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の上昇によって引き起こされてきた

七○年代、八○年代の少子化現象

たことであった。

が、一九九○’九五年の出生低下

は、晩婚化・未婚化によってもたら

と一般的に考えられている。ところ

を、結婚、第一子、第二子、第三

されたが、九○年代では結婚しても

巻頭言
第二次大戦後から最近までのわが

子、第四子、第五子以上、と分解し

年の『国民生活白書』では「少子社

著しく変わった出生低下メカニズム

て分析してみると、九○年以前とは

ことができない状況になってきてい

の回復を二十一世紀初頭に期待する

顕著になると、あまり大きな出生数

ような新しいメカニズムが今後一層

既に出産期に突入しているが、この

いずれにしても、団塊ジュニアが

すことはできないのである。

るのか、現段階では明確な判断を下

値観が近年急速に広まったことによ

も子供を産む必要がない」という価

か、または、「結婚しても、必ずし

きの不透明感によるものであるの

因が、バブル経済の崩壊による先行

べき状況が出現しつつある。この原

る。つまり、「新」少子社会と呼ぶ

生率を著しく引き下げているのであ

第一子を産まない夫婦が合計特殊出

国における出生低下のプロセスをみ
ると、二つのステップを経てきてい

る。’九四七’四九年のベビー・
ブーム期の後、出生率は十年間で半

減するという人類史上初めての経験
をしたが、七○年代初頭まで人口置

き換え水準の出生率はほぼ維持され
てきた。ここまでの出生低下の第一
ステップは、夫婦の持つ子供数の減
少、特に第四子、第五子の出生確率
の低下によってもたらされたのであ
る。

七三年の第一次オイルショック以

会」という新造語が登場した。九○

が起こってきているのである。確か

る。

降に再び出生率が低下し始め、九二

年代の合計特殊出生率はほぼ低下の

に、未婚率の上昇による影響も相当
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一途をたどってきているが、この第

次長小川直宏
に大きいものの、出生低下の最大要

日本大学人口研究所

二の出生低下のステップは、未婚率
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二十世紀は人類の長い歴史の中での大転換期（ポールディング）とい

われる。もっとも明確にこの節目の区切りを示しているのは二十世紀後

半から始まった人ロ爆発である。人ロ爆発という呼称はもういい古され

て、そのような時代は終わったのだという意見も少なくない。

しかし、事実はこれからが本番であるといってもよい深刻な時代に入

ることになる。人ロ爆発の前期から後期の新しい段階に入る。二十世紀

前半は前期の異常な増加率を中心とした歴史的大変動期であり、二十一世

紀は増加率は低下するものの、世界人ロの規模の異常な大きさがもたらす

地球扶養力の可能性といった人類の生存にかかわる重大な時代である。

爆発前期の特徴
け、増加の足取りがかたまったのは、

世紀後半に入ると年率二％という驚く

％という増加率に達した。さらに二十

％、二十世紀前半で一％に近い○・八

産業革命が始まった十七世紀の頃であ

べき水準に達した。’九六○年代の十

夫

る。十九世紀に入っても年率○・五

世界人口は長期にわたり停滞を続
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間は二％の増加率、三十五年間で倍増

年間に続く一九七○年代前半の十五年

1900

するという異常に高い水準である。

1909年兵庫県生まれ、経済学博士

〈学歴>日本大学商経学部卒、東京商科大
学研究科修了、プリンストン大学
人口研究所留学、フランス国立人
ロ研究所留学、中国吉林大学名誉
教授、韓国東亜大学名誉経済学博

1960

士

頁）には年間増加率と共に年平均増加

人口が示してあるが、一九八○年代と

一九九○年代前半には年平均八千万の

増加、特に一九八○年代後半には八千

六百万人に達している。これを頂点と

して増加規模は縮小している。人口爆

発の第三の頂点は世界人口の規模であ

る。第一と第二の人口爆発の頂点は終

了しているが、第三の世界人口の大き

さの頂点は人口爆発の後期に残されて

いる。

このような人口爆発の危機について

ことができる。第一は前述の増加率で

人口爆発の象徴は三つの指標で示す

あった。人口の異常な増加と著しい経

究の「成長の限界」二九七二）で

ローマクラブが行った専門家による研

詳細な分析を行って警告を発したのは

ある。戦後のわずかな期間にみられた

済成長が持続すると食糧の不足や環境

Source：UnitedNationsPopulationDivisio､．

著しい増加率は、世

１０億余

の悪化によって死亡率は急上昇し、百

９．７５

2200年後安定化に接近

界的な出生力コント
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年をまたずして絶滅の危機におちいる
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８．９１

２１００
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達している。第二は

1990

の理解はえられなかった。一部には極

1999

世界人口の年間増加
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端な意見であり、そんなことはありえ
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においていわばタブーであった家族計

調され、認識された。国連機関の会議６

国連の人口に対する対応は早かつ

画、人口増加抑制、出生カコントロー

と思われる。

ちまち世界中の国々に翻訳されていっ

た。特に、地域委員会、たとえばアジ

ルといった人口政策思想が定着し始め

しかし、この画期的な研究と警告はた
たことは、少なくとも人口問題の深刻

ァ太平洋経済社会委員会は、いち早く

世界的規模で人口問題がとりあげら

口会議からさらに東京での第二回アジ

口の家族計画

らず、世界人

たにもかかわ

に悪化することを訴え、家族計画の普

ｓ
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ｍ率

及による人口増加の抑制の必要性が強

経済離陸どころか低い生活水準がさら国連世界人口会議であった。アジア人

とその経済的、社会的影響の深刻さとれたのは、一九七四年のブカレストの

ニューデリーで開催した。人口の激増

さについての感触は国際的に深まった

５

た。

、
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二○五○年の将来推計人口は小さく

の一九九六年では九三・六七億となっ

国際的な協力、特に国連人口基金を

なっている。新しい統計資料の人手あ

一九六○年代の年率二％が一・三％に

その結果、世界人口の合計特殊出生率

中心とする国連システムの強力な援助

るいは改訂によって行われる推計であ

る十年間に、世界の家族計画政策は予

は一九五○年代（一九五○－一九五

と共に各国の努力によってともかくも

るから、新しいものがより現実的であ

ている。推計年次が新しくなるごとに

五）五人が一九七○年代後半には四

人口増加を抑制する効果をあげつつあ

ると考えなければならないが、五十年

まで低下している。

人、そして最近では二・七人まで低下

ることは認められる。

想を裏切ってみごとな展開を見せた。

している。したがって、人口増加率も

後の世界人口として考える場合、ほぼ

九十億ないし百億を問題の対象の大き

さとして考えておかなければならな

的特徴は世界人口の絶対数の頂点であ国連によって報道された如く一九九九

しての後期に移りつつある。その基本自体はまだまだ肥大を続ける。最近、

る。しかし、人口爆発は第二の段階と小していくにもかかわらず、世界人口

る限り、最高水準の段階は終わっていする。出生率が低下し、年増加数が縮

増加率ならびに人口の年増加数からみしかし、世界人口の総数はなお持続

計している。百五十年間で約十億程度

を若干超えるところで安定化すると推

に百五十年後の二二○○年頃には百億

国連は、二○五○年の八十九億がさら

よりも若干大きくなると考えられる。

もいうべき静止人口は上述の推計人口

ｎＷ口爆発の後期の特徴ｌ蕊

る。世界人口が無限に増加しえないこ年十月には世界人口は六十億に達した

増加することは二○五○年の時点で人

い。しかし、人口爆発の最後の頂点と

とはいうまでもない。どこかに限界がといわれる。一九六○年に三十億で

口爆発はほぼ終焉したと考えることも

人口爆発の発火点ともいうべき人口すると推計されている。

あったから三十九年間で世界人口は倍

あるはずである。

増加率も、一九八○年代の後半に見ら八年のものであって、六年前の一九九

には○・三八％にまで低下し、また年いる。もっとも、この推計値は一九九

る。そこでは人口増加率は二○五○年年には八十九億に達すると推計されて

過すること自体に経済的、社会的ある

るとしてもなおその大きさの頂点で経

り、あと約半世紀で終了することにな

人口爆発も人口の規模からみる限

できよう。

れた九千万に近い規模が二○四○年代二年では、一○○・一九億、四年前の

いは具体的に食糧、環境、エコロジー

二十一世紀は人口爆発の後期であ増したことになる。そして、二○五○

には一一一分の一に近い一一一千一一一百万に収縮一九九四年では九八・三一一一億、二年前

７

かに五・二％であった。五十年後の二

以上人口の割合は一九五○年ではわず

化である。世界人口に占める六十五歳

人口の年齢構造の劇的な変化は高齢

しなければならない。

て現実性の高いものであることに注目

は五十年という短期間内で生ずる極め

る。しかも、これらの人口現象の変化

人口構造と人口分布の著しい変化であ

なるのは、人口爆発の後期に発生する

うまでもない。しかし、ここで問題と

の分野の問題が介在してくることはい

出生ブーム世代（団塊の世代）が一九

本においても一九四七’一九四九年の

は一人口ボーナス」とも呼ばれる。日

あるいは人口的惰性、あるいは最近で

る要因となる。これは人口モメンタム

絶対数も大きくなり、人口増加を続け

結婚数が著しく大きいだけに出生数の

とで、平均出生数が減少したとしても

婚人口として出生に参加するというこ

関係がある。いいかえれば、大量の結

このぼう大な人口は結婚年齢と密接な

超えている（十億二千二百八十万）。

で十五～二十四歳の青年人口は十億を

た。さらに、二○三○年には六一％に

年には約五○％（四七・四）に達し

では三○％にすぎなかった。二○○○

で都市に住む人口の割合は一九五○年

過程において発生する。世界人口の中

分布の大変化も、この人口爆発の終息

さらに、都市化という人口の地理的

ければならない。

題を抱えることになることに留意しな

齢化と青年化というようにいらざる課

において、人口の内部構造において高

う。最終段階に達する人口爆発の過程

口であることに留意する必要がある８

（一一○○○）、しかし一一○三○年には六

○○○年には六・九％に増大した。こ

世界人口の人口ポースで特に注目し

○％近くにまで都市化が進行するもの

達すると推計されている。先進地域で

大する。この水準は日本人口の今日の

なければならないのはこの青年人口の

と思われる。人口爆発の最終段階には

七○年前後の約十年にわたって結婚期

水準に等しいわけであるから、高齢化

大部分は途上国において生ずるという

さらに人口の都市集中という難問に直

の二十世紀前半の高齢化は極めて緩慢

の深刻度を理解することができよう。

ことである。十億余の世界の青年人口

面することも忘れてはならないである

はすでに八○％に近い都市化率に達し

人口の年齢構造でもう一点留意すべ

のうち八億六千万人であるから八四％

一つ○

に入ったため出生率が高くなったこと

き点は、高齢化は出生率の低下の結果

を占めている。この途上国のぼう大な

であった。しかし、二十一世紀前半の

として生ずることはいうまでもない

青年人口は前述のように結婚年齢人口

ているが、途上地域ではなお四○％

が、低下前の高い出生率の結果として

として人口増加を強めると共に労働年

がある。

若い人口が一時的に激増することであ

齢人口として労働機会を必要とする人

五十年間に一六・四％と二倍以上に増

る。一九九五年における世界人口の中

人ロから見た２０世紀と2１世紀

人口爆発の理解にあたって重要なこ

う大な人類の扶養に制約を感じ始め

限の広大さをもっていた地球もこのぼ

ｎ川内ロ爆発の超長期的視点
とは人類の歴史という超長期的視点か

題は、今日では人類という生物単位の

問題となってきたことは特に留意しな

ければならない。

国連は百億を若干超えた規模で世界

いる。このような世界人口の安定化を

人口は安定化するであろうと予測して

あとわずか半世紀で地球上の人類は

人類の歴史という超長期的視点から明

た。

り、人口の爆発的増加は人類という生

百億前後に達する可能性が大きいと思

滑な移転へは決して容易ではない。

応しなければならない。安定化への円

には人口爆発の残した重大な課題に対

来るべき二十一世紀、特にその前半

はない。

であるから心配無用を意味するもので

刻性を示すものであって、極めて短期

るかを示しているが、それは問題の深

発がいかに瞬間的な一時的なものであ

ることができよう。この図は、人口爆

なものであるかを図３によって理解す

あって、その持続期間がいかに短期的

二％の増加率がいかに巨大なもので

世界人口の動きを予測している。年率

ら西暦八○○○年までの将来について

博士であるｏ西暦紀元前八○○○年か

らかにしようとしたのが、」。：、、巴穴

らの考察である。すでに前述した通

慶懸:；
intheCosmos,mLeonardovoL180no､４，１９８５

物の長い歴史の中で突如として発生し

５
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われる。個々の国や地域単位の人口間
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た現象である。人間も生物である限
り、その生存を支える扶養能

力に依存する。しかし、人間
の場合は他の生物と異なっ
て、扶養能力を拡大するとい

う知能と技術の開発力をもつ職
ている。その結果、人類は増扣

加の制約を極めて緩慢であるた

が、克服していった。二○○硯
、

○年前の西暦の初めには人類勲

はわずか一一一億人であったと推轤
定されるが、一八○○年には鋼
躍進時代に入り、人口増加率

十億に、増加率も年率一％に超
達した。人類という生物の大酔
も二％と倍増し、一九九九年
には一八○○年の十億が六十
億に達した。人類にとって無

９
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少子・高齢化に対する対策を協議し、現状の啓発を促

すことを目的とした「大阪国際フォーラム⑪『少子・高

齢化』」をどう乗り切るかｌ日本の活力ある再生を求

めてｌ」が、九月二十七日（月）午前十時から大阪市・

南海サウスタワーホテルで開かれた。

同フォーラムは、財団法人アジア人ロ・開発協会（Ａ

ＰＤＡ）、国連人ロ基金（ＵＮＦＰＡ）主催、大阪府、

内外の人口問題の専門家を講師に招き、広瀬次雄・ＡＰ

術政策部長（パネルディスカッションのみ参加）と、国

名誉所長（ベルギー）、Ｍ・ニザムディンＵＮＦＰＡ技

所次長、□パート・クリケット人口・家族研究センター

国東西センター上級顧問、小川直宏・日本大学人ロ研究

フォーラムは、中山太郎・ＡＰＤＡ理事長、趙利済・米

ＵＮＦＰＡ事務局次長代読）の開会挨拶で始まった同

ナフィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局長（安藤博文

の関心の高さをうかがわせた。

後援で、約五○○名の聴衆が参加。同問題に対する人々

大阪市、社団法人関西経済連合会、ＮＨＫ大阪放送局の

鍵
蕊

醗襲=号司
旱■軍輕

●
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大阪国際フォーラム開く

(左から）ロバート・クリケット・家族研究センター名
誉所長、安藤博文ＵＮＦＰＡ事務局次長、中山太郎
ＡＰＤＡ理事長、趙利済・米国東西センター上級顧
問、小川直宏・日本大学人ロ研究所次長、Ｍ･ニザム

ディンＵＮＦＰＡ技術政策部長

ヨ

１ｉ竺１

ＤＡ常務理事・事務局長が総合司会を務めた（フォーラ

ムの詳細は、平成十二年度に当財団から出版予定）。

今後途上国政府は、深刻な高齢者問

主催「国際人口開発会議」でも高齢化

る一連の国連主催会議で、同問題が取

題に直面する。しかしながら、途上国

高齢化問題は日本だけではなく、世

り上げられ国際社会の意識が大きく変

の多くは知識、財源、制度的な能力が

問題を認識し、高齢者の活用などを含

わった。一九九九年は国連総会で決め

不足しており、経験豊富な日本の指

界的に大きな問題となっている。’九

られた一国際高齢者年一であり、高齢

導、アドバイスは、彼らにとって非常

めた提言がなされている。

化問題について国際的に啓発活動が行

アジア諸国、そして南米に移ったが、

アジアにおいては欧米諸国より急速に

人口転換が起きている。

’九九○年、世界人口の七八％が開

発途上国に、二二％が先発開発諸国に

ば人口爆発の時代であり、同時に都市

現代は人口の長期的な歴史から見れ

爆発的な人口増加が見られた。このよ

かけて成し遂げ、その結果、都市化や

少死に至る過程）を一世紀から二世紀

ち込み、先発開発諸国（日本を含む）

％、二十一世紀の末には七％にまで落

国の人口は、西暦二○三○年には一四

住んでいる。しかし、この先発開発諸

化の時代でもある。欧米は、人口転換

の人口は少数派となる。つまり、二○

うな歴史的な波は、二十世紀に太平洋

趙利済米国東西センター上級顧問

を越え、まず日本、ついで東アジア、

に重要なものとなるだろう。

己１１世界人ロの激増と環

地球の人ロ・現状とその

われた年でもある。一九九四年の国連

九○年代に開かれた、社会開発に関す

'凶哩■

水が 石油に代わる商品に

:画:ＷＩＰ

（Ⅱ多産多死から多産少死を経て、少産

１Ｊ

鱗灘;繍蕊

の格差が更に広がることが予想され

の間、とりわけ東アジアと南アジア間

る国一と「人口激増．待たざる国」と

なる。その結果、「出生率低下．待て

フリカ、アジア、南米で起こることに

五○年までの人口増加の九七％が、ア

平和構築の中心となるだろう。

て、乏しい貴重な商品となり、紛争と

おり、十年以内に水が石油に代わっ

国も持続できない方法で水を使用して

欠であるｃしかし、富める国も貧しい

開発、そして文明の安定にとって不可

また、水の安定確保は社会・経済の

価値観の違う今の若者が将来どうやっ

の人は今の若者と価値観が違う。この

支えるかという点にある。団塊の世代

生まれたこの団塊の世代をどうやって

日本の高齢化の問題は、二七○万人

境変化の因子である。人口と環境の関

トレスなどに関連しており、重要な環

度は、エネルギーの消費量や環境のス

人口の規模（大きさ）とその増加速

本がどのような役割を果たすのかが課

して、この歴史的に重要な転換期に日

く、世界をつなぐ核心的なメンバーと

いても、アジア・太平洋地域だけでな

エネルギー、人口、環境の問題につ

六十五歳以上は、現在二一○○万人ぐら

加し、○’十四歳の子どもが減少する。

すべきである。

変化を踏まえた高齢化議論を本格的に

て高齢者を支えていくのか、価値観の

どちらかである。

か、結婚しても子どもを持たないかの

る。

係が自然の限界を超えれば、このバラ

題となるだろう。

いる老人を小学校のホームルームに呼

高齢化社会を乗り切るには、地域に

近くの一一一三六○万人まで達するだろう。

いだが、二○二一年にはこれが今の一一倍

人口の年齢構造は、六十五歳以上が増

ンスは崩壊する。

麹日本人ロの趨勢ユェト｛」一雄
篭症１１少子・高齢化の現状醤

んで、その老人の若い頃の話や、その

地域の話をしてもらうなど、老人と地

域の子供たちの問に”連帯感“を持た

出生率（合計特殊出生率Ⅱ女の人が生

団塊の世代の生まれた当時、日本の

低下の最大の理由は、第一子を持たな

てない高齢化社会が誕生する。出生率

三八人である。来世紀、人類史上かつ

彼女たちは独居の可能性が高く、寝た

八十五歳以上の高齢女性が増えるが、

社会は女性の社会となる。未世紀には

女性の寿命の方が長いため、高齢化

せることが必要だ。

涯に持つ子ども数）は四・五人程度で

いことにある。今は生涯結婚しない

小川直宏日本大学人口研究所次長

少子化・高齢化対策に総合的な視点を

li lil i1il li i iｌ ｉ ｉ

あったが、急速に低下し、現在は一・

i騨蕊i鱸i鰯
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大阪国際フォーラム開く

きりやボケた場合に誰が面倒を見るの
かが政策上で問題になってくる。近年

の深刻な介護者不足に加え、家族の扶

養能力は今後十年間で間違いなく半減
する。ここで発想の転換を行い、「老
人による、老人のための、老人の福
祉」、つまり若い老人が年を取った老

』蝋。 北欧における高齢者対策

長寿に生命としての視点を

１体薑則な限界を超えた呈寿は避けるべきｌ

□パート・●クリケット人ロ・家族研究センター須譽所長

なく、若年層の空洞化によるものであ

は、単に人口の高齢化によるものでは

的なものから、老衰といった内因的な

た。そして、死因が感染症などの外因

近代化を迎え、革命的に寿命が延び

な社会的な問題も出てくる。

高齢化を乗り切るもう一つの方法

る。将来、人口のゼロ成長モデルに

ものに変わってきた。現在は医療の進

現在の先進国における人口の高齢化

は、二○○○年には老人の割合が一七

そって、出生率が世代間の人口維持水

歩によって、非常に治癒の難しい病気

人を支えるような老人同士の支え合い

二％になる。今後六十五歳以上を高

準まで回復したとすれば、短期的には

にかかった場合、痛みや苦しみを経験

システムを考えるべきだ。

齢者と考えるのではなく、年寄りの方

従属人口すなわち被扶養者が増える

しながらも、なかなか死にきれなく

その生物的、医学的な進歩がさらに見

から一七・一％だけを老人と呼ぶよう

また、移民政策を行うことで、受け

られ、種としての自然の寿命を超え

が、長期的には、ある程度高齢化の負

入れ国側で人口の減少がかなり相殺さ

て、寿命を延長することも可能になる

な社会を作ることだ。二○二五年に七

れ、脱若年化を遅らせ、労働人口の減

かもしれない。しかし、種としてある

なっている。二十一世紀においては、

そのためには、定年制をはじめ、年

少や高齢化を食い止めることが可能と

べき寿命を超え、人間としての寿命を

担を軽くすることができる。

金など全システムを六十五歳から七十

なる。しかしながら、長期的には人口

自然の限界より延ばすことについて

十三・二歳を老人と呼ぶような社会を

三歳にシフトしなければならない。史

の年齢構造にそれほど影響がないと思

は、慎重に考慮する必要がある。高齢

構築できれば、日本はずっと高齢化率

上初めて十年間で出生力が半減して高

われる。また、文化的に大きく違う外

を一七・一％で維持できる。

齢化社会になるのだから、来世紀、史

における寿命をさらに延ばすことは、

生活の質が落ちる可能性があり、寿命

国人が大量に移民として入ることで、
ヨーロッパですでに見られているよう

上初の高齢化対策が迫られるのは当然
の結果である。

１３

していかなければならない。産業諸国

直面しており、全く新しい概念に適応

私たちは高齢化という大きな課題に

し、長期に持続できるものにする改善

て、現行のシステムをさらに効果的に

変化など大きな社会的な流れをふまえ

課題となり続ける。家族制度や経済の

が延びることで死への過程における痛
最近ヨーロッパでは、”自助“を柱

の高齢化の現象は、次世紀の半ばで

の余地は残っている。

みと望ましくない状況が出てくる。
にして、できる限り多くの人が自分の

ピークに至り、政策的に今後も主要な

が、これが徐々に下がり、今や日本の

たらす。つまり、老人福祉に関する支

高齢者の増加は、医療費の増加をも

イギリスは四十七年、ドイツは四十

合計特殊出生率は一・三八と、スペイ

出は大きくなり、本人と国民全体が負

日本の総人口は少子化の影響で百年

ンやポルトガル並に低くなった。合計

担する金額が増えていくことになる。

年、フランスは百二十八年だが、日本

今後五十年、先進国は高齢化の波に

特殊出生率が二・○一あれば、その時

少子・高齢化に併せて、今世界で一

後には約六千万人をきり、国家の力と

のまれ、過去の政策や対策を見直すこ

の人口を維持できるが、二を割って一

番大きな問題である国際化、グローバ

はわずか二十四年と、欧米と比べてか

とが求められる。近代化によって女性

・三八では、人口はどんどん減少する。

ル化によって、日本の国内産業の構造

いう点で大きな問題となる。ベビー

中山太郎ＡＰＤＡ理事長

積極的な政策と予算確保に全力

少子・高齢化は国家をど（銭

生活に責任を持つように政策が転換し
てきている。調査によっても、若い高

齢者ならびに超高齢者も自助を望んで
いることが示されている。

高齢化には、心理的にも肉体的にも
大きな個体差があることがわかってい

る今日、画一的な法定早期退職は非合

理的であり、考え直す必要がある。健
康状況や教育水準の改善や、生物とし

て個体差があることを考慮すると、退

職年齢や労働参加について、より柔軟

が社会進出を果たし、介護者としての

また高齢化については、六十五歳以

は大きく変わる。今後サービス産業が

なり急速に高齢化が進んでいる。

女性に期待することはできない現在、

上の人口比率が七％から一四％に増え

強くなり、例えば宅配サービスなどの

ブームで、出生率が高い時期もあった

公平を考慮した、個人の一生を通じて

るまでの時間は、アメリカは七十年、

らない。また牡会保障制度も、世帯間

男性も介護に関わっていかなければな

の対策として再考される必要がある。

な政策があってしかるべきである。
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大阪国際フォーラム開く

熱心に講演に耳をかたむける参加者

のサービスという、第四

くし、女性が働きやすい環境作りを行

少子化対策として、母親の負担を軽

育、育児休業中の所得の改善などｌ

次産業が成長する。また

うのと同時に、不妊治療の費用が保険

個人へのサービスや、寝

新しい産業として、イン

適用となるよう、現在予算の確保に努

今の社会で欠落している部分を政治

ターネットなどに代表さ

力している。また、児童手当の支給対

たきり老人へ訪問サービ

れるネットワーク産業も

象年限の引きあげ、駅前保育所・託児

の力で変えていく必要がある。

登場する。これは労働生

所の整備、子どもに関する役所の管理

スなどの医療・健康関連

産力の向上に大きく貢献

の一本化、教育減税の実施など、様々

な政策がこの国会でも議論されてい

するものと思われる。

しかしながら、肝心の

くる。よって女性の労働

な労働力不足が起こって

二○’○年頃から、深刻

十歳の定年年齢を迎える

減少し、団塊の世代が六

までの労働人口が徐々に

中で、どのような選択をするかが非常

治体が行うサービスと個人の生き方の

る人たちは、各自がそれに応じて、自

になってくると思う。働ける能力のあ

要のない人には支給しないことが必要

高齢者の健康、｜雇用状況に応じて、必

高齢者に対する政策も、それぞれの

る。

参加は不可欠で、女性が

に大切である。

十五歳から六十歳ぐらい

男性と一緒に働ける社会

を構築し、特に大都市に
おいては、女性たちが社
会活動をしやすいように
ｌ例えば、時間外保

１５

した。

引き続いて行われた質疑応答では、

と題したパネルディスカッションは、

「少子・高齢化をどう乗り切るか」

ディンＵＮＦＰＡ技術政策部長は、

が生まれている」と発言。Ｍ・ニザム

り、その結果、新たな次元の南北問題

に苦しむ南に対する援助が困難にな

産。元気に働く人々が働けない高齢者

人は、社会的に保護を受ける負の資

老人は社会的資産であり、不健康な老

対し、中山ＡＰＤＡ理事長は「健康な

か、資産とみなすのか？」との質問に

ジョン

パネリストにＭ・ニザムディンＵＮＦ

「先進国の高齢化も深刻だが、発展途

を負担する相互システムを作る必要が

聴衆の「高齢者を社会的負担とみなす

ＰＡ技術政策部長を迎え、趙利済・東

上国では膨大な人口が経済発展もなく

ある」と答えた。

途上国の高齢

西センター上級顧問の司会で進められ

高齢化を始めている。これらの国の状

た。

その中で小川教授は「人口問題は、

況は、社会的基盤も資源も乏しいだけ

国務大臣・環境庁長官

【ロ無倒鱗聿鋼蝿

清水嘉与子参議院議員

清水嘉与子・本財団理事が環境庁長官に

ラムを閉会した。

最後に趙博士が総括を行い、フォー

常に南北問題が絡んでいる。高齢化問

に、より深刻で悲劇的である一と指摘

|蕊；蕊ｉｉ繍蕊

題に直面する北の先進国は、人口爆発

蕊
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大阪国際フォーラム開く

本協会理事で、国際人口問題議員懇談会・事務局長の清
水嘉与子・参議院議員（自民）が、小渕第二次改造内閣の
国務大臣・環境庁長官として入閣した。

清水長官は、東京都生まれ、東京大学医学部衛生看護学
科を卒業の後、関東逓信病院看護婦長、厚生省看護課長を
歴任し、参議院議員に当選。労働政務次官、党参院政策審

議会筆頭副会長、文教委員長などを歴任。当選二回。

人口分野では、人口懇事務局長としてアジア諸国の人口

・開発事情視察議員団に参加ｐ人口と開発分野で活躍して

きたが、今回の入閣は人口問題と密接に関係する所管大臣

だけに、活躍が期待されている。

サディック国連人ロ基金事務局長に曰大が博士号

ｌ女性では初めてＩ

ナフィス・サディック国連人口基金・事務局長に、十月

五日、日本大学から、女性で初めての経済学博士号が授与
された。

地球規模の人口とリプロダクテイブ・ヘルス活動への貢
献が認められたものである。

授与式には、Ｔ・ハツサン・パキスタン大使はじめ二百

は国連史上初めて事務局長に就任。平成六年にカイロでの

に勤務、昭和五十二年に事務局長補、同六十二年に女性で

サディック事務局長は、昭和四十六年から国連人口基金

口研究所名誉所長らが祝辞を述べ同女史を祝福した。

名が出席、安藤博文・同基金次長、黒田俊夫・日本大学人

ナフィス・サディック事務局長

ざ

国際人口開発会議（ＩＣＰＤ）を成功に導いた。
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アジア地域で開催を
国際人ロ開発会議

人ロと開発に関するアジア議員フォーラム（ＡＦＰＰ

Ｄ）の大会が新潟市で十月三・四の両日、国際人ロ問題

議員懇談会（ＪＰＦＰ）共催、国連人口基金、新潟県、

財団法人アジア人ロ・開発協会の後援で開催された。

大会には、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、イラン、日本、カザフ

スタン、キルギスタン、ラオス、マレーシア、モンゴ

ル、ネパール、パプア・ニューギニア、パキスタン、

フィリピン、ロシア、ソロモン諸島、タジキスタン、タ

イ、ウズベキスタン、ベトナムの二十六カ国がアジア・

太平洋地域から参加した。また、人ロと開発に関するア

フリカ・アラブ・フォーラム（ＦＡＡＰＰＤ）を代表し

てガーナとザンビアから国会議員が参加、国連大学（Ｕ

ＮＵ）、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）、国際家族計画連盟

今回の大会は、千年紀最後であり二千年紀におけるア

と総計約百七十名による大会となった。

も出席した。国会議員九十八名、オブザーバーを含める

iifiiI鶏IIlliili1LHL
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第６回ＡＦＰＰＤ大会一新潟で開く

ＡＦＰＰＤ第６回大会プログラム
■1999年10月４日（月）
午前

開会式

1９

新潟は佐藤隆ＡＦＰＰＤの初代議長、および桜井新現

■1999年１０月６日（水）
終日佐渡島で特別養護老人ホーム等を視察・解散

ジアの人口と開発に関する戦略を討議する記念すべき大

ＡＦＰＰＤ新潟宣言の採択
閉会式
桜井新ＡＦＰＰＤ議長挨拶
上田秀明外務省総合外交政策局国際社会協力部長挨拶
シフ・カレＡＦＰＰＤ事務局長感謝の言葉

議長のふるさとであり、ＡＦＰＰＤの揺篭の地でもあ

ベトナム
ＡＦＰＰＤ役員選挙

会となることから、次の千年におけるアジアの人口を

■1999年10月５日（火）
午前
セッションⅣアジアにおける男女平等と議員の役割
パネルディスカッション
議長：ジョカペシ・コロイ上院議員（フィジー）
識演：①パトリシア.Ｍ・サレナス議員（フィリピン）
②レチン・ナランゲレル議員（モンゴル）
ＡＦＰＰＤ総会
議長報告
事務総長報告
財務報告
午後
人口と開発に関する国内委員会からの活動報告
議長：コリン・ホリス議員（オーストラリア）
ニュージーランド、オーストラリア・バングラディッシュ・中国
・フィジー・インド・日本・韓国・キルギス・マレーシア・モン
ゴル・ネパール・パキスタン・フィリピン・スリランカ・タイ・

る。これまでＡＦＰＰＤ大会は、インド、中国、タイ、

資源動員
議長：レオ・スミス議員（フィジー）
講演：①インガー・ブリュッゲマンＩＰＰＦ事務局長
②ジーン・オーガスティン議員（カナダ）
起草委員会

テーマとした協議も行い、ＡＦＰＰＤの次の世紀に向け
テーマとした協議も行い、

講演：①レスター・ブラウンワールドウオッチ研究所所長
②辻井博京都大学教授
セッションⅢ次の３年の人口とりプロダクティブ・ヘルス問題に対する

マレーシア、オーストラリアで開催されてきた。

セッションＩ2000年期におけるアジア太平洋の人口
一アジアにおける社会・経済的影響一
議長：プラソップ・ラタナコーン上院議員（タイ）
講演：黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長
午後
セッションⅡ２１世紀の食料安全保障・水・環境
護長：エディス・ヨトコ・ビラヌエヴァ議員（フィリピン）

た戦略を討議した。この内容は、「新潟宣一一一一百」として纒
た戦略を討議した。この

活動報告：プラゾップ・ラタナコーンＡＦＰＰＤ事務総長
開会挨拶：伊藤宗一郎・衆議院議長
挨拶：中山太郎・ＪＰＦＰ会長
基調講演：ナフィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局長

められ、採択された。

歓迎挨拶：桜井新・ＡＦＰＰＤ議長

れ役員会のメンバーが二名増員され

た。新役員にジャムギルベック・ポコ

ナコーン上院議員（タイ国）が再選さ（オーストラリア）が、財務担当にグ

院議員、事務総長にプラソップ・ラタジー）、インド、コリンホリス議員

役員改選を行い、議長に桜井新・衆議国）、アペーーサ・クリサキラ（ブイ

大会では、一一○○一一年の大会までのには張懐西全人代常任委員会委員（中

行い、議長を通じて、運営委員会で承

後にインド国内で副議長候補の互選を

決定することができなかったが、選挙

た。インドは、選挙中であり、役員を

アコスタ（フィリピン）が選出され

ショフ（キルギスタン）とネレウス・

れ、副事務総長にはアブドゥル・ムエン・ティ・タン（ベトナム）がそれ

認するという形で、大会の了承を得

桜井議長が再選、キルギスタンと
フィリピンが新役員に

ロック・ハジ・アワン・ダミット議員ぞれ再選された。

た。

新糠

（マレーシア）が選出された。副議長今回、ＡＦＰＰＤ憲章の改定が行わ

院議長
』曰）

題が多様な様相を示していること、③

を与えること、②現在、世界の人口問

えた。地球の人口扶養力には限界があ

に十六億五千万人の人口が六○億を越

紀であった。そして、わずか百年の間

今世紀はかってないほどの争いの世

いる。

されるのかは、今の行動にかかって

クテイブ・ヘルスの普及によってな

蛾によってなされるのか、リプロダ

①人口問題が地球環境に大きな影響

思春期の若者が空前の規模に達してい

ＡＦＰＰＤが創設された一九八一

ＡＦＰＰＤ

り、人口増加を無条件に続けるわけに

桜井

ることなどを挙げ、大会の盛会と成功

貿易ルール

年と現在では、世界の人口増加率が

性持つものに食料

はいかない。その人口増加の抑制が飢

長期的視点と整合

を期待すると挨拶を行った。

挨■■■口拶

2０

第６回ＡＦＰＰＤ大会一新潟で開く

議）が果たした役割は大きい。特に一

四年の国際人口開発会議（カイロ会

連人口会議（メキシコ会議）、一九九

成されたものであり、一九八四年の国

化は人々の意識変革と努力によって達

一一％～一・三％へと低下した。この変

のハーグ宣言の精神が、国連総会文書

ハーグで開かれた国際議員フォーラム

Ｄ評価活動の一環としてオランダの

なければならない。本年二月にＩＣＰ

長期的な視点と整合性を持ったもので

易などのルールが、人口問題のような

国会議員は、人間が人間らしく尊

言わせよう。

る社会を築き始めた世紀である」と

人類共通の利益を理解し、共栄でき

の混乱と争いの中から叡智を持って

直面した世紀だ。しかし、人類はそ

望にあふれた社会を作ることが私た

厳をもって生きることのできる社会

狭くなった地球の中で人類が初めて

ちの使命である。皆様と手をつな

に反映されたことを、参加者に感謝し

り組む具体的な方法である行動計画が

「人類」という概念を机上のものとし

ぎ、国会議員活動を活性化させるこ

九九四年のカイロ会議で人口問題のパ

纏められた意義は極めて大きい。この

てではなく具体的に理解し始めた。後

とで人口問題の解決と持続可能な開

を作るために働いている。そして希

カイロ会議で中心的な役割を果たし、

世の歴史家に二十世紀を「人類がかっ

発の達成に向けた私たちの政治的な

たい。

行動計画起草の原動力となったのが国

てないほどの危機に直面した争いと混

意志を実現させよう。

ラダイム転換が行われ、人口問題に取

連人口基金（ＵＮＦＰＡ）のナフィス

ＡＦＰＰＤ事務総長

乱の世紀であり、人類が地球の限界に

プラソップ･ラタナコーン

・サディック事務局長である。

いて

カリブ海、そしてアフリカ・アラブ

３年間の活動につ

一九八一年の設立以来のＡＦＰＰＤ

ＡＦＰＰＤの過去

ＡＦＰＰＤの活動は一九九四年以
降、アジア域内にとどまらず世界的に

拡大し、国際会議を開催し、政府間会
議に対してもさまざまな提言を行っ

た。これらのコンセンサスの醸成に寄

与し得たことを誇りに思う。さらに、
国連人口基金で国会議員活動を支援し

てきた安藤次長の努力に感謝したい。
国際化の進展の中で、国際協定や条

約が重要性を持っている。特に食料貿

･ニーＬｔ－Ｅ、｣．,ｌ｣、~ﾛﾁﾞｰﾆｰ③,ルー'---ﾆｰﾆｰ.合＝｡、＿￣

の国会議員活動に大きな影響を与え
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の活動がヨーロッパ、南北アメリカと
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向けてさらに数多く活動を予定して

開催した。ＡＦＰＰＤは次の世紀に

一九九九年の活動は、地域会議だけ

おり、アジア・太平洋地域およびＣ

委員会をもつにいたっている。

に常設事務局ができてからのＡＦＰＰ

でも、モンゴルで極東アジアおよびＣ

ＩＳ諸国の国会議長会議を開催する

た。また一九九○年にタイのバンコク
Ｄ活動の発展を誇りに思っている。現

ＩＳ諸国会議、マレーシアのＡＳＥＡ

する超党派議連である国際人口問題議

会議である。世界最初の人口問題に関

・開発協会にとって特別な意義をもつ

問題議員懇談会、財団法人アジア人口

る。急速な人口減少に歯止めをかけ、

来、高齢者を支えることができなくな

のままでいけば日本の社会が、近い将

日本の少子・高齢化問題は深刻で、今

めにを携えていかなければならない。

ノーー

い。”世界を変えるということは

方もなく大変なことのように思え

が、｜人一人が変われば世界は変

る”・国会議員としてのもてる能

を活用しながら、子供たちの未来

禍根を残さないよう、果敢に取り

もう。

組に力わる途

動様式を変えていかなければならな

実現するためには、人々の意識、

在ではアジア太平洋地域のほとんどの

員懇談会の活動の中からＡＦＰＰＤが

活力ある国創りを進めるためにも、子

人口問題を解決し持続可能な開発を

社会づくりを急がなければならない。

供を産みたい人が子供を持てるような

生まれ、両者は特に密接な関係をもっ
ている。

地球環境が人類の活動によって限界

にきている。この問題を解決するため

イ丁

予定である。

国際人ロ問題議員懇談会会長
には、国会議員同士が人類の未来のた

中山太 郎

Ｎ会議、スリランカで南アジア会議を

ば世界は変わる

国が人口と開発に関する国会議員国内

一人一人が変われ

今回の大会はＡＦＰＰＤ、国際人口

挨皿二lfILJ拶
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第６回ＡＦＰＰＤ大会一新潟で開く

K'１１

画希望率と利用率のギャップ、青年

人口の増大に伴いＨＩＶ／ＡＩＤＳ

の予防方法を利用できるようにする

ことなどに関して、いくつかの分野

においてはその進展を図る指標の設

定を行うことが望まれ、ＩＣＰＤ行

動計画の目標を達成することが強く

本年二月に開催されたハーグフォー

パワーメントが非常に重要である。最

たせるかどうかが決まる。女性のエン

ための資金が不足している。政府開

ＩＣＰＤ行動計画を完全実施する

求められた。

ラムを経て、七月には第二十一回国連

造など主要な分野で進展があった。次

ッ、ジェンダーと人口、人口の年齢構

発、リプロダクテイブ・ヘルスとライ

で人口、食料安全保障、持続可能な開

今回の一連のＩＣＰＤ評価活動の中

ＣＰＤから五年の評価を踏まえて講演

ディックＵＮＦＰＡ事務局長はこのＩ

伴う病気や性行為感染症、出産への熟

ア、家族計画、産科ケア、妊娠出産に

字率の低減、プライマリーヘルスヶ

の人口特別総会では女性や女児の非識

いう二つの方法で議論が行われた。こ

提出された五年間の進展を協議すると

るための開かれた議論および各国から

口特別総会では、世界の認識を啓発す

ニューヨークで今年の夏開かれた人

にいっそうの努力を行って欲しい。

国会議員が必要な資金を満たすため

世界人口が六○億人を突破した。

かけてほしい。

役割をになっていただけるよう働き

と開発分野でこれまで以上に活発な

本の国会議員が日本政府に対し人口

という公約された目標を達成し、日

ロダクテイブ・ヘルス分野に向ける

を行った。

の十年間の人口政策の如何によって世

練した介添え人の立ち会い率、家族計

額の四・五’五％を人口およびリプ

発援助（ＯＤＡ）に国民総生産（Ｇ

ＵＮＦＰＡ事務局長

貧困の人口が貧困から抜け出すことで

ナフィス･サディック

特別総会が開かれ、総会決議として、

鑿:護議議i蕊鐸議事

ＮＰ）の○・七％を向け、ＯＤＡ総

翻霊l鍵i：

世界の人口増加は緩慢になり安定す

の完全実施には資
金が不足

ＩＣＰＤの完全実施のための行動を促

ｌＣＰＤ行動計画

る。

{｣j『

す文書を採択した。ナフィス・サ

ﾒ『八《Ｌ

界的に見た場合の将来の食料需要を満

詔

;'1.-Ｗﾄ

Ｉ

曲一一一○○○年期におけるアジア太平洋

シＩの人ローァジァにおける社会纒富ィ

ンパクト

議長“プラソップ・ラタナコーン事務総長

物一

講演窪黒田俊夫日本大学人ロ研究所名誉所長

現在の対応が地球の将来を決める

の経済活動年齢人口が支えていたが、

二○五○年には四名で一名の高齢者を

支え得なければならなくなる。

アジアに目を転じると、アジアの人

口密度は一九九五年の時点で一平方キ

に高齢化も進展しており、国連の中位

の対応が、地球の将来を決める。同時

う思春期人口が一○億人もおり、現在

る。その中でこれから再生産活動を行

八○○万人もの人口が増え続けてい

見ると人口爆発の只中にいる。毎年七

現在世界人口は、長期的な視点から

地減少や、環境破壊、淡水資源の不足

一平方キロあたり二百名にも上る。耕

口は六○億人を占め、その人口密度は

世界人口百八億人のうち、アジアの人

すると考えられる、二一五○年には、

国連の中位推計で世界人口増加が停止

密度が高いことが特色である。それが

二名、アフリカの一一三名に比べて人口

ロあたり一一○名で、ヨーロッパの三

推計に従えば、一九九五年において一

人ロ研究所名誉所長

の現状はますます厳しさを増してお

黒田俊夫日本大学

名の六十五歳以上の高齢人口を十一名

霊

一顯露露墨騒罰
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第６回ＡＦＰＰＤ大会一新潟で開く

の地球社会が持たないだろう。

り、このままでは人口安定するまでこ

口問題に対し、その解決のために指導

は、未来を決定づける重要性を持つ人

という観点から、参加した国会議員

ＩＶ／ＡＩＤＳの影響で三十九歳にま

六十一歳と予測されていたものが、Ｈ

ンバブエでは二○一○年の平均余命が

現在の政策決定が未来の人口の生活

で低下した。多くの途上国は、人口増

である。これらはいずれも新しく生じ

当たり耕地の減少、③地下水位の低下

連鎖の上位の食料（Ⅱ肉など）の摂取

いる。また、生活水準の向上は、食物

の主因はＡＩＤＳによるものである。

人へと五億人減少したことを挙げ、こ

億人と予測されていたものが八十九億

二○五○年の人口推計がかつて九十四

の水がいる。この小麦を生産するため

トンの小麦を作るために一○○○トン

も過小評価されている問題である。１

さらに淡水資源の不足は現在もっと

需要を急激に押し上げている。

サハラ以南のアフリカではＨＩＶ／Ａ
ＩＤＳは深刻な状況になっており、ジ

㈹州Ⅷ洲川巫乢託ＭＴＭ緬肘凰蜥川肚坊

ＨｌＶ／ＡＩＤＳの蔓延について、

を増やし、その飼料にするための穀物

ないほど耕地が少なくなってしまって

果、農民が自分で食べるものをも賄え

によって限られた耕地が分割された結

は、かつてないほど膨れ上がった人口

地の喪失などによる。地域によって

水準の向上、消費パターンの変化、耕

て。その主な原因は、人口増加、生活

次に、一人当たり耕地の減少につい

ると指摘した。

た対策費の増加を強いられることにな

加の続く中でＨＩＶ／ＡＩＤＳへ向け

的な役割を担って欲しい。

の質、生活水準に劇的な影響を与える

或一

シⅡ別世紀の食料安全保障・水・環境

物一

紀にその解決が迫られる問題を三つ挙
げた。

①ＨＩＶ／ＡＩＤＳの蔓延、②一人

た問題か予測できなかった問題である。

歴Ⅲ側Ｗの菖莚と耕地の減少と地下水位
ワールドウォッチiH究所所長

レスター・ブラウン所長は二十一世

レスター･ブラウン

できるものではないと述べた。

る。このような現状がいつまでも維持

水位は低下し続け、枯渇しかかってい

より多い水の使用が続いた結果、地下

非常に高くつく。多くの国で、補給量

ストな方法かもしれないが長期的には

脈の枯渇をもたらし、短期的には低コ

り組むことの意義は大きいと総括し

やＩＰＰＦと手をつなぎ人口問題に取

い。この意味で国会議員がＵＮＦＰＡ

縮小によってなされるのかはわからな

てなされるのか、それとも世帯規模の

得ないが、それが、飢餓や疾病によっ

ずれにしても、人口は抑制されざるを

加えられるべきである。なぜならば、

自給を促進するものとなるべく変更を

Ｏ）の自由貿易ルールが各国の主食の

辻井教授は、世界貿易機関（ＷＴ

態が続く。

れ、食料安全保障の面から不安定な状

ても、需要は増加し続けると考えら

は低いものとなった。次の世紀に入っ

い。したがって、コメの貿易に現在の

ている量が生産量に比べ著しく少な

他の穀物と比べ、コメは貿易で流通し

た。

最後に、この地球は国連の中位推計
の人口を扶養できるとは思えない。い

講演“辻井博京都大学教授

ＷＴＯルールをそのまま適用すること

になると、コメを主食としているアジ

一九八七年以降低下している。その結

くなり、
くなり、食料安全保障は破壊されると

とって、
とって、食料を手に入れることが難し

アの数多くの貧困者や飢えた人々に
果、世界の穀物価格は上昇した。供給

述べた。

匪珀抽滑硯飢柵懸鮒榊蝿楜朏壊

要因としては、一人当たり穀物生産量

辻井教授は、食料不足をもたらす政

に、需要の面では、途上国の一人当た

による生産性の減少などがある。さら

‘

の低下、耕作地の不足、淡水の不足、
農業用地の転用、土壌の質の低下、そ

治的要因、供給要因、需要要因三つの

りＧＮＰの伸びが消費量急増の主な原

して肥料消費、灌概、トラクター投入

要因について述べた。政治的要因とし

因である。人口の増加は需要を押し上

京都大学教授

ては、一九八○年代のヨーロッパやア

辻井博

げる。その結果、世界の食料備蓄水準

ＬＤ－ＬＰＰ

メリカの政策変更により穀物備蓄率は

ゴｒ－
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次の一一一年の人ロとリプロダクテイブ・
ヘルス問題に対する資源動員

議長“レオ・スミス議員（フィジー）
このセッションは、ＩＣＰＤ行動計画の目標を達成するための資金の現状を
検証した。

講演坤インガー・ブリュッゲマン国際家族計画連巽－ＰＰＦ）事務局長

扉

Ｄから五年の検証の中で、資金不足が

ＩＣＰＤ行動計画目標達成の最大の障

害になっていることがはっきりとなっ

た。そこで、資金の一層の動員を図る

と同時に、限られた資金の効率的利用

を図ることが重要であり、そのために

は、さまざまな事業の重複を避けるた

めの調整が必要である。また、資金動

員のために新たな戦略を作ること、そ

してそれが、明確なものであり、責任

をもったものである必要がある。そし

てその資金を社会的弱者に向けなけれ

ばならない。

な資金の安定供給を図る上で重要な役

る。国会議員がＩＣＰＤの戦略に必要

ヘルス分野の最大の資金源となってい

の途上国で人口、リプロダクテイブ・

先進国から供与された資金が、多く

１ＩＣＰＤ行動計画成功のためには
〃パートナーシップの原則“が重要

講演“ジーン・オーガスティンカナダ国会議員

が重要であると述べた。また、ＩＣＰ

溶只金不足がＩＣＰＤ行動計画目標達成
の最大の障害

加しようとする動機づけ、そして資金

ためには、人間資源、人々が活動に参

行動計画目標達成のために活動する

国l嫁iii計画連盟(|PPF)繍罷

が必要である。その中でも、人間資源

ジーン･オーガスティン

イソガー・ブリュッゲマン

が重要であると強調して、各国政府が

割をもっている。ＩＣＰＤ行動計画成

2７

ーⅢ－

資金を動員するためには国会議員活動

カナダ国会議員

セッション

蓮
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ことが必要である。ＩＣＰＤはネット

の実施や費用分担の責任を分かち合う

原則”が非常に重要であり、相互支援

功のためには、”パートナーシップの

に働いている。人口問題を解決に向け

ら人口分野への協力を増加させるため

盟（ＣＡＰＰＤ）を設立し、カナダか

人口と開発に関するカナダ国会議員連

口と開発に関する国会議員組織として

スを取ることが重要である。

員と国際社会からの資源動員のバラン

るためには、各国国内における資源動

ることは大きな希望となる。

し、それぞれの異なった経験を交換す

ループの置かれた困難な現況を理解

で男性や女性のために活動しているグ

の国会議員が交流することで、アジア

ワーク形成を促しており、カナダも人

或一アジアにおける男女平等と

伽訓議員の役割

れは克服されなければならない。各国

講演⑬レチン・ナランゲレル議員

歴肱川繩鰹綴鰹加腱蝿雛ている
過去数十年間、国連は女性の置かれ

た状況に焦点を当ててきた。ハーグの

国際議員フォーラムでも、女性の社会
および政治参加を妨げている、法的、
社会的、文化的障壁を取り除くことの

除く活動は、終わりのない活動であ

女平等の達成を妨げているものを取り

年間にわたる共産主義は、相対的に高九九○年以降、社会、政治、経済生活

れた立場を尊敬する伝統がある。七○用可能性、雇用機会をもたらした。｜

モンゴルでは女性の地位とその置かい女性の識字率やヘルスサービスの利

邇珊加川軟蜘平等でなく、実行される
る。差別は今なお存在しているが、そ

重要性が挙げられた。女性の権利や男

蕊篭i鑓

蕊

２曰目
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第６回ＡＦＰＰＤ大会一新潟で開く

人口と開発に関する国内委員会
からの活動報告

リランカ・タイ・ベトナムの以上の一八カ国である。

国・キルギス・マレーシア・モンゴル・ネパール・パキスタン・フィリピン・ス

ド、オーストラリア・バングラディッシュ・中国・フィジー・インド・日本・韓

各国報告を行ったのはＡＦＰＰＤ正規会員国を中心とした、ニュージーラン

ランドの活動報告を読み上げ、このセッションを始めた。

行われた。まず。議長のコリン・ホリス議員が今回参加できなかったニュージー

ＡＦＰＰＤの役員改選、憲章の改定などの後、加盟各国の三年間の活動報告が

議長》コリン・ホリス議員（オーストラリア）

午後から

の面で劇的な変化が起こっており、こ
の移行期経済の結果、男女ともに社会

的な保護が脆弱化してしまった。市場
経済化の結果、遊牧民の子弟はしばし
ば学校を休み、遊牧に従事するように
なってしまった。

もちろん自由経済化のもたらしたプ

ラスの面もあり、リプロダクテイブ・
ヘルスやライッに関する立怯が成立し

た。一九九六年には「女性に関する国
家プラン」が成立し、一九九七年には
「国家リプロダクテイブ・ヘルス・プ
ログラム」が成立した。さまざまな努

力が性行動に関する情報・教育、リプ

－Ｖ－

・国際人口問題議員懇談会副事務総長
が国際人ロ問題議員懇談会を代表し活

加者に報告した。また、日本の少子．

る姿勢で責任を果たしていることを参勿

し続けたと、日本が人口分野で確固た

の中から国連人口基金への拠出を維持

る。また、日本政府の厳しい財政状況

合を行い活発な活動を繰り広げてい

一九九九年には十月までに一○回の会

年に一二回、’九九八年には一三回、

動報告を行った。その中で、一九九七

南野議員（参院）が曰本の活動を報告

田臨閑団

参議院議員

ロダクテイブ・ヘルスおよびライッを

セッション

日本からは、南野知惠子参議院議員

南野知惠子

改善しているが、ＨＩＶ／ＡＩＤＳを

含む性行為感染症を誰でも予防できる
ように努力を続ける必要がある。
公的な地位に関しても女性は比較的

高い地位に就いているが、男性に比べ
るとやや低い。男女平等が紙の上で実
現されるだけでなく、政府のあらゆる
レベルで実現されなければならない。

１－騒葦､燕:霊露悪顯癩窪麺

との証拠であると述べ、日本の活力を

に実現できない現状に置かれているこ

性がリプロダクテイブ・ライッを十分

とは違った意味ではあるが、日本の女

高齢化について触れ、少子化は途上国

た。

ＯＤＡ利用法の選択肢も増えたと述べ

択肢が増えたというだけに止まらず、

ピルの解禁に成功し、日本の女性の選

議員立法で準備している。また低容量

体、参加者に対する感謝が述べられた。

局長から新潟県をはじめとする後援団

挨拶の後、シフ・カレーＡＦＰＰＤ事務

務省総合外交政策局国際社会協力部長

新ＡＦＰＰＤ議長の挨拶、上田秀明外

桜井議長は、今本当に必要なこと、

なさなければならないことを見極めて

少子・高齢化問題に対してはアジア

諸国の、人口問題の未来の姿であるだ

活動を行うことが重要である。そして

維持するためにも喫緊の政策課題とし
て強力にこの問題に取り組んでいく。

けに各国とも関心が高かった。

この地球という限られた世界の中で、

解し始めたことは大きな希望である。

住む運命共同体であるという意識を理

りになって、人類が初めてこの地球に

混乱と争い、人口爆発の今世紀の終わ

さらに、性的暴力、児童虐待防止法を

南野議員が提案

二○○四年の国際人口開発会議を
アジアで

持続可能な開発を実現するために、国

際的ルールや条約を変えていく必要が

あると述べた。

外務省の上田部長は、日本政府が人

の追加提案も含め二十一世紀に向けた

を行ったと日本の立場を説明した。

い、ＧＩＩでも当初子定額以上の貢献

ＡＦＰＰＤ新潟盲一言の採択
討議の結果を受け、ＡＦＰＰＤ新潟

ＡＦＰＰＤの意思の表明である新潟宣

間の安全保障の観点から国際貢献を行

宣言（案）が提出された。これは、各

言は満場一致で採択された。

閉会式では、議長に再選された桜井

●閉会式

専門家の講演、討議を纏めたものであ

る。この全体討議・採択の席で南野知

惠子議員が、二○○四年の国際人口開
発会議をアジア地域で開催するという
一文を入れるという提案を行った。こ

３０

第６回ＡＦＰＰＤ大会一新潟で開く

！

トキ保護センター

[塾

ミニチュア版･日本を体験
各国の実情に合わせた改革をおみやげに
佐渡金山、トキ保護センターを訪問した。

た特別養護老人ホーム「やはたの里」、

で、医学的な介護の必要な高齢者を集め

三日目は終日、佐渡島を視察。その中

特養ホーム

「やはたの里」では、村長や施設長

が一行を歓迎した。人口増加が抑制さ

れた後、生じる問題である高齢者ケア

に参加者の関心は高く、特にその経費

分担方法、職員のトレーニングなどに

質問が集中した。

多くの参加者は、この施設を見て、

人口問題の一つの側面としてだけでな

く、社会に寄与した高齢者が大切にさ

れることの重要性、このような福祉施

設・政策を各国の実情に合わせ、将来

的に作っていきたいという夢を語って

いた。佐渡の金山では、現在でいう都

市のホームレス（無宿人）、犯罪者な

どを集めて金採掘が行われてきた当時

の模様を聞き、時代の変化に深い関心

を寄せていた。トキ保護センターで

は、このように自然が保護されている

環境ですら、トキの絶滅が起こった点

から、人間の活動と環境破壊に関心が

集まった。
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佐渡島研修旅行
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の国際議員フォーラム（ＩＦＰ）」を

もつハーグでの「ＩＣＰＤ評価のため

に大きく貢献し、極めて重要な意味を

る他地域の国会議員フォーラムの設立

国を含む、数多くの人口と開発に関す

た。ＡＦＰＰＤはアフリカ・アラブ諸

支援を行う上で指導的役割を担ってき

と開発問題および活動に関する啓発と

で、ＡＦＰＰＤはこの地域内外の人口

’九八一年に設立されてから今日ま

かかっている。

どのような人口関連の決断をするかに

ジアの政府、国会議員、そして人々が

○○○年期の世界の人口の動向は、ア

は世界人□の六一％を占めており、二

のコミットメントを刷新する。アジア

を踏まえ、人口と開発に関する私たち

成果と過去の成果および将来活動計画

名の国会議員が集い、ＩＣＰＤ＋５の

夜、日本国、新潟に二八か国から九六

次の千年期と世界人口六○億人の前

る。女性の教育、乳児ならびに妊産婦

都市への人口移動の問題に直面してい

る．多くの国では人口移動ｌ特に

る国と、まだ罹患者が少ない国もあ

率が高い、または急速に広がりつつあ

している国、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの罹患

人口の多い国と急速に高齢人口が増加

よりやや多いか少ないかの国々、年少

変化を経験している国と置き換え水準

アジアの人口は、急速な人口学的な

的そして社会的現実を作り上げている。

ぞれに異なっており、それが各国の経済

る。それぞれの国の人口の状況はそれ

基本的ニーズすら満たせない国もあ

ことができないか、またはその国民の

いる国もあれば、その人口を扶養する

富な天然資源、水資源、食料をもって

いるか、構造改革の真只中にいる。豊

の国々は近年の経済危機影響を被って

国も、経済移行期の国もある。アジア

おり、その中には先進国も、開発途上

様で、その発展段階も多岐にわたって

統合性をもっているがその方向性は多

展を遂げた。この地域は地域としての

為感染症・ＨＩＶ／ＡＩＤＳの蔓延、

き起こしているさまざまな要因、性行

アクセス、同様に高い妊娠中絶率を引

・ヘルスに関する情報とサービスへの

対象とした質の高いリプロダクテイブ

れと男性の参加、特に青年期の人口を

等（○の且閂回。日ご）実現の立ち遅

ことを強く呼びかける。また、男女平

るための長期的展望と戦略を開発する

人口の相互に関する問題を解決に向け

の下で、水、食料、天然資源、環境と

画を実施し、市民社会との密接な連携

全ての政府に対し、ＩＣＰＤ行動計

Ｄ｜「５の一連の活動を歓迎する。

際国会議員フォーラム」を含むＩＣＰ

針を与える「ＩＣＰＤ評価のための国

ＰＤ行動計画を更に推進するための指

するカイロ宣言」を再確認する。ＩＣ

カイロで採択された一人口と開発に関

ＩＣＰＤ行動計画とＩＣＰＤの前夜

に関しても、かなり大きな格差がある。

サービスへのアクセス、そして平均余命

ロダクティブ・ヘルスに関する情報と

行動の呼びかけ

組織した。

死亡、思春期の妊娠率、質の高いリブ

ここ数十年の間にアジアは多大な進
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人口と開発に関するｱｼﾞｱ議員
の形成と立案の支援を行う上で引き続

連人口基金に対し人口政策および戦略

地域委員会を含む国連機関、特に国

基本的条件を満たすよう要請する。

と食料や水のような人間生存に不可欠な

一貫性を確保することで、基本的ニーズ

国際貿易ルールが食料安全保障と完全な

の政府に対し国際的な協定や条約、特に

であることを認識する。私たちはすべて

人口と持続可能な開発問題が不可分

するよう同僚国会議員に要請する。

り、ＩＣＰＤ行動計画の進展をモーター

解決するための）｜致した行動をと

題を各国で議題に載せ、（その問題を

問題を解決するよう要請する。この問

および高い乳児および妊産婦死亡率の

る。

源を効率的に利用するよう呼びかけ

めに努力し、すべての当事者がその資

人口と開発分野により資源を向けるた

クターへの投資をもっと増やし、特に

た、同僚国会議員に対しソーシャルセ

の割合を増加させるよう要請する。ま

中で人口とリプロダクティブヘルスヘ

援助国政府に対し、各国の国内予算の

ルス分野に向けるよう呼びかける。被

から五％を人口とリプロダクティブヘ

るという目標を達成し、その四・五％

七％を政府開発援助（ＯＤＡ）に向け

べての支援国政府に対しＧＮＰの○・

実施する上での最大の障害である。す

する資源の不足がＩＣＰＤ行動計画を

すため、人口政策とプログラム支援す

たし、平和、繁栄そして公正をもたら

には、すべての人が基本的ニーズを満

る積極的な支援活動に向ける。具体的

び地域における人口と開発問題に対す

自らの個人的な関心を、各国、およ

呼びかける。

クを作る上で指導的役割を果たすよう

する世界規模の国会議員のネットワー

ＡＦＰＰＤの加盟国に人口と開発に関

るために、ハーグで勧告されたように

動を支える地球規模的な支援を提供す

する。このような各国および地域の行

る重要な役割を担っていることを確認

らびに各国政府の行動の中に反映させ

動を変え、人々の抱える問題を立法な

の他の地域機構に対してもこのような

ある今こそ行動を起こす時である。人

人口六十億人、次の千年期の前夜で

議員としてこの宣言を実行に移すよう

は変わる“。｜人の人間として、国会

うに思えるが一人一人が変われば世界

ることを、強く誓約する。”世界を変

活動を支援するよう要請する。また、

口と開発問題を早急に解決するよう包

誓約する。私たちにはそうする権限と

き、中心的な役割を果たすよう要請す

国連に対し二○○四年の国際人ロ開発

括的かつ戦略的方法で取り組まなけれ

そして責任がある。

えるということは途方もないことのよ

会議をアジアで開催するよう呼びかけ

ばならない。従って、私たち国会議員

る。またＡＳＥＡＮ、ＳＡＡＲＣやそ

る。

’九九九年十月六日

新潟

の活動が人々と各国政府の考え方と行
人口とリプロダクティブヘルスに対

3３

ｃｃ冗閂仲

人ロ問題協議会会長明石

康

での人口急増の余波は二十一世紀にも

は一面では誠に慶賀すべきことである。

たことを考慮すれば、六○億人の達成

の拡大と医療水準の向上の反映であっ

規模の拡大は技術革新による生産能力

計）。人類が地球に現れて以来、人口

史上初めて六○億人に達した（国連推

一九九九年十月、世界の人口は人類

かに爆発的な人口増加の勢いに歯止め

年にわたる懸命な努力により、近年確

幸い各国政府および国連、ＮＧＯの長

刻な影響を引き起こすに至っている。

の母体である地球の人口扶養能力に深

の活発化は、国境を越えて、人類生存

をもたらした人口急増と人類の諸活動

かけて年に二％という驚異的な成長率

としている。

規模で人類の諸活動に影響を及ぼそう

発途上国にも押し寄せ、いまや世界的

に進んできた高齢化の波は、次第に開

とが懸念される。｜方、先進国を中心

障にさえ重大なインパクトを与えるこ

地域紛争などにも及び、人類の安全保

化、貧困の拡大、水不足、難民問題や

は地球環境の悪化、食糧供給の不安定

確実に引き継がれ、そのもたらす影響

しかしながら、特に二十世紀後半の

がかかり始めている。しかし、これま

Ｉはじめに

一九六○年代から一九七○年代前半に
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２１世紀の「地球家族」の平和のために次期世界人ロ会議(2004年)を日本で

次期世界人ロ会議の日本開催に関する「提言』をコフィ・アナン国連事務

総長に手渡す明石康・人口問題協議会会長（1999年11月１１日国連大学で）

二十一世紀の人類は途上国での引き

続く人口増加と、世界的規模での高齢

化の進行という難問への同時対処を迫

られている。

日本の人口学研究者や報道関係者で

構成されている人口問題協議会は、世

界の人口問題の行方に重大な関心を持

ち、二十一世紀の世界が国境や民族の

壁を越えた「地球家族」として、人口

の変化がもたらす様々な障害を克服し

て、私たちの子孫が明るい展望のもと

で生きられるよう、ここに国連と日本

政府に対し次の提言を行うものであ

るｃ

新しい世紀の幕開けに際し、将来の

世界平和と人類の安全保障に大きな責

任を持つ国連と、国際協力の拠点とし

て国連外交に大きな重点を置いてきた

日本政府が、私たち民間人と新しい

パートナーシップを築き上げていく

為、積極的にこの提言の実現に取り組

むことを強く希望する。

3５

Ⅱ国連および曰本政府への提言

催を要請する理由は次の通りである。

①アジアで初めての世界人ロ会議を

日本で

策の実施報告が行われ、さらにその強

帰趨を決めるといわれるアジア地域で

界人口の三分の二を占め、世界人口の

世界人口会議の長い歴史の中で、世

化政策が合意された。

一一○○四年に予定される次期世界人ロ会議の日本開催を要望する
Ⅲ世界人ロ会議の沿革

い。中国、インド、インドネシアなど

政府間世界会議が開催された実績はな

催された「国際人口開発会議」では、

世界有数の「人口大国」が存在するア

一九九四年、エジプトのカイロで開

らす様々な影響とその対策について

人権問題への国際的な関心の高まりを

人口が世界規模で社会・経済にもた
は、国連のリーダーシップのもと各国

特に西アジア、南・中央アジアを除

ジア地域で、来るべき二十一世紀の人

とみなされてきた女性のエンパワーメ

くアジア地域では、日本を筆頭に東ア

反映して人口問題における「人権アプ

｜九五四年ローマで人口学者によっ

ント（能力と地位の向上）とリプロダ

ジア、アセァン諸国での「多産多死」

政府・国際機関・ＮＧＯによって、十

て産声を上げた人口会議は、一九六五

クテイブ・ヘルス／ライッ（性と生殖

から「少産少死」への人口転換を成し

口戦略を論議することは極めて人類史

年のベオグラード会議を経て、一九七

に関する権利と健康）の保障と推進が

遂げた経験を持っていることは、アフ

ローチへのパラダイム転換一が図『われ

四年にはブカレストにおいて各国政府

人口問題解決へのアプローチの前面に

リカを初めとする人口急増国への貢献

年に一度の割合で世界各地で、世界人

代表による初めての世界人口会議に発

据えられた。カイロ会議から五年を経

が期待できる。

的意義を有するものと考える。

展した。このブカレストの世界人口会

た本年夏には国連人口開発特別総会が

②戦後日本の経験と世界への貢献

た。とりわけ、これまでの社会的弱者

議では、人口政策をめぐる各国の意見

開かれ、「行動計画」の推進状況の検証

口会議が開かれてきた。

の対立を越えて開発政策に占める人口

日本は第二次世界大戦の敗戦直後、

ベビーブームによって、深刻な人口過

引揚げと平和の訪れとともに起こった

六二五万人にのぼる軍人や市民の大量

経済生産システムの崩壊、海外からの

が行われ、新たな目標が設定された。

私たちが次期世界人口会議の曰本開

②日本開催を提案する理由

の重要性や家族計画の必要性について

各国での共通の認識が深まり、世界的

規模で人口安定化への合意が得られ
た。一九八四年のメキシコシティでの

国際人口会議では、全ての国の人口政
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た。しかし、戦後の日本の社会はこの

剰と食糧難、大量失業などを経験し

的な努力が果たした役割を見逃しては

ける助産婦・保健婦・医師などの献身

中等教育の普及と、草の根レベルにお

示唆を与えるものと確信する。

③高齢化のトップランナーとしての

日本の役割

二十一世紀の世界を人口問題の視点

から展望すると、もう一つの大きな課

題は人口構造の高齢化である。一九七

○年代までは北欧など先進国のみの問

題とみなされてきた高齢化問題は、次

第に開発途上国に及び、六十五歳以上

の高齢者が世界人ロ全体に占める高齢

化率は二○○○年には六・九％、二○

五○年には一六・四％に達し、地球全

体が高齢化社会に突入する。

「人口大国」中国でも二○○○年に

は高齢化率が六・八％となり、二○五

○年には二二・六％にも達し、人口約

一五億人のうち六十五歳以上の高齢者

は実に三億三千万人に及ぶと推定され

ている。保健・医療・福祉サービスや

余命が八十四歳に達したことは世界的

長寿を達成している。特に女性の平均

ような戦後日本の経験は、貧困から脱

属することは当然のことだが、以上の

世界各国の人口政策は各国の主権に

けられない。

和を脅かす大きな負担になることは避

開発途上国にとって、高齢化の波が平

年金などの社会保障体制が十分でない

に注目されるところである。この日本

出するために人口転換の早期実現に努

る高齢社会のただ中を進んでいる日本

すでに六十五歳以上が一六％を超え
の人口転換に関する成功の裏には、今

ならない。

ような困難を克服し、「多産」から
「少産」への出生力転換を十年間とい

う前例のない短期間で成し遂げた。他
方、八○○万を超えるベビーブーム人
口は十五年後には経済成長に必要な若

年労働者の供給源となり、また少子化
は家庭の経済や健康の向上に貢献し、
「人口ボーナス」として高度経済成長

の大きな要因となった。この日本の経
験はその後、中国・韓国・台湾・香港
などの東アジア諸国・地域やアセァン

諸国の人口転換を促し、これら地域の
経済発展に寄与したことは多くの研究
者が認めるところである。

日本の経験で特に注目すべきは死亡
率の顕著な改善である。乳児死亡率は
出生一○○○に対しすでに四以下に達

77(男女とも
平均余命男’５０

力している多くの開発途上国に大きな

し、また平均余命は男女共に世界一の

８４世界一の長寿）
5４

女

3.6(世界最低水準）
7０

乳児死亡率(1000に対し）

1998年

戦後初期

日開発途上国で重視されている初等．
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日本の乳児死亡率及び平均余命の変遷
一日本の保健指標の顕著な向上一

人が、さらに二○五○年には三人に一

あり、二○’五年には人口の四人に一

は、世界の高齢化のトップランナーで

道である。

とは、日本が世界に貢献できる貴重な

に本格化する途上国との交流を図るこ

進諸国及び二十一世紀に高齢化が一挙

つ適切な手段である。

意欲を国際的に示すものとして有効か

最大の課題に日本が引き続き貢献する

の最大課題になっているが、人類が経

齢社会にどう対応していくかが内政上

日本では最近の財政窮迫の中で、高

（ＧｌｌｍＣ｝Ｃケ煙］］閉巨①砂］皀旨巴】ご①）」

ジェクト｜地球問題イニシアティブ

九九四年に提唱した米国との共同プロ

て日本政府がカイロ会議に先立って一

く評価されてきたところである。加え

とは、国連のみならず世界各国から高

て人口問題の解決に取り組んできたこ

らは世界第一位の拠出国として率先し

七一年以来年々増額し、一九八六年か

行ってきた。初めて拠出を行った一九

ＦＰＡ）に対し、毎年相当額の拠出を

決に寄与するため国連人口基金（ＵＮ

日本政府は、世界規模の人口問題解

④国連人口基金の最大の拠出国

なり、来世紀に入っても政策決定への

女平等を求める声は国際会議の趨勢と

響力を発揮した。特に女性の人権と男

が集まり国際的な連帯を強めるなど影

わり、また世界各地からＮＧＯの代表

議では各国代表団にＮＧＯの代表が加

ら開催された一連の国連主催の国際会

・北京）など、一九九○年代の初めか

ハーゲン）、「第四回世界女性会議」（同

開発サミット」三九九五年・コペン

会議」二九九四年・カイロ）、「社会

九九三年・ウィーン）、「国際人ロ開発

デジャネイロ）、「国連人権会議」（一

「地球サミット」（’九九二年・リオ

⑤ＮＧＯの活性化

口会議を日本で開催することは来世紀詔

人が六十五歳以上の高齢者になると予

験する初めての試練に取り組んでいる

は、日米両国が率先して地球規模の人

参加を求める女性の声はますます強ま

1997年

2050年
アジア

11人

４人

中国

１０人

３人
インド

１３人

４人

日本

４人

２人

注：潜在的扶養割合（PoIentialSupportRatio）高齢化の一つの

指標。何人の生産年齢人口が65歳以上の高齢者1人を扶溌する

ことになる力､の指標。

測されている。

日本の諸施策を紹介するなど、他の先

口・エイズ問題に取り組む姿勢を明ら

るものとみられる。

ず、専ら人類の平和と共存を願う日本

人類滅亡の危機を招く核兵器を持た

の批准推進運動などにみられるような

ア活動の盛り上がりや、対人地雷条約

潟沖の石油流出事件の際のボランティ

日本においては阪神淡路大震災や新

のこうした実績を背景に、次期世界人

た。

かにしたものとして国際的評価を得

潜在的扶養割合
-21世紀における新しい人口危機は「高齢化」

２１世紀の「地球家族」の平和のために次期世界人ロ会議(2004年)を日本で

ＮＧＯ活動の動きはあるものの、全体

（幸福・福利）を実現する上で大きな

の世界平和と人類のウェルビーイング意義を持つものと確信する。

①リプロダクテイブ・ヘルス／ライ

できない価値を有している。

Ⅲ吉丞泉会議（二○○四年）の基本構想

としてはまだ「揺藍期」にある。

世界人口会議の日本開催は、地球規
模の問題に対する世論喚起を促し、人

口関係諸団体の活性化のみならず、先
進的な世界のＮＧＯとの交流を通じ

一究極の資源」としての人類英知の発

国と途上国がお互いに学び合うことは

迫り来る。これらの課題に関し、先進

達する。また高齢化社会は地球規模で

在六○億人の世界人口が約九○億人に

の人口増加が続き、二○五○年には現

を迎えている。毎年八○○○万人近く

地球規模の共通課題に取り組むべき時

の国々は先進国・途上国の枠を越え、

る自主的な権利を認め、生涯にわたる

性に子どもを持つか持たないかに関す

保障し（エンパワーメン卜）、特に女

用、政策決定などの場で平等の機会を

る一切の差別待遇を排し、教育、雇

扱われてきた女性へのジェンダーによ

れまでの伝統社会のなかでは不平等に

継がれるべきだと考える。すなわちこ

は、二十一世紀においても確実に引き

再確認された「行動計画」の基本理念

開発特別総会（カイロ・プラス５）で

択され、さらに一九九九年の国連人口

て一九九四年の国際人口開発会議で採

過去の世界人口会議の歴史を踏まえ

発的な人口急増の惰性（モメンタム）

現象は、開発途上国における過去の爆

二十一世紀における地球全体の人口

②少干・高齢化社会への世界共同戦略

力が払われるべきである。

がるということを一層明らかにする努

最終的に地球全体の人口安定化につな

個人の人権を重視したこの基本路線が

とが第一義的に求められる。同時に、

達成に向けて更なるアクセルを踏むこ

資金の調達などに関する諸指標改善の

識字率、乳児死亡率、妊産婦死亡率、

ラス５」で新たに掲げられた就学率、

を目指して同計画および「カイロ・プ

動計画」の目標年次である二○一五年

従って、東京会議が実現すれば「行

揮に他ならない。

健康を保障するリプロダクテイブ・ヘ

として、なお当分の間、年間約八○○

ッの継承・強化

アジアに位置し、過剰人口を克服し、

ルス／ライッというコンセプトは、二

○万人の量的拡大が予想される。他

て、わが国のＮＧＯが豊かな国際経験

世界一のスピードで高齢化の道を歩ん

十世紀後半のメインストリームとなっ

方、前述のように世界的な規模での人

を積む絶好の機会となろう。

でいる。日本が率先して世界人口会議

た人権思想の一つの発露として後戻り

日本は世界人口の三分の一一を占める

二十一世紀の人口に立った今、世界

を招致することは「地球家族」として
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ロ転換が進み、先進国の出生率のさら
なる低下とともに開発途上国での高齢

の基盤を形成することが重要である。
③環境・食糧などマクロ的問題への

避けられない現実である。また、途上

国の工業化の進展や生活水準の向上に

伴うＣＯ２の排出量の増加が地球環境

余命の延長によってもたらされる高齢

高齢人口となる。出生率の低下と平均

後半は、世界の増加人口のほとんどが

存をすら左右することが懸念される地

インパクトを与える。将来の人類の生

どの人口変動は人類の諸活動に大きな

人口の増減やその年齢構造の変化な

る。

た一層の協力関係の強化が不可避であ

途上国間の技術移転や資金調達を通じ

ついては長期的展望に立って先進国と

人類共通の課題である地球環境問題に

取り組み

化の進展は人類の文明がもたらされ必

球環境問題と人口問題が不可分の関係

化が次第に本格化する。二十一世紀の

然的な方向であり、人類が初めて経験

にあることは、’九九二年の地球サ

に及ぼしている影響も無視できない。

するもので、その影響は労働力や購買

ミットでも確認された通りである。

社会への軟着陸には先進国以上の困難

どが未成熟な途上国にとっては高齢化

われているが、年金・健康保険制度な

日本を初め先進国ではその対応に追

境に大きな負荷を与えていることは事

及びライフスタイルのあり方が地球環

産・大量消費・大量投棄」という産業

うに産業革命以来の先進国の「大量生

は否定できない。途上国が主張するよ

と途上国の間に異なる見解があること

地球環境問題をめぐっては、先進国

の要因を考えれば、将来の巨大人口を

過剰使用による土地生産性の劣化など

界、水資源の枯渇、有機肥料や薬剤の

方もある。しかし、耕作地拡大の限

オ技術の発展に大きな期待を寄せる見

状である。将来の食糧確保の面でバイ

楽観論、悲観論が交錯しているのが現

ついては短期的、長期的視点によって

地球規模における食糧の需給関係に

力、資金フローなどの動向を通じて国

が予想される。中国やインドのような

実であろう。地球温暖化の要因とされ

養うに足る食糧確保について何人も無

際経済にも大きな変化を及ぼすことに

「人口大国」も近年、急増する高齢人

る二酸化炭素（ＣＯ２）についても工

責任な楽観論には立てないだろう。

なろう。

口への対応に強い関心を示している。

業や生活様式から生じる排出量におい
東京会議は先進国における少子・高

人類の諸活動の拡大に伴って薪の調達

他方、途上国側でも人口の増大及び

たテーマについても世界の英知を集め

糧といった地球的・長期的視点に立っ

東京会議は、人口と環境、人口と食

て先進国側の責任は大きい。
さらに、高齢化に関しては先進国・途

による森林の荒廃、焼き畑農業のサイ

ることが望まれる。’九九四年のカイ

齢化について先進国間の情報・政策に

上国間の協力関係を強化するための共

クルの短縮化等による森林の砂漠化は

関する建設的な意見交換の場になる。

同戦略を打ち出し、援助プロジェクト
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２１世紀の「地球家族」の平和のために次期世界人ロ会議(2004年)を日本で

立に焦点を当てることによって最終的

ワードに一人ひとりの女性の人権と自

ダクテイブ・ヘルス／ライッをキー

ロにおける国際人口開発会議はリプロ

レベルアップが期待される。

団体との交流によって日本のＮＧＯの

境、貧困、教育等に関する世界の民間

人口にかかわるＮＧＯのみならず、環

つであろう。

に向けて発することは重要な意義を持

越えて、二十一世紀の平和戦略を世界

等の問題について大所高所から国益を

⑥ユース・フォーラムおよびシニア

て、世界の研究者や政策決定者などの

力のあり方に裾野を広げて焦点を当

と食糧、さらにこれらをめぐる国際協

設け、人口と開発、人口と環境、人口

治体の協力を得てテーマ毎の分科会を

議のほか国際会議場を持つ首都圏の自

を見失いがちだという不満もある。

口が持っているマクロ的なダイナミズム

の歴史的意義を認める一方で、本来、人

研究者や行政担当者の中にはこの新方針

を打ち出した。世界の人口問題に関わる

ジア議員連盟の中核的な役割を果た

談会」（会長・中山太郎元外相）はア

けている日本の「国際人口問題議員懇

る。世界に先駆けて設立し、活動を続

つ立法府の積極的な関与が不可欠であ

は、各国の政策決定に大きな役割を持

世界の人口問題を解決するために

⑤国会議員フォーラムの開催

を高めることに役立つであろう。

開催することが、世界人口会議の意義

の意見交換を含めた各種フォーラムを

提言活動の場を設定、各国政府代表と

力を得て、世界のＮＧＯによる交流、

かっていると一一一一□っても過言ではない。

と社会がどのように応えていくかにか

する「新しい世代」のニーズに、家族

いく。私たちの未来は、これらの増大

会のなかで「新しい世代」を形成して

人口と若者人口が共存し、共に国際社

％に及ぶ。二十一世紀の社会は高齢者

二十四歳に拡大すると世界人口の三○

七・六％を占める。年齢層を十歳から

ループは、二○○○年に世界人口の一

者、とりわけ十五歳から二十四歳のグ

ケアやサービスの提供されていない若

リプロダクテイブ・ヘルスの十分な

このため首都圏をはじめ自治体の協

頭脳を動員すべきである。

し、ＡＦＰＰＤ（人口と開発に関するア

人類にとって全く新しい課題をもつ高

に人口増加の速度を緩める新しい方途

④ＮＧＯフォーラムの開催

ジア議員フォーラム）の設立をはじめ、

齢者と若者の共存する社会のあり方に

・フォーラムの開催

日本のＮＧＯは自立への努力が試み

世界各地域に人口・開発に関する国会議

ついて、世界の高齢者と若者が日本に

東京会議では東京に拠点を置く本会

られているが、前述のようにその存立

員連盟を設立することに貢献してきた。
東京会議を機会に国連人口基金（Ｕ

（一九九九年十一月）

することの意義は大きい。

参集し、それぞれのフォーラムを開催

基盤の脆弱さなどから未だ世界のＮＧ
Ｏに比して十分な力を発揮するに至っ

ＮＦＰＡ）との協力の下に世界の国会
議員が人口、環境、食糧、資源、開発

ていない。東京会議が実現すれば、人
口、保健、女性、ＨＩＶ／エイズなど
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しかも、この人口の騰勢は二十一世

紀にも確実に引き継がれる。世紀の半

ばまでは毎年七千八百万人、つまりド

イツ大の国が毎年誕生する勘定にな

り、わが国を例にとれば一年半で日本

と同規模の国が増えていくことにな

る。二十一世紀の終わりには百億人に

も達する人口圧力が、地球環境や、食

糧、水、貧困や健康といった人々の暮

らしにもたらす影響を考えれば「人類

の繁栄」は「人類滅亡」に転ずる危険

さえ内包しているのである。

カイロでの国際人口開発会議から五

年、今年三月の国連人口開発委員会で

は次の世界人口会議の開催年や開催国

が話題にのぼるはずだ。それに先立ち

歴史的総括はその人の価値観や立場に

新の時代」と呼ぶかもしれない。その

紀」と呼び、他の人は「革命的技術革

るだろうか。ある人は「世界戦争の世

家は過ぎ去った二十世紀を何と名付け

西暦二○○○年が開けた。後世の史

類の勝利」と手放しで自賛する人はい

な影響を考えると、これを単純に「人

人口圧力が人々の生活にもたらす様々

億人と四倍に膨れ上がったのである。

あった地球上の住人は世紀末には六十

時代」であった。百年前に十五億人で

つの大きな特徴、それは「人口爆発の

人々の福祉に貢献するにふさわしいと

問題への取組みを通して世界の平和と

そ二十一世紀の地球的課題である人口

人口会議を開くよう提言した。日本こ

十年後の二○○四年に日本で次の世界

国連事務総長に対し、カイロ会議から

は昨年秋、小渕首相とコフィ・アナン

私たち人口問題協議会（明石康会長）

よって様々に異なるだろう。しかし、

考えるからである。

ないだろう。

尾崎美干生

誰にも否定できない二十世紀のもう一

￣
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世界人ロ会議の日本開催に結集を

連の関係者に伝えたい一と積極的な姿

アで開くことを「新潟宣言」でうたっ

本をはじめ先進国と、次第に高齢化

『急速な高齢化社会に入っている日

日した国連人口部のジョセフ・シャ

人口問題協議会は、これに先立ち来

はく丁日の開発途上国に役立つこと

た「人口と開発に関するアジア議員

が波及しつつある途上国が協力して

ミー部長にも協力を要請、同部長も強

昨年十月、次期世界人口会議をアジ

フォーラム【ＡＦＰＰＤ）をはじめ、

対応策を講ずることは人口問題の次

い関心を示した。

勢を示した。

政府や経済界、多くのＮＧＯや女性団
の課題である

国の貢献は国連や各国の高い評価を

出国であり、人口分野におけるわが

一、日本は国連人口基金への最大の拠

体などの関係者が日本開催の実現に向

けて大きく結集することを期待したい。
／、

Ｌ／
、〉

一方、昨年十月、新潟市にアジアの

集まって開いた「人口と開発に関する

二十九カ国から九十六人の国会議員が
―、世界会議に集まる各国のＮＧＯと

アジア議員フォーラム」（ＡＦＰＰ

得ていること

ディア関係者で作っている人口問題協

交流することは、わが国のＮＧＯの

わが国における人口学者やマスメ
議会の明石康会長、黒田俊夫氏（ジョ

界人口会議をアジアで開催するよう呼

Ｄ）はその「新潟宣言」の中で次の世
ｌ種どを指摘、小渕首相が掲げる

びかけた。アジアには十二億人の人口

力量の向上に大きく資すること

日、首相官邸に小渕首相を訪ね、同協

「人間の安全保障「｜の観点からも日本

イセフ理事長）らは、昨年十一月十
議会がまとめた「二十一世紀の地球家

国を抜くインド、二億人以上のインド

を擁する中国をはじめ、来世紀には中
これに対し、小渕首相は他国の動向

ネシアなど「人口大国」がひしめいて

での開催は有意義であると強調した。

を日本で」ｌ国連および日本政府へ

や開催国決定の段取りとタイムリミッ

いる。アジアが解決されれば世界の人

族の平和のために次期世界人口会議
の提言Ｉ（資料参照）を提言した．

ト、経費などについて熱心に質問、政

口問題は峠を越えるとさえ言われる

席上、明石会長は日本開催の根拠と

府内での検討を約した。

―、過剰人口を短期間に解決して、経

れていないこと

アでこれまで一度も世界会議が開か

｜、世界人口の三分の二を占めるアジ

しい（ワンダフル）アイディアだ。国

（写真・次頁）、同事務総長は「すばら

旧知の明石会長から「提言」を伝達

アナン国連事務総長にも、国連大学で

続いて十一日には来日中のコフィ・

問題の観点からその人口政策に批判の

いない。こうしたなかで、米国が人権

の、未だに一度も世界会議は開かれて

本開催を模索する動きがあったもの

が、一九九四年に一部関係者の間で日

して、

済発展に結び付けた戦後日本の経験

`３

◇

びアジアのみならず世界に大きな示唆

四、男性七十七歳という世界一の平均

どの東アジアやアセァン諸国の人口転

他方、現在先進国が直面している人

寿命と、世界一低い乳児死亡率を達成

矢を向けている中国や、国境紛争や民

シアでの開催は事実上困難と見る向き

口構造の高齢化現象は、次第に開発途

した「長寿健康国・日本」が平和的手

を与えるのではなかろうか。女性八十

が多く、アジアでの開催ということに

上国にも押し寄せようとしており、高

段で世界に貢献する意義は大変に大き

換を促し経済発展にも寄与してきた。

なれば日本が本命視されてくる。戦後

齢化はまさに二十一世紀の人類的課題

族問題を抱えているインド、インドネ

日本の出生力転換を経済発展に結びつ

いと言える。新しい世紀を「地球家

康前国連事務次長、代表幹事：尾崎美千生

になる。世界一のスピードで高齢化が

ループ。現在の会員数約100名。会長：明石

けたいわゆる「人口ボーナス｜の活用

なり1973年１月に設立された人口問題研究グ

族」の一共生の世紀」とするためにも。

分野の専門家やマスメディア関係者が中心に

進行している日本の対応と経験は、再

人口・家族計画・リプロダクティブヘルス

は、その後韓国、台湾、香港、中国な

人口問題協議会

氏。

資源、環境、開発、女性などあらゆる角度
から人口問題を究明し、その本質を広く一般
に啓発・提言していくことを目的としてい
る。年１回「世界人口デー」記念特別シンポ
ジウムを７月に、また年６回程度の定例研究
会を最新のテーマに基づいて開催している。
1974年「世界人口会議｣(ブカレスト)､1984
年の「国際人口会議｣(メキシコシティ)､1994
年の「国際人口開発会議」（カイロ）などの

国際会議には協議会会員の多数が政府代表団
団員やＮＧＯ代表として参加している･

事務局
財団法人家族計画国際協力財団
（ジョイセフ：ＪＯＩＣＦＰ）
〒l62-0843東京都新宿区市谷田町１－１０

保健会館新館ジョイセフ人口問題協議会事務局
電話（０３)3268-3150ＦＡＸ（03)3235-9776

Ｅ－ｍａｉｌ：info＠joicfp・ｏｒ・jｐ
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し、評議員会を設置し、評議員の選出した。これは、平成８年９
月20日、並びに平成９年12月１６日の「公益法人の設立許可及び指

導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基
準」の閣議決定に基づくものである。

選出された評議員各氏は次の通り。（五十音順）

氏名(敬称略）

岡崎陽

桐生

清水
辻井

之

津矢津瀬田岡

`５

田塚井野

戸殿永中原 船降谷柳山
吉

晴英弘猷信謙洋 昭憲義友三茂

嵯峨座

元厚生省人口問題研究所所長

明稔夫佑博元一夫二介 雄一男彦郎平

菅野

現職

牡)東京銀行協会専務理事
大阪産業大学教授

早稲田大学人間科学部教授
東京慈恵会医科大学環境保健医学講座主任教授
京都大学大学院農学研究科教授
㈱日本鉄鋼連盟常務理事

電気事業連合会専務理事
卿日本電機工業会専務理事
東海大学教授

東京大学東洋文化研究所所長

(肋日本原子力文化振興財団専務理事
㈱日本家庭問題研究協会副会長

衆議院議員・農林水産総括政務次官

前ネパール国特命全権日本国大使
日本大学生物資源科学部教授・東京大学名誉教授
㈱日本自動車工業会事務局長
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本協会は、１０月21日の臨時理事会で寄附行為の－部変更を議決

醤辮興檸
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蝿
．Ｊ

整合性のある

Ⅲ世紀の革新的な援助の枠組みを求めて

fｆ

鋤

サービスなのである。その一方、保健

省等の社会サービス関連省庁の経常予

算は、そうしたサービスの維持管理費

用及び給与部分に既にほぼ充当されて

おり、援助プロジェクトを新たに受け

取ることで、ある部門（例えば地域保

健）に充当されている経常予算を削減

することで、新規案件の維持管理費用

を捻出せざるを得ないということが発

展途上国（特に最貧国）の保健部門で

る。例えば、小学校教育、公衆衛生な

収を図るべきではないことが普通であ

公正という観点からも、高率の費用回

いことが多い。またサービスの社会的

収を図ることが、最貧国では特に難し

供によって一定の料金を課し、費用回

る。社会開発部門では、サービスの提

同様の困難をほぼ不可避に抱えてい

とがなく、多くの最貧国の保健部門で

することが多いために、うまく働くこ

が、それぞれの思惑、事情などで行動

はそうした配慮は、各々の援助機関

るということになる。しかし、現実に

の財政逼迫下では厳選されるべきであ

効果の高い新規案件のみが、受け手国

費を削っても余りあるような社会開発

理論的には、他のサービスの維持経

は生じやすい。

どほぼ無料で供給されるべきものから

また様々な援助機関によるバラバラ

は稀少資源の効率的な連携が失われて

用回収を図るようにはそもそも計画さ

の援助が続くと、そのセクターは言わ

若干の使用者負担を課す簡易水道など

れていない。従って、税収による政府

ば「虫喰い」状態になってしまう。実

しまうことが少なくなかった。

財源から補助されることが必要な公共

様々であるが、しかしこれらは高い費

開発部門と、財務上の運営維持の面で

保健部門への開発援助は、他の社会

はじめに

内田康 雄（神戸大学院教授）

ハ

`６

ＳＷＡＰ

<右頁･写真>アフリカのマサイ族
はイメージ写真(ＪＡＬ提供）

を改め、稀少資源の効率的な運用のた

る。そうした連携の弱い援助資源供給

いったことが稀ではなかったのであ

できない、あるいは壊れてしまうと

ター全休の整合的な政策と戦略が設計

ト毎の目標制定をすることで、セク

際、様々の援助機関が個別プロジェク

てきている。

局・目豈８℃３頭日目白一コ、）が注目され

としてＳＷＡＰ（の①２．局－三一号ン頃）‐

してきている。その代表的なアプローチ

して管理していこうとする動きが拡大

同の資金（で。。］旨、驚国ご鴨冒・貝）と

能な限りそのセクターの開発資源を共

国）と関係援助機関が共有し、さらに可

管理規則が、保健省及び関係組織内で

ジェクト毎に持ち込まれる多種多様な

への熱意を削いでしまった、②プロ

で統一のある保健セクター政策の構築

き過ぎたプロジェクト化は、⑪包括的

る問題点はこのように要約できる。行

（百・。］の（営圏底○二）に陥ったことによ

的に保健セクターのプロジェクト化

のマネジメントの分断化になってしま

めに、保健セクター全体的（ｍの２。『ｌ

亘〔庁）な政策と戦略をホスト国（被援助

い、曰、葺員」・目］８℃色白亘は弱まれ

ど強化されることはなく、保健セク

分析がセクター全体的な配慮で進ま

ターの資源配分の是正が進まず、政策
クト型支援はあまり貢献することはな

プロジェクト型支援の限界と援助協調

アフリカ諸国（サブサハラ以南アフ

教育機構1994年

ず、いつも個別の問題毎の対応に終っ

健財源確保の方法」国際開発高等

かったという評価が次第に広く認めら

シングの考察」ｒ国際協力論集」
第３巻第２号1995年、「薬剤回転
資金（ＤＦＲ）のモデルと一般的
問題点」「薬剤回転資金に関する
研究」1995年度医療科学研究所助
成研究、「プログラム予算化手法
の研究」「途上国における地域保

リカ）始め、様々の低所得発展途上

門のコミュニティー・ファイナン

てしまった③このような保健資源の

王国の健康保険制度の拡充とヘル
スケアの政府部門・民間部門の複
合化｣、「国民経済雑誌』第178号
第５号1998年、「再貧国の保健部

れるようになってきている。援助によ

Washington，Ｄ、01999．「タイ

国、最貧国では、自律発展性のある自

inJapan･ｓＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＡｓｓｉ‐
stanceinPopulation"PRB

運営体制の断片化が、長期的な整合性

●内田康雄くうちだやすお＞

る働きかけ（］貝の『どの昌一。。）が、｜般

1947年三重県生まれ
<現職>神戸大学大学院国際協力研究科教
授
<学歴>東京大学社会医学系大学院博士課
程修了
<職歴>アジア開発銀行、ＯＥＣＤ、ＪＩＣＡ
等国際援助機関のアドバイザー、
ＣＡＲＥＪＡＰＡＮ評議員
<主な著醤>"PotentialandConstrains

国の保健システムの形成にはプロジェ

の保たれた発展のための基本となる保

健セクターの組織とキャパシティーの

発展強化を妨げてしまったと。

またホスト国の一貫した政策（ｍｇ８『

己・冒望）とその適用という点で、消極

的であったことも、バラバラのプロ

ジェクトが保健セクターを容易に席巻

してしまうことを許してしまった原因

でもある。他に援助機関がそれぞれの

`７

１．

い手（援助受容側）は、特に最貧国な

が、働きにくい特異な関係である。買

には対等になりえるような交渉関係

にある売り手と買い手のように原理的

なってきた。開発援助は、マーケット

を固辞することも問題軽減の障害と

なため、当初考えられた開発効果もあ

ぞれの案件の維持管理費用も不足がち

調整なしに供給されてきた結果、それ

且つ様々なプロジェクト型援助が援助

部分）が住々にして逼迫状態にあり、

既に述べたように政府予算（特に経常

受け手である低所得発展途上国では、

たって、パートナーシップということ

従って、援助機関には長期的視野に

くべきだという意識が高まりつつある。

ばれてきた受動的な関係を脱皮してい

の運営にのみ関心をもつ援助機関と結

性の薄い自分のプロジェクトの個別毎

諸国では、ホスト国として他との関係

たといえる。｜方、援助の受け入れ側

面で、中心的なイニシアティブとなっ

どは売り手（援助機関）に対して交渉

げることなく、プロジェクトが内包す

をよく考慮し、包括的な合意のとれた

形態であった。しかしこうした援助の

力（ず色『、巴。ご血で（）葛臼・）をほとんど

る施設や機材が早々と劣化していくと

国家的政策の支援者として協力しても

働きかけ（旨冨目。『］昼。。）の優先度

待ちえないことが現実である。

いうことが珍しくはなかったのであ

らうべきだということである。その一

これまでプロジェクト型の援助が、

るｃ

保健セクターにおいても中心的な援助

つとして、援助機関毎のそれぞれの計

画、モニタリング体制を統一あるもの

着目したのミンでご｛｝』の庫の四』曰、の９

である。特にここでは、保健セクターに

８月ローｏＰｄｍ国曰目〕冒頭の省略の形

ＳＷＡＰとは、、の。←Ｂｉ三国の少己ご‐

ターの共通の政策合意に基づき、すべて

いう面があるが、基本的には当該セク

界銀行のリーダーシップが強く現れると

だ、ＳｌＰにおいては、最大ドナーの世

もＳＷＡＰの一形態と考えられる。た

の整合的な投入を、政策面で図るとい

このようにＳＷＡＰには、援助資源

いる。

ブルな体制を構築することを目指して

抑え、より透明性のある、アカウンタ

することで人的、財政的管理コストを

にしていこうとする動きがある。そう

８門を念頭において議論を進める。因み

の援助資金を理想的にはバスケット・

うことの他、資金管理面でも共通の国

２ＳＷＡＰ【の：。『－富（旨シｂ胃・鱒昌一・博。、国目口員】とは

にＳＷＡＰという用語法以外に、ＳＩＰ

ファンドに組み入れることを目指すとい

際公共財としてバスケット・ファンド

を創設し、種々の援助資金をマネジメ

う点で共通している。

特に世界銀行のＳＩＰは、セクター

ントとする二つの枠組みからなる。特

（の①。５門旨く①、日〕の昌勺局。、円四日、）とい

よるご円・沙。⑪の。－．門凹む頁○四：による

の包括的で整合性のとれた政策形成の

う表現もある。後者は、主に世界銀行に

セクター・ローンのことであるが、これ

`８

ＳＷＡＰ

ド（あるいは己（〕Ｃ｝曰”宵田口明①白①ご一）

ないかもしれない。バスケット・ファン

援助機関にとっては、合意が容易では

国益などから自由になりにくい二国間

に後者は、援助機関、とりわけ自国の

同して作成するというものである。

ホスト国政府と関係援助諸機関とが合

手続を統一し、そのための作業計画を

関ともに負う③また、援助運営の諸

責任を、ホスト国政府と関係援助諸機

ることを目指し、②その計画と管理の

と。

の審査と評価、監査の体制が整うこ

尚援助機関間の諸資金に対して合同

国内で作られていること。

ションの体制が、ホスト（受け手）

⑰援助機関間の援助コーディネー

連の取り組みがなされる必要がある。

実施レベルでみると以下のような一

る体制が準備されること。

㈹包括的且つ正確な情報管理ができ

とは、Ⅲ最終的には、すべての援助資

金を共通のファンドに組み入れ管理す

ＳＷＡＰの枠組み

・ホスト国の保健省と援助諸機関との

考えられる。⑥セクターに関する政策

は、このような制度的環境の整備が不

従って、ＳＷＡＰを推進させるに

活動の経常費用（リカレント・コス

である。

と戦略、⑪セクターの必要資源の計画

可欠となる。

ト）としてプールする。

ＳＷＡＰの構成要素は、このように

（多年度の歳出の枠組みがあることが

Ｈマクロ経済の安定。

定期協議（四半期ごとに開催）。

望ましい）、何ホスト国（援助受け手

口政府予算会計システムの透明化、
関連業務との結びつきの明確化を図

》つ◎

スケット・ファンドの枠組み内で行

・技術支援、薬剤等の消耗品輸入もバ

・援助資金の一定部分を地方レベルの

国）のシステムに合う、共通のマネジ
メントの枠組みが設定されること、そ

り、援助資金の己。。」旨血自国□ぬの‐

価の推進。

・統合された審査、モニタリング、評

諸能力の強化。

・予算計画・管理そして会計、監査の

す。

ターの各プログラムに再編成し直

・縦の系列のプログラムをサブセク

して、⑪共通の基準に基づく審査、モ

曰保健部門の全体的な政策のみなら

日・具の基本条件を整える。

たＳＷＡＰの仕組みのなかでは、様々

ず、各サブセクターについても包括

ニタリング、評価の体制である。こうし

の資金供与の仕組み（、①ｇｏ局すこ局の一

的なプログラムと戦略の形成。
側公的部門のマネジメントの分権化

２層・１・酸の。一・円白く①印一日の貝肩・‐

ぬ国【ＰｂＣＣ一一コ”胃田口、の目の貝）や特

とプログラムの実施に対する州等の
各地方ベースの支援体制を強化。

定の調達条件の付いた援助までもが、
有効に組み入れ編成しようとするもの

4９

3．

プロジェクト型支援からのＳＷＡＰへ

また保健セクターへの目的使用する

ヨーロッパ共同体（ＥＣ）の構造調整

万ドル相当、一九九五年には二千五百

あったものが、一九九○年には千二百

し、一九八四年には百万ドル相当で

入ると保健セクターへの援助額が急増

り上げる。ガーナは、一九八○年代に

を推進しているガーナを一例として取

確にし、ＳＷＡＰによる保健セクター

うしたプロジェクト型支援の限界を明

理解されるようになってきている。こ

ことの重要性が援助諸機関にも徐々に

クター全体を睨んだ支援政策を考える

の評価が定まってくるにつれ、保健セ

プロジェクト型支援の限界について

においてもプロジェクト型支援がはら

ディショナリティーを有する）。ガーナ

援助機関のプロジェクトも多数のコン

る余地は残されていなかった（二国間

助にほとんど代替的なメカーーズムの入

まっていた。実際、プロジェクト型援

財務省の関与は極く小さいものに止

ぱら援助機関と保健省とで行われて、

ジェクト型援助に関する交渉は、もっ

費用のほとんどを占めていた。プロ

いは外貨ポーションがプロジェクト総

諸費用（◎南：。円のの恩田〕、の、）、ある

タント派遣費用などの買付が国外での

くの案件で、機材、専門家・コンサル

資源が保健政策と整合性をとれるように

ロ日Ｃが設置され、援助による投入

コヨ”】二。ゴー一・国ご函四ごｑ固く巴巨ｇ」。ご

された保健省にＰＰＭＥ（宅。』】Ｃ学国四ロー

の制度再編を必要とする。新たに再編成

織の構造と命令系統など、このセクター

は、これまで作られてきた入り組んだ組

保健政策と保健資源の体系的な調整

ある。

して準備する環境が整ってきたようで

から徐々にＳＷＡＰを現実的なものと

中期戦略の枠組みが作られ、このころ

るようになった。また、一九九三年に

以外の経常経費の八○％を資金供給す

ＥＣはガーナ保健財政のうち給与部分

関連の資金供給が始まった。そして、

万ドル相当に膨れ上がり、援助機関数

む問題点は明確化されてきたが、援助

ｌガーナの例に基づきＩ

も、二国間、多国間合わせ十五機関が

援助調整の役割を担うこととなった。

援助機関が供与する資金フローと保

諸機関が援助協調（巴』８。『＆己昌・己）
に踏み出すにはもうしばらくの時間を

源／活動の投入を行ってきた。プロ

を続け、それぞれ個別の案件目標、資

Ｄ）の食料援助による見返り資金を保

と、アメリカ国際援助庁（ＵＳＡＩ

しかし、一九九○年代初頭に入る

資金を支出しており、それぞれの援助

くは直接自分たちの援助プログラムに

高く評価されておらず、援助機関の多

た。なぜなら保健省の財務管理能力が

健省との関係は、厄介な問題であっ

ジェクトの発掘と形成は、援助機関の

健プログラムに充当するようになり、

要したＰ

一方的な主導で普通行われてきた。多

の援助機関は、プロジェクト型の援助

一九九○年代まで、ほとんどすべて

関与するようになった。

4．

5０

ＳＷＡＰ

マネジメントの枠組みが設定され、そ

手）国のシステムに合う形で、共通の

歳出の枠組みの形成、回ホスト（受け

る政策と戦略、⑪セクターの多年度の

実際ガーナでは、⑥セクターに関す

なった。

るためのメカニズム強化が進むことと

とに弾みがつき、援助調整を機能させ

国海外開発庁）などから供与されたこ

セクター支援が英国（当時ＯＤＡ／英

る。こうした動きに対応するように、

担当官（８日『・］〕閂）を設置してい

ル・パースと考え、一九九三年に財務

は財務マネジメント強化がクリティカ

することはなかった。従って、保健省

と多方面にわたる理解が必要となる。

わるため、この作業には忍耐強い努力

要である。実際、多くのアクターが関

スト国と援助諸機関の間との協同が必

には、強い政治的コミットメントとホ

と思われる。援助コーディネーション

一世紀の援助の基本的な枠組みとなる

には至っていないが、ＳＷＡＰは二十

従って、まだ明確に評価結果が出る程

かの発展途上国で進められている。

がら、アフリカ諸国を中心に、いくつ

は、依然様々な試行錯誤を繰り返しな

を目指している。この革新的な試み

十全に機能するようなシステムの構築

法、メカニズムを見直し、援助調整が

ＳＷＡＰは、これまでの援助の方

やできない相談であろう。まず我が国

て「日本の顔」を主張することはもは

なか、包括的な戦略形成の場を回避し

による諸問題に関する深い分析が進む

のプロジェクト化（ロ。］の。ごｍ口ごｏご）

キリしてくるであろう。保健セクター

そうすることで、「日本の顔」もハツ

る知的貢献ができるはずであろうし、

参加が可能である。またそこで大いな

も、セクターの政策と戦略の形成には

スケット・ファンドに参加できなくと

う主張を繰り返している。しかし、バ

して「日本の顔」が見えなくなるとい

日本の援助関係機関は、ＳＷＡＰに対

で様々な困難や反対に直面しているｃ

発生することが避けがたく、その度に

して、⑪組織制度能力（旨い冒巳」。：

それぞれのアクター（ホスト国と援助

はＳＷＡＰの枠組みとどこまで協調で

機関が各々異なる支出と会計の取り決

］の賀）蝕臼口）を含めた共通の基準に基

諸機関）の業務手続きの特徴を理解

きるか真剣な検討を、アフリカ諸国を

当該セクターをともに改善強化してい

づく審査方法などが徐々に形作られて

し、可能な限りすべての関係者が受け

中心に低所得発展途上国の長期的な発

めを維持していることもあり、再編成

いる。例えば、合同の審査に関して、

入れることができる選択肢を明確化す

展という視点から、始める必要がある

るという連帯感に基づき基本的協定が

世界銀行、ＤＡＮＩＤＡ（デンマーク

るために、詳細な作業が必要である。

》つ。

されたシステムは直ぐにはうまく機能

国際開発庁）ＯＤＡ等が協議を重ね、共

こうした過程にはかなりの「抵抗」が

実際、ＳＷＡＰの推進には、これま

守られることが肝要である。

通の枠組みが設計されることになった。

釘

蕊 葱1ｹ;|A:lilnii録蝿夛鼻鐘奨
皿、

Ⅱ,4--一・TP-,｡~

■jJL.■■■■■

0ｋ
少f

鰯

開会の挨拶をする広瀬次雄
常務理事(上)と講演者の辻
井博教授(左）

曰本の． 〆と農業

■■■・■一口口金■■曰沢口■■。■■一山へ■■形 で■■一・一閾

｣_

山形中央会、ＮＨＫ山形放送局、山形

には山形市の山形国際交流プ ラザ・交流サロン（山形県、山形市、

金沢コンベンション・ビュー □Ｉの後援）で、十一月十九日（金）

中央会、ＮＨＫ金沢放送局、 テレビ金沢、読売新聞社北陸支社、卿

金沢市の読売会館ホール（石 川県、金沢市農業センター、ＪＡ石川

辻井博・京都大学大学院教授 を講師に迎え、十月二十二日（金）に

題として注目されているが、 この状況を広く、｜股に訴えるため、

世界人ロが六十億人を超え、、人ロと食料問題が地球規模の重要課

く

ｎＵＡ図。「『

蕊

li

もたらす国防、治安維持、年金を支え

の関連と来世紀に日本が直面する少子

ロの推移、人ロと食料、環境、エネル

瀬次雄本協会常務理事が一一千年来の世

催した。

界の食料不安ｌ日本のコメと農業ｌ」

○○人が参加してＡＰＤＡセミナー

ョン・ビューローの後援）で県内から

、山形放送、山形テレビ、山形コンベ

イヒギ界を司約ン新Ｊ
が｜人広開世三シ間Ａ

ぬ一Ａ厘料不安

昨醒眼いぃ肚岻軒騨

凸４３⑪ｉ１．Ｊ＆白。、・２ｒＴＪ

。

識
＄

潔鍵鱗

孟皿輿過迩塗聖鑿塁壁;豐篁
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5２

る若者の人口減少などについて一一十一世紀の国家的緊急課題である
と開会の挨拶を行った。

辻井博教授の講演内容は次の通り。

辻井博に教授講演千要旨▲

》世界の三大穀物の特徴とコメの自給体制曇

世界の食料生産を見ると、高所得国護により過剰に生産され、貧しい発展

の農業政策の転換、人口爆発、所得水途上国には輸出補助金付きでダンピン

準と食料消費構造の転換、農地や水不グ輸出されてきた。

足による食料生産や農業技術の進歩のアジアでは、農家、農村、地域、国

限界などから二○二○年頃には世界ののどのレベルでも、コメはまず自給・

食料生産は逼迫すると考えられる。｜消費することが優先される。一方、米

方、世界銀行や米国国際食糧政策研究穀の稲作農家の調査では、自分の作っ

や農家はコメが自給的穀物ではなく、

所などは、世界の食料は充分間に合うたコメの味を知らない農家が多く、国
との見解を出している。

コメは、世界総生産量の九一％がア販売・輸出の増加を目的としてきた。

ジアで集中的に生産され、そのほとん世界のコメ貿易市場は、非常に不安

どをアジアで消費するアジアの自給的定である。その理由は、コメの世界総

穀物である。それに対し、畑作穀物の生産量のわずか四％が貿易市場を流通

小麦とトウモロコシの生産地は地球上するだけという、非常に薄い市場性の

の全大陸に分散し、これらの需要が大ためである。他の主要穀物の貿易市場

陸別の自給的穀物ではなく、北・中部を見ると、小麦一九％、トウモロコシ

アメリカとヨーロッパの高所得国の保が一四％、大麦一二％、大豆二九％な鐙

ることから、政治財と呼ばれる。その

動などを発生させ、しばしば政変にな

になると政治的な不安定性が増し、暴

メは、価格が高騰したり供給が不安定

アジア諸国で主食で賃金財であるコ

国では、農政の失敗によりコメが四○

食料である。’九八○年朴政権下の韓

が三五％と平均五○％を占める重要な

％、タイ五五％、インド三○％、中国

は、日本が二五％、ミャンマーで七七

アジアのコメからのカロリー摂取

十月の六千バーツから五カ月で一万二

コクＦＯＢ輸出コメ価格を一九九三年

をとってきた。

ため、アジアでは薄く不安定な世界の

％減産し、コメの緊急輸入により、コ

ととコメに比べその割合が高い。

コメ市場は頼りないと判断し、主食で

千バーツに急騰させた。第二のコメ輸

大冷害により作況指数が七十五で

は、インディカ米の価格まで急騰さ

コメ輸入国となった。日本の大量輸入

ジアの飢餓人口を増大させることに

困層を危機に追い込むことになり、ア

蘂

世界の穀物在庫率は、’九八七年以％でＦＡＯの安全水準の一七％ぎりぎ

一一○一一○年の世界穀物需要

あった一九九三年の日本の平成のコメ
米の輸入が必要となった。ジャポニカ

米は一五○万トンしか世界市場を流通
しておらず、日本の輸入は不可能で
あった。これが平成のコメ騒動の原因

九九四年度は一八四万トンと日本が薄

～’九九四年で二八八万トン、特に一

日本のコメ緊急輸入は、’九九三年

ウモロコシなどの飼料穀物は二・八に上昇した。

小麦は二一・五％、コメは一四％、ト九九五年から一九九六年にかけて大幅

九九七／九八年末に一五・三％、うち物価格やバンコクのコメ輸出価格は一

ている。穀物合計の予想在庫率は、｜ような状況を反映して、シカゴ穀物先

降傾向的に減少し、穀物価格が高騰しりかそれを大幅に下回っている。この

い世界のコメ市場で、突然世界最大の

であった。

》

なった。

コメ小売価格を急騰させ、低所得・貧

は、インドネシアなどの発展途上国の

期に倍増した。日本のコメ緊急輸入

出国である米国のコメ輸出価格も同時

蘆~iii

せ、世界最大のコメ輸出国タイのバン

日本のコメ輸入と国際価格変動
》日本のコメ輸入と巨

安定を図るため、自給達成・維持政策

メの国際価格が急騰した。

ii

政治財であるコメの国内供給と価格の

巖

騒動では、二五○万トンのジャポーーカ

型驫蕊蕊1駁
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ＡＰＤＡセミナ

内容とする一九九二年の大農政改革と

補助による中小規模経営の保護などを

り、徐々に強化され、生産調整・直接

生産調整と支持価格引き下げに始ま

ＥＣの食料政策転換は、’九八二年の

保全政策へ農業政策を転換してきた。

上げ・過剰削減・地域格差是正・環境

産・ダンピング輸出政策から保護引き

後半からそれ以前の保護強化・過剰生

的に減少し、’九九四年には六・九億

ピークまで増加したが、それ以降傾向

面積も七七年の七・六億ヘクタールの

的に減少してきた。世界の穀物総収穫

九九四年の○・一二ヘクタールへ傾向

九五○年の○・二四ヘクタールから一

の人口一人当たりの穀物収穫面積は一

然資源がある。人口爆発により、世界

規定要因として土地、水・灌概など自

供給要因を見ると、穀物の長期供給

して環境的原因よる。農業は、世界の

めた。この傾向は、経済的、管理的そ

までの増加傾向から反転して減少し始

ら人口一人当たりの灌概面積は、それ

一％強に減少している。一九七八年か

は年二％強あったが一九八○年代には

は、’九六○年代から一九七○年代に

の影響を受けている。世界の潅概面積

あたる二十億ヘクタールの土壌が劣化

十億ヘクタールの土地のうち一五％に

る。ある研究によれば、地球上の百三

では、特に速く起こる。中国、タイ、

なり、一九九三年のウルグアイ・ラウ

ヘクタールになった。ＦＡＯの一九八

淡水供給の三分の二を使用しており、

減の継続下、二十一世紀にかけて継続

ンド合意につながる。米国も一九八五

九年のデータによれば、世界の総耕地

この農業用水資源にも強い制約が働い

政策要因を見ると、欧米は戦後一九

年、一九九○年の農業法で生産制限と

は約十五億ヘクタールでうち八億へク

ている。世界各国の経済成長からくる

インドネシアなどで、優良農地が工

輸出補助金制度が強化された。そし

タールが途上国にある。二十一世紀に

農業用水の工業・生活用水への転用、

され八○年代中期から逓減してきた世

て、この保護削減、過剰抑制は一九九

かけて経済の急成長と人口爆発は、主

米国、中国北部、インドなどでの地下

八○年代中期まで農業保護政策に支え

三年のウルグアイ・ラウンド農産物貿

として途上国で発生するから、農地の

水の農業用水への過剰利用による枯

場、住宅、道路などへ急速に転用され

易合意へ引き継がれた。この転換は、

供給の問題はまず途上国の放牧地と森

渇、年々悪化する黄河断流と灌概への

界穀物在庫を低位に保ち、高位貿易穀

’九九二年のＥＣの農政改革、一九九

林のうちどれだけが穀物生産に転用で

投資の停滞などがある。遺伝子転換や

られ世界の穀物過剰・輸出地帯・国で

○年の米国農業法と一九九三年末のウ

きるかである。経済成長に伴う農地法

遺伝子地図作製の方法によるバイテク

てきた。土壌劣化は世界で進行してい

ルグアイ・ラウンドの農産物合意に

制度のような農地を確保する制度が存

は、過去二十年間作物単収を大幅にを

物価格の状態が維持される。

よって強化され、ＷＴＯ体制と米国の

在しない、かつ経済成長の早いアジア

あった。しかし、欧米は一九八○年代

一九九六年農業法とＥＵの農業保護削

５５

二○二○年にかけて発展途上国での人

十一世紀にも衰えることなく増加し、

度経済成長が動物性蛋白質消費の増加

心とするアジアやその他の途上国の高

は、発展途上国の人口爆発と中国を中

のような大量な穀物不足が発生するの

七億トンほどの巨大な不足になる。こ

いＳＢＳ輸入米価を基礎にすると現在

コメの関税化の場合、競争輸入に近

する。

などの北東アジアでも同じ問題が発生

れなくなる。このことは、韓国や台湾

農村の多面的機能の維持増進が達成さ

分が望む食料安全保障の確保や農業・

口爆発はそれだけで穀物必要員を爆発

を引き起こし、それに伴って飼料穀物

の関税率は四○○％ほどである。しか

は○・一五億トン、世界全体では四・一

させることから、この期間に穀物供給

需要が爆発的増加を引き起こすこと

し、関税化後すでに何度も米国の大統

上げると期待されたが、現在現実的成

量も急増しなければならない。二○二

と、発展途上国を中心に自然資源・環

領や通商代表部代表などが強くこの

果はほとんど得られていない。

○年にアジアの発展途上国で三・二億

境・農業技術制約が穀物供給の増加を

需要要因を見ると、世界人口は、二

トンの膨大な穀物の不足が発生する。

制約するためである。

「高関税率」引き下げを要求してお

そのうち中国は一・七億トン、インド

り、本年十一月からの新ラウンドや二

○○○年からのＷＴＯ再交渉で大幅引

し、価格形成に市場原理主義を一層活

とし、農産物の内外価格格差を縮小

規模経営を発展させて日本農業の中心

大規模経営に集積し、生産性の高い大

二九九八年二月）は、農地と政策を

九八年九月）と新農業基本法政策大綱

農業・農村基本問題調査会答申（一九

新農業基本法の基礎となった食料・

は長期的に低下し、火山列島の地形の

期的に引き下げられ、国内農産物価格

の関税化では国際交渉で決まる率で長

めに決定される関税率は、ＷＴＯ体制

あろう。内外価格格差を埋める形で初

は、その他の農産物にも拡大されるで

内の重要な変革であるコメ輸入関税化

九年四月に始まった平成農政改革体制

比べより明確に提示している。’九九

別に最適自給率を決め、その範囲で貿

環境、自然資源条件を考慮して農産物

的条件のみならず政治、社会、文化、

すべきであり、その他の農産物も経済

日本をはじめ各国は、コメの自給を

る可能性が高くなる。

日本の稲作規模とコメ自給率は急減す

場原理に従い、見えざる手に導かれ、

％以下になり、コメ輸入が急増し、市

○○五年には輸入米の関税率が一六○

き下げを強制される可能性がある。二

用し、価格下落には農業所得確保政策

日本の高生産費国内農業・農村を消滅

易自由化すべきである。

新農業基本法のあるべき姿

を導入すべしとし、市場原理主義を農

される可能性が高い。日本国民の大部

錦繍蕊鶏姦

政に導入すべきことを新農業基本法と

…骸

5６

ブカレストでヨーロッパ･カウンスル開く

極払嘩〉ダ

ーィ・〈市釦》
βへし

ごＩ、

、丸醒
Ｊ

Ｑ‐へ一一

ロッパ域内での人口と開発に関する

ネットワークづくりにヨーロッパ・カ

ウンスルがどのような役割を果たしう

るか」の二点を協議した。

同会議には谷津義男・農林水産総括

政務次官／国際人口問題議員懇談会副

幹事長が、人口と開発に関するアジア

議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）の桜井

新議長／国際人口問題議員懇談会幹事

長の基調講演「人口と開発における国

会議員の役割とは一を代読し、世界最

初の人口と開発に関する地域議連であ

るＡＦＰＰＤの設立契機、議員活動の

意義などについて発表を行った。

この基調講演は、一九九四年の国際

人口開発議員会議以来、ＡＦＰＰＤが

クの後援で一九九九年十月二十一日’

（ＩＰＰＦ）ヨーロッパ・ネットワー

ＦＰＡ）ならびに国際家族計画協会

ニア国会の招待、国連人口基金（ＵＮ

ヨーロッパ・カウンスル主催、ルーマ

（ＩＦＰ）の提言に基づき、「ヨー

会議評価のための国会議員フォーラム

月にハーグで開催された国際人口開発

行動計画の目標達成の検証」と本年二

迎え、ヨーロッパ諸国におけるカイロ

同会議は、｜ＩＣＰＤから五年目を

る超党派の国内委員会を設立する」、

｜ヨーロッパ各国に人口と開発に関す

二日間にわたる熱心な討議の結果、

びかけを中心としたもの。

国に超党派の国内委員会を“という呼

関する地域議連を“、そして〃世界各

きた、“世界の各地域に人口と開発に

主導して開催してきた国際議員会議

中央サディック事務局長の左隣に谷津義男議員

の議会宮殿で開催された。また、本年

人ロ学的変化と持続可能な
開発に関する国会議員会議

ヨーロッパ・カウンスル移民・難民

」7ざ／

で、桜井ＡＦＰＰＤ議長が訴えかけて

ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｶｳ:ﾉｽﾉﾚ開く蕊

はブカレストで開かれた第一回の国連

ｌ型ご

・人口委員会の「人口学的変化と持続

，－←′～－

人口会議から二十五年目。

ＧＪ－、～－

可能な開発に関する国会議員会議」が

－－､クーノ

二十二日、ルーマニア国、ブカレスト

５７

べ,蝋〔殿堂課毒溌hiP藁i縦
ﾌﾞｶﾚｽﾄで畷

の費用を必要とする軍事的な安全保障

記念した会議が開催されていた。巨額

日本が、ヨーロッパ・フォーラムの構

の会議とヨーロッパ・カウンスルの人

告として提出される。アジアがそして

てその活動を拡大する形で、全ヨー

想に大きなインパクトを与えた重要な

「ヨーロッパ・カウンスルを母体とし
ロッパをカバーする人口と開発に関す

口問題を解決することで人類の平和と

福祉を達成しようという両極の会議

会議となった。

この会議に並行して、同じ議会宮殿

が、同じ議会宮殿内で開かれたことは

るヨーロッパ議員フォーラムの設立を

内で、軍事的な安全保障である北大西

検討する」という勧告が出された。

この勧告は、欧州議会、欧州委員会

皮肉であった。

Ｄ（２人にと詐沸亜八に嘩盛す

アノ

日四十までの江に謝麹鉢椰止［

国》醒卿人口怯鼎

旧〒大会（水‐冊

凸Ⅱ【ＨＬ［】し［】し「４

で、「二十一世紀は、人口問題が最大

中山太郎ＪＰＦＰ会長は挨拶のなか

副四ｐＨ巴』情ごｎｕ；」』」Ｃ

合佳塁栽臣謹翔自民，ひムエョ翔矼〆」君

ヨ畑ｎ口叩⑥

ｕＴＬｍＦ佇

洋条約機構（ＮＡＴＯ）の五十周年を

曜守⑰

桜井新ＪＰＦＰ幹事長が、ＡＦＰＰ

談会の総会が開かれた。

にもヨーロッパ・カウンスルの公式勧

Ⅲ一瞬
十二月一日、午後二時半から衆議院
第一議員会館で、国際人口問題議員懇

こ出トカブ第会ジウ開十員

5８

国際人ロ問題議員懇談会総会開く

の問題となる」と述べ、特に水（飲料水）問題が
非常に重要な課題となり、来年の国際人口問題議
員懇談会の活動は「水」に焦点を当て活動してい
く、と提議した。

また、愛知和男議員が平成十一年七月に訪問し

た、パキスタン人口・開発事情視察について、視
察団団長として報告を行った。

その後、礒部博昭・外務省経済協力局国際機構
課長が、来年度の日本政府の国連人口基金（ＵＮ

ＦＰＡ）、国際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）への拠
出について説明を行った。それによると、近年の

｛６０．０６Ａ９１９１１１０．＄・０６．０１０４△９１９１９ｌ０ｂ０６０ｌ９００１６ｒＩ９９６Ｐ９’０００１１１９１００△０１０１９１９１０６．００９．９０，０

‐くく～、ご入会のお願い～、～、？》

’一
－ＡＰＤＡ賛・助会員Ｔ‐．．’一

一昌一
一一

一人口問題は、一一十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も璽要な課題となって一

一の人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。

一います。一九九九年には六○億人を超え、依然としてふえ続けております。アジア一

一人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影辮を及ぼします。
｛世界人山の大半を占めるアジア人ｕの行打通人瀬生存のカギを握っている’一
一といっても過言ではありません。

一いま、世界各地で叫ばれている”環境問題鯵も、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一

一域と、日本などのように、少子・高齢化が進み将来の深刻な労働力不足や福祉観の一

一産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放霞できないギリギリの一
一ところにきています。まだ人口問題では麟発的に人口増加を続けて貧困に悩む地一

一哨大、経済力の衰退など、さまざまな重大な社会・経済問題を抱えている先進国も一
一あります。

厳しい予算状況の中、平成十二年度のＵＮＦＰＡ
への概算要求額は、平成十一年度予算額と同額

―願いいたします。

一解決する方策をさぐるため、日夜、真剣に努力を続けています．

一一一れらの根源は、すべて”人口“問題に帰結されます」

の、六六九八・五万ドルで、ＵＮＦＰＡが受け取

一八ＰＤＡ（アプダ）は、官民腿び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に一
一何芋、あすの人頬の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心からお―

る外貨（ドルベース）では、昨年レベルを維持し
ている。

また、平成十二年度からＵＮＦＰＡ内に開設予
定の「インターリージョナルなＮＧＯ支援基金」
に対し、上記要求額のうち一○○万ドルをイヤー
マークし、ますます重要性が高まる人口問題に携
わるＮＧＯの活動支援にあてることとし、ＩＰＰ

Ｆに関しては例年通り、拠出金の約四分の一を振

り分ける予定で、予算成立次第、具体的な額を決
定する。

5９

に功うすふぉｌらむ

た日本だが、将来、離婚多発社会

すでに離婚率でフランスを上回っ

アンケートでは「仕事」ととも

の米国に近づく可能性も高い。
に「家族」を生きがいに挙げる委

員が多かった。ただ家族観の変化
によって「血縁関係だけではない
家族を生み出す」（青木氏）との

スで推移した場合、「国として移

オだけではない。このままのペー

ただ少子・高齢化は楽観シナリ

会の誘致運動を支援する。

会議の日本開催に賛同し、同協議

ることを決めた。毎日新聞社は同

開催するよう政府と国連に要請す

界人ロ会議を２００４年に日本で

一人口問題協議会一（会長・明石康

民を受け入れざるを得ない」（清

元国連事務次長）は１日、次期世

野、池尾、坂村の各氏）。その対

る。毎日新聞社の人口問題調査会

を活用する以外に道がない」（伊

は今年印周年を迎え、全国家族計

日本の少子化は女性の社会進出

人口の減少は「もともと多すぎ

画世論調査などこれまでの実績を

同協議会は近く小渕恵三首相と

た日本にとり、効率的な住みやす

踏まえ、日本開催を推進する方

アナン国連事務総長に同会議の日

高齢者が現役のまま働く社会が

い社会へ変わるきっかけ」（伊丹

応が遅れたら、都心部のスラム

定着。七十歳定年が当り前とな

氏）という楽観的な見方と、「そ

化、過疎地の超過疎化が劇的に進

先進国で少子化が問題になって

り、フルタイムでなければ一生何

藤氏）。女性の進出を促進する制

いるのは日本、ドイツ、イタリ

らかの形で社会に関与することに

針。

度が整備され、三段論法的に少子

ア、スペインなど「女性の社会進

のまま放置すれば衰退の道が確実

とともに歯止めがかかるｌ｜

出が比較的遅れた国」（木村氏）。

なる。人生の後半が長くなるため

になる」（月尾氏）という危機感

見、矛盾するシナリオが複数の委

いつでも女性が社会に戻れる制度

が委員の間でも交錯している。

国の参考にしてもらう②例を見な

で人口転換させた経験を開発途上

死」から「小産少死」へと、年間

して、①戦後の日本が「多産多

同協議会は、日本開催の意義と

（伊藤氏）への転換が進む。

（日本経済新聞一九九九・十・一）

（経済解説部川原健一）

若年層は「単線から複線の人生」

（木村氏）というおまけがつく。

女の出会い、別れも頻繁になる」

転職が当り前となるほか、「男

があれば、安心して結婚し子供を

刻な将来の日本は「高齢者と女性

少子・高齢化で労働力不足が深

ど、こうした環境が整っている。

産める。女性の進出が進んだ国ほ

本開催を要請する文書を提出す

ど、家族の定義は拡大する。

人口ＮＧＯ（非政府組織）の

人口問題協議会
政府･国連要請へ
れ、結婚しないが養子を取るな

見方もある。同性愛が広く認めら

を日本で

みかねない。

少子高齢化は女性の進出促す

世界人口会議

化は解消するというシナリオだ。

ＦＩＩ加歳定年当たり前に

囮

員の間で有力視されている。

函
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こゆ‐すふお－らむ

・少子高齢化Ⅱ女性の進出

・世界人ロ会議を日本で，…
・飢餓に苦しむ８億の人々

・中国．｜人っ子犯罪予防・…犯
・恋愛結婚する人、師。－％・…ね

・平均寿命どこまで延びる．…ね
・次期人口会議日本開催を．…別
・ＯＤＡ一兆四千億世界一・…躯

・日本初ＡＦＰＰＤ新潟で

・食料安保確保で新潟閉幕

・世代隔絶Ⅱ意識のずれ・…・…銅
・エイズ感染五千万人に・・……肌
・米Ⅱ子供ない未婚一議摩・……餌
。「内なる社会主義」克服へ…・鮨

・四世紀の日中関係の課題・…肥

・定年後を地方で暮らす〃…・田

・女権阻む政治と戦う。…・…

・出産ためらわせる不安……曲

・米国少女の出産率低下…・・…汀

・出生数雇用不｛女での急減…・布

・中国・コメ生産４年で倍…・脚

・地球人口的億人の重さ…・…・科

・師年後、｜二人に一人が……：ね

・日本のＯＤＡ、脱皮の時，…庇

・人口帥億ｌ未来どこへ…、

・家族計画遅れⅡ釦億人…．

・国連公認帥億人目誕生・…

・世界人ロ４倍の帥億突破

・少干化は売り上げ減少に

・日本の知恵、途上国支援

・髄歳以上でも働き手に…．．…配

●■■■0

・東京の赤ちゃん国際化…・…・開

６４６３６１６０６０
6８６８６７６７６７６６

・働く女性ほど子供多く…・…・汀

る④国連人口基金への最大の拠出

アで初の開催となり、少子高齢化

世界人□の３分の２を占めるアジ

を先進国・途上国と分かち合う③

い速度で高齢化が進む日本の経験

ス・ライッ」（性と生殖に関する

尊重する「リプロダクティブヘル

から女性一人一人の人権と自立を

では、世界の人口政策を人口抑制

シコ市で開催。弘年のカイロ会議

ベオグラード、ブカレスト、メキ

健康と権利）へと転換させた。次

社会への世界共同戦略を論議でき

国である日本が引き続き人口安定

回は２００４年になる見込みだ

【渡部武史】

が、開催地は未定。

世界人□会議は、１９５４年

（毎日新聞一九九九・十・二）

などを挙げている。
ローマで始まり、以後四年ごとに

フリカ諸国に多い。このほか、同

ラ砂漠以南（サブ・サハラ）のア

化に貢献する意欲を示す好機ｌ

地球上で明日の食料にもこと欠

されているｃ近年、国連食糧農業

じ人口増に悩む南アジア、そして

弓傭髄鮒聰識幹‐
く栄養不足者の数は八億人と推計

の一部の国にも深刻な食料問題が

経済危機に見舞われた東南アジア

残っている。十六日の「世界食料

国の援助によって地球人口に対す
る栄養不足者の割合は減少してい

に対する関心の高まりが期待され

デー」を機に国際社会の食料問題

機関（ＦＡＯ）など国際機関や各

るものの、開発途上国で増え続け

ている。解説部杉下恒夫

る人口の数はそれらの国の食料供
給量を上回り、栄養不足者の絶対
数はむしろ増加気味だ。栄養不足

人口は人口増と八○年代の経済後

退の後遺症から脱し切れないサハ

6１

柾じ

一年間に栄養不足で

は増加している。

％）をはるかに超える勢いで人口

ばかりか、途上国平均（－．６

童基金（ユニセフ）の資料による

健康に影響を与えており、国連児
と同地域での五歳未満児の死亡率

こうした国々では増え続ける人

料を投入して一時的に農業生産量

て耕作地を増やし、過剰な化学肥

子供六○○万人死亡
でもソマリア、モザンビーク、エ

サブ・サハラのほとんどの国が

口に対応するために森林を伐採し

ＦＡＯの資料によると今年六月
チオピア、中央アフリカ、チャド

を増やした。だが、その結果は土

・７％をも大きく上回っている。

はⅣ％、開発途上国全体の平均９

の時点で食料の緊急援助など特別

いるという厳しい気象が食料問題

は耕作地の減少にもつながってい

壌を劣化させ水資源も枯渇、今で

ほぼ十年周期で干ばつに襲われて

う一つの大きな原因は、急激な人

を深刻にした原因の一つだが、も

る。ＵＮＦＰＡの九九年人口白書

の諸国では国民の帥％以上が栄養
サブ・サハラ地域の栄養不足状

はナイジェリアの一人当たりの穀

不足と推計されている。
態は、食料の消費量に端的に表れ

口増だ。先日発表された九九年国

支援を要請している国の数は三十

で六百万人に達すると言われてい

死亡する子供の数は、世界で年間

ている。穀物の一人当たり年間消

七か国だった。栄養不足が原因で

る。

物耕作面積が二○五○年までに現

在の○・一五鯵から○・○七粉に減

よるとリベリアの九五年から二○

少することを警告しているほど

連人口基金（ＵＮＦＰＡ）白書に

○○年の年平均人口増加率推計は

いる先進国平均の五分の一の百三

８．２％、エリトリア３．８％、ア

費量は、逆に飽食が問題になって

ルクは二十八キロ（同）で先進国の

十三キロ（八八’九○年平均）。ミ

栄養不足人口が最も多いサブ・
で約二億人の栄養不足者がいると

サハラ地域では、四十六か国合計

みられ、地域人口の蛆％が栄養不

ル

『「へ

類

先進国の国民
の年間消費量
の八分の一に

人ロ増・政情不安など拍車

途上国へ支援急務

主食のトウモロコシとソルガムの

ないうえ、干ばつで九三年以来、

頭からの紛争が完全に収まってい
さらに困難にしているのは国内の

生産が落ち込み、過去六年間の生

サブ・サハラ諸国の食料問題を
多くの食料の

ア、ルワンダ、コンゴ民主共和国

政情不安だ。エチオピア、ソマリ

い。しかも、

しかならな

⑪年間消費量は

飼

０く

養不足は体力

こうした栄

た。ソマリアの場合、九○年代初

スの背景には、国内の混乱があっ

が続出して国際問題となったケー

（ザイール）、アンゴラなど餓死者

万人が飢餓に直面していると伝え

産量は十年前の四割だ。今も四十

幸い、今年は比較的気候に恵ま

られる。

のない子供の

類轌十年前よりも
穀辮減っている。

肉

％などだ。世界平均（１．３％）

だ。

1００

li
200

獣（同）で、

ンゴラ３．２％、カルメーン２．７

讃２．鰹i露i溌鍵筐
３００

ｋｇ

ク

七分の一。肉類に至っては九・五

足の状態にあることになる。なか

1人当たりの年間食料消費量
（88富90年平均）
司已Ｉ

6２
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一方、一部のアジアの食料情勢

れない状況だ。

だが、慢性的な食料不足は解消さ

れ、干ばつの影響は少ない見込み

の輸入が急増したためだ。

向上で肉食化が進み、飼料用穀物

業生産力が落ちたのに加え、生活

用地に転換されたことによって農

により、優良な農地や水田が工場

食事の質の変化が大きい。工業化

慣された。東ティモールもエル

が絶たれ、餓死者の大量発生も危

以上の住民の食料と飲料水の供給

面に立たされた。一時は七十万人

ティモールで食料事情が重大な局

投票後の治安が悪化している東

ず、畜産物が不足、失業者や孤児

十分な飼料用穀物の輸入も出来

万少しかなかった。経済の不振で

生産量は、九○年の約半分の五千

よる枯死、干ばつの被害で小麦の

ニーニョなどの被害で九八年の穀

地球上の農業生産物は今のとこ

などの食卓に影響を及ぼしている。

き

も厳しい。かんがい設備の整備や

アジアの主食である米の生産量

ぐ

品種の改良などで八○年代に食料
輸入国から自給国に変わったイン

ろはまだ急増する人口を養うのに

が収まらない一方、途上国の農業

ド、インドネシア、フィリピンな

だ。数年後、独立しても食料問題

に地球から飢餓を取り除くために

生産力は落ち続けている。短期的

十分ある。しかし、先進国で飽食

地の劣化などで一瀞当たりの収穫

て残る。

は東ティモールの重大な課題とし

ど食料供給の基盤は極めてぜい弱

量は頭打ち気味のうえ、その後の

は、地域バランスの良い食料配分

物生産が前年より蛆％も落ちるな

最近の食料不足には、経済危機

人口増に供給が追いつかず、九○

アフリカ、アジア以外ではロシ

が急務であり、中長期的には途上

ンドネシアやフィリピンだが、土

も起因しているが、ほとんどのア

年代に入り、両国は再び輸入国に

国の農業生産基盤の整備が欠かせ

を見ると一時、自給を達成したイ

ジア諸国の食料需給の変化は、七

一戻っている。エルニーニョによる

アの食料事情が悪い。旧ソ連が崩

苦しんでいる。

○年代後半からの経済成長による

壊後、大規模農場の経営不振や、

（読売新聞一九九九・十・四）

フォーラム（ＡＦＰＰＤⅡ議長・

人口と開発に関するアジア議員

な意見を交わした。五日は持続的

の人口増加への対応策などで活発

国会議員らが参加し、二十一世紀

貧困・食料、水不足・エイズ問題で討議

第六回ＡＦＰＰＤ新潟大会開催

日本初

が減少した。特に九八年は寒波に

干ばつとその後の豪雨の被害に加

工業化と所得の上昇による庶民の

え、今回の経済

ない。
４

師危機で最も大き

９な打撃を受けた
１

９インドネシアの
８

卵場〈ロ、〈「年初
鋼め、米の備蓄が
８

９減少して曰本な
７

６どから約一ハ十万

桜井新代議士）の第六回大会が四

発展可能な新世紀に向けた人口政

７

沁援を受けて急場

日、新潟市内のホテルで二日間の

ね少の米の緊急支

師をしのぐ時期も

日程で開幕した。アジア地域を中

鰯あった。

ＰＰＤ新潟宣言を採択し、閉幕す

策への提言などを盛り込んだＡＦ

図画

心に約三十カ国から約百八十人の

加頤叩アーユ而飛”朏竪、

”

どの諸国も今、厳しい食料事情に

1.5

土壌浸食などによって農業生産高

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

ろｃ

国のリーダーがどれだけ真剣に取

まん延で減ることになるかは、各

同大会は三年に一回開かれてお

これらの問題提起に対し中国の

り組むかにかかっている」と呼び

代表は「人口と開発は同時並行で

かけた。

環境問題などについて、国際社会
進めるべきだが、中国は開発がま

て。アジアで深刻な人口や食料、
に積極的な提言を行っている。今

り、日本で開催されるのは初め

回は二十世紀最後の大会となるた

Ｈｒ

するアジア議員フォーラム」の第

六回大会（ＡＦＰＰＤＩ議長・桜

井新代議士）は五日、「人口と開

ネットワークをつくるうえで指導

発に関する世界規模の国会議員

的役割を果たす」などとした新潟

宣言を採択し、二日間の日程を終

は前文で「次の千年と世界人口六

満場一致で採択された新潟宣言

》えた。

十億人の前夜、世界人口の動向は
の前夜、世界人口の動向は

「次の千年におけるアジアの人
口」をテーマに新潟市内のホテル

だ終わらない段階で少子化社会に

で開かれていた「人口と開発に関

では、ワールドウオッチ研究所

で伊藤宗一郎衆院議長が「急激に

各セッションに先立ち、開会式

するという話はない。そのうち十

えると発表しているのに、祝典を

今月中に世界人口が六十億人を超

ブラウン氏は「世界人口白書は

について無条件に自由貿易ルール

料問題に関連し「現在、食料貿易

た。桜井氏は歓迎のあいさつで食

要な課題になる」とあいさつし

者がいかに協調していけるかが重

との表現を盛り込

新員一貫性を確保する一

率一ルールについて「食
籠乃料安全保障と完全な

採ムさらに、国際貿易

択Ｊ

し――た。

翻珀めることを確認し

幕、

し新府への働きかけを強

釘諦会議員が主導的に政

人のる」と呼びかけ、国

貼乖展望と戦略を開発す

澆職源、環境と人口の相
蝦朽互に関連する問題の
驍売解決に向け、長期的

ァ潟「水、食料、天然資

壷いる」と問題提起。

護ァの決断にかかって

六一路を占めるアジ

ながら、水資源を十分活用できて

（米国）のレスター・ブラウン所

で、少子高齢化が深刻な社会問題

人口が増加している国がある一方

いない」と苦悩の声を上げた。

・水・環境」をテーマに講演し

三億人が貧困を強いられている以

となっている国もあり、今後は両

上、祝うべき出来事ではないから

を適用しようとしている」と不満

（新潟日報一九九九・十・五）

を表明した。

画の普及によるか、飢餓や病気の

減速するだろうが、それが家族計

感染を挙げ、「今後人口の伸びは

足、アフリカなどで広がるエイズ

さらに、将来的な食料や水の不

だ」と危機感を訴えた。

た。

長が二一十一世紀の食料安全保障

と討論を行った。第二セッション

表は「中央アジアの水源地であり

突入した」と訴え、キルギスの代

ＡＦＰＰＤを閉幕

この日は、三つのセッションに

め、「次の千年におけるアジアの

をうたう

分けて、五人の研究者による講演

人口｜をテーマに意見交換した。

囮

“
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した。

易の完全自由化に対してくぎを刺

み、食料輸出国側が求める食料貿
まだ計画的な出産に対して猛反対

％を占めるカトリックの教会が、

フィリピンの代表は「国民の八五

の女性が平均四’六人の子どもを

各国が活動状況を報告した。一人
に佐渡島を訪れ、特別養護老人

のうち、約八十人の希望者が六日

三十カ国、約百八十人の参加者

している」と訴えた。

産み、出生率は世界平均よりも高
ホームやトキ保護センターなどを

新潟宣言の採択に先立ち、参加

いネパールの代表は｛避妊具を使
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一月Ⅱ００祢沢

句
ｏ

外国人を親に持つ

子の比率が高い地域

をみると、東京都

（五・七％）、大阪

％）、京都府（三・八

府、群馬県（四・○

％）、神奈川県、長

野県（三・七％）ｃ大

都市では、京都、神

五・○％’四・○％と

前年に続いて同統計や都母子保健

の動向は見えにくい。李助教授は

態統計では「赤ちゃんの国際化一

京都は中国人の母親が最も多く、

ラジル三千百四十一一一人と続く。東

十四人、中国五千百六十八人、ブ

九百九十一人、フィリピン六千二

籍で分けると、韓国・朝鮮が六千

外国人の母を持つ子を母親の国

豊島区が六人に一人の高割合だ。

て、在日外国人の母子保健指標づ

本人の少子化が進む一方、円高傾

イン卜高い二・八％となった。日

ち、外国人を親に持つ子は三万一一一

数百二十万三千八百八十八人のう

それによると、九七年の総出生

いる。東京の港区や渋谷区は米国

はブラジルと、住み分けも進んで

大阪、京都は、韓国・朝鮮、群馬

東京都区部で一九九七年に生ま

向が定着した一九八○年代後半以

数字も挙がっている。母親の国籍

を余儀なくされている現実を示す

一方で来日外国人が、不安定な
子が一万二千二百二十三人、母・

医療環境のなかで出産し、子育て
外国人、父・日本人の子が一万三

別の死産率は、タイが日本人の二

千七百四十八人で、十年前の一・
に生まれる子どもが増えているた

千五百八十人、逆の組み合わせは

九倍。このうち父母とも外国人の
めだ。出産・育児の環境に恵まれ

ビーブームが到来、日本人との間

助教授（母性看護学）の分析でわ

ないケースも多く、乳児死亡率が

降に急増した来日外国人の間でベ

かった。なかでも東京の港区、新

ることが、東京女子医大の李節子

宿区は五人に一人の割合に達して

七千九百四十五人だった。

・一倍、ペルーが一・四倍で、子ど

高い傾向がみられる。

人（七・六％）の親が外国人であ

人の親が多い。

（七・○％）、大阪市は十三人に一

くりを進めてきた。

サービスセンターの資料を分析し

め、国籍別に表す厚生省の人口動

ｎ

…、…肛榊戸、名古屋、川崎が

ｉ

●日１

なっている。都内では、渋谷区や

ｊｌｉ

視察する。

（新潟日報一九九九・十・六）

国際結婚の子は父母どちらかが

ｌｉｉ

日本人であれば日本籍を持つた

：

いたくても持てない人が三○略以
上いる」と苦しい事情を説明。

東京の赤ちゃん国際化急ピッチ
パパかママが外国人、出生の７％

港・新宿区では２割

篇
鷲

れた赤ん坊のうち十四人に一人

東京女子医大の李助教授が分析

d勲昌/〉嚇燧*と報鞄漏琳蝉;$鑓IWF“f蒋庵‘嘩緯算懸:Ｙｊ転祷Ｊ蕗gr蕊零f蝿§遥ｉｆ｢錘-1f・

謝 外国人の親を持つ出生児の:､合

いる。全国でも前年より○二ポ
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園

日本人の結婚のうち二十八組に一

わせが七千三百四十九件あった。

件数が二万九百二件、逆の組み合

は人間の生死にかかわる問題であ

き起こすだろう。食糧や水の確保

激な人口の増加は様々な問題を引

偏った「人口爆発」ともいえる急

このように一定の地域や都市に

全国の外国人登録者総数は八七

る。世界の人口一人あたりの穀物

年には妻外国人、夫日本人の結婚

年末現在で約八十八万人、総人口

くになっている。こうした推移が

組が国際結婚で、十年前の二倍近

生産量は過去十年以上にわたって

もの国籍別にみた一歳未満の乳児

の○・七二％だったが、九七年に

横ばいである。耕作地が減ってい

国際結婚、扣年で倍

は百四十八万二千七百七人、九八

「子どもの国際化」の背景にはあ

死亡率はフィリピンが日本人の三

言葉の壁に加え、超過滞在で母

る。

一二九七年）。

・八倍、タイは二・五倍もある（九

子保健サービスを受けにくいケー
年は百五十一万二千百十六人で、

日本は穀物の増産や水資源の開

できない。

一人は清潔な水を手にすることが

た。発展途上国に住む人の三人に

るのを生産性の向上で補ってき

比率も一・二○％に達した。その

東京・新宿区にある総合病院で

（朝日新聞一九九九・十・八）

日本の知恵、途上国支援

中で日本人との結婚も急増。九七

スも多いとみられるｃ

は、昨年の鏡臓約五百件のうち二
割近くが外国人の母親だった。病
院関係者によると、外国人のなか

には、妊婦健診を受けに来ない人

がおり、産後の育児指導も意思疎

用水や上水道の水源を確保する意

ムの建設は発電だけでなく、農業

発に多くの実績を持つ。多目的ダ

味がある。国内のダムなどの開発

「人ロ爆発」と日本の役割
エイズまん延国ではそれがなけれ

は、将来の人口減少などを考える

いなど、課題もある。だが「ス

通の点でなかなか思うにまかせな

この十二日に世界の人口が六十

る。エイズの撲滅は大事な課題で

ば平均寿命は七年延びる計算であ

タッフも慣れてきた。外国人だか

が明らかにした。三十九年間で倍

億人に達することを国連人口基金

た力をもっと発展途上国への支援

と頭打ちになるだろう。その余っ

’九六○年には世界人口の七○

ある。

らと特別な意識を持たず、普通に

がったとはいえ、いまなお年間七

増したことになる。増加率は下

ているという実態を、医療、教育

る。『日本人』が急速に多様化し

従来の推計を下方修正した数字で

人に達する見通しである。これは

人口は、二○五○年には約九十億

世界人ロ白書によると、世界の

加によって、両地域の人口の差は

る伸び悩みと、発展途上国での増

いる。先進国での出生率低下によ

在、その比率は八○％に上昇して

焦点になることは間違いない。日

一世紀は高齢化対策が人口問題の

歳に達するとの予測がある。二十

びている。二○五○年には七十六

寿命は四十六歳から六十六歳に延

過去、半世紀の間に世界の平均

に向けよう。

関係者を始め、広く知ってほし

さらに開く見込みである。都市住

本はひと足早く高齢化社会に突入

％が発展途上国に住んでいた。現

い。自治体は、母子保健手帳の翻

ある。これまでの予測を低く見直

三○年までには六○％以上に高ま

民の比率は現在の五○％が、二○

千八百万人ずつ増えている。

訳や通訳体制の確立を進めるなど

による死亡率が高まっているため

し、公的介護保険やバリアフリー

したのは、アフリカなどでエイズ

るという。

して外国人母子保健サービスを充

である。アフリカのサハラ以南の

実すべきだ」と話している。

つ子どもが、どんどん増えてい

李助教授は「外国にルーツを持

事」という。

接することが、お産にとっては大

囮
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こゅ－すふぉ一らむ

のも、世界一の長寿国である日本

うした知恵や経験を世界に伝える

負担が重くなる」一三・五％と、

負担が増える」が二一・四％、「税

だったほか「社会保険・年金等の

少する」が二二・五％でトップ

が向上したため、死亡率が低下し

あるという。衛生状態や健康管理

在途上国は人口転換の中間段階に

先進国では半世紀前に完了し、現

から「少産少死」への人ロ転換が

サラエボを訪問しているアナン国

う町に住むイスラム教徒だった。

は、サラエボの北西のビソコとい

男の赤ちゃん、と発表した。両親

時３分）に生まれた３５５０瘤の

どに取り組んでいる。こ

の大事な役割である。

かった。将来に対する不安感は中

社会負担の増加を心配する声も多

では、次の世代に同じ人口数を維

本、北米、ヨーロッパなど団力国

一番早い時間に生まれた子どもを

を決め、サラエボの病院で皿日の

ボで「帥億人目」を認定すること

は、ポスニア内戦の激戦地サラエ

連事務総長が「認定」した。国連

ても不安を取り除く対策が必要で

そぐ可能性があるため一政府とし

持するために必要な人口置き換え

【渡部武史】

（毎日新聞一九九九・十・十一一）

選んだ。

はないか」（全信連総研）と指摘

い。

年に的億人に達する可能性が高

国連人口部の推計では、２０５０

ため、人口は今後も増え続ける。

者人口が、億５０００万人もいる

しかし、旧歳から凹歳までの若

１．羽％に下がっているｃ

る。世界全体の年間人口増加率は

２．１人）をすでに下回ってい

水準（女性１人当たりの子供数が

（朝日新聞一九九九・十・九）

している。

｜方、出生率は年々低下。日

（日本経済新聞一九九九・十・九）

について、中小零細企業の経営者

的な少子化傾向が続いていること
の八割が自社の経営上の観点から
「問題がある一と見ていること

が、全国信用金庫連合会の総合研

帥億人目は

【ローマ旭曰Ⅱ藤谷健】ポスーー

ア・ヘルッェゴビナの首都サラエ

国連人口基金は皿日を「釦億人の

え、今世紀初頭の４倍に達した。

は、ポスニア・ヘルッェゴビナ共

国連はｎ日、世界人口の帥億人目

【ニューヨークｎ日上村幸治】

コ・ネビッチさん夫妻の間に生ま

認定された。モスレム人ヤスミン

によって地球上「六十億人目」と

ボで十二日に生まれた男児が国連

ろ、「大変重大な問題」が一八・三

日」として、開発途上国の人口安

界人口が六十億人に達すると予

％に達し、「重大な問題」「問題の

皿日午前０時３分（日本時間同７

れた。国連人口基金が十二日に世
同基金によると、「多産多死一

和国のサラエボの病院で現地時間

サラエボの赤ちゃん

国連公認
６０億人目
サラエボ
で誕生
定化に一層努力する方針だ。

年以来わずか胆年間で、億人増

■田

一つ」を加えると八○・二％に

少子化傾向の認識を聞いたとこ

答率は八六・五％・

国連によると、世界人口は皿

衛生状態向上と
死亡率低下で

め、全国の中小零細企業一万六千

今世紀初頭の
4倍=60億突破

日、㈹億人を突破した。１９８７

函

社を対象に聞き取り調査した。回

究所の調査でわかった。九月初

小零細企業の経営者の事業意欲を

たのが人口急増の主因だ。

中小経営者の８割
が危愼を回答

出産率が過去最低を記録し長期

少子化は
売り上げ減少に

上った。理由は、｜売り上げが減

6７

FＤ
皿

側。アナン事務総長が訪問予定の
サラエボの新生児が選ばれた。

（朝日新聞一九九九・十・十三）

家族計画遅れ
途上国で増加
国連人口基金の
事務局長に聞く

況を克服して途上国の人口安定化

は誠にありがたい。日本が経済不

は低下し、人々の平均寿命は延び

各国政府の努力によって、死亡率

に一層貢献してほしい」

の子供数は６人から３人に減っ

【渡部武史】

（毎日新聞一九九九・十・十二）

女性の権利阻む政治と戦う

国際人口開発会議以来、世界の人協会会長として、祖母の活動を引

カイロで１９９４年に開かれた来する。ニューヨーク市家族計画

受け継がれた産児制限運動

う手段や指導を受けることが出来

囮

た。開発途上国の母親ｌ人当たり

た。これは喜ばしい成果だ。半

面、アフリカ南部、南アジア、中
米では人口増加率が依然高い。こ

れらの地域では女性が家族計画を

ない。エイズ感染者も増加の一途

ロダクティブヘルス・ライッ（性ンガー氏を同市内の事務所に訪

口政策の基調となった概念一リブき継いでいるアレキサンダー・サ

望んでも、避妊や安全な中絶を行

なっている」

をたどり、死亡率を高める要因に
史上最多の人類を乗せた宇宙船

が占めているという。サディクさ

えており、その妬％以上を途上国

世界人口は年間７８００万人増

産児制限運動を始めた故マーガ

は、今世紀初め、ニューヨークでの活動状況などを聞いた。

と生殖に関する健康と権利）」ね、サンガー夫人の思い出や現在

「地球号」の課題は多い。日本大

レット・サンガー夫人の思想に由

敬服しています。彼女は１９１６

サンガー氏祖母はとても小柄年に刑務所に入れられましたが、

でしたか。

ｌサンガー夫人はどんな方う一つのテーマを追求したことに

創州増加Ⅱ矧川叩糾アレキサンダー一どん

【生長恵理】

学から名誉経済学博士号を受ける

には、女性一人一人が自由に出産

・避妊を選んだり、子供を産む間

んは「途上国の人口増加を抑える

（、）は毎日新聞のインタビュー

ることが大切だ。また女性の能力

隔を決めることが出来るようにす

ためこのほど来日したナフィス・

に対し「問題の核心は人間の数で

向上を支援して、教育を受ける機

で、やわらかい声で話し、大声を約別年後には最高裁が彼女の考え

会を保障すべきだ」と話す。
同基金は世界１３０カ国で人ロ

能力の向上をいかに実現するかに
出生率が低く、健康で長生きして

が、内なる力を秘めていました。ではなくなりました。

上げることはありませんでしたを支持し、大半の州で中絶が違法
彼女は産児制限のために、大変な

政策の助言、家族計画の推進、女
り、日本は最大の資金拠出国。

犠牲を払いました・私は彼女がひｌ夫人が産児制限運動を始
たむきに訓年以上も産児制限といめて加年が経過する今、あなたが

性の能力向上などを支援してお
「経済大国の日本が私たちの取り

いる。この経験を世界の国々と分

組みをバックアップしてくれるの

ｎ億人突破には「光と影の両面

「過去別年間の国連人口基金及び

がある」とサディクさんはいう。

かち合ってほしい」と述べた。

ある。日本人は世界でも際立って

はなく、一人一人の自由な選択と

サディク国連人口基金事務局長

皿曰は「世界人口別債の日」。

函
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すふお－らむ
こゆ

を守る活動に参加しているのは、

リプロダクティブヘルス・ライッ

れるように、戦ってきました。

ング、情報提供、中絶などが得ら

なぜですか。

ｌ今気がかりなことは何で

１１１１

ｌあなたの祖母は鋤世紀の的な仕事に従事することを願って
と思いますか。

人間の歴史にどんな影響を与えたいます。

サンガー氏彼女は、ほかの誰アレキサンダー・サンガーｌ

守的な政治家によって、家族計画

サンガー氏第一の心配は、保

た。彼女は男女双方に、家庭を．のために米国内で活動する一方、

ントロールできるようになりまし長。性と生殖に関する権利の擁護

て、女性が初めて育児と生殖を．ニューヨーク市家族計画協会会

を与えたと思います。彼女によっまれ。弁護士などを経て例年から

よりも人間の生き方に多くの影響９４７年、米国ニューヨーク市生

協会が推進している諸事業への攻

すか。

女が亡くなった時、私は四歳でし
撃が続いていることです。保守政

サンガー氏私は常に、祖母の

た。プリンストン大学の学生だっ

仕事に興味をもっていました。彼

た私が、彼女の評伝を初めて書き

ントロールする権利と手段を与え同協会の国際協力部門ラーガ

に、社会に参加できるようになりの保健、医療の向上や人材育成に

ました。それによって、男女ともレット・サンガー・センター・ィ

ました。彼女のおかげで、女性がも協力している。

セスを禁止し、避妊法の選択の幅

職場に進出し、男性と対等な関係

治家たちは、女性の中絶へのアク

は、男性が生殖をコントロールす

を減らそうとしています。彼ら

を築き、独立した存在として社会マーガレット・サンガー１８

ました。彼女が残した日記、手紙
ました。私はその後、弁護士にな

るようにしたいのです。これは、

に貢献できるようになったといえ８３年米国ニューヨーク州生ま

望まない妊娠や育児にしばられずンターナショナル」で開発途上国

り、ビジネスにかかわってきまし

女性の自立と健康にとって、大き

を狭め、貧しい女性への財政支援

たが、常に家族計画協会に関心を

な脅威です。私たちは強く反対し

などを目にした最初の人物になり

共和党のレーガン、ブッシュ両

持っていました。
氏が大統領だった時期、私は彼ら

ます□

働者階級の女性を解放しようと産

れ。貧困と子だくさんにあえぐ労
ていきます。

えています。政府管掌保険が高す

に加入していない女性や子供が増

二つ目は、米国では、健康保険

の女性施策に腹をたてました。と
から資金援助を受けている産婦人

ぎて、加入できない女性が大勢い

います。これが、より新しい避妊族計画連盟の設立に貢献。毎日新

が日本で承認されたことを喜んで妊法の普及、ピルの開発、国際家

りわけ、レーガン大統領が、連邦

科のクリニックで妊娠した女性に

ます。政府が補助している保険制

仕事をフルタイムで行うようにな

されています。

ない妊娠や性感染症の危険にさら

できないため、多くの女性が望ま

どの問題について話し合うように

た、日本の男女が性や家族計画な（毎日新聞一九九九・十・十三）

になることを望んでいます。ま来日。船年死去。

方法や中絶方法が認可される契機間社人口問題調査会の招きで団年

サンガー氏私は、低用量ピル界初の産児制限相談所を開設。避

ニューヨーク市ブルックリンに世

対し、中絶を含むあらゆる選択肢

度に加入する資格がないのです。

ｌ日本の人々へのメッセー児制限運動を關始。‐９‐６年

について情報を与えることを禁止

政府の落ち度で避妊の手段が利用

ジがあれば、お願いします。

りは頂点に達し、家族計画協会の

する法律をつくったとき、私の怒

りました。彼らは女性の権利を阻

なり、女性の地位が向上し、生産

もうとしました。私たちは女性
に、家族計画、教育、カウンセリ

6９

未来どこへ

地球の養える人口は制約と選択が決める

函Ⅱ鱸

の成長が続くと、鍋年間で２倍に
人口が増えます。

世界の統計をとりますと、二つ

率、貧しい国の女性は３．４人の

子供をもうけています。富む国」

は高齢者、貧しい国には若い人彗

人間の数が問題なのではあり一

多くいます。

せん。人間の生活の質が問題なの

の異なった状況が覆い隠されてし

と「貧しい国々｜の二つの異なっ

まいます。つまり、「富める国々」

な医療を受けることができない‐

コーエン教授は基調講演で「地球

たちが厄億人と言われています。

国連によると、世界人口は但

富める国では１００年以上にわ

世界の全人口の３分の１が結核浜

です。開発途上国では、現在十へ
たって人口増加率は減少していま

感染し、アフリカでは約半数のｊ

た状況です。

すロ日本では肥世紀から人口増加

が養える人口は、自然の制約と人

問題は人間の数ではなく、生活の

率はもう減り始めましたｃフラン

に及びます。世界人口の約半数件

日、帥億人を突破した。このまま

まで人類を支えていけるのか。毎

質だ」と述べ、人口、経済、環

トイレを持っていません。約皿竺

類の選択によって決定されるが、

日新聞社人口問題調査会とⅢ世紀

境、文化の四つの分野から人口扶

スも同時期に人口増加率が減り始

人口増加が続いたら、地球はどこ

危機警告委員会は同調査会創立印

めました。貧しい国々では第２次

人の成人が文字を読めず、うち法

養力を分析した。以下にその要旨

大戦後、人口が急増しました。こ

を紹介する。あすｕ日は日本、中
スカッションの模様を報告する。

国の専門家６氏によるパネルディ

工会議所でシンポジウム「人口㈹
億時代の地球ｌ人口扶養力の限界

６億人が女性です。

周年を記念して、９月４日東京商

を探る」を開いた。米国ロック

るということをようやく認識し、

ういう国々は人口増加が問題であ

ヤギ、ニワトリに至っては１７句

ます。田億の牛、旧億のヒツジ（

世界には人間を上回る家畜がい

フェラー大学のジョエル．Ｅ・

に伸び率が下がりました。

出生率を抑えるようになり、急激

べての食糧、水、環境を提供する

地球はｎ世紀、人類に必要なす

て下さい。人口、経済、環境とい

境」「文化」の四つも覚えておい

い。さらに「人口」’１経済」「環

二つの言葉を覚えておいて下さ

ｌ０００かぐらいですが、最も貧

０００が以上、貧しい地域では約

豊かな国々では年間所得が１万９

国々には灯億人が住んでいます。

ば、十分な食物を食べることが声

もの人間が皆、菜食主義者にな指

約２キロです。すると、１００億Ⅱ

３キロに対し、家畜の口に入るの吟

憶います。人間の□に入る穀物伜

ことができるでしょうか。生活の

しい人々は年間４００紗ぐらいし

豊かな国々は胆億人、貧しい

質（クオリティー・オブ・ライ

う三つの要素の相互作用は「文

コーェン氏講演扶養力の限界を探る

フ）を保ちながら、地球が何人を

化」によって左右されます。
達すると言われています。つま

間伸び率は０．１％、貧しい国は

そして、富める国々の人口の年

た。ところが、１９９１年には人

ギーを１年間に消費していま‐

うど１メガ同時相当の無機エネ皿

１８６０年には、人間１人がちし

次は経済学の話をしましょう。

きるわけです。

養うことができるかということで

かありません。

り、年間で７８００万人、１．３

年間に２％近くあります。裕福な

世界人口は今年後半、的億人に

地球が養える人口は、自然の制

国の女性は１．６人の平均出生

す。

約と人類の選択によって決まりま

％の伸びが今まであり、もしもこ

す。ぜひ、「制約」「選択」という

加

すふお－らむ
こゆ

時相当になるわけですｃというこ

エネルギーは年間９５０億メガ同

相当になると、地上の人間の消費

え、１人相当のエネルギーが四人

年から１９９１年まで５倍も増

ギーを使います。人口が１８６０

間１人は旧メガ同時の年間エネル

平均でｌ沙当たり１．２トン、今は

えました。印年の平均収量は世界

んが、単位面積当たりの収量が増

可能な土地の面積は増えていませ

上回っています。帥年以降、耕作

りました。生産量は人口の伸びを

す多くの食糧を輸出するようにな

た。加年にはその貧富の比率がⅢ

の２．３％しかもらっていなかっ

もらい、最も貧しい、％が全所得

の加％は、世界の全所得の和％を

ます。加年には世界で最も金持ち

世界の経済不均衡も増大してい

に、木を伐採し、土地を開墾しま

てきました。また、人口密度が増

う。ごみを捨てる場所がなくなっ

今度は環境の話に移りましょ

糧を買うお金がないからです。

は、貧しい人々は、世界市場で食

かせているのでしょうか。答え

滅しました。

す。その結果、多くの生物種が絶

大すると、人々は食糧生産のため

食糧価格が下がり、食糧生産は

帥対１になっています。

穀物生産量が増えると、世界市

上がるのに、なぜ７億５０００万

対１、加年には妬対１、皿年には

場で価格が下がります。加年当時

３トンぐらいです。

とは、太陽の約４倍のメガワ時の

エネルギーを人間は消費していま
す。

生活の質が問題

ではすべてのものが２０Ｏ近い。

少女とハゲワシを写した、この

人もの人たちがいつもおなかをす

油、ガス、そして一部は原子力か

肥年では稲ぐらいです。石油、燃

写真はニューヨーク・タイムズに

の価格を１００としますと、巧年

ら来ています。化石燃料が作り出

料以外の物価、農産物、金属や鉱

１９９３年に掲載されました。私

そのエネルギーは、石炭、石

す二酸化炭素などの大気中の量

物なども全部安くなっています。

女性です。１９７０年には、男性

現在、世界の農民の半数以上が

し、これには問題が一つありま

が、加年には減っています。しか

毎日おなかをすかせていました

、年には約ｎ億人もの人たちが

援活動のために開放した。しか

府は飢餓に苦しんでいる南部を救

いい顔をするために、スーダン政

てきました。「西欧諸国に対して

はこの写真についていろいろ考え

ています。

は、過去５万年分よりも多くなっ

労働者１００人当たり女性労働者

す。

である」ということです。

労働人口の規模を決めるのは文化

の規模を決定するものではなく、

たいのは、「人間の数が労働人口

す。日本は世界一食べ物がありま

人は常におなかをすかせていま

たちが大勢います。３人のうち１

い地域ですが、栄養失調状態の人

アフリカは人口増加率が最も高

力を上回ったということでしょう

スーダンの人口が生物学的な収容

す。この写真が意味するのは、

シは少女が死ぬのを待っていま

真に付いています。大きなハゲワ

は遅過ぎた」という説明がこの写

し、一部の人たちにとってはこれ

八つのことを考えていただきた

か。決してそうではありません。

カでは食べ物が足りないが人口増

加率は高い。従って、食糧が人口

ハゲワシ」

すが、人口増加率は低い。アフリ

まで増えました。ここで申し上げ

は訴人でしたが、加年には、他人

ピュリッァー賞受賞の「少女と

食糧の話をしましょう。１９３

な国々に輸出し、第二次世界大戦

増加を制約するものではない。

０年まで貧しい国々は食糧を豊か
後は豊かな国が貧しい国にますま

刀

米国ロックフェラー大学人口学研

私は三つとも必要だと思いま

トン特別区生まれ。ハーバード大

口学教授。一九四四年米国ワシン

究所主任教授、コロンビア大学人

とは何でしょうか。そして最後

す。より大きなパイ、より少ない

学大学院修了。人口科学博士、熱

と。

関係をよくして不平等をなくす」

に、私個人としての責任はどのよ

帯公衆衛生学博士。米国生態学会

最中に子供をもうけた両親の責任

がありました。第２に、穀物が育
うにとっていけばよいのでしょう

フォーク、そしてより正しい、お

い。雨が降らないという自然現象
たなかったのは、基本的には千ば

行儀のいい食べ方。将来を決める

だ放

つのせいですが、スーダンでは誰
か。

かんがい

もダム建設、井戸堀り、灌慨施丸江

たって相互作用を引き起こした結

く、いろいろな要素が長時間にわ

生物学的な収容力の限界ではな

あると思います。

のは皆様であり、世界中の若者で

受賞。

マーサー賞、マッカーサー財団賞

への投資をしなかった。第３に、
経済的に失敗し、市場が形成され
果、１人の少女が飢えていったの

（毎日新聞一九九九・十・十三）

ていませんでした。食糧需要に対

倍になってしまうけれども、それ

重厚長大型から脱皮の時

■ジョエル．Ｅ・コーエン

応するための市場が存在していな

があります。この少女が属してい

ことも可能です。

を２倍にしないという選択をする

世界人口はあと斑年で現在の２

です。

る南の部族たちは、中央政府に対

第４に、政治的、文化的な問題

かった。

して反乱を起こし、政府は飢餓を

がりだったのです。第５に、反乱

させる方が鉄砲で撃つよりも安上

食べ物を増やせばいい」と。他の

ロジーを駆使して、もっと資源、

まり一生産能力を上げて、テクノ

きくすればいい一と言いますｃつ

り、台湾、トルコの大地震でも援

し、緊急人道援助活動を行った

コソポ紛争でいち早く現地入り

びかけている。

ＯＤＡへの国民の理解と参加を呼

先にＮＧＯとの連携を取り上げ、

（政府開発援助）白書」で、真っ

外務省は、十一年度の「ＯＤＡ

白書でＮＧＯとの連携を取り上げる

の背景に、スーダンの宗主国だっ

Ｏ（非政府組織）の活動が年々、

助に駆けつけるなど、日本のＮＧ

人によっては「パイをもっと大

たイギリスとエジプトが北部の人

の数をもっと減らせばいいじゃな

人は―そのパイをつつくフォーク

武器としたわけです。人々を飢え

たちに権力を与えたという歴史的

どうでしょうか。つまり、内乱の

か。第７に、少女の両親の責任は

に対する責任とは一体何でしょう

国である米国や日本の、この少女

れましたが、旧宗主国、世界の大

来の内乱で１５０万人の命が失わ

ければいけません。１９８１年以

第６に、国際的な責任を考えな

をし、環境を保護する。男女間の

ず、教育にお金を使う。自由貿易

言う。つまり「暴力にお金を使わ

が礼節ある生活をすればいい」と

て、他の人たちは「もっとみんな

を減らせばいい」という。そし

て、金持ちの国、豊かな国の消費

いか、つまり「人口を減らし

い。

であり、今後の成長に期待した

日本の存在感を国際的に示すこと

るのが強みだ。ＮＧＯの活躍は、

流を通じ、きめ細かな援助のでき

草の根レベルでの人と人の直接交

に弱点があるなど問題も多いが、

活発になってきたｃ組織的な活動

助国を続けることに国民の理解を

悪化の中で、八年連続世界一の援

れでは、長引く不況と財政事情の

るのか不透明といわれてきた。こ

象の国や事業の選択が行われてい

で、どのような基準で、ＯＤＡ対

道路や建物などハコものが中心

日本のＯＤＡは、重厚長大型の

な構図があります。

函
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る。さらに九十歳から百歳が七百

いる。

三十万人、百歳以上の人も十万人

十歳の人が五千八百六十万人い

最大の資金拠出国は日本である。

も兼ねてコソポの新生児を六十億

さきごろ、世界の人口は六十億

国連並みに堂々と実績をアピール

ビールしていく必要がある。
人を超えた。途上国を中心にした

すべきだ。胸を張って、しかも、

得にくい環境となっている。
こうした批判への反省から、外
人口の爆発的増加は食糧、エネル

人目と認定したが、実は基金への

務省は効率的、効果的なＯＤＡの
ギー、環境など地球規模の大問題

の上がる援助方法など、ＮＧＯの
取り組んでいくのか、その在り方

であり、先進国は解決のためどう

うではないか。

したたかにＯＤＡを実施していこ

年には三分の一を占めるようにな

二○％が六十歳以上で、二○五○

現在、先進国では、人口のほぼ

からない現地の実情や要望、効果

実施のためには、官ベースでは分

ノウハウの必要性を痛感したのだ

なっているか。国連の推計では、

五十年後の世界の人口はどう

人口の三分の一以上を占める。

千八百万人）の二カ国で、世界の

六千六百万人）とインド（九億九

六百万人）だけだ。中国（十二億

七千六百万人）と日本二億二千

国あるが、先進国では米国（二億

人以上の人口を抱える国が十数カ

激しい。一九九九年時点で、一億

人口増加は、貧しい途上国ほど

とになる」とチェーミー氏。

上の人ロが十五歳以下を超えるこ

る。「歴史上初めて、六十五歳以

が問われている。人口問題と取り

か中国人
同報告書は、三つのメガトレン

▽世界の人口は毎年、七千八百

ドを指摘する。
万人ずつ増えている曇これは、フ

突破した。二十一世紀の人類は、
国連の報告書によると、世界の

ランス、スウェーデン、ギリシャの

人口爆発に耐えられるのか。

の執行や、雨後のタヶノコのよう

人口を加えた数字にほぼ匹敵する。

二○五○年には九十億人弱に達す

になった。最近の十二年間で、十

▽発展途上国での女性に対する

人口は今世紀の百年間で三倍以上
億人が新たに”地球付“の住人に

に出てきたＮＧＯの選別など、き
わが国は憲法面などから国際貢

る。トップテンに入る先進国は三

だけ。トップのインド（十五億二

番目の米国（三億四千九百万人）

には、｜人の女性が平均六人の子

四億七千七百万人）を合わせると

千八百万人）と二番目の中国（十

に比べ、十倍になった。四十年前

供を産んだが、今は二・五人に

国連人口統計センターのジョセ

なったという。

フ・チェーミー所長は、「人口統

減っている。

しがちな日本としては、友好国づ

献には制約がある。国際的に孤立
くりや、資源確保などにもつなが

計学的に見て、二十世紀は革命の

四位以下はパキスタン、インド

三十億人を突破する。

世紀でした。長寿と乳児死亡率の

ている。世界には、八十歳から九

▽高齢人口が急速な勢いで増え

るＯＤＡは外交手段の切り札であ

人口急増の背景を説明する。

り、国益を図るうえでも大きな意

日本のＯＤＡの実績を世界にア

激減という二つの革命です」と、

産児制限の普及率は、’九七○年

め細かな対応も見せてほしい。

的な参加を求めるのなら、資金に

（産経新聞一九九九・十・十九）

ろう。ハコものからソフト面重視

組む国連人口基金は、国連のＰＲ

別年後の世

にスタンスを変えようとしている

ことは評価できる。

白書では、減少傾向にあるＮＧ
に、予算の弾力的運用などで実質

１

Ｏ事業補助金をカバーするため
的に増加させる措置を取ると説明

に

世界の人口がついに六十億人を

人

乏しいＫＧＯに対する素早い予算

やってくるもので、ＮＧＯの積極

する達しかし、災害などは突然

３

味がある。

”

囮

ネシア、ナイジェリア、ブラジ

ル、バングラデシュ、エチオピ

ア、コンゴ民主共和国（旧ザイー
ル）の順だ。

コーネル大学の環境学者、デー

によって世界の貧困化が進むと警

ビッド・ピメンテル氏は人口急増

それでも、人口減は期待できな

い。世界の人口の半数は二十五歳

過去半世紀の間に、世界の平均
寿命は四十六歳から六十六歳にま

かかっている」と警告している

基金は「今後十年間の取り組みに

引き起こす恐れがある。国連人口

や水を求めて破滅的な環境破壊を

このままでは、来世妃には食糧

くからだ。

未満で、今後も”出産圧力〃が続

だが、生活実態をみると、あま

で延びた。

世界人口の八割、四十八億人は

りにも格差が大きい。
途上国に住んでいる。

その三分の一は、清潔な水の供

給を受けていない。四分の一は、

が、人類の英知は、この危機を乗

がら知らない。

国連は十月十二日、世界の人口

告する。二九六○年代から七○

り切れるだろうか。
国連は当初、六月に「六十億宣

年代にかけて”緑の革命〃が進

たちの五分の一は、小学五年まで

満足な住居を持っていない。子供

キリストが誕生した当時、世界

言」を予定していたが、四か月遅

（読売新聞一九九九・十・二十二）

た。

の人口は二億五千万人程度だった

らせた。予想外に途上国の出生率

自国の利害を超えて地球規模の

穀物生産量の減少、耕作地の縮小

と推定されている。とすると、こ

が下がっていたためだ。

ンス大学・人口統計センターのケ

問題が出てくる。ジョンズホプキ

りわけ、新大陸の発見・開拓が果

などによる食憧生産の増大だ。と

最大の要因は、農業技術の改良

中国の荒野、米国式農業で豊かに

コメ生産、４年で倍増

テーマを解決した事例を、残念な

といった事態に直面する。人口増

の二千年の間に人類は二十四倍に

行かずに中退している……。

をまかなう食糧をどう確保するか

も”増殖“したことになる。

ン・ヒル教授は労働力不足の深刻

たした役割は大きい。アメリカと

人口が減る先進国にも、違った

化をこう指摘する。

いう「世界の食糧庫」がなけれ

えた。もともと、大豆、小麦を

一欧米では、労働力の不均衡が

中国最北の地、黒竜江省のコメ

作ってきたが、日本から資金と稲

ば、人口はここまで増えなかった

生産が年間九百万少に達し、四年

の収益性に着目して、作付けが一

作技術を導入。最近は農家もコメ

だろうし、わが国の昨今の「飽食

で倍増した。日本の国内生産に匹

深刻になる。単純労働力を、ます

敵する。｜大生産地となった三江

文化」もなかったはずだ。

人口増のもう一つの要因は医学

「日本と同じジャポニカ米（短粒

気に拡大した。現地を訪ねると、

ます移民に頼ることになるだろ

の進歩や公衆衛生の普及で、多く

平原は、朝鮮戦争に参加した退役

米）で、中国で一番うまいコメ

の感染症が駆逐されると同時に、

荒」と呼ばれた湿地帯を農地に変

軍人らが次々に入植し、「北大
とだ。

乳幼児死亡率が大幅に低下したこ

う。生活水準の低下を防ぐため
に、途上国からの移民を受け入れ
ざるをえなくなる」

【ニューヨークⅡスティーブ・

（産経新聞一九九九・十・二十）

スターンバーグ】

図

が大問題になるだろう」

が六十億人を突破したと発表し

の重さ

み、世界の穀物生産が急速に伸び

６０億人

た。だが、これもピークを過ぎ、

函
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だ一と対日輸出拡大にも意欲を燃
やしていた。

一木暁彦）コンバインを買った。ぬかるんだ
（黒竜江省チャム ス市・鈴木暁彦）

ギーの量はぎりぎりだが、日本の

三江平原の農場を統括する省国

現した。

営農墾総局では九八年、全作付面

栽培技術と品種改良で、増産を実

んは話す。今は洪河農場を統括す

積の三六％に当たる六千六百平方

かって大変だった」と、孫景貴さ

る黒竜江省国営農墾総局・建三江

土地に草が生い茂り、蚊が襲いか

年九○○万トン曰本に匹敵

農墾分局の副局長だ。

え、四百七十六万少を収穫、全省

キロ（東京都の約三倍）に水稲を植

ｌ黒竜江省ルポー

スルビ洪河農場の建設には八○年以
農業を導入してきた。省都ハルビ

の五一％を生産した。総局の馬学

十月上旬、地平線まで広がる農

利副局長によると、コメは同じ面

一海道よ降、日本輸出入銀行の融資など曰
ンから約六百キロ。緯度は北海道よ

積で大豆の約四倍、小麦の約三倍

｜時を過本からの千三百五十万㎡が利用さ
り高く、太陽の光は午後三時を過
、、夜はれ、大豆を日本に輸出して返済に
ぎると大きく傾いて心細く、夜は

インが、うなりをあげて、実った

一・充てた。資金の手当てや大豆の引
気温が零度近くに下がった。

の収量がある。大豆、小麦はここ

地で米国製の真新しい大型コンバ

水稲を次々と刈り取っていた。中

き取りなどで橋渡し役をした大手

江に挟まれた海抜五○Ｍ以下の三

酔ロ。農時は夜になるとオオカミの声が開
洪河農場は六百七十平方キロ。農

商社ニチメンの渡利陽社長は「当

米作への転換が早く進んでいる。

収量が多く、価格もそれなりなので

ているが、コメは単位面積当たりの

四年続く＋全皇作の影響で価格が落ち

川（黒竜江）、ウスリー川、松花

国・ロシア国境を流れるアムール

江平原ｏその中にある洪河農場

九八○こえた。空は満天の星だった」と
家三千七百人が住む。二九八○

資金と技術導入し増産

は、最も早くから米国式の機械化

一、排水振り返る。
年に最初の数百人が入植し、排水

味は日本に負けないよ

を抜い黒竜江省のコメの生産は八○年
施設をつくって余分な水を抜い

昨年のコメの輸出は全省で約三

ア四千五百少など）だが、拡大を

万少（日本、韓国各一万少、リビ

部の中田龍彦さんに働きかけてい

せないかな」と、ニチメン食料本

成さんが一もつと対日輸出を増や

だ。農場を訪ねると、場長の原文

つくったＣ年間生産量は三万トン

華農場内に九七年末、精米工場を

農墾総局はニチメンと合弁で新

目指す。

九八年は九百二十六万トン。九四年
期間の全国平均の

黒竜江省の水稲生産“舞繊葬鰯加州雄

別朋陥師粥化し似しめ、九月下旬に収

『『帝輌》》話辨鋤棡“”鰊萢銅腓

噸繩鶴田《ヵ勢を大きく上回る。

勤ｌⅦｊ伸びである一三町
～１．Ｊ、！／Ⅱ

の二・二倍で、同

ター、格化したのは九四年ごろからで、
トラックや米国製のトラクター、

日本のが約八十万少。面積が広がり、本
たｃ機械化を進めるため、日本の

黒竜江省国営農墾総局
農業省直属の組織で、国境

警備の役割も兼ねてきた。朝
鮮戦争帰りの退役軍人十万人
が五○年代後期、入植したの
を皮切りに、大学卒業生や文

化大革期に半強制的に駆り出
された都市の「知識青年」ら

合せて百万人が開墾にかか

わった。面積五万四千平方
キロ、百三の農牧場があり、人

口百六十万人。

市

ず」と自信を見せていたｃ

｜日本のコメの味にも負けないは

が激しい日本の事情を聴いて、い
（朝日新聞一九九九・十・二十八）

た。コメ輸入に対する農家の抵抗
ちおう納得したようだったが、

出生数今年５月以降急減
過去最低、雇用不安が影響か

昭和四十六’四十九年に毎年一

去最低の平成七年（約百十八万七

約百二十万三千人はもとより、過

このまま行けば、年間で昨年の

わらず、出生数が激減しているの

ビーブームが起こる時期にもか上

達している。本来なら第三次ベ

現在二十四’二十八歳の適齢期』

（第二次ベビーブーム）世代は、

百万人以上生まれた団塊ジューニ

千人）を下回るペース。国立社会

いる。

二千人それぞれマイナスとなって

保障・人口問題研究所の中位推計

だから、事態は深刻だ。

総理府の世論調査（今年二月〕

によると、今年は昨年より増加し

て約百二十三万人の見通しだった

（平均生涯出産数）

し、合計特殊出生率

上最低記録を更新

三千人も少なく、史

見通しだったが、一気に底割れ必

と来年の一・三八を底に回復する

とみている。中位推計では、今年

年の一・三八から大幅に下落する

厚生省は、合計特殊出生率が昨

だ」という考え方についても、一

立についての悩みが深い。

・育児・介護や、仕事と家庭里

女性は四割が負担を感じ、家事

によると、男性の三割が結婚嵯

も推計の下限を大き

至となった。元年に合計特殊出生

一一十九歳、三十代とも一一割以‐

性は、「そう思わない一が十八

が、実態は低位推計（百十九万

く下回り、底割れ必

”一・五七ショック“と騒がれた

率が○・九ポイントも激減して

生省の調査で明らかになった。八

至の見通し。雇用不

恐れが強い。

い。

ように、今年も衝撃を与えかねな

育て支援制度と男性の役割分担空

で、男性の二倍近くに達する。｝

増えており、五月以降に減少して

の婚姻件数は一昨年より約九千組

化問題を重視して、今年度補正》

自民、自由、公明三党は、少一

不十分といえよう。
によると、今年一

原因について厚生省は、「昨年
四月は昨年とほぼ同

設、幼稚園の預かり保育実施な昨

算に二千億円を計上し、駅前保育

子育て支援の充実を図っている。

所や公共施設の育児コーナー増

の影響で、結婚しても当面は子供

来年度予算では児童手当を拡充一

いる原因はよくわからないが、不

千五百人、六月は約

ではないか」という。

を見合わせる夫婦が増えているの

況による所得減少や雇用不安など
四千三百人、七月が

ころが、五月は約二

約四千人、八月は約

じペースだった。と

人口動態統計速報

社会に衝撃を与える

「結婚したら子供を持つベェ

占める。

安の影響が大きく、

今年の出生数が五月以降急激に

１２３４５６７８９１０１１１２月

担を感じ、経済的な問題が大半一

１

人）も割り込みそうだ。

７

月現在の集計で昨年同期より一万

１

減少していることが二十六日、厚

囮
(万

市

する､お一らむ
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なったことが、米厚生省が二十五

年代に入ってからの最低水準に

日に発表した調査結果で明らかに

■Ｉ１１

（スウェーデン統計庁統計年鑑より）
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87年９０９３９５９６

る方針で、政府も少子化対策関係

なった。ただ、同省では、米国で

一方、信頼性の高い避妊法の使用

《i:;i‘
８５Ｆ

で、ヨーロッパで出生率が高い国

る。だが、北欧諸国だけは例外

はノルウェーを筆頭に、第二位、

第三位をデンマークとフィンラン

ドが占め、六位がスウェーデンと

国際間では、「豊かになると子

続く二九九七年）。

供は減る」が通説や学説であっ

た。それだけに、女性が盛んに働

くのに子供は減らないというのは

ミステリーに近い話だが、最近、

通説をくつがえす研究結果がス

ウェーデンで発表された。国家統

ても、また、どれほど女性が働い

計庁が、豊かな時代になったとし

ても、子供はかならずしも減らな

いとの発表をおこなったのだ。

女性と出産をめぐるデータを

研究のきっかけは、失業や低所

追ってみると事情がよく理解でき

出生率が激しく低下するわが国

が実情だ。子供か少なくなるのを

得が女性自身の経済状態を脅かす

めぐり、「女性が働くために家庭

る。まず出産、育児世代である二

と出生が減る傾向に気づいたこ

を離れるからだ」との見方が強

十五歳から二十九歳の女性のう

では、少子化への対策が高齢化対

率低下の原因となる、すなわち

ち、有職者はおよそ七割と、男性

策とともに取りざたされてきたも

少子化の原因は、働く女性が増

には切っても切れない関係が横た

く、いきおい女性就労と少子の間

と。

えたからｌ・日本ではこうし

「働く女性が子供を多く産む」と

に劣らず働いている。

いうのだ。埼玉大学の竹崎孜教授

深刻に受け止め、頭を痛めてい

先進国はどこも子供が減るのを

わっていると見なされる。

た見方が根強いが、スウェーデン

れた。女性の就労率が高いほど多

に報告してもらった。

のの、歯止めのかけようがないの

低所得が出生を抑制

７５

閣僚会議を設置して、対策に本腰

（産経新聞一九九九・十・二十七）

を入れはじめていた。

は依然、十人中四人の女性が二十

ていると指摘しており、少女の妊

歳になる前に一度は妊娠を経験し
娠・出産が深刻な社会問題である

ことに変わりはないとして、妊娠

率低下の運動を進めていくとして
いる。

が増えていることなども指摘され

#（

#蟻i1iiilIil'|護Fｉ

０

出産率低下の背景には、｜時に

【ワシントン弱曰Ⅱ土井達士】

比べて少年期の性交渉が減少する

米国内で昨年、出産を経験した十

（産経新聞一九九九・十・二十七）

ている。

女性，の就労率(16~64歳)と合計特殊出生率

でこのほど逆の調査結果が発表さ

失業ほど出生率ダウン

働く女性ほど子供多く

五十九歳の少女の割合は、一千

少女の出産率
低下一昨年

人あたり五一・一人と、’九九○

米国

くの子供が生まれ、失業こそ出生
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経済的自立のための年金を目ざす

が、もっと重要なのは、定年後の

近目立ってきた求人数の増加に

が、はたして上向くかどうかｃ最

からず衝撃を与えた出生率だった

劇的な落ち込みが関係者に少な

女性が第一子を産む出産率を一と
からである。

た生活費に充当されるのは当然だ

した場合の出産指数はは、年収千

導入から二十五年の歴史を持つ

めに調べたところ、所得がゼロの

’四万九千クローネ（一クローネ

育児休暇は、両親保険との正式名

仕事の安定が好影響

１約十三円）で一・’七、五万’

なりそうだ。

出生率については、一九八三年
を転機に上昇カーブを描き始め、

九万九千クローネでは二・○七、

（日本経済新聞

よって、いずれ証明されることに

到達した。これは当時のヨーロッ

九○’九二年に二・一台の最高に

フサイクルにすっかり定着した制

称を持ち、社会とひとびとのライ

一九九九・十・二十九）

○○。やはり低所得の女性は低出

十万’十四万九千クローネは三・

度となっている。仕事を休んでも

で、子供が減らないどころか、逆

給与の八○％が保障されるので、

パにおいては比類のない高水準

とも確かめられた。

生率、高所得は高出生率となるこ

児童手当も引き上げ

みんなが休暇を利用している。

に増えるのは不可解とされた。し

したがって、女性が働くと子供

かし、その後は下落。九七年は一
・五二にまで急落してしまった。

が生まれないのではなく、まった

ぶ。早朝から夕刻まで開いている

【北京１日Ⅱ石井利尚】「一

く逆であることが分かった。すな

保育所は若い家族にとってはかけ

人っ子社会」が進む中国で一日、

三歳年齢層の九割が子供二人以上

スウェーデンでは女性の職場進

がえのないサービスとして頼りに

十八歳以下の少年・少女の監督を

世論調査だと、二十三歳から四十

満一歳の誕生日が過ぎると、今

出からおよそ四十年の歴史があ

されている。職住接近に助けら

度は、近所の保育所のどれかを選

る。仕事が安定し、将来への見通

れ、長時間保育などの弊害もな

親や学校に厳しく義務づける「未

わち、女性たちは働くほど子供を

しが明るければ出産への意欲が高

成年者犯罪予防法」が施行され

生み育てるということだ。

それが今回の調査テーマとされ

まる。逆に失業で自分の能力に自

く、親子ともども余計な負担を感

と思っているわけではない。最大

たわけだ。最初に九○年を境に女

じることはない。

を望み、子供を邪魔だとか、負担

性のあいだで失業が増えるのにと

信を失ったり、経済的に不安を感

囲聯棚鰍
辨

もない出生率低下が見られた。同

は当然だろう。

じたりすれば、出産をためらうの

の原因がほかにあることはあきら

じく、就労する女性が多ければ出

さらには、女性たちの所得差が

くなる傾向もわかった。

では高い地域に比べ、出産が少な

られた。女性の就労率が低い地域

出生率も低いとの特徴が突き止め

カンドハウスのローン返済を含め

く。所得は、バカンスの費用やセ

は定年の六十歳を迎えるまで働

ら授乳に必要な期間だけで、あと

ため家庭にとどまるのは、もっぱ

さて、この国では女性が育児の

束されている。

一月からのさらなる引き上げが約

に再度引き上げられたうえ、来年

の財政も黒字を計上、金額がすで

については、好況に支えられて国

サービスのひとつである児童手当

また、子育て中の家族に対する

とばく、わいせつビデオ視聴など

は、無断外泊、ゆすりや万引き、

だ。

罪が急増、これに対応したもの

で、窃盗や薬物使用などの少年犯

た。改革・開放に伴う社会の変化

同法によると、保護者と学校

出生にどのように響くかを念のた

かだった。

生率は高まり、反対に少なければ

甘やかされた1人っ子

巧

こゅ－すふぉ－らむ

供を探し出す責任も負う。また、

しは禁じられ、親は、家出した子

う。十六歳未満の子供の一人暮ら

やかす傾向が強まった点などが挙

たほか、一人っ子政策で子供を甘

で、地域社会の監督能力が低下し

は、農村から都市への人口流動化

同法施行の社会的背景について

ている。

同法は、酒やたばこ、暴力・わい

”％》印

いょ）ころだ。

０
７

０
６
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０
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０
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３

０
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１

５回」

（読売新聞一九九九・十一・二）

か１．

果して平均寿命はどこまで延びる

は寿命を縮める要因とみられる。

一方で、ストレスや環境悪化など

九歳延びるという分析結果がある

なければ、平均寿命はさらに八、

ん、心臓病、脳卒中の三大死因が

心臓病脳卒中Ｉ

平均寿命どこまで延びる

鰊

の不良行為を防止する義務を負

せつシーンを含む漫画本やビデオ
げられている。

（読売新聞一九九九・十｜・ニ）

の販売を厳禁し、学校周辺では、
ゲームセンターなどの撤去も求め

も決断の局面でも強まるばかりの

恋愛結婚志向は、出会いの場面で

圏川％恋愛結婚する人の割合

出会ったきっかけは「見合い」

その一方では、こうした傾向が

でも、最終的には「恋愛」で結婚
る。国立社会保障・人口問題研究

出会いから結婚までを長期化させ

ようだ。

所の「出生動向基本調査」による

ており、平均交際期間は八九年の

したｌという人が増えてい

と、こういう人の割合は、一九六

二・五年から、九七年には三・四年
にのびた。晩婚化が進んでいる原

○’六四年には見合い結婚の二割
程度だったが、九五’九七年に

わが国は、急速に高齢化が進
厚生省によると、一九九八年の平

み、「長寿大国」を誇っている。
長期間の交際が結婚に結びつか

る。

夫婦の出会いが「見合い」とい

七十七歳にとどまったものの、男

え、男性は前年をわずかに下回り
女ともに先進国では世界一だ。が

均寿命は、女性が八十四歳を超

ると、どちらが幸せなのか、難し

秒に一組という離婚の多さを考え

るのかもしれない。だが、二分十

逆転した「恋愛」が、九五－九七

ない〈永すぎた春〉も、増えてい

因の一つになっていると見られ

、_〆

うケースは、四○年当時の七割か

は、約八割を占めるようになっ

畑

ら年々減少、六五’六九年の問に

た。

liI il i
グー、

年では九割近くにのぼっている。

7,

函

寿命を延ばし、今や「人生八十

歳、男性は二十七・一○歳も平均

五十一年間に、女性は三十・○五

戦後の四七年から九八年までの

三大死因を克服し、死亡率がゼ

平均寿命は延びる」と力説する。

おり、今後も同じ傾向が続けば、

脳卒中も死亡率が年々減ってきて

五歳以上のがん以外は、心臓病も

「男女とも、三大死因のうち六十

情報調査分析部の石川晃室長は、

や飲酒の減少を通じて、脳卒中｛

は、減塩や歩行習慣の強化、喫儒

する健康作り計画一健康日本、」

年）している。

九・四三歳に達すると推計（九一

は女性八十六・四七歳、男性七Ｌ

性七十八・’二歳、二○五○年戸

一○年に女性八十五・○五歳、用

｜，日本人の平均寿命は目覚まし

年」時代。大阪で万国博覧会が開

ロになったと仮定すると、平均寿

る数値目標を掲げており、計画澪

心筋こうそくの死亡率を低下さ辿

（高野義雄、南砂、本田麻

く延びた。今後まだ延びる余地は

かれた七○年は、女性七十四・六

命は女性で八・二歳、男性で八・

国立社会保障・人口問題研究所

ある。だが、寿命の限界は百十八

六歳、男性六十九・三一歳だった。

九一歳延びる計算だ（厚生省分

た。

歳ぐらいでしょう」。こう予測す

生活水準の向上や栄養摂取の改

戦後ほぼ一貫して延び続けてき

るのは柴田博・東京都老人総合研

善、医療の進歩に伴う乳児死亡率

析）。

由美）

ゼロ歳児

の低下や伝染病の克服などが、平

6０

5０

露

８０９０２０００ＩＯＺＯ３０４０５０
'9４０５０６０７０

そうだ。

ストレス、環境汚染、偏食、

生態学者、食生態学研究所の西丸

歳寿命説」で世の中を驚かせた食

これに対し、一九九○年に「刎

前は、女性の寿命は男性とそう

生活や労働条件が良くなかった

人総合研究所の柴田副所長も「

環境悪化説について、東京都

ダイエットのマイナス要因も

震哉所長は、環境ホルモンなどに

で、医療の進歩などがもたらす寿

加物などによる体内汚染は深刻

環境汚染や、抗生物質、食品添

トなどによる二十歳代女性の痩

と指摘。「今の日本ではダイエ

均寿命が男性より一・二歳短い

境が過酷なインドでは、女性の

わらなかった。女性の置かれた

命の延長に対してマイナスに働

な問題が現れる可能性があり、

志向が心配だ。更年期以降、深

よる環境悪化を危倶す。

き、「近い将来プラス要因を覆さ

来は骨粗しよう症、結核、肺炎

ないという保障はどこにもない」

と警告する。

Ｚ干害訂睡幽

りに進めば平均寿命はさらに延（

厚生省が来年から十年間に実膣

究所副所長。
が何歳まで

均寿命アップに貢献してきた、と

7０

同研究所では、平均寿命は二○

生きるかを

８０

1--

ェ将

牢

予測する平

9０

Ｆ－●Ｌ

日本の平均寿命の推移〈実績値と推計値）

い》っ。

(歳）〈国立社会保障･人口問題研究所による〉

均寿命は、

iｌ

8０

すふお－らむ
こゆ

どが急 増して平均寿命に影響を及
縮み七十七・一六歳にとどまった

たきりかぼけ、大半が老人ホーム

術の進歩などによって、六割が寝

リート』だった。現在は、医療技

目指す必要がある」と、長寿の質

生きがいも持った『成功長寿」を

摘、「今後は、健康はもちろん、

次期人口会議

た経験を開発途上国の参考にし

（毎日新聞

一九九九・十一・十二）

【渡部武史】

１などを挙げている㈱

先進国・途上国と分かち合う－

日本開催を要望
人口問題協議会の明石康会長

に日本で開催するよう求める要

次期世界人ロ会議を２００４年

のアナン国連事務総長と会談、

蕗九六三年の百五十三人

的データを取り始めた一

望書を手渡した。これに対し、

同事務総長は一「すばらしい提案

に比べ、三十六年間で

だ・さっそく国連本部に持ち

０

妬がった。

要望書は、世界人口会議日本

帰って検討したい一と述べた。

９実に七十四倍に膨れ上
長寿日本一を誇る沖

開催の意義として、①戦後の日

０
８

だ年間調査してきた鈴木

死」へと、年間で人口転換させ

本が一多産多死」から一少産少

縄県で、百寿者を一一十

教授は、「百寿者研究

、信・琉球大医学部名誉

てもらう②世界に例を見ない速

７

（読売新聞一九九九・十一・九）

のは、中高年者らによる自殺の大

4000

明石氏

で暮らす」と実態の様変わりを指

ぼすこともあるだ ろう」と予側す

さらに、九五年は阪神・淡路大

が今後の課題としている。

震災（死者六千四百三十人）とイ

幅増加が原因とみており、不況の

実は、わが国で平均寿命が前年

ンフルエンザの影響で低下したほ

深刻さを印象づけた。

に比べ下がった年が、戦後九回

か、残る七回は心臓病や肺炎・気

る・若い男性の偏 った食生活も懸

あった。下げ幅は最大○・三五
管支炎、厳冬などが原因だった。

念材料だ。

の平均寿命が前年より○・○三歳

歳。厚生省は、今年の発表で男性

川歳以上は一万一一一一四六人Ⅱ珊年で阿倍に

6000

リ約千二百人増えた。

（元国連事務次長）はｎ日、東

鞭・蘭

鐸を始めた七六年ごろ、

度で高齢化が進む日本の経験を

０

６

以上が在宅で元気な

■

伯沖縄県の百寿者は九割
『かくしゃくたるエ

8１

四

京・渋谷の国連大学で、来日中

2000

（約八割は女性）に達し、昨年よ

8000

lili

在、全国で一万千三百四十六人

１ 0000

厚生省によると、百歳以上のお

(人）

年寄り（百寿者）は今年九月現

１ 2DUG

援助額一兆四千億円

への転換も急務で、ＮＰＯ（非政

しかし、ＯＤＡは慈善事業とは

援助先は中国、インドネシア、タ

いる。効率と効果の両面からＯＤ

の」との不満の声も上がり始めて

国にお金をあげなきゃならない

なか、「余裕がないのに、なぜ外

一方、国内では財政が悪化する

響を与えた面は見逃せない。

与し、その結果、日本経済に好影

した。この援助がアジア経済に寄

府支出の五○％まで支援額が拡大

援を強め、インドネシアなどは政

違う。九七年のアジア経済危機を

イなどアジア向けが六割。米国は

Ａに対する厳しい目が注がれてい

受けて、日本はアジア各国への支

途上国に対する日本の政府開発
イスラエル向けが四分の一を占

る。

られている。

援助（ＯＤＡ）の総額は一兆四千
め、フランスは同国の旧植民地へ

府組織）などとの連携強化も求め

四十七億円（九八年、ドル換算で

の援助が上位にあるなど、政治的

引年から世界でトップ

約百七億三千万が）。スーパーの

な背景も大きい。

出所:開発援助委員会(DAC）

十二位まで下がってしまう。

Ⅱ二十一カ国で構成）の中で

で、開発援助委員会（ＤＡＣ

Ｐ）比率でみると○・二八％

日本だが、国内総生産（ＧＤ

呼ぶ。

の労働力人口の割合を労働力率と

失業者の合計だ。｜定の年齢層で

思をもつ人を指し、就業者と完全

働力人口とは十五歳以上で働く意

働力人口の減少を伴うことだ。労

とされる大きな理由の一つは、労

化が経済にマイナス影響を与える

〈労働力率は卵％に低下も〉高齢

低い六十五歳以上の人口が増え、

と仮定する。すると、労働力率が

労働力率が九五年のまま推移する

の男女の三つに分け、それぞれの

四歳の男性、女性、六十五歳以上

男性が八五％、女性は五八％だ。

い。十五’六十四歳の労働力率は

’六十四歳の七一％よりかなり低

ＡＣ中、最下位だ。箱モノ中

いこと。贈与比率は四割とＤ

日本の特徴は借款の比率が高

は九五年で二五％に過ぎず、十五

歳以上の年齢層における労働力率

業意欲が高いとされるが、六十五

日本の高齢者は外国に比べて就

労働力率も低下し、九五年の六三

る。十五歳以上の全人口における

で、労働力人口の総数は減少す

十五’六十四歳の人口は減るの

ただ、援助額では世界一の

また、ＯＤＡは大きく贈与と

心の従来型援助からソフト面

ここで日本の人口を十五「六十

借款（融資）に分かれるが、

社会がうるおう高齢労働力

閲歳以上でも働き手に

一九九九・十一・十四）

（日本経済新聞

ジャスコの売上額とほぼ同じ金額

日本が最大の援助国となってい
る国は五十五カ国（九七年）で、

国内経済の不況に悩まされながら
も、九一年以来、世界一の座を

ギスで邦人拉致（らち）事件が起

援助先は百五十カ国。最近、キル

日本に次ぐ援助国は米国で約八

保っている。

o玩両丙而両丙両而而ｉ

こったが、拉致された人はＯＤＡ

ル

十一億三千万が。以下、フラン

５０

関係者だった。

億
ド

ス、ドイツ、英国と続く。日本の

100

囮

を海外への援助に充てた計算だ。

函
;iii賛ij1】露欝鰯露鐵iiii蕊鱗議
150

8２

上になる二○’五年には五八％ま
ほぼ一律に決められている。｜

れ、企業の定年などで引退年齢が

て、こうした財政負担を担う側に

さらに、高齢者が労働者とし

活躍することが期待される。

会を作るため、高齢労働者として

る。団塊世代には、この新しい社

循環型社会の構築にも道が開け

昭から、団塊の世代が六十五歳以
で落ち込む。

用は高齢者の労働対価からねん出

とどまれば、医療、介護などの費

び、経済発展に欠かせない要素だ
することが、より良い高齢社会を

したことを当然とする風潮を打破

で就業意欲が減退しがちだ。こう

く、高齢世代内で支え合う同世代

世代を支えるだけの社会ではな

る。そうすれば、若い世代が高齢

できる部分が増えることにもな

一九九九・十｜・十六）

さくら総合研究所

控除や出産後の職場での冷遇など

が、高齢化は日本全体の労働力率
作る前提条件になる。

（日本経済新聞

方、多くの女性は税制上の配偶者

の低下につながる。

〈経験を生かす〉高齢者が若い世

労働力は資本、技術革新と並

足の懸念を払しょくするにはどう
代より身体的に弱くなることは否

〈高齢者・女性を活用〉労働力不
すべきか。真っ先に思いつくの

高２の過半数Ⅱお年寄りと交流……ちょっと

会に生かされる場面は多い。報酬

お年寄りとの交流を望む児童・

さらに能力が再開発されれば、社

よりも労働そのものに生きがいを

生徒は学年が進むにつれて減り、

めないが、豊富な経験は貴重だ。

九五年の十五歳以上の全人口に

持つ高齢者も多く、労働の質的コ

高校二年生では五割を切ること

は、比較的低い高齢者、女性の労

おける労働力率は六三％。これを

ストでは一概に生産性が低いとは

働力率を高めることだ。

二○’五年時点でも維持するた
いえない。

日本人の平均寿命は飛躍的に延

が、文部省統計数理研究所の調査

おばあさんやお年寄りと何かを一

子どもたちに、「おじいさん、

千六百四十四人から回答を得た。

十七人、高齢者は六十五歳以上の

砺歳以上の６割Ⅱ今の子供、常識も礼儀もない

こまで高めればよいかを試算す

め、高齢者や女性の労働力率をど
るＣ十五’六十四歳の男女の労働

ねたところ、小学四年生では八六

％が一はい」と答えた。しかし、

緒にしてみたいと思うか」とたず

この比率は学年を追うごとに下が

でわかった。高齢者の方は、いま
を知らない」と否定的にとらえて

り、小六は七六％、中二は五六

どきの子どもたちに対して「常識
いる人が多い。世代間の意識のず

びており、九八年時点で五八年よ
四歳長い。団塊世代が六十五歳と

れは大きいようだ。

り、男性が約十二歳、女性は約十
なった際に、昔の六十五歳と同じ

する労働力のすべてを六十五歳以

上の高齢者でまかなうには、高齢

意識でとらえることは妥当でない

力率を九五年のままとして、不足

四四％に高める必要がある。

と」を複数回答できくと、｜元気

「お年寄りにしてあげたいこ

％、高二では四九％になる。

流活動研究会」（代表Ⅱ駒沢勉・

がない時に励ます」｜好きなもの

調査は、同研究所の「世代間交
労働者として生きがいを持つ元

同研究所名誉教授）が今年二’三

をプレゼントする」がともに四割

だろう。

者の労働力率を九五年の二倍近い
同様に不足する労働力をすべて

気な高齢者が増えれば、高齢化で

ついては小学四年、六年、中学二

月にアンケートし、児童・生徒に

十五－六十四歳の女性で埋めるに
は、この年齢層の女性の労働力率

にかかる財政負担を予測より軽く

強で多かった。しかし、高齢者に

急増するとされる医療、介護など

年、高校二年の計一万五千六百九

げることが求められる。

することもできる。

を九五年の五八％から七四％に上

高齢者は生産性が低いと考えら

8３

世代隔絶

函

＋どもたちにして欲しいこと」
」たずねると、最も多い回答は

悩みを打ち明けてもらう」（二七
Ｊで、「励まし」は一六％、「プ

感染五千万人、死者千六百万人

いる。

に再び妬歳まで落ちると予測して

｜方、エイズ対策が効果を上げ

ている諸国もあり、タイやフィリ

癖悪い」（五三％）、「感情が抑え

一ない」（五七％）、「言葉づかい

ご（六四％）、「常識や礼儀を知

）く見ている。「甘やかされてい

高齢者は、今の子どもたちを厳

｝ようだ。

一立ちたい、という気持ちの表れ

ちてもらうよりも自分の方が役

連諸国で感染者が倍増したほか、

ていることが分かった。特に旧ソ

で、エイズが依然、猛威を振るっ

ジュネーブ）が配日発表した調査

１．世界保健機関（ＷＨＯ、本部

のうちすでに１６００万人が死亡

染者は５０００万人を突破し、こ

界のエイズウイルス（ＨＩＶ）感

【ジュネーブ泌日福原直樹】世

ズのまん延で２００５～ｎ年まで

から別歳まで延びたものの、エイ

印年代から加年代初頭までに糾歳

に、アフリカ南部では平均寿命が

回し打ちする注射針を指摘。さら

原因として調査は、麻薬使用者が

では３倍に増えた。感染者急増の

朗年前半で２倍に達し、モスクワ

シアの場合、感染者の報告総数は

合わせた感染者は記万人。特にロ

（毎日新聞

日）に先駆け毎年行われている。

という。

ジア全体でＨＩＶ感染者は別万人

釦％に増えた報告がある。またア

ムの使用が過去２年間でⅣ％から

た、と指摘。インドでもコンドー

Ｈ－ｖソ連諸国で深刻化

〉れない一（三八％）など、上位

アフリカではエイズのために平均

で感染者増加に歯止めがかかっ

ピンでは、エイズ予防教育の効果

』は否定的な回答が並ぶ。「頼も

寿命が５～加年後に皿歳低くなる

ゼント」七％にとどまる。気づ

）い」と答えた人は一五％にとど

可能性がある。

）、「まったくない」「あまりな

“したことはあるか」とたずねる

〈から注意をされたりしかられた

、ようだ。子どもたちに「近所の

》、大人に責任がないとは言えな

ただし、こうした状況につい

て上回った。ＷＨＯは「男性から

人と男性（１０１０万人）を初め

の女性感染者が推定で１２２０万

人。またアフリカでは、巧～姐歳

で、死者は過去最高の２６０万

ＨＩＶに感染した人は５６０万人

調査によると今年だけで世界で

女性に感染する確率の方がその逆

こを合わせて七三％になり、地

『社会の「教育力」が衰えている

より高い」と警告している。

旧ソ連諸国のＨｌＶ感染者は、

朴子がうかがえた。

朝日新聞一九九九・十一・十七）

１９９７～朗年の間に２倍に増え

センターが行ったもので、それに

よると、七二年時点で最も一般的

だった家族構成は既婚夫婦に子供

のいる家庭で、四五％を占めてい

たが、九八年には二六％に低下し

これに対し、未婚のカップルで

た。

米国で最も典型的な家庭は、子

した。結婚して子供のいない家庭

に達し、七二年の一六％から倍増

子供のいない家庭の割合は三二％

供のいない未婚のカップルである

調査にあたったトム・スミス氏

た。

は三○％（七二年は二九％）だっ
この調査はシカゴ大学世論調査

れた。

とする調査結果が二十四日公表さ

子供ない未婚
カップルが米
の典型的家族

、ｐｒＪ１くｆＪ、くくず、ｆ、Ｆ、Ｊ、くくノ、くく〃Ⅵノ、ノⅡく〃且』、〃、ｒ、グＢＥｊ１ｆＪしＪ刊Ｋ２Ｋ〆刊ＫＪＥＪＫ〆うぐノ、ｆＪ、くくくくくグＬ〆、くノミノリく〃、ソ、＃１ＫＪ、ＫＪｊ１ＫＪ、ｒ３Ｌグ、ゾ、ｆ２１ｆＪ、ｆ２ｊ５くｆ、く４Ｊ

一九九九・十〒二十四）

調査は世界エイズデー（皿月１

こた。

圏
ており、旧ソ連諸国と旧東欧圏を

図圖

‘
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は「家庭を築き、子供を育てる中
心的制度としての結婚は衰退して

（ニューヨーク１時事）
（日本経済新聞

一九九九・十一・二十五）

服とともに始まる。

人ロ減、自由な働き方で対応

「内なる社会主義」克服へ

いる」と指摘している。

函

迫り来る人口減少の少子高齢時
代を豊かにするには、市場機能を
活用し人々が性別や年齢を問わず
自由な働き方を選べる米国型の経

下の主因である女性の就業率上昇

根拠は疑わしい。それは出生率低

働市場での競争を制限する非効率

いずれも不公平なだけでなく、労

最近、介護や子育てのコストを

な制度である。

ろ加速すると見られるためである。

が、今後の人口減少社会では、むし

んだ結果であればやむを得ない。

見方が増えている。しかし、そう

族の伝統を崩すものであるとする

社会的に負担する制度が、良き家

しかし、それが女性の就業継続と

の自立に基づく新しい家族の形成

した時代錯誤の思想こそが、個人

仮に、出生率の低下が人々の望

子育ての両立が困難な現行の社会

となっている。

を妨げ、出生率低下の大きな原因

的制度・慣行によるのであれば、
その改革は個人と社会の双方に
それにはまず、男性が仕事、女

働くことが損に

とって望ましいはずである。

性が家事・子育てという固定的役

社会の弊害は、市場主義化の結果

ある。近年顕在化した日本の経済

アでも人口減少期を迎える。それ

紀には先進国だけでなく、東アジ

問題であった。しかし、二十一世

これまでの世界では過剰人口が

徴だが、これは一雇用保障の代償と

中的な企業内訓練は日本企業の特

の改革が求められる。従業員の集

を暗黙の前提とした税・社会保険

た社会では高齢者が「弱者「｜で、

人口の三分の一を占める。こうし

二○五○年には、六十五歳以上が

高齢者の比率を高め、ピーク時の

出生率の低下は全人口に占める

ならない制度に

ではなく、むしろ、市場で対等な

いる仕組みになっている。その暗黙

して、長時間労働や頻繁な転勤を強

社会的に扶養されるべきだとの考

割分担に基づく雇用慣行や、それ

競争を求める弱者を仲間内だけの

は日本ではとくに早く、人口は二

の前提としては、妻の「内助の功」

えに基づく現行の社会保障制度が

改革迫られる
人口減少の時代

平等主義で拒絶する規制が主因

二五％減となる。豊かで質の高い

○○七年をピークに五十年後には

に支えられた男性像があった。

済社会システムへの変革が必要で

だ。新時代は内なる社会主義の克

日本の経済発展の基本条件が新世

労働者の増加によって支えられた

問題であり、日本は特に低いグ

出生率の低下は、先進国共通の

れた家で職業が決められてしまう

き方が決まる社会は、個人の生ま

はや維持可能ではない。性別で働

することを前提とした制度は、も

は、女性が家庭で子育てや介護を

で保障することは、「公正な助け

年金を、もっぱら後の世代の負担

多くの給付を受けられる報酬比例

い」と言われるが、高所得者ほど

年金制度は「世代間の助け合

維持できるはずはない。

…壜ｌ

卒、メリーランド大経済学博

ループにある。政府は、長期的に

江戸期の身分制度と同じである。

しかし、今後の人口減少社会で

上智大学教授（やしろ。なおひ

士。経済企画庁、日本経済研究

低下を続けて来た出生率が、来年

紀には失われるのである。

センターなどを経て現職。専門

を底に回復すると見込むが、その

ろ）四六年生まれ。東京大

は経済政策。規制緩和、福祉な

合い」とはいえない。
どの研究で知られる。

8５

￣

況の下で、高齢者の貧富の差にか

所得水準が全世帯平均を超える状

すでに高齢者世帯の一人当たり

ならない雇用慣行や年金制度への

年齢に関係なく、働くことが損に

問」の原則に改めることである。

差別禁止法一のような一年齢不

する制度・慣行を、米国の「年齢

擁護する政治的な圧力と結びつい

ん）している。それが既得権益を

悪」の思想が根強く蔓延（まんえ

つの間にか「安定Ⅱ善、変化Ⅱ

これに対して日本社会では、い

安定」への改革が求められているｃ

義原則の下での一結果としての雇用

態である。市場錘嬰奉を通じた能力主

るのが、日本の「雇用安定」の実

安定は真の平等主義ではない。企

限られた正社員間だけでの生活
て、名目上の規制緩和にもかかわ

る自由な市場にある。

かわらず個人負担をほとんど考慮
改革が必要とされている。

金を守るために切り捨てられてい

せず際限なく使える医療保険は、

らず、実質的な規制を維持する大

める一方、政府は全国民を平等に

明確にする必要がある。九○年代

保護するという本来の役割分担を

業が能力主義に基づく効率化を進
「効率一辺倒の政策では不安定

きな力となっている。

な社会を生む一との見方がある

日本でこそ有効

米国型モデル

真の「弱者」保護ではない。
また、はじめて高齢者にも応分

の負担を求めた介護保険も、風前
のともしびとなっている。その一

個人の自律性よりも国家指導の

に噴出した日本の社会問題は、市

方で、年齢や性別にかかわらず、
真の「弱者」救済のための効率的

場主義の結果ではなく、むしろそ

の逆である。日本は財政規模や公

が、現在の日本はそれほど効率的
内に人材を抱え込み、「仲間内だ

務員数だけで見れば「小さな政

な社会なのだろうか。むしろ組織
けの平等主義」を長期にわたって

府」だが、公益法人など政府代行

方が、国民生活の安定と向上に役
会主義国は自ら崩壊した。それに

持続したことの弊害が、低成長期

立つという思想に基づいた、旧社

めか、｜向に進まない。

もかかわらず、これと同様な思想

は、組織の既得権には関係ないた
高齢社会では、若年層より所得

は、西側諸国の内部でいぜん健在

な手段である生活保護制度の充実

格差の大きい高齢者比率の上昇自

としては、個人の自由な働き方の

いる者にとっては「安定」だが、

い。高い一雇用の流動性の下でダイ

単に競争の排除では達成できな

の影響は著しく大きいｃ

機関や、諸官庁の規制が及ぼす負

米国型と、規制を通じた平等を重

ナミックな発展を遂げた日本の高

終身雇用は、すでに雇用されて

になって顕在化している。

の保護ではなく、むしろ高齢世代

れば自由な市場競争を排除する障

企業外で高い能力を待つ者から見

度成長期は、所得分布の平等化が

冷戦後の日本社会の将来モデル

である。

内部での所得再分配の強化が必要

視する欧州大陸型のいずれかを選

「望ましくない働き方」として、

壁でもある。例えば派遣労働を

る大きな要因となる。高齢者全体

体が、社会全体の不平等度を高め

である。捕そくの不公平が大きい

三の道」はない。

択しなければならず、安易な「第

高齢社会への基本的な対応は、

減らせるのである。

障に充てれば、後の世代の負担を

め、その財源で低所得高齢者の保

であり、その真の強みは世界でベ

できる。これを徹底したのが米国

て、有為な人材を適材適所に配置

れている社会ほど、競争を通じ

市場での自由な働き方が保障さ

Ｑ雇用安定を図るものともいえる。

遣社員の犠牲で、強者である正社員

度変更は、真の「弱者」である派

｜年以上の雇用契約を禁止する制

きな米国自体よりも、今後、人口

剰な労働供給の下で賃金格差の大

最も進んだ時期でもあった。

不平等の是正は必要だがそれは

る年金課税の見直しをともに進

所得課税と、税制上優遇されてい

高齢者の能力や所得の違いにかか

ストの企業や人材を引きつけられ

める弱者が、組織労働者の年功賃

いわば、市場で対等な競争を求

なる日本の方が、より効果的な仕

が減少し、労働力の売り手市場と

市場重視の米国型モデルは、過

わらず、個人を年齢だけで、区分

8６
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組みとなろう。
日本では「賢明な政府」による

「能力に応じた負担、ニーズに応
じた受益」という社会主義思想

「定年後を地方で暮したい」

に「地方就職支援センター」を設

置した。地方での就職に関する総

合的な情報提供や職業相談、紹介

などをする。目的が同じ人々がグ

るため①インターネットなどを活

ンによる都市からの移住を促進す

より多くの成果があがるはずだ。

た起業化への情報提供も増やせば、

あるだろう。同センターが、こうし

需要が見込める野参入することも

ループで事業を起こし、移住先で

〈人ロが都市に集中〉高度経済成

用した地域情報の提供②転入定住

中高年向けの支援策を

な能力とニーズを持つ高齢者や既
長の時期は若年層を中心に人口の

者に対する奨励金の支給や低利融

函

婚女性が労働市場での主役となる
は過疎が深刻になった。京浜、中

大都市圏への集中が進み、地方で

が、なお健在である。しかし多様

く個人の選択肢を広げるため市場

人口減少社会でこそ、政府ではな
京、京阪神の三大都市圏の人口は

資③定住促進団地の整備や土地の

会の新興に尽力するのが理想だ。

用し、産業の担い手として地域社

中高年が蓄積してきた能力を活

機能の強化が必要となる。
国際的な「スピードの時代」

供給といった住宅問題の解決ｌ

例えば、地方で整備が遅れ気味な

などに取り組んでいる。
ところが、過疎に悩む自治体が

が、九五年には約四九％に増え

産業の担い手として主に期待する

六○年に全国の約三四％だった
た。この人口移動で、高齢化は地

に、利害関係者の合意がなければ

方で先行した。今後は都市圏で高

か。団塊世代が先駆者となり、後

細かい規制すら改廃できない「現

のは二十歳代や三十歳代で、年齢

の世代のけん引役になる。道筋が

状維持が平等、改革は不平等」の

齢化が進み、それは団塊世代の加

整えば若年層の移住も増え、その

介護産業の担い手になってはどう

思想のままでは、九○年代の長期

〈労働省が新センター〉Ｕターン

に制限を設ける施策も目立つ。

個人の自由な働き方を拒む「内

ターンは地方から都市に移動した

ターンという言葉をよく聞く。Ｕ

地方への移住を希望する都市の中

を中心とした中高年層にも向け、

やｌターンを促す施策を団塊世代

－ターンを促す意義は大きい。

う。年齢を制限せずにＵターンや

後の高齢化対策も進展するだろ

最近ではＵターンに加え、ｌ

齢とともに加速するだろう。

なる社会主義」の克服が、新たな

人が地元に帰ることｃ－ターンは

高年の行き場を作るべきだという

されよう。

停滞は、世紀が変わっても繰り返

ミレニアム（千年紀）を迎えて最

都市から地方に移ることだ。
都市に住む中高年には「定年後を

各種の調査結果などによって、

の高齢化は進むかもしれないが過

意見もよく聞く。そうすれば地方

農業経営の企業化推進で、これを

業基本法が成立した。柱の一つは

今年七月に農業再生を目指す新農

地方への移住には追い風もある。

〈新農業基本法の成立〉都市から

大の課題となろう。

（日本経済新聞
一九九九・十一・二十九）

疎の問題は解消できる。だが、都

通じて深刻化する農業の担い手不

市の中高齢者が生活の基盤を地方

に移すには、きめ細かい情報提供

足の解消が期待されている。

地方で暮らしたい」と考える人が

など、若年層以上に様々な支援が

少なくないことが指摘される。
一方、人口の減少や高齢化で地

必要になる。

が、地方で農業を営む場合は資金

中高年の就農者は増加している

域の活力が失われる過疎の問題に

労働省は今年十一月、東京都内

悩む地方の市町村は多い。こうし
た地方自治体はＵターンやｌター

８７

方への移住は、受け入れる地域

いかに確保するか。鶏卵一キロ生産

性たんぱくを求める。家畜飼料を

業化で所得が増えた人々は、動物

この共同体が実現すれば、アジ

た。

ネルギー共同体構想を提唱してき

ン網建設を中核とするアジア・エ

国などを結ぶ天然ガスパイプライ

係などが課題だ。そこで農

と、移住する中高齢者の双方がと

アにおけるエネルギー安全保障の

化に伴い農地面積は減少する。工

業化が進めば、都市の中高

もに利益を得る形になるべきだ。

と食糧、工業化の関係を我々二国

するのに三キロの穀物が要る。人口

択肢が増えることは望ましい。地

職に一雇われる形で就農する

中高齢者の自己実現と地域社会へ

の確保、農業技術の習得、

可能になる。移住希望者の
の貢献がうまく折り合う仕組み作

少しでも和らげることもで

さくら総合研究所

内でのエネルギー確保は難しく、

クトにより、域内の環境問題を緩

になると確信する。このプロジェ

でなく、地域の安全と発展の基盤

確立に大きな役割を果たすばかり

（日本経済新聞一九九九・十二・｜）

りが求められる。

新興は地方分権と絡んで難

もしれない。

題だが、高齢者の生活の選

和することもできる。

欧州や北米では、すでに天然ガ

エネルギー安全保障の確立の必要

スパイプ網が整備されており、北

性が高まっている。また、エネル
める中国の環境問題はどうするの

ギー消費量のうち石炭が布％を占

間機関の設立が望ましい。政府と

Ⅲ世紀の日中関係と
アジア・太平洋の新秩序

東アジアでの整備はますます重要
る天然ガスの利用を拡大する必要

民間の協力も不可欠だ。

になる。エネルギー分野での多国

か。

く、大きな変化が起きる。それは

があるｃ

Ｉ元外相・中山太郎氏のキーノートスピーチ
人口の急増だ。日中は十分協力し

今後、クリーンエネルギーであ

二十世紀にはいろいろなことが

つつ、人口問題と（それに付随す

天然ガス資源と、日本、中国、韓

出産ためらわす経済不安

（読売新聞一九九九・十一一・十五）

あった。日本軍国主義が中国国民

る）地域問題を検討していく必要

私は、東シペリアなどの豊富な

に与えた多一大な被害を、長く心に

十五億八千万人。二○二五年には

とどめなければならない。反省を

今の我々の大きな課題は、改革

四十七億二千万人、二○五○年は

がある。九八年のアジア人口は三

・開放政策によって発展した中国

五十二億六千万人に増える。

口下降が始まるが、九八年の十二

政策の効果で、二○五○年ごろ人

わが国の合計特殊出生率二人

続け、昨年は一・三八人となり、わ

価値観の変化とバブル崩壊

なく、アジア地域全体の発展、さ

が国の史上最低記録を更新した。

中国の人口は共産党政権の人口

らには世界的課題についても、忌

の女性が生涯に産むと思われる子

続する中で、九二年度『国民生活

このような長期的出生低下が持

億五千万人から、二○二五年には

回ってから、ほぼ連続的に低下を

揮なく意見交換し、行動していく

食糧問題をどうするのか。工業

供数）は一九七五年に二人を下

来世紀には、政治とは関係な

十四億八千万人に増える。

四

べきだ。

だ。日中両国は、二国間ばかりで

との関係をいかに堅持していくか

忘れてはならないｃ

四

エネルギー需要も増大する。域

の間で十分意見交換すべきだ。

しき不こ年業人や
い地る安とがの間用
課域かをも組企関地

8８

すふお－らむ
こゆ

れるものではなく、ＥＵ（欧州連

少子化問題はわが国だけに見ら

が登場した。

白書』で「少子社会という新造語

生順位別に変化を分析してみると

確率、第二子を産む確率など、出

婚する確率に加え、第一子を産む

データと人口動態統計を使い、結

る。わが国の出生減少を国勢調査

から一・四二人へと減退したが、

年間で合計特殊出生率は一・五四

明らかとなる。九○’九五年の五

新しい変化が起こっていることが

年代に絞って行ってみると、最近

が考えられる。確かに、わが国で

経済の崩壊とそれに続く経済不安

が苦慮している。ところが、わが

低下したのである。当然ながら、

であったが、九五年では妬％まで

が国の女性が結婚する確率は蛆％

例えば、七五年の時点では、わ

なわち、晩婚化・未婚化の進行に

著に落ち込んだことであった。す

因は夫婦の第一子を産む確率が顕

も貢献しているものの、その主要

その変化に男女の結婚確率の低下

確率には影響がほとんど無かった

率の低下が起こり、第一子の出生

が、その時は第三子以降で出生確

八○年前後に出生率が減少した

高まった経済の先行き不透明で、

は七○年代のオイルショック後に

もう一つの要因として、バブル

合）諸国を中心に多くの先進社会
幾つかの重要な結果が得られる。

次第に弱体化しているのである。

でも起こっており、わが国の場合

国とＥＵ諸国では、出生低下のメ

七五年時点では弧％もあった男性

こともできよう。では、どうして

次第に移行し始めていると考える

し、ＥＵ型の出生低下パターンに

出産を騎謄していると考えた方が

入を長期的に期待できないために

たばかりのカップルが安定した収

近のリストラの波により、結婚し

いるという確証はなく、むしろ最

のである。しかしながら、二十年

と同様に、その対応に多くの政府

カニズムが著しく異なっている。

の結婚確率が、九五年では沼％に

第一子を産む確率が最近になって

前に見られたこのようなメカニズ

率が下降しているのである。こ

まで落ち込んでいる。特に、東京

減少しているのであろうか。

よって出現したわが国の少子化社

ような出産テンポの遅れが長期

都に在住の三十五’三十九歳の男

いとすると、マクロ経済を順調な

より自然であろう。この見方が正し

男性が結婚する確率も減少した

した結果、一組の夫婦が今後出

性三人に一人が独身であり、東京

考えられる要因の一つは、子供

成長軌道にできるだけ早急に戻す努

Ｕ諸国の場合には、六○年代半

適齢期を終えるまでに二人の子

都の状況が全国に今後広がってい

の変化である。総理府などが実施

を持つことに対する社会の価値観

ムが九○年代に入っても存続して

供を持つことはほぼ不可能な現状

くと、わが国の晩婚化傾向に一層

力が少字塾化対策として急務である。

という「新」少子社会へと転換

なっている。このため、来世紀

拍車がかかるだけでなく、男性結

ても、必ずしも子供を産まなくて

した調査結果をみると、「結婚し

●小川直宏（日本大学人口研究

会が、結婚しても子供を産まない

入っても、多くのＥＵ諸国で人

婚確率も低下し続ける可能性が高

もよい」という考え方に賛同する

所次長・同大学経済学部教授）

一層深刻化している。すなわち、

高齢化現象は進行し、再び外国

いのである。わが国の場合、ほと

二十歳以上の未婚女性の割合は、

人ロ経済論専攻。東西センター、

が、その数値は女性の場合よりも

人労働力を流入させる状況が出現

んどすべての人が結婚するという

九二’九七年の間に塊％から開へ

国連勤務などを経て現職へ。弱歳。

より、夫婦が子供を持つタイミ

こうした有配偶出生率の低下が

そうである。

てきたが、そのパターンが既に崩

皆婚社会の伝統がこれまで存続し

と相当な増加を見せている。つま

ングが遅れ始めたことで有配偶出

題となっているＥＵ諸国とは対

壊してしまっていることが理解で

（読売新聞一九九九・十二・十七）

は主として晩 婚化・未婚化現象が

早大卒。ハワイ大学大学院修一ら

的に、わが国の七○年代以降で

きよう。

り、結婚したら二人程度の子供を
さらに、このような分析を九○

出産するという従来のパターンが

急速に進行したことによって出生
率の低下がもたらされたのであ

8９

ばＥ

産化の生
ロにと

し

照間

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告瞥
一インド国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrjes
-India-

３．中華人民共和国人口・家族計画第二次些礎調査報告譜
BasicSurvey(Ⅱ）onPopulationandFhmiIyPIanning
inthePeople，ｓＲｅｐｕｂＩｉｃｏｆＣｈｉｎａ
生育率和生活水平矢系第二次中日合作澗査研究根

昭和58年度
１．中蕊人民共和国人口家族計画基礎調盃報告書

BasicSurvevonPopulationandFami1yPlanning
inthePeople,sRepublicofChina（英語版）

生育率和生活水平尖系中日合作凋査研究根告苓
（中同語版）

告苓（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口・家族計画基礎調森

BasicSu｢veyReportonPopulationandFbkmily

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

’・アジア諸国の農村人口と腱業開発に関する調在報告書
一インドｌｍ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏpuIationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-India-（英語版）

UlbanizationandDevelopmentinJapan（英語版）
６．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調査
一データ網一

SurveyofUrbanization，LivingEnvironmentand

WelfareinBangkok－Ｄａｔａ－

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調在報告響
一タイ国一

ReporlontheBasicSurveyofPopulationandDeve・
lopmentinSoutheastAsianCountries
-Thailand-

（英語版）

３．日本の人口転換と農村開発
７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

UrbanizationandPopulationinJapａｎ〈英語版）

DemographicTransitioninJalpanandRuralDeve
loDment（英語版）

日本的城市化与人口（中国語版）

UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

４．SurveyofFertiljtyandLivjngStandardsinChinese
RuralAreas-Data-AlIthehouseholdsoftwo

vilIagesinJilinProvincesurveyedbyquesliomalres

昭和61年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調奔報告書
一インドネシア国一

（英語版）

失干中国旗村的人ロ生育率与生活水平的凋査扱告
一対千古林省丙十村近行全戸面談凋交的培果一
＝焼ｉ１ｆＭ－（中国語版）

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgricuIturalDevelopmentinAsianCountrles
-Indonesia-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発雅礎調奇報告諜
一インドネシア国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DeveIopmentinSoutheastAsianCountries

-Indonesia-（英語版）
３．在日留学生の学習と生活条件に関する研究

一人的能力開発の課題に即して_
４．日本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmentinjapaｎ（英語版）
５．人口と開発関連統計集
DemographicandSocioEconomiclndjcatorson

PopulationandDevelopｍｅｎｔ（英語版）

５．スライド日本の農業、農村開発と人口
_その軌跡一（ロ本橘1lx）

Ａｇ｢icullu｢EII＆RuralDevelopmentand，Population
inJapan（英語版）
日本衣止衣村的没展和人口的推移（中国語版）

PerkembanganPertanianMasya｢akatDesaDan
KependudukanDi」epang（インドネシア語版）
（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ
ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調交報告諜
一タイ画一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturaIDevelopmentinAsianCountries
-TI1aiIand-〈英語版）
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２．東南アジア諸国等人口・ＨＭ発推礎調在栩告諜
一中鹸人民共和同一

６．スライド日本の産業開発と人Ｌｌ

－その原動力・電気一〈日本語版）

RepoYtontheBasicSurveyofPopulationand

’'１dustrialDevelopmentandPopula[ioninJapa11

DevelopmentinSoutheastAsianCoumr1es

-TheprlmeMover-Electricily-

-China-（英語版）

Ｈ本的芹止友展与人ロ

（英語版）

ー其原功カー山気－（中国語版）

３．アジア諸便lからの労働力流出に関する調査研究報告瞥
一タイ国一

Pembangunanlndu$tridankependudukandijepang
-PenggerakUtama-TengaListrik（インドネシア語版）

４．日本の人口と家族

PopulationandtheFamilVinJapan（英語版）
－

７．ネパール上図人口家族計画第二次恭礎調盗

ComplementaryBasicSurveyReportonPopulation
andFamilVPlanninｇｉｎｔｈｅｋｉｎｇｄｏｍｏｆＮｅｐａｌ

５．アジアの人口転換と開発一総jil･災一

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
Countries-Ove｢v1ewandSLatisIicalTabIe呂一
（英語版）

昭和62年度
Ｌアジア諸国の農村人Ｕと農業開発に関する調森報告諜

６．スライド

一中華人民共和国一

Ｈ本の人口と家族（日本語版）

ReportonlheSurveyofRLlralPopulationalId

FamilyandPopuIationinJapan-AsianExperi-

AgriculluralDevelopmentinAsianCountries

ence-（英語版）

-China-（英語版）

Ｈ本的人口勺家庭（中圏語版）

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア語版）

２．９k南アジア諸国瀞人口・開発些礎調盗報告書
一中蕪人氏共和国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

７．ペルー共和国人ｕ家族計画些礎調企

DevelopmentinSouthe窪［AsianCountrIs
-China-

平成元年度
l・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一バングラデシュ同一

ReportontheSurveyofRuralPopulaUonand
AgriculturalDevelopmenl-Bangladesh-（英
語版）

（英語版〉

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告評
一フィリピン圃一

４.日本の人口と農業開発

PopulationandAgricultur2IDeveIopmentinJapan
（英語版）

２．東南アジア諸uil等人[⑩開発基礎調炎報告書
一ネパールｌＥＨ－

ＲｅｐｏｒｔｏｒｌｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰopulalionand

５．ネパールの人I」・悶発,環境

Popula[ion、DcvelopmentandEnvironmentinNeDal
（英語版）

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Nepal-（英語版）

６．スライド

３．アジア諸腫lからの労動力流出に関する調森研究報告書
一マレーシアLlil-

mentinjapan（英語版）

４．Ｈ本の人口櫛造変動と開発一高齢化のアジア的祖
占一

pQ､■

Ｓｔ｢LlcturalChangeinPopulalionandDevelopmcnt
-japan,sExperiencemAging-

ト１本の人口侈勤と経済発展（日本語版）

TheMIgra[oryMoverrlenlaIUdEcolIomicl〕evelop

（英語版）

日本的人Ll移功与難済友腱（LP図譜腿）

PerpindahaI1PendLldukDanPerkembanganEkoIUomi
DiJepang（インドネシア語版）
７．トルコ低l人I｣家族iifillliJM;礎調森

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－（Ⅱ本譜版）

AginginJapan－ChalIengesandProspects-

一ネパール画一

辺人高齢化社会的日本正面I佃挑銭一追求_具生命怠又

Agricultu｢alDevelopmentinAsianCountries

（英語版）

的老年生涯一（中倒語版）
9１

昭和63年度
，、アジア諾1塁Iの農村人ロと農業開発に関する調森報告書
ReporlontheSurvevofRuralPopulalionand

-Ｎｅｐａｌ－（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告啓
一中華人民共和国一
４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmenIandPopulatjｏｎｉｎＪａＩｊａｎ
－Ｔ｢endsandProspectsintl1el990s（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（Ｈ本語版）

ReginalDevelopmentandPopulatioｎｉｎＪａｐａｎ
（英語版）
日本的区域升友和人口（中国語版）
PermbangunanDaerahdanPopulasidiJcpang
（インドネシア版）

TflnlanganMasyarakatLanjutusiaJepang
（インドネシア譜版）

６．アジア諸lrlの腱業開発－５カ国の比較一

ｓ[｢ategicMeasuregfortheA度｢iculturalDevelopment
-Compa｢ativeStrudiesonFiveAsianCountrｉｅｓ－
（英語版）

（本作品は、1990年1lb日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

平成２年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告啓

一フィリピンＥｌ－

ＲＧｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏfRuralPopulalionand
６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英語版）

AgricultLIralDevelopmenl-Philippines-（英語版）
２．束南アジア諸同等人口・開発)牒礎調斑報告書

平成４年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調征報告ill‘
－マレーシア国一

ReportontheSuweyofRuralPopulationand
AgriculturaIDevelopment－Malaysia－
（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発埜礎調在報告Ⅱド
ーベト十ム隆I-

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

DevelopnmentinSoutheastAsianCoulIries
-VietNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流tljに関する調在研究報告苫
一スリランカ倒一
４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTransitionandPopuIationinAsia
（英語版）
５．スライド

明日に生きる－日本の産業転換と人口一（Ｈ本
譜版）

LivingforTomorrow－IndustrialTransitionand

一バングラデシュ－

RcDortontheBasicSuIveyofPopulatlonand
DevelopmentinSoutheastAsianCounmes

-Bangladesh-（英語版）
３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告悲
一インドネシア同一
４．日本の人口 ･開発・環境一アジアの経験一

Population，

Japan

DcvelopmentandEnvironmenlin

･AsianExpe｢ience-（英語版）

５．スライド

日本の環境・人口・'１M発（Ｈ本譜版）

Environment，Populatlonandl〕evelopmentin

」apa、（英語版）
日本的坏境・人口・升友（中国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangL1nanJepang
（インドネシア語脳）

（本作品は、1991年伽日本視聴覚教育協会主催優秀映

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都市化一統iil･架一

PIDspeclsofUrbanizationinＡｓｉａ（英語版）

PopulaLioninJapan-（英語版）

生活在明天一日本的杵'112蒔換勺人口一（中岡諦版）

平成３年度
ｌ・アジア諸国の艇村人口と農業開発に関する調在報告書

HidupUntukHariEsok－PeralihanStruktur
lndustriDanPopulasiDiJepang(インドネシア語版）

一スリランカln-

ReportontheSurveyRuraIPopulationand

Agricultura」Development-SrilaI1ka（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発蛙礎調森報告書

平成５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書
一ベト＋ムlｒＩ－

一フィリピン圃一

ReporIonthcBasicSurvcyolPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-PhilippineS-（英語版）

9２

平成７年度
１．アジア,i脈|の発展段階別農業・農１６１開発雅礎jiM介報flf
ilドーパキスタンlr1-

Rcpo｢ｌｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙ()nAgTicuIluralaIldRural

I)evcl0pment（〕yProg1℃ｓｓＳｔａｇｅｉｎ八s唯nCoLInt1・ieヨ
ーPakistan-（災iil緬〉

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmeｎｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調斑報告書
一スリランカ同一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoLltheastAsianCountrleS

２．アジアi渚同の都市化とl;N発）,L礎満イト報f'す１１ド

-SriLanka-（英語版）

ーネバールIj2l-

Repo｢tontheSurvev(〕fUIbaniza[jonandDevek)I)ment
inAsianCouI1[ries-NeDal-（災iili版）
３．アジアi制F1の人IMIfrilIl開発と労liMlﾉﾉにl弘ＩするIi1Mｲ,f(ijf究
雛告ヨキーインド国一
４．アジアにおける女性内エンハワーメント

ＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｌｎＡｓｉａ（英譜版）
５．スライド

アジアを拓け－女性たち－（L１本i濡版ｊ

ＡＢｒｉｇｈｔｏ［GenderEq1lali上ｙ－Ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆ
ＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－（芙繍版）

、､住lFl迩之路一今日IIi洲女性一（il1l1Xli箔llh）

３．アジア諸IEIの人IllI資源開発と労働力に関する調査研究

報告醤一フィリピン同一
４．アジアからの挑職一人口と開発一

ChalIengeaI1dStralegyofAsianNations
-PopulalionandSustamableDevelopment
（英語版）
５．スライド

女たちの挑戦一一女性の地位向_上とロ本の人口一

（日本語版〉

WomeI1andtheirChallenges－［mDrovements

intheStatusofWomenthePoDulationofJapan（英語版）

女性的挑Ikh－女性地位的提高与日本的人ロー

IIalpanCerahbagiPersamaaI1-KflumWaI1i[a

（中国語版）

AsiaMerambahJalan-（インドネシアiWilUY〉

TantanganKaumWanita-EmansipasiWan1la

danPopulasijel〕ａｎｇ－（インドネシア語版）

平成８年度
Ｌアジア諸国の発鵬段階;Ｉ農業・農村|刑発躯礎iilliff繩告
ｉ１ドーラオス人氏民主共flIl玉ｌ－

平成６年度
1．アジア諸lijiIの発展段階別農業・農村開発基礎調在報告

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｊｃＳｕｒｖｅｙｏｎＡｇricuhuralHm〔ｉ

書一インド国一

Ｒｕｒａｌｌ)evelopmentbyProgres号SlageinAsian

ReportontheBasicSurveyonAgricultuTalandRural

Counlries-LaoPeoP]e，sDemoraticRcpublic-

DevelopmentbyPr0gressStaRelnA旨ianCouJxIries

（英語版〉

-India-（英語版）

２．アジア禰国の部ilj化と'1M発jiM缶糀itn1ト

２．アジア諸国の都iIj化と開発調査報告書一タイlヨー

ーフィリビン瞳l-

RepolrtontheSurveyofUrbamzationandDevelopment

Repor［Ｃｌ】ZheSurvey（〕（UrbaIlizfltionan(ｌDevelop･

inAsianCountnes-Thailand-（英語版）

ｍｅｎｔiIIAsianCountrles-Philippines-（災論版）
３・アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調迩研究
報告香－ベトナム国一
３．アジア諸国の人llMfii源'1M発と労働力に1糺Iするji1iililf研究
報告Ｔｌドーラオス国一

４．アジアの女'性労働力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

４．２１世紀の人口・食WI()i難バーアジアと世界

PopulationandFoodStra[egyfor21stcentu｢ｙ
－ＡｓｉａａｒＩｄＷｏｒｌｄ－（英語艇）
５．スライド

9３

Women，sLaboTParticipationandEconomicDevelop
mentinAsia-Strategytowaｒｄ２１Ｃｅｎｔｕｒｙ－
（英語版）
５．スライド

2025年への決断一アジアの人1ｺ荊力Ⅱと食料

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

ChallengeaI1dDecisioni､ortheYear2025

NewHorizonsfortheWomenofAsia（英語版）

-PopuIatiopII1crcascandFoodinAsia-

並洲姐女的新巧程（中国語版）

（共諦版）

WanitaAsiaKini……（インドネシア諾版〉

地球からの警告一アジア．水と食料の未来一

|(1識2025年的Ａ断一］li洲的人口噌任和独食一

ＡＷａｍｉｎｇｆｒｏｍｔｈｅＥａｒｔｈ－ＴｈｅＦｕｔｕｒｅｏｆAsia，

(rl1lI1iilIilUfj

ＷａｔｅｍｎｄＦｏｏｄ－（英語版）

TekadUntukTahun2025-PertambabanPopulasi

来自地球的警告一亜洲、水和糠食的未来一

danPangandiAsi邑一（インドネシア語版）

（中国語版）

Peringa(ａｎｄａｒｉＢｕｍｉ－ＭａｓａＤｅｐａｎＡｓｉａ－Ａｉｒｄａｎ

Ｐａｎｇａｎ－（インドネシア語版）

平成９年度
１．アジア諸国の発腿段階;|｣膿業・農村|#１発jlL礎調jOf報肯
苫一ラオス人民民主共ｷﾞⅡ国一

ReportolltheBasicSu｢veyol1AgricXllluraIand

Rul-alDevelopmentbyPTogressS慾ｇｅｉｎＡｓｉａｎ
Ｃ()LIPtries-L日oPeople，sDemograticRepublic２．アジアの社会'''1発と人１１１Ⅱ|Ⅱ益

Ｓ()cialDcvclpmen【andHumanDeveloDmcnt
ir1Asia

３．アジア識圃の人lI1Iiifi1lMI＃1発と労働ﾉﾉにIlljする洲iIf研究
慨ｉ１ｉｉｌＩ－マレーシア同一
4．水をめぐる21阯紀の危機
一アジア人ロを1k点として－

WaterClisisil】KheTwentyFirslCeI11u｢y
-ProspectofAsianPopulationandDevejopment５．スライド

水はﾘﾐきている一人口と水資源一

WaterisA11ve-PopulationandWater・
ResDurces-（英謡版）

水ﾉﾑｲi2h命的一人し１号水威iii（－（'１１国識版）
ＡｉｒｉｔｕＨｉｄｕｐ－Ｐｅｎｄｕｋｄ〔ｌｎＳｕｍｄｅｒＡｉｒ－
（インドネシアiili版）

平成１０年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発些礎調査報告
醤一カンボジアｌｒ１－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｎAgriculturaland
RuralDevelopmentbyProgressStageinAsian
Counlries-Cambodia-

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報涛薔
－大韓民国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＡｇｉｎｇｆｌｎｄＨｅallh
inAsianCountrIes-TheRepublicofKorea
３．アジア諸国の聯業安定制度と雇用政策に関する調査研
究報告香一イラン国一

４．発展の制約一中国・インドを中心に－

ConstrainsonDeveloplnent-FocuｓＣｈｉｎａａｎｄ
ｌｎｄｉａ－

５．スライド・ビデオ

9‘

1996年５１１にマレーシアのクアラルンプールで１１Nかｵし
た．人口と食撒安全保障に|１０するＡＦＰＰＤ（人口とｌｌＩＩ

釜に関するアジア議貝フォーラム）特５１１浬営委ｌｌ会で、

ベトナムlFl会社会委員会.鍵且催グエン・テイ・タン縦

1．『国際人ロ開発会鰻行勤計画要旨＝1995年（和文）

貝とマグサイサイ徹受徴掎である符緒な農推学替ポー

（内容：1994年カイロの国際人に'１１１１発会議(ICPD)の行

トン・ズアン'9[士の比橡倫文のＨ本論版の合ｲﾐ`、世界

釛計画の要旨，｜可文書関連の出版物としては本邦初｡）

食料サミットにIiijけた盗料として作成された」

2．『国際人ロ開発鍛員会鰯』、国際人ロ開発鱗員会鱗麟事
９．ｒ国際食料安全保障・人ロ・開発蝋員会魍｣、国際食料

安全保障・人ロ・開発鯛貝会鰻(IMPFSPD)繊璽録、
1997年（和文）

録、1995年（和文）
（１A]容：1994年カイロで国際人ullM発会縦(ICPD)に先
駆けて開(iilされた｢１１会議貝会議である'五l際人口開発議

（内容：食料農業機関(ＦＡＯ)主雌の１１t界食料サミ＞'ト

Ｈ合繊の識２１$鍬。何会議には117力同約300名の国会議

（WFS)にい､せ.lll9I1frllllIユスィｘ･ジュネーブで開

且か参加した。会議宣言文はICPD総会でも発表された。

催ざｉした屈際食料安全保障,人口・IMI発識、会議

また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の

（IMPFSPD)のｉｉ１ｆＩｊ露炎｜可会議の成果は、１１錦食料サミヅ

同会iiiin-フォーラムが碓備された`」

トで公式に配布され、またＷＴＯルソェーロg}＄務同l之

にも桜井新・会議議踵から乎渡された。）

３．国運人ロ基金「世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献-,995年（和文）

10．国連人ロ基金「未来のための食料11997年（和文）
（内容：国述人口堆命出叛物ＦｏｏｄｆｏｒｔｈｅＦｕｔｕｒｅの

（内容：現ｲI;の人口分ilW二対する接llllの現状と、溢金
の流jしを分析。我が国の人口分野への貢献も併憐）

Ⅱ本譜版。人1ｺﾊﾟｲi加の仰Ii1と食料確保を行うために、
女竹;の参力Ⅱが不ｎJ欠であることをざまざな呉体|ｸﾘから

解きほぐしている。）

11．国連食粗農蕊機榊(FAO）ｌ'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

４．『国際人ロ・社会開発麟員会蟻J、国際人ロ・社会開発

鯛員会識OMPPSD)鯛寧録、1996年（和文）
（内存：世界社会開発サミヅト（WSSD)にあわせ、１９９５
年３月にデンマーク・コペンハーゲンで開樅された人

口と社会1111発に側する凶会議且会議議斗；錐）

宣言および世界食料サミット行動計画ハ1997年（和文）
（内容：世界食料サミゾトのローマ宜曰とｲ『動計画の

５．黒田俊夫署「リソース・シリーズ１国連人ロ会蹴20年

イえｆＩｊ初の翻訳であり、多分野から|司文111:のＨ本翻iil<の

の軌跡一ブカレストからカイロヘーユ、1996年（和文）

決定版として高い評価を受けた｡）

（内容：国連主雌の第一回人口会議であるブカレスト

全戒から1994年カイロの国際人[｣開発会議まですべて

12．了リソース・シリーズ５FiveYearsfromlCPPD-国

のlf1j1lL主催の人[二I会識に参りⅡし、人11分軒における世

際人ロ開発識員会醗から５年一人ロと開発に関する国

界的大家である符者が、その推移を概観し、分析した｡）

会議員会識宣言文』1998年（和・英）
〈内容：カイロの国際人口開発会議から５年目を迎え．

６．ToshioKuroda，Resou｢ceSeries2《FromBucha‐

この機会に人口とl刑発にl乳Iする国際議貝会議、地域i雛

resttoCairo-20YearsofUnitedNationsPopuIa-

且会議の萱笥文を集成。今後の更なる発展のための盗

tionConferences-,,,Ｉｇｇｅ（英文）

料とした｡）

（内容：好iliをもって迎えられたｒリソース・シリー

ズ１」の英文版｡）

13．「リソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsiaj
I998年（英文）
（内容：当財、が主({Mする「人１１と開発に'１Mするアジ

７．F国際女性・人ロ・開発職員会議ざ、国際女性・人ロ・

開発鍛圓会餓OMPGPD)鰯事録、1996年（和文）

ア同会議貝会議」で呼びかけをおこない、各国の人[=Ｉ

（内容：第４回H1界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５

政漿を各ＩＲＩ政府責任者もしくはｌＷ１家方記述した。各

年９１－]に来京で1刑催さｊした国際女性・人口・'淵発議貝

Ｉ型|の政策に尚任を持つ国会議LIがl對与している点で、

会議(IMPGPD)の縦１１F鍼。同会議には第４囮l世界女性

餓例を見ない｡）

会議に対する谷風政府代表を中心とする国会議風が参

14.ｕリソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂

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l:lI行きれたSandra

９５

8．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびボートン・ズアン、グエン゛

Pos[eliDfWoIldwatchPape｢l32

デイ・タン署、『リソース・シリーズ３食料安全保障

DividingtheWatersFoodSecu｢ity，Ecosvstem

と人口：資料小1997年（和文）

Health,andtheKewPoliticsofScarcitvの)IjiRo今後

（内容：世界食料サミットヘのf(Miiとして国連食料農

人鮒社会に大きなiliI約を与・えるのか、淡水YbiiMlの不ＩＩＬ

業機１１０(ＦＡＯ)がIRI述人[1｣代金との共同研究された、「人

である。端え続ける人LIを支えるための農業２k崖もま

Ｉ]｣牌加と」二鰻劣化」に関する論文の日本語H1および、

た淡水資源の逼迫によって大きく制約を受けると考え

られている。地球は水の惑星といわれるが飲料や農業
用に安定して使用できる水の総}itは地球上の水の0.00

0008％に過ぎない二二の水の総fitは、有史以来変わっ
ておらず、人'二Ｉが墹加する分だけ、－人当たり使用で

きる水の遇はどんどん減少しているのが現実だが、こ
のことが卜分に認識されていない。人口期力Ⅱを支えて

いる地球の限界が目の前に迫っていることに鮮告を発

している｡）（Ｈ本譜版版権取得）
15．国連人ロ基金「人類のための環境」（和文）

（内容：圧1連人口基金出版物EnvironmentforPeople
の日本語版。人口問題、環境問題、開発問題を効率的
かつ実肛的に解決するためには、その３つの領域の間
に架け樵を懸け、相関関係を躯祝することが必要であ
るとの視点に立って、主に潔境と人口の間に横たわる

様々な問題を例に、解決のために必要な視点、方法、
手段を探っている｡）
１６．ParIiamentarians,ActivitiesonPopuIationand

DeveIopment-HistoryofParliamentarians9Activitiesand

ltOsFindings．（英文、－部スペイン語）
1992年２月ハーグの同|祭フォーラムに合わせて開催さ

れた「llil際人l]１$Ⅱ発会識評価のためのl玉1会議貝フォー
ラム（ＩＦＰ)」のために]iﾘiIiliされた出版物である。こ
の出版物は1994年ｸﾞ)国際人口開発会議以降の人口と開

発に関するアジア議貝フォーラム(ＡＦＰＰＤ）を始め
とし、アメリカ地域人口・開発国会議貝グループ（Ｉ
ＡＰＧ）、アフリカ・アラブ地域人口開発識且フォー

ラム（ＦＡＡＰＰＤ）、ヨーロッパ地域の国会議貝活

動の成果である宣言文と、芥議連の活動史を翻ぬた１１：
界で初めての|Ⅱ版物である⑩国会議貝活動の地球規模
での広がりをも象徴している。

17．国際人ロ開発会幾評価のための国会蟻員フォーラム
（ＩＦＰ）報告轡
199211ﾕ２月ハーグのIEl際フォーラムに骨わせてIHI雌さ

オした「IFl際人口Ⅲ1発会議;ＷＩ１ｉのための雁l会議i｣フォー
ラム（ｌ「Ｐ)＿の綴l4filfである.同公雛にはl()３方凶
からおよそ２１０名の、会議貝が参加した‘liTI会識では

剰際人I11lM発会識から５年ＩＨＩの進捗状況とその進展を
１１１１む|鞭１１ｷﾞについて熱心な｢;↑識が行わ/Ｌ人LIと排銃口Ｊ
能な開発を－１１ルた拠点で扱うlfを強く求めた￣１１１際
人口開発合繊汗luiのための国会縦ロフォーラム・ハー

グ・Ili言一が採択当ノした。この内容は合繊1#務総｣之を傍
ぬた桜)|新ＡＦＰＰＤ,憐低の手によって、ヘーググ)'１:１
際フォーラムならびに３１]にニューヨークでIlllllllされ
たiviIj1ii会議のj＃でも発表き/した＿

9６

～４日Ｄ）第６回大会を新潟市、佐渡島で開催ｃ国際人ロ問題

、月３日人口と開発に関するアジア議員フォーラム（ＡＦＰＰ

議員懇談会（ＪＰＦＰ）共催、国連人口基金、新潟県、

る国会議員の役割」を代読。

ベンション・ビューローの後援で金沢読売会館・ホール

、月詑日セミナー「世界の食料不安ｌ日本のコメと農業ｌ」石川
県、金沢市農業センター、ＪＡ石川中央会、ＮＨＫ金沢
放送局、テレビ金沢、読売新聞社北陸支社、側金沢コン

で開催。講師は辻井博・京大大学院教授、主催者挨拶を

財団法人アジア人□・開発協会の後援。

大会にはアジア・太平洋地域からオーストラリア、バン

広瀬次雄常務理事。

グラデシュ、カンボジアなど配力国、アフリカ・アラブ

地域からガーナとザンビアの２カ国、合計昭力国から、国

と保健の実態調査」の研究会を開催。

ｎ月２日厚生省・国際厚生事業団委託調査「アジア諸国の高齢化

ｎ月５日セミナー「世界の食料不安ｌ日本のコメと農業ｌ」開催

広瀬次雄常務理事、楠本修主任研究員、星合千春国際課

会議員船名、オブザーバーを含めると総計約ｎ名が参加。
長、加藤祐子国際課長補佐が出席。
、月５日ＡＦＰＰＤ第６回大会研修ツアーを実施。佐渡島佐和田

ｎ月ｎ日平成ｎ年度社会貢献者表彰式典（主催㈱日本顕彰会）に

ｎ月ｎ日農林水産省委託調査一アジア諸国の発展段階別農業・農
村開発基礎調査ｌモンゴル国」の調査報告会を開催。
ｎ月四日セミナー「世界の食料不安Ｉ日本のコメと農業ｌ」山形

遠藤正昭業務推進委員が出席。

準備のため、遠藤正昭業務推進委員が山形市に出張。

町の特別養護老人ホーム、佐渡金山跡、トキ保護セン
ターを視察。参加者合計別名。

楠本修主任研究員、星合千春国際課長、加藤祐子国際課
長補佐が同行。

県、山形市、ＪＡ山形中央会、ＮＨＫ山形放送局、山形
新聞社、山形放送、山形テレビ、㈱山形コンベンション
・ビューローの後援で山形国際交流プラザ・交流サロン

ｎ月ｎ日セミナー「世界の食料不安ｌ日本のコメと農業ｌ」開催

で開催。講師は辻井博・京大大学院教授、主催者挨拶は

準備のため、遠藤正昭業務推進委員が金沢市に出張。
皿月Ⅲ日本協会臨時理事会を赤坂プリンスホテルで開催。
②評議員の選出

局国際機構課長が説明。

Ｆへの拠出状況」について、礒部博昭・外務省経済協力

ＰＰＤ大会について報告。｜日本のＵＮＦＰＡ／ＩＰＰ

皿月１日国際人ロ問題議員懇談会・総会を開催。中山太郎会長が
挨拶、愛知和男衆議院議員が、パキスタン国人ロ・開発
事情視察について報告。桜井新ＪＰＦＰ幹事長が、ＡＦ

国」調査報告会を開催。

安定制度と雇用政策に関する調査研究ｌバングラデシュ

広瀬次雄常務理事。
ｎ月四日労働省．｜雇用能力開発機構委託調査「アジア諸国の職業

⑪寄附行為の一部改正
を承認、議決した。

四月皿日ヨーロッパ・カウンスル移民・難民・人口委員会の「人
～皿曰口学的変化と持続可能な開発に関する国会議員会議」
に、楠本修主任研究員を派遣。
ヨーロッパ・カウンスル・ルーマーーア国会主催、国連人

口基金（ＵＮＦＰＡ）、国際家族計画連盟（ｌＰＰＦ）、
ヨーロッパ・ネットワークの後援。

ロ問題議員懇談会副幹事長が、人口と開発に関するアジ

、、９７

同会議では、谷津義男・農林水産総括政務次官／国際人
ア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）の桜井新議長／国際人

ロ問題議員懇談会幹事長の基調講演「人口と開発におけ

、

、

0■■

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

◇献寿』今年は新しい千年紀の年頭であり、、世紀悼尾の年でも
ある。昨年十月、地球人口は㈹億人を突破した。この百年間に地

球人口は四倍に膨れあがった。爆発する人口増加が原因で環境悪
化、資源、食料、エネルギー、水不足問題が顕在化して警鐘が鳴
らされ、｜方ではリプロダクテイブ・ヘルス、ライッが論じられ

．是好日をしみじみ感じたひとときで

晩秋の、みちの〈は山々が赤く染まってい

ている。これらの深刻な課題は急ぎ解決されなければならないこ

あった虜
た。

刹．山寺．は、その大自然の中にあった。

折り重なる奇岩は、深い紅葉に埋まり、古

山形･みちの<立石寺

とは論をまたない。

◇一方、国内では亡国の”少子化〃と、ヨーロッパ諸国の倍以上
のスピードで進行している“高齢化“現象に直撃されている。二

○五○年には日本の高齢化率が世界一の躯・羽附になるという推
計がある。子育てのしやすい環境づくりと若者の意識改革教育。
人生八十年時代の医療、年金など社会経済システムの見直し、生
き甲斐のある”幸齢募らし“の実現に、国をあげて目配りしてい
く必要がある。

◇同時に、われわれが生きているこの「地球」のシステム、「生
でいかなければならない。この両分野のグローバルな視点なくし

命」という一番大切な基本を、早急に人口問題解決策にとりこん
て、真の総合的な「人口問題」の解決は成り立たない。
（Ｔ・Ｈ）

表紙の写真説明

山形での人口・食料セミナーの帰りみち、
俳人・芭蕉が奥の細道の旅で、心を奪われた
立石寺（りっしやくじ）を訪ねた。
好天に恵まれ、穏やかで落ち着いた日であ

る．
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鞭日本自動車工業会

これからのために、
こ

れだけのことを。

豊かな環境藍次の世代に伝えるために.私たちは環境縢全に取り組ﾊﾉでいま談
環境とクルマ社会の調和が､強く求められている今l]・

'二1動車業界でも環境と人とクルマとの共生の視点から､省エネルギー活動、
リサイクル活動など､具体的な取り組みを行なづています６
あしたへ｡ＥＣＯ－ＭＯＴ１ＯＮ

地球温暖化の抑制

ンな

を

使用済み自動車の溺静

’リサイクルに
現在の自動車のリサイクル率は約75％･
リサイクルを考慮した自動車づくりへ。

－－－－

●

