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巻頭言／世界人口の高齢化と国際高齢者年

大林千一３

ニトーＪ大韓民国ソウルで開催１１Ｆ

へ｛第十五回人口と開発に関する。
■Ｌ、アジア．国会生議員代表トト者会議Ｌ・■Ｌ・

。「世界人口デー」特別シンポジウムー即世紀の少子・高齢化社会

◇人ロの重圧と紛争

嵯峨座晴夫

○六氏に栄誉ある『ＡＰＤＡ賞』

◇大都市の高齢化

中川聡史

○阿部英樹氏が理事に就任

－すふぉｌらむ
４月Ｉコメの関税化始動／コメ政策見
直し・関税化／年内に、㈹億人突破／
少子化対策交付金二千億／温暖化で南
極の氷、海へ／移民受け入れ労働力補
強／ＷＴＯ交渉意思統一急ぐ／移民受

債権放棄額４千億／…………………他

け入れ慎重な検討／資源枯渇で漁業生
産量減／インドネシアがコメ不足／減
反米を家畜のエサに／中東、水不足深
刻に／コメ過剰分、出荷調整／ＯＤＡ

○リプロ・ヘルス・ライッ熟知の人を日本政府代表に
ｌｌＰＰＦ事務局長が要望

「国連人口特別総会」をめぐり人口懇が厳しい注文

○サディックＵＮＦＰＡ事務局長に

⑥国際人ロ問題議員懇談会総会「少子化と教育政策」若林敬子

・新刊紹介／レスター・ブラウン編著環境ビッグバンヘの知的戦略

人口懇合同部会ｌレスタｌＲ・ブラウン博士が講演

・日本は活力ある農業推進で穀物の安全保障を

◇フィリピン・ダバオ日系人の近況

石弘之
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人口と開発’目次
扉･スケッチ徳島阿波踊
杉本雄三･画く元･関西電力病院長＞
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巻頭言

の期間において、ＴＦＲが人口置き

によれば、一九九五年～二○○○年

六・一歳であるものが、二○五○年

口の中位数年齢は、一九九八年で二

推計されている。この結果、世界人

見られており、アジア地域について

換え水準である二・一以下の国・地

齢者年である。国際高齢者年の目的

は二五・六歳であるものが、現在の

には三七・八歳まで上昇するものと

は、高齢者の自立、参加、ケア、自

日本とほぼ同程度である一一一九・三歳

域の人口が世界人□の四四％を占め

己実現及び尊厳を内容とする「高齢

へと上昇するものと推計されている。

本年は、国連の提唱になる国際高

者のための国連原則」の促進・具体

化された社会でなく、関心の共通性

り、世代がそれぞれの道を行く分断

者であり受益者とみなす社会であ

会とは、高齢者を開発における行為

によれば、すべての世代のための社

に向けた国連事務総長のメッセージ

して」となっている。国際高齢者年

「すべての世代のための社会をめざ

マスコミ等、幅広い取り組みが展開

も、政府、地方公共団体、ＮＧＯ、

大きな意義がある。我が国において

が国際高齢者年とされたことには、

上で、二十一世紀を目前とした本年

国が必要な取り組みを促進していく

いて広く認識を高めるとともに、各

むものと見られるなか、高齢化につ

全体の人口の高齢化が今後急速に進

このようにアジア地域、また世界

を認めそれに基づき行動する社会で

されているが、先行して急速に高齢

化であり、また同年のテーマは、

あるとされている。

よれば、合計特殊出生率（ＴＦＲ）

（一・七四）、韓国（一・六五）など

ば、中国（ＴＦＲⅡ一・八○）、タイ

ており、アジア地域について見れ

うか。

心が寄せられていくのではないだろ

化する日本の経験には、今後一層関

昨秋公表された国連の人口推計に

の低下などを背景に、世界人口の増

も、この水準を下回っているものと

（総務庁長官官房高齢社会対策室長）

勢は小さくなってきている。同推計
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ザホテルで開催された。

会議には日本をはじめ、中国、インド、

にこれらの問題に取り組んでいくべきかについて討議した

機、高齢者などの幅広い話題について、今後国会議員がい

ティブ・ヘルス、ライッから環境、食料安全保障、経済

会議ではメインテーマに沿って、ジェンダー、リプロダ

国際機関代表を含め約八○名が参加した。

員と国連人ロ基金、国際家族計画連盟（－ＰＰＦ）など

ア、マレーシア、タイ、フィジーなど計二○カ国の国会

オーストラリ

後援〕が、四月十八・十九日の両日、韓国・ソウル市のプラ

連人口基金（ＵＮＦＰＡ）、国際家族計画連盟ＴＰＰＦ

ロと開発に関するアジア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）、

主催、韓国児童・人口・環境議員連盟（ＣＰＥ）共催、

表者会議」〔財団法人アジア人ロ・開発協会（ＡＰＤＡ

マとする「第十五回人口と開発に関するアジア国会議員

「ハーグ会議後のアジア国会議員の役割」をメインテー

ソウル声明を採択Ｉ
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開会式では、ジュンキュ・パーク韓国国会議長が歓迎

挨拶を行い、中山太郎・国際人ロ問題議員懇談会会長・Ａ

ＰＤＡ理事長が、ＡＰＤＡ理事長就任後はじめての開会挨

拶を行った。引き続いて、桜井新ＡＦＰＰＤ議長、スー・

サンモックＣＰＥ会長、安藤博文ＵＮＦＰＡ事務局次長が

人口、ジェンダー、思春期の青年、高

齢者、障害者、経済危機の問題につい

て、「国会議員は人口と開発のバラン

スを保ちつつ、国民の生活の質を保障

するためにもこのような問題に取り組

む必要がある。

アジア太平洋諸国は、経済の変遷期

にある国、先進国、途上国など、様々

な経済レベルにある国を抱えている。

しかし、経済発展レベルにかかわら

ず、共通のテーマとしてバランスのと

れた『人口と開発』問題があり、それ

に影響があることを心に留めるべき

はあらゆる国の社会構造や国民の生活
達成するための方法を討議する今回の

また、「いかにもっと有効に資源を５

だ」と訴えた。
回の会議のテーマである、リプロダク

会議の意義を明確にした。さらに、今

人ロ・開発問題への対応を
ジュンキュ・パーク国会議長は、

参加者を歓迎した後、ハーグ会議の重

｡!■1

要性について触れ、その共通の目標を

ティブ・ヘルスライッから環境、食料、

それぞれ挨拶し、セッションに入った。

Ｔ■■■■■■■恥口甸■■・
己■■□■〔■｛■》Ｔ■■■。
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グローバル化した社会においてこそ
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第15回人ロと開

められる。

今回の会議で、私たちが情報と知識

いと思います。そして、アジア各国か

たことに対し、深甚なる感謝を捧げた

素晴らしいご協力とご貢献をいただい６

について協議し、人口・開発に関する

を共有し、政策の選択肢ならびにそれ

活用し、不幸な事態を回避するかなど
問題に取り組まない限り問題解決の道

ら参加された国会議員を心より歓迎い

民国と日本は、地理的には一衣帯水の

近きにあり、しかも歴史的に見て極め

て関係が深く、長い縁によって結ばれ

てきました。このような観点から私た

ちは大韓民国の今日の繁栄に心から敬

意を表します。

｜方日本では、人口問題として人口

転換が進みました結果、今、深刻な少

子化に見舞われ、その対策が急務と

なっています。私たちはこのような問

題の対応を、国の基本的な課題として

取り扱うよう、与野党に呼びかけて、

現在、超党派の議員立法として国会に

少子化対策法案を出す準備を進めてい

代表者会議」開催にあたり、まず、本

回人口と開発に関するアジア国会議員

議員の皆様、ご出席の皆様、「第十五

社会が経済の発展に伴って、国民の学

言っているのではありません。日本の

「子供を産みなさい、増やしなさい」と

これは決して、単純に女性たちに

ます。

会議開催国の大韓民国関係者の皆様に

マンーＰＰＦ事務局長、各国代表国会

今回ＡＰＤＡ会議が開かれます大韓

らの立法化に関する意見交換の場にな

ジュンキュ・パーク国会議長閣下、

モーイム・キム韓国厚生大臣閣下、
スー・サンモックＣＰＥ会長、桜井

新ＡＦＰＰＤ議長、安藤博文ＵＮＦＰ

ハエ開発協会理事長）

はない。僅かなできごとが、巨大な変

ィ…～－－$＿い＿～噌洲

Ａ事務局次長、インガー・ブリュッゲ

(財団法人アジア人口６

たします。
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動を引き起こすグローバルで不安定な
今日の社会では、一層の取り組みが求
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第15回人ロと開発に関するアジア国会議員代表者会議

社会整備を行うことを目的に、この法

な問題として取り上げ、法律によって

おりません。こういった問題を社会的

うな環境が、日本では十分整備されて

参画しながら子供たちを育てられるよ

た。こういった中で女性たちが社会に

の結婚の年齢が非常に遅くなりまし

躍する時代がやってまいり、女性たち

果、社会において女性たちが大いに活

社会で働くような条件が整備された結

進学する率が非常に高くなり、さらに

万人の約一・八倍です。いかにアジア

に増加した人口規模、二億二○○

およびヨーロッパの三地域が、同期間

人口規模は、アフリカ、南北アメリカ

たわけです。このアジアで、増加した

ジアの人口は二○億三六○○万人増え

八○○万人でありました。この間にア

七○○万人、アジアの人口は三四億三

一九九五年では、世界人□が五六億八

実に一四億二○○万人でありました。

四○○万人。この内、アジアの人口は

’九五○年の世界人口は、二五億二

四五の水準にあった日米欧の合計特殊

％の間にありましたが、二・一六～三・

生率は、五・四○％。あるいは六・五九

九五○年から五五年の五カ国の合計出

速な出生力の低下を経験しました。一

イ、韓国）では、一九六○年以降、急

（中国、インド、インドネシア、タ

下が見られてきます。アジア五カ国

で、国によっては、急速な出生力の低

また、巨大な人口が増え続ける一方

えておかねばなりません。

で新しく生まれてくるということも考

国の人口をしのぐ人口が、このアジア

の増加が予測されており、ちょうど中

案は現在作られようとしています。

の人口増加が巨大で、世界人口の増加

出生率よりも遙かに高かったというこ

顕著であったことがよくわかります。

現在日本では、人口再生産率が一・

に大きな影響を与えてきたか、という

歴が高度化し、特に女性が上級学校に

三八まで下がり、人口置換率の一一・○

とが考えられます。それが一九六○年

の出生率は低下をして、一九六五年以

ことがよくおわかりいただけると思い

人口増加率そのものは低下しつつあ

降に関しましては、アジア五カ国のほ

八を大きく下回っています。さらに老

なりました。平均寿命が男性が平均七

りますが、このアジア人口増加が、世

うが急速な低下をみせています。その

代以降、アジア五カ国ならびに曰米欧

七歳、女性が八四歳ですから、少子高

界人口に与える巨大なインパクトは、

結果、一九八五年から九五年の中国、

ます。

齢化というものが大変な社会のシステ

今後も数十年続いていくと考えられま

韓国、およびタイの合計特殊出生率

人たちの生命が長く維持できるように

ムの転換を求めてきているということ

す。

－」の原因は、様々なものがあると恩

してきました。

は、日米欧のそれに並ぶまでに低下を

も皆様方、よくご理解をしていただき

一一○○○年から一一○一一一○年までの三十

現在の推計によれば、アジア地域で

さて、今世紀の人口問題を振り返っ

年間で、約一二億二○○○万人の人口

たいと思います。

てみますと、アジアの人口増加が特に

７

因となっており、平均寿命の急速な伸

児の死亡率が激減したことが大きな原

母親の教育水準の向上によって、乳幼

どの保健衛生の高度化と普及、そして

この間、出生時の医療施設の改善な

回ったことが、指摘されています。

て、子供を持つことの利得や便益を上

り、同時に女性の機会費用が増加し

味で多くの子供を産むことがなくな

の面倒の担い手という社会保障的な意

いますが、社会の変化によって、老後

進んでくると思います。

日本以上に激しい速度で少子高齢化が

けですから、今後人口構造からみて、

我が国より、早い速度で達成されたわ

突入することになります。人口転換が

を切って、少子化と高度高齢化社会へ

と考えられています。大韓民国は先陣

ドとインドネシアが二○四○年代後半

中国とタイが二○三○年代後半、イン

の時期は韓国では二○二○年代後半、

になります。国連の資料によれば、そ

とこの高度高齢化社会へ突入すること

普及、女性のエンパワーメントを人口

リプロダクテイブ・ヘルス、ライッの

ご存じの通り、この一行動計画」は、

するという取り決めが行われました。

「国際人口開発会議行動計画」を実行

カイロで開催され、二○一四年までに

四年に国際人口開発会議がエジプトの

世界の人口問題に関しては、一九九

い問題です。

会議員として取り組まなければならな

国家を健全に運営していくために、国

人類の未来のために、そして私たちの８

問題解決方法の中心に置いて、数値目

びもまた達成されてきたということで

標ではなく、社会環境の改善によっ

私たちは、政治家として健全な国家

運営を図りながら、今後いかにして、

す。

人口構造の面から考えると、急激な

本年は、「国際人口開発会議行動計

て、”人口問題の本質的な解決を図る“

画」が採択されて五年目にあたり、二

この地球の中で人類が「平和に生きて

「地球のキャパシティと増え続ける人

月にオランダ・ハーグで「国際フォー

人口増加が起こらなければ、急激な少

口をいかに扶養するか」という人口問

ラム」が開催されました。また、国会

という画期的なパラダイムを果たしま

高齢化を考える場合、六五歳以上の

題に対応しなければなりません。多産

いくことができるか」を真剣に考えな

人口が総人口に占める割合が一五％を

多死から少産少死の人口転換を成し遂

議員会議も桜井新ＡＦＰＰＤ議長の強

した。

超える時期、つまり各国が危険点を超

げた国においては、”高齢化と少子化

力な指導力のもと、同国際フォーラム

子高齢化も生じないといったことです

え、高度高齢社会へと突入する時期が

に対応していく“ことが大きな課題と

に先駆けて、同じオランダのハーグで

ければなりません。

重要になってきます。

なってくるのです。いずれの問題も人

国際人口開発会議評価のための「国際

から、急激な人口増加と少子高齢化

日本は一九九七年にこの転換点を通

口問題の一部であり、私たちが地球と

は、表と裏の関係にあるといえます。

過しましたが、今後アジア各国も続々
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井新ＡＦＰＰＤ議員・ＩＦＰ事務総長

がまとめられました。この宣一一一一回文は桜

名の国会議員によって一ハーグ宣言」

同会議では、世界一○三カ国、二一○

議員フォーラム」が開催されました。

謝を申し上げます。

め、多くの皆様にあらためて、深く感

民国児童・人口・環境議員連盟をはじ

尽力をいただいた大韓民国国会、大韓

また、本会議開催に向けて多大なご

私の挨拶を終わります。

になりますことを期待いたしまして、

力によって、この会議が実り多いもの

ご参加された各国、国会議員のご協

の手でハーグ国際フォーラム、および

人間を信じ、その可能性を信じて

めに、私たちのすべきことについて、

の解決に向けたさらなる努力を行うた

お届けしていると思います。人口問題

が、主催者である財団法人アジア人口

山太郎・国際人口問題議員懇談会会長

参加者を歓迎。その後今回の会議が中

フォーラム（ＡＦＰＰＤ）議長として

人口問題への深刻な影響を与えたこと

ロダクテイブ・ヘルスをはじめとする

アジア経済危機の影響として、リプ

ることを参加者に伝えた。

共に真剣にこの会議を通じて議論をし

に憂慮を示し、人口問題、リプロダク９

めてのアジア国会議員代表者会議であ

(人口と開発に関する
アジア議員フオーラ空議長）
・開発協会の理事長に就任されてはじ

人口と開発に関するアジア議員

人ロ問題の解決に邇進

）桜了井Ｊ新'～■

一一一月に二四カ国から米国・ニューヨー

クで開催された国連人口特別総会最終
準備会議で発表され、各国の深い理解
と共感を得たと聞いています。

今、様々な分野で劇的な変化が生じ
ており、私たちはこの変化を生かし、

次の世代にこの地球をでき得る限り最
良の状態で引き継ぐために、最大の努
力をしようではありませんか。

この会議は「ハーグ会議後のアジア

国会議員の役割」をテーマに掲げてい
ます。

国会議員として、行動計画の評価を

(要／旨）

てまいりたいと思います。

行ったハーグ会議の成果は、お手元に

挨口拶

長期的な反映を獲得するためには何よ

フォーラム、三月にニューヨークで開

宣言」にまとめられ、ハーグの国際

結果は、国際議員フォーラム｜ハーグ

りも重要な支出で、財政が厳しくなっ

催された「国連人口特別総会準備会

ティブ・ヘルス分野に対する支出は、

ても人口や保健、教育などの分野の支

議」でも発表した。五年間の進捗状況

達成のためには資金が大幅に不足して

出の削減を防ぐことが必要だ、と訴え

続いて「社会的な混乱によって、最

おり、各国の資金を人口問題に向ける

の評価を行った結果、行動計画の目標

も被害を受けるのは社会的な弱者、そ

ことは、予算審議を行う国会議員の重

た。

の中でも人類の未来のために、最も重

要な役割である、と述べた。

終準備会議で、国連人口特別総会に提

また、ニューヨークで開催された最

視されなければならない子供、そして

その母親たちが最も過酷な状態に置か
れてしまう。

います。もし人間がその知恵を生か

を信じて、人口問題の解決に邇進して

期的な視点からみた、合理的な基準と

の討議を踏まえ、人口問題が教える長

し、ハーグの「国際議員フォーラム」

出される「国連事務総長報告案」に対

し、その知恵が教える未来のために働

様々な国際合意や国際協定が整合的な

私たちは、人間を信じ、その可能性

けないのであるのならば、私たちの存

ものとなるよう提言した。

アジア議員フォーラムは、カイロ会

在意義はどこにあるのでありましょ
う。私たちは可能性を信じて、その未

議員会議を開催し、この活動の中から

議以降、国連主催の政府間会議にあわ
さらに続けて、本年二月にオランダ

アフリカ・アラブ地域における国会議

来を創るために働こうではありません

国のハーグで開催された「国際人口開

員フォーラムの設立など数多くの成果

せて、様々な人口と開発に関する国会

発会議評価のための国会議員フォーラ

が生まれている。人口と開発問題に関

か」、と参加者を鼓舞した。

ム（ＩＦＰ）」に言及した。同会議の
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〔写真･右頁〕日本議員団：右から石井一二(参）・狩野
安(参）・松岡利勝(衆）・広中和歌子(参）
・山中輝子（衆）議員

おり、これからますます国会議員の役

する新しい潮流はアジアから起こって
け締めくくった。

手を取り合って活動をしようと呼びか

運を決める問題を解決するために共に

には人口・開発問題に取り組む議員組

ことがなされてきた。それまでは韓国

’九九四年のカイロ会議以降、様々な

i蔵ﾐﾖ：

「スー･サンモツク、

Y［■,111議員連盟：会長）

(韓国児童･人口｡)環境

年マニラで開かれた「アジア国会議員

代表者会議」に出席した際、他国の参

加者から「韓国には人口と開発に関す

る国会議員の組織はないのですか」と

問われたことをきっかけにＣＰＥを設

立した。

現在の韓国の人口と開発の現状につ

いては、人口問題、家族計画、女性の

教育及び一雇用がうまくいっており、全

体的には良い状況にある。韓国の人口

・開発政策は、最終的には一般の人々

の生活の質を向上させることを目標に

している。

題の重要性がますます大きくなってき

きているが、その中で人口と開発の問

長期的に考えなければならない時期に

二十一世紀を目前にひかえ、将来を

の生活や生活の質に密接に関連してい

たは間接的にすべてが、私たちの日常

カバーしているが、これらは、直接ま

ソースの動員等、非常に幅広い分野を

環境、それから食料の安全保障、リ

問題を議題として取り上げて欲しいと

に対応していかなければならず、この

として皆が同じ地域レベルでこの状況

朝鮮の食料不足の問題について、隣国

ず、ますます問題が深刻化している北

一方、全世界の努力にもかかわら

ている。人口と開発の問題は、リプロ

空前のこの経済危機に直面し、アジ

要請した。

る。

人口と開発に関する問題に対して、

ダクテイブ・ヘルス、ジェンダーの平

経済危機の中でも一層の地域協力を

織は存在していなかったが、’九九六

割は大きなものとなる。人口問題をは
じめ、食料、環境問題など、人類の命

■鯨M罰面､9霧

人ロ・開発問題解決のため、アジアは

(要■旨）

等、公正、女性のエンパワーメント、

１Ｊ

検■L口拶

ア地域で解決していかなければいけな
い問題が山積されており、特に経済危

機を理由にこの分野への支出削減を
図っている政府があらわれるなど、人
口・開発問題は一層非常に重大な事態
に直面している。

最近の経済構造調整にはその問題の

人的側面が無視され、人的資源や社会
開発が見落とされ、恵まれない人たち
の要求が全く考慮されていない。議員
は、そういった人たちの声を反映し、
同時にＮＧＯや一般市民からのサポー

トを得て効果的に成功樫に計画を達成

li i i ili

安〕藤曰博(文

-ﾅﾌｨｽiﾐｻﾃﾞ江口ﾂﾞ譽鵜拳Ｌ

.(率冬P毫鶚鵜長賞．

トワークの構築が必要となるが、ＣＰ

もっと多くの地域会合や協力的なネッ

確信する。また前進するためには、

ために、この会議が大きく貢献すると

これからなすべき行動を前進させる

たものだろうと思います。現在国連はを完了し、残りの章については、来月

ついて協議されることは大変時宜を得ブ・ヘルスと移民ｌの問題の見直し

計画の実行における国会議員の役割に教育、思春期の若者のリプロダクティ

催されました国際人口開発会議の行動ス、女性のエンパワーメン卜、人口と

まりいただき、一九九四年カイロで開計画を含むリプロダクテイブ・ヘル

べ締めくくった。

的には大変厳しい制約のなか、準備委す。

Ｅも惜しまず協力をする、と抱負を述

こうして国会議員の皆様方にお集員会はほとんど実際的葱問題ｌ家族

－ＣＰＤの行動計画を現実のものと
するのに必要なのは政治的な意志

(代■曰読）

「カイロ会議から五年」ということにも開催される次回の準備会議で取り
で、行動計画の目標達成のための見直上げられることになっています。これ
し作業をしており、政府間準備会議がに関連して、ＵＮＦＰＡを代表して、
二週間前に国連で開催され、「事務総「人口と開発に関するアジア国会議員
長報告案」の検討を行いました。時間フォーラム」に心から御礼申し上げま

する必要がある。

挨ｌＤＬ)拶
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言をいただき、先週のニューヨークの

し、ハーグ・フォーラムの場でもご発

として会議開催に主導的な役割を果た

員会議の運営委員会議長及び事務総長

ジュールのなか、このハーグの国際議

長の桜井新先生は、大変忙しいスケ

ム」が開催されました。ＡＦＰＰＤ議

いたしまして、「国際議員フォーラ

ＰＤ＋５」のプロセスの重要な一環と

ＡＦＰＰＤのご尽力で二月に「ＩＣ

きています。

Ｓなどに積極的に取り組む必要がでて

速な都市化、高齢化、ＨＩＶ／ＡＩＤ

を越えた人口移動、食料安全保障、急

人口に関する新しい問題、とりわけ国

性があります。アジア諸国は間もなく

アジア地域で幾分強化し拡大する必要

クテイブ・ヘルス・サービスを、この

には家族計画サービスを含むリプロダ

いことが原因で、これを改善するため

ませんｃ国会議員の皆様方は自国の議

ナー国は二○億ドルしか支出しており

この公約をほぼ達成しましたが、ド

済危機状況にあるのにもかかわらず、

う数字が設定されました。途上国は経

ル、そして途上国は一一三億ドルとい

が設定され、ドナー国からは五七億ド

ドルを支出しようという財政的な目標

は、毎年人口に関わる問題で一七○億

の行動計画では、二○○○年までに

ます。ここアジアでもその人口は毎年

で、毎年八○○○万の人口が増えてい

率が減ってきましたが、まだ地球上

ムはかなり成功し、人口もかなり伸び

中心に人口、そして家族計画プログラ

的を射たものと思います。東アジアを

皆様方にお話しいただくことは大変に

いう形で行動計画を実施していくか、

を整備し、最も重要な資源の動員、特に

こういった新しい人口問題に対して法

は非政府組織、民衆の注意を喚起し、

しく発生する問題に対して、政府また

も国家でリーダーでもあられます。新

議員で、国会議員はコミューーティーで

ユニークな橋渡し役ができるのが国会

す。国民と政府を結びつける、まさに

変重要な役割を持っているといえま

は、個人としてもグループとしても大

画に記されているように、国会議員

そういった意味で、ＩＣＰＤ行動計

む約二億五○○○万の若いカップルを

んな数字を考えますと、家族計画を望

ドル使っていると指摘されました。そ

○億ドル、そしてタバコに四○○○億

に毎年八○○○億ドル、お酒に六○○

議で、インドの副大統領が世界は軍備

し前回のニューデリーでのＡＰＤＡ会

数字に聞こえるかもしれません。しか

毎年五七億ドルというのは天文学的

を果たすよう催促することもできます。

の対話を通じて、ドナー国にその責任

ができますし、このような国際会議で

会を通じて国内の財源を動員すること

準備会議にもご出席いただいたことを

五○○○万増えており、これは韓国の

財源について国内レベルでまた国際的に

ハーグの議員フォーラム以降、どう

感謝いたします。

人口規模に匹敵いたします。これから

含む若者のニーズを満たす支出はわず

かなものです。ＩＣＰＤの行動計画を

動員していただけるのも国会議員です。
ご承知のように、カイロのＩＣＰＤ

子供を産む時代に入る若い人々に十分
万遍なくサービスが行きわたっていな

1３

されました。そしてこの行動計画に

は、いくつかの人口と開発にかかわる

盟、そして人口と開発の分野で積極的
に参加し、コミットしていただいてい

目標が、一九九五年から二○一五年ま

現実のものとするのに必要なのは政治

るＡＦＰＰＤに御礼を申し上げ、今後

的な意志であると思います。

最後になりますが、あらためて、主

ントを図り、それと同時にそうするこ

Ｄ行動計画では、女性のエンパワーメ

うものでありますｃとりわけ、ＩＣＰ

続可能な開発を通じて実現しようとい

性・男性、一人ひとりの生活の質を持

このＩＣＰＤ行動計画は、まさに女

での今後二十年間にわたって何を為す

ＦＩＩ二▲

ともＵＮＦＰＡへの引き続きご支援を

代

べきかが規定されています。

」①ＤｌＳ》１》→

催者の財団法人アジア人口・開発協会

征一ぷ．くゐ．

お願いいたします。

●】こ

▼『

私は十九年前、韓国国会の人口開発委員会のメンバーとし

←一（へ（■荊変》一『》〔》Ｉ（←□二（密》》（｛〕一節胆）い」（吋口一いつ》←一一コ」に麺｛壬〉二一一一つ’

不良や女性の地位の低さが原因で、社

れば、（貧困に付随する問題の）栄養

貧困にも影響いたしましょう。そうな

講演
■‐い
］一Ｆ□■ＬｙＬＩ

０埒凸一十

びｆ，．。

』いく十『Ⅱ‐三一‐』．｛〈］。一一ｏい、二】屯一一一・・

とによって、あまねく人々の生活への

質を高めようと考えたわけです。

人々の生活の質は、人口の変化、パ

ターン、そして天然資源の利用のされ

方、そして環境のあり方、また、経済

・社会的発展のペースや質とも関わっ

て活動しておりました。この機会にお話しできることは大変

会経済的なサービスへのアクセスが限

ています。例えば、人口が伸びれば、

な喜びであり感慨深いものがあります。中山太郎先生には、

しまいます。

ルス・サービスも受けられなくなって

定され、そしてリプロダクテイブ・ヘ
とおり、一九九四年に「国際人口開発会議」行動計画が採択

各国議員の先生方そして、ご参会の皆様にはよくご存じの

こうした機会をいただいたことを心から御礼申し上げます。

〉蝋一一一口（《蝋ゴーに一万駁【一口一ｈコ。（榊郷「一へ一一二一□｝Ⅱ曰■分口已■》■》【へ）

■汀Ｆ□い■Ｌ■」□■」匿尭■｛Ⅵ癬亙■刊■■■■■■■■（「■・

ｒ■ｊ」ゴ■螂噸■■汀■・

Ｉ〈、｛．》〉二｜缶↓一・・へ。》」（》》牢．ｒ・‐八一一》へ」一記一戸‐少・距睾‐」託〉館（・雫・池》》‐｜峠・てい味一．〈・〈・いや・「｜・季諏．｜

柄

二匙司叶ⅢＰ

’二；へｊ・訓｜｜’（」に一・・一へ：》：一

そして、韓国児童・人口・環境議員連

人ロ問題の 国際援助職
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その人々の生活の質を高めることが大

心地である途上国では、持続ある形で

であるため、将来世界の人口増加の中

このように複雑に関わっている問題

びは急激に下がりました。

考えたわけです。その結果、人口の伸

経済状況、経済発展の充実を図ろうと

を強力に実行し、それによって、社会

生活の質や、より高いレベルのサービ

ません。その人口の伸びに併せて高い

ることになります。それだけではあり

地域の人口が、毎年五○○○万程増え

ここ韓国の例をとってみますと、一

するよう調っています。

国は政治的な行動や国民の注意を喚起

経済・環境問題のリンクについて、各

り、その結果、人口とその国の社会・

包括的な問題であることを強調してお

発というのは相互に深く関わっている

ＩＣＰＤプログラムでは、人口と開

ん。

えで常に考慮されなければなりませ

の政策・立案・実行・監視・評価のう

な開発、資源の配分を考えるとき、そ

人口はあらゆるレベルで持続的な可能

活の質の低下を回避する社会的な安全

れが、経済の不況の中でも、人々の生

たことで人口政策が転換し、そしてそ

ように韓国では、人口の伸びが下がっ

クに対して力点を置いています。この

口とその他の開発に関わる問題のリン

して、ＩＣＰＤ行動計画に遵守した人

活の質と福祉向上が調われており、そ

口政策のもとでは、もっぱら国民の生

策に移行を図ったわけです。新しい人

一九九六年には新しい人口に関わる政

も従来の人口コントロール政策から、

率を達成したことで、韓国政府として

ゆる人口置換レベルを下回る人口成長

そして一九八○年代半ば以降、いわ

るために必要だと考えます。ＩＣＰＤ

低い国では生活の質や福祉を充実させ

びを抑制するうえで、そして出生率の

計画は、出生率の高い国では人口の伸

多いということで、やはり今でも家族

性的な問題、人工中絶や性的な差別も

た。しかしエイズ患者の増加、青年の

て必要かと問う声が出てまいりまし

率になった国では、家族計画が果たし

最近、人口置換レベルを下回る出生

まいります。

の向上のために引き続き重要になって

Ｄの究極的な目標、すなわち生活の質

一世紀の人口コントロールは、ＩＣＰ

スが求められることになります。二十

変難しくなっています。だからこそ、

九六○年代初期まで経済発展はなかな

行動計画は、家族計画プログラムを人

ら、もっと権利を重視したアプローチ

ネットとして重要な役割を果たしてい
さて、皆様方中山太郎先生がおっ

に転換することを求めています。そし

か進まず、人口は急成長し、貧困の状
は、一九六二年にスタートした『第一

しゃったように、ここアジアの人口は

て、すべての国の重要なプログラムと

口コントロールを目的としたものか

次五カ年経済開発計画』の一環とし

約三六億人で、平均の年間人口増加率

して、一般的なヘルス・プログラムに

ます。

て、『国家家族計画』を採択しまし

は一・四％です。ということは、この

態が蔓延しておりました。韓国政府

た。国家としての家族計画プログラム

１５

リプロダクテイブ・ヘルスを入れるよ

え、女性に対する差別を撤廃しなけれ

質を向上するうえで重要な要素であり

れでもやはり立法の面でも、リプロダ

的にも様々な変化をさせましたが、そ

野において政策的、法的あるいは制度

くの国がリプロダクテイブ・ヘルス分

性の保護、男女による性差別の撤廃、

りました。一九九五年に男女平等、母

ようという努力を立法面で支えてまい

ＰＤの会議以降、男女性差別を撤廃し

韓国の場合で申し上げますと、ＩＣ

な環境破壊が見られています。ですか

化、淡水資源の洞渇または汚染のよう

図り、その結果、土壌の浸食、砂漠

食料の需要を満たすために食料増産を

がますます高まっています。増加する

の自給自足を脅かすように食料の需要

ます。途上国では人口が増大し、食料

クテイブ・ライッ、そしてリプロダク

また女性の能力の開発や社会経済活動

ら、食料安全保障を達成するというこ

ばなりません。

テイブ・ヘルスをこれから全面的にサ

の活発な参加を推進するため「女性開

とは、健康な環境をつくることに他な

うに求めています。ＩＣＰＤ以来、多

ポートしていかなければなりません。

発基本法一を制定しました。

の輪を加速させています。ポリシーレ

人々がたくさんあります。これが貧困

そして、多すぎる妊娠に苦しんでいる

くしたり、栄養不良に悩み、早すぎる

おいて女性の地位は不利で、健康を悪

強化されなければなりません。社会に

性のエン．ハワーメント、これもさらに

携をして、国際条約または国際協定を

体は市民社会とりわけ『ＮＧＯ』と連

定しました。こういう意味で、議員団

には、「家庭内暴力予防特別法」を制

罰及び被害者保護法一を、一九九八年

めに、一九九四年に「性的犯罪者の加

全般を家庭内暴力や性犯罪から守るた

また、青年期にある女性を含む女性

今日、食料安全保障は、適切な食料

のなかで制定されなければなりません。

括的な政策が、人口増加という枠組み

ためには、持続可能な開発のための包

あるわけであります。これを達成する

ように人口の動向をもってくる必要が

る持続可能な開発のレベルと一致する

国民の生活の質を向上によってなされ

りません。食料の安全保障を通じて、

ベルでの大きな試練は、ジェンダーの

活用することを推進し、国レベルで男

男女のジェンダーの平等、そして女

平等を正当化させ、人口や開発にかか

場合、食料生産は一九八五年から一九

の流通とその食料を購入する所得の向

九七年までに、一五％落ちて年間七○

女平等を達成する状況の進捗を測定す

さて皆様、食料の人手可能性、食料

わる選択肢や制度的な整備に入れなけ
させるということです。また、立法に

へのアクセス、食料の利用等によって

一万トンから六○三万トンに落ちてい

上に大きく影響されています。韓国の
おきましては、「女性に対するあらゆ

決定される食料安全保障は、国民の健

ます。その間、人口は四○八○万人か

べきであります。

る差別撤廃条約「のような国際条約に

康にして活発な生活の維持や、生活の

ればいけない基本的な価値として認め

沿って、すべての国々が法制度を変
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るための国際的な努力は、人口の問題

レベルの両方で食料安全保障を確立す

ります。従って、国及びグローバルな

際貿易の向上によるところが大きくあ

れは、人口の成長率を抑え、所得と国

するというのは達成されています。こ

おいて、男女が平等に食料にアクセス

％）。しかし、韓国の食料安全保障に

し、生活のための犯罪、自殺、酒や麻

得、健康、教育、社会の安寧に影響

％に近づいています。この危機は、所

する前の二％から、六％増えて、約八

率は一九九七年の十一月に危機が発生

の悪影響がもたらされています。失業

しました。加えて、広範な社会経済へ

て、実質所得の低下や大量失業が発生

韓国では、金融と経済の危機によっ

緊急援助を必要としているすべての失

層の失業世帯を優先しながら、支援や

の質を確保するために、とりわけ貧困

済危機下にある国々では、国民の生活

削減を引き起こします。とりわけ、経

要不可欠なサービスに関する公供費の

スを含むヘルス・ケアや教育など、必

社会危機はリプロダクテイブ・ヘル

よ》っな社会的な影響が、とりわけ女性

にフォーカスする必要があります。同

薬の常習、家庭内暴力、家族の離散

業者たちに基本的な生計を保障しなけ

人的または資金不足が主な制約です。

時に、適切な食料の配当システムや持

（離婚や家族の放棄等）、栄養不良の

ればなりません。貧しい家庭のため

ら四六○○万人へと増えています。そ

続可能な食料供給のシステムの維持を

家族、ホームレスなどが増加していま

に、サービスの質はそのままで、教育

を世帯主とする失業世帯で起きていま

通じて食料のアクセスの可能性を向上

す。これらはすべて社会不安を反映し

やヘルス・ケアを保障するような措置

最近の金融と経済の危機によって、多

させなければなりません。また食料の

ています。特に、高齢者を抱えた失業

や、社会の最小単位としての家族の機

の為、食料輸入が一○三・二％増えて

アクセスを確保するためには、国際貿

世帯の生活・健康問題はとりわけ深刻

能を助けることを焦点に置いた措置が

す。こういった社会経済の問題と取り

易のルールが長期の展望に一貫したも

であります。こういう経済危機の場

必要です。貧困を解決するための戦略

くのアジアの国々が悪影響を受けて、

のでなければなりません。

合、労働市場では低賃金、長い労働時

をつくっていかなければなりません。

約七三一一一万トンから約一四九○万トン

この地域のほとんどの国々は、開発

間、｜雇用の保障、保育所の不足などを

そのために、政府はソーシャル・セー

組むため、国民健康保険や国民年金保

計画のなかに人口の問題を統合してい

含め女性が差別を受けやすいわけであ

フティ・ネットワークを確立し、社会

目標達成を難しくしています。

ます。しかし、ＩＣＰＤの行動計画を

ります。その結果、家族の健康状況の

問題を解決したり国民の生活の質を維

になりました（自給自足率五七・九

実行するにあたっての正否は様々であ

悪化、子供の世話や子供の放棄などの

年実行されました。

険プログラム等が採択され、一九八八

ります。政治的なコミットメントや、

ﾉ７

結論としては、国民の生活の質を二

りません。

と財政的に持続可能にしていかねばな

とりわけ最近経済危機を経験した諸国

るからであります。国会議員はまた、

食料安全保障を含む環境問題を統合す

らば、人口問題こそ、社会経済問題と

快適であることをお祈りします。あり

本会議の成功と、ソウルでの滞在が

定めていくことを楽しみにしています。

開発の共通の目標を達成する方法を見

国際社会が協調できる分野や、人口と

なりません。韓国は、各国と協力し、

十一世紀において保証するために、国

に対して、人口問題に関する国際援助

がとうございました。

いていかなければなりません。なぜな

会議員は、すべての政治、立法活動を

を強化するために働いていかなければ

持できるよう、社会プログラムをもっ

通して、人口問題に大いなる注目をさ

１８

「すべての人は肉体的、精神的に最高

水準を達成する権利があり、国は男女

の平等、そして家族計画を、それから

性のヘルスを含むリプロダクテイブ・

され、かなりの進歩が認められたこと

会議以降各国で行動計画の実行が推進

会議に参加しました。そこではカイロ

二カ月ほど前に、オランダのハーグ

ログラムは、個人のリプロダクテイブ

おり、リプロダクテイブ・ヘルス・プ

ヘルスとライッは互いに深く関連して

があります。このリプロダクテイブ・

動に関しては、なお大幅な改善の余地

る」と調われています。

と教育とその手段を担保する権利があ

の間隔を選ぶ権利と、そのための情報

に、そして責任を持って子供の数とそ

い。そしてすべての夫婦や個人は自由

に、適切な対策をとらなければならな

ヘルス・ケアへのアクセス確保のため

が報告されました。特に、リプロダク

・ライッを基盤とした政策に大きく依

プロダクテイブ・ライッとリプロダク

よって私たち国会議員には、特にリ

テイブ・ヘルスにおいては飛躍的な成

ＩＣＰＤ行動計画の第二章では、

存しているわけです。

ブ・ライッのための基本的な政策的行

果が見られたものの、リプロダクテイ

人口問題解決のために
カトリック協会との合意を

』。Ｒ膠ネレウス・Ｏｐアコスタ議員（フィリピン）

’
苧:演ノ
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を、国の人口政策と持続可能な開発戦

ロダクテイブ・ヘルス・プログラム

ＩＣＰＤは、各国に家族計画やリプ

いて経験を分かち合うことが必要です。

実のものとなるよう、効果的な政策につ

ＣＰＤのビジョンをすべての市民に現

または既存のものをさらに強化し、Ｉ

ず、新しいパートナーシップを作るか

と考えられていましたから、これは根

して扱われ、健康問題は副次的なもの

今まで、家族計画は人口政策の問題と

として扱われるようになったのです。

家族計画は人口問題のなかの健康問題

轄する厚生省にその権限が移管され、

管理局である人口委員会から健康を所

家族計画プログラムは、今までの人口

フィリピンはその典型的な例です。

ことの権利を主張し、それをリプロダ

は違います。私たちはまず人が生きる

あってはならないのですが、現実的に

ＰＤ行動計画の達成には、全く障害が

い」と認識しています。そのためＩＣ

クテイブ・ヘルスは「人権に他ならな

います。

暴力、そして、栄養、の要素を含んで

に関する相談と教育、⑪女性に対する

と治療、側中絶の予防、㈲子宮・卵管

略に組み入れることの必要性を認識さ

本的な政策の変更があったことになり

クテイブ・ヘルス・プログラムに反映

っっ、家族計画プログラムから包括的

せました。人口関連の政策過程におい

ます。リプロダクテイブ・ヘルスのア

させなければなりません。例えばフィ

ティブ・ヘルスに関する政策につい

て、いろいろな部門で進捗が見られて

プローチに家族計画が統合され、患者

リピンでは、破傷風の予防接種を受け

系感染の予防と治療、⑪乳ガン及びリ

いますが、個別の面においては、依然

のニーズ、文化の問題、情報・教育・

た女性が一九九三年は六四・四％だっ

な性行動に関する健康を含むリプロダ

なされなければならないことが数多く

コミュニケーションを、男性を含めて

たのが、一九九八年には六九・一％に

て、ＩＣＰＤの目標を達成可能にする

あります。

実施することが強調されました。これ

まで上っており、安全な母性が重視さ

プロダクテイブ・システムに関連した

ＩＣＰＤのリプロダクテイブ・ライ

はまた、リプロダクテイブ・ヘルスや

れていることを示しています。

クテイブ・ヘルスの手法へと政策が移

ッとヘルスに関する課題に対する対応

性行動に関する健康サービスとして包

もう一つ、フィリピンにおいて進歩

ような政策的環境を創る責任が与えら

は様々です。ある国では国家政策とし

括的な対応をとることを意味していま

が見られるのは、リプロダクテイブ・

病気の予防と治療、⑧セクシャルティ

て、また女性の健康問題対策法の一環

す。ＩＣＰＤの定義では、リプロダク

ヘルス・プログラムの成功における市

行されました。

としてリプロダクテイブ・ヘルスに取

テイブ・ヘルスとは、㈲家族計画、⑪

民社会のかかわりです。健康と人口の

れているわけです。そのためには、ま

り組んでいるところもあります。各国

産科系ケア、何不妊・生殖問題の予防

また、ＩＣＰＤにおいてはリプロダ

においてケアの質ということを強調し

１９

ＧＯが各国の政府とパートナーシップ

効なパートナーと認識されており、Ｎ

のＩＣＰＤの行動計画実施における有

せん。フィリピンは一九九五年のレイ

実現、自己決定ができなければなりま

法的な制約から解放され、十分な自己

ニークです。女性は文化的、社会的、

このＩＣＰＤの目標が達成できない

ればなりません。

を高めていくような活動を推進しなけ

にある相関関係について、もっと意識

テイブ・ヘルス、そして開発問題の問

ます。ですから人口問題、リプロダク

または二次的な問題ととらえられてい

を組みながら、政策策定のレベル、ま

プ禁止法をはじめ、現在審議中の家庭

ることを認識している点から見てもユ

たサービスの供給レベルにおいて積極

内暴力法等、社会における女性の地位

最大の要因は、社会的また文化的な部

戦略を立てるにあたり、市民社会がこ

的に参加をしています。

と健康が保障されるよう、いろいろな

分にあるといえます。フィリピンで

フィリピンでは、八万程のＮＧＯが

法律を制定しています。

に対する暴力、社会における女性の立

ＰＤの行動計画の達成においても女性

真っ正面から取り上げています。ＩＣ

また、女性に対する暴力に対しても

だといえるかもしれません。

ジアのなかでも最も市民社会が強い国

の数から判断すると、フィリピンはア

従事しているものもあります。ＮＧＯ

リプロダクテイブ・ヘルスやライッに

発、教育、環境、ヘルス・ケアそして

・ヘルスの問題などより優先されてし

の方が、家族計画やリプロダクテイブ

うな経済危機のなかでは国家開発計画

入を非常に困難にしています。このよ

ダクテイブ・ヘルス・プログラムの導

目標を達成するための包括的なリプロ

財政的な制約等が原因で、ＩＣＰＤの

済危機による、為替のレートの変化、

は不十分です。特にアジアの最近の経

このＩＣＰＤの行動計画を遵守するに

策作りが行われていますが、まだまだ

アジアにおいて、いろいろな形で政

問題やリプロダクテイブ・ヘルスにつ

の安全保障等を網羅した観点から人口

私たちは、健康、社会、環境、食料

対しているからです。

ルスの考え方そのものに真っ向から反

使用について）リプロダクテイブ・ヘ

テイブ・ヘルス、人工的な避妊方法の

いる（特に青年の性及びリプロダク

はＩＣＰＤ行動計画のなかに調われて

ています。なぜなら、カトリック教会

び開発政策を法律化することに反対し

は、カトリック教会が全国的な人口及

登録しており、それらのなかには開

場に目をつぶっていては問題を解決す

結果的には社会に有意義なもとなりま

いて討議を行っています。その議論は
また途上国のなかでは人口問題やリ

す。しかしながら、フィリピンのカト

ることはできません。人口の半分をし

プロダクテイブ・ヘルスの問題が、経

リック教会は、このようなリプロダク

まいます。

済成長や貧困の撲滅とはかけ離れた、

める女性は開発の鍵を握っているから
です。

ＩＣＰＤの行動計画は、明確に女性

が持続可能な開発に大きく貢献してい
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しているわけです。このような状況の

防と管理について、国家の保健政策に

またＳＴＤ、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの予

う精神社会、ジェングー、そして感情

落とされたり、個人の健康や幸福をい

ッの社会的、経済的、政治的側面を見

任されています。その結果、セクシャ

ため、私たちはカトリック教会と話し

おいてもっと注目されなければいけま

的観点に注意が払われにくくなってい

題として政策を練っていかなければい

合い、同意作りに力を入れています。

せん。各国で性感染症の管理がリプロ

ます。議員として、私たちは人権に基

ティブ・ヘルスの問題を道徳の問題と

では、次に青年のリプロダクテイブ

ダクテイブ・ヘルスには欠かせないこ

づいた政策を通じて、国民のリプロダ

ル・ヘルスやリプログクテイブ・ライ

・ヘルスについてお話しをします。こ

とは認識されていますが、同時にプラ

クテイブ・ヘルス、ライッの向上を図

けません。

れはアジア諸国の議題として取り上げ

イマリー・ヘルス・ケア・レベルでこ

して取り上げ、非常に狭い観点で議論

られていますが、青年のリプロダク

●討議

ムからの課題でもあります。

カイロの行動計画やハーグ・フォーラ

ることができるユニークな立場にあり
地方ではＳＴＤに関する感染データ

のようなサービスを提供することに限

アジアでは青年の性などを話すことは

や検査法が整備されておらず、対象は

テイブ・ヘルスに対する権利を擁護す

タブー視されているため、青年のヘル

既婚女性のみで、男性また独身女性に

ます。これが私たちの最大の責任で、

ス・ケア、そしてリプロダクテイブ・

対して提供されていません。また道義

界を感じています。

ヘルス・サービスへのアクセスが、非

的、文化的な面が性感染症の対策政策

る政治的活動は依然弱いといえます。

常に不十分です。

そしてその他青年自身と共にこのよう

者、政策決定者、宗教指導者、先生、

念頭に対応するようになっています。

関連施設及びサービスは、既婚女性を

す。多くのリプロダクテイブ・ヘルス

の大変重要な分野での本当の意味での

者の抵抗に対応しておかなければ、こ

て何か提案はないだろうか。宗教関係

宗教関係者の抵抗に対する施策とし

■オーストラリア

な問題をもっと幅広く討議し、彼らの

これでは、政府が青年や未婚の男女に

前進はない。

作りに非常に大きな障害となっていま

行動、ニーズ、知識を高めていかなけ

もサービスを提供することを求めてい

ですから我々は、両親、政治的指導

ればいけません。事実、既婚・未婚問

ー示教界からの抵抗や反対に取り組ん

■アコスタ

る行動計画の方針に反します。

は、主に健康関連組織や専門家たちに

現在リプロダクテイブ・ヘルス政策

わず、アジアの青年たちはリプロダク

テイブ。ヘルスについて知識が低く、
私たち議員はこれらの問題を大きな課

2J

き、そして人口の伸びを減らすことが

も、そのような視点で考えることがで

同様な問題を抱えているが、これを教

できる。現在、パキスタンの人口の伸

ム国家ということで、カソリシズムと

去においては、感情的または情緒的に

育で克服しつつある。国民が人口を環

びは一・五％も下がって二％台である。

でいくには、合理的な議論が必要。過

議論を行ってきたが、これからはもっ

境、健康、食料という視点で教育を受

できない。

であり、現場のカトリック教会は反対

と言えば、それは健康の側面からの話

が、もう子供は欲しくないので避妊を

ない。例えば、子供が八人いる母親

に対して草の根レベルの教会は反対し

にあれば、リプロダクテイブ・ヘルス

働いていると、ヘルス，ケアがベース

どういう教材を作る必要があるのか、

学校なりビデオやテレビ番組を通じて

どういう資料を作る必要があるのか、

ある。どういう資料が既にあるのか、

で経験を共有し合う必要がある問題で

考えると、これは中・長期的ビジョン

な問題だと思う。そのような視点から

庭の問題だけではなく、国際的に重要

対する暴力の問題にしても、これは家

セクシャリティに関する教育も女性に

教育ということに関して私も同感。

し、様々な経験を集積しデーターとし

ワーク（各国の成功や失敗の事例に関

界的な、もしくはアジア地域のネット

タやＥメール、またＦＡＸを使って世

いう提案には大いに同感。コンピュー

生の特に最後の「情報を共有する」と

のかもしれないが、それとは別に）先

産国である。（その意味で責任がある

オなどの生産に関しては、日本も大生

ていると議論された。そのようなビデ

シャリティの問題に大きな影響を与え

人口・開発に関するアジア地域情報ネットワークの構築

ロ日本ｌ山中 輝子

けていれば、宗教界の影響があって

と理知的に話し合う必要がある。
フィリピンは、名目的には八五％が

カトリック信者で、東南アジアで唯一
のカトリック国といわれているが、カ

トリック教会の影響力は過大評価され

も現実に届すると思う。フィリピンの

てすべての国々が取り出すことができ

ている。確かに影響はあるが、現場で

社会経済システムでも、今そうした趨

そんなことも含めていろいろ議論がで

る情報）を作ったらどうかと思う。

いずれフィリピンのカトリック教会

勢が主流になっている。

きたらと思う。

テレビ番組や雑誌等のマスコミが暴力

先週ボストンで開かれた会議では、

ご参考までにパキスタンの例をご紹

的な番組を放映し、子供たちのセク

■パキスタン

介したい。パキスタンもやはりイスラ
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講演する辻井博京都
大学大学院教授

セッションⅡ人口・環境・食料鵠卒全保障

るためにアメリカなどは穀物生産を減

産し、途上国が生産する穀物よりアメ

リカの減産量の方が大規模になると予

測される。

また、天然資源や技術の制約を考慮

せず、自由貿易の原則をそのままコメ

市場に適応すると、急速に天然資源は

枯渇し環境も劣化し、その結果アジア

においては五億人の人たちが飢餓に苦

しむことになる。

世界中の二○億人にとってコメが主

食だ。コメ、小麦、トウモロコシなど

原則が農産

自由貿易の

これまで

しかしこの自由貿易の原則は、特にア

の安全保障を改善すると思っている。

原則が、途上国、先進国を問わず食料

世銀、ＩＭＦ、ＦＡＯは、自由貿易の

もし自由貿易の原則が国際的なコメ市

安定、食料安全保障を確保してきた。

を踏まえながら、アジア諸国は米価の

非常に不安定である。こういった特徴

場というのは特別な性格を持っており

は主食として重要だが、世界のコメ市

品に関する

ジアの場合、穀物、なかんずくコメに

フィリピンだとかインドネシアなどで

交渉を決定

そこで、なぜ自由貿易の原則に修正

は米作ができなくなり、後ほど述べ

場に適用されるならば、コメの生産価
ラウンドで

を加える必要があるのかについてご説

る、コメの外部性が失われてしまう。

ついては平等と持続可能性、外部性と

あるとかＡ

明申し上げたい。自由貿易の原則を世

してきた。

ＰＥＣだと

界的に実行すれば、世界の穀物価格は

え仙州麺凹ｙ苅淵函鯛川棚朏声訓示堵詔

格が非常に高い東アジア諸国、例えば

かＡＳＥＡ

高騰する。なぜなら、利益を極大化す

いう観点から改正する必要がある。

Ｎの交渉、

ウルグアイ

基盤の維持が必要Ｉ

ｌ今後予測される人口増加に
備えるためにも、各国は農業

白Ｈ由貿易の完全な適用は
アジアの食料体制を破壊する（要旨）

辻井已博京都大学大童院教授（日本）■Ｔ

ｌ議長卯イブラヒム・アリ議員（マレーシア）

講座

の貿易市場は小麦、トウモロコシなど

二番目にいえるのは、国際的なコメ

給自足されている。

は均衡している、すなわち、域内で自

る。アジアにおけるコメの生産と消費

の生産も消費も世界的に分散してい

に対し小麦とトウモロコシの場合、そ

○％はアジアで消費されている。これ

コメは世界中で生産されているが、九

ることができるという考え方が根幹に

よって社会の福祉・幸福の極大化を図

を最大化すればｌ見えざる手に

者の福祉を享受しながら生産者の利益

己利益に沿って行動すればｌ消費

いている。つまり生産者と消費者が自

初頭のリカードの比較生産費説に基づ

貿易という概念は、そもそも十九世紀

等の貿易交渉の基礎となっている自由

正の必要性について論じたい。ＷＴＯ

い一とは、「人がリスクを認識せず、

不均衡がある。

実的で、世の中には貧富の差、所得の

ゆがんでないということ」自体が非現

「貧富の差がないことｌ所得分配が

う点について簡単に述べたい。まず、

わねばならない。

原則自体が非現実的な法則であるとい

とで、従って、論理的にも自由貿易の

ういったものは現実にはありえないこ“

の穀物とはまったく違った特徴を持っ

あり、ほとんどの農産品の貿易交渉は

リスクを回避する行動をとらない」と

次にコメに関する自由貿易原則の修

ていることだ。生産に比べて流通量を

この何十年、この原則に則って行われ

いうことだが、アジアの消費者の行動

一つは、コメの生産と消費について、

示すと、コメが四％であるのに対し、

てきた。

的に見れば、コメ貿易は引き続き薄商

えないということになる。よって国際

も、貿易の対象となるコメはあまり増

で、グローバルなコメ市場において

を政策としてとっているということ

メに関してはアジア諸国では自給自足

コメが非常に少ないということは、コ

いということがわかる。流通している

国際的に貿易されるコメは非常に少な

％、大麦は一二％、大豆は二九％で、

たせる条件となっている。しかし、こ

だ。これらが自由貿易の原則を成り立

がない、③外部性がない、ということ

いということ、②リスクとリスク回避

いうこと、つまり、貧富の差大きくな

るためには、①所得のゆがみがないと

てみると、まずこの自由貿易が成立す

ている。そのうち三つだけを取り上げ

イム自体が非現実的な仮定を組み入れ

るように、この自由貿易というパラダ

しかし、私が論文のなかで述べてい

安定に腐心するわけだ。その根底には

国の政府は米価の安定、コメの供給の

ター、政権交代になった。従って、各

くなった直後に暴動が起き、クーデ

んでいたときに、コメが小売店から無

がある。私自身一九七三年にタイに住

クーデター等々が社会で起きる可能性

件が躁鋼されると政治不安、または

コメの安定供給を望んでいる。その条

食べられるように、米価の安定並びに

を研究すると、彼らは一日三食コメを

次に、「リスクとリスク回避がな

これらの仮定がなぜ非現実的かとい

小麦は一九％、トウモロコシは一四

いの中で不安定に推移することになる。
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ことをいっておきたい。

コメの自給自足政策というものがある

が非常に困窮することになったと思わ

人のコメを主食とするアジアの人たち

ディヵ種を輸入していたとしたら五億

などにいえることだ。

国、フィリピン、インドネシア、タイ

かなければならない。これは日本、韓

きいということを現実として考えてお

日本が一九九三年のコメ危機の翌年
れる。

ジャポ一一カ種のコメは流通しておら

入しようとしたときに、国際市場には

を良くする一とか「環境保全」である

という仮定は、米作というのは「風景

三番目の「その外部性が全くない」

壌、耕作地の不足などで、生産の増加

あると考えられる。また、淡水資源や土

と違い技術的な爆発的な改善は困難で

一九九四年に二五○万トンのコメを輸

ず、日本政府の努力にもかかわらず、

とか非常に外部性があり、また「水資

は大幅に制約されることも考えられる。

て需要の爆発的な伸びが予測される。

しかし、人口の爆発的な増加に伴っ

今後、供給を増やす上で、これまで

ジャポ一一カ種のコメを二五○万トン入

源の保全」ということもアジアの人た
部性だといわなければならない。

ちにとっては重要な米作にかかわる外

手することはできなかった。
そこでコメ危機が日本で起きたのだ

が、日本がジャポ一一カ種のコメの輸入

が二五○万トンのジャポ一一カ種のコメ

することになったといえる。日本政府

の貧しい人たちに対する影響を小さく

の国々においては、国際的にコメ生産

国だとかフィリピン、台湾、中国など

コメの生産コストが高い日本だとか韓

作が制限されるということになると、

とになる。

発的に伸びるという事態を招来するこ

と、供給が制約されたなかで需要が爆

ヨーロッパ連合などの政策が変わる

が爆発的に伸び、さらに、アメリカや

二十一世紀の初頭において穀物の需要

を買うと表明したら二、三カ月でタイ

の競争ができなくなってしまい、そう

ところがＷＴＯのシステムの下、米

のジャポ一一カ種のコメ価格が二倍に跳

なると米作は全く消えてなくなるか、

に固執したことは、結果としてアジア

ね上がり、アメリカでも高騰した。イ

大幅に縮小されることになる。

非常な犠牲になる。もし、日本がジャ

が、二○％の高騰でも貧しい人たちが

れは中程度のコメの米価だったのだ

二○％高くなったといわれている。こ

部性がない」ということはいえない。

る。従って、三番目の仮定である「外

は、その外部性が失われることにな

がある。コメ生産を止めるということ

コメの生産には非常に大きな外部性

と、この不足する食料の量は非常に厳駈

○○○万トンということを考慮する

が、現在の穀物の国際貿易は約二億三

万トンほど不足すると予測されている

ると考えられる。これは四億一七○○

○年には食料不足Ⅱ穀物不足を経験す

従って、一一十一世紀の初め、一一○二

ンドネシアのスラベシでの国内米価は

ポ一一カ種を輸入することに腐心せず

むしろ、コメ生産における外部性が犬

しい事態を意味する。

に、アジアで広く食べられているイン

きな悪影響を及ぼすわけです。食料の

要になるわけですが、これが環境に大

と食料不足を二十一世紀に招来するこ

需要が増えると耕地を増やし、そして

ばならない。さもなくば、深刻な穀物
とになる。

よってこれからは「長期的な視点」
という要素を組み入れた、新しい貿易

紀の間に、耕地の五分の一、雨林の五

林を破壊するのですが、ここ二～一一一世

大地を破壊する。開発はオゾン層や森

の法則というものを考えていかなけれ

ウ｛イロウアロチエン（韓国）▲っＬ

分の一、そして何百万という動物、植

物の種がこの地球から消えています。

一九六○年代初頭から、韓国では

としている国を支援するため、世界食

した。そのなかで、食料をもっと必要

び国際組織の成果の評価が討議されま

題、農産物の生産に関する国際条約及

導入し、人口問題は継続した注意と努

は、このような人口抑制プログラムを

収めた世界で三番目の国です。私たち

うな家族計画を導入し、大変な成功を

韓国も同じです。私たちは、このよ

方法と、そして人類の活動と人口増加

今こそ私たちはこの地球を回復する

ネルギー、資源を使ってきたからです。

は、この環境を汚染しながら大量のエ

保護というものをこの次においた開発

に大きな問題をもたらしました。環境

み、その結果、経済の成長と共に非常

様々な経済開発プロジェクトを導入

料銀行を作ること、また人口、食料、

力を必要とするものだと学びました。

が環境に与える影響について考える時

出生率を下げるために家族計画がいろ

環境問題について取り組むことが話さ

現に性比の不均衡、労働力の減少、急

です。研究結果は皆でわかちあい、人

し、都市化、工業化が非常に急速に進

れました。

増する高齢者、食料不足、都市化によ

いろな国で導入されました。

途上国の環境問題に
理解と援助を
今年の二月に開催されたハーグ・

カイロ会議以前は、私たちはこの人

る不均衡な人口分布、そして汚染問題

フォーラムでは、ＷＴＯを含む環境問

口増加をいかにくい止めるかというこ

類のために使用されるべきです。先進

組む必要性を感じていても、資源がな

という新しい脅威が我々の前に浮上し

いため対策がとれません。先進諸国で

とを中心に取り組んでいました。国内

消費及び生産は非常に環境に大きな

国とは違い、途上国は環境問題に取り
り、このような人口の爆発的な増加

影響を与えます。人口が増えれば食料

はＧＮＰの一部を、環境に優しいエネ

てきています。

は、実際に人類の存在そのものを脅か

の消費も増加し、さらに食料増産が必

外で人口増加についての懸念がひろが

すのではないかと問題意識が高まり、
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減らすことにも目を向け、環境破壊を

だけではなく産業施設からの廃棄物を

容易ではありません。よって、工業化

カ、ラテン・アメリカでの人口抑制は

です。しかしながら、アジア、アフリ

上の人口増加を抑制することが最善策

棄物で、環境破壊を止めるにはこれ以

発的な増加、産業施設から出てくる廃

実際に環境の破壊の原因は人口の爆

資金も専門知識も不足しています。

諸国の十分の一しかＧＮＰがない国は

とは比較的に簡単です。しかし、先進

ルギーの開発や川の浄化等に費やすこ

もっと根本的にその原因への対策が必

が現状です。国際条約は重要ですが、

にそれが十分機能していないというの

が、発展途上国の経済的な制約のため

環境保護のために努力してきたのです

まいます。国連は様々な会議を通じ、

フリカの大草原がますます失われてし

ア諸国の環境保護を行わなければ、ア

術移転とラテン・アメリカや東南アジ

とらなければいけません。先進国が技

理解し、それに基づいた努力と政策を

むしろ私たちはＧＮＰの違いを互いに

する方法というわけではありません。

護することがすべての環境問題を解決

不足にあり、二億人の子供たちがカロ

わらず八億人の人たちがまだまだ栄養

がら、このような食料の増加にもかか

り、二・六倍になりました。しかしな

四年までに世界人□の増加率を上回

食料の生産は、一九五○年から一九八

をしていきたいと思います。国際的な

では次に食料安全保障についてお話

していかなければいけないと思います。

境に優しい技術の開発のために投資を

すが、エネルギーの消費を減らし、環

です。国際的な条約がいろいろありま

的な支援につなげることも非常に重要

を集め、人口問題の認識を高めて国際

たさなければいけません。

決するには先進諸国が大切な役割を果

い問題であるため、このジレンマを解

る影響は大きく、｜国では解決できな

す。人口増加が環境と食料生産に与え

脱出するには工業化しかないわけで

けです。人間の存在を確保するため、

すます途上国の状況は悪化していくわ

のもとに環境保護を押しつければ、ま

国が「グリーン・ラウンド」という名

性からの結果です。よって、もし先進

問題は経済開発、そして工業化の必要

発展途上国においては、人口、環境

技術開発、その他の努力も必要です。

しかしその生産性の拡大には、肥料、

来の食料安全保障は確保できません。

入で決まってくるのです。

ソースの分配、それから食料を買う収

す。食料の安全保障は生産及びそのリ

リーやたんぱく質不足に苦しんでいま

また先進国が環境保護のために資金

くい止めなくてはいけません。

要です。

地球は閉鎖されたシステムです。一

先進国は高度な技術を輸出するより途

しかしそのような努力は、環境に対す

一方発展途上国には、この貧困から

国の環境問題がその国のみならず全世

上国と共有し、この問題を解決してい

る保全技術の発展にリンクして行われ

生産性・耕作地の拡大がなければ将

界に影響するのはその良い例です。

かなければいけないのです。

二酸化炭素の排出を規制し雨林を保

２７

あります。このような状況のもとで

に自国の国民を飢餓に追いやっている

国があります。それは北朝鮮です。人

なければなりません。

は、食料輸出国に災害、あるいは不可

北朝鮮に寄せられた国際支援の三一％

今までのお話をまとめると、一つの

例えば農業生産物が高騰すれば、途

にも相当します。しかし国際的な援助

道的な配慮から韓国の政府そしてＮＧ

上国の国際貿易のバランスに影響する

を受けながら、北朝鮮はＩＣＢＭ（大

抗力な何かが起こり農業システムが破

し、反対に供給率が高くなれば、農産

陸横断ミサイル）の開発をやめず、核

結論を導き出すことができると思いま

人口の伸びを抑制しなければなりませ

物輸出国は輸出を削減し、生産も減ら

Ｏは三億二○○○万ドルにも及ぶ援助

ん。食料に対する需要は人口と所得に

開発の疑惑のある施設、地下施設も

壊されれば、国際的な食料の供給システ

よって左右され、需要が供給を上回る

し、ひいてはそれが世界の食料生産シ

作っています。もし彼らがその軍事予

をしました。これは一九九五年以降、

ところにその根幹の問題があります。

ステムを破壊することになります。

算のわずか三％、’億五○○○万を食

ムにも影響してしまうことになります。

食料の需要の伸びは人口の伸びに関連

よって私たちは環境を配慮しつつ、食

料に割り当てれば、一○○万トンのト

す。食料の安全保障は人口、食料の生

しているため人口抑制が必要ですが、

料の自給自足を図らなければいけませ

ウモロコシを買うことができます。

産性、環境に優しい開発、そして貿易

その際リプロダクテイブ・ライッ、ヘ

ん。と同時に、農業生産性を改良する

問題と深くかかわっています。まず、

ルスということを考慮しながら人口政

ため技術を共有または共同開発する必

「天は自ら助くるものを助く」と言い

策を推進しなくてはいけません。
推進されなければいけません。そのた

な変動を考慮しなければなりません。

また食料の配分には気候などの様々

農業技術、あるいは他の技術援助を行

ます。そうすれば国際社会は北朝鮮に

解消するための努力をする必要があり

ますが、やはり北朝鮮も食料不足を自ら

めには、政府はＷＴＯで認められてい

各国間の違い、気候をきちんと見て、

い、ひいては食料不足も解消できます。

要があります。

る技術支援やある程度の補助が必要で

そしてその上で絶対的な貧困にあえぐ

食料については、各国の自給自足が

しょう。

ハーグ宣言では、食料の不足問題に

あります。しかし国民に食べさせるこ

食料が足りないという国はたくさん

口の伸び、食料の不足、環境破壊、こ

は、具体的な行動計画が必要です。人

われました。これを行動に移すために

鑑みて、世界食料銀行の設置構想が調

国民を擁する国に援助しなければなり
しかし先進国は、途上国が農家に補

しています。その結果、各国の特質に

とができないにもかかわらず、意図的

ません。

合った農業が失われ、農業生産は一部

助することを現実にはやめさせようと

の国際的な食料輸出国に限定されつつ
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いった問題に目を背けず努力していか

の保護の問題を前面的に出し、こう

国とも、食料の安全保障、そして環境

す明らかにされました。先進国、途上

れは相互に密に関係することがますま

自由貿易ルールをそのまま踏襲するな

パキスタンの方がおっしゃったように

変深刻な食料不足になると思われる。

ルをこのままずっと続けていたら、大

と思っている。ＷＴＯの自由貿易ルー

すます厳しくなっていくのではないか

起きてきている。

り立たず農村が崩壊するという問題も

れた通り、いろいろな地域で農業が成

結果、先程フィリピン代表の方も言わ

その基準を譲りすぎてしまった。その

由化という言葉に振り回され、各国が

よってローマの食料サミットではそ

ういう問題を反省して、これからは農

業の持つ多面的機能、ｌ辻井先生が外

ニュージーランドは極端な自由貿易

てきた。比較優位の原則を基本にした

することの問題点が相当明らかになっ

まで、自由貿易の幻想を無制限に適用

ウルグァイラウンド合意以降、今日

そういう視点を強く押し出し、その交

従って、今後のＷＴＯの次期交渉は

た。

ならないという考え方が取り込まれ

たものを相当重要視していかなければ

部効果とおっしゃったがｌ、こういっ

政策を遂行し、国民が大変な思いをし

ウルグアイラウンド合意以降、いろん

渉を今一度見直さなければならないと

■日本松岡利勝

変なコメ不足に陥ることになる。

らば多くのアジアの国々が近い将来大

なければなりません。
ありがとうございました。

●討議

た。まさにそういった政策の失敗を

な問題が出てきたのだが、一番大きな

思っている。

■ニュージーランド、

ニュージーランドは経験している。

問題点は、競争が増えれば生産も増え

・辻井

世銀、ＩＭＦのコンディショナリティ

いるフィリピン、インドネシアでは、

できなくなってしまう。その結果、全

いところは残るが、低いところは生産

産が減ってしまうことだ。生産性の高

議されたが、私はぜひこれに環境の視

を入れるということに関して十分に論

先程からＷＴＯのなかに食料の視点

るということは起きず、現実は逆に生

を受け、自由貿易をせざるを得ない状

体の生産量は減るわけだ。つまり飢餓

点も入れていただきたいと思う。

すでに人口の爆発的な増加が起きて

況にある。両国はいったん十～十五年

を救うために地球全体の生産性を増大

国は最大の森林輸入国である。熱帯雨

例えば、森林を例にあげると、我が

ロ日本ｌ広中和歌子

前に自給自足レベルまで達成したが、

させる重要性が明らかになった。
それとＥＵなどを含め、とにかく自

今や極めて深刻なコメ不足になってい

る。そして、これは今後近い将来、ま

2９

林の伐採、そしてその枯渇に大変貢献
してしまったということで非難を浴び
ている。現在、アメリカやカナダから
森林木材を買っているが、一方ではア
メリカやカナダは輸入するようプレッ
シャーをかけてくる。

日本は七○％近くが森林で、森林国
なのだが、輸入材木は価格が非常に安

いないが、ＷＴＯのなかで是非考慮し

これは十分に今まで議論にはなって

されています。このような人口の急増

一に、この地域は大変な人口増に悩ま

発にかかわる試練は大変複雑です。第

私たちここアジアで抱える人口・開

議員フォーラムでも再びジェンダー、

この二月にハーグで開催された国際

て一つのセクションが当てられました。

ロの行動計画ではそれらの問題につい

ス、ライッの視点でとり上げられ、カイ

されませんでした。’九九四年のカイ

ていただきたい。森林財について何％

は、健康、教育制度、環境にも様々な

そしてリプロダクテイブ・ヘルス、ラ

さて今日は一ジェンダーと人口」に

かの課金を掛け、そのお金をどのよう

影響を与えます。一方、日本のような

イッの重要性が強調され、「ＩＣＰＤ

は、それを再生させるための経費をそ

な形であれ－カ所に集めて環境のため

人口増加率が低い国は、人口移動や高

評価に関する国会議員フォーラムハー

ロ国際人ロ開発会議で初めて、人口が

に使うということをしなければ私は森

齢化など、人口構成が動態的に変わっ

グ宣言」の中で、国会議員が政策立案

ついてハーグでどういう話をしたかを

林の保全もできず、また同時にこの森

ており、新たな試練に直面しています。

を含めて女性が社会に十分参加するこ

の値段の中に入れなければいけないと

林が果たしている食料、水、あるいは

そういった試練について、’九八四

とを阻むような法的、社会的、文化的

ジェンダー、リプロダクテイブ・ヘル

全体として果たしている多様な役割を

年のメキシコ国際人口会議では人口統

な障壁を取り除くこと、家族計画、セ

考えてみたいと思います。

十分に評価していないことになると恩

計と人口動態的アプローチが中心で、

クシャル・ヘルス、リプロダクテイブ

やつ。

女性の役割あるいは地位について討議

思う。

いため購入してしまう。木材の価格に

’
講し～
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発表する堂本暁子
参議院議員

奨励するこ

・ヘルスを

グクテイブ

含むリプロ

・ライッを

ます。

いパートタイムの仕事をやらされてい

しても賃金の低い、熟練を必要としな

庭にいるか、あるいは外に出て働くに

現代産業の職種は男性中心で女性は家

変化にしなやかに対応することができ

ローバルな経済で起こっている様々な

業社会は個々のニーズ、あるいはグ

かもしれませんが、柔軟性を失い、産

かに日本の経済的な奇跡を生み出した

我々に求め

ています。

や、性病・エイズに関する政策立案、

す。カンボジアの家庭内暴力の禁止

だ遠いものの、変化は起こっていま

月提出されましたＣ日本、そして国外

ルノに関わる法案が、日本の国会に先

もう一つは、児童の売買春、児童ポ

なくなってしまいました。その結果、

られている

ネパールの人口・環境省、女性・社会

における未成年の性的搾取を禁ずる法

ジェンダーの平等への道のりは、ま

のはカイロ

福祉省の設立など、ハーグ会議ではカ

を強化するためです。若い人々も性的

とを約束し

行動計画を

イロ以降の各国の進展状況が報告されま

な暴力や生殖に関する自己決定権に対

現在日本は不況にあります。

実践しハー

した。

アの国々では、急激な産業化や経済の

なされなければなりません。特にアジ

うになるには、たくさんのことがまだ

ロダクテイブ・ヘルスを享受できるよ

すべての人がジェンダーの平等やリプ

これはたやすいことではありません。

しかし、

ています。男性、女性の家庭における

点ではまだまだ多くの国に遅れをとっ

進国ですが、ジェンダーの平等という

趣旨です。日本は確かに経済的には先

平等に参加できることを担保する法の

力、そして関心事に基づいて、社会に

に基づいたのではなく、その人間の能

れは男女が共に事前に与えられた役割

本法が国会に先週提出されました。こ

ルスに関する情報、サービスがプライ

とにかく家族計画、セクシャル・ヘ

しょう。

近々ピルが解禁されることになるで

日本の状況に世界の注目が集まり、

ません。ただハーグ会議でそういった

本では依然低容量ピルが認可されてい

スの点で依然課題が残っています。日

を誇る反面、リプロダクテイブ・ヘル

しかしながら、このような法的進歩

する権利を持っています。

近代化によってこの不平等がますます

役割、職場における役割は、依然かな

マリー・ヘルス・ケア・システムを通

我が日本では、男女共同参画社会基

グでの約束
を守ること

顕著になっています。日本でも同様

り線引きされています。この分業は確

です。

で、フルタイムの技量を要するような
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'二iiii
１

るようにしなければなりません。お互

出産間隔や子供の数について決められ

じてみんなに行き渡り、女性が自分で

ん。我々の義務は男女共にその可能性

らないかについて選択肢はありませ

も違うと思いますが、行動をとるかと

国でその優先順位や試練への対処方法

ていきたい。

ういう文化もあるわけで、それも守っ

に共に参加できることが大事である。

なく、男女があらゆる分野の意思決定

新しい世紀においては、女性だけでは

ンダーの視点を投影することが重要。

アジア文化との調和をとりつつジェ

■堂本

を歩んでいくことは難しい。しかしそ

いに経験を分かち合い、学ぶことも意

を最大限に生かす社会を作ることで

残っており、男女が全く同じような道錫

義があると思います。だからこそ、国

す。ありがとうございました。

私の地域では、文化、伝統が色濃く

■フィジー

●討議

際協力はますます重要になってくると
思います。

カイロの行動計画４１４では「国は

女性のエンパワーメントや男女間の不

平等を解消するための措置を講じなけ
ればならない」と調われています。各

思春期一、若地白一員齢地口陸生ロを社

いうことをお話しします。

シンガポールは、高齢者人口比率の

ハーグの会議でも、特定の国におい

されました。それを受けてシンガポー

もっと配分すべきだということが認識

題に対するシンガポールの理念は、高

えるといわれています。この高齢化問

人口が現在の七・八％から一八％に増

乞」》■働く一ヅ珂一ツウ回罷泣イ議員（轍ツ就茄１妙】へ

高い社会に移行する可能性がありま

す。統計によりますと二○三○年まで

て高齢化が進行し、それに対応した行

ルで、今まで何を高齢者対策として

齢者に社会の負担ではなく心身ともに

にはシンガポールの六五歳以上高齢者

動をとるべきであること、そしてこの

やってきたか、今後何をするべきかと

》□ｉ戸玖７脚価値観と１１口■．

分野にプライオリティを与えて予算を

第15回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議

ル・プロビデント・ファンド・アクト

ることがないようにする、②セントラ

して、退職年齢に達する前に解雇され

し、退職年齢を延長し、年齢を理由と

法律面では、①退職年齢法を制定

してその家族が面倒を見る、です。

齢者を政府や地域社会、一旦恩、者本人、そ

健康な市民として活躍してもらう、高

題に取り組んでいます。

にまたがる問題の調整をして、この課

理して、その対策を講じ、多くの省庁

が、シンガポールの高齢者の問題を整

います。この省庁をまたがった委員会

り、そこがこの委員会の事務局をして

当省には高齢者開発という部署があ

同副議長となっています。地域開発担

もう一人は厚生大臣で、この二人が共

に貯蓄をさせています。

のがあり、例えば老後に備えて強制的

ルにはプロビデント・ファンドという

財務面での保障ですが、シンガポー

用主の考え方を変えることが重要です。

齢者は生産性が悪いというような）｜雇

を再訓練する等の施策、③（例えば高

とで、補助金を提供して高齢者の技能

それから両親扶養法というのがあり

を制定し、高齢に達したときに必要と

ビスの基準を明確化、⑤建設管理規制

法、私立病院法で高齢者に対するサー

両親の扶養を義務化、④老人ホーム

親扶養法で三○歳以上の子供に対する

あっても、雇用機会がないなどの雇用

のところ完全雇用ですから、高齢者で

経済に貢献していただく方針です。今

一雇用に関し、なるべく長く高齢者には

しします。政策的な考え方としては、

社会ケアに関しては、高齢者委員会

調っています。

あり、子供たちには義務があることを

供たちに生活費を払ってもらう権利が

が、生活が苦しい場合には、法的に子

が、六○歳以上の退職年齢に達した人

ます。現在、六二歳に延伸されました

法で高齢者、障害者のための障害とな

問題はありません。現行の退職年齢を

が計画などを実施、策定しサービスを

それから政策的な措置に関してお話

らない建造物の建設を促進、を行って

五五歳から六二歳に延長し、いずれゆ

提供しています。同時に政府だけでは

なる資金を強制的に貯蓄させる、③両

います。

くゆくは六七歳に退職年齢を延長する

なくて、ＮＧＯ、民間、教会なども

それから公共政策ではいろいろな高

ことになっています。

した。コミュニケーション担当の大臣

がる高齢者委員会というものを作りま

九八年には高いレベルで各省庁にまた

プログラムを実施してきました。一九

にする、②高齢労働者の古い知識は、

帯においてパートタイムで働けるよう

し、高齢者がフレキシブルな労働時間

やマイナスのインセンティブを除去

これには、①高齢者を雇用する障壁

す。また食事の配給サービスを通じ

人ホームなどの施設の提供までありま

ンターのような高齢者の社交の場や老

す。サービス内容は、デイ・ケア・セ

サービスを提供できるようしていま

齢者の委員会が作られ、様々な高齢者

を議長とし、そして副議長を二人設け

現代の技能では十分ではないというこ

て、低所得層の人たちに無料で給食を詔
ています。一人は地域開発担当大臣、

作っています。

共が共に高齢者のための設備、施設を

自分で求めて暮らせるようにしていま

な地域に造り、子供たちの家の近くに

優しい壁のないものです。これを様々

を理解し合い、また高齢者自身も退職

間コミュニケーションを良くし、互い

うすることで若年層と高齢者層の世代

人の意識を変えようとしています。そ

世代の高齢者に対する意識や高齢者本

ヘルス・ケアの面では、高齢者の健

す。同時にその高齢者の住むアパート

後も経験と知識を使って社会に引続き

に搬入される機材も構造も、老齢者に

康な生活様式を振興し、慢性の病気の

の側には、必要なサービスを提供する

貢献することの重要性を認識してもら

提供しています。このように民間と公

予防に力を入れています。病気になっ

場を設けています。アパートのなかで

また、高齢者にボランティアで働く

た場合には早く治療をしてリハビリす

シンガポールでは、将来の対策とし

ことを勧めています。賃金労働を望ま

う。そうすれば高齢者は非常に貴重な

て定年退職したその日から生活が貧し

ない人たちは、ボランティア活動をす

高齢者の住民が多い場合には、このア

くなることなく、順調に老後の生活に

ることで、退職生活を有意義に過ごす

資源のプールになるのではないでしょ

移行できるように対策をとっているわ

ことができると思います。

ることで、家族への負担を最小化す

住宅に関しては、高齢者の九○％が

けです。これには高齢者自身の教育・

シンガポールの人口の高齢化は次の

うか。

子供たち、または親戚と共に暮らして

啓発による意識改革から始め、退職前

世紀に幅広い課題をもたらしていま

パート全体を特別な高齢者向けの建物

います。もし家族と一緒に暮らすこと

に準備をすることが大切です。今日退

す。政府をはじめ非政府の組織が、共

る。そして、ケアを担当する家族を支

ができなければ、近くに暮らせるよう

職して〃何をしたらいいのかわからな

に戦略やプログラムを練って包括的

に改増築しています。

にしています。よって財政的に奨励策

い〃というのでは困るので、絵を描く

で、そして全体的で整合性のある形で

援するため、ボランティアが家族の介

をとり、税制免除とか優先権などをつ

のが好きな人は退職する前から勉強し

対応することが必要です。このアジア

護を補填したり、病院でも一人暮らしが

けて、なるべく子供たちと同居又はそ

ておくことが、楽しい退職生活を送る

地域、また世界の多くの国々と共に、

しかし、高齢者のすべてが子供たち

できない老人たちを引き受けています。

の近場に住めるようにしています。

上で重要になります。

けですから、老齢者向けの特別アパー

ん。また、貧しくない高齢者もいるわ

生活は人生の最後ではない“と、若い

どを通して”高齢は良いことだ“”退職

それからマスコミ・キャンペーンな

しょう。

い社会を作っていく努力をいたしま

高齢者を含むすべての人が暮らしやす

と住みたいと思うわけではありませ

ト、マンションも造っています。そこ
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ズー・シェンＱギュン議員（中国）

社会開発の大きな成果
ｌ若年層の悲識字者の撲滅Ｉ

に関しては、未成年者と教育の保護法

というものが制定され、健全な中国の

青少年を作り上げようという努力がな

されています。これは家族、学校、そ

してＮＧＯ、政府が一体になって、い

はこの人口と開発を国の基本的なもの

しています。しかしながら、中国政府

社会的にも地域ごとの開発格差が存在

抱えています。中国には、経済的にも

途上国であり、また最も多くの人口を

る法律が制定されました。また一九九

九九○年に高齢者、障害を持つ人を守

た。全人代のなかで議論が行われ、一

利を守ろうという姿勢をとってきまし

のような人たちを法律の面からその権

中国の中央政府は立法を制定し、こ

ての学齢期年齢の子供に与えることを

未成年者の保護法は、義務教育をすべ

における教育までも教える組織です。

され、健康、栄養、それから実際の家庭

できるよう、両親のための学校が設立

す。また両親が子供たちを守ることが

の開発をするための配慮がされていま

ろいろな組織の下、このような目標を

として非常に重視しています。私は今

一年には、未成年者に対する法律、’

躯っています。’九九六年で九九・八

のような部署が効率的に作業ができる

日この思春期、若者、高齢者、障害を

九九五年には教育法に制定されまし

％の学童年齢の子供たちが就学し、障

私は、青少年、思春期、高齢者、障

持つ人について一ハーグ宣言」を踏ま

た。また高齢者に関しても一九九四年

害を持つ子供たちの就学率もかつての

立て、それを実行していくわけです。

えてお話ししたいと思います。

から二○○○年の五カ年計画として法

二○％から今日では六○％にも増加し

ように、また特別な基金から予算も付

中国政府は、思春期の人口、青年、

律化されました。このように法律によ

ています。中国における教育はかつて

害者を持つ人の中国での現状について

高齢者、障害を持つ人たちに、重点を

る整備を、という考え方のもとで、中

経験したことがない形で、この二十年

報道関係、出版物の中身も健全な子供

おいてきました。この方針に従って、

国における権利、保護に関する政府の

間前進しています。

けられています。

いろいろな組織も作られ、また女性と

対策をとってきました。

お話しします。ご承知の通り、中国は

子供に関する調整委員会も政府の下に
そして障害を持つ人たちの組織も作ら

てご説明します。まず思春期の人たち

具体的な活動が行われているかについ

次に、それぞれに対してどのような

年の八一億二四○○万元から一九九七

家予算における教育予算が、一九八○

また、ここ二十年間で中央政府の国

作られました。同様に若者、高齢者、
れました。このような機関、そしてこ
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全体人口の三八％を占めています。中

にも高齢者を愛し、尊敬するという伝

資金源から調達できるようになりまし

府の負担であったものが非常に多数の

の関心のあることを達成できる環境作

たちが権利を発揮しながら、それぞれ

政治・経済・社会のなかで、若い人

は四億人に達するであろうと予測され

世紀の中頃までには、中国人の高齢者

人が八○歳以上の高齢者です。二十一

います。またそのなかでも、九○○万

統を持っています。中国には、現在六

年には一八六二億五四○○万元に増大

た。一九九七年には二五三一億元が教

りに力を入れています。二十一世紀で

ています。そうなると、高齢者と年少

央政府はこのような若い人たちのため

育基金でしたが、そのうちの二六・四

は、いろいろな政策のなかでも、まず

者の調和のとれた、みんなが仲良く暮

しました。そのなかでいろいろな資金

％が政府以外の資金となっています。

この教育を優先的に扱い、教育に対す

らせる社会を作り上げることが必須と

○歳以上の人たちが一億二○○○万人

中国政府はさらに一九九九年からこ

る投資を増大させ、最終的には一雇用も

なります。そして高齢者にとって、

に様々な政策を実施しています。

の教育投資を増大しようと考えていま

向上させることを意図しています。

調達制度も向上し、今まではすべて政

す。中国は非常に人口が多い国で、こ

の一八・五％から現在では六％になっ

し、若者の間の非識字率は一九七八年

受けています。非識字率は劇的に減少

中国人は義務教育を受けたか、または

ようという計画です。現在、六五％の

者の非識字率を今世紀末までに撲滅し

ものを導入しました。これによって若

央政府は九カ年の義務教育制度という

は一八○○万人の大卒がいましたが、

増大しました。過去二十年間の累計で

したが、’九九七年には五九○万人に

八年時点で大卒は八九万一六○○人で

専門家が生まれています。まず一九七

うな形で教育を進め、非常に高学歴な

学校などがあります。中国ではこのよ

高、それから専門学校、それから職能

育学校があります。そのなかには中、

スを公正に、かつ、手ごろな価格で受

・スタイルを送り、適切な医療サービ

とをテーマに、高齢者が健全なライフ

常に活発に年をとっていく“というこ

かったのが現状です。これからは”非

満足できるような環境を提供できな

康に関する教育などで十分に高齢者に

国は経済の面、医療サービス、また健

いのです。しかし残念ながら今まで中

を提供する環境を作らなければいけな

もっともっと健康的なライフスタイル

ています。

その内一一一万六○○○人が博士号、三九

けられるようなプログラムを導入する

今、中国には三万八○○○の高等教

中国には青年期の男女が人口構造の

万四六○○人の学生が修士課程を修了

れを人的資源に変えていくために、中

なかで非常に大きな部分を占めていま

必要があります。政府、そして社会

が、質の高いケアと経済的なサポート

しています。

高齢者に関しては、中国は、歴史的

す。一四歳から三五歳までの年齢層の
人口が四億六○○○万人おり、中国の
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せん。コミュニティ・ベースで、ヘル

医療制度を作っていかなければなりま

よって高齢者のための医療システム、

障害というものに苦しんでいます。

中央政府の目的です。

り、幸せに天寿を全うするというのが

をすることで、非常に幸せな老人を作

％にまで増加しました。

あったのが、一九九八年には六九・五

就学率は、一九九四年には二○％で

このような障害児の義務教育レベルの

めには四二五校の学校がありました。

しては一四三件、また知的障害児のた

四五校、そして視聴覚機能障害者に関

盲学校が二七校、聾唖者のためには八

の学校は一六○○校でした。そのうち

困緩和が中国の貧困緩和プログラムの

九四年から貧困緩和、特に障害者の貧

フリーの施設も作られています。’九

障害者のための道路、歩道、バリア

予防する制度も向上されています。

婦のヘルス・ケアの改善など、障害を

できるようになりました。例えば妊産

れ、障害者も積極的に文化活動に参画

ビス、施設が障害者のために提供さ

高齢者というものは慢性的な病気や

ス・ケア施設を提供し、そして便利で

現在、九回目の五カ年計画が導入さ

たちの保護法というものがあります。

たちに関して、中国では障害を持つ人

最後になりましたが、障害を持つ人

い環境を高齢者に提供することです。

庭、家族制度というものを復活させ、良

ん。さらに重要なのは、伝統的な家

が送れるようにしなければなりませ

めて、自分たちで努力して健康な生活

各々の高齢者も不健全な生活態度をや

供すべきだと考えています。また、

ろで訓練を受けられるような環境が提

じて障害者が本当に家庭で身近なとこ

サービスを提供しています。これを通

・レベル、家庭レベルで、リハビリの

常に指導的な役割をし、コミュニティ

テーションの制度としても、政府が非

中心に行われています。またリハビリ

特に植物及び水産養殖に関する教育を

は、村、郡レベルで学校が設立され、

者が教育を受けています。農村部で

す。ここ四年間で一六○○万人の障害

設立し、様々な職業訓練を行っていま

また障害を持つ人々に職業訓練校を

います。私たち全人代といたしまして

成すべき厳しい作業がまだまだ残って

だ状況は楽観視できません。私たちが

な成果を生みました。しかし、まだま

代では様々な施策を立て、実行し大き

最後になりましたが、これまで全人

きています。

万人の障害者が、貧困から抜け出して

な努力をしています。その結果、六七

ような貧しい障害者のためにいろいろ

盟、そして障害者の連盟などが、この

官、または女性連盟、また成年者の同

なかに導入されました。地方の政府高

安価で非常に使いやすいサービスを提

れ、障害者の地位も大幅に向上されて

りがとうございました。

続けていきたいと思います。ご静聴あ

も、すべての国会議員の皆様と努力を

また三三五万人分の補助具を障害者

供されています。

の義務教育を非常に急速に展開してき

に提供し、文化的な面でも特別なサー

きました。また、障害を持つ子供たち
ました。一九九七年では障害児のため

３７

は欧米とは違い、事実上福祉を補完す

えたかを論じていた。アジアの家族に

がアジアの家族にどのように影響を与

特集が載っており、アジアの経済危機

ある雑誌に「アジアの家族」という

ため、金銭的なものを含む様々なイン

る。なるべく今の家族制度を維持する

だけではなく、育児の点でも問題であ

性が出てき始めている。これは高齢者

住んでいた大家族制度が崩壊する可能

心のなかにも芽生え、多世代が一緒に

立といった西洋的な価値が若い人々の

り、プライバシーの保護、自立性、独

しかし、社会がどんどん豊かにな

今までの日本は人口構造によって社

いう人が増えている。

も、政府や社会保障制度に頼りたいと

現在年をとったら、子供に頼るより

度を通して介入している。その結果、

に反比例する形で、政府が社会保障制

いう大きな問題が出てきている。これ

が、ここに来て家族の絆が弱くなると

族の価値を大切にしてきた国でもある

日本はアジアの国の一つであり、家

を可能にしたとも考えられる。

る制度がある。この家族制度がアジア

センティブを与えている。過去には

会保障を容易に支えることができたの

とが一般的だ。

の経済危機のために大きな打撃を受

もっと多様なインセンティブを与えてい

だが、高齢社会の仲間入りをするよう

●討議

け、家族が担っていた社会保障的な枠

たが、濫用例も出てきたので削減した。

■フィリピン

組みがだんだん崩れ始めている。シン

になり、現実的には、どこまで国が負

ガポールでは地域社会、センターや施

設が高齢者をケアしているとのことだ

組みに対応するため、どのような政策

始めた大家族制度のような今までの仕

貧しい国には難しい。各国では崩壊し

と思う。経済が発展し、自由度が増

会保障のあり方が大きく関与している

は薄まった形になっている。それは社

家族の価値というものがあったが、今

調べてみなければならない。欧米でも

たしてアジア独特のものなのかをまず

家族の価値を大切にすることが、果

ンガポールくらいの区画（クラス

高齢社会に対応するために、日本をシ

倍の、一億二○○○万くらいである。

日本の人口は、シンガポールの約二○

なければならないことを示している。

り、やはり最終的には地域ごとにやら

度を国がある程度進めても限界があ

る。シンガポールの例は、社会保障制

担できるかという問題が出てきてい

をとっていくのか。

し、個人の自立が可能になってきたと

ター）に分ければ対応が可能かもしれ

ロ日本「広中和歌子

のとは違い、多世代が同居している。

きに、多くの若者たちは自立・自由を

ない。シンガポールが家族、ポラン

が、まだ開発途上にあって経済的にも

シンガポールでもまだ伝統的な家族制

望む。経済のパイの広がりが個人主義

確かにアジアの家族制度は西洋のも

■シンガポール

度のなかで、何世代もが一緒に住むこ
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会として国が税金を集め、それを再分

ティァという要素も加えて、豊かな社
れれば非常に参考になる。

ことによって、良いモデルを作ってく

いった様々な政策手段をミックスする

人口の四八・九八％、ＧＮＰは一八・○

しかありません。中所得諸国は、世界

％、そしてＧＮＰはほんの二・四％で

の消費において大変な不平等があり、

・三％しか消費できていません。資源

国の二○％の人たちはわずか世界の一

国の二○％が八六％を消費し、貧しい

非常にはっきりします。世界の高所得

消費を見ると、この世界の不平等が

五％を占めています。

配する、あるいは自助努力に任せると

ツションＶ経穰狸鳰機が人口に及ぼす影響

議長“スン・ゴン・キム議員
ヴェイヤラー。ラヴ才へ議員（インド）

それが地球規模に拡大しているので

す。多くの貧しい人たちの消費レベル

いと思います。

移しているかということをお話しした

私が代読し、経済危機がどのように推

・パーソンのパテル議員のペーパーを

ご参会の各国代表の皆様、リソース

て、人口の安定、福祉にもっと予算を

どの社会もより多くの予算を配分し

機も、他の地域に影響を及ぼします。

日、世界のどの地域で発生した経済危

統合され、グローバル経済になった今

響するわけです。経済が世界各地域で

いうことがあります。そして技術の開

らにその景気の後退の足を引っ張ると

身を守るたちに、資金を引き上げ、さ

です。富める人たちが景気の後退から

るために、持続した成長が必要なわけ

秩序は、富める人たちの成長を確保す

きなくてはなりません。また、経済の

を増大し、人間開発に必要な消費がで

我がインドは、いろいろな危機を克

割く必要があると思います。その点で

経済危機のなかでこそ、
より一層の人口安定への努力を

服して参りました。ですからグローバ

発を拡大し、そして生産とその消費、

相対的に貧しい、世界の途上国経済

事態は悪化します。

の寡占権力が行使されますとますます

生産性をさらに高めようとします。こ

経済危機は、マイナスの意味で社会の福
このパテル議員の論文によります

ルな経済危機によって、東アジアでは
インドには影響ありませんでした。ご

と、低所得国の人口が世界人口に占め

祉計画や市民社会に影響を与えました。

存じのように、人口は開発と不可分の

る割合は一一一五・一％、土地面積は一一三

相当悪影響が出たようですが、あまり

；

関係にあり、各国の経済力が大きく影
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世界の他の地域でも、アジア地域で

も地域組織というものができていま

そのために飢餓、餓死が起きていま

す。世界開発報告の一九九八年、’九

す。ヨーロッパ連合というのも一つの

はスタグフレーションを経験していま

せん。生産的な資源は非常に希少で、

九九年データによりますと、途上国の

でも重要なことではないかと思いま

連邦としての考え方です。これは世界

また原材料の不足、そして原材料の

す。ですからアジア連邦下では、アジ

人口の四○％が貧困線以下の生活を強

価格の暴落によって、労働市場におい

ア諸国は統合または連携し、この大き

必要な量が十分にありません。権力者

政に陥るということです。こういう事

て不完全雇用者、失業者、それから偽

な市場、人口、開発、農業をきちんと管

貿易ばかりではなくて、人間開発の上

態で世界の経済は二分されます。東南

理することが可能になると思います。

に資金が集中しているためインフレが

アジア諸国、タイ、マレーシア、フィ

装失業者の数が増えてきています。世

いられています。

リピン、韓国、インドネシアなどは、

帯の家計も赤字が増すばかりで所得は

各国の間の友好を増強し、それから

過熱し、その一方で政府の方は赤字財

非常に大きな打撃を受けた国々です。

減少しています。特に女性を世帯主と

削減し、連邦のような関係ができ、不

文化、教育、社会の交流を増す。そし

戦条約のようなものができれば国防予

する家庭が最も影響を受けています。

所得と資産が不平等なために、階級

算を貧困撲滅のために割けるのではな

今までは、高成長を経験して享受して

間の対立が社会の不安を招き、世界の

いかと思います。

て客観的な基準と透明性を達成する。

これが世界の他の地域にも飛び火して

秩序全体を脅かしています。人間の開

また食料安全保障に関しては、前回

きた国々が、タイのバーツの暴落に

います。どのような国々がどのような

発、その生活の質の向上において、知

デリーでの会議で紹介された世界食料

ビザ等のプロセスを単純化し、通商貿

対策をとったかということは、私がお

識は非常に重要な役割を果たします。

銀行構想を改めて提案いたします。ア

児童労働、学童のドロップアウト、そ

話しするよりも直接これらの国々の方

その知識を吸収することが重要です

よって資金逃避、そして深刻な金融危

からお聞きになった方が良いと思いま

が、その面での高い障害があるという

ジア連邦に先んじて世界食料銀行をま

れから衛生環境の劣化、それからスラ

す。

のが、途上国の大きな問題だと思われ

ず立ちあげることも考えてはいかがか

機に陥ったわけです。これが今日この

しかし貧しい国々が、一番被害を受

ますが、その対応策としてアジア連邦

易を加速していく。そして国防予算を

けています。力を持った数カ国の主導

と思います。

ムの増大等の問題が生じています。

で様々なことが決定される結果、多く

を考えるべきではないでしょうか。

東南アジア諸国に起きていることで、

の農業国の成長が抑圧されています。
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社会、政治不安定は、テロの温床と
なります。やはりテロ対策は、各国に

●討議

とうということが述べられている。農

産物への補助ができなくなったら、今

のコントロールを握ろうとしているの

度は特許を使って世界を席巻し、食料

バイオテクノロジー、そして特許に

である。これが誤った使われ方をする

■ニュージーランド

はアジア諸国です。アジア連邦が、こ

ついてお話しになったことに付言した

と、生物の多様性、あるいは食料安全

おいても大切です。テロ行為が多いの
のテロに対してきちんと対策ができれ
い。

になる。

保障に対する人々の権利を損なうこと

ば、軍事増強を抑制し、貧困の撲滅と

遺伝子工学の遺伝子資源を持つこと

バイオテクノロジーでは、主要国が

寡占権力が他の国々を侵略するという

で、食料、その産物の所有権を握って

社会福祉を向上することができます。

構想の下に兵器を売却し、戦争が起

■ラヴィ議員

種、その育種家（ブリーダー）、生産

いるが、結果的にはそれが先進国に集
オーストラリア、ニュージーラン

者の権利の扱いについて随分立法も出

こっています。もしアジア連邦構想が
い、そして特殊な関係を築き、そして

ド、カナダ、アメリカは、日本が遺伝

ているが、やはり新しい種子ができる

同感である。遺伝子工学、特にその

世界における寡占権力を抑えることが

子操作をした植物を使った加工食品で

とそれが一部の人間によって権利化さ

中している。

可能になるはずです。ご静聴ありがと

あることをラベル表示することに圧力

れてしまう。

実現することができれば、環境に優し

うございました。

をかけて反対しようとしている。特許

を持っているアメリカが、日本市場で
る。これもまた食料の安全保障、そし

会にかけており、その一環として各国

今、日本は農業基本法というのを国

ロ日本Ｉ谷津義男

て世界の将来の食料供給に大きく影を

の農産物に対し、遺伝子操作によって

不利にならないようにという動きであ

落としている。

リントン大統領に出された書簡では、

メリカがそれを阻止するような動きが

いうことで今、協議を続けている。ア

作られたものについては表示をすると

生物工学における特許権を持つこと

ある、との件については確かにそうい

アグリ・ビジネスからアメリカのク

で、新しい自由貿易の下で独占権を持

奴

う話がないわけではない。しかし私た
ちは、これをしっかり表示し、消費者

が選択できるようにしていきたいと考
え協議している。

集して一九九九年二月オランダ国ハー

グで開かれた国際人口開発会議評価の

ための国際議員フォーラムの確認とア

ジア国会議員の今後の活動について検

討を考え、以下の発表を声明する。

国際人口開発会議行動計画を達成す

一一九九四年にカイロで採択された

で申し上げることはいたしません。し

ることを強く再確認する。

一一、国際議員フォーラム・ハーグ宣言

かし、多くの討議の対象となった項目
は重要なものばかりです。

各国代表の皆様、ようやく重要な討

ります。また、効果的な監視システム

フォローアップとして詰める必要があ

改めて確認する。

人口問題の解決がありえないことを

三、私たちは持続可能な開発なくして

を裏書きし、支持する。

議を人口と開発に関して始めたばかり

を作り、私たちが公約したことをきち

これから、より詳細な行動計画を

だと思った矢先に、閉会の時が来てし

んと実行しているかどうか監視する必

また活発な討議に参加いただいたこと

プロセスを発足させる重要な皮切りに

アジア国会議員代表者会議」が、その

この「第十五回人口と開発に関する

貢したものとなることが不可欠であ

む国際通商条約に明確に反映され－

約や国際協定、なかでもＷＴＯを含

口問題の持つ長期的な視点が国際条

ハーグ宣言に盛り込まれたように人

四、持続可能な開発を行うためには、

まいました。韓国側の主催者に代わり

要があります。

に感謝を申し上げます。

なることを祈念いたします。

主催していただきましたことに感謝申

出すことが大切だと考え、案をお手元

この度、この十五回の会議の声明を

議員として、人口問題の持つ長期的な

人口と開発問題にコミットする国会

る。

し上げます。私にとってもＣＰＥとい

にお届けしました。これをここで読ま

貫性を持ったものとなるよう国際社会

たしましても、この会議を共催させて

「人口と開発に関心を持つアジア国会

に呼びかける。私たち国会議員は各国

視点と国際ルールが整合性を持ち、一
た。非常に多くの論題についてこの一

議員代表者は、大韓民国、ソウルに参

せていただきたいと思います。

両日議論をいたしました。詳細をここ

いただいたことは欣快でございまし

改めてＡＰＤＡにこの重要な会議を

レゼンテーションをいただいたこと、

まして、皆様方に本当に素晴らしいプ

ＣＰＥ会長

スー・サンモック

閉会式ｌ挨拶

’
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私が署名をするのであれば、「ＷＴ

一ニーョークで開かれた国連人口特別

をして宣言を取りまとめた後、三月に

員会を作り、きっちりと項目別に整理

り、そのハーグにおける決議案、一九

Ｏ貿易のルールを含む」という部分を

総会準備委員会で発表した内容に準拠

承認したということになります。

九九年六月三十日から七月二日まで開

削除しなければ署名できません。それ

国民の代表として活動するものであ

かれる国連人口特別総会決議のなかに

そのことを理解した上でさらにこう

したものであると思います。

政府としては、受け入れ難いもので

いった我々の努力を国際的にアピール

が入ってしまっては、オーストラリア

す。オーストラリアだけではないと思

明確に反映されることを強く求める。
第十五回人口と開発に関するアジア
国会議員代表者会議参加者一同」

をする目的であると理解いただけば、

にはこの方向に向けての長期的な視点

■パキスタン

います。以上申し上げた上で、パラグ

が国際条約や国際協定のなかでも貿易

「なかでも」というのをやめて、国際

ご承諾いただけるかと思います。

インド代表団の代表といたしまし

ルールにＷＴＯを含む貿易ルール」と

貿易ルールといってしまえば、ＷＴＯ

ラフ４の「持続可能な開発を行うため

て、ただいまの声明の採択の動議を支

いうのを外していただければ、これを

という機関名を出すこともないと思い

■インド

持いたします。

署名することにやぶさかではございま

■オーストラリア

ます。ＷＴＯも国際貿易協定のなかに

入るわけですから、国際貿易通商協

せん。

議長、手続きを遅滞させるつもりは

全くないのですが、少しぎこちなさを

ています。そのハーグ宣言文が手元に

の宣一一一一口はこのパラグラフ４で言及され

際条約や国際協定に反映させることが

”どうやれば今回の議論を効果的に国

今回の会議の協議を取りまとめて、

定、条約といっておけば、ＷＴＯも含

ないので、記憶から申し上げなければ

できるか“いうことが目的ですから、

オーストラリアとパキスタン代表の

・曰本桜井新

なりませんが、文書には国際条約や国

私は今のオーストラリアの提言を入れ

ただいまのご発言は、パラグラフ４の

感じる箇所があります。確かにハーグ

際協定を検討（因滉習『」ヨの）すると書い

てこのまま発表するようにしたほうが

ところを若干手を加えればいいという

ことです。国際条約や国際協定に反映鐙

■韓国１１スー議員

か。

まれるのでいいのではないでしょう

てあります。ここでは反映（”の津の３）

宜しいと思います。

中身はハーグ宣言で私たちが起草委

すると述べてあります。反映するとい
うのは検討より一歩突っ込んでそれを

は事務局です。今回のこの素晴らしい

そして誰よりも御礼を申し上げたいの

インガー・ブリュッゲマン事務総長、

パキスタンの方がおっしゃったこと

会議を主催して下さった事務局に御礼

■オーストラリア

に納得しました。決して修正によって

を申し上げたいと思います。広瀬次雄

するということだけでいいわけですか。

弱くなると私は思いません。むしろよ

ＡＰＤＡ事務局長に心から御礼を申し

■ニュージーランド

り現実的になり、達成可能になると思い

私の意見を申しますと、それでは相
当この文が弱くなってしまいます。

「人口問題の持つ長期的な視点が国際

ンガー・ブリュッゲマンｌＰＰＦ事務

スー・サンモックＣＰＥ会長、イ

’中山太郎
ＡＰＤＡ理事長

上げます。

一よすも

るわけです。「なかんずく」という言

「ＷＴＯ貿易のルールを含む」を削

ロ韓国ｌスー議員

ディスカッションはＷＴＯのルールと
いうことも含んでいたわけですから、

ＷＴＯを含むということの方が私たち
のディスカッションを正確に反映する
ものと思います。

葉がありますが、その言葉の代わりに
この宣一一一一口にはＷＴＯのルールも入れ

条約や国際協定を含む国際通商条約に

局長、そして私の長年の尊敬すべき友

一含む」を使ったらどうでしょうか。

るべきだと思います。というのは、ま

明確に反映され―賞したものとなるこ

■ベトナム

ず国際条約、そして協定に反映させ、

るアジア国会議員代表者会議は、実に

人であるプラソップ・ラタナコーンＡ

実りの多い議論が行われて、素晴らし

とが不可欠である」で宜しいと思いま

これ以上声明文について申しあげま

い成果を収められたことを心から感謝

ＦＰＰＤ事務総長、またご参集の皆

せん。ただ感謝だけを申し上げたいと

いたします。ＡＦＰＰＤとＡＰＤＡ

そしてなかんずく貿易協定にも反映さ

思います。この会議の主催者である中

す。意義がなければこれで採択したい

山太郎ＡＰＤＡ理事長、桜井新ＡＦＰ

は、アジア地域における人口と開発問

せたいとの意向があるのですから、削除

ちょっと意見が分かれているようで

ＰＤ議長、プラソップ・ラタナコーン

題に関する国会議員活動を実施してい

様、今回第十五回の人口と開発に関す

すが、やはり皆様のコンセンサスを得

ＡＦＰＰＤ事務総長、そしてＵＮＦＰ

と思いますが、宜しいでしょうか。

られるように調整しましょう。さっき

く上で、ちょうどコインの裏と表のよ

しないで宜しいんじゃないでしょうか。

私が申し上げたように、削除して採択

Ａの安藤博文事務局次長、ＩＰＰＦの

ロ韓国１１スー議員

いたしましょう。
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うな関係になっています。ＡＦＰＰＤ

題の原点であり、リプロダクテイブ・

・ヘルス、ライッの問題こそが人口問

今回の会議では、リプロダクテイブ

ぞれのお国にお帰りになることを心か

ますし、どうぞ皆様方がお元気でそれ

皆様方のお許しをいただきたいと思い

やっている立場でご理解いただいて、

んが、どうぞ私たちお互いの政治を

今回、十五回という記念すべき機会

ヘルス、ライッの完全な普及こそが、

らお祈りを申し上げて閉会のご挨拶と

欣快であり、ご同慶にたえません。

にＡＰＤＡ賞をお贈りさせていただき

人口問題解決の道であることが改めて

いたします。ありがとうございました。

の歴史とＡＰＤＡの歴史は、完全に重

ましたｃ受賞された皆様に、心から感

確認をされました。

なっています。

謝御礼申し上げると共に、今後のご協

が牽引車となって、今後とも勇気と連

報われることのないこの活動を我々

命感であると確信をしています。

は、地球人類のためにという崇高な使

動です。皆様の活動を支えてきたもの

びつかない純粋な人類愛に基づいた運

この活動は、選挙の票にも金にも結

問題が解決を迫っています。こういっ

ら資源、食料、そして水、いろいろな

でも、我々共通の課題として、これか

います。先程上映されましたスライド

という課題を改めて強調していると思

の下で、いかに人類が生存していくか

する問題、二十一世紀に限られた資源

する討議では、これから私たちが直面

クＣＰＥ会

サンモッ

す。スー・

うございま

ありがと

同時に食料安全保障、環境問題に関

帯を持って、たゆみなく続けてまいり

たなかで私たちは一生懸命活動を続け

長、中山太

力をお願い申し上げたいと思います。

ましょう。ＡＦＰＰＤの活動は、桜井

てまいりましょう。

最後になりましたが、この会議にご

議長、プラソップＡＦＰＰＤ事務総

郎ＡＰＤＡ理事長、桜井新ＡＦＰＰＤ

インガー乱フリュッゲ
マンーＰＰＦ事務局長

新ＡＦＰＰＤ議長はじめ、アジアの同

僚議員各位のご努力によって一九九四

参加をいただいた各国の国会議員の皆

ＮＧＯのメンバーとしてこの一両日皆

年以降、地球規模に拡大し、アフリ

また、日本ではちょうど地方選挙が

様と同席できたことは、本当に大きな

長、安藤博文ＵＮＦＰＡ事務局次長、
国会議員のフォーラムが設置されまし

現在行われており、出席いたしました

喜びです。

様に御礼申し上げます。

た。ＡＦＰＰＤを源流とした人口問題

日本の国会議員は、今日の閉会のレセ

カ、アラブ地域にも常設の人口と開発

に関する世界の国会議員活動は、大き

プションには出席することができませ

皆様方は非常に幅広くて深い問題を

な潮流になりつつあります。まことに

`５

めてこの会議でも人口という言葉が抽

れほど深くもあり幅広い問題です。改

いません。先程一四○カ国と言いまし

計画の組織がなければＩＰＰＦもござ

家族計画の連合です。その国別の家族

はない中絶が行われており、そのうち

になっています。二○○○万の安全で

期の合併症で肉体的に障害を持つよう

娠中または出産時に死亡し、また産褥

ことになります。何千という女性が妊

象的であまり正確な言葉ではないと思

たが、私たちの活動は一七○カ国で行

七万人が安全な手段が与えられていな

のＩＰＰＦというのは一四○の各国の

いました。人口というなかには、個人
われています。

議論されましたが、人口というのはそ

があり、老若男女いるわけです。です

ける最も大きなＮＧＯではないかと思

その意味で、私たちはその分野にお

ましたがｌまで議論いたしました．

いう具体的な話までまとめることができ

一重に老人の生活の質を改善しようと

持って高齢化するという話ｌそれは

論いたしました。また緩やかに尊厳を

いう問題について、様々な角度から議

題やその影響等、非常に幅広い人口と

私たちはグローパリゼーションの問

できればと思います。

たちが一両日議論していたことを補完

からこの閉会に当たりまして、この私

大と持続可能な開発を可能にするよう

も出てまいりましたが、この人口の増

いうことは今日のディスカッションで

思っています。貧困の撲滅の重要性と

否定することになるに他ならないと

ス、家族計画やそれに関連する権利も

ル・ヘルス、リプロダクテイブ・ヘル

を実施しないということは、セクシャ

ロで一九九四年に採択された行動計画

れてまいりました。ＩＰＰＦは、カイ

があるということを自他ともに宣言さ

が、政治家である皆様方も大きな役割

は、皆様方から強力な要請が出ました

「カイロ会議から五年の評価会議」で

が実施されなければ世界の安定や環境

けです。ですからＩＣＰＤの行動計画

もできず、性的にも搾取されているわ

性があるわけです。つまり安全な中絶

性病の感染や、ＨＩＶに侵される可能

世界中の二○億の貧しい女性の多くは

方が男性より二○倍高いこともあり、

す。またＨＩＶに感染するのは女性の

で、性病に侵される可能性がありま

と出産は一番生命を危険にさらす行為

一五歳から一九歳の女性にとって妊娠

てその人生を駄目にしてしまう。この

若い女性が望まない妊娠をし、そし

いために命を落とすというのが冷厳な

います。自分たちの運命を自分の手で

な資源の活用というバランスも取れな

リプロダクテイブ・ライッというの

脅かされてしまうことになります。

仕する人たちの健康、尊厳ある人生も

現実です。

握ることができず、肉体的な条件や子

カイロの行動計画が実施されないと

の健全さも脅かされ、そして我々が奉
ず、産むことしか選択がなかった人た

いうことは何百万の男女が、安全で信

くなってしまいます。

ちの将来を思って家族計画サービスを

頼のいく家族計画の手段を得られない

供たちが生まれ育つ環境にもかかわら

提供するためにスタートしました。こ
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は、既に国連の人権宣言に調われてい

むしろ情報を提供したために、若い人

かなければなりません。それは行きづ

ニーズを満たすサービスを提供してい

また、その周辺に追いやられるマー

たちが責任ある行為をするということ

また情報があっても世界中で思春期

ジナル化された人たち（難民、商業的

るわけで、もっと注意深く読んで理解

の青年の妊娠が増加していますが何故

なセックス・ワーカー、貧しい人たち

らいところであってはならないし、プ

ています。またすべての個人はリプロ

なのでしょうか。やはり社会的な原因

等）も見ていかなければなりません。

を何回も経験しています。その意味で

ダクテイブ・ヘルスとサービスを受け

があるのだと思います。若い女児が、

彼らは暴力の対象となるグループで、

する必要があります。人権宣言のなか

る権利があると調われています。

自分の人生を性行為をするだけのもの

セクシャル・ヘルス、リプロダクテイ

ライバシーがきちんと保護されていな

げなければなりません。私たちが今ま

と思ってしまっているのではないかと

ブ・ヘルスとライッを守られていませ

情報を若い人たちに提供し、親や教員

でやってきたセクシャル及びリプロダ

思います。家族計画こそ、我々が実施

ん。彼らにも他の人たちと同じような

には、女性の権利、男性の権利、そし

クテイブ・ヘルスについて、青年にき

しなければならない、最も重要なプロ

権利があることはいうまでもなく、彼

ければなりません。

ちんと情報として伝える必要がありま

グラムです。そのサービスを改善し各

らのニーズも満たしていかなければな

に伝えていかなければなりません。

す。それを親ができれば一番好ましい

国で提供するために、国会議員の皆様

りません。

てサービスの必要性ということも調っ

わけですが、親がそれぞれ自分たちの

方に助けていただかなければなりませ

青年の問題も、我々は深刻に取り上

生活でぎりぎりであるならば、その思

ん。

最後になりましたが、国会議員であ

春期の若い人たちに何らかの伝える手

報を提供していかなければなりませ

ばなりません。そしてきちんとした情

ますが、若い子供たちを保護しなけれ

政府のなかには反対する人たちもい

問題があります。男性の行為が悪いん

同時に男性側にも非常に緊急を要する

フォーカスしなければなりませんが、

りました。この運動は女性の状況に

する興味深いプレゼンテーションがあ

支援願います。

ことだという状況を作り出せるようご

います。そして生きることが意味ある

性を増すようにしていただきたいと思

死の境があいまいな分野における透明

より良い法律や多くの予算、そして生

る皆様方には是非政府に働きかけて、

ん。経験からいいますと、情報を提供

だということでは、問題は解決できま

今朝、非常に男女共同参画社会に関

したからといってセックス、性行為を

せん。若い男性を対象として、彼らの

段がなければなりません。

促進するということにはなりません。

`７

フォーラムです。我々にとって一番感

会の誕生、あるいはその組織の再強化

グでのフォーラムでは、毎年世界の国

内容も大変充実しておりました。ハー

さです。数だけではありません。その

ジアは今までいい仕事をしてきたと私

僚の皆様方にも御礼申し上げます。ア

ンモックＣＰＥ会長にも、そして同

また今回のホストに対してスー・サ

のために働いてまいります。

スー・サン

会議員会議が、ＡＦＰＰＤの小さな規

は自負していますが、次の世紀でもま

銘を一蛍けたのが参加議員のレベルの高

モックＣＰ

模ででもできないだろうかということ

た最善の努力をしてまいりましょう。

プラソップ・ラタナコーン

Ｅ会長、中山

がいわれました。

議員活動を通じて人口問題に貢献して

る友人の皆様方、ＡＦＰＰＤは、国会

ＵＮＦＰＡ事務局次長、そして親愛な

ッゲマンーＰＰＦ事務局長、安藤博文

ガー・ブリユ

理事長、イン

話をしました。

ントン，。Ｃにあります人口研究所で

メリカの政治家の集会で、議会やワシ

発言されました。そして私の方は、ア

先月、国連人口特別総会準備会議でも

イトメントを発表いたしました。また

桜井新議長はＵＮフォーラムでもステ

ハーグの国会議員フォーラムの後、

を尽くして、どこででもどんな場所で

さい。あらゆる方法で、すべての方法

ます。できるすべての善行はしてくだ

最後にこんなメッセージを申し上げ

ていただきたいと思います。

ますの福祉安寧のためにお力を尽くし

すように、そして世界中の人々のます

皆様それぞれご無事にお国に帰られま

ＡＦＰＰＤ事務総長

太郎ＡＰＤＡ

十八年になろうとしています。

た。それはハーグで開かれた国際人口

会議と言えるものを開催いたしまし

そしてＩＰＰＦと共に今年最も有益な

の議員グループ、そしてＵＮＦＰＡ、

うれしいことです。ＡＦＰＰＤは同僚

ミナーでご一緒できましたことは大変

Ａ、そしてＡＦＰＰＤのジョイントセ

的な会合となりましょう。このＡＰＤ

ＦＰＰＤはこれからも各国の国内委員

るような会議にしたいと思います。Ａ

い世紀に対して方向を示すことができ

す。私たちはこの新潟の総会が、新し

準備を進めるように指示をしていま

営委員会の方は、事務局に対して既に

います。開催地は日本の新潟です。運

は今年ＡＦＰＰＤの総会が予定されて

先程申し上げましたように、十月に

た。

あげて下さい。ありがとうございまし

でも、いつまでもすべての人々にして

ＡＦＰＰＤの次の総会はまさに歴史

開発会議見直しのための国際議員
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弘之（東京大学新領域創成科学研究科教

Ｅと翻

。架刻な干ばつ被害の背景には人口増による自然破壊があ

な混乱が増大、多くの国でクーデターや武力による政権交代の引き金と

では、大量の環境難民が発生して周辺国に流入した。この人口移動で朴

な人口増で森林面積は四％以下にまで激減してしまった。この結果、農
侵食が深刻化して農業生産は壊滅し、社会不安から、軍のクーデターやゲ
活動が曰常化して、いまでは世界の最貧国の一つにまで落ち込んでしまつ
一九七○年前後と八○年代初期、アフリカのサヘル地方を襲った大干

この典型的な例を世界各地に見ることができる。アフリカ西海岸のシ
レオネは、かつては国士のほぼ一○○％が熱帯林で覆われていた。だが

混乱させ、ひいては国家の崩壊まで引き起こしている現実は、これまで
んど認識されなかった。人口増加は、農地、森林、土壌、水資源、漁業
など再生可能資源（自然資源）に圧力を加える。とくに、小国、山岳国
国などの環境容量が限られた国や、乾燥地、山麓地帯、低湿地など脆弱
態系の地域で人口爆発が起きると、環境悪化は短時間に破局的な状態に
発展する。これが、人口の移動や地域経済の破綻を招き、政府の圧制、
の格差、民族的な対立などと結びつくと、暴力を誘発して武力紛争にっなぷ

人口の急増で環境が破壊された結果、農業生産が落ち込んで政治や経

はじめに

・石

覇

、

ｇＥ弓
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人口の重圧と紛争

〔写真・右〕チリ、イースター島

の最貧国ハイチでは、自然の荒廃がそ

的な紛争も、根は同じである。西半球

るドミニカ共和国とハイチの間の慢性

カリブ海で同じ島を分かち合ってい

ド、バングラデシュ、インドネシア、

ア、ブラジル、中国、北朝鮮、イン

ナム、エクアドル、ペルー、ボリビ

ア、ホンジュラス、ベネズエラ、スリ

リア、セネガル、ハイチ、一一カラグ

の典型的な例を拾ってみよう。

なる一方だ。最近起きたこうした紛争

きる。しかも、そのリストは年々長く

…など、世界中で数え上げることがで

パプアニューギニア、フィリピン、…

１イースター島の教訓

の極限にまで達し、食うために多数の
密入国者がドミニカ側に流れ込んでい

る。メキシコのチャパス州で一九九四
年以来続いているマャ族の反乱も、伐

こから島民がわたってきたのか、南米

ロも隔たっている。こんな孤島に、ど

ター島（チリ領）は、巨大な石像群、

からの漂流民説、宇宙人基地説などさ

太平洋のまっただ中に浮かぶイース

が徹底的に搾取され、狭い土地に押し

起源不明の島民、未解読の文字などに

採や牧場造成など大資本によって自然
込められて貧困と環境破壊で生活に

まざまな説が唱えられてきた。

だが、人類学的に見ると彼らはポリ

よって「世界の七不思議」の一つとさ

れてきた。だが、米国とチリの研究者

困った先住民が立ち上がったものだ。
このほか、環境悪化が原因で国内や

○○年ごろイースター島にたどり着い

た。伝説によればわずか数十人だった

という。

も近い陸地であ

人の住むもっと

いのこの島は、

た。精巧な石組みの祭壇や、先祖の墓

形成し、宗教儀式と祭礼に血道を上げ

た。血縁の近い家族が集まって氏族を

アと同様の社会組織が確立していっ

人口が増えるにつれ、他のポリネシ

るピトケアン島

として巨大な石像のモアイが建てら

大きくしたぐら

豆島をひと回り

瀬戸内海の小

上がってきた。

ネシア人だった。双胴のカヌーで高度

画上級顧問、国連開発計画上級顧
問、通産省産業技術審議会委員。
<受街>国連ポーマ賞､国連グローバル500
賞、毎日出版文化賞。
<著書>｢地球環境報告｣、「地球環境ｌ
Ⅱ｣、「酸性雨」岩波新書、「蝕ま
れる地球｣、「蝕まれる森林｣、「地
球破壊・七つの現場から｣、「地球
への警告｣、「インデオ居留地」朝
日新聞社、「地球生態系の危機」
筑摩讐房、他多数。

チームの二○年に及ぶ総合的な研究に

<職歴>朝日新聞社編集委員、国連環境計

隣国との緊張状態の生まれている国

与。

の航海術を駆使して東南アジアから太

<学歴>東京大学卒。

よって、最近これらのナゾが解かれて

員教授、鳥取大学乾燥地研究セン
ター客員教授、国際協力事業団参

は、ケニア、エチオピア、ソマリア、

<現職>東京大学新領域創成科学研究科教
授、日本国際文化研究センター客

平洋全域に広がり、紀元後四○○～五
●石弘之くいしひろゆき＞

みると、あまりに今日的な問題が浮かび

1940年東京生れ。

コンゴ、マリ、ニジェール、ナイジェ

義

から二二五○キ
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そこに現代のほろびの法則を見
た。ユーモラスなモアイ像もそ
んな目で見ると悲しげだ。

だが、資源の乏しい島だった。食糧

めの戦いだった。一六○○年ごろを境

り、食用のための人肉を手に入れるた

た。枯渇する資源をめぐる争いであ

島民は戦いに明け暮れるようになっ

スター島の歴史は、環境が回復不能な

段はなんら持ち合わせていない。イー

たのと同様、人類も地球から逃れる手

である。彼らが島から逃れられなかっ

い。地球の資源も島と同じように有限・

しかしたら私の運命であるかもしれな２

像の数は一○○○体を超えた。石切場

に狂奔するようになり、最盛期には石

起きたのだ。氏族はいよいよ宗教儀式

えた。ちっぽけな島で人口の大爆発が

キロあたり二八○人の人口密度は、西

○年から二・四倍にも増えた。一平方

人（九八年国連統計）が住む。一九六

島を加えたぐらいの面積で、六○六万

中米のエルサルバドルは四国に淡路

うになった。地下水もほとんど用をな

は雨季には氾濫し乾季には干上がるよ

森林を失って保水力がなくなり、川

ている。

の四分の三は深刻な土壌侵食を起こし

無理な耕作を続けた結果、すでに国士

森林破壊は島全体に及んで、’六○○

六ヘクタールで中米では島国を除けば

国民一人あたりの農地面積は○・一

国内の過密と農地の不足から、一九

５

といえば、連れてきた鶏や豚、それに

に急激に社会は衰退していき、十七世

れ、世界的に見てもきわめて特異な社

ヤムイモ、タロイモ、バナナ、サツマ

紀の半ばに、この特異な文化は突如と

までに破壊されたときの結末を雄弁に

会が発達した。

イモぐらいのものだった。周囲は深い

して崩壊したのである。

物語っている。

｜臣の脱

イースター島がたどった運命は、も

海で魚はあまりとれなかった。はじめ

こそ海鳥は豊富で食用にされたが、か
なり早い時期に食べ尽くされた。

数十人の移住者が、’○○○年後の

から重い石像を島各地の祭祀場に運ぶ

半球でもっとも高い。独立した一八二

一五五○年ごろには七○○○人にも増

必要からコロとして膨大な木材が切り

一年当時は国士の七～八割は森林だっ

さなくなった地域が多い。畑から崩れ

分の一の農民はまったく土地がない。

出された。

たと推定されているが、現在ではわず

落ちた土砂は、情け容赦なく川に流れ

さらに、開墾、燃料、小屋やカヌー

か六％しか残っていない。

年までに島はほぼすべての森林を失っ

最小であり、一部の大土地所有者が広

六○年代に入って農地のない零細農民

込み、ダムも土砂の堆積で機能しなく
た。カヌーはつくれなくなって漁がで

大な農地を独占しているために、農民

や超過密化した都市スラム住民が、隣

をつくるために木は切られていった。

きなくなった。植生の破壊で土壌流失

の半数はわずか五％の農地に集中、三

なっている。

が進み、作物の収量は低下した。

人ロの重圧と紛争

国のホンジュラスに大挙して密入国し

モを行い、ストライキを打って政府に

た。

内戦で、七万五○○○人が殺害され

七％も下がった。貧富の差は以前にま

抗議するようになった。「サッカー戦

これに対して、政府の秘密警察が暗

して拡大している。社会の混乱は激し

た。こちらは面積で五倍、人口密度は

ルサルバドル人を本国に強制送還しよ

躍して数千人を殺害した。左翼ゲリラ

さを増し、年間で八○○○人前後が犯

だが、長く続いた混乱で、土地の荒

うと企てたことから、二国間の関係は

はテロ活動で対抗した。’九八○年

罪で殺されている。国連推計では二○

争」後、国外への脱出が困難になり、

険悪化した。

に、左翼ゲリラの連合組織と政府軍が

二五年には人口は九二○万人を超え、

五分の一ほどのゆとりのある国だ。だ

一九六九年七月に、両国のナショナ

全面的な内戦に突入した。難航を重ね

人口密度は四四○人に達する。混乱は

廃は進み、農業生産はこの一二年間で

ル・チーム試合で観客同士が乱闘に

た末に、一九九二年に国連の仲介で政

国内の人口圧力が高まってきたのだ。

なったことをきっかけに両軍が武力衝

府とゲリラ側が和平協定に調印して、

が、ホンジュラス政府が不法滞在のエ

突、約一○○時間の戦闘で六○○○人

い。

まだまだ続くことは避けられそうにな

引き金になった事実が明らかにされ

てエルサルバドルの人口過密が紛争の

林、湖沼、山岳に彩られた景勝地とし

ルワンダは、三○年ほど前までは森

東アフリカ山地の真ん中に位置する

三○人を超えて、アフリカ本土の最過

いう猛スピードである。人口密度は三

三三万人に達した。四五年間で四倍と

に過ぎなかった人口が、九五年には八

３山国の悲劇

内戦は収まった。だが、この一二年の

が死亡、一万二○○○人が負傷する大

惨事に発展した。当時は「サッカー戦
争」として、興味本位に報道された

た。これが、史上初めて人口過密が引

て知られ、マウンテンゴリラをはじめ

が、その後の社会学者らの調査によっ

き金になった戦争といわれ、別名「人

密国になった。

この四国の一・五倍ほどの小さな山

足の生活を送っている。農地が不足す鐙

割を占める農民は、ほとんどが自給自

で三分の一にまで急減した。国民の八

○・七ヘクタールしかなく、三○年間

この結果、一人あたりの農地面積は

豊かな野生動物に恵まれた国だった。
だが、今では禿げ山だらけの荒涼とし

口戦争」ともいわれるようになった。

だが、この後さらに悲惨な内戦が勃
が一八年間も政権をにぎっていたが、

国で、過去四○年ほどの間に人口爆発

た光景に一変してしまった。

七○年代になると、土地のない農民、

が起きた。’九五○年には二一二万人

発した。一九六一年から、右翼の政権

都市の失業者、貧困者らが繰り返しデ

進む開墾のために、一九九五年の統計

積の半分が森林だったが、急ピッチで

地を広げていき、三○年前には国土面

山麓地帯を上へはい上がるように耕

の高原地帯に大移動を起こした。

口過密の中央部から人口の少ない東部

世界銀行の統計では、最低限の生活さ

割も減って一九○ドルにまで下がり、

一人あたりのＧＮＰはこの一○年で三

代末には最下位にまで転落した。国民

で上位三国に入っていたのが、八○年

りの食糧生産量はサハラ砂漠以南諸国

きた。’九八○年代初期は、｜人あた

物の生産量は半減し、飢餓が広がって

され、一○万人以上が国外に脱出し

ツチ族はフシ族に襲われて数千人を殺

起こして政権を奪った。このときに、

フシ族は、’九五九年にクーデターを

第二次大戦後次第に力をつけてきた

かった。

奴のように扱われたものも少なくな

ツチ族によって徹底的に差別され、農

た。フシ族は、白人の槐偏政権だった

への入隊はほとんどツチ族に限定し

では六・二％が残るだけとなった。こ

え難しい絶対的貧困層が国民の八五％

後の一○年間で農民一人あたりの農産

のほとんどは国立公園にあり、事実上

た。亡命したツチ族は、隣国のウガン

ろのにつれて、新たな土地を求めて人

森林は姿を消した。

国の一つに数えられる。同時に都市へ

は、世界でももっとも深刻な土壌流失

壌侵食が激しくなってきた。現在で

代半ばから傾斜地の農地では一段と土

沃で温暖な中央部で農業を営み、ツチ

らなっている。フシ族は、主として肥

％を占めるフシ族と、九％のツチ族か

チ族が入り込んできた。現在では九○

が支配する王国で、そこに牧畜民のツ

ルワンダはもともと農耕民のフシ族

して土地を奪っていった。各地で土地

フシ族は、ツチ族を放牧地から追い出

平均）が住んでいた。政権をにぎった

ロあたり二五○人（現在のアフリカの

して、’九六○年当時すでに一平方キ

フシ族が住む中央部は人口が過密化

ダでルワンダ愛国戦線を結成した。

を占めるまでになった。

も大量流入し、’九五○年当時人口が

族は東部の乾燥したサバンナ性で広大

無理な開墾がたたって、一九八○年

一万人に満たなかった首都キガリは、

内紛に呼応するように、九○年代に

の奪い合いが激しくなり、長年の部族
前世紀末にドイツ領となり、二度の

入って愛国戦線はひんぱんに越境攻撃

一九九四年には二四万人を超え、スラ

世界大戦を経てベルギー領になった。

抗争がからんで憎悪は頂点に達した。
人口圧力と土壌悪化に一九八○年代

をかけた。これに対して、フシ族政権

な放牧地を所有し牧畜で暮らしてい

から九○年代にかけて断続的に襲った

欧州からの入植者はツチ族を統治の手

側は国民を大量動員して、国内のツチ

ムが膨張を続けて都市機能はがマヒ状

干ばつが追い打ちをかけ、一九八五年

先に利用するめに、ことさらツチ族の

族に対する憎悪を煽り立てた。政府は

た。

ごろを境にして、それまでの食糧自給

優越性を強調して、教育の機会や軍隊

態だ。

国から慢性的不足国に転落した。その
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人ロの重圧と紛争

じてツチ族虐殺の先頭に立った。

は、武装民兵やギャング集団に身を投

中の若者や都市に流れ込んだ貧困層

ツチ族に対する暴力を正当化し、失業

行している。

てひどくなり、森林の乱伐、盗伐も横

破壊されて士壌の流出が以前にもまし

のの不足が深刻だ。山間地の段々畑も

むすび

ションカウンシル）他。

欧米が調停に乗り出し、両者は一九

九三年に和平協定に調印、暫定政府を
つくることで合意した。だが、フシ族

起因する紛争がますます増えることに

二十一世紀は、こうした環境破綻に

けに、両部族は全面的な戦闘に発展、

なることは確実であろう。人口増や経

出身の大統領が殺されたことをきっか

ツチ族虐殺が全国に波及した。最終的

武力による安全保障に代わって、

済の拡大によって、資源や環境への圧

たと推定され、ザイール（現コン

「環境安全保障」「地球安全保障」と

にツチ族側が勝利を収めたが、ツチ族

ゴ）、ブルンジ、タンザニアなどに逃

いうことばも聞かれはじめた。環境保

国際人ロ問題議員懇談会、保健

◇プログラム：

国際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）

力は高まらざるを得ないからだ。

げだした難民は一五○万～二○○万人

全が地球の安全には必須のものである

◇後援：国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）

を中心に五○万～八○万人が殺害され

に及んだ。

ことが、ようやく認識されてきたこと
の証左でもある。

日本家族計画連盟

◇協力：エイジング総合研究センター
日本家族計画協会、2050、アジ
ア人口・開発協会

◇主催：人口問題協議会、ジョイセフ、

基調講演「２１世紀の少子・高齢化社会」

リンダ・マーティン（米国ポピュレー

会館ｸﾞループ

結局、ツチ族が全土を掌握して暫定
政権をつくることで、一九九四年末に
は事態は沈静化した。この一連の混乱
は、環境悪化が引き金になったと同時
に、環境悪化を加速させることにも

なった。大虐殺と大量の国外脱出は、
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ルワンダの農業や牧畜を根底から覆し
てしまった。農家の農器具、家畜、
コーヒーの木……といった基本的なも

｢世界人ロデー｣特別シンポジウム-21世紀の少子･高齢化社会

市の高）
鶴轤
鶴
鱸鑪
鱸鑪鰯

圭一円

教授嵯峨座Ｂｉ 夫
早稲田大学教授

若い人口構成を示していた（表１）。

その意味では、現在の大都市は必ず

しも一局齢化しているとはいえない。現

に、千葉市は一九九五年の高齢化率は

中心部では、以前から人口停滞あるい

大都市が高齢化している。大都市の

が七％を超えたから高齢化社会に入っ

口の高齢化率が七二％となり、それ

り返ってみると、一九七○年に全国人

九・四％と極めて低い水準にある。ふ

は人口減少が見られ、都心の過疎化、

が高いことである。近い将来、大都市

由は、大都市の高齢化のポテンシャル

つあると見なければならない。その理

は今、次のような理由から高齢化しつ

しかし、それにもかかわらず大都市

てきた。

まで、大都市は若い人口構成を維持し

たと喧伝されたころから今日にいたる

たが大そ過をい

灘脈祁Ⅲ〃旅舳椛州旭川順燗Ⅲ蝿

人による社会増加であった。昭和三十

十年代から四十年代にかけて三大都市
の人口は急増した。これは主に人口流

おける人口の都市集中である。昭和三

ことの始まりは、高度経済成長期に

で確実に、かつ急速に高齢化が進むこ

みれ三り経面て

もたらす主な問題点について見てみた

てそ－ま面局め

とが明らかである。もちろん、この他

見とる（ま局じ始

に先に述べたように都市の中心部で高

い齢であう、進
て化あて司同み

い。平成七年二九九五）の国勢調査

っ高市もしｉどが

によれば、六十五歳以上人口の割合

に口都にとほ化

齢化が進んでいる事実も見逃せない。

攪人籠。：雲；齢

都心の高齢化がいわれていたが、今、

ポテンシャル

高い人ロ高齢化の

７

鰯:董溌毒
洲令ろががた篶

（高齢化率）は、全国では一四・五％

も都う加経る大
上市こな速過・都
らをこ気のす後市

グ轤灘騨鱸濡塞肺洲酬延
蕊轤鱸鱸鱸露鶴一一一護謹川脇

大
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大都市の高齢化

ス、つまり転出超過であった。昭和三

の道府県はすべて社会増加がマイナ

庫県の一都一府五県のみであり、あと

京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵

スの都道府県は、埼玉県、千葉県、東

～三十五年の五年間に社会増加がプラ

の二つが、大都

続く流人の停滞

流人とその後に

ての若い人口の

四十年代にかけ

和三十年代から

このような昭

として、この時

十年代から四十年代にかけて、大量の

この人口流人は、その後、高度経済

期に内蔵される

市人口の高齢化

成長の終焉とともに沈静化し、現在で

ことになった。

若い人口が三大都市圏に流入したので

は三大都市圏への純流人はわずかなも

そして、四十年

のポテンシャル

のとなってしまった。特に、東京都の

近くが経過し、

ある。

場合は昭和四十年代前半には社会増加

今そのポテン

し始めたの

である。

大都市の

高齢化の物

語は、単純

化してみる

とこのよう

にスケッチ

できるので

はマイナスに転じ、ついで四十年代後

早稲田大学文学部教授。

<主な著書＞「エイジングの人間科学」
学文社1993年、「人口高齢化と高
齢者」大蔵省印刷局1997年、「高
齢者のライフスタイル」早稲田大
学出版部1999年、その他多数｡

シャルは顕在化

<現職>早稲田大学人間科学部教授。
<学歴>早稲田大学第一政治経済学部卒｡
<職歴>アジア経済研究所統計企画課長、

半になると大阪府もマイナスに転じた。

●嵯峨座晴夫くさがざはるお＞
1935年長野県生れ。

表１１３大都市の人口高齢化（65歳以上人ロの割合」（1970～2025年）
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1970～95年は国勢調査。2005～25年の各都市は日本統計協会「市町村の将来人口-1995～2025年一」（平

成９年12月｣、全国は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成９年１月）の中位推計
による。

５７

はないだろうか。この物語を裏付ける

化率が将来も続くと仮定しており、必

目すべき点として都心部での高齢化の

市で高齢化率は二○％を超えると予測

くなる。二○二五年には、すべての都

いはそれ以上の水準に達する都市が多

人口問題研究所推計）に並ぶか、ある

国水準の一九・六％（国立社会保障・

％、北九州市で二一・五％であり、全

都市で一九・四％、大阪市で一九・七

率は東京都特別区部で一九・九％、京

これを見ると、二○○五年の高齢化

代田区（’九・○％）、第三位荒川区

一位は台東区二九・六％）、第二位千

一九九七年現在、東京二三区の中で第

・六％と一六％を超える区があった。

・七％、台東区一八・四％、荒川区一六

値となっている。他にも、文京区一六

六・二％、港区一六・○％とかなり高い

率は、千代田区一七・九％、中央区一

あったが、その年の都心三区の高齢化

都特別区部の高齢化率は一三・七％で

進展がある。東京都の例をとろう。表

されており、中でも東京都特別区部と

二七・七％）、の順となっている（『東

ずしも正確なものとはいえないが、一

表ｌは、一三大都市の高齢化率の推

北九州市では三○％近くにも達するこ

京都社会指標ｌ個別指標ｌ』平成十年

には、各都市の人口構成のデータを詳

移を示す。一九九五年まで各都市の高

とになる。また、一九九五年まで比較

版による）。

１にも示したように一九九五年の東京

齢化率を見ると、最近になるほど高齢

的に高齢化率の低かった千葉市、川崎

応の目安にはなると思われる。

化率の上昇が著しくなっている。一九

このように、都心部における高齢化

細に検討することが必要であるが、こ

九○～九五年の五年間では、川崎市、

市、横浜市、広島市でも、二○二五年

が進んだ理由は都心からの人口流出で

こではその余裕がないので別のデータ

京都市、神戸市以外では、高齢化率の

には二五％を超える高い水準に達する

あろう。若い人たちの流入が減るのに

情報研究センターが作成した、「市町

が示してある。これは、財団法人統計

○一一五年の三年次についての将来予測

おける著しい人口流入とその後の人口

が、これは先に述べたように大都市に

は、近い将来、急速に進むことになる

このように、一三大都市の高齢化

とになった。

が、都心部の高齢化を加速化させるこ

活環境を求めて郊外に流出したこと

加えて、比較的若い世代がよりよい生

むのだろうか。前記の「市町村の将来

都心部の高齢化は、将来どの程度進

村別の将来人口Ｉ一九九五～二○二五

大都市の高齢化について、今一つ注

停滞とに主としてよるものである。

九○～九五年の五年間のコーホート変

年」によるものである。推計は、一九

表１には、一一○○五、二○一五、二

人口高齢化の
現状と将来

を示す。

上昇率は全国のそれを上回っている。

ことになる。

２
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えることになる。もちろん、都心部の

り、都心部ではどの区でも三○％を超

％、台東区三四・八％などとなってお

％、中央区三五・八％、港区三一一一・六

年の高齢化率は、千代田区三七・二

人口」によって見てみると、二○二五

との同居率の低

は、高齢者の子

態の変化として

高齢者の居住形

ことができる。

の増加をあげる

世帯と夫婦世帯

このような家

このような顕著な高齢化は、現状が今

齢化対策が講じられなかったならば実

族と同居住形態

下をあげること

現するであろう予測値である。した

の変化は、高齢

の僧仁》有

、ソ個伺

①世（［

ｍＪ△土」曰

ＤＪひ

①の者

８７３８

日］

日１９００

ＦＬ

五歳以上人口は約三四五万人であり、

【’

703

84C

584

ｎＵ八印〕、「］向氏山

←』Ｆノム０Ⅱユ【ｌＬ

88G

12.1

“｜綱

27.8

りも一○ポイントほども高くなってい

は高く、全国のそれ（二七・八％）よ

北九州市などで夫婦のみの世帯の割合

してある。札幌市、神戸市、広島市、

三の大都市ごとにそれぞれの割合が示

なっていることがわかる。表には、一

ジは、全国の値と比べるとかなり高く

謂農ⅡＺ］

１２０

後とも持続すればという仮定の上に

がって、都心部の高齢化を抑制するた

化にともなって

高齢者の居住形態を変化させる。この

その三三・九％が夫婦のみの世帯に属

注：１）借家、給与住宅、間借り及び仮設建物等

資料：国勢調査

３６４

ができる。

めの政策的な対応が、大都市にとって

現れるにして

ことは、都市部でも農村部でも大なり

していた。単独世帯の割合は一七・三

８Ｃ

17.3

全国

Ｏ9２

立ったものであり、それまで何らの高

今後の課題であることは間違いないで

も、都市の高齢

小なり共通に見られるところである。

’九九五年には、一三大都市の六十

帯の状況を表２によって見てみよう。

に思われる。まず、大都市高齢者の世

が出現するよう

顕著にその変化

化においてより

あろう。

家族構成の変化

202

％であった。この二つのパーセンテー

一般に、高齢化は世帯の家族構成と

104

□

、ｕ

33.9

3,445,566

大都市計

13大都市の高齢者の世帯構成（1995年）
表２

世帯の家族構成の変化としては、単独
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郡
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市郡別に見た家族形態別65歳以上の者の構成割合（1997年）
表３

(資料）「国民生活基礎調査」平成９年

る。単独世帯の

割合は、東京区
部、大阪市、神

率を「子供夫婦と同居」と「配偶者の

いない子と同居」の二つに分けてみる

と、前者の割合は大都市ではわずかに

戸市、福岡市で

に、大阪市、神

とがわかる。特

において一局いこ

の割合も大都市

掲げてある。こ

齢者」の割合が

借家等に住む高

は「単独世帯で

る。なお、表に

値を示してい

年六四・六％、九○年五九・七％、九五年

た。この率は一九八○年六九・○％、八五

者の子との同居率は五二・二％であっ

（’九九七）には六十五歳以上の高齢

基礎調査」を見てみると、平成九年

る。毎年のデータがとれる「国民生活

査」のデータで確認されるところであ

とが「国勢調査」や「国民生活基礎調

全国ベースで見て低下し続けているこ

う。高齢者の子との同居率は、近年、

子との同居の状況について見てみよ

次に、高齢者の居住形態、すなわち

帯の割合を高めていることになる。

は、一方では単身世帯と夫婦のみの世

率が低くなっている。同居率の低さ

わけ西日本の大都市と札幌市では同居

前後と高いが、その他の大都市、とり

葉、川崎などの市では同居率は五○％

４に示す。これを見ると、仙台、千

査でしか利用できないので、それを表

各大都市別の同居率は、平成七年調

を見せている。

部の四四・○％に比べて際立った対照

数の三二・八％の半分以下であり、郡

一六・三％にすぎない。この値は、総

は、この値が一

五四・三％と低下を続け、現在では五○

高齢者の居住形態

○％を超えてお

％に近づいているのである。

いる。

をうかがわせて

齢者が多いこと

に恵まれない高

いて住宅の条件

なっているのが特徴である。この同居

の進行とともに同居率が著しく低く

る。大都市においては、今日、高齢化

五％）との間で大きな開きを見せてい

の他の市（五一・七％）、郡部（六○・

表３に示したように三九・｜％で、そ

一九九七年の一三大都市の同居率は

異にしながら家族の交流をはかる高齢

む「近居」も増えてきており、世帯を

住形態、さらに子供の住居の近くに住

ては、二世代住宅や同一敷地内での居

のではない。最近では、大都市におい

流が希薄化していることを意味するも

は、必ずしも高齢者の子供世代との交

の単独世帯と夫婦のみの世帯の増加

しかし、この大都市における高齢者
り、大都市にお

戸市などで高い

牢
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表４６５歳以上の者の子との同別居状況（1995年）
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全東札仙千横川名京大神広北福

に「住居と生計を共にする一世帯とい

場合と同様に福祉や介護のニーズの増

大都市の高齢化は、他の地域社会の

て概観した。

う単位を超えて、家族の交流をはかる

大といった共通の問題を提起するが、

者も多い。高齢化は、大都市の高齢者

新しいライフスタイルを生み出す作用

すことになる。その中で、特に重要な

一方では大都市に特有の課題をもたら

表４には、この点を確認できる多少

課題は、一つは大都市の生活環境の整

を与えているように見える。

のデータが付してある。別居している

備である。大都市では住宅、街路、利

今一つの課題は、高齢者の社会参加を

子供の住居の場所別の構成比がそれで

浜市、川崎市、広島市などの大都市に

促進するためのハード面とソフト面で

便性などの生活条件が高齢者の生活に

おいて全国平均（三・五％）以上にか

の対応である。大都市のコミュニティが

ある。「同一家屋又は同一敷地」に住

なり高くなっている。また、近隣地

仮りに存在するとしても、現状は高齢

適合したものとなっていない。

域、同一市区町村に住む者の割合も大

者の参加を促す条件は極めて不十分で

む者の割合は、東京区部、札幌市、横

都市で概して高いと見てよいであろう。

ある。大都市の高齢化は、都市化社会

のコミューーティの再生を求めているで

はないだろうか。とはいえ、筆者のみ

るところでは、高齢化の進行が急であ

口の都市集中によるものであることを

速に進むこと、そしてそれが戦後の人

以上、一三大都市の高齢化が今後急

ると思う。大都市の高齢化を契機とし

り、事態は徐々に良い方向に動いてい

生へ向けての営みも着々と進んでお

生活環境の整備も、コミュニティの再

るにしても、まちづくりなどを通じた

示し、その高齢化がもたらしつつある

て、大都市は変わりつつあるのである。

おわりに

高齢者の家族と居住形態の変化につい
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究所）とともに
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フィリピン･ダバオ日系人の近況

的な広域経済圏、「東アセアン成長地

九四年にはダバオ市を中心とする国際

経済開発の遅れを取り戻すべく、’九

万人をやや上回っている。これまでの

パーセント近く増加し、現在は一○○

九九○年から九五年の五年間に二○

ようやく治安が回復し、市の人口も一

九○年代に入って、ダバオ市周辺では

人の訪問も困難なほどであった。一九

発で、治安が大変不安定であり、外国

イスラム教徒のモロ族の独立運動が活

一九八○年代までのミンダナオ島は

さと相まって、旅行者には大変過ごし

びりした雰囲気であり、街中の緑の多

いえ、マニラと較べると、ずっとのん

大いに期待されているのである。とは

済圏の中心都市として、今後の発展が

ており（図ｌ）、国境を越えた広域経

バオであるが、上記の国々とは近接し

フィリピンでは周辺地域に位置するダ

あり、設備の整ったホテルが多い。

た、大規模なリゾート開発も進行中で

投資も急速に拡大しているという。ま

の貿易の増加とともに、地域外からの

協力のもとに発足した。近年は地域内

ァ、マレーシア、ブルネイの各国政府

いて紹介したい。

会を得た。本稿ではダバオ日系人につ

人団体関係者の方々からお話を伺う機

るという調査の最終曰に、現地の日系

夕方の飛行機でマニラ経由で成田に帰

られるようになった。幸いなことに、

るということが、近年ようやく広く知

ダバオ周辺にはいまだ多く暮らしてい

が展開していた。その日本人の子孫が

社、仏教寺院までも有する豊かな社会

本人商店、日本人小学校、日本語新聞

そ二万人の日本人が居住し、多くの日

ダバオを訪問した（図ｌ）。

域（団局自国－「且○二の、国’三四］菖巴四－

やすい都市である（写真ｌ）。

●中川聡史くなかがわ･さとし＞

東京大学教養学部教養学科卒。東京大学
大学院理学系研究科地理学専攻修士課程
修了。1989年より1992年までベルリン自
由大学に留学。国立社会保障・人ロ問題
研究所厚生技官．同研究所人口構造研究
部第２室長を経て、現在、神戸大学経済学

部助教授。

主な論文は、「コーホートからみた日本の
大学卒業人ロの分布変化一東京圏に注目
して－｣、人口問題研究52-1,1996年。
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(英文)｣、地域学研究10.1997年。他多数。
ロッパ｣、地理41-5,1996年。

存じだろうが、戦前

た。年配の読者はご

テーマを抱いてい

そかにもう一つ別の

島博士も筆者も、ひ

訪問に際しては、小

バヵ）は強くて、弾力があり、耐水性

れる。フィリピン特産のマニラ麻（ア

園の労働者として入った三○名だとさ

九○三年（明治三十六）にマニラ麻農

日本人のダバオヘの最初の移民は一

ダバオ周辺にはおよ

Ⅲ鑪岫包哺紺洲川棚仙仙洲毒巫臓Ｈ捌術

であったが、ダバオ

都市化に関する調査

今回の訪問の主な目的は近年の人口
一な目的は近年の人口

℃亘」】で己曰の、固四⑪（しめ因シｚの局。三一｝〕
し門の巴」がフィリピン、インドネシ

1963年兵庫県生れ理学修士。

ダバオ州日本人人ロおよびマニラ麻生産量の推移（1903～41年）
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力

ラ麻栽培のすべての過程で様々なくふ

うをこらし、新技術を導入し、農園経

営を安定させた。また、マニラ麻の生

産と輸出を主な業務とした太田興業、

古川拓殖等のダバオ在住日本人経営企

業の助言や指導、資金援助も日本人自

ての海外進出の一環である。

当時の日本人の新天地を求め

リピンヘの移民も、こうした

米へＬ」働きに出ていた。ブイ

ダバオのマニラ麻栽培は欧米人によっ

ダバオ産マニラ麻生産量も急増する。

増加するが、これと同じタイミングで

人数は一九一○年代後半から本格的に

図２に見るように、ダバオ在住日本

営業者の成長に大きな支えとなった。

政府や官僚の主導でなく、民

て始められたが、この時期以降のダバ

めにハワイ、北米、そして南

間主導の色彩の濃いことが、

オであるが、世界的に著名な産地の一

オ産マニラ麻生産の八割前後は日本人

つに成長したのは、日本人の努力の成

によるものである。もともとマニラ麻
ダバオの日本人の多くは、

果だといってもよい。こうして生産さ

他の移住先と比較したフィリ

当初マニラ麻農園の労働者と

ピンへの移民の特徴と考えら

して来たものの、非常に勤勉

れたマニラ麻はダバオ港より、アメリ

の栽培に適した気候と土壌を持つダバ

に働いて資金を蓄え、短い期

カをはじめ世界中に輸出された。

れる。

間のうちに自ら農園を所有す
一フｏ

ングルの開墾から作付け、栽

いった。日本人移民は、ジャ

るマニラ麻自営業者となって
マオ

培、収穫、販売にいたるマニ
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フィリピン･ダバオ日系人の近況

地法との関係も指摘される。すなわ
ち、現地女性と結婚すると、妻一族の
士地を利用することも可能になるし、
フィリピンの公有地の払い下げを妻名

義で受けることもできたからである。

もう一度、図２に戻るが、日本人人

張関係があり、結果的には彼らを嚇す

地のフィリピン人との土地をめぐる緊

南ダバオ州、東ダバオ州に分割されて

と戦前のダバオ州（現在はダバオ州、

日本人の成功の裏にはバポコ族等の現

口をみると、一九二○年代前半に減少

ような形での土地取得があったことも

いく。現地女性との結婚はとりわけ多

出稼ぎから永住へと意識を変化させて

する者が増え、ダバオの日本人社会が

結婚）、パポコ族等の現地女性と結婚

ると妻を日本から呼び寄せたり（写真

人人口は再び増加する。この時期にな

年代後半以降、麻価格も上昇し、日本

ぎ意識が強かったとされる。’九二○

稼げるだけ稼いだら帰ろうという出稼

バオ日本人は大半が単身男性であり、

をつけ、帰国してしまった。当時のダ

多くの日本人がマニラ麻栽培に見切り

自分たちの力で発展の基礎を築いて

は、本国政府の援助に頼ることなく、

ている。このように、ダバオの日本人

けて、いずれも一九二○年代に実現し

となって日本政府や関係機関に働きか

開設などは、グバオの日本人会が中心

オ港の開港と日本との直通定期航路の

校の開設（最大時には一三校）、ダバ

なる。日本領事館の設置、日本人小学

社会の中心として機能していくことに

本人会が設立され、これ以後の日本人

興業や古川拓殖の関係者らを中心に日

うなか、一九一八年には、上記の太田

ダバオの日本人社会が安定へと向か

九四一年に約九万人、日本人人口も一

た。その後四年間で人口は倍増し、’

ち、日本人は一万一○○○人であっ

た。当時の人口約四万六○○○人のう

には市制が布かれ、ダバオ市となっ

港）として急速に発展し、’九三七年

マニラ麻の集散地（当初は内航船の

ほどの集落でしかなかった。それが、

一九一四年に訪れたときにも一五○軒

あったという。古川拓殖の古川義三が

たダバオ集落はわずか三○軒ほどで

創業した太田恭三郎が一九○五年に見

といっても過言ではない。太田興業を

都市自体も戦前の日本人が作りあげた

口が一○○万を越えるダバオ市という

ここまでの話のダバオは正確に言う

している。この時期、実はマニラ麻価

かったが、花嫁呼び寄せは容易でな

いった。

年間で半額以下に）したのであるが、

いる）の日本人の話である。今日、人

●

忘れてはならない。

●

格が暴落（一九二○年から二一年の一

発展

かったことに加えて、フィリピンの士

6５

ダバオ市の

る。小学校のみならず、当時のダバオ

と多くの日本人が住んでいたことにな

ニラは（四○○○人）などよりもずっ

デュッセルドルフ（七○○○人）、マ

○○○人）、パリ（八○○○人）、

は及ばないとしても、ジャカルタ（九

人）、バンコク（’万六○○○人）に

年現在）のロンドン（二万二○○○

（永住者を除く在留日本人、一九九八

’万四○○○人といえば、現在の

し、飢えや病気で多数が命を失った。

人たちは軍と共にジャングルに避難

四月のアメリカ軍上陸後、ダバオ日本

人が日本軍に殺裁された。’九四五年

本軍が優勢であり、多くのフィリピン

は実質的に崩壊してしまう。当初は日

需用の作物の栽培を命じられ、麻農園

比軍と戦うことになった。他の者も軍

くの若年男子は現地で徴用されて、米

し、フィリピン人との混血児を含む多

の後、ダバオの日本人は日本軍に協力

本軍が上陸し、彼らは解放される。そ

り合うこともほとんどなかった。

ことすら危険であり、相互に連絡を取

その子どもであると表明して生活する

送ってきた。自らを日本人、あるいは

就業の機会を得られず、貧窮生活を

人の大半は十分な教育を受ける機会や

係の抹消に努めた者も多い。残留日本

フィリピン名に改名して、日本との関

身地にひっそりと隠れて暮らし、また

る。混血の子どもたちの多くは母の出

ピン人の憎しみの的となったのであ

れ、日本人に残虐行為を受けたフィリ

民の子ども一というレッテルを貼ら

の中心部には日本料理店、食料品店、

全員収容所に入った。数週間後には日

映画館をはじめとして、日本人経営の

この間に家族が離ればなれになった者

万四○○○人となった。

店が軒を連ねていたという。戦前、海

も多い。敗戦後、十五歳以上の日本人
の多くは母と共にフィリピンにとど
まった。さらに、終戦後もジャングル
に隠れていた日本人も多数いたが、彼

終戦後二十年以上を経て、ようやく

バオ墓参団訪問が一九六八年に実現し

らは帰国の機会を失った。二○○○か

彼らの戦後の生活はきわめて厳しい

た頃から、残留日本人相互の連絡も少

残留日本人が自らのアイデンティティ

かなかった。一九四一年十二月に太平

ものであった。「敵国民あるいは敵国

ら三○○○人の日本人やその子どもた

洋戦争が始まると、ダバオの日本人は

を求めて動き始めた。戦前ダバオに居

結成
ちがフィリピンに残留したと考えられ

の

住し、日本へ帰国した人々の第一回ダ

｢曰系入会」
ている。

●

外でもっとも豊かな日本人社会があっ

●

は日本に送還されたが、混血の子ども

影響

たといわれるゆえんである。

の

ダバオの日本人社会の繁栄は長く続

太平洋戦争
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フィリピン･ダバオ日系人の近況

ダバオの日系人
会館（同行の小
島宏博士）

しずつ進みはじめ、’二世会」という
団体が組織された。その後、フィリピ

ン政府の正式認可を受けた「フィリピ
ン日系人会」がダバオ在住者を中心に

結成されるまでにはさらに一○年以上
二○年以上
を要する。終戦から三五年、一九八○
正一九八○
年になって
いた。「日

系人会一は

会員の相互
扶助ととも

に、それま
で不遇で

初から取り

の教育に当

大会に初参加し、フィリピン日系人の

は、毎年日本で開催される海外日系人

機会の提供を行った。’九八二年に

あった子弟

組んだ。日

日系人がそれぞれの日系人会を設立し

一九九二年にフィリピン各地の日系

存在を広くアピールした。一九八○年
の協力もあ

た。ダバオの日系人会も順調に発展

人会が一つの連合体「フィリピン日系

本のボラン

り、日系人

し、’九九○年には日系人会館を建設

代にはフィリピン各地に分散していた

子弟数名に

人会連合一を組織する。日系人が自ら

的に動き始め、日系人相互の議論を深

し、一九九一年からは小学校兼幼稚園

ティア団体

1997年に新築され

た小学校校舎

奨学金を供

●

のアイデンティティ確立を求めて本格

現状
の運営も始めた（写真２．３）。

の
与し、日本
での勉学の
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曰本人

めたのが八○年代であったとすれば、
一九九○年代には、日本政府やフィリ
一九九○年代には、日本政府」

ピン政府に日系人の存在を認
知させ、現状を訴える行動が
始められた。「日系人会連

合」はその窓口として設立さ
れたのである。

日系人のうち戦前からダバ
オに在住している人々は父母
あるいは父親が日本国籍であ
り、この中には、①日本の戸

籍に載っている人、②父親の
本籍地は判明しているものの

戸籍には載っていない人、③
父親の身元も確認されていな
い人の三ケースがある。身元

確認作業として、現地の日系
人会と日本のボランティアの

努力で、③の人たちについて

は父親の身元の確認、②の
ケースでは親の婚姻、本人の

出生の登録をして、父親の戸

うやく実態調査を実施し、その結果、
既に死亡している人三七七人を含め

数は最終的には三○○○人に達すると

見られている。

こうした動きの背景とし

て、日本の出入国管理及び難

民認定法（人管法）が一九九

○年に一部改正され、日系人

が日本で労働する場合の制約

がなくなったことも考えられ

る。戦前からのダバオ在留者

士氏が自らのアイデンティティを

かン

辨厩確認することを目的に結成さ
帥世れた「日系人会」であるが、

、ヴ

左・イム「日は彼らの子や孫を日本に

痙氏送り出す機関としての役割も

分を確認された人々、あるい

桧嗣担うようになっている。上記
醸纒の手順で残留孤児としての身

はその子孫は「日系人」とし

て容易に日本で就労できるの

である。

現在ダバオの「日系人会」

会員三一六○人のうち、およ

て、二一二五人が日本人を父親に持つ

会（日系人を募集する日本企業が結

ている。仕事のあっせんは、企業協議

そ一○○○人が日本で就労し
スポートの申請といった作業が進めら

残留孤児としての登録を行った。この

籍への記載、ケース①ではパ

れている。一九九五年には外務省がよ

i li l
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フィリピン母ダバオ日系人の近況

成）から一日系人会」を通して行われ
ている。不況の今日でも、日本での就

労を希望する日系人は比較的簡単に仕
事が見つかるという。「日系人会」を
立ち上げ、会長等も歴任されたヴィン

戦前の繁栄をイメージしながら今日

のダバオを訪問すると、痕跡がほとん

ど何もないことに驚く。しかし、これ

は戦後フィリピン政府、フィリピン人

が日本に関係するものを徹底的に破壊

は、若干の貯金を持ち帰り、小さな店

を帰国後ダバオで生かすというより

れる。したがって、日本で学んだ技術

就労する場合が大半であるように思わ

り、彼らは日本でも単純労働力として

模小売店を営むという生活をしてお

村で農業に従事、あるいは都市で小規

る。しかし、現在も大半の日系人は農

を学んで帰ってくることを希望してい

代は、若い日系人が日本で働き、技術

政府が多少なりとも動いたことは評価

う。残留孤児の身分確認作業に関して

ボランティアたちの協力の成果であろ

げ、軌道に乗せた努力、そして多くの

は萩尾氏、森氏らが日系人会を立ち上

の世代ははるかに恵まれている。これ

れば日本での就労も可能な三世、四世

性を隠す必要もなく、またその気にな

と比較すると、日本人であるという素

上もジャングルに身を潜めていた状況

萩尾氏ら残留孤児の世代が一○年以

「移民史Ⅱアジア・オセアーーア編」新泉

今野俊彦・藤崎康夫編箸（一九九六年）

的確に対処するべきであると感じた。

この問題は戦後処理問題として政府が

べて失ったのがダバオ日系人であり、

まれ、それまでに築き上げたものをす

しないところで発生した戦争に巻き込

た豊かな社会が、自分たちの直接関与

のばれる。戦前に民間主導で形成され

生き抜いてきた残留日本人の苦労がし

したせいであることを聞くと、戦後を

を開くようなことが多いと考えられ

できるが、速やかな身元確認のために

セント森氏や萩尾行利氏ら残留孤児世

る。冒頭で述べたような近年のダバオ

は、中国残留孤児の場合のような政府

たち」風媒社

天野洋一二九九○年）「ダバオ国の末喬

社
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古川義三（’九五六年）「ダバオ開拓記」

蒲原廣二（’九三八年）「ダバオ邦人開拓

古川拓殖株式会社（非売品）

五人の孤児のうち、三七七人は既に死

史」曰比新聞社

し、上述のように、登録された二一二

のとどかぬところで起こっているので

●

れる。民間の調査能力には限りがある

●

ある。

●

亡しており、残された時間はあまりな
いのである。
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穀物《Z）

ョ人冒

ロＥ

必△宝

二、一一十Ｆ

［）田園』■ご僅己△云昌

桜井新ＪＰＦＰ幹事長が、ブラウン博士の紹介と歓

員、レ的持曰
も合スな続、

の形で間接的に摂取することになりまｍ

す。その結果、穀物の消費量が激増す

るのです。

例えば中国では、経済力の上昇が、

消費を急増させました。所得が増えた

ために、食肉や卵、牛乳、チーズやア

イスクリームの需給が増え、食文化に

変化が現れました。これらの食物が増

えたということは、つまり穀物の消費

が劇的に増えたということです。この

増えた需給をまかなうため、いかに供

給を増やしていくかが重要な課題です。

未来の食料をどこから供給するかと

いう点ですが、穀物を作る耕地面積は

過去数年横ばい状態で、増えも減りも

していません。また、穀物生産に欠か

せない淡水ですが、年々その不足が高

の世代です。過去四○○万年に増加

変化を身をもって体験した人類最初

た人々は、世界の人口が二倍になる

上になり、一九五○年以前に生まれ

この半世紀で、世界人口は二倍以

なります。例えば、かつて、穀物を〈

間は食物連鎖の上位の物を摂るよ》２

はありません。所得が高まるにつれⅡ

口増加により食料需給が増えたわけ秀

高まりましたが、それは、ただ単に１

いますＣ人口増加に伴い食料の需給ｆ

大きな河川が海にたどり着くまでに干

が起きています。一つ目は、世界中の

世界の淡水資源に関して二つの現象

まっています。

した人口よりも一九五○年以降に増

べていた人がそれを家畜に食くさ１

ません。黄海に注ぐ中国の黄河では一

川ではまず滅多に河口まで水が到達し

ば、カリフォルニア湾に注ぐコロラド

上がるという深刻な問題です。例え
えた人口の方が多いことになりま

て、牛肉や、ミルク、乳製品、卵など

丘２１１－

す。そのほとんどが途上国で増えて

Ｊ１「１１１口１１１

響などについて次のような講演を行った。

迎挨拶をし、ブラウン博士が今月、日本語出版された「環境ビッグバンヘの
知的戦略～マルサスを超えて～」を中心に、人口問題が地球環境に与える影

蕊

せ量は到なぐ地まにしで間か一ですあでれがで九
んにわ連どナ中すなな水、な年はがつなばるは八
．すずすもイ海゜ついが河りの、、たい、年、こ
ディーゼル揚水ポンプの開発により、

下という問題です。一九五○年以降、

二つ目の現象は、地下水の水位の低

ぎかる海ルにまて状到口のう毎現の年そも千年
まなのに川注たい況達ま期ち年在でもうあ上ま
、

くを生産している華北平原では、帯水

起きています。中国の穀物の四○％近

ています。それは、肥料をこれ以上増

れる肥料の使用料は横ばい状態が続い

一九九○年以降、農業生産に使用さ

増えるという深刻な問題に発展しま

層が、｜・六メートルも低下していま

やしても穀物生産の増産にはつながら

多量な地下水を急激に吸い上げたた

す。中国ではこの帯水層が低下したた

ないからです。耕地面積も先程述べま

す。

めに、穀物輸出国から輸入国になって

したように横ばい状態であり、淡水不

め、地下の水位が下がるという現象が

しまうのではと危倶されます。

ます。都市化に伴い、都市用水のため

年間増加率は二・一％で、年間の人口

’九五○年から九○年までの穀物の

足、さらに肥料をこれ以上増やしても

の利用が増えたため農業用水が減少し

増加率を上回っていましたが、’九九

穀物供給が思ったほど増えない原因

ています。穀物一トンを作るためには

○年以降、穀物の年間増加率は一二

増産につながらないとなれば、食料増

一○○○トンの淡水が必要です。現

％と、人口の増加率を下回っていま

は、耕地面積の不足ではなく、淡水不

在、北・中央アフリカで輸入している

す。それほど、食料不足は深刻化を増

産は非常に困難な状態です。

穀物をまかなうためには、もう一本の

しています。

足が大きな要因であると考えられてい

ナイル川の総流水量に匹敵する淡水が

にも直面するということです。淡水不

でしょう。それは、そのまま食料不足

二十一世紀、国際的重大な問題となる

水不足は深刻です。水不足問題は、

亡率が上昇しているせいです。アプリ

しているからではなく、残念ながら死

鈍化しそうです。それは出生率が低下

りますが、多くの発展途上国で増加は

なると予測されている発展途上国もあ

来世紀半ばには人口が二倍、三倍に

足により、食料生産が減ってしまうの

力ではＨＩＶの感染が広がり、南アブ

必要なのです。

で、より多くの食料を輸入に頼る国が

万

地球環境財団・環境文化創造研究所・刊
(208頁・上製四六判・定価1,680円(税込）
〔日本語版編集協力〕

では近い将来、医学的な奇跡が起こら

す。これは人間の悲劇です。アフリカ

が感染しているという事実がありま

リカ・ダーバン大学の大学生の二五％

リカで二二％の人口が感染し、南アフ

問題に対しての日本の対応への期待が

アメリカの人口政策失敗のため、人口

カットしてしまいました。このような

策を批判し、国連人口基金への拠出を

メリカでは中絶反対運動が家族計画政

計画がとても重要です。残念ながらア

問に対し、レスター・ブラウン博士は、

を支えることが出来るのか？」という質

参加議員から「地球はどれだけの人口

率が上がっています。

が減ったため、栄養不良によって死亡

インドでは、淡水不足により食料生産

よって死亡すると考えられています。

ことであり、放棄されるべきことでは

ては自給を維持されていることは良い

ているということですが、コメに関し

日本は、食料の七○％を輸入に頼っ

ンある穀物が二○億トンまで拡大する

てはなりません。仮に、’八・五億ト

生活の水準で」ということを問わなく

かという点ですが、これはまずミどの

が、「低位推計」では一一○五○年まで

加え高位と低位推計を出しています

測しています。国連では、中位推計に

二○五○年までに九○億人の人口を予

ます。国連の「中位推計」によると、

で下げ、それを保つことが課題であり

状態であり、今後人口増加率を○％ま

かし、現時点の六○億人でも既に過密

は、三つの地球が必要となります。し

活水準で現在の六○億人を支えるに

言い換えれば、アメリカ人並みの生

ベルでいえば二五億人の人口です。

ば一○○億人、またアメリカ人の消費レ

として、インド人の消費レベルでいえ

人口問題への対策の一つとして家族

新刊紹介

｜人当たりの”自然“への敬一一一自鐘

編著者のレスター・ブラウンは、ワいう単純な軸だけではなく、環境や資
シントンに本拠を置き、環境維持に貢源にかかわる十九の局面（穀物生産
献する非営利団体「ワールドウォッチ量、淡水資源、生物多様性、エネル
研究所」の所長として有名である。日ギー、海洋漁獲量、雇用、感染症、耕
本の読者には、食糧・環境問題に警鐘地、森林、住宅、気候変動、原材料、
紛争、食肉生産量、所得）が複合的に

を鳴らし続けているウォッチャーとし都市化、自然保護区、教育、廃棄物、
て知られる。

編著者は、二十一世紀が間近に迫る影響し合いながら、きりもみ状態で次
なか、今後の世界は「人口と食糧」と世紀に突入していくとの認識にある。

一｛冒仁⑤

ないと思います。日本の穀物の安全保

「地球がどれだけの人口を支えられる

ことを希望します。

ない限り、総人口の五分の一、青年期

高まっています。

障、そして活力ある農業を進められる形

の人口のかなりの部分がＡＩＤＳに

＋＋

雫鑿露鐘轤

ＭＡＬ７ＷＵＳ
ＢＥｙＯⅣ、

鵬
狗撹

レスター･ブラウン編著／枝廣淳子訳

略

環境ピッグパンヘの知的戦略~ﾏﾙｻｽを超えて～

筏の上に乗

急流を行く

さながら、
り算である。

資源をどれほど使えますか、という割

る。グロスではなく一人当たりとして

類が今後ともこの地球で生きていく可

います。このレベルを実現すれば、人

に人口は七一億人ぐらいと予測されて

うなものだ。

｜人当たりの漁獲量と、いずれをとっ

水資源、｜人当たりの穀物収穫面積、

なくなってしまいます。今、直に、こ

が経つに連れ、問題は取り返しがつか

肢を持っているのです。しかし、時間

能性があります。私たちは今その選択

行く手に滝

ても救いようがない数値だ。この一人

の場での対応が必要なのです。」と答

本書に出てくるのは、｜人当たりの

があるとし

当たりに、さらに地球規模の環境悪化

っているよ

ても、その

えた。

また、「近代のバイオテクノロジー

が加わる。森林消失、温暖化、オゾン
ない。しかし、これらを複合してみる

が過去の”緑の革命“のように食料の新

滝は 間際にならなければ筏からは見え

現在、先進国は少子化・高齢化が進

と、あたかも「天罰」とでも形容した

単純な技術的ブレークスルーともて

み、なかには人口が減少している国ま

爆発的に増加している国の出生率は依

はやされる手法では、回避される状況

るようになっても、それには限界があ

たな増産につながらないのか？」とい

然高いまま、半世紀後には二～三倍に

ではない。一人ひとりが生きていく、

るように、植物の細胞にも限界があ

くなる、厳しく重苦しい状況である。

なる勢いである。世界の人口増加は一

その心構えを引きずり出してみない

り、これ以上の増産にはつながらない

二十一世紀に滝壷に落ちるのか、事

たものであったなら、またこれを修復

「天罰」がじつは人類文明のもたらし

一転して希望の灯をともす。つまり

しかし、ここに出口のない悲観論が

農薬の使用を減らすことには貢献する

の強い農作物品種を作り出すことで、

ば、バイオテクノロジーは病害虫耐性

が発表しています。この意味からいえ

と多くのバイオテクノロジーの研究者

「陸上競技で人間がいくら速く走れ

う問いに対し、

九五○年の二五億人から一九九八年に

と、対応はできないだろう。

前に回避できるのか。レスター・ブラ

するのも、まさに人知なのである。と

と思いますが、食料増産にはつながら汚

億人になるだろうとしている。

ウンの一九の局面への検証では、回避

本書は教えている。

いほど単純な手法で繰り返し明示され

ないと思います。」と答えた。

はけっして容易ではないことが、くど

連の予測では、二○五○年には、八九

は五九億人と、二倍以上になった。国

である。一方、ここ数十年間、人口が

層破壊と、個々には目新しい情報では

ｉｊＩ

ない。

Iｒ

一、就学・教育人口の推移
と教育政策

はすでに日本の教育システムの全体に

ゆる少子高齢化問題である。この現象

の六歳人口、中学校入学年齢の十二歳

とにせまるため、まず小学校入学年齢

の教育政策と人口問題ｌ学校統廃合ｌ

神童仁

大きなインパクトを与えており、改め

人口、あわせて大学入学年齢の十八歳

の将来を展望しようとする時、まず注

で、かつ長期的・構造的に教育への影

近年の少子化は、今後、より深刻

予測を確認した。

人口の一九四五～二○五○年の推移と

て人口問題と教育政策との緊密な関係

目しなければならないのは、著しい変

響を与えていくことが予想される。そ

を浮彫りにしている。

容を見せている人口構造の変動、いわ

教育政策の観点から一一十一世紀日本

河
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少子化と教育政策

｜｜、戦後町村合併と学校統合
合併と学校統合一一一、過疎化段階の学校統廃合
ｌ「新市町村建設促進法」（昭和三十
程進法」（昭和三十ｌ「新」通達（昭和四十八年）と学
一年）と「学校統合の手ぴき」ｌ
統合の手ぴぎ」Ｉ枝統合紛争ｌ

戦後日本の公立小・中学校の学区・
小・中学校の学区．学校統合の第二の局面は、昭和四十
学校統廃合は、終戦直後の「中型学
に戦直後の「中型学五年の「過疎地域対策緊急措置法」の

区」、「組合立学校」のステップを経
どのステップを経もとで過疎化が深刻化する農山漁村で

み、児童・生徒数が激減、公立（区

立）小・中学校の統廃合問題が九○年

代に入って顕在化してきた。

都心二三区の過疎化、統廃合問題の

崩芽はまず平成三～五年に千代田区住

民の反対運動に出発する。大正九年に

人口二二万人であったのが平成二年に

四万人をきり、区としては人口五万人

回復政策の一環としての統合案であっ

て、町村合併政策後に始まる。とりわ
後に始まる。とりわ広範に進行した。町村合併期と同様、

け昭和三十一年の一新市町村建設促進
｜新市町村建設促進国庫補助率が危険校舎の改築よりも高

た。

結果として「昌平童夢館」（昌平小

法」を契機とした地域再編政策のもと
地域再編政策のもとかつたため、無理な大規模枝の統合ま
に出発する。新しい区域への精神をい
い区域への精神をいで誘発し、明治以来の〃むらの学校”、

で文部省の「学校統合の手ぴき」があ
統合の手ぴき」があ文部省も昭和四十八年に一新」通達を

して中学校統合が進められ自治庁先行
進められ自治庁先行間で、多くの反対運動を発生させた。

された。続いて一神田さくら館」（千

て、平成八年九月、約七九億円で設立

まちかど図書館）が、複合施設とし

学校、昌平幼稚園、神田児童館、昌平

とをおい、引き金となって推進されて
となって推進されてだして小規模校のよさを認め、無理な

代田小学校、千代田幼稚園、教育研究

れこみ、｜つに組織化しようと、主と
織化しようと、主と旧村維持を守ろうとする地域住民との

統合をするなと軌道修正し、補助率の

いった。

所、神田まちかど図書館）が平成十年

地域コミュニティセンターとしての役

一回程の相談会が開かれ、複合施設の万

館の各代表および地域代表によって月

くられ、教委会、学校、幼稚園、児童

営委員会」が区の生涯学習進行課につ

う。「昌平コミュニティ・スクール運

十二年には、翻町も設立準備中とい

三月、約七一億円で設立された。平成

差も改められた。この通達は全国

ロ讓在鐸麺解蛆睦各地の反対運動を再燃もさせた。
九士現境東のの、
Ⅲ・修、環Ｊ国国年
し士院後際題大中蛇

檸辨檸獅麺輌超雛紗四、人口急増地域の学区分

》》》一》》癩》『》》熱心年犀呑》い》一》》》》｝｛》》

ダブルでわが国の国士を浸透しつつあ

中学校の通学区域の設定や就学する学乃

割が位置されつつあるという。ダンス

の機会均等に留意しつつ地域の実情に

校の指導等にあたっては、学校選択の

即した弾力的運用に努めること」と確

る。人口急増期に形成されたニュータ

明治以来、全国津々浦々、わが国の

認された。

などもできる多目的ホールや災害対策

誇るべき知的財産としての学校施設

足立区では、今春も学校が統廃合さ

機会を拡大していく観点から、保護者

は、国民の教育水準の向上、地域教育

れるとのうわさがとびかい教委会の指

ウンも、新世代への人口切り換えができ

他方、山村の廃校活用で地域の活力

社会学的視点から、今後どのような原

定校外への入学希望する事態が生じ、

や地域住民の意向に十分配慮し、教育

を回復させようと呼びかけている、全

則で守り、あるいは統廃合していった

入学先変更者が一三○○人を優に超え

のための準備保管場所やプールなどが

国大学生協連（代表は大内力）の外郭

らよいのか。今後の本格的少子化段階

た。平成十年度で小学校二％、中学

ず、今統廃合期に直面しつつある。

団体「ＪＵＯＮ（樹恩）ＮＥＴＷＯＲ

にむけ、学校経営効率からではなく、

校一四％の新一年生が区教委から指示

目をひくが、地域の学校のあり方とし

Ｋ」もある。九八年五月、富山県利賀

教育施設の地域社会におけるあり方の

された学校とは別の学校に進んだとい

てどうなのか、今後にその評価を残す

村で、過疎と廃校を考えるシンポジウ

視点から歴史的教訓を共通認識してお

であろう。

ムが開かれた。過疎地の住民が学校を

にはならないか。地域と学校との関係

住民自らに選択実施させるようなこと

う。今後の少子化に向け学校統廃合を

かなければならない。

六、通学区域制度の

いかに心のよりどころにしているかを

物語り、決め手のない過疎対策にひと
つの道を開きつつある。

第三の局面は、今後二十一世紀にむ

年）、「今後の地方教育行政の在り方に

弾力的運用についての通知」（平成九

（平成八年）、文部省「通学区域制度の

行政改革委員会規制緩和小委員会

会的研究』御茶の水書房一九九九年

詳細は、若林敬子『学校統廃合の社

全国的重要な教育課題となっている。

のあり方、学校統廃合問題は今緊急の

要があろう。少子化段階において学区

の歴史的蓄積を今もう一度再考する必

けて長期的・構造的にしのびよりつつ

ついての答申三中央教育審議会、平

二月刊行を参照のこと。

弾力化をめぐって

ある少子超高齢化段階における統廃合

成十年九月答申）の一連の流れは〃通学

五、少子・高齢化段階の

問題である。過疎地域では、世帯の廃

区域の弾力化“である。つまり一小．

学校統合

絶という過疎の第二段階と少子化とが

ＡＰＤＡＮＥＷＳ
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左から堂本暁子､広中和歌子､桜井新､清水嘉与子､谷津義男の各議員

告を受け

について報

の準備状況

特別総会」

「国連人口

開かれる

日にかけて

から七月二

六月三十日

年目の今年

会議から五

際人口開発

催された国

カイロで開

談会役員会が開催された。’九九四年
’九九四年

事務局長を迎え、国際人口問題議員懇

（ＵＮＦＰＡ）ナフィス・サディック

五月十八日、来日中の国連人口基金

句二・」｜印Ｈ

一。‐曵對‐

これに対し、堂本暁子参議院議員は

ハーグで採択された国会議員宣言の中

が、｜グループ内」から「環境」とい

う言葉そのものにまでも反論が出たこ

とについて、現状はむしろカイロ会議

から退歩しているのではないか、と述

カトリック国の一部、ＮＧＯがメディ

過激派、ラテンアメリカを中心とした

受け、スーダン、リビアなどイスラム

（ローマカトリック教皇庁）の影響を

イッという概念に反感を持つバチカン

では、リプロダクテイブ・ヘルスやラ

題は持続可能な開発の文脈に位置づけ

かったことについて言及し、「人口問

能な開発の部分が盛り込まれていな

議員ハーグ宣言一にある人口と持続可

の中に、「ＩＣＰＤ評価のための国会

特別総会に提出される事務総長報告案

また桜井新衆議院議員が、国連人口

べた。

ア等を使って積極的な反対活動を行っ

の政治家としての進退をかけながら、

なければならないし、国会議員が自ら

その結果、『グループ両』（開発途上

サディック事務局長は、「今回の

人口と開発問題に関する活動に関わっ

強まり、三月の準備会合や五月五日か

『ＩＣＰＤ評価のための国会議員ハー

国の経済・社会発展を目指した開発途

ら七日まで開催された準備会議でも議

グ宣言』内容は採否が問題となるもの

ている意味を理解すべきである」と注

論がまとまらず、人口特別総会の前に

ではなかったため、基本的な発言権を

上国のグループ）などが態度を硬直化

も再び準備会合を開くことになった」

持つ各国政府代表がもし準備会議の段

文をつけた。

と説明した。

させ、政府以外の発言に対する反発が

た。

に開かれたハーグでの国際フォーラム

に盛り込まれた環境についての文言

Tlji ili

席上、サディック事務局長は「二月

jIlili1Ii
た。
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厳国辻
し連ア

階で発言をしていれば、何の問題もな
く文書に取り組むことができた。国際

会議に参加された国会議員が、自国政
府に準備会議の場で発言するよう働き
かけて欲しい」と要請。

これを受け、桜井議員は「プレップ

リ發一ロ

日本政

ｌＩＰＲＦ

塀」》←’’’一打。、‐。‐｝●Ｌ叱戸。‐十’十‐‐

会議に反映させることができないので

して、このような精神を理解し、国連

はわかるが、国連人口基金が事務局と

い、各国政府代表しか発言権がないの

ゼーション・オフィサーを囲んで国際

に池上清子同リソース・モービライ

族計画連盟（ＩＰＰＦ）事務局長並び

中のインガー・ブリュッゲマン国際家

時まで参議院議員会館会議室で、来日

六月一一一日（木）午前十一時から十一一

あれば国会議員が多忙な政務の間を

人口問題議員懇談会役員会が開かれ、

ないか」と疑問を投げた。
これに対しサディック事務局長は

「四月の段階で、人口と持続可能な開
発の部分が討議されていなかったため
（事務総長案にとりこまれなかった
と）誤解を生んだと思う。現段階では

環境、食料安全保障について言及され
ており、六月の準備会議の場で、さら
に積極的に盛り込むための努力をした

い」との姿勢を示した。

蕊

急予算がないため、まず六万ド

しかしながらＩＰＰＦには緊

Ｐめ）や生理用品を配給している。

Ｐ

Ｆい性交による妊娠をさけるた

ブフター・ピル（レイプ、望まな

リ

》交後に服用するモーニング・ア

蕊オムッの配給を要請され援助し
《ている。また、避妊具、特に性

長討している。現在、子供たちの
鏑下痢がひどいため母親たちから

ビューして必要な援助物資を検

プを視察し、直接難民にインタ

ルバニア家族計画協会は、難民キャン

ついて一ＩＰＰＦの下部組織であるア

ポ地域におけるｌＰＰＦの活動状況に

リュッゲマンＩＰＰＦ事務局長がコソ

清水嘉与子事務局長の司会で、ブ

議員が出席した。

衆参合わせて五名（代理一名）の国会

■■■萱議ＪＩＬ

ぬって会議に参加する意味はないでは

コムが国連本体の会議になってしま

眉關､腿9ｍ關

巧
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阿部英樹氏が
理事に就任

再び送金するという「回転資金方式一で

ＰＦがドナーに募金を呼びかけ集金、

ルをアルバーーアに送金し、その後ｌＰ

ス、ライッについて熟知している人を

団にも是非リプロダクテイブ・ヘル

さらに「発言権の強い日本の政府代表

ブリュッゲマンＩＰＰＦ事務局長は

メンバーに入れてほしい」と要望し

資金援助を行っている」と説明した。

続いて国連特別総会の準備会合の状

から焦点をそらそうとしたり、｜部の

アップされた人口問題／母子保健問題

口開発会議（カイロ）でクローズ・

国を巻き込んで一九九四年の国際人

カンの行動について「バチカンは途上

ス、ライッについて難色を示す）バチ

スト・ファミリーに対する援助も考え

けではなく、難民を受け入れているホ

るが、今後はキャンプ内に居る難民だ

人々に対して主に援助が実施されてい

について「現在、難民キャンプ内の

たことのあるアルバニア、マケドーーア

清水嘉与子事務局長は、現状視察し

たｃ

回教徒国と手をくんで女性の地位向上

なければいけない」「難民は女性、子

況、特に（リプロダクテイブ・ヘル

のための活動を阻止している。

開発銀行で研修、外務省に出向

海外開発庁（ＯＤＡ）、アジア

術協力事業団に入り、イギリス

学ロースクールに留学。海外技

大学法学部を卒業後シドニー大

て同伴し総会に出席するか、あるいは

か、または代表団のアドバイザーとし

政府代表団のメンバーとして参加する

国連人口特別総会（ニューヨーク）に

六月三十日から七月二日に開催される

ＩＰＰＦは、各国の家族計画協会に、

ンプ外の人々に対する支援と女性の教

Ｆ事務局長は、「ＩＰＰＦも今後キャ

これに対してブリュッゲマンＩＰＰ

た。

教育をしていく必要がある」と報告し

ため彼女たちに収入を確保できるよう

が家庭を支えていくことになる。その

供が多く、今後男性に代わって、女性

し無償資金協力業務部長を務

代表団が出国する前にリプロダクテイ

育について配慮していく」と答え、最

このようなバチカンの動きに対して

め、平成十年十月より国際協力

ブ・ヘルス、ライッについてブリー
事業団理事に就任した。

援助に対して感謝の言葉を述べた。

後に日本のＩＰＰＦの活動への理解と汐
いる」と述べた。

フィングをするよう指示して対応して

出した。阿部理事は、青山学院

力事業団理事）を満場一致で選

任理事に、阿部英樹氏（国際協

業団理事）の理事退任に伴い後

事会で小澤大二氏（国際協力事

本協会は、五月二十八日の理

艤蕊lili

にゅうすふぉｌらむ
春４月１１コメの朋蝿秘雅始動

予想され、高い関税値が維持でき

米国など輸出国の関税下げ圧力が
るかどうかは微妙な情勢だ。関税

佇、．鍛政一策見直しＥ関税化虹馴一

●蝿凋１コ熟の関税化始勧」や。□釦

の価格が国産米レベルに下がると

値が下がれば、七年後には輸入米

ろ洋画嘱伽億本突破釦謁…や謹

る。中国、タイ産なども同様で、

か温暖化癒講極の潅緯術隷蝿一

、溌民受け燕柵欝働刀補職，餌
ｄＷＴＯ蕊渉意思統一急ｆ抄餌Ⅱ

ｐ移民受隊入れ慎重な鐘爾…砺

ＩＩＩＩョＦ■‐●●ョ０二▲ユー｜守一‐冒二０ⅥⅡ二ｌＩｄ－Ｊョ‐冒冒

口資源枯獄で漁業生産量減…妬

ｑインドネシアがコメ不足甦口的

。圭減反米懇家畜の韓サに可…秒珊

ｂ」宙慕γ水不足深刻に私…駒

已；欝鍵麺出荷一調整心：（：由
●ご圦趨…＃

。『ＵＤＡ糖癖耀騒蕊観４千億撤珊

｛ね珈年犠繊団蝿消蕊重凝る塾至配

γｐ拠価下落と少子化で１１呼的

二・世界の貧困人口は躯億兆一巫翻・甑
Ｏに異議を申し立てており、異議

オーストラリアやＥＵなどがＷＴ

一、ひげＡ－８鐘撞謹蝿轌界一仁一：；一馴

かピル》１８月末腱斡販売：…血
ことになる。関税値が高いため、

ｐ人口膨臓地球腱圧力！；魂
いる。ＷＴＯ次期交渉で関税下げ

を見送った米国も懸念を表明して

百四十一円に決まっているが、そ
れ以降は今後の交渉がカギとな
る。すでに高い関税に反発し、

万少子椎徽策塞村鍵二子億…鋼

いう試算も出ている。

新しい関税値は一キロ当たり三百
五十一円十七銭（十一年度）の従
量税。米国米では三○○％を超す

関税率となる。輸入米は輸入価格
にこの従量税を上乗せされるた
め、例えば最近の輸入価格が約百
円の米国産米の価格は四百五十円

程度となり、魚沼（新潟県）産コ
シヒカリなど一部人気銘柄を除く

ステムの安定化に端を発した日本

ほとんどの国産米の価格を上回

経済再生の動きは、今月からの制

「現実に入ってくるコメはゼロに
近いのではないか」（中川昭一農
水相）と、当面は輸入米の急増は
度改革や合併会社の誕生などに
よって、産業界にも幅腿く進んで

考えにくい。
コメ輸入の関税化をするための

関連法案が三十一日、参院で可
決、成立し、四月一日からは関税

柾じ

当面輸入米の急増は考えにくい
が、来年から本格化するＷＴＯ
（世界貿易機関）の次期交渉で、

を払えば自由にコメを輸入できる

しかし、関税値は十二年度は三

いく気配だ。

金融界、産業界で相次ぐ。金融シ

■・篤農は輸入米の高い関税■値

から連結決算中心に移行するのを
にらんで持ち株会社などの導入も

減する法人税率の引き下げ、有価
証券取引税の撤廃といった、景気
の先行きに大きく影響してくる新
たな制度が相次ぎ始動する。一方
で国際競争に対応して「日石三
菱」をはじめ大型合併による企業
も誕生、企業会計が平成十一年度

を払えばコメを自由に輸入できる
コメの関税化、企業の税負担を軽

めた日本経済。四月からは、関税

よって、底入れの気配も見えはじ

財政刺激策や金融緩和の効果に

囹囲
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こゅ－すふぉ－らむ

の拡大を日本に迫るとみられる。

ど輸出国は次期交渉でこの下げ幅

下げることが定められた。米国な

物は、六年間で少なくとも一五％

ンド合意では関税化している農産

だ。旧ガット・ウルグアイ・ラウ

の対日圧力が強まることは必至

産米などは国産米並みの価格にな

川産のコシヒカリや中国黒龍江省

○○六年ごろには米アーカーソン

の価格動向を試算したところ当二

額から毎年削減する想定で輸入米

二・五％相当額（約十円）を関税

から六十三年度の内外価格差の

る」とみている。

ＷＴＯ交渉で、関税値の削減幅

鳥取大の伊東正一助教授（国際

食料経済学）は、コメ関税値の算
が大きくなれば、さらに早まるこ

関税化

Ｚ三兆二」磯

四月一日からヨメの関税化」

再構築迫る
狼テレヨ疋空曰

内Ｕ曲

のは発想の転換である。必要なの

Ｌ｣

定基礎となった昭和六十一年度

とも予想されるだ

コメ対策の

聖の削汁一玉

・高齢者の人口比率Ⅱ帽％…弘

・一人っ子政策曲がり角……妬

？中国・酸性雨被害深刻．．…妬

・一人っ子政策の功罪………船

・高齢化の波、韓国も苦悩…師

・飢餓は回避できるか………卵

●吉園齢者いる世帯３割突破…畑

義務づけられた。

輸入量は二○（）（）年には約七十

七万少になるＣ国内生産量の一割

弱の規模だ。二○○一年以降も当

面この水準は継続され、これに関

税を課す輸入米が上乗せされて

入ってくる。来年から始まる世界

貿易機関（ＷＴＯ）の農業貿易交

渉で、海外から関税引き下げ要求

政府は義務的な輸入を受け入れ

が出る可能性も高い。

る際に、「輸入米に伴う転作の強・

化は行わない」ことを閣議決定

し、輸入米は加工用や援助用に回

して、「国産米にできるだけ影響

を与えない」と説明してきた。

輸入米在庫は現在、四十万少を

超えている。「影響は少ない」と

8１

囮
，

クを負う覚悟が必要になってく

減反を実施するため、コメを作

いうリップサービスは、もはや通

らなくなった水田は全国で三割を

る。

・需給面に与える影響を冷静に分

超える。過剰水田の有効活用も急

用しない。農水省は輸入米が生産

析し、必要な政策を国民に問うべ

など、国内自給率がｎ％を下回っ

面が心配。最も深刻なのが水不足

ふんだんにある国では想像つかな

だ。日本のように新鮮な飲み水が

河の水が下流で枯れてしまい、農

いかも知れないが、中国では、黄

ている基幹食料の自給率引き上げ
になる。

は、これからの農政の大きな課題

水田の有効活用を自給率向上に

増加の原因を尋ねると「アジ

業用水や工業用水が不足するとい
う事態になっている一と指摘する。
つなげていく政策も欠かせない。
農水省は生産省ばかりに目を向け

がなければならない。

るのではなく、オープンな議論を

になる。

現在国会に提出されている新農

進めてほしい。

きだ。それが議論を深める第一歩

業基本法案には食料安全保障の観

現象が世界的に進行しているそう
だ。死亡率の低下、平均寿命の伸

なく、”人口革命“ともいうべき

理由は家族計画の普及ばかりでは

シャミー部長によると、低下の

る」という。

は６人から３人へ減ってきてい

５人から４．５人へ、ベトナムで

人から２．５人へ、ケニアでは８．

産む子供の数は、ブラジルでは６

向だ。この妬年間で一組の夫婦が

よい兆しがある。出生率の低下傾

のだろうか。「長い目で見ると、

加のほぼ半分を点のている」という。
途上国の人口増加は今後も続く

アと続く。これら５大国が人口増

タン、インドネシア、ナイジェリ

国が胆％で横綱格、次いでパキス

人増加するうちインドがｎ％、中

因だ。世界全体で年間７８００万

ア、アフリカ諸国の人口増大が主

稲作農家から「これ以上の拡大
は限界」との声も出ているので生
点から、食料自給率の目標設定方

（読売新聞一九九九・四・七）

・・・匝臘醐報議驚鮒‐

黄信号をともす出来事になると同足、環境破壊の進行などマイナス

世界人口㈹億人は人類の未来にのすごい負担だ。食糧や水の不

【渡部武史】釦億もの人間が生活することはも

途上国の人口爆発について聞いている」
その影響は深刻だ。「地球上に

世界人口が今年皿月に㈹億人を部長は警告する。「人口増加のス
突破する。先進国の少子高齢化とビードが速くなっている。１８０
は逆に人口増加の一途をたどる途４年の、億人から１９２７年の卯
上国。この相反する現象をどう受億人までに１２３年かかったもの
けとめたらよいのか。世界の人口が、例年の帥億人までに羽年、河
政策をリードする国連人口部長の年の蛆億人までにｕ年、師年の卯
ジョセフ・シャミー氏が来日した億人までに旧年、今年の釦億人ま
のを機会に、日本の少子化問題やでに⑫年と、だんだん短くなって

針が盛り込まれている。麦や大豆

産調整（減反政策）の枠組みの見
減反は九八年度と九九年度に過

直しも急務だ。

去最大規模（九十六万三千紗）に
拡大している。輸入米の増加が回
りまわって減反強化につながって

いるとの指摘は根強くある。

一方で、県別に減反面積を割り
当てる方式が、競争力のあるコメ

作りを必要とする時代にそぐわな
くなってきたことは明らかだ。需

要の多い良質米を作っている生産
農家を「作りたくても作れない」
イナスだ。

状況に追い込むことは、大きなマ
国主導の生産調整の仕組みを見

直し、生産者の自主性を最大限尊

重する枠組みをどう作るかが最大
のポイントだろう。生産者側も

「作る自由」を手に入れる代わり
に、価格面などである程度のリス

8２
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齢者に喜ばれるような車や家具、

い。メーカーも発想を転換して高

び、都市化の進行、大家族から核定年にするのか。帥歳を過ぎても
家族への家族構成の変化、高等教元気で働ける人は大勢いるのに。
青への志向、男女の性別役割分担定年を引き上げて、高齢者に働く
の希薄化など。これらの要素が女機会を与えるべきだ。経済全体に
性の出産・育児に大きな変化をもとってもその方がむしろ望まし
たらしているという。

日本では途上国の人口問題より

策に正式合意した。九日に各党幹

事長・政調会長会談を開いて正式

に合意し、政府に予算措置などを

要求する。

特例交付金の対象事業は、▽子

テーションの設置▽駅周辺のビル

供の送迎拠点となる駅前保育ス

くてもいいということか。同部長

日本は将来をそれほど悲観しな

して二千億円の「少子化対策特例

クラブは七日、全国の市町村に対

自民、自由両党と公明党・改革

育成事業ｌなどで、市町村の

シッターなど在宅保育サービスの

をするための環境整備▽ベビー

置▽幼稚園で午後にも預かり保育

などを手直しした駅前保育所の設

は「世界人ロから見ると望ましい

交付金」を支給するとともに、来

申請に基づいて交付する。

生活用品を作ればいい」

関心が集まっているが、世界全体

状態にあるわけで、自信をもって

年四月から保育所の運営などに関

も、もっぱら国内の少子高齢化へ
から見ると少子高齢化はどのよう

もらいたい。世界のモデルとし

「これは先進国共通の現象だ。

な意味合いがあるのか。

ドイツ、イタリア、スペインなど

（朝日新聞一九九九・四・八）

て、日本の経験を広く伝えてもら

温暖化予想以上
生」。妻と２男１女の５人家族。

して活躍。主な著書に「宗教と出

ポス博士らの研究チームは、七

米コロラド大学のテッド・スカン

までの十－十五年分に相当すると

わせたこの一年間の退縮は、これ

（読売新聞一九九九・四・九）

いう。

（毎日新聞一九九九・四・八）

の両側の巨大棚氷の一部約三千平
方欲が過去一年間で崩壊、海に流

日、衛生観測に基づき、南極半島

ンス棚氷で確認された。両者を合

セン棚氷と南西側にあるウィルキ

びる南極半島の東半分にあるラー

極大陸からアルゼンチン方向に延

き出す分厚い氷の板。崩壊は、南

棚氷は、陸から海に向かって突

とを示しているという。

の進行速度が予想以上に大きいこ

れ出したと発表した。地球温暖化

１１口１１

南極の氷、
崩れて海へ

【ワシントン７日Ⅱロイター】

園
趣味は園芸と水泳。

人ロ開発会議では事務総長代理と

人口分析などに従事。則年の国際

間、人口推計、人口政策の評価、

ニューヨークの本部で勤務。この

得。国連に入り約、年間、海外と

シガン大学で人口学の博士号を取

戦後レバノンから米国に移住。ミ

４年米国生まれ。両親は第１次大

ジョセフ・シャミー氏１９４

でも人口減少の傾向にある。ドイ

2000億円支給
する規制を緩和する緊急少子化対

少子化対策
■交付金

いたい」と結んだ。

四国

ツの人口は現在の８２００万人か
ら２０５０年には７３００万人に

減ると推定される。子供の数が減
る一方で、高齢者の数は確実に増
えている。百歳以上の人口は今後
卯年間に旧倍に増える見通しだ。
２０５０年には人類史上初めて老
人人口が子供人口を上回る」
では少子高齢化は先進国の未来
を暗くする要因なのか。シャミー

氏は即座に否定した。「日米両国
政府にとっては、年金制度が維持
できなくなることが一番の心配だ
と思う。でも私たちは、而歳を過
ぎても立派に働ける。なぜ帥歳で
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移民受け入れ・労働力．補強●

国人は通訳や調理師など専門的な

な政府」の実現を目指す。一日の

うちで自由に使える時間を示す可

行政の効率化に関しては市町村

の短縮を通じて増やしていく。

合併の推進や、さらに各地域ブ

処分時間は、通勤時間や労働時間

働省の推計によれば、九七年末の

ロックの府県を合併させた「道州

技術や技能を持つ人や日系人など
に限られ、日本人で代替可能な単

め六十六万人で、日本の労働力人

外国人労働者数は不法就労者を含

純労働者は認められていない。労

関して府県を合併する一道州制」

経済審
關聞倒圏次期佃力年計画の課題公表
の検討などを挙げた。過去の経済

あるが、それ自体が目的となり得

た経済成長率については「重要で

のは責務」（小林陽太郎富士ゼロッ

して、移民をある程度受け入れる

さが多くの人を引きつける結果と

同審議会では「日本経済の富裕

リックコメント方式」を初めて採

ながら計画を取りまとめる一パブ

今回は、国民の意見を反映させ

れる考えも盛り込んだ。

などの企業会計的な要素を取り入

は十三日、二十一世紀初頭を目標

制」も検討する。政府や公営事業

ない一と明記。新たな目標として

クス会長）という容認論がある。

に貸借対照表（バランスシート）

口のほぼ一％に相当する。

策方針」のたたき台となる十五項

可処分時間などを挙げ、成長重視

半面、「国内の女性や高齢者の雇用

計画で最大の目標と位置付けてき

目の政策課題を公表した。海外か

から質的な生活の豊かさ重視への

社会のあるべき姿と経済新生の政

っの移民労働者の受け入れについ
転換を打ち出した。

用。同日公表した政策課題に対し

ら七月初頭を目標に新計画を閣議

て国民から寄せられた意見を新計

が先決一といった消極論も根強い。

にも中間報告をまとめ、六月末か

画に取り込む。早ければ五月下旬
を挙げた。

新計画が目指すのは「選べる経

済社会」。結果よりも「機会の平

（日本経済新聞

決定する。

一九九九・四・十四）

二○○○年に始まる世界貿易機関（ＷＴＯ）の次期ラウンド交渉

…統藝

障費などの国民負担の軽い「小さ

等」を重視する米国型の競争原理

度では、日本で就労資格のある外

労働力不足の解消が狙い。現行制

働者の受け入れは、少子化に伴う

永住する「移民」を含む移住労

一世紀に向けた課題に挙げた。

高齢化対策や財政再建なども二十

預金者保護、消費者保護などの安
全ネットの整備をうたった。少子

を強調すると同時に、社会保障、

実収入ではなく、可処分所得を
目標にすることで、税金や社会保

経済成長率に代わる新たな目標
としては、可処分所得、可処分時

」、経済活性化などの観点から
〈を示したほか、行政の効率化に

主な灘策課題

生活の豊かさ重視
‐議

川全化

●●●．●●

ける完語
受よの際
のに分国
者併示部の
働合提例語
労県化の比本
住府性筋酬日
移や活道報と
の入ののの化
ら導済建金際
か制経再年化国
外州域政生営の
海道地財厚民円

間、選択可能度、生活安心度など

積極的に検討すべきだ」との考

とした次期経済十カ年計画「経済

経済審議会（首相の諮問機関）

函
I.●=寺印IUL｢白｡-｡●午｡IⅡIⅡ１－．１｡PＰ｡｡=⑥｡｡●P｡Ⅱ''十｡-｡=■｡IlIIO｡●■●116｡ＰＳ■sIIPo｡｡

次期纏鞠Ｉ脳牟i躯i蓬検蕊譲る

8４

すふお－らむ
こゆ

よる農業分野の 戦略作りが本格化

に向けて自民党 、農協、農水省に
せるべきだ」と出張する。昨年十

配慮を、ＷＴＯのルールに反映さ

て異なる生産条件、食糧事情への

の経験や海外の人脈に加え、農政

長や畜産局長を務めたｃ通商交渉

国際部長に就任、その後は経済局

会合までに次期交渉への対応方針

ナダで予定されている五カ国農相

る出張を展開できるか、キーマン

までＷＴＯ加盟国の理解を得られ

している。米国 など農産物輸出国

月には韓国の与党議員と「日韓農

国内では前面に出るのを嫌う

の手腕にかかっている。

に不利とされる通商交渉で、どこ

の自由化要求に どう対抗するかが

業議員会議」を設立するなど、議

が、三月末に欧州連合（ＥＣ）が

をまとめる方針だ。農産物輸入国

焦点。前回のウ ルグアイ・ラウン
員外交を通じて他の農産物輸入国

コメ関税化に異議を申しウ―てた直

（経済部長沢倫一郎）

（日本経済新聞

一九九九・四・十四

えで、問題点も列挙。①労働力の

万～和万人程度減少するとしたう

０００～２０５０年に、年平均Ⅲ

報告は、日本の労働力人口は２

問機関）の議論に役立てる。

’１１１１１

農水、自民、農協は、六月に力

立って火消しに務めた。

後にブリュッセルに飛び、先頭に

全般に詳しいのが強みだ。

ド交渉は国内の足並みの乱れが日
との連携も目指している。
農協組織のキーマンは、全国農

本に厳しい結果をもたらした面が
あるだけに、キーマンたちはスク

業協同組合中央会（全中）でＷＴ

（岡）。昨年十二月には週末をつぶ

ラムを組んで意思統一に取り組ん
コメの関税化は四月から始まっ

して全国各地の農協組織を飛び回

でいる。

た。関税率の引き下げ幅などが次

り、四月からのコメ関税化に向け

Ｏ対策を担当する高野博常務理事

期ラウンドで話し合われる。日本

て組織内の意見をとりまとめた。

農協組織の役割は、「政府、政

では引き下げ反対の声が強いが、
国際交渉で一受け入れられるかどう

党と協調して交渉体制を作ること

造を長期的には是正できない③経

か。その交渉戦略泰穰蘂する舞台と

不足を補う移民の大量受け入れは

体策として、三月に消費者団体や

移民受け入れ問題を調査してい

済成長も人口のみによって左右さ

だけでなく、農家の立場にたった

会議で自民党を代表するのは桜

学識経験者などを交えた「食料・

た経済企画庁の研究会（座長・依

れるわけではないｌと指摘。

なっているのが、自民党、農協、農

井新・農林水産物貿易対策特別委

農林漁業・環境フォーラム」を発

光正哲一橋大教授）は翠日、報告

依光座長は「反対ではないが、社

「地域社会の摩擦を高める」②移

員長（船）。コメ産地・新潟県の

足させた。今後は各都道府県に地

書をまとめた。日本の産業効率化

国民世論の形成」と説明する。具

選出で、自民党農林族議員のなか

方版のフォーラムを設置し、世論

水省の代表者による三聿貝云議だ。

ではタカ派の部類に入る。昨年十

形成の場を広げたいという。

（ＡＰＥＣ）閣僚会議で林・水産

月のアジア太平洋経済協力会議

（閃）が指揮をとる。ウルグアイ

れる熊沢英昭農林水産審議官

農水省では国際派のエースとさ

ように求めている。次期経済計画

題点を取り上げ、慎重に検討する

方、移民全般については数々の問

（毎日新聞一九九九・四・’’十三）

会的・精神的土壌の醸成が不可欠

物の関税撤廃を断固として拒否す

・ラウンド交渉が最終局面に差し

を策定中の経済審議会（首相の譜

の積極的な受け入れを提言する一

るように小渕恵三首相に訴えた。

掛かっていた九三年四月に経済局

だ」と語った。【高橋秀郎】

民の少子高齢化に伴って、人口構

月には首相官邸に乗り込み、十一

経jMFの
研究会報告書
などのため専門的・技術的労働者

｢移民受入.刺
で慎重な検討
が必要

次期交渉については一国によっ
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函麺

■「｛■』．，。■一れＬ■職危機的な状況」と説明して

■口囲■繩・曰搬■洲□麟一鍵繩蝿鰄曰

■■□■口臘■■刊了臘鮨酔憲幻皿蘓緬
農水省が二十二日発表した九八と、いずれも前年を大幅に下回っ
年の日本の漁業（養殖業を含む）たｃカタクチイワシ、カツオが前
生産量は、前年比ｎ．４％減の六年より増加したが、サバ類と真ィ
百六十四万千トンに落ち込み、六五ワシが約四割減少、スルメィヵも
年以来三十一一一年ぶりに七百万トンを半減したｃ
割り込んだ。総生産量は十年連続海面養殖業は３．５％減の百二
で前年実績を下回り続けており、十二万八千少、内水面漁業は８．

八四年（千二百八十一万千トン）の１％減の七万九千トン、内水面養殖
ピーク時から半減した。農水省は業は４．５％減の六万四千少。

図■■鵺１口繊鰯劒捲鮮導■入へ

もたらす恐れがある。一方、生産

このため同省は十二年以降、作

調整規模をこれ以上拡大させれ

況指数が平年並みの一○○を超え

農水省は十八日、コメの生産調

作が続いても減反面積を大幅上積

ることが確実となった年には、生

整（減反）面積を年によって大き

みはせず、余剰米は家畜のエサに

産者団体が自主的な判断でエサ米

ない。

転用し主食米として国内で流通さ

への転用、収穫の一部見送りなど

ば、農家の営農意欲を阻害しかね

せないようにする案が有力となっ

を行い、減反強化を回避する方針

く変動させず、作付け規模を安定

ている。今年産米の作柄が確定す

だ。

化させる対策の検討を始めた。豊

る秋までに、主食米との価格差を

（産経新聞一九九九・五・十九）

補てんする制度づくりなどの具体
策をまとめ、平成十二年（二○○

○年）以降の生産調整に反映させ
る方針だ。

平成九年まで五年連続の豊作を

生産調整を十年、十一年の二年間

受け、政府と生産者団体はコメの
について九十六万三千粉と過去最

大規模で実施。昨秋にはコメの年
四割に当たる四百万少程度の古米

間消費量（約九百六十万少）の約

が生じている。今年も豊作になれ
の価格下落と在庫コストの増大を

ば在庫がさらに積み上がり、コメ

,。

「周辺水域の水産資源の減少を反（読売新聞一九九九・四・’’十三）

Ｊ■・■ア・〔Ⅱγ・・計■（加藤縣酢譲託怖症庖

口囲口洲獅ｌ縦．糠螂蝋灘熱蝋

■・□・イ■■甘不Ｆ・議蕊肌と繊簾鴨

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）は（日本経済新聞

昨年の干ばつ被害でコメ不足が続

Ｉ
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ユーフラテス川の水位は数十葎ンま

十年ぶりの少雨で、チグリス、

われてきた米の需給調整に、出荷

まで減反による生産調整だけで行

討されている。実現すれば、これ

降水量が平年の四割に落ち込ん

出荷調整は在庫の積み上がりに

で下がった。食糧不足がさらに深

イラン政府は農家に対し水稲の

だイスラエルは三月、九四年の和

よるコスト負担の増加やコメの流

調整という新たな方策が加わるこ

中東各国が深刻な水不足に陥っ

一一○’三○％を乾燥に強い作物に

平条約に基づく水供給の半減をヨ

通価格の下落を抑えることが狙い

刻になるとフセイン政権の基盤を

ている。雨が降りやすい冬場の降
転用するよう勧告した。カランタ

ルダンに通告した。両国は四月に

だ。農水省は九九年度の対策にと

圏・鑛纈議繁・７‐政権打撃

水量がわずかだったうえ、三－四
リ農業相は今月十五日、「小麦は

いったん全量供給で合意したが、

どまらず、二○○○年度からス

とになり、コメ政策の大きな転換

月に記録的な熱暑に見舞われた結
二百万’二百五十万少の減収」と

夏場の供給について取り決めはあ

揺るがしかねない。

果だ。イラクでは約五十年ぶりの

の見通しを示した。米農務省によ

現への課題となる。

慮や出荷調整の地域配分などが実

め、稲作農家の所得の減少への配

分の一の水準に落ち込む。このた

格は主食用の二十分の一から三十

ただ、仮に飼料用に回すと、価

だ。

にもこの仕組みを採用する意向

となる。

干ばつで食糧生産への懸念が強

タートさせる新たな生産調整対策

一九九九・五・二十）

（カイロー山田剛）

いまいなままだ。

前後の小麦輸入を余儀なくされ、
（日本経済新聞

るとイランは今年度五百五十万少

ルダンへの水供給計画を巡り両国

外貨繰りが再び悪化する可能性が

まってきた。イスラエルによるヨ

関係がきしむなど、中東和平プロ
強まっている。

イラク北部の穀倉地帯もほぼ五

セスへの影響も懸念されている。

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の

ドバィでは、四月上旬に四三・五
度と同月の観測史上最高の気温を
記録。バーレーンでも三月の日照

コメ・過剰分、出荷調壬整

現在の水田面積を前提にする

国産米の在庫が九八年十月末で

少も上回っている。国産米の在庫

一千万少弱の年間需要を約三百万

と、国内の潜在的なコメの生産能
中）、全国農業協同組合連合会（全

三百四十四万少に膨らみ、適正水

・ＩＩＪ飼料、や援引助米でぶ減｛反を補完
農）が、九九年産米の作況指数が

準とされる百五十万’二百万少を

万’二百万少の適正水準に減らす

時間が二十六年ぶりに最高記録を
更新するなど、湾岸諸国では今
年、夏の到来が異常に早かった。
バーレーン政府は四月、無許可
の井戸掘削を厳しく罰する新法を
施行した。サウジアラビア西部の

一○○（平年作）を超えることが

大きく上回っているためで、超過

目標を掲げていることもあって、

を二○○○年十月末までに百五十

力は年間千三百万少程度に上り、

ジッグ周辺では、連日市民が給水

確実になった場合、超過分を主食

分は飼料用や外国援助用への利用

九九年は過去最大規模の約九十六

になった。

車に長い列を作っている。アブド

用としては出荷させない方向で調

や「青刈り」などによる処理が検

農水省と全国農協中央会（全

ラ皇太子は自ら国民に節水を呼び

整していることが二十三日明らか

塵=函

かけた。
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しかし、作況指数が一○○を超

わせて実施するかどうか判断しや

反の補完策として実際の作柄に合

は制約が大きいことなどから、減

い方針を決めている。四十一ヵ国

た国には新規の円借款を供与しな

本政府は、債務救済の適用を受け

点で約九千九百億円にのぼる。日

権の残高は、’九九九年三月末時

二十年後には、戦前・戦中派と

塊の世代が高齢化する十五年か

日発表した研究リポートでも、

注目されている。経済企画庁が

満喫する「高齢新人類」の登場

える豊作となった場合、在庫適正

すい出荷調整策の導入が浮上し

異なり、消費生活の楽しみ方

万紗の減反を行っている。

化の目標達成が難しくなりかねな
た。

い。また、来年以降、強制的なイ

予測した。企業側もこれまでは

場、日本の消費構造を変革する

知っている新タイプの高齢者が登

（読売新聞一九九九・五・二十四）

が遅れていることを理由に、ＩＭ

ミャンマー（ビルマ）は、民主化

メ１ジのつきまとう減反の強化に

日本の放棄額、約４千億円

ミャンマーに次ぎ債務残高が多

能性がある。

賛・産業構造にも影 響を与える可

うした動きが広まれば、日本の

に焦点を合わせる必要があり、
い、ケニア、ベトナム、ガーナ

視しがちだった高齢者マーヶッ

は、円借款の継続を望み、返済を

意がないと判断されたため、適用

世界銀行、国際通貨基金（１Ｍ

続ける意向を明らかにしており、

対象から除外されている。また、

政府の途上国援助（ＯＤＡ）債権

Ｆ）が重債務最貧国として認定す

この四カ国の債務残高は約五千九

債務救済の適用を望んでいない。

る見通しとなっているｃ

の放棄問題で、主要七カ国（Ｇ

るアフリカ、中南米、アジアなど

重い債務を抱える最貧国向けの

７）のなかで最大のＯＤＡ債権を

四十一カ国のうち、債務返済が困

日本の四十一カ国向けＯＤＡ債

（朝日新聞一九九九・六・二）

少子高齢化社会が今後、本格的

りそうだ。子供が独立した後、都

ンではなく、意外にも高齢者にな

○’○年以降は「高齢者に質の変

の世代が高齢者の仲間入りする二

の弱％を占める。そのうえで、戦
後のベビーブームで生まれた団塊

ら三千二百万人に増加し、総人口

以上の高齢者人口は千八百万人か

一五年までの二十年間に六十五歳

それによると、九五年から二○

がまとめた。

（座長・川口順子サントリー常務）

系と経営・生活スタイル研究会」

長の私的研究会である「コスト体

このリポートは経企庁・物価局

▼経企庁が研究リポート

抱える日本の債権放棄額が、総額

難と認められた国が適用対象国と

本とフランスは、負担額の少ない

Ｇ７諸国に国際機関を通じて応分

の負担をするよう求めているが、
調整は難航しており、今後、専門
の作業部会を設けて協議する。

に到来する中で、将来の消費のカ

会に住んで、好きな趣味や行楽を

日本の消費支える

（ケルン・サミット）で、Ｇ７各

ギを握るのは、若者やサラリーマ

函・別蠅後の団塊世代、

国が重債務最貧国向けＯＤＡ債権

日から開かれる主要国首脳会議

を一○○％放棄することで合意す

債務救済は、ドイツで今月十八

百億円になる。

四千億円規模になることが一日、

なる。

最貧国向けのＯＤＡ繕曝植

Ｆの構造調整計画を受け入れる用

中、日本への債務残高が最も多い

を（まら団二が

、軽と

消こ

明らかになった。放棄額の多い日

團囿
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化をもたらす」と指摘した。

具体的には、孫に小遣いを与え
’○年には別％に、女性が６％か

は、男性が九○年のＦ％から二○
そうだ。

通が活発に利用されることになり

層に比べて少ないほか、自動車関

され、家賃を含む「住宅」が若年

「高齢新人類」と命名しているが、

リポートはこうした高齢者を

描いている。

トはこんな新タイプの高齢者像を

ネットも駆使したりするｌリポー

スポーツに熱中したり、インター

若いころから親しんだ車、音楽、

ソコンの需要増につながったり、

予想されるが、それと同時に、パ

野などへの需要が増加することは

用エレベーターなどの保健医療分

ても、車いすや介護ベッド、住宅

在の高齢者のライフスクイルを見

にはどんな影響が出てくのか。現

高齢新人類の登場で、消費構造

れる可能性もある。

のサービスで、新たな需要が生ま

会が増えたり、理美容、衣料など

ズも高まる。さらに、外食する機

が増えるため、小規模住宅のニー

人類が夫婦や単身で暮らすケース

れない子供が増えることから、新

また、少子化で親の面倒を見ら

娯楽などで出費が少なく、子供や

歳以上は０．５％にとどまってい

９％を占めているのに対し、六十

費用がかさむ四十歳代では全体の

形だ。教育費は子供の受験や塾の

手放してバスや電車に切り替えた

対して、８％と少ない。自動車を

比率が三十歳未満が約旧％なのに

係費を中心とする「交通通信」の

ら理％に高まると予想される。

新人類の中核は、現在、活躍して

コンサートや各種イベント産業の

現状は支出手控え

孫に資産を残そうと考えたり、知

るより自分の趣味に関心を持ち、

いるサラリーマンやＯＬとなる。

人気が高まる可能性がある。イベ

総務庁の九七年の家計調査を

※97年時点

１ｐ9027円

房雪
､９．

2０

88244円

畷

６

(全世帯月額､－人当たり換算）

し、六十歳以上は扶養家族

十歳代より多くなる。ただ

一万円で、三十歳未満や四

六十歳以上は月額平均約十

ざまな分野で消費が増える可能性

団塊の世代が高齢化すれば、さま

者に比べて、消費意欲がおう盛な

ありそうだ。こうした現代の高齢

係の支出が多い、といった傾向が

これは、高齢者が総じて外食や

目立つ。

る。逆に高齢者は交際費の多さが

こうした人たちには都市部に住み

ント会場などへ出かけるためのタ

ベースに世帯主一人当たりに換算

30煩未満

６０餌以上

▽加歳以上

つづけ、学歴が高い人も多い。五

クシー、バス、鉄道などの公共交

十五’六十四歳の大卒者の割合

人などへのお祝いや香典、宗教関

が少ないことを考えると、

もある。

ただ、経済企画庁のリポートで

むしろ、壮年層よりも支出
を控えている現状が浮かび

の高齢者が現在の高齢者のように

も指摘しているように、新タイプ
また、全体の消費支出に

資産を蓄えられるか、という疑問

上がる。

占める主要なお金の使い道

も残る。

（読売新聞一九九九・六・｜｜｜）

を比べると、高齢者ならで
はの特徴も浮かび上がる。

住宅ローンの重荷から解放

8９

した年齢別の消費支出を見ると、
世帯主の年齢別に見た主要消費支出の割合

地価ｒ藩と少子化で豊かな生活

取れば豊かな暮らしが実現できる

地価下落と少子高齢化を逆手に

テニスや車に熱中し、パソコンや

齢化の進行については「スキ１、

は下がり続ける」と断言した。高

る人口減少などで、今後も「地価

疵任宅、五○年後に欧州並み

ｌ・経済企画庁の研究会が二日
電子メールを駆使する”高齢新人

まとめた「こうすれば日本の生活は

楽しくなる」と題する報告書で、そ

類〃が登場する」として、新たな

当たりの国土面積が

んな”逆転の発想“を提唱しているｃ

ニューヨークオーステインカンザス

需要の担い手の出現を予測した。

(注)建物面積当たり住宅価格比較､経済企画庁が作成

企画庁の試算によると、二○五

檮ii下11ji菫鱒iE三|曇ｉｉニ

報告書は、バブル崩壊以降、地
価が「賃料から考えて収益が還元

人口が同程度の都市の日米住宅価格比較

○年には人口が現在より約二○％

(湖職鏥iii1H騨露蝋H鱗t人口

できる合理的な価格」を目指して

iIrii察j蔦iiii11jl

少ない一億人に減る一方で、一人

、

下がり始めたと指摘。少子化によ

の一人当たりの住宅

二五％増える。日本
面積はドイツやフラ

ンスよりも二割小さ
いだけなので、「住

ヨークの格差が二・三倍に対してこうした地方の生活コストの高さ
金沢とカンザス（ミズーリ州）がを是正することが東京一極集中の
三・四倍と日本の地方都市の地価緩和に向けた課題だと提一一一一口した・

の高さが目立つことも指摘した。（日本経済新聞一九九九・六・三）

砕吟人９年には：生活費が１日にｌ澱

貧困根絶の先頭に立つはずの東ァジ

囲獅釧鵬・離職噸螂一瞬年
世

世界銀行は２日、２年に１回の米でも増加傾向は消えなかったｃ
「貧困リポート」を発表した。金【ワシントン支局】

融通貨危機によって東アジアなど（毎日新聞一九九九・六・三）

低用量・ビルの承工認Ⅷ口決一定

本の住宅面積は欧州

薬事審議会（厚相の諮問機関）の

口避妊薬（ピル）について、中央

ホルモン量の少ない低用量の経

生省は「病気の治療薬ではない」

六品目が販売される見通しだ。厚

八月末にも、製薬会社九社から十

中にも正式に承認され、早ければ

長期審議が行われてきたが、今月

■８月末にも一処方 付で販売

並みになる」と予想

常任部会は二日、医師の処方が必

として、医療保険は適用しない方

宅の更新投資をすれ

している。

とを決め、宮下創平厚相に答申し

要な医療用薬品として承認するこ

針。低用量ピルは、開発からすで

ば、五十年後には日

同規模の日米の都

た。一九九○年の申請から異例の
と、東京とニュー

市の地価を比較する

四国

團團
日本の人口と1人当たり国土面積の見通し
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ないのは日本だけだった。

の副作用があるため、乳がんや肝
障害、高血圧の症状がある人、三

血管内で血が固まる血栓症など

という本来の論議を超えて、ピル

審議は中断をはさんで長期化した。

とする性感染症拡大の危機感から、

‐１

１Ｉ

低用量ピルは海外では四十

年近く広く使われてきた。日

本では月経困難症などの治療

のために承認されているホル

モン含有量の多い中・高用量

ピルが、医師の裁量で、避妊

の女性が副作用を気にしなが

薬として処方され、数十万人

ら、服用している。

（朝日新聞一九九九・六・三）

日本が一九九八年に実施した政

ンドネシア（八億三千万㎡）、タ

最も多く十億八千万が。次いでイ

ＯＤＡの実績額は、日本に次い

イ（五億六千万㎡）、インド（五
いた。

八千万㎡と、前年より一四・二％

で米国が八十一億三千万が、フラ

は、経済危機に見舞われたアジア
承認決定まで九年近くかかった

増え、八年連続で世界一となっ

ンスが五十八億九千万が、ドイツ

億が）と続く。

求めている。

ことについて、厚生省の平井俊樹

たご経済協力開発機構（ＯＥＣ

九八年の先進国から途上国など

審査管理課長は「（ピルに対する）

が十日、加盟二十一カ国のＯＤＡ

低用量ピルは八七年に五千人の
臨床試験が行われ、九○年七月か
ら九一年九月までの間に製薬会社
が承認申請したｃ

しかしその後、Ｈ－Ｖをはじめ

だったからだ。最近、こういうも

が五十五億八千万㎡だった。

向けの援助が急増したため百六億

府の途上国援助（ＯＤＡ）実績額

国間援助の国別では認中国向けが

前年の三十一億ドルから約七割増え
て五十二億八千万㎡になった。二

日本のアジア向けＯＤＡ実績は

ＤＡＣ加盟国中十二位だった。

るＯＤＡの比率は○・二八％で、

本の国民総生産（ＧＮＰ）に対す

実績額（暫定値）を発表した。日
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に四十年が経過しており、国連加
盟国のなかで使用が認められてい

十五歳以上で一日十五本以上たば
解禁を性感染症問題に結びつけよ

医療保険は適用せず

こを吸う人らは使用禁止とされ

その背景にあった⑩

の乱れ一を懸念する社会の空気が

安全性や副作用についての検討

た。四十歳以上や、肥満の女性ら

うとする厚生省の姿勢や、「風紀

は慎重に投与する必要がある。市
販後、調査を必要とする再審査期

治療薬「バイアグラ｜が申請から

今年に入って、男性用性的不能

ピルの承認でエイズウイルス

半年という異例の早さで承認され

間は十年とされた。

（ＨｌＶ）感染など性感染症の拡
大が懸念さていることから、承認

らの声が強まり、女性国会議員が

世界人口白書に「日本はいつピル

国連人口基金が一昨年発行した

を求めるなどの動きがあった。

審議の遅れについて厚生省に説明

たことで、ピル承認を求める女性

の過程では、それぞれ三十球１に及

ぶ服用者、医師向けの情報提供資
料の内容なども細かく審議され

た。使用上の注意の冒頭で、性感
染症防止のためにはコンドームの
使用が有効であることを服用者に
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Ｅｉ：卵日か配二体気
･が間ら合種ホに

日本アジア向け
援助急増
Ｄ）の開発援助委員会（ＤＡＣ）

を承認するのか一という記事が掲
載されるなど、国際的な批判も出て
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示し、検査の実施を検討するよう
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への資金移動は、公的、民間資金
ドルと前年より五八％減った。

付けを減らしたことから、千二億

（朝日新聞一九九九・六・十一）

を合わせて前年より四四％減少し

た。特に民間資金は、経済危機の

影響で金融機関が途上国への貸し
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一四九二年、コロンブスが大西

いるようだ。

きた時代の前後の欧州に隠されて

要因はどうやら、ピープス氏が生

激な膨張現象が起きたのか。その

界人口の変化だ。なぜ、人口の急

．ｕＩＤ皿■Ⅲ

は、中世以来の狭い道路で交通渋
滞にあうから、得策ではない」

十七世紀後半、ロンドンの海軍

ピープス氏は芝居を見るのが趣

…’0画TT55z犀、

ココンプスの大西洋JiI藍が２

。｜■、○○○年で二十倍超える

二億八千万人から六十億人へ
二十倍以上に膨れ上がったｃこれ

１．この千年の間に世界の人口は

が残した「ピープス氏の秘められ
た日記」（臼田昭著、岩波新書）。

省に書記官として勤務していた男

馬車による渋滞が起きるほど、当

ほど急激な人口増加は、人類が二
ことだ。その膨張圧力は、あるい

時のロンドンが既に人口過密状態

百年前に誕生して以来、初めての

は生産能力の高い産業の誕生や地

（ぼっぱつ）を促してきた。そし

だったことを記している。

球環境の破壊を、あるいは国民国
家の出現や二つの世界大戦の勃発

味で、一六六八年には年間八十七
拡大する演劇などの娯楽サービス
は五十万人に膨らみ、英国全体の

回も劇場に通ったほどだ。急速に

ていま、我々は人口革命の収支決
ントロールの難しい人口という変

や、商業や手工業の徒弟の仕事を

一割を占めるまでになった。

算を迫られている。人間社会はコ
数を抱え、どこへ向かおうとして

求めて、農村から流入する人が増

き付くのは、十七、十八世紀ぐら

人間社会のこの千年を振り返っ

いから急速に右肩上がりになる世

加の一途をたどった。交通渋滞が
ロンドンの人口は十六世紀の初

た時に、だれの目にもはっきり焼

大航海時代が
増加への分岐点

めに六万人。これが十七世紀末に

発生したのはそのためでもある。

いるのか。
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「陸路ロンドン市内を通るの
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たカロリー源が多様化したのであ

コシだ。これにより小麦中心だっ

ち込まれたジャガイモとトウモロ

な影響を与えたのは、南米から持

海時代が幕を開ける。人口に大き

洋を横断。これをきっかけに大航

まり産業革命を引き起こす。これ

き、農業から工業への大転換、つ

二八一四年）などが相次いで起

ブンソンの蒸気機関車の運転成功

改良（’七八五年）や、スティー

たところに、ワットの蒸気機関の

積（資本）。二つの条件がそろっ

人口の圧力（労働力）と富の蓄

の人口爆発が先進国の人口縮小を

以降、人口はうなぎ登り。途上国

に突入したため、第二次世界大戦

の段階を経ないまま多産少死社会

したものの、工業化など経済発展

かたや開発途上国。医療は発達

財政上の負担増問題が深刻にな亀

果、人口が高齢化し、伸びも鈍化。

産少死への転換が起きる。その結

る。大衆消費社会は大量廃棄とい

立たずで、弊害も引き起こしてい

だが、あちらを立てればこちら

般の大衆にもたらした。

波及。より快適で便利な社会を一

第二次大戦後の日本など全世界に

イフと呼ばれるライフスタイルは

衆消費社会を生みだした。

量流通、大量消費を可能にする大

１１‐‐

る。

がまた生産力の増大をもたらし、

も飲み込むようにして、二○五○

農地を小麦などの冬穀、大麦など

活、商業、農業、工業、交通・通

十九世紀にかけての航海術や食生

こう見てくると、十六世紀から

産の技術がどんなに発達したとし

専門家の間では、将来、食糧生

達する、と国連では推計している。

年には世界の人口が八十九億人に

せた。産業革命以降、生産エネル

環境へのダメージを一段と進行さ

温暖化やオゾン層の破壊など地球

うやっかいな問題をも作りだし、

アメリカン・ウェイ・オブ・ラ

る。生産性の面で限界にきていた
人口の増加に拍車をかける。

ほぼ同じころ、農業革命が起き
三園（さんぽ）式農法が連作農法

の夏穀、休耕地の三つに分け、年

信・医療などの大転換が人口革命

に切り替えられる。三圃式とは、

ごとに割り当てを替える。連作は

ギーとして依存してきた石油など

の化石燃料は、使いすぎた結果、

ても、養える人口は八十億人が限

度と見られている。このままで行

る。

あと百年で枯渇すると見られてい

人間が作る集団の拡大が第三の

変化だ。農村から都市へと人口が

移動。都市で富裕になった市民

などの専門職が増え、環境衛生面

の都市では、医療にかかわる医師

言われる。先進国では、工業化な

超えると女性の妊娠回数が減ると

一般に世帯の年収が千五百がを

十八世紀にはアメリカ合衆国を独

国から北米大陸に渡った移民は、

費型社会の進展だ。十七世紀、英

第二の変化は、エネルギー多消

民社会を形成する。

面では資本主義への道を開き、市

治面で議会政治を定着させ、経済

集団・家族変わる

大衆消費社会で

ている。

くと、半世紀もたたないうちに危

を引き起こしたと言えそうだ。

爆発続く途上国

先進国は高齢化
では、人口革命は人間社会にど
んな変化をもたらしたのだろう。

第一の変化は、先進国の高齢化と

機的状況が訪れるのは、目に見え

農地全体を使って穀物を育てたら

次に飼料用の豆科植物を栽培する

方法。この転換により、単位面積
当たりの収量は二倍以上に跳ね上
がった。

食糧の生産力が上昇すると、人

間の出産力も上向き、多産となる。

も大幅に改善される。この変化は

どを経て生活水準が上昇。それに

立させる。彼らは二十世紀になる

帝国主義への拡大につながり、二

開発途上国の人口爆発だ。

死亡率の低下をもたらす。

伴い、教育費など子育て費用がか

と、産業革命をさらに発展させ、

十世紀には二つの世界大戦を経験

十七世紀末以降、ロンドンなど

｜多産多死「｜から「多産少死」

かる上に、女性自身の社会進出意

自動車や家電製品の大量生産、犬

｜連の動きは国民国家、さらに

タン革命や名誉革命を起こす。政

へ。急激な右肩上がりの人口革命

欲が高まるため、多産少死から小

が、英国では十七世紀にピューリ

の基盤は、この時期にほぼ整った。
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食物連鎖の枠内で暮らしていたか

どんな解答を日記につづるだる
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国立社会保障・人口問題研究所

する。その問の武器の開発はめざ

副所長・阿藤誠・大阪大学大学院

（編集委員足立則夫）

一万年前、農耕牧畜が始まる

いた。

と、生産力の増大で人口は二億人

総合人間学部教授・佐伯啓思、青

文学研究科長・川北稔、京都大学

ら、人口も約一千万人で安定して

その一方で、国際連盟や国際連
台へと増えた。森などの自然破壊

山学院大学文学部教授・平田雅

ましい。十六世紀にはけん銃が登

合といった機関で平和を守るため
ルギーは太陽や水といったフロー

は起きたものの、農業の生産エネ

場し、第二次世界大戦では核兵器

の努力も重ねてきた。結果から見

が使用される。

ると、「戦争の技術開発力」が「平

教授・松井孝典、新潟大学名誉教

博、東京大学大学院理学系研究科

まとめた。

年に到達したが、先進国の中では

は二○（）六年に老年人口が一一（）％

を上回る。出生率の急激な低下と

平均寿命の伸びを背景に、現在は

ーフスＯ

高齢化の速さが世界でもトップク

日本の人口そのものは二○○七

一万人と、二千万人の大台に乗っ

は老年人口が三千万人を軽く突破

大きくなっていく。二○一五年に

あり、老年人口の比率がどんどん

年をピークに減少に転じることも
六百四十九万人。｜年前の十月に

し、その割合は二五％に達する見

た。老年人口の割合は九○年の同

込みだ。

じ時期が一二・一％だったから、
る。

八年間で約四ポイントも増えてい

人類誕生からざっと二百万年、

口」、十五１六十四歳の「生産年

いる。逆に○’十四歳の「年少人

人口の割合は一四％。日本は九四

「一局齢社会」と分類される老人

と、老年人口の割合が一ポイント

性の低下を招く。ある試算による

答は、私たちが地球上で歩んで

齢者、いわゆる「老年人口」は一

狩猟採集の時代が続いた。人間は

高齢者の増加は一般に労働生産

きた歴史の中から探すしかないだ

六・二％を占め、年々増え続けて

だが、そのうち六十五歳以上の高

六十五歳以上の人口は二千五十

齢人口」は減り続けている。

保障・人口問題研究所の見通しで

比較的遅かった。だが、国立社会

資料総務庁(98年10月）

（日本経済新聞

一九九九・六・十一）

授・湯浅越男の各氏の取材を基に

たる問題には至らなかった。

結局のところ、課題が発生した

型資源に依存していたので、さし

集団の拡大化現象は逆に、人間

のも、ピープス氏がロンドンで暮

和の技術開発力」を圧倒してきた

の日々の暮らしの基本単位の縮小

らしていた前後のことだ。仮に

ことは、火を見るより明らかだ。

を促進した。集落から家族へ。そ

今、ピープス氏が生きていたら、

4歳

6５

比べ、三十二万人増とほぼ横ばい

総人口は、九八年十月で一億二千

総務庁の推計によると、日本の

一一○○六年には皿％に

％ｉ高齢者の人口比率

れも拡大家族から核家族、さらに

単身家族へと分裂現象を起こし、
限りなく個に近づこうとしている。
三つの変化は我々に深刻な課題
を突きつけている。

「途上国の人口爆発を食い止め
られるか一

「これ以上、地球環境を破壊し
ない経済システムを作れるか」

「人類の絶滅を意味する世界大

1６

ろう。

戦を防げるか」

四

,‘

上がるごとに貯蓄率が一ポイント厚生省の推計によると、仮に現者の馬寅初・北京大学長（故人）。んなエピソードを紹介して、警鐘

真っ盛りの五九年。－苦い歴史」た。「なぜ洗わないのか二洗い

程度ずつ低下、一一○一○二○一在の制度を続けた場合には、一一○この時、共産党は「人口が多いのを鳴らした・
五年にはゼロになるという・一○年度に社会保障給付費は百三は中国の武器である」と主張した入隊二十日余りの一人っ子新兵
深刻なのは「社会保障給付費」十七兆’百五十四兆円の規模に連毛沢東主席の号令のもと、馬氏にの宿舎で異臭に気づいた上官が、
の増大だ。これは公的な社会保障する。このため、社会保障改革は集中砲火を浴びせた。田副会長がベッドわきの物入れに汚れた下着
制度の給付総額のことで、七三年「待ったなし一の状況となってい北京大学に入学したのは、馬批判一一一組と靴下八足があるのを見つけ

度で六兆円余り。それが九六年度る。

には六十七兆五千億円に膨らん（日本経済新聞

だ。このうち六四％が高齢者向け一九九九・六・十一一一）馬氏は六○年、学長の座を追わ同紙の調査によると、兵士に占

れ、中国は多産の道を突き進む。める一人っ子の割合は鋤％・自立
馬氏は一人っ子政策が始まった心、実行力、忍耐力、根性に欠け
七九年に名誉回復するｃこの時、るこの世代をどう教育すべきか。

頤一人つ二鰄鰄（一抽一鮒Ⅲ鯏士鰯跡蕊蠅｜濫一纐纏獅鐇鵲露

人口は五七年の六億四千六百万か政策がもたらした社会問題も深

以来二十年。国務院（中央政いために、戸籍のない子供が増え

夫婦一組に子供一人とすべし四千八百万人。母数が大きいだけら七八年の九億六千三百万人へ刻だ。「両親が罰則を逃れよう
ｌ・人口圧力に耐えかねた中国に、人口政策の失敗は大きく跳ねと、一一一億人増えたのである。と、第二子以降の出生届を出さな
が、｜人っ子政策に踏み切ったの返る。

「馬攻撃にも何の根拠もなかっ府）で一人っ子政策を担当する国ている。男の子欲しさに女児を間

人口三億人を減らしたと考えている陳局長も顔をしかめた。

この年に生まれた一人っ子一年た。このために、科学的な人口研家計画出産委員会の陳勝利・宣伝引くケースもある・少年犯罪も目
生たちが、今年二十歳を迎え、｜究は七○年代半ばまで止まってし教育局長は「我々はこの一一十年で立つ」と、人ロ抑制効果に胸を張

人っ子同士の結婚がこれから本格まった」

（全人代Ⅱ国会）に、人口抑制を説ち始めている。九八年一一月、人民代、一一十’三十年間にすべきだと

化する。政府は、｜人っ子カップ人口学の権威として知られる田る。世界の経済発展にも十分な貢こうした矛盾を前に、田副会長
ルには第一一一十を認める方針だが、雪原・中国人ロ学会副会長が開口献をしたはずだ」と強調した。は「一人っ子政策がいつまでも続
弊害も浮き彫りになりつつある一一番指摘した「馬」とは、建国八しかし、｜人っ子政策が浸透すくのはよくない」と本音をもらし
人っ子政策は、曲がり角にさしか年後の五七年、全国人民代表大会るにつれ、そのマイナス面も目立た・一当初、私は出産制限は一世

ｌｌｌｌｌｌ■

中国の人口は昨年末で約十二億く「新人口論」を提出した人口学解放軍機関紙「解放軍報」が、こ主張した。これ以上長くすると人

妬
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口構造がいびつになるからだ」
ただし、田副会長の誤算は、都

市部で比較的徹底された一人っ子

政策が、人口の七割を占める農村
では、男児を欲しがる伝統などか

ら事実上、失敗したことだ。田氏
も「これまで政策に従ってきた人

たち（一人っ子同士の夫婦）は二

人目の子供をもうけてもいいが、

務」を条項に加えた憲法、婚姻法
に基づき、各省、直轄市、自治区
が制定した計画出産条例により実

の見通しは立っていない。

題への関心が高くなり、五十九都

と強調した。（北京Ⅱ後藤康浩）

は環境対策費を早期に国内総生産
（ＧＤＰ）比で一％以上にしたい

化する方針。同総局の解振華局長

うになった。都市部の大気汚染は

（読売新聞一九九九・六・十六）

自動車の排気ガスが最大の原因の

（日本経済新聞

一九九九・六・十六）

ため、二十都市で始めた有鉛ガソ

男児望む風潮で出生比アンバランス

一人っ子政策の功罪

げ、国内のガソリンを完全に無鉛

リン禁止を来年末までに全国に広

１１１１１

中国の国土の三割が酸性雨にさ

従わない人がいる以上、計画出産を

らされているｌ中国国家環境保護

中国東北部の遼寧省藩陽で劉小

やめるわけにはいかない」と話す。

の実態と対策を発表、全体として

を迎える。人口抑制を堅持しつ

燕さん（蛆）は「送迎おばさん」の

送迎や子守は地方都市での就職事
情の厳しさを表すが、「小さな皇
帝」と呼ばれる子供への過保護な

は改善に向かっているとしながら

仕事を続けている。毎朝７時、大

つ、もう一つの目標だった人の素

も環境悪化の厳しい状況が浮き彫

風潮も物語る。

りになった。

後の下校時は校門で迎えて家まで

送るｃ１カ月の報酬は３７０元
（約５５５０円）。１年半前、市内

生の長女を連れて一緒に登校、午

の国有企業を一時帰休になった劉

日本にも影響の大きい酸性雨は

質をいかに高めるか。一人っ子世
人口政策は不透明感を増している。

のの、四川省、貴州省など南部、

原因となる二酸化硫黄の排出量が

西南部でほとんど改善がみられ

さんにとって「気を使うが、まあ

（北京で源一秀）

ず、大半の地域で降水の年平均水

まあの収入」という。

昨年、全国で七・八％減少したも

以下の酸性を示している。

素イオン指数（ｐＨ）値が五・六

已人っ子政策】「計画出産の義

施。各地の状況に応じ、農民や少

市が毎週、大気汚染状況を発表、

を迫られた。藩陽で増える子供の

出し、余剰人員は新たな就職探し

済化とともに長年のひずみが噴き

国有企業が多い藩陽では、市場経

計画経済を支えた重厚長大型の

数民族に第二子を認めるなど柔軟
などの厳罰規定もある。中国の適

北京、上海などは毎日公表するよ

こうした状況から住民の環境問

切な人口は七’十億人との見解が

に対応する一方、違反者には中絶

中国人ロ学会では主流だが、実現

の全夫婦５７６万組のうち子供が
１人だけなのはｎ％を占める。ま

０００万人の増加を防いだ。省内

４１３８万人の半分に当たる約２

世界最大の人口を有する中国が
二人っ子政策“を導入し、加年
が経過した。欧米諸国から批判を
浴びながらも、人口抑制に成果を
上げ、実施されなければ、総人口
は現在より３億人以上多い旧億人
に達していたと推定されている。
遼寧省でもこの間、現在の人口

手食堂経営者宅へ行き、小学４年

函■麺

代が社会の表舞台に出てきた今、

専門家の予測では、中国の人口

98年、j国土Ⅱの
３割に及ぶ

総局は十五日、九八年の環境汚染

酸性雨被害
’が深刻に

は二○四○年に十六億人でピーク

函
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たいと考える夫婦が増えた。『産

「自分たち自身の生活を大切にし

遼寧省の一人っ子政策の最高責
任者、張椿明副省長（女性）は

アンケートに答えている。

組は「１人の子供も要らない」と

だ子供のいない夫婦のうち約加万

を望む風潮は根強い。

部ではいまだ後継者としての男児

いことが認められているが、農村

だった場合、第二子を産んでもよ

農村に住む夫婦は第一子が女児

罰が科せられる。

２万元（約加万円）の罰金や刑事

を施行した。違反した場合は最高

で取り組みたい」と張副省長は問

トや養老年金制度の拡充など官民

「（一人っ子の）心理面のサポー

歳以下の人口を上回る。

５０年までに帥歳以上の人口が四

機関（ＷＨＯ）の推計では、２０

（毎日新聞一九九九・六・二十四）

【藩陽で飯田和郎】

ともいわれる中国を担う時代が間

人っ子世代が「Ⅲ世紀の超大国」

題の重要度を十分認識する。一

近に迫る。

めよ、増やせよ』の時代ではない」

持つ世代」。一人っ子たちは懸念

なっている。「六つのポケットを

しかし一方で、弊害も顕著に

義を強調するが、最近の中国の性
別出生比率は女１００に対し、男

までは規制できませんから」と意

面からも極めて重要。個人の考え

中旬、国際老年学会アジア・オセ

韓国のソウル市と大耶市で〈了月

の基準である一四％に達するとの

二十一世紀前半には「高齢社会」

率）は今年一月現在で六・八％。

張副省長は「これは人権保護の

とやゆを伴って表現される。両親

１２０と大きなアンバランスとの

ァーーァ地域会議と東アジア地域高

と胸を張る。

や祖父母計６人の愛情を受け、欲

在米人口問題研究機関の調査もあ

齢化研究専門家会議が開かれた。

て、両会議で日本の実情を述べた

予測も出ている。日本代表とし

らっている。中学生の帥％が簡単

００円）以上の小遣いを親からも

相当する毎月７００元（約１万５

分の１が都市労働者の平均月収に

のアンバランスが続くと、今年誕

が、その多くは女児だった。男女

定、昨年までに約、万人の赤ん坊
や幼い子が海外に引き取られた

中国は１９９２年、養子法を制

た。

高齢者最新事情を同教授に聞い

テゲ

な調理やベッドを整とんすること

生した男児１００万人は結婚適齢

ると実感した。経済発展で人口が

あっても、共通の悩みを抱えてい

早稲田大学の嵯峨座晴夫教授（人

揺れ一る「伝統の家族意識」

しいものは、６人のポケットにあ

る。当局は否定するが、妊娠中に

韓国でも高齢化は確実に進み、六

四高齢化の波、韓国も苦悩

る財布から何でも手に入る。

胎児が女児と判明すると中絶手術

十五歳以上の高齢者の率（高齢化

昨年秋、一人っ子政策の”第１

で堕胎する例も多い。

ができない。問題に直面すると、

期を迎えるころ、結婚相手に巡り

期生“が大学へ入学した。その４

相談できる兄弟がいないため、心

合えない。新条例のさまざまな狙

題を今後どう解決するかが焦点に

家族に依存してきた老親の扶養問

疎化。出生率と介護力が低下し、

都市に集中する一方、農村部は過

東アジア各国は、程度の差は

設や研究機関を視察した。韓国の

口学）は会議後、両市の高齢者施

の病を持つ子供が増えていると指

いが透けて見える。

億３０００万人に達し、世界保健

帥歳以上の高齢人口は来年、１

摘する医師の統計もある。

遼寧省は６月１日、「妊娠時に

胎児の性別判断を禁止する規定」

９７

とも独り暮らしや夫婦だけの貧し

なっている１－などの点だ。各国

激に変わりつつある実態が示され

や高齢化で、伝統の家族意識も急

授らの報告では、急激な経済発展

しかし、ソウル大学の李時伯教

子高齢化に拍車をかける。

への社会的支援が追いつかず、少

た。女性の就業機会の増加に育児

けが残されるという事態も起き

して労働力不足となり、高齢者だ

高齢者たちも、一様にうなずいた。
ソウル市内の韓国保健社会研究

は失われている」。集まってきた

「わしらの若いころより敬老精神

が、別居さ」と少し寂しそうだ。

い高齢者世帯が増え、対策に苦慮
た。

奇跡」といわれる驚異的な高度成

韓国は一九七○年代に「漠江の

タプコル公園には、男性の高齢者

ソウルでの会議の合間に訪れた

く、不況が高齢者を直撃しやすい

い。高齢者の経済基盤は極めて弱

韓国社会は儒教の影響から、親

している様子がうかがえた。
など目上の人との酒の席では横を
長が実現。ソウル・オリンピック

ばかり三、四千人集まっていた。

階級も生ま

だ。

の急増が話題になっている人々

「浮浪老人」と呼ばれ、都市部で

いう。同研究院の下在寛・老人対

る中高年の失業者も増えていると

構造だ。地下鉄などをねぐらにす

いるが、福祉予算額が少ないた

め、施設整備や在宅支援態勢作り

策室長は「貧困問題に力を入れて

が思うにまかせない一という。

同公園はもともと高齢者の憩い

大郎市の老人総合福祉会館で出

ル郊外には

落以来の不況で、一気に加速し
た。同居の子供夫妻が働きに出か

会った高齢者たちは趣味のテニ

いう。それが、九七年の通貨大暴
林立。マイ

け、家庭に居場所をなくした高齢

ス、ゴルフ、ビリヤード、囲碁、

の場で、数百人は集まっていたと

カーも四、

者が押し寄せたからだ。独り暮ら
しも多い。ボランティア団体が公

の高層マン

五世帯に一

た。日本のデイケアセンターに似

将棋、踊りなどに打ち込んでい

ロ■Ｆ‐

台の普及ぶ

いう。

園で提供する三度の食事が目的と

に一極集

が、ソウル

の二割以上

人の総人口

四千六百万

ちは自宅近くに集まるので、公園

乗り継いでやってくる。奥さんた

楽しみ」。自宅は遠いが地下鉄を

んだ。昔話ができるから。食事も

人暮らし。「ここに来ると楽しい

金泰仁さん（八○）は、夫婦二

ジアには日本という超高齢社会を

慶北大学の李誠国教授の「東ア

われていた。

みを聞く一大印老人の電話」も行

大郎市では、電話で高齢者の悩

た施設だが、どの表情も明るかっ

中。農村地

には来ないという。「息子はいる

た。

域は過疎化

一方、約

ション群が

りだ。

「江南族」

ピヨン

れた。ソウ

る高齢者は全体で三％程度と少な

向き、見えないように飲むなど高

をへて成長は八○年代まで続いた。

院などによると、年金を受けてい

齢者を敬う風潮は強い。－１男散女
「江南族」と呼ばれる豊かな中産

ｒ■『一

る。

卑」の傾向も残っているといわれ

し相手を求めて集まることで知られている

韓国ソウル市の中心街にあるタプコル公園。孤独な高齢者が話
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決するのかも共通課題。文化的に

失敗例は参考になる。在宅介護が
女性に負わされている点をどう解

目前にしたモデルがあり、数々の

（朝日新聞一九九九・六・二十八）

が心強かった。

齢者福祉を実現しよう」との言葉

高齢者が住みいい二十一世紀の高

似た環境の各国が協力しあって、

飢一蛾は回一避できる一・口か。Ｉ

た。人口が無制限に増えれば、や

名なテーゼは当時の人々を驚かせ

級数的にしか増えない」という有

何級数的に増えるが、食糧は算術

は今から２００年前。一人口は幾

マルサスが「人口論」を書いたの

イギリスの経済学者、トマス・

るだろうと指摘している。

生産の伸び率の範囲内に十分収ま

びもわずか年率１．４％で、穀物

ると予測。世界の穀物消費量の伸

は同年までに約１．４％に低下す

界人口は約鈴億人。人口の伸び率

展望」によると、２０１０年の世

通しを発表している。「世界食糧

物が不足すると予測している。

世界全体で５億２６００万少の穀

びに追いつけず、２０３０年には

などが原因で食糧生産は需要の伸

限界」「工業化に伴う耕地消失一

の制約で穀物の生産拡大にブレー

た。それによると、環境問題など

世界の食料需給見通し」を公表し

昨年６月、「２０２５年における

０年の世界農業」によると、同年
の世界人口は枢億人。だが人口増

うなるのか。国連食糧農業機関
（ＦＡＯ）の長期見通し－２０１

この先、人口と食糧の関係はど

測。推定人口は鋤億人。この巨大

は２０３０年までの食糧需給を予

だ。自著「飢餓の世紀」で同所長

究所」のレスター・ブラウン所長

ンクタンク｛ワールドウオッチ研

向から反論しているのが米国のシ

こうした楽観論に対して、真っ

思う。科学技術の普及で反当たり

びに見合った食糧生産は可能だと

る。私は向こう、年間は人口の伸

るかで予測の内容が変わってく

大大学院教授は「生産力をどう見

デルの世界的権威、大賀圭治・東

ど異なる理由は何なのか。需給モ

穀物需給予測が各機関でこれほ

上昇する」とみている。

価格は１９９４年の４倍程度まで

と予測。この結果、「穀物の国際

進国への供給依存度が一層強まる

の供給不足が見込まれるため、先

途上国では２億８０００万少程度

度で均衡する」とみている。開発

量、消費量は型億７０００万少程

いうのだから隠やかではない。

加率が低下し、食糧消費量の伸び

収量を上げる余地はまだある」と

し出した新農業基本法案を今国会

越して、食料安全保障を前面に押

同省はこうした需給ひっ迫を見

な胃袋を満たすには食糧生産の増

農水省の見方はとうか。同省は

も低下するため食糧生産は需要を

的な水不足」「化学肥料の効果の

みている。

キがかかるため、「穀物の生産

がて人類は飢餓に追い込まれると

カギ握る生産性Ⅱ向上

スーダンの食料配給センターで救援用の食料

を受け取る子供たち＝ロイター

強が不可欠だが、同所長は「世界

満たすことが十分可能としている。

世界銀行も同じような楽観的見
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ＡＰＤ
～ｊ…ご入会のお願

これらの根源は、すべて”人口“問題に帰結されます。

社会・経済問題も発生しています。

本などのように、これ以上子供が欲しくないという夫婦がふえている地域、このこ
とがもたらす高齢化現象に伴う労働力不足や福祉費の増大など、さまざまな重大な

ところにきています。また、人口問題では爆発的に人口の増加を続ける地域と、日

いま、世界各地で叫ばれている”環境問題“も、人口の増加が大きな根本原因な
のです。人口増加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐採な
どは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など多くの
産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放置できないギリギリの

といっても過言ではありません。

世界人口の大半を占めるアジア人ｕの行方が八類生存のカギを握っている’

されております。アジアの人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。
人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影響を及ぼします。

人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となって
います。’九九七年の世界人口は五八億人、一九九九年には六○億人を超えると推計

Ｉ

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

願いいたします。

JOJ
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２．東南アジア諸国等人口・開発雅礎調恋報告諜
一インド国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrieS
-India-

３．中華人民共和国人口・家族計画第二次基礎調査報告illF
BasicSurvey(11）onPopulationand圃milyPIanning
inthePeople1sRepublicofChina

生育率和生活水'｢矢系第二次中日合作澗査研究１１

昭和58年度
ｌ・中華人民共和国人口家族計画些礎調在報告轡
BasicSurveyonPopuIationandFamilyP]anning
inlhePeople,sRepublicofChina（英語版）
生育率和生活水平失系中ロ合作閥査研究扱告布
（『'１国語版）

告将（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口・家族計画埜礎調IIE
BasicSurveyReportonPopuIationandliilmily

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

Ｌアジア諸国の腱村人口と農業開発に関する調盃報告書
一インドＥ１－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-1ndia-（英語版）

UrbanizationandDevelopmentinJapan（英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発錐礎調査報告書
６．バンコクの人口都Tli化と生活環境・冊祉調査
一データ縄一

一一タイｌＥ１－

ＳｕｗｅｙｏｆＵ｢banizationLivingEnvironmentand

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏfPopuIationandDeve
lopmentinSoutheastAsianCountries

WelfareinBangkok－Ｄａｍ－

-Thailand-

（英語版）
３．１１本の人口転換と農村開発
７．スライド

日本の郁市化と人口（日本語版）

UrbanizationandPopulationin」apa、（英語版）
日本的城市化勺人口（中国語版）
UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア詰版）

昭和61年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告岱
一インドネシアｌｎ－

DemographicTransitioninJapanandRuralDeve
lopment（英語版）

４．SurveyofFertilitvandLivingStandaTdsinChlnese
RuralAreas-Data-Allthehouseholdso［two

villagesinJilinP｢ovincesurveyedbyquestiormalres
（英語版）

失干中国衣村的人口生育率与生活水平的澗査扱告
一対干吉林省両介村迭行全戸面談M1査的鍍果一
一焼ifflil-（中国語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａＩＰｏｐulationand
AgricuIturaIDevelopmentinAsiEmCountries
-Indonesia－（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調恋報告書
一インドネシア国一

５．スライド日本の農業、農村開発と人口

－その軌跡一（日本諾版）

Agricultu｢ａｌ＆RwalDevelopmentand，Population
jnJapan（英語版）

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

日本衣上衣村的茂展和人口的推移（中国語版）

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

PerkembanganPertanianMasyElrakatDesaDan
KependudukanDiJepang（インドネシア語版）

-lndonesi2i-（英語版）

３．在日留学生の学習と生活条件に関する研究

（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｡）

一人的能力開発の課題に即して－
４．日本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmentmJapan（英語版）

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

５．人口と開発関連統計集

DemographicandSocioEconomiclndicatorson

ReportontheSurveyofRuralPopuIationand
Ag｢iculturalDeveIopmentjnAsianCountries

PopulationandDevelopｍｅｎｔ（英語版）

-Thallimd-（英語版）

ｊＯ２

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調企靴告書
一Ll1jVE人民共fIIln-

６．スライドロ本の産業１１１発と人口
－その原動ブル電気一〈１１本語販）

ReportontheBasicSurveyofPopulatloI1and

Indust｢ialDeveIopmentandPopulationinＪａｐａｎ

DeveIopmentinSoutheaslAsianCountries

－Ｔｉ】ｅｐｒｌｍｅＭｏｖｅ｢ElectI-icity-

-Cilｉｎａ－（英語版）

日本的浮並友展与人口

（英諾版）

一其原功力一山と（－（中国語版）

３．アジア諸国からの労働力流}11に関する調在研究報告書
一タイ国一

PembangunanlnduslridankependudukandiJepang
-PenggerakUtamaTengaListrik（インドネシア語脆）

４．日本の人口と家披

Populalionand［hｅＦａｍｉｌｙｉｎＪａｐａｎ（英語版）

７．ネパール1個人口家族計画第二次基礎調森

ComplementarvBasicSul･veyRepoItonPopuIation
５．アジアの人L】転換と開発一総iif染一

DemographicTransitiorlandDevelopmeminAsian
Countries-OverviewandStatisIjcfllTabje昌一
（英語版）

aIldF農、ilyPlanlllnginthekmgdomofNepal

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在報告11キ

６．スライド

ー「lIliI人災共和国一

日本の人口と家族（日本語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕ｢veyofRuralPopulationand

FamilvandPopula[ioninJapan-AsianExperi・

Agricultu｢aIDevclopmcntinAsianCoun[ｒｉｅｓ

ｅｎｃｅ－（英語版）

－Ｃｈｉｎａ－（英譜版）

日本的人ロ写家庭（中腫|語版）

Penduduk＆Kelua｢g副」epang（インドネシア語版）
７．ペルー共Hj国人にI家族計画些礎調在

２．来南アジア諸国等人[三I・開発埜礎調從報告書
一中華人氏共和ｌｒｉ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰｏpulationand
DevelopmentinSoutheastAslanCountris
-China-

平成元年度
１．アジア諸国の農村人LIと腱業開発に関する綱森報(1fiiIト
ーバングラデシュ国一

ReportontheSuweyofRuralPopulationand

Agriculturall〕evclopmenI-Bangladesh-（英
語版）

２．東南アジア緒同等人口・開発基礎調在報瞥ill：
－ネパールl玉Ｉ－

Ｒｅ１ｐｏｎｏｎｔｈｅＢａ５ｉｃＳｕｒｖｅｖｏ［ＰＣ】〕ulationand
DevelopmentinSouthcastAsianCountrles

-Kepal-（英語版）
３．アジア諸国からの労動力流出に関する綱fi§研究報告謙
一マレーシア国一

４．日本の人ロ椒造変動と開発一個i齢化のアジア的祝
UIi-

fbbU

StlmcturaIChangeinPopulatioIIan(lDevelopment
（英語版）
-Japan，sExperiencejnAging-

（英語飯）

３．アジア諸lJilからの労働力流出に関する調査研究報告書
一フィリピン同一

４．日本の人１１と農業開発

PopulationaIudAgricuIturalDevelopmenti、」ap〔ｉｎ
（英語版）

５．ネハールの人口・開発・環境

PopulatlonDevelopmentandEnvironmenlinNepal
（英語版）
６．スライド

日本の人口移動と継済発展（日本語版）

１，heMigraloryMovemeI】tandEconomicDevelop
meIIlinJapa、（英語版）

日本的人口柊功与難済友展（中国語版）

PerplIUdahanPcndudukDanPerkembanganEkonoml
Dijepang（インドネシア識版）
７．トルコlⅡ人口家族iilliljij,I;礎調洗

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して－（日本語版）

Agingin」apan-ChallengesandPI･ospects（英語版）

辺人商鹸化社会的日本正mIliB挑故一一追求其生命恵又

的と年生涯一〈中国語版）
１０３

昭和63年度
Ｌアジア諸同の腱村人にIと農業開発に関する調査報告諜
一ネパール国一
RcportontbeSurveyofRuralPopulationand

ARriculturaIDevelopmentinAsianCountrjes
-NeDal-（英語版）

３．アジア諸|遁|からの労鋤力流(}lに関する調迩研究報告謹
一中壌人民共和同一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmeI1tandPoI)ulatioI】ｉｎＪａｐａｎ
－ＴｒｅｎｄｓａｎｄＰ｢ospeclsinthel990s（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

Tantangal】MasvalakatLanjulusiaJepang
世

（インドネシアi譜版）

６．アジア諸国の農業開発－５力|Ｆ１の比絞一

StrategicMeasuresfortheAgriculturaIDeveIDpment
-ComI)araliveStludie鷺ｏｎＦｉｖｃＡｓｌａｎＣ()untrｪｅｓ－
（英語版）

（本作品は、1990年(ilI)Ｈ本視聴覚教育協会主肱優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

ReginalDevelopmcntandPopul圏tjon1nJapan
（英語版）
日本的区域汗友和人口（｢|]国語版）

Ｐｅ｢mbangunanDaemhdanPopulasidiJep(ｍｇ
（インドネシア版）
６．アジアの労働力移動

LaborMigraIjoninAsia（英語版）

平成４年度
1．アジアiifi日の農村人[Iと農業開発に関する鋤在報告課
一マレーシアlヨー

ReportontheSurveyofRuralPooLIIationand
AgricuIturalDevelopmeM－Malavsia（英語1Hz）

２．束耐アジア諸[型|等人口・開発』]R礎調在報〈I誹
一ベトナムln-

ReportontheBasicSurveyofPopuIa[ionand
DevelopmentinSoutheasKAsianCoulI[I１ｅｓ
－ＶｉｅｔＮａｍ－（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流１１|にl則する鋼ilf研究報ｉｌ了井
一スリランカ同一

４．アジアの潅業転換と人LI

Indus[riaITransi[ionimdPopulationinAsia
（英語版）
５．スライド

明日に生きる－Ｅ１本の産業転換と人[二１－（ロ本
譜版）

ＬＭｎｇｆｏ「Ｔｏｍor｢０Ｗ－－１，.us[rial’｢ransitjonaI]d

平成２年度
Ｌアジア識圃の農村人口と農業開発に閏する調炎報胖i1ド
ーフィリピンｌＦｌ－

Ｒｃｐｏ爪ｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕ｢alPoDulationand

Afmcu11u｢alDeveloDmeHl-PhiliI〕plI1cs-（英語版)
２．束Ifiアジア耐ljE1等人１１・'荊発脳礎iiM盗繩告11ト
ーバングラテシュー

ＲＣＩ)ｏｒｌｏｎ［heBtlsicSurvcvofPol)ulaljoIland
DevelopmenIinSouU]eastAsianCountries
-Bangladesh-（英語躯）

３．アジア識|斑からの労liiﾘﾌﾞ｣流}11に関する洲ｲﾋ研究報i1f諜
一インドネンア同一

４．１｣本の人I】・開発・畷境一アジアの経験一

Population，Ｉ)cvclopmellta:XdEIwironmentiz〕

JapHn-AsianExperiencc-

（英謡版）

５．スライド

｝1本の環境・人口・'１M発（[1小iiFi版）
Elwironmen【，Populationａｎ(lDevcloDmenlln
japan

（英語版〉

１１本的坏境・人1ｺ・升友（'１１(玉|繍版）

LingkunRan，Pendu〔iukdEmPerrll)tlngunanJepanR
（インドネシア譜版）

（本作品は、1991年(M)日本視聴覚教育協会主Ili1優秀映

像教材選奨社会毅育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人I］illTli化一統計染一

ProsI)ec[sofUbanizalionjnA$ｉａ

（英語版）

PopulationinJapan-（英語版）

生iili在明犬一日本的評並鋳換与人[二’一（中国語'１ｋ）

平成３年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関するi調査級侍iElド

HidupUntuklla｢ｉＥｓｏｋ一PeraIihanStrukIur

lndustriDanPopula3iDiJepang(インドネシア語Mｎ

ースリランカlF1-

ReportontheSurveyRuralPopulatioI1and
AgriculIuralDcvelopme'1【－Srilanka-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発』k礎調査報告了Ｉド

平成５年度
1．アジア諾1重|の農村人、と農業開発にl刑する調炎級告諜
一ベトナム同一

ーフィリビンｌｒＩ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖevolPoDulationand
DeveIopmentinSoutheastAsianCounIries
-P}1ilil)【〕ｉＩ１ｃｓ－（英語版）

、イ

平成７年度
アンア,ilflI1伸発恨段|;綿il腱堆・腿|:illMﾂﾞ&),L礎,i1Wffll【'？
,I}：－パキスタン[jil-

Rel)o｢[(〕ｎｌｈｃＢ態ｉｃＳ(亀rvcvonAgricz11tu｢il:flIIdRurai
I恥v巴Io1JmenlbyProgre錨Sta深111Ａ訓&Ｉｎｃ(〕ｌｌｎ[｢k､H
-PakistaI1-（災``lllfj

２．アジア`荊脹1の郁ilj化とＩｌＩ発｣,卿iMiiiiMiｲr雑i｣すｉｌト
ーネバールhil-

Rel)０２１【)】ltheSllrvev()｢［rbani雄lioIlim:](ＩＤ(〕MopmeIlI
iTlA副ａｎＣ(DuiX【rie昌一Ｎｅｐａｌ－（災ｉｉｌｆｌｌｈ）
３．アジアiiifll;|の人１１１溝illii1＃１発上労ljijﾌﾞﾉにilLlするjMiIMル光
雛''十`lドーィンドｌＩｉ１－

.ｌ・アン今アにおける女ﾄﾞﾄｿﾞ)ニンハワーメント

EmpDwどrmenm)（Ｗ()m〔９，in人品:ａ（災,;Hll川
５．スライド

アジアを紺什一女性たち－（Ⅱヒト,ｉｈＩＩｈ）

AB1igMofGc11derlfqufllitｙ－Ｅｍｐｏｗｅｍｌｅｌ】ｔ【〕ｆ

ＷＯｍｅＩＩｉＴ１Ａｓｉａ－（災ｶﾞﾙ１Ｍ(）

ｊ血fl:|]蔽之ＷＩ－十lj1iMII女fl；－（IlIljilI;冊版）
I-l2r1)anCErallba度iPcrsa2T1BlHln－Ｋ(lumWilrZi1目
AsjtlMeraunbahjal(Ｉｎ－（イントネンァ;;升１Ｍ(）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲＬⅡalPopulationand
AgriculturalDcvelol)ｍｅｎｔ－ＶｊｅｌＮａｍ－
(英繭版）

２．９k南アジアiilfu等人[１．１淵発堆礎iiMiIf報告書
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Countries-LaoPeoDIe,sDemograticRepubIic２．７つジアのⅡ苫会lllIﾂﾞﾋﾞと人１１１１開発

SocialDevelpmentandHumanDevelopment
inAsia

３．アジアiiiilf1の人Ｍ１賓ｉ１Ａｉ開発と労ＩｊｉＩｌ力に関する調従研究
報告111：－マレーシア国一
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WaIerCrisismtheTwentvFirstCentury
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水は生きている一人口と水資源一
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Resources－（英語版）
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平成10年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
灘一カンボジア国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturaland

RuralDevelopmentbyProgressStageinAsian
Countries-Cambodia-

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
一大騨民同一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅＶｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａlth
inAsianCoun[ries-TheRepubIicofKorea

３．アジア諸国の】IiiI業安定制度と雇用政策に関する調従研
究報侍諜一イラン国一

４．発展の制約一中国・インドを『i心に－
ConstralnsonDevelopment-FocusChinaand
lndia-

５．スライド・ビデオ

１０６

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで間かjし

た、人口と食$&安全保障に側するAFPPD（人１１と開

発に関するアジア識、フォーラム）特別述営委貝会で、
ベト十ム図会社会委貝会委貝艮グエン・デイ・タン磯

貝とマグサイサイ賞受賞者である菩名な腱業学瀞ボー
トン・ズアン|#士の共著論文のＨ本i沿腿の合4史、ｌＨ界
食料サミットにIijjけた資料として作成された。！
９．『国際食料安全保障・人ロ・開発鯛貝会鯛』、国際食料

安全保障・人ロ・開発醗員会溌(IMPFSPD)蝋事録、
1997年（和文）

（内容：食料農業機関(ＦＡＯ)主惟の世界食料サミット
（WFS)にあわせＪ１)()ii年llIIにスイス･ジュネーブ郡Ⅱ
(1)｜されたlEl際食料安全保障・人口・開発議１１会議
（IMPFSPD)のiijIiJI難同会議の成果は、ｌⅡ界食料サミッ
トで公式に配布され、またＷＴＯルソニーロ１５秘局長

にも桜井新・会議議及から手渡された｡）

10．国連人ロ基金「未来のための食料』1997年（和文）
（内容：国連人口鍛金出版物ＦｏｏｄｆＯｒｔｈｅＦｕｔｕｒｅの

Ｈ小諸版。人11｣1ii)J11のＩＩ１ｊ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を具体例から
解きほぐしている。）

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

宣言および世界食料サミット行動計画』、1997年（和文）
（内容：世界食料サミットのローマfi.i:汗と行動計画の
本邦初の翻訳であり、多分野から同文杏の'二1本翻訳の
決定版としてiWjいﾊﾟ1:Iiliを受けた：）

1．『国際人ロ開発会蝋行動計画要旨』1995年（和文）
（内容：1994年カイロの国際人IJllM発会識(ICPD)の行
動i汁lilUiの要旨。Iiil文諜関連の(|}阪物としては本邦|ﾙﾘ｡〉

２．『国際人ロ開発醗員会鰻』、国際人ロ開発麟員会麟麟事
録、1995年（和文）

（内容§1994年カイロで国際人口開発会議(ICPD)に先
駆けて開催ざﾉした国会議員会議である|到際人'二】開発議
｝l会議の議４i録。同会議には117力1通'約300潟の同会議
風が参加した。会議ＴＩ言文はICPD総会でも発表された二
また、この会鍍を契機としてアフリカ・アラブ地域の
同会議且フォーラムが準備された｡〉
３．国運人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一』1995年（和文）

（内容：現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も|州lib｡）
４．「国際人ロ・社会開発鰻員会鱗小国際人ロ・社会開発

蟻員会議UMPPSD)蟻事録、1996年（和文）
（内容：世界社会開発サミット（WSSD)にあわせ、］995
年３１]にデンマーク・コペンハーゲンで開'１１１された人

［」と社会開発に関する国会議貝会議譲り蝿・）
５．黒田俊夫藩ｒリソース・シリーズ１国運人ロ会鰻20年

の軌跡一ブカレストからカイロへ－Ｊ、1996年（和文）
（内容：国連主催の第一回人口会議であるブカレスト
会議から1994年カイロの国際人口開発会議まですべて

12．「リソース・シリーズ５ＦｉｖｅＹｅａｒｓｆｒｏｍｌＣＰＰＤ・国

の国連主(iMの人口会議に参lハル、人口分野における世

際人ロ開発職員会蟻から５年一人ロと開発に閲する国
会議員会蟻宜言文」1998年（和・英）

界的大家である著者が、その推秘を概観し、分析した｡）

（内容：カイロの国際人口開発会議から５１二ｔlを迎え、
こめ機会に人口と開発に関する国際議貝会議、地域談
且会議の宣言文を典成≦今後の史なる発展のための資
料とした.）

６．ToshioKuroda，ResourceSerieS2C0FromBucha‐

resttoCairo-20YearsofUnitedNationsPopula‐
tionConferences-"，１９９ｓ〈英文）
（内容：好評をもって迎えられた←リソース・シリー
ズｌ」の英文版｡）

13．『リソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsia』
1998年（英文）

（内容：当財団が主憐する「人口と腓１発にl刊するアジ
ア[ﾖ会議ロ会議」で呼びかけをおこない、什倒の人口

政策を各国政府責任者もしくは専門家が記述した。各
１１１１の政策に責{[を持つ同会議風が関与している点で、
撒例を見ない。）

14．アリソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂

7．『国際女性・人ロ・開発鱗員会識｣、国際女性・人口・
開発職員会麟(lMPGPD)ingr録、1996年（和文）
（内容：第４[ul世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、】995
年９)lに来京でｌｌＩｌ催された圃際女性・人口・開発縦風
会議(ＩＭＰＧＰＤ)の識半鍬・同会議には第４回-世界女性
会議に対する各匡1政府代表を｢''心とするpil会議liが参
加した。）

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ざjしたSandra

１０７

８．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびポートン・ズアン、グエン・

Postel杵、Ｗｏ｢IdwatchPaperl32

テイ・タン箸、「リソース・シリーズ３食料安全保障

Dividingthewaters：FoodSecurky，Ecosystem

と人ロ：資料』、1997年（和文）

Health,andtheNewPolIticsofScarcityのｌ１ｉＡＲｏ今後

（内容：世界食料サミットへの準備として国巡食料農

人緬社会に大きなIIilI約を与えるのが、淡水資源のｲ〈足

難機関(ＦＡＯ)が国連人LIA峰余との共|可研究さ'した、￣人

である。端え続ける人口を支えるための農業生産もま

口１W加と土壌劣化」にＩＩＬIする論文のＨ本譜版および．

た淡水潰滅の逼迫によって大きく制約を受けると考え

られている。地球は水の幾hkといわれるが飲料や腱薬
用に安定して使用できる水の総iiiは地球上の水の０．００
()008％に過ぎない。二の水の総iiiは、有史以来変わっ
ておらず、人口が琳力Ⅱする分だけ、－人当たり使用で
きる水の1itはどんどんiMi少しているのが現実だが、こ
のことが十分に認識きれていない。人口｣杣Ⅱを支えて

いる地球の限界が1ｺの前に迫っていることに鋳告を発

している｡）（Ｈ本識版服椛取得）
15.国達人ロ基金ｒ人類のための潔境」（和文）
（内容：匝|連人口雑念出版物EnviT0nmentfbTPeople
②Ｈ本譜版。人ロ|H1題、環境問題、開発問題を効率的

かつ実激的Iこ解決するためには、その３つの領域のＩＩｌｌ
に架け橋を懸け、相関関係を虹視する二とが必要であ
るとの視点に立って．主に環境と人口の１１１１に横たわる

様々*l：]MHを例に、解決のために必要な視点、方法、
手段を探っている倉）
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４月６日日本財団平成ｎ年度助成金交付式に遠藤正昭業務推
進委員が出席。

４月７日国際人口問題議員懇談会・総会を開催。平成Ⅲ年度

活動報告・収支決算及び平成ｎ年度活動計画・収支
予算を承認。横内正明衆院議員がミャンマー人口・

開発事業視察の報告。「日本の少子化と教育政策」

②平成ｎ年度事業計画・収支予算

③寄附行為の一部変更

Ⅶ理事の退任及び就任

を承認、議決した。

６月３日国際人口問題議員懇談会・役員会を開催。インガー

・ブリュッゲマンｌＰＰＦ事務局長と懇談。

６月笏日国際人口問題議員懇談会・合同部会を開催。「環境

ビッグバンヘの知的戦略ｌマルサスを超えてＩ」の

について若林敬子・東京農工大学教授が講演。
４月旧日ＡＰＤＡ主催「第巧回人口と開発に関するアジア国

演題でレスター・ブラウン・ワールドウォッチ研究

所長が講演。

～四日会議員代表者会議一を韓国・ソウル・プラザホテル
で開催。オーストラリア、バングラデシュ、カンボ
ジア、中国、フィジー、インド、インドネシア、カ

ザフスタン、韓国、キルギスタン、日本、マレーシ
ア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、

シンガポール、スリランカ、タイ、ウズペキスタ
ン、ベトナムの加力国とＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦ、Ａ
ＦＰＰＤが参加。

６月末に開催される国連人口特別総会に向けての

「第旧回人口と開発に関するアジア国会議員代表者
会議ｌ声明’一を採択。

４月咀日「ＡＦＰＰＤ運営委員会」をソウル・プラザホテル
で開催。桜井新ＡＦＰＰＤ議長他役員が参加・
５月咀日国際人ロ問題議員懇談会・役員会を開催。ナフィス
・サディックＵＮＦＰＡ事務局長と懇談。

５月羽日本協会理事会を赤坂プリンスホテルで開催。
⑪平成、年度事業報告・収支決算

I”

◇ことし九十歳を迎える黒田俊夫さん（日本人口研名誉所長、経済
て頂きます）が、ジョィセフの理事長に就任された。

学博士、国連人口賞受賞者。”先生〃の敬称を”さん〃に呼ばせ

「少子・高齢化の日本は、世界の模範国である」「日本の定年退職
年齢は、労働力不足の観点から個人の能力、経験、希望を中心に
な拍手を贈りたい。

決めるべきだ―ｌが持論で、ご自身が範を示されたことに大き
◇側近からは”シーラカンス〃とか”お化け“（故福田元首相がつけ

文化印刷株式会社

り、有意義な会議となった。

・印刷所

たニックネーム）と敬愛される黒田さんは大変な努力家で勉強家。

ＴＥＬ（03)3358-2211(大代表）

モーイム・キム厚生大臣が基調講演

ＦＡＸ（03)3358-2233

を行うなど韓国側の熱意で盛り上が

東京都新宿区1-5-1-3Ｆ

キュ・パク国会議長が歓迎挨拶、

〒l60-0022

員が参加した。開会式では、ジュン

財団法人アジア人口･開発協会

た。今回は、中山太郎理事長が就任

後はじめての会議で、中央アジアの

1999年７月１日発行く季刊＞

方向性について熱心に討議を行っ

人ロと開発･夏季号く通刊68号＞

今でも年に数回は海外の学会や講演会に楓爽と出かけ、周囲を驚
かせているが、とに角、よく食べ、よく眠り、歩き、コーヒーと

小量だがビールが大好きの日課である。
た。ジョイセフは、会長であり”日本のサンガー夫人“と尊敬を

◇その黒田さんが突然、ＮＧＯの第一線指揮官として立ち上がっ

集めている加藤シヅエさんが百二歳、副会長の久保秀史さんが九
十二歳、理事長の黒田俊夫さんが九十歳。世界が注目するスー

パー・エイジド・トリオ。「カイロ会議（世界人口会議）が提唱
したプロダクティブ・ヘルスの理解と実践に途上国が戸惑ってい

る。私はこの研究課題にジョイセフ職員と共に取組みたい。
「道なき道を切り拓いていくのが私の使命だ」と意気軒昂であ

（Ｔ・Ｈ）

る。日本を代表する”老人力〃に深く敬意を表するとともに益々
のご延寿を１．

表紙の写真説明

ソウルで国会議員代表者会議

「第15回人口と開発に関するアジア国会議

員代表者会議」が４月１８．１９日の両日、韓国
・ソウル・プラザホテルで20カ国から100名

の国会議員、国際機関の代表者が参加して開

かれ、会議のメインテーマである「ハーグ会

議後のアジア国会議員の役割」について各国

議員が「カイロ会議後５年」の検証と今後の

･編集発行人広瀬次雄

カザフスタン、キルギスタン、ウズ

･発行所

ベキスタンの３カ国からはじめて議
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世界の街へご一緒に。
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10kgのムダな荷物を積んで50kｍ走ると､約1５ ccの燃料を浪費 し てしまいま 駒
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エコ｡ドライブのために.｡つの心かげ。
いま､地球畷境を守るために.それぞれの立場での取り組みが求められZ､います､

私たち自動車業界も､環境保全のために｢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説そして.ドライバーのみなさん－人ひとりにできること､エコ･ドライブ。
⑪発進は円滑に:急発進１０回で約170ccの燃料を浪費｡④安定走行を:急加速１０回で約110ccの燃料を浪費｡ｅ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ぶかしすると１０回で約ＳＯｃｃの燃料を浪費。
．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S5ccの燃料を浪費｡③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｡③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｡ｅ等速走行を:一般道路で40kｍ/h、
高速道路でＢＯｋｍ/h程度の等速走行がエコドライフと※上記の数値は､対象鐵困2000CC乗用車(AT)の燃費＝117kｍ/』(１０．１５モード)が計算ベース(自工会調べ）
、

〆

（

一人ひとりにできること｡ｴｺﾄﾞﾗｲ乳
艘曰本自動車丁業会
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