１１z収12年７）１］Ⅱ発行(季刊年･I[!】1発ｉｆ)皿刊第72ｌｊ１ＳＳＮ(〕918-8967

‘ 爽類と地球露譲瓢的共存霧呂議して

Ｚ

」

Population＆Development
■

JUU20
Afだ

う

財団法人アジア人ロ・開発協会(ＡＰＤＡ）

１１

Ｉ

．■

⑫

罪▽
皇。。‐Ｄも』

、〉、岑詐』》｛Ⅲ

熟へ雨
Ｆ

１「１１１

Ｆｉｌ
００：

Ｔ鍍瀦

９１Ｊ」引

一‐．‐しし昨…！‐‐ｉｉ・‐‐ｉ‐Ｉｒ‐皿１

！

。Ｆ

！…１１

１１１

０Ｊ

２１Ⅱ

マヨ

TJj藤

;｣

ど

な

｡

盛・・１１１．…・・Ｉ：！………ｉ…Ｉ

Ｌ口■ｎ口■１日■１口■已川剤川口轌釧

Ｉ＃……Ｔ篭鍵灘。

２

！

jiWfijil，

－司璋疸口…

壜

，．／｛一一口｛曰一正曰ＨＰ、〉へ一コ一打庁・へ“へトヨ■．．＋”：…．へ□【｝〈：臘一｝いぃ岳｛：）｝・」：ぺ津へ｝・いつへ』や…」：｝・｝，土・」いへ川．…・ｉｆ：曰一几然

…願

HF?Ｚ沖婬品■ｕ…--1

卍

巴

人口と開発
夏・ＪＵＬＹ／2000．Ｎｏ７２

鶴

灘倣鈎枢
Ｊ，

壇

！

鐘i1i2二！

杉本雄三･画く元･関西電力病院長＞

石弘之３

米倉等４

…ｉ…ｉｉＩ

巻頭言／環境と環境問題

Ｃ危機下のインドネシア
ー地方分権と民主化への胎動Ｉ

佐藤龍三郎氾

ｌｉｉＩ

ｏ少子化のメカニズムを探る

佐々井司巧

……………

ｌ日本人の結婚、出産行動は
どのように変わったかＩ

ｏ新たな都市建設に挑む上海
ｌマイナス人口成長下の人口政策Ｉ

らむ

ｎ億人突破／案外多い二人っ子家庭／
農地蛆％土壌の質が低下／中国干ばつ
で食料が打撃／「少子化」途上国に
も／健康な寿命、日本世界一／黄河の
水で砂漠を畑に／爆発した弥生時代の
人口／女性二○○○年会議閉幕／印年
後は平均寿命帥歳に。………・…・……他

ロアンア戸アシ其戸刀』、

尾崎美千生錨

ジンｚ岸刀声面戸万』五トア岸工』アン堂戸弘』■歩■岸乞戸哀〆兀シヱンニト、臣Ｓ

〈Ｅ垣気息量桓彊岳邑Ｅ』挺岳岳恒伍伍鼠便便伝伝ト艮笹２２坑量復笘贋安匿安吾吾笘笘影目安浸安笘覆笘安安ど笘笘安笘諄昌皀垣量彊伝艮忌息ざ

曰ＧＬＯＢＥ’第応回世界総会大津で開く

■ｎ世紀シンポジウム「人口・食糧・環境」
ｌトリレンマをいかに打破するかＩ
〈（Ｚ矢声ケユデ戸涙ユー（エニニ五戸ヱトユ亡Ｐ（ヱデエデヱ鈩云

●次期世界人ロ会議に日本政府が積極姿勢
…壜

ｌ国連人口開発委員会に出席してＩ

■アンジェラ・ゴメス新ＩＰＰＦ会長を迎え、
ＪＰＦＰ役員が朝食会

すふぉ

自給率妬％に引上げ／中国の人口以億
以内に／中国で農業用水がピンチ／中
国系住民の出生率低下／インド人ロ、

羽

３７

初

狸

“

■『トリレンマ・シンポジウム２０００』開く
ゆ

人口減ってもプラス成長／髄歳以上町
の５割超す／日本は移民受け入れを／
温暖化、具体論先送り／「外国人は異
質」？／セーフセックス訴える／食料

に

人口と開発ノ目次
阿波蹄（松山）
扉･スケッチ

本協会実施調査報告書及び出版物６７

〔IIVFYPA関連出版物６７／ＡｐＤＡ日誌的／御苑寸言刀／表紙説明刀

２

巻頭言
学生をマレーシアのボルネオ島に
連れていき、熱帯林が焼かれて巨大
な油ヤシの農場に変わった場所を見
せると、「ひどい破壊ですね」と

口々に感想を述べる。
同じ学生たちを、長野県で山頂ま
で見事に耕された棚田を見せると

「見事に自然と調和していますね」
と今度はほめたたえる。「この棚田

だって、昔はブナの原生林だったの
だから、森林破壊ではないか」と問

いかけると黙り込んでしまう。
この差は時間の要素が大きいよう
に思われる。最近起きた熱帯林の農
地転換は『破壊』と感じ、何百年か
たった水田はすでに景色になじんで

いる。「環境」は人類の存在なし

判断されることになる。

の感性や価値観」の三本の座標軸で

短時間に人類の活動によってもたら

環境が問題かどうかは「環境改変

された「問題」のある変化である。
私はかねがね一環境」と「環境問

訓を得た。

軸で考えることがいかに必要かの教

まったく逆だったのだ。環境を時間

たような先入観があるが、現実は

の後伐採されて少なくなってしまっ

何となく昔は森林が一杯あってそ

なっている。

○○万ヘクタールと、一・五倍にも

クタールだった森林が、今では二五

い明治二十四年には、一六○○万ヘ

林統計を調べてみると、もっとも古

の松だらけだったようだ。日本の森

て、いたるところが丸坊主か二次林

当時は燃料にするために切られ

箱根である。

に、そこにあるのは禿げ山だらけの

が少なかったねえ」という。確か

真の展示をみながら、彼は「昔は木

で、江戸末期から明治初年の古い写

内した。昔の関所跡にある博物館

先般、箱根に欧州の環境学者を案

に、感知しえないような長い時間を
かけて変化してきた空間である。

｜環境問題」は、私たちが感知できる

弘之
教授石

の時間」と「その程度」と「見る側

『調和』とみる。
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百万トンに上る米を輸入せざるを得な

まで発展した。九○年代後半は毎年

が焼き討ちされるなどの社会的事件

した。ジャワ各地の地方都市で精米

米の生産と流通も著しい混乱状態を

た。同時に食糧、とりわけ主食であ

いう大幅な経済後退を余儀なくさ

長率はマイナス一三・二パーセントと

閉鎖・倒産に追い込まれ、九八年の成

機へと発展した。多くの銀行や企業が

危機、 経済危機さらには政治・社会危

アではこの通貨危機を端にして、金

東アジアの諸国を襲った。インドネ

うねりの中で、一九九七年通貨危機

グローバリゼーションという大きな

●危機下のインドネシア

シ下ルニた、
アで｜年つ経
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危機下のインドネシア

決まった。しかし、他の地方での分離

独立の動きも活発化し、沈静化するよ

うには見受けられない。国軍による軍

事作戦による犠牲者が九○年以来多数

出たスマトラのアチェ州では、独立運

動をリードしてきたＧＡＭ（○閂鳥目

シ・呂三のａの宍凹》自由アチェ運動）

の活動が表面化している。また、イリ

アンジャヤ州では、今年六月のはじめ

に住民が独立の決議を行うなどの動き

が起こっている。アンポンをはじめと

くなっていたが、経済危機の最中九八

の指導者が選出され

手続きによって国家

もあれ民主主義的な

政権が誕生した。と

行われ、それを受けて十月にワヒッド

格、その後、九九年六月には総選挙が

大統領であったハビビが大統領に昇

は一九九八年五月についに倒れた。副

ネシアの人口は九七年には二億人を上

がねばならなかった。ちなみにインド

て、失業者の雇用対策に一段と力を注

た。新規就業人口の増加対策に加え

で、新たに貧困化した層も大幅に増え

建設の停止など景気後退による失業

の打撃は深刻であった。企業の倒産や

経済危機、食糧危機による貧困層へ

してイスラム教徒とキリスト教徒との

年には実に約六○○万トンという空前

た。スハルト体制下

回り、増加率は下がったとはいえ毎年

1951年千葉県生れ、農学博士

●米倉等くよれくら`ひとし＞

<現職>東北大学大学院農学研究科教授

<学歴>東京大学農学部製薬経済学科卒業
織歴>アジア経済研究所開発研究部主任

く主な著轡＞「不完全市場下のアジア農
研究員

村」編著アジア経済研究所1995
年３月

ｌｔｓｌｍｐａｃｔｏnTraderTies：Ａ

ＣａｓｅＳｔｕｄｙｏｆＭａｉｚｅｉｎＥａｓｔ
Ｊａｖａ.”DevaIopingEconomies・ＶｏＬＸＸＸｌＩｌＮｏ､４（Spe‐

ciallssue：InstitutionaIAr･

turＢｕｎｄｅｒＭａｒｋｅｔｌｎｃｏｍｐｌｅ‐
tBnBss),Dec､1995.pP410-441．
rangementsofAsianAgricul-

間の宗教対立も深刻である。

の輸入量を記録した。

で国際的な承認が得

一・六六％の割合で増えつづけている

三十二年間にわたったスハルト政権

られず長年の問題で

（七○年代、八○年代の人口増加率は

稲の収穫作業風景

あった東ティモール

地方ではまだ多くの若者が農業賃労働に従事している
（インドネシア、南スラウェシ州、ポルマス県にて）

各々二・’一一二％、｜・九八％）。また九

αＴｈｅＥｍｅｒｇｉｎｇＭａｒｋｅｔａｎｄ

は、その分離独立が

５
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年

にしても前年の二倍以上に急増したの

約二四％とされるにいたったが、それ

吟味された結果九八年末でその割合は

えみられ、人々を慌てさせた。慎重に

一一％から三九％にまで増加したとさ

えた。一時は貧困人口の割合が前年の

経済危機よって貧困人口は大幅に増

指導の下で行われている。

る経済再建・改革は、ＩＭＦの厳重な

陥ったインドネシアで進められつつあ

ている。このような借金漬けの経済に

あわせて計千四百十四億ドルにのぼっ

五十八億ドル、民間六百五十六億ドル

九年末時点での対外債務は、政府七百

種のソーシャルセーフティネットに対

援、が行われている。日本政府も、各

就学難化を防ぐための資金提供等の支

スクールキャンペーンなど児童生徒の

ジェクト、世界銀行によるパックッー

によるエイズ予防等の保健教育プロ

・教育分野での支援である。ＵＮＤＰ

グラムなど）。第三には、医療・保健

ダットカルヤ叩勺且日用色ご色）」プロ

策がとられた（「労働力集約利用（パ

中の技能者の雇用も確保するなどの対

者の雇用機会を確保するとともに失業

小企業活動などに資金を注入し、労働

労働集約的な公共事業、森林管理、中

送るなどの援助を行った。第二には、

や国連食糧計画（ＷＦＰ）も支援米を

る特別市場操作が行われたほか、日本

所管の食糧調達庁（ＢＵＬＯＧ）によ

低価格での供給であった。そのために

ている点、実施を郡単位にした点に特

よって不正や非能率を防止しようとし

し、地域住民とＮＧＯによる監視に

る、女性の経済活動への参加を重視

五ないし一五プロジェクトが実施され

上は女性主体が求められ、一郡あたり

上のプロポーザルを募集、うち一本以

億五○○○万ルピア、各村より二本以

度）。その主な内容は、一郡当たり七

界銀行から受けて始められた（九八年

れる。二億二五○○万ドルの資金を世

Ｔ）」を踏襲しているように見受けら

困対策「貧困付開発インプレス（ＩＤ

度、年度は四～三月）で行ってきた貧

第六次開発五カ年計画（九四～九八年

家開発企画庁（ＢＡＰＰＥＮＡＳ）が

開発プログラムの基本的アイデアは国

エー）がその代表的な例であろう。郡

ＭｌＤＫＥ（ペーデーエム・デーカー

州、県／市、郡、村からなる）やＰＤ６

（社会的安全網）

●ソーシャルセーフティネット

である。

して資金提供している。

した。その主要なものは、米の減産を

シャルセーフティネットの活動を開始

などがこぞって緊急対策としてソー

府、各国援助機関、国際機関、ＮＧＯ

は地方行政単位の一つ、地方行政は

ら行われている郡開発プログラム（郡

策プログラムである。一九九八年度か

件不利地域での経済活動振興と貧困対

このような中で注目されるのは、条

を供与する。経済事業には例えば、農

クトに対しては返済の義務のない資金

行う、また農村インフラ建設プロジェ

○％、期間最大一八ヶ月で経済事業を

徴がある。貸付資金の金利は年最低二

’九九八年に入るとインドネシア政

反映して、まず第一に貧困層への米の

危機下のインドネシア

出所：インドネシア中央統計庁『インドネシア統計年報」1998年版，Kompas記

注：１）中央統計庁（ＢＰＳ）の98年７月の発表による。９８年年央の貧困水準は
１人当たり月額で，都市部５万2470ルピア（このときの換算レートで約

事などより。

１０日)，農村４万1588ルピア（Kompas，Ｊｕｌｙ22,1998）であった。

４ドル，１日当たりでは13セント）（ＦＡＯプレスリリース，1998年７月

２）1998年12月現在の貧困水準は都市９万6959ルピア，農村７万2780ルピア
である。

ログラムのインドネシア独自版プログ

Ｅと呼ばれるプログラムは、郡開発プ

村銀行なども含まれる。ＰＤＭｌＤＫ

とってもオープンであること（盲：⑩‐

易に知り得るものであり、また誰に

のすべての階層にわたって熟知され容

みられている。しかし、単にネガティ

問題ありと援助機関、国際機関からは

責任、そして速やかな実施、いずれも

する不信が濃厚である。透明性、説明

ブな対策的観点から重要であるばかり

ｂ四句①ロロ量）Ｃ
第三に、活動の全般にわたって技術

でなく、積極的・建設的な意義がある

ラムで、イ政府の資金で行われてい

的にも行政的にも責任の所在が明確で

る。インプレス（大統領訓令交付金）
の一つである。経済危機の影響克服の

ように思われる。これらのプログラム

は、住民組織（コミュニティ）をター

あること（：８昌莅亘旨量）。
第四に、活動の成果は持続的であ

ための地域の開発能力強化プログラム
とされ、郡開発プログラムを実施した

ゲットにし、住民の自主的な参加によ

と発展を志向している。いわゆる参加

り、当該地域の住民自らが構成する組

第二と三は、従来の政府の活動が、

型開発が進められようとしている。真

村は除かれる。交付金は各県に交付さ

が実施主体となる住民・農民組織に直

透明性を欠いたために無責任体制とな

の民主化はグラスルーッでの民主化、

る貧困対策、経済活動振興対策を軸と

接渡るよう工夫されている。同様のプ

り、不正の温床となったことへの反省

健全な市民社会の成長なしには実現し

織によって発展するものであること

ログラムとして他に、国連開発計画局

である。その結果として、用意された

ない。郡開発プログラムなど参加型開

れ、実施の単位はやはり郡である。郡

（ＵＮＤＰ）によるコミュニティ・リカ

資金がプログラムやプロジェクトの受

発は、そのような動きを広げる役割を

して、住民自らによる地域社会の育成

バリー・プログラムも行われている。

益対象にまで行き着かないという問題

果たすものと期待される。

（切巨印←巴ロ島筥ご）、が留意された。

このような一連のソーシャルセーフ

があって、第一の点が特に留意され

開発プログラムの資金と同様、交付金

ティネットの実施で重視された点を整

た。行政内部に止まらず社会の各所に
見られるこのような歪みをインドネシ

二つの特徴が指摘できる。第一は、経

される中、二○○○年の現時点では、

ソーシャルセーフティネットが実施

理すれば、次の四点に集約できよう。
第一に、危機対策として迅速なデイス

アではＫＫＮ（汚職、癒着、身びい

関では、緊急対策的セーフティネット

バースメント（Ｐ日烏日、ご巨司、の日の具）

新たに始まったソーシャルセーフ

の実施から、中期的持続的な対策へと

済政策、経済開発を担う官庁や関係機
ティネットプログラムは、どのプログ

関心を移しつつある点だ。貧困対策と

き）と称している。

ラムにおいても既存の行政の役割に対

である。資金が地域の住民や農民に速
やかに届き、現金収入となって購買力の
維持につながることが特に留意された。

第二に、活動計画が一般住民・農民

７

る。そこでは、住民組織やＮＧＯの役

に進められようとしていることであ

集権的開発独裁の弊害の是正が具体的

係するが、地方分権化等によって中央

第二は、民主化、政治・経済改革と関

色濃く出てきているように思われる。

的性格がセーフティネットの中により

所得水準を引き上げる、と言った戦略

零細な農家や中小企業の活動を支援し

して中長期的に地域経済を活性化し、

害が、スハルト政権の末期には特に目

た資源浪費あるいはＫＫＮと言った弊

のような中央集権的な方法がもたらし

制と考えられてきたからだ。だが、こ

供し成長を加速する上で、効率的な体

府が財源を確保し開発政策に資金を提

国営企業によって管理されてきた。政

その他の農・鉱業資源の大半が政府や

因と見られている。森林以外にも石油

発方式が、大規模な森林火災の最大要

追求をインセンティブにした性急な開

る任命制であった。農村行政も、従来

事）あるいは内務大臣（県知事）によ

従来、州や県の知事は、大統領（州知

らが首長を選出できるようになった。

民による直接選挙でないにせよ地方自

（ないし協議）によることとなり、住

れ、首長の選出も地方議会による選挙

政の単位として県・市の強化が企図さ

と中央地方財政均衡法である。地方行

権化の法律が定められた。地方行政法

一九九九年には二本の重要な地方分８

割が重要になると思われる。

のジャワの村（デサ）を基本にした行

政から各地方の実態・慣習に即したあ

だ。シンガポールの国際空港が一時利

のマレーシアやシンガポールにも及ん

康被害も甚大となり、その影響は隣国

資源を焼き尽くしたばかりでなく、健

タンで発生した森林火災が多くの森林

あったが、スラウェシという地方の出

てきた。一年半足らずの短期間では

方分権の必要が認識されるようになっ

源を有効かつ効率的に使う上でも、地

人材も含めたインドネシアの多様な資

直面してきた。地域経済を活性化し、

財源不足そして人材不足という問題に

地方行政を担わなければならず、常に

方が独自に課税対象を求めたり課税基

なかったが、地方分権化が進めば、地

地元政府による訴訟事件にまでは至ら

性が生じるなどの事件も起きている。

ぐって対立、閉鎖に追い込まれる可能

サ県）は、地元県政府と課税対象をめ

北スラウェシ州のある金鉱山（ミナハ

的には混乱をもたらしうる。たとえば

ただし、このような分権化も、対外

り方が認められるようになった。

用不可能になるなどの国際問題にも発

身でもあったハビビ前大統領はこのよ

準を定める結果、同様の問題は頻発す

に奪われ独自の財源を与えられぬまま

地方はといえば、地元の資源を中央

立つようになった。

●地方分権、参加型開発、

展した。森林は、林業省および林業公

うな地方分権化を進めるきっかけを

る可能性が高い。直接投資に影響を与

民主化

社によって管理され、伐採権が民間業

作った。

一九九七年にはスマトラやカリマン

者に与えられる仕組みであった。利潤

危機下のインドネシア

ネットばかりでなく、従来からのイン

か？前記のソーシャルセーフティ

の点で、インドネシアはどうであう

なければ、真の実現はありえない。こ

える動きが具体的にかつ広範に進行し

分権化も民主化もグラスルーッで支

る。

方分権化の動きには注目する必要があ

念を投げかける事件である。今後の地

考えれば、経済回復、発展に対して懸

発における外国資本の参加の重要性を

える事件であり、インドシアの経済開

ば、ＮＧＯの参加の意義は大きい。

的社会の発展に貢献するものとなれ

政に働きかけ、地域社会の成熟と市民

ドを支援し時には対抗的勢力として行

い補助手段としてではなく、住民サイ

ている。単に行政にとっての都合のよ

ルエンジニアなども少なからず含まれ

たであろう大学卒業者、あるいはシビ

来なら地方行政官として採用されてい

開発に参加しているものの中には、本

ＧＯの構成メンバーで地域開発や農村

発になったＮＧＯの活動であるが、Ｎ

ドネシァで、九○年代に入り急速に活

プの協同組合である。

かった自主的な性格の強い新しいタイ

ハルト体制下では見られることの少な

動きが多く見られるようになった。ス

母体にしながら新たな組合を設立する

に、農民自らが何らかの既存の組織を

現金収入の道を確保するなどのため

て、自分たちの生産物の販売先を広げ

る。このようなお仕着せの組合に対し

端機関としての性格が強かったといえ

分たちの組合というよりは、行政の末

伝達したり働きかけたりするうえで、

に、自らの意向・要望、実情を行政に

は、行政の活動をモーターするととも

能は有効である。また住民にとって

な事情を汲み上げる上で、ＮＧＯの機

は、住民の意向や住民サイドの社会的

ケースも少なくない。行政側にとって

うえで重要な役割を果たしつつある

と行政との間に立って両者をつなげる

参加型の開発が進められている。住民

な灌概開発事業などでもＮＧＯによる

も機能した。農民たちにとっては、自

信用を提供するチャンネルなどとして

栽培のための補助金つきの肥料や農業

果たしてきたほか、水稲やサトウキビ

通政策の一環として特に重要な役割を

れる。これは食糧調達庁による米の流

□のｍｅが普及していて、全国に見ら

村協同組合（ＫＵＤ叫尻・己の国巴ロ日一

目される。協同組合といえば官制の農

合が自発的に作られ始めている点が注

の例をもう一つあげれば、農村協同組

経済危機下のここ数年の新たな動き

あるまいか。

の交流と支援が一層重要になるのでは

のみならずＮＧＯなど非政府ベースで

らの援助に関して言えば、政府ベース

う。そして、インドネシアへの海外か

民参加、に大いに注目する必要があろ

ルーッでの自生的な動き、開発への住

り、以上に述べた地方や農村のグラス

つ持続的に展開するかどうかが鍵であ

でも、インドネシアの民主化が健全か

な宗教対立や地域主義の賊屋を防ぐ上

社会と政治の安定を取り戻し無意味

フラ開発プロジェクト、例えば小規模

重要なチャンネルとなっている。イン

,

少子
図１出生数及び合計特殊出生率1947～98年
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のメカーーズムを探る鵠杁

本誌前号では、現代の日本では置き換え水
準を下回る低出生率が続いており、出生率が

今後回復しない場合には深刻な人ロ減少社会

次

年

１９７５１９８０１９８５１９９０１９９５

１９５０１９５５１９６０１９６５１９７０

に至ることが本研究所の高橋重郷・人ロ動向
研究部長によって説明された。ここでは、い

ま起こっている少子化の人ロ学的メカニズム
とその背景について、とくに女性の結婚・出

産行動の変化に着目して、若干述べてみた
い。

、出生 率の動向
図１はわが国の各年ごとの出生数（棒グラ
フ）と合計特殊出生率（折れ線グラフ）を示

6.0
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出
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数
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出所：国立*+今保障・人口問題研究所 『人口統計資料集1999』ｐ､５１より転載

１０

少子化のメカニズムを探る

二・二で

一・九～

相当する

え水準に

口置き換

でほぼ人

代半ばま

九七○年

ばから一

後に低下した。その後一九五○年代半

あったのが、わずか一○年ほどでこ前

は、’九四七～一九四九年には四以上

にまで減少している。合計特殊出生率

あった出生数は、最近は一二○万程度

ブーム期の一九七三年には一一○九万

九四九年には二七○万、第二次ベビー

したもので、戦後ベビーブーム期の一

い見通しで

避けられな

人口減少は

十一世紀の

ており、二

たって続い

世紀にわ

すでに四半

が国の場合

出生率がわ

に下回る低

準をはるか

置き換え水

このような

低下した。

三八にまで

年には一・

<現職>国立社会保障・人ロ問題研究所
情報調査分析部部長
<学歴>熊本大学医学部卒業
国立公衆衛生院研究課程修了
<職歴>国立公衆衛生院保健統計人ロ学
部国際保健人口室長国立社会
保障・人ロ問題研究所国際関係
部第一室長
く主な著書＞「わが国の夫婦における妊
娠・出産の調節：妊娠歴の分
析「人ロ問題研究､54巻４号、
1998年（共著繍文）
「近年のわが国における有配偶
出生力の人ロ学的分析：結婚年
齢、結婚持続期間、および出生
順位に藩目して」民族衛生、６４
巻４号、1998年

●佐藤龍三郎くさとう.りゆうざぶろう＞
1952年長崎県生れ、医学博士（順天堂大

学）

年代半ば

一九七○

ンの変化を

生率パター

子年齢別出

ある。

以降再び

図２によって見てみよう。このグラフ

推移して

低下傾向

で折れ線グラフで囲まれてできる山の

ここで女

に転じ、

面積は各年の合計特殊出生率に相当す

いたが、

’九九八
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出生率

る。一九五○年と一九七○年を比較す

ると、山の高さはほとんど変わらない

が、幅が前後に狭くなっており、山の

１１

図２女子の年齢別出生率：1950]７０，９０，９５，９８年
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年齢

出所：国立社会保障・人口問題研究所「人ロ統計資料集1999』ｐ５９より転載

間、第一子出産年齢が遅くなるととも

傾向を示している。これは晩婚化によ

が、これは三十代女性の出生率の上昇

二人で変わらなかった。しかし第十一

生児数は過去六回の調査を通して二・

して十五～十九年たった夫婦の平均出

九七年に実施された）によれば、結婚

に、第三子以降の出産が著減したこと

り出産年齢がより高年齢にシフトした

回調査で、結婚後十～十四年、五～九

かずつ延びていることが注目される

に対応する。ただし二十五歳前後の生

結果であるが、少子化傾向全体に歯止

面積はほぼ半減している。これはこの

み盛り年齢での出生率はほとんど変わ

いずれも前回調査よりも減少してい

年、○～四年の夫婦の平均出生児数は

なお、わが国の有配偶出生力（結婚

る。すなわち出産のタイミングが遅れ

めをかけるほどの力はない。

した女性の出生力）は従来安定してお

ており、この遅れが後で取り戻されな

らず、子ども二人を結婚後一定期間に

り、国立社会保障・人口問題研究所の

い限り、結婚した女性の出生力も低下

産み終えるという出産パターンが定着
一九七○年から一九九○年にかけて

出生動向基本調査（五年ごとの全国標

へ向かうことになる。

したことを示している。

は、さらに山の前半部が後退するとと

本調査で、最新の第十一回調査は一九

この間の出生率低下は主に未婚率の著

近までさほど大きな変化はみられず、

も結婚した女性の出産パターンには最

よそ三つのアプローチがあると考えら

研究の枠組みによって大別すると、お

いては多くの研究がなされているが、

妊実行率や避妊方法は、わが国では長

出生率を低下へ向かわせる。夫婦の避

低下は結婚期間を短縮するので一般に

年以降山の後半部が高年齢の方へわず

く上昇している。なお図２で一九九○

（一九九五年には四八・○％）へと著し

一八・一％から一九九○年の四○・二％

十九歳女性の未婚割合は一九七○年の

人口学的要因（近接要因という）に着

力、避妊、人工妊娠中絶といった生物

める（あるいは低める）結婚、妊孕

きもので、妊娠・出産の機会を直接高

第一は近接要因アプローチというべ

ホルモン）など環境要因の生殖への作

お最近内分泌撹乱物質（いわゆる環境

も少孑化との関連は認められない。な

による）は年々減少しており、いずれ

工妊娠中絶の届け出数（母体保護統計

期的に見てあまり変化がなく、また人
れる。

目する。晩婚化や有配偶率（結婚率）

出生率低下のメカニズムと背景

もに、山の高さがほぼ半分に減ってい
る。これはさらに晩婚化が進み、最も

生み盛りの年齢が三十歳近くにまで延

びるとともに、各年齢の女子人口に対
して実際に出産する女子の率が大きく

、

出生率低下の原因やメカニズムにつ

■■■■■■

しい上昇に起因している。二十五～二

低下したことを示している。といって

■■■■■■■

1２

少子化のメカニズムを探る

生力への影響について確かなことはい

用が話題になったが、いまのところ出

となることである。しかし現代の日本

て期待されること。第一一一に老後の頼り

一結婚しない、子どもを生まない」と

の両立には困難があり、多くの女性が

しているにもかかわらず、仕事と家庭

いう道を選択している可能性がある。

では、後の二つの効用はいずれも著し
く小さくなり、むしろ費用（コスト）

えない。

第二は文化的価値規範アプローチと

ない。この点からも、男女ともに「仕

すなわち今の社会のあり方が変わらな

コストには直接的費用つまり子ども

事と家庭の両立」が可能となるような

の方が大きいと意識されるようになっ

注目するものである。つまりかつては

の養育や教育にかかる費用のほか、女

社会の実現が少子化対策として大きな

いうべきもので、人々の意識や行動が

女性にとってある年齢になったら結婚

性が子育てのために仕事をやめた場合

鍵を握るといえよう。いわゆる「男女

い限り、少子化問題に出口は見えてこ

・出産はごく当然のことと思われてい

に失う所得（機会費用）がある。現代

共同参画社会」の理念もこの方向に

てきた。

たが、近年そのような社会制度や慣習

の日本では、女性の高学歴化と就業率

沿ったものといえる。

伝統的価値観や文化的規範に従う点に

の縛りがゆるんできたといえる。とり

の上昇によって機会費用は著しく増大

立つものである。子どもから得られる

るように行動を選択するという見方に

行動において、人は経済合理性を高め

べきもので、結婚・出産という個人的

第三は経済合理性アプローチという

ので、図にみるように、二十～二十四

別出生率および累積出生率を示したも

婚年齢（五歳階級）別、結婚持続期間

照）は、一九八○年に結婚した妻の結

ついて一言述べたい。図３（次頁参

最後に、結婚年齢と出生率の関連に

まるとともに不妊と流産・死産の頻度

③心理的要因の三つが考えられる。

生物学的要因、②社会的要因、および

生力抑制効果のメカニズムとして、①

数の著しい違いであり、年齢による出

されることは結婚年齢による生涯出生

三、女性の結婚年

わけ「家」重視から「個人」重視への
意識の変化とジェンダー役割見直しの
動き（すなわち従来の「男は仕事、女

は家庭」という性別役割規範からの脱

効用には主に三つのものが考えられ

歳で結婚した妻の出生率が最も高く、

の増大、受胎確率の低下などにより生

却）が重要とみられる。

る。第一に子どもを持てば楽しいとい

以下順次結婚年齢の高い妻ほど低い出

物学的な妊娠・出産能力（妊孕力）が

女性の年齢が（特に三十代以降）高
うこと。第二に、今の日本ではほとん

生率を示している。このグラフで注目

ﾌ玄ミ

どなくなったが、子どもが労働力とし

１３

|;’

図31980年結婚コホートの結婚持続期間別出生率と累積出生率（結婚年齢別）
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少子化のメカニズムを探る

的妊娠・出産可能期間を短縮すること

ている。したがって、晩婚化は生物学

しだいに低下することはすでに知られ
る。

でかなり広く存在していると推測され

がっており、このような心理はわが国

産めるような社会環境・条件の整備と

う。いつでも産みたいと願ったときに

えられるような状況が必要といえよ

いといった社会的束縛、夫の年齢が高

のため仕事を中断することが容易でな

較的責任ある地位についており、出産

三十～四十代で就業している女性は比

生力抑制効果が想定される。たとえば

育てとの間の矛盾・葛藤に由来する出

深い女性のライフ・コースと出産・子

社会的要因としては、年齢と関連の

も産めないままに終わる事態が起こる

が、さらに晩婚女性が産みたいけれど

ることにより出生率低下効果をもつ

（晩婚はそれ自体有配偶率を引き下げ

たらす二重の出生率引き下げ効果」

の河野稠果教授がいわれた「晩婚のも

ているとみられる。すなわち麗澤大学

理想とする）子ども数の達成を阻害し

国において夫婦の希望する（あるいは

は、顕著な晩婚化が進んだ近年のわが

こうした年齢による出生力抑制効果

れる。

う議論が深められる必要があると思わ

社会的支援のあり方について、いっそ

により出生率低下作用をもつといえ

く、子どもを生んだとすれば成人する

ことにより出生率低下効果が増強され

動向基本調査結果でも、予定子ども数

を避けたい心理であり、第十一回出生

心理的要因とは、いわゆる高年出産

（個人）の視点においては希望する数

においては「少子化」が続き、ミクロ

整備がなされない限り、マクロの視点

有効な社会的支援や社会環境・条件の

る。

前に夫が定年退職を迎えることになる

る）が発揮されている可能性があり、

が理想子ども数より少ない妻が、理想

の子どもをもてないまま終わる夫婦の

一一回出生動向基本調査第１報告書叫日一
一本人の結婚と出産』一九九八年一
一国立社会保障・人口問題研究所『第十一
一一回出生動向基本調査第Ⅱ報告書”独一
一身青年層の結婚観と子ども観』’九九一
一九年

一国立社会保障・人口問題研究所『第十

「１１［参考文献］‐ｌ‐‐Ｉ‐Ｉ‐１１１「〕

といった状況が考えられる。

とする数の子どもを持とうとしない理

増大をもたらすことが予想される。
すなわち希望する子ども数の達成が

１５

由として、「高齢で生むのはいやだか

ら」（三四％）、「これ以上、育児の心

可能となるためには、基本的に出産時

期（タイミング）に関する希望がかな

理的・肉体的負担に耐えられないか

ら」（二○％）などの回答が上位にあ

蕊

上海は、全国比
○二％の土地と
一・一％の人口
で、一二・四％の
財政収入を創出し

ている。ＧＤＰは

三○○○億元にま
で成長している。
上海は中国最大の

都市でありつづけ
るために様々な人

口政策を講じてき
た。他の都市に先

駆けて計画生育を
開始し極めて高い

達成率をおさめる
と同時に、成功を

求めて上海になだ
れ込む大きな人口
の流れを多様な手
段を用いてコント
ロールしてきた。

今日の人口構成は

建国後五十年の人
口政策の歴史をう

ロロ

男女
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上海市の人口年齢構造（1995年）
図１

出典：上海市人口柚様調査弁公室『1995年全国1％人口抽様調査資料（上海分冊)』
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新たな都市建設に挑む上海

可能にする都市建設を進めている。

の動向を見極めながらさらなる成長を

紀を迎えようとする今日、上海は人口

かがわせる（図１）。そして二十一世

おける第一次ベ

を迎えた。中国に

から、出生率は一九五○年台にピーク

産、避妊手術が厳しく制限されたこと

論」によって人口抑制を主張した一九

京大学学長であった馬寅初が「新人口

ビーブームであ

る。一九五○年か
ら五四年の合計特

一九五三年、中

出典：上海市統計局『上海市統計年鑑』中国統計出版社

策と

殊出生率は五・○

図２は上海市における（普通）出生

国で初めて人口セ

到關畳匡

率、（普通）死亡率、自然増加率および

ンサスが行われ

二となっている。

人口増加率の推移を示している。

た。集計の結果明
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１７

中華人民共和国成立後の経済回復

59,1997年

確になったのは予

中国に関する近署に以下のものがある。
「高齢社会に向かう中国一安定社会への
模索｣、「東亜｣、1995年、「中国における
世帯の動向とその変動要因｣、ｒ人ロ問題
研究」５１巻３号、1995年、「中国におけ
る高齢者福祉と居住問題｣、『海外社会保
障情報』NOL116,1996年、「中国における
人ロ流動と社会変動｣、「人口と開発」Ｎ0

期、生活条件の改善、衛生環境と医療

員。

想以上に速い人口

省人口問題研究所）厚生技官。現在国
立オーストラリア大学人ロ研究所研究

の向上によって死亡率が低下すると同

神戸大学エ学部環境計画学科卒、神戸大
学大学院エ学研究科修了。
中国・天津大学留学を経て、1994年より
国立社会保障・人ロ問題研究所（旧厚生

増加であった。北

●佐々井司くささいつかさ＞

時に、全国で出生奨励がとられ人工流

1966年大阪生れ

霊~：~§－両圖了ﾐﾐ電

0，

マ

(q6o）

図２出生率、死亡率、自然増加率の推移
６０．０

5００

4００

3００

２００

1００

〔注１］中国の内陸部では1959年年から61年の
大飢繼が生じた際に1,500万人とも言われる
大通の飢餓者を出したにもかかわらず、上海
をはじめとする都市部では顕著な死亡率の上
昇が見られなかった。
〔注２〕「晩」は男子満25歳以降、女子23歳以
降の結婚、２４歳以降の出産。「稀」は出生間
隔四年前後。「少」は１組の夫婦が２人を超
える子どもを産まないこと。

庭の負担を軽減させる〃ための広報・

子の健康を保護すると同時に国家と家

産児制限手術の無料化、術後休暇の延

結婚が推奨された。’九六三年からは

村では男子二十五歳、女子二十三歳の

全国に先駆けて行われていることが分

ることからしても、上海の取り組みが

告会で「晩・稀・少」が提案されてい

（注２）。その二年後に全国計画生育報

計画生育の目標として規定されている

宣伝活動が始まった。’九五八年には

長等、様々な推奨措置も全国に先駆け

かる。一九七三年には上海市計画生育

化、晩婚の推進等がおこなわれた。農

上海市第二回人民代表大会で、〃出生

て講じられている。出生率は一九六七

指導小組がつくられ、避妊薬の配布、

五七年には、上海でも”出生抑制は母

児数は一一～三人、出生間隔は三～四年

年にこれまでの最低である一二・五四

行等を行っている。その結果、文革後

がよい“とする要求が出され、第二次

一九六六年文化大革命（以下「文

半の一九七四年に出生率はそれまでの

出産適齢女性に対する計画生育証の発

革」と称す）がはじまり多くの地域で

最低である九・二跣を示している。

脇を記録する。

ている。これらの取り組みによって、

は計画生育活動が停止してしまう。’

文化大革命が終結する一九七七年に

五カ年計画に盛り込まれている。また

上海の出生率は一九五七年を境に急速

九六八年から七○年ごろまで出生率の

期を同じくして出生動向に新たな現象

この年、上海市計画生育委員会もでき

に低下を始めた。

上昇がみられるが、その原因がこの時

が生じる。解放直後のベビーブーム期

しかし一九五九年、六○年、反右派

期の政治的混乱である。

ら上海の計画生育への取り組みも再び

人口は一時増加するが、一九六三年か

一九六二年国民経済の好転とともに

然のことながら低下した。

まで社会は混乱を極めた。出生率も当

を出すなど（注１）、一九六一年ごろ

自然災害によって大量の飢餓者、死者

止した。そのころ大躍進運動の失敗、

年、上海では「晩・稀・少（遅く、間

に対する政治的障害はとかれた。同

施に関する報告」を発表し、計画生育

は時の総理周恩来が「計画生育活動実

婚調査も行われている。一九七一年に

報告がなされ、衛生部による若者の晩

も一九七○年に再び計画生育に関する

ピルの開発も行われていた。上海市で

育指導小組が中央に開設され、避妊薬

文章の混乱のなかにあっても計画生

『上海市計画生育条例』の施行を待つ

た出生率は、一九九○年に施行される

る。しかし、基本的に低下傾向にあっ

には一八・五跣で、一時ピークを迎え

出生率は大きく跳ね上がり一九八二年

り一斉に結婚、出産期に入ったことで

せられた上山下郷知識青年が上海に戻

期には文化大革命初期に農村に移住さ

率は上昇する。特に、’九八○年代初

を迎えた。一九八○年代を通して出生

に生まれた世代が一斉に結婚・出産期

闘争によって馬寅初の「新人口論」は

活発になってくる。一九五○年に成立

隔をあけ、少なく出産すること）」が

徹底的に批判され、出生政策は一時停

した婚姻法に基づく婚姻手続きの強

1８

新たな都市建設に挑む上海

証”受領夫婦には様々な優遇処置がなされることにな
る。1980年代半ばからは各地で「計画生育条例」が施

〔注３〕中国では1978年以降出生政策を強化している。
1978年の新憲法では家族計画提唱を明記している。ま
た、1980年には「婚姻法」改正、同年,､一人っ子”提
唱政策も本格的に進められ、1981年からは“一人っ子
行される。

証明の内容は、氏名、性別、年齢、婚姻状況、身分
証明書番号、出生状況、避妊状況、計画生育に関する
レコード等となっている。

までもなく再び低下を始める
（注３）。第二次ベビーブーム

の影響が覚めやった一九八七年

イナス○・八跣を記録した。人口の自

と認識される時代であった。この時

であるほど〃革命精神”の水準が高い

期、平均結婚年齢も年々上昇していっ

然減はその後も続いている。
ここで上海の出生率低下のメカニズ

化の影響から徐々に上昇してい

率は一九七○年頃から人口高齢

低下を続けている。他方、死亡

が提案された一九七○年代初期は文化

な関係にある。上海で「晩・稀・少」

生率の変化は結婚の動向と極めて密接

先進諸国の先例をもとにすると、出

みると、’九四○年代一九・九三歳、

の上海における女性の平均初婚年齢を

者も少なくなかった。一九八○年まで

は、すでに”晩婚年齢“に達している

してきた上山下郷知識青年らのなかに

た。さらに文革が終結した直後に帰還

る。漸増を続ける死亡率と急速

大革命の時代であった。恋愛や結婚と

五○年代二○・七九歳、六○年代一一二・

ムを考察してみることにしよう。

に低下してきた出生率は、’九

いう“個人的な問題“を重要視するこ

八六歳、七○年代二四・○五歳、そし

の八・六跣を最後に、出生率は

九三年ついに逆転し、自然増加

とが樟られる時代背景にあって、晩婚

て一九八○年には二五・六○歳にまで

上昇している。上海の晩婚化はこのよ

うな政治的背景のなかで生じており、

先進国におけるそれとはまったく性格

を異にする。日本の事例を見てもあき

らかなように、結婚年齢の上昇は出生

率の低下に大きな影響を及ぼす。動機

はともあれ、一九八○年まで続いてい

た晩婚化は少なからず上海の出生力低

下に寄与していたと考えられる。

続いて一九八○年九月に新『婚姻

法』が成立し、翌一九八一年一月よ

り、結婚年齢は男子二十二歳（五○年

法では二十歳）、女子二十歳（同法で

１９

率は建国始まって以来初めてマ

上海の路地裏。ここにも「晩･稀・少」が押し寄せている

は十八歳）まで二歳ずつ引き上げられ

トしていることが分

九八五年を境に市の中心、郊外を問わ

る。もうひとつ興味深いのは、この一

八五年以降初婚年齢は早期化してい

にも逆の効果をもたらしており、一九

年齢に達していた上海においては皮肉

『婚姻法』は、すでにかなり高い結婚

てからである。晩婚化を促すはずの

育率がほぼ一○○％

下している。計画生

て出生率が大きく低

ては各年齢層におい

ら一九九四年にかけ

かし、’九八九年か

化の影響である。し

した結婚年齢の早期

かる。これは前述し

ず計画生育率がほぼ一○○％に近い数

に達し、毎年発生す

た。上海でこの年齢に基づく登録が本

字にまで達していることである。この

る出生のうち九○％

た一九八五年を境と

ことによって、結婚年齢の早期化は出

以上が第一子という

45-49

40-44

35-39

格的に始まったのは一九八五年になっ

生率の上昇にほとんど寄与しなかっ

出生パターンが定着

一人の子どもを三十

た。最近の若いコーホートでは再び結

上海の合計特殊出生率は一九五○年

歳までにほぼ産み終

した結果である。二

代四・七五、六○年代二・八三、七○年

えてしまうとこのよ

婚が遅くなり結婚年齢も上昇しつつあ

代一・四四、八○年代一・三一、そして

うな出生モデルにな

十歳前半で結婚して

一九九八年にはついに○・九を下回

る。一九九四年につ
る。一九九四年につ町１吋‐ｊ

る。

上海市人口抽様調査弁公室『1995年全国１％人口柚様調査資料（上海分冊)』
『跨世紀的中国人ロ（上海巻)』中国統計出版社
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最終拠点となるアパート

「遷移人ロ」と「流動人ロ」の

十数年間貫徹して行われてきた出生政
を基準として発表

てこの戸籍の有無
されてきたからに
他ならない。概し
て言うと、中国の

０

人口移動には、戸

■

策の帰結であるといえる。
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籍登録地の変更を
戸籍登録地の変更

伴う「遷移」と、

の増加率は依然プラスで推移してい

を伴わない「流

マイナス自然増の一方で、戸籍人口

る。その理由は言うまでもなく、上海

移人口は戸籍に

動」とがある。遷

中国の人口移動を示す指標の解読は

よって管理されて
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結果によってある
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が可能である。｜
方戸籍の移転を伜
わない流動人口の

把握には、人口セ

◆

ンサス以外に特別な調査が必要とな
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〔注４〕実際には、1958年の5,910.0k㎡から現
在の6,340.5k㎡まで漸増している。

すなわち一九五八年の『戸口登記条

遷移人口の推移は、戸籍制度の成立、

移転を伴う「遷移」人口のみである。

口で把握できる移動人口の範囲は戸籍

い（注４）。前述したように、年末人

の差とほぼイコールであると考えてよ

がないことから、両者の差は移動人口

勝に大幅に拡大して以降は大きな変化

六平方談胱から五九一○・○一平方キロ

する江蘇省の地域を吸収し六五四・四

す。上海市の市域は一九五八年に隣接

海市の市域変更に伴う人口の変化を表

加率と自然増加率の差は人口移動と上

動が政治的な動機

れる。これらの移

はっきりとみてと

る大規模な転入が

識青年の帰還によ

ピークに達した知

七八、七九年に

出、文革後の一九

への大規模な転

の下放つまり外地

山下郷および幹部

期の知識青年の上

では文化大革命初

八年から七二年ま

めの転出、’九六

例』の制定によって測定が容易にな

で窓意的にコント
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バーラップさせたものである。人口増

る。この条例によって戸籍は固定さ

一九八○年に入

ロールされていた

め、管理下におかれた組織内な移動以

ると様相が一変す

れ、農村から都市に移動してきたとし

外、自由な移動がほぼ不可能になった

る。遷移人口はあ

ことは明白であ

からである。一九八○年頃までの人口移

る一定の幅を保ち

ても戸籍の移転が無い限り衣食住すべ

動はこの戸籍コントロールされた極めて

ながら安定的に推

る。

特殊な移動に限りれた。一九五七年から

移していることが

てに至る物資が配給されなくなったた

六六年における内陸部や辺境地建設のた

人口増加率と自然増加率
図５
%。
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出典：上海市統計局『上海市統計年鑑』中国統計出版社
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新たな都市建設 こ挑む上海

していることを意味するものではな

６）。これは上海への人口移動が安定

と、それほど大きな規模ではない（図

自然増加率の低下の度合いからする

ある。一九七九年以降

る。それが流動人口で

巨大な人口の団塊であ

戸籍集計には現れない

実際の移動人口は、

はないが、基本的な方

い。遷移人口はあくまで”政治的“に

の経済改革によって戸

分かる。しかもその数は多い年でも七

決定されており、’九八○年以降もか

籍登録者のみに限定さ

０
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たちは変われど、依然として政策的に

れてきた配給制度の重
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万人弱程度で、全市人口規模あるいは

制限された一部の移動を表すに過ぎな

システムに変わってき

要度が低下し徐々にモ

表現を用いれば、上海市の発展に貢献

たため、わざわざ都市

いという意味で、その本質的性格に変

するような優秀な人材だけに限られた

戸籍取得という困難な

ノが自由化し、都市で

枠の新たな上海戸籍を与えているので

手続きを踏まずとも

化はない。一九八○年以降遷移人口の

ある。その象徴的な制度が『上海市蘭

人々は移動できるよう

の衣食住の需要はＪ市

印戸口管理暫行規定（’九九三年）』

になったのである。本

転入理由は就職、就学関係が大半を占

である。この規定が戸籍取得の条件と

来なら、『戸口登記条

場“を通した金銭取引

して挙げているのは、学歴、職業上の

例』、『関於城鎮暫住人

め、かつ、その人口の学歴は上海市平

技能と実績、金銭的な保証等における

口管行規定二九八

で満たすことのできる

極めて高い水準である。もちろん、こ

五）』および『上海市

均よりもかなり高い。つまり、極端な

の規定のみで戸籍を与えているわけで

2３

６，０
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翌

出典：上海市統計局『上海市統計年鑑』中国統計出版社
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〔注６〕上海市流動人ロ調査における調査対象
者は、中国国籍のものすべてで、調査時に常
住戸籍所在地を離れ非常住戸籍所在地に１日
および１日以上居住している者である。
る。よって、市外からの流入人口は237万人
となる。

暫住人口管理規定三九八八百に基

づき、三日間以上非戸籍登録地に滞在
する場合には「暫住登記」を行ない、

｜％、四川省

八・三％。
⑥居住地区は

い（注５）。ゆえに、流動人口の把握

その煩雑な手続きを踏まないものも多

機関に申請し取得する義務があるが、

六八・九％を

に住むものが

うち緑辺地域

七％で、その

0-150

0100

００５０

出典：『上海流動人口現状輿展望』華東師範大学出版社、1998年
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市区が八一・

には特別な調査を必要とする。上海市

占める。住宅

ロ男子

□女子
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三ヶ月以上の滞在で「暫住証」を公安

がおこなった最新の流動人口調査（第

の形態は、民

0、O

■⑪0

40〒4４

六次流動人口抽様調査一九九七年）
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（注６）の結果からその特徴を挙げて

・九％、宿舎

二五・七％、

みよう。

七六万人で一九八八年一二四・六万

公共賃貸が一

・仮設住宅が

人の約二倍。一九九三年の二八一万

四・五％。

①流人人口（注７）は一九九七年二

人からは減少。

的の流入が全

⑦経済活動目

③学歴は、中卒が四七・三％、小学

体の七○・八

②男子、若年層が多い。（図７）
卒二○・六％、高卒一一・九％で、非

％、そのうち

ほとんどが現

識字者も五・七％いる。

④有配偶者六九・六％、未婚者二八・
⑤もとの居住地は上海周辺地区であ

の労働や商売

場や工場、レ
る安徽省、江蘇省からそれぞれ、二

に従事する。

五％。

一・八％、二一・一％、漸江省一一一・

|関
6０

0000

００５０

０１００

０１５０

上海市流入人口の年齢構成
図７

〔注５］1988年の調査では43.7％の流動人口が
未届け。
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新たな都市建設に挑む上海

細、手続きや管理の主体について明記したも
のである。この「婚育証明」は、戸籍地を離
れ、現住地に30日以上滞在する18歳から49歳
の就業者に対して携帯が義務付けられてい

の明記などが主な改正点である。

る。

極めて特殊な層に限定されている状況

生率は低下し、戸籍を伴う遷移人口は

これまでみてきたように、上海の出

育証」が未携帯者六七・九％・

業証」未携帯者七四・八％、「計画生

⑪「暫住証」未携帯者二八・八％含就

上五年未満も一一一六・三％に達する。

四九・○％から大きく上昇。一年以

の割合は七○・｜％で、一九九三年

⑩滞在期間の長期化。居住半年以上

○元が一一二・○％。

○元が五八・二％、六○○～’○○

⑨上海での月額収入は二○○～六○

⑧流入前の職業は五四・六％が農

企業九・五％、外資企業八・五％。

うち九一一・三％が流人人口から生じた

件数は三千五四五件であったが、その

数がかなり多い。上海市の計画外出産

ことと比較すると二人目以上の出生件

た。戸籍人口の第一子が九七％である

九・四％、第三子以上が一・五％であっ

子であったのは七九％で、第二子が一

同年の流入人口による出生のうち第一

生率が二倍近いことが分かる。また、

七跣、八・六八肺となり流入人口の出

いる。出生率を直すとそれぞれ四・六

の一七・七％は流入人口から発生して

籍からの出生が八一一・三％、それ以外

生数は七・四一万人でそのうち上海戸

画生育である。一九九七年上海市の出

い。最も深刻化する問題のひとつが計

しかしマイナスの効果も少なくな

視し都市の制度に適応させていく方向

すのではなく、宣伝・指導・教育を重

かせない今日、これらの人口を締め出

る。持続的な経済成長に流入人口が欠

口に関する問題は深刻さを増してい

アクセスシビリティの低さ等、流人人

険・福祉等といった公共サービスへの

や衛生環境の劣悪性、教育、医療・保

その他にも犯罪発生率の高さ、住居

計画生育の中心課題に据えられている。

れ、流動人口に対する出生管理は中国

定（二○○○・一）』（注９）が施行さ

一）』（注８冨流動人口婚育証明管理規

計画生育工作管理弁法二九九九・

ている。その後、全国でも『流動人口

育証明」の登録を強化する内容になっ

者等の責任を促し、「流動人口計画生

れることが確認され、職場、住宅管理

理弁法』を発布した。流動人口の出生

にあって、上海の進める都市建設に流

ものである。流入人口による計画外出

に政策は進んでいる。

行商などの分野に流動人口が入り込

動人口は不可欠な存在になっている。

産数は一九九六年から九七年にかけて

個人経営が三一一一・六％と最も多く、

上海市民の就業形態はかなりホワイト

二・’一一三倍になっている。上海市政府

管理は上海の規定に基づいておこなわ

カラー化しており、いわゆる”３Ｋ“

は『上海市流動人口計画生育管理暫行

む。

労働をしなくなっている。労働市場の

規定二九九四旨を改定し、’九九

国有・集体企業が三二・○％、郷鎮

間隙を縫って、建設現場や工場での労

八年『上海市外来流動人員計画生育管

業。

働、あるいは保母、修理工、伝統的な

2５

〔注８〕1991年に策定された「流動人ロ計画生育管
理弁法』の改定版であるが、流動人ロのうち出産
可能年齢にある既婚を対象とすること、「婚育証
明」の戸籍地での発行および現住政府への提出の
義務化、避妊手術醤用の雇用者もしくは現住政府
負担、現居住地管理が主体になること、罰金規定
〔注９〕1999年「流動人ロ計画生育管理弁法」
に基づいて「流動人ロ婚育証明」の内容の詳
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経済の

で都市建設が進められている。行政区

海市では一九八○年代以降急速な勢い調

画の変更や管理主体の移行を通じてこ

れまで郊県であった区画を市区に変更

ことで、都市部の人口が都市戸籍から

もとで Ⅱ圏内も昔
上海では経済政策、人口政策の一環

農村戸籍へ変更することなく移動がで

し、あるいは郊県内の郷を鎖に変える
として極めて大胆な都市建設を進めて

きるように、大幅に市部を拡大してい

積は周辺の郊県が区に編入される形で

いる。上海が二十一世紀において持続

市中心部における人口稠密度は世界

急速に拡大しており、一九九八年に松

る。上海の面積は一九五八年の大幅な

の水準に照らしても極めて高い。経済

江を県から区に変更することで、一九

的な成長を遂げるためには、計画的な

活動の中心部に位置する黄浦、南市、

五八年には僅か二・四％でしかなかっ

拡張後、今日まで基本的に変更はない

盧湾、静安の四区は一平方キロ厨あたり

た市区面積はとうとう全市面積の五○

都市計画と合理的な人口再配置が不可

四万五○○○～六万人に人口密度を有

％を超えるに至った（図８）。このよ

ことを述べたが、その一方で、市区面

し、周辺六区でも一万五○○○～三万

うな大規模な市域拡大は、今後予定さ

欠になってきている。

五○○○人に達する。東京の二十三区

ナス要因である。問題解決のため、上

求める上海にとって極めて大きなマイ

環境を高めることで更なる経済成長を

中は、土地利用を効率化し外資の融資

活動の基幹部分における過度の人口集

い中野区でも二万人である。市の経済

が一万三○○○人、最も人口密度の高

移動するであろう。しかし、地価とい

い企業等が入り込み、住宅は郊外へと

高い都心部には自ずと収益還元性の高

成メカニズムと税制等によって地価の

ような資本主義社会であれば、地価形

ズに進めるための準備である。日本の

れている都市部機能の郊外化をスムー
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上海市の面積の推移
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巴

う概念が発生し、土地の使用権と所有
とが予想される。

の性格もこれまでとは異なってくるこ

のカップルが誕生することになる。現

婚年齢に達し今後続々と一人っ子同士

行法規は、一人っ子同士の夫婦が二人

目の子どもを産むことを許可している

の区に建設されている。中心区、特に

い、新しい住宅区が急速な速さで周辺

八○年代から始まる住宅制度改革を伴

開発がおこなわれることになる。一九

る。上海市の計画生育は、こ

きく変化してくると考えられ

ており、上海市民の労働形態も今後大
ねり、上海市民の労働形態も今後大

長によって、産業構造も転換期を迎え

しつつある。さらには、高度な経済成

結婚、出産、家族といった概念も変化

を続け、ライフスタイルも現代化し、

ている。上海の人々の教育水準は上昇

上海の人口は未曾有の速度で高齢化し

戸籍人口の急速な出生率低下により

してくると思われる。このような状況

として、流動人口の重要性は今後も増

高齢化社会におけるサービスの担い手

経済成長に不可欠な労働力、あるいは

の当面の可能性は極めて低い。今後の

策の転換がない限り、戸籍人口の上昇

のいかんにかかわらず、劇的な人口政

・六人となっている。今後の出生動向

では、上海の夫婦の希望子ども数は一

るのであろうか？ある意識調査結果

三条）。出生率はどの程度まで上昇す

四、終わりに

権の分離がなされ、不動産市場ができ
て間もない中国では、市場原理に任せ

た都市再配置に期待するのは極めて難

虞湾、静安といった繁華街を抱える地

れまでの上海市民のみを対象

のもとで、上海はその強力な政治的・

（『上海市計画生育条例』第十二条、十

域では、政府による大規模な住民移転

にした施策から、流動人口を

経済的パワーを背景に、革命的な都市

しい。そこで政府による大胆な都市再

がおこなわれている。

含めた広範な展開へと移行し

再開発に乗り出している。都市機能配

都市機能配置が変化すれば人口移動

銅つつある。さらには既婚カツ

は計画出生政策が始まり二○

重点がおかれている。上海で

うな形となって結実するのか、今後の

建設と人口政策における実験がどのよ

う狙いがみてとれる。上海における都市

な成長とポテンシャルを高めようとい

置を合理化し、次世紀における持続的

区

行

年以上が経つ。”一人っ子”

展開に注目していきたい。

嶢に対する”思春期教育“にも

第一期コーホートはすでに結
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政プルのみならず、未婚若年層

Ｉ

Ｇ８環境大臣会合が四月七日から九
日まで開かれたのに合わせて、滋賀県

大津プリンスホテルで「第十五回ＧＬ

性能な製品作りに取り組んでいると述

技術革新を進め、地球に優しくまた高詔

べた。

トヨタ自動車㈱中村徳彦理事は、燃

料電池の燃料を何にするか考えていく

ＯＢＥ世界総会」が開かれた。今回、

滋賀県で開かれたのはＧ８に国会議員

次に、大阪ガス㈱松村雄次常務取締

上で、安全性、安定補給、コスト、現

リカから十ケ国、約三○人の国会議員

役は、日本では天然ガスが一般的に使

の組織であるＧＬＯＢＥの意見を反映

が参加し、地球規模的環境問題につい

われているが、その資源導入先はほと

状インフラの他に環境への対応も含め

て熱心な討論が行なわれた。八日の午

んど全て外国からの輸入に頼っている

していこうという目的からである。こ

前は「第一部：気候変動ｌ新ミレ

ので、今後日本近海からのメタンガス

て考える必要があると説明した。

ニアムのエネルギー－Ｊと題し、六

や、石炭からの天然ガスつくりを進め

の会議にはヨーロッパ、アジア、アフ

人のリソースパーソンが各分野ごとに

ていきたいと述べた。

に燃料電池を設置し、燃料として都市

ネシステムについて説明した。「家庭

発本部長は、家庭用燃料電池コージェ

三洋電機㈱寺田一房夫執行役員研究開

環境を考慮した新技術について専門的
な説明を行った。

燃料電池の活用に多角的意見

池の開発について説明し、自動車会社

貧しい資源を有効に使うための燃料電

ム社ジェイムス・カーシュ社長は、

することにより二酸化炭素排出量が二

電が可能であり、このシステムを導入

場合は系統から供給、余った場合は充

給湯に利用する。また電力が不足した

ガスを使用し発電後、電気及び排熱を

やガソリン会社などが協力して燃料電

四％も削減できる」と述べた。

バラードジェネレーション・システ

池パートナーシップを設立し、更なる

ＧＬＯＢＥ

曰石三菱石油㈱松村幾敏技術開発部
長は、発電ででた排気エネルギーを更
に使えるよう貯蔵するシステムが必要

日本の電力会社は分散型
システムに

物自由化を求めるアメリカ・カナダな

どに対し、日本や欧州が環境保全など

農業の多面的機能の観点から過度な自

愛知和男衆議院議員は「日本は九つ

も考慮するべきとの声があった中、

ＯＢＥメンバーからも環境保全の観点

由化に反対して交渉が決裂した。ＧＬ

いくべきと述べ、自動車工業界と石油

の大きな電力会社が電気を提供してい

「ＷＴＯは現在も今後も環境保護団体

ｌ愛知和舅・衆議院議員Ｉ

業界がタイアップして出来たＪＣＡＰ

るが、今後分散型のシステムに変える

であり、熱の効率システムを開発して

（』眉目○］の②ご少』司勺８胃四日）に

必要がある」と意見を述べた。

は、途上国の電力不足や技術不足が開発

インドのＫ・Ｍ・カーン上院議員

つの原則の枠組みは⑪物品が類似で

制度を維持することが目的であり、四

オープンで平等な多国間貿易のための

になれないし、ならない。ＷＴＯは

ついて説明した。

ロジェクト技術開発グループ部長が、

の障害になっていると指摘し、途上国と

最後に、松下電工㈱橋本登ＦＣＧプ
環境に優しいポータブルジェネレー

あった場合平等であること、②もっと

ある。また、新しい懸念であるバイオ

が、環境保護政策は各々の国に権限が

内に貿易・環境委員会が設置された

側貿易の透明性である。昨年、ＷＴＯ

も少ない貿易の制約、③貿易の調和、

先進国の連携が大切であると発言した。

環境保護団体になれない“

多国間貿易のためＷＴＯは

”自由・平等な

ターについて説明し、「まだ運べるほ
ど軽くはなく、三六○万円とコストが
高いため、更なる改善が必要だ」と述

べた。
六人の専門家のプレゼンテーション

の後、加藤修一参議院議員が「政治家
してどの様に考えているか」という問

バイオ・テクノロジー、食料安全保障

午後の「第二部》環境と貿易ｌ

次に、Ｍ・Ｓ・スワミナサンＵＮＥ

テクノロジーは問題を更に複雑化し、

いに、カーシュ社長は「政府の対応は

－Ｊでは始めにポール・ヘンリ・ラ

ＳＣＯ環境技術計画部長が、「世界の

ｌラビエールＷＴＯ事務局次長ｌ

非常に大切である。資金的に教育や訓

ビエールＷＴＯ事務局次長がＷＴＯの

多くの地域では、未だに食料不足のた

の姿勢、また政府からの資金導入に関

練の分野まで拡大してほしい」と答え

立場から環境と貿易関係の問題につい

め人々が栄養失調などで苦しんでい

る。こうした途上国地域でも、ここ過勿

ンが必要である」と述べた。

貿易・環境の関係のコーディネーショ

た。

て取り上げた。昨年シアトルで行なわ

れたＷＴＯ加盟国閣僚会議では、農産

の意見を反映していかなければならな

となっている」と説明をした。

流れており、国際的な水の管理が必要

る。大陸では、川が何カ国にも渡って

その利益はアメリカ、ヨーロッパや日

い。今回、ここ大津で総会を開催した

がら、国連などの国際的な場で自分達

本を始めとする先進国に流れてしまっ

のもＧ８に影響を与えるためである」

去二十年間、経済発展しつつあるが、

ている。世界貿易条約は、そうした貧
と強調した。

最終曰の四月九日は、’第三部：地

の提供が重要である。」と指摘した。

ついて消費者が知る権利があり、情報

換え作物・食品に関しては、安全性に

などの導入が必要である。遺伝子組み

を撲滅できるようマイクロクレジット

して、保護するだけでなく自らが貧困

すような制度に改めるべきである。そ

は、「この「地球憲章」を教科書の中

の内容が盛り込まれている。広中議員

正、また側民主主義、非暴力と平和等

②生態系の保全、③社会と経済の公

おり、⑩生命共同体への尊敬と配慮、

た。全文と一六の諸原則から成立って

と伝えられていくものとして作成され

が共感する倫理的なものであり子孫へ

た。この「地球憲章」は、世界の人々

表される「地球憲章」について説明し

総裁）が今年六月にハーグで正式に発

憲章」起草委員・ＧＬＯＢＥ』：：副

次に、広中和歌子参議院議員（「地球

め、Ｇ８環境大臣会合において同意に

議定書の発行を確実なものとするた

ら「ＧＬＯＢＥは、二○○二年の京都

暁子ＧＬＯＢＥ『日の目島。：］総裁か

していたのに対し、ＧＬＯＢＥは堂本

の京都議定書発行に反対し協議が難航

いた九日、アメリカが二○○二年まで

Ｇ８環境大臣会合が最終日を迎えて

考えなければならない」と答えた。

益を考えるのではなく長期的な利益を

に、広中議員は「今現在の短期的な国

ランスを取っていくべきか」との問い

て「経済発展と環境保全とどの様にバ

イア議員が途上国の抱える問題につい

が行なわれ、インドのラマチャンドラ

’一一人のスピーカーの発言の後、討論

しい国の中小企業を保護し、職を増や

球環境ガバナンスーニ十一世紀に

に含めてほしい」と強調した。

・管理・統治）の必要性を訴えた。

総裁）が地球規模的ガバナンス（運営

議院議員（ＧＬＯＢＥ自具の曰巴」ｏ目色］

議論が行なわれた。まず、堂本暁子参

また、温暖化の影響で世界の各地で洪

の需要、必要性は三倍に増えている。

○年間で世界の人口は倍増したが、水

淡水問題について講義した。「過去五

最後に、鈴木基之国連大学副学長が

択して閉幕した。

一一年を意味する」とする共同宣言を採

いまま「ほとんどの国にとって二○○

し、Ｇ８はアメリカとの対立が解けな

環境庁長官へ手紙を提出した。しか

いたるよう、強く申し入れる」と清水

Ｇ８環境大臣会合に申し入れ

”京都議定書の同意を“

議員が果たすべき役割ｌ」と題し、

「他のＮＧＯと違って国民代表の立場

水が発生し、大きな問題になってい

（加藤祐子）
である国会議員は、多くの情報を得な
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人口数だけでなく水・食料不足の

要因にも焦点を

第一部の基調講演で、ワールドウォッ

チ研究理事長のレスター・ブラウン博士

が、「環境劣化はいかに経済発展を阻害

するかｌ農業生産との関連ｌ」に

要が急速に増加した。ハンバーガーの

肉などの動物性たんぱく質を好み、需

食べ物の種類も変化し、多くの人々が

え、更に食糧の需要が高まっている。

人々の所得の増加により豊かな人が増

在、人口は数が増えるだけでなく、

増したのを経験したことになる。現

まれた人は、人類史上初めて人口が倍

いで増加し、現在一九五○年以前に生

今世紀、世界の人口はかってない勢

産が限界に達している、とブラウン博

な限界など様々な要因により、食糧増

土壌問題や水問題、また植物の生態的

問題により引き起こされた気候変動、

は、｜・二％にまで落ちこんだ。環境

伸び率が、’九九○年から一九九九年

ら九○年まで二・一％あった食糧生産

率が下降に転じている。一九五○年か

成功してきたが、一九九○年から伸び

面積あたりの収量の増加で食糧増産に

てきた。また、一九五○年以降は、｜

ついて講演した。

例でいうと、マクドナルドは世界に五

水不足は現在、世界各地で重大な問

士は分析している。

食糧生産は一九五○年頃まで、作付

題となっている。ナイル川や黄河でさ

時間に一件の割合で開店している。

ハグミハハハグ、〆ソヘヴ、〆、グL'Ｖ、’、'、Ｊ、’、Ｐ､〆、〆Ｖヘリ、

け面積を拡大することで食糧を増産し
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函

業地帯との争いや、国と国をめぐる国

し、水不足が深刻な河口付近にある農

し、河川の上流にある工業地帯に対

は「水をめぐる争い」まで引き起こ

まうなど、現状は深刻である。水不足

性を上げるよう、今後も取り組んでい

でバランスを保つこと、また水の生産

人口の一定化をはかること、栄養の面

がちであると、プラン博士は指摘し、

ていることなど、社会的側面を見失い

増加により、水不足や食糧不足を招い

点を当て分析する傾向にあるが、人口

際河川での争いなど、国際的な問題と

く必要があると述べた。

え河口に届くまでに水が干上がってし

なっている。

人口学者はとかく人口の数だけに焦

第二部は、「ブレークスルーへの

五つの提言」と題し、東京大学農

学部から五人の教授が各々の専門

分野から、トリレンマをいかに打

上優良土壌での生産性を上げられない

農地の拡大が望めないことと、これ以

命として、これ以上優良な耕作可能な

いて説明した。森教授は第三次緑の革

函の電○］こは：（第三次緑の革命）“につ

まず、森敏教授が〃曰冨弓国ａ○局ののロ

の革命が到来することも夢ではないと

続々と開発され、真の意味の第三次緑

教授によると、不良土壌耐性品種が

どに焦点をあて研究を続けている。森

する技術の開発や、鉄欠乏耐性品種な

肥や、鉄材の葉面散布により鉄を吸収

足しているため、作物が鉄剤の土壌施

破するかについて講演を行った。

ことから、不良士壌に耐性な品種の開

考えている。

石灰質のアルカリ土壌には鉄分が不

発に注目している。

(麺
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２１世紀シンポジウム「人ロ・食糧・環境」

に捉えることは出来ないため屡曰亘鼻

授は食糧や人口などの要因は地球規模的

生産」について講演を行った。秋田教

次に、秋田茂誠教授が「持続的食料

れるか答えるには、海洋生態系そのも

生態系がどれだけの漁業資源を支えら

あると、古谷教授は指摘した。海洋の

は魚類生産が限界に近いことの現れで

捕獲漁獲量はほぼ停滞している。これ

また、養殖業においても沿岸生態系

■・３］ご》し。（５．８］々ごと訴えてい
間で大きな違いがあり、グローバルな

を理解し維持する必要があり、海域の

のを理解する必要がある。

食糧需給や人口という捉え方は説得力

肥沃化により、生物生産力を持続的に

る。つまり、開発途上国と先進国との

を持たないと指摘し、各々の土地や国

高めるという次世紀への挑戦といえ

めには漁獲対象生物の生態や動態のみ

にあった政策を考えるべきであると述
また、バイオテクノロジーなどの最

を調べるだけでなく、海域の物質循環

る。生物生産性を持続的に利用するた
先端技術が食糧問題の切り札となると

や生物群集の動態などの理解が不可欠

べた。

一般的にいわれているが、この技術が

である、と述べた。

の持続的生産」について講演した。年

次に、古谷研教授が「海洋漁業資源

ナート」について講演した。プラン

ション廃棄物を用いる生物資源コンビ

飯山賢治教授は、「熱帯プランテー

用を

資源と環境保全のた
めに廃棄物の有効利

先進国ではなく、開発途上国の農業に
使えてはじめて意義があるといえる、

と主張し、これらの先端技術だけでは
問題解決にはつながらないというこ

と、古くからある技術も取り込みながら

間の漁業生産量は一九八○年末まで

研究を続けていくべきだと指摘した。

年々増加の一途をたどってきたが、一

鮓司）》川批加川剛Ⅷ噸洲川Ⅷ亜痙鰍鉛
九九九年代に入ると増加傾向は鈍り、

述べた。

物を有効利用することは可能であると

技術力を持ってすれば、これらの廃棄

指摘し、また現在先進国が有している

く資源として扱わなければならないと

反復利用などが考えられる。貯水ダム

地下水開発と保全、水利用の効率化と

の持続性、海水の淡水化、気象制御、

と述べた。その手段として、貯水ダム

水不足が深刻な現在、大変重要である

高め、持続的に確保していくことが、

れている。

発を減じることが出来る点で、注目さ

トが小さく、地下に貯蔵された場合蒸

た、地下ダムは環境に与えるインパク

確保などの課題について説明した。ま

う利点と、地震などに対する安全性の

ミッション型の建設が可能であるとい鍵

しかし、集荷コスト及び輸送コスト

としてフィルダムを取り上げ、ゼロエ

発しているレスター・ブラウン博士に

足を引き起こし、人類の未来に警告を

地球上の環境問題が食糧不足や水不

す重要となってくる。

を考慮したエネルギーの開発がますま

エネルギー、太陽エネルギーなど環境

ネルディスカッションを行った。

ネーターとして招き、講演者がパ

研究科の武内和彦教授をコーディ

命科学研究科長の林良博教授と同

第三部は、東京大学大学院農学生

などがかかり利活用されていないのが

現状であり、廃棄物が出るその現地で
有効利用開発を進めることが望まれて
いる。プランテーションが展開する発

展途上国で実施可能な単位技術の開発
を図っている。廃棄物の有効利用は資

源の保全に寄与するとともに、地域環
源の保全に寄与するとともに、

境保全にも寄与すると述べた。

貯水ダムの活用と

対し、技術的進歩で環境問題を克服

の○・○’二％に過ぎない。この水資

が、利用できる水は地球に存在する水

した。地球は水の惑星といわれている

役割とその持続的確保」について説明

最後に田中忠次教授は、「水資源の

エネルギーやバイオマス（生物資源）

る。今後エネルギーの増産のため風力

続可能なエネルギーの確保が重要であ

さにエネルギー問題の時代であり、持

な討論が行なわれた。二十｜世紀はま

る東京大学農学部教授との間で、活発

し、持続可能な開発に希望を抱いてい

源の利用可能量を増やし、利用効率を

蟻０

「地下ダム」に注目

函）

次期世界人ロ会議に日本政府が積極姿勢

尾崎美干生

早期準備開始決議案は否決

栗田伸一・外務省地球規模問題課事務

官が出席した。

今回の国連人口開発委員会で取り上

ロ）以降の各国政府の人口問題への取

国際人口開発会議二九九四年・カイ

三回一国連人口開発委員会」に出席、

（ニューヨーク）で開催された第三十

三月二十七日～’一一十一日、国連本部

の討論を通じて最近の人口研究の動向

も活発な人口研究を推進している同琴工云

「アメリカ人口苧工雪を見学、世界で最

二十五日、ロスアンジェルスで開かれた

た。またこれに先立つ一一一月一一十三日～

に対する各国の関心を探る機会を得

画」（ｂ８ｍＢ日日の。届少昌・口）に

議（カイロ）で採択された「行動計

的。委員会は九四年の国際人口開発会

受けて今後の課題を協議することが目

開発特別総会（ＩＣＰＤプラス５）を

ダー、開発」で、昨年六月の国連人口

げられた正式議題は「人口、ジェン

組みや、「カイロ＋、」（二○○四年）

沿って、各国政府が取り組んできた人

日本政府代表として阿藤誠・国立社会

れた。

る「非公式会合」が並行する形で行わ

同委員会で審議する議題などを協議す

委員会の今後の検討課題や来年以降の

トを発表する「本会議」と、人口開発

口政策について各代表がステートメン

の一端をうかがい知ることができた。

ｌ国連人ロ開発委員会に出席してＩ

太・厚生省大臣官房政策課課長補佐、

次期世界人ロ会議に日本政府が積極姿勢

lil
を含め国連を通じての今後の人口活動

Ｉ国連人口開発委員会
三月二十七日から国連本部で開かれ

保障・人口問題研究所長を団長に石井

『可の○○ミ「ミの「。。。。、Ｃごこむｑ○コ①。。Ｃのべ二畳）ミのミ
た第三十三回国連人口開発委員会には

3５

蕊
人口問題協議会代表幹事

の人口開発委員会に持ち越された

本政府が打ち上げたＷＩＤ（三ＣＢｇ

④以上の経緯にもかかわらず、委員

実施したＧＩＩ（２．ヶ口巨ｍｍＰの、旨ご‐

よび一九九四年に米国と共同して提案・

甘口のぐの｝。ご曰の具）イニシアティブお

会終了後関係者に直接当たって得た

四身の○口で：已四毬。。：ロレＳｍ）を

（その背景については後述）。

感触では委員会事務局や関係国の間

挙げ、すでに目標を達成した後者につ

次期世界人ロ開発会議に

私が同委員会に出席したのは、「カ

では依然として日本開催に期待する

いては日本政府が引き続き積極的な役

ついて

イロ会議」以降の加盟各国の取組み状況

声が少なくなかった。

の意向を公式、非公式に探ることにあっ

代表部大使がステートメ

小林秀明・国連曰本政府

人口関連のプロジェクトに活用されて

が実施している「草の根無償資金」が

が果たす役割を高く評価し、日本政府

さらに今日の国際社会の中でＮＧＯ

欲を示した。

割を果たしていきたいとその継続に意

を把握するとともに、もう一つの目的は

日本国内で関心が吉園まっている次期世界

た。先ず後者について結論的に言えば、

ント

人ロ会議に対する委員会事務局及び各国

①日本のＮＧＯが「カイロ会議」か

口開発委員会事務局が本年から準備

③しかし、二○○四年を目指して人

姿勢を示した。

ベル会議を実現することに積極的な

では二○○四年に世界規模のハイレ

②日本政府は今回の人口開発委員会

加盟国の間によく知れわたっている。

唱していることは、予想以上に国連

人口会議を日本で開催することを提

雇用機会均等法」の改正強化を挙げた。

共同参画社会基本法」の制定と「男女

が国の最近の努力の実績として「男女

可欠との認識を示した。その上で、我

ワーメントと男女平等社会の実現が不

れらの問題の解決には女性へのエンパ

と開発もその一つである」と述べこ

様々な問題の挑戦を受けており、人口

の国際社会は人間の安全保障を脅かす

本会議に出席した小林大使は「今日

叶っている」「日本としてはそうしたイ

模のハイレベル会議を開くことは時宜に

発に関する諸問題を協議するため世界規

プロダクテイブ・ヘルスなどの人口と開

たる二○○四年に高齢化やエイズ、リ

行動計画が採択されてから十年目に当

甘囚ご』ｇ』）に触れ、「カイロ会議で

界規模の会議）（の］。：］の。＆の富のの←‐

最後に小林大使は「二○○四年の世

ら十年目にあたる二○○四年に世界

を開始するとの決議案は「時期尚

また対外的な努力として一九九五年の

ベント実現へ２畳別の協議に積極的に参

おり、男女平等の実現にも貢献してい

早」（日②日日員の）として退けら

「第四回世界女性会議」（北京）の際、日

ることを強調した。

れ、二○○四年問題の取扱いは来年

3６
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加していきたい」との意欲を表明した。

非公式会合
非公式会合は今回人口開発委員会の

留意すること、さらに性的虐待や搾

ミックスと人口学的な意味づけに特に

分析を行う場合はジェンダー・ダイナ

委員会に提出する準備をするよう要請

事項に関する報告書を来年の人口開発

会議を開催するための具体策と、必要

これに対し、日本代表は小林国連代表

する」との事務局案が諮られた。

子どもに対するあらゆる種類の差別と

部大使のステートメントの線に沿って賛

取、人身売買、暴力などを含む女性と
虐待に関する統計資料を改善すること

しかし、ポルトガル（ＥＵ代表）が

の一員であるジャマイカが賛同した。

成の意向を素唄これに事務局ビューロー

②に関しては人口開発委員会の来年

ｌを求めることが決議された。

ニ氏（イタリア）を議長役に本会議と

以降の課題として次のテーマが決議と

副議長に選ばれたアントーーオ・ゴリー

並行して別室で開かれた。この非公式会

に、米国、ブラジル、チリ、南ア、韓

「時期尚早」として反対したのを先頭
第三十四回（二○○一年）

国、中国各国代表は表現の違いはあ

してまとめられた。

ｌ人口、環境、開発

個人的な体験談まで持ち出して早めに

ゴリーニー・イタリア代表は国連での

れ、反対の意向を表明した。議長役の

③第三の決議案では「人口問題の高

７

一一○○四年にハイレペルの政府代表３

士同皇皐

二○○四生決議の否決の

一幕もあった。

行への過剰介入としてクギを指される

準備を開始するとの事務局案への再考

ての人口政策の調査研究に当たっては

い政策レベルでの継続的な関心を維持

第三十六回（二○○三年）

ヘルス

ｌリプロダクテイブ・ライッ／

第三十五回（二○○二年）

合には次の三つの決議案が諮られた。
①「人口、ジェングー、開発」に関
する国連人口部への要望

②第三十四回人口開発委員会（二○
○｜年）以降の同委員会の議題

③二○○四年における人口と開発に
関する国際会議の開催

各国政府が国際比較が可能になるよう

するべく」また三○○四年でカイロ

を促したが、ＥＵ代表から逆に議事進

に年齢別、性別に仕分けられた人口学

行動計画が採択されて十年の節目を迎

ｌ人口、教育、開発

的、社会・経済的データを集めるなど

えることを記念して、何らかのイベン

①に関しては国連人口部に対し、全

ジェンダーの視点を組み込んで調査を

「国連事務総長に対し、二○○四年

トを行う可能性を議論したうえで」

国連人口部が、エイズや乳幼児、幼

に人口と開発に関する国際的な政府間

進めること。

児、妊産婦死亡率、高齢化人口などの

備活動を開始するという決議案が採用

コミットすべきではないとの、本国政

機関の方針決定以前に五年後の会議に

ＦＰＡに、いまのところ二○○四年に向

動計画」に国際合意を取り付けたＵＮ

○一五年までの長期目標を掲げた「行

シという新しいコンセプトを主柱に二

に至らなかった背景には次の様な「未

府の訓令によるものが多かったものと

けての新しい息吹きが感じられない。

多数を占めた中には、この言わば上位

成熟な」事情があるものとみられる。
みられる。

による世界会議を想定して本年から準

①一連の国連会議に対する経済社会

議が開かれた。これらの国連会議は五

議」（同．北京）という一連の国連会

コペンハーゲン）、「第四回世界女性会

ロ）、「社会開発サミット」（九五年・

「国際人口開発会議」（九四年・カイ

ト」（九二年・リオデジャネイロ）、

○年・ニューヨーク）、「地球サミッ

九○年代には「子どもサミット」（九

対応が違ってくるのではないかとの危

いは国連外交そのものに対する米政府の

が実現するかによって人口政策、ある

統領候補が勝利するか、共和党大統領

の中には今秋の大統領選挙で民主党大

の態度を見せていたという。その判断

開会前から「乏巴←：。、①の一（静観）

サポートした米国は、人口開発委員会

一九九四年のカイロ会議を積極的に

つの要因が隠されていると思われる。

賛意が示されなかったのはここにも一

口開発委員会で事務局提案に途上国の

に対する影響力が全く違う。今回の人

を支援してきたＵＮＦＰＡとは途上国

資金で開発途上国の人口プロジェクト

人口部には財政的基盤がなく、巨額の

シアティブをとっている格好だが、同

○○四年の世界人口会議に向けてイニ

そのため今のところ国連人口部が二

年を経過した段階でレビュー会議が国

慎があるのではないかと推測される。

②米国の大統領選挙待ち

連特別総会の形で行われており、昨年

③国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）も新

理事会の協議待ち

六月のカイロ・プラス５に続いて本年

委員会終了後接触した米国、ＥＵ、

各国の曰本開催への感触
リードしたナフィス・サディック国連

中国、韓国などは決議案に反対した理

体制待ち

これら国連会議を取り仕切ってきた

人口基金事務局長は本年末までにリタ

由としてはほとんど上記①を挙げ、「日

六月には社会開発、女性会議のレ

経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）は各

イヤすることが確実視され、また同事

本開催に反対しているわけではない」

カイロ会議を準備段階から積極的に

会議のレビュー会議が終了する本年七

務局長を支えた上級幹部も定年などで

ビュー会議が予定されている。

月に、こうした国連会議の今後の運営方

「日本が二○○四年開催への意欲を失わ

ないで欲しい」などの意向を示した。

ＵＮＦＰＡを次第に去っている。ま
た、リプロダクテイブ・ヘルス／ライ

針について協議する予定になっている。
人口開発委員会で「時期尚早」派が

３８

次期世界人ロ会議に日本政府力職種姿勢

ただし、｜イベント」の内容につい

開催、国連人口基金は決議案を伴う政

ラム形式の政府間、ＮＧＯ会議などの

おり、米国は決議案を伴わないフォー

より多くの人が長生きと健康の日々を

る。それは過去のいかなる時代よりも

の日であると同時に反省の時でもあ

六十億人目の赤ちゃんの誕生は祝福

クテイブ・サービスの内容を広げ、ア

になった。さらに多くの国がリプロダ

発戦略の中に人口問題を統合するよう

ことに取り組んだ。また多くの国が開

て、性と生殖に関する認識を強化する

るために大きな前進が見られた。多く

府間会議、イタリアや国連人口部はカ

送ることができるようになったと同時

クセスを改善した。

国連人口開発特別総会が開かれたこと

イロ会議以後一層重要性を増している

に、いかにしたら我々が地球上の全て

他方、出産に伴う疾病や、妊産婦死

の国々が政策を変更することによっ

高齢化やエイズ、思春期、人口移動な

の住民に少なくとも基本的な生存の条

亡率、思春期の人々のリプロダクテイ

である。

どのトピックに絞った会議を想定する

件を十分に供給できるようになるかを

ては各国バラバラのイメージを持って

など、まだ共通意識は整っていないよ

態に見舞われた女性や思春期に対するケ

ブ、性的ニーズ、エイズ予防、緊急事
国連特別総会では国際人口開発会議

アなどの面ではもっと積極的で緊急な行

考え直すべき時でもある。

で採択された「行動計画」の目標が今

動が必要であることが明らかにされた。

人間が誕生したこと、一九九九年六月

十月十二日、この地球に六十億人目の

念すべきことが起こった。一九九九年

昨年の人口開発委員会の後二つの記

れ、欧州、アジアその他から著名な研

内、半数の千五百人が参加したといわ

ジェルスで開かれた。会員三千人の

月二十三日～’’十五日までロスアン

国連本部での人口委員会に先立つ三

会叩鰄躍伽霊蕊灌”

沢美穂・同研究員らが参加した。

立社会保障・人口問題研究所部長、岩

谷典子・慶応大教授、佐藤龍三郎・国

麗沢大教授、小川直宏・日大教授、津

、ＬＬ．、＆ミミＳご雪の○・重「○コ・玉ョの言①

Ⅱアメリカ人口学会

日でも妥当であり、この目標を達成す

うに観測された。

ナフィス・サディック

国連人口基金事務局長
人口開発委員会の冒頭、ナフィス・

サディヅク・国連人口基金事務局長は

三十日’七月一一日に国際人口開発会議

究者が集まり、日本からは河野稠果．

次のような報告を行った。

の行動計画の実施状況をレビューする

アンジェラ・ゴメス新－ＰＰＦ会長を迎え
ＪＰＦＰ役員が朝食会
四月二十一日（金）、午前八時から

ス／ライッや、環境と人口との連関性

などに関する研究が相対的に減り、代

わって死亡率、国際人口移動、家族な

どに焦点を当てた研究発表が目立った

という。

もともと米国に限らず、人口学者の

間では国連会議でキーワードとなった

Ｆ財睾逓担当のゲイ・スィー・ボー氏、イ

ンジェラ・ゴメス’玄史、並びに新ＩＰＰ

今年新しくＩＰＰＦ会長に就任したア

いが、このテーマを統計的、数量的に

人口との相互関係には一般の関心は強

批判的な傾向が強かった。また環境と

「人口問題がミクロに陥った」とする

りプロダクティブ・ヘルスの概念には

ンガー・ブリユッゲマンーＰＰＦ事務

分析することは困難を伴うことから、

キャピタル東急ホテルの日光の間で、

局長、池上清子ＩＰＰＦリソース・

学問的対象になりにくいとの見方があ

離婚やシングルマザーが普通になった

モービライゼーションオフィサーを迎

いま、米国人がミレーーアムに際して改

る。死亡率や人口移動に関する研究は
朝食会の前に、桜井新ＪＰＦＰ幹事

めて「家族とは何か」に焦点を当てよ

高齢化社会の訪れと関係がありそう。
長がアンジェラ・ゴメスーＰＰＦ会長

えて、国際人ロ問題議員懇談会（ＪＰ

と会談し、ＪＰＦＰ設立背景につい

うとしているのは注目される。

ＦＰ）役員との朝食会が開催された。

て、またＪＰＦＰが人口問題に対する

た。また、桜井議員は、三十一世紀

積極的に努力してきたことを説明し

の「優生学」研究がホロスコートと結

もある。第二次世界大戦におけるナチ

学」への関心の高まりを指摘する向き

また最近の新しい傾向として「遺伝

の課題は、グローバル化の中の自由競

びついたことから、遺伝学は米国でも

日本政府からの拠出金を確保するため

争と和の倫理を両立させ、基礎となる

`０

ライゼーシヨンオフィサー、谷津義男・ＪＰＦＰ副幹事長、

〔写真・右頁〕(左から)池上清子・ｌＰＰＦリソース・モービ

ゴメス・ｌＰＰＦ会長、中山太郎・ＪＰＦＰ会長、ボー・ｌ
ＰＰＦ財務担当、ブリュッゲマン・ＩＰＰＦ事務局長、広瀬
次雄・ＡＰＤＡ常務理事／事務局長。

敬遠されがちだった。しかし、ここへ

関係が強化されたことを大変喜んでい

に就任されて以来、ＩＰＰＦと日本の

リュッゲマン女史がＩＰＰＦ事務局長

でもボランティアが積極的に参加して

ランティアに支えられ、政策決定の場

ている。世界中の約一億二千万人のボ

として、現在一五二ヶ国で活動を続け

ＩＰＰＦは世界最大級の国際ＮＧＯ

出席者は約百人という実態に比べると

日本の人口学会が名目四百人、学会

いるようだ。

を入手しやすいという事情がからんで

ことから、人口学者にとっても研究費

への応用に業界の関心が強まっている

ン二○○○」を発表し、二○○○年を

る。引き続き協力していきたい。」と

いる。また、ＩＰＰＦは限られた資源

ＰＡＡの規模、研究内容の多彩さに驚

家族、人口問題に今後とも真剣に取り

述べた。

を有効に使うため、一番の貧困層に、

かされた。もう一つ最近における「遺

きてＤＮＡ、ヒトゲノムの研究と実用

長、谷津義男ＪＰＦＰ副幹事長、能勢

また最も援助を必要としている人々に

伝学」の復興にみられるように米国の

にらんだ行動戦略が計画された。

和子ＪＰＦＰ幹事が出席し、ゴメスー

適切なサービスが届くよう努力を続け

学問研究は社会との接点を重くみる、

組んでいく必要がある。インガー・ブ

ＰＰＦ会長がＩＰＰＦの活動について

ている。

朝食会では、中山太郎ＪＰＦＰ会

説明した。

は一○億人を超え、性についての正し

在、若者（十五才～二十五才）の人口

題に焦点をあて挑戦を続けている。現

若者の参加、サービス、③ＡＩＤＳ問

動をしている。特にⅢ男性の参加、②

を「生殖に関する健康」に移行して活

が世界の広い範囲で普及し、活動課題

を展開していたが、現在では家族計画

設立当時は家族計画を中心とした事業

ＩＰＰＦもこの日本の財政難を良く理

う、Ｇ７の問でも話し合われている。

で、拠出額を保つ努力をつづけるよ

活動の重要性をよく理解しているの

いる。人口問題の重要性、ＩＰＰＦの

有効に使えるよう内部で検討を進めて

況にある。そのため、限られた資金を

り、拠出金額を保つのが大変困難な状

「現在、日本は経済不況で財政難に陥

本の財政難の現状について説明し、

次に、中山太郎ＪＰＦＰ会長は、日

〈現職〉人ロ問題協議会代表幹事
〈最終学歴〉早稲田大学政経学部卒業

一九三七年、長崎県生れ

‐●尾崎美千生〈錆ざ鬘…》’

限ったことではなく学問の全体的な体

強いことが伺われる。これは人口学に

実践的（プラグマテイック）な傾向が

ＩＰＰＦは約五十年前に設立され、

い情報や適切なサービスの提供が求め

解していただきたい」と述べた。

府代表部専門調査員

〈職歴〉毎日新聞社世論調査部長、同社人ロ問題鯛
査会事務局長、同社編集委員、国連日本政

質に関わることだろう。

られている。’九九二年には「ビジョ

４１

坏望気示し

ノ

『トリレンマ・シンポジウム２０．０．

鍵

ＴＲｌＬＥＭＭＡ

動」提言を行った。その内容は、省資

トリレンマ克服のための「七つの行

議』からの提言」というタイトルで、

財団理事長がヨトリレンマ有識者会

拶に続き、近藤次郎・㈱国際科学技術

依田直・㈱電力中央研究所顧問の挨

如何に行動すべきか討議した。

克服するために、人間や国家、企業が

”地球環境の保全“の三つの制約）を

”資源・エネルギー・食料の確保“、

の存続に脅威となる〃経済の発展“、

は、「トリレンマ」Ｔ人間社会と環境

節目に開かれた今回のシンポジウムで

開催された。二十世紀最後の年という

ものは何かｌ」が有楽町朝日ホールで

’二十一世紀への橋渡しとして必要な

ジウム一一○○○知一一十世紀を振り返る

、

者会議」主催、「トリレンマ・シンポ

六月一日、鋤電力中央研究所一有識

ｆ刀Ｑ
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『トリレンマ・シンポジウム2000』開く

演。今世紀、石油、電力という二つの

が一二十一世紀の問題群」について講

佐和隆光・京都大学経済研究所教授

まった科学・技術の変化について言

授の講演では、二十世紀の後半に始

上陽一郎・国際基督教大学教養学部教

「変質する科学と社会」と題した村

ダー・世代・家族」について千葉大学

「変わり行く人間と社会”ジェン

ついて全責任を負うべきだと述べた。

側も生産プロセスから出てくるものに

変革することが不可欠であり、生産者

基に、資源の最大の利用と環境負荷を

エネルギー源と技術革新（イノベーショ

及。科学は、科学者の純粋な好奇心に

教育学部の宮本みち子教授が講演し、

家達による「トリレンマ」解決策につ

ン）を手にした人類は、経済発展を成し

駆動された知的活動だけではなく、産

失業の増加が貧困、青年の精神や学校

源化・省エネルギー化を促し、また、

遂げ物質的な「豊かさ」を獲得した。

業や国家戦略、社会的活動を支援する

文化の崩壊をもたらし、また、性別に

最小にすることが必要」と熱弁。その

しかしながら、二十一世紀（二○○

ための研究など多様化している。同時

よる役割分業に基づいた”近代家族“

いて、様々な提言がビデオで映し出さ

一年から二○一○年に限定）は、一九

に、技術と科学の区別の崩壊によっ

の減少が結婚や出生率の低下を引き起

そのための人材育成の重要性を調った

九○年代にみられた「絶対的一な近代

て、科学研究者の社会的責任や行動規

こしていると説明。現代の家族・仕事

達成には、課税などで消費者の意識を

イデオロギーの「相対化」によって、

範は大きな影響を受けたものの、今日

・教育の危機は人間社会の再生産の危

れた。

絶対的な価値もしくはイデオロギーの

これらの規範を科学者としての成長段

ものである。

不在の時代が到来するだろうと予測。

機を意味し、今こそ”量“から”質“

最後に、小島明・日本経済新聞社常

階で身に付けている人は少ない。この

鈴木基之・国連大学副学長は「産業

務取締役・論説主幹をコーディネー

一方で、二十一世紀は環境保全のイデ

本は「脱物質主義」への動きと同調

と社会の今後」について、「有限の地

ターに、村上教授、鈴木教授、宮本教

を重視した豊かさを目指して行くべき

し、世界に「メタポリズム（循環代謝

球資源は増加し続ける人類のエネル

授ら四人による白熱したパネルディス

ような傾向は二十一世紀の科学・技術

型）文明」を率先していくべきだと述

ギー消費量を支えることは出来ず、環

カッションが繰り広げられ、佐藤太英

オロギーだけが唯一絶対的なものとす

べた。

境は壊滅的に劣化していく」「今後産

・㈱電力中央研究所理事長の閉会挨拶

だと語った。

続いて会場のスクリーンには、過去

業界は、環境負荷を減らしつつ利益を

で閉幕した。

の世界で益々強まると述べた。

に同シンポジウムで講演したアメリ

あげる〃ゼロエミッション“の概念を

る「環境の世紀」となるだろうが、日

カ、ドイツ、インド、フランスの専門

4３

に功うすふぉｌらむ

人口減ってもプラス成長

が、人的資本の寄与度は○・六三
％と労働のマイナス寄与を上回る
そして今後の十年間を展望する

・人口減ってもプラス成長…“

プラス寄与となっている。

・開歳以上町の５割超す……妬

。「外国人は異質」？………灯

・温暖化、具体論先送り……㈹

・日本は移民受け入れを……媚

と、人的資本の寄与はさらに高ま

ることとなっている。具体的には

労働の寄与度はマイナス○・二％
であるが人的資本の寄与度は一・

・セーフセックス訴える・・《…岨

二％へと高まることが予想され、
今後の潜在成長率は三・六％に高

・食料自給率帽％に引上げ…側

で、最近になってわが国でも「人

人口減少社会を目前にする中

上昇を果たした要因としては、労

る。そしてこのような人的資本の

伸び率は一・四％と高くなってい

てプラスの成長を維持することは

が国も今後の人口減少社会におい

場の整備を図っていくならば、わ

の生涯教育の充実に向けた労働市

。案外多い二人っ子家庭……団

・インド人ロ、加億人突破…印

・中国系住民の出生率低下…釦

・中国で麗業用水がピンチ…印

・中国の人ロ川億以内に……印

まるとの結果になっている。
このような外国の例がそのまま

わが国に当てはまるか否かは今後

の研究を待つほかないが、「学習

的資本」の充実とそのための労働

働者の最終学歴が高まってきたと

不可能ではない。

効果」や「ＯＪＴ」、さらに個人

市場の役割が強調されている。

いう側面と並んで、就職後の「学

（産経新聞二○○○・四・六）

Ｔｌ－－－－１ⅢⅢ易、

・専業主婦志向続かない……訂

・卯年後は平均寿命卯歳に…卵

・女性二○○○年会議閉幕…開

・健康な寿命、日本世界一…記

。「少子化」途上国にも……粥

・中国干ばつで食料が打撃…艶

・農地側％土壌の質が低下…記

ここでは人的資本が経済成長に

習効果」や「ＯＪＴ（日常職務に

（圭）

果たす役割に関する最近における

・黄河の水で砂漠を畑に……“
さらにこのような人的資本の

基づいた訓練）」が果たした役割

最終学歴別の賃金動向からマクロ

データを使って過去二十年のＧＤ

ある研究を紹介しよう。研究対象

の「人的資本」を定義している

Ｐ成長率（二・二％）への寄与を

が無視できないことが強調されて

が、このように定義された人的資

みてみると、労働はマイナスの寄

国は欧州のある国である。この研

本は過去二十年間で年率○・九％

与（マイナス○・四％）であった

・爆発した弥生時代の人口…弱

上昇している。特に最近十年間の

いる。

人的資本の質が上昇

屯くじ

究では、まず、年齢別、男女別、

四

4‘

すふお－らむ
こゆ

高齢化率日本一の山口県東和町

万七千人）をピークに減り続け、

ン栽培。人口は一九五五年（約一

一》

い分にパヨ｜｜欧２，，，，力？救

る折つ全ｌＥ州地韓伊米英国でえ齢
゜しい体口Ｕ連域一、、、へ、る化

癒る－１先進諸国の少子高齢化

ない規模の移民受け入れが必要と

「日本とイタリアでは、かつて

構想」懇談会も最終報告で「移民

小渕恵三前首相の「虹世紀日本の

％減り、約４１００万人になると

リアでは今後別年間に総人口が昭

いう。特にこの傾向が著しいイタ

国連は、これら８カ国では合計

度になるという。

００万人）減の’億５００万人程

同じ期間に日本は約Ⅳ％（２０

予測されている。

研究報告のタイトルは「補充移

★韓国も受け入れ国に

【井田純】

子化事情と日本の対策を探った。

一層の人口減少と高齢化が進むと

カ国のうち米国を除く７カ国で、

低出生率と寿命の延びにより、８

よれば、

入§５－４５３秒２１Ｊ推計に

てて￣ツ、合へと露独仏日８かを

政策」を提言している。各国の少

報告が公表された。少子高齢化が

進むほとんどの国で生産人口を維
持するためには、大量の移民受け

民、国際人口移動は人口減少・高

一

六十五歳以上の高齢者が二千七百
三十四人（男性九百九十八人、女
性千七百三十六人）を占めた。警
察官の春の異動などに伴い、転入

五日、六十五歳以上の人が町民

高齢化率は八○年の国勢調査で全

．￣斑ｆﾍﾞ！￣

鐸鍵

者より転出者が多く、高齢化率が
二月末現在（四九・六八％）から

五○・○二％に達した、と発表

国最高の三一・五四％に。九五年

町の主な産業は漁業と温州ミカ

はね上がった。

た。五割の「大台」に乗ったの

の国勢調査でも四七・四％と、日

現在で五千四百六十六人。うち

Ffi窓(ijijP:111》鐘１

状況について分析した国連の研究

四日鏑瀞胴鱸川鮒駿処

（朝日新聞二○○○・四・六）

全国の市町村で初めてという。

高齢率１位
山口・東和町
本一を更新している。

町の５割超す

町企画課によると、人口は三月

65歳以上

入れが不可欠と結論付けている。

・保健システム、日本１位…町

・酸性雨で中国荒れる国土…記

・成長率維持策歴史に学ぶ…記

・南アの帽歳、半数死予測…則

・企業「産めない風土」……帥

特殊出生率（１人の女性が生涯に

産む子供の数の平均）が低水準の

まま推移すると予測、２０４５～

印年には、ドイツの１．“を最低

に、最も高いフランスでもｌ・船

にとどまるという。合計特殊出生

がるとされており、少子化に伴う

率が２．１以下だと人口減につな

マフ。

人口減少は先進国共通の傾向とい

かつて移民を出す側だった韓国

も受け入れ国に転換し、日本でも

生産年齢（旧～肌歳）の人口を維

持するためには、人口１００万人

け入れを必要とする、と推定して

当たり年間約５１００人の移民受

いる。

外国人労働者の受け入れについ

★外国人と共生

て、法務省は３月に告示した「第

`５
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はしのは

末

休業給付を打ち出し、昨年皿月に

育児休業制度制定をはじめ、育児

産み育てることへの関心が薄く

なったのはよいことだが、子供を

は選択肢の一つ、という時代に

教授（児童福祉）は「結婚、出産

保持するため、主要途上国が参加

院が『経済面で他国との競争力を

国、米国は「批准の権限を持つ上

一方、最大の温室効果ガス排出

に取り上げてほしい一と訴えた。

要。７月の沖縄サミットでも議題

力安全相は「屹年までの発効が重

必要」を明記。労働力不足を見越

会のニーズに応じて積極的に行う

て支援策「新エンゼルプラン」を

は保育所整備などを軸とした子育

の高橋部長は「若くて安い労働力

なってしまった一と話す。人口研

しないのに批准すると、自国の不

議会専門委員の網野武博・上智大

して「外国人と共生していく社会
策定した。しかし、「どの施策が

利益になる』などと主張してい

・面を記録。以来、政府は飢年の

づくり一をうたい、「永住者」な
出生率上昇につながるか検証する

ける限り対策はない。高齢者が貢

を必要とする社会・産業構造を続

る一と、発効時期の明示に慎重な

２次出入国管理基本計画」で、「社

これについて、国立社会保障・

ことは困難」という阿藤誠・同研

献できる社会に転換を図らなけれ

同研究所による２０５０年の推

どの資格運用も検討している。
人口問題研究所の高橋重郷人口動

の急上昇は望めそうもない。

究所長の分析が示すように出生率

定人口は、国連の予測より少ない

（毎日新聞二○○○・四・七）

ている。議定書発効に反対してい

局副長官が「国内対策に十分努め

この日もマッケイブ米環境保護

姿勢を示してきた。

向研究部長は「移民や外国人労働
いうより経済に引っ張られて起き

ばならない」と指摘する。

者といった国際人口移動は政策と
るもの。バブル経済期がそうだっ

１億ｍ万人だ。厚生省人口間題審

る訳ではない」と繰り返した。

結局、協議は「京都議定書の早

期発効のため、Ｇ８が政治的リー

実質協議が８日行われた主要８

Ｏ）関係者からは不満の声も出て

のは事実で、非政府組織（ＮＧ

体論にまでなかなか進めていない

■議長国は複雑

を得なかった。

通認識を確認するにとどまらざる

ダーシップを発揮する」という共

カ国（Ｇ８）環境大臣会合は、最

Ｇ８担当大臣会合で結束

日本に定住する際のコストを考え

大の焦点の地球温暖化対策をめ

園温暖化対策、具体論先送り

たように、今後日本の景気が上向
けばこの問題はクローズアップさ
れてくる」と語る。

そのうえで、「西欧各国を見る

と、移民は言語や文化的結びつき
のある旧植民地などから来るケー

ていない」と指摘する。つまり、

いる。

スが多い。国連の分析は、移民が

健康保険や子供の教育、年金問

ぐって、京都議定書の「早期発

昨秋、ドイツで開かれた気候変

本の立場は複雑だ。

ま主張される形になった。環境庁

で通り各国の意見の違いがそのま

発効を主張しているドイツのト

に京都議定書の２００２年までの

８日の協議の席上、日本ととも

とっている。また同条約第３回会

り、早期発効に積極的な立場を

の京都議定書発効に賛同してお

（ＣＯＰ５）で、日本は屹年まで

動枠組み条約第５回締約国会議

日本の合計特殊出生率は長く

は「少しずつ前身はしている」と

リッティン環境・自然保護・原子

■リーダーシップ

こうした情勢の中、議長国・日

題、公的な看板や書類などにも外

ものの、発効の時期では、これま

効」という共通認識は確認できた

【字城昇、岡橋賞子】

になる、と言うのだ。

国語を併記する費用は膨大なもの

「ひのえうま」の１９６６年が最

Ｇ８の結束をアピールするが、具

★社会構造の転換を

低だったが、朗年にそれを割る１

4６
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国でもあり、実現への責任も負っ

ス削減のために、実効ある国内対

だ。また議長国日本も温室効果ガ

日も早い京都議定書の発効が必要

００５年までに示す

てはっきりとわかる進ちょくを２

書の排出削減目標の達成に向かっ

ナーシップを強化する▽京 都議定

重要性を認識する▽リオ＋、の成

切な補助金の交付の段階的廃止の

みの進展を歓迎する。環境上不適

改革に関するＧ８各国での取り組

議（ＣＯＰ３１京部会議）の議長
ている。

策をとるべきだ」と批判した。

功は極めて重要で、首脳レベルが

｜思うように協議が進展してい

【持続可能な開発】

れぞれが国内対策を進めることの
ても京都議定書は発効させたい。

．特別アドバイザーは「米国とし

米環境保護局長官室のニッッア

の保護対策を進める▽総合的な淡

廃棄物処理を促進する▽森林資源

の健康も環境も脅かさない適切な

減、再使用、リサイクル及び人間

資源を賢明に利用する▽廃棄物削

通じ、内分泌かく乱物質に関する

対策を推進する。情報共有などを

棄物の最小化や分別など総合的な

シンの発生を削減するために、廃

チが反映されるべきだ▽ダイオキ

先課題で、政策には予防的アプロー

人の健康保護は環境政策の最優

各国の政府関係者はこうした批

大切さでは一致している」と、Ｇ

国内企業を説得するためにも、Ｎ

水管理で水質や生態系の保全を図

知見獲得の推進に努める▽残留性

ないのでは」という報道陣からの

８の”結束〃を強調した。また、

ＧＯの力が必要」と話した。また

る▽再生可能エネルギーの市場競

有機汚染物質（ＰＯＰＳ）を減ら

【環境と健康】

参加する会議にする

途上国とのパートナーシップ強化

欧州委員会（ＥＣ）環境総局の

争力を改善する政策、措置を推進

質問に対し、環境庁は一Ｇ８の政

釦世紀型の持続不可能な経済社

でも合意をみるなど、「前進して

テュルメス国際局長も「途上国を

する▽（環境負荷の少ない製品を

す条約の２０００年末までの合意

会の発展パタ１ンと訣別し、自然

いる」と自賛した。

説得するためにも、具体的な中身

積極的に購入する）グリーン調達

にこだわりを見せる。

■いらだち隠せず

のある議定書発効が必要。そのた

を実践し、環境にやさしい商品の

判を受けながらもＮＧＯとの連携

の遅さにいらだちを感じている。

めには政府とＮＧＯとの結束が不

治的リーダーシップは重要で、そ

「気候ネットワーク」の浅岡美恵

可欠」という。

しかし、ＮＧＯは具体策の決定

代表は「将来の世代にとって、一

（毎日新聞二○○○・四・九）

を目指す。【鴨志田公男】

マーケットを創出する▽環境税制

先進国に温室効果ガスの排出削

【気候変動】

（要旨）は次の通り。

８）環境大臣会合の共同宣言案

８日固まった主要８カ国（Ｇ

国が自発的な約束をすることを奨

果ガスの排出削減について）途上

リーダーシップをとる▽（温室効

６の成功のために必要な政治的

グⅡの成功は絶対不可欠▽ＣＯＰ

議（ＣＯＰ６）Ⅱオランダ・ハー

この発言の背景にある国籍差別意

が波紋を広げている。一般には、

石原都知事の「第三国人発言」

たい。

う観点から、｝」の問題を捉えてみ

下では、「将来の労働需給」とい

Ｇ８環境大臣会合の共同官一一一一一目案要旨

減を義務付けた京都議定書を各国

励する▽人材育成や技術移転を進

識が問題とされているのだが、以

「外国人は異質」？

が批准できるものにするため、気

めるため先進国と途上国のパート

日本の将来人口構造を見ると、

と⑨

曰本経済支える基幹労働力に

候変動枠組み条約第６回締約国会

`７

函

アジアと中国が主たる供給源にな

接性や賃金水準からいえば、東南

は、十分予想される。地理的な近

るのである。

労働力不足に直面すると考えられ

比較的近い将来において、深刻な

ることが注目される（これは、十

「生産年齢人口」が急激に減少す
五’六十四歳人口である。女性を

口は増加を続けてきた。人口高齢

ごく最近まで、この年齢層の人

えることができる）。

多い。「潜在的な労働人口」と考

含むため、現実の労働人口よりは

ろう。また、国内生産と海外生産

まり、労働力の減少に対処するだ

行われ、労働者の資本装備率が高

むことだ。つまり、省力化投資が

れるのは、労働と資本の代替が進

この変化に対して、まず考えら

とになるのである。

労働力として日本経済を支えるこ

万人）規模の外国人が、基幹的な

だ。数百万人（場合によって数千

的にも量的にも全く異なる事態

した外国人労働者の流入とは雨質

これは、八○年代の後半に経験

るだろう。

化が進展したにもかかわらず、生
の代替も生じるだろう。つまり、

問題は、こうした変化に、日本

これまで国内で生産していたもの

社会が適応できるか否かだ。改め

かったことに注意が必要である。

ことになる。こうした変化は、市

を海外生産に切り替え、輸入する

産年齢人口の絶対数は減少しな

「経済全体としての労働力不足」

ばならない。記・野ロ悠紀雄（の

（日本経済新聞

ぐち・ゆきおⅡ経済学者）

○○○・四・十七）

英国の女性歌手グループ、スパ

連人口基金親善大使を務めるジェ

イス・ガールズの元メンバーで国

文化・言語や生活習慣が異なる他

ロンドンで開かれた国連主催の

リー・ハリウェルさんはこのほど

ていうまでもなく、日本社会は世

とんど経験していない。外国人を

民族との日常的共存を、歴史上ほ

界でも例外的に均質的な社会だ。

は、主として製造業に限られる。

異質な存在とみなし、日常生活圏

ためコンドームの使用を訴えた。

しかし、これで対処できるの

対人サービスなどの分野では、こ

うした対処ができる範囲は、限定

だが待ちかまえた一部グループが

の人手不足は、製造業あるいは都
た）。

しかし、この年齢層の人口は、

の外に置きたいという願望は、き

「ジェリーは操り人形だ」などと

わめて一般的である。

書いたプラカードを掲げて演説を

ることによってしか対処しえない

冒頭で述べた石原都知事の発言

的だ。労働力そのものを増加させ

は、そうした感情の反映として批

妨害した。

’九九六年から減少に転じた。将

判されている。しかし、批判側の

問題が解決できるかどうか、分か

維持できる時代は、急速に過ぎ去

ないともいえる。そうした考えを

原因で毎年六十万人の女性が死

から集まった青少年に、「妊娠が

ジェリーさんは、世界五十二カ国

利がある」とさらりと受け流した

分野が多いのである。例えば、高

意見の多くも、外国人を異質な存

らない。海外からの労働力に依存

りつつあることを、認識しなけれ

齢者の介護は、その典型だ。
このため、女性の労働力率が上

在と見なす点では、本質的な差は

る。こうした減少は、日本社会が

せざるをえない状況になること

されている。厚生省の推計によれ

昇し、また高齢者の就労が促進さ

これまで一度も経験したことがな

ば、’九九六年に約八千七百万人
であった生産年齢人口は、二○二

れるだろう。しかし、それだけで

かったものである。日本経済は、

「だれにも自分の意見を言う権

○五○年には五千四百万人とな

○年には七千三百万人となり、二

来を見ると、驚くべき減少が予測

「青少年サミット」で人口抑制の

市地域に限定された問題であっ

場メカニズムの働きによって、今

つまり、日本経済は、これまで、

コンドームを

女性歌手が

後顕著に進むだろう。

を訴える

という問題に一度も直面したこと

セーフセックス

がなかったのである（高度成長期

囮
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セックスの普及を訴えた。（ＡＰ）

だ。輸入食品事典研究会（東京都

した影響は大きいが生産者の基盤

昭和１ケタ世代が次々と引退する

に、今後二十年で四千万人の子供

といわれ、農水省でも、年後は主

も揺らいでいる。ここ４，５年で

のソバ原粒の消費量は年間皿万トン

に農業を行う基幹的農業従事者の

千代田区）の調査によれば、国内
だが、このうち別％は中国産を主

うち、帥％が筋歳以上になると見

（朝日新聞二○○○・四・十八）

の瓶詰には中国産のワラビやゼン

体にカナダなどからの輸入。山菜

が親をエイズで失う」と安全な

自給率妬ｚに引上げ
られているのは、「我々の『食』

が多く、すしで好まれるアカガイ

介類ではアサリ、シジミまで輸入

は国内生産でと思う。そういう世

町の農業者（弱）は「自国の食料

こんな苦境の中で、山形県高畠

る。

一自給率蛆％（１９９８年度）

の大半は韓国・中国産だ。豆腐、

マイ、タケノコなども出回る。魚

を妬％に引き上げよう」。３月下

は要るのか、要らないのか」だ。

をどう考えるのか」「日本に農業

記者の目「国食主義」横行はイヤ

旬に閣議決定された「食料・農業

る」は言う。千葉県内の農協役員

このままいくと国内農業は壊滅す

今や農林水産物の輸入額は総計

外食産業や食品製造関連業者で

を務め、全国産直産地リーダー協

論が形成されるなら励みになる。

ウドンだって輸入大豆・小麦に頼

・農村基本計画」。旧年後のゴー

７兆円（朗年）。このうち農産物

は、一品質面で劣らず、安価で安

る。

ル目指し、号砲一発１．で

は過半数を占める４兆円。国内農

（別）は、掛け声ばかりの”笛吹

も、あえて言いたい。食糧自給率

き役〃と現場との落差を指摘す

議会事務局長の下山久信さん

る。「自給率を上げようというの

定的に大量供給が可能」な輸入食
水省によると、食品製造業におけ

は簡単だが、生産基盤が衰えてお

業の総産出額９兆９０００億円
振り返ってみれば、高度経済成

る加工原料の３分の１が輸入の農

り、末端ではシラケ気分もある」

目標？ええじゃないですか、そ

長で「カネ持ち」になり、円高が

水産物と一次加工品。しかも、家

（躬年）の加％にもなる。

り上げた農水省など関係者には申

拍車をかけ、貿易摩擦の”人身御

計支出の食料費は加工食品の割合

んなもの。苦労を重ねて計画を練
し訳ない気もするが、「机上の願

供“との声さえある中で、農産物

が高まり、生鮮食品の倍近い舵％

品への依存度が高まっているｃ農

いと期待」の前に立ちはだかる現

輸入の「蛇目は緩められてき

共事業は「土建屋が得するだけ」

という生産者には農政に対する不

化。現在のコメに対する輸入禁止

ダメです。核家族化に個食派が増

との声も聞く。最近よく見られる

農産物・食品ががっちり組み込ま

指針」で日本型食生活を勧めても

農水省などが策定した「食生活

産業センター）

お握りが人気なんだから」（食品

パターンが大きく変わった。冷凍

が、｜線の農業従事者の考えを必

合中央会（全中）の「３者合意」

農水省、自民党、全国農業協同組

信も強い。土地基盤整備などの公

る計算で（この広さは国内農地の

的な高関税が、未来永劫に保証さ

え、女性の社会進出などで食生活

れた食構造。このままでは壊滅状

一筋縄ではいかない。日本食の素

「昔の家族関係を前提にしては

２．４倍だ。実に二つ以上の日本

れているわけでもない。

実は、余りにも厳しいからだ。

主な輸入農産物は海外に１２０

た。昨年４月からはコメも関税

本気で農業に取り組んでいこう

０万ヘクタールの農地を借りてい

（朗年総務庁家計調査）に上る。

を抱えた「超飽食」、そして輸入

態になるとの声すら聞かれる国内

ずしも反映していないとの不満も

材も輸入に侵食されているから

食生活の多様化が自給率に及ぽ

農業……。目標値以前に突き付け

`９

図

し、「励みになる支え」が活力の

よる生産意欲刺激は長続きしない

値」を打つ政策になる。助成金に

的支持がないと、ヌカに「目標

ている。農林水産業に対する国民

的な輪に広げていく努力が迫られ

者を交え、さらにオープンな国民

「３者」だけの議論から、生産

食構造のままでは、農の「自窮

再生はな兇かといって、現在の

の中からしか、地に足のついた農

「３者」の殻を破った国民的合意

た明快な農政が一層求められる。

からこそ、説明・結果責任を伴っ

業を過保護と冷眼視しがちだ。だ

は起こり得ないが、都市住民は農

「もうかる一農業なら担い手難

産に関する基本目標を策定し、総

十一世紀初頭の人口抑制・計画出

によると、中国当局はこのほど二

【北京８日Ⅱ藤野彰】新華社電

て、今後十年間の年平均出生率を

る計画出産を徹底することによっ

によれば、一人っ子政策を柱とす

ずると予測されている。基本目標

億人）に達した後、減少傾向に転

年間、年平均一千万人以上増え続

中国政府は「人口過剰が依然と

源ではないか。

率」は高まる一方だと思う。それ

人口（香港・マカオ・台湾を除

が、いつまでも続くのだろうか。

自給率、％台時代に育った者と

でもいいのかどうか。自らの問題

ある。

しては、今の食構造はいびつだと

として、食・農をどうするかも問

１．５％以下とし、人口を十四億

け、来世紀中葉にピーク（約十六

人（九八年末）。人口は今後十数

おり、すでに十二億四千八百十万

約千二百万人のペースで増加して

いる。中国の人口は現在、年平均

して国の主要問題」と位置付けて

感じる。だが、押し付け「国食主

で、かんがい用水の確保はさらに

（読売新聞二○○○・五・八）

人以内に抑えるとしている。

難しくなる見込みだ。特に北京周

た。

億人以内に抑制する方針を決め

ており、近い将来に世界の穀物価

維持してきた食料自給政策も既に

いる。マレー系住民が多く、マ

生率の低下が大きな問題になって

レーシアの中国系住民の間で、出

【シンガポール９日Ⅱ時事】マ

中国系住民
出生率低下

（毎日新聞二○○○・四・十八）

格を上昇させる可能性があると警

辺の穀倉地帯は、二○一○年まで
戻りする恐れがあるという。

に雨に頼る生産性の低い農業に逆

告した。

同研究所によると、都市化や工
業化の進展に伴い、上海から北京

放棄しており、日本を上回る穀物

同研究所によると、中国は長年
水の水位が年平均一・五腕低下。

輸入国になる日は近いかもしれい

北部にかけた一帯では近年、地下

た。

（読売新聞二○○○・五・九）

という。

北京では昨年、二・五肺下がっ

約帥％増加するとみられる工業・

中国政府は今後十年間で需要が

都市用水の供給を優先する方針

米国の環境シンクタンク「ワール
ドウオッチ研究所」はこのほど、

マレーシアの

【塚本弘毅（経済部）】

く）を、二○一○年末時点で十四

都市･工業用水
優先供給のツケ

中の食品があふれる”ゼイタク〃

水がピンチ

【ワシントン８日Ⅱ大塚隆一】

中国で農業用

中国の水不足が一段と深刻になっ

皿

にしても食品売場に、食卓に世界

われている。

2010年末目標

義」が横行するのもイヤだ。それ

皿

中国の人口
14億以内に

皿
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らだ。

に後退することになりかねないか

国で将来、中国系の影響力がさら

レー系優遇策が実施されている同

一部の中国語紙は、養豚場で成長

について「異常な現象」と指摘。

Ａ）出身のチュア保健相は、これ

案外多い二つ子家庭

院蔚農林中金総研副主任研究員（中国）から

豚肉を食べる中国系住民の出生率

八四年以降、少数の省と都市を除

促進剤が多用されていることが、

最近公表された報告によると、
低下につながっているのではない

く実行されているそうですね」

いて制限が緩和され、一人目が女
から、半ば同情的に聞かれること

ことになったのだ。実際、この

の子だったら二人目も生んでいい

海外からの強い批判もあって、

中国系の新生児の比率は全体のわ

か、とのチュァ保健相の見方を紹

と、日本人の友達から半ば好奇心
が多い。私は「確かに都市部や四

「中国では一人っ子政策が厳し

ずか九％にとどまっており、現在
介している。

与党連合の一角を占める中国系

川省などでは一人っ子政策です

（産経新聞二○○○・五・十）

政党、マレーシア華人協会（ＭＣ

の山村で子供二人の家庭を多く見

「出産の制限を奨励するが、強制

た。漢民族以外の少数民族には

前、北京から車でわずか一時間半

は実際には、数カ月前に十億に達

いる。

子政策です」と答えることにして

にしよう」と呼びかけるなど、人

インドにするために、小さな家族

一％の人口を養うという厳しい現

界の七％しかない耕地で世界の二

のは一九八○年ごろだった。全世

が中国を養うか」という中国の食

少なく生まれたとされる。「だれ

が、この人口制限策で三億人以上

現在の人口は十二億六千万人だ

はしない」政策がとられている。

口抑制を進めており、十億突破に

実に直面して、とにかく一党支配

糧供給問題を提起した論文を書い

一人っ子政策が正式に始まった

歓迎ムードはない。

力の力を生かして人口増の圧力を

たレスター・ブラウン氏も冠「中

が同日午後零時三十二分（日本時

日、同委員会にある「人口時計」

インドの国家統計委員会は十一

【ニューデリーｎ日Ⅱ時事ＡＦＰ】

とを目標とした人口抑制策を公表

の人口を十四億人以内に抑えるこ

政府は今月初め、西暦二○’○年

約十二億六千万人に達した。中国

多福」の考えがあり、特に農村で

しかし、中国には元々、「多子

という功績をあげた」と評価して

期間のうちに、貧困から救い出す

大半の人々を、先例のないほど短

国はこの政策によって史上初めて

（産経新聞二○○○・五・十二）

出産した女児を捨てたりする事件

スも大きい。制限からのがれて生

痛いほど分かる。制限策のマイナ

子供を自由に生みたい気持ちは

は労働力確保と老後のために子

間同四時二分）、十億人を示した
ことを明らかにした。インドはこ

れで、公式に中国に次いで人口十
億を超す国家となった。

も多発した。

子政策の実施は強い抵抗を受け、

供、とりわけ家を継ぐ男の子を生

｜方、中国の人口は、昨年末で

緩和しようとした。

インド政府は、テレビで「強い

していたと述べている。

が、大半の省、自治区では二人っ

後）を大きく下回る。

の中国系の人口比率（三○％前

囮

している。

抑制政策………
歓迎ムードなく

いる。

10億人突破

むことが一大事だ。そこで一人っ

インド人口

国連の専門家は、インドの人口

5１

皿

は、塩分濃度の上昇や浸水などか

の質が低下している。アジアで

い異常気象が長期化したことか

月ごろから発生したが、雨の少

今年の干ばつは早い地域では

ている。

人っ子同士が結婚したら子供を二

んがいに関係した理由から、農地

の減少により、農地の旧％が土壌

子」（ヘイハイズー戸籍のない子
るそうだ。ただ、中国で最大限に

人生んでよい方向に近々緩和され

被害が徐々に拡大した。

期を迎えている。大都市でも、｜

供）の問題がある。戸籍がないと

のｕ％の質が低下している。

んだ千五百人ともいわれる「黒核

教育や就職にも悪影響がある。

される。今のままだと、あと三十

負荷できる人口は十六億人と試算

の強い期待に耐えられずに自殺や

産児制限政策そのものはここ当分

年で十五億人を突破してしまう。

しで、特に発展途上国での需要は

物需要は今後側％も増加する見通

湖北、湖南、貴州、四川などの

険西、河南、安徽、江蘇、断江

が広がっているのは河北、山西

各紙の報道によると、干ばつ被

二十九日までの新華社電や中

一人っ子は過保護に育てられ、

暴力に走ったりする子が増えてい

妬％も増加する。このため、土壌

国際食糧政策研

際食糧政策研究所（ＩＦＰＲｌ）
はｎ日、世界の農地の蛆％で土壌

農業開発の増大が必要になる。し

の改良による土地の生産性拡大と

二百四十万ヘクタールに上り、

在）によれば、作物被害面積は

省。中国政府の統計（二十七日

民二千百四十七万人、家畜千七

の増強による農業開発の急拡大は

六万頭が飲料水不足に見舞われ

かし、報告書では、かんがい施設
生態系に悪影響を及ぼす可能性が

た世界全体の包括的な農地の状況

あると指摘する。

いる。

調査を初めて実施した。

（毎日新聞一一○○○・五・一’十二）

地域別に見ると、中央アメリカ
の農地の布％が土地の浸食によ

一九九七年以来連続四年の干ばつ

穫が見込めなくなった。同省では

うち三万ヘクタールはまったく

は百万ヘクタールが影響を被り

特に被害が深刻な河北省南部

り、土壌の質が低下。アフリカで

は、肥料不足による土地の栄養分

中国干ばつで食料生産打撃

被害で、今年二’四月の全省平均
【北京四日Ⅱ藤野彰】中国の北

による灌概などで被害の拡大阻止

は人工降雨を試みたり、人海戦術

な事態に陥っている。各被災地で

）っ。

十一・八ミリに過ぎなかったとい

降水量は平均より蛆％も少ない二

部から中・南部にかけての広範な

１

耕地の旧％、測万陀被害

下が見られるとの報告書をまとめ

地域で極端な少雨のため、干ばつ

急課題と指摘し、生態系に配慮し

クタールが影響を受けるなど深刻

旧％に当たる農地千二百四十万ヘ

被害が広がり、全国耕地面積の約

大きな影響が出ることが懸念され

ま続けば、食糧を始め農業生産に

に努めているが、干ばつがこのま

に襲われた南西部の大寧県では農

きなくなった。三年連続の干ばつ

タールで春まき作物の種まきがで

山西省でも中北部の八十万ヘク

る必要性を強調。衛星写真を使っ

ながら土壌改良を積極的に推進す

かんがい

口増加が予想され、食糧増産は緊

の質が低下し、焔％で生産性の低

（朝日新聞二○○○・五・十五）

は継続されていくだろう。

土壌の質が低下

【ワシントン皿日逸見義行】国

１１t界の農地40％

た。２０２０年までに旧億人の人

図

最初の一人っ子世代は結婚適齢

るとも指摘される。

世界の人口増加に合わせて、穀

社会性や協調性が欠けたり、家族

らな二

、害国

、

又

、で

て百住千現各

百

5２
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民の約如％が深刻な食糧不足に陥
沼ダムの貯水量が史上最低を記

報告書は、晩婚化やそれに伴う

フィリピンの例を挙げて紹介して

大きく貢献していると、日本や

人口増加が見込まれる南アジア

割合は世界各地で着実に増加し、

少子化傾向は既に途上国にも波及

位が五・三一一一腕（今月一一十一一日）

や南米でも出生率はこの十年間じ

経済活動での女性の役割も大きく

録。水運の大動脈である長江（揚

と過去五年間で最低となり、船の

わじわと低下、六十歳以上の人口

なっており「性によるギャップは

り、県当局が食糧を緊急支援する

座礁事故が起きるなど安全航行に

が現在の六億人から二○二○年に

狭まりつつある」と指摘した。

いる。

支障が生じている。

は十億人に達し、人口構成比率も

女性の国会議員や大臣の数も各

していると指摘。

中国農業、水利両省は今月中

サハラ以南のアフリカ諸国を除い

国で増加傾向を示しているが、日

子江）も、湖北省武漢市漢口で水

旬、全国に緊急通達を出し、全力

た世界各地で現在より上昇すると

本は九八年の時点で大臣級ゼロ、

おり、地球的規模の環境破壊問題

る自然災害や異常気象が多発して

一昨年の歴史的大洪水を始めとす

二を占めるが「今後二十年間で大

書きができず、女性はその三分の

人のうち八億七千六百万人が読み

教育分野では世界人口約六十億

協力を得て国連経済社会局がまと

国連児童基金（ユニセフ）などの

告書は国際労働機関（ＩＬＯ）、

て低い数字が報告されている。報

次官級三人と先進各国では際立っ

さらに、賃金労働者数の女性の

を挙げて水源を確保、食糧減産を

予測した。

事態になった。

一方、江蘇省北部では主要な湖

回避するよう指示した。中国では

との関連が指摘されている。

きな減少は期待できない」と指

（読売新聞一一○○○・五・三十）

（産経新聞二○○○・六・｜）

めた。

ターネットの爆発的普及に女性が

摘。しかし、多くの国ではイン

「少子化」途上国にも

健康的に過ごせる「寿命」

連は三十一日、六月五日から開催

【ニューヨーク皿日Ⅱ共同】国

告する一方、急速に普及するイン

進国だけでなく全世界で進むと警

変化から少子化と高齢化現象が先

本人は世界一健康で長生き１．

人が七四・五歳と世界最長寿であ

した結果、百九十一カ国中、日本

国連、女性会議を前に報告書

される一国連特別総会女性２００

ターネットなどを通じて、女性が

世界保健機関（ＷＨＯ）は四日、

ると発表した。「伝統的な低カロ

日本川・５歳世界一

０年会議」を前に、女性の現状と

二十一世紀に向けた人類の未来を

どれだけ健康で長生きしているか

リーの食事で心臓病が少なく、近

ムによって各国の平均寿命を推計

今後を展望する包括報告書「世界

切り開く担い手として活躍できる

を示す「健康的寿命」の新システ

【ワシントン４日Ⅱ中田雅博】日

の女性２０００－傾向と統計」を

との強い期待感を表明した。

園

発表した。女性を取り巻く環境の

”

四

までたばこの害による肺がんの
生率も低い」と、健康的長寿の
新システムは「障害期間調整済

要因を挙げている。

七・一六歳、女性が八四・○一歳

最下位十カ国がいずれもアフリ
の多数がエイズに感染していると

カに集中しており、これは、国民

いう悲惨な衛生状況に起因してい

（産経新聞二○○○・六・五）

ると分析している。

黄河の水で砂漠を畑に

で、いずれも長寿世界一の座を椎

また、新システムによる推計

中国・西部大開発、百万人の貧困救え
し、水のない山間部の貧しい農民

広大な砂漠を黄河の水で灌概

するＩ西部大開発の一側面を見

れた水で、乾ききった大地と格闘

問題の解決だ」と断言する。限ら

地元幹部は「貧困の解決とは、水

皿

持したが、さらに健康的に長生き
していることが、裏付けられたと

で、日本に続く長寿国は、オース

いえる。

従来の平均寿命から、病気やけが

み寿命」（ＤＡＬＥ）と呼ばれ、
などで患っている平均的「障害期

」を差し引いて算出するというトラリアが七三・二歳で第二位。

八十万人を移住させる中国最大の

かんがい

今回は一九九七’九九年をべＩ七二・八歳、イタリア七二・七歳、

貧困対策プロジェクトが、寧夏回

た。（寧夏回族自治区呉忠市で

の。零歳児の平均余命を基本と以下、フランス七三・一歳、ス

に推計した結果、日本人は男性ギリシャとスイスが七二・五歳。

杉山祐之）

ウェーデン七三・○歳、スペイン

七一・九歳、女性は七七・二歳と先進国では、米国が七○・○歳

族自治区で動き出した。中国の新

る考えは平均寿命と同じ。

かつた。平均的な障害期間は男で、第二十四位だった。その要因
イノリティーの健康状態が貧弱な

国家戦略・西部大開発の一環だ。

Ⅱソ

ア

（２）
（３）
（６）
（１２）
（１４）
（２２）
（２４）
（８１）
（９１）

（191）
（190）
（189）
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歳歳

、、

ザマ
ンラ

ーニァ一一一○・三歳、ポッ

ウル

厩

囲

｜つ

日オフィヵ英ド米中ロシ｜｜マーンダ三二・八歳。

量」データが計測されている。同

周辺の水田地域と、砂漠が隣合わ

いる。区都・銀川付近では、黄河

「母なる川」と呼ぶ黄河が流れて

しかし、そこには、幹部も農民も

降水量が少なく、蒸発量は多い。

なっている寧夏南部山間地の年間

だ。当局によると、同自治区の黄

同プロジェクトの命綱も、黄河

せている。

だ。多い所で年間六千ミリ以上の

トル、うち中央政府が使用を許可

河水量は年間三百五十億立方メー

している水量は四十億立方メート

い。

南部に比べ、中、北部地域は、

雨が降る日本とは比較にならな

れに対し、蒸発量は千九百ミリ

降水量は約三百’四百ミリ。こ

プロジェクトで移住対象地域と

から蒸発する水の量を示す「蒸発

中国西部地域では、年間に地表

四○○ミリ降り一九○○ミリ蒸発

が五・七年間、女性が七・一年間について人種別に見て黒人などマ
している。

厚生省が昨年八月に公表したことと、エイズ感染率が他の先進

｜方、最も健康状態

一九九八年簡易生命表」による国に比べて高いことを挙げてい
、日本人の平均寿命は男性が七る。

｜」

(順位）
（１）

正名トスア
吋斗イーワナ一一一二・三歳、ウガ
スンリダシ
健国本一ラタナ国イ国国家巧麩壺一ンダ一一一一一・七歳、ルワ

過

同主男

一》藁難聴瀧議》一鮭フ譜不一証一挿

「ＩｌｌＩ‐‐‐‐‐‐１１１‐‐‐‐‐‐‐‐’１１１１‐‐‐「‐‐‐］が悪く、短命なのが、
一均

甲

せる期
（

5‘

こゅ－すふぉ－らむ

方メートルだ。残る八億立方メー

ルで、現在の使用量は三十二億立

トルの割合で高地に上り、血液の

濁した水が、毎秒二十五立方メー

大な揚水施設が稼動していた。黄

メートルの高さまでくみ上げる巨

た黄河で取水した水を二百六十六

塗・灌概区では、約二十キロ離れ

自治区中部・呉忠市一帯の紅寺

が、水がある幸せを強調した。

ば何でもできる」と言う。だれも

た。陳学斌さん（釦）は「水があれ

も、一番はやっぱり水」と笑っ

風が強いけど、土地が平ら。で

女性の李栄さん（犯）は「ここは

母なる黄河が弱る時、百万人の

不足に直面している」と認めた。

などにより、黄河流域は、水資源

破壊、経済発展での水需要の増加

（読売新聞一一○○○・六・九）

貧困救済事業も危機に直面する。

だろう。毛如柏・自治区共産党委

トルから、プロジェクトの灌概用

ように、灌概用水路を走り下る。

今後の不安要因も、やはり「水」

ここに来た農民の張徳栄さん（羽）

水がねん出される。

そこにはすでに、約四万一千人の

員会書記は「気象変動、生態環境

プロジェクトは九八年に着工、
農民が移り住んできていた。

は語る。

昨年、国の重点建設事業に指定さ

加年で生活安定へ
れた。開発総面積は約千三百三十

器が伝わり、水利権や収穫したコ

ｌ稲作が始まり、青銅器や鉄

ません。実は私の父親は九州大学

います。しかし私は、そうは考え

生人になったと主張する人たちも

陸の文化を摂取して、そのまま弥

現地指揮部の張位正・指揮は

メなどをめぐって、ムラとムラの

などにつとめた人類学者（故金関

三平方キロ．メートル。八十万人

爆発した弥生時代の人口

争いも起き始めたのが弥生時代だ

丈夫氏）なんですが、戦後しばら

「農民の生活は、十年でまあまあの

というわけですね

くして、弥生人のルーツを求めて

水準になるだろう」と語った。新

金関その通りです。人々の暮ら

山口県豊北町の響灘に面した土井

の移住のほか、もともと地域に住

トウモロコシなどを作り、｜年目

しぶりや社会の構造自体が、縄文

ケ浜遺跡を発掘調査しました。砂

んでいた二十万人の貧困脱出も狙

から、山間地のころより収入が増

時代とは決定的に変わったん重兆

丘の砂には貝殻の粉が含まれ、そ

大阪府立弥生文化博物館長・金関恕が語る

えているという。

ｌ弥生時代の始まりは、紀元

囮

紅寺塗地区に、「大河郷試点八

前五○○年から四○○年ごろだそ

のカルシウムに守られて人骨が残

移住者一人当たりの平均年収は三

村」と呼ばれる移民村がある。人

うですが、こうした社会変革をも

りやすく、五年間で二百体余りの

う。自治区総人ロの約旧％に直接

口千二百九十八人。南部・隆徳県

たらした担い手は、いったいだれ

弥生人骨を見つけることができた

百二十元（約四千百円）。小麦や

いた。山のあちこちにある畑は、

だったのでしょう

んですが、それまでの縄文人と

かかわる壮大な計画だ。

全くの天まかせだ。ここはいい。

金関それが難しい。縄文人が大

「隆徳では雨水をためて飲んで

から来た人々だ。

水がある幸せ

水がある。水道まである」。昨年

5５

は、体格や骨格が異なっているこ

代の終わりには二百万人ぐらいに

したのでしょうが、その一部は大陸

になったのが理由で、爆発的に増加

なると考えられます。食料が豊か

西日本の縄文人は平均身長が約

とがわかりました。

一六○センチなのに、弥生人は約
からの渡来人だったと思います。

金関北米大陸への、ヨーロッパ

方ですね

ｌそれにしても、すごい増え

一六三センチ余り。それに顔付き

根が落ち込んでいる。きっと二重
人の移住に似ているんじゃないで

も違う。縄文人は丸顔で鼻の付け

でしょうね。それに対し、弥生人

まぶたのつぶらな目をしていたん

いったケースもあったでしょう。
（聞き手大阪・文化部長渡部

裕明）

（日本産経新聞二○○○・六・九）

日午前）、各国政府に「女性への

「成果文書」を採択し、閉幕し

暴力防止」に取り組むよう促す

の地位向上に取り組む際の行動指

た。成果文書は、各国政府が女性

針となる。アナン国連事務総長も

を保護し、強化し、前身させたこ

した上で「前回の北京会議の成果

売買防止などを強調した点を評価

声明を発表し、会議が女性の人身

【一ヨーョークｎ日上村幸治】

しょうか。最初はごく少数の清教

ニューヨークの国連本部で開かれ

とを喜んでいる」と述べた。

徒たちがメイフラワー号でやって

ていた国連特別総会「女性２００

は顔が長くて鼻筋が通り、切れ長

ちの協力を得て畑をつくり、小さ

の目だったことが想像できます。

なコロニーを開きました。そうい

きました。彼らは在地の原住民た

たのでしょう

ｌそんな違いは、どこからき
金関背が高いなどの特徴をもっ

別年後には平均寿命肌歳に

（毎日新聞二○○○・六・十二）
０年会議」は、日夜（日本時間Ⅱ

例えば、アイルランドでジャガ

う情報がヨーロッパに伝わり、新

イモの根腐れ病が流行し、人々が

大陸で暮せることがわかると、大

その集団がもたらしました。しか

日本人の平均寿命は二○五○年

し、渡来した人たちも、徐々に在

ド人がどっと渡ってきました。ま

には九十歳を超える、との予測結

館の小山修三教授の推算では、約

列島の総人口は、国立民族学博物

金関縄文時代終わりごろの日本

鐘や戦争、ときには政治的亡命と

接的なきっかけは、天災による飢

鮮半島から人々が渡ってきた。直

るぞ」という情報が伝わって、朝

時代の場合も、「あの地には住め

払いや介護など老人問題の一層の

寄り四人を養う形となり、年金支

た。人口構成も勤労者五人でお年

行の英科学誌ネイチャーに発表し

ンビュー・リサーチ社が十五日発

○年の平均寿命を計算した。各国

後も下がり続けるとみて、二○五

傾向もうかがえないことから、今

亡率は直線的に下がっており鈍化

十年間の死亡率の推移を分析。死

同社は主要先進七カ国の過去五

いる。

深刻化が予想される、と指摘して

日本人「年金問題など深刻」

や背丈を変化させていったと思い

た帝政ロシアでユダヤ人が迫害さ

果を米民間人ロ研究所のマウンテ

飢えに苦しんだとき、アイルラン

ます。

に新天地を求めてきました。弥生

十七万五千人、それが弥生時代に

くらいと考えていますか。

は約六十万人だそうです。弥生時

ｌ渡来してきた人数は、どの

れたとき、多くのユダヤ人が大陸

地の縄文人たちと混血し、顔立ち

た人たちは大陸、主に朝鮮半島か

国連特別総会

ら渡ってきたと考えられていま

が閉幕

量の移民が訪れます。

｢2000年会議」

す。稲作などの技術も、もちろん

皿
函
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する､お－らむ
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五歳なのに、今回の計算では八三

おり、英国は公式予測では八二・

とも公式予測より高い年齢が出て

り、負担が強まるとした。

う高齢者は四人という計算にな

社の予測が正しければ、五人で養

側の約一・四倍になると予測。同

（ワシントンⅡ共同）

（日本経済新聞
二○○○・六・十五）

の勤労者人口に対する六十五歳以

た。また二十歳から六十四歳まで

日、加盟百九十一カ国の医療サー

世界保健機関（ＷＨＯ）は二十

を基に算出した保健システム評価

間、父が新聞を読んでいるような

は二十一日に公表する「二○○○

性別役割を是正しても、出生率

る日本的家族観の表れ。「家族は
る」という明治以降に作られた禁

は簡単に向上しないかもしれませ

降、年一回まとめている。昨年ま

年版世界保健報告」にこの評価を

欲的な文化もなかなか変わらな

ん。でも、イタリアやドイツなど

では各国の健康に関する報告が中

家庭で育ちましたから。

い。今後、豊かで自由な社会にど

心だったが、今年から特定のテー

同報告はＷＨＯが一九九五年以

掲載する。

う軟着陸していくのか。

は、男女の役割を過剰に区別する

マを決め、分析とそれに基づく情
せいや婚外子が少ないと言われま

いると言われます。しかし、これ

（談）

現在、専業主婦志向が強まって

少子化は家族観の問題です。女

す。しかし、これは若者自身が親

などの「健康の到達度」、子供の

点なのです。

性の社会進出や高学歴化などに変

は長続きしないでしょう。これか
くるからです。

（朝日新聞二○○○・六・十六）

へのアンケート調査や、統計調査

どの五項目が対象。各国の専門家

の配分」「費用負担の公正さ」な

到達度は、平均寿命や健康寿命

報提供をすることにした。

化は見えても、家族観の変化は遅

時、家事を手伝う男性にショック

一九七○年代に米国に行った

例えば、パラサイトシングル

を受けました。母が台所にいる

といえます。

ら、若い労働力が激減する時代が

ないため、国際的に見て極端に同

また、日本は婚外子を受け入れ

少子化が進んでいる国の共通点

国家や企業に奉仕しそれを支え

評価でもトップになった。ＷＨＯ

スの水準を示す「到達度」の総合

10位オーストリア日本

命などの項目で一位。保健サービ

寿命や健康の到達度で

保健システム、日本１位

・七九歳となり一・三歳上回った。
公式予測との差が最も大きかっ

たのは日本。国立社会保障・人口

問題研究所は一九九七年発表の
「日本の将来人口推計」で八二・

九五歳と予測していたが、今回は

４位スウェーデンアンドラ
５位ルクセンブルグマルタ
６位フランスシンガポール
７位カナダスペイン
８位オランダオーマン
９位イギリスオーストリア

２位スイスイタリア
３位ノルウェーサンマリノ

を発表した。日本は、平均寿命や

到達度効率

健康で暮らせる期間を表す健康寿

九○・九一歳という結果になっ

１位日本フランス

ビスの水準や国民の健康状態など

保健システム評価の上位10カ国

上の老年人口の割合も、日本の予

皿
いからでもあります。

阿藤誠さん

元から自立しようとする意識が弱

国立社会保障･人ﾛ鵬UBR所所長

い。これが、少子化の重要な要因

続かない

死亡率の地域間格差でみる「健康

専業主婦志向

は、カップルより親子を中心とす

5７
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の結果を数値化して、総合的な評
日本は「健康の到達度」で一位

価を決めた。
になったのをはじめ、「健康の配
分」で三位、「人権の尊重と利用
るなど全項目が八位以内に入り、

者への配慮」の到達度で六位にな

総合で一位。二位はスイス、三位
はノルウェ１で、英国は九位、米
国は十五位だった。
一方、保健システムの分野で、
各国ができる範囲で最大限の努力

ている。

二○○○・六・二十｜）

（日本経済新聞

が一段と進み、砂漠化にも歯止め

報告」で、国内の大気、水質汚染

府がこのほど公表した「環境状況

【北京皿日Ⅱ中村史郎】中国政

「保健システムの効率」で、日本

育レベルなどからはじき出した

がかかっていないことが明らかに

度、効率ともに下位にランクされ

一兆七百億円）に上り、国内総生

じた資金は約八百二十三億元（約

政府が昨年、環境保護対策に投

と指摘した。

断江省、広東省など先進地域の沿

岸で深刻だ。

また、砂漠化は全国で百六十九

大気問題では、ばい煙や自動車
の排ガスが主な汚染源。統計をと

の約一八％を占めており、西のタ

万平方キロメートルと、国土面積

四千五百キロに及んでいる。

リム盆地から東は東北地方まで約

二が国の定める標準値を超えてい

る。水質汚染では、長江は比較的

る三百三十八都市のうち、一一一分の

良い状態にあるが、黄河は楽観で

（朝日新聞二○○○・六・二十一一一）

戸・大阪など都市周辺では疫病や

た。東北では飢鐘（ききん）、江

一時三千万人を切るまでに減っ

日本の人口は約三千二百万人から

一七三○’一八○○年の問に、

減少を克服した。

本ストックの増加によって人口の

九八○年代以降のハンガリーは資

技術進歩による生産性の向上、一

本や十九世紀のアイルランドでは

産性）の三つ。江戸時代後期の日

決めるのは労働、資本、技術（生

としている。中長期的な成長力を

を維持する方法を歴史から学ぼう

報告は人口が減るなかで成長率

江戸後期、農業技術を革新

成長率維持策を歴史に学ぶ

きないという。海洋汚染は上海、

四

(注)人口変化率、経済成長率は年率換算、▲はマイナス

をしているかどうかについて、教

ランス、イタリア、サンマリノ

る汚染が見られ、改善しない傾向

なった。国土の三割で酸性雨によ

は十位になった。上位三カ国はフ
で、英国は十八位、米国は三十七

た。ＷＨＯは「アフリカでは保健

産（ＧＤＰ）の一％を占める。報

にあると警告している。

システムに改善の余地がかなりあ

告は、全体的には汚染物質の排出

アフリカ諸国の多くは、到達

位だった。

死や障害が予防できることが改め

二部地区では依然として悪化傾

規制が進んでいると評価しつつ、

り、効率を高めることで、多くの

て浮き彫りになった」と分析。評

向にあり、かなりの都市で水、大

価については「自国の保健水準を

認識し、より効率的なシステム作

典化量繋誌霄､鳶

酸性雨3割汚染

気、騒音、土壌の汚染が重大だ」

･黒死病下の英国▲0.2０．４▲0.3
（1348～1500年ごろ）
ｏ天明ききん前後の日本▲010.3Ｕ２
（1730～1800年ごろ）
･ジャガイモききんの後のアイ▲0.9１．６０７
ルランド(1846～1910年ごろ）
･出生率低下によるハンガリー▲0.3０．９０．６
（1980年～現在）

中国
荒れる国士

りに役立ててもらいたい」と話し

過去の人口減少事例と経済成長

題
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ハンガリーでは市場経済化に伴

策に力を入れ、予想以上に深刻な

が、ここ二、三年で多くの国が対

ことから過少に評価されていた

使用や農具の発達、品種改良など
う投資拡大が人口減少を埋め合わ

の転換が進んだ。

農業の技術革新でカバーして、国

ことが分かった。すでに成人（十

晩婚化などが原因。これを肥料の

内総生産（ＧＤＰ）を増やした。

的成長の原動力となった」という。

が（明治以降）工業化前の前近代
水準を向上させるのは可能だ」と

減少するなかで一人当たりの生活

報告は「歴史をみても、人口が

カ国もあり、ボツワナでは三五・

がＨＩＶに感染している国が十六

五’四十九歳）人口の一○％以上

南アフリカ共和国は成人人口に

八％に達している。

アイルランドでも人口減による

実質賃金の上昇をきっかけに、労
二○○○・六・二十八）

働集約的な穀物生産から、より労

一二・九％だったのに、昨年末に

占める感染者の割合が二年前には

南アの砠歳、半数死亡と予測

の流行がもたらす衝撃の大きさか

しかし、こうした数字はエイズ

を抱える国となっている。

しており、世界最大の感染者人口

実に四百二十万人がＨＩＶに感染

ると、三千九百八十万人の国民の

は一九・九％に上昇。子供も含め

働生産性の高い畜産へと産業構造

（日本経済新聞

強調している。

報告は「江戸時代の生産性向上

せた。

は死者も含め合計五千三百十万人

らすると現時点での「スナップ・

アフリカは２４５０万人

深刻なエイズ危機のため、アフ

は、年間五百四十万人が新たにＨ

ショット」に過ぎないと報告書は

となる。また昨年一年間の推計で
ｌＶに感染し、二百八十万人がエ

指摘している。

に取り組んでも十五歳の男女の半
分はいずれエイズで死亡するとい

イズで亡くなったという。

から国をあげて予防キャンペーン

年少女の少なくとも三分の一は若

》フ。

リカの十三カ国で現在十五歳の少
くしてエイズで死ぬことになる。

二十七日、最新のエイズ報告書で

同エイズ計画（ＵＮＡｌＤＳ）は

は九九年末現在、推定三千四百三

によると、世界のＨＩＶ感染者数

ジュネーブで発表された報告書

人となっている。

アジア・東南アジアは五百六十万

カンボジア、インドなどを含む南

感染者二千四百五十万人。タイや

砂漠以南のアフリカが最も深刻で

地域別では、図のようにサハラ

も三分の一がいまは感染していな

は、現在十五歳の男女の少なくと

ＨＩＶに感染している十三カ国で

よると、成人人口の一五％以上が

や人口学の専門家が行った分析に

各国の報告や統計をもとに疫学

世界保健機関（ＷＨＯ）やユニセ

こんな衝撃的な予測を明らかにし

十万人、これまでのエイズによる

アフリカの流行はこれまで各国

国連合同エイズ計画が報告

た。南アフリカ共和国では、すで

死者が推定千八百八十万人。合計

の詳細なデータが得られなかった

フなど国連七機関でつくる国連合

に四百二十万人がエイズウイルス

すると、ＨＩＶに感染した人の数

いうちにエイズで死ぬという。

くてもいずれＨＩＶに感染し、若

（ＨＩＶ）に感染しており、いま
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技術の能力が落ち、

なると、「仕事上の

的シナリオでも、半数近くがＨｌ

染率を下げることに成功する楽観

い」とする企業が少

本人のためにならな

南アフリカの場合、成人のほぼ
二○％がすでに感染している状態
ている。

Ｖに感染して死亡すると予想され

原因を未婚率の増加

計特殊出生率の低下

研）では、最近の合

口問題研究所（社人

国立社会保障・人

■少子化の要因

なくないという。

なので、いま十五歳の男女は、こ
（産経新聞二○○○・六・二十八）

のまま政府が予防対策を取らない

悲観的シナリオの場合七○％、本

格的に予防キャンペーンを行い感

企業が作る「産めない風土」
『出生率一・三四』の時代

「１．訂ショック」から十年が過

対策が動き出した一九九○年の

た昨年の合計特殊出生率。少子化

（皿）は昨年、二人目の子供を妊娠

カーで企画を担当するＡ子さん

きないよ」。東京都内の大手メー

「戻ってきても、今の仕事はで

育っているため、結婚後も同様の

授は、「今の若者は豊かさの中で

付けた山田昌弘・東京学芸大助教

ト・シングル」と名

い若者を「パラサイ

と同居して結婚しな

がる中、育児への負担感が一向に

主な国の最新の

合計特殊出生率

スウェーデン
ドイツ

アメリカ

フランス

「豊かな

もあのようになるかもしれないと

スジャック事件を見ても、どの子

主婦Ｂ子さん（釦）は「少年のバ

の世の中に送り出すのをためらっ

思うと怖い。子供は欲しいが、今

居を捨て
てまで、

と言って

論調査では、出生率低下は「子育

読売新聞が今年一月に行った世

てしまう」と話す。
も難し

夢をみろ

結婚して

親との同

因とされる。東京・練馬区の専業

また、漠然とした社会不安が広

い」と説明する。

Ｉ

ぎたが、依然として下降傾向は止

にこう宣告された。退職までほの

し育児休業を申請したところ上司

と分析している。親

まらない。この間、政府や経済界

改善されないのも出生率低下の一

■変わらぬ仕事優先

などは「国民的課題」と危機感を

環境で子育てをしたいと考えてい

1.34(99）
1.74(98）
Ｌ19(98）
Ｌ５１(98）
1.41(98）
1.75(98）
2.03(97）

る」とし、

めかされ、「子供を産み育てやすい

休業制度への企業の取り組みを調

日本

（カッコ内は年）

強め、様々なスローガンを掲げて

子育てに対する負担感は増大して

査している袖井孝子・お茶の水女

合圃十特殊
出生率

イクリア

このような状況に、育児・介護

おり、対策のあり方を問う声も出

が、企業体質はまだまだ変わって

子大教授は「変化の兆しはある

（社会保障部本田麻由美、小

いない一と話す。一人目はまだし

ている。
山孝）

も、二人目、三人目の育児休業と

国名

イギリス

思うように進んでいない。また、

環境整備が必要とか言うけど、現

ＪＢＤＵＵ

実は……」とため息をついた。

！

取り組んできたものの、仕事優先

！

の企業風土の是正など環境整備は

戦後最低の「１．鍵」を記録し

四回
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三十代女性のね％が出産、子育て

（Ⅲ％）を原因とする人が多い。

てを助ける制度や施設が不十分」

（“％）、「働く女性の出産や子育

てや教育にお金がかかりすぎる」

との問題提起に抑えたが、政治家

いるか、問い直す必要がないか」

選択が『責任ある選択』になって

た。外部への報告では「当事者の

て、官僚が止めに入る場面もあっ

どうか」などの過激な発言も出

には年金保険料に格差をつけたら

策の難しさは専門家の間では一致

半にはダウンするなど、少子化対

上昇したスエーデンも九○年代後

障などで十数年前から出生率が急

題だ。育児休業中の手厚い所得保

出生率の低下は先進国共通の問

算が少なすぎる」と、批判する。

比べ、次代を担う子供たちへの予

ものの、依然として高水準である

記録した前年からわずかに減った

万千三百八十五人で、過去最高を

計では、昨年一年間の自殺者が三

厚生省の一九九九年人口動態統

自殺者微減
離婚は最多

の支援の不十分さを指摘した。
のいらだちを示した形だ。

ことや、離婚組数が過去最高と

■強まる危機感

している。

社人研の試算による、わが国の

七年度）を見ると、高齢者関係給

国の社会保障給付費の内訳（九

で、「ライフスタイルや価値観の

め手はない」と認める。その上

見えるものではない。具体的な決

の背景を考えれば、効果がすぐに

微減したが、九八年以前で最も多

人を記録した。九九年はそれより

て三万人を突破三万千七百五十五

自殺者数は前年の九八年に初め

なったこともわかった。

始め、二十一世紀末に六千七百万

付費四十五二兆円に対して、育

変化に伴って、現実のニーズにそ

阿藤誠・社人研所長も「少子化

人になると推計されている。政財

児休業給付や保育所の運営費、児

べれば、高止まりの形だ。

かった八六年の二万五千人余に比

■先進国共通の問題

界では、日本の将来像に危機感が

童手当などを含む「児童・家族関

ぐわなくなった制度を変えていく

人口は二○○七年を頂点に減少し

強まっている。

係費」は二・三兆円にすぎない。

ことが必要だ」としている。

今月二十七日、経済企画庁が
「二○○五年から十五年間の国内

山田助教授は「高齢者福祉予算と

過去最高となった。

七人で、前年を三十八人上回り、

男性に限れば二万二千三百八十

総生産（ＧＤＰ）は、人口減少の
影響で６．７％下がる」と初めて

の試算を公表。四月には日経連と

口学）の話「男女共同参画社会の

井上俊一・日本大教授（社会人

るのか、社会保障など少子化で影

子化を是正するための施策を進め

年（二十四万三千百八十三組）よ

百三十八組で、過去最高だった前

一方、離婚したのは二十五万五

力人口の減少、国内市場規模の縮

実現など、政府の現在の取り組み

（人口千人当たりの離婚組数）も

り七千三百組余り増えた。離婚率

議論通して冷静な選択する時期

小、現役世代の負担増などにより

国人労働者の受け入れなども含め

響を受ける社会制度の見直し、外

連合が「急速な出生率低下は労働

経済成長を制約する」という共同

自体は重要で、地道に進めていく

アピールを発表した。

には、現在の取り組みに加えて、

も、本気で少子化傾向を是正する

べきだ。しかし、欧米の例を見て

的な議論を通して冷静な選択をす

安を増大させるのではなく、国民

か。むやみに危機感をあおって不

て少子社会の設計に重点を置くの

で、前年より約二万二千五百組

方、婚姻は七十六万二千十一組

前年の一・九四から二・○○に。一

｜方、政治家からは現在の対策
先日開かれた政務次官会議の社会

子育て支援の拡充などばく大な財

る時期にきているのではないか」

の方向性に疑問も出始めている。

保障に関する分科会では、「いっ

政も必要だ。巨額を投じてでも少

（読売新聞一一○○○・六・三十）

減った。

そのこと、子供をつくらない夫婦
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２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一インド同一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-India-

３．中華人民共和国人口・家族計画第二次基礎調iiE組告轡
BasicSurvey(II）onPopulationandFhmilyPlanning
inthePeoplevsRepublicofChina

生育率和生活水平美系第二次中日合作凋在研究柵

昭和58年度
１．中華人民共和国人口家族計画埜礎調盗報告書
BasicSuweyonPopulationandFnmilyPIanning
inthePeople,sRepublicofChina（英語版）
生育率和生活水平矢系中日合作凋森研究111告布
（中国語版）

告打（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口・家族計画基礎調森

BasicSuweyReportonPopulationandRlmily
PlanningintheKingdomofNepa1（英語版）
５．日本の人口都市化と開発

1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調盃報告書
一インドｍ－

ＲｅｐｏｒＩｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏｐｕlationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-India-

（英語版）

UrbanizationEmdDevelopmentinjapan（英譜版）
２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
６．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調森
一データ縄一

一タイ国一

SurveyofUrbanization，LivingEnvironmentand

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDeveIopmentinSoutheastAsianCountries

WeIfaTeinBangkok-Data-

-Thailand-

（英語版）
３．日本の人口転換と農村開発
７．スライド

日本の郁市化と人口（日本語版）

UlbanizationandPopulalioninJapａｎ（英語版）
日本的城市化勺人口（中国語版）
UrbanisasiDarlkependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

昭和61年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調森報告書
一インドネシア凶一

ReporlontheSurveyofRuralPopulationand
AgTicultura］DevelopmentmAsianCountries
-Indonesia-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口，開発基礎調森報告書
一インドネシア辰ｌ－

Ｒｅｐｏｒ１０ｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰｏｐulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountr1es
-lndonesia-（英語版）
３．在日葡学生の学習と生活条件に関する研究

DemographicTransitioninJapanandRuralDeve・
Iopment（英語版）
４．SurveyofFertilityandLivingStandardsinChinese
RuraIAreas-Data-Allthehouseholdsoftwo

villageｓｉｎＪｉｌｉｎＰ｢ovincesurveyedbyquestionnajTes
（英語版）

失干中国衣村的人口生育率与生活水平的墹盗擴告
一対干吉林省両十村迭行全戸面談潤査的靖果一
＝銃ｉ＋ｆＨ－（中国語版）

５．スライド日本の農業、農村開発と人ロ
ーその軌跡一（日本語版）

Agricultural＆RuralDevelopmenland，Population
inJapan（英語版）
日本衣並衣村的茂展和人口的推移（中国語版）
PerkembanganPertanianMasyarakatDesaDan

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

一人的能力開発の課題に即して－

４．日本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmentmJapan（英語版）

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

５．人口と開発関連統計巣

DemographicandSocio-EconomicIndicatorson
PopulationandDevelopment（英語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｍｌPopulationand
Ag｢iculturalDevelopmentinAsianCountries
-Thailand-（英語版）
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2．東南アジア諸国等人LI・開発雑礎調査報告啓
一『卜華人氏共和IIil-

６．スライド日本の脈業開発と人口
~その原動力・電気一（日傘譜版）

Repo｢lontheBasicSurveyofPoDulaljonand
DeveIopmenlillSoutheastAsianCountTles

Industria1DeveIopmenlandPopulａｔｌｏｎｌｎＪａｐａｎ
－－ＴｈｅＰ｢imeMoverElectricl[ｙ－（英語版）

-China-（英語版）

日本的祥止茂展5人Ｌｌ

－ｊＬ原功カー虫気一（中国語版）

３・アジア諸国からの労働力流''1に関する調森研究搬告書
一タイlｒｌ－

Pembangunanlndust｢idankependudukandiJepang
-Penggerak（比lmaTeIlgaListrik（インドネシア語版）

４．Ｈ本の人口と家族

PopulationandtheFamilyinJapan（英語版）
５．アジアの人口転換と開発一総計巣一

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
Countries-OverviewandStatisticaITables（英語版〉

７．ネパール]二厘1人LI家族計画輔二次薙礎調盗

ComplementaryBasicSuweyReportonPonuia[ion
andFamilyPIanninginthekingdoｍｏｆＮｅｐａｌ

昭和62年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調盗報告i1ト

６．スライド

ーｆｌＩ兼人災共和同一

日本の人口と家族（日本語版）

ReporlonLheSuI-veyofRuralPoDulationand

FamilyandPopulationinjaPan-AsianExPeri

AgricuItu｢alDevelopmentmAEianCount｢iｅｓ

ence-（英語版）

－Ｃｈｉｎａ－（英語版）

日本的人にI与家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア語版）

２．東南アジア諸同等人口・開発〕,囎礎調査報告書
一Ｆ|'帷人氏共棚ｌＸｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰｏpuIationand
DevelopmenlinSoutheaslAsianCount｢ｌｓ

7．ペルー共和国人口家族計iIlii恭礎調査

－Ｃｈｉｎａ－

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

ReporlontheSurveyofRuralPopulaljonand

AgricultunlDevelopmenl-Bangladesb-（英

譜版）

３．アジア諸Ｉ曇Iからの労働力流！{Iに関する鏑在研究報告惑
一フィリピンlirl-

４.［１本の人11と農業開発

PopulatioI1andAgTiclllturalDevelopmelltin」apa、
（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発避礎調在報告啓
一ネパール同一

ReportontheBasicSurveyofPoI)ulationaI1d
DevelopmelltinSoutheastAsianCountries
-NeDal-（英語版）

５．ネパールの人I」・Ｉ淵発・環境

Popula〔ＩＣ､，、evelopmenLandEnvironmeminNep亀｜
（英語版）

６．スライド

３．アジア諸国からの労動力流出に関するi調査研究報fqfilド
ーマレーシア国－

日本の人口秘動と絲済発展（日本語版）

TheMigratoI-vMovelnentandEconomicDeve]op、
ｍｅｎｔｉｎＪａｐａｎ（英語１Ｍ、

４．日本の人口構造変動と開発一illlj齢化のアジア的祝
uUf-

DOqb

StructuralChangeinPopulationandI)eveloI)mer】ｔ

－ｊ臼ｐｔｍ'ｓＥｘｐｅｒｌｅｌ１ｃｅｉｎＡｇｉｎｇ－

（英語版）

（英i摺版）

日本的人ロ穆功与難済友展（中国語版）
Perplndal1anPendudukDanPerI（embanganEkonom】
Djjepang（インドネシア語版）
7．トルコIIii人Ｕ家族iil-画恭礎ii1iME

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある魅後を目指して－（Ｈ本譜版）

AginginJapan-Challengesan(］Prospects（英語版）

辺人高齢化社会的日本正ｉｍ１田挑哉一迫求具生命愈又
的老年生漉一（中ＩＲＩ語版）

“

昭和63年度
1．アジア諸同の農村人I］と艇業開発に関する調交報告醤
一ネパール同一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏ［RuTalPopulationand
AgriculturalDevelopmentmAsianCountnes

-Nep＆１－（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一中華人民共和同一
４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDeveIopmentandPopulationinjapal1
-TrendsandPmspec[ｓｉｎｔｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）
５．スライド

ロ本の地域開発と人口（日本語版）

TantanganMasvarakatLanjutusiaJepang
（インドネシア語版）
￣

６．アジア諸国の農業開発－５ヵ国の比較一

StrategicMeasuresfOrtheAgriculturalDevelopment
-ComparativeSlrudiesonFiveAsianCountries（英語版）

（本作品は、1990年０１ｶ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｡）

ReginaIDevelopmentandPopulatioｎｉｎＪａｐａｎ
（英語版）
日本的区域升友和人口（中国語版）

Ｐｅ｢mbangunanDaerahdanPopulasidiJepang
（インドネシア版）

平成２年度
Ｌアジア諸国の農村人ロと農業開発に関する調査報告書
一フィリピンｕｉＩ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰopulationEmd
６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英語版）

Agricultu】ralDevelopmem－Philippines-（英語版）
２．束南アジア諸国等人口・開発避礎調在報告書

平成４年度
１．アジア諸国の農村人ロと農業開発に関する調迩報告書
一マレーシア国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturaIDevelopmenl－MaIaysia（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一ベトナム圧ｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰｏｐｕlaliona1Td
DevclopmentinSoutheastAsianCountries
-ViaKam-（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替
一スリランカ国一
４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTransitionandPopulationinAsia
（英語版）
５．スライド

明日に生きる－日本の産業転換と人ロー（日本
語版）

LivingforTomorrow－IndustrialTransltionand

一バングラテ倭シュー

ReportontheBasicSurvevofPopulationand
DevelopmentlnSoutheastAsianCountries
-Bangladesh-（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評
一インドネシア凶一
４．日本の人口 `開発・環境一アジアの経験一

Population、

DevelopmenlandEnvironmentln

Japan‐ AslanExperience-（英語版）
５．スライド

Ⅱ本の環境・人Ｕ・'淵発（Ｈ本語販）
Environment，PopulationandDevelopmentln

Japa、（英語版）
Ｉ]本的坏境・人口・升友（llj鬮譜版）

Lingkungan，PendudukdanPembangunanJepang
（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｢１で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都ilf化一統計樂－
ProsDectsofUrbanizationinAsia（英語版）

Populationin」apan-（英語版）
生活在明天一日本的存止誇換与人口一（中国船版）

平成３年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書

HidupUntukHariEsok－PeraljhanSt｢uktur
lndustriDanPoDulasiDiJepa､９－
（インドネシア譜版）

一スリランカUlil-

ReportontheSurvevRuralPopulatioXiand
Agl･iculturalDevelopment-Srilanka（英語版）

2．東南アジア諸国等人口・開発些礎調査報告書

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調在報告書
一ベトナム国一

一フィリピン匠１－

ReporlontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsiEmCountTies

-PhilippineS-（英語版）

6４

平成７年度
l・アジア蒲１塁1の発展段階別農業・農村ｌｌＨ発jlk礎H1ﾘｲﾋﾞ報〈ｌｒ
ｆｌドーパキスタン国一

Repor［ｏｎｔｈｅＢａｓにＳ11｢veyonAgriculturalandRural
DcvelopmentbyProgre鑓StaReiI1A副anCoun[ries
-Pakistan-（英語版）

２．アジア緒国の都市化と１１M発雅礎調介報ｉｌｒｉ１ＩＫ

ReportontheSuwevofRuralPopuIa[ionand
AgI･iculturalDevelopment-VietNam(英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発錐礎調査報告書
一スリランカｌＺｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆPopulationand
DeveloDmentinSoutheastAsianCounlr1es
-SriLfInka-（英語版）

－ネパール周一

Re7)ortontheSurvevofUrbanizationandDevelopment

inAsianCountries-NeDal-（英諾版）

３・アジア諸国の人間資源開発と労働力にl乳Iする調在研究
報告課一インド国一

４．アジアにおける女性のエンハワーメント

ＥｍＩ〕oｗｅｒｍｅｎｔｏｆＷｏｎＩｅｎｉｎＡｓｉａ（英識版）
５，スライド

アジアを拓け－女性たち－（日本論版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調炎研究
報告書一フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人口と開発一一

ChallengeandStrategyofAsianNations

-PbpuIationandSustajnableDevelopment
（英語版）

５．スライド

女たちの挑戦一女,性の地位|(ﾘｰﾋと日本の人I」－
（日本語版）

ABrighl0fGenderEquality・－Empowermen［ｏｆ

WOmenandlheirChalIenges－Improvemcnts
intheStatusofWOmenthePopulationofJapan-

通性'三1強之路一十日Ⅲ洲女'''５－（｢l1If1語脳）
IlarpanCerahbagiPe｢samaan－［〈aumWanita

女性的挑戚一女性地位的提高与日本的人口一

AsiaMeramball」alan-（インドネシア譜版）

TantanganKaumWanita-EmangipasiWanita
danPopulasiJcpang-（インドネシア語版）

ＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－（英語版）

（英語版）

（中国語版）

平成８年度
Ｌアジア諸国の発展段階別農業・農村|剥発坐礎調在報告

書一ラオス人災民主共和国一

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調通報告

Reportｏｎ［heBaslcSurveyonAgricuIturaland

書一インド同一

RuralDevelopmentbyProgressStfIgeinAsian

ReportontheBasicSurveyonAgricuItumlandRural

Countries－LaoPeople,sDemoratiCRepubIic-

DevelopmentbyPr0gressStageinAgianCountries

仁災謡版）

２．アジア諦国の部ili化と開発識在報告幽
一フィリピン国一

Report（)ｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏ［UrbanizatjonandDeveloD‐

-Indi2-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイ国一

ReportontheSurveyofUrbanjzationandDevelopment
inAsianCountries-Thailand-（英語版）

mentinAsianCoun[ries-PhiIippincs-（英語縦）
３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調森研究
報告書－ベトナム同一

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力にl典Iする調査研究
報告書一ラオス同一

４．アジアの女性労働力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

４２１批紀の人'三］・食柵]iiX略一アジアと111F界一

PopulationandFoodStTalegyfoｒ２１ｓｔｃｅｎｒｕｒｖ
－ＡｓｉａａｎｄＷｏｒｌｄ－（英錨版）
５．スライド

6５

WomenPsLaborPartjcipationandEconomicDevelop‐
ｍｅｎｔmAsia-Strategytoward21Centurv（英語版）
５．スライド

2025年への決断一アジアの人口墹加と食料

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

ChallelxgeandDecisionfortheYear2025

NewHorizonsfortheWomenoIAsiａ（英語版）

-PopulationlnCrcaseandFoo〔ＩＺｎＡｓｉａ‐

１１K洲ｶﾖ女的新)刀臓（中国語版）

（英諦版）

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

|〔1蒲2025年的ﾉﾋ断一］１１洲的人口墹l丘和*H1食一

ＡＷａｍｉｎｇｆｒｏｍｔｈｅＥａｒｔｈ－ＴｈｅＦｕｔｕｒｅｏｆAsia･

(中u2廠版）

ＷａｔｅｒａｎｄＦｏｏｄ－（英語版）

Ｔｅl<adUntukT2hur12025-PCrtambahanPopulasi

来自地球的瞥告－１１１１洲、水和根食的未来一

danPangandiAsla-(インドネシア語版）

（中国語版）

PeringatandariBumi-MasaDeoanAsia-Airdan

Pangan-（インドネシア語版）

平成９年度
ｌアジア諸国の発展段階別農業・農村開発）L礎調?ii鍬告

平成11年度
１．アジア詣国の発展段階別農業・農村開発坐礎調在報告

書一モンゴル国一中央県、セレンゲ県を中心として－
ReDortontheBasicSurveyonAgriculturaland

RuIalDevelopmentbyPr0gressStageinAsian
Countries-Mongolia-Focusol1TovandSeIenge

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態iijlliIii級吉i1キー中ｌｊ１－
上海を中心【二

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａjthinAsian
Countries-China-FocusonShangbaj-

３．アジア諸国の轍業安定iiU度と雁用政策に関する調盃研
究報肯諜一バングラデシュ人氏共和、－

－１ヒーラオス人民民主共和同一
Ｉ－ｌ

ＲｅｐｏｒｒｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏI1Agricultura］and
RuralDevcIopmentbyPr(】鷺ressStageinAsi2in
Countrles-LaoPeople，sDemograticRepublic２．アゾアヵⅡ;会|＃|先と人lH11洲発

Ｓ()ci2IDeveIpme'1tandl-lumanDeveloI〕ｍｃｎｌ
ｉｎＡｓｉａ

３．アジアiililflの人llM資iliiIlIl苑と労Ifljﾉﾉにl乳Iする洲iliE研究
嫌ｌ１ｎｌ１：－マレーシア１１１－
４．水をぬぐろ２１世iiiLの危機
一一アジア人１１を離点として－
WaterCrisisin［heTwentVFirstCenIury

-ProsDectDfAsianPopulationandDevelopmenｔ－
５.スライド

水は』{鬘ている一人口と水査源一

Ｗ鼠lerisA1ive-PopulaUonandWa[e「、
Resources－（英語版）

水処ｲｲ'１３命｢１１－人ｕ与水lBiilii-<LlIlJil調'1k）
ＡｉｒｉｔｕＨｉｄｕｐ－ＰｅｎｄｕｋｄａｎＳｕｍｄｅｒＡｉｒ－
（インFネンア繍版）

平成10年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一カンボジア国一

ReportontheBasicSurveyonAgricul[uraIand
RuralDevelopmentbyProgressStageinAsian
Counmes-Cambodia-

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調森報告u』：
－大韓民国一

ＲｅｐＤｒｌｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏ「AgingandHealtll
inAsianCountries-TheRepublicofKorea

３．アジア諸国の職業安定制度と雁用政策に関する調在研
究報告書一イラン、－

４．発展の制約一中国・インドを中心に＿
CorlstrainsonDevelopmenI-FocuｓＣｈｉｎａａｎｄ
ｌｎｄｉａ－－

５．スライド・ビデオ

6８

1996年５１二1にマレーシアのクアラルンプールで１判かｵＬ

た、人I」と食WM安全保陣に関するAFPPD（人｢Iとi刑

発に関するアジア銭且フォーラム）特別運営委貝会で、
ベトナム例会社会菱貝会委風艮グェン・ティ・タン議
員とマグサイサイ賞受賞者である苦名な農業学者ポー
トン・ズアン博士の共著論文のＨ本譜版の今ｲﾊﾟ,、lIIf界
食料ｻﾐｯﾄに向けた資料として作成さ』[た」

９．「国際食料安全保障・人口・開発鱗国会鰻』、国際食料

安全保障・人ロ・開発蕊員会戦ＵＭＰＦｓＰＤ)融旗録、
1997年（和文）

（内容：食料農業機関(ＦＡＯ)主１１Mの１１１F界食料サミリト
（WFS)にあわせ､llMifi:Bllllにスイ天･ジュネーブで1刑

催さオした国際食料安全保障・人ＬＩ・開発議L｣会議
（IMPFSPD)の辮膨１ｋ同会議の成果は、ｌｌｌ界食料サミヅ
トで公式に配布され、またＷＴＯルジニーロ｣i務同侭
にも桜井新・会議議長から乎渡された｡）

1．『国際人ロ開発会鯛行動計画要旨」1995年（和文）
（内容：1994年カイロの国際人川開発会議(ICPD)の行
動計画の要旨。同文課関逃の出版物としては本邦初｡）
２．『国際人ロ開発鰻員会蹴』、国際人ロ開発識員会溌餓事
録、1995年（和文）

（内容：1994年カイロで国際人口開発会縦(ICPD)に先
駆けて{Ｍ１雌された|王l会議貝会議である国際人口開発議

員会議の議蛎録。同会議には117カ国約300名の国会議
貝が参加した。会議宣言文はICPD総会でも発表された。
また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の

同会議風フォーラムが準備された｡）
３．国運人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一』1995年（和文）

10．国連人ロ基金？未来のための食料」997年（和文）
（内容：LIi]迎人口堆金出版物ＦｏｏｄｆｏｒｔｈｅＦｕｔｕｒｅの

Ｈ小語版。人l｣himlⅢの仰ilillと食料確保を行うために．
女性の参加が不可欠であることをきまざな具体Iillから
解きほぐしている。）

11．国連食糧農業機IVI(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

（内容：現在の人口分野に対する援助の現状と、資金
の流れを分析。我が同の人11分野への武献も併臓｡）

４．F国際人ロ・社会開発鏑員会鱗“国際人ロ・社会開発

HIi員会繊(ＩＭＰPSD)鯛事録、1996年（和文）
（内容許世界社全開発サミット（WSSD)にあわせ、1995
年３月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された人
１１とiM:会開発に１１Mする凶会議貝会凝議躯録=）

宣言および世界食料サミット行動計画｣、1997年（和文）
（内容：世界食料サミットのローマ宣言と行勤計Iihiの
本邦初の翻訳であり、多分野から｢il丈避のロ本翻訳の
決定版として商いi評Iiliを受けた＝）

5．黒田俊夫薯『リソース・シリーズ１国運人ロ会醗20年
の軌跡一ブカレストからカイロへ＝、1996年（和文）
（内容：伺述主催の第一皿I人口会議であるブカレスト

会譲から1994年カイロの凶|鰻人口開発会議まですべて

12.ｒリソース・シリーズ５ＦｉｖｅＹｅａｒｓｆｒ０ｍＩＣＰＰＤ－国
際人ロ開発鱗員会醗から５年一人ロと開発に関する国
会識員会鱗宣言文息1998年（和・英）
（内容；カイロの厩際人LIHH発会識から５年目を迎え、
この機会に人口と|閑発に関する、際鍍且会議、地域識

且会議の宣司文を災成。今後の史なる発展のための溢
料とした。）

の国連主'''1の人口会議に参川|し、人口分野における世

界｢内大家である著者が、その推移を概観し分析した｡）
６．ToshioKuroda，ResourceSerieS200FromBucha‐

resttoCairo-量OYearsofUnitedNationsPopuIa‐
tionConferences-，，，ＩＳｇＳ（英文）
（内容：好評をもって迎えられた「リソース・シリー
ズ１－の英一文版｡）

13．アリソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsiaJ
I998年（英文）
（内容：当財、が主Ｉｌｌｉする「人LIと'1M発に関するアジ
ア膣|会議貝会議」で呼びかけをおこない、各｢lilの人[１

政策を各圃政府責任瀞もしくは専''１１家が記述した。各

７．「国際女性・人ロ・開発鱗国会鍋』、国際女性・人ロ・

開発蝋員会溌(IMPGPD)醗事録、1996年（和文）
（内容：第４UIiU:界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、1995
年９１１に東京で開催さ》した国際女性・人ｕ・開発議此

１１;lの政策に貴([を持つl』会鍍L(が関Ｉ）している点で、

会議(IMPGPD)の議事録。同会識には第４１９１世界女性

航例を見ない｡）

会議に対する各１，１政府代表を'''心とする国会議員が参

14．『リソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂

DIIした｡）

かれる水資源一』（和文）
（内容：ワールドウオゾチ研究所から刊行ざ/したSandra

６７

8．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびポートン・ズアン、グエン・

Postel蒜WorldwatchPaperl32

テイ・タン薯、『リソース・シリーズ３食料安全保障

DWiding［heWaters：ＦｏｏｄSecurity、Ecosystem

と人ロ：資料＆、1997年（和文）

He息lthtmdtheNewPoliticgofScarci[ｙの邦訳。今後

（内容２世界食料サミ､，トヘの雄備として圃迎食料農

人１Ｍ(社会に大きな制約を与えるのが、淡水ffil;ｉｌの不jlL

業機|洲(ＦＡＯ)か|到巡人[l｣,Lfirとの共1副研究された、「人

である。期え紬ける人１１を支えるための農業唯産もま

ｌ｣1W卯と上饗劣化-,に関する論文の１Ｊ本譜版および、

評価のための国連人口特B11総会報告書」日本語版。同
会議では、国際人ロ開発会議（ＩＣＰＤ〉から５年を
総て、その進捗を妨げる障害、ＡＩＤＳなどの予恕以
上の蔓延など、時代の変化をとり入れ、行jlMjilllhi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
体的行動などを国連加盟国が国連総会の場で協議し確
認した。

１９．人ロと開発に関するアジア繍貝フォーラム第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年に一度開催する大会の議事録。
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fitは地球上の水の0.00
0008％に過ぎない。この水の総迅は、有史以来変わっ
ておらず、人口が増加する分だけ、－人当たり使用で
きる水の獄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されていない。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．国連人口基金「人類のための環境」（和文）
（内容：国連人口恭金出版物EnvironmentforPeople

な人口と開発に関する地域議員活動として、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関する同会議
貝活動の指導的な役割を担っている。その提11&者であ
り、創設者の佐藤隆・元農水大臣と、桜井新，現議掻
の出身地である新潟県で開催されたＡＦＰＰＤ大会の
報告書（日本語版）。同大会では1000年期段後の大会
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「新測宣言」にまとめられた。

に架け橋を懸け、相関関係を魚視することが必要であ
るとの視点に立って、主に環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．Parliamentarians1ActivitiesonPopulationand
Development-HistoryofParIiamentarians1Activitiesand
ltosFindings．（英文、－部スペイン霞）
1992年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開膿さ
れた「国際人口1)M発会議評llHiのための国会議貝フォー
ラム（ＩＦＰ)」のために準備された出版物である。こ
の出版物は1994年の国際人ロ開発会議以降の人口と開
発にMIIするアジア議員フォーラム(ＡＦＰＰＤ）を始め
とし、アメリカ地域人口・開発国会議負グループ（Ｉ
ＡＰＧ）、アフリカ・アラブ地域人口開発議員フォー

ラム（ＦＡＡＰＰＤ）、ヨーロッパ地域の国会議員活
動の成果である宣言文と、各議連の活動史を纏めた世
界で初めての出版物である。国会議貝活動の地球規模
での広がりをも象徴している。

17．国際人ロ開発会鱗評価のための国会鶴員フォーラム

（ｌＦＰ）報告密
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LI開発会議評価のための国会議員フォー

ラム（ＩＦＰ>」の報告書である二同会議には１０３カ国
からおよそ２１０名の同会議貝が参加した二同会議て､は
展1際人１１開発会議から５年間の進捗状況とその進展を
’1K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－f(した視点で扱う【1Fを強く求めた「同際
人口開発会議評価のための国会議貝フォーラム・ハー

グ宣言一が採択された。この内容は会議事務総長を務
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倣され
た準備会議の場でも発表された。

18．第21向風麹特別総会特別委員会報告書｢付録」
国連人ロ開発会鱗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月２日にかけて、ニューヨーク

の'五l連本部で1)M催された「膣l際人口開発会議から５年

“

第追回ＧＬＯＢＥ世界総会に加藤祐子渉外課長が出席。

遠藤正昭業務推進委員が出席。

４月４日日本財団平成皿年度助成金交付式に広瀬次雄常務理事と
４月８日
～９日

４月ｎ日阿藤誠国立社会保障・人口問題研究所所長就任祝賀〈雪に
広瀬次雄常務理事と遠藤正昭業務推進委員が出席。
４月即日アンジェラ。ゴメスーＰＰＦ会長、ゲイ・スイ－．ボー
ＩＰＰＦ財務担当、インガー・ブリュッゲマンｌＰＰＦ

事務局長及び池上清子リソース・モービライゼイション

ォフィサーが来所。広瀬次雄常務理事と国際協力につい
て協議。

４月幻日アンジェラ・ゴメスーＰＰＦ会長、ゲイ・スイ－．ボー
ＩＰＰＦ財務担当、インガー・ブリュッゲマンｌＰＰＦ

事務局長及び池上清子リソース・モービライゼイション
ォフィサーを招き、国際人ロ問題議員懇談会役員と朝食

会を開催。ＩＰＰＦの虹世紀に向けた活動内容について
説明を受ける。

５月配日和気邦夫ＵＮＦＰＡ事務局次長が来所。広瀬次雄常務理
事と人口分野の国際協力について協議。

５月羽日ナフィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局長及び和気邦夫
同事務局次長と中山太郎国際人口問題議員懇談会会長並
びに桜井新同会幹事長が人口分野の国際協力について協
議。

５月型日東大皿世紀シンポジウム一人口・食料・環境－１トリレ

ンマをいかに打破するかｌに広瀬次雄常務理事と加藤祐

子渉外課長が出席。

５月Ⅲ日本協会評議員会並びに理事会を赤坂プリンスホテルで開
催。

⑪平成ｎ年度事業報告・収支決算

②平成皿年度事業計画・収支予算

③理事の選任

６月１日㈱電力中央研究所主催「トリレンマシンポジウム２００

０－１，世紀を振り返るｌに楠本修主任研究員、星合千

春国際課長及び加藤祐子渉外課長が出席。

６月８日セミナー「日本の少子化ｌ子どもがいなくなる－」開催

～９日準備のため、広瀬次雄常務理事と遠藤正昭業務推進委員

が札幌に出張。

６月皿日農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・農

村開発基礎調査」第１回研究会を開催。

６月旧日農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・農

～路日村開発基礎調査」予備調査のため楠本修主任研究員を

ミャンマー国に派遣。

6９

■■■

曰誌
￣

ＡＰＤＡ

◇二十一世紀には、人口増加や異常気象の影響で、世界的な食料
不足が地球を襲うｌと未来学者は予測している．

その前兆としてすでに国境を越えた深刻な”水不足〃が世界各地で
起きている。異常気象に加え、都市用水、工業用水、農業用水の大
量使用によって世界の名だたる大河川では、水が河口まで届かない。

文化印刷株式会社

◇地下水は畑作用の過剰汲み上げで枯渇し、食料不足に拍車をか
けている。穀物不足は大問題だ。いま、世界人ロ六○億人のうち、
およそ一○億人が飢餓に泣いている。ところが一方では先進国の飽
人間とは勝手なものだ。アメリカでは昨年、四○万人が脂肪吸引

信心深い仏教徒であるミャン
マー人は、その生涯のうち何度か
出家する。出家して托鉢を行って
いる少年達に出会った。
パゴダ（お寺）を拝観している
驫騒

・印刷所

”

母

ＦＡＸ（03)3358-2233

や、熱心に仏像に祈りを捧げる
人々の敬虐な姿が多く見られた
（シュエダゴン・パゴダにて)。

人口と開発･夏季号<通刊72号＞

食が目にあまる。

手術を行ったそうだ。

先進国の栄養過剰摂取は、人類史初まって以来のことらしい。
米、独、英などの都市では大人の半分が体重オーバーだという。
日本はどうか。「外米はマズイ」「曲がったキュウリは食べられ
ない」等々、いい気なものだ。飢えに苦しむ途上国の人達の「ふざ

けなさんな」という声が聞こえてくるようだ。

◇食の豊かさは大切なことだ。しかし、いかに声高にグローバル

て先進国と途上国の間に拡大する食料のアンバランスの矛盾を解決

な食料不足を叫んでみても仕方あるまい。それよりもどのようにし

していくのか。

（Ｔ・Ｈ）

農経学者の腕の見せどころではあるが、とりあえず身近かなとこ
ろでは、先進国の飽食の食生活を改めることも一策だ。誰もが嫌が

る「意識改革」がここでも重要な「鍵」となる。

パゴダの少年僧

i i！

蝋
表紙の写真説明

際にも、修学旅行の一環として仏
法に関する講義を受ける生徒の姿

2000年７月１日発行く季刊＞

･編集発行人広瀬次雄

･発行所

〒160-0022

財団法人アジア人ロ･開発協会

東京都新宿区新宿1-5-1-3Ｆ
ＴＥＬ（03)3358-2211(大代表）

日本航空

いい旅をご一緒に。
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１

ぎろ￣

チャイルドシートの着用は､大人の責任で説
鰯

型

蕊

lｍｉｌ

たとえ嫌がっても､お子さまのかけがえのない論を
万一の事繊から守るためにチャイルドシート癌｡小さな時からの習臘慣化が大切で説
〆

、

〆，

時のことを想像することができません。

〃一の'１IMCの場合、

体絡に合わないチャイルドシートは安奄とは

後ろの〃が安令と

いえません。体格に合わせて利)llLﾉごくだきい゜

されていますbまた、
luj手lHFに乗せると、

１

蕊騨

、

お子さまは後ろの席に｜体格に合ったチャイル}ずシートを

お子さまは、自分ではクルマの事ihkの

スイッチやレバー知
のいたずらなど、

)i1iIijiの妨げになる
おそれがありま可も
且

ペピーシートチャイルドシートジュニアシート’

鞭曰本自動車工業会

