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巻頭言／人が主役の科学技術
卯世紀の行動を検証し、ｎ世紀への課題を討議

本多健一３

第旧回人ロ・開発アジア国会議員代表者会議（ＡＰＤＡ会議）
雪が参加
別力国が参加、タイ・バンコクで開く

セッションー＄人口と持続可能な開発Ｉ環境・食料安全保障・水資源Ｉ
セッションⅡ隼人口と健康ｌ健康は社会発展の目的であるｌ
セッションⅢ邪ＨＩＶ／ＡＩＤＳの衝撃

セッションⅣ韓人口と社会開発
セッションＶ“第四回世界女性会議から五年
ｌアジアの女性問題、その進展と制約ｌ

ｏ別世紀少子化社会の要因と社会経済的影響

原洋之介

高橋童郷

…ｌ…

セッションⅥ岬グローバリゼーションと人口

０次の世紀における日本のアジアへの関わり方

岩田元一
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ｃ第二回世界水フォーラム及び閣僚会議に参加して
■人口研特別講演会開かれる

■第二回日米コモン・アジェンダ・セミナー開催
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刀”刀

を生かす／猛威ふるうエイズ………他
特集・少子化と日本経済

自給率「印％議論」／日本型人ロ転換

高齢者／高所得・低成長の発展／欧州
は移民受け入れよ／環境破壊は人口が
課題／余裕生み出す少子社会に／食料

の脅威、人ロ増加／岻歳、過去国内最

刀

ロ書評ｌ『人口の難～ｎ世紀中国は人口問題を克服できるか」

すふぉ

アジアの先頭に立てない／生きがいの
超高齢社会に／中国の所得格差深刻
に／生きがいの持てる役割を／水が世

ゆ

界を脅かす／移民年印万人受入れ必
要／外国人就労期間を延長／途上国で
も少子高齢化／ＵＮＦＰＡ和気事務次
長／地球延命は人口、億人に／ｎ世紀

に
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巻頭言
無限の宇宙、分子、原子、素粒子
の極微の世界、生命の営み、過去か
ら未来へとつながる永遠の時間、そ
してその中のほんの一瞬に過ぎない
自己に思いを致すとき、誠に大自然
は奇跡であり神秘そのものである。

科学は大宇宙を支配する真理を求
め、千古不変の法則を確立する。自
己を含めた人類の存在もこの法則に

いい、法則といっても総て人間が思

く逆な視点に立って見よう、真理と

ない。

技術は人間のしもべでなければなら

同じことがいえる。すなわち、科学

原点に帰り、来る二十一世紀を人類

立ち、今こそ人が主役の科学技術の

ムの年にあたり、過去の反省の上に

二十世紀に別れを告げるミレニア

ではない。

の存続を危うくしたといっても過言

である科学技術が主人公である人間

こでいうまでもない。人間のしもべ

深刻な問題を引き起こしたことはこ

環境、資源、エネルギー、食糧等の

学技術の暴走であった。その結果が

とを知らない。まさに人間不在の科

また効率、機能万能を追って飽くこ

限に迫って止まることなく、技術は

超高圧、超高真空、極超短時間と極

に驚異的であった。科学は超高速、

二十世紀の科学技術の進歩はまさ

索し、創り、産み出したものではな

本多健

て人間に役立たせる技術についても

■Ｉ

永遠の存続を保証する輝かしい世紀

東京工芸大学学長

いか、そうであれば人間が主人公で

iii！

としなければならない。
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ある。科学を応用し、自然を改変し
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従う自然現象の一端に過ぎない。
しかし本当にそうであろうか、全
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人ロ･開発アジア国会議員代表者会議開く

ＴＨＥ１６「
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ア国会議員代表者会議（ＡＰＤＡ会

議）」が、三月十八日、十九日、’’十
日の一一一日間、タイ・バンコクのサイア
ム・インターコンチネンタル・ホテル

で日本、中国、インド、オーストラリ

アなどアジア・太平洋地域から一一一一一カ
国の国会議員と、ＵＮＦＰＡ、－ＰＰ

Ｆなど国際機関を含め、約一○○名が

日本からは中山太郎・国際人ロ問題

何をすべきかについて協議した。

んできたかを検証し、二十一世紀には

発問題に国会議員がどのように取り組

年であることから、今世紀に人口と開

この会議は、本年が二十世紀最後の

参加して開かれた。

職

$

「第十六回人ロと開発に関するアジ

ご…瓠！
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国際機関

ＵＮＦＰＡ

IＰＰＦ

ＵＮＥＳＣＯ

ＥＳＣＡＰ

ＦＡＯ

ＵＮＩＦＥＭ

ＵＮＡＩＤＳ

etc．
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近日中にヨーロッパ地域でも国会議員

組織が設立される予定です。アフリカ

やカナダの国会議員組織に対しては技

術的な支援のみならず、財政的な支援

を行いました。この機会に安藤さんに

心よりの感謝を述べたいと思います。

安藤さんの活躍と支援によってＡＦＰ

ＰＤの活動は大きく広がりましたし、

国会議員活動も世界規模にまで拡大し

ました。

しなければなりませんが国民の幸福を

れほど大きくありません。私達は発展

功した国であり、現在の人口規模はそ

国の多くは先に人口コントロールの成

様の手のなかにあると思います。先進

アジアの経済発展と人間の福利は皆

員懇談会の支援業務も続けておりま

ておりますし、日本の国際人口問題議

分野の調査研究に積極的な活動を続け

設されました。ＡＰＤＡは人口と開発

もと、佐藤隆・元農水大臣によって創

田赴夫元日本国首相の積極的な支援の

今回、会議を主催したＡＰＤＡは福

とに感謝を申し上げます。たゆまず働

が貴重な時間を割いてご参会頂いたこ

ンムーハメットノー・マター国会議長

にお迎えしたいと思います。また、ワ

活躍された和気さんを新しいメンバー

ます。ＪＩＣＡ、ＵＮＩＣＥＦなどで

されました和気さんをご紹介申し上げ

またここで新しい事務局次長に就任

考えることが必要です。この会議でこ

きましょう。楽しみましょう。

桜井先生は現ＡＦＰＰＤ議長であ

す。ＡＰＤＡの理事長は中山太郎先生

新潟大会には二十七カ国が参加しまし

り、ＡＦＰＰＤは十九歳になりまし

の問題を真剣に考えていただきたいと

た。ＵＮＦＰＡの支援の下、多くの国

た。ＡＦＰＰＤは南北アメリカの議員

ですが、先生は国際医療議員組織の議

の国内委員会が常設事務局を持つにい

組織、アフリカの議員組織を支援し、

思います。現在ＡＦＰＰＤの正規会員

たっております。

長でもあります。

プラソップ･ラタナコーン
ＡＦＰＰＤ事務総長

国は二十一カ国に増え、昨年開かれた

人

人口･開発アジア国会蟻員代表者会議開く

，！

これまで私たちが携わってきた人口問

題への取り組みがそれなりに成果をあ

げたことでもあります。同時に、これ

まで以上の取り組みが必要とされてい

る、ということでもあります。それぞ

れの国の特性を考え、一つ一つ問題を

解決していくしかありえません。

ここで改めて人口問題と議員活動の

原点に立ち戻って考える必要があると

事務局次長、ラージ・カリムーＰＰＦ

議員のみなさま。和気邦夫ＵＮＦＰＡ

長、桜井新ＡＦＰＰＤ議長、各国代表

ワンムーハメットノー・タイ国会議

な意味を持っていたのか」、「どのよ

に「人類にとって人口問題はどのよう

の意味するところは二十世紀の終わり

実と国会議員の役割」であります。こ

今回の会議のテーマは「アジアの現

い倫理と制度を構築しなければなりま

識に基づき、人類は一致協力して新し

い。資源は有限であるという共通の認

れわれは考えを改めなければならな

る福田越夫・元日本国総理大臣は「わ

発に関する国会議員活動の父とも言え

０５

思います。

東・東南アジア局長、講師の先生方、

うな影響を与えてきたのか」を総括

せん」と述べられました。

人口問題の先駆者であり、人口と開

本日は、私どもの第十六回人口と開発

し、改めて人口問題の持つ意味を再認

○○○万人であった世界人口は昨年十

の年であります。今世紀初頭十六億五

り、激動の二十世紀を締めくくる最後

本年は二○○○年期最初の年であ

ようになりました。これは一つには、

問題が国によって様々な様相を見せる

増に苦しんでいる国もあります。人口

ない国もあれば、今なお若年人口の急

端な少子高齢化に対処しなければなら

世界の人口問題は、日本のように極

増と共に豊かさの拡大に伴う過剰な消

ります。その最たるものが、人口の急

球環境に様々な大きな負荷をかけてお

展により、「超高度文明」が進み、地

は人類史上、例を見ない科学技術の進

二十世紀、とりわけ後半の五○年間

まさに警世の卓見であります。

月に遂に六○億人を超えました。

す。心より御礼申し上げます。

に関するアジア国会議員代表者会議に

中山太郎
ＡＰＤＡ理事長

識しようということであります。

|Ｉ
ご参集賜り、誠にありがとうございま

lil

７

せん。この事実をいかに、人道的に、

餓の人々もいることを忘れてはなりま

生きるか死ぬかの生活を送っている飢

のげず、人間としての尊厳を失って、

え、これとは反対にその日の糊口もし

養の過剰摂取を原因とする病におび

ると言われております。飽食人口は栄

り、その一方で十二億の飽食人口があ

今地球上に十二億の飢餓人口があ

物の不足が顕著に見られます。

じ、人口増加率の高い途上国では農産

る大量生産が行われ農産物の過剰が生

工業国において、生産技術の向上によ

費であります。人口増加率の低い先進

り分はますます少なくなり、さらに農

水を利用しております。一人一人の取

わらず、現在では六○億の人間がその

資源の総量は変わっていないにもかか

が生まれてから現在にいたるまで淡水

地帯で塩害が多発しております。人類

て淡水資源を使った結果、世界の穀倉

追求するあまり再生可能な限界を超え

た、農業の分野でも、短期的な利益を

利益を極大化した結果といえます。ま

界各地で多発しております。短期的な

は減少し、漁業資源をめぐる紛争は世

の国々が競って乱獲した結果、漁獲量

ます。水産業では一定量の資源を多く

でその制約が非常に厳しくなっており

立方メートルほどが蒸発と降水を繰り

する水の僅か一億分の八、約一五○兆

淡水資源は有限です。地球上に存在

減っていないのです。

果を相殺し、利用できない人の数は

進められましたが、人口増加がその効

で飲料水や衛生施設の整備が積極的に

年代に「国連水と衛生の十ヶ年計画」

ギーを浪費しております。

汲み等に多くの時間を費やし、エネル

水道が整備されていない地域では、水

た、死亡にまでは至らないまでも、上

万人もの乳幼児が死亡しています。ま

料水や衛生施設がないため、毎年数百

す。例えば、開発途上国では安全な飲８

球と人類の未来を破壊することになら

間の利益をこれ以上追求することは地

原則は極めて重要なものですが、短期

動いているような感があります。経済

現在、世界のすべてが経済の原則で

て伝染病の媒介を防止するためには上

”水”は命の問題でもあります。そし

児死亡率などには飲料水を中心とする

あります。例えば広く保健の分野や乳

きな影響を与えるのが飲料水の問題で

さらに人口問題を解決する上で、大

境であり、地球環境を維持する重要な

は、淡水に住む生き物にとって生活環

できるわけではありません。淡水資源

これらの水資源をすべて人間が利用

トルです。

り、日本の場合は約五○○○立方メー

一人当り二七○○○立方メートルであ

この問題を解決するために一九八○

平和裏に解決していくか。

業と工業の間でも水をめぐる争いが多

返し、循環しております。地球平均で

私たち政治家に求められている重要

発しているのが現状であります。

ないでしょうか。地球の資源は有限だ

下水道の改善が極めて重要であること

役割を持っています。人間が利用でき

な課題だと思っております。

からです。

はみなさんご存知のとおりでありま
一例を挙げれば、農林水産業の分野

人ロ･開発アジア国会議員代表者会議開く

水、生活用水等で分かち合うしかない

この淡水資源を食料生産、工業用

の十分の一だといわれています。

る淡水資源は多めに見積もっても、そ

しております。

素によってガンを含む慢性疾患が蔓延

るのです。その結果、水に含まれた砒

が、性々にして鉱害が生じることがあ

た場合、非常に有効なものなのです

員を勇退されます。先生はＡＦＰＰＤ

コーン先生が本年四月にタイ国上院議

り、親友であるプラソップ・ラタナ

さて、私の医師としての同僚であ

た結果であります。灌概用水を過剰に

問題はこの水管理が十分行われなかっ

インド・バングラデシュの砒素汚染の

現在深刻な問題になっております、

なことです。

整備することは非常に重要で、不可欠

の水道整備、もしくは飲料用の井戸を

管理を実行すると同時に飲料水のため

す。灌概設備を改善し、効率的な灌概

る水と飲料水の確保は不可欠でありま

人口を考えますと食料生産へ向けられ

でありましょう。また、増えつづける

するためには科学技術の進歩が不可欠

的にも大きな偏在性があり、有効利用

たちの政治的な意志がかつてのどの時

いかなければならないと思います。私

て、新しい倫理観や、制度を提言して

うグローバルかつ長期的な視点に立っ

私たち政治家が人類と地球の未来とい

来を明るいものとするために、今こそ

ん。これらの難問を解決し、人類の未

に取り組んでまいらなければなりませ

要な問題として、これから一層、真剣

水の問題は人類が生きる上で極めて重

らも、衛生状況改善の面からも人口と

増してきます。資源の有効利用の面か

以上、人間と水を巡る関係は厳しさを

増えつづける人口で使わざるを得ない

いずれにしても限られた淡水資源を

地元のタイで開催させていただきまし

いから、今回のＡＰＤＡ会議を先生の

の八十歳を飾るお祝いしたいという思

られるということです。私どもは先生

ります。本年四月には満で八十歳にな

野と連携し大きく発展したと聞いてお

発分野のみに留まらず、さまざまな分

活動は世界的規模に広がり、人口と開

プラソップ先生の下、ＡＦＰＰＤの

な実務を担ってこられました。

ＰＯ）事務総長としても設立から重要

長を務めます国際医療議員組織（ｌＭ

きな貢献をされました。また、私が会

て、アジアの国会議員活動の発展に大

事務総長として十年の永きにわたっ

いることをひしひしと感じます。

のです。水資源には地域的にも、季節

汲みあげた結果、地下水位が低下し、

このように、新世紀を来年に控え、

た。ＡＰＤＡとしては今後も人口問題
素を含んだ地層を通過する井戸から汲

私たち財団法人アジア人ロ・開発協会

また、国連人口基金事務局次長を務

代よりも重要になっております。
み上げた結果、砒素混入を招いたので

にとってもアジアの国会議員活動に

められた安藤博文さんが本年一月を

飲料水や灌概用水をまかなうために砒

す。一般的に言って深井戸には細菌が

とっても大きな、重要な節目に立って

ればと念願しております。

の長老として貴重なご意見をいただけ

いないので、衛生という観点から考え

９

扉をあける機会となれば主催者とし

員がなすべきことを深く理解し、その

「人口と開発」問題について、今後一

て、これに過ぎる慶びはありません。

地球規模的規模での最重要課題である

ります。安藤さんはＡＦＰＰＤの創設

層のご協力をいただきたいと存じま

もって退職されました。誠に残念であ

期からその活動を全面的に支援してこ

ります。

たちの活動も大きく変わろうとしてお

きな転換点に立っていると同時に、私

口が六○億人を超えました。世界が大

口の面で言いますと昨年十月に世界人

り、二○世紀最後の年であります。人

本年は二○○○年期最初の年であ

します。

る実り多いものとなることを期待いた

今回の会議が人類の未来に輝きを与え

さて、私どものこの会議が二十世紀

す。

の活動や国際人口問題議員懇談会の活

を総括し、二十一世紀に私ども国会議

られました。同時に、私どもＡＰＤＡ

動についても深い理解の下、積極的な
動についても深い理解の下、
支援をしていただきました。
今後、日本大学で教鞭を‐
今後、日本大学で教鞭をとられると
伺っております。未来を作ラ
伺っております。未来を作ることは人

を育てることから始まります。その意
味で新たな道で人類の未来を作る仕事

ＦＩＩＩ－ｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌＩ－ＩｉＩＩＩＩＩ－ＩＩＩ－－－ＩＩＩｌＩ－Ｉ』

一大会への参加に御礼を述べた。一

｜タイ国国会議長をはじめ参加者一
一に参会の御礼を述べまた昨年新一
一潟で開催されたＡＦＰＰＤ第六回一

ＴＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ－Ｉ－ｌＩＩＩＩＩＩＩＩ１ＩＩｌＩＩＩｌｌＩｌＩｌＩＩＩＩＩＩＪ
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に穂蓄を傾けられ、国際的に有為な人
材を育成されるよう期待いたします。

今後とも私たちに変わらない、ご指導
とご協力を賜りますようお願い致しま
す。

安藤さんには本日の会議で国会議員

活動の意義についてその深い経験に基
づいた、特別講演をお願いしておりま
す。安藤さんの後任にはＵＮＩＣＥＦ

などで活躍された和気邦夫さんが国連
人口基金事務局次長に就任されまし
た。おめでとうございます。

和気さんには今までの数々の貴重な
経験を生かされ、二十一世紀における

蕊i1il lil i 1Il ＩｉＪ
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人口･開発アジア国会議員代表者会鏑開く

ＡＦＰＰＤ創設以来のメンバーであ

り、一九九○年からは事務総長という
重責を担ってこられたプラソップ・ラ

なってしまいました。プラソップ先

おります。

のあるものとなることを確信いたして

安藤博文さんの後任にはＵＮＩＣＥ

生、本当にありがとうございました
また、私たちにとって残念なことが

まさしく、先生からは語り尽くせぬ

りました。

の事務局としてご提供いただいてまい

脳神経医学研究所の一角をＡＦＰＰＤ

常設の事務局を作るに当って、先生の

あります。また、ＡＦＰＰＤがタイに

高さはすべての人がよく知るところで

お医者様として活躍され、その識見の

ります。タイ国において、最も著名な

院議員を勇退されることが決まってお

りますが、本年四月をもってタイ国上

会議員フォーラム（ＦＡＡＰＰＤ）の

口と開発に関するアフリカ・アラブ国

た一連の国際国会議員会議、および人

発議員会議（ＩＣＰＰＤ）から始まっ

Ｄ）に合わせて開催された国際人口開

に及ばず、国際人口開発会議（ＩＣＰ

もに果たされ、またＡＦＰＰＤは言う

ンの人口政策の転換をホメイニ師とと

長を退職されました。安藤さんはイラ

た安藤博文さんがＵＮＦＰＡ事務局次

以来たいへんなご尽力をいただきまし

本年一月をもって、ＡＦＰＰＤ創設

ます。

もこれから一層本格化することと思い

となります。私たちＡＦＰＰＤの活動

日本では二十歳で参政権を持ち、成人

も来年には創立二十周年を迎えます。

矢のごとし一であります。ＡＦＰＰＤ

時のたつのは早く、まさしく「光陰

しくお願い申し上げます。

お願いしたいと思っております。よろ

引き続いて、これまで以上のご協力を

に関する活動が活発になりますよう、

す、ＡＦＰＰＤやアジアの人口・開発

さんが就任されました。今後ますま

Ｆなどで活躍されてきました和気邦夫

ほどのご貢献、ご協力をいただいてき

設立支援を実質的に行うなど、国会議

もう一つあります。

ました。この会議も先生の八十歳の誕

員活動のまさしく推進役としてその困

タナコーン先生がたいへん残念ではあ

生日をお祝いして、四月に開催する予

難な任務にあたってこられました。

で現在に至るまで活動を続けてこられ

ＡＦＰＰＤ創設以来のメンバーの中

三月開催ということになりました。

四月はすべて予定が埋まってしまい、

から敬愛されていらっしゃるあまり、

成される今後の活動もまた大きな実り

活動と同様に次の世代を担う若者を育

る予定であると伺っております。議員

学識を生かし後進の育成に力を注がれ

後、日本大学で教鞭をとり、その深い

安藤博文さんは国連人口基金を退職

題の先駆者たちが憂慮した時代に比べ

に立ったお話をされましたが、人口問

なすべきことを考えよう“と高い立場

言葉を引いて”地球の限界と私たちが

言われた福田剋夫元日本国総理大臣の

先ほど中山太郎先生が人口問題の父と

巻く環境は厳しさを増しております。

同時に、時間と共に、私たちを取り

定でありましたが、先生がタイの皆様

たのはプラソップ先生ただお一人と

１１

人口は増加し、環境は劣化してきてお
ります。

また、経済のグローバル化も急速に

いう名の下に、人類の安全保障が脅か

しようか。今、経済のグローバル化と

が、経済のグローバル化とそれに伴う

されているのです。真の意味で、経済

こってきています。このようなこと

商品経済化、短期的利益の追求の下で

有益なものとなるよう、国際貿易ルー

のグローバル化が人類の未来にとって

地下水の枯渇、塩分濃度の上昇など

ルをはじめ十分な検討を行っていく必

ますます拡大してきております。

くなっております。実質経済の分野で

は、これまで穀物生産の適地であると

要があります。

進展し、情報の分野では既に国境がな
も想像をはるかに超えるスピードでグ

いわれた伝統的な穀倉地帯で生じてお

グローバル化の流れは経済だけに止

の流れは加速することと思っていま

ローバル化が進みました。二十年前に

経済のグローバル化が進む中で世界

す。この、グローバル化は強いところ

ります。その世界の穀物需給に与える

割合を減らすことができるかもしれま

の農民は、生態的条件や環境の面から

にすべてが集まるという一極集中を生

は想像もつかなかったことです。

せん。しかし今、進行している経済の

見てその土地に必ずしも合っていない

み出した。情報の分野でも、貿易・金

まりません。安全保障の分野でも一国

グローバル化は、むしろ地球環境への

作物を、経済の論理で〃売れるから〃

融の分野でも、軍事分野でも超大国が

脅威、食料安全保障に及ぼす影響は今

負荷を増大させております。

という理由だけで作らなければならな

一人勝ちの様相を呈し、強者の論理が

経済のグローバル化はそれを適切に

かつて、計画経済下において綿花生

くなっています。また、短期の利益を

すべてに優先しつつあります。すべて

の問題は、その国だけの問題ではなく

産のために河川水を過剰にくみ上げた

追求するあまり環境に負荷をかけ、農

を強者の論理で押し通したとすれば、

後増大することはあっても減ることは

ため、中央アジアのアラル海は縮小

業生産を維持するための基本的な環境

その行き着く先は戦争や紛争などの悲

利用できれば、人口増大が進む中でそ

し、消滅の危機に瀕しています。その

を破壊しているのです。また同時に、

しい結末にならないでしょうか。私た

なっている。二十一世紀において、こ

結果、農薬などの化学物質が蓄積した

そのおかれた環境条件から経済的に見

ちの母なる地球を見据え、人類の将来

ありません。

湖底の泥が干上がり、粉塵が巻き上げ

て競争力がない地域では農業が放棄さ

の人口増加が地球環境へ与える負荷の

られ巨大な環境被害が生じています。

し合いによって、和を持って地球環境

を見据え、様々な意見を取り入れ、話
今後増えつづける人口を考えた場

やそれぞれの文化と調和した方法を模

れ、農業基盤が破壊されております。
の過剰汲み上げとそれに伴う地下水位

合、このようなことが許されるので

また、インドをはじめ中国でも地下水

の低下、地下水塩分濃度の上昇が起

1２

人ロ･開発アジア国会蟻員代表者会蟻開く

す。

索することが必要であると確信しま
試みであります。

問題の持つ意味を再認識しようという

与えてきたのかを総括し、改めて人口

りに当って、次の世代に憂いを残さな

を持つと確信します。二十世紀の終わ

私たち政治家の「意志」が大きな役割

類にとって人口問題はどのような意味

するところは二十世紀の終わりに、人

実と国会議員の役割」です。この意味

の未来を明るいものとするためには、

決し、持続可能な開発を実現し、人類

あるのは人口問題です。その問題を解

すべての地球規模的な問題の根底に

なされることを確信しております。

はありませんか。今回の真剣な討議が

いよう、共に精一杯の努力をしようで

今回の会議のテーマは「アジアの現

を持っていたのか、どのような影響を

人口の割合が三六から四七％へと増

加。人口移動は一億二五○○万人へ。

六十歳人口は総人口の一○％を占める

ＦＰＡと国会議員の協力のよい伝統を

ラスさん、安藤さんの後を継いでＵＮ

ＵＮＦＰＡに入って一月半ですがサ

ロッパや日本のＴＦＲは一・五もしく

から二・七人へと減少しました。（ヨー

的な一世帯あたりの子供数は四・九人

の増加率は一一％から一・三％に、平均

問題に対する世論形成を後押しし、人

国会議員の役割は人口とジェンダー

深刻な問題となっております。

Ｓの蔓延は特にアフリカ地域において

大きな影響を与えております。ＡＩＤ

曰【ｕ

に至り、その五三％はアジアで生活し

ています。

この二○年間で大きな進展が成し遂

げられましたが同時に、都市への人口

引き継いでいきたいと思います。ＡＰ

はそれ以下）。平均余命は五十六歳か

口問題に関する資金動員と適切な立法

挨川

集中や消費パターンの変化は環境や食

料安全保障の面で新たな課題を生み出

しております。高齢化が経済成長、労

ＤＡ会議の十六年間の間に人口を巡る

ら六十五歳へと、都市地域に居住する

働力供給、年金やヘルスヶアの分野に

環境は大きく変化しました。世界人ロ

１３

和気邦夫
ＵＮＦＰＡ事務局次長

を行ううえで決定的な役割を果たして
こられました。

人口と開発に関するアジア議員
フォーラムやアフリカ、アメリカの国

会議員フォーラムにおいて私達が直面
する人口と開発に関する議論が行われ
てきました。この席をお借りして全て
の国会議員の皆様に御礼を申し上げた
いと思います。人口問題は時としてそ
の扱いを巡って慎重な取り扱いが必要

１Ｊ

取り組みは持続可能な人間開発と地球

問題です。しかしながら人口問題への

献身的な努力なくしては取り組めない

こにいらっしゃる国会議員みなさまの

的な問題のために働くことが重要であ

会議員は政治の分野で働いており社会

いただくことは非常に重要である。国

して国会議員に情報を与え、勉強して

人口や環境、ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関

ン所長によれば、今早急に行動をおこ

ルドウオッチ研究所のレスターブラウ

行動をおこさなければ遅すぎる。ワー

ラムの進展いかんにかかっている。今

動物の多様性の保全などは人口プログ

とされる政治的な問題となります。こ

の平和を達成するうえでカギとなるも

さなければ多くの国の生態系は崩壊し

と思います。

ように今後ともご協力をお願いしたい

きません。世界人類が幸せになれます

直面する問題に対応していくことはで

５の評価を反映させ、更に前進させ、

持つ気候変動の問題は、次の世紀の最

害要因となる。環境問題と深い関連を

にある。増えつづける人口は開発の阻

境問題などは人口問題と不可分な関係

を考えるうえで重要な問題であり、環

前進を遂げた。国民の多くが小家族の

の分野でこの二○年間、タイは大きな

択が地球の生命の未来を決める。人口

れその経済は衰退してしまう。今の選

経済の面でも持続的でなければいず

続け、二○’五年までには置き換え水

価値を理解し、出生率は今なお低下を
森林破壊、地下水位の低下、植物や

も重要な課題となるだろう。

先生方のご協力なくしてＩＣＰＤ＋

ることを理解している。ここで議論さ

タイ国国会議長

のなのです。

ワンムーハメットノーマター

てしまうと警鐘を鳴らしている。
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れることはどの国にとってもその未来

結
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人口開発アジア国会議員代表者会議開く

準を達成することになるだろう。

ければ未来はない。国会議員が人口と

結果がおこってからその処理に莫大な

本年一月チェコのプラハを訪問しま

に伺ったとき、岸信介・日本国元総理

を務められているからです。そのお宅

国会議員の

ためには国会議員の参画が不可欠であ

た。このことは、人口問題を解決する

いう意味のことが書かれておりまし

の四つの海が平和になりますようにと

コミットメントを

を強力に支援するなど大きな足

費用を使うようなことがあってはなら

した。ＵＮＦＰＡの初代事務局長であ

跡を残した。

開発問題に取り組むことでさまざまな

との協力のもとＵＮＦＰＡと国
会議員活動の掛け橋としての役
割を果たしてきた。1994年以降
開催された国際議員会議の開催

国会議員として、政府、国民に働き

のもとで国会議員活動に関わ
り、退職まで、ＡＦＰＰＤなど

ない。

Ｍ・サラスＵＮＦＰＡ事務局長

問題に事前に対処することが必要で、

職した。同氏は故ラファエル.

これからも

安藤博文前ＵＮＦＰＡ事務局
次長は本年一月ＵＮＦＰＡを退

大臣からサラス事務局長に贈られた書

安藤博文ＵＮＦＰＡ前事務局次長
り、私の心の師であった故ラファエル

霧

かけなければならない。環境が守れな

＃
！

がかざってありました。そこには世界

1人口･開発と国会議員の機Ｉ！
・サラス氏の奥様がフィリピンの大使

１５

………特別講演………………；

〔写真･左頁〕熱心に討議をする
各国国会議員代表

口問題や家族計画を扱うことはタブー

げられております。二○年前には、人

関する国会議員活動が積極的に繰り広

や、さまざまな国の中で人口と開発に

現在、アジアを始め、さまざまな地域

ＡＦＰＰＤ創設の母体となりました。

ＪＰＦＰは一九八二年の中国における

めて日本国に設立されたのです。この

超党派の国会議員組織として世界で初

際人口問題議員懇談会（ＪＰＦＰ）が

ました。この岸元総理の提唱の元に国

口問題解決への支援に捧げる決意をし

してから岸元総理は余生を途上国の人

な状況が生み出されていました。帰国

る人口によって、社会・経済的に悲惨

られました。そこでは急速に増え続け

アジア諸国の人口問題の視察にでかけ

将軍とともに日米の国会議員を率いて

一九七三年岸元総理は故ドレーパー

関するカナダ国会議員連盟（ＣＡＰＰ

ラム（ＦＡＡＰＰＤ）、人口と開発に

するアフリカ・アラブ国会議員フォー

ループ（ＩＡＰＧ）、人口と開発に関

アメリカのアメリカ地域国会議員グ

てまいりました。その中には、ラテン

地域議連を設立するよう手助けを行っ

員は他の大陸の国会議員がそれぞれの

たしてこられました。アジアの国会議

は人口問題において先駆的な役割を果

いただきました。アジアの国会議員

を各国においても国際的にも支援して

プロダクテイブ・ヘルス・プログラム

国連人口特別総会に際しても人口とリ

議員の皆様は、昨年夏に開かれました

員会議が開催されました。また、国会

ラムでは、非常に高いレベルの国会議

で開かれたＩＣＰＤ＋５ハーグフォー

（ＩＣＰＤ）およびオランダのハーグ

である一九九四年の国際人口開発会議

す。特に過去二回の国際人口開発会議

ご存知であると思います。またＦＡＡ

議員センターが設立されたことは良く

ミッタール先生のご活躍によって国会

らしい活動は特筆すべきものです。

・ヘルスの改善につくされたそのすば

ともに女性の地位やリプロダクテイブ

ティ・タン先生がベトナム女性協会と

しゃいます。またベトナムのグエン・

ガルのムスタファ・力議員がいらっ

ピンのアキノ・オレタ上院議員、セネ

ました。そのような方々としてフィリ

てそれぞれの選挙区で支援してこられ

画プログラムを積極的に各国で、そし

プロダクティブヘルス、そして家族計

多くの国会議員の先生方が人口とリ

ました。

にも先駆的な役割を果たしていただき

新先生、プラソップ先生などの先生方

黄華先生、フ・リーリャン先生、桜井

まいました。これらの先生方と同様に

生方は既に私どものもとを去られてし

いらしやいます。残念なことにこの先

してサット・ポール・ミタール先生が

視されていました。現在、その意味は

Ｄ）などがあります。この先駆的な役

ＰＰＤでは女性と少女に対し差別的な

るうえで役割を果たしてきたと言えま

十分に理解され議論もオープンに行わ

割を果たされたかたがたには、福田魁

既存の法律を見なおし、差別的な部分

るという同じ信念を持って働かれた、

れています。国会議員は”人口問題が

夫先生、佐藤隆先生、住栄作先生、そ

お二人のお気持を象徴しております。

重要である“というコンセンサスを作

１６

人ロ･開発アジア国会議員代表者会議開く

算

ルス・プログラムへの資金動員に関し

また、人口とリプロダクテイブ・ヘ

としております。この機会に皆様のこ

退職し、新たな新たな旅立ちを行おう

いま、二十九年間勤めました国連を

これからもさらに先生方の政治的なそ

ても国会議員の皆様にご尽力いただき

れまでのご支援とご指導に対し心より

を含む条項とｌＣＰＤ行動計画の実施

ました。この支援なくしてＵＮＦＰＡ

の感謝を申し上げたいと思います。皆

して個人的なコミットメントをお願い

が人口分野における最大の政府間組織

様方と共に働けたことは私にとって誇

を妨げる条項を除去する作業を行って

として活動できたかどうか疑わしいと

りです。皆様方には今後とも人口問題

したいと思います。

思っております。特に中山太郎先生の

解決のためにご尽力いただけますよう

おります。

リーダーシップのもと日本の国会議員

お願い申し上げます。

最後に、ＡＦＰＰＤにとって誠に重

のご尽力がなければそれは難しかった
と思います。またこの場をお借りし

コーン先生のご勇退をお祝い申し上げ

要なお役割を果たされてこられたＡＦ

人口と開発分野で国会議員活動が成

たいと思います。今回のＡＰＤＡ会議

て、日本政府の継続的なご支援に対し

功するためには強力な政治的そして一

が有意義なものとなりますように念願

ＰＰＤ事務総長のプラソップ・ラタナ

人一人の先生方の個人的なコミットメ

致しております。

ても感謝申し上げたいと思います。

ントがなければ達成できませんでし

た。現在なお、アジアは大規模な人口
増加に起因するさまざまな問題に直面

しております。同時に出生力の低下に
ともなう高齢化、食料安全保障、淡水

資源の不足、人口移動と急速な都市化
など新しい問題に直面しております。
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アジアの価値観に
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ルール作りを
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（趙利済）

今回この記念すべきＡＰＤＡ会議に

参加でき大変満足している。プラソッ

プ議員とは一九八○年代から一九九○

年代にかけてＡＳＥＡＮ国会議員会議

を協力して開催し、政策決定のレベル

で協力を続けてきた。また安藤さんと

は安藤さんがまだＥＳＣＡＰにいらっ

しゃる時代からの知り合いで様々な協

力事業を実施してきた。また、アジア

地域がよりダイナミックな地域となる

よう、ＡＰＤＡ理事長である中山先生

の御尽力に応えるために馳せ参じた。

人類史を術瞼してみるとその歴史は

直線で動くものではない事がわかる。

むしろ、サイクルで動くものである。

この人類史の視点から見て現在は重要

1８

人ロ･開発アジア国会議員代表者会議開く

率が低下し、世界人口は二○五○年に

からなかった。また、人口増加の増加

六○億人になるのにわずか十二年しか

かしながら、世界人口が五○億人から

人口が増加し、二○億人となった。し

後、｜世紀かかってさらに一○億人の

年に始めて一○億人に達した。その

ることがわかる。世界人口は一八○四

たちがさまざまなま問題に直面してい

な時期にある。人口の面から見ると私

うはいかないということである。

返ることができるが人口の高齢化はそ

済は適切なリーダーシップがあれば若

口の高齢化の違いを考えてみると、経

ならない。ここで、経済の高齢化と人

また高齢化することを注意しなければ

齢化は経済的な意味も大きく、経済も

が四○歳以上担っている。この人口高

刻な出生力の減少に直面し、平均年齢

日本、ドイツ、イタリアなどでは深

荷が増大し、砂漠化が進展し、水資源

環境の面から考えると環境に対する負

考えることが難しくなってきた。地球

になってきた。労働問題も一国だけで

の進展の中で労働の自由な移動が可能

で途上国で起こる。またグローバル化

る。この都市化は先進国の五倍の速さ

界人口の半分が都市人口となってい

んどは途上国で生じている。また、世

人口増加は引き続いており、そのほと

口転換を達成している。それに比べ

では一○○年から二○○年かかって人

人口転換を考える場合、ヨーロッパ

直面している。

⑪途上国は、なお貧困に苦しんでお

て考えることができる。

ここで世界の現状を大きく二つに分け

された。

所の予測によれば、一三○年後には日

日本の国立社会保障・人口問題研究

に頼めないという意識が出てきている。

変化に伴い、親孝行などは自分の子供

にくくなっている。同時にこの意識の

こそうと思ってもベビーブームが生じ

意識も増えており、ベビーブームを起

い女性のなかに結婚したくないという

で出生率は高い。逆に、日本では、若

なくしようと思ってもさまざまな理由

努力し、また多くの人々が子供数を少

ここで、経済のグローバル化は誰の

の二つの力が共に働き、拮抗している。

合が行われていることを指一兆現在はこ

結束が強まり、地域を単位としての統

ＦＴＡ、ＡＳＥＡＮのように地域的な

ことを指し、求心力とは、ＥＵやＮＡ

うに人類の活動が地球規模で拡大する

グーロバリゼーションに代表されるよ

がわかる。遠心力とは経済、情報の

心力という二つの力が働いていること

を考えてみると、そこには遠心力と求

これらの多様化し、複雑化する問題

不足の問題が深刻になってきた。

て、アジア諸国の人口転換は数十年で

本人ロのかなりの部分が減少すると予

ためのものかという問題提起をする必

インドやバングラデシュでは政府が

行われており、韓国、中国などでは一

測されている。しかし眼を世界に転じ

要がある。人口の増加に伴い、農作物

九○億人の極大値に達すると下方修正

○年～二○年未満という極めて短い期

れば、人口増加率は下がってきたが、

②先進国は、豊かで、出生力の急減に

り、人口増加が続いている。

間で人口転換が達成された。

I,

地の拡大はありえない。また、｜定の

する需要は高まるけれども、新しい士

や、居住空間のために新しい土地に対

匹敵することになる。二十五年程度、

だけで一九八○年の世界の炭素排出に

排出をすれば、中国一国の炭素排出量

る。もし中国人がアメリカなみに炭素

志が必要である。アジアの知恵は西欧

転換を生かすためには政治家の強い意

の国民にいかに食料を供給するかとい

また、人口が増加している国々ではそ

境に大きな負荷を変えることになる。

量を満たすための増産を行うことで環

が肉の消費量が増えると、その必要を

変化し、穀類を主に摂っていた人たち

しかし、経済成長に伴い、食生活も

きるという分析を出している。

よって中国の人口を扶養することはで

コノミストや農学者が技術の改善に

を養うのか」という問いに応えて、エ

う。レスター・ブラウンの「誰が中国

て昨年、北京の地下水位は約三フィー

かない。地下水の過剰汲み上げによっ

あたりの淡水資源はカナダ人の三％し

面積は同じだが、しかし、中国人一人

ている。例えば、中国とカナダの土地

○○立方メートル／人は急速に増加し

で五○億人。水不足の定義である一○

トレスに直面している人たちは世界中

が一七○○立方メートル以下の水のス

ころにはない。一人当りの年間淡水量

る。しかしながら淡水資源は必要なと

とき淡水資源が極めて重要になってく

また、人口増加とその対策を考える

影響が生じてくる。

毎年五％の経済成長がなければ大きな

積し、将来へ対応するためには五年間

的な黄金期を生かし、社会的資本を蓄

てくる。急速に高齢化も進み、人口学

転換のもたらす効果や影響も大きくで

で達成された。この短さゆえに、人口

アジアの人口転換は非常に短い時間

ない。

れば次の問題が発生してくるかもしれ

のごとしであり、一つの問題を解決す

と違い別にある。禍福はあざなえる縄

短い時間で達成されたアジアの人口

○万トンの食料援助が行われる。

土地の中で収量を増すために単収を上

一世代で炭素排出量が急増していく。

ＡＦＰＰＤ議長が尽力して日本から一幻

昇させると士地に負荷をかけてしま

うことは最も重要な問題であり、貧し

ト低下した。

しその数は一○億人とも言われる。同

リーすら摂取できない絶対貧困が増大

世界では、その日の最低必要なカロ

の技術移転を果たしていくことも地球

ようとするアジアの諸国に環境の面で

境の面から言えば、経済成長を達成し

すかについては日本が最も効率的。環

ために生じる工業廃棄物をどれだけ出

工業生産で一ドルの利益を生み出す

い国にとっては食料増産の負荷が大き

国の行為が大きな影響を与えている。

時に、過食に悩む人口もまた多い。東

の限界を考える上で重要になる。

くなっている。

生活が豊かになるとＣＯ２をはじめと

アジア地域においても、食料不足に直

また、地球環境の面から言えば工業

する炭素排出が大きくなる。中国のＣ

面している北朝鮮のような国もあり、

経済のグローバル化の利益を途上国
Ｏ２排出量は一○％以上増加してい

人口･開発アジア国会蟻員代表者会議開く

将来の人々も生活できるようにする。

持続可能な開発のコンセプトを実現し、

大きな禍根を残すことになる。まさしく

経済が必要で、そうでなければ将来に

ないのか。そのためには調和の取れた

にもたらすために何をしなければなら

処を行っていかなければならない。

ちはこの言葉を肝に銘じて将来への対

ができない“という言葉がある。私た

なる。人間が作った災いは避けること

言葉として〃天が作った災いは何とか

二二○○年前、中国の孟子が一一一一口った

ル当たり穀物収量はそれと逆相関で増

耕作地面積は急速に減少し、ヘクター

供給側の要因を詳しく見てみると、

在庫率は低い水準に留まろう。

もとでは二十一世紀においても穀物の

なくなってきた。ＷＴＯのシステムの

加してきた。しかし、過去四○年間単

一九七四年のレベルまで下がってい

と世界の穀物備蓄率は世界食料危機の

状況になっている。このデータによる

％を割り、世界の穀物備蓄は危機的な

ると一九九四年以降その備蓄率が一七

米国農務省（ＵＳＤＡ）のデータによ

指標として世界の穀物備蓄率がある。

画

上が頭打ちになっている。第三に需要

土壌劣化や塩害によっても生産性の向

以前ほどではなくなったことである。

二に供給側の要因は農業技術の進歩が

補助金・輸出補助金が削減された。第

させるという方向が明確になり、農業

るものである。自由貿易の原則を徹底

アメリカにおける農業政策の変更によ

一九八○年代後半からのヨーロッパと

資源の奪い合いになっている。中国の

非農業分野での水の需要が増大し淡水

水不足も深刻な問題になっている。

世紀一貫して下がってきている。

がってきている。一人当りでは過去半

が一九七○年代後半を頂点として下

たしてきた。また世界の穀物収穫面積

年代から灌概投資が横這い、低下を来

よる部分が大きい。ところが一九八○

近代農業における増産は灌概開発に

位当り収量の増加率が年々低下してい

る。コメの場合、一九九一／九九年に

側の要因としては人口増加による需要

華北平原を流れる黄河において状況は

年間三％の反収の増加が必要である。

めない。人口爆発に対処するためには

ものが、現在およそ一％程度しか見込

る。一九六○年代三％で増加していた

は二％まで低下し非常に危機的な状

の増大、特に中国における畜肉の消費

一九七○年代から断流が悪化し、一九

穀物備蓄は危険な水準

況にある。

量の増大に伴う飼料穀物需要の急増が

九七年には二二一日以上にわたって河

辻井博

これがどのようにして引き起こされ

ある。その結果、国際的な備蓄余裕が

世界の食料需給の状態を示す重要な

てきたかといえば、その第一の原因は

2J

く木がない。川にも水がなかった。東

中、地上を観察したが、山にもまった

民の反感を買うために政治的に実現が

北中国の長期の森林破壊の結果ではな

にしなければならないが、しかし、農

しかも河口から七○○キロメートル上

難しいという問題がある。

口まで水が届かなくなってしまった。

流まで干上がってしまった。’九九八

れている。過去数年間、世界は気象条

る。これはラーーャーニャの影響といわ

た。人口爆発は食料需要を爆発させ

年以降、世界人口は二五億人増加し

次に需要要因を検討する。一九六○

いかと考える。

件が良好で、穀物需給は過剰気味で

る。経済状態が向上すると畜肉の消費

今年アメリカは干魅に見まわれてい

間は干上がっていなかった。しかし、

あった。しかし二○○○年には世界的

が増え、餌としての穀物需要を急速に

年からは降雨が多くこの問題は起こっ

北中国の主要な穀倉地帯では毎年地下

に干魅の可能性が高い。このような気

高める。

ていない。

水位が下がってきており、年一メート

候変動の問題も食料の安定供給に脅威

最近黄河をたずねたところ過去二年

ルも下がってきたところもある。

以上の供給と需要要因を総合した私

ている。

代が無料であるため農民は過剰揚水し

下水を電気で揚水している。この電気

剰である。両州では管井戸を使って地

いる。その主な原因は地下水の揚水過

は毎年地下水位が五○センチ下がって

地帯であるパンジャブ・ハリャナ州で

でも深刻である。インドの主要な穀倉

畑耕作を毎年連作するようになってき

限界のため、．この休閑期間をあけず焼

た。しかしながら、人口爆発と耕地の

焼畑を行い、持続可能な農法であっ

焼畑の技法は十分な休閑期間をあけて

である焼畑が行われてきた。伝統的な

やアマゾンで森林破壊と耕地への転換

も深刻になってきている。東南アジア

また、森林破壊と土壌肥沃度の減少

将来需給予測はどのような仮定を置

にも楽観的である。

予測しているが、これらの予測は余り

政策研究所や世界銀行は過剰になると

穀物価格は五○％上昇する。世界食料

る。私の予測では二○二○年に世界の

ブラウンの予測ではそれ以上不足す

ワールドウオッチ研究所のレスター・

穀物不足は四一七百万トンに達する。

となっている。

この過剰揚水を防ぎ、本当に必要な

ている。その結果、土壌の肥沃度は低

くかによる。再び緑の革命が行われる

の予測では二○二○年における世界の

量だけ農民が取水するようにしなけれ

下し、土壌流出なども深刻なってきて

この問題は中国だけではなくインド

ばパンジャブ・ハリャナ地域の水資源

ではない。緑の革命は収量増加を達成

のではないかという意見もあるがそう

二○○○年三月私はハルビンから北

し、一九七○年代、’九八○年代には

いる。

たらす。揚水を本当に必要な量だけに

京までの一○○○キロメートルの飛行

は枯渇し、インド全体の食料危機をも
制約するためには両州で電気代を有料

2２

ましら

の限界は前述のように非常に厳しい。

し、環境を破壊してきた。また、耕地

どの単位面積当りの農業投入物が増加

低下してきた。同時に、肥料や農薬な

ことは困難である。彼らには十分な所

食料増産では途上国の飢餓人口を救う

壊を急速に進める。しかしこのような

農業生産を増加させ、そこでの環境破

自由貿易は世界人口の希薄な地域で

関税を自由に決めることができるよう

策に基づいて各国が国民の望む水準に

一つの方法であろう。主食自給向上政

具体的な方策としては自律関税化が

人口に利益をもたらし、貿易の利益を

このように世界の食料需給条件が悪

得がない。彼ら自身が食料増産し、所

にする。各国がそれぞれの食料安全保

きるようにＷＴＯ交渉ルールを変えて

化すると予測される中で、アメリカが

得を増やすことが必要である。した

障を守り、各国の農業・農村が共存で

確かに飢餓を減らすことができた。し

主張するようにグローバリゼーション

がって、農業に関してはＷＴＯ貿易交

きるようにする。同時に、規律として

平等に分配し、環境を保全し、食料の

を推し進め、農産物の国際貿易を自由

渉の自由貿易ルールを修正することが

各国が各国の農業生産性上昇に努力

いくことが必要である。

化すれば、第一に世界の膨大な飢餓・

必要である。その修正されたルールと

し、上昇に伴って関税を下げていくよ

かし一九七○年代以降は収量の伸びは

貧困者を更に困窮化させる。この自由

整合した最適な農業と貿易の政策を考

うな国際合意も必要であろう。

る。中国の淡水資源は不足しており、躯

国人口の三分の一が水不足に悩んでい

は一つの大きな問題になっている。中

人口問題が根本であり、現在水資源

張懐西議員

人ロ問題が基本

開発を進める

ければならない。

安全保障を高める貿易交渉ルールでな

貿易化による北の食料減産を南（途上

えることが必要である。

それは、途上国の膨大な飢餓・貧困

国）の増産では補い得ない事が、多く

の研究で明らかになっている。この結

各国の発表

果、貧者の主食である穀物価格は長期
的に上昇する。

自由化の利益の分配は非常に不公平

である。ＧＡＴＴ事務局の研究による

と、ウルグアイ・ラウンドの自由化に

中国

Ｉ

よる経済利益は総額で五一億ドルぐら
いである。その七○％は北米・ＥＵな

ど先進国が受益する。途上国と旧計画
経済諸国は二一一一％しか恩恵を受けな
い。途上国地域が十分な利益を享受で

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

まった。北部では深刻な状態になって

て水不足の問題を取り上げることが決

大に参加したところ、中国は政策とし

い。ＡＰＤＡ会議に参加する前に全人

資源の量は世界水準の二五％しかな

人口規模が大きいために一人当り淡水

力を入れ、生活の向上を果たす必要が

増加する。今後、過疎地の人口問題に

一○○万人ずつ増加し、’’○年で三億

も人口規模が巨大であるために毎年一

人口増加は抑制されつつあるがそれで

中国として多大な努力を払った結果、

ルまで家族計画が行き届いている。

をつかって、中国は今後も人口と持続

善を推し進めていく。ＡＦＰＰＤの枠

非識字者をなくし、健康衛生状態の改

改善するなどの機能がある。今後とも

人々の声を反映させる。草の根のから

施を監視する。法を整備する。国政に

全人大の役割として、国の政策の実塑

おり、北と西部に全人大が視察団を派

可能な開発の問題に取り組んで行く。

悪影響しか与えない

ラクシュマン・シン議員

ある。

インドの場合、現在、農業生産は年

率二％以上の増加率を示し、現在、穀

物備蓄は余剰状態になっている。一九

七○年代～一九八○年代にかけて雇用

創出のために産業を興したが、これら

政府の努力も、人口増加によって相殺

ある。しかし一般的にいって、途上国

は、日本や、ベルギーをはじめ数多く

が食料生産は四倍に増えた。しかしな

作付け面積は二五％しか増えなかった

一九六○年から技術の進歩により、

されている。

では人口増加は経済発展の阻害要因で

口密度が高くとも成功している先進国

許容能力を超えた

ある。

』家》八二

遣することになった。また、水の汚染

鐘
貧困の原因は人口だけではない。人

各国の発表

も深刻で川の水質調査を行わなければ
ならない。

環境と資源の問題は国境を越えた地
域の問題である。人口コントロールは
中国にとって持続可能な開発を実現す
るうえで必須となる。中国は、耕地面
積が少なく、人口は多い。中国政府は

今後とも人口抑制を確実に進める。中

国政府が二○年間懸命の努力をした結
果。人口増加はコントロールされ、人

口増加率は○・九％にまで下がった。
中国政府としては人口問題に対する
国民の啓発に勤めてきた。現在では国

民の理解も形成され賛同を得ている。
人口の質の向上、女性の地位向上に勤
めている。つい先ほど、開発の送れて
いた海南省を訪問したが、草の根しべ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

人ロ･開発アジア国会議員代表者会議開く

がら人口増加によって一人あたりの食
料摂取は増えなかった。人口は開発の

資源でもあるが、生態系の許容能力を

●辻弁

このような政策はマレーシアだけで

可能なかも知れない。日本などでは到

の多様性が脅かされており約四○○種

的な環境は脆弱である。現在、動植物

ドの国士の一一一三％が高原であり、生態

式における中山理事長の挨拶や、桜井

スパーソンのご発表だけでなく、開会

がありますか。二人の卓越したリソー

二十一世紀を迎えてどのような課題

足が起こり、行列を起った。その後

の昔、タイに駐在していたときコメ不

が生じたら政治が大きく変革した。そ

饅やインドネシア、タイでもコメ不足

であり、一九九五年のフィリピン米飢

〆薑、

が絶滅に瀕している。生物多様性を失

議長の挨拶でも重要な問題提示、二十

クーデターが起こった。この意味で、

底不可能。アジアにおいてコメは政治

うことは今後の開発の可能性を失うこ

一世紀の課題はなにかということを踏

アジアの多くの国にとってコメは単な

●谷津議長

とであり、深刻な問題である。また、

まえて発言や問題がなにかありません

る商品ではなく、政治的に大きな意味

越えた場合、悪い影響を与える。イン

揚水の過多により河川水でも塩害が生

か。

を持っている。その意味でマレーシア

じ、農業生産を脅かしている。湾岸で
は沼地に生えるマングローブが枯渇し

い。独立時三億四六○○万人であった

インドは国士面積の割に人口が多

る。

あり、都市部の環境劣化も同様であ

いる。これらは人口増加に伴う人災で

レーシアは穀物自給率七○％を目標と

は大規模に生産性を上げている。マ

なものがある。また、マレーシア政府

きか。認識の普及に果たす役割は大き

している。国会議員として何をなすべ

世界の極く一部が余りにも富を占有

る。

日本の水汚染は肥料の過剰投入によ

れば環境劣化が生じるかも知れない。

か。また、農業投入が余りにも大きけ

括ることができるのではないだろう

ンガポールや香港と同じカテゴリーに

はアジアの中で特別な事例であり、シ

ものが、’○億人にまで増加した。社

している。その意味で、今後生産性を

●マレーシア

会的な条件や地球環境や受容できる限

上げることが難しいという意見は当ら

ており、山岳地帯では森林も劣化して

度を越えた人口増加はいずれにしても

ないように思うのだが。

悪い結果であり深刻な問題となってい

ァラル海周辺の干魅は、計画経済の

●カザフスタン

悪い影響しか与えない。人口はインド
の開発政策の基本である。

る。資源が枯渇して塩害が生じてきて

2５

引き起こすのではないだろうか。

貯水池である氷河の溶解は今後問題を

る量が増えている、重要な淡水資源の

池である氷河が解けて、河川に流出す

す。全体的な調和を図ることが必要。

一緒に行動することで安心を見いだ

とに価値をみいだす。人間がみんなと

持っている。家族や民族に帰属するこ

原理となる。アジアは固有の価値を

わり合いが重視され個人主義が基本的

いる。宗教的に見ても神と個人との係

アダム・スミス自由経済を基本として

中には農村の安定、米価の安定など経

要だったからだ。ところが自由貿易の

は、米価の安定が政治的にも非常に重

米価の安定に意を注いできた。それ

ある。しかしアジアの場合、各国とも

いものは考慮にいれないということで

ない。それは金銭的な価値では図れな

メリットには外部要因が考慮されてい

自由貿易という仮説が言うところの

●辻井

んでいる。数千年も生きてきた。先祖

例えば、アジアの絵を見ると人間は自

済外的的要因ではあるが現実の社会で

ない。欧米はアジアの価値とは違い、

の生活を維持すれば持続可能。このよ

然の一部として描かれ、人間の生活と

重要な要素を全く反映しておらず、ア

いる。同時に、重要な淡水資源の貯水

うな違いを無視して同じ基準を適用す

自然のかかわりあいが強調されてい

ジアの現実に適合しているとは言えな

は、世界中で完全な自由競争に基づく

生産を図ることが重要。二十一世紀に

耐えられる範囲で、それぞれの方法で

けた結果、環境被害が生じた。環境が

ように一箇所に余りにも負荷をかけ続

ＴＯに働きかけている。中央アジアの

問題として、市場のもつ調整機能で調

いて回復できないかも知れない。現実

ときには余りにも大きな人災が生じて

たてば解決するかも知れないが、その

が働き、市場の不均衡の問題も時間が

場原理にまかせても市場の見えざる手

ように、市場原理を徹底して追及し市

アダム・スミスの神の見えざる手の

劣化がもたらした現象で、途上国の水

の水が使われている。これは水道水の

た日本で、飲料水としてペットポトル

し、水道の水が美味しいといわれてい

水の問題が重要である。水道が普及

皆それぞれに違う環境に生まれ、住

●桜井ＡＦＰＰＤ議長

れば環境的条件の悪い地域は競争力を

る。

単一の貿易基準を適用するか、各国の

整されるまで待ってはいられない。自

道がまだ普及していない国の問題とは

い。慎重に自由市場を前提とする仮説

失う。この多様性を反映させるべくＷ

多様性を認めるか。どちらか一方の方

由な競争に基づく市場経済というイデ

また異なった形で、先進国における水

●中山太郎・ＡＰＤＡ理事長

を見直す必要がある。

法では不充分で、バランスが必要。

オロギーはかならずしも普遍的ではな

の問題が出てきている。したがって、

●趙

い。

文化的価値の問題を見逃してはなら
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人ロ･開発アジア国会議員代表者会議開く

る。二十一世紀における水はこれから

週オランダで水を巡る会議が開かれ

国においても研究する必要がある。来

水の問題は途上国ばかりではなく先進

い。

域、地球の連帯を考えなければならな

国を越えて、国内状況を越えて、地

まな問題が相関している。国会議員が

の問題に密接に連携しており、さまざ

影響を与えるのだろうか。

に、バイオテクノロジーがどのような

などの問題を解決できるものではな

バイオテクノロジーの発達は、灌概

●辻井

ますます重要性をます問題である。今
後、水資源の問題を取り上げていって

は汚染されており、悪臭を放ってい

る。デカン高原のほとんどの大きな川

多くの農地が水不足に直面してい

は遺伝子組み替えの食品を食べたくな

いては様々な議論があるが、個人的に

い。バイオ・テクノロジーの詳細につ

上、食料増産を図らなければならな

い。二○二○年まで人口増加が続く以

水の問題は極めて重要。農業生産の

る。インド大都市のほとんど二四時間

い。

●辻井

増大、工業の発達、水を巡る競争が激

給水ができない。ミャンマーでも同じ

はどうだろうか。

しくなる。中国の西部を開発するため

でマンダレーでは家庭への給水が制限

●趙

にも水が重要であるが、環境的に難し

されている。

私は専門家ではないが、バイオテクノ

●趙

い状態にある。日本でも農業肥料をつ
かった結果、農地に塩類集積がおこっ
レス）がかなり広がっている。昔はど

ストリアの研究所によると黄河の水不

黄河をこれ以上放置できない。オー

えば、農家が食べないようなものを輸

にもとづいてなされるべきである。例

あると思う。食料の輸出入がその基準

ロジーの適用には最低の基準が必要で

こで水を飲んでも大丈夫だった。しか

足は今後ますます深刻になると言われ

出入してはいけない。

●趙

し今では安全のために飛行機のなかで

ている。国会議員の皆様の努力によっ

ている。水が十分にない状態（水スト

もミネラルウオーターを飲むように

ていたが不作のため輸出できなくなっ

た。米国からの輸入に全面的に依存し

年前日本で大豆が払底したことがあっ

化的な側面を忘れてはならない。二○

西洋と東洋の価値観、特に食料の文

て水不足の問題が解決されなければな

食料問題も取り上げて欲しい。特

●フィリピン

らない。

なってしまった。

洪水で悩んだアフリカがその翌年に
は干魅で悩む。これには気候変動が影
響しＣＯ２の排出が影響している。そ

の意味では先進国の環境問題が途上国

２７

協力・貢献に対して、中

上書
眉ケ

しだ記念品が贈られた。
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た。大豆は日本にとって重要な問題詔

だったので各新聞やマスメディアがこ

ぞってこの問題を取り上げた。しかし

一三－ヨーク・タイムスなど米国のメ

ディアではまったく報道されなかっ

た。それは、米国の大豆農家は一万人

ほどでしかなく、大豆不作のニュース

は米国にとってまったくニュースバ

リューがなかったからである。これほ

どの格差が生産者と消費者の間にあっ

た。

いずれにしても食料貿易を扱う場

合、なんらかの基準が必要で、そこに

は文化的価値観を加えるべきであると

思う。この文化的な格差は音楽にも現

れる。ドイツの経済学者にとってベー

トーベンには価値があるが、イギリス

の経済学者は無形のベートーベンに価

値がない、という。このように文化的

背景しだいで価値というものは大きく

異なってくる。

●カザフスタン

市場経済化により様々な問題が生じ

てきている。飲料水の不足なども深刻

人口･開発アジア国会議員代表者会議開く
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で、状況は改善されていない。首都に

おいても水不足が顕著になっている。

この場を借りて地域を越えた協力が必

要であることを訴えたい。具体的な協

力としては旧ソ連邦時代に開発が進め

られ六○の鉱山が創業していたカタリ

ンガ地域で三五鉱山が閉山した。この

地域では石炭を燃やして鉄を作ってい

たが、閉山し鉱山が浸水することで水

質悪化が生じた。この地域の人口は七

六万人のから五○万人に減少してし

まった。さまざまなバランスが崩れて

しまっている。飲料水不足は一国だけ

の問題ではなく地域の問題である。

●モンゴル

世界の淡水資源の二○％をしめるバ

イカル湖の水はその八○％がモンゴル

を源流としている。市場経済から一○

年、様々な問題が出て来ている。モン

ゴルが余裕のないままに経済発展を押

し進めれば、この世界最大の淡水資源

であるバイカル湖を将来ともきれいな

州餓鰍州脈舳細洲〃洲繩医哨掩刎孵洲期

上し、六○％になってから人口抑制が

の低下がある。同時に、人口の三分一

二四○万人程度の人口が急激な出生力

の当面しているもう一つの問題は人口

素対策を行うかが重要になってくる。

であるが表層水を使うことでいかに砒

デシュを流れる河川の源流はヒマャラ

ことによる。いずれにしてもバングラ

洪水を治めることができたが。一・八

年に一度という大洪水が記録された。

パールから流れてくる。昨年も一○○

バングラデシュの河川はインドやネ

含んだ地層を通った井戸水を使用した

が首都に集中している。人口の一極集

この会議の後、バングラデシュを訪問

二クロールというかなりの高収量を上

の問題も取り上げて欲しい。モンゴル

中の問題が重要である。人口の三分の

し、現地で協議してくる。

うまく行くようになった。

一が遊牧民として生計を立てている。

ている。今回、このモンゴルの雪害に

なセーフティーネットの役割を果たし

あり、モンゴル全体を考えても社会的

民にとって家畜はまさしくいきる糧で

頭が死ぬといわれている。多くの遊牧

○万頭が死亡した。来月には四○○万

にはゾド（雪害）が発生し、家畜二○

’九九九年に干魅が起こり、今年の冬

重要である。

実効のある方法を検討していくことが

会議員が交流や対話を進めることで、

が国会議員の役割であるといえる。国

援助に反映させることが重要で、これ

向づけをして、政府間協議反映させ、

会議員会議なので、この場で一定の方

題解決に結び付けるか。この会議は国

水の問題の重要性を具体的にどう問

る。

に国の南部で水問題が深刻になってい

なく河川水の汚染も進んでおり、とく

先生が指摘された、砒素汚染だけでは

で、世界の最貧国の一つである。桜井

国民一人当りＧＮＰは二五○＄程度

げることができた。

日本を中心とする支援に感謝している。

●バングラデシュ

シュ政府としてはＮＧＯとも協力し、

士にひしめきあっている。バングラデ

い。一億二七○○万人の人口が狭い国

バングラデシュは小国で歴史も浅

●谷津議長
メコン川をはじめとする国際河川の
問題も重要である。

●桜井ＡＦＰＰＤ議長

しかし、非識字率も高く、宗教も阻害

人口コントロールの努力をしている。
が深刻になっている。これは表面水の

要因となっている。近年、識字率が向

バングラデシュで飲料水の砒素汚染
不足で井戸水に依存した結果、砒素を
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○人へと、東南アジア、太平洋地域で劇的

れ、出生一○○○人に対して六○人から二

歳以上。また、乳児死亡率が急速に改善さ

の平均余命は五十歳程度で、現在では七十

じた現象です。先進国でも、’九一○年代

この平均余命の延びは今世紀に入って生

タイでも二五％が高齢者になる。

は急速に進むことになる。二○一五年には

人口転換と平均余命の延びに伴って高齢化

ト）の年齢そのものが上がっていく。この

伴って人口が最も増えた世代ヨーホー

は高齢化が進展し始めるし、人口転換に

は竹の子のような形になる。二○○○年に

進んでおり人口ピラミッドが二○五○年に

になっている。東南アジアでも人口転換が

せる。現在、米国で人口の二五％は高齢者

治、ビジネス、健康、文化すべてを変化さ

の高齢化や年齢構造の変化は、否応なく政

がおきつつある。この人口転換に伴う社会

世界各地で人口の変化が生じ、人口転換

◇人ロ構造・動態の変化

讃

に低下した。

3１

ＴＨＥＬＴ卜｛ＡＳＩＡＮＰＡＲＬｌＡＭにＮＴＡＲｌＡＮＳ

（タイ国保健省衛生政策計画局長）

乳児死亡率と所得の関係には相関関

途上国でもかなり普及してきた。しか

た、ワクチン接種にかんしていえば、

妊産婦死亡率も急速に低下した。ま

亡率が減少する。また、この二○年で

する。タイの場合、他のアジア諸国と

果が対応しなくなる。限界効用が低減

高度化すればするほど支出に対する効

ルスケア経費の増大が生じる。医療が

高齢化が進み、社会が発展するとヘ

◇健康サービスと財政支出

し、「はしか（ポリオ）・ワクチン」の

比べて財政支出に占める割合が大き

係があって、所得が向上すると乳児死

摂取は十分ではない。

ノ舅「

●マレーシア

再興感染症が問題になっているがそ

の原因は何だろうか。

●回答

現在起こっている感染症には既存の

感染症の再興と新たなウイルスの発生

い。

健康を維持するためには健全な公共

とがある。結核の拡大はエイズとの関

経済発展、社会開発に伴って、それ
までほとんど見られなかった醤病が増

四。この目色目のが必要で、、。。』、。『の目‐

社会資本を活用するためには、。且

●回答

果たすのか。

社会資本の作用がどのような役割を

●フィリピン鞁アコスタ議員

が増えてしまった。

係が指摘されているし、マラリアは人

多くの国において開発過程において

政策が必要となる。現在、都市部でも

健康改善に必要な経費を社会的負担と

加するなどの傾向が出てきた。死亡・

病の影響が大きくなっている。生活習

捉えている。しかし、健康は負担では

農村部でもその環境が大きく変わり、

慣病や交通事故などの事故や怪我、ガ

なく開発の目的であることをしっかり

疾病の原因としても以前は経水感染

ンなどが死亡原因の上位になってき

と認識する必要がある。健康は資産で

口移動によって免疫のない人が感染地

た。

あり、健康は人間社会における目的な

栄養状態や住居を含め農民の生活が大

制度的な問題から健康を見ていく。健

のである。この良い健康を達成し、維

症、マラリアなどの伝染性疾患が主な

康には集団的な影響がある。個人。健

持するためには良い行政（ＯＯａＯｏ‐

域に入っていった結果、新たに罹患者

康・環境の相互作用が重要になってき

きく変わっている。

ている。乳児死亡率の減少には教育程

『の目自８）が必要。

原因をしめていたが、現在では非伝染

度と大きな相関がある。

四目のと社会資本とは相補的な関係に

ある。いくら物があってもそれを適切

3２
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トとして考える。このコストが低くな

かった。経済学者は医療も取引きコス

うと物質的なインプットしか考えな

る。市民に様々なサービスを提供した

ると、考え方の変化を推し進めてい

たものを、それぞれの個人の責任であ

これまで医療は一雇用者の義務であっ

よ、そのもたらす意味を人々が十分理

どのような方向で政策を立てるにせ

えていたこの負担をはずすことで、競

れば社会コストが低下する。米国にお

上で、自己決定、自己責任の原則を医

解できるよう教育することが重要であ

●シンガポール

ける医療費の高騰の背景には医療過誤

療の分野でも進めようとしている。現

る。

に使うことが必要。これまで投資とい

などに対する裁判が多発し、賠償金な

在、自由競争の中で企業化がかつて抱

合、人口を生み出しているのは自国で

自身が中国系二世であり、タイの場

範囲を越えて影響が起ってくる。自分

考えるのは狭い考え方だと思う。国の

人口政策を出生率の上げ下げだけで

●回答

うか。

●回答

争を容易にする政策をとっている。

どの社会コストが高くなり過ぎたた

議しているが何か良い対策はないだろ

め、それが医療費に転化されたという

●能勢和子・衆議院議員（日本）

側面を持っている。また、この社会的
な側面に関して言えば、現在様々なＮ
ＧＯがその活動の場を拡大し、社会的
にも大きな影響を持つようになってき
ている。政治の変化にもかかわるよう
になった。

かつて、キッシンジャーが中国訪れ
たとき、毛沢東が私には中国を変える

力があるといった。しかし現在の中国

あるといえる。この意味でも社会的な

のは中国人の根底にあった儒教思想で

題とはなっていない。しかし、日本で

症、再興感染症の対応が進みあまり問

日本は長寿社会になった。新興感染

でこの問題が社会問題となっている。

ルドレンの多くは移民労働者の子供達

ほどである。またタイのストリートチ

から流入してくるのかはっきりしない

再生産されているのか、それとも他国

基盤や環境、文化の重要性がわかると

は非婚が増え、ＴＦＲが一・三八とい

の発展を考えると、もっと重要だった

思う。

が課題であるが、本当に排除できるも

警察にとって子供をいかに排除するか鋼
も少子化対策基本法を制定し対策を協

う極端な少子化に悩んでいる。国会で

…■シマ

合には外国人労働力も含めて考える必

必要。したがって、労働力を考える場

なってしまうことも考えて行くことが

るのか。現在の社会では、国境がなく

のなのか、また排除すればきれいにな

の問題も取り上げて欲しい。

むしろ後退している。経済移行期諸国

療やすべての社会開発に関する分野が

かで新しい問題が生じてきており、医

されていた。しかし、市場経済化のな

え“もあって医療・社会開発は重要視

●回答

下さい。

さいているのかを含め、タイの統計を

るのか、公衆衛生にどのくらい予算を

ＮＧＯがどのような役割を果たしてい

の公衆衛生制度を参考にしたいので

要がある。

●回答

Ｓでは非常に重要になっている。タイ鍵

●ニュージーランド

することが社会資本の向上に繋がると

思う。その意味で、女性の教育を向上

女性の教育の影響の方が大きいように

亡率に与える影響としては所得よりも

提供された資料を見ると、乳幼児死

た。政府の役割が再評価されてきてい

もないことがだんだんはっきりしてき

いたが、約十年のときを経て、そうで

ことで全てがうまくいくと考えられて

何でも民営化し、政府の関与をなくす

かつて市場経済化の初期においては

健省で管轄している。

とになる。この政府支出の九九％を保

係の支出の二五％をまかなっているこ

がって、政府支出は国民の衛生保健関

政府支出の四倍になっている。した

一人当り一二六ＵＳ＄になっており、

統計によると衛生保健関係の支出は

おもうが、いかがか。

るが、どの程度関与するのが適切なの

だ結論は出ていない。いづれにしても

かについては議論が百出しており、ま

健康のために女性を教育するわけで

政府がどの程度関与したら良いのかに

●回答

はない。その他のさまざまな効果があ

ついては政府の持つ資金規模にもよ

率性を向上させることが必要である。

る。また、政府に資金があればその効

る。

●モンゴル

地域会議でも協議した。中央アジア
ＣＩＳの諸国の政府は深刻な資金不

●カザフスタン

えた。かつて東西冷戦下のもとで、計

足に直面しており、財政の確保がＣｌ

地域で新しい国家が誕生した。国が増

画経済諸国においてはソ連邦の〃見

人ロ･開発アジア国会議員代表者会議開く
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露

エイズに眼を

塞ぐことが

最も危険

５

エイズの蔓延を防ぐつえで最も重要な一」３

していると見られている。

くの国々では、軍、警察の六～七割が感染

％はアフリカで生じており、アフリカの多

○○万人が新しく感染している。この七○

三分の一が死亡している。そして、毎年六

界中で五○○○万人の感染者がいて、その

ズは確実に拡大している。一九九八年、世

事者となる可能性のある問題である。エイ

だ、子供や配偶者がいるあいだは誰でも当

い。みんなの問題だ。性行動が活発なあい

エイズは、限られた人達の問題ではな

生まれてくると確信している。

情報を提供することで、きっと良い結果が

んでいる良い人達なので、私が精一杯良い

国会議員の皆様は人口と開発問題に取り組

る、というものだ。ここに集まられた各国

よい人達によい情報を渡せばよい決定をす

私は一つの仮説を持っている。それは、

雇麺

エイズは拡大しつつあるし、世界は

等がある。

しなければならないということであ

止っていない。今日取るべき行動は今

との一つは、エイズ患者の人権を重視

る。健康な人と同じように、結婚も見

日とらなければならない。

フィリピンのようにカトリックが強い

国ではよほど堅固な意志なければこのよ

うな施策を実施することはできない。

●回答

現在、エイズ・ワクチンはない。基

本的に治療法もない。しかし研究は進

んでおり、タイとアメリカで臨床テス

ある。一○年前のアフリカと現在のア

現在、エイズはアジアに蔓延しつつ

ら一九九七年で倍増した。インドネシ

（’九九八年で感染）。’九九四年か

南アジア・東南アジアで一三○万人

合する方法が開発されたが、毎年一人

押さえる治療法として治療薬を三種混

また、最近開発されたエイズの進行を

めには七～八年必要。

ノ舅「

とめられるべきであり、通常と変わり

なく働くこともできる。社会がエイズ
患者の人権を無視し、差別し、抑圧し
たとしたら、エイズは表に出ないとこ

ろで瞭原の火のごとく蔓延することに

ジアが同じ水準になりつつある。イン

アとしてもエイズの蔓延を危倶してお

当り一五○○○ＵＳ＄の経費が必要

トが進んでいるが、本当に開発するた

ドで急速に広がっている。パプア・

り、国会議員として努力する。ＨＩＶ

で、多くの国において現実的ではな

●インドネシア

ニューギニア、パキスタン、バングラ

法の立法が必要であり、参加者から法

い。現在できることは予防しかない。

なるだろう。

デシュでも急速に蔓延している。

のモデルを提示して欲しい。

きな役割があると思う。その役割とは、

エイズを予防する上で国会議員には大

●ベトナム

る。ＮＧＯに支援してもらう。地方自

る差別撤廃が法律の条項に入ってい

とＨＩＶの感染を広げてしまう。

差別にはなんの利益もない。差別する

人権の面からも、公衆衛生の面からも

逃げてしまう。敵にしてはならない。

最善の予防法は差別の撤廃。叩けば

治体でコンドームの無料配付を始め

設置するなどの対策を取っている。

センターにコンドームの自動販売機を

た。また、遊興施設アミューズメント

フィリピンでは、エイズ患者に対す

●フィリピン

Ⅲ国民の啓発を行う。

②エイズ問題に対し声を大にして欲し
い。

③人権、感染予防、ケァプログラムの
ための立法を行う。

側政府、民間、市民社会の資源を動員
する。

⑤資金援助を行う。
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)セッシンⅣＩ

-－－－Ｊ９￣ＵＵｑ

成功例も多い。情報の公開が必要であ

患者の結婚も認めなければならない。

●議長叩プラソップ・ラタナコーン

いを生み出すことになると思う。

●回答

現在世界中で三五○○万人が感染し

一度限りの喜びを求めるのではな

社会開発は

まだら模様

社会開発に関してアジア太平洋地域

で大きな進展があった。’九九五年世

界社会開発サミット、初めてサミット

レペルで会議が行われた。一九九一年

アジア地域の社会開発のアジェンダを

作成した。その後コペンハーゲンの会

議に提出し、行動のアジェンダが決

まった。本年の六月にはその成果を協

議することになっている。

’九九七年の経済危機の影響を受け

ないように努力しなければならなかっ

た。ＥＳＣＡＰで評価活動を行った。

社会開発は不平等、アンバランスであ

3７

鼠

る。ＨＩＶ感染者も国会議員も関係を

ヴィエンピニド・ローラ（ESCAP）（左）
アジア太平洋経済社会委員会・社会開発局長代行）

ている。解決に取り込むのか、問題視

･講師

く、準備をすることで真の幸福が得ら

ラクシュマン・シン（インド）（右）

持ちにくい人達と考えられている。国

･議長

してしまうのかその態度の違いが将来

瀧ｆⅡ､慰懲

れる。コンドームが重要。

ｻﾞｉ愈

会議員が働きかけていけば、大きな違

Ｉ

Ｉ

を大きく決めることになる。ＡＩＤＳ

風I璽鬮ハ．’Ｗ犀獅。Ｕ職ザハ。HP’

る。貧困地域のなかでは最低生存線を

昇してきている。開発のトレンドとそ

●回答

の社会環境が悪化した中で社会的弱者

機会の創出が十分なされなかった。湖

社会開発が逆流した地域もある。｜雇用

てしまう前に対策を立てることが必

口移動が進んできた。高齢化が進展し

換の結果、高齢化も進展している。人

出生率と死亡率の低下による人口転

らないと思っている。二○年前から取

社会開発の優先順位を上げなければな

階にあり社会開発の優先順位が低い。

る。しかし、開発はまだ経済開発の段

データーがない。特別な考慮をしてい

中央アジア諸国に関しては十分な

の保護が必要。制度および資金的に十

要。各国政府単独では対処できない。

り組んではいる。

れにかかわる問題。

分ではない状況が続いている。経済危

ＷＳＳＤ＋５寸前。提言を生かしてい

満たしていなかった。一九九八年から

機が非常な悪影響を与えた。教育も、

く必要がある。

が導入される必要性がある。遺伝子操

されればよいと思う。さまざまな規制

響を及ぼすわけではない。議論が反映

人達に与えることが必要であろうと思

えることが重要。機会の平等を全ての

でどの様な地位を持っているのかを考

ているか。

ＣＡＰとしてはどのような政策をとっ

う。児童労働などの問題もあるがＥＳ
●キルギスタン

作などは長期的影響がわからない。

女性の社会的地位、特に雇用のなか

●インド

社会的サービスも受けられないような

状況。貧困者比率が九○年代後半に上

ノ童、
世界サミットの目的が達成されたの
か。アジアの経済危機によって十分達

た。ＷＴＯ貿易障壁を取り除くこと

るかわからない。ＥＳＣＡＰはこの中

してから数年この問題がいつ鎮静化す

ヘルスケアが特別な状況にある。独立

あり、人口と社会開発、教育、栄養、

態的な視点からは見ていないので介入

でも大きな問題となっているが人口動

い。児童労働、ＷＴＯ、ＵＮＣＴＡＤ

国内のことに介入することはできな

中央アジア諸国は市場経済移行期に

が、どの程度貧困緩和に影響するか。

央アジア諸国をどのように取り上げ

はできない。

成されなかったということがわかっ

ＷＴＯ／ＵＮＣＴＡＤ会議の影響は

て、どの程度の重要度を与えているの

●回答

はっきりしていない。発展途上国には

でしょうか。

●回答

よくないという意見もある。平等な影
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いかなる場所でも

男性と同数の

代表を

最初に、女性問題というが〃女性は問題

ではない“。女性を取り巻く環境が正当に

評価されていないのが問題である。中国・

北京の第四回世界女性会議から五年がたっ

たが、多くの進展が成し遂げられたと同時

に多くのギャップが残っている。北京会議

は女性と人口について何を述べたか。北京

会議は第三回世界女性会議のナイロビ会議

から十年目に開かれた。このナイロビ会議

から北京会議までの間に、国際人口開発会

議が開かれ、その行動計画の中で女性のエ

ンパワーメントやリプロダクテイブ・ライ

ッが主要な概念として登場し、女性が出生

を決めることの重要性が調われた。

女性の性行動に関する権利は人権であ

る。女性の人権だけ、児童の人権だけをわ

ざわざ取り上げて言う必要がないではない

か。女性の人権も人権に違いないではない

かという意見がある。しかしながら、現実調

的には女性の人権、児童に人権と改め

て強調する必要がある。

言うまでもなく、女性も児童も男性

プロダクティブ・ヘルスの貧弱さ、ま

かされた。

しかし、かつて世界的に人権が討議さ

に、医療や家族計画など女性に大きく

各国とも予算カットを迫られた。特

経済危機の影響でＩＭＦ管理が入り

る助産婦の下で出産しないという返事

したところ、多くの女性は、資格のあ

由を村のヘルス・センターで問いただ

が妊娠に伴い死亡した。その時その理

な事例に直面した。アチェの農村女性

また、現在では紛争が激化し、あま

れた際、女性に固有の人権や女性を取

影響することがらに配慮が不足し、大

が返ってきた。しかし、その死亡した

た男児選好、高齢化の進展、不適切か

り巻く事情などは考慮に上らなかっ

幅なカットが行なわれた。これも、Ｉ

女性の周辺で聴き取り調査をしてみる

り行きたくない場所になってしまった

た。その当時、会議に参加した各国代表

ＭＦが各国政府に融資条件の設定を行

と違った実態が浮き彫りとなった。そ

つ貧弱なリプロダクティブヘルスなど

に女性はほとんど含まれず、その問題に

う際に、男性だけが決定の場にいて、

の死亡した、女性は出産を畏れてお

が、インドネシア・アチェで次のよう

ほとんどなにも注意が払われなかった。

決定したからである。人口はまだ増加

り、クリニックへ行きたいという強い

まだまだ解決すべき問題は多い。

利を人権と主張する必要が出てきた。

しており、経済危機のインパクトが人

も人権のなかに含まれるべきである。

人権に関する議論に抜けていた部分

口問題を直撃しているとも言える。

きなものがある。また、思春期の出生

ているし、経済危機のインパクトも大

せた。アジア地域の人口はまだ増加し

アジア地域の人口は劇的な進展を見

るニューヨークでも議論が続いている。

国連総会向けた準備会議が開催されてい

動に関する権利は現在ＦＷＣＷ五年目の

ライッ（再生産に関する権利）、性行

る。性行動およびリプロダクテイブ・

ろん、女性の権利は人権の一部であ

おかれ、母親の健康と乳児の健康が脅

児を抱えた多くの家庭が厳しい状況に

は含まれていなかった。その結果、乳

府統制下におかれた商品の中にミルク

甚大な被害を与えるとして、価格が政

ら、この商品価格が高騰すれば生活に

はミルクを購入している。しかしなが

例。母乳育児だけでは十分でない家庭

リストに入っていなかった。これが一

ミルクは価格統制を行う不可決食品の

例えば、インドネシアの経済危機で

性が自分の必要としていることを満た

対する教育が必要である。同時に、女

善するためには、男性に対する、姑に

このように女性を取り巻く環境を改

苦しんでその女性は死んでしまった。

ていかなかった。その結果、長い時間

ほうが体裁が良いとして、病院につれ

どうせ死ぬなら自宅で死んでもらった

てくれと女性は懇願したが、夫や姑は

陣痛が長引いたとき病院へつれていっ

希望があったが、夫や姑が反対した。

そのために、わざわざ女性特有の権

を、それぞれの会議で確認した。もち

率の高さや、妊産婦死亡率の高さ、リ
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がその大きな原因となっている。

率が高い地域の多くでは、女性の無知

ある。性行為感染症（ＳＴＤ）の罹患

（力）が不足している。ということで

すための女性のエンパワーメン卜

に実行されていないことの現れである。

高さもリプロダクテイブ・ヘルスが十分

ジアで広く見られる、思春期の出生率の

悪い方向へ変わってしまっている。ア

増すと共に、世間の高齢者を見る目が

た、高齢者が増加し、社会的な負担が

界中で人の流れが活発化しており、この

これはグローバル化の流れの中で、世

動（人身売買）の対象になっている。

た多くの女性や子供が、非合法人口移

的・精神的な暴力に苦しんでいる。ま

また、多くの女性が男性からの身体

進めてきた中国でも、高齢化対策のた

与えている。現在一人っ子政策を推し

また、高齢化の進展も様々な影響を

悪さを示す指標として重要である。

示しており、女性がおかれている環境の

貧弱なリプロダクティブヘルスの現状を

産婦死亡率の高さなども、不適切かつ

悪いと考えることができる。また、妊

は、女性の置かれている環境が非常に

男女の性比が違っているような場合

なってしまう。そのために、不自然に

の処置もとられず死亡率が極めて高く

たん病気にかかった時でもほとんど何

と差別される場合が多い。また、いっ

まれて来ても女児は栄養の面でも男児

を選んで中絶する割合が高く、また生

では極端に性比が違う。これは、女児

影響を与えている。例えば、南アジア

ればならない。

はどのレベルででも五○曲五○でなけ

間会議であっても、政府代表の男女比

て参画する必要がある。いかなる政府

あり、各会議には女性がその権利とし

た。女性のエンパワーメン卜は権利で

ダーの主流化ほとんど考慮されなかっ

リーミングや経済政策におけるジェン

ＴＡＤの会議で、女性のメインスト

ていた。つい最近開催された、ＵＮＣ

について詳細な各国レポートを準備し

各国から参加したＮＧＯが各国の現状

学で開催されたＮＧＯ会議においては

かった。それに対して、カセサート大

に報告を寄せた政府は僅かでしかな

う要請した。しかしながら、期限まで

併せて各国政府に政府報告書を出すよ

うに実行してくか。ＥＳＣＡＰ会議に

ＦＷＣＷで決まったことを、どのよ

この平和維持軍に女性が一人参加する

軍が大きな役割を果たしつつあるが、

地域紛争を収めるのに国連平和維持

なっても、暴力のない社会はできない。

ような環境で育った子供たちが大人に

た子供たちは暴力を当然だと思い、この

る、子供は犬に当たる。こうやって育っ

る。夫が妻に当たる、妻が子供に当た

い。家庭の平和、地域の平和の問題であ

それは、国レベルの抽象的な問題ではな

女性の立場から平和を考える場合、

てこなかった。

あったが、これまで平和は余り扱われ

主要なテーマは、平等と開発と平和で

れられている。ナイロビの女性会議の

近年、平和とジェンダーの問題が忘

んとしても取り組まなければならない。

る。この解決は難しい問題であるが、な

趨勢の中に、人身売買もまぎれ込んでい

また、男児選好なども大きな社会的

めに一人っ子政策を見直している。ま

`Ｉ

というので大きな話題になった。しか

し、当然ながら女性が国連平和維持軍

に入るべきである。これまで、和平を
決めたのは全て男性であり、男性の視
点から様々なことが決まっていた。し
かしながら、和平の場でも女性の視点

女性がおかれた現状に注意を払い、そ
の改善を果たさなければならない。

●マレーシア

オコーナーさんに賛成。大臣が男性

なら、次官が女性。大臣が女性なら、

次官は男性が望ましい。ＡＰＤＡから

今回の会議を開く際に、女性議員に参

画して欲しいという要請があったで

るという話は古いのではないか。いま

女性が男性から暴力を振るわれてい

性の問題を考えていくべきだと思う。

どの組織は男性がトップ。ＡＰＤＡも女

ることが重要．また、人口問題のほとん

ノ童、

避妊やエイズに関しても様々な問題

や家庭で女性は保護されており、男性

しょうか。女性が女性の問題にかかわ

が残っている。女性に優しい避妊はま

こそ暴力を受けている。

●カザフスタン

だ実用的ではないし、コンドームなど

●回答

が入らなければならないと思う。

女性が好む避妊具は余り男性に好まれ

い。男性が女性に性病を伝染させてい

ズ感染のリスクを避けることができな

女性の置かれた状況のもとでは、エイ

テイブ・ヘルスも必要である。現在の

ことになっとき、夫よりも給与が良

分が国連に職を得てアジアに赴任する

はずだと思う。自分の例であれば、自

平等であれば同じ選択肢を与えられる

の視点から見れば、もしジェンダーが

男性の視点から見れば正しい。女性

利を誤解している場合もあり、社会的

バングラデシュでは女性が女性の権

十五歳の女性。副大統領も女性。

変化している。女性問題担当大臣は三

インドネシアでは状況がよい方向に

●インドネシア

ない。男性を対象としたリプロダク

る。どんなにリスクがあっても女性は

かったので、夫は数十年勤めたイギリ

な問題を起こしている。また当然、女

ンダーの役割を変えていくことが必要

影響を与える。今後へ男女ともにジェ

化が女性のエンパワーメントに大きな

て、人口に対する女性の投獄は男性に

のではないだろうか。実際問題とし

に参画することで社会的な犯罪が減る

また、男性と同じ地位に女性が平等

ただきたいと思う。

対する正しい解釈を社会に普及してい

五議席は女性枠がある。女性の権利に

首も女性で選挙で信任されている。三

性の被選挙権があり、首相も、野党党

●バングラデシュ

それを避けることができない。

スの軍隊をやめ、大学院に入った。

人口問題に社会・経済的変革が大き

である。また、高齢化や、暴力と平

比べて少ない。

な影響を与えている。マクロ経済の変

和、人口移動（非合法移民）において
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グローバル化は

諸刃の刃

口

なってきた。未熟練労働者が非合法に移動

化は、各国政府にとっても重要な問題と

国際移動を促進している。移動手段の変

■グローバル化と人口移動

に波及した。

ている。例えば、タイの経済危機が世界的

れ、相互の連携がさまざまな場面に拡大し

済、政治、社会の分野で相関関係が強化さ

な影響を与えている。さまざまな間、経

なっており、グローバル化が人口にも大き

現在、グローバル化が世界的な傾向と

■グローバル化と人ｐ

工邇

を初めた。各国の医療費などに大きな影響
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漁民の間にＨＩＶの感染が高い、これ

れた感染症がでてきた。タイの場合、

で子供の将来を考えれば高学歴が必要

会的価値観が変化し、社会環境の変化

夫婦が決定する様になった。また、社

的な処置を受けやすくなり、子供数は

が促進されている。

進展によって途上国のエネルギー消費

ギーの誤使用も多く、グローバル化の

用量が低いといえるものの、エネル

に、途上国で現時点ではエネルギー使

も移民労働者の影響であると考えられ

となり、資金が必要になった、女性が

結果、情報の入手が容易になり、医学

ている。送りだし国の政策としては、

選択肢を持ってきたなどの現象が引き

を与え初めている。

労働力移動を奨励している。これは、

起こされた。出生率の急速な低下は人

人口政策について初めて世界的に議

る。主権国家は、自らの判断で外国人

法移動の条件整備が必要となってい

なっている。一方、受け入れ国では合

国々では労働者の権利確保が重要に

ある。それら労働力を送り出している

弱化によって、家族や地域の社会保障

る。公的支援が弱い。社会的紐帯の脆

齢者が高齢者の五○％を占める事にな

る。二○五○年には八○歳以上の超高

り、二○五○年には二割が高齢者とな

現在、世界人口の一割が高齢者であ

開発を考えていくことの重要性が改め

り、ハーグ会議では人口と持続可能な

いくべきだという考え方が主流とな

人口政策は地球規模的な視点から見て

の後二○年たって、カイロ会議では、

口増加抑制の目標設定がなされた。そ

の世界人ロ会議であり、同会議では人

論されたのは一九七四年ブカレストで

の受入を決めている。しかし現状は変

機能が低下してきている。

マラリア、象皮病などの一度撲滅さ

その国の失業を解消、外貨の獲得など

口高齢化を引き起こしている。

■グローバル化と人ロ政策

の利益を送りだし国にもたらすからで

わってきている。

て提案された。

児死亡率（ＩＭＲ）は一七八であっ

一九五○年に出生一○○○人当り乳

いにもかかわらず、世界人口の一七％

である。先進国で人口が増加していな

している。これは、非常に複雑な問題

グローバル化は環境劣化も引き起こ

とであって、リプロダクテイブ・ヘル

ダクテイブ・ヘルスの質を重視するこ

取り上げられたが、重要なのはリプロ

やリプロダクテイブ・ライッの問題が

バーした。リプロダクテイブ・ヘルス

ＩＣＰＤ行動計画は幅広い議題をカ

た。それが二○○○年には五六にまで

でエネルギーの四一％を使用してい

スという言葉は単なるパスワードでし

■グローバル化、人ロ、環境

減った。また、アジアのＴＦＲが急速

る。また、経済の拡大に伴い、畜肉の

かない。もっと大きく人的開発が取り

■グローバル化が死亡率と出生率の

に減少している。これには、グローバ

消費が東アジアで増加している。同時

与える影響および年齢構造の変化

ル化が影響している。グローバル化の
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上げられるべきである。

また、グローバル化は人口と持続可

の歩むべき道を探ることが重要である。を国際的な機関が規制する必要がある。

人口問題を解決する上で中国は相当

●中国

一局齢者の医療負担などを軽減するた

な努力をしている。ＴＦＲが五・八で

●インド

意識の変化をもたらすことで、人口問

めに、東洋医学の活用が必要ではない

あったものが現在では一・八に低下し

能な開発に大きな影響を与えている。

題の解決に大きく貢献している部分も
でしょうか。

ている。乳幼児死亡率は四○まで低下

あるが、同時に、食料生産、環境など
に大きな負荷をかけている。また、人

策が一国の中だけに影響を及ぼすのでは

なければならない問題も多い。一国の政

い。多国籍企業があるが、その功罪は

があるが必ずしも整合性がとれていな

現在、国際的に見てたくさんの条約

が二五％から一一○％へと変化。現在六

延び、世界人口に占める中国人の比率

命は三五年であったものが七○年へと

が劇的な変化を遂げた。また、平均余

し、二○年前に二○○近くあったもの

なく、他国の政策にも影響を与えるよう

どうか。特に環境に関する問題などは

分の一となり、二○五○年には十分の

●オーストラリア

になっている。このような意味でグロー

国際協約をもって規制することが必要

一になる。様々な問題を調整したうえ

口移動のもたらす負の側面など中止し

バル化は功罪あいまっている。国際的な

ではないか。

協力を推し進めなければならない。

で開発することが重要になる。各国の

人口目標を達成していくことが必要。

●回答

タイでは伝統医学も保健省が普及し

られているからということで無条件に認

伝統医薬もあるが伝統的に効果が認め

てきている。人口の年齢構造がピラ

少が起こっており、人口構造が変化し

現在モンゴルでは急激な出生力の減

●モンゴル

めて良いというものではないと思ってい

ミッド型であったものが、変化して弾

ている。バイアグラと同じ効果をもつ

る。現代医学的治験をしなければなら

丸のようになった。現在、この急速な

ノ童、
今後高齢化が進展していく中で誰か

ない。その結果を踏まえた上で。経験

人口減少に対応すべく、モンゴルでは

〈手段と目標を

誰を扶養するかが重要な課題となってく

的知識を生かしていくことが必要。ま

人口増加策を取っている。計画経済か

取り違えてはならない〉

る。長寿は誰もが望むものだが、それが

た、多国籍企業にかんしては、その活動

●議長

時として負担となってしまう。人口政策

`５

●カンボジア

心として入国を希望する多く未熟練労

で不法・未熟練労働者の問題ではどれ

面していると同時に、太平洋地域を中

働者の圧力にさらされている。現在、

だけがカンボジア人かということすら

ら、市場経済になって経済的な困窮が
生じて、出生が急減した。これは、グ

経済成長がマイナスであり、人口とグ

はっきりとしていない。またＨＩＶ／

カンボジアの場合、法制度も未整備

ローバル化の問題だろうか。

ローバリゼーションの視点からなにか

ＡＩＤＳをどう処置するかについても

●回答

対処ができていない。また、先進国か

上手い解決方法はないのだろうか。

モンゴルの場合は途上国一般から考
えると例外的な事例であろうと思う。

らの労働者が途上国に来て、利益の大

んでおり、その結果、経済的困窮に対

しモンゴルの場合、社会開発がよく進

らし、人口転換に影響を与える。しか

非常に高いが、それは危険なためにタ

いる。例えば、漁業で外国人の比率は

くると同時に、頭脳労働力が流失して

タイ皿も同様で、単純労働力が入って

先進国からの労働者が来た場合、そ

●・タイ

して自衛策を採ったと考えられ、グ

イ人は働きたがらないからである。ま

のメリットを途上国自身が吸い取る必

グローバル化は人々の意識変革をもた

ローバル化の問題とは関係ないと思

た、多くのタイ人労働が研修を受けた

要がある。

部分を持っていってしまうなどという

う。どのくらいの人口が適切かはその

いと考えているが、なかなか訓練を受

定があるか。

必要。タイに、未熟練労働者の保護規

一部の国では規則を策定することが

●インドネシア

●議長

こともある。

地域の生態系や様々な条件によって変

ける機会はない。

ければならない。長期的な現象となっ

未熟練工の労働力輸出は短期的でな

●議長

化するので一概に言えないが、モンゴ
ルの人口を増やすということを考える
よりは、人々にいかに食料を与えてい
くかということを考えていかなければ
ならないではないだろうか。

てしまうとそれは送りだし国にとっ

を意味するし、国内的に保護しなけれ

であった。経済危機以降まずタイ人を

タイではかっては未熟練労働に寛容

●回答
ニュージーランドは特殊な状況にあ

ばならない自国民の未熟練労働者と競

一雇用することが義務づけられた。

て、状況の改善がなされていないこと

る国で、教育を受けた多くの若者が欧

合してしまうことになる。

●ニュージーランド

米に出ていってしまう、頭脳流失に直
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アジアにおいてはアジア的家族制度

のなかで一人の収入では家族が養えな

書の中で、グローバル化、経済自由化

一九九八年のジョングレイはその著

万人の労働力人口のうち五分の一にあ

の送り出し国になっている。三○○○

働者は六○○万人でフィリピンが最大

国。ヒトの移動が重要。海外出稼ぎ労

準備している。フィリピンは被害者の

があったからアジア経済危機を乗り越

くなり、両親とも働かなければならな

たる。フィリピンを卒業する医学部、

●辻井

えることができた。かつてのアジア的

くなり、家族や社会の紐帯が減ってし

法学部の卒業生は非常に多いがフィリ

●フィリピン

価値が戻ってきたのではないか。

まうと指摘している。自由化の社会的

●回答

ピン国内には留まらず、カナダ、アメ

リカにいってしまう。また現実には人

側面にも注意を払う必要がある。

経済危機で短期的に家族の結び付き

が強くなった。しかしそれを維持する

な影響を与えているのだろうか。海外

ラデシュの労働力送り出しにどのよう

グローバル化がフィリピンやバング

る。経済、科学も手段であって目的で

グローバル化が家族の機能を弱め

身売買もある。

危機以降、家族の負担能力がなくな

に送り出した労働力が国に収入をもた

はない。｜度の人生、色々な努力をす

●議長

る。経済危機の下では子供のことを最

らしている現状がある。また人身売買

る。幸せになるための手段。幸せが目

社会システムが備わっていない。経済

初に考え、高齢者は取り残される。

はどの程度実際に行われており、どの

標。手段と目標を混同。全体としてど

ことが重要。

実現できるようにルールを決めていく

で、全てを縛ろうとしている。幸せを

ことに最大の問題がある。強者の論理

進めて欲しい。手段と目的を分けない

●桜井ＡＦＰＰＤ議長

現在、タイでも家族制度の援助をし

ような影響を与えているのか調べるこ

うしたらよいかと思う。大学で研究を

●・タイ

ようとしている。多くの高齢者はタイ

とも重要。

議会で人身売買禁止のための法律を

●フィリピン

だけでは実行性がない。

法の制定と運用が極めて重要。一国

●回答

でも家族といっしょに暮らしている。

高齢者の多くは小学校程度の教育程度
で老人ホームを望んでいない。しかし

ながら高齢化は不可避である。多くの

国は長寿を願っている。タイにとって
置き換え水準程度の出生率を希望して

いるが、経済危機でそれ以下になって
しまうこともありうる。
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パネルディスカッションでは議長を務めた

セッションを簡単に要約した。その後、パ

オーストラリアのコリン・ホリス議員が各

ネリストの発表、全体討議を行った。

●パネリストの各氏（左から）

ポコショフ議員(キルギスタン)、議長：コリン･ホリス議員(オーストラリア）

Ｌ･ボルド議員(モンゴル)、チョー議員(シンガポール）

モンゴルボルド議員

アジアで二十年間にわたって人口と

開発の問題に取り組んできた主催者に

感謝。国際的な協力の場でも各国国民

から選ばれた国会議員による議員外交

が中心となるべきだ。国民が選んだ国

会議員が活躍することなく、平和の実

現はない。さまざまなレベルで議会が

もっと活動することが必要。民主主義

が真の価値を持つためには女性の参画

がもっと必要。

グローバル化の結果、さまざまな問

題がおこってきた。国会議員が十分機

能を果たすことが必要。社会の正当な

代表として国会の役割を増すためであ

る。ＵＮＦＡＰ、ＡＦＰＰＤ、ＡＰＤ

Ａは国会議員と国際社会との協力のよ

い例である。

国際法の整備。民主制度は国連の中

心である。民主主義的な手続きで、突

破口が開かれる。実ある対話をするこ

とで、人々に啓発することもできる。

新しい、テクノロジーやＷＴＯなど社

会はオープンになり、相互依存を深め

ている。現在難しい問題であれば、後

細
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になればもっと難しい問題になる。

す。シンガポールでは過去五○年間に

入れている。

ポールでも深刻な問題である。現在、

また、外国人労働者の問題はシンガ

一・五にまで下がり、高齢化が進展し

三○○万人の人口に対し、七○万人の

劇的な変化があった。現在のＴＦＲは

ている。外国人労働者、人口移動、医

外国人労働者がいる。シンガポールの

キルギスタンボコショフ議員
一九九六年から参加。ＡＦＰＰＤ会

療、全てシンガポールの問題でもあ

シンガポールの人口は五○年間で一

地球規模の問題は国内問題と矛盾し

議の重要性を認識してきた。変化がお

を作ろうと思っていたが、大きな変革

○○万人から四○○万人に増加した。

ていない。いずれにしても解決しなけ

場合、島国なのでほとんどが合法移民

に直面した。今、世界に乗り遅れない

現在、七％が高齢者である。今後高齢

ればならない。問題解決が第一歩であ

る。二十一世紀にますます切実に取り

ことが重要になっている。経済移行に

化が急速に進展する。政府は省庁間を

る。人材流出、頭脳流出にどう対処し

こって人口問題が国会議員の間で認識

ともなって、経済問題がでてきた。以

越えて対策を策定している。現在、女

たらよいのか。雇用の視点にも公衆衛

であり、マレーシアのような非合法労

前は教育問題はなかった。また、現在

性問題はない。高齢者対策法の副次的

生、生活水準の向上を考えることが必

組む必要がある。

では、衣服の問題、女性の問題も出て

な結果として家庭が幸せという現象も

要である。人口を資産するか、負債と

されてきた。共産主義の下で理想社会

きた。以前は、貧困は考えられなかっ

でてきた。

働者はほとんどいない。

たが現在では六五％の人口が貧困線以

ルギスタンの人口問題はＮＧＯの手に

きる機構を考えていく必要がある。キ

関連している。近い将来問題に対処で

ら、余暇活動の創出がもっと必要と

行っている。今後、高齢化が進んだ

とができるが、金持ちは民間病院に

で補助がなされ安価に医療を受けるこ

貧しい市民に対しては、公的医療機関

う考え方を普及させようとしている。

しない（諸善奉行、諸悪幕作）ことが

るように良いことを進め、悪いことを

い。いずれにしろ、昔からの格言にあ

政策が、各国でなされなければならな

に、再訓練が必要になる。さまざまな

なる。人口を資産として維持するため

る。今日の技能は明日の技能ではなく

してしまうかで国の将来は大きく変わ

かかっている。ＡＦＰＰＤとにＡＰＤ

なってくるし、政府は高齢者を含むす

重要である。

また、医療は個人の責任であると言

Ａに感謝したい。

べての労働者の技能を維持し、その力

下の生活となっている。世界の全ては

経済学者として二つのレベルから協

を活用するために教育、再訓練に力を

シンガポールチョー議員

議していく。人口問題の外部から話

“,

ベースを作っている。

フィリピンの人口問題に関連する問

と連携をとり、国際社会にその意見を

国会議員はどのようにして国際社会

では現在人口と開発に関する国会議員

も取り上げられた。また、ＰＬＣＰＤ

込み、討議を行っており、マスコミに

ンの人口開発委員会で幅広い人を巻き

る。現在、この問題についてフィリピ

いる。フィリピンは被害者の国であ

人身売買が現実問題として行われて

挙民を意識づけていくことが必要。

議員が、政府や、同僚の国会議員、選

して政策へ反映を図ると同時に、国会

どに取り組んでいきたい。国会議員と

ＰＤ、ＡＰＤＡとも、データの交換な

た都市の一つと言われている。ＡＦＰ

在、マニラは、世界でも最も汚染され

測と対応を行っていく必要がある。現

題としてはゴミ問題がある。ゴミの予

反映させていけば良いのでしょうか。

活動のための資料を集積したデーター

オーストラリアは国会議員が国際社
会にその意見を反映させるために、
ニューヨークで開かれるすべての国連

総会のセッションに二名国会議員を代

るとオーストラリアの事例を紹介し

く上で重要であると思い、実行してい

し、国会議員が国際社会に関わってい

銭的負担はあるが国連の機能を理解

渡って、国会議員を派遣することは金

る人口問題がある事がわかった。人口

ドと共通する高齢化問題をはじめとす

ア・太平洋の諸国にもニュージーラン

る。今回の会議開催に感謝する。アジ

けではないが、色々やりたいことがあ

野党の人間で政府を代表しているわ

にもシェルターが準備された。

れた。また、ストリート・チルドレン

設立され、女性問題が平和的に解決さ

アティブで女性のためのシェルターも

し遂げられた。大統領の直接のイニシ

女性問題に関しては大きな成果が成

表として送り込んでいる。三ヶ月間に

た。

問題が地球の共通問題であることを理

解した。今回の会議の内容を政府に提
言したいと思う。
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田呰つ。

員会の委員長に付託し、協議したいと

加は環境や生産の問題に関わってい

もっと取り組むべきであろう。人口増

る。今後、代替的エネルギー源の開発

が重要。ウズベキスタンにおいて水資

分の問題として共同して取り組むこと

共通の問題であることがわかった。自

この会議で、さまざまな問題が各国

邦議会に関してもその議席の三三％を

女性議員の割り当てている。また、連

合、地方議会ではその議席の一一一三％を

いても議論が行われたが、インドの場

また、女性のエンパワーメントにつ

を考える必要がある。その中には、例

法や予算審議、様々な施策を実施する

源はまだ問題となってない。しかし、

女性議員に割り当てる法案を提出した

インドネシアの国会議員は五○○人

上で国会議員の役割が非常に重要であ

他国で問題になっていることは自国の

いと思っている。また、地下水の問題

えば、インドであれば太陽エネルギー

る。ＡＦＰＰＤ／ＡＰＤＡの役割が極

将来の問題である。他国の問題であっ

に取り組まなければならない。雨水を

で二億人を代表している。七万の島で

めて重要。児童労働を禁止し、排除し

ても予防的に取り組むことが必要。こ

水資源として活用することが特に重要

の利用等もあると思う。

ていくうえでもこの会議の役割が重要

の意味から、水資源の保全を考えてい

になってくると思う。国会議員にとっ

構成されている。国会議員にとって立

であろうと思う。

きたい。女性の問題に関してはどのよ

ては、立法と監督が重要な役割である

人身売買を認めている政府などがあ

仏丹刀八【ＦｒＤＩＤＩ〔し室輯医便

うな行政を行うかが重要になってきて

とおもう。

割当はまだ達成していない。

オーストラリアの場合、議席の数値

いる。

るわけはない。どの国も認めているわ
けはない。無法者がやっていることで

あり、国際社会がこれほど情報化し、
様々情報が手に入るようになっている

にもかかわらず、このような事態が起
反生産的なものであるという、辻井先

世界の貿易ルールを決めるＷＴＯが
ＡＦＰＰＤでも対策に積極的に取り組

生の指摘を重視して、国会議員として

こっていることを許してはならない。

もう。また、私自身も日本に戻って委

鉦

問隻

ＯＮＰＯＰＵＬＡＴＩＯＮＡＮＤＤＥＶＥＬＯＰＭ
Ｍａｒｃｈｌ８－１９－２０，２０００
ー＜￣
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●閉会式で佐から）

コリン・ホリスＡＦＰＰＤ事務総長

桜井新・ＡＦＰＰＤ議長

ラージ･カリム|ＰＰＦ東･東南アジア地域局長

プラソップ･ラタナコーンＡＦＰＰＤ前事務総長

安藤博文・前ＵＮＦＰＡ事務局次長

和気邦夫ＵＮＦＰＡ事務局次長

「ｌｌＩＩＩＩＩＩＩ１ＩｌｌＩｌＩｌｌＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩｌｌＩＩｌＩｌ０ＩＩＩＩＩｌＪ

ｌ閉会式では桜井ＡＦＤＩＰＤ議長一

一が調和こそ採るべき道であると述一

一べ、来年の再会を誓った。

←ＩＩＩＩＩ０ＩＩＩＩ０ＩＩＩ１ＩＩＩ－１ｌＩｌＩＩＩＩｌｌｌＩｌｌＩ１Ｉ‐１１１１－－

閉会の挨拶

ラソップ

前事務総長

今回参加された国会議員の方々。も

し、皆様方の国の人口が半分であった

らどうでしょうか。人口の増え過ぎが

現在の問題の大きな原因であることが

わかるかも知れません。現在、貧困の

撲滅が叫ばれている。しかし経済の

ルールの中では健康や人口に関わるこ

とは余り重視されません。例えば、国

際通貨基金（ＩＭＦ）の政策の中では

健康、人口に関わることはないがしろ

にされている。しかし、南アジアの現

実を考えるとき人口を考えないでどの

ように貧困を考えるのでしょう。ま

た、水の問題を考えてください。水を
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とが成功を保証すると思っています。

うことはありません。最善を尽くすこ

いことはいくらやってもやり過ぎとい

最善を尽くして努力しましょう。良

することができました。主催者であり

らも外交顧問として活躍するようにと

さいとも言われました。タイの国会か

方々から、もう後百年長生きしてくだ

なず、まだまだ活躍する、と。多くの

言いたいと思います。老上院議員は死

るのみと申しました。しかし私はこう

カーサーは老兵は死なず、ただ消え去

る皆様の熱心なご討議、専門家のすば

ました。今回の会議でも、三日間に亘

思っています。

る最善を最後の一瞬まで尽くしたいと

に、最善を尽くしましょう、私のでき

とは人類にとっての価値である。最後

値ある人間になって欲しい。その価値

思っています。成功を望むなかれ、価

最後に皆様に次の言葉を贈りたいと

要請を受けております。

今回タイ上院からの引退にともなっ

ます中山太郎・財団法人アジア人口・

らしいご講演によって、私たち人類が

言葉を引用したいと思います。マッ

てＡＦＰＰＤ事務総長も引退しまし

開発協会理事長が公務のため、緊急に

二十世紀に何をなしてきたのか、今な

監視してください。

た。この引退に当ってマッカーサーの

帰国しなければならなくなり、誠に残

すべきことは何なのかが明らかになっ

ＡＦＰ ＰＤ

桜井新

‐１１挨

念ながら閉会式に参加できません。主

たことと思います。

ヵリムーＰＰＦ東、東南アジア、太平

気邦夫ＵＮＦＰＡ事務局次長、ラージ

ます。年に一度、過去一六年間にわ

も非常に大きな意義を持つ会議であり

ＡＰＤＡ会議はＡＦＰＰＤにとって

環境を守り、人類の未来を明るいもの

せん。人類が手に入れた叡知は、地球

る、などということがあってはなりま

類が、その発達した文明ゆえに滅び

これほどの科学技術を手に入れた人

洋地域局長、ご参集の各国国会議員の

たって、ＡＰＤＡの主催で、ＡＦＰＰ

プラソップ・ラタナコーン先生、和

皆様、すばらしいご講演をいただいた

とするために使われるべきです。

ジア国会議員代表者会議は、実り多

まして第十六回人口と開発に関するア

皆様の熱心なご討議とご協力により

るうえで大きな役割を果たしてまいり

中核として、その活動を継続・推進す

における国会議員の人口と開発活動の

題を討議してきたこの会議は、アジア

りません。調和こそ人類平和の原点で魔

なき自由競争も共に取るべき道ではあ

人間の限りなき欲望も、経済の制限

あると思います。

い、すばらしい成果を収めて無事終了

専門家の皆様。

Ｄの正規会員国を中心に人口と開発問

に深い感謝を申し上げます。

催者になりかわり皆様の熱心なご討議

拶

志あるところに私たち国会議員の役

い申し上げます。また空席となってお

活動が十分できるようにこれまで以上

の支援をお願いしたいと思います。

持って、二十一世紀のあるべき姿、ビ

院を勇退され、また、人口と開発に関

しまれてきたプラソップ先生がタイ上

長年わたってそのお人柄が皆様に親

皆様のより一層のご協力をいただきた

れまで以上に発展するよう、今後とも

す。新しい体制の下、ＡＦＰＰＤがこ

ＤＡも、まもなく二十周年を迎えま

りました副議長にインドのラクシュマ

ジョンを積極的に提示していこうでは

する国会議員活動を実務的に支えてこ

いと思います。

割と存在意義があるのだと確信してお

ありませんか。ＡＦＰＰＤ議長として

られた安藤さんが国連人口基金を勇退

私たちのＡＦＰＰＤも、そしてＡＰ

ＡＰＤＡの活動に深く感謝致しますと

されることは、たいへん残念でありま

ン・シン議員が就任されました。

共に、今後とも密接な協力の下、人口

ります。私たち国会議員が強い意志を

と開発問題の解決に向けた活動を積極

す。

ました。そして、今後ともご指導をい

長年にわたり本当にありがとうござい

プラソップ先生、そして安藤さん、

して今後とも私たちの使命を果たすた

加本当にありがとうございました。そ

紀です。ご参会の皆様、会議へのご参

会議でお会いするのは新しい二十一世

楽しんでお帰りください。来年この

的に推し進めて参りたいと思います。
展させていく上で大きな駆動力であっ

めに手を取り合って今後ともがんばっ

また、このたびＡＦＰＰＤ活動を発

たプラソップ先生がタイ国上院議員を

ただきたくお願い申し上げます。

てまいりましょう。

引退されるのに伴い、ＡＦＰＰＤ事務

また、プラソップ先生の引退に伴

もの役員の方が引退されましたが、特

総長の後任にオーストラリアのコリン

コリン・ホリス先生は、ＡＦＰＰＤ

別に遇するということはありませんで

い、先生を名誉創設会員としてお迎え

で財務担当役員および副議長として長

した。しかし、プラソップ先生が特に

・ホリス先生が就任されることになり

年にわたり重責を担われてきました。

創設期からの役員として活躍してこら

することになりました。これまで何人

今後、ＡＦＰＰＤがその事業をさらに

れたことを踏まえ、このような肩書き

ました。

拡大していく上で、コリン・ホリス先

また、安藤さんの後任の和気さんに

でお迎えすることになりました。
す。コリン・ホリス先生、これからも

は、今後ともＡＦＰＰＤ／ＡＰＤＡの

生以上の適任者はいないと確信致しま
よろしくご指導くださいますようお願
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ＩＰＰＦ事務局長のインガー・ブ

思います。プラソップ先生と、安藤さ

た、お二人のリーダーに感謝したいと

していきたいと思っております。ま

Ａ、ＡＦＰＰＤと協力して活動を拡大

います。ＩＰＰＦも先生方、ＡＰＤ

Ｆの支部をつかっていただきたいと思

は、各国政府を補完するためにＩＰＰ

人口問題に関する活動をされる際に

御礼を申し上げたいと思います。

活動を続けていらっしゃる皆様方にも

て、人口と開発問題に対する積極的な

いを申し上げたいと思います。そし

務総長に就任されたコリン先生にお祝

就任された和気さん、ＡＦＰＰＤの事

た。また、新しいＵＮＦＰＡの次長に

活動のあり方の模範を示してくれまし

ＰＰ０Ｆｒ牛禾・主

リュッゲマンの代わりにご挨拶させて

んは人口と開発問題に対する私たちの

事務総長を務めるのは大変だと思いま

すが全力を尽くしていきたいと思いま

す。ＡＰＤＡの会議でも二～三年前か

ら”水”を議論してきました。人口と

開発に分野ではＡＩＤＳの問題など深

でいます。このどちらも意志と資源が

感染症で年間三○○万人の子供が死ん

の四分の三は予防できます。水による

要です。例えば、世界中の妊産婦死亡

防ぐことのできる悲劇を防ぐことが重

れていた時代で、インド・ミツタール

任したのは佐藤隆先生が議長を勤めら

います。初めてＡＦＰＰＤの役員に就

までの成果を受け継いでいきたいと思

から事務総長としてＡＦＰＰＤのこれ

けたことを大変光栄に思います。これ

ＡＦＰＰＤ事務総長として指名を受

崇高な目的を一人一人が達成してく必

す。私たち国会議員が力を合わせて、

用していくことを保証したいと思いま

機関からいただいた資金を効果的に運

またＡＦＰＰＤ事務総長としてドナー

ていかなければならないと思います。

偏るのではなく人口問題を包括的に見

私たちは国会議員としてあまり部分に

刻な問題が数多く発生してきている。

あればそのほとんどの悲劇を防ぐこと

先生が事務総長を務めておられまし

要があると思っております。

ＡＦＰＰＤ事務総長

コリン・ホリス

挨拶

いただきます。皆様が今回の討議を終
え、各国に戻って国会議員としての仕

事に従事する時に、ここでなされた討
議を踏まえ、言葉を越えて行動してい

ただきたいと思います。皆様方には立
法府の議員としての力があります。人

口をめぐるデリケートな問題を扱うた
めには政治的な意志が必要です。私た

ができるのです。私どもＩＰＰＦはＮ

た。プラソップ先生の後を引き継いで

ちは直面している様々な悲劇の中で、

ＧＯですが、皆様方が各国に戻られて
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会の要伏
藤溶的影響

1951年、島根県生まれ
<現職>園寸針会保障・人口問題研究所
人口動向研究部部長
〈最終学歴>米国ペンシルバニア大学大学
院人口学研究科修了
<学位>人口学博士
く職歴>厚生省人ロ問題研究所人口情報部
人口解析センター室長、同所人口
政策研究部人口政策研究室室長
<箸圏＞「地域人ロの分析の基礎」共著古
今書院1997年、「日本の将来推
計人ロ(平成９年１月推計)」共著

厚生統計協会1997年、「人ロ変動
と家族」共著大明堂1997年、『生
命表研究」共署古今書院１９９５
年、『高齢化と人ロ問題」共著放
送大学教育振興会1994年､その他

は

じめ
に

鱸罪■膳

」室匠

二十一世紀の日本社会が大規模な人口減少に見舞われるこ

とは、ほぼ不可避的な情勢となっている。周知のごとく人口

減少は人口置き換え水準以下の出生率水準が長期に続けば、

人口は縮小再生産に入り、人口減少が始まる。人口置き換え

水準の出生率は、合計特殊出生率（ＴＦＲ）で二・○七～

、
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八、純再生産率（ＮＲＲ）で一・○である。日本の
合計特殊出生率は一九七三年の二・一四を最後に、

その後、この人口置き換え水準を大きく割り込み、
一九九八年の統計では一・三八の水準に低迷してい
る。純再生産率は一九九八年現在で○・六七と、世
代間の相対的な人口規模は、親世代を一○○％とす

ると子の世代六七％という勢いで世代間交代が起き

0,000,000

ている。その結果二十一世紀の早い時期から、日本
の総人口は減少を始めることになるのである。

１０００１１００１２００１３００１４００１５００１６００１７００１８００

１０

本稿では、まず人口減少社会の人口学的特徴につ
いて触れ、それが持つ社会経済的な意味についてみ

ロ

人70,000,00Ｏ

9００２０００２１００２２００２３００２４００２５００

年次

資料：国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集：1999年版』による

ることにしよう。そしてこの人口減少社会を生み出

す少子化現象について、現代日本社会の再生産行動
の質的変化について検証しすることにしたい。

二、超長 欺の人ロ鴎
日本の人口変動を考えるに当たって、まず超長期
の歴史時間の中で現在の趨勢をみておくことにしよ

う。図ｌは、森田（一九四四）や鬼頭（一九八三）
の近代以前の日本人口データと総務庁データならび

に、一九九八年の出生率と死亡率ともに一定とし
て、’九九八年の男女年齢各歳人口を将来に投影し

た将来の日本の人口（国立社会保障・人口問題研究
所（石川晃算定）『人口統計資料集二九九九年
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日本の長期人口趨勢
図１

版）己を図示したものである。
この図からわかるように、近世の日本人口はおよ

そ一千万人規模で、徐々に増加していたが、徳川幕

府成立とともにやや大きな人口増加を経験し、まも
なく三千万人規模でおおよそ徳川期を推移した。そ
して明治期に入ると現在に至る急速な人口爆発を経

験し、今まさに人口増加から人口減少への転換点に
さしかかろうとしている。今のままの出生率水準が

続けばという前提にたてば、これから一○○年後す
なわち、西暦二一○○年におよそ四千六百万人の人

参考推計値

４０．０００

口規模に減少する。これはちょうど西暦一九○○年
の人口規模に相当する人口規模で、一○○年かけた

人口爆発が一○○年かけて収束することになる。し

たがって、現代という時代はこの人口大変動の分水
嶺にあるということを示している。さらに、この図
は次のことを意味している。出生率の水準がこのま

まの水準にとどまると、近代以前の人口規模に戻る
どころか、超長期の将来では、限りなく人口減少が
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続き、西暦二二○○年の総人口は一千二百万人を割

り込み、さらに西暦二一一一○○年にはおよそ三百万人
にまで減少して行くと考えられることである。つま

り出生率水準が人口置換水準へ回帰しない限り、｜
定の人口規模に安定することはあり得ないというこ

とになる。超長期的な人口趨勢の問題として指摘で
きることは、このように、現在の出生率水準が極め

図２．年齢３区分別人口の推移：中位推計の結果
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にあることであり、出生率が今後回復

て大規模な人口減少を引き起こす水準

社会に至るということを示唆している。

しないもとでは、回復不可能な人口減少

なくなる。そのため人口減少社会では

規労働力人口から調達しなければなら

新規労働力人口の相対賃金は潜在的に

上昇し、企業の賃金コストを上昇させ

に増加する人口増加社会であった。と

明治以降、日本の人口は右肩上がり

》っ。

する人口変化の特徴をみることにしよ

九年一月推計）』から、わが国が経験

公表した『日本の将来推計人口（平成

月、国立社会保障・人口問題研究所が

もたらすのであろうか。平成九年一

会は一体どのような影響を日本社会に

間のタイムスパンの中で、人口減少社

では、当面の問題として今後五十年

入った。今後、出生数減を起因として

千万人弱でピークを迎え、減少過程に

降、’五～六四歳の生産年齢人口は九

いた時代である。一方、一九九五年以

にとっては人口構造が極めて有利に働

口として参入した時期に該当し、経済

集団である団塊の世代が新規労働力人

はちょうど戦後に生まれた大規模出生

一九六○年代の日本の高度経済成長期

賃金が安い分国際競争力が強くなる。

業が生産する商品の国際競争力は相対

圧力のもとにあった。したがって、企

別労働力率に変化がないとすれば、労

の縮小に伴い、’九九五年の男女年齢

約七割に相当する。今後生産年齢人口

よそ六千二百万人で、生産年齢人口の

一九九五年時点の労働力人口は、お

られる。

算出してみると図４のような結果が得

人口推計をもとに将来の労働力人口を

労働力率を一定（図３）として、将来

る。そこで、一九九五年の男女年齢別

十五～六十四歳の生産年齢人口は異な

ることになる。すなわち、人口構造の

くに戦後日本が経験した人口増加は、

減少が続き、二○五○年には五千五百

働力人口も徐々に減少し、二○二五年

三、人ロ減少社会の 及ぼす影響

経済との関係でみるとどういう意味を

万人程度までに減少するものと予測さ

におよそ五千二百万人、二○五○年に

に企業にとってみれば賃金コストが安

過剰なため、新規労働力人口は相対的

加が続いている時代は、労働力供給が

年々減少し、企業が新規労働力人口を

済にとってみれば、新規労働力人口は

く逆の人口構造上の変動が起きる。経

このように、高度経済成長期とは全

年では、およそ一千万人の不足が生じ

○万人の労働力不足が生じ、二○二五

とすれば、二○一○年におよそ一一一百九

九五年前後の労働力規模を維持しよう

およそ三千九百万人となる。仮に一九

実際に労働力市場で活動する人口と

変動による企業収益の減少である。

持っていたのであろうか。

れている。

い。すなわち安価な労働力が豊富に存

求めようとすれば、相対的に少ない新

若い人口が豊富にあり、また人口増

在するため、企業にとっては低い賃金
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図3．人口ピラミッド:1995年

り、経済の成長性を鈍化させる。山国

の減少圧力のなかで、賃金圧力が高ま

九年からは、生産年齢人口が全て労働

内の非労働力人口だけでは、一九九五

人口自体が減少して行くため、一一○三
力市場に参入したと

年時点の労働力人口規模を確保できな

人口規模

る。しかも、この不足分を生産年齢人
口から調達しようとしても、生産年齢

しても絶対的不足が

い。⑤したがって、外国人労働力の受

け入れを遠からず経済が必要とする、

ということである。

六五歳以上の老年人

人口は、女性人口と

導する。②非労働力

口を労働力市場に誘

必然的に非労働力人

人口の減少傾向は、

すなわち、Ⅲ労働力

とを示唆している。

ては低下要因を大きくさせることにな

働市場に誘導するため、出生率に対し

で、出産・子育て期の人口を大量に労

的に増加させる。しかしながら一方

である保険料を支払う側の人口を相対

市場に誘導するため、社会保障の原資

す。たとえば、非労働力人口を労働力

どの多面にわたり大きな影響を及ぼ

る結論は、社会保障制度や家族政策な

上記の人口構造上の変化から導かれ

口である（図３参

る。

な部分は晩婚化・未

下現象は、その大き

から始まる出生率低

一九七○年代半ば

で、人口構造の変化は、女性を中心と

られるようになった。そのような中

○年代半ば以降夫婦出生力の低下も見

婚化現象によってもたらされ、一九八

四、少子 化現象と人ロ趨勢

照）。③労働力人口

造の変動は、次のこ

考えた場合、人口構

日本の経済活動を

生じることになる。
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図4．生産年齢人口と労働力人ロの推移
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ている。すなわち、高度経済成長期の
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規範）の行動原理と矛盾をあら

育児を担当するという家族形成

き女性が専業主婦として出産・

期に一般化した、男性が外で働

別役割分業社会（高度経済成長

入を促進させ、それが従来の性

して、女性の労働力市場への参

とする産業構造の変化を背景と

らその後のサービス産業を中心

製造業を中心とした産業構造か

だてであると考えられる。

あり、人口減少社会の衝撃を弱める手

れが唯一人口ゼロ社会を回避する道で

の構築と意識改革が不可欠である。そ

産行動を社会が支援する社会システム

き、女性が働くことを前提として再生

て、将来の日本の人口趨勢を考えたと

がってしまうからである。したがっ

形成と経済原理に対立構造が出来上

ては、子どもを生み育てるという家族

男女共同参画社会への移行を抜きにし

ＦｌＩｌ－ＩＩＩＩＩ１１ＩｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ０ＩＩＩｌＩＩ１ＩｌＩｌＩＩＩＩＩＩＩ」

一月推計）』一九九七年

『日本の将来推計人口（平成九年一

国立社会保障・人口問題研究所一

究所、一九八三年

一鬼頭宏「日本二千年の人口史』ＰＨＰ研一

’九四四年

｜森田優三『人口増加の分析』日本評論社、’

可‐ｌ〔参考文献〕ｌ‐ｌ‐１１‐Ｉ‐‐１Ｊ

わすようになった。その結果、

結婚の経済的合理性（性別役割
分業のメリット）が相対的に低

下し、結婚の愛情面・情緒面が
全面に現れるようになった。そ
のため、従来の結婚行動原理で

ある結婚年齢規範や適齢期規範

が弱体化し、晩婚・非婚化現象
があらわれてきたと考えられ
る。

男女共同参画社会の実現が家

を必要とし、今後労働力減少社会でま

理由の一つは、経済原理が女性労働力

庭生活、社会生活一般で必要とされる
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軸に対抗するものとして、「西欧対ア

づいている。この発展段階という時間

う発展段階の軸に位置づけたことに基

を、「先進地域対発展途上地域」とい

た。これは、日本とアジアとの関係

して、アジア発展途上国と接してき

来、経済援助の提供というルートを通

て国際社会のなかで地位をかためて以

戦後日本は、特に日本が先進国とし

係を続ければ、それでよいのだろうか。

して、日本はこれまで通りの対アジア関

に満足しておいてよいのだろうか。そ

回復を示している。こういう時代状況

カへと拡散した経済危機は、今一応の

アジアからロシア、ラテン・アメリ

次の世紀における日本のアジアへの関わり方

東京大学東洋文化研究所所長原洋之介

ジア」という文明の類型を強調するも

うひとつの空間軸が、わが国には存在
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次の世紀における日本のアジアへの関わり方

〔右頁･写真〕ラオスの
幼い兄弟。’96年撮影

で我が国でアジア外交を律する有力な
外交を律する有力な危機を契機として、西欧は東アジアの

あろう、この文明の類型軸は、これま
の類型軸は、これまる。特に、二十世紀末の東アジア経済

義一への悲しい記憶が強かったためで
憶が強かったためで実味をおびたシナリオとなってきてい

し続けてきた。戦前期の一アジア主
五刑期の一アジア主の動きのなかで、「文明の衝突」も現

国際関係ないし秩序を作りあげていく

こういう東アジアで、日本はどういう

る力関係が存在している地域である。

し、かつ不確実でめまぐるしく変化す

ない東アジアは、多数の文明が併存

で、アメリカ主義で自由なる資本主義
で自由なる資本主義る文明としての西欧との対立が深まる

はっきりと自覚的に認識した上で、外

「世界の中の日本」という問題を

べきなのか。

クローニー型政治経済システムの大改

パラダイムにはならなかった。
らなかった。

ところで、冷戦終了後、リベラル・
終了後、リベラル．造を要求した。そのため、東アジア側

デモクラシーの世界的勝利が声高にさ
界的勝利が声高にさに強い反発がおこり、「文明の衝突」
けばれるなかで、事態は大きな変化を
事態は大きな変化をも決して非現実的ではないような状態
みせはじめている。資本主義対社会主
）資本主義対社会主になっている。アジアを西欧・アメリ

義という二十世紀を特徴づけた対立が
を特徴づけた対立が力に対抗させていく路線である。

経済と普遍的人権に立脚した民主主義
に立脚した民主主義ことが予想されるなかで、我が国はそ

交戦略を構想する必要がある。この自

挑戦する文明としての中国と支配す

体制というひとつの政治・経済システ
の政治・経済システの間で「揺れる特異な文明」（サミュ

己認識のためには、現代社会の動きを

終り、「歴史の終焉」が語られるなか
邑が語られるなか

ムの有効性だけが、イデオロギーとし
イデオロギーとしエル・ハンチントン、『文明の衝突と

どうとらえるべきかを、はっきりとさ

地勢学上そこに属さざるをえ

世紀の最大の教訓であろう。資本主義術
とは、「共同体と共同体との間に始ま

在しない。この事を知ったのが、二十

テムあるいは経済成長のエンジンは存

資本主義以外に、信頼出来る経済シス

が出来ないことを知ることになった。

本主義という枠組みを乗りこえること

二十世紀を通して、我々人類は、資

せておくことが必要不可欠である。

て世界を席巻しはじめた。しかし、こ
しめた。しかし、ここ十一世紀の日本』）であり続けるの
だろうか。パワーとして、曰

ｍ諄轆曄序＋澤曄欄か岬本はあいまいな存在でしかな

》』》瘤｝】》碑》『銅》稻鋤一一口噸吋陥鮴鯛壯酬砒乢云

●“韓緯住

》》》帝叶》》》》》》》『》十》朴打閂伊辨辨忰降誇雫》

的に存在し続けてきた。そして、資本

まり、世界史のなかで資本主義は通時

は、ノアの洪水以前から存在した。つ

通・商業をその本質としている。商人

る一（マルクス『資本論』第一巻）流

ている。

に発生する恐慌の可能性が存在し続け

である」。そのため、売れ残りが大量

まことの恋路は本当にままならぬもの

通り、「商品は貨幣を恋しているが、

シェイクスピアを引用して記している

イデオロギーに過ぎないのだ。貨幣経

さざるをえないという事態を無視した

いう媒体ならびに信用という媒介を通

いる自由主義経済論は、交換が貨幣と

れなくなりうる。現在世界を席巻して

て時には、システムの存在すら保証さ“

主義とは常に成長し続けることでしか

の地域にも存在しつづけている現実そ

すかぎり、歴史のどの時代にもまたど

ンせざるをえないという必然性に根ざ

作るためには交換しコミュニケーショ

は、分散した個人が社会・経済関係を

ことは出来なかった訳だ。資本主義と

もまたこの世界史の通則をのりこえる

存在しえないものでもある。二十世紀

まり取引相手に対する共感や同情、さ

て、信用は、人と人との間の信頼、つ

交換は媒介されすすむ。これに対し

内で共有されていれば、それによって

れる価値あるものだという信念が社会

いうモノが他人によっても受け入れら

は非常に不安定なものである。貨幣と

が大きな役割を果たす。しかし、これ

また、交換には人と人との間の信用

た。

この事を我々の目に明らかにしてくれ

十世紀末の通貨・金融危機は、まさに

東アジアから世界中にひろがった、二

程、システム上）しては不安定化する。

済として資本主義が鈍化すればする

のものである。

発生させる。貨幣経済では、売りと買

ており、そのことは常に交換の困難を

の間に非対称的関係が本来的に付随し

対的価値形態と貨幣という等価形態と

なのである。交換には、商品という相

ういう意味で、資本主義とは貨幣経済

媒体を通してしか実現されえない。そ

かありえない資本主義は、歴史を通し

すい。つまり、必然的に貨幣経済でし

観を前提としている信用は、崩壊しや

してしまおう。それ以上に、人間的主

る。その時には、資本主義自体が崩壊

なくなると、．交換を媒介しえなくな

若し社会の人々が価値あるものと認め

支えられてくる。貨幣という媒体は、

従業員全体が共通の言語でコミュニ

義の核たる工場生産の場においては、

ドックスが存在している。産業資本主

である資本主義にとっての大きなパラ

ここに、その本性上グローバルなもの

地域社会と不可分に結び付いている。

ある産業資本主義は、国民国家ないし

さらに、資本主義システムの部分で

らには主観的な公正観といったものに

いとは分離しており、貨幣という買う

て不安定性をかかえ続けている。そし

資本主義下での交換は、貨幣という

立場が強い能動性を持つ。マルクスが

次の世紀における日本のアジアへの関わり方

れた範域内に均質な言語・文化を普及

が必須となってくる。つまり、限定さ

つけるのに、国民国家の画一的な教育

似た価値観といったものを人々に植え

同一の言語、共通の生活スタイル、相

メントを共有することが必要となる。

ケーションし、営利組織へのコミット

となってくる。

る装置を設計することが、必要不可欠

こに、生産と交通とをある程度隔離す

との相互作用の典型的事例である。そ

た。これはまさに、社会的力と共同体

を及ぼしていることが明らかになっ

る製造現場での生産性向上に悪い影響

融のバブル化が、長い時間が必要とな

するものとしての食料生産力の強調で

う軸足が必要であり、その強さと保証

は、将来世代まで含めた国民国家とい

となく、国際社会のなかで生きるに

論もある。いずれも、漂流者となるこ

来世代の福祉に思いを寄せた食料自給

この二つ以外に、途上国の人々や将

共同体的な生産との相互作用は、常に

流通の間共同体的ないし社会的な力と

影響しあう関係におかれる。そして、

生産は共同体内的なものなのである。

ないし間共同体的であるのに対して、

のである。まさに、流通・商業は社会的

埋めこまれた共同体の内側に属するも

とは、その基本で各地域の生態にまで

産業とはまさにこの典型である。生産

である。自然・生態を利用する農林水

とは、人と士地との結び付きの一形式

なってくる訳だ。さらにいえば、生産

存在が、産業資本主義には不可欠と

村・農業の多面的価値。この二つの主

と関係している。食料の安全保障と農

が、ひろく再認識されたのは、この事

危機下のタイで農村・農業の重要性

タビリティの重要な源泉である。経済

い農村社会は、社会全体のモラル・ス

ろう。農業の背景にある、定住性の高

事態をみれば、誰の目にも明らかであ

経済危機下でインドネシアで起こった

ーーズムは正常に機能しない。これは、

断たれた異常事態の下では、市場メカ

トラクチュァである。食料供給の途が

保障は、社会の土台となるインフラス

農業問題にふれておこう。食料の安全

ここで、少し各国経済の基盤である

帝国主義的大国」（ローレンス・サマー

リカとて、決して「世界はじめての非

に課せられた大きな挑戦である。アメ

的な協調を作りあげるか。それが我々

もった制度的条件のもとで、どう国際

それぞれに歴史的・文化的な背景を

は経済政策の画一化では決してない。

界に存在しえない。しかし、この協調

＆⑪’○冨己．ご）なしに、次の世紀の世

（函○ヶの『一三臣ご」の」」一三津『］色ゴー因８口ＯＢ‐

う協同命令○・○℃⑩３冒旦［：。国冒の⑪

学賞を受けたロバート・マンデルがい

要不可欠である。昨年度ノーベル経済

を、国際的に調和させていくことは必

農業政策まで含めた国の経済政策

フ（》ｏ

させて人々を同質化させる国民国家の

緊張をはらんだものとならざるをえな

張には、共通の士壌がある。それは、

ズ）である訳ではない。アメリカの国

ある。

い。最近の東アジアの経済危機のなか

ほかならぬ国民国家という存在であ

この生産と流通・商業とは、相互に

で、社会的流通の極限にまで達した金

6５

家戦略としてのグローバルリズム。そ
れには大きな危険が存在している。各

と資本主義の二十一世紀巳を我々は
忘れてはならない。

の動きがえがき出す曲線の最先端で接

線をひき、その延長線上に、予定調和

考える時間単位と、国民国家が産業化

国際資本市場がその中で期待収益を

れていく必要がある。

基本問題と不可分の問題として構想さ

地域性が共存し続けることもまた間違

の展開に世界各地域の特性に対応した

は存在しえない。そのため、資本主義

しかし、資本主義は、生産活動なしに

けている普遍的経済システムである。

ムーズにすすんできた訳ではない。経

らかに各地域の経済発展は直線上をス

多様な地域の歴史をふりかえると、明

想は常に裏切られ続ける運命にある。

和的自由原理主義である限り、その予

の前提としている経済理論が、予定調

しかし、彼等が接線をひくときに当然

的なグローバル経済をみすえている。

や環境保全にむけて必要な投資をする

いないもうひとつの現実である。この

資本主義は、歴史を通して存在し続

ときに予想する時間軸とは、大きく異

ことをはっきりと認識しておく必要が

国の食料供給も、国民国家存続という

なっている。この二つの時間単位の格

済発展は湾曲したり反転したりする。

この循環しながらの前進においては、

ある。

その地域の深層に生き続ける社会的個

差が余りにもひろがることのないよう

にするために、変動相場制のもつポタ

で創造されたりする。歴史過程のもつ

性が表面に浮上したり、また新たな形

リティを飼い馴らすような国際金融の

仕組みを設計することは必要不可欠で
あろう。例えば、マンデルの有名な政

こういう循環性を無視することは出来

本主義とは、それへの社会主義の側か

はかることも必要となってこよう。資

へ復帰して国民経済という枠の再建を

の有効性をたかめる目的で固定相場制

断している。そして、このような単純

が成功していないかを順列をつけて判

デルにそって観察することで、どの国

経済指標だけを形式的なマクロ経済モ

現在、ＩＭＦ等国際機関は、マクロ

い速度で拡大しつづけるグローバル資

価値を相対化させ放棄させながら激し

文明との対立ではない。一切の倫理的

面している問題は、西欧文明対アジア

次の世紀を前にしてアジア諸国が直

」ｒ

らの批判に直面して自らのもつ最悪の

な判断にもとづいて、コンディショナリ

本主義と、各地域の文化の保持との対

ないはずである。

欠陥への力強い対応をして生きのびて

ティを課している。これは、余りにも狭

策割当て論を想いおこして、財政政策

きた歴史（ジャグディッシュ・バグワ

立という、それこそ世界規模での対立

が問題なのである。資本主義を野放し

い物の見方に過ぎない（バグワティ）。
市場原理主義論者は、近代資本主義

ティ、「資本主義の過去・現在そして

未来」『読売ぶつくれつれ肋羽、国家
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●チェンマイの

ている。この点で、我が国はアジア諸

のアジア諸国と全く同じ問題をかかえ

の対立という点では、我が国も、近隣

ローバル資本主義と伝統社会の保持と

とは出来なくなっている。そして、グ

分法だけでは、アジア地域と接するこ

途上国アジア」という発展段階論的二

り、もはや我が国は、「先進国日本対

して充分に成長してきている。つま

わたる経済発展のなかで、資本主義と

アジア諸国も、過去四半世紀以上に

け入れ、その上で共通性を追求する」

世紀は、「普遍性を放棄し多様性を受

務を負っているのではないのか。次の

ついて明確な理解をうち出していく義

えり、近代文明と日本伝統との関連に

そ、自らの過去の経験を素直にふりか

る。こういう来歴をもつ我々日本人こ

達成させた特異な文明圏に住んでい

欧文明圏のなかで最もはやく近代化を

グワティ）のだ。我々日本人は、非西

ものを均質化するべきではない」（バ

ある。「力をつかって、これら多様な

響しているものである。資本主義は、

国のかかえる問題を的確に理解し、効

（ハンチントン）以外に、世界秩序が

にしておくことは出来ない。これま

果的な協調のあり方を模索する必要が

安定化しうる途はない。二十一世紀を

文化的なコンテキストなかで機能して

ある。しかし、それは決して、「西欧

間近にひかえた現在、我が国に課せら

で、資本主義は、その欠陥への対応を

文明」に対抗する一アジア文明」の主

れている最大の課題は、自らの位置を

いく。そうである以上、資本主義は多

張ではない。民主主義や人権概念だけ

はっきりと確かめ、それにもとづいた

積み重ねてきたから生きのびてきたと

でなく、市場経済という近代文明の要

世界ヴィジョンを作りあげることであ

様な形で我々の前にあらわれるもので

素も、各地域で生きる人々のもつ文化

ろう。

いう歴史を我々は忘れてはならない。

と分離して機能していく訳ではない。

人々の行動パターンやその下での社会
制度に対して、文化とは実に濃密に影

6７
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環境庁水質保全局地下水･地盤環境室長

等が含まれている。また、行動の枠組

ものであり、二○一一五年の水利用予測硲

は、「世界水パートナーシップ」によ

り策定されたものであり、水資源の保

全に係る施設等の基本的な考え方が提

会議センター）において、’第二回世

日（水）、オランダのハーグ（オランダ

平成十二年三月十七日（金）～二十一一

ン」及びそれに付属する「行動の枠

の準備がなされてきた「世界水ビジョ

ものであるが、今回は、前回以降策定

（モロッコのマラヶシュ）が開催された

・地域別》ライン川流域、南部アフリ

がなされた。

催され、プレゼンテーション及び討議

次のようなテーマのセッションが開

②セッション

案されている。

界水フォーラム及び閣僚会議」が開催

組」を提示するとともに、地域別、水

議」の提唱により、三年前に第一回

された。（最終日の三月一一十一一日は、

利用別、関係グループ別等の分類の下

加があり、閣僚会議には約百二十カ国

世界水フォーラムに四千人以上の参

関心を高めることを主な目的として開

催することにより、水に関する社会的

に各種のテーマに係るセッションを開

水、水と自然、川と水、水と観光等

・水利用別擁人々のための水、地下

・関係グループ別》水とジェンダー、

の水資源担当大臣等が参加した。（我

青年、女性実業家等

．特別テーマ“水とエネルギー、水と

国際法、水と倫理、水と巨大都市、

水と歴史、水とダム、官民協力等

八年に発足させた「二十一世紀の水に

フォーラムの後、世界水会議が一九九

トを確保するため、フォーラムに併せ

の枠組について政治的なコミットメン

閣僚会議は世界水ビジョン及び行動

三、閣僚会議

関する世界委員会」により策定された

世界水ビジョンは、第一回世界水

Ⅲ世界水ビジョン及び行動の枠組

ダ皇太子オレンジ公が務められた。

なお、同フォーラムの議長は、オラン

催された（三月十七日～一一十二日）。

世界水フォーラムは、「世界水会

二、第一一回世界水フォーラム

する。

ころであり、この会議の概要をご紹介

（及びその準備会合）等に出席したと

建設省の担当職員とともに閣僚会議

筆者も国土庁、厚生省、農水省及び

が国からは岸田建設政務次官が参加。）

カ、中国、琵琶湖等

国連「世界水の日」にあたる。）

｜、はじめに

及び閣僚会議に参加して

第２回世界鞭フォーラム

岩田元一

第２回世界水フォーラム及び閣僚会議に参加して

て、三月一一十一日及び一一十一一日に開催
Ｕ二十二日に開催し、自由に討議を行うというものに。〕

されたものである。（宣言案を調整す
（宣言案を調整すなお、テーマ別分科会は、宣言案で
会）、また、地域別分科会は、アプリ

るための準備会合は、三月十八日及び
三月十八日及び明記された主要課題ごとに（七分科
十九日に開催された。））

閣僚会議初日午前の全体会合におい
）全体会合におい力、アメリカ、アジア・太平洋、ヨー
ては、ベアトリクス女王臨席の下、閣
堯王臨席の下、閣ロッパ及び中東・北アフリカの地域ご
僚会議（全体会合）議長、世界水会議
感長、世界水会議とに（五分科会）開催された。

会長、二十一世紀の水に関する世界委
小に関する世界委閣僚会議二日目の全体会合において
員会議長及び第二回世界水フォーラム
』界水フォーラムは、各分科会（計十二）における討議

推進等）

⑤リスクの管理（洪水、干ばつ、汚染

等からの安全の確保）

⑥水の価値評価（経済的、社会的、環

境的、文化的な価値の反映等）

⑦水の賢明な統治（公衆の関与を含む

良好な統治制度の確保）

四、おわりに

関する様々な危機に直面している。こ

今日、我々人間及び生態系は、水に

に、閣僚会議準備会合の議長から、閣
ロの議長から、閣準備会合で取りまとめられた案に対し

のフォーラムの期間中、世界の十億の

議長からそれぞれ挨拶があった。最後
しがあった。最後状況の報告が行われた後、議長から、
て若干の修正を行いたい旨の説明が了

科会及び地域別分科会が行われた。
会が行われた。なお、閣僚宣言においては、直面す

閣僚会議初日の午後は、テーマ別分
陛は、テーマ別分承された上で、閣僚宣言が採択された。

えば黄河では年に七ヶ月間も河口に水

あることが度々指摘された。また、例

人が安全な飲み水を得られない状況に

》れた。
僚宣言案の説明が行われた。

〔各閣僚がそれぞれ関心のある分科会
－心のある分科会る水に関する主要課題として次の七項

が届かない状態になるといわれている

し、一方、最近のモザンビークの例を

②食料供給の確保（食料生産

人類が取り組むべき重要な課題の一つ

生している。「水」は、二十一世紀の

待つまでもなく各地で洪水の被害が発
のための水の効率的な利用

いくことが求められるであろう。

水問題解決のための貢献を一層進めて

際的な動向にも留意しながら、世界の

関わる諸問題への対処はもとより、国

である。我が国としても、国内の水に

理等を通じた用途間協力の

④水資源の共有（河川流域菅

全性の確保）

｜ま質大士境、シ〕③生態系の保全（生態系の健

等）

で十分な水の確保等）

①基本的ニーズの充足（安全

（テーマ別・地域別各一つずつ。）に参加
つずつ。）に参加目が示されている。
環エイ道
，盤生、派
力・科至出へ

塗水究にの庁

・下研在へ理
た地学了現等管

坤銅艇藻砺蔬騨

くれ保学課庁水ア

元確融長檸薙壗率時謎
田癒率罎識篝酩汗ンを

端膀辨》》
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、人口研特別講演会開かれる 盛
補うのは外国人
過去一一五～三○年間に先進国の出生
率と死亡率は急速に低下し、少子・高

、二十二日の両日特別講演会

も発生することが予測される。二十一

される業種は外国人労働者の奪い合い

サービス業や建設業など国内で必要と刀

学教授で人ロプログラム長の

世紀は、少子・高齢化が労働力人口の

…Ｉ １１１１

るものｌ労働供給と国際移

三月一一十一一日の特別講演会は、第一

環境対応の相違

■宗教にみる女性の

〈｜｜｜月一一十二日〉

不足もたらす世紀となるとされる。

二十一世紀には、先進国のみならず

中進国でも深刻な少子・高齢化がすす
み国内の労働力不足が一気に表面化
し、他国からの労働力移動にたよらざ
るを得ないことになる。

労働力の供給傾向をみると、アジアの

支えることは不可能である。

世紀に低下する労働力で高齢化社会を

集団として高齢者になるため、二十一

十一世紀にかけベビーブーム世代が大

労働力不足に直面している。二十一世紀

九五年にはほぼ六○％台となり深刻な

半減し四二％となる。欧米諸国では、

七○年に八一％であったが九五年には

五％で参加率が高いが、オランダは、

日本は、七○年が九○％で九五年は八

十四歳の男性の労働参加率をみると、

は少数派である。タイでも九○％以上

口の九○％以上を占め、イスラム教徒

た。フィリピンは、キリスト教徒が人

２都市での調査結果について報告し

オ及びタイのバンコクとハジャイの各

について、フィリピンのマニラとダバ

化、女性の地位、宗教」に関する研究

「東南アジアにおける持続可能な都市

部が同研究所小島宏国際関係部長が

龍と呼ばれたタイ、シンガポールと韓

にこの労識働力不足を補うのは、外国人労

が仏教徒であり、イスラム教徒は少数派

’九七五年と九五年の五十五歳～六

国は、一九七○年から九○年にかけて

働者に頼らざるを得ない状況になる。

方フランスなどのヨーロッパ諸国や日

ドは、移住で労働力を補ってきた。｜

ダ、オーストラリアやニュージーラン

なることが確実に起きる。そこで、

二五年を境に労働力人口不足が顕著に

ア、フランスなどの先進国では、二○

日本をはじめスウェーデン、イタリ

の取り組みについて現地調査を行った。

あるイスラム教徒の女性の移動、環境へ

である。今回の調査は、両国の少数派で

フィリピンでは、環境に関する女性

本では労働力の伸びはみられなかった。

そこで、一六カ国の将来予測される

労働力の供給が二倍になった。カナ

齢化社会に突入している。さらに、二

旨は、次の通り。

ii鰯
議

■二十一世紀労働力不足を

鱸l

人ロ研特別講演会開かれる

教義は環境については間接的にとらえ

傾向がある。第二に、キリスト教徒の

が、イスラム教徒は受動的にとらえる

関する女性の役割を能動的にとらえる

て、まずキリスト教徒の女性は環境に

の意識。行動に対する宗教の影響とし

について報告した。

医科薬科大学講師がそれぞれ予備調査

てはトラン．Ｔ・ホア・ホーチミン市

研究所人口部部長、ホーチミンについ

ン．Ｎ・ダン・ベトナム国立社会科学

の事例として、ハノイについてはアイ

女性の意識・行動に対する宗教の影響

はわずか五万人にすぎない。

テスタントは四十万人、イスラム教徒

人を数え全体の四七％を占める。プロ

の約十％を占め、仏教徒は三千七百万

と、キリスト教徒が八百万人で全人口

タイにおいても、仏教徒とイスラム

指導者の協力を求める傾向がある。

ム教徒が都市環境に適応する際に宗教

る重要な要因である。第二は、イスラ

が移動者と非移動者が居住地を決定す

は、第一に、教会・モスクへの近接性

ら都市への移動に対する宗教の影響で

性の役割を定めている。また、農村か

が、イスラム教徒は清潔さの維持に女

境に対し女性の役割を論じていない

強調する。第三に、キリスト教徒は環

六％に達しており、ベトナムの都市化

シァが五七・三％、フィリピンが五八・

る。すでに、同年の都市化率はアレー

となるがベトナムは一九・七％であ

○○○年にアセアン全体で三六、九％

たが、ベトナムは同年一一・六％、二

年はアセアン全体が一四・八％であっ

ァン諸国の中では最も低く、一九五○

る。人口都市化では、ベトナムはアセ

九百五十万人になると予測されてい

在七千八百万人で二○二五年には一億

ベトナムの総人口は、一九九八年現

の方が教義に従い熱心であることが判

の環境への取り組みは、キリスト教徒

集中して居住している。ベトナム女性

ノイ及びホーチミンとそれぞれ郊外に

歳高い。キリスト教徒の居住地は、ハ

二四・五歳で非キリスト教徒より約一

かる。結婚年齢では、キリスト教徒が

スト教徒のほうが年齢が高いことがわ

非キリスト教徒は三六・七歳と非キリ

均年齢ではキリスト教徒が三二・六歳

四七％で非キリスト教徒が五三％、平

地区におけるキリスト教徒の移動者は

キリスト教徒で分類すると、調査対象

今回の調査から、キリスト教徒と非

るが、イスラム教徒の教義は清潔さを

教徒における環境及び都市への移動で

明した。特に、女性が地域を清掃する

く見られた。

ことが重要であると考えている人が多

の緩慢さがうかがえる。

調査の対象である宗教人口でみる

な要因である。

がれるため農村に移住したことが大き

トナム戦争時に都市の人々が戦禍をの

ベトナムの都市化が緩慢なのは、ベ

同様な傾向が見いだされた。

■キリスト教徒の女性は

環境問題に高い関心
第二部は、ベトナムの環境に関する

Zr

第一部でアグネス・チャンが基調護頂

主催の「第二回日米コモン・ア

グランドアーク半蔵門で、外務省

二月二十八日、東京・半蔵門の

り、コモン・アジェンダを通じて意見

きる。日米政府とＮＧＯが一体とな

の損害を最小限にくいとめることがで

ＡＩＤＳ等の感染症に焦点をあてた

交換を行い、共に学びながら現状の改
非政府組織（ＮＧＯ）代表者が集

「第一部人口・健康」では、アグネス・

ジェンダ・セミナー」が開催され

まり、人口・健康、緊急災害援助

チャン・㈱日本ユニセフ協会大使が基

善を進めたい」と挨拶した。

に関する現状と今後の課題につい

ランティア経験にも触れながら、コモ

調講演を行い、自らのアフリカでのボ
冒頭挨拶で山本－太・外務政務

日米政府機関やＮＧＯの代表らをパ

ン・アジェンダを子供の視点から取り

一方、緊急援助分野は今後更に力

ネリストに迎えたパネル・ディスカッ

次官は「人口・健康関連分野では

を注ぐ必要がある」「今後は政府

ションでは、これまでの自らの活動経

上げた。

間だけではなく、現場に精通して

行った。パネリストに対する質問のな

験をふまえて、現状の報告と今後の協
続いてＦ・ロイ米国政務次官は

かには、「保健問題には『貧困』とい

いるＮＧＯと政府の提携・協力が

「疾病、災害などの『災難』は、

う経済開発の格差が根底に横たわって

力体制の改善にむけて意見・提言を

経験や資源を共有することで、そ

重要である」と述べた。

目覚ましい状況の改善が見られた

て白熱した討議が行われた。

た。セミナーには日米政府代表や

一回目不ロモンＣアジ■エンダ回セミナー闘權

iiiil

西

書評＆セミナー

重誕人ﾛ大国･中国への提言の書として好適Ｉ
書評
ｊ

共和国特命全権大使を招いてパネル・

関及びＮＧＯ代表のほか、駐日トルコ

午後は「第二部緊急災害援助」につ

ディスカッションが行われ、セミナー

た。

はどのようにとっていくべきか一な

いて、ジム・ムーディー・インターア

は閉会した。

おり、これらのバランスを今後ＮＧＯ

ど、保健・開発問題の複雑さと現場に

クション会長の基調講演、日米政府機

ぶ。著者はこれらをひとつひとつ分析

合わせた扶養システムを提案してい

１１

携わるＮＧＯの苦悩を表すものもあっ

著者の田雪原は一九三八年生まれの

る。

この他、教育への投資インセンティ

し、独自の政策提案を行っており、中

国が人口問題にどのように対処しよう

ブを高める改革、資源の合理的配置、｝

おけるコミュニティの役割の強化、市

としているかを知る上で非常に参考に
たとえば、レスター・ブラウンの

場経済に見合った人口抑制メカーーズム

市場志向の環境保護改革、人口政策に蚫
「誰が中国を養うのか」に対する筆者

なる。

六一歳、九八年末までは中国社会科学

敬価人口学会常務副会長などの要職にあ

馴侘る。
訳刊本書は中国人口研究の第一人者によ

全体として筆者は二十一世紀におけ

の確立など積極的な提言が目立つ。
う」である。孫子の兵法を引いて食糧

る人口問題の解決に楽観的な見方を示

の答えは「中国人は中国人自らが養

の重要性を強調し、自給と輸出入を組

しているが、新たな問題発生の可能性

美明る二十一世紀中国論である。序文のな

椒咋かで筆者は、中国が抱える最大の困難

み合わせる方針を打ち出している。

崎汕は人口が多いことであり、中国の将来

著拙について知りたければ、「人口に問う

人口が多いことからくる問題は、食

している。

発展を展望するという執筆の意図を示

田難を出発点として、一一十一世紀中国の

対しては、社会による扶養、家族によ

が十分に発展する前に訪れる高齢化に

展をはかるという処方菱を示し、経済

め、その後資本・技術集約型産業の発

働集約型産業の発展を重点的にすす

巨大な雇用圧力に対しては、まず労

そうだ。

あるいは実効性にかかっているといえ

か否かは、筆者の提案する改革の実現

が二十一世紀に人口問題を克服できる

についても随所で言及している。中国

訓繩しかない」と述べ、人口大国ゆえの困

糧、教育、雇用、高齢化、都市化、地

る扶養、再就職による自己扶養を組み

〈筒井紀美〉

域格差、資源、環境など多方面に及

”

辮岬洲洲剛川蹴蜥則蜥脹眈輔川柳醐埖帆卵

『大国の難~2111紀中国は人口問題を克服できるか」

に功うすふぉ１ｓわ
同誌は、日本の先行きが不透明

通じて国内産業を保護し、競争を
奨励してこなかった結果、内需拡

最近の大規模リストラ計画の例を

大と雇用創出に失敗したと批評。
挙げ、過去の清算に苦しむ日本の

状況を説明している。
また、日本がある程度の回復を

遂げるとしても、人□の急激な減

●アジアの先頭に立てない…掴

・生きがいの超高齢社会に…刺

。中国の所得格差深刻に……布

・生きがいの持てる役割を…両

・水が世界を脅かす…………ね

・移民年印万人受入れ必要…ね

少と高齢化をもたらし日本の活力を
そぐ可能性のある出生率の低下は、

・外国人就労期間も延長……帥

・地球延命は人ロ加億人に…別

ｏＵＮＦＰＡ和気事務次長…別

・途上国でも少子高齢化……別

回復する兆しはないとしている。
か失敗するかのこ者択一を人や企

同誌は、激烈な競争を乗り切る

九○年代の経済成長率（平均１．

く」米国のやり方と、規制や慣行

・凶世紀の脅威、人口増加…配

業に迫って「変化に適応してい

を重視し「変化を管理しようとす

５％）を米国（同３％）と比較、

・五人）を挙げ、日本が経済の低

。、歳、過去国内最高齢者…皿

二○○○年代、わが国は超高齢

いびつな「人口ピラミッド」

に、人口が減少に転じるという、

・少子社会が本格化するととも

・児童手当より先になす事…卯

・飽食と併存、現代の飢餓…明

●猛威ふるうエイズ…………肥

・日本型人ロ転換を生かす…師

・食料自給率「印％議論」……船

・余裕生み出す少子社会に…開

●環境破壊は人口が課題……別

。「欧州は移民受け入れよ」…開

・低所得・高成長の発展……開

る」日本のやり方とを比較し、双

（読売新聞二○○○・｜・四）

論づけている。

は、米国の方がまさるようだと結

迷と出生率の低下という二つの深
とくに経済については、日本が

方に長短があるとしても、結局

また、日本の低い出生率（平均一

であると分析。その指標として、

杖じ

刻な問題を抱えていると論じた。

【ニューヨーク３日Ⅱ松浦一樹】

立つことは難しい’三日発売
の米ニューズウィーク誌最新号
（アジア版、１月ｎ日号）はこの

ように指摘する論説記事を掲載
し、その理由は、中国が台頭する
ためではなく、日本自身が「変化

を拒む」体質を持つためであると
解説した。

囮生霊蕊州震

「雇用の保障」という社会習慣を

変化を拒む体質が原因

守るため、政府の規制や商慣行を

立てない弓繍一

二十一世紀が「アジアの世紀」に

２１世紀日本は
アジアの先頭に

なるとしても、日本がその先頭に

囮

河

にゅ－ずふぉ－らむ

時代に突入する。

いまだかって経験したことのない
だ。

あたる第二次ベビーブーム世代
らだ。

図は、一九九五年と二○五○年
だが、その後の世代は急激に減

の“％が高齢者関係に充てられて

者に偏っている。社会保障給付費

障制度は福祉先進国に比べて高齢

しかも、現在のわが国の社会保

の日本の人口ピラミッドを重ね合
ミッド型とは程遠い不安定な”花

少しており、人口構造は、ピラ

した「将来人目をもとに作成し
率が町。４％と、四人に一人は高

以上の人口の構成比である高齢化

二○二五年ころには、六十五歳

給付が高齢者中心になるのはあ

にのぼる。

人当たりの受給額は二百三十万円

五十四万円なのに対し、高齢者一

おり、全国民平均の年間受給額が

たが、ピラミッドの推移は、わが

齢者という社会が現出する。二○

る意味で当然だが、教育費や住宅

瓶型“に移行していく。

国の人口構成がいかにいびつに
五○年にはさらに進んで犯・３％

費など金のかかる子育て世代への

口問題研究所が一九九七年に推計

る。

なっていくかを端的に示してい

で、三人に一人が高齢者という社

再配分所得の低さを考えると、世

九五年時点でみると、五十歳直
会だ。

次ベビーブーム世代。さらに、二

に転じると予測している。だが、

二千七百七十万人をピークに減少

日本の人口は二○○七年の約一億

さらに推計は、少子化に伴って

保険制度も、高齢者医療制度への

－１年金離れ」も起きている。医療

制度への不信から、若年世代に

将来にわたる高負担への嫌気や

前で大きく膨らんでいるのが第一
十歳代前半でもう一つの団塊を形

少子化は、推計時の予想をはるか

拠出金負担で保険財政は悪化の一

代間の不公平も無視できない。

成しているのが、その子供たちに

に上回る速度で進行しており、人

途をたどっている。超高齢・少子

鑿

口が減少に転じるのも早まりそう

社会の本番はこれからだというの

醗酵に

だ。

に、である。

齢者の増加にともなって、社会保

制度をこのまま放置すれば、高
そうした中で、年金、医療、介

険料負担はさらに重くなる。現役

現行制度では支え切れない

護といった高齢者を取り巻く各種

早晩行き詰まるだろう。

れば、制度自体が崩壊しかねない。

高齢者にも応分の負担を求めなけ

世代にだけ負担を求める制度では

社会保障制度は、大きな曲がり角
に立たされている。”先細り〃の
現役世代で、”多数派〃の高齢者
を支えきれなくなるのは明白だか

。‐中国に増産援助胆億円……川

・食料自給率鋤％台に………９

・人口増が動植物絶滅危機…胆

・新日本人にどう備えるか…蛇

・若者が多ければ不安定……肥

・都の人ロ、過去最高に……“

●地球はすでに急速温暖化…“

Ｑ中国、加歳以上４億人に…妬

・外国人受入れ緩和検討……妬

・地球の氷、急速に解ける…妬

・小麦生産一・四倍に………咄

●温暖化で土壌水分減少……妬

・エネルギー加年後６割増…師

・別世紀温暖化さらに加速…師

・釘世紀は水紛争の時代……卵

・定年而歳か移民年一千万…肥

・日本の人ロ伸び戦後最低…”

１

特集・少子化と日本経済……卯

市

わせたものだ。国立社会保障・人

Ｄ４０御１

高齢者にも保険料負担を求め、

の現状が、さらに「将来不安」を

度の再構築は困難だ。そんな政治

説得する気概を持つことが今、政

必要な負担増については、国民を

合的な社会保障ビジョンを示し、

利用者には一割自己負担を求める
かきたてる。

広く薄く負担を求めるには

もちろん、生活手段のないお年
の社会保障の一つの在り方を示し

という介護保険制度は、これから

超高齢・少子社会の乗り切る総

返すことは許されない。

党は、高齢者からの保険料徴収を

る。中国国家統計局によると、九

市と農村の経済格差が拡大してい

【北京６日Ⅱ石井利尚】中国の都

市場価格の低迷にある。五日の英

び悩みの原因の一つは、農産物の

と認めた。近年の農民の所得の伸

に解決すべき最も深刻な課題だ」

収入増大は、中国経済発展のため

任は四日の記者会見で、「農民の

国家発展計画委員会の曽培炎主

りそうだ。

中国社会の大きな不安定要因とな

革に伴う失業者の増大とともに、

少を招くだけでなく、国有企業改

（読売新聞二○○○・｜・六）

治に求められている。

寄りや低所得層にまで負担を求め

さらには、市町村を運営主体に

これ以上、問題の先送りを繰り

るのは酷だ。働く意欲のある人に
側〃に回ってもらうのだ。適度な

することで、提供するサービス内

ていた。

労働と社会参加は、老後の生きが
を持たせ、住民とともに適切な保

容と保険料との間に”緊張関係“

は働く場を確保して、”支える

いにもつながり、人口減の社会を

改革の先送りは許されない

な試みの場でもあったはずだ。

険制度を模索していくという新た

沽性化させる。
さらに、財源対策の一つとし
て、消費税を福祉目的税化し、広
えない。その際、食料品などの生

それを、選挙に不利に働くので

く、薄く負担を求めていかざるを

沽必需品については、税率を軽減

半年間猶予した上に、さらに一年

ると、九九年秋の穀物価格は、大

字紙「チャイナ・デイリー」によ

はないかという思惑から、与党三

やつという主張がある。しかし、

間、半額徴収にとどめる特別対策

九年の住民一人当たり平均年収

りるなどの対策も必要だろう。

価に依存すれば、「負担と給付」

を打ち出し、制度の理念を骨抜き

豊作などの影響もあり、前年比ｎ

社会保障を全額、税によって賄

の関係があいまいになり、安易な

（一元は十二・四円）で前年比９．

下も大きい。農業省によると、九

める郷鎮（農村）企業の競争力低

また、農村所得の三分の一を占

は、都市部が五千八百五十九元

給付や無駄な給付が横行して財政

七割を占める農村部が二千二百五

と悪化させると同時に、モラルハ

毎年一兆円規模で増え続ける医

元と４％増にとどまり、格差は二

国債だ。

公平で効率的な給付のために

療費問題についても、その必要性

○年代前半は、年平均七百十九万

蝿相互扶助の社会保険方式を残

朱鎗基首相は、内需指導による

千万人以上も減少している。

の余剰労働力を吸収していたが、

村の格差拡大は、農村部の消費減

九七年以降は逆に、従業員が計一

・六六倍に広がった。

抜本改革を行わないまま、診療報
酬の引き上げだけが行われた。
目先の選挙対策でしか物事を考
えられない政治では、社会保障制

示しているが、こうした都市と農

が叫ばれていたにもかかわらず、

また、全額税方式では、将来、
煙めて高い税率を課すことにな
り、社会の活力を奪うことにもな
りかねない。

持続的な経済成長を目指す方針を

９ことが必要だと考える。

リードを引き起こす恐れもある。

にしてしまった。その穴埋め財源

都市部が
農村の2.6倍に

は、将来へのツケ回しである赤字

格差深刻

％下落した。

中国の所得

３％増だったのに対し、全人口の

團園

巧
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さらに、都市部企業のリストラ
などによる一時帰休（レイオフ）

労働者の増加で、出稼ぎの機会と

収入も大幅に減った。

（読売新聞二○○○・｜・七）

生きがいの持てる役割を

が、問題は介護だけではない。

会にどう位置づけるのかという新

期をどう生きるのか、高齢者を社

ていない。日本でもその実験、挑

その答えをどの国もまだ見つけ

たな課題に直面している。

決してくれるわけではないようだ・

元気な高齢者の活用を

介護保険の認定対象となるの

は人々の夢だった。つい半世紀前

「より長く生きたい」というの

当な仕事に従事する機会その他社

は、その希望と能力とに応じ、適

老人福祉法３条２項には「老人

い。

まで「人生印年」といわれた平均

会的活動に参加する機会を与えら

戦がいま始まった段階といってい

均の１．４倍である。公的年金の

寿命は男性而歳、女性は別歳とな

れるものとする」とある。だが、

は、全体のせいぜい１割程度だ。

高齢者が生きがいを持って仕事

水準も国際的に見劣りしない水準

り、世界一の長寿国となった。

元気な高齢者も増えている。

や社会貢献に参加できる社会にし

に達した。他の世代に比べ、高齢

自立とネットワーク作り

たい。ところが、いまの日本は、

高齢化率

ｌＩｌＩ

それが生きがいを失わ

分に用意されていない。

る場が、日本の社会では十

の場でも高齢者が参加でき

たが、企業でも、社会貢献

延長を認める企業も出始め

で、妬歳まで段階的に雇用

合わせ、電機大手など一部

年齢が繰り延べされるのに

来年から公的年金の支給

足らずだ。

で働き続けられる人は２割

が、釦歳を過ぎて同じ企業

は国際的にも際立って高い

日本の高齢者の就労意欲

い○

現実は必ずしもそうなっていな

者の平均像は経済的弱者とはいえ

夢がほぼ実現した今、長い高齢

それには、ほど遠いところにあ
ない。

自殺が増えている背景のひとつ

寝たきりや手助けを必要とする

例えば、開歳以上の一員齢者の自

ら増え始め、肥年は前年より約１

高齢者は、今年中に２８０万人に

は介護地獄といわれる現実である

３００人増え、７５７８人と過去

達する。公的介護保険が４月から

》つＣ

最高に達した（厚生省一人口動態

ようやく始まるが、全体の》悪童をま

殺が多いのをみてもわかる。長ら

統計二。、万人あたりの自殺死亡

基盤の整備度も、サービスを提

かなえるのはせいぜい４割程度だ。

日本はほとんどの欧米主要国より

供する民間企業の参入度も市町村

率を国際比較（師年）でみると、

高く、イギリスの３倍、アメリカ

によって相当な差が出そうだ。

坊年先には、介護を必要とする
間も長期化する傾向にある。介護

高齢者は倍増する。寝たきりの期
保険は深刻になる介護をただちに解

=;i=覇
P匡需

く横ばいだったが、１９９７年か

る。

新千年紀の
長寿社会

の２倍にも及ぶ。

その原因は生活苦だけではない
ようだ。

筋歳以上の高齢者世帯の平均貯
蓄高は２３５３万円で、全世帯平

7７

園

ではないか。

せ、自殺の遠因にもなっているの
効率を重んじ、生産第一主義で
突っ走ってきた社会風土を見直す
べきだ。能力も、意欲も、豊かな

らが住むコミュニティーへの参加

定年退職した高齢者たちが、自

から全国３カ所で、ＮＰＯ設立の

トセンター」（東京）が、昨年末

そうなるためには、社会の仕組

化され、大きな力を持ち始めた

意識を持ち、それがネットワーク

意識改革も必要

００人が参加、その６割が男性

時、地域も日本の社会も間違いな

ための研修会を開いたところ、３

く変わる。

みを変えるだけではなく、高齢者

で、その大半は退職した、もしく

自身の意識改革も必要だ。

大企業の管理職といった以前の

が大半を占めていたのが、確実に

（毎日新聞二○○○・〒十一）

社会の展望も開けるだろう。

世界に先駆けて経験する超高齢

は退職する予定のサラリーマン
だったという。

その胎動も見え始めた。

「ネットワーク」の二つだろう。

変革のキーワードは「自立」と

肩書はもう捨て去るべきだ。

える視点が、これからは不可欠

変化が起き始めている。

は社会にとっては大きな損失と考

経験もある高齢者を活用しないの

だ。

例えば、入居が始まって約加年

ＮＰＯの参加者はこれまで女性

昨年９月の総務庁推計による

は、高齢化が進み、退職者が続々

余たつ東京や大阪のニュータウン

水が世界を脅かす

と、随歳以上の高齢者は２１１６

だけの「定時制」だったのが「全

出始めている。これまで家に帰る

万人で全体の旧・７％を占める。

し、世界で最高の高齢者国となる

今年中にスウェーデンを追い越

（単位・’0億立方薊）

枯渇・汚染で奪い合い懸念

世界の合計（最少値）163.6

になる。

の利権をめぐって争ってきた。ところが、二

アメリカ１３．６

日制」住民の仲間入りをすること

十一世紀は水の世紀になる、といわれる。人

サウジアラビア6.0

北アフリカ１ｑＯ

２００５年には５人に１人、旧

ニュータウンに学者や官庁、大企

口増とともに水不足が深刻化、奪い合いが激

中国３０ｐ

見直しだ。

業の退職者による「多摩ニュータ

しさを増すというのだ。水には代替品がな

推定年間不足水量

二十世紀は石油の世紀だった。大国は石油

ウン学会」が３年前に結成された。

いｂヨルダンの故フセイン国王が「将来の中

インド104.0

旧万人が住む日本最大の多摩

仮に２０００万人の高齢者が短

退職者らの力も結集してネット

（ZE蝋imi執鞭）

年には４人に１人が妬歳以上とな

時間でも仕事や社会貢献をすれ

ワークを作り、時には自治体や国

る。

す。高齢者を社会福祉の受給者と

ように、水をめぐる紛争が頻発して、世界の

東の戦争は水をめぐって起きる」と予言した

ば、年間数兆円もの価値を生み出

にも働きかけ、住み良い町づくり

しているところもある。大河にはぐくまれた

安定を脅かす恐れがある。その芽がすでに兆

を進めようという狙いからだ。
介護保険が始まるのをきっかけ

してのみ見るべきではなかろう。

に、介護を担うＮＰＯ（民間非営

保険料を負担できる人もいる。そ
うなれば社会保障財政も好転す

利組織）もいくつかでき始めた。

の現在を見た。

四大文明の地を訪ね、人類の命の源である水

にみることはない。

る。高齢社会をいたずらに悲観的

ＮＰＯの設立支援やネットワー

ク化にあたる「ＮＰＯ事業サポー

主要な国と地域の水不足

函
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ビ）や世界銀行などで組織する

境計画（ＵＮＥＰ、本部ナイロ

を追われる人の方が多い。国連環

今や、戦争より、水によって家

言する。水不足が社会不安を生

所のレスター・ブラウン所長は断

専門とするワールドウオッチ研究

ているのが水だ」と、環境問題を

水効率のよい作物の生産を目指す

する。効率的なかんがいを考え、

工業、生活まで見直すことを提案

性」という新しい概念で農業から

る。

た。最終結果は３月末に発表され

と、毎年ごとの集積をはじき出し

するため受け入れる移民数の累計

枯渇だ。今世紀後半に電動ポンプ

（朝日新聞二○○○・｜・＋｜）

で、平均すると毎年約釦万人の受

でに計３３００万人の移民が必要

維持するためには、２０５０年ま

下することが判明。肥年の水準を

０５０年には５７００万人まで低

その後、急激な減少に見舞われ２

０年には約８６００万人に減少。

だった日本の労働人口は、２００

１９９５年に約８７００万人

べきだという。

河川流域の水危機による「環境

が登場、くみ過ぎで雨水による補

（ワシントンⅡ辻篤子）

み、地域の安定を脅かすと警告す
る。

「二十一世紀の水に関する世界委
員会」は昨年末、こんなリポート

難民」は一九九八年、二千五百万
給が追いつかなくなった。地下水

同所長が懸念するのが地下水の

人発生、初めて一戦争難民」を超

位の低下は、中国、インド、中東

を発表した。

えた。水による難民は二○二五年
から米国まで広がる。

水収支のマイナスは一年に千六

までに一億人に達すると予測され
ている。

け入れを迫られることになる。

【ニューヨークⅢ日共同】先進各

年に約’億５００万人となる。

なった後に減少に転じ、２０５０

百億少。穀物一少を生産するため

国の移民受け入れ問題に初めて焦

リポートによれば、世界の主要

総人口については２００５年に

穀物輸入は、形を変えた水の輸

点を当てた国民の人ロ動態推計の

２０５０年までに計約１７００万

ピーク時の水準維持には同様に、

に水は千少必要とされる。だか

活が脅かされている。大河川で健

入ともいえる。実際、北アフリカ

概要がｎ日までにまとまり、日本

人、毎年約蛆万人の移民が必要。

河川の半分以上で枯渇や汚染が深

全なのは南米のアマゾン川とアフ

から中東にかけてほぼすべての国

は急速に減少する労働力人口（旧

さらに妬年には胆～倒歳の４．

約１億２７００万人とピークと

リカのコンゴ川ぐらい。流量が大

で水不足が進行、穀物輸入が急増

～倒歳）を維持するため、今後別

ら、穀物一億六千万少分。四億八

きく開発が進んでいないおかげ

している。これらの国が一昨年輸

８人が開歳以上の高齢者１人を支

刻化、農業や工業用水、飲用水な

だ。

年間にわたって毎年約釦万人以上

千万人を養う量だ。

世界の水需要は今世紀半ばと比

にナイル川の年間水量に匹敵す

入した穀物を水に換算すると、実

どを川に頼る流域住民の健康や生

べて三倍になった。収入増に伴っ

価格の高騰にはね返り、国境を越

地域の水不足は、国際的な穀物

本、米国、英国など８カ国の総人

同推計は国連経済社会局が日

３００万人、毎年約１０１０万人

持には２０５０年までに約５億５

（毎日新聞一一○○○・｜・十一一一）

の移民が必要と指摘している。
でを予測、一定時期の水準を維持

口、労働力人口など２０５０年ま
ブラウン所長は、「水の生産

えていく。

７人まで低下。４．８人の水準維

えていたが、２０５０年には１．

国連が人口動態推計
の移民受け入れが必要との結果が

少子化日本…
移民60万人
受け入れ必要
示された。

皿

る。

て水需要も増え、人口増をはるか

に上回る。世界各地ですでに供給
が需要に追いつかない。

それにもかかわらず、二一十一
世紀の資源問題で、最も軽視され

”
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修し、全国農業会議所が技能検定
を実施する。これに通れば技能実
習生となり、野菜や果樹をハウス

人手不足に悩む農業や、ホテル

間の「研修」で一定の水準に達し

一‐技能実習」は、外国人が一年

業でも外国人労働力導入への要望

また、成長が著しい情報通信産

臥鮒附鍬就労期間も延長

の三つの業種で働いてもらう方向

栽培している農家、養鶏、養豚業

などで、外国人が「技能実習」と

たあと、現場でより実践的な技術

が強く、人材を確保するため、外

外国人、農業・ホテル業など

して働ける道が開けそうだ。法務
を修得する制度。二年間働くこと

国人に「在留資格」を認める際に

で準備を進めている。すでに技能

省が八年ぶりに見直している外国

が認められている。研修生とは異

求める必要経験年数などの基準を

検定の評価システムを申請中だ。

人労働者受け入れ政策の指針「出

だが、実習が認められる職種は

なり、正式な労働者とみなされる。

は、｜特定活動」という在留資格

いなかった新しいビジネス分野に

の枠を広げるなど、受け入れの仕

緩める方針だ。これまで想定して

生が途中で行方をくらまし不法滞

組みを検討する。

いま、機械や繊維、建設など五十

討する」としている。本格的な高

在者になる一因となっている。研

中長期的には、高齢者の介護や

就労期間も延ばすことを打ち出し

齢化社会の到来を見すえ、要望が

修だけで実習が認められていない

伝統産業で外国人労働者受け入れ

で「もっと働きたい」という研修

強い分野に積極的に外国人を受け

業界からも、「研修一年で帰国で

の要望が高まる可能性があるとし

五に限られており、その他の職種

入れて、優れた人材を確保する方

は採算はあわない」という声が出

「外国人を受け入れる枠組みを検

向性が示されている。

数を調整できる「受け入れのあり

て、「的確かつ機動的」に入国者
計画案では、①これまで技能実
など大幅に対象職種を広げ②研修

みなされ、外国人受け入れを認め

介護はこれまで「単純労働」と

方」を検討する。

この基本計画案は、今後五年間

は集中して時間を縮め③より長期

ていなかった。厚生省や労働省は

習のなかった農業やホテル業関連

の社会の変化を想定し、中長期の

「安価な労働力」としての受け入
れに慎重で、基本計画に「介護労

ている。

働」の言葉を盛り込むかを含め協

間の技能実習を可能にする、とし
農水省によると、農業分野では

入管行政の基本となる。法務省は
詰めており、調整のうえ二月をめ
どに公表する。

農協などが外国人を受け入れて研

関係省庁にこの案を示して細部を

介護分野は「検討」

ていた。

た。初めて介護労働にも触れて、

れる職種を大幅に増やしたうえ、

入国管理基本計画」案で、受け入

図

している。

翌年度から実施した。

は技能実習制度の検討を打ちだし、

図る。一九九二年の第一次計画で

に基づき関連法や省令の見直しを

は五年ごとに見直していく。計画

いる。第二次計画となる今回から

の基本として定めると規定されて

の長と協議したうえで、入管行政

人管法で、法務大臣が関係省庁

出入国管理基本計画

（朝日新聞二○○○・｜・十四）

取り組みを目指すという。

犯罪組織にはより強力で効果的な

新設するなど、不法滞在者や国際

一方で、二月には不法在留罪を

資格の活用を検討する。

者」や、「永住者」といった在留

れている就労に制限のない「定住

るとし、いま日系二世らに適用さ

社会づくり」にも努める必要があ

期滞在の外国人と「共生していく

極的に」認めていく。さらに、長

ときの在留資格変更も、より「積

また、留学生が日本で就職する

議
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かけて六十歳以上の高齢人口が急

に次ぐもの。ＵＮＦＰＡは毎年、

長就任は安藤博文・現事務局次長

人口増とともに生態系の破壊は

録的高温になり、三十年で地球の

化は顕在化して一九九○年代は記

いる。

増するからだ。先進国と違い、所

加速している。｜方、地球の温暖

援助機関。

一世界人ロ白書」を作成する開発

得水準の高くない段階での高齢者
の急増は、その国の社会にとって

（読売新聞二○○○・一・十五）

平均気温は○・四四度も上がっ

た。南極や氷河の氷も急速に解け

ており、アルプスなどで氷の中か

ら何千年も前の人が見つかってい

るのは師尿が温曄滞叫しているとい

う先祖からのメッセージ」とした。

新世紀の課題はまず、国連が二

○五○年までに九十億人近くにな

問題のシンクタンクである米ワー

【ワシントン嘔曰Ⅱ辻篤子】環境

中心のエネルギー供給から、風

方、気温の安定化には、化石燃料

族計画と教育が必要だとみる。一

ること。そのためには世界的な家

ると見込む人口を七十億人に抑え

ルドウオッチ研究所は十五日、新

このほか、地球の将来にとって

世紀の課題は気温と人口の安定化

忘れられがちだが、最終的に将来

重要な問題として、地下水位の低

力、太陽などの再生可能なエネル

を左右するのは地球の健康状態で

下による水不足の深刻化と、アフ

だとする二○○○年版の地球白書

あり、いま手を打たなければ孫の

を発表した。情報技術による経済

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ、本

末でも百億人に届かないとの見方
も出ている。途上国の出生率が予

リカでのエイズの拡大を挙げた。

食糧や資源の面では朗報のよう

金事務次長に任命すると発表し

局次長の和気邦夫氏（師）を同基
断するねらいで、毎年発表されて

この白書は地球の健康状態を診

だ。

だが、単純に喜んでばかりもいら

た。発令は二月一日。日本人の次

（朝日新聞一一○○○・｜・十七）

世代はわれわれを決して許さない

た。

米研究所が白書

ギーに移行させる必要があるとし

抑制｣が必要

の活性化の陰で地球環境の悪化は

｢人口7(臆人に

大きな負担となる。

｜足先に少子高齢化に直面して
いる日本。この難題をどう乗り切

ではない。世界の手本を作るくら

るかは、他の国にとっても入ごと

「二十一世紀になる少子高齢化

（輝）

二○○○・｜・十四）

（日本経済新聞

だ。

いの意気込みで知恵を絞るときで

百年前十六億人だった世界人口
が、昨年は四倍近い六十億人に達

した。二十世紀はまさに人口爆発
の世紀だった。しかし、二十一世
紀は一転して停滞の時代になるか
もしれない。

世界人口は来世紀半ばには百億
人を突破するといわれたことも
あったが、国連の見通しは改定の

地球延命には

部・ニューヨーク）は十四日、国

たびに下方修正され、二十一世紀

園

想以上に下がり始めたのが原因

事務局次長に
和気氏任命

だろうと強く警告している。

国連人口基金

際開発グループ（ＵＮＤＧ）事務

囮

球人口皿億の世紀』

は先進国だけのものではなくな

コラム、鐘より
はないかｃそれも一つの国際貢献

２１世紀は
途上国でも
少子高齢化

る」（大塚柳太郎、鬼頭宏箸「地

囮
れない。途上国では来世紀半ばに
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米の研究所警告

クアドルのビルカバンバや旧ソ連

百十歳あたりを上下していた。エ

プルに子供は二人まで」という目

せ、人口抑制では、二組のカッ

ない」と強調。対策として、温暖

定化なしに、地球の生態系は救え

のコーカサスなど、世界には伝説

の日本人の平均寿命は、男性七十

厚生省の調べでは、一九九八年

とは対照的に、最高齢者の年齢は

のが過去最高で、上昇一途の寿命

蕊

９蕊

（読売新聞二○○○・｜・十八）

はないかと判断している。（砂）

歳あたりが、ヒトの寿命の上限で

な根拠はないと柴田さん。百十六

でも生きた人がいるという科学的

証明されており、百二十歳以上ま

いては近年、資料や戸籍の不備が

的長寿地域があるが、これらにつ

標を掲げるべきだと提唱した。

（読売新聞二○○○二。十七）

化では、石油や石炭などの化石燃
料から、風力、太陽電池などの自
然エネルギーへの転換を加速さ

ラウン所長）は十五日、二○○○

七・一六歳、女性八十四・○｜歳・

二六歳が過去の国内量尚齢者

年版の「地球白書」を発表し、温

ｒｌｌｌｌｌｌヒトの寿命の上限

暖化と人口増加の克服が二十一世

みぞう

でも未曾有の速度で平均寿命が延

わずかに伸び悩んだものの、世界

地球白書はまず、｜初めて白書

のは百歳を超えた人（百寿者）の

数で、六三年全国でわずか百五十

びている傾向に変りはない。驚く

ると期待していた」が、現実には

二歳を最高齢に一万千三百四十六

三人だったのが、九九年には百十

を出した一九八四年には、地球環

などが進んだうえ、温暖化という

か。東京都老人総合研究所の柴田

寿命は際限なく延びるのだろう

人。猛烈な増加ぶりである。

二○五○年に一・五倍の九十億人

最高齢者を六三年までさかのぼっ

博副所長は独自に、各年次の国内

県の女性が百十六歳で亡くなった

て調べた。その結果九五年に愛知

に増え、「あらゆる環境問題を悪

の人口は現在のペースが続けば、

新たな脅威も現れたと指摘。世界

森林の減少や土壌の流出、水不足

境の改善を報告し、新世紀に入れ

た。

自殺者の急増で、男性が前年より

園

紀の最大の課題になると警告し

ウオッチ研究所」（レスター・ブ

国の環境シンクタンク「ワールド

【ワシントン旧日Ⅱ大塚隆二米

温暖化

化させるだろう」と警鐘を鳴らし
た。

L｣

２１世紀の脅威
人口増加・

そのうえで、「気候と人口の安

P1

磨圖

β萬〆凸〆Ｖ、
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「低所得・高成長」を経過

め、リポートは東アジアに共通す
る成長の姿を「逆Ｕ字形の成長」

のに比べると特徴的だ。このた

電子工業からハイテク産業へと時

国・地域は、軽工業から重工業、

に引き継がれていく独特な傾向を

挙げた。具体的には、東アジア諸

と説明している。

日本の主力産業が繊維などの軽

リポートはまず、東アジア諸国

ニズムを分析した研究リポートを

て成長率を高めた要因として、高

工業から鉄鋼など重工業に移る

圏東アジアに特有の”逆Ｕ字形“の発展
発表した。日本、韓国などの東ア

い貯蓄率や教育水準、平等な所得配

と、代わって韓国や台湾が軽工業

１１）

ら低成長に収束する過程について

が続いて軽工業を振興させると

に進むと、タイやマレーシアなど

「高成長の新興工業国一

（読売新聞二○○○・｜・十九）

は、それぞれの国の産業構造の変
化に加えて、東アジア地域間で主

に移行し、その後次第に

欧米などの先進国同様の

力産業が先行国から後発国へ順番

階へ移っていく過程をた
どっていると分析した。

ほとんどがアルファベッ

を受け入れるべきだ」と提言する

欧州は、労働力維持のため、移民

「二十一世紀に人口が減少する

る。

Ｕ）加盟国の神経を逆なでしてい

制限を強化している欧州連合（Ｅ

ｌ国連提言、各国に波紋Ｉ

「欧州は移民受け入れよ」

「高所得・低成長」の段

いった形だ。

さらに、所得水準が向上しなが

てきた。

経済企画庁は旧日、刀年代から
ジア諸国・地域の多くが、途上国
苧地域の多くが、途上国

分のほか、先進国からの直接投資、

間差を伴って産業構造を変化させ

卯年代にかけて高成長を実現した
特有の「低所得・低成

輸出奨励などの政策を指摘した。

2万３万４万

１１１１１ｌｌＩｌｌｌｌｌ
ＤＯ２００３００４００５００７５０ＩＯＯＯ１５００２００Ｄ３0005000750（
ｌＯＯ２００３００４００５００７５０ＩＯＯＯ150020003000500075001万

が「低所得・低成長」を抜け出し

東アジア諸国の長期的な成長メカ
長」の状態から、工業化

型､{四十国唇

によって低所得ながらも

を成功させ、韓国や台湾が重工業

罰一回二等画

所得水準と成長率の相
関図で見ると、日本やイ
ンドネシアなどの軌跡は
やや例外だが、東アジア

トのＵを逆にした形と

国連報告書が今月発表され、移民

の国・地域の成長過程の

なっている。

途上国が「低所得・低成

報告書は国連経済社会局作成の

で、欧州は少子高齢化の進行に伴

減少と高齢化への対策」。この中

労働力維持年間必要数Ⅱ独川万、伊加万人

アフリカや南米などの

長」の状態からなかなか

「移民受け入れへの転換は、人口

脱せないパターンが多い
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い、人口が二○五○年までに著し
受け入れさせることなどできるだ

に苦しむ欧州市民に、大量移民を

る声があると紹介しつつ、「失業

む」とし、大量移民の必要はない

働市場で女性と高齢者の活用が進

科学者として世界を駆け巡る一

方がいろいろ言ってくださった」

るのに、助手なんか』と大学外の

く減少、特に深刻なイタリアの場

歩で労働人口が減少する一方、労

合、人口を維持するためには毎年

との見解を示している。

「日本でも『環境にやさしい二

め、日本のあり方を見据える。

方、小渕恵三首相の懇談会ｎ世
紀日本の構想」のメンバーを務

ろうか」と疑問を提示した。

（ブリュッセル三井美奈）

（読売新聞一一○○○二・十九）

十一世紀』というが、真剣に考え

ている人はいないだろう。マスコ

ミもリオの地球サミットや京都会

日本のＣＯ２削減が急務と主張し

議で環境問題が問われたときは、

ながら、今では景気を立て直すた

めに、消費を助長する。解決すべ

る前に日本の研究成果を示す必要

た。米ソ両国が火星探査を計画す

も軽減できる」

り人口問題。人を減らせば温暖化

き二十一世紀の課題は、温暖化よ

”ビックバン以来の宇宙の歴史

があると、平成元年に東京で、国

Ⅲ世紀の東京展望を惑星物理学者松井孝典扇）さんに聞く

「人間圏」の再構築が必要に

環境破壊は人口問題が課題

「二十一世紀には、科学技術の進

リーヌ・ランブレヒト研究員は

ベルギー経済省計画局のミシュ

二十四万人の移民を新規に受け入
れる必要があるとしている。

報告書はまた、社会保障水準維
持のため、高齢者一人に対し十五
’六十四歳の労働者四人を確保す
るには、イタリアで年二百二十万

人、ドイツで年三百四十万人の移
民を受け入れる必要があるとして
いる。これら必要移民数は、両国

の就業者数の約一割にあたる。

ＥＵ統計では、昨年の域内人口

いるのが一自然」そのものだとい

の古文書〃が、ぎっしり詰まって

人、これに対し流入移民は七十二
万人だった。ＥＵは平均約ｎ％の

その上で「東京の改造」の重要

高失業率に悩んでおり、就労目的

だれも見ない前に、こそつりのぞ

た。

際協力を導き、その推進役を担っ

は、日本初の惑星探査における国

規制強化を実施する必要がある。

知事が提唱している車規制の問題

ているのは東京だけ。石原慎太郎

に国のすべてのシステムが集中し

「世界のどこを見ても、｜都市

性を説く。

ける。感動と興奮が押し寄せるそ

大学（東大）では、助手を十四

ど十一カ国の「火星鋼一計画で

際火星フォーラムを開催。ソ連な

の移民制限に力を入れ、移民嫌い

の瞬間があるからやめられない」

年間務めた。教授になったのは同

の傾向が強まっている。

ベルギーのル・ソワール紙は

日本を代表する惑星物理室者。

まず膨れ上がった人口を地方に分

波紋を投じた。

このため、国連報告書は複雑な

「欧州が移民大陸になるのは必然」

専門は比較惑星学。昭和六十一

散させ、一極集中した『人間の

環境破壊とは、人間が一万年前

圏』の再構築が必要だ」

など、東京は多岐にわたる分野で

とし、移民嫌いの風潮を受けて、

「おかげで、雑用せずに済んだ。

期のなかで一番遅いと、ニンマリ。
好きなことをやらせてもらって、

年、英科学誌「ネイチャー」で地
めて立証、科学界の注目を浴び

得したと思っている。『業績があ

移民労働力活用をタブー視する政
治家たちを批判した。

一方、フランスのル・モンド紙
は、産業界には移民労働力を求め

た。ノーベル賞の呼び声も高かつ

球の起源と進化について世界で初

「科学者は古文書の一ページを

》っ。

の自然増は戦後最低の二十七万

函
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まりにあるという。

チュァリを造った「人間圏」の始

に森林を農地に変え自らのサンク

りに着手する。

思想で、新世紀に向けた都市づく

ごった考え方を改め、レンタルの

『地球にやさしい』なんて、お

れた声の大半は、大人の身勝手さ

したことなどを紹介した。寄せら

地への移転に反対運動が起きたり

らい回しされたり、保育園の住宅

い」と滑り台が公園から公園へた

の世界だ。小、中学校の統廃合が

きく変わらざるを得ないのが教育

少子化の直撃で枠組み自体が大

は減少する。

○八人を下回ると、やがて総人口

だと一・○○人になっている。二・

市に分散可能にするため、各地方

ら大きくなり、自分の子どももそ

「自分も小さいときは騒ぎなが

しても、人気のない大学・短大に

減っていけば進学率が上がったと

相次ぐ。定員が横ばいで受験生が

進み、大学・短大では定員割れが

「都市の理想的人口は、数十万

は、われわれが消費しているエネ

都市の独自の機能を将来的に高

う育てたはず。お年寄りが温かい

て人間圏を創造した。今や生物圏

ルギーや物は、歴史的にストック

め、人を含めた”総量“をこれ以

目で支援しなければ少子化問題は

人。集中した人口を効率よく各都

されてきたもので限りがあるとい

上増やさないことが必要だ」と、

には”帰化”できない。大切なの

「人間は、生物圏から飛び出し

を批判したものだ。

うこと。解決のかぎは、”レンタ

は入学者がいなくなる。

都銀幹部の話では、銀行はすで

解決しない」（女性・仇歳）、「政
府や自治体は『地域で子育てしよ

に学校法人を峻別する時期に入っ

て注文をつけることも少なくない

しゅんくつ

う』と呼びかけていますが、子ど

ている。銀行側からカリキュラム

「東京改造」の第一歩を説く。
（末永恵）

（産経新聞二○○○・｜・十九）

の変更や学部・学科の新設につい

ルの思想〃・人間の体そのもの

が、地球からレンタル。自分は
“借り物〃なんです」

が多いようでは無理」（女性・拠

もが騒音にしか感じらない人たち

歳）。

という。しかし、国の保護が手厚

経営が成り立たなくなる大学・

かった大学側の動きはまだにぶい
が、子どもにとってそうだとは限

短大が出るのは間違いない。希望

街の少数派になった子どもが、

らない。その行き着く先に見える

者はだれでも大学に入学できる時

大人や社会から大切にされていな

え始めることが早急に求められて

のは、少子高齢社会がいち早く訪

と嘆いていた。
いる。

れた米フロリダ州の光景だ。そこ

い。大人にとって住みやすい街

経済成長の可能性の問題から、

四歸凱騨靴唖議
一世紀の日本に訪れる。厚生省の

大学受験、子育て支援、不妊治療

るのか。社会面の連載「少子の新

ない社会では、どんなことが起き

○○五年から始まる。子どもの少

者から最も多くの反響があったの

な現象を多角的に紹介したが、読

世紀」では、少子化に絡む具体的

まで、課題は幅広い。「少子の新

に産む子どもの数（合計特殊出生

いま、日本で一人の女性が生涯

を繰り返していた。

反対する高齢者と若い世代が衝突

では、税金を子どもに使うことに

あとに学生を鍛える大学に変身す

のものを大胆に変えて、入学した

選ぶのではなく、カリキュラムそ

ではなく、改革の好機にしたいと

少子化・人口減少の時代が二十

推計では、人ロ減少は早ければ二

代になる。危機のみを強調するの

世紀」で、その予兆の数々を紹介

が、「大人の都合」二月七日付）

率）は一・三八人。東京二十三区

偏差値きざみの入試で受験生を

わたしは思う。

した。少子化を前提に、住みやす

だった。「子どもの声がうるさ

い社会とは何か、生活レベルで考

8５

人になって、親の好物だと思い魚
の頭としっぽを買って親のおかず

るにはいい機会だ。これまで文部
省の審議会やマスコミなどが指摘
過保護でわがままになった一

に出した〉

人っ子は、この街では「小皇帝一

しても実現はしなかった。しかし
て、実行せざるを得ないのではな

人口減少という外的要因に直面し

少子化の具体的な影響はこれか

と呼ばれていた。

される問題も少なくないはずだ。

ら出る。人口が減ることで、改善

｜人っ子政策をとり少子化が東

いか。

でこんな話を聞いた。

京よりも一歩先を進む中国・上海

み出す少子社会を目指したい。

「ひずみ」ではなく「余裕」を生

おかずに、魚で最も肉が多い腹の

（朝日新聞二○○○・一・二十｜）

〈ある家庭で、子どものご飯の

部分を与え、親は遠慮して頭と
しっぽを食べ続けた。その子は犬

自給率「印％目標」議論本格化

ピ（Ｕ

Ｗ〔Ｕ

ロワ』

よ

鯛た

ゾ
コ

（Ｕ
ｎＵ

４丁

０

簡圃１牧草地合

フマ

（Ｕ
ｎ》

しかし、現実には、別％への引

（Ｕ
ｎ）

き上げはきわめて厳しい。農水省

【ワ

か、品目別と穀物自給率をそれぞ

Ｒ】

ｎＵ
〔Ｕ

瀞憾驍｜扇。躯鑑

ｎｕ

叩

れ重量換算で、総合自給率を金額

でも難しい」と見ている。

は、「減少に歯止めをかけるだけ

く１１

換算でも示すことを打ち出した。

焦点は、蛆％まで低下した総合

増産に向けた課題が示されるが、

や大豆、飼料作物などを中心に、

基本計画では、自給率の低い麦

三月中に策定する基本計画の柱と

自給率を二○一○年度に何％に引

生産面での努力だけでは限界があ

して盛り込まれる。

農水省は「達成には相当な困難が

き上げる目標を立てるかだ。

難しい諸事情の「生産と消費」

換算）となっている食料自給率

伴う」と、理想と厳しい現実との

食料自給率は、食料を国内生産

内で自給すべきだ」との声が強

消費者団体も「最低でも半分は国

産者団体は早くから印％を掲げ、

に、大豆ではほぼ三倍に拡大しな

の場合は国内生産量の二倍近く

を１％底上げするためには、小麦

る。同省の試算では、自給率全体

を、十年間にどれくらい引き上げ

でどの程度確保しているかを示す

全国農協中央会（全中）など生

間で苦慮している。

策審議会（首相の諮問機関）が二

ければならない。

化している。食料・農業・農村政

十四日まとめた食料・農業・農村

い。与野党の意向も踏まえると、

る海外の農地面積は、国内耕地面

輸入農産物の生産に使われてい

もので、カロリー換算する総合自

るのは難しい情勢になっている。

基本計画の骨子では、具体的な自

基本計画の骨子では、このほ

政府が別％に満たない目標を掲げ

者、消費者ともおおむね別％を主

給率が代表指標となる。

張する声が強まっている。ただ、

(1996年度）

給率には言及していないが、生産

現在蛆％（九八年度、カロリー

食料自給率(カロリー換算)の推移

るかを巡る政府の検討作業が本格

図
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人口千人当たりの赤ちゃんの出

けたい」と苦慮している。

はなく、｜種のスローガンとして

務次官）と、義務的な達成目標で

は四七年からの十年間で三十四人

生数を示す出生率について、日本

積の二・四倍にあたる千二百万粉

の役割に期待感を示し始めてい

農水省は、数字が独り歩きする
る。

に及ぶ自給率を高めるためには、

国内耕地の有効利用も欠かせな
ことを懸念し、「数字そのものに

てシンガポールは十五年で、中国

から十七人に半減した。多少遅れ

は意味がない。国民参加型の指針
として意義がある」（高木勇樹事

は十年で、韓国は十七年で、タイ

は二十年でそれぞれ半減、西欧諸

国では考えられない速度で低下し

た。

は、食料自給率の目標設定につい

トーマス・フォーリー駐日大使

海外の目も厳しい。アメリカの

システムにあるとして、企業、官

の奇跡的発展の基本的要因は社会

バーワン」を発表した。日本経済

氏は著書「ジャパン・アズ・ナン

米国の社会学者エブラ・ポーゲル

今から二十年前の一九七九年に

経験を基礎としている。戦後日本

り、それは主として西欧文化圏の

転換理論として体系化されてお

人口動態の変化については人口

して死亡率も十年で半減した。

れた。出生率と時期をほぼ同じく

が、日本ではわずか十年で達成さ

ともに世界最長に達しているここ

性は八十四歳、男性は七十七歳で

で、九八年簡易生命表によると女

成している。二つ目は平均寿命

在三・六人で世界最低の比率を達

んの死亡数（乳児死亡率）で、現

生千人に対する一歳未満の赤ちゃ

には二つの指標がある。一つは出

日本型人口転換を生かす道

国際的意義の第二点は日本の

て、「貿易に影響を与えないよう

僚、政治、福祉、国民性の分析を

は西欧的人口転換に対して、日本

の二つの指標は日本が世界に誇る

「死亡率低下革命」である。それ

な形で、慎重に検討してほしい」

行った。日本や米国で反響を呼

べき生命の勝利である。

ｒｌｌｌｌ論壇・黒田俊夫

（読売新聞二○○○・｜・二十五）

い。

生産だけでなく、食生活自体が
変わってきた影響も大きい。自給

が可能なコメの消費が減少する一
方、自給率の低い肉類や油脂類な

どの消費が増えている。食糧庁に
よると、コメの一人一か月当たり

の消費量（全世帯）は、九九年十

と注文をつけている。世界貿易機

び、東南アジアや東アジアの国々

ていった。

独自の人口転換パターンを展開し

一月まで四十四か月連続で前年実

関（ＷＴＯ）の次期農業交渉で、

でも注目された。

わけにはいかないが、自給率の低

自給率の目標について、政府
は、「実現不可能な数字を掲げる

い。

で輸入を減らすことは現実的でな

ために、貿易を制限するような形

増えやすくなる。自給率を高める

れば百年を要した出生率の低下

西欧諸国では早くて五十年、遅け

口的側面についての理解である。

と死亡率の異例的な低下という人

日本の人口転換、すなわち出生率

際的に重大な関心を持たれていた

視点が欠けていた。当時すでに国

だが、この本には一つの重要な

である。

ん引車的役割を果たしてきたこと

ア諸国の出生率低下にとって、け

生率に関する日本の経験が、アジ

スのもっとも重要な要素である出

る。その第一は、人口転換プロセ

転換が持っている国際的意義であ

注目すべきは、この日本的人口

いる。乳児死亡率も平均寿命も、

際的にみても重大な意味を持って

れられがちだが、日本にとって国

ある。この面での日本の役割は忘

しも押されもせぬナンバーワンで

率の低さという社会的側面では押

は赤信号がともっているが、死亡

どうやら経済のナンバーワンに

績を割り込んだままだ。

関税が引き下げられれば、輸入が

囮

下傾向には何とかして歯止め左）か

８７

すふお－らむ
こゆ

の開発および社会参加が人類の持

たる健康と、社会的・経済的能力

あり、実現すればその意義は極め

催しようという機運が高まりつつ

目に当たる二○○四年に日本で開

の実態についても十分な知識が必

ばならない。さらに、発展途上国

合的・科学的分析がなされなけれ

た要因およびノウハウについて総

児死亡率の低下や長寿をもたらし

的指標と考えることができるから

続的発展の基礎的条件であると位
て大きい。

イロ」の次回世界人口会議を十年

である。

置づけられたのである。その意味

しかし、そのような国際会議の

娠、出産、養育といった生涯にわ

乳児死亡率は先進国全体でも十

で日本は二十一世紀の人類的課題

の過去を振り返って、国民の福祉

開催のためにはいま一度、わが国

その社会における生活の質の総合

人、アジアでは六十－七十人の国
の先駆的モデルとして貢献すべき

と発展の基礎条件ともいうべき乳

（朝日新聞二○○○・｜・二十六）

Ⅱ投稿）

問題も深刻だ。国際機関や米政府

▼母子感染による子供のエイズの

なども事態を憂慮し、国連安全保

するそうだ。

乳幼児の死亡率が低下し、一般の

障理事会で対応策の協議を急ぐべ

内戦や飢餓の犠牲者が少なくなっ

た。その結果、経済成長率が人口

のレベルを超え安全保障の命題に

きだとの声も出てきた。社会問題

なった格好だが、背景にある貧困

の所得水準が向上しない皮肉な現
象がアフリカの苦悩を象徴してい

の解消自体が難しい。生命科学の

にはある。

ふだん気づかない重い現実が世界

進歩がもてはやされる時代にも、
の関心が薄れてきた。だが、ＨＩ

人の生存が再び脅かされている。

▼ＨＩＶのまん延によって今度は

九四年にカイロで開かれた国際

Ｖ（エイズウイルス）は、世界で

は内戦や飢餓による孤児の数をは

一一○○○・｜・二十六）

（日本経済新聞

人ロ開発会議で合意を得た「行動

していたアフリカ南部の住民の平

’九九○年代初めに五十九歳に達
均寿命が、二○一○年には四十五

このままエイズの猛威が続くと、

エイズによって亡くなった二百六

ウィーク誌によると、世界で昨年

カが特にひどい。米ニューズ

の早い段階で国際的に実現するこ

猛威をふるい続けている。アフリ

とを目指しているといっても過言

▼つい最近まで、アフリカの社会

るかにしのぎ、今や一千万人に達

う。エイズで親を失った子供の数

歳にまで低下する恐れがあるとい

ではない。

問題の一つは、人口爆発だった。

カイロ会議の歴史的な意義は女

せたことである。女性の結婚、妊

性を舞台裏から表舞台へと登場さ

の人だという。

十万人のうち約八五％がアフリカ

計画」は、日本が達成している広

た。

増加率に追いつかず、｜人当たり

病気に対する成人の抵抗力も増し

たとはいえ、医療の浸透に伴って

（日本大学人口研究所名誉所長

要である。

も少なくない。アフリカのいくつ

責任と資格を持っている。
いま関係者の間で「ポスト・力

かの国では百人をはるかに超えて

さで赤ちゃんが死んでいる。寿命

おり、日本の二十倍、三十倍の高

経済成長率も低下

についても貧困国ではたかだか五

十歳、アフリカのルワンダでは内
戦という特別の事情があったにせ

よ九○－九五年においては二十四
歳という驚くべき短命が見られた。
人間の生命の尊厳、人間の安全

保障、生活の質の向上が厳しく問
われる今日、このような生命の不
平等が放置されていいわけはある

猛威ふるうエイズ

日本では一時期に比べエイズへ

□=云惠'･

義の高い福祉水準を、二十一世紀

まい。

Ⅵ胴■
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以南のアフリカではその割合が蛆

人口の皿％に当たる人々がなお栄
養不足の状態にあり、サハラ砂漠

グラデシュなどの南アジアでは、

善されたとはいえ、インド、バン

アでは近年、栄養水準が急速に改

の他で一億人となっている。アジ

で五億人、アフリカで二億人、そ

にある。地域別にみると、アジア

られず、慢性的な栄養不足の状態

億人以上が日々の食糧を十分に得

調査によれば、世界では現在、八

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の

界の貧困者に均等にばらまかれて

飢餓は特定の地域に集中せず、世

レスター・ブラウン氏は「現代の

ワールドウオッチ研究所代表の

て起きている。

の経済格差などに大きく左右され

糧の需給バランスの悪さや、個人

る場合もあるが、むしろ世界の食

候不順や病害などの天災に起因す

養不足は、干ばつや洪水などの天

性的な栄養不足である。慢性的栄

いま、世界に広く分布している慢

軽視できないが、より深刻なのは

こうした政情が絡む食糧危機も

のが実態だ。

より多くの食糧が供給されている

限らない。富める先進国の人に、

不足している人に配分されるとは

こかに余剰食糧があってもそれが

る人にのみ食糧も供給される。ど

テムでは、購入できる経済力のあ

ズムを基本とする現在の経済シス

食糧も商品であり、価格メカニ

ない。

の飢餓が解消されているとは限ら

うに見える場合でも、開発途上国

でみると食糧が満ち足りているよ

食糧事情を悪化させる。世界全体

価格の高騰は、そのまま途上国の

高まっており、世界の食糧の国際

により食糧の輸入依存度は急速に

一部の開発途上国では、経済成長

と密接に関連するようになった。

に直面している。人ロ増加による

ある。地球は急速に増え続ける人

る飢餓」が危倶されている一」とで

の時代に突入し、「人口増加によ

第三の問題は、世界人口六十億

ある。

餓」が現代版飢餓の第二の問題で

う。このように「偏在による飢

は、偏在の典型ともいえるであろ

百五十万少も食べ残しているの

量の食糧を輸入しながら、年間四

飢餓が併存している。日本人が大

と指摘されるが、現代は、飽食と

が慢性的な栄養不足状態であった

十八世紀以前は、住民の大部分

も事欠くという状況になっている。

の人々にとっては、日々の食糧に

心事である一方、不足している国

国の人々にとってダイエットが関

しており、食糧が満ち足りている

このように、世界の食糧は偏在

％を超す。

いる。飢餓の現代版は悲惨な写真

途上国と先進国の一人当たりの

食糧不足がやってくるとしたマル

現代の飢餓は、世界の食糧需給

情報網が世界的に整備され、輸

にはならないが、苦難の現実が変

穀物消費量をみても、先進国では

論点ｌ国連食糧農篝関日本事務所所長高橋梯一一

送手段が発展するにつれ、局地的
ききん

わっているのではない一と述べて

年間六百キロ．甥以上を消費してい

がって、最近は、一定の期間に多

り、救済されたりしている。した

よって、多くは未然に防止された

とも少なく、人々にあまり注目さ

は、メディアに取り上げられるこ

生しているこの慢性的な栄養不足

日常の生活の中でごく普通に発

占める先進国の人々が世界の食糧

る。さらに、世界の人口の卯％を

のアフリカ諸国では五分の一であ

分の一強でしかない。サハラ以南

るのに対し、途上国平均はその三

ミットに参加した百八十以上の国

のか。一九九六年の世界食糧サ

界はどう戦っていこうとしている

吹き返してくるようにも見える。

サスの理論が世界的な規模で息を

口を将来も養えるのかという難問

くの餓死者や難民が出るといった

れない。この「隠れた飢餓」が、

の印％以上を消費しているのだ。

こうした時代の飢餓に対し、世

食糧危機は、政治の混乱と重なっ

現代版飢餓の第一の問題である。

飽食と併存する現代の飢餓

な飢鐘は、国際機関やＮＧＯ（民

いる。

きく

間活動団体）などの緊急支援等に

図
ているケースがほとんどである。
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の首脳は、八億の栄養不足人口を
れている。現代版飢餓撲滅のため

う世界規模のキャンペーンが行わ

九割以上を占めた。つまり、多く

くは「三人」が理想という回答が

の現状は問題だ。自宅以外から私

とりわけ多額の費用がかかる教育

確かに子育てには金がかかる。

プ（）ｏ

二○’五年までに半減させるとい
に、先進国の人たちにまず、その

の人が－，あと一人」を産めずにい

供が一人という人も一二人」もし

う目標に合意した。ＦＡＯなど国

現状の認識と理解を訴えたい。
高橋梯一一ｍ六七年に農水省へ入

どんな対策が必要か、という問

だが、今回、政府・与党が打ち

かかっているとデータもある。

活費で平均年間二百五十四万円も

大に通う学生の場合、授業料や生

際機関は「人類の飢餓からの解

省し、国際企画課長、内閣審議

い（複数回答）に対しては、①出

るのだ。

課題としてとらえて行動を開始し

放」を二十一世紀の人類の共通の

官など歴任。九七年から現職。

出した児童手当の拡充案は、対象

ている。

しやすくする記％②延長保育や休

で広げるもので、教育費負担の軽

を三歳未満児から就学前児童にま

産・子育てで退職した人が再就職

（読売新聞二○○○・二・｜）

日保育などの保育サービスを充実

昨年引き上げたばかりの十六歳未

しかも、財源を確保するため、

減を目指したものではない。
への経済支援を求めたのは弱％

に、児童手当の増額など、子育て

せる蛇％という順だった。ちなみ

する蛇％③育児休業制度を充実さ

弱歳。

世界食糧デー（十月十六日）を
中心に毎年、「テレフード」とい

児童手当より先にやるべきこと
安心して出産の環境整備

児童手当の拡充を強く求める公

抱える世帯では逆に増税になる。

ることにしており、小・中学生を

満の「年少扶養控除」を引き下げ

蛆％は共働きであり、妻が専業主

一九九七年の調査だが、夫婦の

だった。

選挙目当てにばらまきをするの

沿ったものとは言い難い。

人」の子供を望みながら産めない

明党に配慮して、財源のないまま
回っている。高齢化の進展はさら

”見切り発車“したためで、制度

婦という世帯のｗ％をすでに上

の理念より連立の都合を優先させ

ではなく、真に求められている少

に女性の社会進出を促すものとみ

でいるわが国の少子化の現状が浮

られる。結婚・出産後も仕事を続

た結果だ。

子供の数は「２人Ｆが蛆％と最も

％だった。これに対して、現実の

しても再就職できるような雇用環

産・育児のためにいったんは退職

くれる保育サービスの拡充や、出

そうした中で、子育てを支えて

いう例は聞かない。

れが顕著な出生増につながったと

諸外国でも導入されているが、そ

べきではないか。

アンケート結果によると、理想

い。

けたいという女性側のニーズも高

その対策として、政府は児童手

人」の担％の順だった。

多く、次いで「三人」の出％、「一

ることをこの調査結果は示してい

境の整備を、多くの人が求めてい

児童手当やそれに類した制度は

とする子供の数は「三人」が岨％

子化対策とは何かを改めて考える
ちゆっちよ

豊かな社会と言われながら、国
民の多くが出産を蹄路する現状
は、いびつと言わざるをえない。

当の支給対象を広げる意向だが、
調査結果は、手当よりも子育て後

子供が二人いる人の半数近くは

を急がなければならない。

の再就職や保育サービスの拡充な

「三人」を理想と考えており、子

（読売新聞二○○○・｜｜・二）

どを求めており、国民のニーズに

安心して子供が産める環境整備

と最も多く、次いで「二人」の蛆

き彫りになった。

本社の世論調査で、「あと一

囮
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食糧余剰

地区に生産の減少を奨励するよう

たとされ、中国政府は一部の農業

の中国の食糧生産は五億少を超え

しい予測を示した。

ントダウンし三○％台になると厳

ス）は十年度の四○％から数ポイ

食糧自給率は国民に供給される

豊作が続き、食糧も余剰が出て備

【北京６日Ⅱ古森義久】中国で大

生産は九六年以来、連続して目標

麦、トウモロコシを合わせた食糧

大豊作が続いている。コメ、小

能なはずだから、奇異にも映るわ

糧を貧困地域に供給することは可

対象が貧困地域といっても余剰食

での日本からの食糧増産援助は、

いを予測した。

産量も減少し、自給率自体は横ば

くとみており、これに合わせて生

は九百四十五万少と減少傾向が続

九百九十一万少から二十二年度に

こうした食糧余剰の状態のなか

になったとも伝えられている。

蓄が増しているなかで、日本から

四億九千万少を超えた。備蓄も五

けだ。しかし北京の日本大使館で

中国に増産援助烟億円

食糧増産援助十二億円以上が与え
億トンと一年分の生産目標を超え余

は、このＯＤＡは食糧自体を与え

面、目指すという動きも伝えられ

側では中央政府が食糧減産を当

たり年間平均食糧供給量を四百キロ

て二○○○年の時点で国民一人当

中国政府は、食糧増産目標とし

農機具などの供与であり、中国政

造的改善につながる肥料、農薬、

た。

ため、自給率も悪化すると予測し

類も資源の枯渇が指摘されている

傾向が続き、自給率は低下。魚介

肉類は今後も消費量が拡大する

る割合。コメの消費量は十年度の

られることとなった。日本側で

剰気味となって、農産物の価格の

食糧のうち国産の農水産物が占め

は、中国の食糧生産の構造改善に
下落をもたらした。

ており、今回の日本の食糧増産援

府から援助継続の要請がある以

は七九％だったが、肉類を中心と

全体の自給率は昭和三十五年に

上、意義はあるとしている。

（産経新聞二○○○・二・七）

と定めてきた。この目標は人口十
二億余全体の供給量とすると約四

億九千万少となる。だが、九九年

比べほぼ横ばい。小麦、大豆もそ

％で十年度（九五％、速報値）と

率の推計値を示した。コメは九六

’○）年度時点の品目別食糧自給

し、三月末までに目標値を掲げる

自給率の向上を図ることを明記

業・農村基本法」（新農基法）で

政府は、昨年成立した「食料・農

○％にまで落ち込んだ。このため

ら低下傾向が続き、十年度には四

いコメの消費量が減少したことか

した食生活の洋風化や自給率の高

れぞれ九％、三％と十年度と変わ

方針を示している。

会で、十年後の平成二十二（二○

イントダウン、魚介類も低下する

（産経新聞二○○○・二・十五）

らないが、肉類は四九％から六ポ
とみており、これらを積み上げた

農水省推計

日本政府が中国への食糧増産援

助は奇異な感じがぬぐえない。

るのではなく貧困地域の農業の構

寄与する援助としているが、中国

｢農業の構造
改善｣名目に

肉類など低下

農水省は十四日開いた「食料・

10年後コメ横ばい

全体の食糧自給率（カロリーベー

自給率30%台に

農業・農村政策審議会」の企画部

■塞薊

助として政府開発援助（ＯＤＡ）

の無償資金十二億三千万円を与え
るための公式文書が一日、両国政
府代表により北京で署名された。
この援助は二○○○年度分の食糧

増産援助で、湖南省、湖北省、河

北省などの貧困地域が対象となっ
ている。中国への食糧増産援助は

毎年、十数億円の規模で贈られて
おり、昨年分は十三億二千万円
だった。

ところが中国ではここ数年間、

虹

函

米ＮＧＯ報告

ピュレーション・アクション・イ

報告書は人口問題ＮＧＯのポ

なった。

ＧＯ）の報告書によって明らかに

いることが米国の非政府組織（Ｎ

種を絶滅に追いやる圧力となって

を示す地域で人口が急増し、生物

地球上で最も豊かな生物多様性

人口増が
動植物絶滅
危機要因に

居の必要性を増し、他の生物種を

いうことだ。たぶん、中国、東南

住現象」がはじまるであろう、と

れまでなかったような規模の「混

しかなことは、この日本列島でこ

絶滅させる要因になる。生物多様

アジア、西アジアなどの人びとが

ＰＡＩは「人口増加は食料と住

い動物の弱％が生息しているとい

植物種の蝋％、魚類を除くせきつ

の援助など人間への投資をしなけ

性の保全のためには、家族計画へ

％に満たないが、そこには世界の

》っＯ

民たちと日本人のあいだで、ある

中心になるだろうが、これらの移

報告書によると、ホットスポッ

【生長恵理】

ればならない」と訴えている。

ざまな解釈はありうるだろうが、

こうした混住現象についてさま

い。

神話はやがてきえゆくにちがいな

粋な「大和民族一という単一民族

部では混血もはじまるだろう。純

民族摩擦も発生するだろうし、一

いはかれらの内部で、さまざまな

トには約ｎ億人が住む。平均人口

（毎日新聞二○○○・二・十七）

密度は世界平均の約２倍、人口増

加率は同１．５倍で、環境破壊の
進行の要因となっている。

正論ｌ中部高等学術研究所長加藤秀俊

「新日本人」にどう備えるか

移民と共存の将来像を読む

推計によると、こんご五十年間に

間の三分の一が外国人になる、と

ると、この日本列島で生活する人

だ。日本の総人口を一億と仮定す

あるのか。

る。いったい、どんないいことが

のも、またわれわれの義務であ

なかに積極的な意味をさぐてみる

命」になってしまった以上、その

わたって日本は毎年六十万人の外

いう勘定になる。何しろ「少子

すでにそれが日本の将来の「運

国人労働者を必要とする、とい

化」がここまで進行してしまった

それは混在によって異質なもの

新しい価値体系の出現

人というのは単純な算術の問題

生物多様性保全活動をしているＮ

う。現在、日本に居住している外

のだから、人口不足の空白を埋め

人なのだから、五十年間で三千万

ＧＯコンサベーション・インター

国人は約三百万人だが、もしこの

るためには外国人からの「移民」

五十年後三千万が外国人

ナショナル（Ｃｌ）と協力して作

推計がただしいとするなら、あと

がこれだけふえるのもいたしかた

国連の国際人口動態についての

Ｃｌは開発の影響で豊かな生物

五年で外国人数は六百万人に倍増

る。ホットスポットには、アンデ

うち三千万人以上は外国人にな

推計は二○五○年の日本の人口の

さらに長期的にみた場合、国連

だろうか。いまのわれわれには予

それはどんな結果をもたらすの

一民族のなかにある甘えはもはや

ゆくであろう、ということだ。単

れ、それが活力になって飛躍して

成した。

多様性が失われる恐れの大きい妬

することになるだろう。

ス山脈、アマゾン川流域、西アフ

測もできない。しかし、ひとった

がまざりあい、ときには衝突しな

地域を「ホットスポット」と認定

リカ、東南アジアなどの森林が含

る、としている。一年間に六十万

がらあたらしい価値体系がうま

まれている。合計面積は陸地の２

あるまい。

し、優先的な保護を呼びかけてい

ンターナショナル（ＰＡＩ）が、

囮
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これら外国人の法的地位である。

である。

互刺激による「新日本人一の誕生

ば、「在来人」と「外国人」の相

てゆくにちがいない。いうなれ

は新たな歴史の階段をつくりあげ

国人との共存の中で、たぶん日本

だろうが、人口の三割をしめる外

ゆるされない。つらい経験になる

るだろう。そうなれば地方政治の

数が外国人という市町村もでてく

国平均だから、地域によっては半

れに三割というのはあくまでも全

権は問題にならざるをえない。そ

まったら、その地方政治への参政

人口の三割が外国人になってし

しあたり大問題にはなるまいが、

への外国人の参加といっても、さ

パーセントほどだから、地方自治

日本の総人口に占める割合は二

○パーセントは外国人だという。

に、府中刑務所の服役者のうち二

人人口をわずか二パーセントなの

う。じっさい、現実をみると外国

いい人たちにきてほしい、とおも

万の移民については、できるだけ

しかし、それにしても毎年六十

本の将来はひらけてくる。

いう「開国」によってはじめて日

いれることがだいじなのだ。そう

もったあたらしい仲間として迎え

あつかうのではなく、日本国籍を

一歩になってしまうかもしれない

うむどころか、混乱と破滅への第

くる「混住社会」は新しい価値を

れば、ちかい将来、日本にやって

しょに生活してほしい。さもなけ

それなりの気持ちをもっていっ

なってくれる「新日本人」には、

だろうけれども、日本の将来をに

別するということは不可能に近い

外国人のうけいれにあたって選

（かとうひでとし）

うなるのであろうか。

彼らが外来の新入者であることに

実権が外国人の手にゆだねられた

のである。

しかし、そこで問題になるのは

まちがいないが、いつまでも「外
りするかもしれぬ。

現状においてすでにそうなのだか

国人」であってよろしいのであろ

本国籍を取得しようとする外国人

見なおす必要があるだろうし、日

国籍についての法律をもういちど

るのが正当である。そのためには

「日本人」として法的に認知され

ならば、これら外国人はあらたな

子孫も定住する、というのである

き、そしてここで一生をすごし、

をもっている。地方の住民投票が

して、地方政治は国をうごかす力

りすることもありうるだろう。そ

が地方議会の議員や首長になった

れば、日本国籍をもたない人びと

問題もでてくる。極端な想定をす

えられれば、つぎには被選挙権の

それに、いったん選挙権があた

日本国籍もつ仲間として

という面白さがある。「文明の衝

く影響するという議論はなるほど

人口構成が社会のあり方に大き

カレートする傾向がある一という

不安定になり、暴力や紛争がエス

パーセント以上を占めると社会は

（産経新聞二○○○・二・’一十一）

にひろく門戸を開放しなければな

国の政治や事業に影響をあたえる

のである（『文明の衝突とⅢ世紀の

ら、外国人が三割という人口構成

るまい。そうしなければ「新日本

こともしばしばなのだから、「外

ン教授も、イスラム世界に紛争が

突」論のサミュエル・ハンチント

うか。日本列島に居住し、はたら

人」の基礎はあやふやなものにな

国人」の圧力は国政にもつながっ

れている一方で、不安定でもあ

確かに若者はエネルギーにあふ

若者が多ければ不安定
別代が多ければ繁栄？

比になったとき、日本の治安はど

る。

日本』集英社新書）。

増」をあげている。応歳から皿歳

る。欧米の先進諸国でも、第二次

多い理由の一つに「若年人口の激

だからこそ、外国からの移民を

までの世代の若者が「人口の二○

てくるのである。

参政権を与えるべきだ、という議

いつまでも「外国人」としてとり

折しも地方自治体では外国人に

人ロ構成
と社会

論がある。現状では外国人人口が

9３

文化という
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一万二千七百人増えた。

人口増加率は区部が○・五％、

マーの退職が進む２０１０年あた

りからアメリカ経済は危険水域に

戦後のペビーブーム世代が刎歳

前後に達した１９６０年代末ご

百十二人とトップで、八王子市

の増加数では、江戸川区が七千八

（七千二百八十七人）、町田市（五

市郡部が○・七四％・市区町村別

かくいう私も如代後半、という

千四百四十四人）と続いた。反対

マフＯ

ことは「まだまだ生産性はあがり

に人口が最も減ったのは昭島市

入るから用心しておきなさいとい

ますぜ」と励ましてくれる大変あ

（八百五十七人減）だった。

ろ、｜斉に若者の反乱の時代を迎

そうした人口構成論の系譜に連

りがたい議論ではある。それはさ

紀に起きるとされていた地球の急

炭素（ＣＯ２）排出のために来世

えた。日本でも、いわゆる団塊の

なる「団塊世代の経済学』（日経
ておき、日本経済も、団塊世代が

外国人登録人口は新宿区が二万

世代、全共闘世代が世の中を震か

ＢＰ社）も興味深い指摘をしてい

加代を迎えている今、そろそろ好

千七百八十人と最も多く、足立区

んさせたものだ。

る。著者のウィリアム・スターリ

転するはずだが。【冠木雅夫】

現在達している年 齢層であり、米

》まさに戦後のベビーブーマーが

おいてはなおさらである。それ

％増えた。四年連続の増加で、現

十八人と、前年同期比で○・五七

在の人口は千百九十五万三千百九

東京都の二○○○年一月一日現

た。

研究チームが二十二日、発表し

科学者や行政官が参加して温暖化

間よりも大きい、という。各国の

除く二十世紀と十九世紀のどの期

氏約三度。この上昇率は同期間を

温上昇率は、百年当たりにしてセ

’九七五年から九八年までの気

転換点だったと結論を出した。

く、九七年は温暖化傾向が始まる

果起きる率は二十分の一と小さ

結果、この高温が偶然の変動の結

年の気温に注目。統計的な解析の

録を更新した一九九七年から九八

温が十六カ月連続で各月の最高記

同チームは世界全体の月平均気

いた。人口総数に占める外国人の

二○○○・｜｜・二十一一）

（日本経済新聞

くなった。

割合では港区が九・四％で最も高

【ワシントン塑日Ⅱ共同】二酸化

ング、スティーブン・ウエイト両

とする分析結果を米海洋大気局の

米海洋大気局
来世紀の予想覆す

速な温暖化が、既に始まっている

急速温暖化
二万七千七百二十六人）、江戸川

地球はすでに

（毎日新聞一一○○○・二・’’十一）

團圀

区（一万四千三百九十七人）が続

の奇才」（本の帯より）だそう

氏は「エコノミストにして金融界
だ。原題は「ブーマーノミクス｜

で、ベビーブーム世代の人口経済

学といった内容である。議論を思

経済が今絶好調期を迎え、この

在の推計方法になった五六年以降

４年連続増－１月現在

い切り要約すると、過酷な力仕事
以外のほとんどの職業において、
仙代末から加代にかけて仕事の生
性はピークに達する。特に情報

ｎ年は順風満帆が予想されるの

で過去最高。転入者数から転出者

、サービス化が進んでいる昨今

、やはり、この年齢層の人口が

数を引いた社会増が三万六千人を

目立つ外国人登録

きな比率を占め続けるからだと

都の人口
1195万人
過去最高に

超えたほか、外国人登録人口も約

囮

うのだ。そして、ベビーブー

￣
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の科学的な検討を進めている「気

候変動に関する政府間パネル」

（ＩＰＣＣ）は、百年当たり三度
の上昇は二十一世紀になってから

起きると予測していた。同研究
チームは高温傾向が始まった原因
について完全には結論を出してい

労働力が不足することを理由に、

ついては今後、就労と制限のない

「定住者」や「永住者」といった在

で、長期間在留している外国人に

を検討していくとしている。政府

る。

留資格の活用を検討するとしてい

介護労働などの分野での受け入れ

はこれまで、単純労働者の受け入

を打ち出している。

（朝日新聞一一○○○・二・’’十四）

れに慎重な姿勢をとってきたが、
国際化と本格的な「人口減少時

代一の到来を背景に、需要が高い

法務省は、外国人労働者の受け

計画の骨子によると、機械や建

分野については基準を緩め、積極

大気中濃度が上昇し続けているこ
なる「第二次出入国管理基本計

設など五十五に限られている「技

ないが、温室効果があるＣＯ辺の

とから、人為的な温暖化である可
能性が高い、と指摘。温暖化は急

画」をまとめ、二十四日午前、自

能実習一の対象職種を農業や水産

的に外国人を受け入れていく方針

速なので、これまで以上に対策を

民党の法務部会に計画の骨子を報

によると、二○五○年の総人口は

折データに基づいたもので、それ

見直しと合わせて、技能実習生に

定期間働くことを認める制限で、

は、外国人が研修を受けた後、一

ウォッチ研究所」は六日、地球上

国の環境シンクタンク「ワールド

【ワシントン６日Ⅱ大塚隆二米

広げる方法を検討する。技能実習

「最大十六億人」で、中国は四人

一九四九年の建国から七一年ま

、％にとどまっている。中国では

億七千万人で、高齢者の比率は約

ると、中国の総人口は現在、十二

中国人口情報研究センターによ

受け入れの仕組みを検討する。

ジネスなど需要が高い分野でも、

まで想定していなかった新しいビ

ど就労資格の基準を緩和し、これ

ついては、必要経験年数や職種な

また、技術・技能の高い人材に

起きているのは両極地方で、北極

同研究所によると、劇的な現象が

一つとみられるという。

史上最高で、地球温暖化の兆候が

数、氷の解けるスピードとも観測

会の受け入れ状況などを見たうえ

く社会づくりが必要」と指摘。社

さらに、「外国人と共生してい

た。また、氷の厚さは七○年前後

から九六年の間に約６％減少し

海を覆う氷の面積は、一九七八年

世界各地の観測結果をまとめた
で、女性一人あたりの平均出生児

会に向かいつつある。

の氷が急速に解けていると報告し

急速に解ける
合わせた在留資格を新たに設ける

地球の氷、

に一人が高齢者という超高齢化社

画題

た。氷の減少が報告された地域の

入れなど入管政策の新たな指針と

急ぐ必要があると強調している。

加工業、ホテル業などの分野にも

入管基本計画
法務省が報告

告した。少子化・高齢化に伴って

緩和検討

（産経新聞一一○○○・’一・二十’’一）

外国人受け入れ

など、法的基盤を整備する。

観測史上
最高速度

囮
数が五人を上回っていた。

社会科学院が分析

【北京題曰Ⅱ杉山祐之】中国紙
「経済日報」などは二十三日、中
国の六十歳以上の高齢者人口が、
二十一世紀半ばには四億人前後に

４億人

（読売新聞一一○○○・二・’一十四）

2050年の中国
６０歳以上

達する、との見通しを伝えた。中

皿
国社会科学院老年科学研究会の分

9５

す２５､お－らむ
こゆ

％に高めることを掲げ、小麦は１
ン、大麦・はだか麦は２．５倍の

９９８年度の１．４倍の帥万ト

には平均三・｜メートルあったの

メートルになり、約蛆％薄くなっ

が、九○年半ばには平均一・八

弱万トン、大豆は１．６倍の妬万

温暖化がこのまま進めば
……土壌水分減少Ｉ

トンという目標を設定している。

たという。

地球上の氷の皿％がある南極で

に進む。二十一世紀後半まで現状

なって降雨も減り、乾燥化が急激

を放置した場合、六－八月の土壌

増えるとともに、雲ができにくく

温暖化が進むと、来世紀後半には

科技庁・研究グループ予測

北米などの半乾燥地帯で夏季の乾

られた。

水分は三割も減少するデータが得

大気中の二酸化炭素増加で地球

総合自給率はコメなどの穀物や

燥化が大幅に進み、世界の農産物

地球温暖化の環境影響に詳しい

疽日の同審議会答申を受け、今月

けると、海面の水位が上がるだけ

果実、肉類、魚介類など主要配品

のあることが、科学技術庁の地球

供給に深刻な影響を及ぼす可能性

は、この十年間に三つの棚氷が相

でなく、太陽光を反射して熱を宇

目について、皿年後の生産努力目

中に閣議決定し国会に報告される

宙に逃がす「冷却効果」が失わ

標を掲げ、それを積み上げて算定

ると、植物が吸収できる「有効水

内嶋善兵衛・宮崎公立大学長によ

次いで崩壊し、巨大な氷山が海に

れ、温暖化を一段と加速させる恐

コンピューター気候シュミレー

分」は全土壌水分の一部で、土壌

フロンティア研究システムによる

水分が三割減少すれば、十分なか

している。品質改良や生産コスト

ションで明らかになった。二十四

んがいを行わない限り、大干ばつ

れもあるとしている。

（読売新聞二○○○・’一一・七）

が、麦・大豆・飼料作物が自給率

で発表される。

日からの同システムの成果報告会

は弧％程度コストを低減して需要

ションモデルを開発、大気中の二

は、高精度の温暖化シュミレー

気候システム研究センター助手

研究グループの阿部彩子・東大

界的産地となっている。

耕に適さないが、かんがいの成功
により穀物やかんきつ類などの世

富な半乾燥地域はそのままでは農

が予想されるという。日射量が豊
な生産目標を示しているが、小麦
拡大を図ることを提示。コメも消

酸化炭素を徐々に増やし、土壌に

要になるうえ、まいた水も急速に

減ると、かんがい用水が大量に必

半乾燥地域で土壌水分が大幅に

る。

含まれる水分量がどのように変化
を国内生産でまかなうことが適

するかを調べた。

農水省の「食料。農業。農村政

蒸発してしまう。農作物への影響

く依存するが、現在でも、日照り

その結果、現在に比べて水分の

が続いただけで農作物に大被害が

当」と指摘している。しかし、実

乾燥地域。温暖化で地表付近の温

策審議会企画部会」は９日、２０

【塚本弘毅】

度が上昇すると、水分の蒸発量が

は、その耕作地の給水能力に大き

（新農業基本法）の基本計画案を

（毎日新聞一一○○○・三・十）

のは、北米や地中海沿岸などの半

了承した。食糧自給率について帽

割合の減少割合が最も大きかった

基本計画は、「熱量の５割以上

費増を見込み、耕地利用率も高め

これを受けて小麦などの具体的

向上の主力になっている。

ダウンなどの課題克服が前提だ

予定。

北米に
大打撃

流れ出した。同研究所は、氷が解

園

現可能性を考慮して総合食糧自給

新農業基本法

率は妬％と設定した。

1.4倍に

１０年度の食糧自給率の目標を含

小麦生産

んだ「食糧・農業・農村基本法」

Ⅲ
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こゅ－すふぉ－らむ

よっては耕作不適の深刻な影響が

出ている状況を考えると、地域に
る同システムの真鍋淑郎・研究領

気候モデルの世界的研究者であ

球温暖化防止条約京都議定書は日

炭素換算で百億トンに達する。地

消費にしめる天然ガス消費の割合

に達する見通しだ。全エネルギー

ちの地域ではさらに不足する。将

豊富な地域の降雨は増え、不足が

域長は「温暖化で、もともと水が

世界の排出量は九○年水準を二○

八％下げる目標を盛り込んだが、

にＣＯ２排出量を九○年比で六’

米欧などは一一○○八’二○｜二年

大きい。原子力発電は複数の国で

エネルギーとしての需要の伸びが

拡大するとしている。特に発電用

は同じ期間に二一一％から二九％に

現在、世界各地の河川流域で水
不足があらわれているが、開墾な
来は水資源問題が深刻化するだろ

老朽化などによる原子炉の運転停

心配される。

どによる表土流出といった人為的

一○年に四○％、二○二○年には

一一○○○・三・十七）

（日本経済新聞

うかは不透明だとしている。

ギー源としての地位を保てるかど

止が増え、今後も重要なエネル

約二倍の百六十七兆立方フィート

ガスで、二○二○年には九七年の

最大の伸びが予想されるのが天然

原油の代替エネルギー源として

七二％上回るという。

う」と警告している。

（読売新聞一一○○○・三・十四）

影響が大きいと見られ、これに温
暖化の乾燥化が拍車をかけること
になりかねない。

エネルギー世界の消費

別年後に６割増加

Ⅲ世紀▽温暖化△さらに加速

同省エネルギー情報局が発表し

効果ガスの排出量が増え続けるた

ＩＰＣＣは１９９５年に発表し

昇は緩やかになるが、短期的には

○年には一九九七年比で六○％増

た「国際エネルギー予測二○○○

め、皿世紀末には地球の平均気温

た第２次報告書で、皿世紀末の気

【ワシントン佃日Ⅱ安藤淳】米エ

えるとの長期予測を発表した。自

年版」によると、エネルギー消費

が当初の予測よりさらに高くなる

温は加年に比べてｌ～３．５度上

舅涜璽肘間組織が予製司温を上去鯵正

動車用ガソリンなど、運輸部門の

増大に伴って世界の原油消費は一

昇すると予測していた。しかし、

ネルギー省は十六日、世界のエネ

需要の伸びがけん引役となる。平

九九七’二○二○年に年率平均一

「気候変動に関する政府間パネル

との分析を、国連の政府間組織

る。

均原油価格は九八年十二月の一バ

・九％のペースで伸びる。二○二

三十六ドルに達する見通しとい

温暖化ガスの排出量は二○二○年

二酸化炭素（ＣＯ２）など地球

ＣＣが地球温暖化への警告を強め

一線級の研究者で構成されるｌＰ

ＩＰＣＣ総会で報告する。世界の

ナダ・モントリオールで開かれる

（ＩＰＣＣ）」がまとめた。５月カ

・８度上昇すると予測を修正した。

始め、暫定的な計画では１．８～３

類の温暖化モデルを使って分析を

専門家会合で新たに採用した６種

今月咀日までネパールで開かれた

えそうだ。

たことで、温暖化対策に影響を与

レル当たり九ドル三十九セントか

○年の原油消費は曰量一億千三百

う。長期的には安価な天然ガスの

には九七年の約一・六倍に増え、

二酸化炭素（ＣＯ２）など温室

ら二○○○年一月には二十五ドル

万バレルに達する見通しだ。

週国

に急上昇したが、二○二○年には

激しい変動もあり得るとしてい

に上昇

ルギー消費は急増を続け、二○二

原油36ﾄﾞル

利用増などを受けて原油価格の上

９７

園

他の地域の水にはぐくまれた産物

日本が輸入する食糧や木材などは

日本は水に恵まれている国だが、

平行して二十一日から、およそ百

境問題、水と文化など、幅広い。

ウォーターを買って飲む人が増え

だ。そして日本でも、ミネラル

の有効利用、治水、水をめぐる環

カ国が参加して、閣僚級の政府間

３月にも公表する第３次報告書に

会合も開く。

Ⅲ世紀前半は特に発展途上国の

後、ロシアなど世界各国の経済情

閣僚級会合の宣言の草案は「人

ｌＰＣＣは、第２次報告書の

勢が変わったほか、新たな油田や

類は等しく二十一世紀における水

新たな予測を盛り込む方針でいる。

火力発電所などから排出される硫
ガス田の発見などで化石燃料の利

資源安全保障という共通の課題に

経済成長が著しく、ＣＯ２排出量

黄酸化物の排出対策が進むｌ
用が続いている状況を踏まえ、師

が増え続ける▽温暖化を緩和し、

などの理由から気温がより高くな
年から予測の見直し作業を進めて

二○○○・一一一・二十一）

が生活に必要な安全な水を確保で

齢人口が四・八人という一九九五

日本がお年寄り一人に対し生産年

は、二○○五年に一億二千七百万

千五百万人だった日本の総人口

れなかった場合、九五年に一億二

國議刎騨蕊蝋薫雑

直面している」と強調している。

（日本経済新聞

の動きが映る。

てきた。｜杯のおいしい水に世界

ると判断した。
いる。

【田中泰義】

ガスパイプラインから漏れ出すメ

（毎日新聞一一○○○・一一一・二十一）

今後、見解が分かれている天然
タン量などの条件を精査し、来年

Ⅲ世紀は水をめぐる紛争の時代

報告書によると、移民を受け入

きない状態だという。「二十一世

人で天井を打ち、二○五○年には

国際会議のテーマは水資源の有効利用

米国で今年、記録的な干ばつが

は、毎年約千万人の移民を受け入

年の水準を五十年間維持するに

Ⅲ

【ニューヨーク塑日Ⅱ村上伸二

起きる恐れがあるｌ米政府は

る」と予言する人もいる。エネル

約一億五百万人に減る。このうち

紀は水をめぐる紛争の時代にな

生産年齢人口（十五’六十四歳）

異例の警告を発した。太平洋東部

れて人口八億を超える「移民大

の水温が低く、米国で雨の少ない

ギーや食糧と同じく、資源として

二○五○年には約五千七百万人に

気候が続くらしい。アフリカのモ

減少。六十五歳以上は、約千八百

は九五年の約八千七百万人から、
広がる出生率の低下と高齢化に伴

連人口部は二十一日、日本などで

る。その結果、六十五歳以上の一

万人から約三千三百万人に増え

で延長する必要がある１．国
先週末からオランダのハーグ

い、経済を支える労働力人□を確

人に対する生産年齢人口の比率

国」になるか、定年を七十七歳ま

で、「世界水フォーラム」という

保するのにどれだけの「補充移

の水の意味も考える必要があるの

国際会議が開かれている。世界銀

民」が必要となるかを予測する報

だろう。

行などの国際機関や各国政府、非

は、九五年の四・八人が二○五○

ザンビークは最近、大洪水に見舞

水は様々な形で人間に大きな影

政府組織（ＮＧＯ）の代表、学識

告書を発表した。

われた。水没を免れた建物の屋上

響を及ぼす。水の供給能力を超え

経験者らが参加。テーマは水資源

にひしめく群衆は「ノアの箱舟」

て人口が増えた結果、いま世界で

を思わせた。

暮らす六十億人のうち五人に一人

9８

年には一・七人へと減り続ける。
六十五歳以上に対する生産年齢

人口の比率を九五年水準で維持す
るには、毎年約千万人の移民受け

入れが必要で、この場合二○五○
年の総人口は八億人を超え、九割
近くが移民とその子孫になるとい

う。移民なしならば、二○五○年

までの予測でも、若年層（十五’

労働人口の高齢化だ。二○一○年

（朝日新聞一一○○○・三・’’十’一｜）

増えろと見込まれている。

五十五歳以上の層は三百八十万人

（十五’六十四歳）、老年（六十

年少（十四歳以下）、生産年齢

合が過去最低を更新。一方、老年

（ｕ・８％）で、総人口に占める割

少人口は千八百七十四万二千人

五歳以上）の年齢区分別では、年

なった。

二十九歳）が四百万人減る半面、

一億二六六八万人（曰本の人ロ）

人口は二千百十八万六千人（烟。

六百六十八万六千人で、増加率、増

ることを示した。

り、改めて少子高齢化が進んでい

伸び戦後最低

総務庁が二十三日発表した一九

加数はいずれも戦後最低を記録し

生まれを年号別に見ると、昭和

７％）で、比率は過去最高とな

九九年十月一日現在の推計人口に

た。また、平成生まれが総人口の皿

1.0

時点で七十七歳まで生産年齢人口
に含める一七十七歳定年社会」が

よると、全国の総人口は前年に比

（読売新聞一一○○○・三・’’十四）

県では戦後初めて減少した。

広島の五府県が減少に転じ、広島

増加の富山、京都、大阪、鳥取、

崎、愛媛など二十三道府県。前年

人口が減少したのは、秋田、長

０％を占めた。

ど。上位五都府県で総人口の型．

人、埼玉六百九十二万九千人な

四十四万三千人、愛知七百万八千

大阪八百八十万千人、神奈川八百

百八十三万七千人で最高。次いで

都道府県別の人口は、東京が千

治が１．１％となっているｃ

成／旧・２％、大正が７．６％、明

生まれの割合が、別・２％で、平

凶

・２％を占め、初めて二けた台に

0.5

べ０．旧％、二十万人増の一億二千

1.5

必要という。

労働力の高齢化

労働省は問題視
生産年齢人口のうち、実際に働
いている人と、働く意欲を持って
いる人を一労働力人口」と呼ぶ。

日本の労働省の研究会が昨年まと
めた推計でも、’九九八年に約六
千八百万人いた労働力人口は二○
○五年に約六千九百万人のピーク
に達し、その後は減少して二○’

○年には約六千七百万人になる。
だが、同省は「労働力がどれだ

け不足するかは、一雇用する側の需

四回
抑（％）

１９５０５５６０６５７０７５８０８５９０９５年
０．０

要にも大きく左右される」と、国
むしろ、問題視しているのは、

連とは別の見方をしている。

,，

する お一らむ
こゆ
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保育園は大都市でこそ不足－して

国民経済の活力を奪い、社会保障

財政を悪化させる。さらに、子ど

もの社会性を失わせ、地域社会を

に対して長期にわたる深刻な影響

崩壊させるなど、日本の経済社会

を与え続けるだろうという懸念が

強まっている。

び始めている。少子化の影響は、

学に至る教育産業全般に影響が及

五十年間で半減することになる。

一・三七％で減り続け、ちょうど

と仮定すれば、日本の人口は年率

一・三八が将来も変わらずに続く

超長期を考えた場合、日本の人

うはずだ。実際、国立社会保障・

そのほかのすべての産業にじわじ

口はどのような姿になるのであろ

人口問題研究所（社人研）の九七

わと押し寄せている。

この状態が不変ならば、日本の

いるが、全体としてはむしろ減少

年推計（中位推計）によれば、日

人口はおよそ五百年後に現在の千

うか。いま九八年の合計出生率の

九九年の「人口動態統計」（厚

本の総人口は二○○七年をピーク

少子化と高齢化は表裏一体であ

分の一、千年後には百万分の一、

統廃合が進み、塾、予備校から大

生省）の推計によれば、同年の日

に減少に向かい、二十一世紀を通

における最も可能性が高いシナリ

り、したがって二十一世紀の日本

傾向だ。各地で小学校や中学校の

本の出生数は約百十七万五千人で

じて減り続ける。合計出生率が置

〈少子化とはなにか〉

今世紀の最低を更新し、少子化の

換水準に回復しなければ、日本の

つまり百三十人ほどになり、生物

一段の進行を印象づけた。少子化

学的には絶滅の危機にひんする。

は一般に出生率の低下を意味する

に進行するというものである。人

人口はその後も減り続ける。

オは、人口減少と超高齢化が同時

が、より正確には出生率が人ロの

率Ⅱ近似的には女性一人が生涯に

準で、合計特殊出生率（合計出生

状態に保つのに必要な出生率の水

置換水準とは人口を増減しない

である。その結果、例えば、出産

人口はすでに減少し始めているの

過した。つまり、二十五歳以下の

半ばだから、すでに二十五年が経

少子化が始まったのは七○年代

ている。

口の三分の一を占めると予測され

ばには六十五歳以上の高齢者が人

によって加速され、二十一世紀半

ともに始まったが、最近の少子化

口の高齢化は戦後の出生率低下と

している以上、政府などがこの問

ら、日本人がそうした状態を選択

ている。

の出生率がいかに低いかを物語っ

く計算に過ぎないが、現在の日本

これはもちろん極端な仮定に基づ

〈教育産業などに打撃〉

産む平均的な子どもの数）で表現

件数にほぼ比例して産科医の数は

〈少子化と高齢化は同時進行〉

置換水準以下に下がることを指す。

すれば、日本の置換水準は現在二

減り、小児科医も打撃を受ける。

ところが、九八年の合計出生率

サービス（がん具、絵本、幼稚園

乳幼児を主な顧客とする商品や

の低下、技術進歩の停滞を通じて

力供給や消費市場の縮小、貯蓄率

少子化と高齢化は一般に、労働

見もある。しかし、わずか千年で

題に介入すべきではないという意

出産、育児は個人的な事柄だか

・○七だ。

は一・三八に過ぎないから、これ

など）に対する需要も減ってい

日本人が地球上から消滅してしま

が長期間続けば人口は減少に同か

100
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うほどに低い出生率はやはり異常

の経済社会が新たな活力を得るに

その理由として、まず七○年代の

ためらうのだ。

とか多いため、働く女性は結婚を

〈高い出産退職の機会費用〉

石油危機後の経済成長率の鈍化を

契機に女性が大量に職場進出して

はどうしたらよいか考えたい。
中央大学少子化研究会

だといわなければならない。この

シリーズでは、少子化の原因と結

稼得能力（所得を得る能力）が急

るラィフコースによって、就業を

女性の稼得能力が高まると、結

（日本経済新聞二○○○・二・七）

継続した場合と比べてどれだけの

婚または出産、育児のために退職

女性の高学歴化が進み、男女間

所得を失うかを一定の仮定のもと

速に高まった結果、女性が経済的

の賃金格差が縮小したことも背景

で学歴別に推計した結果を示して

した場合、失う所得（機会費用）

の一つだ。ところが、多くの男性

いる。

がそれだけ大きくなる。グラフは

因であることに変わりはない。七

は相変わらず一男は仕事、女は家

大卒女性が就職後継続して就業

に自立できるようになり、結婚の

〈有配偶出生率に注目〉

○年の二十歳後半の女性の未婚率

庭」という伝統的な性別役割分担

した場合、その生涯賃金はおよそ

経済的利点が小さくなったことを

果を分析することから始め、日本

晩婚・非婚

七○年代半ばからの少子化が主

は一八・｜％、三十歳代前半は七・

の意識を持ち続けている。仕事は

出産退職した女性がその後にたど

に女性の晩婚化に起因し、有配偶

二％だったが、九八年にはそれぞ

同じようにこなしながら、家事も

指摘しておこう。

出生率（結婚している女性千人当

れ五一・六％、二一・九％と約三倍

二億五千万円、高卒では一億五千

性別役割分担も足かせ

たりの年間出生数）は全体にわず

育児もすべて女性の負担になるこ

万円である。ところが、出産、育

の水準に跳ね上がった。
晩婚化が行き着くと非婚化にな

（五十歳時の未婚率）もかつての

学歴別出産･育児の機会費用(98年）

かながら上昇しているという判断
は、専門家の間でもほぼ一致して
もっとも、八○年代半ば以降に

一％台が現在は五％に上昇してい

るが、その指標である生涯未婚率

結婚した夫婦に限れば有配偶出生

いる。

率は低下しているという国立社会

化や非婚化が進行すると、ただちに

のなかで発生しているので、晩婚

る。日本では出産の九九％が結婚

の調査結果もあり、これが新たな

保障・人口問題研究所（社人研）
行動様式として定着すると、少子

こり、少子化につながるのである。

晩産化（平均出産年齢の上昇）が起

婚の魅力が低下したことにある。

直接的な要因は、女性にとって結

女性の晩婚化や非婚化が進んだ

〈女性の経済力向上〉

化が一層進むことになる。今後は

有配偶出生率の動きからも目を離
すことができない。

こうした新しい変化の芽はみら

れるものの、晩婚化が少子化の主

中央大学少子化研究会

るといってよい。

で国民経済的にも大きな損失であ

的投資が回収できないという意味

ことになるばかりか、投下した人

クロ的に子どものコストを高める

きなことを示している。これはミ

産退職の機会費用が予想以上に大

高卒で約五千万円少なくなり、出

けで生涯賃金は大卒で約一億円、

児のために五年間職場を離れただ

蝋

（日本経済新聞一一○○○・二・八）

IDI

化

〈３つのシナリオ〉

いま仮に合計出生率が九五年’

〈置換水準回復モデル〉

弱まで減少する。同世紀半ばには

二○○○年の間に一気に置換水準

を経て二十一世紀末には二千万人

（二・○七）まで上昇し、その状態

が不変のまま維持されるとすれ

口の割合）が三○％以上に達し、

ば、日本の人口はどのように推移

高齢化率（総人口に占める老年人

おそらく世界に例を見ない超高齢

するであろうか。この場合でも総

味とそれに基づく推計結果との関

れではなく、前提となる仮定の意

較的緩やかで合計出生率が一・八

る低位推計②少子化の度合いが比

値）が最終的に一・三八に収束す

率）大きく下回っている。それで

減のない状態に維持できる出生

生率が人口の置換水準（人口を増

日本では七○年代半ば以降、出

万人前後で小幅に変動し、生産年

ぼ静止する。年少人口は二千三百

○年代に約一億二千六百万人でほ

この仮定では、総人口は二○六

〈人口増加の惰性〉

社会が出現するだろう。

係にある。国立社会保障・人口問

五まで回復する高位推計③合計出

も人口はいまだにわずかながら増

齢人口も七千万人台を維持する。

一人が生涯に生む子供の数の近似

計特殊出生率（合計出生率Ⅱ女性

題研究所（社人研）の九七年推計

生率が低位と高位の中間の一・六

は、人口増加に「惰性一という独

え、なお数年は減らない。これ

推計の本質と予測値の当たり外

は、晩婚化・未婚化の現状を考慮

一に収束し、最も可能性が高いと

〔資料〕国立社会保障･人口問題研究所(1997年）
1995年２００５１５２５３５４５５５６５７５８５９５

旧本の将来推計人口」

その中位推計によれば、日本の

惰性のメカニズムは複雑だが、

特の動きがみられるためである。

高齢化率も二五％以下にとどまる

千万人を割り込むだろう。生産年

千万人弱で、二十一世紀末には一

すでに減り続けている。現在は二

人口（十四歳以下）は八一年から

程度に落ち込む（グラフ）。年少

じ、二十一世紀末には現在の半分

百七十八万人をピークに減少に転

増加の惰性が持続する。

を下回ってから三十’五十年間は

高さにもよるが、それが置換水準

減らないということだ。出生率の

らく続いても、総人口がすぐには

間は置換水準以下の出生率がしば

に生まれた人口が多く残っている

大まかにいえば出生率の高い時代

（日本経済新聞一一○○○・二・九）

中央大学少子化研究会

経済の将来を考えたい。

ス）を比べながら、日本の社会と

社人研の中位推計（低出生率ケー

した場合（出生率回復ケース）と

今後は出生率は置換水準を回復

この惰性は人口減少時にも働く

歳以上）だけは二○一○年代まで

これに対し、老年人ロ（六十五

はおよそ半世紀を要する。

も、人口が静止状態になるまでに

ば、出生率が置換水準を回復して

ので、いったん人口が減り始めれ

急増し、その後五十年間の安定期

て、二○七○年代には半減する。

年の八千七百万人をピークとし

齢人口（十五’六十四歳）も九五

であろう。

総人口は二○○七年の一億二千七

がて一定の水準に軟着陸する。

して次の三つのシナリオを描い

される中位推計ｌだ．

人口は惰性でしばらくは減り、や

た。

００
８６

百万人

それは①少子化が最も進み、合

側印㈹
１１１

将来人ロ:２つのケース
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弧⑪ハの既婚分
もちろん、この議論は労働力の

質を考慮すれば異なる局面がみら

で、ほかの先進国ではあまりみら

を離れる女性特有の行動の表れ

産、育児のため一時的に労働市場

れは、三十歳代前半を中心に出

クとするＭ字型の曲線を描く。こ

環境の整備を進め、高齢者の労働

ためにも、定年年齢の延長や就業

急激に進行する高齢化に対応する

方法は高齢者の活用である。今後

る。年金受給資格が得られる年齢

市場への参加を促進する必要があ

る。産業構造が変わり、情報化も

の労働力率はどの年齢層でかなり

一方、男性の場合、労働力率が

急速に進んで、就業形態は多様化

ところが、ここでも課題があ

は生活維持の点でも厳しく、国民
経済的にみても大きな損失だ。

も次第に上がるので、早期の退職

れない。

上昇してきたが、今後も上昇の余

〈５千万人割れも〉

れるかもしれない。だが、経済の

地が多く残されている。

過去四半世紀の間、日本の女性

労働力供給のベースとなる生産
年齢人口（＋五’六十四歳）は九
六年から減少を続けている。労働
潜在成長力を維持するには豊富な

量的な面だけをとらえただけで、

力人口は十五歳以上の年齢別人口

ほとんど上限に近いため、労働力

している。その一方、労働市場は

労働力人口の存在が欠かせない。

は人口の動向を直接反映して大き

に、各年齢層における労働力人口

く減る。その結果、将来は特に若

質的に細分化され、労働需給のミ

〈女性の活用は両刃の剣〉
よく知られているように、日本

年層で著しい労働力不足が発生す
るとみられるが、女性労働力が増

なるｃ

い高齢者ほど失業のリスクは高く

特に期待できるのは、いまは労

いった人的投資が不可欠な条件と

には、再教育や新たな職業訓練と

一員齢者の雇用機会を増加させる
働力率が比較的低い三十歳代の有

（日本経済新聞二○○○年．二・十）

中央大学少子化研究会

なる。

労働力不足を補う、もう一つの

〈高齢者活用に人的投資を〉

いう難問に遭遇する。

に進出すれば少子化を加速すると

測されており、女性が一段と職場

率との間には明確な負の相関が観

ただ、有配偶女性の就業と出生

る。

配偶女性（結婚した女性）であ

程度は補い得るだろう。

加すれば男性労働力の減少をある

スマッチが拡大し、適応能力が低

の年齢別女性労働力率は二十歳代
前半と四十歳代後半を二つのピー

の割合である労働力率を乗じて得
られる。

低出生率ケース（国立社会保障
・人口問題研究所の中位推計に基

づく分析結果）は若年層から順に
人口が減少していくため、労働力
率が多少上昇しても、労働力人口
は長期的に減り続けるだろう。

九五年の総務庁「労働力調査」
によると、同年の労働力人口は六

千六百六十六万人だったが、二○
二五年に六千九十六万人、二○五
○年には五千万人を割り込むと予
測される。一方、我々が推計した
出生率回復ケース（出生率が置換
水準を回復した場合の分析結果）
では二○五○年以降もほぼ六千万
人規模を維持できる（グラフ）。

Iｑ３

経済成長を供給面からとらえる
のための貯蓄なども減らすだる

・教育費を賄うための貯蓄や、子
供世代の世帯形成に伴う住宅取得

〈経済成長の源泉〉

方法として生産関数が挙げられ
》っ。

日本では引退後の一高齢者も多く

の貯蓄をする事実が観察されてい
るが、長期間には高齢者が遺産を
残そうと考えて実行する貯蓄は少

子化に伴って減り、公的年金の充
実もそれを加速すると考えられ
る。

我々のシミュレーションでも、
国立社会保障・人口問題研究所の
中位推計を基にした低出生率ケー
スでは、かなりの速度で民間資本
ストック蓄積率やその源泉となる

民間貯蓄率（個人、法人など全民
間部門の貯蓄額の可処分所得に対

皀万二率〒｜ロ’

1５

０５０

１％

8０２１００

どたくさん出てくるという仮説を

この仮説に従い、人口が二倍に

立てた。

なれば「天才」も二倍出現すると

らし、発展の活力を奪うことにも

考えれば、少子化による人口減少
は社会をリードする天才の数を減

なりかねない。日本の長期的な経

済成長の原動力とみなされる技術
進歩が人口規模と正の相関を持つ

ならば、人口減少は技術進歩を停

滞させ、潜在成長力を低める可能

だが、二十世紀は知識の集積が

性がある。

加速的に進み、その伝播（でん

時代だった。二十一世紀にはさら

ぱ）のスピードも急激に速まった

に高度情報化が進み、知識の集積
や拡散はさらに速まると考えられ

る。こうした傾向が、人口減少に

い、社会や経済の停滞を防ぐこと

よる技術進歩のマイナス面を補

１１

百本経済新聞
一一○○○・’一・十一）
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も考えられる。

性も高い。これは日本の経済成長
には必要不可欠だが、資本供給に

生まれ、アイデアは人口が多いほ

部の才能ある人々のアイデアから

ネッッやクレマーは技術進歩が一

労働力、資本とともに経済成長
を支える源泉は技術進歩だ。クズ

〈技術進歩の停滞も〉

る。

不安定要素を抱え込むことにもな

投資が国内の貯蓄不足を補う可能

化しているので、海外からの直接

ただ、現実には資本市場が国際

回復ケースだ。

られる（グラフ）。これが出生率

2０

6０
４０
2０

1980年２０００
-51‘1,

る。これは、生産要素（労働力、

資本ストックなど）の投入量と財

の産出量との関係を示すが、両者
の間には、技術進歩も介在する。

少子高齢化はこうした諸要素に大
きな影響を与える。少子化は労働
力を確実に減らし、高齢化をもた

らす。では、資本ストックと技術
についてはどうだろうか。

民間資本ストックは粗投資から
であり、その将来の推移は毎期ご

減価償却分を除いた純投資の蓄積
との投資額で決まる。投資の源泉
は貯蓄だから、注目すべきは少子
高齢化と民間貯蓄の関係だ。
〈貯蓄率の低下も〉

する割合）は低下する。
だが、仮に出生率が置換水準

（人口は増減しない状態に保つ出
生率）を回復し、少子高齢化が抑

単純なライフサイクル仮説によ
ると、人々は現役時代に貯蓄し、
引退後にそれを取り崩す。このた

下げ止まり、資本蓄積を進むとみ

えられれば、貯蓄率は五％前後で

め、高齢化の進行は貯蓄率の低下
につながる。少子化は子供の養育

民間貯蓄率
2５

１０‘
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増加するはずだが、果たしてどう

る。出生率の回復は明らかに消費

出生率ケースのほぼ二倍に拡大す

十一世紀末の市場規模は前者の低

期的に消費需要も順調に伸び、二

｜方、出生率回復ケースでは長

需要面から投資行動にアプロー

投資意欲は低下〉

〈低出生率ケースでは

くと予想される。

の財やサービス中心に変わってい

本の消費構造は確実に高齢者向け

近い割合の賃貸住居費を支払って

であろうか。次回でみるように、

市場の縮小を阻止する効果を持つ

チするには、加速度原理（経済成

なり、民間消費は二○四○年ごろ

一人当たりＧＤＰはいずれのケー

だろう。

長あるいは消費需要が投資需要に

いる。こうした状況が続けば、日

〈有効需要の拡大が必要〉
経済が成長するには供給能力の
スでも上昇し、消費性向は貯蓄率

〈消費構造も変化〉

からほとんど伸びがなくなる。

増大とともに有効需要の拡大も必
要である。需要要因は消費と投資
と表裏の関係にあるので、少子高

閂堅ヨ症囚、露口児趙

に分けられるが、まず消費支出か

齢化に伴う貯蓄率の低下は平均消

変えるとみられる。

結果はグラフに示した通りだ

日本では民間最終消費が常に国

はかなり密接な関係がある。

だ。最終消費と設備投資の伸び率

波及する関係）の考え方が有効

ら考えよう。消費支出の伸び率は
費性向を高める。

少子高齢化は家計の消費構造を

総人口と一人当たり消費の増加率
に分けることができる。一人当た

ここで九八年の「家計調査」

内総支出（ＧＤＰと同値）のほぼ

（総務庁統計局）に基づき、世帯

六割を占めているが、消費需要の

が、低出生率ケースでは総人口の

帯を若年世帯、六十五歳以上を高

伸びが止まる低出生率ケースでは

り消費の増加率は一人当たり国内

齢世帯とする。それぞれの消費支

投資意欲が減退し、長期的には民

主の年齢が二十五’二十九歳の世

出総額に占める各品目の支出額の

減少とともに消費市場は頭打ちに

割合を比較すると、高齢世帯は若

だろう。投資の面でも出生率回復

間設備投資も伸び悩むことになる

ことは明らかである。

ケースが相対的に経済に効果的な

二○○○・二・十五）

（日本経済新聞

中央大学少子化研究会

品、パック旅行で約二倍、魚介類

世帯は持ち家率が低いため、八倍

出割合を示している。また、若年

以上、自動車関係に約三倍もの支

教育費、書籍代に高齢世帯の二倍

これに対し、若年世帯は外食、

きな割合で支出している。

は約四倍、健康食品は約五倍も大

や果物は約三倍、家事サービスで

年世帯よりも、野菜・海藻、医療

総産生（ＧＤＰ）と平均消費性向
（所得に占める消費支出の割合）
の変化率に分解できる。

このうち、総人口の増加率は低

出生率ケース（国立社会保障・人
口問題研究所の中位推移）では、

二十一世紀のほとんどの期間マイ
ナスとなる。｜方、出生率が置換
水準（人口を増減のない水準に保
つ出生率）を回復するケース（出

生率回復ケース）では二○六○年
代まで小さなマイナスが続くが、
それ以降は増加率ゼロになる。

一人当たり消費の増加率は総人
口の減少率を上回れば消費支出は

JO5

国内総生産

スで七百七十万円、出生率回復

が、二○五○年には低出生率ケー

るが、一人当たり実質ＧＤＰでは

ぎたために被った損失だといえ

ケースでは七百二十万円になる。

低出生率ケースの方が急速に上昇

る。なお、両ケースとも技術進歩

さらに二一○○年には前者が千三

この差は出生率水準の相違に起

が将来も不変のまま持続するとし

百九十万円、後者は千二百六十万

因しており、両ケースのＧＤＰの

ているが、仮にそれが二○一○年

たりＧＤＰは約五百三十万円だ

モデルの設定にあたっては、将

で停滞し、少子化も進めば、ＧＤ

円となり、徐々に差が広がる。

する。すなわち、九○年の一人当

来の経済社会システムは現在と同

Ｐは二○三○年ごろから減少に転

差はいわば少子化の機会費用を表

これまでに労働市場、貯蓄、消

じ状態で不変のまま推移すると仮

じ、二十一世紀末のＧＤＰは実質

経済成長率で２倍の差
費、投資、技術進歩などに対する

定した。二つのシナリオの相違は

している。つまり、出生率が低す

少子化の影響をみてきたが、これ

人口的要因（出生率の水準とそれ

だが、ここで我々は経済状態を評

減少率が大きいために起きる現象

ぷ期間をカバーする必要がある。

らを総合して経済全体の規模を示

ベースでいまとほぼ同じ五百五十

〈２つのシナリオ〉

す国内総生産（ＧＤＰ）の将来を

に由来する人口の規模や構造）だ

兆円にとどまるだろう。

〈少干化の機会費用〉

価するのに、一国としてのＧＤＰ

これは、低出生率ケースの人口

予測してみよう。計量モデルに
けである。

ミュレーションを実行し、少子高

一人当たりＧＤＰの水準を比較す

る。

中央大学少子化研究会

二○○○・二・十六）

（日本経済新聞

ない。

本当の豊かさが実現したとはいえ

て一人当たりＧＤＰが増えても、

一般的にいえば、人口が減少し

べきか、という問題に突き当た

の集計値をみるべきか、それとも

実質ＧＤＰ（九○年価格、以下

このように、実質ＧＤＰ成長率

同）は二○五○年に八百兆円弱、

シミュレーションの結果、低出

二人当たりＧＤＰは上昇〉

よって二一○○年までの超長期シ

町化の経済的影響をまとめておき
経済成長について、シナリオは

二一○○年には九百三十兆円ほど

は出生率回復ケースの方が高くな

一つある。一つは少子化が続く低

になる。これに対し、出生率回復

生率ケースでは現在約五百兆円の

ｍ生率ケース（国立社会保障・人

ケースでは労働力が確保され、貯

Ｌい○

く経済成長経路であり、もう一つ

蓄率も比較的高く維持されるた

ｕ問題研究所の中位推移）に基づ
ほ出生率が置換水準（人口を増減

め、二○五○年で九百三十兆円、

今後百年間の年平均経済成長率

のない水準に保つ出生率）を回復

は、低出生率ケースが○・六三

二一○○年では千五百六十兆円に

｝も高齢化率がピークに達するの

％、出生率回復ケースは一・一五

増える（グラフ）。

三十一世紀半ばで、その影響を

％で、二倍近い差が生じる。

りる出生率回復ケースに基礎を置

〉るには通常のシミュレーション

・た経路である。低出生率ケース

一りもはるかに長い一世紀にも及

１０６
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年金・医療

的には明らかに出生率の高い方

出生率回復なら負担減
〈国民負担は増加へ〉

するとともに収支は改善するが、

転じる。人口の年齢構造が定常化

二○四○年前後に積立金は赤字に

予測した。低出生率ケースでは、

掛かっている。

本的な改革が必要な時期に差しか

み立て方式に移行するといった抜

世界銀行が提唱しているように積

は若い世代の負担増を抑制できる

立金の黒字が累積していく。これ

一方、出生率回復ケースでは積

生率ケースでは高齢化が進展し、

七％を老人医療費が占める。低出

り約二十四万円）だが、その約三

現在は約三十兆円（人口｜人当た

国民医療費は年々増え、九七年

〈老人医療費は拡大〉

いずれにせよ、若い世代に過重

ことを意味するので、出生率の回

る。

黒字に戻るのは二十一世紀末であ

本的に若い世代が引退世代を扶養
な負担を強いれば社会全体の活力

復は年金財政の健全化につながる

二○五○年の一人当たり国民医療

高齢者の絶対数が激増するため、

が、国民負担の軽減につながるこ

する仕組みになっている。このた

を損なうことになる。最近では年

といえる。いまや公的年金の基礎

年金、医療、社会福祉などにか

め、少子化の進展と高齢者の増大

るべきだとの議論もあるが、社会

金保険などにも市場原理を導入す

一方、出生率回復ケースでは一

費は八十五万円に達するだろう。

税負担と社会保障負担の国民所得

と、二○五○年の国民負担率（租

デルでシミュレーションを試みる

出生率の水準が異なる二つのモ

い。

ムの再構築を進めなければならな

え得る持続可能な社会保障システ

い。人口構造の急激な変化にも堪

からその改廃を判断すべきでな

とがわかる。

は制度の根幹をなす財政収支を悪

部分（基礎年金）は人口構造の変

に対する割合）は、国立社会保障

〈租税・積み立て方式への移行も〉

かわる日本の社会保障制度は、基

化させ、若い世代の負担を急速に

化に影響されないように租税方式

・人口問題研究所の中位推計に基

日本の公的年金制度は積立金が

111霧護蕊i鑿蕊i蕊熱 iilﾉﾙﾂﾞ蝋

二○○○・二・十七）

（日本経済新聞

中央大学少子化研究会

考えられる。

の回復は大きな効果を発揮すると

字幅を縮小するためにも、出生率

つながる。拡大する医療保険の赤

率の回復はその負担増の軽減にも

現役世代が負担しているが、出生

費用は医療保険を通じて実質的に

に抑えることができる。国民医療

人当たり国民医療費を七十三万円

保障制度は本来、社会的連帯の理

づく低出生率ケースが五八・七

あるために修正積み立て方式とい

■

ofj

高め、社会のセフティーネットを

％、出生率が置換水準（人口が増

われるが、実際には若い世代から

低出生率ケース

一蝋轤熱溌蕊蝋溌蕊

￣
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とし、厚生年金などの二階部分は

減しない状態に保つ出生率）に回

引退世代への所得移転を中心とす

（中央大学少子化研究会推計）

念に根ざしており、財政収支だけ

復する出生率回復ケースで五六・

る賦課方式によって運営されてい

グラフでは、年金法が改正され

菱:､､､､……“

｡“額

蕊

揺るがすだろう。

五％になる。

た場合の厚生年金積立金の推移を

る。

れのケースでも五○％の水準を超

現在の三七％に比べると、いず
え、大幅な負担増になるが、相対

１０７

陣生年金積方今

の看雫介護ｌ

〈マンパワーは減少へ〉

ホームヘルパー、老人福祉施設

高齢社会に向けて介護を社会化す

厚生省が推進している「新ゴー

る意義は大きい。

ルドプラン」は、ホームヘルパー

従事者、看護職員を福祉マンパ

や訪問看護婦などの福祉マンパ

要員不足で質の低下Ｌｂ

ワーとみなし、労働力人口に占め

ワーの養成に力を注いでいる。し

ない。保険料を支払っても十分な

るその割合が今後も変わらないと

介護サービスを受けられないので

かし、それだけで今後の需要増大

このことは、寝たきり老人や痴

しまうが、出生率回復ケースでは

世紀末には五十万人以下に減って

仮定すれば、現在約百万人程度の

ほう性患者の急増をもたらす一

にマンパワーの供給面から現実に

はないかという国民の不安は、特

高齢者の数も約四倍に膨れ上が

方、老人医療、保健、看護、介護

二一○○年でも九十万人程度は確

当面は外国人の有資格者を活用

介護需要の増加〉

〉自体が高齢化しつつある。国

のマンパワー（福祉マンパワー）

保できる。

するといった施策で乗り切れるか

に対応できるか、はなはだ心もと

社会保障・人口問題研究所（社

に対する需要の増加を意味する。

が支える要介護者数は現在の二・

マンパワーは低出生率ケースでは

幽の九七年推計によると、老

社人研の中位推計に基づく低出生

六人から、低出生率ケースでは二

に過ぎない。長期的には介護保険

もしれないが、それは一時しのぎ

二十一世紀半ばで八十万人弱、同

人口のうち七十五歳以上が占め

率ケースでは虚弱、痴ほう性およ

十一世紀半ば以降七人以上に増え

制度の健全な存続と良質なサービ

る。

割合は現在約四○％だが、二十

び寝たきりの要介護高齢者の数

るが、出生率回復ケースでは五人

日本では老年人口（六十五歳以

世紀半ばには六○％弱まで上昇

は、現在の約三百万人から二○二

台にとどまるだろう（折れ線グラ

福祉マンパワー|人当たり要介護者数

２０

ただ、いまでも福祉マンパワー

することになりそうである。

サービスの質は将来ますます低下

は百万人規模で不足しており、
復ケース（出生率が人口を増減な

一方、我々が推計した出生率回

い状態に保つ置換水準に回復した

〈外国人活用は一時しのぎ〉

担で補われているに違いない。今

不足分のマンパワーは家族の負

場合）では、老年人口の減少に歯

生率ケースよりも多くなる（棒グ

は、家族の介護負担を社会全体で

年四月に始まる公的介護保険制度

止めがかかり、要介護者数は低出

ラフ）。問題は、こうした介護需

分け合うことを意図しており、超

要に対して十分なマンパワーを供
給できるかということである。

中央大学少子化研究会

二○○○・二・十八）

（日本経済新聞

る。

的な供給側の体制整備が必要にな

なりそうだｃ

、人口数も二○二五年までに倍

五年には五百万人以上に増大する

スの提供を可能にする、より根本

囑霧!}低出生率ケース鑿}出生率回復ケース

その結果、福祉マンパワー一人

する見通しだ。八十五歳以上の

が、その後は老年人ロが減少する

フ）。

６４

2000年２５５０７５．１００

|；
百万人

万人台に戻るだろう。

ため、二十一世紀末には再び三百

要介護者数(中央大学少子化研究会推計）

１０８

こゆ－すふぉ－らむ

空室鼎工二荊劉害

の欠如」という言葉がよく使われ

教育界では、「三問（さんま）

親の育児ノイローゼや幼児虐待、

とにも注目すべきである。若い母

子化の進行とともに増えているこ

る。陰湿ないじめや学級崩壊が少

事態の深刻化が懸念されている。

化現象が全国的にさらに拡大し、

なる。二十一世紀には、この過疎

りなどの伝統文化の継承も難しく

スが極端に低下するばかりか、祭

防災などの基礎的生活関連サービ

そうした地域では教育、医療、

る。

今後もこの傾向は継続しそうであ

夫婦の世帯は一割減と予想され、

増加するのに対して、子供を持つ

割増し、夫婦だけの世帯も四割も

までに単身者世帯は現在よりも三

る将来推計によると、二○二○年

した核家族や単独世帯が急増して

るようになった。今の子どもたち

子殺しの頻発などにも少子化の影

とは、人口減少のために一定の生

には、集団で行動するだけの広い
響が見られる。

きた。国立社会保障・人口問題研

空間もまとまった時間も少ない。
〈地域社会の崩壊〉

活水準を維持できなくなった状態

何よりも心から付き合える仲間が

九七年の「都道府県別将来推計

究所による九八年の世帯数に関す

少なくなっているというのであ

人口」（国立社会保障・人口問題

をいう。

る。これが、子どもの健全な成長

研究所）によると、二十一世紀に

〈少子化と教育〉

にとって良好な環境でないことは

くの子どもたちの間でもまれなが

二五年には全市町村の実に約六割

また高齢化も一段と進み、二○

小都市や農山漁村で見られ、そこ

の機能をも変質させている。かっ

こうした家族類型の変化は家族

確かだ。

○二○’二五年に人口が増えるの

は日本全国で人口減少が進み、二

｜昔前までは、人との接し方や

ら身につけたものである。兄弟姉

が高齢化率（総人口に占める六十

は、埼玉、滋賀、沖縄の三県にす

妹が多かった時代には、年長の子

五歳以上の人□割合）三○％以上

善悪の見分け方など社会生活の基

どもが子守を通じて育児を実体験

で、中には七○％を超える村の出

ぎない（グラフ）。

し、命の尊さを学び、親業の予行

現も予測される。

本は、年齢も生活環境も異なる多

演習をした。

も同士が交流する機会が減少し、

では過密に悩む大都市とは対照的

これに近い状況はすでに地方の

親の過保護ぶりも目立つ中で、子

な過疎問題に直面している。過疎

ところが、少子化とともに子ど

どもの社会性が著しく低下してい

〈揺らぐ家族の機能〉

少子化の背景には、戦後一貫し

て進んできた核家族化がある。三

世代家族が減少し、夫婦を中心と

ての家族は家系の継承に最大の価

値を置き、結婚と生殖が不可分に

は両者がほとんど分離して、子ど

結びついていた。しかし、現代で

ている。

もの価値そのものが大きく変わっ

出産の九九％が結婚後に行われ

ているところに、伝統的な家族観

の名残が見られるが、家業の継承

や老後の保障を子どもに期待する

け少子化の根は深いといえる。

人々は少なくなっている。それだ

中央大学少子化研究会

（日本経済新聞

一一○○○・二・一’十一）
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晩のラッシュアワーは、鉄道、道

〈少子化対策の企業戦略〉

路はだいぶ空いてくるかもしれな

確かに、人口が半分になれば道

ため、需要拡大効果は望めないの

れは消費者を絶対的に減少させる

まずメリットは期待できない。そ

人口高齢化は、介護サービスな

い。しかし、道路の維持費用は変

どのシルバー産業を拡大させてい

均で、出生率回復ケース（人口を

わらないので、利用者が減れば、

減ると、この交通混雑が緩和され

増減させない水準まで出生率が戻

路とも大変な混雑である。人口が

る場合）でも○・八倍近くまで下

通行料を引き上げるか、税金を余

とは、高付加価値・高価格化（薄

る。しかし、少子化はこの面でも

日本は狭い国土に一億人以上の
がることがあり、低出生率ケース

計につぎ込まざるを得ない。

利多売戦略の見直し、ブランド志

、Ⅲ

人口がひしめいており、米国など

（国立社会保障・人口問題研究所

鉄道も乗客が半減すれば、運行

ていくのであろうか。

と比べて住宅事情が格段に悪い。

の中位推計に基づく場合）では二

本数を減らしたり、運賃を引き上

〈受験地獄は解消するか〉

だから、人ロが減少するのは過密

十一世紀半ばに○・六倍まで下が

ティング戦略として考えられるこ

少子化に対処する企業のマーケ

である。

ろ歓迎すべきことだという向きも

を解消する好機で、少子化はむし

れる。それによれば、十八歳人口

拠として、文部省の試算が挙げら

消するという議論がある。その証

例えば、少子化が受験地獄を解

は、何の特色もない大学であり、

たなければ入れないだろう。問題

にもしばらくはかなりの競争に勝

を維持するだろうし、中位の大学

数の志願者が押し寄せ、高い難度

しかし、有名大学にはやはり多

かる。

クター方式の鉄道を見ればよくわ

これは、過疎地域における第三セ

増につながったりするのである。

とっては、不便になったり、負担

術の導入が困難になる。利用者に

ないし、新しい路線の建設や新技

とになりかねないので、より積極

ずれも限られたパイを食い合うこ

この中で海外市場を除けば、い

出である。

への転換）および海外市場への進

多角化（若者向けから中高年向け

トとする年齢層の拡大）、業態の

向）、需要世代の拡大（ターゲッ

は少子化によって減少し続けるの

それらは次第に淘汰（とうた）さ

一般的にいえば、土地、住宅、

げたりしなければ経営が成り立た

に対して、大学、短大の入学定員

れ、入学定員も減少することにな

は人口減少によって多少とも軽減

資源、環境などに対する人口圧迫

る。

はあまり変わらないので、二○○

る。人口が減ると、大学側も学生

されると考えられるが、それも経

ある。しかし、これは完全な錯覚

九年ごろには進学希望者が全員入

の質の確保に苦慮することになる

済成長鈍化の結果であるかもしれ

か誤解にすぎない。

学できるようになり、数字のうえ

が、受験生にとっても簡単に希望

ない。人口減少のメリットといわ

二○○○・一｜・’一十二）

（日本経済新聞

中央大学少子化研究会

を考えなければならない。

的に各世代の需要を喚起する方策

では受験戦争はなくなるというの

ではない。

する大学に入れる時代が来るわけ

とんど錯覚といってよい。

るいは過渡的なものにすぎず、ほ

れるものの多くは結局、一時的あ

いてもいえる。大都市における朝

同じことが交通や住宅などにつ

〈運賃の引き上げも〉

である。

確かに、進学率と入学定員が将
来も現在と同じ水準を維持すると

仮定すれば、大学、短大の定員に

対する進学希望者の倍率は全国平

IＪＯ

こゅ－すふぉ－らむ

構造改革

就業形態の多様化を

る傾向が強まっている。

な分野の需給ギャップを埋めるの

供給が制約される一方、消費や投

ある。労働力、資本、技術などの

と高齢化の進行はもはや不可避で

二十一世紀初頭からの人口減少

業（情報、バイオ、シルバー関連

和による民間活力の活用②新規事

のスリム化や地方分権化、規制緩

給制約を緩和するために①行財政

行されなければならない。特に供

構造改革は、あらゆる分野で断

高度情報化の進行は、就業形態

〈短時間勤務や在宅勤務〉

希望を与えることにもなる。

出産をあきらめている多く人々に

る。さらに、それは経済的理由で

する効果を期待することもでき

だろうし、労働力の流動化を促進

少を多少とも補う効果を発揮する

就労を防止する一方で、研修に名

大きい。しかし、不法入国や不法

働者への依存度は高まる可能性が

化してくると、ますます外国人労

題点も多く指摘されている。

加のリスクを高めることなど、問

こと、しばしば文化摩擦や犯罪増

（緩衝装置）として使われやすい

に役立ち、現に多くの職種で重宝

資の需要制約によって、経済の潜

など）やベンチャー企業の積極的

の多様化を一層促進するであろ

を借りた低賃金労働や不当労働行

こうして右肩上がりの賃金カー

在成長力にも陰りが生じ、日本の

育成③高度情報化、マルチメディ

う。フレックスタイム制や短時間

為に対する監視を強めるなど、こ

されている。その一方で、一定の

経済社会は全体として右肩下がり

ア化（光通信綱の整備など）の推

勤務のほか、情報通信機器の高度

の問題に苦慮した西欧諸国の経験

ブが水平に近づけば、若年層の賃

の時代に入っていく。

進④日本型雇用慣行（年功賃金体

化や通信基盤の整備が進むと、在

金が上昇して労働意欲を刺激し、

現在の経済社会システムは、す

系、終身雇用）の見直し、雇用・

宅勤務、サテライトオフィス、遠

から多くの点を学ぶ必要がある。

く、景気のショクアブソーバー

べて右一局上がりの時代に適合した

就業形態の多様化⑤女性、高齢

隔勤務など場所を問わない就業形

質的水準を確保することが難し

ものであるが、二十一世紀の日本

者、外国人労働者の活用、労働力

態が可能になる。

今後に予想される若年労働力の減

は近代に入って初めて長期的な下

の質的向上と流動化⑥技術開発の

そうなれば、子育て中の女性や

〈雇用慣行の見直し〉

向きの時代を迎え、これまでとは

促進による国際競争力の強化

が広がる。これも労働供給を増や

一高齢者でも楽に仕事ができる条件

〈右肩下がりの時代へ〉

異なるシステムを必要とするよう

ｌなどが当面、必要な課題と

リング（事業の再構築）の名の下

みよう。雇用慣行の見直しは、す

問題に絞ってより具体的に考えて

この中で、労働市場にかかわる

を与えることになる。

すとともに、出生率の上昇に貢献
し、高齢者に所得能力と生きがい

一一○○○・｜｜・二十｜｜｜）

（日本経済新聞

中央大学少子化研究会

今後、労働力人口の減少が顕在

になる。

なる。

に行われている。しかし、来世紀

でに多くの企業で始まっており、

九○年代の長期不況に対応する
構造改革がいま、リストラクチャ

に到来する人口減少社会では、行
政や企業にとってより本格的な対

年俸制の導入や年齢給の廃止を通

である。それは即戦力として必要

早い方策は、外国人労働者の導入

労働力不足を補う最も手っ取り

応を求められることになろう。

じて能力主義、成果主義を志向す

IＩＪ

●欧州の少子化ｌ

〈経済悪化で政策後退〉

ていた公共部門の縮小は女性の失

九○年代に入って、スウェーデ

業率を増大させた。手厚くなる一

けて一・六まで落ち込んだ。しか

出生率が回復した理由は様々あ

し、八○年代後半に急上昇し、九

るが、多年にわたる積極的な家族

な後退を余儀なくされた。

方だった家族政策は、初めて大幅

ン経済は急速に悪化し、失業率は

そして北欧諸国の合計出生率は置

政策が実を結んだものとの見方が

上昇した。特に女性を多く雇用し

〈加年代半ばから出生率急降下〉

換水準以下ながら、一・七を少し

有力だ。スウェーデンの家族政策
は出生率上昇のためではなく、主

○年代には二・一三と置換水準を

少子化は日本より早く欧州先進
上回る水準を維持している。その

回復して世界の注目を浴びた。

諸国で始まった。特に西欧諸国で

中で特異な動きを示したのがス

目的は子育てと女性の就業の両立

家族政策には限界亀》

は二十世紀初めに合計出生率（女
ウェーデンである。

1.8

1.4

仏国立人ﾛ研究所などの資料から

すべて一・五を下回り、ドイツ、
オーストリアなども同様である。

○年代後半から八○年代初めにか

が、六四年をピークに急落し、七

戦後二・一一から二・五の間にあった

スウェーデンの合計出生率は、

〈スウェーデンの政策〉

2.2

このような変化を受け、スウェー

九五年以降は大幅に削減された。

デンの出生率は九○年をピークと

他の欧州諸国でも家族政策は何

して急低下し、九八年の合計出生

親保険の内容は多様である。例

らかの形で実施されている。ただ

る。具体的には、有給の出産・育

えば出産・育児休業は、六週間の

伝統的に出生促進政策に力を入れ
てきたフランスと、出産、育児は

児休業制度（親保険）、児童手当

出産休業（母親のみ）のほか、子

個人の責任と割り切る英国とで、

んでいる。

供が十八カ月になるまで父母のい

出生率水準がほぼ同じというよう

率は過去最低の一・五一に落ち込

ずれかがとれるフルタイム休業を

に、家族政策の効果は必ずしも明

および保育サービスがその柱に

基本とし、十五カ月間に親保険に

確になっていないのが現状だ。

二○○○・一｜・二十四）

（日本経済新聞

中央大学少子化研究会

よる所得保障がある。

と保育サービスも同様の傾向だ。

四年から次第に充実し、児童手当

される。内容は制度を導入した七

最初の十二カ月は収入の九○
％、残りの三カ月も最低額が保障

なっている。

を可能にする社会環境の整備にあ

育児休業給付も現金児童手当も

性一人が生涯に産む子供の数の近
似値）が一斉に低下し、｜時は置

維持できる出生率）を割り込む国

換水準（人口を増減しない状態に
が続出した。

だが、第二次世界大戦前から出

生率は上昇に転じ、欧州各国がベ
ビーブームを経験した。ただそれ
も一時的で、六○年代半ばからの
出生率は急落し、ほとんどの国で
置換水準を下回った。

近年の状況はグラフに見るとお

りで、多くの国が九○年代に過去

最低の出生率を記録している。特
に低いのはイタリアやスペイン

で、合計出生率は一・二を割り込

･･･゛････．。｡･･･････ャ・・一･､'･ロ,．'ﾛｰ゜｡.｡｡"･AC0.0,0.0゜･《坪糾ハハハQDo。。.･･･

これに対し、フランスと英国、

むほどだ。ロシアや東欧諸国では

70年７５８０８５９０９５９８
1.0

:,傘倉翫跳I愚摩
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と規模が決まる。我々の試算で

によって、人口が一定になる時期

えれば、女性の就業と結婚、出

婚化と密接不可分であることを考

しく社会に進出している女性の晩

にない。現在の少子化が、めざま

しやすい環境を整備すること以外

現実的には、働く女性が子育て

（総務庁統計局）によれば、男子

九七年の「社会生活基本調査」

の家事、育児負担軽減の見通しを

男性の家事参加を困難にし、女性

長すぎる労働時間や通勤時間は、

性にとってきわめて厳しい。特に

形態の多様化も始まっているが、

二十一世紀の日本に人口減少社
は、二○○○年に置換水準を回復

とが、最も重要な施策となろう。

産、育児との両立を図っていくこ

の家事関連（家事、介護・看護、

有業者（二十－五十九歳）の平日

れを妨げている諸制約を除去、緩

会が到来するのはもはや不可避
し、以後それを持続すれば、日本

具体的には、働く女性の家事、

わずか十数分に過ぎない。

育児、買い物）時間は、平均して

仕事優先の企業風土はなお働く女

で、それに備えて多方面にわたる

の総人口は二○六○年代初めに一

育児にかかわる負担の軽減が、結

和することである。

構造改革を進めることが当然の措

る。これが今回のシリーズで紹介

億二千六百万人前後でほぼ静止す

婚と出産への動機づけを強めるこ

栄典家一廷の意識殉葎聿を

置として求められている。同時に

してきた出生率回復ケースであ

とになるはずだ。

昇すれば社会の活性化が図られる

停滞に導く半面、もし出生率が上

が二○’五年ならば二○七○年代

また、置換水準に回復する年次

設、夜間保育、休日保育など保育

スの拡充（都市部での保育所増

の取得義務など）と、保育サービ

間の延長、所得保障の拡充、父親

育児休業制度の改善、充実（期

まり「男女共同参画社会一の実現

なく得られる社会や職場環境、つ

に対する周囲の理解と協力が無理

いる。子育てをしながら働く女性

における意識の改革が求められて

であるが、それ以上に企業や家庭

各種の制度改革はもちろん重要

ことも明らかになった。

後半に一億千四百万人強で静止
し、回復が一一○三○年にずれれ
ば、静止するのは二○八○年代終

形態の多様化、地域の保育支援な

〈出生率の回復がカギに〉

出生率の高低が今後の日本経済に
与える影響の分析から、低すぎる
る。

暗くしている。

出生率の持続が日本の経済社会を

構造改革だけでは不十分であり、

わりになり、人口も一億四百万人

ど）を中心に、子育ての経済的負

こそ何もよりも必要なのである。

が欠かせない。

やはり人口減少問題に対応する

どうしてもある程度の出生率回復

ほどに減る。

担を軽減するための税制措置や児

あり、現在の合計出生率一・三八

一定に保つのに必要な出生率）で

の目標は人口の置換水準（人口を

き上げればよいのであろうか。そ

た民主主義国家日本で許されるの

でもない。個人的自由が保障され

せよ」の再現でないことはいうま

も、戦時中のような「産めよ増や

出生率上昇を目指すといって

業社会の改革である。日本的雇用

次に重要なのは、男性中心の企

〈男女共同参画社会へ〉

ない。

革が、まず実行されなければなら

童手当の充実といった制度面の改

一一○○○・二・’’十五）

（日本経済新聞

中央大学少子化研究会

〈子育て支援策の拡充〉

を二・○七に高めればよいことに

は、産みたいだけの子供数を産め

慣行の見直しが徐々に進み、就業

それでは、どこまで出生率を引

なる。

るようにする環境作りであり、そ

出生率がいつ置換水準に戻るか

1１３

すふお－らむ
こゆ

〈人ロの最適規模〉

の残すのは、現世代の当然の責務

であり、子孫のために美しい地球

うな出生率、すなわち人口の置換

止人口であり、それをもたらすよ

なく、一定の水準が維持された静

し、先進国の人口減少もまた望ま

目標である。そして人口増加は民
族、国家、社会の繁栄に結びつ

また、国際化は時代の流れで

ない限り、有限な地球の上で人口

一一○○○・二・’’十八）

（日本経済新聞

一ました
げＩＩＩＩｌＩＩ－ＩＩＩｌＩＩＩ０ＩＩＩＩｌＩＩＩｌＩｌＩＩＩＩＩＩ－

一学教授、和田光平同大学助教一
一授、加藤久和国立社会保障。一
一人口問題研究所室長が執筆し一

－－」のシリーズは大淵寛中央大一

Ｔｌｌ０ＩＩＩＩＩＩＩ‐ｌＩＩｌｌＩＩＩ０ＩｌＩＩｌ‐ＩＩ－ＩＩ０１Ｊ

》っ。

を高めるための最良の方策だろ

とが、経済成長と地球環境の保全
を両立しつつ、諸国民の生活水準

生率を置換水準まで低下させるこ

増する発展途上国においては、出

もいえる。また他方で、人口が急

た。同じことはほかの先進諸国に

とを、このシリーズで示してき

社会が十分な活力を保持し得るこ

静止人口の中でも、日本の経済

水準への回復である。

である。しかし一方で、人類は豊
かさを求めて、また格差の是正を
目指して経済成長を追求する。

「持続可能な開発」という考え方
は、環境との調和を図りながら成

が、それぞれの国の社会経済的諸

長を遂げようというものである

人口増加もまた、歴史上ほとん

条件を考慮して、どの程度の人口
している。例えば、年二％を超え

ど常に為政者が追求してきた政策

増加が望ましいかを経験的に判断
る発展途上国の人口の増加は速す

二十世紀の初めごろ、英国の経

済学者キャナンは、適度人口の概
念を理論化し、これをある仮定の
ぎるので、抑制されるべきである

しくないと考えられている。

が、実際には困難な道である。

る人口と定義したＣ適度人口は、

もとで一人当たり所得が最大にな

もしこれが計測できれば人口政策

時期に重なる。かって人口が減少

き、人口減少は反対にその衰退の

人口増加と人間活動の結果、二

〈成長と環境の調和〉

人口の過剰と不足の基準となり、
の目標にもなりうるとも考えら

れ、｜時は多くの人の関心を集め
た。

して繁栄した国はない、というの
が歴史の教えるところである。こ

加」という考え方ができるのであ
ろうか。

〈置換水準への回復を〉

あって、日本の人口が減れば、外

めるといっても、人口を増加させ

も経済も無限に成長することはで
きない。従って、少子化を食い止

何か画期的な技術革新が起こら

国人を積極的に入れていけばよ

埋める手段が事実上存在しないた

こでもまた、「持続可能な人口増

十世紀に入って地球環境が急激に
悪化している。こうした中で、先

きではない、という議論がある。

進国における少子化は、地球の危
機的状況を回避するための自然の
摂理であって、少子化対策の出生
率の回復を図るようなことはすべ

だが、・理論自体の欠陥と計測の

めに、この理論はやがて姿を消し

困難さ、適度人口が分かったとし
ても、現実の人口とのギャップを

ていった。

日本についても適度人口の計測

い、という声も聞く。それでは、

模よりも適度な人口増加率という

べきではない。

るほどの高い出生率の実現を図る

例はあるが、いまはだれも試みる
人がいない。近年は人口の最適規

日本の伝統文化は守るべき価値を

我々が目指すのは人口増加では

もたないのであろうか。

確かに地球の資源や環境は有限

動態的な概念に関心が向けられ、
理論もその方向に発展している。
計測は依然として困難である
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ＢｆｌＢｉｃＳｕｒｖｅｙ(11）ｏｎＰ(Dpula[ｉｏｎｆｍ(IIHlmilvPlannIng

‘Lfi率ｷﾞIlLl2ltIi水１と失系'１１[l合作ijM従dlf究鍛i`f杉

inlllePeopIe1sRex)ublicoiChiI]ａ

（｢lilFlIi(HＭ

化f『率ｆＩＩ１ＩﾐiiIIi水ＩＬ失系輔二次１１１[1合作ilMffl)f光ｌｌ１
ｉｔｉ名（[''１匹1殿奴）

昭和59年度

ルネバールlib１１人【ル家放,ihHji唯礎調(If
BasicSurvevReporl（〕nPopulatiolmandlh1Y1iiy

Ｌアジア,ili[Ｗ)腱村人LIと農業|刑発に|』Ｉする洲iIf鞭Ｉ１ｒｉＩＩ：
－インドill-

PlanningintheKing〔lｏｍｏ（Nepal（英繊'1，

Rep【〕｢tonlheSurvcvofRuralPopulationalld
AgYiculturalD(Pvelopmen【jnAsianCounlries
-Illdl(１－

５．Ⅱ本の人｢lIiIjTIj化とllH総

（典研版）

UrbflnizationandDeveloI〕ｍｅｎｔｉｎｊａｐａｎ（災iiｲﾄ版）

データ部,i

SurveyofUrban】zatlon・LlvingEnvironmeI1taIld
WdfareinBangkok

DfIta-

◆

」、クマ』

６．バンコクの人IIiljTlj化と生活蝋j党・ihi杣網代

＃〔南アジア,洲玉l等人ＩＪＩ;+1発堆礎調汽報11譜
－タイに

Report〔ｌｌ１ｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙＭＰＤｐｌ｣llatlonandDeve
lopmenllnSouIheastAsianCountries
TlXailfI'1〔｜－

（英鍋112〉

３．’1’Ｗ)人【1惟換と腱+llIH捲
●

【●Ｉ

スライト

ロトの都ＩＩｊ化と人[Ｉ（l｣本論版）

りerY1oRraphicTralIsitionin」apallandRuIfH1Dcve１０K〕mc1XI（災Ｉｉｌｌ１世〉

UrbanijzaIIonandPol)ukItioninJapar1（災ｌｉｌＩ版）
ロ小Ｉ１り城市化ケ人Ｉ－ＩｌｉＩＩｌ鼠1識版）

lIIbani息asiI)ankepcndudukaI11)iJel)ang
（インドネシア織版）

昭和61年度
ｌ・アジアiiIillil7)ﾙﾋﾞﾄ|｢人１１と腰巣IHI苑にllUするjiiMiIfNiiI；111：
‐インドネンアlll-

`１．Survew)fFeItili【vtlndLlvingSl〔IndardsinChinese
RuralAreas-Daｌａ－Ａｌｌｌｈｅｈ(〕usehDldg【〕ftwo
villaResinjlllIIProvinＣｅ目uTveyedby（llIcstlDllnaIres
（災鍋１１１〕、

美子Il1lI:|表付く１１人I-lfk育率り生椚水1LIl9i｣M森恨併
一対千$!「林竹ｉｊｈ十村逃1j全「i【iii鱗iMiIf的fi1i染一
一ｆｔｉｌ鍋一（'１１脚諦版）

Rep()rtolltheSurvcyofRuralPopul&Itionand
AgrlculturalDevelopmcnｌｉｌｌＡ量ｉａｎＣ【)untrie昌
一Ind〔)nesia--（英語版）

２．東南アジア論|刊等人口・開発ＪＩＬ礎調fii報告１１ド
ーインドネシアliil-

ReportontheBaslcSurvcyoIPopultl[ioI1and
DevelopmenljnSoutheastAsianCounlries
-lnC()､畦gｌａ－（英語版）

３．イIiH1W学ｌｉの学ilVと１１ﾐｵi１１条fl:にIHIするl1lf充

５．スライド［｣本の農鶏腱村１１M発と人[】
－その軌跡一（１１幅/;liM

Agrlcul【u｢fIl＆Ｒｕ｢alDevelopmemaIld，Population
iI1japan（英傲十版）
Ｕ小衣並衣村的友展fl]人口的推移（『|'[jE1語版）
PerkembanganPertanian､MasvarakatDegaDan
Kependudukan、i」epaI1g（インドネシア語HlU

（以１２４カ国版スライドは、日水産難教育スライドコ
ンクールにて優秀徴を受賞しました｡）

一人｢内能力１１N苑の裸MLiにi1Uして－

４．Ｈ水の労働力人Izlと開発

LaborForceandDevelopmenlinJapa、（英iiii版）
５．人I］と１１１１発関連統耐I蝶

DemographicandSocioEconomiclndicatorson
Popu1aljonandDeveloI)ｍｅｎｔ（-災iMfMH）

昭和60年度
１．アジア諸国の農村人１１と農業開発にlMjする洲lIf報需稗
一タイ|藍l-

Rep〔】rlontheSurveyofRuralPopulaIioｎａｎｄ
Ａｇ｢lculturalDevelopmenlinAsianCount｢ｉｅｓ
－１肱llland-（災譜版）

１１６

２．東南アジア諸同等人I卯１１M発基礎iiMlZfih糀告i1）
－１１』縦人jtjLfI1lL1-

６．スライド日本ｸﾞ)廠業INI苑と人I］

~その原動力・迩虻一（日本語版）

ReportonlheBasicSurveyofPopula[ionand

InduslrialDevelopmcnｌｆｍｄＰｏｐｕｌａｌｊｏｎｌｎＪａｐａｎ
－Ｔｈｅｐ｢imcMover-Electricitv-（英諦版）

DevelopmentmSoutheastAsianCountries
-ChmfI-（英語版）

ﾛｹ兜的杵並友健与人「１

－１口$(功カー曳2（－（中同識版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する鋼盗lijr究鮒告ilド

PembtIngunanIl1dLIslrjdankependudukandiJepang

ータイllil-

-Pengger【ｌｋＵｔａｍ２ＬＴｅ【lgaListrik（インドネシアi研版〉

４．１１本の人口と家族

Coun[ries-OvcrviewaIId StalMIcalTabIes（英語腋）
６．スライド

日本の人口と家族（Ｈ本譜版）

FamilyandPopulatjoI1mjapan-A&IanExpe｢ル
ｅｎｃｅ－（英語版）

Ｃ

５．アジアの人口転換と開発一 総,ilUlミー
Demog｢aphicTransitlonand DevelopmenlinAsian

弓●ＦＤ

Ｉ>opulaljonandtheFamilylI1japan（英識版)

ネハールニ{ﾐlfl人口家峡iil画鯖二次u;礎調査

ComplemcntaryIBEIsicSuweyReportonPoDula[io1I
fIndFamilyPlaI1ninginthekingdomofKepal
昭和62年度
1．アジア諾１ｍの農村人1ｺと腱業'１N苑にllUする釧海徹告諜
一［１１兼人l巳共ｷﾞⅡl韮卜

Report（)n1I1eSurveyofRuralPopLllatiol1an(I

Agrjcul[uralDevelopmentinA3ianCountrieｓ
－Ｃｈｉｎａ－〈英語飯）

日本的人口与家庭（中国語版）

Penduduk＆I《eluargaJeI)ang（インドネシア譜lMZ）

２．４K南アジア諾[亜l罪人LI・'矧発JiL礎鋼JiIf澱告諜
－１１J鞭人災共ｆⅡｌＦ１－

７．ペルー共和国人！｣家族計liti雅礎調盗

平成元年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発にljUする鋼Ai報沓１１キ
ーバングラデシュｌＴ１－

ＲｅｐｏｒｌｏｎｌｈｃＳｕｗｅｖｏｆＲｕｒａＩPopulationand
AgriculturalDeveIopment-Bang1adesh-（萸

譜版）

２．東南アジアi渚|亟Ｉ等人口．開発基礎調査報〈Ｕｆｉ１ギ
ーネバール圧ｌ－

Ｒｅｐｏｒｌｏｎ［ｈｅＢａ$ｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰ【〕pulati【〕nanf

DevelopmentinSoutheastAsianCountrIes
-Nepal-（英語版）

３・アジア賭岡からの労動力流出にＩＩＬIする調企hlr先報告ilト
ーマレーンアlＴＩ－

４．ロイ産の人[｣縦造変動と1冊苑一間齢化のアジア的悦
r'７－

．．０q

StructuralChangeinPopulali()、ビIx1(IDevel〔)pmerxl

-JflnaII'鷺Experler】cｃｌｎＡｇｉｎＲｌ－（典j弼版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎＩｈｃＢａｓｊｃＳＩ｣rveyofPopulaLionand
DevcloI)mentinSoutheastAsianCountris
-Ｃｈｉｎａ－

（英語版）

３・アジア諸l』ilからのﾂjliii力流出に１４Ｉする綱盗研究報告書
一フィリピン四一

４…Ｈ本の人'二]と農業|淵1発

PopulationaIIdAgricultu｢alDevelopmenlinJapan
（英語版）

５．ネパールの人１１．１１})兆・環境

１ｺopuItltjon，Devel〔〕pmen［andEnvlr〔)ｎｍｅｎｔｉｎＮｃｐａｌ
（英語版〉

６．スライド

日本の人口移動と継済発展《日本語版）

ThcMigratoryM【)vemelmaI｢】ｄＥｃ(〕rlomicDeveloP
IU1enllnJal)aｎ（英語版）

［｣本的人Ｌ１移功ラf灘パ浅展（Ii1lKI譜版）

ＰｅＩ１)indahal〕PendudukDanPerkemi〕anganEkonomi

DijepElll鷲（インドネシア誌版）
７．トルコljB1人L]家族Iillilii鵬礎i卿ilf

５．スライド

高齢化社会へのＨ本の挑戦

－４ｋきかいのある老後をⅡ猯して‐〈Ⅱ本譜版〉

Ａ唐inginjapan-ChaiIengesandProsI)どじＩｓ－
〈英諦版）

辺人漸齢化社会的日本JHiiiill缶挑践一迫波風』'２命愈又
ＩＭＩ老年化illli-（Ⅲ｣国語版）
IＪ７

昭和63年度
1．アジアi禰同の腱村人にIと農業1ｊＷ発に関する調査報告ill：
－ネパール同一

RcporIDntheSurvey⑪fRuralPopulationa｢】d
AHriculturalDevelopmentinAsianCDuntries
-NeI)〔,１－（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調在研究報告響
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

RegionalDevelopmentandPopulationinjapan
-TrendsandPro鷹ｐｅｃｔｓｉｎｔｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

TantanganMasyarakatLanjutusiaJepang
（インドネシア語版）

６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一

StrategicMeasuresfortheAgriculturalDevelopment
-ComDara[iveSlrudiesonFiveAsianCountrles（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徴を受賞｡）

ReginalDevelopmentandPopulatioｎｉｎＪａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人口（中国語版）

PermbangunanDaerahdanPopulasidijepang
（インドネシア版）

平成２年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一フィリピン同一

ReportonlheSurveyofRuralPopulationand
６．アジアの労働力移動

AgriculturalDevelopment-Philippines-（英語版）

LaborMigmtioninAsja（英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発避礎調査報告書

平成４年度
Ｌアジア諸国の農村人ｕと農業開発に関する調査報告杏
一マレーシア国一

ReportontheSurvevofRuraIPopulationaIId

AgriculturalDevelopment－Malaysia－
（英語飯）

２・東南アジア諸国等人I］・開発雅礎調査報告醤
一ベトナム国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-VietNam-（英語版〉

３．アジア諸国からの労働力流Ulに関する調森研究報告書
一スリランカ国一
４．アジアの産業転換と人にI

IndusmalTTansitionandPopulatiｏｎｉｎＡ$ｉａ
（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（日本
語版）

LivingforTomorrow－lndust｢iaITransitionanc
PopulationiｎＪａｐａｎ－（英語版）
生活ｲIH明天一日本的７１蕊摸写人口一（中国語版）

一バングラデンュー

ReportontheBasicSurveyofPopulaLionand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-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譜
一インドネシア国一
４．Ｈ本の人口 .|)3発・環境一アジアの経験一

Populallon

Japan

DevclopmentandEnvi｢onmentin

AslanExperiGnce-（英語版）

５．スライド

Ｈ本の環境・人口・開発（日本譜版）

Environment，PopulanonandDevelopmentin

Japan（英語版〉
日本的坏境・人口・升友（中国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembnngunanJepang
〈インドネシア語版）

（本作品は、1991年卿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計樂－

Ｐ｢ospectsofUrbanizationinAsia（英語版）

平成３年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書

HidupUntukHariEsok－PeralihanStruktuI･
IndusmDanPoDulasiDiJepang（インドネシア語１１lb〔）

一スリランカＥｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙＲｕｒalPopulationand
Agricultu｢alDeveloprnent-Srilanka（英語版）

２．東南アジア諸国等人ロ・開発基礎調査報告書

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綱在報告ｉ１Ｆ
－ベトナム国一

一フィリピン国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoulheastAsianCountrles

-Philipplnes-（英語版）
１１８

平成７年度
Ｌアジア緒庇1の発腱段階311農業・農村開発）,f礎iilMflf報flf
諜一パキスタン国一

Repo｢ｔｏＩ１ｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｖｏｎＡｇ｢icul[uralfIndRural
DevelopmenlbyProgressStageinAsianCou風trles
-Pakistan-（英語版）

２．アジア諸国の都ilj化と開発韮礎調作報告111：
－ネパール国－

ReportonlheSurveyofUrbanlzationflndDevclopmen（

jnAsianCountrles-Nepa］－（英語lIh）

３・アジア諸匠|の人IlMifr源HH苑と労働ﾌﾞﾉに関するiilkllI部)|:先
報告書一インド同一

４．アジアにおける女性のエンハワーメント

ＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉＩｕＡｓｉａ（英鵠版）

５．スライド

アジアを拓け一女`性たち－（日本語版）

ReportonlheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmｅｎｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英語版）

２．東南アジア諸国等人にl・開発轆礎調盗報告響
一スリランカ国一

ReportontheBasicSurveyofPOpulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-SriLanka-（英語版）

３・アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する綱交研究
報告書一フィリピン畦１－

４．アジアからの挑噸一人I］と開発一

ChallengeandStrategyofAsianNations
-PopulationandSustainableDeveloDment
（英語版）

５．スライド

女たちｸﾞ)挑戦一女性の地位1hJ上とＨ本の人口一
（日本語版）

ABrighlofGenderEquality-Eml〕oｗｅ｢ｍｅｌｌｔｏｆ

WomenalldtheirChalIenges－１ｍp｢ｏｖｅｍｅｌ１ｔｓ
ｉｎｔｈｅＳｔａｔｕｓｏｆＷＯｍｅｎｔhePopu1ationofJapan-

jmiji目蝋之路一今HII[illl女性一（中【1【ｌｉＷｉ版j
HarI)anCemhbagiPersamaan－１<：iumWanita

女性的挑Ｉｌｉｌｉ－女性地位的提i噺与日本的人１１－

ＷｏｍｅｌＩｉｎＡｓｉａ－（英語1M〔）

AsiaMerambahJalan-（インドネシア語'1k）

（英語版）

（中国語版）

TantaI1ganKaumWanita-EmansipaslWanita
danPopulasiJepang-（インドネシア語鞭）

平成８年度
1．アジア諸国の発展段階別腱業・農村|}Ⅱ発雅礎i澗盗撒告
書一ラオス人民民主共杣同一

ＲｃｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕ｢veyonAgriculturaIand
RuralDevelOpmen［ｂｙＰｒｏｇｒｅｓｓＳｔａｇｅｉｎＡ$ian

Countries－LaoPeople,sDemoratiCReplIbIic〈英語版）

２．アジア`渚1F1の郁巾化とＩｌｌｊ発調企fll告５１１：
－フィリピン国一

ReporIontheSurvevofUrbanizationandDevelop‐

mentlnAsianCoLlntries-PhiliI)pines-（姑譜肱）

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発恭礎調査報告
響一ｲﾝﾄﾞ国一

ReportontheBasicSu｢veyonAgricuIturalandRuraI
Develop､｢ｌｅｍｉ〕yProgressSIageinAsjanCouIutriｅｓ
－Ｉｎｄｉａ－（英語版）

２．アジア諸雁lの都市化と開発調盃報告評一タイ国一

ReportontheSurveyofUrbanizationandDevelopment
inAsianCountIries-Thailand-（英語版）

３・アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
３・アジア諸国の人間資iMll;M苑と労llilﾌﾞﾉにＩＨＩする調侮研究
報告課一ラオス国一

４．２１１１t紀の人｢］・食$1,}liil！略一アジアと11t界一
PopulationandFoodSt｢ategｙｆｂｒ２１ｓｔｃｅｎｔｕｒｖ
－ＡｓｉａａｎｄＷｏｒｌｄ－（英語版）
５．スライド

2025年への決断一アジアの人[1期卯と食料
ChallengefhndDecisionfOrtheYear2025
-PoI)ulationlncrefhseandFoodmAsia（盤詰版）

JJ9

報告書一ベトナム国一

４．アジアの女性労働力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

Women､sLaborParticlpationandEconomicDevelop‐

ｍｅｎｔmAsia-Strategytoward21Century（英語版）

５．スライド

アジアの女性たちはいま･･･…（日本語版）

ＮｅｗＨｏｒｉｚｏｎｓｆｂｒｔｈｅＷｏｍｅｎｏｆＡｓｌａ（英語版）
jllZ洲姐女的新117程（中国語版）

WanitaAsiaKini……（インドネシア語版）

地球からの警告一アジア、水と食料の未来一

|【i崎202511ｴｲlbA断一IliillIlnﾘ人口輔侯和桟食一

ＡＷａｍｉｎｇｆｍｍｔｈｅＥａ｢ｔｈ－ＴｈｅＦｕｔｕｒｅｏｆＡｓｉａ，

(ｌｌｊｌ[iiiH版）

Watc「ａｎｄＦｏｏｄ－（英語版）

1､ekadUn[ukTahun2025-PertambahanPoI)ulasi

来自地球的警告一亜洲、水和根食的未来一

danPangaxIdiAsia-（インドネシア譜版）

（中国語版）

PeringatandarIBLImi-MasaDepanA茜ia-Airdan

Pangan-〈インドネシア譜版）

平成９年度
1．アジア1iMlJ1の発展段|;齢||農業・農村|)Ⅱ篭｣,L礎調ｲf報告

平成11年度
１．アジアi滑同の発展段階別農業・農村|刑発坐礎調森報告
11トーモンゴルl玉１－１１１央県、セレンゲリi(を中心として－

ReportontheBasicSul･vevonAgricuIturaland
RuralDevelｏｐｍｅｎｔｂｖＰ｢ｏｇｌｃｓｓＳｔａｇｅｉｎＡ割an
Countrles-Mongolia-FocusonＴｏｖ＆ndSelenge
２．アジア諸国の商齢化と保健の突態調査報告－１１｣国一上
海を中心に－

ReDoT【ｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＡｇｉｎｇｔｍｄＨｅａｉｔｂｉｎAsian
Countries-China-FocusonShanghai-

３．アジア識国の職業安定制度と雁用政漿に関するｉＩ職I11f
究撒告諜一バングラデシュ人氏共和ljEl-

ｉｉドーラオス人氏民主共ｷﾞIIm-

ReIx)ＴＩｏｌｌｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｃｖｏｌ１ＡＲｒiculXu1rala】1(l
RuTalDevclol)ｎ１ｅｎｔｂｙＰ｢oR｢e鵠ＳｌａｇｅｉｎＡｓｉａｎ
Ｃ〔〕ulllrics-LaoPeople'sDemograticRel)iJibllc２．アンアパI会|}'１発と人lMlIIh；と

Ｓ(》cia1Dcv⑤|【〕ｍｅｎｔａｎ(iHumanDcvel()r〕ｍｅｎｔ
ｉｎＡｓｉａ

３．アゾア`制lilｸﾞ>人lnl篭illi(ilI｣花とﾂﾅ１１ﾘ)力にl則する,澱ftn)｢究
鮒ｌｆｉＩドーマンーンァｌｎｉ－
`1．水をぬぐろ２１１１１:紀勿危機
一アジア人川をｊ１ｉ点として－

ＷａｔｅｒＣｒｉ３ｉｓｊｎ１ｈｅＴｗｅｎｔｖ「irstCenlu｢y
-ProsxDect〔】ｆＡ量iflr1P【)pulationandDevelopmenl-５．スライ獣

水I泉Iliきている一人口と水iifihiiWa[erisAIive-PopuIaKioI1andWater・
Resources一（英語版）

水ﾉﾑｲｨﾉlﾐ命｢ルー人１１与水lJiilI1-uI1lllii6liii）
ＡｉｒｉｔｕＨｉｄｕｐ－Ｐｅｎｄｕｋｄｔｌ２３Ｓｕｍｄｅ「Ａｌ「－
（イントネシアiilillH）

平成10年度
１．アジア諸国の発腿段ilMr別農業・農村開発蛙礎調i1f報告
響一カンボジア国一

ReportontheBasicSurveyonAgricul[uraland
Ru｢alDevelopmentbyl〕rogressStageinAsian
CoL1I1trieｓ－Ｃａｍｂｏｄｊａ－

２．アジア諸同の高齢化と保健の実態調iii;報告書
一人帷民m-

Rep〔)ｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡ晋ｉｎｇａｎｄＨｅａｌｔｈ
ｉｎＡｓ瞳ｎＣｏｕｎｍｅｓ－ＴｈｅＲｅＩ〕ublicolKorea

３．アジア諸国の職業安定1611度とln1lU政鞭に関する捌炎研
究報告書一イラン同一
４．発展のiiIl約一中ljEl・インドを中心に－

ConstrainsonDevelopmenL-FocusＣｈｍａａｎｄ
ｌｌｌｄｉａ－

５．スライド・ビデオ
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1996年５１１にマレーシアのクアラルンプールで開かれ
た、人l」と食轍安全保障に側するＡＦＰＰＤ（人口と|脂
発に1Mするアジア縦且フォーラム）特別述衛委員会で．
ベトナム国会社会姿貝会委員長グエン・ティ・タン畿
貝とマグサイサイ賞受徹肴である符名な農業学:肴ボー
トン・ズアンＮｌ〒tの共桃論文の【l本譜版の合ｲえ`，世界
食料サミ･ソトに向けた涜料として作成ざｫした＿）

９．Ｆ国際食料安全保障・人ロ・開発職員会繊J、国際食料
安全保障．人ロ・開発醗員会溌(ＩＭＰＦＳＰＤ)幾事録、
1997年（和文）

（内存：食料腱業機関(ＦＡＯ)主催の世界食料サミ′ト
（WFS)にあｵ〕せ､liji)ｌ１ｆｌｉｌ１１１１ニスイえ゛ジュネーブで|}Ⅱ
雌さﾉした催|際食料安全係lbif・人[」・ＩｌＩｌ発議11会離
（IMPFSPD)の縦｣箙ｌｉｏｌ可会縦の成釆は．世界食料サミッ
トで公式に配布されまたＷＴＯルジェーロイギ務吋膣
にも桜井新・会議議遅から手渡された」

Iu，国連人口基金「未来のための食料」1997年（和文）

（内容：国連人llAffir出版物ＦｏｏｄｆｂｒｔｈｅＦｕｍｒｅの

日本語版。人口榊川IのIJlllliI1と食＃１１確保をｲiうために、
女性の参加力:不可欠であることをざまざなliL体櫛11から
解きほぐしていみ。〉

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

宣言および世界食料サミット行動計画｣、1997年（和文）
（内容：世界食料サミ，卜のローマ宣司と行動iillihiの

イミ11;初の蹄３１<であり、多分野か！>lij]丈ilｻﾞのi１本翻択の
決定版としてIhiいi;11価を受けた。）

１２．１.リソース・シリーズ５ＦｉｖｅＹｅａｒｓｆｒｏｍＩＣＰＰＤ－国
際人ロ開発繊員会鐡から５年一人ロと開発に閲する国
会鐡員会蟻宣言文」1998年（和・英）

（内容：カイロの国際人11開発会議から５年月を迎え、
この機会に人口と!}}１発Iこ'１０する国際識11公繊、地域雛
貝会議の宣司丈を雌成“今後の史なる発展のためのｆｆ

料とした｡）

13.9ﾘｿｰｽ･ｼﾘｰｽﾞ6PopulationPolicyinAsiaA
1998年（英文）

（内容：当財団かHiﾐ雌する「人L1とⅡM発に関するアジ
ア岡会議上i会議」で呼びかけをおこない、各'五|の人１１
政策を各匡l政府責([者もしくはＡＩＩ〔lml家か記述した．各
lElの政策に】!({陸持つ、会議貝が関与している点で．
賊例を見ない。）

１４．アリソース.シIノーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂

1.ア国際人ロ開発会鱗行動計画要旨』1995年（和文）
（内容：1994年カイロの国際人1.11M発会議(ICPD)の行
励i汁ｌｄ１ｉの要旨。｜可文齊関連の出版物としては本部初｡）
２．了国際人ロ開発溌員会鱗小国際人ロ開発鯛貝会鯛鯛事
録、1995年（和文）

（内容：1994年カイロで国際人にlllIl発会識(ICPD)に先
駆けてl淵IiMされた国会議風会議である|副際人口開発議
Ｉi会議の識辨鍬。｜同]会議には117カ国約3()()墹の国会議
ｊｌが参hllした。会i讃宣言文はICPD総会でも発炎された。
また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の
lRl会縦r(フォーラムがiviIiliさ／した｡）

３．国運人ロ基金【・世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一日1995年（和文）

（内容：現ｲ！;の人口分野に対する援助の現状と、ｆｒ余

グ)流ｵしを分析。我がｌＺ１の人[]分野への貢lljji6ljH仏）

４．？国際人ロ・社会開発鍛員会蟻』、国際人ロ・社会開発
鯛員会議(lMPPSD)譲事録、1996年（和文）
（内容；-世界社会開発サミソ1｡（WSSD)にあわせ、１９９５
年３１１にデンマーク・コペンハーゲンでllMIii1された人
口とⅡ:会開発に関する国会繊貝会縦縦』11；録"）

５．黒田俊夫著了リソース・シリーズ１国達人ロ会蝋20年
の軌跡一ブカレストからカイロへ－Ｊ、1996年（和文）
（内容：催|迎症１１Mの第一[､１人I｣会議であるブカレスト
会i讃から1994年カイロのl聖|際人L1開発公縦まですべて
の|珂迦主雌の人[1会議に参lHlし、人｢I分り#における世
界的大家である門者か、その推侈を概観し、分析した.）
６．ToshioKurodaDResourceSe｢ies2mFromBucha-

resttoCairo-20YearsofUnitedNationsPopuIationConferences－，，，１９９ｓ（英文）
１内容：好訓iをもって迎えらjLた←リソース・シリー
ズｌ」の英文１１１１Ｊ

７．ｒ国際女性・人ロ・開発鰯貝会蟻』、国際女性・人ロ・
開発繊員会鰯(IMPGPD)溌事録、1996年（和文）
（内容：第４回世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、1995
年９１１に火斯(で附雌さﾉした１Ｍ際女性・人1ｺ・11}】発議貝
会織(IMPGPD)のi寵1鰐録。｜司会縦には第４１Ⅱl世界女性
会雛に対する絆|玉l政府代炎を｢''心とする[１１１会縦L(が参
加した｡）

かれる水資源一X和文）

（内容：ワールドウオッチ研究所から刊行されたSandra
Postel符、WorldwalchPape「l32

DMdingtheWalers：FoodSecur1ty，Ecosystem
Heahh,andtheNewPoliticsofScarcityのllj訳二今後
人賊社会に大きな制約を与えるのか、淡水ffiIﾙＩの不jIL
である。輔え続ける人口を支えるための農堆生産もま

１２１

８．ＦＡＯ／UNFPAおよびボートン゛ズアン、グエン・
テイ・タン署、ｒリソース・シリーズ３食料安全保障
と人ロ：資料州1997年（和文）
（内容：世界食料サミゾトヘのiWiIliljとして倒迎食料農
堆機関(ＦＡＯ)力掴述人nJM;企との北lril研究ざ/した、’人

口jiV1jlIとここ喪劣化－１二閲する論文の日本語版および、

評価のための国連人ロ特別総会報告書」日本語版。同
会議では、国際人口開発会議（ｌＣＰＤ）から５年を
経て、その進捗を妨げる障害、ＡＩＤＳなどの予想以
上の蔓延など、時代の変化をとり入れ、行動計画を実
施する上で必要となる指標や障害を解消するための具
体的行動などをＥｌ連加盟国がFil迎総会の場で協議し砿
調した。

19.人ロと開発に関するアジア職員フォーラム第６回大会
世界妓初の人口と開発に関する議貝フォーラムであ
る「人口と開発に関する議員フォーラム(ＡＦＰＰＤ）
が３年に一度開樅する大会の議事録。
ＡＦＰＰＤは1981年に設立されてから世界の指導的

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量は地球上の水の0.00
0008％に過ぎない。この水の総fitは、有史以来変わっ
ておらず、人口が墹加する分だけ、一人当たり使用で
きる水の杜はどんどん減少しているのが現実だが、こ
のことが十分に認識きれていない。人口増加を支えて

いる地球の限界が目の前に迫っていることに警告を発
している｡）（日本語版版権取得）

15．国連人ロ基金「人類のための環境」（和文）
（内容：国連人口些金出版物EnvironmentforPeople

な人口と開発Iこ関する地域縦貝活動として、アジアの

の日本語版。人口問題、環境問題、開発問題を効率的

みならず、世界レベルでも人口と開発にllL1する国会議
員活動の指導的な役割を担っている。その提唱者であ
り、創設者の佐藤隆・尤農水大臣と、桜井新・現議長
の出身地である新潟県で開雌されたＡＦＰＰＤ大会の
報告聾（日本語版）。同大会では1000年剛餓後の大会
として、2000年期に向けたアジア・太平洋地域の人口・
開発問題に関する国会議貝の活動方針を協議し、その

かつ実質的に解決するためには、その３つの領域の間

成果は「新潟宣言」にまとめられた。

に架け橋を懸け、相関関係を､i視することが必要であ
るとの視点に立って、主に蝿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．Ｐａ｢liamenta7iansoActivitiesonPopulationand
Development-HistoryofParIiamentarianSActivitiesand
ltmsFindings‐（英文、－部スペイン語）
1992年２月ハーグの１劃際フォーラムに合わせて開臘さ
れたｒ国際人口119発会議評価のための国会議且フォー
ラム（ＩＦＰ）」のために継備された出版物である。こ
の出版物は1994年の国際人口開発会議以降の人口と開

発に関するアジア識目フォーラム(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議貝フォー
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、各繊巡の括動史を纏めた世
界で初めての出版物である。国会議員活動の地球規模
での広がりをも象徴している。

１７．国際人ロ開発会鯛秤価のための国会甑員フォーラム

（ｌＦＰ）報告街
1992年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ
れた「国際人口開発会議評価のための国会議貝フォー
ラム（ＩＦＰ)＿の報告書である。同会議に催103カ国
からおよそ２１０名の国会議員が参加した二同会議では
国際人口開発会議から５年間の進捗状況とその進展を

lHむ障害について熱心な討議が行われ、人口と持続可
能な開発を-11Ｉした視点で扱う事を強く求めた「伺際
人口ⅡH発会識評価のだめの卿会議且フォーラム・ハー

グ立言」が採択された。この内容は会議41『務総長を務
めた桜井新ＡＦＰＰＤ議長の手によって、ハーグの国

際フォーラムならびに３月にニューヨークで開怖され
た】Ｗ聯会議の場でも発表された。

１８第21向園連特別総会特別委員会報告宙｢付録」

国連人口開発会麟行動計画のさらなる実施に向けた主
な行動

1999年６月30日～７)１２日にかけて、ニューヨーク

の国連本部で開ＩＩｉ:された「国際人口1W１発会議から５年

１２２

１月型日一第焔回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会

～羽日議」事前打合せのため、星合千春国際課長、加藤佑子国
際課長補佐がタイ・バンコクに出張。
２月２日農林水産省公益法人概況調査実施。

２月、日尹豪・中国吉林大学東北亜研究院人口研究所副所長が来
所。

２月詔日「第２回日米コモン・アジェングセミナー」（外務省主
催）に広瀬次雄常務理事・事務局長、星合千春国際課長
が出席。

３月３日ハンガリー建国千年記念祝賀シンポジウムに遠藤正昭業

務推進委員、大沢春美会計課長、楠木修主任研究員、加
藤佑子国際課長補佐が出席。

３月旧日国立社会保障・人口問題研究所主催特別講演会「少子化
が示唆するものＩ労働供給と国際移動に焦点をあてて
ｌ」に遠藤正昭業務推進委員が出席。

３月旧日「ＧＩＩに関する外務省／ＮＧＯ懇談会」に遠藤正昭業
務推進委員が出席。

３月咀日ＡＰＤＡ主催「第阻回人口と開発に関するアジア国会議
～、日員代表者会議」をタイ国バンコク・インターコンチネン
タルホテルで開催。中山太郎ＡＰＤＡ理事長他羽力国と
ＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦ、ＡＦＰＰＤ、ＥＳＣＡＰ、ＵＮ

ＩＦＥＭ、ＵＮＥＰが参加。ＡＰＤＡ事務局から楠木修

主任研究員、星合千春国際課長、加藤佑子国際課長補佐

が出張。

３月四日「第酊回ＡＦＰＰＤ運営委員会」をバンコク・インター

コンチネンタルホテルで開催。桜井新ＡＦＰＰＤ議長他
役員が参加。

３月配日国立社会保障・人口問題研究所主催特別講演会「東南ア

ジアにおける持続可能な都市化、女性の地位、宗教」に

遠藤正昭業務推進委員が出席。

３月泌日安藤博文・広瀬次雄常務理事・事務局長と今後の人口分

野の国際協力について懇談。

J2l9

■■■

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

「水の惑星」といわれている地球上のあちこちで深刻な水異変と

◇”水ストレス〃という形で自然が人類に対して静かに無気味な
反撃を始めている。太陽、空気、水、緑は、人間が生きていく上で
不可欠の命の恵みだが、人間は果てしない欲望の暴走によって”人
口爆発“を招き、地球環境を破壊している。そのトガメの一つが
なって表面化しているのである。

◇わが国の田園から“小ブナ釣りし川〃が消え、”メダカの学校”が
廃校続きになったのは戦後の別世紀後半からだ。われわれの誇り
だった”山紫水明“の地は幻の彼方に消え、どこででも自由に飲めた
水が、いまでは飛行機の中ではミネラル・ウォーター、若者のカバ
ンの中にはペット・ボトルといつたふうに水の安全神話は完全に崩
れた。人間が生きるために必要な、安全で衛生的な水は、１日一人
当たり別リットルといわれる。しかし、世界には帥億人のうちすで
にｎ億人を上回る人たちが水不足に苦しんでいる。一方、アメリ
カ、中国、インド、中東などでは恐怖の干ばつに襲われ、食料や工

文化印刷株式会社

・印刷所

業生産にも大打撃をうけている。

（Ｔ・Ｈ）

◇一一一月にタイのバンコクで開かれたＡＰＤＡ会議（人口と開発に
関するアジア国会議員代表者会議）では、「地球規模化・水資源・
食料安全保障及び国際国会議員会議」を開き、皿世紀のこの重要課
題に取り組み、解決をめざすことを決めた。幻世紀は、石油に代っ
て「水をめぐる紛争の世紀」になるといわれる。人類が直面するこ
の難問に、各国国民を代表する国会議員レベルで、早急に本腰を入
れて取り組んでほしいものだ。
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表紙の写真説明

ＡＰＤＡ会議

Ｉ

蝋

「第16回人口と開発に関するアジ
ア国会議員代表者会議（ＡＰＤＡ
会議)」が３月18日から20日まで
タイ国バンコクのサイアム・イン
ターコンチネンタル・ホテルで開

催された。ホテルの庭に勢ぞろい

した各国参加議員。
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ホギメディカルがＲ本で始めて
メッキンバッグを発売した時も、

不織布製メッキンガウンやドレープを発売した時も
そこには余人のかげさえありません。
一歩､一歩､より安全で確実な道をその都度､創造してまいりました。
この度､発売を開始したキット＆トレーシリーズも、
新たな道筋を創造していくことでしょうｃ
医療環境の向上をめざすパイオニアとして
私達は道を創造し続けてまい1ります。
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露語審号をよくお確かめのうえ､おかけください。

