議員懇談会メンまず中山会長が、「昨夜は、参議院

バーとの昼食懇談会が、国会議事堂内選挙で政界に変化が見られたが、人口

の衆議院議員食堂で開催され、中山太問題に関しては、議員組織の中で歴史

郎衆議院議員（ＪＰＦＰ会長）、桜井と経験を持つ国際人ロ問題議員懇談会

新衆議院議員（ＪＰＦＰ幹事長、ＡＦとして、与・野党の区別なく国会議員

ＰＰＤ議長）、山中嘩子衆議院議員がが一つになって、人口問題解決のため

カナダ議員団と熱心な意見交換を行っに二十一世紀に向けて活動を展開して

5８
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いきたいＣｌと挨拶。桜井幹事長は、

給の確保、備蓄、余剰米の有効活用の

回のベトナム視察や日本議員との意見

ンバーにも伝え、その成果を

交換の結果は、参加しなかった他のメ
唱果は、参加しなかった他のメ

長として参加できず誠に申し

共有したい。また、今後人口

三つが基本対策として必要であるとの

訳なかった。人口・開発問題

問題のほかにも食料問題やＮ

「昨年十月の発会式にはＡＦＰＰＤ議

は、政界の変動に関係なく取

ＧＯの活動強化に向けて取り

意見が出ている。」と述べた。これを

協議し、意見交換を行った。

た対策方法について、熱心に

「フードバンク構想」を含め

造と援助の在り方、並びに

て、また食料問題の原因・構

ＩＰＰＦに対する拠出につい

容を学ぶべく、ＵＮＦＰＡや

の人口問題に対する活動の内

と実績を持つ日本の国会議員

は、長年にわたり多大な経験

ら、ＣＡＰＰＤ代表団一行

この後、昼食を取りなが

た。

懇談会開催に対して感謝し

選挙直後の政務多忙の中での

組んでいきたい。」と述べ、

り組んでいくべきであり、Ｃ
ＡＰＰＤも視察の経験を生か

して活動を繰り広げていって
ほしい。また、拠出に関して
は、日本の重要な役割として

持続的に支援すべく、現在日
本経済が危機に面している中

でもその維持に必死の努力を
続けている。今年の四月イン

ドで開催されたＡＰＤＡ会議
ではＩＣＰＤ＆ＩＣＰＰＤ＋

５について協議したほか、今

後三年間に渡って食料問題に
取り組んでいく初年度とし
て、アジア地域における農業
の特色を検討、各国の事情に
合わせて各国の責任のもとで

ていくことが重要である、との方針が

受けて、オーガスティン団長が、「今

5９

食料確保ができる環境を整え
確認された。日本の場合にはコメの自

昼食懇談会で日本議員に挨拶をするオーガスティン団長〈左）

〈廻》・》・心ソ展引々代

…；期：湖輸＃丙１ＶⅡ八丁

鱗蝋灘雛》小〆ナリストとの会合■八？溌秘蕊
…＃翻勵：媚Ｉｈ７Ｙ１く庁ｊ

蝋徽鰍……け入灯印「ぴぃ〃と

に自分の問題のごとく真剣に考えてい

る姿に、感銘を受けた。帰国してか

ら、視察で目のあたりにした途上国の

報告しながら、今後は国際的

現実や視察の成果を他のメンバーにも

ジャーナリストとの会合で今後の抱負を語るオーガスティン団長（中央）とカナダ議員団の

午後一一時半からは、ホープル・ニュー日本がアジア・アフリカの問題をまさ
オーク一一の会議室でプレス・
ミーティングが行われた。
オーガスティン団長は、ＣＡ

ＰＰＤの紹介と今回の視察の
概要並びに感想として、「Ｃ
ＡＰＰＤは一九九七年十月三
十日に設立され、現在は超党
派（五○名）の国会議員がメ
ンバーとして参加している。

私達の活動目的は、人口と開

発に関する啓発を進めながら認Ｊ蕊‐１口１Ⅱ１！ご一■鯛】■醸

代表メンバー

について質疑応答が行われ、

た人口問題の解決方法」など

国における人口増加の相反し

国における少子化傾向と途上

議員団との協議内容」、「先進

果」、「食料問題に関する日本

におけるカイロ会議以降の成

記者団との間で、「カナダ

と抱負を述べた。

題に取り組んでいきたい。」

て、長期的スタンスで人口問

様々なプログラムを立ちあげ

内のＮＧＯと協力しながら

展開するほか、ＣＩＤＡや国

を完成させ、具体的な活動を

障に関するカナダの行動計画

ても現在作成中の食料安全保

を当てている食料問題につい

を促進し、ＡＦＰＰＤが焦点

なネットワークを通じた協力

li ili i l
蟻

i i lIl l

iｉ

自発的に人口問題に取り組む

ことであり、具体的には一ヶ
月半の割合で様々なテーマに

済的困難の中にありながら、

長との会談のなかで、この経

蕊

6０
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人ロと開発に関するカナダ国会議員連盟
訪日議員団メンバー

最後に下記の通り各メンバーが今後の
議員活動の抱負について述べて、約二

時間にわたる会合を終えた。

の議員活動を発展させたいと思う。

モニカ・グァイ下院議員（ブロック・

ケベックワ党旨

これまで環境問題について活動して

レイモンド・フォルコ下院議員（自由

できたので、今後は過去の経験を生かし

問題、また女性問題などを中心に取り組ん

いきたい。

開発問題に関する会議開催を計画して

連メンバーの教育のためにも、人口・

きたが、今後は自分を含めたカナダ議

党）

て政策に反映させていきたいと思う。

・ベス・フィニー下院議員(自由党）

・レイネル・アンドレイチャック上院議員(進歩保守党）
・モニカ・グアイ下院議員(ブロック・ケベックワ党）
・クリス・オクスワーシー下院議員(新民主党）
・ダニエル・テステリンカナダ国際開発庁多国籍部門
シニア・プログラム・マネジャー
・キャロル・ネスベス事務局エグゼクティブ・アシス
タント

･安藤博文国連人口基金(ＵＮＦＰＡ)事務次長
・シフ・カレー人口と開発に関するアジア議員フォー

ラム(ＡＦＰＰＤ)事務局長

過去の経歴の中で、移民問題や難民

クリス・オクスワーシー下院議員（新

戦獅総出表団メンバーの今後の抱負

ミ

ベス・フィニー下院議員（自由党）》

けでなく、今回視察を通して目にした

つようにしていきたい。また、文献だ

対する予算割当ての決定に影響力を持

暮らしやすさの面では世界的に高い水

として全体的に見ればその生活水準や

開発問題を抱えている。特に、先進国

カナダは、多文化の国として人口・

民主党言

ことを選挙区でも報告して、個人的に

準を確保しているが、イヌイットなど

国会議員として、政府の人口問題に

も募金活動など行いたいと思う。

の先住民には本当の意味での飢餓が今

日本国国会議員の代表者との昼食懇

から構成されるカナダ議連の力を生か

から重要になってくる。今後、超党派

なお存在しており、彼らの生活環境の

談会では、食料問題や人口分野におけ

して、人口問題への資金的協力の重要

レイネル・アンドレイチャック上院議

る途上国等への資金援助について有効

性をカナダの経済界や国民に対して訴

確保などが社会的な正義を確保する面

なアドバイスと意見を聞くことができ

えていきたい。

員（進歩保守党）

た。これらを参考にして、今後カナダ

6１

ケノ’串

・ジーン・オーガスティン下院議員(自由党)団長
・レイモンド・フォルコ下院議員(自由党）

に功うすふぉｌらむ
まとめた。①晩婚・晩産で出生力

に分類している。

北海道などの「大都市型」②いま

イフスタイルを選択できるような

報告書は「個人がより多様なラ

。やっと産声…少子化対策…的

・食料自給率政策目標に……初

・援助米蜂塑雷量に上限………刊

。｛秤林熱帯で減少顕著………刊

・過疎地の集落人ロ減少……ね

・中国水害夏季収穫Ⅱ％減…ね

が、総務庁が加日発表した労働力

定的な理由はよく分からない」

こういう数字になるかどうか。決

ンという図式だが、「それだけで

・高齢雇用対策で国際会議…閲

・年金専業主婦負担先送り…羽

6２

傾向にある一沖縄型」、の四類型

０結婚・出産に４類型………館

女性の結婚動向と地域格差につ
いて、報告書は①結婚を当然と考

・農業就業者、なぜか増加…腿

・人ロ問題で関心高める役…開

・世界人ロ㈹億の時代へ……肌

・世界人ロ、来年には帥億…餌

・三分の一が出生登録なし…開

える風潮が弱い地域や男女の賃金
格差が小さい地域では、結婚年齢
は高いものの、結婚する人が多い

②家族の団らんを重視する風潮が
弱い地域や住宅の家賃が高い地

は出生力は高いが、急速に晩婚・

環境や女性が働き続けやすい環境

・アジアにコメ不足の不安…船

晩産型に向かっていて、今後低下

が整えば、結婚しやすく、こども

では、結婚年齢が高くなる、など

域、「都市化」が進んでいる地域

する「東北・九州型」③晩婚・晩

も産み育てやすくなり、出生力が

・育児負担でどう減らす……閉

産ではないが、出生力が大きく低

る」と指摘している。

ある程度回復することも考えられ

と分析している。

下している北陸、中国などの「大

・失輩奎率最悪更新４．３％…ね

・中国・黄河、土嬢を流す…布

・農工業用水を飲み水に……布

・閖歳以上人口旧歳上回る…汀

・ＯＤＡ円安で籾億円減……汀

過去最悪の失業率が記録される

トラなどを背景に、繁忙期の農業

調査でわかった。企業倒産やリス

・日本人百年以内に半減……耐

不況だが、農業の就業者が前年に

女性が、リストラで農業にＵター

弱いパートや兼業農家の高齢者、

に女性の増加幅が大きい。立場の

いる。年齢別では、閲歳以上、特

に働き手がシフトした形になって

（朝日新聞一九九八・七・｜）

都市周辺地域型」④晩婚・晩産で

が低い首都圏、大阪府、福岡県、

柾じ

比べて２カ月連続で増加したこと

上別年比旧万人増／不況でシフトー

農業就業者、なぜか増加

国土庁は三十日、結婚と出産の

国土庁調査

非婚率が高く、高い出生力も低下

結婚･出産
に４類型

傾向を地域分析した調査報告書を

畷■閾【鰹圃懸西

すふお－らむ
こゆ

ロンドンで八日、記者会見した

。、歳まで働きたい１５割…帥

・少子化対応型雇用には……ね

（農水省）ようだ。

ユニセフのキャロル。ベラミー事

・公的介護、ボラ団参入可…別

続いていることを訴えた。

に増えている。脱サラや定年退職

務局長は「出生登録は、子供の市

が舶年には４万９０００人と徐々

万人と前年同月に比べて旧万人増
などを機会に地方で農業を始める

民的な権利の出発点だ」と位置づ

年に年間１万４０００人だったの

え、４月の増加数⑫万人を上回っ
サラリーマンらが増えているため

けて、その重要性を訴えた。

農業の５月の就業者は、３７７

た。内訳では、男性が開歳以上で
で、同省も準備資金の貸し付けな

カ国が批准した「子どもの権利条

・世界人ロ問題で対立討論…閉

・世界人ｐ来年６月に釦億…躯

・ＯＤＡ総額７年間世界一…肥

・人ロ増で四億人が水不足…魂

・出産退職者が減少…………別

５万人増、弱～図歳と妬～弘歳で
ど支援策を実施している。
【高橋秀郎】

約」で出生登録の義務が明記され

・自給率で農と産業が対立…閉

内でも地域によってはばらつきが

・介護サービス人材曜保……訂

・高齢者協議会如月発足……師

・百歳以上一万人突破………師

あり、保障されているはずの権利

・女性参加率、日本犯位に…開

・人口印億時代の課題………閉

・社協金銭管理や生活支援…卵

出生登録がもっとも遅れている

告した。

や保護が損なわれていることを報

たりしている現状を紹介。同じ国

度が不完全だったり存在しなかっ

ているのに、多くの国々で登録制

（毎日新聞一九九八・七・｜）

「国々の前進」では、百九十一

も１万人増え、妬～弘歳では２万

人減った。女性も髄歳以上で６万
人増加、弱～則歳で３万人増え、
必歳以下では減るなどしている。

就業者というのは「その月の最
終週に１時間以上働いて収入が

あった人」のことで、農業就業者
は統計で比較できる１９５３年
（林業含む）の１４８７万人から

ほぼ一貫して減少し、昨年は３１
６万人となった。

ことは言えない」（統計局）とい

誤差も大きくなるので、断定的な

ながらも「小さい数ほど統計上の

を反映したものではないか」とし

た。今年は子供の権利に焦点を当

次報告「国々の前進」を発表し

界の子供たちの現状を分析する年

セフ（国連児童基金）は八日、世

【ロンドン８日Ⅲ百瀬和元】ユニ

だ」と各国の真剣な取り組みを呼

めにも、登録制度の改善が必要

「国家政策の計画立案を進めるた

九カ国にのぼり、ユニセフ報告は

ない国、登録制度がない国は二十

続いている。出生登録のデータが

で、次にサハラ以南のアフリカが

？中国、洪水の陰で水不足…船

・第二の開国への備えを……妬

。親しい近所づきあい減る…卯

う。農水省も「全体では雇用環境

てて、「世界で毎年生まれる赤

びかけている。

のは、東・南アジアと太平洋地域

や意識の変化、就農支援策の効果

ちゃんの三分の一にあたる四千万

総務庁は「高齢者一厘用の厳しさ

などが反映していると思うが、細

人の出生は登録されていない。こ

・労働生産性、日本はⅡ位…川

・年金改革、ゴール見えず…伽

・世界の失業者最悪加億人…肌

。「老人」と呼ばないで……肌

・農業再生の展望見えず……卵

・中国社会急速に高齢化……別

・開歳以上２千万人突破……肌

かい分析をしてみないと……」

（朝日新聞一九九八・七・九）

の子供たちは、教育や保健サービ

と、途上国を中心に厳しい現実が

（構造改善局）と当惑気味だ。

ユニセフが報告

スなどから締め出されている」

赤ちゃんの
３分の１が
登録なし

農水省によると、他産業から農
業に移ってきた離職就農者は、釦

ａ，

、函

科学技術が発達したとしても正数

これに対し世界の食糧生産は、

規模の飢餓が懸念されている。人

口のうち、ほぼ八割に当たる四十

口増加を抑制するには、避妊がポ

倍にしか増えず、近未来の地球的

世界の人口増加率は一九九五年

イントとなるが、女性の識字率が

七億八千万人は開発途上国地域に

から二○○○年の年平均で一・四

低い地域ほど避妊措置を行ってお

いる。

一・七％、特に最貧国と呼ばれる

％の見込みだが、途上国地域では

ｕ世界議鷆渉念
での人口が十一億六千五百万人に

子供を持つ十五歳から二十四歳ま

同基金のデータによると、世界

減少が始まっている。

まっており、東欧諸国では人口の

三％で、欧州では増加がすでに止

（産経新聞一九九八・七・十）

（佐藤勝美）

の問題点が指摘されている。

しているのは一五％に過ぎないと

らず、アフリカの既婚女性で避妊

の人口はほぼ一秒に三人のペース

一方、先進諸国の増加率は○・

国々では二・六％にも達する。

現在五十九億三千万人にのぼる

も達していくのが深刻な懸念材

人口が来年の中ごろには六十

の大台にのることが予想され、

口、爆発的人口増加への注意を喚

で増え続けており、一日で二十二

料」と警告している。

りるために「六十億人になる

万五千人、一年で八千百万人増加

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）は九

日」を発表する。同基金が一九八

している。増加ペースは、末広が

の国際人口開発会議（カイロ）で

連人口特別総会が行われ、九四年

それは、来年六月三十日から国
日、世界人口が六十億人に達する

四百万人。毎秒三人、一年間に八

現在の世界人口は五十九億三千

らだ。

況を評価することになっているか

採択された「行動計画」の実施状

は、｜年後の一九九九年六月十六

ら二十億人になるのに百三十年か

と発表した。

かったのが、五十億人から六十億

地域別会議の専門家会議も始

ダのハーグで百二十カ国政府、非

まっており、来年二月にはオラン

政府組織（ＮＧＯ）、国会議員によ

千百万人増えており、この傾向は

国連人口基金が「六十億人の

る国際フォーラムも開催される。

今後十年間は続くとみられる。
日」の到来を、一年も前に発表し

人まではわずか十二年しかかかっ

たのには特別な事情がある。

また、人口の分布と増加率は、

り、現在の五十九億三千万人の人

地域によって大きく異なってお

ていないことになる。

といった具合だ。つまり十億人か

九七四年で、五十億人は一九八七

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）

四

年、さらに六十億人が一九九九年

そして四十億人を超えたのが一

超えたのが一九六○年だ。

世界人口、㈹億人の時代へ

年に制定した「世界人口デー」

ｌ■

えたのは一九三○年、三十億人を

り状態だ。人口が十億人を超えた

０００００
４３２１

七月十一日）を前に最新データ

５０

公表したもので、「人口増加は

(億人）

のが、一八○○年。二十億人を超

６０

埋に進んでおり、特にこれから

ロの『:罰團
■■■
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雇用難、貧困に直面

どの実践例を報告した。

築が必要とし、そのためのコン

上国の専門家を日本の資金で第三

ピューター、スタッフ派遣の旅費

そのためのキーワードは、リプ

同事務局長はさらに発展させる

このほど東京で「南南協力と地

などの資金を日本政府、民間機関

には、参加国間のネットワーク構

人々が自らの子供の数や出産間隔

ナーが開かれた。バングラデシュ

球的規模問題」についてのセミ

に要請した。

国に派遣する「第三国専門家派

を選択する権利を持っており、そ

のダッカに本部があるＮＧＯ「人

遣」などの支援をしている。

境など地球的規模で解決しなけれ
の選択を可能にする家族計画の情

口開発パートナーズーのバラ・シ

ロダクティブヘルス・ライッ（性

ばならない問題と密接に関連して

報や手段、教育などを提供する必

と生殖に関する健康と権利）。

いる人口、開発、女性の地位など
要がある、というものだ。

そこで、今のうちから食料、環

について、国際的な関心を高めて

解決に向けて最近、目立つのが

病の削減、またバングラデシュと

を研修し、妊産婦死亡と妊産婦疾

カンボジアとベトナムのスタッフ

ン事務局長はタイとマレーシアで

（日本海新聞一九九八・七・十六）

だろう。

みについては、もっと工夫すべき

が、途上国間の努力を支える仕組

予算を一律一○％カットしている

日本政府は、本年度からＯＤＡ

おきたいという願いがある。

はその後、七月十一日を「世界人

「南南協力」である。比較的経済

インドネシアはパキスタンの家族

世界人□五十億人の曰は八七年

口の日」に指定。毎年、多くの国

発展を遂げた途上国が、発展段階

計画の実践に取り組んでいる’な

注［曰集め一色南南協力

で人口問題についての催しが行わ

にある途上国を支援する方式で、

七月十一日だった。国連人口基金

れている。今年八月、東京では

先進国は途上国間で足りない資
金、技術面で支援する。

「世界人ロデー特別シンポジウ
ム｜が開かれた。

いう。増加の九割は発展途上国で

ごろに百十億人で安定しそうだと

年に百八億人に達し、二二○○年

世界人口は今後も増加。二一五○

提供した技術が定着した途上国

この分野で日本政府は、日本が

いという利点がある。

同士で協力する方が理解されやす

歴史、伝統、社会的状況が近い国

「北」から「南」への援助と違って、

Ａ）とされる。途上国にとっては、

効で効率的な政府開発援助（ＯＤ

れ」が出ている先進国にとって有

換した。地球的規模で取り組みが

織（ＮＧＯ）のメンバーと意見交

中山太郎衆議院議員）や非政府組

国際人口問題議員懇談会（会長・

トナム視察を終えて来日、日本の

会議員連盟」の代表が一週間のベ

「人口と開発に関するカナダ国

対策を建議するために、一九七四

料、国際協力などについて研究し

の会員は約百三十人）は人口、食

国際人口問題議員懇談会（現在

欲を見せていた。

国際協力の強化を求める役割に意

選挙民に重要性を知らせ、政府に

国際的課題、関 心高める先導役を

起きると予測されている。

が、ほかの途上国からの研修員に

年四月に世界で初めて設立された

経済状況の悪化で、「援助疲

加の速度を緩めることによって、

必要な人口、開発、女性の地位向

議員連盟である。

国連の長期人口推計によると、

途上国が直面している一厘用、住

対して行う研修を支援する「第三

上などのために、国会議員として

解決するために、国際人口開発会

議は行動計画を採択した。人口増

ｌカナダの国会議員が来日Ｉ

宅、保健、教育、貧困などの問題

国研修」、日本の技術を受けた途

二十一世紀に向けて人口問題を

と取り組みやすくするものだ。

6宮

囮

し、これが設立のきっかけになっ

問題解決への支援の重要性を認識

どアジア四カ国を訪問して、人口

とする議員有志がインド、タイな

その前年、岸信介元首相を団長

人口・開発協会」とともに毎年、

活動母体として財団法人「アジア

（議長・桜井新衆院議員）」だ。

発に関するアジア議員フォーラム

役を果たしているのが「人口と開

マフＯ

ある議員からも知らせるべきだろ

性、問題点について国民の代表で

民の税金であり、その使途、有効

する政府開発援助（ＯＤＡ）は国

努力を求めたい。発展途上国に対

め合わせながら、有権者に伝える

ついて話してほしいと思う。

はあらゆる機会をとらえ、対応に

る二十一世紀にするために各議員

たから忘れたではなく、活力のあ

て公約を発表した。選挙が終わっ

で各党は少子・高齢化対策につい

（佐賀新聞一九九八・七・十八）

（共同通信編集委員西内正彦）

員代表者会議を主催している。

日本が直面する最大の人口問題

人口と開発に関するアジア国会議

は、少子・高齢化である。参院選

ストで世界人口会議を開催、議員
この三月にニューデリーで第十
議の行動計画の検証と食料問題に
アジア議員フォーラムは九五年

ついて討議した。

の社会開発サミット、世界女性会

で輸入が減れば突然、コメ不足に

順による不作に加え、通貨の急落

万少を三十年償還で貸し付けるほ

本政府は六月、政府の保有米五十

インドネシアの要請を受けた日

前の外貨で輸入できるが、二百万

十億人に達すると国連人口基金が

陥る可能性がある。二十一世紀を

か、タイやベトナム産米など十万

日本のインドネシア向けコメ支

発表した。その年の二月、オラン

少分の買い付け資金を無償提供す

少は国際支援を受けざるを得なく

関するカイロ宣言」を採択した。

ダのハーグで同基金は人口問題に

にらんで、緊急時に備えたアジア

なった。

その中で、国会議員は「人々の代

のコメ融通体制が必要だ。その核

ることで合意、近く第一船が出発

メ供給体制が表面化した。天候不

表として社会から与えられた役

ついて国際フォーラム、国会議員

する。

援を機にアジア各国の不安定なコ

図ァジ序に騏幽劒騨》鮴職を

四回会議を開き、国際人ロ開発会

た。七四年八月には国連がブカレ
懇談会のメンバーも政府顧問とし

日本に続いて多くの国で議員連

て参加した。

盟が設立され、次いで地域組織で
フォーラム」がアジア、アメリカ

議、九六年の世界食料サミットに

ある「人口と開発に関する議員
地域、ヨーロッパ、アフリカ・ア

先駆けて国会議員会議を開き、政
形で採択している。

府間会議への提言を宣言や決議の

ラブでも設立されている。
九四年の国際人ロ開発会議（カ

イロ）に先だって開かれた国際人

割」として、各国政府が人口政策

会議を開催する。そこでの討議の

になれるのは、コメ余り国・日本

来年六月十六日に世界人口は六

と人口プログラムを形成すること

成果は、六月の国連人口特別総会

口開発議員会議は一人口と開発に

を可能にする立法を行うこと、人

しかない。

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）な

今回のインドネシアの教訓は、

に反映されるはずだ。
宣言、決議は重要な内容を含ん

の今年のコメ不足はおよそ三百五

どの調査によると、インドネシア

口と持続可能な開発に関して一般
市民の関心を高めることなどを、

でいるのに、内容が各国の国民に

同じようなコメ不足が、アジアの

弱まる農業基盤

る。

すべての国会議員に呼び掛けてい

十万少。このうち百五十万少は自
題の重要性を、国内の問題とも絡

伝わることは少ない。地球規模問
各地域のフォーラムでリーダー

6６

すさ､お－らむ
こゆ

工場用地への転換が進み、農業の

成長で、農村人口の流出や水田の

アジア各国は八○年代からの経済

他の国でも起きかねないことだ。

いた。

Ｏなどが定めた範囲に限定されて

輸出もできない。無償援助もＦＡ

（ＷＴＯ）体制上では補助金付き

ので輸出は難しい。世界貿易機関

条約」だ。

る。いわばヨメの集団安全保障

加盟国はそこからコメを借りられ

ことだ。緊急事態に陥った場合、

を購入する必要もあるだろう。

メジャーになって世界中からコメ

を結んでコメ不足国に貸し出し、

ばれる方法で藩外へのコメの流出

が起きると各藩は「津留め」と呼

江戸時代には、飢鐘（ききん）

るべきだ。

ア全域を見渡した食糧安保も考え

力に集中しているようだが、アジ

を掲げている。議論は国内の自給

は、検討テーマに食糧の安全保障

料・農業・農村基本問題調査会

農業基本法の見直しを進める食

生産基盤が弱体化している。

ネシアも、ここ数年は輸入国に転
豊作時に農産物や現金で返済して

た地域の被害は膨れ上がった。日

を抑えた。その結果、飢鰻になっ

それなら政府間で長期貸借契約

落していたし、中国や韓国、フィ

もらえばいいと今村さんは主張す

八四年に自給を達成したインド

リピンなども自給が危うい状態

「いまのところ資金拠出に応じ

る。

る国はない」（農水省）から、国

本列島がすべて不作ということは

だ。経済が順調なうちは輸入に頼

今回のインドネシア支援を機に

るだろう。だが、それが二十一世

れるが、最近の通貨危機のような

食糧庁が創設した新しいコメ援助

同じように、一カ国から東アジ

紀に向けた日本のささやかな国際

際機関設立には長い外交努力がい

ことが起きると輸入は滞り、食料

システムも基本的にはこれに似て

ア、アジア全域へと範囲を拡大す

ない。互いにコメを融通すれば、

品価格が高騰して政情不安に陥る

いる。農水省の外郭団体である

被害は少なくて済んだはずだ。

恐れがある。

貢献になる。

在庫が解消すれば先細りになる。

下げ、水田の維持・保全策も必要

国内産米の価格をできるだけ引き

コメを、長粒種が主食の東南アジ

一九九八・七・二十）

（日本経済新聞

（編集委員金子弘道）

れば、安全性はさらに高まる。加

日本が中心にならざるを得ない。

このアジアのコメ備蓄機構は、

国際貢献の一環

盟国は多ければ多いほどいい。

「国際農業交流・食糧支援基金」

一方、アジアでコメが余ってい

き、コメ不足国に貸し出す。備蓄

があらかじめ援助米を備蓄してお

出国を除けば日本と台湾ぐらい

て平準化し、一般会計から繰り入

などの財政負担は償還期間に応じ

る国はタイやベトナムといった輸

二百万少もの緊急輸入に追い込ま

れる計画だ。

だ。その日本も九三年には凶作で
れた。

は、こうした不測の事態に備える

今回は日本にインドネシア支援を

だ。

理想的な融通システムはアジア

ある。その場合は、食糧庁が穀物

アに供給するのは難しいとの声も
構」のような国際機関を創設する

各国が資金を拠出し「コメ備蓄機

日本人や韓国人が好む短粒種の

ア全体を見通したものに改める。

ために「東アジアの国・地域が不

急ぐよう促した米国も、日本の援

まず、日本国内の生産計画をアジ

測時にコメを融通し合うシステム

助が増え続ければ自国の輸出市場

しかし、こうした支援は、過剰

が必要」という。コメの需給調整

を侵すと批判する公算も大きい。

日本女子大の今村奈良臣教授

を一カ国でなく東アジア全体で考
えていくという構想だ。

日本は過剰在庫を抱えている
が、米価が国際価格の六倍もする

６７

育児負担どう減らす

には印％上昇すると予測してい

る」と指摘する。

第一子を産まない人が増えてい

開発途上国の人口爆発に見られ

る。この年には、勤労者一人あた

るように、所得が低く、社会保障

け老後の面倒を見てくれる子供を

りの手取り所得の年平均伸び率

多数待つことが、経済的にみても

が、０．３％のマイナスに転じる

少子化は経済成長を制約する恐

望ましいことだった。しかし、日

が遅れている段階では、家計を助

れも強い。労働力の供給減に加え

本のような高所得国では、女性に

一一一○○年「人ロ六七三六万人」の推計

て、現役を退いた世代が増えて貯

皿
ところが、ｗ年にはその率が１．

蓄率が低下し、それが投資の抑制

という試算もある。

在で、１億２６３６万人に上って
羽にまで下がった。この年は、皿

２００１年がピークとされる。嘔

ピークを迎える。女性を含めても

労働力の供給は、今年、男性が

ると、近代の経済はとくに大量生

合研究所主席研究員。木村氏によ

た」と語るのは木村文勝・三菱総

ですべて人口増と結び付いてい

画庁によると、女性が出産・子育

とされている。その一方、経済企

育てるのに約２０００万円かかる

・肥の合計特殊出生率が必要だ。

いる。しかし、国立社会保障・人

歳以下の年少人口も筋歳以上の老

とって出産で得るものより、失う

歳以上弘歳以下の労働力人口は２

産型の技術進歩に支えられてお

てで５年間仕事を中断して再就職

日本の総人口は今年６月１日現

口問題研究所の推計によると、２

につながりかねないからだ。

０５０年には、現在の約８７００

した場合、仕事を続けた場合より

「機会費用」の方がはるかに大き

年人口を初めて下回った。

ピークに減少に転じ、２０５０年

万人から約５５００万人へと大幅

り、「情報通信など新産業で、人

「先進国の経済成長は、これま

００７年の１億２７７８万人を
に’億印万人、２１００年には６

に減ってしまう。

口減に対応した新たな成長の仕組

万円の損失が出るという。

給料や退職金など総額約６３００

￣、

2000

1侭

9000

6000

1９２０４０６０８０２０００２０４０６０８０２１００

国立社会保障･人ロ問題研究所｢日本の将来推計人口(97年１月推計)｣より

支えなければならなくなる。

割近くの３２００万人の暮らしを

体から、過疎化がどんどん全国に

口約５万人以下の地方の中小自治

わる。大淵寛・中央大教授は「人

少子時代は社会の姿も大きく変

子化で女性労働力は必要だ。育児

はもう逆には一戻らない。しかも少

え、経済力が高まった。この流れ

の高学歴化が進んで就業機会が増

八代尚宏・上智大教授は「女性

も、小川直宏・日大人口研究所次

婚化にあるとされてきた。しか

出生率低下の最大の原因は、晩

ている。

企業や国の対策が必要だ」と訴え

による負担や損失を減らすための

幅に増大する。産業構造審議会
（通産相の諮問機関）は、税金と

長は一例年代以降は、結婚しても

（読売新聞一九九八・七・二十）
が、現在の記％から、２０２５年

社会保険料を合わせた国民負担率

どの分野で、現役世代の負担が大

そうなると年金・医療・福祉な

広がる」と強調する。

厚生省の推計では、子供１人を

い。

７３６万人に減るという。

逆に２０５０年には、筋歳以上

みを創造しないと、失速しかねな

現在の人口を維持するには、２

の高齢者が、今の約１８００万人

い」と訴える。

go（年
7０
5０

3０
０
9０

７０
5０
3０

3000

つまり、５５００万人が、その６

から約３２００万人へと増える。

1億

5000

6８

にゅ－すふぉ－らむ

やっと産声…少子化対策
ず、全町民の８％余りだ。鯨年度

「子育て支援」「雇用環境の改革」

日本では今、世界に例のないス

河井敏博財政係長（必）はため息

後ともどんどん減り続ける」と、

く場が少なく、結婚前の若者など

子供の数が減ったのは町内に働

が島から出ていってしまったから

・静岡の挑戦

をつく。

他の自治体も、少子化の波と無

だ。町の産業も衰退し、「橋を

パーで買い物ができない」と、あ

渡って本土に行かなければスー

ば、日本中が“東和町化“する恐

縁ではいられない。創世紀になれ

れがあるからだ。そこで、少子化

る町民はこぼす。

対策に本腰を入れる自治体も出始

に生まれた子供はわずか訂人だっ

町の今年度予算記憶９０００万

ピードで少子化が進んでいる。飾

円のうち、老人福祉費は８億８４

めた。

た。

２９万円を占めている。しかし、

町で見かけるのは、お年寄りや
中年の人ばかり。９校に統合され

静岡県の坂本由紀子副知事は巧

共を１寺たない埋田(複数回答〕－

平均の数が１．羽人まで減った。
労働力は２００１年をピークに減

日に、電子メールやファックス

年には、女性が一生に産む子供の

少が始まり、創世紀の日本は、経

町税収入は３億５３４８万円しか

ら始めた制度で、子供を預ける

「保育ママ」だ。浜北市が今年か

で保育園に入れないこの２人の

せていた平野さんは、定員が一杯

ルプールで乳児２人に水浴びをさ

由美子さん（伽）宅。庭のビニー

最初に訪れたのは、浜北市の平野

子育て支援の現場を歩いてみた。

そんな坂本さんの紹介で県内の

対策に取り組んできた。

きる環境作り」を目標に、少子化

「働きながら安心して子育てがで

省から静岡県に赴任して３年。

子供２人を東京に残して、労働

をスタートさせた。

「少子化問題アイディアＢＯＸ」

ない。「若い人が減っているの

＊合計特殊出生率１５歳以上50歳未満の各年齢の女性が、

てしまった小中学校の近くなどへ

1年間に産んだ平均の子供数を出し､それを足したものoその
時点で､女性が一生の閥に何人子供を産むかを示す。

行かなければ、元気な子供の姿を

E悪目■FⅢRHm■、■、

済活動の停滞や社会保障の負担能

朧＝：ヨーニニニニー:二=房

で、少子化への自由な意見を募る

先進国における合計特殊出生率の推移

で、住民税などの自前の税収は今

鱸！

見かけることはない。

どの様々な課題に直面しそうだ。

ロ

霧
呵勇

ＨｍＨ弓ｑ、

イラスト・北館夫

〔厚生省「人口勘態統叶」より〕

率の減少、社会全体の活力衰退な
「少子時代の日本経済」はどんな

姿になるのか。そして、“産声“を
上げたばかりの自治体や企業など
の少子化対策は、大きく育つのだ
ろうか。

（稲沢裕子、岡本純子）

■未来の縮図
瀬戸内海に浮かぶ屋代島。島の

東部を占める山口県東和町は、少
６月末の人口５６６３人のう

子時代の到来を先取りした町だ。

８人。その比率は蛆％と、日本の

ち、閲歳以上のお年寄りは２７８
市町村の中で最も高い。逆に以歳
以下の子供は４８６人しかおら

６９

囮

子育てを両立できる」と好評だ。

側、預けられる側ともに「仕事と

保護者は保育所の料金分を負担

経済界でも少子化への危機意識

・経済界も危機感

副主任研究員）なのが実情で、企

業の取り組みもまだ、緒についた

スウェーデンは帥年代以降、政

実情を綿密に調査して帰国した。

府が有給の育児休業など少子化対

ケートでは、経営者の泥％が「少

悩みだ。今春、ドイツから超党派

少子化は先進国にほぼ共通する

先進国の共通の悩み

補償の率を所得の帥％まで再度引

年）まで下がったため、粥年には

げたところ、出生率が１．弱（師

難から休業中の所得補償を引き下

．Ｅまで回復した。その後、財政

策を打ち出し、加年に出生率が２

子化は深刻な問題であり、早急な

の国会議員らの調査団が来日した

ばかりだ。

次に訪ねた金谷町の五和保育園
対策が必要だ」と答えた。このた

が、ドイツも合計特殊出生率が１

経済同好会が昨秋行ったアン

が一局まっている。

は、軽い病気の子供を看護婦さん

め経済同友会は今年５月、「踏み

し、残りの費用を県と市が持つ。

が預かる「看護保育」を今年から

出しそう、少子化対策の第一歩」

き上げた。

い試みだが、すでに延べ別人の子

・別（師年）まで下がっている。

始めた。全国でもほとんど例のな

社会的背景などが似ている日本の

（読売新聞一九九八・七・二十）

で「児童手当の拡充」や「教育費

と、題した提言をまとめ、この中

島田市では、同市の「ファミ

比べてかなり低いが、自給率の具

自給率、政策目標に
農水省方針「国民合意」が条件
農水省は二十二日、「国民的な

どれくらい上積みするかが焦点と

体的な目標数値については現状に

図

供が利用した。

育てが両立しうる雇用環境の実

支援」などと並んで、「仕事と子

力化や職場の意識改革が重要だと

具体的には、雇用システムの弾

現」が重要だと提唱した。

リー・サポート・センター」が保

の世話などを頼む親と、引き受け

育所への送り迎えや放課後の子供

てくれる人を引き合わせるサービ
スを実施していた。

合意が得られれば」との条件つき

訴えている。

価される風潮を変えるべき」だと

が、「国民各層各界から目標設定

まで農水省は慎重な姿勢だった

策目標とすることについて、これ

を明らかにした。食料自給率を政

農業団体、消費者団体などから目

で、農水省が表明した。与野党や

（首相の諮問機関）の食料部会

・農業・農村基本問題調査会」

タイム、在宅勤務制度の導入や、

で、新しい農業基本法に、食料自

指摘。子育てしやすいフレックス

中途採用・短時間雇用者の積極活

給率を政策目標として掲げる方針

午後７時に訪ねた三島市の北上

用を求めている。さらに「会社に

保育園は、午後ｎ時までの延長保

育をしている。子供たちは夕食の

長時間いることが仕事熱心だと評

なりそうだ。

にも細心の注意が払われていた。

真っ最中。献立の栄養のバランス

東京商工会議所も昨年４月、日

の強い要望があった」（農水省）

この方針は同日開かれた「食料

経連も今年１月に少子化対策を提

こうした対策がすべてそろえ
さんは「自治体の努力だけではな

言した。しかし、個別企業となる
と「不況が目前にあり、育児支援

た。日本の自給率（カロリーベー

ことに配慮し、方針を転換させ

「努力目標として意義があり、国

標設定の強い要望があったとし、

ば、かなり心強い。しかし、坂本

みと、企業の意識改革が、抜本的

く、子育て減税などの国の取り組

などは真っ先に削減されがち」

民のニーズに沿った透明性のある

る。

ス）は九六年度で蛆％と諸外国に

な解決には不可欠だ」と強調す

（武石恵美子ニッセイ基礎研究所

7り

すふお－らむ
こゆ

が可能に

政策展開

含む国民的な合意が得られれば」

農水省は「食生活の見直しなどを

このため、方針転換に当たり、

備蓄し、備蓄したコメを被援助国

のコメ在庫の一部を援助用として

する。ウルグアイ・ラウンド合意

の整合性など、国際協調にも配慮

世界貿易機関（ＷＴＯ）協定と

に基づいて輸入しているコメを援

通しだ。

なコメの返還なども条件になる見

ぎると財政負担が重くなるうえ、

模。援助に回すコメの量が大きす

る。また国連食糧農業機関（ＦＡ

の販売努力をしたことを条件にす

があるため、政府は備蓄量に上限

あることも盛り込み、援助のモニ

Ｏ）などの要請を踏まえた援助で
備蓄量の決定に当たっては、過

一九九八・七・二十四）

（日本経済新聞

タリングは国際機関と連携して実

を設ける考えだ。

農家が減反を実施しなくなる恐れ

助に回す場合は、国内で一定期間

食糧援助の新たな方式は、国内山

年の余剰分を活用すること、不要

なる」と

との条件をつけた。

に長期間貸し付ける。運営ルール

０ｒ、。

説明した。

の最大のポイントは、備蓄量の規

食料自

（読売新聞一九九八・七・二十’一一）

給率は、

食品を執

量（カロ

リー）に

置き換え

たうえで、

国民一人

当たりが

備蓄量が適正水準の百五十万ノを

施する。

政府は国内のコメ在庫を活用し

下回らないことや、豊作が生じた

どを参考にする。国内向けの政府

る食事の

た新たな食糧援助方式の運営ルー

去の援助実績や世界の食糧需給な

うち、国

ルを八月に決める。国際機関によ

囲柵

を示す。日

る要請を援助実施の前提条件にす

一日にと

と「先進国

熱帯地域で減少顕著
障が生じないよう援助米の備蓄数

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の

に、国内の生産調整（減反）に支

国内の自給率を１ポイントアッ

量に上限を設ける。政府内で詰め

世界の森林資源は、いまも減少

農地造成や火災が原因

プさせるためには、小麦ならば年

たうえで、援助の実施機関である

五千四百万鯵に上り、陸地面積の

間生産量（九六年度で四十八万

毎年一年間に日本の国土面積の三

「世界の森林状況１９９７」によ

分の一に当たる森林が消滅してい

トン）を四十二万少増やし、ほぼ倍

運営委員会は西川潤・早稲田大

ると、世界の森林面積は三十四億

学教授や遠藤実・さくら銀行顧

は一九九○年から五年間、年平均

約二七％を占めている。森林面積

し続けている。林野庁がまとめた

さらに増産分も国内で消費する必

るという。白書から世界の森林の現

で千百万鯵減少した。これは日本の

平成十年版の林業白書によると、

要がある。生産者サイドばかりで

問、佐野宏哉元水産庁長官ら五人

状と課題についてまとめてみた。

国際農業交流・食糧支援基金の運

なく、消費者も加わらないと、自

で構成、二十八日に初会合を開

営委員会で協議し、正式決定する。

岡
るなど国際協調を重視するととも

政府､運営ルール

増の九十万少にする必要があり、

国名

フランス

ドイツ

イタリア

イギリス

スイス

アメリカ

カナダ

鷲關蕊
（農水省）

備蓄量に上限

曰本は年度、他国は暦
年ｏ横線はデータなし。ド
イツは統合前の西ドイ
ツ。カロリーベース
曰本

1980年 1３１ 9２ 8３ 7３ 6１ 1３７ １４７ 5３
1985年 1４０ 9２ 7３ 7４ 6５ 1３４ １６４ 5２
1988年 1４３ 9４
6５ 113 １４２ 4９
1996年
4２

給率アップは図れない仕組みだ。

刀

Iこで本産主要国の食料自給率（単位％）

十四億九千三百万鯵が先進地域に

億六千百万鯵が発展途上地域に、

の森林面積を八十一億沙と推計。

ンピューター処理し、八千万年前

気候や地形、植生、土壌などをコ

でに消滅したとしている。これは

て、世界の森林の約三分の二がす

（ＷＷＦ）は八千万年前に比べ

気象で、乾燥が長期化したことが

え、エルニーニョ現象による異常

めの人為的な火入れで、これに加

火災原因は、油ヤシ園造成のた

な問題ともなった。

ルなど周辺五カ国に及び、国際的

う煙害はマレーシア、シンガポー

減少などにつながっていると警告

規模の気象変動や生物の多様性の

悪影響を及ぼすだけでなく、地球

どにより、生活環境や産業活動に

劣化は洪水の発生や木材の不足な

白書は、こうした森林の減少・

している。

森林面積のうち約五七％の十九

分布。森林の減少は発展途上地
さらに、地域ごとの森林の消滅率

国土面積の三分の一にも相当する。

る。減少面積は、発展途上地域が

域、特に熱帯地域に集中してい

1９６１

A13.01

A０．６４％

面穏の単位は百万熱。Ａはマイナス
1７３４

６１２．６０

A０．７０％

に当たる

の一○％

％、中南米四一％、北米三九％な

次いで欧州六二％、アフリカ四五

・太平洋地域が最も高く八八％、

は九六年に約二百三十六万秒が焼

三百六十万鯵が焼失。モンゴルで

二年にも大規模火災が発生し、約

｜方、

い》っ。

失したと

森林が消

農地造成や薪・炭材の採取が、南

が減少の主因。アフリカ地域では

る農地、プランテーションの造成

業の移動耕作の拡大や、入植によ

アジア・太平洋地域では焼き畑農

の減少要因の分析を行っている。

面積は、造林などにより微増傾向

一方、温帯・亜熱帯地域の森林

因になるとも指摘されている。

出することから、地球温暖化の原

大量の二酸化炭素（ＣＯ２）を放

深刻な影響を与えるだけでなく、

よる住民の生活や動植物の生存に

ていて、今後も減少すると見られ

人口は十年前と比べ一割ほど減っ

位）の分析に力を入れた。集落の

集落（住民生活の基礎的な地域単

今回は過疎地域市町村の中にある

度版の「過疎白書」を発表した。

森林火災は、森林資源の消失に

失する森林火災が起きている。

先進地域

米地域では農地や放牧地の造成、

が続いているものの、大気汚染な

ＦＡＯでは、衛星写真から森林

では農地

どによる森林の衰退・劣化が問題

国土庁は二十七日、’九九七年

や放牧地

ダム開発が原因となっている。
逆に年平

島で起きた森林・原野火災は、六

シアのカリマンタン島とスマトラ

因の一つ。九六年六月にインドネ

減少していたことが明らかになっ

木の四分の一が葉量で二五％以上

欧州で実施した調査では、調査樹

国連欧州経済委員会が九五年に

（朝日新聞一九九八・七・二十八）

している。

にも目を向ける必要がある」と話

集落と、そうでない集落との格差

また、森林火災による焼失も原
均百万鯵

カ月にわたって続き、焼失面積は

ている。

造林で、

増えた。

約三十九万紗、森林の被害面積は

「過疎市町村の中で、役場に近い
また、

約二十六万鯵に上った。火災に伴

る集落が六割を占めた。国土庁は

保護基金

世界自然

となっている。

などへの

百万粉の

一億九千
どとなっている。

このほか、インドネシアでは八

（産経新聞一九九八・七・二十八）

1．７４

それによると、消滅率はアジア

被害を大きくした。

A１１．２７

1４９３
ｌ

人口減少

を割り出したものだ。

０．１２％．

3454

先進地域
開発途上地域

内訳

過疎地の集落

，年平均千三百万沙で、うち熱帯地

A0.32％

全世界

Ｆ夛壱藪箒葹扇

囮

域が千二百万秒を占める。熱帯地

1995年の 90年から５年間 年平均増減率
森林面穣 の平均増減面積

域では八○年から十五年間で、そ

世界の森林面積の変化

尻２

すふお－らむ
こゆ

物収量もこの影響で大幅な落ち込

ことさらに評価することにより、

論評を掲げ、目標を下回る数値を

「容易ならざる七％」とする連載

付の共産党機関紙・人民日報は

まったと発表したばかり。三十日

を一ポイント下回る七％にとど

ｌ六月のＧＤＰ成長率が年間目標

岸の各省とも百万’二百万人規模

という最悪の事態を防ぐため、沿

ど下流に達した。長江堤防の決壊

水のかたまりはすでに、安徽省な

豪雨で七月下旬に生まれた巨大な

上回る危険な状態にある。上流の

でいずれも警戒水位を二腕以上も

水害で夏季収穫、ｎ％減少

【北京釦日Ⅱ山本秀也】中国最大
みが伝えられるなど、国内総生産

ＧＤＰ８％成長に黄信号

の河川、長江（揚子江）流域を見
（ＧＤＰ）の八％成長という政策

の軍・民間人を動員して、濁流と

舞っている一九五四年以来の大水

中国政府は、温家宝副首相を現

の戦いに躍起だ。

地に派遣して防災作戦の陣頭指揮

今回の水害では、人的被害も甚

目標達成に警鐘を鳴らし始めた。
大になっている。民政省が国営新

目標にも影響を与える懸念が高

華社電を通じて明らかにしたとこ

害で、中国政府は三十日、国営新

同日付の中国の英字紙チャイナ

に当たらせており、江沢民国家主

まってきている。

ろによると、被害が集中した湖

から問い合わせている。

席も気象当局に流域の天候をみず

の三省だけで被災総額三百九十七

・デーリーは陳耀邦農相の発言と

以降の豪雨と洪水により二百人以

北、湖南、江西の三省では、六月

華社電を通じて、湖北省など中流

億元（約七千億円）に達したこと

三百万少と、前年同期比二％の

（産経新聞一九九八・七・三十一）

して、夏季の穀物収量が一億一千

農業生産の指標となる夏季の穀

長江の水位は、中下流の観測点

上が死亡した。

を明らかにした。

落ち込みを記録したと伝えた。

農地の被災面積は、湖北省など
三省ですでに二百七十三万鯵に達
した。陳農相は「秋季の収穫は回

復が期待できる一としているが、
下流の中国東部ではこれからも台

囲失蘆鑪鵠騏縄Ｕ

が同日発表した有効求人倍率も前

の影響はさらに広がる様相をみせ

風の影響も予想されるなど、水害

総務庁は三十一日、六月の労働
ている。

一倍と、昭和五十三年一月以来の

用情勢の一層の悪化は、発足した

過去最低水準まで落ち込んだ。雇

月を○・○二ポイント下回る○・五
五十五万人増の二百八十四万人、

ると、完全失業者数は前年同月比
完全失業率（季節調査値）は前月

力調査結果を発表した。それによ
及ぼし始め、アジア通貨危機に揺

ばかりの小渕政権に重くのしかか

水害は、食糧生産のほか産業、

れる中国経済に新たな打撃となる

より○・二ポイント上昇して四・三

りそうだ。

流通など経済活動全般にも影響を

懸念が強まってきた。

％と過去最悪を更新した。労働省

国家統計局はこのほど、今年一

沼

囿圖

六百八万人で前年同月比七十一万

調査によると、就業者数は六千
五歳から四十四歳の男子が同一・

ている。さらに、働き盛りの三十

（四・七％）、四国（四・一％）、東

・九％）、九州（四・八％）、北海道

％と最も悪く、次いで南関東（四

・二％で、地域別では近畿が五・○

「雇用情勢は一層厳しさを増して

で十カ月連続で低下した。同省は

したためで、有効求人倍率はこれ

対し、有効求人が同○・四％減少

おり、先行きは楽観できない」

○ポイント増の二・九％と過去最

北（三・八％）、東海（三・四％）、

（松原亘子事務次官）と懸念して

悪を記録。失業者数も同八万人増

中国（三・一％）、北関東・甲信、

は五十年四月の八十七万人に次ぐ

の二十三万人で、総務庁は「解雇

北陸（二・八％）の順となった。

人減と五カ月連続で減少。減少幅

二番目の大きさとなった。
などの非自発的理由がほとんどで

いる。

状況は深刻」と懸念している。

失業者のうち解雇や定年退職後

増加。失業率を男女別に見ると、

万人増の九十万人と九カ月連続で

的失業者」は、前年同月比三十四

た、先月増加した建設業の雇用者

人減と十三カ月連続で減少。ま

少したほか、製造業も同六十八万

同二十二万人減と八カ月連続で減

産業別就業者数では、建設業が

職が前月比一一一・三％増加したのに

昭和五十三年一月と同率。有効求

発表した。これは過去最悪だった

比べ○・○二ポイント低下したと

求人倍率が○・五一倍で、前月に

労働省は三十一日、六月の有効

転じた。

業は○二％増と減少から増加に

食店二・六％減。一方、サービス

一二・六％減、卸売・小売業・飲

設業一八・五％減、運輸・通信業

比で、製造業が二八・六％減、建

の再就職難を原因とする「非自発

男子が前月と同率の四・三％、女

数（就業者数から自営業主・家族

主要産業の新規求人は前年同月

子も前月より○・三ポイント増の

従業者を除いた数）も同十八万人

◇

四・二％といずれも過去最悪を記

以上）の労働者一人当たりの所定

と、調査した全産業（従業員五人

勤労統計調査速報（六月）による

労働省が三十一日発表した毎月

加したこと

三・五％増

減少や、パートタイム労働者が同

カ月連続で減少した。残業時間の

九百二十五円、同一・○％減と三

の現金給与総額は月額五十万五千

・残業時間、９カ月連続減

録した。

また、併せて発表した四－六月

減と再び減少に転じた。

ら六十四歳の男子が前年同月比二

平均の完全失業率（原数値）は四

年齢別の失業率では、六十歳か
・九ポイント増の一○・○％となっ

で、前年同月比九・九％減と九カ

外労働（残業）時間は九・二時間

などが影響

（産経新聞

した。

一九九八

月連続で減少した。特に、製造業

と大幅に減少した。同省は「景気

・七・三十

は十一・六時間で、同一八・九％減

因」と分析している。また、夏季

一）

低迷を反映した生産の縮小が原
賞与などを含む労働者一人当たり

1薑襲曇

河
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黄河、高原を浸食し土壌を流す

井川と化している。土砂堆積は洪
「断流（渇水どの一因ともなっ

水の危険性を高めるだけでなく、

黄河に流入する土砂は年平均約

中国水利省黄河水利委員会の陳

ている。

満身創痩の巨竜ｌ黄河流域を歩

二○三○年までに黄土高原の土壌

理の根本問題。植林などを通じ、

囮

くと、長年の環境破壊で痛めつけ
腕当たり三十七・六キロにも上る。

十六億少。土砂含有量は水一立方

土壌流出が進む黄土高原から流れ

その九割は、森林や草地の減少で

流出を抑える」と語る。しかし、

本来は肥沃なはずの山東省の黄

％・山野の再生は容易でない。
河デルタ地帯も、降水量が少な

黄河流域の森林被覆率はわずか５

山東省内の下流域は河床に年平

込んだものだ。

效国副主任は一土壌保持は黄河管

られた「中国文明のシンボル」に

河南省鄭州市郊外の黄河中流。

そんな印象を抱かせられる。

川を船で渡り、対岸に上がってみ

均約十電ずつ土砂が堆積、川底が

く、海水の影響を受けやすい地理

た。岸辺は絶えず流れに洗われ、

土塊が砂糖菓子のようにポロポロ

周囲の土地より五脚以上も高い天

的状況から、塩類土壌との闘いが

続いている。

東営市周辺の土地は、石灰でも

まいたかのように白い。土中の塩

分が吹き出ているためで、なめる

と、しょっぱい。作物を育てるた

めには、土地に絶えず水を供給

し、塩分を抑えなければならない

が、頼りの黄河は断流で慢性的な

水不足だ。環境破壊は、自然条件

の厳しい中国の大地を、より過酷

文藤野彰

なものにしている。

写真平博之、山本高裕

（読売新聞一九九八・八・｜）

7万

と崩れ落ちる。

黄土高原からの土砂がたい積した黄河の岸辺

試みはあるものの、転用はなお一

でまかなう。こうしたいくつかの

き、ダム建設に励んできた過去の

見込む。過大な需要予測に基づ

年のうちに、一・五倍に増えると

例えば工業用水はこれから二、三

国土庁は秋までにこの計画を改

農工業用水を飲み水に

工業用水も事情は同じだ。

部の地域にとどまっている。

る。それを上水道に回せばいいの

トの工業用水が大量に余ってい

は、これまでの反省から出発しな

定する。二十一世紀の新しい計画

ｒ水の週間ＩＩＬ

この年、自治体は各地で農業団

に、わざわざ長良川河ロ堰から引

農地は減り続けている。その割

減反政策や都市化で、全国的に

びているのは、上水道だけだ。そ

年、取水量が減り続けている。伸

ると、全国の工業用水は過去二十

ど、多様な水源も活用すべきだ。

提言した。雨水や下水処理水な

月、水利権の転用を促進するよう

検討した学者グループは今年二

同庁の依頼で水利用のあり方を

ければならない。

いをもたらした。

体に頭を下げ、水を分けてもらっ

こうとしている。

政策は、自然破壊と税金の無駄遣

た。農業団体側の協力はありがた

三重県では、四日市コンビナー

かった。それは同時に、農業用水

日本列島のほとんどで梅雨が明

夏といえば、水不足が心配され

けた。

る。「水の週間」が始まってい

に余力がある証拠でもあった。

川や池、ダムの水は利用目的に

に、農業用水の使用量は減ってい

れも年に一％前後にすぎない。上

いうことを考えてみたい。

応じて、大きく三つに分けられて

ない。水をふんだんに使って困る

都市化の進む埼玉県は、もっと

は、行政側の根強い開発志向体質
象徴的なのは、二○○○年を目

にある。

標にした国土庁の水資源計画だ。

（朝日新聞一九九八・八・四）

換させる必要がある。

発から水の有効利用へと政策を転

せないためには、いまこそ、水開

「水の週間」を掛け声に終わら

いる。農業用、工業用、私たちが

転用でかなり補うことができるは

水道の需要増は、工業用水からの

農業用水は水利用全体の六割以

ことはないからだろう。

なぜ転用が進まないのか。工業

ずだ。

産省、上水道は厚生省、さらに水

上を占める。一部でも上水道に回

管理全体を担うのは建設省と、役

権）が河川法で認められている

福岡市の東南に位置する大野城

所の権限が複雑に入り組み、自治

すことができれば、都市はダムだ

市は典型的なベッドタウンである。

体が手続きを進めにくいのが一因

が、いったん渇水になると水利権

愛知県は四年前、渇水に見舞わ

家庭用の水不足に長く悩まされて

だ。

用水は通産省、農業用水は農林水

れた。このとき、同じ木曽川の水

きた。市は農業水利組合と粘り強

けに頼らなくてすむ。

を使いながら、家庭が断水に泣く

く交渉し、二年前、農業用ため池

歴史が浅い上水道は、水源のダム

の三分の一を農業用水からの転用

大規模に取り組んでいる。上水道

けれども、なにより大きな原因

一方で、田んぼには水が引かれる

が空になれば、川に水があっても

た。

から上水道に水を引く権利を得

取ることはできない。

水利権は上水道より優位にある。

何百年も水を使っている農業の

という奇妙な現象が起きた。

の力の差が歴然と出る。

それぞれに水を取る権利（水利

飲む上水道である。

先に公表された水資源白書によ

る。この機会に、「水の配分」と

皿

市
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開歳以上、初めて砠歳未満を
上回る１人ロ動態調査

る割合も一五・二三％・年齢別調

十七人にとどまり、総人口に占め

八％減の一千九百十一万九千百八

なった。逆に、年少人口は一・五

数、転入者数から転出者数を引い

死亡者数を引いたのが自然増加

に実施される調査。出生者数から

の人口・世帯変動を把握するため

の国勢調査に対して、日本国籍を

む調査である十年に一度の総務庁

たのが社会増加数で、両者の合計

十五歳から六十四歳までの「生

持つ人だけを対象にしている。

が人口増加数となる。外国人を含

産年齢人口」は○・二％減。出生

査を始めた五年度以降、初めて老

者数も七年度、五年度に次いで過

年人口を下回った。

世帯数は一・四五％増の四千六

去三番目に少ない百十九万八千百

四万六千二百二十一人（同五○・

百十五万六千七百九十六世帯。一

九三％）。

と、平成九年度の人口動態調査結

世帯平均の人数は二・七二人で前

自治省は八日、住民基本台帳に

果を発表した。総人口は前年比三

九十五人だった。

京、埼玉、愛知、千葉など二十九

基づく今年三月末現在の総人口

十一万九百七十四人（○・二五

となり、核家族化が進行してい

年の二・七五を下回って過去最低
る。最も少ないのは東京都の二・

秋田、山ロなど十八県では減少し

都道府県で人口が増加し、長崎、

（産経新聞一九九八・八・九）

％）増の一億二千五百五十六万八
一％増）に次ぐ過去二番目の低い

一一一一人多いのは山形県の三・一一一八

（○・九％が四年連続トップで、

上回る「自然減」がみら

死亡者数が出生者数を

だけで二百億円以上増やさないと

Ａ）予算は、円安と義務的な分担

九九年度の政府開発援助（ＯＤ

事業量が前年度比マイナスとなる

にした。ＯＤＡ予算は景気回復と

Ｉ。外務省がこんな試算を明らか

の関連性が薄いため概算要求段階

なった。

市区町村の住民基本台

で抑制が継続される可能性が大き

いが、同省は「所管省庁の枠を超

十一日現在で出生、死

亡、移動などによる年間

帳を基にして毎年一一一月三

■人ロ動態調査

金の増加のために、外務省所管分

で200億円
目減り

都道府県別では、神奈川、東

千三十五人。七年度調査（○・二

人。

「老年人口」が初めて、｜年少人

伸び率のうえ、六十五歳以上の

の二千十二万四千二百二十六人で

以下、沖縄（○・六七％）、神奈川

た。人口増加率をみると、滋賀

初めて二千万人台に突入、総人口

老年人口は前年比四・○九％増

調査結果を基に産経新聞が試算し

口」（十五歳未満）を上回った。
た衆院三百小選挙区の二票の格

に占める割合は一六・○三％と

ＯＤＡ円安
れる県は新たに和歌山、

■闘■

鳥取が加わって八県に

（○・六二％）と続く。

差」は最大二・四○一倍。昨年の
一一・三五五倍からさらに拡大し、

格差が二倍を超える小選挙区も五
果、小選挙区で一五増五減」、比

十九から七十四に増えた。この結

■

例ブロックで「二増二減」の改定

’1人口ｉ難
品

が必要とみられ、選挙制度改革論
議が再燃しそうだ。
調査によると、男性は六千百六
十二万一千八百十四人（構成比四

九・○七％）、女性は六千三百九十

7７

皿

政省や運輸省など他省庁が所管す

にくくなっている。外務省は、郵

る。九七年の米国の平均年齢は三

・エーバースタッ卜教授は指摘す

しれない。

十八万人以下になってしまうかも

い。人口に占める外国移民はいま

移民を何百年も受け入れていな

文化保護を名目に、ほとんど外国

生率の国と違って、日本は独自の

イタリア・ドイツといった低出

本人は死に絶えてしまうと示唆し

率が続けば、西暦三五○○年に日

頭の同報告では、このままの出生

で、一九二○年以来最低。今年初

以下の人口は千九百二十万人以下

ている。

政策にも影響を与えよう。高年齢

この日本の人口危機は、米国の

だ一％にも満たない。米国では出
移民が人口増に貢献している。

生率は二・一人以下だが、多くの

りにならない同盟国となるから

壮健さに欠けた、おそらく最も頼

化した日本はより防御しにくい、

の極端な低さという二つの要因を

だ。

日本の低出生率と移民受け入れ

以内に日本の人口は、現在の一億

（産経新聞一九九八・八・十一一一）

考えると、最悪のケースでは百年
二千五百五十六万人から、五千八

専業主婦負担、先送り

更は現時点では不可能と判断○長期

女性が増える恐れもあり、制度変

アジア経済危機の長期化で、外

で、その財源となる保険料は自営

沼

えた総合調整を実施すべきだ「｜
（経済協力局）としている。

【ワシントンⅡＵＳＡ・ＴＯＤＡ

六月の厚生省報告書では十四歳

る分にもメスを入れることを期待
している。

九八年度の外務省所管のＯＤＡ
予算は五千五百六十八億円で、Ｏ
（日本経済新聞一九九八・八・九）

十四・九歳だ。

ＤＡ予算全体の五三％を占める。
九九年度は円安の進行のため、同

の予算増が必要。さに国際機関の

じ事業量を確保するのに二百億円
義務的分担金の引き上げで十六億
円程度の負担増が予想される。こ
れらを合わせると四％近く予算を

九八年度予算の概算要求では、

増やさなければならない。

一律一○％減の要求案作成を求

Ｙ】日本はまもなく人口の減少時

大蔵省がＯＤＡについて各省庁に
め、外務省は国連難民高等弁務官

だ。公式統計では、日本女性は現
で、現状の人口維持には二・一人

在、生涯一・三九人を生む計算

期が始まる。それもかなりの数

案をまとめた。だが国連から猛反

九九年の年金制度改革の焦点の

的な検討課題として先送りする。

来年の制度改革で厚生省
一つである専業主婦の保険料負担

が必要だ。出生率は二十五年以上

問題について、厚生省は専業主婦

衝で、例年使い残しがある大蔵省

「西暦二○○五年に日本は壁に

も低下を続け、とどまるところを

当たる。そこから人口の下降が始

には負担を求めない現行制度を維

の年金給付額は月額約六万六千円

なっている基礎年金（国民年金）

知らない。

まり、二○一五年までに人口は一

持する方針を決めた。無収入の主

所管の円借款予算を圧縮、国連機

務省が所管している食料や医療な

婦からの徴収には、猛反対が予想

る。

ど無償援助への需要が増えている

に上がるだろう」とハーバード大

千万人縮小、平均年齢は四十五歳

ている円借款向けの予算も減らし

すべての国民が加入することに

うえ、アジア各国から需要が増え

されるうえ、滞納で無年金になる

関向け拠出を復活させた経緯があ

発を受け、政府案決定時の閣僚折

事務所（ＵＮＨＣＲ）など国連機

米｢頼れないF1闘国」

関向け拠出金を集中的に削減する

日本人100年
以内に半減

人口・開発問題研究所のニコラス

図

旧甜

こゆ－すふぉ－らむ

業者や給与所得者が負担してい

る。ただ、約千二百万人の専業主
婦は保険料の支払いを免除され、
その分の保険料は給与所得者全体

で肩代わりしている。このため保
険料を自己負担する働く女性を中
心に一専業主婦を優遇している」

課題だ。

よる若年失業の解消が各国共通の

高齢者の就業促進と、景気低迷に

の要因の一つとされる雇用の在り

内閣では初めての会合で、少子化

育児のために休むと、働き続ける

ター所長は「優秀な女性が出産、

河合隼雄国際日本文化研究セン

方を中心に意見交換した。

僚会議（一雇用サミット）では「活

昨年、神戸で開いた雇用関係閣

力ある高齢化」社会の実現に向

のが難しくなる」と強調、まず公

労働省が、高齢化に関する国際

国のほか欧州各国が加わる見通し。

け、国際協力を緊密にする議長総

会議の創設を計画している。高齢

での男女共通の阻害要因と指摘。

授は、長時間労働が結婚や育児面

という批判が強まっていた。

厚生省は専業主婦から保険料を

化が年金や医療の社会保険制度の

｜人っ子政策の影響で将来の急速な

になる女性が急増する恐れがあ

めれば保険料未納で老後に無年金

者を交えたシンポジウムのほか、

る。学識経験者や各国の実務担当

間である来年十月を予定してい

会議開催は高齢者の雇用促進月

（日本経済新聞

一九九八・八・十七）

少干化対応で連絡会議

意見が出された。

の女性だけに偏らないよう求める

て、同会議の議論の対象が高学歴

お年寄りも働いているｌなどとし

いる②地方では収入のため女性や

業主婦にはなりたくないと思って

女性委員からは①多くの女性が専

フリーライターの杉山干佳氏ら

を示した。

手に引き受けるべきだ－との考え

「（育児が終わった）局長級が一

政府職員の国会答弁づくりを挙げ

その代表例として、深夜まで続く

これを受け、八代尚宏上智大教

だと提起した。

徴収した場合の専業主婦世帯の保

少子化が見込まれる中国などアジア

務員について率先して克服すべき

険料増額を示す試算を三月の年金

ほか、就業形態に与える影響を各

る。夫の保険料への上乗せ案には

会議には、サミットのメンバー

審議会（厚相の諮問機関）で公

括を採択した。

表。保険料の徴収についても主婦

予算の概算要求に調査研究費や会

各国の参加も呼び掛ける方針だ。

への上乗せの二案を示し、専業主

議の運営費用を盛り込む方針。厚

に生かす狙いだ。同省は九九年度

婦の保険料問題について本格的な

生省、外務省など関係省庁にも協

従業員の保険料を折半負担してい

各国間で公的年金、高齢者就労の

力を呼び掛ける。

る企業が反対している。厚生省は

る有職者会議」（座長・岩男寿美

保険料徴収は現実的でないと見て

九六年の仏リヨンでのサミット

少子化の進行に対応した教育の

労働者向けの保険料の免除枠の縮

在り方を検討するため文部省は十

文部省
会議は橋本政権末期に発足、小渕

（主要国首脳会議）以降、雇用問
されている。特に、高齢化に伴う

小を検討している。

政府の「少子化への対応を考え

政１１有識者会議が提起
日午後、首相官邸で開かれた。同

促進など高齢化に関する施策を比

少子化対応型雇用
uIMIii員が率先を」

子慶大教授）の第二回会合が十七

較・検討する。

、囿
題は主要議題のひとつとして注目

断念、代わりに主婦などのパート

しかし無収入の主婦に負担を求

検討に入った。

国で意見交換し、それぞれの政策

雇用対策など協議

本人からの定額徴収と夫の保険料

高齢化問題
で国際会議

（日本経済新聞

一九九八。八・十七）

”

囮

七日、省内に連絡会議を設置した。

など教育施設を利用した子育て支

に伴う教育費負担の軽減③幼稚園

一九九八・八・十八）

（日本経済新聞

援ｌなどの方策を検討する。

生涯学習局長を座長に官房長や
各局長ら計十四人で構成。今月中

に初会合を開き①出生率の回復を

目指した家庭教育の支援②子育て

「ｎ歳まで働きたい」５割

在主流となっている「六十歳定

答えた羽・６％を合わせると、現

て、もっと高齢者の雇用確保を促

庁高齢社会対策室では「政府とし

今回の調査結果について、総務

の場を用意する」ことを挙げた。

後の継続一厘用、再雇用など、｜雇用

年」に不満を持つ人は約八割を占

る」としている。

進する施策に力を入れる必要があ

さらに、「六十五歳ぐらい」と

のぼった。

い一とした回答は９．５％にとど

（読売新聞一九九八・八・’’十三）

める計算になった。「六十歳ぐら

現在の企業の定年制は、九四年

まった。

の高齢者雇用安定法改正で一六十

で働きたかったと考える人が半数

のうち、少なくとも七十歳程度ま

サラリーマンを退職した高齢者

象に行われ、千二百五十六人の回

ある六十歳以上の約四千百人を対

員千人以上の企業に勤めた経験が

今年一月から二月にかけて、従業

退職後に支給の空白期間が生じる

十歳から段階的に引き上げられ、

開始年齢が二○○｜年度以降、六

なった。しかし、厚生年金の支給

れる公的介護保険で、法人格のな

企業退職者、帥歳定年に不満

にのぼることが、総務庁が二十二

答を得た。回答者の平均年齢は河

ことになったため、退職年齢をさ

から、六十歳未満の定年は無効と

歳定年」が法制化され、今年四月

日に発表した「企業退職経験者の

・９歳でｗ・３％が男性。定年退職

厚生省は２０００年から実施さ

意識調査」で明らかになった。六

いボランティア団体についても、

で働きたかったかを尋ねたとこ

いない千十九人に、実際は何歳ま

を求める報告書をまとめ、政府も

究会」が昨年、退職年齢引き上げ

人保健福祉部会に提示した。

型曰開いた医療保険福祉審議会老

回答者のうち現在は仕事をして

高齢化が進行する中で、「六十歳

ろ、「七十歳ぐらい」が躯・９％、

検討しているが、長引く不況で雇

企業退職者を対象に総務庁が

うだ。

すい環境づくりなどが求められそ

政府としては退職者が再就職しや

たかったと考える人は卯・３％に

少なくとも七十歳程度までは働き

咀・１％を合わせ、健康が許せば

元気ならいつまでも働きたい」の

た。これに「年齢にこだわらず、

も含めた全体の閉・５％が「定年

を聞いた質問に、就労中の回答者

調査では「企業に求めること」

検討が進んでいないのが実情だ。

用情勢が厳しくなった影響から、

所を持っていなければならない。

識・技能を持つ者で、専用の事務

以上おり、うち１人は専門的な知

法人格を有し、常勤者が２．５人

は在宅訪問介護サービスの場合、

介護保険で指定事業者になるに

にする基準該当支援策をまとめ、

定年」が主流の現在の定年制度に

「七十五歳ぐらい」が６．５％、

在宅介護サービスへの参入を可能

不満を持つ人が多い実態が浮き彫

「七十五歳以上」が１．８％だっ

行った意識調査は初めて。調査は

労働省の「六十五歳現役社会研

りになったことは、退職年齢の引

が強まっている。

き上げ論議に拍車をかける一方、

た人を含めると約八割にのぼる。

らに引き上げて「六十五歳定年」

法人格ない
ボランティア団体
を法的に義務づけるよう求める声

公的介護
参入可能に

した人は髄・９％だった。

回

十五歳程度までの就労を望んでい

図國
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全国に約８００ある市民互助型

といわれるボランティア団体は、
この基準を満たせないところがほ
とんどだが、地域に密着して、お年

寄りの話し相手や、病院への送り迎
えなど幅広いケア活動をしている。

出産退職者が減少

産前産後の休業期間を労働基準

法で定める「産前六週間、産後八

週間」とする企業は八四・六％と

一・一ポイント高まったが、「労基

とみられる。労働省では来年四

化した。産前休業を取った人の平

企業は八・四％と三・一ポイント悪

法を上回る産前産後休業期間一の

妊娠や出産を機会に退職する女

均日数は三十七・八日で、前回よ

育児休業、再就職難背景に

性が減る一方で、企業の母性保護

で母性健康管理措置が企業に義務

月、改正男女雇用機会均等法施行

基準緩和策では①常勤者はいな
などの制度が後退していること

いが、３人以上がサービス提供に

り二・四日減った。産後休業も五

「女性労働者の雇用管理調査」で

が、労働省が二十四日まとめた

化されることから指導を強化する

従事し②うち１人が専門知識・技

方針。

能を持ち③専用の事務所がなくて

十八・八日と二・三日減少。
調査は昨年八月、従業員五人以

上昇したが、実際に出産後、請求

企業は二八・六％と四・六ポイント

育児時間を男女とも請求できる

明らかになった。保護制度があっ

に、九六年七月Ｉ九七年六月の状

上の企業九千九百六十七社を対象

も、事業を行うための必要な広さ

ても利用する人が減少。長引く不

の区画があるＩなどの条件を満た

妊娠中や出産後の通院休暇制度

や妊婦の通勤緩和措置制度がある

ント減った。制度のある企業のう

ると、女性労働者の出産割合は一

ち請求者があった企業は通院休暇

ため従業員三十人以上の企業でみ

減った。このうち妊娠や出産を理

で八・○％、通勤緩和措置で六・七

ともに二・八ポイント、三・一一ポイ

由に退職した人は一九・○％と前

％に過ぎず、制度のＰＲ不足や取

企業は一九・九％、’四・九％で、

回（三一・六％）に比べ大幅に減

りにくさが浮き彫りになっている。

一九九八・八・二十五）

（日本経済新聞

少。七一年の調査開始以来、最も

働課）と分析している。

意識が高まった」（女性局女性労

れるようになったため女性の就労

から請求すれば必ず育児休業が取

難や夫の雇用不安のほか九五年度

低くなった。労働省では「再就職

・二％で、前回より○・二ポイント

前回調査（九四年）と比較する

況でいったん退職すると再就職が

せば、法人格はなくても訪問介護

７１年７６８１８５８８９，９４９７

した人は一五・二％と四・○ポイン

ICL蝋蕊蝋蕊蕊蕊蕊]溌蕊

況について聞いた。回答があった

２０
％

難しい実態を反映するとともに企

の基準該当サービスとして、保険

３０

業も制度拡大に慎重になったり、

給付の対象とするとしている。広

4０

ト減っている。

取得をためらう女性が増えている

50「（従業員30人以上の企業）

のは七千二百二十三社。

域的事業はできず、当該の市町村
だけに限られる。基準に該当する

かどうかは市町村が個別に判断す
るとしている。

今年３月、議員提案によるＮＰ

Ｏ（特定非常営利活動促進）法が

成立。ボランティア団体の法人格
取得に道が開かれ、在宅支援の活
動が期待されているが、税制面で
の優遇措置が見送られたことから

法人格取得の動きはもうひとつ盛
り上がっていない。

【渋川智明】

（毎日新聞一九九八・八・二十五）

８Ｊ

囮
妊娠･出産した人のうち､それを
理由に退職した人の割合

た。人口増加が原因で、水不足が

ホプキンズ大が二十六日、発表し

と予測した報告書を米ジョンズ・

ぐり国家間や地域の武力紛争が頻

する結果、河川や湖の利用権をめ

十七カ国増える。水不足が深刻化

合（ＡＳＥＡＮ）向けは、前年並

％を占め、うち東南アジア諸国連

と、アジア向けが全体の四六・五

二国間ＯＤＡを地域別にみる

当たり年間千少を下回る国は水不

にある利用可能な淡水が人ロー人

報告書によると、河川や湖など

態系が脅かされるとしている。

る淡水利用が増えると魚などの生

％まで上昇すると推定。人間によ

告書は三十年後には利用率が七○

の約五四％を利用しているが、報

るｌとして、その意義を強調。と

争回避の取り組みに活用されてい

ギー安保、地球環境問題や地域紛

会の安定と繁栄、食料・エネル

報告案では、ＯＤＡは、国際社

みの二○・五％となっている。

足が表面化する。現在、水不足の

世界では現在、利用可能な淡水

発する事態も予測している。

国はアフリカ、中東などの三十一

になると指摘している。

途上国の生活レベル向上の足かせ

【ワシントン沁曰Ⅱ共同】世界で

を端緒とするアジア通貨危機に対

への増資時期にあたったことも

全体の三割を占め、国際金融機関

を説明し、理解を求めている。

の円借款の増額などを行ったこと

支援、社会的弱者対策支援のため

応した支援対策として、構造調整

あって、前年に比べると一二五・五
なった。

世界人口、来年６月にⅡ億突破

（産経新聞一九九八・八・二十七）

一九九八・八・二十七）

くに昨年夏のタイ・バーツの暴落

水不足に直面する人の数は、現在

は、対前年比で二○・九％減の六

％増の一一十八億一一千三百万㎡と

●Ｅｊｑｐ、■、■、似ｑＪＱ●■Ｊ、■ｎＪミヴ、づじゾログ、夕且７口ゾ□ゾＢＪＱげ

（日本経済新聞

カ国だが、人口増加が激しい途上

なった。

９生実績、叫億３６００万ドル

外務省は二十六日までに、平成

十六億円千三百万が。このうち、

全体の七割を占める二国間援助

の実施状況に関する年次報告案を

九年度の政府開発援助（ＯＤＡ）
まとめた。それによると、平成九

團淫人ロ基金が肥毎度箙向薑
２日、１９９８年度版の「世界人

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）は

世界人口の伸び率は”～２００

（同一五・八％減）、技術協力が三

無償資金協力は二十億千八百万㎡
十億二千二百万が（同五％減）、

０年平均で１．４％と鈍化傾向に

八％減の九十四億三千六百万がと

年のＯＤＡ実績は、対前年比一・
なった。八年に続き、前年実績を

政府貸し付けなどが十五億七千四

口白書」を発表した。今年半ばの

あるが、年間増加数は８０００万

【佐藤正伸】

割り込んだものの総額では七年連

百万が（同四三・四％減）となっ

世界の人口は弱億２９８０万人と

人」台に達する見通しだ。

続世界一となった。また、国民総

推計され、来年６月には「帥億
｜方、国際機関を通じた援助は

ている。

・一一二％（前年は○・二○％）と

生産（ＧＮＰ）に占める割合は○

四国

ＯＤＡ総額７年連続で世界一

国を中心に二○二五年にはさらに

途上国の人口増激し〈

の約五億人から二○二五年には五

2025年．281意人が
水不足-米で〒』!卜

倍以上の約二十八億人に増大する

￣

園
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にゅ－すふぉ－らむ

は少なくともⅢ世紀半ばまで増加

た」との見方を否定。世界の人口

人で、白書は「人ロ爆発は終わっ
年齢層に初めて、焦点を当てた。

加する見込み。白書はこの二つの

２０５０年には２１００万人と増

・香同齢者・

フ（》○

先進国では開歳以上の人口の割

し、２０５０年には弘億人に達す

聞き手・解説部杉下恒夫

ｌ最近、アメリカで「人口爆

安藤氏に聞く

０年には型・７％に達する見込み。

発は終わった」といった記事が掲

合が、現在の田，５％から２０５
しかし、高齢化現象は開発途上

出生率が人口を維持するのに必

。若い世代・
要な水準（２．肥）まで低下して

載されるなど、一部に人口問題は

ると予測する。

今回のテーマは「新しい世

国でより急激だ。帥年当時、高齢

ているのか。

る。地球人口の現状をどう捕らえ

も、人口増の傾向はしばらく続

が、今では世界の高齢人口の増加

割合は先進国の２倍以上だった

代」。出生率が開発途上国を中心
若者は社会のエ、ネルギーであ

解決したという意見が広まってい

り、子供や高齢者を支える力。白

人口に対する途上国の若年人口の

の若い世代は過去最大の、億５０

分が途上国に集中。その比率は、

く。

００万入超。一方、妬歳以上の年

書はこの世代を「人口ボーナス｜

率が上昇するなど成果が上がり、

に高率で推移した結果、旧～叫歳

間人口増加数は現在の９００万人

世界人口の増加率は近年、下がっ

割合:1950年～2050年(地域別）

20

0.0

は２％だったが現在は１．４％

ている。’九六○年の年間増加率

安藤途上国の家族計画の実行

から２０１０年に１４５０万人、

帥％を超えると予測される。

を手にすることができると指摘す

だ。ただ、世界人口は過去四十年

の間に約三十億人から来年には六

十億人に達するほどに急増した。

増加率の低下は分母が大きくなっ

六○年の年間世界人口増加数は

たことによるものだ。

五千八百万人だったが、九七年は

二日、発表された「九八年世界

間八千万人以上増えており、楽観

がっても世界人ロは依然として年

内の増加だということも注目しな

はないか。

だ、解決していないということで

るという事実は、人口問題はま

八千万人以上の人口が増加してい

人口白書」は、人口増加の勢いは

は出来ないと警告も発している。

ければならない。途上国だけの現

中でも、増人ロの帥％が途上国

鈍化しており、努力しだいでさら

人口問題は危機的状況が続くの

対立討論

か、解決に向かっているのか。

世界人口11f題

に鈍化させることが可能ｌと予測

皿

した。その一方で、増加率は下

広野良吉氏

家族計画の推進を

啓蒙、投資が重要

安藤博文氏

（毎日新聞一九九八・九・三）

現在の両％から２０１５年までに

２０

go２０００１０
８０
7０

9５０６０

て、多くの開発途上国は「収穫」

と呼び、若年層が整った環境で十

ｓ０■●■■●

１１１Ｉ

０００００００
６４２０８６４

若年人口／｜愚齢人口

8３

４０５０年
3０

分な労働力として働くことによっ

高齢人口(65歳以上)に対する若年人ロ(O～15歳)の

べ、南西アジア、アフリカでは増

生の東アジア、東南アジアに比

在の増加率は１．７％だが、優等
悪化、経済難民の発生にも拍車を

とが出来なくなる。また、環境の

が、人口増は悪循環を断ち切るこ

計画の実行と保健医療サービスを

る健康の権利）を基礎にして家族

ティブ・ヘルス（性と生殖に関す

によって人口増加率など開発指標

国別の数値を読んでいて地域、国

白書に掲載されている地域別、

観論に読めない。

しているように感じた。決して悲

とに驚いている。途上国の中でも

けいもつ

の若年層への啓蒙、投資が重要だ

提供していくことだ。特に途上国

ｌ途上園の経済闘鶏を進める

かけることになるだろう。

間増加率が２％を超えると三十五

加率が２％を超える国が多い。年

先進国は九四年のカイロ会議で

口増加率が相変わらず高いことが

後発開発途上国（ＬＬＤＣ）の人

にずいぶんバラつきが出てきたこ

約束した世界人口のための対策

と思う。

費、五十七億がを早く完全に拠出

ことによって乳幼児の死亡率が下
人口対策には経済開発が効果的と

してもらいたい。五十七億㎡は、

がるので、出産数も下がるから、
いう意見についてどう考えている

年後、その国の人口は二倍になる
ｌ数々の課題も残している
のか。

ことを知ってもらいたい。

が、〈『世紀後半の地球は未曾有の

安藤確かにそうした意見を証

湾岸戦争の戦費のたった三日分

て増加率を下げることに成功した

心配だが、経済開発の成功によっ

みそう

人口爆発に何とか耐えてきた。今
後のさらなる人口増が続くと、新

もある。

途上国を高く評価している白書で

ｌ｜時は年間一億人を超えて

だ。それで二十一世紀の地球問題

いた世界人口の増加数が九七年は

明するデータはある。まんざら的

八千万人にとどまった。まだ十分

たにどのような地球問題を引き起

日本には、成功した戦後の家族

が解決に向けて前進するのだから、

計画の経験と人口問題に取り組ん

ではないが、とりあえず世界人口

決して無駄な寄金ではないはずだ。

に取り組むことが国の経済開発の

でいる豊富な人材の提供、それに

考えるか。

増加が鈍化してきた原因は何だと

にあるのではなく、まず人口問題

なくても現在、地球問題とされて

いことには、真の開発は実現しな

基礎を作る、という認識を持たな

らいは人口問題に費やす政策の転

政府開発援助（ＯＤＡ）の２％ぐ

外れの意見ではないが、開発が先

いるあらゆる問題が一層深刻な状

い。人口問題は空気と同じで、開

こすのか。

況になることは確実だ。例えば食

発の基本にある問題であることは

安藤特に新しい問題が発生し

糧供給だ。過去四十年は需要増に

（読売新聞一九九八・九・八）

氏に箸
’九八年「世界人口白書一を

要因がある。その第一は女性の教

育水準の向上、二つ目が平均寿命

の伸びと、乳幼児死亡率の低下

だ。そして、これらの要因の基礎

となったのは経済開発の成功だ。

戒感は消えていないが、以前の白

広野地球の人ロ増に対する警

下がったのは中国、インド、イン

口増加率の予測を比較して大幅に

加率と九五年から二○○○年の人

七○年から九五年の年平均人口増

書に比べると将来に対して楽観視

どのように読んだか。

広野途上国全体で見て二つの

対し、新たな耕地の開墾と化学肥

だれもが知っているのだが、十

ｌ世界人口の急増を止めるた

換を望む。

料、農薬の大量投入などでしのい

なので多くの国が今、すぐに取り

年、二十年という長い単位の問題

らないと将来大変な負担を背負う

組もうとしない。しかし、今、や

できたがもう地球上に耕作可能な
い。たとえ、新たな土地があって

未開地はわずかしか残されていな
も地球の水資源は汚染も進み、も

めにはどのような対策が有効なの

ことになる。

人ロが増え続けることで途上国

う限界にきている。

の子女の教育の問題も一層、深刻

か。また、日本の役割は。

安藤広い意味でのリプロダク

なものになる。人ロ問題の解決に

は教育の普及が欠かせない要因だ

８‘

こゅ－すふぉ一らむ

一様にこの間に経済開発に成功し

ドネシアなどだが、これらの国は
の主要プレーヤーの役割を果たす

り、増える人口を養う供給サイド

は先進国の政策開発援助（ＯＤ

国自身の努力にあるが、二次的に

下させた要因は、｜次的には途上

や、今秋、東京で第二回アフリカ

人口問題を取り上げていること

規模の協力のための共通課題）で

日米コモン・アジェンダ（地球的

日本は今後もＯＤＡなど途上国

開催するのは歓迎したい。

（読売新聞一九九八・九・六）

「自給率」妥協の表現

の経済開発を続けていくべきだ。

支援国会合（ＴＩＣＡＤ．Ⅱ）を

Ａ）などを通した国際協調の成果

が増えれば供給量も必ず増える。

過去の歴史を見ても食糧は需要
エネルギーも同じで需要が増えて

新油田の開発が可能になる。天然

と言ってもよい。

ようになるだろう。

た国だ。特に十四億八千万人（九
最大の人口を持つ中国と、十三億

原油価格が上がり、採算がとれる

八年度世界人ロ白書）という世界

の低下が世界人□の増加を和らげた

三千万人（同）のインドの増加率

ｌ国連人口基金（ＵＮＦＰ

ガス、原子力発電もあり、心配な

ようになれば、中央アジアなどの

Ａ）などでは世界人口は二十一世
い。

直接の原因といえる。

紀半ばまでは増え、百億人に近づ

に大気汚染、温暖化など環境の問

業・農村基本問題調査会」（首相

七日明らかになった「食料・農

も残っている。最終答申の焦点を

の政策目標など”玉虫色〃の表現

新農基法で農家・産業界が対立

題は、よほど気を引き締め保全対

ただ、水質と土壌の悪化、それ

界人口はあと四十億人増えること

策にかからないと、地球が人間の

くと予測している。そうなると世

の増加に耐えられるのか。

。行き詰まる国内農業

まとめた。

（川戸直志）

の諮問機関）の最終答申は、新し

調査会は九七年四月、消費者、

い農業基本法で国産の農産物を中

心に「総合的食料安全保障」を目

面の委員や専門委員でスタートし

生産者、財界、マスコミなど各方

る。

指す一方、農産物の価格に市場原

生活に耐えられなくなる心配があ

になるが、地球はこれ以上の人間
広野今後、半世紀の増加なら

ｌ世界人口の有効種抑止策と

理を一段と導入するよう提言して

地球は持ちこたえられるという方

しては、どのような対策があるの

に太鼓判を押したい。

か。また、人口問題で日本など先

いる。このため、消費者は今後、

今より上がる。二十一世紀に入る

によって家族計画推進のピッチは

の保健衛生の改善などが続くこと

だ。そのため、先進国はＮＧＯな

推進に全力を挙げることが重要

の高いＬＬＤＣ諸国の家族計画の

サハラ諸国など現在、人口増加率

広野サハラ砂漠以南のサブ・

程で、消費者に不利になるような

水省が具体的な政策をまとめる過

者などの懸念は高まっており、農

し、市場原理の風圧に対して生産

格低下を期待できそうだ。しか

大豆、砂糖、加工原料乳などの価

しかも、輸入農産物の生産には国

国で最低水準に落ち込んでいる。

ベース）は九六年で⑫％と、先進

み、日本の食料自給率（カロリー

普及して消費者のコメ離れが進

がかからない一方、パンや肉類が

就農人口や農地の減少に歯止め

その理由はまず、世界人□の年
間増加数が毎年、下がることだ。

進国が果たす役割は何か。

と年間の人口増加数は七千万人、

圧力が生産者側からかかる事態も

た。

これからも現在のペースで途上国

六千万人というように、どんどん

どとも協力してこれらの諸国の経

内の農地（約五百万鯵）の二・四

済開発を助成する必要がある。

予想される。答申には食料自給率

減少の方向に向かっていくだろ

近年の途上国の人口増加率を低

う。人口増が鈍化する一方で経済
成長を持続するいくつかの国があ

8５

図

「国民が現在の豊かな食生活を続

倍に当たる千二百万鯵が必要で、
燃え上がったのが「食料自給率」

側には強い不満が残った。そこで

査会は早めに合意したが、生産者

ラムを作って国民に公表する②政

おおむね三’五年間の施策プログ

ンスの取り方だ。答申は政府に①

た。

内にまとめる方針を明らかにし

価した上で必要なら見直す’よ

は、国民のチェックがカギを握っ

た政策を長続きさせないために

（読売新聞一九九八・九・八）

ている。

策全体を五年程度ごとに点検・評

新基本法の「理念」から逸脱し

ける限り、食料の完全自給は不可
「本音では新農業基本法で農産

の位置付けを巡る議論だった。

の高木勇樹事務次官は七日、新農

う求めた。これに対して、農水省

行き詰まる日本農業の活力をど

能」（農水省）な状態だ。

たい」という生産者と、食料自給

物の国内生産目標を掲げてもらい

業基本法の制定に伴う新施策を年

う取り戻し、国民に安定した食料
率の低下に不安を感じる消費者、

を供給していくか。最終答申には
危機意識がにじみ出ている。
を求める産業界との間で対立が続

さらに、市場原理の徹底した導入

農業を活性化するため市場原理

。”玉虫色“の目標

百歳以上一万人突破

の食べ物の選択や、生産者がどこ

しかし、食料自給率は、消費者

者名簿（長寿番付ピを発表し

は８日、１９９８年の一．全国高齢

敬老の日（厄日）を前に厚生省

で集計した。女性が８３４６人と

上になるお年寄りを、今月１日付

調査は今月末までに１００歳以

予想より一年早く鍋年で冊・４倍

まで消費者のニーズにこたえるか

８１２人だった。また、来年３月

末までに１００歳を迎えるのは男

全体の配・２％を占め、男性は１

性１１０１人、女性４６６３人の

のお年寄りが昨年より１６６７人
増え、初めて１万人を上回り１万

計５７６４人で、昨年よりも８１

た。それによると、１００歳以上
の立場で低下の原因や責任を指摘

のお年寄りは老人福祉法が制定さ

０人増えた。

１５８人となった。１００歳以上

皿年に１０００人を超えた。前年

れた閉年には１５３人だったが、

■国民チェックがカギ
答申は、市場原理導入の代わり

している。問題は、具体的なバラ

ることでバランスを取るよう提言

点から直接所得補償制度を導入す

山間地域の担い手に国土保全の観

の充実、あるいは傾斜部の多い中

化が進んでいる。

たが、予想を上回るペースで長寿

は１万人突破を朗年と見込んでい

船・４倍になった。同省は昨年に

を上回るのは詔年連続で、弱年で

さん。

１歳、茨城県金砂郷町、石崎伝蔵

男性の最高齢は全体で５位の１１

の東京都江東区、松永タセさん。

Ⅳ）年５月ｎ日生まれで１１４歳

長寿日本一は、１８８４（明治
に、不作時の収入保険や共済制度

できる”玉虫色“の数字だった。

などに大きく左右される。逆に言

園

えば、消費者や生産者がそれぞれ

のが実情だ。

いての指針」とする妥協を図った

を「国民参加型の生産・消費につ

いた。結局、調査界は食料自給率

95年
9０

1９６０６５７０７５８０８５

釦扣如０

(飼料用含む､重量ベース）

を一段と導入するという点で、調

％別

'001……日本の食料自給率の推移……
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沖縄県の羽・皿人がトップ。次い

年６．市人）で、都道府県別では

上の人の全国平均は８．脆人（前

胆％をもとに計算し、１万人突破

年９月には最近の増加率の平均値

０歳以上のお年寄りについて、昨

厚生省老人福祉計画課は「１０

際高齢者の日」の今年皿月１日か

盛り上げるため国連の要請で「国

年は本来、鉛年だが、広く関心を

テーマに掲げている。国墜局齢者

のための社会をめざして」を統一

れ、イベントの充実につながる

集会が相次いだりするのが避け

じ時期に集中したり同じテーマ

密接にすることで、イベントが

点を目指す。各団体の情報交梅

向が続いている。

で高知県塑・狛人、鹿児島県旧・倒

期待する。

人口、万人当たりの１００歳以

人、島根県旧・羽人、熊本県旧・朋
る。

らスタートすることになってい

け国際会議やセミナーなどのイベ

欧米など卯以上の国の政府は、

国際高齢者年についての問い合

ジ（ず耳官へ一ヨゴョ・ミ四○・．円・」ご）一

４６１．０８３９）やホームペ

（読売新聞一九九八・九上

せに応じている。

間団体や地方団体、企業、メディ

主に国がイニシアチブを取り、民

ていない。国際高齢者年の活動は

では政府の担当部局はまだ決まっ

ントを開いている。しかし、日本

すでに国際高齢者年担当部局を設

高連協準備会では電話（肥．

は四・６％と伸び率が高かった。

を朗年と予測した。しかし、今年

高齢者の死亡率が低くなったから

人などの順だった。上位ｎ位まで
は沖縄、四国、九州、中国が占める。
【渋川智明】

だと思う」と話している。

知人、青森県４曲人、千葉県４．

（毎日新聞一九九八・九・八）

｜方、少ない順では埼玉県３．
弱人で、西日本に長寿者が多い傾

シルバーパワーを結集

アなどに呼びかけて推進すること

たち自身の手で実り多いものにし

来年の「国際高齢者年」を自分

ＮＧＯ連絡協議会（省略・高連

（同）などで構成する「高齢者年

協会（東京）、さわやか福祉財団

郎さんは「国際高齢者年は外国主

ルエージング協会理事長の相原三

高連協のまとめ役で、日本ウエ

労働省は来年度から介護サー

国内相団体で協議会扣月発足

ようと、高齢問題に取り組んでい

協）」（事務局Ⅱ長寿社会文化協会

導のイベントのように考えている

になっているが、こちらの対応も

る国内の皿の民間団体が来月１

内）。先月、曰に準備会を発足、

者の地位向上には絶好の機会。各

とに統合させ、法人格を持った

る。全国の家政婦紹介所を地域

いまひとつ。

日、情報交換・連携強化のための

日に正式に発足する。

負会社などへの転換を促す。同

に紹介所に登録する主婦などを

団体が結集して、各方面に働きか

択。高齢者の自立、参加、ケア、

高連協では独自のイベントは行

象にした研修を増やしてサーピ

けていきたい」と言う。

く、自分たちから積極的に各方面

自己実現、尊厳ｌを盛り込んだ

水準を引き上げる。運営基礎の

国際高齢者は、国連が兜年に採

に働きかけて成果を上げたいとい

「高齢者のための国連原則」を具

わず、国際高齢者年関連イベント

》フ。

などの情報収集に努め、情報の拠

政府の対応をただ待つのではな

地位向上には絶好の機会として、

スを担う人材の確保対策を進衲

,）１Ｆ

雪

高齢者団体が少なくないが、高齢

人材確保
「国際高齢者の日」であるｎ日１

介護サービス

共同組織を発足させる。高齢者の

屈互
体化させるため、「すべての世代

旗揚げするのは、長寿社会文化

８７

図

いる。個人や家族で運営する小規

は主婦など八万五千人が登録して

全国に千百ある家政婦紹介所に

サービス供給を増やす狙い。

化を後押しし、特に在宅介護の

地域程度とする。

盛り込んだ。支援対象は全国で十

千万円を来年度予算の概算要求に

する。モデル事業費として二億五

定要件をクリアできるよう後押し

促進と法人化を並行して進め、指

実際に支援を行うのは

と契約を結ぶ仕組み。

画を作り、本人が社協

調整したうえで支援計

思を確認し、家族らと

（仮称）が、本人の意

技能を修得してもらう。同省は

ティア希望者からも今

資格者のほか、ボラン

称）。社会福祉士など

「生活支援員」（仮

「紹介所の機能強化で、在宅介護

社協から派遣される

二○○○年度に始まる公的介護

を担える主婦などの人材が増え

統合促進に加え、ホームヘル

保険では都道府県知事が介護サー

後育成していく。

パー講習を増やし、介護の知識や

模事業者がほとんどで、事務所な
どを構えて法人格を持つ事業者は

ビスの提供事業者を指定するが、

（日本経済新聞一九九八・九・九）

る一と見込んでいる。

六十程度に過ぎない。

こうした小規模の紹介所は指定か

で構成する「契約締結審査会」を

士や医師、ソ１シャルワーヵーら

設置、さらに痴ほう性老人や知的

か、民生委員らを通じて相談を持
サービスには①通帳、権利証、

第三者機関「運営監視委員会」を

設け、運営をチェックする方針

障害者の関係団体メンバーを含む

だ。

などの保管②普通預金の出し入れ
日常的な金銭管理のほか、適切な

る。高齢者らの財産を第三者が勝

家を「生活支援員」として派遣す

持った「自立生活支援専門員」

社協内で専門的な知識と経験を

同制度は、都道府県、市町村の

あるが、都道府県の社協内に弁護

の意思確認が問題となる可能性が

判断能力が低下している利用者

始めた。検討会では、不動産売買

生時の損害補償範囲などの検討を

法や支援業務の範囲、トラブル発

所長）を設置、意思能力の確認方

（座長・野田愛子東京都すてっぷ

常生活支援事業に関する検討会」

同省は七月末に「社協が行う日

絶えないほか、介護保険の導入で

にかかる費用は無料だが、サービ

る。社協への相談や支援計画策定

厚生省は八日までに、痴ほう性

人たちの権利擁護と生活の自立を

福祉サービスを選ぶための支援や

支援する体制作りを進めたい」と

安否に気を配ることなどが含まれ

から創設することを決めた。各地

福祉サービスが原則契約制に移行

の社会福祉協議会（社協）が中心

話している。

手に処分するといったトラブルが

ス代は原則利用者が負担する。

となって、社会福祉士などの専門

することから、同省は「こうした

③生活必需品の買い物１１などの

ち込むケースを想定している。

の社協に相談するほ

は、本人が直接市町村

サービスを受けるに

ら外れる可能性が高い。

このため労働省は紹介所の統合

：

鍵灘 1蕊！

日常生活を支援する制度を来年度

痴ほう老人や知的障害者
金銭管理や生活支援

福祉支援体制のイメージ図

老人や知的障害者らの金銭管理や

図
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や定期預金の出し入れなど大規模
る。

ぶことも検討課題に上がってい

ていないと見るべきだろう。

問題の深刻さは基本的には変わっ

発展途上国が占めている。人口増

ス」と呼ぶ。日本の高度経済成長

ある。これを白書は「人口ボーナ

険導入で、今後は本人が利用する

から実施したい方針で、「介護保

など詳細を詰めたうえで来年十月

中心に記述するが、今年は人口増

ルス（性と生殖に関する健康）を

の向上や、リプロダクテイブ・ヘ

白書は例年、女性の地位と能力

（日本経済新聞一九九八・九・九）

の協力が求められる。

整備するのは当然だが、先進諸国

が教育をはじめとする社会基盤を

ナスーを生かすには、途上国自ら

が、発展途上国がこの「人口ポー

また、痴ほうが進んで本人の意

加の著しい若者と高齢者の両方に

同省は、生活支援員の育成方法

な財産処分については、「福祉支

援サービスには適さない」との意

時代はそれを生かした成功例だ

思確認が難しくなる場合は、契約
福祉サービスを選択して契約する

焦点を当てている。

見も出ているという。

時に痴ほう進行後もサービスを継
用支援が不可欠になる」（社会・援

発展途上国では、九五年に八億六

の人口は十億五千万人を超える。

十五歳から二十四歳までの若者

時代になるため各種サービスの利
護局地域福祉課）としている。

一つ。｜方、法務省が現行の禁治
産者・準禁治産者制度を見直して

（日本経済新聞一九九八・九・九）

続する特約を結ぶことも選択肢の

導入予定の「成年後見制度」と連
携し、後見人がサービス契約を結

る。したがって、若者に対する保

千万人で、実数は今後も増大す
健、教育、雇用などの充実が欠か
他方、六十歳以上の世界人口は

せない。

増の七七％発展途上国が占めてい

【ニューヨーク９日中井良則】

世界人口
六十億時代の課題
と下がってきた。発展途上国の家

国連開発計画の「人間開発報告

五億八千万人にのぼる。高齢人口

国連人口基金が九八年版の世界

るという。しかし、途上国も小家

示す一ジェンダー・エンパワーメ

庭のほとんどが子供の数を減らす

ン卜測定」も発表され、日本は犯

人口白書を発表した。世界の人口

くなっている。高齢者が健康に暮

位と過去５年間で最低だった。

肥年版」で各国の政治や経済に女

らし、生産的な役割を果たすに

性がどれぐらい参加しているかを

は、社会的な支援や経済的な支援

る老後の扶養は次第に期待できな

しかし、世界人口は依然、年間

族化してきているので、家族によ

八千万人以上も増えている。白書

が必要なのは確かである。

ようになったからで、このため、

である。六○年には三十億人だっ

は総人口は「少なくとも二十一世

人口爆発は終わったとの見方も一

たから、ほぼ四十年間で世界の総

紀の半ばまでは増加し続けると思

が六十億人に達するのは九九年六

人口が二倍になる。おそるべきス

六○年ごろは人口増加率が年二

加人口の九割以上を貧苦にあえぐ

われる」と述べている。また、増

国が経済発展をとげるチャンスで

年齢人口が増えるのは、発展途上

十五歳から六十五歳までの労働

や評価が低く、中国（羽位）やメ

姐％、収入で弧％と社会への進出

８％、管理職９％、専門・技術職

日本は女性の国会議員が全体の

ピードである。

月十六日だという。八七年に五十

国連･人間開発報告
部に出てきている。

女性参加比率
日本38位に後退

億人になってから、わずか十二年

囮

％だった。それが近年は一・四％

８９

Ⅲ

１位は国会議員の幻％、専門・技

キシコ（師位）より下位だった。
る。

と、卵年の１位から後退してい

る人間開発指数でも日本は８位

前々回調査の十年前（六四・四

（五九・五％）に比べて減り、

○・七％と五年前に比べ五・一ポイ

し、「あいさつをする程度」は四

の大幅減少となった。これに対

術職の“％を女性が占めるス

（毎日新聞一九九八・九・十）

％）に比べると一○ポイント以上

ウェーデンだった。

「人間らしい生活度」を測定す

ント増加し、「つきあいはほとん

どない」も五・一％と○・二ポイン
ト増えた。

「いない」は四・六％だった。

友人を得たい」（三七・六％）が

持ちたい」（五二・六％）「新しい

親しい近所づきあい減る
四二％に落ち込んでいることが

若い世代との交流機会を持って

い」と望んでいる高齢者は四七・

明らかになった。｜方で、地域活

いるかどうかについては「よくあ

今後参加したい活動（複数回

九％と半数近くに及んだ。理由

総理庁が十四日発表した「高齢

動への参加意欲のある高齢者の割

答）では在宅老人の介護や家事の

親しい友人や仲間が「たくさん

者の地域社会への参加に関する意

合は五年前に比べて一・三ポイン

る」「たまにある」の合計が五一

援助などの「福祉・保健」（一八・

いる」人も三三・九％と、五年前

識調査結果」によると、「近所の

・二％と五年前より三・○ポイント

ＦＩＩ意欲あるがとけ込めず

人たちと親しくつきあっている」

ト増の四七・九％で、意欲を持ち

減少。逆に「ほとんどない」「全

灘;議

○ポイント増えた。

くない」の合計は四八・八％と三・

ト増加した一方、「健康・スポー

九％）が五年前より五・六ポイン

に面接方式で実施し

上の男女三千人を対象

月に、全国の六十歳以

ビ、ラジオ、新聞、雑誌などの見

方（複数回答）としては、「テレ

仕事や家事以外での主な過ごし

ト減少した。総務庁は「高齢者同

○・七％）はともに三’五ポイン

ツ」（四八・三％）や「趣味」（四

調査は九八年一、二

が浮き彫りになった。

多かった。

という高齢者（六十歳以上）の割

ない高齢者がいる実態

つつも地域社会にうまくとけ込め

（複数回答）は「生活に充実感を

￣

に比べ四・五ポイント減った。

蚤

合は五年間の前回調査に比べて五

園
６０歳以上の高齢者の仕事や家事以外
での主な過ごし方(98年､複数回答）

聞き」が七八・九％と圧倒的に多

る」と分析している。

士で支え合う指向が高まってい

一九九八・九・十五）

（日本経済新聞

く、「仲間と集まったり、おしゃ
べりをする」は二四・七％、「地域

・八％。

近所づきあいの程度

にとどまった。

や社会のための活動」は八・九％
一方、地域活動に「参加した

を聞いたところ、「親

と答えた人は五年前

しくつきあっている」

た。有効回答率は七六

鱒

9０
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の大台を超えた。総人口に占める

発表としては初めて２０００万人

り、「敬老の日」（厄日）向けの

が高くなっている。

おり、高齢になるほど女性の比率

倍、妬歳以上で２．４倍となって

性の１．４倍、布歳以上で１．９

の総人口を上回りそうだ。

○％に達し、二○三○年には欧州

が顕著で、高齢人口は上海が一四

とくに沿岸部の都市での高齢化

比率は焔・２％とほぼ６人に１

１万人と１０００万人を上回り、

的に発展した後に高齢化社会を迎

ている。日本などの先進国が経済

％、北京、天津が一○％台になっ

とピークに達する見通しで、高齢

旭年後の別年には１５５８万人と

えたのに比べ、中国は発展途上段

開歳以上は１９７９年に１０３

化が急速に進んでいることが改め

階でそれを迎えねばならない。

人。２０２１年には３３３７万人

て浮き彫りになった。

１５００万人を超えた。２０００

男女別では、男性が８５１万人

万人を超えたのは７年後の今年２

総務庁がｕ日付でまとめたわが

（男性総人口の田・７％）、女性が

な人口抑制政策がもたらした側面

…満蕊
500

５０７戸」

９５９８年

gｏ

8５

８０
7５
7０

1９５０５５６０６５

で、家庭の構造が、いわゆる「四

・二・一型」になってきた。一人っ

子を持つ夫婦二人が四人の両親を

だ。

養うという、逆ピラミッド構造

中国では儒教の影響で「子供を

失業者、一時休業者の増加は、従

を見る」という「孝」の倫理観念

大な農村部ではとくに根深いもの

る一とか一子供は親の老後の面倒

世紀末の中国社会に新しい様相

来のような行政手段による人口管

が自然に受け入れられてきた。広

たくさん産み育てて老後に備え

が浮かび上がってきた。一九七○

理を困難なものにしている。

加藤干洋（北京支局長）

がある。だが都市部では核家族が

独居老人が増え、都市部では急速

総人口に匹敵する。毎年三％の

は一億二千万人と、すでに日本の

会保障制度の整備は立ち遅れてい

度がスタートしたが、全般的な社

こうした情勢で社会養老保険制

基本になってきた。

な高齢化現象が見られる。｜方、

ペースで増加しており、二○○○

る。当分はなお家族が高齢者扶養

中国の六十歳以上の老人の総数

市場経済化の深化で人口流動がさ

年には一億三千万人と全人口の一

だ。それに伴い核家族化が進み、

陣が結婚、出産適齢期を迎えたの

策で誕生した一人っ子世代の第一

年代末から本格化した人口抑制政

急速に高齢化
人口抑制策 加年で転機

急速な老齢化は、世界にもまれ

国の人口推計値によると、閉歳以

１１９８万人（女性総人口の旧・

１０ｑｌフ

熟
〆95白
1０００

月だった。

上の高齢者は２０４９万人とな

がある。都市部では少子化の進行

ii鰯欝(：鞭麗
1５００

人多かった。女性は鮨歳以上で男

【高塚保】

総務庁集計6人に1人

（毎日新聞一九九八・九・十五）

65歳以上の人口
2000万人突破

６％）で女性が男性より３４７万

(万人

囮

らに活発化し、私営経済の発展や

9１

■懇顯
」の秤Fｵ落躍圏
2000

担を支えきれるか。二十一世紀の

一人っ子世代が、はたして重い負

を担うという伝統は崩せないが、

年は超えない特殊政策だ」とする

は）二十五年前後、最長でも三十

門家の間からも、【一人っ子政策

れてきた。だが著名な人口問題専

ない。

政策は曲がり角にあるのは間違い

を公認する地域が拡大しており、

一人っ子同士の夫婦には二人の子

ながら計画生育政策は研究を重

も経済水準、生活水準の発展を見

安定して連続性がある。次世紀に

準を実現できた。わが国の政策は

１急速な高齢化の影響をどう

ね、より良いものにする－

「今世紀末で六十五歳以上人口

考えるか。

貧困地区では三人、チベットの牧

が最低二人だ。少数民族や辺境の

社会保障の改善で平均寿命が延び

展、人民の生活、医療保険水準、

が九千万人。これは中国経済の発

中国の人口政策の最高責任者で

た結果ともいえる。計画生育政策

出生３億人減らせたが、経済成長維持が肝心

国家計画生育委張維慶主任に聞く

声が出てきた。現実問題として、

大きな課題だ。

もう一つ、従来の人口管理政策
に難しい問題をもたらしたのは、
この二十年の改革・開放政策によ
る市場経済化の深化である。
和され、従業員に対する計画出産

ある張維慶・国家計画生育委員会

畜民は制限がないなど多様だ」

第一に行政機関の企業管理が緩

管理もおざなりになる傾向が目立

主任（五四）に、高齢化社会への

管理ネットワークに取り込むのは

えるが、そういう人々を計画出産

の移動に伴い、人も働き場所を変

ていない。市場経済では金とモノ

休）労働者の出産管理も十分でき

以内に止め、二十一世紀中葉で十

億人以内、二○一○年で十四億人

だ。今後の目標は今世紀末で十三

ナダ三カ国の総人口より多い数

を三億人余減らせた。米、豪、カ

「七○年代から手がけ、出生数

ｌ人口抑制の成果は。

政府トップが業務の責任を負うと

制の目標、そして各レベルの党・

「現行の計画生育政策、人口抑

すでに各地にある政策だ」

変更でなく、自然の成り行きで、

婦は二人の子供をつくれる。政策

齢になったが、一人っ子同士の夫

上海では一人っ子が結婚、出産年

きるかだ。敬老という民族の美徳

きるか、総合国力を今後も増強で

国が比較的速い経済成長を維持で

が早めに到来するにあたり、わが

違いもある。肝心なのは、高齢化

した経験にも学びたいが、国情の

面もある」

し、高齢化の速度が加速された側

のために出生数が相対的に減少

つ。国営企業改革に伴って出現し
対応などを聴いた。

きわめて困難な情勢である。

六億人のピークに達すると予測し

を大事にし、社会と家庭の力を結

「早期に人口抑制に取り組んだ

た一千万人を超える下崗二時帰

市場経済の実態に合わせ、政府

いう三つの点を変えないのが、今

うにしたい」

合し、老人に後顧の憂いがないよ

「日本の高齢化社会対策の成功

も戸籍管理制度の一部緩和の方針

後の基本方針だ」
’二人っ子を認める政策変更

ている」

があったのか。

正しくない。都市では夫婦に子供

率は二前後になった。生産力が十

幅に下がり、女性の合計特殊出生

「二十年間の努力で出生率は大

加、それに約八千万の流動人□

政策だとの主張は。

一人を提唱してきた。困難があれ

は、確かに政策執行を難しくする

「｜人っ子政策という言い方は

’二十五年間、｜世代限りの

を打ち出したが、管理のすき間を

狙って各地を転々としながら、二
人目、三人目の子供をつくる”出

産ゲリラ隊〃と呼ばれる家族の存

ば二人でもよい。農村は第一子が

分発展していない状況で低出生水

「下崗労働者、農村就業者の増

中国の人口抑制政策は、二組

女児であれば二人目を認め、多く

ｌ新状況への対処は。

の夫婦が一人の子を育てることを

在も珍しくない。

提唱する」とのスローガンで語ら

９２
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理が基本だが、新しい管理方法を

要因だ。流動人口は流入地での管

総人口皿億３６２６万人。うち都

の純増加数１２３７万人。年末の

万人、死亡率０．６５１％、年間

生率１．６５７％。死亡数８０１

・９％）、農村人口は８億６６３７

市部人ロは３億６９８９万人（羽

張所、町内会を核にネットワーク

を作り、流動人口だけでなく高齢

9５

9０

8５

8０

制定中だ。都市部では区役所、出

者、婦人、障害者などを対象とし
万人（ｎ．１％）。
（朝日新聞一九九八・九・十八）

た総合的管理とサービスの方式を

《１９９７年中国人口動態》

とる」

年間の出生数２０３８万人、出

農業再生の展望見えず

：６：

食料・農業・農村基本問題調査会

ている現在の公共事業の問題点に

上を占め、むだが多いと批判され

（調査会の）基本にした」と答え

ず、自分自身がどうするか、を

○年なので時期が合わない。ま

がある。

れば、自給率はさらに下がる心配

答申はＷＴＯについて述べる代

が十七日首相に提出した最終答申

ているのに、答申の中にＷＴＯと

く農業の将来展望を描きにくくし

業に自由化を迫り、是非はともか

（ＷＴＯ）の農業協定が日本の農

が伝わってこない。世界貿易機関

らず、農業再生へ向けた強い意志

業が行き詰まっているにもかかわ

会見で、ＷＴＯに触れなかった理

の木村尚三郎会長は答申後の記者

決めて始まった。しかし、調査会

対策の一環として着手することを

がウルグアイ・ラウンド農業合意

する政府の緊急農業農村対策本部

一九九四年十月、首相を本部長と

新しい基本法の検討はそもそも

交渉で、コメ輸入の関税化が決ま

定されている次期ＷＴＯ農業協定

込んでしまった。二○○○年に予

り、九六年度には四二％まで落ち

増加、食生活の多様化などによ

小麦、大豆をはじめとした輸入の

ばには八○％近くあった。それが

本法が施行された一九六○年代半

準）Ⅱグラフ参照Ⅱは、現行の基

日本の食糧自給率（供給熱量基

たのも農水省の姿勢を表してい

「農地総量」が最終答申で消え

みとれる。

追いつめたくないという意図が読

むに当たって、自らを背水の陣に

水省がこれから農業交渉に取り組

だけだ。調査会の裏方を務めた農

最大限反映させる」と述べている

たっては、我が国の立場や主張を

して「国際的なルールの形成に当

わりに、国際規律との整合性と題

いう言葉は一度も出てこない。答

由を「（次期協定交渉は）二○○

た。

ついてわずか五行の記述しかな

申はまた、農水省の予算の半分以

（高谷秀男）

い。

－OTF■

７５

７０

1960年６５

からは、現行農業基本法の下で食

蕊繍豊営繕拳撞鶏歎苣鰯鵜繍繊

糧自給率が低落を続け、日本の農

基本問題調査会答申「自由化」対策棚上げ

iJifl Il

９３

函函

本の耕地面積は九六年に五百万粉

ろ。六○年に六百七万総あった日
自身の事業の拡大には熱心だ。

行っていく」と答申に盛り込み、

ともある。この調査では「高齢期

布歳以上を後期高齢者と分けるこ

と呼び、鮨ｌ河歳を前期高齢者、

日までにまとめた一世界雇用報

…。国際労働機関（ＩＬＯ）が羽

約１０００万人が職を失った…

多い農業公共事業を大胆に削減す

半面、その財源として、むだが

ごろから」と回答。「市歳ごろか

問に対し、過半数の皿％が「而歳

とは何歳くらいからか」という質

雇用に深刻な影響を及ぼしている

告」で、アジア経済危機が世界の

を割ってしまった。会見のなかで
木村会長は「積極的に消したつも

て「社会経済情報の変化を踏まえ

る方針は示さず、公共事業につい

高齢期呼称について「呼ばれた

安心して高齢期を過ごすために

者」を加えると、過去最悪の皿億

働時間を求めている「不完全雇用

失業者は約１億５０００万人で、

行政に望みたいのは「社会的介護

が雇用問題を抱えている。

人（世界の労働人口の３分の１）

ア経済危機の影響により、世界で

（毎日新聞一九九八・九・二十五）

５０万人が解雇されるという。

皿％に達するほか、中国では約３

人）になり、インドネシアも９～

業者が今年末に６％（約２００万

一雇用改善の兆しはなく、タイで失

増加すると予測。特にアジアでは

「不完全一雇用者」の数が数百万人

り、年末までに「完全失業者一

報告は、アジア経済危機によ

の充実」がね％と最多。「保健医

（読売新聞一九九八・九・十八）

実を望む意見が続いた。

医療などの社会的なサービスの充

サービス」（妬％）など、福祉や

療の充実」（別％）、「介護支援

（９％）と続く。行政と同様「髄

報告によると、現在世界の完全

ことがわかった。

た。担当した企画室は「必要な農

りはない。他意はない」と説明し

くない」と答えた人が多かったの

職はあるものの生活に十分な給料

ら」（型％）、「帥歳ごろから」

をする呼び方について、中年男女

は、老人（稲％）、老年者（船

を得ていなかったり、より長い労

た事業の再評価と必要な見直しを

の７割が抵抗感を持っていること

皿％だった。

行うべきである」と述べるだけ

が民間グループの調査でわかっ

％）、お年寄り（田％）の順。割

歳ごろから」と、考えている人は

い」と言いわけをしている。

（朝日新聞一九九八・九・十八）

だ。

地面積の数字は算出しようがな

一方で、農水省は中山間地域の
農業に対する所得補償の「検討を

年取っても「老人」と呼ばないで
㈹～加歳代の男女に調査

た。８割以上が「高齢期とは、ｌ

に人気が高かったのはシルバー

た。

布歳以上」と見ており、ミドル世

で、「呼ばれたい」「まあまあ呼ば

ＩＬＯ報告
【ジュネ１ブ羽日福原直樹】アジ

世界の決業巻
最悪10億人

老人や高齢者など年齢で線引き

代にとって”老い〃はまだまだ先

しかし、「年齢を表現する呼び

れたい」を合わせて縄％。

調査したのは「オパール・ネッ

人は、「まあまあ」を合わせると

方はしないほうがよい」と答えた

にあるようだ。

トワーク大阪」。今年５１６月、

行政などでは開歳以上を高齢者

的％で最も支持が多かった。

関東と関西の蛆ｌ釦歳代の男女を

対象に実施、３６４人（男性１４
４人、女性２２０人）が回答し

亜田圃

図

"
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があった。ウィーンもパリもニュー

の強い国にはつねに外国人の活躍

世紀の米国でも、文化的な創造力

振り返れば、近代の欧州でも即

ずなのである。

に取り組むべき政策課題であるは

の計算に立って、主体的、積極的

て、倫理的な配慮と現実的な国益

現実的ではない。国家にとって移

ヨークも、知的生産の中心地はい

題を真剣に考えなければならない

れが人間の創造力の衰弱まで救え

ずれも多彩な国際都市であった。

民の受容は百年の計なのであっ

るとは思えない。おりから世界は

として扱う意識も、そのための理

外国でも、移民問題を国家の政策

のではないだろうか。

知的生産の時代を迎えていて、ど

広範なユダヤ人の貢献は周知の事

念も乏しかった。移民は市場の需

多民族国家曰本への道

の国も革新がなければ現状維持さ

実だが、技術に優れたフランスの

ｒＩ－ＩＩ－ＩＩｌｌｌＩＩ：‐ｉｌＩＩＩｌ－ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩⅡ」

山崎正和（劇作家二

－・時代の嵐

「ＩＩＩｌＩｌＩｌＩＩＩＩＩｌＩＩ１ｌｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｊ

「第二の開国」への備えを

現在の少子化の傾向か『ｂ見る

新教徒が英国に逃れ、産業革命に

だがこれまで日本はもちろん諸

と、創世紀半ばには日本の人口は

の開発まで、知的創造で世界に伍

え難しい。科学技術から金融商品

た。もし国家が政策を立てるとす

に制限するのが一般の態度であっ

はそれを追認するか、場当たり的

｝」

５０００万人にまで減るかもしれ

給関係にしたがって流動し、国家

れば、それはほとんどの場合、人

寄与したことなども忘れがたい逸
は人的な混交の伝統が乏しく、異

種的、民族的な文化伝統を守ろう

して行くためには、若い世代の活

他方、少なくとも将来的年は、

文化人間の切瑳琢磨の機会が少な

という動機にもとづいていた。だ

ない、という話を聞いた。こうし

るし、５０００万人はやや極端だ

アジアを含む世界には有能な余剰

かった。生物と同じく、文化も極

力が不可欠なのである。

としても、将来の日本人が劇的な

人口があり、日本の物心両面の生

度の純粋培養のもとでは活力を失

がこれは、しばしば市場原理と対

た推計には仮説によってずれがあ

減少を見せるのは確実だろう。し

産基盤を活用したがっている、と

立して破られるうえ、民族差別の

話だろう。その点、日本の歴史に

かももっと、確実なのは、そのと

いう事態に変わりはあるまい。元

の血の導入は国益にかなうのであ

うのであって、その意味でも異質

観点から倫理的な非難を浴びるこ

そういう幸福な夢はありえない。

があるが、この状況では日本には

「寡民小国」という美しい言葉

ある。

一一一角形を示しているということで

なっていて、人ロ構成は悲惨な逆

本を書き、サントリー学芸賞を受

も、日本人よりみごとな日本語で

ることも明白である。私の身近に

会資源を活用する能力を持ってい

がときに日本人以上に、日本の社

ポーツ選手の活躍を見れば、彼ら

問がある。逆に経済難民を人道的

いう過去の慣習には、倫理的に疑

用し、不景気が来ると追い返すと

目先の利益から未熟練労働者を利

の輸入を区別することであろう。

の移入と、たんなる安価な労働力

問題は、そうした創造的な人材

しい人物像を選べるはずはない。

のに、新しく国民になるにふさわ

国の理想的な国民像もわからない

れが難しいのは当然である。二

別するということであるから、こ

ることは、要するに移民の質を選

せっさたくま

きの日本が恐るべき高齢社会に

留学生や日本国籍を取得したス

る。

るのはもちろん、国家の安全保障

今でも危うい高齢者福祉が破滅す

い。日本を救い、日本の財産を人

けた中国や韓国の学者が少なくな

見地だけから受け入れ、無原則に

そもそも国家が移民政策を立て

とが多かった。

も生産基盤の維持もおぼつかない

類の未来に役立てるために、この

のは明らかである。ロボットの開

創造的な人材がほしいのはやまや

国は近い将来、移民受け入れの問

福祉と就業機会を与えることも、

発で生産力は補えるとしても、そ

９５

恩

までも、それをあらかじめ判定す

る科学的方法も存在しない。にも
かかわらず、国家が新しい国民を

受け入れる場合、何らかの基準で
人材を選別し、一定の方針に従っ

て同化する権利があることも、事
実なのである。

それは必ずしも国家が民族的な
共同体であるとか、文化的な同質
性を持つということとは関係がな

い。純粋に合理的に、国家が富の
再配分の機関であり、市場が生み
だす弱者の救済手段だと考えて

も、国家はそのために一定の閉鎖

性を持たねばならない。国家には
よい時も悪い時もあるが、人がそ
れに乗じて国籍を自由に替え、利
益のつまみ食いをしたので福祉は

なりたたない。国民の最低限の資

予想することは不可能である。

であるから、あらかじめ細部ま

件とは国の風俗習慣の全体のこ

どのようにふるまい、定住の意志

で、移民が国民候補として社会で

い。この程度の権利を与えたうえ

の受験資格くらいは認めてもよ

の選挙権と被選挙権、地方公務員

できるからである。彼らは帰国し

という積極的な意志があると推定

心があり、日本文化に参加したい

練生には日本で学びたいという関

て本国に貢献するのが本来だが、

か

理を認め、幻滅に耐え、本来の

民するとは｝」の賭けのような不

と願っても、今後はそれもよしと

するのが日本の国益になるのでは

かりに日本で職を得て定住したい

なかろうか。

を身をもって示すかを、国家が判

が行うにしても、何らかの非政府

定すればよい。最終決定は法務省

といえる。

組織に推選権を与え、ともに住む

それでも定住を選び。つけること

移民とは国民になろうとしつづ

国民が受け入れに参加する道を開

国民以上の不満と希望を抱いて、

る人であり、本来の国民以上に

くのも、｜案であろう。

判定基準に国籍を与えること

の持続的な意志を評価し、それ

策が許される。難民が貧しいから

訓練生の門戸を広くするという政

国は阻止し、他方で留学生や職業

ら、政府には一方で経済難民の入

それだけの準備をしたうえでな

（毎日新聞一九九八・九・二十七）

だといえよう。

かけて論議を重ねておくべき課題

あって、それだけに今から時間を

二の開国はたぶん不可避なので

にかつてない冒険である。だが第

日本を多民族化するのは、歴史

民的でありうる人である。だと

、もっとも合理的だと考えられ

差別するのではなく、留学生や訓

れば、受け入れる国家としては

の国に住んで家族を育て、法を

國洪繍雛纈漸繩鮴課

る。一時的な出稼ぎではなく、こ
って義務を果たし、言葉と慣習
少なくとも理解しようと努める

むろんこの意志を正しく判定する

には、国民になる資格がある。

脱の自由の大幅な制限を認めるこ

のも簡単ではないが、このように

原則を割り切れば、方法はさまざ
まに工夫できる はずである。

あろう。だが国籍の取得は一般の

準国民としてそれなりの権利を認

えに「グリーンカード」を与え、

い。だが、この二つは決して相互層を潤す雨水は減少する。かくし

に水不足に焦点を当てるのは難し場にたまって地下に浸透し、帯水

ニュースで報じられているさなかに流れ込む雨水の量が増え、その

いま、中国の洪水の話が盛んにする。樹木が伐採されると、河川

毎年枯渇する黄河幹轆轤憾乗率碗倒鈩榊繩》》鋤町

契約機関とは異なり、条件が予想

ては検討が必要だが、地方自治体

めるやり方もあろう。内容につい

たとえば米国のように国籍のま

できるものではない。しかもその

と違ったからといって簡単に破棄

りもよい国に住みたいと願う人で

活上の利益を求め、もとの祖国よ

移民になる人は、当然ながら生

となのである。

格は国境のなかに定住し、参入離

合移でと条
だ

がをこす国け

人を守
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ばしば並んで進行する。雨期に洪

量の減少と地下水面の低下は、し

て、洪水の増加と、帯水層２測憾
国の穀物生産の側％近くを占める

側調査が示すところによれば、中

る。過去五年間を対象にした中国

んどすべての場所で低下しつつあ

急上昇する。

高層アパートに住めば、利用量は

シャワーや水洗トイレの完備した

都市に移住して、屋内水道を備え

ぎない。

に米国では、その割合は応％に過

らもたらされる。これとは対照的

米国ニューメキシコ州のサン

水が増えれば増えるほど、乾期に

少が起きかねない。地下の帯水層

場所では、明日にも潅概用水の減

いま地下水面が低下しつつある

万四千が相当の生産をあげること

量の水を使って、その七十倍の一

百㎡相当である。工業なら、同じ

一少の小麦を生産する。これは二

よっては一千少もの水を使って、

が生じると予測されている。これ

五百万人ほどが暮らしているが、

流域には、北京と天津を含め九千

る。たとえば、比較的小さな海河

が発生しつつあることを示してい

は、主要河川の流域で膨大な不足

の各河川流域の水資源収支予測

の中で初めて枯渇したのは、一九

る黄河が、中国三千年の長い歴史

は再補充が可能だとしても、いっ

もできる。

は、二千万少の穀物生産に足る水

ディア国立研究所が行った、中国

七二年の夏のことだった。中国文

たん枯渇が起きれば、その後のく

目標が経済拡大にあるとすれ

水争いの中で、農業は採算性の

明の揺りかごである黄河は、それ

み上げ量は、補充される分量次第

ば、乏しい水資源は工業に回るこ

面で分が悪い。農業は、場合に

から十二年間にわたり、断続的に

で低下せざるを得ない。たとえ

量である。

・五枡ずつ下がっているという。

華北平原の地下の水面は、毎年一

干上がった。そして八五年以降は

ば、補充量の二倍の水を帯水層か

ても、工業は圧倒的な優位にあ

とになる。雇用創出の観点から見

中国の大河のうちで最も北にあ

おける水不足も深刻になる。

毎年必ず枯渇を起こし、その期間

らくみ上げれば、最終的には枯渇

かんがい

はどんどん長くなっていった。九

を招き、その後のくみ上げ量は半

る。毎年一千万人もの若者が労働

を射ているとすれば、海河流域の

そもそもこうした予測がほぼ的

二○一○年までに二百億少の不足

たって干上がり、その水は海に到

減するだろう。

七年には、二百二十六日間にわ
達しなかった。

に消滅する。事実上すべての水質

源が、成長する工業と都市の需要

潅概農業の大半は二○一○年まで

源政策を左右し始めているのが、

の圧力が厳しい。雇用政策が水資

用者の間の競争が激化している。

中国である。

市場に加わる国では、雇用創出へ

それは、農業、工業、そして都市

を満たすために必要とされるから

水が乏しくなるにつれ、最終利

況を知る上で、目に見える最も象

の一一一部門である。今日の中国で

これは、中国の水不足の発生状
徴的な事例と言えるだろう。だ

は、水資源全体の妬％が潅概に使

である。

はない。もっと小さい川では、長

が、枯渇しているのは黄河だけで

黄河流域もまた、恐るべき水不

足の可能性に直面している。既に

食糧安保に’も影饗皀
中国の潅概用水の供給量を減少

われているが、工業と都市の水利

黄河には、毎年、枯渇期間があ

用も急速に増加しつつある。

させるものは、世界の食糧安全保

江（揚子江）と黄河の中間にある

中国の都市化が進むにつれ、都

の省はそれぞれ、将来の取水量の

る。ところが、黄河が流れる六つ

准河が、同じ九七年に、九十日間
にわたり干上がった。かつて山西

おかない。中国は世界最大の穀物

増加を計画している。黄河からの

障に直接的な影響を及ぼさずには

大規模な支流を建設中の都市の中

る。いつも村の共同井戸から水を

生産国であるだけでなく、その収

市住民の水の消費量は上昇してい

穫量の刀％が、潅概された農地か

省を流れる主要河川だった沿河

は、大量の水を使わない。だが、

くんで自宅に運んでいる農村住民

も、今ではほとんど水が流れてい
中国の平地の地下水位は、ほと

ない。

９７

フホトや、山西省の省都・太原な

には、内モンゴル自治区の首都フ
する。同省は中国にとって、米国

分の一と、小麦の七分の一を生産

であり、中国のトウモロコシの五

ら、より効率の高い方式に変え、

耕地に水を張る伝統的なやり方か

務である。潅概に関して言えば、

の利用効率の向上は、明らかに急

事実上、千少の水の輸入を意味す

している。｜少の穀物の輸入は、

いまや穀物の、％から帥％を輸入

ン、サウジアラビアなどの国々は

その結果、イスラエル、ヨルダ

どが含まれる。そのほかにも上流

穀類には頭上スプリンクラーを採

て、水を輸入する最も効率的な方

る。水不足に直面する諸国にとっ

のカンザス州とアイオワ州を合わ

には、多孔性チューブによる滴下

用し、付加価値の高い果実や野菜

せたよりも重要な存在である。そ

の潅概農地の半分は、黄河からの

発電所が新たに計画されている。
水に依存する。

域では、何百もの工業施設や水力

影落とす所得格差

つける必要がある。これまで水は

のが、中国である。だが、あまり

に水資源の「壁に突き当たった」

だ。

で工業による雇用を創出するか、

無料だった社会に、水資源の有償

法は、穀物を輸入することなの

あるいは下流域の農業を保護する

化を課すのは、政治的に容易なこ

化をうまくやるには、水に値段を

量の変動によって操業を阻害され

かの選択である。中国は、前者を

にも国が大きいため、小さい国々

方式を用いることである。この変

るため、一部は内陸部に移転しつ

選びつつあるように見える。それ

とではない。

従って問題は、事実上、上流域

つある。それによって安定した水

は、農業生産の不足を補うために

黄河下流域の工場群は、河川流

供給が得られるだけでなく、内陸

穀物を輸入するという考え方を、

ない。中国は、目下、世界最大の

問題解決の道を求めることはでき

のように穀物輸入を通じて国外に

言ってみれば、大きな国で最初

部の安い労働力も利用できること

大な非効率がある。鋼鉄一少を生

工業でも、水資源の利用には巨

を見込んでいる。

産するのに、日本や米国、ドイツ

四億少近くを消費した。穀物輸出

穀物消費国である。九七年には、

生産方式の近代化のための多額の

中で、途方もない量である。

の総量が二億少に過ぎない世界の

もちろん中国にとって、水資源

では、ほぼ六少の水を使うが、中

容認することを意味する。

国では二十三少も必要とする。工

北京の中央政府は、下流域で深

らかに気が付いている。だが、繁

業用水の利用効率を上げるには、
投資が必要となる。

刻な水不足が生じる可能性に、明

部の省の間には大きな所得格差が

栄する海沿いの省と、貧しい内陸
あるため、上流の各省の水路計画

加し、繁栄する沿海部の諸都市に

北京政府は、内陸部の失業が増

ない。もっと小さな中東諸国の多

当たった」国は、中国が最初では

水資源の供給問題で「壁に突き

るまい。中国は、水不足が経済再

な減少を回避するのに十分ではあ

ても、おそらく、潅概用水の大き

必要なすべての措置を講じたとし

市による、水の利用効率の向上に

たとえ中国が、潅概や工業、都

への介入を避けている。

大量の人口が流出することを恐れ

限界に取り組んできた。彼らは、

編を促す、最初の国となるかもし

くは、ずっと以前から、水供給の

れない。たとえば、エネルギーや

ている。山東省から大量の黄河の

工業と都市による水需要の増加

農業に関する大きな決定を考える

水が失われてもやむをえない、と
考えているのは、そのせいであ

で賄ってきた。

を、農業の潅概用水を減らすこと
山東省は農業生産の中心の一つ

る。
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時には、水の利用効率のより高い
選択肢を、常に探さなければなら
ないかもしれない。

もしれない。

度を大きく高める必要があるのか

る情報と技術を分かち合うため、

国は、水の生産効率の改善を助け

る。

は、米中双方の利益がかかってい

どこかの時点で、水不足と食糧価

学、ハーバード大学大学院卒。農

３４年米国生まれ。ラトガーズ大

レスター。Ｒ・ブラウン氏Ⅱ１９

も、これから数十年間にわたり、

格と政治的安定の連関は、抜き差

より緊密に協力する必要がある。

中国の水需要は上昇し続けると思

状況が最も改善されたとして

や原子力などは「水集約的」なも

務省国際農業開発局長を経て測

エネルギー資源の中でも、石炭

のであり、大量の水を要求する。

年、民間のシンクタンク、ワール

（読売新聞一九九八・九・二十八）

国民の食物連鎖も上がり、動物性

下のところ中国は、先に述べたよ

国の、第一位と第二位である。目

中国と米国は、世界の穀物生産

一日にも宮下厚相に提出する。し

下げなどを求めた意見書を、来月

授）は、厚生年金の給付水準引き

機関、会長・京極純一東大名誉教

ている。年金審議会（厚相の諮問

的年金の改革議論がヤマ場を迎え

るため、厚生年金を中心とした公

ロ・躯％（労使で半分ずつ負担）。

生年金の現行の保険料率は月収の

サラリーマンが加入している厚

だ。

に超えるペースで進んでいるため

子・高齢化が当初の予測をはるか

年金改革が急がれているのは少

・誤算

たんぱく質を、より多く消費する

うに四億少近くを消費する、世界

加速する少子・高齢化に対応す

少子、高齢化ますます加速

改革、ゴール見えず

かねない。それを回避することに

しならぬものとなる。世界の穀物

不幸なことに、将来、膨大な穀

価格の上昇が、第三世界の国々の

中国は十分な風力資源に恵まれて

物輸入の増大の必要性に直面して

われる。米国とカナダの現住人口

おり、風力だけでも、国家の発電

いる国は、中国だけではない。イ

を合わせたよりも多い、三億の人口

総量を二倍にすることが可能であ

ンドやパキスタン、エジプト雨ア

これに対して、風力や太陽光は水

る。最新の流体力学を応用した

ルジェリア、メキシコなども同じ

ド・ウォッチ研究所創設。

「ハイテク」風力タービンによっ

である。必要な穀物輸入量が何少

都市の、政治的不安定につながり

て、風力発電のコストは下がり、

であれ、その生産には一千倍の水

を加えることになるからである。

しばしば石炭をも下回るものに

が必要となる。

を必要としない。幸いなことに、

なってきている。

ようになってきた。一キロの豚肉を

最大の消費国である。これに対し

かし、景気の低迷が続く中で年金

同じことが、食事についても言

生産するには、四キロの穀物が必要

て、米国の消費量は二億四千万少

曲がり角に立つ年金制度の行方を

付水準引き下げには反発も強い。

満に迎えることができ、保険料を

○二五年度でも保険料率は的％未

生省は高齢化がピークを迎える二

九四年の前回の年金改革の際、厚

米山‐協力・も重要に

である。これに対し、｜雫ロの鳥肉

であり、中国とは対象的に、世界

最大の穀物輸出国として、世界の

考察した。

える。収入が増えるにつれて中国

いらない。鳥肉は豚肉に比べて、

を生産するには、二キロ足らずしか

受給者の生活を圧迫しかねない給

穀物消費効率が二倍近く高い。す

る。

輸出総量の半分近くを供給してい

えられると見ていた。

なわち、水消費効率の面でも二倍

（政治部石崎浩）

近い。ここから判断すれば、中国

この状況からしても、中国と米

納める現役世代も何とか負担に耐

は豚肉偏重を改め、鳥肉への依存

9９

塵廻

しかし、少子・高齢化の速度は
れており、意見書では具体的な削

の程度削減するかでは意見が分か

「定額部分」（同約十三万円）の

このうち、定額部分の支給開始

二階建てからなる。

消費者物価上昇に応じた「物価ス

現行の厚生年金は支給開始後、

る方針だ。しかし、高齢者の雇用

十五歳に移行させることを提案す

金全体の支給開始年齢を完全に六

が上昇する制度を廃止または凍結

る②賃金スライドによって給付金

びないようにしようというもの。

齢が上がっても給付額があまり伸

ライド制の廃止・凍結により、年

るが、これを六十歳代後半にも拡

ている人への給付額を減額してい

よって、六十’六十四歳で就労し

今後は現役世代の所得があまり伸

がある。

欲に水を差しかねないという指摘

大する案。だが、高齢者の働く意

（モデル世帯で約十万円）と、こ

「厚生省の官僚は年金財政を健

に冷や水を浴びせる年金の引き下

全化することしか頭にない。景気

げなんて、この時期に国会で通る

と思っているのか」

JOD

で二十万円強になる。

この給付水準でも衣食住や医療
費に加え、交通費、通信費、娯楽

年齢は二○○一年度から段階的に

当時の予測以上で、最新の試算で

費まで賄えるというのが厚生省の

減幅には触れない見通しだ。

厚生省としては、有識者を対象

は保険料率を弧・３％まで引き上

まっている。報酬比例部分は六十

六十五歳まで引き上げることが決

げなければ、現行の給付水準を維

りそうだ。ただ改正前にすでに支

るが、年金審はこの部分も段階的

歳から支給されることになってい

見解だが、受給者側には異論もあ

にならない。

給を受けている人は引き下げ対象

にしたアンケートで「二○二五年
り二割削減する」案が如・５％と

度の給付総額を現在の見込み額よ
最も多く支持を集めたことなどか

る。

現役世代の負担を和らげるた

持できない公算が大きくなってい

め、将来の厚生年金の給付総額
ら「二割削減」を目指す方針だ。
それでは、具体的にどのような

情勢が厳しい折、六十歳からの支

に六十五歳まで引き上げ、厚生年

を、現在見込まれている額より削

・手法

ライド制」と、現役世代の可処分

〈賃金スライド廃止〉

減するのは避けられないとの意見

所得の伸びに応じた「賃金スライ

基礎年金(国民年金）

が強まった。年金審の議論でも、

手法で厚生年金の給付総額を削減

発が当然、予想される。

給をあてにしている世代からの反

するのか。

がる仕組み。年金審案は、賃金ス

ド制」の二つによって給付額が上

する③支給開始年齢を引き上げる

が減少している」と指摘。だが、

厚生省は「高齢になるほど生活費
減策を提案する方針だ。

びず、賃金スライド制を廃止して

夫婦二人のモデル世帯で約二十三

れと関係なく一定額が支払われる

保険料に応じた「報酬比例部分」

厚生年金は、現役時代に納めた

〈支給開始年齢引き上げ〉

・思惑

もそれほどの削減効果はないとの

二○二五年度までに、厚生年金
の満額支給が始まる六十五歳時点
の給付額を実質的に引き下げる
案。引き下げ幅として厚生省は一

万円の給付額が、現行の貨幣価値

割程度を想定しており、現行では

見方もある。

〈給付水準引き下げ〉

現在は「在職老齢年金制度」に

制度を拡大する－という四つの削

④働いている人の年金を減額する

〈働く人の年金減額〉

年金審としては、①受給者個々

厚生年金について給付総額削減が

共済年金

厚生年金

露露一一■
1936万人

霧鯵蕊Ｐ｡､＝■■
自営業者など

当部分
厚生年金
基金など

への給付水準を実質的に引き下げ

必要との意見が大勢だ。ただ、ど
公的年金制度の仕組み(人数は97年３月末現在）

こゆ－すふぉ－らむ

自民党幹部の一人は、年金改革
に奔走する厚生省の動きを批判す
い思惑もあるようだ。

も強まっており、議論の行方は不

か、改革を先送りすべきとの意見

００００

５０５

生産性の水準

１１

る。

本部は「規制緩和などによる生産

年連続で十一位にとどまった。同

きく上回り、伸び率では二位だっ

高い伸びだったため前年実績を大

示した。日本は九六年のＧＤＰが

一九九八・九・三十）

（日本経済新聞

性向上が不可欠」と指摘してい

量■

主要国の労働生産性の水準と伸び率

た。

伸びを示したが、生産性水準は三

日本は前年に比べ三・五％と高い

労働生産性国際比較を発表した。

要十二カ国を対象とした九六年の

（読売新聞一九九八・九・二十八）

透明だ。

党からの攻撃材料は最小限にした

見書を受けて十月中旬ごろに公表

る。

年金審でも、連〈ロ出身の委員ら

される厚生省案を骨抜きにする

このため自民党では年金審の意

は「最初から給付削減ありきはお
かしい」「報酬比例部分の支給開

始年齢は引き上げるべきでない」
などと主張している。
年金審の意見書に沿った法案が

来年の次期通常国会に提出されれ

ば、連合の支援を受ける民主党は
反対に回る可能性が高い。自民党

としては参院で大きく過半数割れ

;i写薑桶鮒lE箭

－ではつも率べ年た

“生命としての人間をどのように
見るのか，，、また“人口が増加し食
料が欠乏した場合、人類にはいかな
る選択が可能なのか'，など、根源的
な面での人口問題と生命倫理問題に
は深い関わりがある。人口問題への
認識を深める同会議の論議が注目さ

労働生産性は就業者一人当たり

される。

社会経済生産性本部（亀井正夫

しているだけに、法案成立までの

の生命倫理」公開フォーラムも開催

道筋が描けないという事情があ

第４回国際生命倫理学会世界会議
（後援・文部省、厚生省、農林水産
省、科学技術庁、財団法人アジア人
口・開発協会他）が11月４日から７
日まで東京・市ケ谷の日本大学会館
で開催される。生命倫理学の世界大
会である同会議では、「環境と人口

の国内総生産（ＧＤＰ）で算出し

鍵斡÷！

生産性本部調べ

会長）は二十九日、日米欧など主

ＦＡＸ（only）Ｏ3-5317-9217

る。来春の統一 地方選を控え、

事務局ＴＥＬ＆ＦＡＸＯ３－２２３９－３２２０

ローー
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Ⅱ月４曰（水）～７曰（土）

第４回国際生命倫理学会世界会議

労働生産性
日本は11位

国際生命倫理学△酉世界会議
東京市ケ谷曰大会館

れる。
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１０２

２．東南アジア諸国等人1-1.開発基礎調在報告諜
一インドＨｉｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-India-

３．中華人民共和国人口・家族計画第二次維礎調査報告書
BasicSurvey(Ⅲ）onPopulationandFhmilyPlanning
inthePeople$sRepublicofChina

生育率和生iili水平矢系第二次中日合作凋査研究搬

昭和58年度
１．中華人氏共和'五l人口家族計画基礎調住報告書
BasicSurveyonPopulationandFamilyPlanning

inthePeople,sRepublicofChina（英語版）
生育率和生活水平矢系中日合作iﾉﾘ盃研究恨告名
（中国語版）

告将（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口，家族計画雄礎調在

１．アジア諸国の農村人ｕと農業開発に関する調査報告替

BasicSurveyReportonPopulationandFilmjIy

一インド同一

PlanningintheKingdomofNepaI（英語版）

ReporlontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCount｢ｉｅｓ

５．日本の人口都市化と開発

－Ｉｎｄｉａ－

（英語版）

CrbanizationandDeveIopmentinJapan（英語版）
２．東南アジア諸同等人口・開発基礎調査報告瞥

６．バンコクの人口都市化と生活環境、総社調斑
一データ網一

SurveyofUrbanization，LivingErlvironmentand
WiBlfareｉｎＢａｎｇｋｏｋ－Ｄａｔａ－

一タイ国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDeve-

lopmentinSoutheastAsianCountries
-Thailand-

（英語版）
３．日本の人口転換と農村開発
７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

Urbamza[ionandPopulEltioninJapan（英語版）

DemographicTransitjonin」apanandRuralDeve

lopment（英語版）

日本的城市化与人口（中国語版）
UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

昭和61年度
１．アジア諸国の農村人1コと農業ＩｌＨ発に供Ｉする調査報告書
一インドネシア国一

４．SuweyofFertililyandLMngStandardsinChinese
RuralAreas-Data-AllthehousehoIdsoftwo

villagesinJillnProvincesu｢veyedbyqueslionnaires
（英語版）

失干中国衣村的人ＬＩ生育率与生活水平的i1M在梱告

一対干吉林省閲十村逃行全戸iHi談凋査的fili果一

＝雛ｊｌ・＃iil-（中国語版）

RelPortontheSurveyofRuralPopuIationand
Ag｢iculturaIDevelopmentinAsianCountries
-Indonesia-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告諜

５．スライド日本の農業、腱付開発と人口
―その軌跡一（ｕ本譜版）

AgrIcultuTal＆RuralDevelopmentand1Populatlｏｎ

一インドネシア同一

ｉｎＪａｐａｎ（英語版）

ReportontheBasicSurveyofPopulalionand

日本衣並衣村的笈展和人口的推移（中国語版）

DevelopmentinSoutheastAsianCountnes
-Indones1a-（英語版）
３．在日留学生の学習と生活条件に関する研究
一人的能力開発の課題に即して－
４．Ｈ本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmenImJapaｎ（英語版）

PerkembanganPe｢tanianMasyarakalDesaDan

KependudukanDiJepang（インドネシア語版）
（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ

ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
１．アジア諸'五Iの農村人口と農業開発に関する調在報告書
一タイｌｒ１－

５．人口と開発関連銃;1.架

DemographicandSocioEconomiclndicalorson

PopulatjonandDevelopｍｅｎｔ（英語版）

１０３

Ｒｅｐｏｒｔｏｎ［heSurveyofRuralPopulationand
Agricul[uralDevelopmentinAsianCountries
-Thajland-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

６．スライド日本の産業開発と人口
_その原動力・電気一（日本語版）

一中華人民共和国一
ReportontheBasicSurveyofPopulationand

lndustTialDeveIopmentandPopuIationinJapan

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-TheprimeMove｢Elect｢icity-

-China-（英語版）

日本的存止友展与人ロ

（英語版）

ー其原助力一曳気－（中国語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告瞥

PembangunanlndustTidankependudukandiJepang
-PenggerakUtama-TengaList｢ｉｋ－

一タイ国一

（インドネシア語版）
４．日本の人口と家族

PopulationandtheFamilyinjapan（英語版）

７．ネパール王国人口家族計画第二次恭礎調盗
ComplementaryBasjcSurveyReportonPopulation
andFamilyPlanninginthekingdomofNepal

５．アジアの人口転換と開発一総計集一

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
Countries-OverviewandStatisticalTables-

（英語版）

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

６．スライド

日本の人口と家族（日本語版）

ReportontheSurvevofRuralPopulationand

FamilyandPopulationinJapan-AsianExperi-

AgriculturalDevelopmenｔｉｎＡｓｌａｎＣｏｕｎｔｒｉｅｓ

ence-（英語版）

日本的人口勺家庭（中国語版）

Penduduk＆KeIuargaJepang（インドネシア語版）

－Ｃｈｉｎａ－（英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告香
一中華人民共和国一

ReportontheBasjcSurveyofPopulationand

７．ペルー共和国人口家族計画基礎調査

DevelopmenLinSouLheastAsianCount｢iｓ
－Ｃｈｉｎａ－（英語版）

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

ReportontheSurveyofRuInlPopuIationand

AgriculturalDevelopment-Bangladesh-（英
語版）

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

PopulationandAgriculturaIDeveIopmentinJapan
（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調鎌報告響
一ネパール国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

５．ネパールの人口・開発・環境

Population，DevelopmentandEnvironmentinNepal
（英語版）

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Nepal-（英語版）

６．スライド

日本の人口移動と経済発展（日本語版）
３．アジア諸国からの労動力流出に関する調査研究報告書
一マレーシア国一

ＴｈｅＭｉｇ｢atoryMovementandEconomicDevelop‐
mentinjapan（英語版）

日本的人口移動与鼈済友展（中国語版）

４．日本の人口構造変動と開発一高齢化のアジア的視
占一

口bcq
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1．「国際人ロ開発会鯛行動叶面要旨』1995年（和文）
（内容：1994年カイロの国際人口開発会議(ICPD)の行

TekadlJntukTahun2025－PerlambahanPopulasi

danPangandiＡｓｉａ－（インドネシア譜服）

動31.画の要旨。同文書関連の出版物としては本邦初｡）

２．F国際人ロ開発職員会蟻』、国際人ロ開発繊員会蟻鬮事
録、1995年（和文）
（内容：1994年カイロで国際人にI開発会議(lCPD)に先
駆けて開倣された国会議貝会議である国際人口開発議

平成９年度
１．アジア謝重lの発展段階別農業・農村|卿発基確iiM炎報告
ilI；－ラオス人民民主共和国一

Repo｢ｔ（)ntheBasicSuweyonAgriculIura1and

貝会議の議事録。同会議には117カ国約300名の国会議

RurillDeveloI)mentbyProgressS1ageiIIAsian

貝が参加した。会議宣言文はICPD総会でも発表された二

Countries-LaoPeoDle'sDemograticRcpublic-

また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の

国会議員フォーラムが準備された｡）
３．国運人ロ基金「世界人ロ・開発扱助の現状一日本の貢
献一Ｊ1995年（和文）

（内容：現在の人口分野に対する援助の現状と、資金
の流れを分析。我が国の人口分野への貢献Ｍｊｉ蛾｡）
4．「国際人ロ・社会開発麟員会鍛｣、国際人ロ・社会開発
職員会醗(IMPPSD)鱗事録、1996年（和文）

２．アシアグ)社会|)'１発と人lllllIH光

SociillDevell〕mentandHl】ｍａｎｌ)eve1opmen［
ｉｎＡｓｉａ

３．アジア術|量|の人iMj茂鯨'''１発と労l側力にⅢIする調従研究
報ｉｌｆｆｌ}：－マレーシア国一
４．水をめぐる２１世絶の危機
一アジア人I【を無点として－

Wale「CrisisintheTwentyFirstCen[urv
-ProslPectq〕fAsianPopula[iｏｎ愚ndDevelopment-

（内容：．世界社会開発サミット（WSSD)にあわせ、１９９５
年３jlにデンマーク・コペンハーゲンで開雌された人

１コと社会開発に関する国会議員会議議事録｡）

５．スライド

水は９１zきている一人口と水賓源一

WaterisAljve-PopulalionandWとlter
5．黒田俊夫箸了リソース・シリーズＩ国連人ロ会餓20年

の軌跡一ブカレストからカイロヘー｣、1996年（和文）
（内容：国連主催の第一回人ロ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
の国連主催の人口会議に参加し、人口分野における１１ｔ

界的大家である著者が、その推移を慨jilLL、分析した衝）
６．ToshioKurodaoResourceSeries200FromBucha‐

resttoCairo-20YearsofUnitedNationsPopula‐
tionConferences･''１Ｉｇｇｅ（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．了国際女性・人ロ・開発職員会騒』、国際女性・人ロ・
開発磯貝会餓OMPGPD)醗事録、1996年（和文）
（内容：第４回世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５
年９月に東京で開倣された国際女性・人口・開発議貝
会議(IMPGPD)の議事録。同会議には第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議口が参
加した｡）

8．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびボートン・ズアン、グエン．

テイ・タン薯、『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：．世界食料サミットへの淋備として国迎食料農
業機関(FAO)が国連人口鎚金との共同研究された、「人

口附加と土壌劣化」に関する論文の日本語版および、

１０７

Resources-（英語版）

水麸ｲｨ生命(１，－人'二1句水願狐一(['１幽搬HIX）
Ａｉ】・itul-Iidup-Pen(Iuk（ｉａｎＳｕｍｄｅｒＡｉｒ－
(ｲﾝﾄﾞﾈﾝｱ締版）

られている。地球は水の惑星といわれるが飲料や農業

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで開かれ

用に安定して使用できる水の総量は地球上の淡水資源

た、人口と食糎安全保障に関するAFPPD（人口と開

の0.000008％に過ぎない。この水の総量は、有史以来

発に関するアジア議同フォーラム）特別運営譲圓会で、

変わっておらず、人口が増加する分だけ、一人当たり

ベトナム国会社会委員会委貝長グエン・ティ・タン議

使用できる水の量はどんどん減少しているのが現実だ

貝とマグサイサイ賞受賞者である著名な農業学者ボー

が、このことが十分に認識されていない。人口埴加を

トン．ズアン博士の共著論文の日本語版の合本。世界

支えている地球の限界が目の前に迫っていることに警

食料サミットに向けた資料として作成された｡）

告を発している｡）（日本語版版権取得）
9．「国際食料安全保障・人ロ・開発鰻員会麟｣、国際食料

安全保障・人口・開発職員会麟(IMPFSPD)鰻事録、
1997年（和文）
（内容：食料農業機関(FAO)主催の世界食料サミット

（WFS)にあわせ､1996年1】)1にスイス･ジュネーブで開
催された国際食料安全保障・人口・開発議員会議

（IMPFSPD)の議事録。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ルジェーロ事務局長

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：国連人口基金出版物FoodfOrtheFutureの
日本語版。人口増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ざまざな具体例から
解きほぐしている。）

11．国連食糧農業機構(FAO）アリソース・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
宣旨および世界食料サミット行動叶面』、1997年（和文）
（内容：世界食料サミットのローマ宣言と行動計画の
本邦初の翻訳であり、多分野から同文書の日本翻訳の

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
際人ロ開発鰻員会鶴から５年一人ロと開発に関する国
会鱗員会麟宜官文』1998年（和・英）
（内容：カイロの国際人口開発会議から５年目を迎え、

この機会に人口と開発に関する国際議員会議、地域議
員会議の宣言文を巣成。今後の更なる発展のための資
料とした｡）

13.ｒリソース・シリーズ６PopulationPoIicyinAsia」
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
ア国会議貝会議」で呼びかけをおこない、各国の人口

政策を各国政府責任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貝が関与している点で、
類例を見ない｡）

14．『リソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂

かれる水資源一』（和文）
（内容：ワールドウオッチ研究所から刊行されたSandra

Postel箸、WorldwatchPaperl32

DividingtheWaters：ＦｏｏｄSecurity，Ecosystem
Health,andtheNewPoIiticsofScarcityの邦訳。今後
人類社会に大きな制約を与えるのが、淡水資源の不足

である。増え続ける人口を支えるための農業生産もま
た淡水資源の逼迫によって大きく制約を受けると考え

1０８

７月８日

日日

「世界人ロデー」（日本大学会館・ジョイセフ主催、

三好正也経団連参与が就任。

山太郎衆議院議員、理事に清水嘉与子参議院議員、

をオランダ・ハーグに派遣。

ＰＰＤ議長、広瀬次雄常務理事、楠本修主任研究員

「ｌＣＰＰＤ＋５準備会議」出席のため桜井新ＡＦ

ＡＰＤＡ協力）に広瀬次雄常務理事、楠本修主任研

究員、北畑晴代国際課長、星合千春国際課主任が出
席。

人口と開発に関するカナダ国会議員連盟（ＣＡＰＰ
Ｄ）代表団８名が来日。中山太郎国際人口問題議員
懇談会会長、桜井新同会幹事長らと懇談。
ミッドタームレビューミーティングのためユエン・

ルオンＵＮＦＰＡアジア太平洋局副局長が来所。
農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業

・農村基礎調査」調査団をカンボジア国に派遣。
（団長福井清一、大野昭彦、園江満、楠本修）
国際人ロ問題議員懇談会・総会を参議院会館で開

催。阿藤誠国立社会保障・人口問題研究所副所長が
「日本の少子・高齢化」について講義。広瀬次雄常
務理事がミャンマー国及びカンボジア国への議員派

「皿世紀人類は生き残れるか」セミナー開催準備の

遣について説明。
９月８日

ため、広瀬次雄常務理事、遠藤正昭業務推進委員が

９月２日

９月５日

Ｉ

８月姐日

Ｚ月Ⅳ日

１３１１

～９日

新潟市に出張。
本協会理事会開催。

１０９

７

９月旧日

日本財団への助成金及び補助金申請に伴う平成ｕ年
度事業計画並びに収支予算案を承認。新理事長に中

、ごb；

１月

■■■

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

１月
９

２７２３

日日

すでに５～６の国内委ができたという。

◇このところＡＦＰＰＤは元気だ。”票にならない、カ
ネ（利権）にならない〃といわれる人口問題に敢然と
取組む一部日本国国会議員の姿は、まさに”国士〃の
名にふさわしい。
これら議員の熱意と行動力は、世界の国会議員を揺
り動かしている。お膝元のアジアには世界一の議連が
できている。これを契機にアフリカ、中東地域にも旧
力国の国内委員会が設立された。カナダにも、ニュー
ジーランドにも、アメリカ地域でもＩＡＰＧが多くの
国会議員の動員に成功している。ユーロ域内も然り、

ることになった。

◇国連は来年２月、オランダのハーグで、カイロ会議か
ら５年を経た時点での成果や障害になっている点の評
価、検討を行うフォーラム（ＩＣＰＤ＋５）を開く
が、それに先立ちＡＦＰＰＤ（人口と開発に関するア
ジア議員フォーラムⅡ議長、桜井新衆院議員）が世界
各地域の議連に呼びかけ、国会議員活動の評価会議を
開き、ハーグ会議に立法府の立場からの”提言“をす

というから油断は禁物だ。

しかし、それでもなお年間に八千万人もの純増がある

る努力によって、確実に弱まってきている、という。

◇ＵＮＦＰＡ（国連人口基金）が発表した卵「世界人ロ
白書」によると、人口爆発の勢いは過去別年間にわた

苑

人類の平和・福祉の根源である”人口問題“解決へ
のこうした努力は、｜部の”国士〃と、それを支える
人達の頑張りによって人類の尊い安全保障への大きな
流れを作りつつあることに注目したい。（Ｔ・Ｈ）

ｉ二蕊

の憩いの場所となっている。

手露｢Ｊ
Ｆ･￣￣了---

なった。現在、その場所は寺院となり、市民

カンボジア国は度重なる戦乱を終えてな
｢ペン婦人の丘」

御

表紙の1写真説明

この写真はカンボジアの首都プノンペンの

お、不安定さが残り、本格的な復興はこれか
由来となった寺院である。プノンペンはメコ

らである。この国は大国の狭間で最も過酷な

ン河に向かい合うように流れるトンレサップ

選択を迫られ、苦境に追いやられた。２度の

河とバサック河の自然堤防上にある。かって

選挙を経てカンボジアの政治体制は安定を目
そこに住んでいた、ペン婦人が亡き夫を偲ん

ざしており、本格的な復興を果し人々の顔に

で、寺を建てた場所が「ペン婦人の丘（プノ

笑顔が戻る日の早いことを祈りたい。
ンペン）」と呼ばれ、それが土地の名前と
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１１

IIOcCワ
急発進l01Illで約17()cc､趣lⅡI速'()'''１で約llOcCの燃料を狼Hfしてしまいます。
趣1１

sりま
瀧進をlIli1lに１jなえば､その分､Ｃｌ()2などの仰ＩｌｊＩにつながりますも

ｊｉ

･人ひとりにできること､エコ･ドライブ６
と、

［

エコ゜ドライブのために.○つの心が１１ﾅ。
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ｵTていま筑

私たち自動車業界も､環境係全のために｢燃費の改善｣｢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でいます｡そIﾉて､ドライバーのみなさん－人ひとりにできること､エゴ・ドライブ。
③発進は円滑に:急発進１０回で約１７０ccの燃料を浪費Ｃｅ安定走行を:急加速１０回で約110ccの燃料を浪費｡⑳身軽な運転を:１０kgの不要な
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６５ccの燃料を浪費｡⑤適正な空気圧で:空気圧0.5kg/cm2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燕上記の数値は.対象車穂2000CC乗用車(AT)の燃変＝117kｍ/』(１０．１５モード)が計算ベース(自士会調べ）
、

〆

、

一人ひとりにできること｡エコドライズ

‘

畿曰本自動車工業会
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