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・食料生産と水資源
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巻頭言／幻世紀の日本人ロと３つの「フリー」
・高齢化社会と社会保障政策

小此木八郎

川野重任鉈

１口

中野謙二妬

・日本の教育を考える

ｌ書評ｌ若林敬子署『東京湾の環境問題客
・深刻化する水資源不足
ｌ中国にみる現状と打開策Ｉ
１１１１

・恋心のない世代到来を憂える
ｌＡＰＤＡの新役員１

９スタディッアー・モンゴル議員団を迎えて
◇サディックＵＮＦＰＡ事務局長がお別れ講演
◇サディックＵＮＦＰＡ事務局長が退官記念講演
◇ＵＮＦＰＡ事務局長にトラャ・オベイド女史
◇張維慶・中国計画生育委員会主任が講演
◇張主任がＪＰＦＰ役員と昼食会
◇「中国西部地域の開発と人口に関する中国議員会議」開く
◇インドシナ国会議員セミナー、カンボジアで開催
◇第珊回ＡＦＰＰＤ運営委員会、タイで開催
◇解禁から一年のピル問題を検討

すふぉ

らむ

中国・国勢調査が難航／人口減でも豊

かに／環境を考える指標に／世界型億
下水なし、下痢／人口問題、日本が指
針に…他

３

２２７５イ

麺

“５２５７妬“幻廻'７⑩３９鈎鈎

5‘

◇好評だった「ＡＰＤＡ」ブース

ゆ

出生率過去最低を更新／飢餓なお８億
人／栄養不足人口は深刻な問題／国連
人口基金次期事務局長／「ポリオ根
絶」宣言／中国一人っ子見直し二人／

に
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扉･スケッチ芸者さん､稚の舞い
杉本雄三･画く元･関西電力病院長〉
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シンー

た。二十一世紀は人口減少の世紀で

二十世紀は人口増加の時代であっ

にすることが必須であるが、他方

から社会参加の機会を奪わないよう

る。超高齢社会においては、高齢者

による差別も特権もない社会であ

仕事と家庭の両立負担が解消され、

い社会が構築されることによって、

男女がともに仕事と家庭に関わり易

女子労働の活用は不可欠であるが、

である。生産年齢人口減少時代には

１１

ある。今日、一億二千七百万人の日

で、高齢者の特権を減らし、年功的

１１

本人口は、二十一世紀半ばには約一

△垂升製川田川皿

に構築していくことが望まれる。

民族による差別のない社会を積極的

会“としないためには、年齢、男女、

二十一世紀の日本を〃たそがれ社

に変化していくことは避け難い。

ぎり、日本社会が多民族社会の方向

国人労働への依存度を強めていくか

にくい。二十一世紀の企業社会が外

が、その例外であり続けるとは考え

産年齢人口が今後急減していく日本

転換しつつある。高齢化が進み、生

重が高まり、実質的に多民族社会に

齢化と高学歴化の結果、外国人の比

る。西欧諸国のほとんどは、少子高

は、民族差別のない多民族社会であ

エスニシティ・フリーな社会と

期待される。

少子化問題の解決につながることも

億人、二十一世紀末には現在の半分

近くになっている可能性もある。ま
た二十世紀の後半には人口の高齢化
が続いたが、従属人口負担は人口史
には一段と高齢化が続き、二十一世

上最小であった。二十一世紀の前半
紀半ばには従属人口負担は人口史上
最大となる。

二十一世紀前半に訪れる超高齢・
人口減少社会の最大の経済社会問題
は、生産年齢人口が減少を続けるな

かで、いかにして十分な労働力を調

達し、増大を続ける高齢者を扶養し

システムを排して若者の創造的能力

ていくかということに尽きる。これ
に対する人口論的な解答は、ヱィ

を高く評価するシステムを作ってい

男女差別のない男女共同参画型社会

ジェンダー・フリーな社会とは、

ジ・フリー」、「ジェンダー。フ

社会の構築と要約できよう。

く必要がある。

房

リー」、「エスニシティ・フリー」な

蓬．

題、

エイジ・フリーな社会とは、年齢

３
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食料生産

■水資源

約五○○万年前にチンパンジー群か

このお蔭で、生存を

支える基本的な資源ｌ

輔》》州季辨》》や》』》
釜巨畝して、不安定な狩りの

嶋舩ⅧⅧ駄湖躍繩馴紗

｛内債頼る生活へと移行し、

①環境資源（気候、土壌、水など）α

②生物資源（多収性の作物品種、多

産・多収の家畜・家禽類）

③技術資源（効果的な肥料・農薬

類、効率的な農業機械類、整備された

灌排水システム、利用勝手のよい技術

・生産物情報システム、生産物流通シ

ステム）

④エネルギー資源（化石エネル

は原始的な段階から

力によって農耕・農業

の間、多くの人々の努

エネルギー多消費の産業そのものであ

いて、正に近代科学技術の申し子で、

の牧歌的な農業の姿から様変わりして

世界の先進諸国の農業の実態は、昔

ギー、原子エネルギー）

次々と発展をとげ、い

る。このお蔭で、多くの先進国の住民

現在に至っている。そ

まや六○億人の世界人

は、人類誕生のその時から人々を苦し

業生産システムによって支援されてい

科学技術の創造・開発力と高度な工

でいる。これは正に高収性農業のもた

たような食事を日常安い値段で楽しん

代前までは王侯・貴族の専有物であっ

め続けてきた飢えから開放され、｜時

の生存期間の九九・八％を通じて、自

る高収性農業は、下の四つの資源を目

ている。

然生態系の恵みにすがって生きてき

人々に供給しているのだろうか。一九

の食料を生産し、家畜を養い世界の

ではいま現在、世界の農業はどれ位

らした奇跡ともいうことができる。
し、維持されている。

に安価に利用することによって発展

的に応じて、セットで、しかも比較的

て、人類は約一万年前農耕を発明し

対象となる大型野獣の減少を契機とし

温暖化する地球気候のなかで、狩りの

た。しかし、長く続いた氷期が終わり

ら枝分かれしたといわれる人類は、そ

０

た

口を扶養しうる高収性農業にまで達し

鯵

ｌ究極の資源ｌ食料

と
■と■～■

戸

食料生産と水資源

型儲

０．５４

羊

10.64

家鶏

34.13

で、また現在から未来へと担いつづけ

る光合成植物群は、光合成を営む葉緑

九○年代半ばのＦＡＯ資料を用いて、
それを示すと図１のようになる。これ

素を有しているので、ギリシャ神話に

ちなんで、緑の巨神（○局①のロレニ四ｍ）

から分かるように、地球上の陸地の約
一三％を使って二一億トンの穀類、イモ

とよばれている。

エネルギーのすべてを人工的（無機

もってしても、上にあげたような生存

高度に発達した現在の科学技術を

類五・七億少、ダイズ一・五億トン、糖類
一・二億少を生産し、多くの家畜・家

禽を養い、そして六○億人の世界人口
が生きている。広大な海洋からの生産

それゆえ、緑の巨神の力を利用して農

的）に作り出すことは不可能である。

業で作り出す人類の生存エネルギー”

物は意外に少なく、総計でも約一億少
にすぎない。この他、人類は多くの目

生存を過去から現在ま

思われがちである。実際はそうではな

も、高い収穫物を安定的にもたらすと

する高収性農業は、いつでもどこで

思われる。とくに、四種の資源を利用

万年間を通じて順調に発達したように

ルギーの獲得すなわち農業は、ここ一

このように記すと、人類の生存エネ

２．食料の需給を
攪乱する要因

る。

にとって究極の資源ということができ

食料は代替不能な資源で、人類の生存

的のため一一一五億粉の林地から毎年約三
○億立法厨（約一五億トン）の木材を収
穫し利用している。

図１にあげた農産物一一九・三億トン、

畜産物六・六一億トン、水産物一・○億少
が、現在地球上で生きている六○億人
の生存の基である。こ
れ一ｂはすべて、太陽ェ

一》癖》研》》繊州墹蠅Ⅲ順繊胱鮎Ⅷ
く

賞
受

一》》》》》》準酵酔》櫟》｝》歴”

年）ほか多数，訳誓多数

４．７２

牛底
牛肉
豚肉
鶏卵

世界の陸地面積一念・亀億鯵

》船
〈円賞

と地球環境」（共著、建帛社､1996

・社鑪識率、ネルギーを有機物内に

<主な著者＞「２１世紀の食料・農業」（共
讓東大出版会、1975年）「人類

人類による土地と生物生産物の利用
図１

９．２０

農学博士（専攻）農業気象学、環境科学

（ＦＡ０．１９９５資料より内嶋作成）
人文学部長

く職歴>農業技術研究所所員、お茶の水女
子大学理学部教授、宮崎公立大学

海藻類0.12
１．５６

〈学歴>宮崎大学宮崎農林専門学校農科卒

魚類０．８０
14.85

●内嶋善兵衛<うちじま･ぜんぺえい＞

億ﾄン

億㎡

業

甲殻･軟体骨０．１２
４．１４

パルプ材
その他用材
34.54億鍬

く現職>宮崎公立大学学長

億ﾄン
億頭（羽

０．４７

ミルク
９．３７

１６．９６

薪炭材
製剤用材
世界の森林

1929年長崎県生れ

１．２９

1３．８２

永年作物
草地･牧野

５．６７

ｑ８８

1３．３４

豚

肉・乳牛
肉・乳

約６０億人
約

世界の農用地

亀$腰

普通作物

世界人口
20.96

穀類
イモ類
ダイズ
糖類

５

なってきた。しかし、世界人口の増大

入ってからは甚大な被害は見られなく

域やシベリア地域での新規の油田・ガ

原油価格の高騰はあるが、カスピ海地

割される。しかし、エネルギー資源は

には高収性農業を支える四大資源に分６

なかでも気候資源の豊かさの変動に応

や地球環境の劣化につれて、農業生産

ス田の発見があり、また大陸棚に莫大

物輸送網の整備により、二十世紀に

じて、かなり大きな年々変動をくりか

を支える自然生態系は、異常気象など

なメタンハイドレート資源の存在が知

く、収穫は極めて不安定で、環境資源

地球上に世界規模の穀類輸送ルート

の外乱に対してより脆弱になってきて

えしている。

の整備されていない時代には、局所的

人口は急増し始め、昨年六十億人を超

向上により、前世紀に入ってから世界

できる。食料供給の増加と医療技術の

要側と生産供給側とに二分することが

うになる。図のように、撹乱要因は需

を撹乱する要因をまとめると図２のよ

現在および近未来の世界の食料需給

栽培帯の南北移動や作物・家畜類に被

有害紫外線量の増加は、地球上の作物

どっている。なかでも、気候温暖化と

産を支える地球環境は劣化の一途をた

肥大する人間活動によって、農業生

する。

境・資源・技術について重点的に説明

ものと思われる。そこで、ここでは環

られているので、資源枯渇は遠のいた

えた。そして、今世紀半ばには九○～

害をもたらすと心配されている。温暖

いる。

るのが普通であった。十九世紀に干魅

九五億人に達すると予想されている。

化は地表での水収支（降雨、流出、蒸

な気候変化ｌ異常気象に襲われた地域
はひどい凶作そして飢えにさいなまれ
・大洪水などにより、中国では約六千
二五○万人が飢えと病いで死亡したと

爆発する人口は、職と生きがいを求め

発散など）を変化させ、また異常気象

一打

鰍靴足滞浪『癖

馴化仙郷脇足鵬鵬岫業

化線激激汚対不の術源轆

図２世界の食料需給を撹乱する要因（内嶋作成）

記録されている。生産技術の向上と穀

て大都市へと集中しており、都市域人

鵬鯏醗剛Ⅷ嘩獅離職預繍

球害気性壌地資水収伝全

資源のなかで、最も重要なのは農業

の発生を活発にし、収穫量の変動性を
準の高い都市住民は肉食化の傾向を強

の場である耕地と牧野である。図１に

口は全人口の六○～七○％に達するも

他陰幅峠胖縢岼止伜佇繼に睦橇鳫極」陰

め、より多くの食料ｌ穀類を消費す

示したように普通作物に一三・八億

高めるものと思われる。

る。それゆえ、人口増、都市集中、所

用されているが、それらは比較的に気

鯵、永年作物に一・三億鯵の耕地が使

一方、生産供給側の要因は、本来的

得向上は需要増に相乗的に作用する。

のと推測されている。しかも、所得水

発中加境源術
爆集増化

給側

食料需給の撹乱要因

瓢|鑿
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人の時代には、耕地の絶対的不足が生

半ばに予想される世界人口約一○○億

このようなことを考えると、今世紀

とである。

地域は野生生物群の安住の地であるこ

い。それ以上に問題なのは、それらの

で、耕地としての利用に適していな

斜、低地力、水分の不足。過剰など）

が、これらの地域は不良環境地（急傾

億鯵の土地が開墾可能といわれている

うるのは困難である。現在でも約一七

悪い地域にあり、高い生産を安定的に

残りは半乾燥地帯・湿潤地域や地力の

るのは全耕地の三分の一にすぎない。

る。それでも環境条件がよく整ってい

候・土壌条件のよい地域に集中してい

性に対して深刻な影響を与えている。

の傾向は地球環境問題および生物多様

域から淡水をあつめ利用している。こ

の食料を生産するために、広大な集水

学技術文明を維持するため、また多量

ゆだねている。しかも人類は高度な科

淡水に陸上の全生物群と人類とが生を

×ご鐸百鱈）にすぎない。このわずかな

×Ｓ』百酉）のわずか一・二六％（造・面

淡水だけで、それは全淡水量（要呂画・垣

海洋ｌ大気－陸地の間を循環している

用できるのは、太陽エネルギーを動力に

い。しかも、陸上植生および人類が利

の水資源のわずか二・五三％にすぎな

るように、地球上の淡水資源は地球上

淡水資源の枯渇である。あとで説明す

遺伝子バンクに保存される前にかなり

うな絶滅は作物群においても同様で、

分の一が今世紀中に絶滅する。このよ

がりにつれて地方種の三分の一から二

発表によると、優良家畜・家禽類の広

種が姿を消している。最近のＦＡＯの

に適応して育てられてきた多くの地方

広がりにつれ、多様な地域の風士条件

一方、優良な改良農業生物の世界的

受けている。

心が高まるにつれて消費者の反発さえ

ていない。逆に、食品の安全性への関

いるが、顕著な成果をあげるには至っ

用による農業生物の改良が進められて

る。先進国ではバイオテクノロジー利

候条件の好適でない地域ではそうであ

踏み状態にある。とくに土壌条件・気

来種の消失は、近い将来の地球環境の

それゆえ増大する人類生存のための水

食料の生産・供給を制約する技術的

激変への対応の選択幅をせばめるもの

ずる可能性がある。このような時、野

な問題としては、二十世紀後半の農業

である。

の地方品種が地球上から消失した。こ

躍的な上昇をもたらす革新的な農業技

革命を支えた高収性農業技術の停滞が

需要をいかに解決するかは、近未来に

術を創造・展開するのかという大きな

最後に問題になるのは、食品のリス

れらの各地方の環境条件に適応した在

課題が人類の前に投げかけられるだろ

ある。肥料・農薬の多投と優良品種の

ク回避および耕地生態系の保全のため

生生物群の聖地を耕地化して人為的な

亭つ。

普及は緑の革命とよばれる、収量の飛

に、持続型農業への移行が先進国を中

直面する重大な問題である。

もう一つの重要な資源問題は、生物

躍的上昇をもたらしたが、最近では足

大絶滅をもたらすのか、単位収量の飛

生産そして人類社会の存続の鍵である

７

めには有効であるが、多肥・多農薬を

全な食料を生産し耕地生態系を守るた

心にして起きていることである。安全
持続型農業または低投入型農業は、安

うに調和させるかは、今後解決のいそ

とやや低収な安全持続型農業をどのよ

る世界人口を前に、多収な高収性農業

うのが普通である。それゆえ、爆発す

の一種ともいうことができる。
一種ともいうことができる。

下で葉温を適域に維持するための液冷

必要とするので、蒸散放熱は強い日射

る。水の蒸発は多量の熱エネルギーを

費する過程であることを物語ってい

すなわち乾物生産過程が水を多量に消８

柱とする高収性農業にくらべて低収で

がれる課題である。

高収性農業のそれの六○～七○％とい

ある。多くの研究によると、収穫量は

では、一霊の乾物（乾燥した植物

体）を生産するのに、植物（作物）は

植物の光合成は緑葉内で行われる

に示すと図３のようになる。図にみら

内に供給される。その様子をモデル的

たは水利用効率）がよく用いられる。

れを表わすのに、つぎの蒸散効率（ま

どれ位の水を放出するのだろうか。こ

が、その主な原料である二酸化炭素

れるように、大気中のＣＯ２（わずか

３．植物生産と水

（ＣＯ２）は大気中から葉内に、水は

層）に達し、それを通過して気孔へと

れている葉面気層（正しくは葉面境界

の測定データが発表されているＳ色‐

産量を表わしている。現在まで、多く

これは、単位蒸散量あたりの乾物生

針小盈亜ｓ評言聴言剛
針小遣亜ｅ煎鰄澱薄剛

流入し葉内へと吸収される。一方、葉

日ですのＰ］ヨヨ》』・ロのｍ・巳題》し烏』の竜》

雑琲違掛Ⅱ

内の水蒸気密度は空気中のそれより高

己麓など）。

て多量な水蒸気を大気中へと放散して

Ｏ２を吸収すると同時に、気孔を通し

る緑葉は、気孔を開いて大気中からＣ

それゆえ、光合成を盛んに行ってい

Ｃ４イネ科作物

る。

結果を要約的に示すと次のようにな

筈、高排雪）を計算できる。それらの

議を生産するのに必要な蒸散量（厨

これらの資料を利用すると、乾物一

いる。このことは、植物の光合成過程

に流れる。

いので、水蒸気は気孔を通って逆向き

層－葉間気層を通って葉面上に形成さ

○・○三六％にすぎない）は、接地気
（内嶋，1987）

根系を通して吸収され茎・幹を経て葉

図３．植物葉によるＣＯ２の吸収と水の蒸散

〆

〆

〆
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（キビ、ソルガム、トウモロコシ、サ
トウキビなど）四ｓ厨升、厨認嘗
Ｃ３イネ科作物

（イネ、ムギ類）墨二噸受、厨紳曾
Ｃ３作物

Ｓｃ富美、厨評替

（ナタネ、ジャガイモ、ワタなど）
Ｃ３マメ科作物

（エンドウ、ベッチ、ダイズなど）

苗藤曾ｓ灘嘗剛

の水供給が抑制されると、作物の乾物

生産過程が撹乱され、全乾物量および

は激減することがしられている。それ

貴蒲索欝Ⅱ

いま、上に示した蒸散必要量と、ロ

ゆえ、水資源の確保は、現在と近未来

収穫係数が減少する。このため収穫量

ⅡＰ罫Ｐ」ｓ値を用いて、収穫物一

の食料生産を左右する最も重要な資源

角鯆癖ｓ寄書排雪郷

少を生産するのに要する蒸散量（少）

問題である。

地表水と地下水は、大気大循環に

４．偏在する水資源

を求めると左のようになる。
勺。巴の］（］垣。②）

は穀類一少の生
少の水が必要と

よって各地にもたらされる降水によっ

産には平均一千
述べているが、上

て掴養されている。降水は海洋からの

『ｇ厨昊、厨辞書

記の値はＣ４イ

距離や大気の対流を強制する山岳の存

このように、作物は自分自身の体を

ネ科作物は別と

在および太陽放射の強度によって強く

でＣ４イネ科作物で最小で、二倍以上

る。その程度はＣ３マメ科作物で最大

作出する過程で莫大な量の水を浪費す

して、勺。ｇ①］

の開きがある。この違いはＣ３作物と

この関係を表すのに、作物生態学の分

農作物は、収穫物の生産過程において

と多くの家畜・家禽類の生存を支える

度）も大幅に変化している。自然植生９

陸地上の気候の乾燥度（または乾湿

ルギー入射量の不均一分布によって、

このような降水量の偏在と太陽エネ

影響される。それゆえ陸上の年間降水

Ｃ４作物との間での光合成機作の違
い、およびマメ科作物では生合成によ
り多くのエネルギーを必要とする油脂

人類の必要とする収穫物は全乾物量

野では下の収穫係数（ｈ）がよく用い

多量の水を大気中へ放出している。こ

ではなく、種実などその一部である。

られている。

上記の説明から分かるように、人類

の推定値より大

１７５０

量は、砂漠域のほとんどゼロから（南

２０００

きい。しかも、

Ｃ３マメ科作物

米のアトカマ砂漠では数十年間降水が

１５００

作物の成育初期

１７００

記録されていない）、ヒマラヤ山脈南

Ｃ３作物

の裸地面や畦間地面からの蒸発を考慮

１５００

・タン白質含量の高いことに関係して

１７００

麓の五○○○涙以上までと広い範囲に

Ｃ３イネ科作物

すると、必要水量はさらに若干増加す

７５０

いる。

８６０

変化している。

Ｃ４イネ科作物

ることが予想される。

ｈ＝0.4

ｈ＝0．３５

識

図４大陸上におけるＲ、｜の地理的分布（Henningの図を１部簡略化）

（光合成活動が盛ん）な地域において

砂漠気候域

水資源の枯渇により
生産力最低

2000mm以上

の乾物生産力に関する研究から、植物

1500～20001,ｍ

10以上

６

高くなることが知られている。

水資源の確保が困難で
生産力は一般に低い

生産力は気候が湿潤で（植物への水補

砂漠周辺の
半乾燥・乾燥気候域

の図から分かるように、高い生産力の

予想される多湿ｌ半湿潤域は赤道直下

これから、地球上の各地域の気侯乾

分布

アフリカ型如ＲＤＩｖ４域に多く

をもつ分布

分布をもつが長い裾

南アメリカ型吸ＲＤＩ八２域に高い

範囲に分布

東南アジア型亜土地はＲＤＩ八２の

れることが分かった。

域は分布曲線の特徴から三つに分けら

５に示されている。この図から対象地

積頻度分布をしらべた。その結果が図

めに、各地域・大陸別にＲＤＩ別の面

図４の様子をより詳細に分析するた

いる。

の熱帯収束帯域と中緯度のモンスーン

７～1０

国巨ご岸。（巴呂）が最初提案し、そ

1000～1500mｍ

気候域そして周極地域とに限られてい

水資源の確保があれ
ば高い生産力

の後巴の尊自によって改良された放射

半湿潤気候域から
半乾燥気候域

る。そして広い大陸の多くが亜熱帯高

２～７

乾燥度（因□目Ⅱ勾己、亀弓、ここで”曰

200～400mｍ

圧帯下の乾燥・砂漠気候域に位置して

低Ｒｎ域：低館産力

は年間純放射量烏Ｃ巴／具、１は水

1000～1500mｍ

いて、水資源の獲得が極めてむずかし

高Ｒｎ域：高生産力

の蒸発潜熱、ｒは年間降水量、四を

多湿気候域（１＞Ｒ
ＤＩ）から半湿潤域

いことが分かる。しかも、人口爆発を

Ｏ～２

用いると、気候の乾湿条件は表ｌのよ

年間蒸発能

かかえる多くの中進国・発展途上国の

植物生産力

うに区分できる。これらの気候帯の大

気候帯の特徴

多くは詞ｏ閂ｖ画の気候域に広がって

ＲＤＩ

陸上の分布が図４に示されている。こ

表１放射乾燥度による気候帯区分（Haral983）

給が容易）、太陽エネルギーの豊か

、
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表２世界の各大陸の水資源比較（km3／年）
大陸

降水量

0．１８

1６，２００

6,200～
6,280

9,530

0．３９

南アメリカ

28,400

10,420～
11.700

1５，１２０

0４１

オーストラリア

7,080

1,970～
2,370

4,390

0．３４

全陸地

119,000

4７，０００

72,000

0．３９

いる。いま、

ソ連ｌＨＤ委

員会（＄ご）と

句ｏｍ５」（』や垣②）

の資料を用い

て、各大陸の

水資源量を示

すと表２のよ

うになる。

表に示され

ている流出量

は次のように

水資源賦存量

とよばれ、最

大利用可能な

水資源量を、

１１

燥度別の土地分布は特徴的な変化をし

16,040

ており、それは各地域の自然植生のタ

4,110～
4,320

イプと生産力、したがって農業生産力

北アメＩノカ

0．４４

14,550

の現状と今後の発展への水資源の制約

22,350

1８，１００

14,100～

の程度を表わしていることが分かる。

アブリカ

0．３９

植物生産に利用される水資源は、天

32,200

4,940

ＯＨＴＡ２０００)．
（）数値は地域平均ＲＤｌを示す。

水栽培においては自然の降水から、灌

アジア

流出率

概耕地では地表・地下流出水（降水に

8,290

蒸発散量

2,900～
3,240

放射乾燥度（ＲＤｌ）別の土地面積分
布曲線の地域間比較（ＵＣＨＩＪＩＭＡａｎｄ

よって酒養される）によって補われて

ﾖーロッパ

流出量

図５

昊噸読貢刺脚
Ⅱ餅其団煎（雨受脚ｌ雑瀕騨脚）
表わしている。しかし、水資源は重要

な環境形成要因であり、多くの野生生

９７５

９０

民生

３００

５０

蒸発損失

２７５

２７５

４，４３０

２，２８５

の各部門別
の水需要量

系そして周辺環境に深刻な影響を及ぼ

○％を大きく超えて河川及び湖沼生態

を考えると、人類の水資源利用率が五

思われる。

態系保全を考えると限度に近いものと

二％が利用されており、環境維持や生

海や黄河流域）。日本では賦存量の二

戸Ｐ＿
『】
に

ｎ

種、そして飼料・緑肥作物四○○種が

は、食物作用九○○種、原料作物一千

して食料をえている。これらの土地に

①Ｎｌロエハ、□中心｛
ち、二斗く●、

①且ａＸ

。←□←。△申や禎孕猟

尹旦」□ｍ升到村杓

ＥＣ⑪ロメｏｍＫや砧

。←ｏぢ。薊三ｍｍ八八Ｒ

□シ□ｍｍｏＣピわゃ汁

①ＣＣＵ」ロヮコ、型什ｃ｛わ

Ｅコニｇｏ叩く福会式

い一□○・斗ｑ－－村

①云匡汁到やい

狸．亡ロ①Ｑ計詠徐Ｉ型

ⅥＥｏｍｍｘｐＡ＄八や

⑭□①ＱＸけい二八Ｈ

している地域もある（例えば、アラル

５．生産に必要な水資源量

５凸３２

一Ｐ｜■』』

図１で示したように、人類は一三・

６

水資源の偏

八億鯵の耕地と一・三億沙の永久作物

叶、入｛。Ｅ］咽潤釧鴎型

言．。一己・一ゼコロ・」：｜」・妾

在と消費地

畑そして一七億鯵の草地・牧野を使用

図６．世界の人類を扶養している15作物の年間生産量
（ＦＡＯ資料より作成）

物の安全な生息場所でもある。それゆ

工業

ｎ,-，

InnI:霞

え、人類はすべての水を利用可能な資

１，８７０

と消費量を
上のように
推定してい
る。

陸地全体
としてみる

と、総流出
量の一○％
弱を使用し
ているにす

□ Ｃ３－ｃｒｏｐ
鰯 Ｃ４－ｃｒｏｐ
のかたより

ぎないが、

(1995-1997）

源と考えることはできない。

２，８８０

勺。、寺の」ら（巴＆）は、一一九九○年

農業

計

推定消費量(ｋｍ３／年）
推定需要量(ｋｍｌＩ／年）

1２

食料生産と水資源

に、世界人口の増勢は鈍り、常識的シ

ナリオよりやや下回ると予想されてい

ことが予想される。
【の。（］巳］四ロニロョの日。』（｝老」）は

る。それでも人口増と所得水準の上昇

2４

2８

3２

人当隼産量（kg／人･年）

192

280

４１０

栽培されている。しかし、人類の食料

を考えると、現在の一・四倍の穀類生

1．７０

生産のなかで大きな役割を果している

二○五○年の食糧シナリオとして表３

1．１２

のは、図６に示す十五作物である。

1，１９

の水量となる。地球気候の温暖化にと

ⅡＣ・韻でＰ］色百勢、ロⅡＣ・ちで回さ］百国

ための消費水量も一・四倍、すなわちげ

億トンの穀類生産が必要で、作物生産の

な二○五○年食糧シナリオでも、二八

以上のような事情であるが、常識的

になるだろう。

り、地面蒸発は大幅に抑制できるよう

しかし、点滴灌概法などの採用によ

な改善はかなりむずかしいだろう）。

的機能に関係しているので、その大幅

散効率は植物の光合成活動という基本

の改善はあまり考えられていない（蒸

よって主としてもたらされ、蒸散効率

乾物生産力の増大と収穫係数の増加に

すると仮定されている。これは作物の

り約一・七倍（四・五二トン／鯵）に上昇

平均単収は現在（二・六五少／鯵）よ

進歩によって多くの技術が開発され、

る。今後五十年間における農業科学の

産（二八億トン）が必要と推定されてい

を発表している。

潅概地

この十五主要作物の年間生産量、作

8．４５

少子化傾向と感染症の広がりのため

6．２０

物種の特徴および生産必要水量のデー

穀類総生産量（億ﾄﾝ）

タを用いると、収穫物生産のため作物

群の年間消費水量は次のように試算で
きる。

ただし、この数値は作

物葉からの蒸散活動に
よって失われた水量だけ
を考慮したものである。
それゆえ、作物の発芽。
成育初期における地面蒸

発および成育後の畦間蒸
発を考えると、すでに述
べたように一○～二○％

増える可能性もある。上
の蒸散損失量を表２に示
した各大陸の蒸発散量と

比較すると、全陸地では
⑰．』（ずⅡＰ』）１９］（宮

耕地の集中し生産量の多いヨーロッパ

ⅡＰ韻）％とわずかであるが、多くの

ｈ＝０．４０：38,579億ﾄン（＝3,858km$）

・北アメリカ大陸では二○％に達する

1３

7．０４

(億ｈａ）

全体
穀類栽培耕地

7８
100
130

世界全人口（億人）

楽観的シナリオ
常識的シナリオ
悲観的シナリオ

1994を単純化）

2050年の食糧シナリオ（kendallandPimente
表３

ｈ＝０．３５：43,857億ﾄン（＝4,386km3）

もなぃ降水量も数％増加するといわれ
なってくる。

からの水の放散Ｉ蒸発散量は増大し、

一方、温暖化に伴って地面・植被面

水量をまかなうには、莫大な水量を流

河川流出量は減少することが予想され

ているが、Ｔ四倍に増大する生産用
出水量から耕地に導くことが必要に

ている。それゆえ、常識的な食糧シナ

リオでも、その達成には水資源の確保

という大きな難関が控えている。

I‘

〆

高齢化社会と社会保障政策

三人に一人が六十五歳以上にな
るという年齢構成の変化という
問題に分けて考える必要があ
る。総人口数のそのものの増減
については、その社会的なメ

リット、デメリットについて議

論があるが、年齢構成の変化は
社会保障を中心に大きな問題を
引き起こすことは確実である。

六十五歳以上の高齢者が人口に
占める割合が高くなるという高

齢化は先進国共通の現象である

５

３

０

３

度）

２

５

０

２

６５崖以上人口比率の最商価（程

高齢化率が１０から20％に上昇するに要する年数(高齢化のスピード）

高齢化社会
１．加速する少子・高齢
日本の一九九九年の合計特殊出生率

は一・三四となり、国立社会保障・人
口問題研究所の中位推計の一・三八よ

り低位推計の一・三二に接近してい
る。国立社会保障・人口問題研究所は
一九九七年に出生率について中位、高

位、低位の三通り仮定を置いた人口推
計を行っている。中位推計では、合計
特殊出生率は二○○○年に一・三七九
と最低値になり、その後上昇に転じる
と予測しているが、’九九九年時点で

すでにこの水準を下回っている。

が、図１からも明らかのよう
に、日本の高齢化はその程度も

深刻であるが、さらにそのス

１５

少子・高齢化の問題は、二○○七年

をピークに減少に転じる総人口数の問
題と、二○五○年のピーク時において

(９６)・(図表2-1)各国の高齢化の進展

9５

8５

7５

６５

5５

4５

3５

2５

1５

アー
図１

化

4０

1５

務残高を抱えたまま本格的な高齢化社

また、日本は先進国中最悪の政府債

担をめぐる利害の調整が困難になる。

間で高齢化の問題が顕在化し、その負

る。そのため、他の先進国よりも短時

ビードが速い点も注意する必要があ

意味する。

政システムのリスクが上昇したことを

齢化の「加速」は人口の変動という財

の出生率が中位推計を下回る少子・高

推計に基づいて計算されており、実際

の経済・財政見通しなどの多くが中位

がない。公的年金の財政再計算、政府

昇しているという関係が確認されてい

口の低下を補うように労働生産性が上

なるが、国際比較によって、労働力人

ように労働節約的な技術革新が必要に

ため、労働力の需給ギャップを埋める

労働需要は一層強めるであろう。この

因によって家計の総支出額は二○一○

ている。年齢別世帯構成および人口要

計の支出がどのように変化するか示し

に、年齢別世帯構成の変化によって家

現在の世帯主年齢別の支出行動を前提

に基づいており、支出総額の動きは、

省雇用政策研究会二九九九）の推計

示している。労働力人口の動きは労働

人口の見通しと家計支出総額の動きを

図２は二○○○年を基準とした労働力

場を通じて日本経済に影響を与える。

療、娯楽などのサービス分野の成長率

変化もある。高齢化によって保健・医

帯構成の変化による家計の需要構成の

迫する可能性がある。また、年齢別世

ミングのズレによって、労働市場が逼

よりも早く来ることになり、このタイ

労働供給のピークは労働需要のピーク

二○○五年をピークに減少に転じる。

高齢者層が増えるため、労働力人口は

するものの、相対的に労働力率の低い

人口は高齢者や女性の労働力率は上昇

きをする可能性が高い。一方、労働力

を前提にすると、労働需要も同様の動

よって経済全体の貯蓄率は急激に低下

ル的な貯蓄行動を行えば、高齢化に

後それを取り崩すというライフサイク

る。家計が現役時代に貯蓄を行い、老

高齢化は資本市場にも影響を与え

る必要がある。

行を改革し、労働力の効率配分を進め

の流動性を高め、年齢差別的な雇用慣

労働力率を引き上げながら同時に労働

ギャップが拡大する。高齢者や女性の

年者を中心とした求人が存在し、需給

た大量の失業者が存在する一方で、若

に変化がなければ、高齢者を中心とし

うな若年労働者に偏った労働需要構造

働者の急増が発生するため、現在のよ

おいて若年労働者の急減と高齢労働労

る。しかし、労働力人口の年齢構成に

ることから十分に技術革新は期待でき

特徴は労働集約的であり、全体として

会に突入する点も、考慮しないと高齢
化社会における社会保障改革は実効性

２．高齢化と曰本経

年までは増加し、二○一○年をピーク

が特に高く、これらのサービス産業の

アー

に減少に転じる。現行の生産システム

高齢化は財市場、労働市場、資本市

済

1６

高齢化社会と社会保障政策

人ロ構造の変化による消費と供給の変化
1.05

０．９５

重i譲薑M１

することになり、蓄行動は観察できないという制約があ

増加による財政赤字の拡大をファイナ

しながら、高齢化に伴う社会保障支出

ても十分に補われず、結局、貯蓄制約

国際金融市場における資本流入によっ

であろう。こうした資本供給の制約は

の貯蓄率は現在より減少するのは確実

で、政府部門を通じる形でマクロ全体

ンスするため所得移転が増加するの

資本形成を阻害する。また、高齢者の貯蓄行動は就業の
る予測もある。し有無や所得階層によって大きな違いが
かしながら、日本あり、無業、低所得階層はラィフサィ

においては純粋なクル的な貯蓄行動をするが、有業、中
ライフサイクル貯・高所得階層ではライフサイクル的な

蕾モデルは成立し貯蓄行動をとっていない可能性もあ
ないという指摘もる。こうした点を考慮した上で、年齢

によって投資が抑制されてしまう可能

性が高い。

以上、高齢化によって労働供給、資

本供給が経済成長要因として期待でき

なくなり、技術進歩のみが経済成長の

エンジンとなる。

３．社会保
の再構

将来受給を期待できる社会保障給付の

とって、負担した社会保障費用より、

担されている。この結果、若年世代に

費用のほとんどが現役世代によって負

付の六四％は高齢者向けであり、その

のが社会保障制度である。社会保障給

高齢化によって、最も不安定になる

ジー

あり、将来の日本別世帯構成・人口要因によって家計の

の貯蓄率について貯蓄率がどのように変化するかを計算
は議論が分かれてすると、一九九九年から一一○二○年に
いる。特に同居高かけて貯蓄率は一一％弱低下するが、そ
齢者の貯蓄行動にれほど大きくない。貯蓄率の高い就業
ついて、データ上高齢者の数が増加すれば、貯蓄率の低
も子供が世帯主に下はより緩やかなものになる。また、
なった社会

なると高齢者の貯少子高齢化によって意識されるように

。研研教講師の閣勧蝿窕弘一”剛球膣保障制度へ

ある。しか

『》一一一》》一》一》一》》一（》》

1７

築障

-←家計消費
-←労働力
１

0.9

2０００２００５２０１０２０１５２０２０
図２

空洞化の原因が、保険料負担能力では

洞化の急激な拡大によってもわかる。

つある。これらの動きは、国民年金空

公平性」に対する不満も大きくなりつ

方がはるかに小さいという「世代間の

て、人口変動にあわせた給

ある必要がある。したがっ

代が受け入れ可能な制度で

維持するためには、将来世

社会保障制度を安定的に

年に減少に転じる。｜方、高齢人口の

費は減少、現役層の医療費も二○○五

けると、少子化の影響で子供層の医療

医療費を子供層、現役層、高齢層に分

％程度であり、厚生省や医師会の推計

しかし、国民医療費の増加率は毎年一

超え、総医療費も三六兆円に達する。

費が総医療費に占める割合は六○％を

つづけ、二○二○年には高齢層の医療

図４

増加によって高齢層の医療費は増加し

療費の変化を見てみよう。

る。人口要因のみによる医

改革を終了させる必要があ

あるので、それまでに医療

を利用するのにやや時間が

の世代が本格的に老人医療

方、医療については、団塊

時間がなくなっている。一

を抑制するためには十分な

れ、団塊の世代の年金水準

ない。特に年金改革が遅

給付の引き締めは進んでい

成長期に拡大した社会保障

ある。しかしながら、高度

付と負担の見直しが必要で

印池『臼四列恒鞠胆已

悪寸甸四句便燃麿『

悪ママｊ灸騒＆

魂山③》【凹勾ＲＭ壁

なく、年金制度への不安である。図３
参照。

０５ｉ

国民年金未納の理由
図３

１８

高齢化社会と社会保障政策

準を維持しながら、高齢期における医

年金の支給額については、ほぼ現行水

険、年金中心型社会保障制度である。

種類の考え方がある。一つは社会保

社会保障改革の方向性については二

よって抑制できることがわかる。図４

る診療報酬や薬価を工夫することに

における医療費問題は、供給面に関す

と、五一・三兆円になる。高齢化社会

部分の医療成長率を二・五％とする

療の成長率を一・五％、現役、若年者

と、六四・九兆円に、さらに高齢者医

一一一・四兆円に、同じく三％成長とみる

ると、二○二○年には国民医療費は五

診療報酬改定による成長率を二％とす

慮していないためである。技術進歩、

といった価格要因や技術進歩要因を考

よりも小さい。これは診療報酬や薬価

疾病などのリスクそのものを小さくす

く、個人の努力によって退職、失業、

論）かという二者択一の議論ではな

家論）か小さな政府（セーフネット

に進むにしても、大きな政府（福祉国

んでいく可能性も高い。いずれの方向

め、帳尻合わせ的に、年金中心型に進

が、実際には、諸改革が遅れているた

付型の方が優れていると考えられる

する対応能力を考えると後者の現物給

る考え方である。個人の不確実性に対

高い医療・介護は公的給付を充実させ

年金の比重を高め、一方、不確実性の

は、公的年金をよりスリム化し、私的

必要額を予測できる老後所得について

・介護重視型である。個人がある程度

一方、もう一つの考え方は、税、医療

実、税制上の優遇措置が必要になる。

費用をカバーするような民間保険の充

仕組みに切りかえる必要がある。

の変動に対して少しでも安定性のある

社会保障、税制に組み込み、人口構造

保障能力を強化するインセンティブを

的資本強化の支援を行い、個人の生活

育・教育・職業訓練と続く連続的な人

への支援による生活習慣病の予防、保

税制上の優遇措置をし、健康維持活動

下の世代に対し、集中的に私的年金の

渡期において負担が集中する四十歳以

準備期間があり、人口構造の変動の過

ことになる。特に、高齢期まで十分に

を促すような「第三の道」を追求する

会保障、公的支援によって個人の自立

ニーズ原理から努力や責任に応じ、社

の中心原理である応能負担や給付の

る必要があろう。これまでの社会保障

るように、国民を動機づける制度にす

４．高齢化するアジア
曰本の

図５でもわかるように韓国・シンガ

問題が深刻なのは日本だけではない。

療、介護等の保険料、自己負担を現役
世代なみに徴収するという考え方であ

な減額に他ならない。この形の社会保

以上、日本の少子高齢化への対応を

る。介護保険のように保険料を年金天

障を進めるならば、自己負担部分や社

検討してきたが。二十一世紀、高齢化

引きという形で行えば、年金の実質的

会保険給付でカバーする以外の部分の

１９

５０５０５０５０

爵ヨロく■⑪⑩

でも韓国とシンガポールが少子高齢化

よ’．

゛９

，少､

霧叶

すＩ。

寸一’○一

寺句ＩＣ園

齢
葛と団年

成
さ－ｓ構

菌と、比

すのＩＣの

マトとト

＋○ｍ

で日本を追いかけることになる。（図

対

皿犯加拠狙皿鯛鯛“皿０
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弱一章

が、二○五○年には軒並み二○～二五

韓国の年齢構成の変化(構成比）

ポールなどのアジア諸国では六十五歳

ろロ

マトＩＣＦ

マ①と①
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シンガポールの年齢構造の変化(構成比）

以上人口比は現在でこそ五％強である
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高齢化社会と社会保障政策
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労働力率
図９

日本･韓国･シンガポール年齢別出生率

６、図７参照）

特に韓国は女性の就業行動（図８）、
出生率（図９）など、日本と似た動き
出生率（図９）
を示してお

り、さらに社

日本･韓国･シンガポールの女性の就薬行動

会保障制度の

仕組みも類似
している。日
本の高齢化社

会における維

持可能な社会
保障体系の再

０００００

２１１

０５０５

０００００
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年齢

構築への試み
は、二十一世

紀に高齢化を

経験する他の
アジア諸国の

社会保障制度
構築にも参考
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図８

わたくしのような若輩

のが偽らざるところです。

脅えるばかりでなく、日本の将来に対

わった経験からも、ここ

官として文部行政に関

し、とくに最近は政務次

心を懐いておりました

常々教育について強い関

だ借越ではありますが、

先生がストライキを起こして授業が中

境に育ち、小学生の頃などは、学校の

し自身、さいわいにも恵まれた家庭環

送れるようになった時代でした。わた

由しなくなり、比較的安定した生活を

の日本人が食べる６の着るものに不自

けていた昭和四十年の生まれで、多く

う民主主義の規範には、当然、責任、

追求されてきた人権、自由、平等とい

のすみずみまで晴一伝され、主張され、

らないのは、戦後五十数年、日本社会

かし、その中でとくに考えなければな

であるのは申すまでもありません。し

だけの問題ではなく、社会全体の問題

青少年の非行や犯罪がひとり若年層

する不安を隠しきれないでいます。

に不明を省みず自らの信

止になると、友だちといっしょに大喜

規律、義務の裏付けが伴うということ

わたくしは日本が高度経済成長を続

ずるところを披瀝したい

びしたものでした。

が教育を語るのははなは

との思いで、あえて筆を

ら手をつければよいのか

あって、はたしてどこか

種々さまざまな視点が

あり、解決策についても

の教育現状は問題山積で

した。じっさい、わが国

たたかわす機会がふえま

接顔を合わせて教育論を

さんや教職員の方々と直

まで以上にご父母のみな

て以来、当然ながらこれ

文部政務次官を拝命し

が続発するのか、国民は身近な事例に

されています。なぜ、そのような事件

顔負けの凶悪犯罪が連日のように報道

陰湿卑劣をきわめる蜜一位はては成人

若者たちの信じられないような非行、

少女の傍若無人な振る舞い、ふつうの

言うまでもありません。加えて、少年

情報の氾濫のせいばかりでないことは

ているのはあながちメディアの普及と

況を見れば、教育現場で問題が激増し

在したと思います。しかし、今日の状

め、不登校、学級崩壊などの現象は存

今深刻な社会問題となっている、いじ

そのような「良き時代」にもすでに

ゴールのときにあまり差が出ないよう

て速い順にグループをつくり、本番で

る、あるいはあらかじめタイムを計っ

子どもたちに順位をつけない方針をと

ものの徒競走を行うとき、走り終えた

ら、たとえば、小学校の運動会につき

平等あるいは公平について言うな

はありません。

みるとき、伍促たる思いがないわけで

すわたくしも、自らの生活と行動を省

向に進んでいると思うのです。かく申

面であるべきものがまったく別々の方

の権利と義務との、いわばコインの両

であります。にもかかわらず、これら

執った次第です。

困惑しきっているという
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日本の教育を考える

すべての人間が平等であり、公平に

た。

が返ってきたのに驚いてしまいまし

だから公平にしなくては、という答え

理由を問うと、負ける子がかわいそう

工夫する学校が多いと聞きます。その

反省や達成感など、豊かな感情を育て

信や敬意、努力や忍耐、満足や失意、

よって、個人の資質や能力の相違、自

う、さまざまな経験をさせることに

調し、助け合うべきところは助け合

ころは競わせ、協調すべきところは協

た、体験学習から触発されるものは、

まやさしいものではありません。ま

の子どもたちが自発的にできるほどな

いやる心を養うのは、遊びたいさかり

在を知り、苦痛を理解し、悲しみを思

ンティア活動を通じて社会的弱者の存

効があるものなのです。まして、ボラ

のかけがえのない財産となるはずで

て行くのが真の教育だと、わたくしは
故小渕前首相の提唱により設置され

す。これを「徴兵制への準備」などと

扱われるべきことに議論の余地はあり
子がかわいそうだから順位をつけない

た教育改革国民会議において、青少年

批判するのは飛躍もはなはだしく、わ

子どもたち一人ひとりにとって将来へ

というのが学校の方針であるなら、子

による奉仕活動や体験学習の義務化が

たくしは理解に苦しむばかりです。

思うのです。

どもたちはいったいどこで喜びや悔し

論じられていますが、わたくしもこれ

ませんが、運動会での徒競走で負ける

さといった人間の自然な感情を育むこ

には諸手を挙げて賛成します。

なっていると言われる今日、成長段階

いずれにしても、人間関係が希薄に

ではないとの反論もあります。は

のであって、けっして強制すべきもの

りあくまで自らの意志によって行うも

他方、ボランティア活動は文字どお

ての子どもが学校に通えるわけではな

は、かつてのようにかならずしもすべ

能力と価値観が混在する今日の状況で

しかに、児童生徒や父母の側に多様な

についても同様のことが言えます。た

学校教育の場で教える立場の教職員

とができるのでしょうか。

にある子どもの頃から競わせるべきと

ては奉仕活動の義務化は徴兵制へ

かった時代に比べて、教職員の苦労は

し、それとても、教職員の質的向上を

の準備だと批判する声さえ聞こえ
しかし、知識や学力を身につけ

要求することが許されない理由にはな

並大抵のものではないでしょう。しか
ることだけが勉強ではありませ

定授業科目の履修と学校での教育実習

新しい教職過程では、大学等での指認

らないと思うのです。

とは、半ば強制してこそ初めて実

規律やルールを守る訓練をするこ

ん。若い日々に集団生活を通じて

てきます。

●小此木八郎<おこのぎ.'まちろう＞
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<現職>衆議院蟻員、文部政務次官、青年
に関する特別委員会委員長、衆議
院商エ委員理事、自民党文教部会
1965年神奈川県生れ

副部会長
<学歴>玉川大学文学部卒業
〈職歴>衆議院蟻員小此木彦三郎秘書
渡辺美智雄副総理兼外務大臣秘書
官

免許の条件とするだけでなく、地域や

世話をする体験をあらゆる種類の教職

施設や養護施設でお年寄りや障害者の

そこで、わたくしは提案したい。介護

にはほど遠いと言わざるをえません。

の競争と選抜であっては、抜本的解決

しかし、これとても知識と学力のみ

されます。

め、結果として質的に向上すると予想

と淘汰と選抜のプロセスを免れぬた

入口がますます狭く厳しくなり、競争

た。一方、少子化によって教育職への

して義務づけられるようになりまし

時間の「介護等の体験」が必修科目と

に加えて、免許の種類によっては相当

す。

分かち与えることができると確信しま

野を広げ、生きた知識を子どもたちに

いなく社会の一員である学校教師の視

の体験が血となり肉となって、まちが

人間関係を築くのか。こうした実社会

上司や同僚とはどのように付き合い、

意思決定の過程はどのようなものか、

のように議論し妥協点を見出すのか、

はどのように接すべきか、会議ではど

質管理され、販売されるのか、顧客と

うにして企画開発され、製造され、品

の従業員として勤務し、製品はどのよ

でも、メーカーや商社、銀行や流通業

ざるをえないでしょう。たとえ短期間

人教育の実践にはほど遠いものになら

るのは言うまでもありません。

のマナーをきびしく教え込む必要があ

感を与えない人間に育つよう、最低限

人に迷惑をかけない、公共の場で不快

て、あふれるばかりの愛情の中に、他

ションを大切にしたいものです。そし

る、そういう親子間のコミュニケー

お話をし、あるいは本を読んで聞かせ

日十分間でもいい、膝の上に乗せて、

親または父親が赤ちゃんを、たとえ一

・スタートなる言葉もあるように、母

ずるのはむずかしいのですが、ブック

情を抱えた家庭環境について一概に論

会人としての常識に欠けることはよく

一般に学校の教師は視野が狭く、社

会人体験を義務づけることです。

に就く前に、｜年間、民間企業での社

場での交流を促進する。さらに、教職

のみ押し付けがちの風潮も、問題視し

時に、子どもたちの教育責任を学校に

ことが期待されています。しかし、同

に、情熱をもって心身を厳しく鍛える

者には、将来ある子どもたちのため

もとより教育という「聖職」を担う

を薦めたいのです。学校では先生や友

うるさく注意して身につけさせること

家庭でも学校でもきびしく、あるいは

もまして、きちんと挨拶をする習慣を

かわることですが、わたくしはそれに

まって例に挙がるのが電車の座席にか

青少年のマナーを論ずるとき、き

多様化の一途をたどり、それぞれの事塑

た、かつてのそれとは大いに異なり、

自然環境など校外で子どもたちが集う

指摘されることです。ましてや大学で

人に、おはようございます。こんにち

だちに、地域にあっては顔見知りの隣
子どもの教育は胎児のときからとい

は、と挨拶をするだけでなく、公共の

なければなりません。

どもの教育に当たるというのでは、基

う極論もあります。家族の状況もま

の教職課程を修了後、直ちに現場で子

礎学力の指導はできても、いわゆる全

ざいます、ごめんなさい、失礼しまし

しても、必要に応じて、ありがとうご

場において初対面の人、赤の他人に対

さに言えば、文明人として扱われなく

会での孤立化につながり、少しおおげ

いうエチケットを軽視するのは国際社

民性や文化の違いのせいにして、こう

たと言えるかもしれません。

深刻な結果を生み出したことはなかっ

が、ある意味で教育の荒廃が今日ほど

実践していこうではありませんか。

全員で真剣に検討し、できることから

だれの提言であり、｜つひとつ国民

た、など、たんなる会釈でなく、かな

なる恐れさえあります。
課題であることに変わりはありません

いつの時代にも教育が国家の最優先

らず声を出して言葉で挨拶をするので
す。
ポーダーレス時代と言われる今、国

論じていかなければならないだろう。

には、これに環境のセクターを加えて

人口と開発’二十一世紀日本を語る

自然海岸の大方は消滅した。最後に残

の貴重な東京湾の二二％をも埋立て、

に目前の漁業の宝庫、万民の海として

出した地位と化した。この過程で次第

になった一九五八年の本州製紙事件な

の公害法・水質二法を制定させる契機

後の浦安調査に始まる。わが国初めて

院生の時に地下鉄東西線が開通した直

東京湾との関わりは、三十年前の大学

宋占小の唱憩児ョ媚．《。．

貝斐關７｜｜ＣＣＣ生，●九円

’九二○年、わが国東京圏（｜都二

る三番瀬と盤州干潟が、その保全をめ

ど浦安漁民の海を守る闘いや漁業権全

定価六○○○円

県）に居住する人口は七五八万人、全

ぐっていま正念場となっている。
や干拓はダム、道路と並んでそのさい

公共事業の見直しが進む時、埋立て

開発など東京湾の開発と環境の攻防の

らの東京港や京浜、戦後京葉の埋立て

面放棄に至る過程、さらには江戸期か

である。

二十世紀を骨太に、実証的に論じた書

たる対象となっている。

はんず

国のわずか一三％であったのが、八○

年を経た今、一一一三○○万人、二六％も
の人口が集中分散する。

東京は、日本の首都であるのみなら

著者の若林敬子さんは、中国の人口
問題の研究で知られる社会学者だが、

2５

ず、中枢管理、情報、金融の一極集中
も進み、世界都市トウキョウとして突

’

中 野謙二
東海大学外国語教育センター教授

ここへきて中国の北部一帯から、水

不足の深刻化を警告するニュース、情

報がずいぶん伝えられる。「北京、水

不足で計画給水Ｃ「乾いた黄土に潤

いを」「空も水もｌ荒れる国士」

「砂漠化で遷都の危機？」などなど。

いずれも二○○○年に入ってからの新

聞報道の見出しである。この夏、河北

省承徳の世界遺産「避暑山荘と外八

廟」を訪れた学生からは「山荘一帯の

湖が干上がってカラカラでしたよ」と

聞かされ、ビックリもした。水不足

が、山柴水明の風光をも消し去ったの

である。

首都北京が「遷都の危機？」ｌと

の報道（同年八月の米誌ニューズ

ウィーク』アジア版、八月十七日『毎

日新聞』による）は、あまりにジャー

ナリスティックで非現実的かも知れな

い。しかし、根拠のない話ではない。

同誌によれば、北方から北京へ向け毎

年三・五キロのペースで砂漠化が進行

しており、三十五年後には北京に到達

するという。五月中旬、内蒙古自治区

ならびに河北省を視察した朱鎗基首相

2６

深刻化する水資源不足

中国の水不足地帯

り

が、砂漠が徐々にな理由は、地球温暖化と降雨の減少、

はさまれた川筋の平地は、見渡す限り

によると、川の水は枯れ、両側の山に

池や小川が消滅して干上がった。堆河

指摘だと、「ここ数年で中国の数百の

チ研究所のレスター・ブラウン所長の

環境問題に詳しい米ワールドウォッ

の最大要因だそうだ。

「文化大革命」中の乱開発が、砂漠化

丘の圧力でつぶされそうな家もある。

一面の砂地。どの家も砂に囲まれ、砂

北京に近づきつつラニーーーャ現象による強風の発生、そ

ょある一」とを確認、して近代化にともなう土地の乱開発、
日

２「砂漠化防止を一過放牧、水資源の乱用にあった。これ

月

ｍきない」と、警鐘の蒸発を早め、植生を破壊、砂漠化を

０

轌刻もゆるがせにで『ｂの要因が重なりあって、土壌の水分
２

卸を乱打したのも事広げたのだった（『北京週報』一一○○
○年十八号「砂あらしの被害と教訓」

北京市民の飲用水はこれまで、おも

これより先、華から）。

醗実である・
ｒ

朝

北地方の沙塵暴

景舌翁話芸芒菫盆

鰯北河をIこかダて

雛：鑿；

鱸鴉窪ｆｉ菅菫

ト州か潮方いと続

１満ムと北とあが

た。北部平野部の地下水の水位低下は

は九七年に大干ばつに襲われ、水流が

自約・大密｡、ば＋

ひどく、一年に約一・五メートルずつ

九年一一月十一一一日『読売新聞』二○○

○年五月九日など）。

「泉城」と呼ばれる山東省済南市内

の趙突泉（ほうとつせん）などが湧出

を止めて久しい。承徳の避暑山荘もこ

れに該当しよう。が、観光地であれば

まだ被害は少ない。この春の北部から

中南部にかけての干ばつ被害は農地千

二百四十万ヘクタール（全耕地面積の

２７

（｜人当たり年間水資源一一千弐未満）

治百そ馬雲三，四

黄海に到達できない曰が三カ月間続い

族ら河のうこけし

（砂あらし、わがに官庁ダムと密雲ダムに依存してき

短期大学教授

低下している。北京では九九年、二・

<主な著暫＞『新北京歳時記」1981年東方
番店、「中国概鎗新版」1996年有
斐閣、『中国の社会構造」1997年
大修書店など多数。

五メートル低下した」ｓ毎日新聞』九
〈最終学歴>東京外国鰭大学中国語科卒業
〈職歴>毎日新聞社入社、ソウル香港、
北京特派員、鯰説委員、国立高岡

国では黄塵万丈の表現で古くから知らた。ところが官庁ダムは上流の水質汚
れる）はこの春異常に激しく、三月一一一染から飲めなくなり（一九九七年一一
日から四月中旬にかけて十三回も吹き月、水供給システムから除外）、密雲
荒れた。例年に比べて早く発生、強ダムの貯水量も年々減少して現在わず

●中野謙二<ながの.けんじ＞

く、広範囲で、頻度も多かった。おもか八千万立方メートル、例年の十ない

1931年富山県生まれ
く現職>東海大学外国鱈部教授

甘粛省蘭州市内を流れる黄河
ｌこのあたりはまだ水迩も豊富な
のだが’二○○○・九・五写す

『中国青年報』）たりした。

まで報じられ（九八年七月二十一日

万人と家畜千七百六万頭が飲料水不足

実はこの九月、甘粛省蘭州郊外の劉

約一三％）に及び、住民二千百四十七
に見舞われたとの報道合読売新聞』

水にあて、農作物被害も最小限にくい

出資して井戸を掘り、十四万人の飲用

せたさい、全村で八万元（約百万円）

の上流）が断流、村の貯水池も底をみ

の農民が百年来の干ばつで汝河（堆河

十一期の水資源特集で、河南省汝陽県

中国の『半月談』誌は二○○○年第

と、各種データを調べてようやく判明

る。なぜなのか。この謎は帰国のあ

不足など別世界のことのように思われ

炳霊寺石窟に遊んだりしていると、水

んなダム湖に快速艇を走らせ、遺跡の

かも上流だけに、青く澄んでいる。そ

は満々と水を湛（たた）えている。し

た。断水騒ぎの黄河も、このあたりで

家峡ダムを訪れて意外の感に打たれ

とめたケースを紹介していた。大変な

した。

五月三十日）がある。

労苦と出費だが、これにしたって一時

及んだ。新聞には干上がった黄河を横

は二百二十六日間、長さ七百キロにも

五十三日、一一一百キロに広がり、九七年

さだったのに、九○年代前半は年平均

まだ年平均七・四日、百五十キロの長

二年、河口付近で始まり、八○年代は

おくと、下流が干上がる断流現象は七

や旧聞に属しようが、ここで概括して

水不足にともなう黄河断流は、いま

が減り、上中流域での用水塁が増えれ

されているのである。これでは降雨量

の水は九五％まで活用されるべく計画

捷」から）。なんのことはない。黄河

年七月十日「解決黄河水問題迫在眉

ルもある（『瞭望新聞周刊』二○○○

らの総容量は五百四十七億立方メート

千百余のダムが建設されており、それ

いは飲用水とするため、流域に大小三

方メートル。この水を農工業用水ある

黄河の総流量は現在約五百八十億立

断する農民の姿が載ったり、「二○二

ば、とたんに断流が起ってむしろ当然

的な対応策にしか過ぎなかろう。

○年には内陸川に」との専門家の予測
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あげて黄河の水を高台に汲み上げ、新

報じた。十台の大型ポンプがうなりを

治区における砂漠緑化計画を現地から

わが国各紙の北京特派員が寧夏回族自

断流騒ぎさなかの二○○○年六月、

れる、田畑へ水を

概方式が古く（多くは「漫灌」と呼ば

域の青海、甘粛、寧夏、内蒙古では灌

農業用に使用されているのだが、上流

る。例えば、黄河の水の九二％までが

で、節水観念に乏しいと指摘されてい

ないが、上中流ほど水使用がルーズ

十五・四億立方メートルなどと用水量

内蒙古五十八億立方メートル、河南五

があって、山東七十億立方メートル、

に政府の決めた「黄河水量配分基準」

る。それというのも、中国には八七年

そのもとにおける浪費防止作戦であ

当面の対策は、黄河の統一的管理と、

省区 青海 四)'１ 甘粛 寧夏 内蒙 険西 山西 河南 山東 河北 総計

であろう。

設の用水路に流し、乾ききった荒れ地

このため「黄河法」といった立法に

を省区ごとに決めているのだが、水利

ＤＰ当り用水量は

よって政府の全面管理を実施、そのも

自然に流人させる

を農業地帯に変えつつあるというの

下流域の河南、山

とに①水資源配分を合理的かつ均等

省の下部機構たる黄河水利委員会に

東の二倍という。

化、②価格の再検討（現状は「黄河の

灌概方式）で老朽

だ。開発総面積千三百平方キロ（伊豆

西北地区の農業用

水千トンでミネラルウォーター一本」

は、配分と監督する権限も手段もない

水は全国用水量の

といわれたりする）、③滴灌（作物の

化しており、利用

大島の十五倍くらいの広さ）、これに

一六％なのに、農

根もとだけへの灌概方式）など近代的

（『人民日報』九八年十一月十三日

業付加価値は全国

農法の導入、④工業用水にしても一度

効率は三○ないし

よって二十万地域住民の生活をレベル

の一％にしか過ぎ

だけの使用でなく、循環使用を普及す

「黄河、懸在人椚心頭的河」）。

ない、との批判も

く岫朏鮎酬』ⅧⅦ“鰄鮒ⅧⅦ、轡旅純卵

いる。

る、などの措置をとるべきだとされて

も強調されている

ら、現在なにより

こうした関係か

ある。

四○％、しかもＧ

アップするほか、新たに八十万人の移

民を受け入れるという合毎日新聞』
六月二十一一日ほか）。

各紙が同一プロジェクトを共に取
材、相前後して報道したのは、西部大
開発をＰＲする中国側の「売り込み」

があったからであろう。確かに規模雄
大な開発計画には違いない。ただし、

水洞れに悩む下流域の住民が、この工

370
55.4 70.0 20.0

38.0 43.1
30.4 40.0 58.0
0.4

水量 14.1

事をどうみていることか。

水資源の使用をめぐっては、古くか

ら上流域と下流域での利害対立、抗争
があとを絶たない。黄河流域の場合、

後述する政府規定もあってそれ程でも

1987年中国政府の決めた黄河水愚配分基準（億立方米）

ペーン冑瞭望新聞周刊』二○○○年

水使用がルーズだといった批判キャン

○○年四十六号）。魚市場や洗車場の

上をはかっている（『北京週報』二○

節水型蛇口の無料配布で節水意識の向

め、市民に対しては水道料金値上げと

保全、合理的利用など一連の措置を決

の会議で用水節約、水源地拡大、水質

もない。この点、北京市はことし五月

がとられねばならないことは言うまで

る。

水不足に悩んでいる、とのデータもあ

だ。全国六百六十八都市中、四百余が

れに千七百七十万人の飲用水に及ん

ムーは六・六六七アール）の田畑、そ

けての干ばつ被害は三・’億ムー（一

ている。九九年冬から二○○○年にか

に見舞われ、華北は干ばつが恒常化し

い。このため華南はしばしば洪水被害

％を占めるのに水資源は三○％と少な

は三一％、長江以北は耕地面積の六九

①壬樹－積石山（いずれも青海省）

理想」を発表、そのための水路として

雑誌『紅旗』に論文「南水北調的宏偉

る。その後の五九年、王化雲は党理論

における探査結果を報告したのに始ま

毛沢東主席あてに長江と黄河の上流域

十月、黄河水利委員会の王化雲主任が

する計画をいい、建国間もない五二年

北の黄河へ引き、華北の水不足を調節

南水北調は中国語で南の長江の水を

かも地域的偏りが大きく、長江以南は

十三貧水国のひとつに数えられる。し

トルで世界平均の四分の一に過ぎず、

人当りになると二千二百六十立方メー

くないのだが、人口数が多いだけに一

中国の水資源の絶対量は決して少な

に把握してみたい。

の水資源事情と対策を総合的、長期的

さて、ここで一歩退いて、中国全体

ようとみている。

％、市政で三○％、それぞれ節約でき

で一○’五○％、工業で四○’九○

り、現在の技術と方法のもとでも農業

ここではその「本命」とされる南水北

者を解決しなければならないのだが、

せるには洪水、干ばつ、水質汚染の三

中国が二十一世紀も経済発展を持続さ

をさらに減少させている。したがって

申斯迎論文から）、使用可能な水資源

の制約ｌ中国・インドを中心にｌ』の

ており（アジア人口・開発協会『発展

ち、すでに八百五十本余りが汚染され

め、千二百本余りの中国の河川のう

半分は排出基準を満たしていないた

百三十六億トン）、しかも工業排水の

業廃水と生活汚水が増大（九一年で三

この一方、改革開放にともなって工

融資することまで内定していたのだ

款の一部として六百九十三億円を低利

た。これにはわが国が第四次対中円借

百キロ余りの運河建設案がほぼ固まっ

を北京、天津へ引くため、総延長千二

が建設された。九六年には同ダムの水

漠水（長江の支流）上流に丹江口ダム

七年に三峡Ｉ北京ルートの途中に当る

文革中も地道な調査が進められ、六

る。

州）運河ルートの四案を提起してい

省）ｌ北京ルート、④津杭（天津ｌ杭

営梁（甘粛省）ルート、③三峡（湖北

ルート、②翁水河（雲南省）ｌ定西大

調計画を取り上げてみたい。

二十六期「応対水荒」）もなされてお

水資源の七○％を占めながら耕地面積
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南水北調ルートｒ人民中国」1999年２月号より

●－Ｊ
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電阯

沙

江

りilfr

なくなったのだろう。朱

の深刻化にもう猶予でき

しかし、華北の水不足

四十八億元、工事期間は六年。すでに

百四十五億立方メートル、工事費五百

の玉淵讓が終着点となる。年間送水量

沿って、その西側を北上、北京市西部

長さ千二百四十六キロの運河を建設す

鎗基首相は二○○○年十

測量、実地調査を終え、ダム周辺では

が、他ルートとの調整、

月の党中央委総会（十五

区間八キロの運河試掘も実施された。

る。河南省都の鄭州で黄河の下をくぐ

期五中全会）で「南水北

将来は運河を丹江口から三峡ダム（二

その他の要因で延期され

調の準備作業に力を入

○○九年完工予定）まで延長すること

り、あと京広（北京ｌ広州）鉄道に

れ、早期に着工する」

も検討されている。

た。

と、控え目な表現ながら

模様で、工事のあらまし

江口Ｉ北京ルートになる

国側の報道からみて、丹

の、これまでの経緯や中

のか明示していないもの

どのルートから着工する

明らかにした。朱演説は

同計画が始動することを

○一－二○○五年）に、

第十次五カ年計画（二○

でだが、人類の生存と発展に、それほ

空想的ｌといってしまえばそれま

ネットワーク」造りである。あまりに

る。中国全土にまたがる一種の「水の

の上流）を経由して黄河に送る案もあ

その水を怒江、潤槍江、金沙江（長江

な落差を利用して多目的ダムを建設、

ンドのプラマプトウ川の上流）の巨大

チベットを流れるヤルッァンポ江（イ

これは構想にしか過ぎないのだが、

》っ。

ど水が不可欠なことを意味してもいよ

ｌ丹江口ダムから

は次のようである。

蕊

北京まで幅百メートル、

3１

海

瀞k這
江Ｍ３

諺

慾、鐘

fYf
河

｢南水北調」西ルート

当’’一

エニ牽一

ついて、ほとんど全くといって良いほが見た場面は少々極端な例としても、

の関わりについて１．この問題に筈」と否定してくれる人がいない。私

いわゆる少子化問題と教育改革問題が、誰一人「いや、そんなことはない

る。男女を通じての結婚拒否症と、結

の見栄や自負心といったものもなくな

憧れ、期待もなく、異性を対象として

に対する自覚の喪失となる。結婚への

欝穰艤艤懲欝艤臘欝艤鱸艤艤麟欝艤臘艤麟欝艤欝鶯臘臘臘蝋臘鬮臘鬮臘臘臘臘騒臘臘鶯欝欝蝋欝 艤艤艤蟻穰艤艤艤艤縢縢艤艤艤欝艤艤轤蕊

どに一般の関心と論議がない。大同小異の教育が現実に間違いなく行

ずく、国公立の中高教育における男女現に、これも私のＴＶでの所見だ

す。その根因はここにあるというわけ

その結果として、少子化現象をもたら

婚しても簡単に別れる離婚率の高さは

共学が著しく男女間の距離を縮めた。が、男女共学の授業風景を見ると、

である。男子に性欲乏しく、精液に精

私見では、戦後の教育改革、なかんわれているのではないか。

それが少子化傾向の基本的原因ではな「男女七歳にして」とはまさしく逆

子が少ないなどとも聞く。
ＰＰＰ一年

〈｜認が、ほとんど一律に、そして牢固とし

ｊ：》しかも重要なことはこの共学体制

いかということである。私はあるときに、思春期、情緒最も不安定な年頃の
両…０Ｊ‐１●冊！‘。』‐‐ＪＰＩ１ｊｈ、ＬＩｌｑｉｉｉⅢｂ■ⅡⅡⅡＪＨＢ８；●目！■０‐ずＦ－ｌＰＩ４ｑ５ゴヴ・ｏｕＤｌＣ１９Ⅱ１０１－

｜〈Ｐ？●弓。

て国公立の学校で守られ、私立の男女

別学制が、憲法違反視さえされている

事実があるということである。ところ

れたりしている。それを担当している

女が取り組みあい、抑えたり、抑えら

行っている模様を見て憎然とした。男

で、男女が入り乱れて柔道の練習を

ＴＶで中学校か高校かの体育の場面

る。「最近の若い人々には恋心などと

性人口の誕生・増加間違いなしであ

る。これでは男女の何れとも判らぬ中

には同じ机を分け合って座らされてい

んばかりにして机を並べている。極端

はずの子供たちが、男女肌を触れ合わ

る。この矛盾をどうするか。昂然たる

れる教育体制が納税者自身に避けられ

いう事実がある。納税によって支えら

り、国公立が逆に避けられている、と

人々が経済的負担を忍んで子弟を送

が皮肉にも、まさにその私学に多くの

教師風の人がエヘラ・エヘラと楽しそ

いったものはない」とは誰かの言だ

にも似たものになってしまったのかと

議だが、私は秘かに戦前の天皇制論議

批判、反対の声の起こらないのが不思

うに眺めているのである。以来、私は

．－J五-．

が、その結果は性道徳の乱れに加え

-1-■､■=

戦後における子供の教育の乱れの証拠

－;;亨泓…

て、男女ともに異性の人間性、尊厳性
思う。五十余年間の時の怪過で余りに
女ともに異性の人間性、尊厳性思う。五十余年間の時の経過で余りに

Ｆ軋垣－

としてこの場面を引き合いに出すのだ

川野重任

恋心のない世代到来を憂える
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ＬＡＰＤＡの新役員

後藤康夫同研究所理事長を選任。引き続き開催した理事会では本協

々

洗脳の結果かとも

化し過ぎ、その体

根本問題に目を閉じての教育改革、少

人口が減少して栄えた国はない。この

少子化現象が起こるのは当然である。

務理事の後任に藤本弘次同工業会専務理事がそれぞれ評議員に選任

である。

の後任に堀義康同財団専務理事、永井信夫・前㈱日本電機工業会専

子化対策等の論議には真に強い焦燥感

会評議員を務めた船津昭雄・前０M)日本原子力文化振興財団専務理事

との定

が、活力を失えば

会理事清水嘉与子参議院議員が副理事長に就任。昨年10月以来本協

も事態が定着、固

協会の理事を務めた内村良英・前卿日本農業研究所理事長の後任に

制下に育った人々

で開き、役員の改選を行った。評議員会では、昭和58年４月より本

思う。恐ろしいこ

しかし、若い人

本協会は10月13日、理事会並びに評議員会を赤坂プリンスホテル

された。
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新副理事長

覚

で、畜産経営・管理について視察する

■モンゴル議員団迩迎捷口■硬■Ⅲ露蕊霊夢。。…見爵
ジャロガル・ガンディ議員ほか三名の

本協会は、国連人口基金（ＵＮＦＰ

の国会議員との交流を深めるため、国

ため帯広へ移動し、帯広畜産大学や畜

今回の視察は、母子保健やリプロダ

際人□問題議員懇談会メンバーとの意

国会議員）が人口・開発事情視察のた

アへ派遣する派遣事業と、アジアの国

クテイブ・ヘルス分野、日本の感染症

見交換を行った。短期間のスタディー

Ａ）・国際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）

会議員を日本に招く受入事業の国会議

対策を中心に日本の現状を視察するこ

ッァ１であったが幅広い分野を熱心に

産公社などを見学した。さらに、日本

員スタディーツアーを実施している

とが目的。厚生省や家族計画国際協力

視察し帰国した。

め来日した。

が、今年は受入事業にモンゴル国を選

財団などでブリーフィングを受けた。

の協力で、毎年日本の国会議員をアジ

び、十一月十二日から十七日の日程で

また、モンゴルは畜産業が主要産業

は晩婚化、夫婦の子供数の減少などを

合法化と家族計画の普及、また現在で

モンゴルの国会議員団（団長トグシュ

ロ転換と経済発展」について講義
阿藤所長は、「日本は急速な経済発

口構造である」とグラフや図などを

し、逆ピラミッド型の大変不安定な人

出生率が下がったため少子化が深刻化

もある。現在、日本は高齢化に加え、

には移民を海外へ送り出していたこと

率が下がり、人口増加を経験し、過去

た。

熱心に阿藤所長の話しに耳をかたむけ

モンゴル議員団はメモを取りながら、

もその方向で動いている」と述べた。

て考えていくべきであり、モンゴルで

は、開発・経済・社会問題と結びつけ

ソドノムドルジ議員は、「人口問題

例にあげた。

使と懇談。

使って詳しく説明した。出生力の低下

展をとげ、近代化が進むにつれて死亡

ｕ”Ⅲ国立社会保障・人ロ問題研究

の理由として、’九五○年代の中絶の

Ｓ・フレルバートル駐日モンゴル大

的”釦在日モンゴル大使館訪問

所を訪問し、阿藤誠所長が「日本の人

着

’

埋

3割

スタディーツアー／モンゴル議員団を迎えて

ジョイセフの活動について、

国民に対するリプロダクテイ
ブ・ヘルスに関する啓発活動
と、途上国に対する国際協力
プロジェクト活動の大きく分

けて二つの役割があることを
説明した。日本の家族計画の
歴史について、二九四八年

の中絶の合法化により、中絶

が増え出生率の低下につなが
り問題となったため、一九五

○年代に政府が家族計画政策
を実施した。中絶を減らすた

め避妊によって望まない妊娠
を減らしてきたが、現在は二
十歳未満の中絶が増え、低用

人口懇メンバーでもある福島豊厚生

中心のアプローチで活動を続けていく

的な家族計画」の推進をはかり、人間

説明した。また、ジョイセフは「人間

りである」、と日本の現在の問題点を

題の実態」について、日本では短期間

は「日本の若者の性行動と性感染症問

族計画協会クリニックの北村邦夫所長

族計画の推進が重要視されている。家

若者のリプロダクテイブ・ヘルスや家

量ピルも昨年認可されたばか

総括政務次官を表敬し、両国の友好関

と訴えた。

次官を表敬訪問

係と協力関係について話し合った。

で急激に十代の性に対する意識が変化

ていると説明。モンゴル議員団からも

胆卵咀家族計画協会クリニックを訪
イセフ）を訪問
近泰男ジョイセフ常任理事は、まず

モンゴルは十代での結婚率が高く、

咀孵囮家族計画国際協力財団（ジョ

北村所長の案内で家族計画協会クリニックを見学

問

霧

し、十代の性交経験率も年々増え続け鋼

辿坤釦厚生省で福島豊厚生総括政務

阿藤所長の講義をきく

九○年代、市場経済に移行してから目
に見えて十代の望まない妊娠がモンゴ

ルでも増え、また中絶率も増加してい
るとの話しが出た。また、北村所長の

議院議員（ＪＰＦＰメンバー）

１月１日（火）

行動の変化に伴い、将来「感染爆発」

も予測されていると指摘した。

皿韓Ⅲ谷津義男ＡＦＰＰＤ（人口と

開発に関するアジア議員フォーラム）

議長主催の歓迎昼食懇談会

いった男性中心の避妊具が使われてい

り、避妊具のほとんどがコンドームと

関する政府の対策について、日本で感

藤剛国際感染症情報専門官が感染症に

厚生省保健医療局結核感染症課の齋

議員が出席。谷津、松岡両議員は昨年

利勝・衆議院議員、石井一二・参議院

清水嘉与子・ＪＰＦＰ事務総長、松岡

皿》Ⅲ厚生省で日本の感染症対策を

ると説明。今後、ピルなど女性が取り

染症が発生すると、まず病院が保健所

モンゴルで開催されたＡＦＰＰＤ地域

高校生を対象にした調査によると、一

組める避妊法を最優先し、性感染症に

へ届け、それから都道府県へ報告する

セミナーに参加し、モンゴルの雄大さ

参議院議員会館で歓迎昼食懇談会を

は引き続きコンドームを使うことを進

ことになっており、感染症を含めた病

に感銘を受けたことなど、話が盛り上

聞く

めていくと北村所長は述べた。

気の動向を国が把握できるようなシス

がった。また、昨年のモンゴル冷害の

九九九年の避妊率は一九九六年を下回

凹恥Ⅲ国際人ロ問題議員懇談会主催

テムがあることを詳しく説明した。

総長）、福島豊。衆議院議員（ＪＰＦ

知惠子・参議院議員（ＪＰＦＰ副事務

議院議員（ＪＰＦＰ事務総長）、南野

（ＪＰＦＰ副会長）、清水嘉与子・参

出席議員“森山眞弓・衆議院議員

みながら交流を深めた。

を中心に、モンゴル議員団と夕食を囲

たモンゴル視察に参加を希望した議員

では性行為感染が増加し感染者の主流

因子製剤に因り多数感染したが、現在

代前半、血友病患者が治療用輸血凝固

いると説明した。日本では一九八○年

動向委員会が集計する仕組みとなって

地方自治体に報告、④厚生省のエイズ

者は医院にて確認検査、③医療機関は

地域保健所での匿名無料検査、②陽性

エイズ動向把握システムについて、①

伊東芳郎エイズ対策謀課長補佐が、

少子・高齢化問題にふれ、政府が進め

と開発問題に興味があるため、日本の

勢に理解を示した。また、｜行が人口

引き続き進めていくと、モンゴルの情

政権が一変したが、今後も市場経済を

野沢議員は、モンゴルは先の選挙で

ル友好議員連盟会長を表敬

旧坤加野沢太三・参議院日本モンゴ

べられた。

て、ガンディ団長から感謝の言葉が述

際に、日本政府が援助したことについ

開催し、谷津義男・ＡＦＰＰＤ議長、

の歓迎夕食会

Ｐメンバー）、熊谷市雄・衆議院議員

となっており、若者の性の価値観、性

ＪＰＦＰ役員や今年キャンセルされ

（ＪＰＦＰメンバー）、長浜博行・衆
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スタディーツアー／モンゴル議員団を迎えて

アドバイス。モンゴル議員団は、日本

祉に力を入れるには経済力が必要」と

と」と説明すると、野沢議員は、「福

社会福祉にもっと力を入れていくこ

ディ議員は、「前政権と違うことは、

ている政策について説明した。ガン

懇談会

流協会北海道支部会長と夕食

岡・日本モンゴル文化経済交

四＄加砂川・帯広市長、福

へ飛行機で移動

Ⅳ醜Ⅱ地方視察のため帯広

朋坤別川端喬帯広畜産大学
図書館長と会談

川端図書館長が一行を迎
え、歓迎の挨拶を述べた。
的》釦岡本明治教授から草

地管理について講義をうける
岡本明治教授は、十勝地方

産業を比較して説明、元労働大臣のゴめ、地方へつながる道路を建設する必
ンポジャブ議員が、「モンゴルでは遊要があると述べた。それに対し、ガン
牧民がウランバートル周辺に集まってデイ議員は、現在計画予定の道路を

途中でモンゴルからの留学生と畜産

いるため、都市周辺の草地管理の問題ボードに地図を描いて説明した。
が生じている」とコメントした。岡本

教授は草地の公害は家畜数を減らすし大学の数人の教授が合流し、一行と意
かないとアドバイスし、遊牧民がウラ見交換を行った後、当大学内の農場を
そハートル周辺に集まらなくするた岡本教授の案内で見学した。
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！
の酪農畜産とモンゴルでの畜

農場を見学する－行

il il

の少子・高齢化問題に関心を示し熱心
に質問した。

帯広畜産大学岡本教授の話をきく

ガバメント・スクェアでは手話のアニ

今後のモンゴルの政策立案に役立て

姐叩釦徳田昌則・東北大学東北アジ

サイバーガバメント・スクェアを見学

渡部義太郎研修センター所長が、Ｊ

るため、日本の進んだデジタル・メ

ア研究センター所長、谷津義男ＪＰＦ

ｕ恥叩ＪＩＣＡ国際交流研修セン

ＩＣＡの活動について、十勝の特色を

ディアや電子システムを視察した。日

Ｐ幹事長、広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理

メーションソフトなどの説明を聞き、

踏まえた研修に取り組み、モンゴルか

立メディアプラッッで一行は、テレビ

事／事務局長と夕食懇談会

に感嘆

らも留学生を受け入れていると説明し

の画面上に直接指などで絵や文字がか

モンゴルは日本に二○○万ドルのＩ

ターを視察

た。日本語のクラスやコンピューター

けるサイパータッチなどに興味を持ち

ルギーなど環境にやさしい最先端の技

国の真似をするのではなく、太陽エネ

遂げる段階で環境を破壊してきた先進

に説明した。また、モンゴルは発展を

を話し合っていると、徳田教授は一行

ピューターをモンゴルへ寄付すること

リースで使い終わった中古のコン

し、基礎的情報技術が必要であり、

日本の最先端の技術に驚いていた。

ルームなど、設備の整ったセンター内

日立メディイアプラヅッで

Ｔのための援助支援を要求したのに対

１

説明を聞いていた。また、サイバー。

‘ nililil liji l lil

を見学し、所長の説明をうけた。

旧咽加北海道畜産公社を見学

主な産業が畜産業であるモンゴルで

は、今後食肉を輸出したいと希望して

おり、輸出用食肉の衛生管理が問題と

なっている。そのため、一行は北海道
畜産公社帯広営業所を訪れ、工場内で
牛がベルトコンベアーで運ばれながら

加工されへ食肉となっていく過程を見

術をつかって開発を進めて欲しいと訴

えた。

d●

学した。工場見学の後、佐藤政好所長

帯広から飛行機で東京へ移動
日立メディアプラッッ／日立

3５

と懇談し、協同組合の仕組みについて
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（加藤祐子）

成田発、モンゴルへ帰国
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業アドバイザーを迎えて、国際人口問

報・渉外部長、市原美香同共同出資事

長、スターリング・スクラッグズ同広

フィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局

ら参議院議員会館第一会議室で、ナ

十一月二十八日（火）、午前十時か

で国会議員活動が重要であるという認

遂げ、③人口・開発問題を解決する上

点を同時に提示するという偉業を成し

境と持続可能な開発というマクロの視

の生活というミクロの視点と、地球環

国際人口開発会議で、人口問題を個人

に貢献してきたこと、②一九九四年の

田一人口問題議員懇談会合同部会で

題議員懇談会（ＪＰＦＰ）合同部会が

識をもって、アジア、アフリカ・アラ

ブ地域の議員活動の拡充に努めてき

開かれた。

本年度末でＵＮＦＰＡを退官するサ

問、関谷勝嗣同副会長、堂本暁子同副

ついて講演。土井たか子ＪＰＦＰ顧

ＰＡと日本のパートナーシップ－」に

と開発に関する国会議員活動ｌＵＮＦ

りＵＮＦＰＡ内に設立された「イン

協力」の推進を高く評価し、本年度よ

イニシアティブ」や途上国間の「南々

「人口・エイズに関する地球規模問題

サディック事務局長は、日本政府の

た、と同女史の活躍を讃えた。

会長、清水嘉与子同事務総長、大渕絹

ター・カントリーなＮＧＯ支援信託基

ディックＵＮＦＰＡ事務局長が「人口

子幹事、加藤修一、谷川秀善両参議院

金」を歓迎。谷津義男「人口と開発に

強力なリーダーシップの下で、アジ

議員、山谷えり子衆議院議員らが出

ア、アフリカ・アラブ、アメリカ地域

関するアジア議員フォ１ラム」議長の

清水ＪＰＦＰ事務総長が、①サ

席、最後の講演に耳を傾けた。

ディック事務局長は国運史上女性とし

国会議員グループ間が、更に協力関係

を強化するよう希望した。

て初めての事務局長に就任し、国連機
関における女性の進出及び地位の向上

3９

鱗

ミットメントの強化や、②女性や若者

・ヘルスの権利を保証する政治的コ

①思春期の青少年のリプロダクテイブ

もＵＮＦＰＡ事業を推進していくため

トップ・ドナーとなる。だが、今後と

たが、来年はオランダが拠出を増額し

ＵＮＦＰＡに対する最大拠出国であっ

「人口問題の潮流ｌカイロ会議から二

き、サディックＵＮＦＰＡ事務局長は

究所長による「講演者紹介」に引き続

加藤圭一・ＪＩＣＡ国際協力総合研

ス、ライッという概念の確立に貢献さ

のセクシャル及びリプロダクテイブ・

には日本の拠出は欠かせない」と、Ｕ

十一世紀へｌ」と題し、大要次の講演

拠出についても、「今までは日本が

ヘルス問題への男性の参加をはかり、

ＮＦＰＡに対する変わらぬ支援を陳情

を行った。

また、各地域の国会議員が協力し、

③政策決定やプログラム実施の際に
した。

間、国際的なレベルで経済決定者や金

くのＮＧＯを巻き込み、④政府、民

に影響を与える人口・開発問題解決に

ＰＦＰの皆様には、地球上の全ての者

最後にサディック事務局長は、「Ｊ

よる、高齢者の一厘用や社会保障の問

して①（特に先進国）人口の高齢化に

現在、人類が直面している人口問題と

れた」と、彼女の業績を讃えた。

は、法的なガイドラインの下で更に多

融機関と対話を増やし、⑤「カイロ行

向けて各国の議員と手を取り合って活

題、②発展途上国における若者に対す

性教育の普及、③アジア諸国の経済、

妊娠や性行為感染症を予防するための

る教育、保健、雇用の提供、望まない

世界人口は昨年六○億人に達した。

動計画」の妨げとなる環境に対処する

動して欲しい」と挨拶を締めくくった。

ご臣オア部

必要がある、と出席した議員に訴えた。

蕊騨識議講演も匡際椋

民族問題に様々な影響を与える、世界

ス・サディック国連人口基金（ＵＮＦ

協力事業団（ＪＩＣＡ）主催、ナフィ

ディックＵＮＦＰＡ事務局長は、国連

構課長が「開会の挨拶」を行い、「サ

礒部博昭・外務省経済協力局国際機

イロ国際人口開発会議での合意に基づ

不平等に取り組み、②’九九四年のカ

ら、男性を巻き込みつつジェンダーの

今後は、①人権と開発問題の視点か

的に進行している都市化と国境を越え

ＰＡ）事務局長による講演会が開催さ

機関における女性の地位向上、ジェン

き、特に先進国に対して合意拠出額達

することが決まっており、本講演会は

れた。サディックＵＮＦＰＡ事務局長

ダーの平等、またカイロの国際人口開

成を呼びかけ、人口、リプロダクティ

る人口移動、等が挙げられる。

は二十八年間（内、事務局長職十三年

発会議ではリプロダクテイブ・ヘル

彼女の退官記念講演会である。

間）勤めたＵＮＦＰＡを本年末に退官

市ヶ谷の国際協力総合研究所で、国際

また、同日午後二時から、東京・

蕊

4０

ブ・ヘルス関連事業の資金不足を対処
していく必要がある。

質疑応答では、「ＵＮＦＰＡ事務局
長として活動してきた中で、｜番印象

深い出来事は？」「アメリカの新大統

領の就任は、ＵＮＦＰＡの活動、特に
資金の面でどのような影響を与えると

思うか？」等、様々な内容の質問が飛
コフィ・アナン国連事務総長は、
二○○○年末に退官したナフィス・

サディックＵＮＦＰＡ事務局長の後
任として、サウジアラビア出身のト
ラャ・オベイド女史を任命した。
オベイド女史は、国連社会開発・

ＰＡアラブ・ヨー

を務め、現在ＵＮＦ

員会執行部副書記等

西アジア経済・社会委
人口局主任、西アジア経済・社会委

■ザ

ロッパ局長。二○○

認識議戸

一年一月一日に事務

局長に就任する。

〒＝万一

や〆洪名江

塊へ

（写真・ＵＮＦＰＡの

・汗》で》・・》

‐汗軟・野口試
乱仏咀４斗
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張繊･中国計雌育委員会主任が講演

酷演する張碓慶団尾

２１世紀の中国の人ロ問題と対策について

張維慶中国計画生育委員会主任を団長とする訪日視察団が十月十七
日から一一十四日まで来日、国際人ロ問題議員懇談会メンバーとの交流
などを行った。十九日にはジョイセフ・セミナールームで人ロ問題協

画生育（以下、家族計画）によ

一九七○年代末から実施した計

点があげられる。第一は今後十数年間

に、人口総数の継続的増加など次の五

中国が二十一世紀に直面する問題

二十一世紀に直面する
問題点

費を節約したとの試算がある。

口抑制が図られ、七兆四千億元の扶養

降の家族計画の実施により三億人の人

議会主催の講演会で張団長は次の通り講演した。

中国家族計画政策の
成果’三億人の人ロ
抑制
一九九九年末、中国大陸の総
人口は十二億六千万人で、世界

り出生率と自然増加率を半減さ

で増加する人口。年平均で一千万人を

人口の二十一％を占めている。

せ、合計特殊出生率も低下する

総人口が増加することで、就業、教

越え、二十一世紀中頃までに総人口は
健康水準も向上し、妊産婦死

育、住宅、交通、保健医療、社会福祉

ことで低出生、低死亡、低増加

亡率は建国以来約三十分の一ま

など様々な分野に大きな影響を及ぼす

十六億人に達すると予測されている。

で低下させ、平均寿命も約三十

ことになる。

を実現した。

五歳から七十歳まで伸びた。都

が約十億人となり労働力の需給のバラ

第二は、今後五十年で生産年齢人口
び生活の質の向上が図られた。

ンスをとるため、経済構造調整を図る

市及び農村とも収入が急激に伸

これらの努力により七十年代以

4２

張維塵･中国計画生育委員会主任が講演

が都市部では年間数百万人の新規労働

一億九千万人の過剰労働力も出ている

必要が出てくる。すでに、農村部では

る。

れ、生産活動にも影響を及ぼしてい

し、地域的に高齢化現象が顕著に現

である。人口移動により若者が流出

医療保険、失業保険や出産保険等の制

どの保障制度、都市では、養老保険、

村では、養老、子どもの安全と健康な

業形態、労働市場の拡充に努める。農

人口の都市と農村間の合理的流動と分

能の強化を図り農村人口を受入れて、

度を設け、整備する。さらに、都市機

力を必要としている。

第三は、中国も今世紀末に高齢化社
会に突入した。高齢化社会になること

で介護及び社会保障の問題が国民の負

中国は、今後十年の人口と家族計画

クテイブ・ヘルス分野の国際交流を促

最後に、人口、家族計画、リプロダ

布を促進する。

第四は、年間二十万人から三十万人

を強化するため広報教育、避妊等の活

進し、日中両国をはじめ全地球的規模

人ロ問題解決の
主な対策

の先天性異常児が生まれており、これ

動方針を守り、社会主義市場経済体制

の人口分野の発展に努めたい。

担を重くする。

らの対策が人口の質の向上として急務

に適応した人口抑制政策に努める。就
業機会の増加と創出のため弾力的な就

院、介護老人福祉施設などを視察した

日、予防医学協会施設や国立公衆衛生

が、十月十七日から二十二日まで来

主任（大臣）を団長とする中国訪日団

中国国家家族計画生育委員会張維慶

をはじめ家族計画の宣伝広報・相談・

・政策・法規の制定、科学研究の組織

設立され、人口・家族計画活動の方針

国の最高行政機関として一九八一年に

家族計画活動を担当する中華人民共和

中国国家計画生育委員会は、全国の

人口事情視察団の派遣や国際会議への

機関と密接に協力関係を持ちながら、

一九七四年に設立し、国連などの国際

事長が、「国際人ロ問題議員懇談会は

歓迎昼食会で、谷津義男ＪＰＦＰ幹

ＪＰＦＰ役員と昼舎云云

となる。

第五は、東南沿岸地域への人口移動

張。・中国国家家族計画生育委員会主任天臣）が来日

が、十八日（水）、ジョイセフ主催で

技術サービス活動の強化、家族計画活

参加を通じて活発な活動を行ってきお

ブ（）Ｏ

ＪＰＦＰ役員との歓迎昼食会が開かれ

動の総合的な施策の推進を行ってい

た。今回の張大臣の訪日により、日中
た。

力が一層強化されることを心より念願

両国の人口・家族計画分野の交流と協

問題における協力関係を強化していく

ぬまでが人口問題であり、日中の人口

題にも取り組んでいく必要がある」と

にある。中国は人口問題と共に環境問

り、中国の環境問題は人口問題が根源

｜行は津島厚生大臣、浅野外務政務

ことを希望する」と日中協力関係の重
谷津ＪＰＦＰ幹事長が中国の水不足

次官を表敬し、都内での視察を終えた

すると共に、中国の皆様が、日本各地

問題を指摘し、広中和歌子議員が中国

後、福島へ移動して介護老人福祉施設

述べた。

の深刻な環境問題の早期解決について

や福島市保健福祉センターなどを訪問

要性を訴えた。

訴えたのに対し、張大臣は、「途上国

し、奈良・京都をまわって帰国した。

国西部地域の開発と人口に関する中国

生委員会（ＥＳＣＰＨＣ）主催の「中

民代表大会（ＮＰＣ）教育科学文化衛

日、中国・北京和平賓館で中国全国人

十一月三日（金）四日（土）の両

・ＡＦＰＰＤ副議長の他、ＮＰＣ代

議には、張懐西ＥＳＣＰＨＣ副委員長

の谷津義男衆議院議員が参加した。会

月にＡＦＰＰＤ議長に就任したばかり

が主催した人口・開発議員会議で、九

開会式では、姜春雲ＮＰＣ副委員長

した。

大会代表、専門家等計六十五名が出席

表、西部地域の省・自治区の人民代表

Ｄ）が協力して、初めてＥＳＣＰＨＣ

アジア議員フォーラム」（ＡＦＰＰ

この会議は、「人口と開発に関する

議員会議」が開催された。

答星斤ＡＦＰＰＤ議長がⅢ四席

・関，する中国議員会議〕開く

「中・国西『部地正域の開口発と人口に

の環境問題は、先進国の問題でもあ

を楽しく視察見学されますことを祈念
致します」と、一行を歓迎した。

張大臣は、「人間が生まれてから死

歓迎の挨拶をする谷津ＪＰＦＰ幹事長

`‘

｢中国西部地域の開発と人ロに関する中国議員会議」開く

』は、西部地域の開発戦略実施が必
進には、西部地域の開発戦略実施一

「中国国民経済の発展や近代化の椎
が「中国国民経済の発展や近代化

区を除き人口と計画生育活動の水準は

自然環境等の制約があって、少数の地

展の妨げになり、長期的には人口資質

い。この様な人口状況は社会経済の発

このため、西部開発戦略を実施する

の向上が西部開発の成功の鍵となる。

際には、計画生育の宣伝教育や質の高

須であり、人口問題を総体的に戦
略に組み込む」と挨拶、人口問題

いサービスの提供、リプロダクテイブ

への取組みが中国の発展に不可欠
であると述べた。また、「西部開

・ヘルス活動を強化し、計画的で優秀

な生育の新しい方法の一つとして、社

発戦略を実施する上で、人民代表

会保障制度を重点とする利益誘導メカ

（星合千春）

の一層の協力関係の強化を約束した。

ていく」と述べ、ＡＦＰＰＤ・中国間

り、今後もＡＦＰＰＤの活動を支援し

は「ＮＰＣは人口問題を重視してお

いて意見を交換し、姜ＮＰＣ副委員長

口、環境、食料問題等幅広い問題につ

議長、美ＮＰＣ副委員長と会談。人

開会前、谷津議長は張ＡＦＰＰＤ副

教育事業を訴えた。

進や国からの人口抑制に関する無償の

者の給与改善、インフラ整備事業の推

表し、産科施設の増設、計画生育担当

表者は、各地域の人口状況について発

西部地域にある省・自治区からの代

ニズムを早急に構築する必要がある。

大会は国家権力機関として人口・

増加率もかなり高く、人口資質も低

低い。人口は依然転換途中にあり平均

開発問題に関する調査研究、政策

立案及び人口抑制・計画生育の意
義を広く宣伝しなければならな
い」と、人民代表大会の人口・開
発問題に対する更なるコミットメ
ントを強調した。

谷津ＡＦＰＰＤ議長は、「人口

問題こそが全ての開発問題の基

礎」と力説し、｜西部は民族、文
化、宗教の点で多様性に満ちた地
域で、政策立案には様々な配慮を
必要とする困難があろうが、中国
政府・国民が協力して次世代の中
国を豊かにするための”礎“を築
かれるものと確信している」と挨
拶した。

中国西部は社会経済発展の水準及び

４５

挨拶する谷津ＡＦＰＰＤ議長

弊
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リプロダクテイブ■Qヘルス及■び
■■■■持続■可能な開発

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱpﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ市で鵬

国

△

■Ｅ〕，，
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会議員、事務局、メディア、国際機関

がオブザーバー参加し、計七ヶ国、国

ＦＰＰＤを代表してフィリピン、日本

トナム、中国の国会議員が参加し、Ａ

としてカンボジア、タイ、ラオス、ベ

会議にはインドシナ地域のメンバー

援によるものである。

テイブ・ヘルス協会（ＲＨＡＣ）の後

ＮＡＩＤＳ、カンボジア・リプロダク

ア人口・開発協会、国連人口基金、Ｕ

員フォーラムの共催、保健省、卿アジ

ＰＤ）と人口と開発に関するアジア議

に関するカンボジア議員連盟（ＣＡＰ

として開催されたもので、人口と開発

同セミナーはＡＦＰＰＤの地域会議

た。

ンボジアの首都プノンペンで開催され

発“インドシナ国会議員セミナーがカ

ダクテイブ・ヘルス及び持続可能な開

十二月七日・八日の両日、”リプロ

＝品『

`６

インドシナ国会議員セミナー

セージを読む広瀬次雄ＡＰ
ＤＡ常務理事･事務局長

〔写真･右頁〕開会式でメッ

常務理事・事務局長が参加し、谷津議

遼参加不能となり、広瀬次雄ＡＰＤＡ

が、農林水産大臣就任にともない、急

ＡＦＰＰＤ議長が参加予定であった

日本からは谷津義男・衆議院議員・

害を受けた国々でも国民の代表である

ジア、ラオス、ベトナムなど甚大な被

の中で着実な発展をはじめた。カンボ

以降シアヌーク国王の下、平和と安定

かにあったカンボジアでも一九九七年

に見舞われてきた。最後まで戦火のな

半島が第二次世界大戦後も悲惨な歴史

たい“とメッセージを述べた。

て、ＡＦＰＰＤも皆様を支援していき

での、各国の徹底した努力にこたえ

理解しており、この厳しい状況のなか

しい状況におかれていることは十分に

解決の最初の一歩である。各国が、厳

画をしっかりと立てていくことが問題

な影響を十分認識して、国会の開発計

代表を含め八十名が参加した。

長のメッセージを代読した。

点”、ジョブ・マンセイＵＮＡＩＤＳ

カンボジア駐在代表が〃ＨＩＶエイズ

と性行為感染症と地域プログラム“、

ＡＦＰＰＤを代表してフィリピン人口

・開発立法者委員会（ＰＬＣＰＤ）の

共同議長（下院代表）であるアント

ーーーオ議員が”人口、リプロダクテイ

ブ・ヘルス、ＨＩＶエイズ分野におけ

る国会議員の役割“と題する発表を行

ＦＰＰＤ議長の挨拶を広瀬次雄ＡＰＤ

ＮＦＰＡ駐在代表の挨拶、谷津義男Ａ

議長の歓迎挨拶で始まり、全田良子Ｕ

域プログラム”、つぎに全田良子ＵＮ

次官によって”思春期の保健状態と地

れた。まず、保健省マン・ブー・ヘン

二日間にわたってセッションが行わ

Ｖ／ＡＩＤＳ罹患率はアジアで最悪な

延についてである。カンボジアのＨＩ

ボジアにおけるＨＩＶ／ＡＩＤＳの蔓

今回、討議の中心となったのはカン

い、引き続いて参加者が討議した。

Ａ常務理事が代読、ノロドム・ラナ

カンボジアに入り、貧困、人口移動、

状況にある。タイで蔓延したエイズが
人口基金の事業とＩＣＰＤ実行の観

ＦＰＡカンボジア駐在代表が、〃国連

ＪＴ■緊急の対策を」/／

リット下院議長が開会を宣言した。

ＨⅣ/Ａ１ＤＳに■■)■け可
iiLlrｍｗ

国会議員が人口増加のもたらす将来的

Ｆ量､では■なく、質L、

会議はメン・サム。アンＣＡＰＰＤ

ｒＴｉ

谷津議長の挨拶の中で”インドシナ

４７

国の力は人口の□■■

会場風景

社会的な不安定、検査技術、予防プロ

グラムの欠如がエイズを蔓延させた。

’九九八年時点で、カンボジアの十

五歳から四十五歳までの再生産年齢人

口の四％がＨＩＶ／ＡＩＤＳに罹患し

ていると考えられ、二○○○年には五

・二％にまで増加すると予測されて

いる。妊産婦の罹患率も二・四％と悲

惨な状況にあり、母子感染による拡大

も大きな社会問題である。

最も罹患率が高いのは二十歳から二

十四歳のビール・タバコの販売促進

や、カラオケで客の接待をしながら時

折売春を行う非直接性的労働者□ゴー

巳局の９ｍのＨ三。烏の局）と呼ばれる女性

たちで、その罹患率は四四・五％にも

達している。彼女たちは売春に携わる

女性よりも明確な危機意識がないため

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ予防を行わない場合

が多く、その結果、圧倒的な罹患率と

なっている。もちろん売春婦の罹患率

もきわめて高く十五歳から十九歳の売

春婦の四一％が罹患している。

カンボジアの場合、貧困を原因とし

て売春に転じる例が多く、その年齢も

4８

インドシナ国会議員セミナ

えざるを得ないという悲しい現実があ

Ｖ／ＡＩＤＳに感染し、その人生を終

多くの少女たちが貧しさゆえにＨＩ

十代がほとんどである。この罪もない

また日本の青年海外協力隊（ＪＯＣ

技術移転について深い関心をよせた。

を広瀬常務理事が発表し、各国がその

ために設けられた自治医科大学の経験

行われ、｜致で採択された。

シナ国会議員セミナー宣言」の採択が

ルスと持続可能な開発に関するインド

討議が行われ「リプロダクテイブ・ヘ

その後、討議会議宣言文案に対する

また、同時に各国の抱える問題とし

増加策は、人口増加の与える影響など

策が制定されていなかった。この人口

続可能な開発を推し進める上で、大き

自身が求めるものであり、同地域の持

検討された人口政策の形成を国会議員

これはインドシナ地域において十分

う一文が盛り込まれた。

入れたものでなければならない」とい

自然条件に与える影響を十分に考慮に

源、雇用機会、およびその他の社会・

成長、国民の安寧、環境劣化、人間資

口増加とＨＩＶ／ＡＩＤＳ蔓延が経済

成が不可欠である。その人口政策は人

ログラムを作る上で国家人口政策の形

今回の会議で「効果的な国家開発プ

与えつづけることになる。

は長期にわたって大きな被害を両国に

態系や社会的条件を考えると人口増加

Ｖ）などの医療分野での拡充なども強
く求められた。

加

呼嶽密
カンポジアやラオスでは明確な形で

イ

ンの

ド影

汁響

綱針肱

を

る。

カンボジアの現状に対し、各国から

売春防止法および麻薬乱用防止法の経
験が発表された。また、医療体制を拡
充する上で、医師や看護婦が絶対的に

不足していること、さらに、伝統的な
産婆では全く対応できないことなどが
報告された。

伝統的な産婆の活用について、フィ
リピンのアントニーオ議員からフィリ

ピンで伝統的な産婆の再教育システム

を作ってバランガイ（フィリピンで最
も小さい行政区画）の健康センターの

普及に役立てていることなどが報告さ

て医学教育を受けた医師が都会に集中

を十分検討した結果作り出されたので

はないが人口増加策が望まれ、人口政

してしまい、教育環境、所得、生活水

はなく、ただ漫然と〃国の規模が小さ

な影響をもたらすものである。

れた。

準の悪い地方に行きたがらないことも

いから人口を増やしたい“という理由
によるものである。しかしながら、生

問題として指摘された。
これに対して日本の地方医療充実の

4９

（

鋪

ラナリット殿下〈下院議長)と広瀬ＡＰＤＡ常務理事

述べると会場から

拍手が沸きあがっ

た。続いてタン議

員はこの地域で国

会がありながら唯

一人口と開発に関

する国内委員会が

存在しない、ラオ

スに国内委員会の

設立を強く呼びか

参加者に感謝を

議長が協力者、

アンＣＡＰＰＤ

メン・サム・

べた。これまで人口政策がなかった同

固たる支援を行うことを宣言すると述

議で合意された内容を支えるための確

長が、カンボジアの上下両院でこの会

最後に、ヘン・サム・リン下院副議

けた。

述べ、ＡＦＰＰ

カンボジアの、そしてインドシナ地

国で、上下両院が人口問題解決のため

ム）がカンボジ

域の平和・安定そして人口問題に対す

Ｄを代表してグ

ア国のＡＦＰＰ

る取り組みが、新しい局面に入ったこ

の取り組み支援すると明確に述べたこ

Ｄ正規メンバー

とを示す象徴的な出来事であった。こ

エン・ティ・タ

への加盟を歓迎

の歴史的とも言える宣言を持って会議

との意義は大きい。

し、共に密接に

は閉会した。

（楠本修）

働きましょうと

ン議員（ベトナ

閉会式
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十二月九日タイ・バンコクのシャィ

■

今回、運営委員会の役員の交替

があり、マレーシアのダミット議

員の後任にマレーシアのナフシァ

・ビンティ・オマール議員が副事

務総長に就任し、キルギスタンの

ボコショフ議員の後任としてスル

タノフ議員が委員となった。

前回議事録の承認、二○○○年

予算執行状況の承認、二○○｜年

津義男ＡＦＰＰＤ議長に運営委員会は

年、同議員の好意で脳神経学研究

プラソップ議員の引退に伴い長

から二○○三年までの予算承認、

お祝いムードに包まれ、参加者から盛

を受けて活動していきたいと挨拶し

た。

イ事務所の移転等について協議し

所に置かれていたＡＦＰＰＤのタ

は新人であり、今後とも各役員の支援

きたが、運営委員会のメンバーとして

年にわたりＡＦＰＰＤ活動に従事して

では起草委員会の委員を務めるなど長

た。谷津新議長は、数多くの国際会議

承認を得てＡＦＰＰＤの議長に就任し

を受け、ＡＦＰＰＤ新潟大会参加者の

谷津議長は桜井前議長から強い要請

んな祝福を受けた。

十二月五日に農水大臣に就任した谷

が開催された。

でＡＦＰＰＤの第二十八回運営委員会

アム・インターコンチネンタルホテル

毎

曇…

i il

l ili

た。
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解禁から１年のピル問題を検討

し、ようやく解禁となった低用量ピル

月平均四千円程度で、それほど大きな

ピルの価格は一年間を通じての一ヶ

の改善など、ピルに期待する副効用が

困難、月経不順、子宮内膜症、にきび

妊の道具として使うだけでなく、月経

科の早乙女智子医師は、ピルは単に避

の発売が開始されてから一年が経っ

負担とはならないが、こうした負担が

ある、と述べた。四十年のピル使用の

ネックとなっている。

た。ピルの現状と問題点について検討

若い未婚の女性にとってピル使用を消

欧米などに比べ多大な時間を費や

するため、十月十九日（木）、医療現

歴史がある欧米では、ピルの使用目的

の約三○％が避妊目的で、その他はに

極的にしている原因となっている。

ピルを服用することにより、不正出

発見され、早期発見のため助かったと

きびの治療や月経のコントロールを目

北村所長は、日本人のピル使用が伸

いうケースも多くあるという。日本の

血、悪心、胸が張るなど副作用の症状

び悩んでいることについて〃メディア

場合、欧米に比べ定期的に健康診断に

的に使用している。またピルに含まれ

が悪影響を与えているのでは“と指摘

いくのは三十歳を超えてからというの

が見られるケースもあるが、北村所長

場で活躍する二人の医師を招き、如水
会館で毎日新聞社人口問題調査会定例
研究会が開催された。

社団法人日本家族計画協会クリニッ

している。日本の若者は避妊の知識に

が一般的であり、ピル使用をきっかけ

る成分による副効用の他にメリットと

ついて知るのは「本や雑誌」からが一

に診断を受けることはメリットといえ

によると七五％の女性が「副作用と思

ク所長の北村邦夫氏はピル使用が思っ

番多く、欧米の若者は「両親から教え

る。

なっていることが、ピル使用前の医師

た以上に伸びていない原因として、①

られた」という者が多い。日本では雑

早乙女医師は、ピルを服用すること

われるものはなかった」と答えてい

医師の診察・検査をうけるのが面倒、

誌やテレビなどメディアの与える影響

イコール避妊目的と考え、性的にアク

による検査によって、子宮内の異常が

②副作用が心配、③経費がかかるなど

は大きく、若い女性が読む雑誌などに

ティブにみられるなど日本にはピルに

る。

の問題点をあげた。現在、低用量ピル

「ピルは副作用があるのでは？」と

対する偏見が多いと指摘し、ピルに関

毎曰新聞社人ロ問題

を服用するには医師の診断と検査が必

いった記事が掲載されるため、ピル使

調査会定例研究会

要で、コンドームのように突発的に使

する正しい知識を広める必要があると

述べた。

用の大きな妨げとなっている。

東京都職員共済組合青山病院産婦人

用できるものとは違い、毎日飲みつづ

けなければならないことも女性達の

=

暉喀

碕曰
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慰蕊､騨蕊｡喜一

十月六日「国際協力の日」の記念事業と

して、今年も「国際協力フェスティバル二

○○○｜が、十月七日（土）と八日（日）

の二日間、東京の日比谷公園で開催された。

「あなたもわたしも地球家族」をキャッ

チフレーズに、政府関係機関、国際機関、

ＮＧＯなど二○○以上の団体が参加。ＡＰ

ＤＡもはじめて同フェスティバルに参加

し、ＡＰＤＡの活動内容を紹介した。

両日ともさわやかな晴天に恵まれ、若者

から高齢者まで多くの人が訪れ、展示品を

並べた各団体のブースを熱心に見てまわっ

ていた。ＡＰＤＡのブースは位置が良く、

多くの人が立ち寄り、ＡＰＤＡ制作の人口

問題に関するビデオや、ＡＰＤＡ出版物、

世界・アジア・日本の人口問題を説明した

ポスターを立ち止まって見る人が多く人気

を集めていた。中には、「国際協力や人口

問題など、普段考えたこともなかったので

とても勉強になった」という人もいて、人

口問題が地球に与える影響、そしてＡＰＤ

Ａが取り組んでいる活動内容について多く

の人が関心をよせていた。

”

、

ElN$W;9KM名kNbPQP

－－－－－織一’三一.霞露願聾冒冤議忌涛；

好評だった｢ＡＰＤＡ｣ブース

国際協力フェスティバル2000-日比谷公園で開く－

一人で前年より千八百九十八人減

少する一方で、三十歳以上は前年
より八百九十六人増加して五万千
九百七十四人となった。

｜方、死亡数は八万五千四百二

十七人で前年より四千六百三十四
人増加し、うち、自殺によるもの
は二千八百二十七人に上り、過去

最悪を更新した。離婚件数は二万
六千三百七十五組と過去最高だっ
た。

（読売新聞二○○○・十・四）

蝉二十九歳以下が四万五千九百八十（読売新聞一一・・・・
出

に功うすふぉｌらむ

四口“■■》

栄養不足深

亥

Ｉ

器 ・・囲口側餓■＃■議蕊凱物在庫

昨年一年間の都内の出生数は九

万七千九百五十九人で前年より千

とが三日、都衛生局の人口動態統

し１．Ｍと過去最低を更新したこ

率は前年より０．肥ポイント減少

子供の平均数を示す合計特殊出生

や各国の援助によって、飢餓人口

農業機関（ＦＡＯ）など国際機関

に苦しんでいる。近年、国連食糧

世界では、約八億人もが栄養不足

食や肥満が問題になっているが、

デー」を機に、地球規模での食糧

まれている。十六日の「世界食糧

減する」という目標の実現も危ぶ

「二○一五年までに飢餓人口を半

サミットで国際的に合意された

向を示す。一九九六年の世界食糧

不足を訴える人々はむしろ増加傾

計でわかった。二十三区での同出

は減りつつあるものの、開発途上

問題を改めて考えてみたい。

日本をはじめ先進諸国では、飽

生率は０．肥となり、初めて１を

国では人口が増え続け、食糧生産

一人減り、女性が一生の間に産む

割り込み、首都で急速に進む少子

に追いつけない状況にあり、栄養

（解説部永峰好美）

化現象が改めて裏付けられた。

●日本の人口伸び戦後最低…腿

・都入口一二○○万人突破…剛

・釦世紀半ば「焔億人最高…田

・人口問題、日本が指針に…帥

・世界四億下水なし、下痢…帥

・環境を考える指標に………閲

・人ロ減でも豊かに…………閉

・中国・国勢調査が難航雫：…魂

●中国一人っ子見直し二人〆：鴎

。『ポリオ根絶』宣言：：…丹前

：や。Ｃ：：。：：。：ＣＲＵ

考ＩＴＩ

Ｑ團理人口基金次期事務局長

●水資源不足は深刻な問題：命

Ｑ栄養不足人口半減遅れる…弱

●飢餓なお８億人：…・………剛

・出生率過去最低を更新『…・由

献じ

5￥

こゅ－すふぉ－らむ

■世界の食糧需給
ＦＡＯの最新統計によると、二

ＦＡＯは、二○○｜年には一層の

３％とやや上回るとみられる。し

九億トンの見通しで、前年を１．
総会でも議題に上った。経済危機

れたＦＡＯのアジア・太平洋地域

この問題は、八月に横浜で開か

る。

食糧増産が必要だと警告してい

かし、これでは、来年必要とされ

て、農業生産が回復しつつあるア

と度重なる自然災害を乗り越え

○○○年の世界の穀物生産は約十

る世界全体の消費を満たすことが
ジアにおいて、穀物増産に力を入

できず、穀物ストック（在庫）を
取り崩すことになってくる。

れることが各国政府代表によって

確認された。

一方、ストック量はこの二年間

ところで、世界中で生産される

■食糧の偏在
食糧で、地球人口六十億をまかな

費量に対するストックの割合は焔
・６％まで下がる見込み。ＦＡＯ

いきれないのはなぜだろうか。問

連続で減少傾向を示しており、消

が、不作や自然災害を想定して試

題の一つは、食糧の偏在にある。
二つは、食糧の偏在にある。

DC

９９発途上国では、約八億

「今のままでは二○一五年には依

における人口増加を考えると、

年五月末までに、極度の食糧不足

「食糧作物と不足」によれば、今
ｌ

躬師人が栄養不足を訴えて

フリカやアジアを中心に三十六の

で緊急援助が必要な国として、ア

の角」と呼ばれる東アフリカのェ

アフリカ地域では、「アフリカ

国・地域が指定された。

口が存在する」と、ＦＡＯは予測

鋼妬いる。この数は、途上
鋤国人口の旧％に当た

ね妬り、十五年前の釦％に

ＦＡＯが六月にまとめた報告書

■食糧と緊急援助

する。

然として六’七億人の栄養不足人

氾明アやアフリカなどの開

日９くない。一方で、ァジ

９２

９ｍ廃棄される一」とも少な

０

ｍ卯り、消費されずに大量

α桴は様々な食糧が集ま

経済力のある国々に

算したストックの最低安全水準Ⅳ

蝋：

筆０ＣＯ０００００

００

％を割り込みそうだ。そのため、

同鍵ｊｉ

▽鱗

驫騨

回５０５０５０５

とはいえ、今後途上国

比べると減っている。

5５

、咽旧叫米（精米）粗粒穀物小麦

世界の穀物ストックの変化

が発生、千六百万人が苦しんでい

を中心に干ばつによる不作で飢餓

チオピア、ソマリア、エリトリア
る。今年の穀物生産量は、昨年の

百万人が危機的状況に直面してい

小麦と大麦がほぼ壊滅状態で、数

り、国際社会に紛争終結や持続可

ず、目標達成は困難だとしてお

五億八千万人程度までしか減ら

とされ、バングラデシュやアフガ

鮮）は全人口の五七％が栄養不足

朝鮮民主主義人民共和国（北朝

ニスタン、ソマリアなどと並び最

（朝日新聞二○○○・十・十七）

十三カ国）に分類されている。

も食糧事情の悪いグループ（計二

界各国を五つのグループに分類。

報告書はまた食糧事情により世

を促す内容になっている。

「決定的、効果的な緊急の行動」

ゴルは三十年ぶりの厳寒に見舞わ

能な経済成長へ向けた投資など

で、死者が増加している。家畜が

れ、多数の家畜が死んだ。二百七

狸％減と推定され、大幅な穀物の

死んで、多くの家族は穀物の種子
十万の牧畜民の四人に一人の食糧

輸入増が必要とされている。モン

などを食べて飢えをしのいでいる

供給を脅かした。中でも、女性や子

の牧畜地帯では食糧不足が深刻

ため、農業生産回復の見通しは明
供を中心に栄養不足が深刻化した。

る。特に、エチオピア東部と南部

るくない。今後この状況が続け

これらの地域での飢餓の要因

アジア・中東では、アフガニス

追いつかないという構造的な問題

けではない。人ロ増に食糧生産が

し、現在の人類はもっと深刻とも

やオゾン層の破壊を考える。しか

地球環境問題といえば、温暖化

の三分の一一にまで増えるとの予測

年になると、この数字が世界人口

人を超えているという。二○二五

保することが難しい人の数が十億

は、干ばつ、洪水など自然災害だ

タン、モンゴル、北朝鮮、東ティ

に加え、内戦や経済問題などが絡

いえる環境問題に直面している。

がある。開発途上地域では、汚染

る可能性も高まっている。

ば、八四年の大規模な飢鐘を上回

モールなどで、ここ数年、慢性的

（読売新聞二○○○・十・五）

み合い、犠牲者を増やしている。

水資源の問題である。「湯水のよ

された水が原因で毎年十二億人が

水資源ｑ不足は
深刻な地球環境へ問題

な食糧不足が繰り返されている。

００」と題する年次報告書を公表

うに使う」という表現の通り、季

病気にかかり、四百万人の子供が

アフガニスタンでは、干ばつで

し、食糧事情改善が計画通り進ま

亡くなっている。

中国第二の大河である黄河は、

節的な問題はあるが、日本では水

ここ十年ほど毎年のように、乾期

問題に対する関心が薄い。ところ
そ最も早急に手当てが必要な問題

が世界に目を向けると、水不足こ

五年までに約半分の四億人に削減
サミットの目標達成が十五年遅れ
報告書によると世界の栄養不足

当たりの水供給量は一九七○年ご

国連大学の冊子によると、一人

まで流れないことがある。世界で

ドのガンジス川も、乾期に水が海

も干上がった状態が続いた。イン

い。ひどい年には年間の三分の二

になると干上がって水が流れな
人口は現在、計八億二千六百万人

ろの三分の一まで減少したそう

になっている。

【ローマ支局価日】国連食糧農業

だ。このため、安全な飲み水を確

る恐れがあると警告した。

するとした一九九六年の世界食糧

ず、世界の栄養不足人口を二○’

函

で、昨年の報告は同水準。現状の

ＦＡＯが警告

ままなら一五年の栄養不足人口は

■遅れる？

機関（ＦＡＯ、本部ローマ）は十

栄養不足人口
の｢半■鯛

六日、「世界の食糧不安情勢２０

１闇■m

5６

こゅ－ず5､お－ら

有数の湖であるアラル海は、水不
足のために面積が減少し、往時の
半分以下になった。
飲み水の不足は、人口の増加や
河川などの汚染が原因だ。河川や
湖水の枯渇は灌概（かんがい）に

よる過剰利用が原因と考えられ
る。ここに挙げた例は一部に過ぎ

である。

下水処理技術、循環利用の技
術、海水淡水化技術、砂漠の緑化
技術など、日本の技術が水不足に
悩む人々に役立つ可能性は大き
い。これらの技術移転も含めて、

日本に何ができるかを十分考え、

具体的行動に結びつけたい。

西太平洋の師力国・地域
「ポワオ根絶」宣言

に、ＷＨＯが基準とする３年間、

同地域の野生株によるポリオの発

生がないことを確認した。ＷＨＯ
は、同地域でのポリオワチクン購

世界保健機関（ＷＨＯ）は珀
日、国立京都国際会館で開催中の

入費のうち日本の政府開発援助

西太平洋地域ポリオ根絶京都会議
で、日本、中国、オーストラリア

（ＯＤＡ）が蛆％を占め、日本の

二ｵｰｽﾄﾗﾘｱ觜腱三

（日本経済新聞一一○○○・十・七）

ポリオ（小児まひ）が根絶したこ

民間団体がワクチンの運搬や調査
費負担などに貢献したことを評

￣

ない。

とを「京都宣言」として発表し

など西太平洋の師力国・地域から

た。根絶宣言は１９９４年のアメ

､２段･ｇｏｇＣｇｏ⑩?□ｇｂ２ＣＬ壬已匠卍ロゴー已卍Ｅｆｏ：ogo二。

水が無ければ、生物は生きられ
ない。人間も例外ではない。清潔
な飲み水の確保は、他の環境問題

価、京都で根絶宣言が出されるこ

［ロエエエゴニこり二●才。z兎q5FBpJ居宅０５･ＪＦみ■０５名剋

（毎日新聞一一○○○・十・三十）

かる見通し。

発症報告があり、根絶に数年か

を中心に昨年も約６４００人の

者はいない。インドやアフリカ

生免疫ができ、日本では１９８
０年代以降、自然感染による患

こる。ワクチンの投与により終

熱の後、下肢を中心にまひが起

症。人間の腸で増殖したウィル
スが経口感染し、発症すると発

ポリオウイルスによる感染

【猪狩淳己

とになった。

■凹凸炉叩｝ｌＮｕ

￣蓬鐘:z空電蕊蕊馨一￣

●ポリオ

リカ地域（南北アメリカ大陸）に

空

より緊急性が高い。世界の農業の

京都で開催

次いで世界で２番目となった。

■■●￣

二○％近くは灌概に依存してお

同会議では、ワクチンの一斉投

与や発症調査の結果、師年３月の

●

カンボジア女児の発症例を最後
■■■

り、灌概用水の不足は食糧生産の

【ニューヨーク題日Ⅱ都丸修二
アナン国連事務総長は二十五日、

J■

危機に直結する。国境を越えて流
れる川の流域では、昔ながらの水
争いが、国家間の紛争の種になっ
ている。

一九九七年の国連総会では、開
発途上国の水問題を最優先課題に

緒方貞子・国連難民高等弁務官の
後任にオランダのルベルス前首相
（六一）を、また国連人口基金
（ＵＮＦＰＡ）の次期事務局長に
サウジアラビアのオベイド同基金

Ｖ１

国連人口基金

アラブ欧州局長（五五）をそれぞ
れ任命した、と発表した。二人と
も来年一月一日に就任する。
（朝日新聞一一○○○・十・二十六）

５７

することが求められた。このまま
でいくと、水問題が現実の国際紛

争を起こしかねない。もちろん、
人種という視点からも見過ごすこ
とはできない。水に恵まれた日本
人にとって実感は薄いかもしれな
いが、先進国としてこの問題に対
しても、誠意ある取り組みが必要

百

次期事務局長に
オベイド氏任命

函國
－Ａ－

囮

し､二人まで
高齢化に対応

スポークスマンは「一人っ子政

めがかかったとみられる。

見込まれ、人口増には一応の歯止

の人口は十三億八千万人、二十一
世紀末には十四億五千万人程度と

仮定した場合、二○’○年の中国

同スポークスマンによると、’
九八○年から始めた一人っ子政策
の結果、｜組の夫婦が産む子供は
全国平均で現在約一・九人。今後
も一組の夫婦が子供を二人産むと

に対応する狙いもある。

二人っ子政策」を二○一○年に
見直し、二人まで認める可能性を
明らかにした。人権尊重の観点か
ら国際的な非難も浴びてきた出産
制限の緩和は、急速に進む高齢化

スマンは七日、人口抑制のための

計画出産委員会の陳勝利スポーク

【北京７日Ⅱ鈴木暁彦】中国国家

一人っ子見直

策を始める時、この政策は一世代

（約三十年間）を対象に実施する
ことになっていた。もともと二○

一○年ごろに見直す予定だった」

と話した。

（朝日新聞二○○○・十一・八）

一人っ子政策逃れと出稼ぎＺ激増
ｌ国勢調査が難航Ｉ

供の扱いがやはり頭痛のタネだ。

難航を見越した政府は五日、調

査の過程で発覚した違法就労や超

過出産には罰金を科さないなどを

発表して調査に応じるよう国民に

呼びかけた。また、戸籍を持たな

い子供に関しても、調査と引き換

手続きをしていないケースがかな

死亡者が戸籍では存命扱いだった

行政の側でも、湖北省武漠市で

えに戸籍の作成に応じるよう通達
を出すなど、中国政府としては最
大限の忍耐を発揮して精度向上を

りの比率に上る。また、内陸の農

ケースが約九千件も発覚するな

組」（地元紙・羊城晩報）とさ

村部などの調査では「一人っ子政

ど、問題がポロポロ出ている。

図っている。

航している。出稼ぎ人口の激増な
ど市場経済の下で進んだ社会の変
化に従来型の調査が追いつかない

策」で知られる人口抑制策の網を

（産経新聞二○○○・十一・十二）

れ、都市部で就労や居住に必要な

ためだ。香港に隣接する広東省な

逃れて生まれ、戸籍を持たない子

長して国民に協力を訴える異例の
事態となった。

五回目を迎えた国勢調査は、六
百万人の調査員を動員して今月一
日から十日間の予定で進められて
きた。中間調査の行われた五年前
には中国の人口が十三億人を突破

政府側を悩ませているのは地方

進展と日本経済に関する研究で、

究グループは旧日、少子高齢化の

大蔵省財務総合政策研究所の研

担が４倍に増えても、所得は２．

ば、印年後に社会保障と税金の負

みの２％に高めることが出来れ

た。労働生産性の伸び率を米国並
注目されている。

からの出稼ぎ組だ。広東省東莞市
では「人口の四人に三人が出稼ぎ

５倍になるため可処分所得（手取

「日本人は人口が減っても豊かに
なれる」との試算を明らかにし

大蔵省グループが少子高齢化の未来試算

人口減でも豊かに

負担増えるがＦ生産性上げれば……

どでは、十一日から調査期間を延

【北京ｎ日Ⅱ山本秀也】中国全土
で十年ぶりとなった国勢調査が難

四■國
しただけに、今回の調査は二十一
世紀の地球人口の動態とも絡んで

函

囲國
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にゅ－すふぉ－らむ

済成長にマイナスの影響を与え

や医療の社会保障負担も増え、経

ば、働き手の減少と同時に、年金

少子高齢化は、一般論からいえ

ｈ収入）は２」造近く増えるという。

２８１４万円に達するという。

資算も的年度には国民１人当たり

万円から６３５万円に増え、金融

し引いても、可処分所得は３３０

加。社会保障と税金の負担額を差

は２．５倍の１１１４万円に増

改善するという。

楽に読める」（１５０％）程度に

から「｜肩は触れ合う程度で新聞は

が、新聞は読める」（１８０％）

は米国（“平方厨）を追い抜き、

（毎日新聞二○○○・十一・十七）

い」としている。【高橋秀郎】

で、決して楽観的な試算ではな

は「選択と決断次第で達成可能

反映されていないが、同グループ

膨大な財政赤字などは試算には

る。試算では、１９９０年代の米
果たしたことを参考に、日本でも

東京圏の鉄道の混雑率は輸送力増

１人当たりの住宅面積は姐年に

同０．５％から肥～２０２５年度

強を無視しても「体が触れ合う

国が平均１．９％の生産性向上を

は２％、妬～印年度も１．５％が
これに伴い、労働力人ロー人当

可能とした。

|年度1998年度2025年度2050年度
|総人口12649万人12091万人10050万人
|労働力人口6790万人6045万人4776万人
|国内総生産497兆円756兆円866兆円
|所得449万円768万円1114万円

|可処分所得330万円471万円635万円

|負担119万円296万円479万円

生態系への踏みつけ面積を計算

エコロジカル・フットブリントのイメ

ージ図（Ｐ・テスティメールさんの作）

ル・フットプリント」が注目され

を、面積で表す指標「エコロジヵ

日常生活が環境へ及ぼす負荷

も、エネルギー消費によって発生

域ごとに計算する。食べ物以外で

は、どれだけの広さが必要かを地

たる今の生活レベルを維持するに

踏みつけ面積のこと。衣食住にわ

この指標に基づいて計算する

る。

環境白書などでも紹介されてい

年版の環境白書や今年の東京都の

らによって日本に伝えられた。昨

エコロンカル・フットプリントで考える指標に

ている。食べ物なら、実際に消費

人当たり２．ｍ鯵。ところが、食

している食糧を得るのに必要な畑

カナダのブリティッシュ・コロ

る日本人は、東京ドームの面積に

糧やエネルギーの多くを輸入に頼

と、耕作地など実際に人間に恵み

ンビア大教授のウィリァム・リー

をもたらしている地球の面積は一

スさんが９年前、同大学院生（当

匹敵する４．追鯵を一人当たりで

する二酸化炭素を吸収してくれる

で開会中の折、現在の暮らしを見

使っている計算になる。日本人全

や牧場、海の面積などを丹念には

つめるきっかけにできるかもしれ

時）のマティース・ワケナゲルさ

体だと５億１２００万鯵で、国土

森林の面積なども換算される。

ない。

ロジカル経済学）の和田喜彦さん

んらと考案、札幌大助教授（エコ

合う国際会議がオランダのハーグ

エコロジカル・フットプリント

じき出す。地球温暖化防止を話し

函

とは、経済活動による生態系への

5９

の４４９万円から２０５０年度に

|注)98年度は実績｡所得~可処分所得は労働力人口1人
’当たり。

蝋

たりの年間所得は、１９９８年度

◆将来の所得と負担◆

ＴＩＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩｌＩｌＩＩＩＩＩ１ｌＩ９ｌ－ＩＩＩＩＩ－ＩＪ

｢￣－－~￣----￣~---~~￣~~---￣~－－－－~－－~~~~--￣~~---~￣￣

のＭ倍に当たる面積になる。ちな
みにインドは一人当たり０．４
ヘクＣ

ｆ

海外依存度のほか、便利さを求
めるために新たに生じるエネル

ギー消費量など、日本人が目につ
かないところで引き起こしている
環境負荷をも浮かび上がらせてく

一億人は家庭で上水道の供給を受

ム」の恩恵にあずかれず、うち十

水道などの「衛生的な水道システ

が必要な問題であると教えられ

口問題とは人間を中心とする対応

に政策の重点を置いたことだ。人

た。

カイロで弘年に開かれた国際人

けていない。下痢に苦しむ症例が

世界中で年間四十億ケースもあ

口開発会議以降は、「リプロダク

の権利と地球規模で人口増加を抑

概念が我々の指針になった。個人

り、五歳以下の乳幼児を中心に二

また、二十四億人のうち約八割

テイブ・ヘルス・ライッ（性と生

はアジアに集中し、とくに人口の

殖に関する健康と権利ピという

【ジュネーブ塑日Ⅱ小林伸雄】世

制する必要性との間に矛盾はな

いるという。

界保健機関（ＷＨＯ）と国連児童

多い中国とインドの農村部で＋年

い。経験や調査から、女性も男性

百二十万人が下痢が原因で死んで

和田さんによると、トマト千ト

基金（ＵＮＩＣＥＦ）は二十二

前と比べほどんど改善されていな

れる。

ンを生産する場合、畑の面積では

日、二○○○年版の一世界の生活

る。増加は今後、年間続き、それ

は年間７８００万人増え続けてい

は安定しているが、開発途上国で

先進国の人口増加は鈍化あるい

んでいることが明らかになった。

親の世代よりも少なくしたいと望

露地栽培が旧１ｍ粉必要なのに対

二○○○・十｜・二十一一一）

（朝日新聞

も選択が可能ならば、子供の数を

口の半分にあたる二十四億人が下

人口問題、岡本が指針に

から増加傾向は衰えていくだる

帯で環境負荷がどれぐらい違うか

と地方、単身世帯と家族の多い世

の山田国広さんは「国内でも都市

本部に勤務し、師年に就任した事

に設立された。私は刀年から基金

部・ニューヨーク）は１９６９年

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ、本

の教育や社会進出が進んだ。加年

化した。家族計画が普及し、女性

数は半分になり、人口増加率は鈍

均寿命は切歳延び、家族の構成員

的年当時に比べ、世界全体の平

る。

サービスの抜本的な改革を意味す

題となり、それは社会保障や保健

者の需要に応えることが緊急の課

低下と高齢化が進んでいる。高齢

》っ。

など、もっと多くのデータがまと

務局長職を今年末に退任する。、

だが、大半の国にとって高齢化

サディックＵＮＦＰＡ事務局長の講演

まれば、環境への関心もさらに高

年に詔億人だった世界人□は朗年

間の国際的な取り組みが成功した

よりも、世界人ロの半数を占める

日本などの工業国では出生率の

まるだろう」と話している。

に釦億人を突破したが、人口分野

理由は、人間の数ではなく、個人

な成果を上げた。

（読売新聞一一○○○・十｜・’一十二）

での国際的な取り組みはさまざま

東京精華大教授（生活環境論）

果が出た。

室の方が環境負荷が高いという結

し温室は７６０１６１３鯵と、温

みると、露地が蛆ｌ師鯵なのに対

に入れた生態系の踏みつけ面積で

肥料など、投入する資源まで考慮

い点が指摘されている。

下痢で死亡

た。それによると、発展途上国人

年220万人

水事情」についての報告を発表し

下水なし

ころが温室に使う天然ガスや化学

ll堺24億人

し、温室栽培なら２鯵で済む。と

画國

皿

6り

すふお－ら
こゆ

妬歳未満の若者への対応が求めら
れている。ほとんどの国で結婚年
齢が上がっているが、多くの若者
が婚前性交渉を行っている。望ま
ない妊娠やＨＩＶ（エイズウイル

ス）を含む性感染症を背負うｎ代
の割合は上昇している。

してきた。急速な工業化や出生率
と死亡率の短期間での低下を実現
した日本は、歴史的な経験を他国

と分かち合える。日本の経験と政
策対応は将来への貴重な指針とな
るだろう。

【ｎ月朋日の来日講演より。訳・
生長恵里】

調した。

上なども総合的に進める姿勢を強

（毎日新聞一一○○○・十二・二十）

めたとしている。

億六千万人に上り、世界人口の約
二一％を占める。白書は一九七○
年代末からの一人っ子政策の成果
で、三億人分の人口増加をくい止

中国の人□は昨年末時点で十二

増加した人口は、その後緩やかな
した。

減少傾向を見せるとの見通しを示

白書は人口増加傾向は短期間に

は改善できないとした上で、経済
が発達する前の労働者人口の大量
増加、高齢化社会への突入が、中
国の社会保障システムの確立を困
難にしていると分析。一人っ子政

策とともに教育や医療レベルの向

調査年

１

９

性約六百二万六千人、女性約六百
三万三千人）。世帯数も約五百四
十一万と初めて五百万を超えた。

２
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｜叫胡而蛆訂船舶蛆皿加羽灯配配的偲

都心空洞化に歯止め
（％）
増加率

都人口Ⅷ万人突破
都は二十日、

二○○○年国勢り

調査（十月一日わ

現在）の速報値峻
を発表した。都移

内の人口が一千ｍ
一一百万人を突破必

し、女性が初め京

て男性を上回っ東

速報値によると、人口は前回調
査（九五年）より二十八万人余り
増えて約一千二百五万九千人（男

た。

国勢調査
速報値

（毎日新聞一一○○○・十二・一）

｢一人っ子政策｣なお続行

世界人口の変化として、途上国
での人口増加や都市化がある。貧

``人口見通し，,
211u紐半ば、
16億人ﾋﾞーク

【北京旧曰Ⅱ古谷浩二中国政府
は十九日、「中国の二十一世紀の
人口と発展」と題した人口白書を
発表した。白書は今後十数年間、
中国本土の人口が年間一千万人以
上の割合で増え続けるとし、「計
画生育（一人っ子政策）」による
人口抑制目標を二○○五年で十三
億三千万人以内、二○一○年には
十四億人以内と設定。さらに二十
一世紀の半ばに十六億人近くまで

四

富の差は国家間、国家内で広が
り、貧しい人々の多くは女性であ
る。女性に対する差別や暴力は、
人権や開発の成果を後退させる。
どこの国でも男性は、性差別や不

平等を当然視する。男性が女性の
平等の追求に協力するとき、両者
が開発の果実を享受することがで
きるだろう。

カイロ会議での合意は世界的に

受け入れられたものの、拠出され
る資金は目標を下回っている。オ
ランダは今年、日本に代わり、国
連人口基金へ最大の拠出金を提供
したが、日本が首位に返り咲くこ
とを期待する。

途上国への援助は、日本にとっ
ても有益。日本の政府、国会議
員、市民組織は人口問題の解決の
ために、専門的知識や資金を提供

ａ

人口

程沮豊U

六五年をピークに減少傾向をた
どっていた区部の人口も増え始め
た。特に都心部はバブル期の地価
高騰のあおりを受け、人口が激減
していたが、今回、区部では、品
川、北、足立、葛飾の四区を除く
四人減の２．四人。都は「都心回
帰の中、少子化や単身世帯の増加
も進んでいる」とみている。
また、都は国勢調査に合わせ、

住居不定のホームレスについても

人となった。

聞き取り調査を実施。五年前に比
べ千百六十人増え、四千百二十三

港、文京、台東、荒川は四十年ぶ

十九区で人口が増加。このうち、

りの人口増となり、都心部の空洞

自治体となった。

三人の伊豆諸島・青ヶ島村は、愛
知県富山村を抜いて全国で最小の

口、世帯数ともにゼロ。人口二百

火山活動が続く三宅村は全島避
難中のため、国勢調査の上では人

化にようやく歯止めがかかった。

市部の人口も増加数、増加率と
もに前回調査を上回り、都内の総
人口に占める割合も別・９％と
なって、０．４ポイント上昇した。

（藷些冗新聞二○○○・十二・’’十一）

－－－-－－－－－－-－－－－－－--●￣－－－－－－－－－－－－－－-－￣

(注）順位は2000年の順位

⑩ナイジェリア１．１２０．９９
世界の総人口６０．５５５６．６６

ただ、一世帯当たり人員は０．

０８６４２０

①中国12.78１２．２１
②インド10.14９．３４
③米国２．７８２６７
④インドネシア２．１２１９７
⑤ブラジル１．７０１．５９
⑥パキスタン１．５６１．３６
⑦ロシア１．４７１．４８
⑧バングラデシュ1．２９１．１９
⑨日本１．２７１．２６

日本・戦後最低の伸び
点となる。

れる。今回の調査をもとに衆院選
挙区などの配分見直しも今後の焦
％（年率○・二％）で、前回調査

総人口の内訳は男性が六千二百

十万三千八百二人、女性は約二百
七十一万千六百八十四人多い六千
四百八十一万五千四百八十六人。
日本は世界の総人口の二・一％を

鈍化する一方、地域別では東京、
名古屋など大都市圏への人ロ集中

占める。国別人口ではバングラ

ディシュに抜かれ、九五年の世界

（単位：億人）
2000年1995年

L

が加速、核家族化も進んだ。政府
は早急な少子化対策の推進を迫ら

世界の人口上位に10カ国

人口曽加率
P1

に比べ○・五ポイント低く、戦後
最低の増加率となった。出生率の
低下などから人口の伸びが一段と

少子化で世界９位に後退

た。過去五年間の増加率は一二

億二千六百九十一万九千二百八十
八人で、前回の一九九五年調査に
比べ百三十四万九千四十二人増え

長官）は二十二日の閣議に二○○
○年国勢調査の人口速報値を報告
した。十月一日現在の総人口は一

片山虎之助次期総務相（総務庁

四

6２

こゅ－すふぉ－らむ

口が減少したのは二十四道県。減

”る＿すなう“しら伸Ｉｕｌあ，lｉふるに－
，１１，たはへとにま、ＬうばＩⅡのゆ世はＩＵ：
ふめ、て、、た地、食れまるる界六紀
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三す娘一一Ⅱ（ノノなてｌｊｌ域［’界過のり'１のノＬは
す⑪をアキﾉﾘ！‘）どいきを湘各ｉこｉｉ大は急ノし゛
プＬざブに典のま延し〃'1地で半、期九二
Ｍぐタ、退よすこた仁ではをあす年十

ＡＰＤＡ賛助会員

い＋－，‐，》JIL上、、ろ公森すまつ界［」’’す［’

つ一

Mj(（解あ湘域と仰とどのとのい
いＩｉｊｌｉノミハニリ人と二業ばていいⅢ：人人ま人

都道府県別の状況を見ると、人

人口増加率は八○年調査以来、

万八千三百九十八人。以下、山口

少数が最大だったのは長崎県の二

‐09つ‘ひつ.●－句０－０．－口｡－戸－ｑＰ－ｑｐ－■Ｐ←■幻－■ＤＣ

八位から九位に後退した。

いう人口増加率は戦争中の一九四

五回連続で低下した。一二％と

県の二万七千四百三十六人、秋田

東京、名古屋、大阪の大都市圏

県の二万四千四百五十二人などが

では合計の人口増加数が計百二十

○’四五年の同水準。晩婚化で出

因。九五年調査では過去五年間に

二万人に達し、全国の人口増加分

続く。

生まれた子供の総数から死亡者数

の九割を占めた。特に首都圏では

から死亡者数が増えたのが主な原

を差し引いた自然増分がおよそ百

東京都が前回の○・七％減から二・

生数が減る一方、老人人口の増加

八十一万人だったが、今回は百三

国勢調査は五年に一度、全世帯

十一万人と五十万人減った。自然

を対象に職業や家族構成を調べ

四％増に転じるなど増加した。

少子高齢化現象が明確になった

‐。b0つ“－■←Ｐ÷

増加率は全都道府県で低下した。

ことで、今後は医療や年金問題な

の速報値。確定値は来年十月にま

る。今回の公表分はこの中の人口

いたします。〈編集部〉

ど社会保障分野での対策確立が急

げまして深くおわびを

務になる。さらに労働力人口の減

びに筆者に訂正申し上

とめる。

の誤りでした。読者並

少の経済への影響も現実化してき

大学」は「吉林大学」

一一○○○・十’一・’’十二）

28頁の写真説明「杏林

（日本経済新聞

二○○○年調査の日本の人口増

本誌Nd73（2000年秋号）

そうだ。

加率はドイツ（○・七％）や英国

（○・九％）を上回ったが、先進

国平均の一・四％よりも○・三ポイ

ント低い水準にとどまった

世帯数は四千七百三万九百五十

四世帯で前回比六・六％増。一世

の二・八五人に比べて一段と核家

帯当たり家族数は二・七人で前回

族化が進行した。

（:p-匹)￣

２．東南アジア諸同等人口・開発基礎調査報告諜
一インド1ＦＩ－
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４．ネパール｣HUM人I非家族計画雌礎調従

BasicSuwevReportonPopulationandIiilmily

PlanningintheKingdomofNepal（英語版）

１．アジア諸圃の農村人口と農業開発に関する調ＩＩＥ報告諜
一インド|Ｉ１－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＳｕｒｖｃｙｏｆＲｕｒａｌＰｏpulationand
AgriculturalDevelopmenljnAsianCountries

５．Ｈ本の人口都７１I化と開発

-Inda-（英語版）

UrbanizationandDevelopmentinJapan〈英語版）
６．バンコクの人口都市化と生播瑚境・福祉調介
一データ網一一

SurvevofUrbanization，LMngEnvironmentand
WblfareinBangkok－，a隈一

２．東南アジア諸国等人口・開発恭礎調森報告普
一タイｈ１－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｌＰopulationandDeve
IopmentinSoutheastAsianCountries
-Thailand－

（英語版）

３．Ｈ本の人口転換と農村I)M発
７．スライド

日本の那市化と人口（日本語版j

UrbanizalionandPopulationinJapan（英語M)〔）

ｌ)emographicTransitioninJapanandRuralDeve
lopment（英語版）

日本的城市化与人口〈中国語服）

UrbanisasiDankependudukanDjJepanlg
（インドネシア譜版）

４．SurveyofFertilitvandLivingStandardsinChirlese
RuraIAreaｓ－Ｄａｔａ－ＡｌＩｔｈｅｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓｏｆｔｗｏ

v1IlagesinJilinProvincesurveyedbyquestionnaires

昭和61年度
1．アジア蒲雁lの農村人[」と農業開発に関する鋼従報告響
一インドネシアｌｆｌ－

（英語版）

美干『''1量l友付的人口生育率与生活水平的凋迩担告
一吋干古林智柄介村進行全戸面談凋在的靖呆－

－銃ｉｆ蝋＝（中国語版）

ＲｅｐｏｒｌｏｎＬｈｅＳｕｒｖｅｙｏ「RuralPopula[ionan〔l
AgriculturalDeveloDmentinAsianCourllries
-lIldonesi(1－（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発jjL礎調炎報告布1キ
ーインドネシア国一

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulalionand
DeveIopmGntinSoutheastAsianCounLrieg
-Indonesia-（英語版）

３．在日剤学生の学習とLLiui条件に関する研究

一人的能ﾌﾞJMI発の課題にHlIして－
４．Ｈ本の労働力人口と開発

LaborForceandDeve1opmentinJapan（英諾版）

５．スライド日本の農業、農村|#１発と人口
－その軌跡一（日本語Hllp

Agricul[ural＆RuralDeveloDmentandPopulation
mJapan（英語版）

Ｕ本旗此衣村的茂展和人口的推移（中国語版）
Ｐｅ｢kembanganPertanian，MasyarakatDes2Dan

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

ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報涛啓
一タイｌ１１－

５．人口と開発関連統計災
DemographicandSocIoEconomiclndjcatorson

PopulationandDevelopmenl（英語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒveyofRuraIPopuIationand

Ag｢iculturEllDevelopmentinAsianCountries
-Thailand-（英語版）

“

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調盃報告書

６．スライドⅡ本の１１;業開発と人l］
－その原動力・麺久一（日イミ譜脳）

一中雌人氏共『１１国一

ReportontheBasicSurveyofPonulationand

Indust｢ialDevelopmcntandPopulationinJapan

DevelopmentinSoutheastAsianCounlr1es

-TheprlmeMover-Electricitv-

-China-（英語版）

日本的芹此友展与人ロ

（英語IHI）

ー其原功カー喪&〔－（中国識版j

Pembangunanlndustl･idankependuduk息ndijepang

３．アジア諸国からのﾂﾅ働力流ｌｌｌに関する調査研究機吉野

-Pengge｢ａｋ［tama-TengaLislrik-

一タイ画一

（インドネシア譜版）

４．日本の人口と家族
０

句一Ｊ０

Popula[iｏｎａｎｄｔｈｅＦａｍｉｌｙｉｎｊａｐａｎ（英語版）

ネバールニl2ufl人[I家族計両第二次雑礎識ff

ComplementaryBasicSurveyReportonPopulation
andFamilyPlaI1ninginthekingdomofNepal

５．アジアの人'百l転換と開発一総計喋一
Demog｢aphjcTransitionandDcvGlopmentinAsian
Countries-OvervlewandStatisIicalTables-

（英語版）

昭和62年度
Ｌアジア諸同の農村人I」と農業開発にＩＩＬIする調森報告沓：
…中華人民共和国一

６．スライド

Ｈ本の人口と家族（日本語版）

ReportonthcSurveyofRuralPopulationaIId

PamilyandPopuIa[ioninJapan-AsianExperi

AgriculturalDevc]opmentinAsianCounIries

ence-（英識版）

-CIum&1－（共i譜版）

日本的人口勺家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア譜版）

２．來南アジア諸国･等人口・開発JIL礎調jilii報告普
一『l1lllE人氏共和lTil-

ReportontheBasicSul･veyolPopulationand

７．ペルー共和国人口家族計画坐礎調盃

Developmel]（１nSoutheastAsi釦Countris
-China-（英語腿）

平成元年度
1．アジア諸国の農村人【］と農業開発に関する鯛従報告書
一バングラデシュｌｍｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰopulatjonand

AgriculturalDevelopment-Bangladesh-（英
譜版〉

３．アジア諸国からの労Iiit力流出に側する綱在研究報告苫
一フィリピン'五１－
４．日本の人口と農業|;Ⅱ光

PopulationandAgriculturaIDevelopmentinjaI)ａｎ
（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調盗戦告脅
一ネパール国一

５．ネパールの人1コ・HM発・環境

Population，Devel〔】pmentandEnvironmentinNepaI

ReportontheBasicSurveyofPopulaIionand

（英語版）

DevelopmentinSou[heastAsianCouI1tries

-NePal-（英語版）

６．スライド

［I水の人口稚動と維済発腿（Ｕ本諾版）
３．アジア諸国からの.〃動力流'11に関する調鎌研究報告ill：
－マレーシア1１２１－

TheMigra[orVMovemen［ａｒ】dEconomicDevcloI)‐
ｍｅｎｔｉｎＪａｐａｎ（英諦版）
Ｉ]水的人口繩功jJi鑑ｉｈ浅展（中岡謡脆）

４．Ⅱ本の人口櫛造変動と開発一高齢化のアジア的祝
di-

Ｐｅ】rpindahanPe｢】dudukDanPcrkembaI1ganEkonomi
D1Jepang（インドネシア語１１１(）

DQDq

StructuralChimgeinPoOulationandDeve]opment
-」apa､,sExperienccinAglng-

（英語版）

７．トルコlII人[I家ｉ蹄I11hj雑礎IiMljOf

５．スライド

高齢化社会へのロ本の桃ｌｉｉｆ
－生きがいのある老後を|]折して－（ロ本譜版）

AginginJaI)fｍ－ChalIengesaIIdPmspec[昌一
（拠語飯）

辺人i灘齢化社会的日本JIL面'1曲挑故一追求具生命通:又

的老年生涯一（中国語版）

6５

昭和63年度
,、アジア諸IIilの農村人口と農業開発に関する識査報告書
一ネパールＵｉｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕＴｖｅｙｏｆＲｕ｢aIPopulaUonand
AgriculturfllDeveIopmcntinA富ianCountrjes
-Nepal-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調炎研究撒告書
一中飛人氏共和国一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmentandPopulationinJapan
-TrendsandProspectsiｎｌｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

TanlfInganMawarakatLanjutusiaJepang
-

（インドネシア譜版）

６．アジア諸国の農業開発－５力凹の比較一

StrategicMeasuresｆｏｒｔｈｅＡｇ｢jcultu｢alDevelopment

-ComparativeStrudiesonFiveAsianCountries（英語版）

（本作品は、1990年111)日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部PI1で優秀賞を受賞｡）

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）

６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英語版）

平成４年度
l･アジア諸国の農村人口と農業開発にUUする調森報告諜

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充報告書
一フィリピン１塁ｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｗｅＶｏｆＲｕｒａｌＰｏｐｕｌationand

AgriclllturalDevelopment-Philippines-（英語版）
２．束南アジアi諸岡等人口・開発JIL礎調査紺告書
一バングラデシュ_

ReportontheBasicSurveyofPopuIatjonand

一マレーシア国一

DeveloPmentinSoutheastAsianCountries

ReportontheSurveyofRuraIPopulationand
AgriculturalDevelopmen［－Malaysia－

-Bangladesh-（英語版）

（英語版）

２．東南アジア諸国等人LI・聞発人囎礎調査報告醤
一ベトナム国一

ReportontheBasiCSurveyofPopula[ionand
DevelopmentinSou[heas［AsianCouIntr】eｓ
－ＶｉｅｌＮａｍ－（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ilド
ースリランカ国一
４．アジアの産業権換と人LI

lndustrialTransilionandPopLlIationinAsia
（芙語版）
５．スライド

明日に生きる一Ⅱ本の雄業転換と人｢１－（日本
語版）

LivingforTomor｢０Ｗ－IndustriaITransiljonand

３・アジア諸ｌＵｉｊからの労働力流出に関する鋼査研究報ｆＩｆ懇
一インドネシア田一
４．日本の人n ･開発・環境一アジアの経験一

Popula[ion，

Deveiopment2ndEnvir(Jnmentln

Lnpan-

AslanExperiellce-（英語版）

５．スライド

日本の環境・人IEI・開発（日本語版）

EnvironmenLPopu1alionandDevelopmenlln
laPan（英語脳）

ロ本的坏境・人口・升友（１１１国識版）

Lingkungan，PendudukdallPembangunanJepang
（インドネシア語版）

（本作品陰、1991年０１１)日本視聴覚教育協会主催優秀映
像数材選奨社会教育部門で優秀灘を受賞｡）
６．アジアの人口部ilj化一統計粟一

ProspectsofUrbanizEItioninAsiａ

（英語版）

PopuIationinjapan-（英語版）

生活在明天一日本的祥並蒔換与人口一（中国語版）

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誹

HidupUntukHariEsok－PeralihanSlTuktur

lndustriDanPopuIaslDlJepang（インドネシア語版）

一スリランカl正I-

ReportontheSurvevRuraIPopulationand
AgriculluralDevelopment-Srilank曲一
（英譜版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調燕報告啓

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査報告書
一ベトナム同一

一フィリピンiEl-

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-Philippmes-（英語版）

6５

平成７年度
1．アジア$譜国の発展幾階ｻﾘ腱雅叱農111M１発｣M崔磁JMff縦Ｉｌｒ

ｉｌドーバキスタンｉＥ１－

ＲｅＩ)or[ｏｎｔｈｅＢａｓｌＣＳｕ｢veyonARricultur(llandRural

ReportontheSurveyofRuralPopu1aXionand
AgriculturalDevelopment-VieKNam(英語版）

２．東南アジアi渚国等人口・開発堆礎調査報告書

DevelopmenzbyProgresｇＳＩａＲｅｉｎＡ白ianCountrieH

一スリランカ画一

-P＆kl瓠ａｎ－Ｉ英語ⅡⅢ）

ＲｅＤｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｖｏｆＰopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountrles
２．アジア,ili国の部Ilj化とl#１発jLiiIIii識dfW1fIhlド

-SriLanka-（英語版）

ーネバール圓一

ReI〕ortontheSLIrvevofU｢banizationaIIdDevelop【nent

inAslanCountrles-Nepal-（英識版）
３．アジアj洲稲lの人llil資ｉ１ｉｉ１ｊＨ発とﾂﾅｲIliljﾌﾞﾉ'二|１０するijlWfli)f究
撞11,1ドーインド腱1－
ルアジアにおける女Ｉ化のエン′ボワーメント

ＥｍｐｏｗｅｒＹｎｅｎｔｏｌＷｏｍｅｎｊｎＡｓｉａ（英羅l}l(）

３．アジア諸国の人lMl資iM1開発と労働力にI熟する調在研究
報告灘一フィリピン同一
４．アジアからの挑戦一人I-Iと開発一

ChaⅡengeandStrategyofAsianNations
-PopuIationandSustainableDevelopment
（英語版）
５．スライド

女たちの挑戦一女性の地位|ｲﾘ上と}]本の人｢１－
５．スライト

（日本語版）

アジアを拓け一女･麓たち－（ＨイパIiiiI;I(）

Ｗｏｍｅｎａｎｄｔｈｅｉ「ChalIenges－１ｍp｢ovements

ABrightofGenderEqLlalitv-Emp(〕ｗｅｒｍｅｎｔｏｌ

lI]ｔｈｅＳｔａｔｕｓｏ「WomenthePopulationofJapan-

Ｗｏｍｅｎｉｚ１ＡＳｉａ－（蛇珊版）

（英語版）

jmiIi目強と蹄一ケ[1JHi洲女flミー（''１(];|錨版）

女性的挑,蝋一女性地位的提高与日本的人に１－

HflrpfInCe｢ahbagiPcYsalnEIa:］－KaumWfInita

（中国識版）

AsiaMe｢ambahJaIan-（インドネシア[譜版）

TantanganKaumWanita-EmaI1sipasiWaX1i[a

平成８年度
ｌ・アジア蒲同の発展段階別農業・農村１１N苑』,11礎i洲１１鋼1告
件_ラオス人1t比主共ｆＵｌ｣il-

danPopulasiJepang-iインドネシア語版）

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告

RepoTtontheBasicSurveyor］Agr1culluraland

書一インド国一

RuralDevelopmerllbyProgressStageinAEian

ReportontheBasicSurveyonAgricuIturalandRural

Cou､[｢ics－LaoPeople，sDemoraticRcpublic-

DcvdopmentbyProRI･essStagejI】Asia,］Countr1es

（英語版）

-India-（英語版）

２．アジアiiiil玉lの都TIJ化と１１}1発鋼飛報iif;'ト

２．アジア諸国の都市化と開発調在報告書一タイ{n-

ーフィリピン瞳l-

ReportontheSurveyofUrbanizationtmdDevelopment

ReportontheSuweyolUrbanizationandDevel(Ｊ１〕・

inAsianCountT1es-Thailand-（英語版）

ｍｅｎｔｌＩ１八siEknCount｢ies-Philippines-〈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盃研究
報告書一ベトナム国一

３．アジア甜匝lの人間賓源開発と労Ilil]力Iこ''9-ケるjilM1jflilf先
報告hIドーラォス国一

４．アジアの女'性労働力参加と経済発腱
－２１世紀の戦略一

'９

弦．

21iⅡf紀の人I非食撒liiR略一アジアとIIL界一

Women,sLaborParticipationandEconomicDevelop‐

PopulationandPoodStraleRylor21stccnturv

ｍｅｎｔｉｎＡｓｉａ－Ｓｔｒａｔｅｇｙｔｏｗａｒｄ２１Ｃｅｎtury-

-AgiaandWorld-（英諦版）
５．スライド

６７

〈英語版）
５．スライド

2025年への決断一アジアの人I｣墹加と食料

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

ChallengeandDccisionforthcYca「２０２５

NewHorizonsfortbeWomenofAsia（英語版）

－Populati()XlIncreaseandFoodinAsill

正洲妃女的新１万種（中国語版）

（英船112）

WanitaAsiaKini……（インドネシア譜版）

地球からの警肯一アジア、水と食料の未来一

ＡWarningｆｒｏｍｔｈｅＥａｒｔｈ－ＴｈｅＦｕｔｕｒｅｏｆＡｓｉａ，
ＷａｔｅｒａｎｄＰｏｏｄ－（英語版）

米日地球的警告一Ｍｺ洲、水和根食的未米一
（ｌ１Ｅｌ語版）

|ｲﾘﾈf2()25年的炎柵一ill洲的人口塘任fll棋食一
(Ｉ１１ｌｆｌ１ｉＮｉｌｆ）

TckadIII1tuk’｢ahun2025-PcrtambahanPopul鼠sｉ
ｄａｎＰａｎＲａｎｄｉＡｓｉａ－（インドネシア語版）

Ｐｅ｢ingatandariBumi-MasaDepanAsja-Airdan
Pangan-（インドネシア語版）

平成９年度
Ｌアジアi粥|玉Iの発展段１膳別農堆・農村１１N楚JIL礎調ｲf慨告

平成11年度
1．アジア譜風の発展段ljHf別農推・農村開発｣喋礎綱査報告
了1ドーモンゴル同一中央県、セレンゲlji(を''１心として－
ReportontheBasicSurveyonAgricullu｢a］alId
RuralDevelopmentbvProgre鶉StagclnAsian

Countr1es-Mongoliａ－ＦｏｃｕｓｏｎＴｏｖａｎｄＳｅｌｅｌ】ge‐

２．アジア鋼lji1の問齢化と保健の実態ijWii報iLriiキー'“'一
Ｍ服を!'』心に

Reporl〔)ｎｔｈｅＳｕ｢ｖｅｙｏｆＡｇｌｎｇａｎｄＨｅａｌＬｈｉｎＡ奇ian
Countrles-China-FocusonShanghai３．アジアiifi隆|の繊業安定制座と雁用政策に関するiiIilIlf研
究報告i｣Ｉトーバングラデシュ人氏共棚国一

i11：一ラオス人l（民主共和lfl-

Rel)〔】ｒＩ〔】ｎｉｈｅＢａｓｉｃＳｕｗ【)ｙｏ】〕AgriculturaIal1d
Ru:.aIDevelo;Dmezl“〕ｙＰｒ(】gr〔ＤｓｓＳ悪ｇｅｉｒｘＡｓｊ&I1

Countrie爲一ＬａｏＰｅｏひle，sDemogralicRepublic２．アジア‘)ilB会lIllﾂﾞ６と人lllllIIj苑

Ｓ(lciiI1l)cvell)】rTw11tandlIumﾋﾞｽllDcvclol〕mcnI
iI1As2a

３．アジア,満lflの人lI1jifrilliillI１発と`)了IliIﾌﾟﾉに1雛Iするii凋任hlr究
縦告,」トーマレーシア[1:１－
４．水をめぐる２１１１紀釣危機
一アジア人口を恥１１として－

Ｗ(Ite「Crisl§izxtheTWenlyFirslCenturv

-ProspｅｃｌｏｌＡ副anPopulafiorlandDeveloI)ｍｅｎｔ－
５．スライド

水は【上きている－人1-1と水盗掠一

Ｗate「igAIive-Populationan〔ＩＷａｌｅｒ・
ResoLITces-（英識版）
水避ｲ】１２命i]《」－人１１９！k耐11Ｉ－Ｉ１ｌＩＩｆｌ識H1）
ＡｉｒｉｔｕＨｉｄｕｐ－ＰｅｎｄｕｋｄａｎＳｕｍｄｅｒＡｉｒ－
（インドネンアIM111h）

平成10年度
1．アジア諸伺の発展段階ﾘﾘ農業,農村開発堆礎iiM灘報告

醤一カンボジア同一

RepoI･Ｉ〔)ntheBaslcSurveyol1Agriculturaland
RuralDevelopmentbyProgressStageinAsian
Countries-Cambodia-

２．アジア諸同の商船化と保他の実態調従報告書
一大轆民同一
ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕ｢ｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＩ{ealth

inAsianCounlries-TheRepubiicofKorea
３．アジア諸国の職業安定制唆と1m;用政策に関する調在研
究報告書一イラン催1－
私発展のiljll約－１１．国・インドを中心に－

CunstrainsonDevelopmeT1t-FocusChlnaand
lndla-

５．スライド・ビデオ

6８

1996年５１]にマレーシアのクアラルンプールでＩ)+1かれ

た、人口と食搬安全保障に側するAFPPI）（人11と|＃１

蕊鑿蕊111;;11鰹11議蝋鵜謹1'１

発にｌＨｒｌ~るアジア雛風フォーラム）iji9I連簡鑑貝会で、
ベトナムl翼l会社全姿風会姿11腿グエン・テノ・タン砿

１．F国際人ロ開発会熟行動計画要旨』1995年（和文）

Liとマグサイサイ賞受賞汁である符名な農業学昔ボー

（内容：1994年カイロの国際人111%1発会議(ICPD)′)１丁

トン・ズアン博士の共杵論文のＨ４ＫｉｉＩｌｌｌｌｌＷ)合ｲﾐ。ilViL

動Iil1111iの饗Ｈｏ１ｉｉｌ丈ilFlH連の'1}版物としてはｲ庭1:１１初｡）

食料サミヅトにif1けた資料として作成された．１

２．『国際人ロ開発識員会鯛｣、国際人ロ開発鱗国会鱗瓢事
9．「国際食料安全保障・人ロ・開発議員会鱗さ、国際食料
安全保障・人ロ・開発鱗員会議(lMPFSPD)畿事録、
1997年（和文）

録、1995年（和文）

（IAl行：1994年カイロで同際人[I開発会議(lCPD)に先

駆けて|;卜|朧さｫした[rl会議Ll会議である国際人I｣１１M発離

（内容：食料隆雄機'１０(ＦＡＯ)主lil1の世界食料サミⅡ'ト

日会雛ｿﾞ)鱗1j録。lI1会議には117カ国約3(1)名の１重l会縦

（WFS)に蝿ノ》せ、ｌｌＩｌｌｌｉｆ｢１１１１:」スイス･ジニネーブでlIM

Ｌｉが参)｣Ⅱした。会縦fi:試文はICPD総会でも発炎された。

ill1さjしたＩＰＩ際食料安粂保擁・人[ル|釧発鱗Li会鱗

また、ニカ会縦を契機としてアフリカ・アラブ地域の

（MPFSPD)の識lIi錐ｌ剛会織の成果は、ｌｌｔ界食料サコ，

lrl会俄１１フォーラムが;(liIiljさオした。）

トで公式にＩＷｉＴさｌし、またＷＴＯルジニーロリサ瀞jiIjl〈
’二も桜井新・会縦識lえから乎波さjLだ。）

３．国連人口基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢

献一』1995年（和文）

10．国運人ロ基金『未来のための食料』1997年（和文）
（IAlfF：iI1連人口坐金出版物Ｆｏｏｄｆｏｒ［heFururcゾ）

（内容：｣【Ｗｆの人1-1分iliに対する般助の現我と、溢金

の流ｫＬを分析．我が[Iiiの人１１分軒への『i(献も併I1ilLj

Ｌ{本譜版。人｢ljii卯のlIlIilil1と食料砿ＩｊＬをｲﾌﾟうたいに、
女盤の参jlⅡが不可欠であることをざまざな典f水１ｹＩから
解きIゑぐしている。）

４．『国際人ロ・社会開発蝋風会融』、国際人ロ・社会開発

鯛員会鯛(lMPPSD)溌事録、1996年（和文）
（内容：←世界社会|;Ⅱ苑サミット（WSSD)にあわせ、1995

11.国連食糧農業機栂(FAOﾙﾘｿｰｽ･ｼﾘｰｽﾞ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

年３１１にデンマーク・コペンハーゲンでllMIiMされた人
ＬＩと#{:会ljM苑にllUするｌｊｉ１会Iijfji会,淡議jjl録｡）

宣言および世界食料サミット行動計画』、1997年（和文）
（lAIfiF：’11:界食料サミットのローマ宣言と行勅Ｉｉｌ１１ｍの

5．黒田俊夫署「リソース・シリーズ１国達人ロ会職20年

傘|;;j初の翻訳であ')、多分野か,.｡liTI丈１１ﾄﾞｸﾞ)I｣ｲ鳶翻』(”

の軌跡一ブカレストからカイロヘーと、1996年（和文）

決定HhとしてiIiiい評価を受けた｡）

（内容：lfl巡王Ｉｉｌの第一回人Ｌ１会i磯であるブカレスト

会繊から1994年カイロの、際人[二I開発会繍まですべて
12．『リソース・シリーズ５ＦｉｖｅＹｅａｒｓｆｒｏｍｌＣＰＰＤ－国

の[ＬＩＲＩ巡ｶﾓ催②人1Ｊ会縦に参〃!'し、人[U分Ⅲｆにおける111冒

際人ロ開発議員会議から５年一人ロと開発に閲する国

界｢Iｿ大家である瞥者が、その推秘を概観し、分析した｡）

会鰄員会麹宣言文91998年（和・英）
（内容：カイロの１１１際人'二'１１１１発会議から５ｉｆ[Iを迎え、

６．ToshioKuroda，ResourceSeries2QCFromBucha‐

この機会に人口とMH充Iこ関するｕ際鍛１１会Ｉ鞭．地域雛

ｒｅｓｔｔｏＣａｉｒｏ－２０ＹｅａｒｓｏｆＵｎｉｔｅｄＮａｔionsPopuIa・

１１会縦の宣言文を鵬h)L”今後の更なる発腿のための資

tionConferences-"’’９９ｓ（英文）

料とした。）

（内容：好『;･ﾄﾞをもって迎えんﾉした「リソース・シリー
ズｌ」の竺災丈版:）

13.ｒリソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsiaJ
1998年（英文）
（内容：当ⅡIrl]1が主Ｉｌｉｉする「人１１とllM苑に'１Mす-るアジ

７．「国際女性・人ロ・開発職員会議.!、国際女性・人ロ・

開発議員会調(IMPGPD)識事録、1996年（和文）

ア国会議凡会議」で|呼びかけをおこない、各IUilの人１１

（内容：鞘４１m１１１:界女洲:会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５

政策を徐匝|政府1！〔([街もしくは(１１[|`[1家が鑓逃した㈱器

年９１１に9K京で|)Ⅲ''1きれた同際女性・人[」・開発議員

ｌｒＩの政策IこｆｉｌＥを特つlfl会議hiが関与している点で、

会繊(IMPGPD)の識ﾘﾄ鍬。｜iil会議にはiii4p世界女性

ｆ｢(例をIILない鯵）

会縦に吋する行１１:l政１１:r代災を'''心と１－る川合t磯11か参

14．’『Iノソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂

川]した`.〕

かれる水資源一』（和文）

（内容：ワールドウオゾチ研究｢ﾘiからfl1行きiしたSandra

6１

８．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびボートン・ズアン、グエン・

Postel符、WorldwatchPaperl32

ティ・タン箸、Ｕリソース・シリーズ３食料安全保障

DividmgtheWaters：ＦｏｏｄSecurity、Ecosystem
Health,andtheNewPoliljcsofScarcitvのflii沢二十後
人鮒社会に大きなI1ill約を与えるのか、淡水YrillIiの不)ｌＬ

と人口：資料』、1997年（和文）

雄様l則(ＦＡＯ)がl｣１１巡人I｣堆金との共Iiijil｢先さ（した、「人

である‘1Wえ続ける人１１を支えるための農難Ⅱﾐﾙ臆もま

１１期hⅡと-ｔ喪劣化一に側する;iiii文③Ｈ小lilIi版および、

（内容：’''二界食料サミ傘，；へ”f(l3IINiとして[llilL食料隆

評luのための国述人I]特別総会報告譜」日本語版。同
会議では、国際人'二1開発会議（ＩＣＰＤ）から５年を
経て．その進捗を妨げるlllif害、ＡＩＤＳなどの予想以

l1の蔓延など、時代の変化をとり入ｵL、行動ii↑ldIiを実

施する上で必要となる指標や障害を解iWするための具
体的行動などをl工l迦力|]盟国がlTl連総会の場で協議し確
認した．

た淡水賛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通は地球｣二の水の0.00

0008％に過ぎない。この水の総litは、有史以来変わっ
ておらず、人口が琳加する分だけ、一人当たり使用で
きる水の趾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
１９．人ロと開発に関するアジア鶴員フォーラム第６回大会

壮士界段初の人口と開発に関する議上lフォーラムであ

る「人口と|)3発に関する議貝フォーラム(ＡＦＰＰＤ）
が３年に一度IlHIil1する大会の議事録。
ＡＦＰＰＤは1981年にi設立されてから世界の指導的

な人！」と開発にljMする地域縦到iiIi動として、アジアの
みならず、世界レベルでも人I」とＩＭＩ苑に腿する陵|会議
ロ枡動の指導的な役割を担っている。その礎ﾛﾊ肴であ
り、創設者の佐藤隆・尤腱水大臣と、桜Ｊ１新・現縦lと
の出身地である新潟県で開雌されたＡＦＰＰＤ大会の
報肯Ｔｌ｝（日本語版）。同人会では1000年期股後の大会
として、2000年期に向けたアジア・太平洋地域の人１１・

開発問題に関する国会議員のhliliM針をlii1議し、その
成果は「新掛宣言」にまとめられた20．リプロダクテイブ･ライツ･チャート

IPPF(国際家ji霜１画j1liIMl)が作成した"lPPF／lwaravv，

いる地球の限界が目の前に迫っている二とに腎告を発

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１ｺ雅金出版物Environmen［ibrPeople
の日本語版二人口問題、環境問題、開発問題を効率的
かつ実質的に解決するためには、その３つの領域の１Ｍ］
に架け橋を懸け、相関関係を麺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、
手段を採っている｡）

１６．ParliamentariansoActivitieso、Populationand
DevelopmentQHistoryofParliamentariansoActivitiesand

It`sFindings‐（英文、－部スペイン嬬）

reproductive「ights200()"ウォールチャートの[{イ点ii冊

1992年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開雌さ

版=１１t罪名|玉|のりプロダクテイブ・ヘルスやライツに
附迎する政箙のfM状や進捗状況を…鼬にしたものであ

れた「雁l際人口開発会i議評Ｉ１ｉｉのための、会議貝フォー

ラム（ＩＦＰ)」のためにiﾘiIiliiされた出版物である。こ

る。英語版ではアルファベットlliilになっていたもめを

の出版物は1994年の国際人口開発会議以降の人口と開
発に関するアジア議貝フォーラム（ＡＦＰＰＤ）を始め

地域別・あいうえお'１|(iIこ糊典を111lえ、『洸哲ぴ)uiを|,非，
ている．また、各l玉|の風fi表記はｹﾄ務省の炎紀にii1ii拠
した正規埆称を用いている。
２１．女性のエンパワーメン卜に向けて

ＵＮＦＰＡのWorking［ｏＥｍｐｏｗｅｒＷｏｍｅｎｌＪＮＦＰＡ臼
ExperienceinlmD1ementingtheBeijingPIatfOrm
ofActionのⅡ本誌版｡銭女性のエンハワーメン卜”は|Ｔｌ
際人｢IlHj苑会議（ICPD）iT1li1)iil1ﾋﾞliにおいて人'11111趣ｸﾞ）

解決を来たす｣二での菰要なカギとなる概念として位iiUf
付けらｵした。また、中国北京でllHIlilされた猟４回世界

女IfiH会議では''１心的な概念となった≦第４１，１世界女ＩＭＩ；
会縦から５年を踏まえ、人口、女性問題に共jinする女
性のエンハワーメントを｢|必に」CPD行mjjil1Il1iならび

に女性会離の行動綱iii(実)随とl乳|逃するＵＮＦｌ』Ａのiハ
鋤をLL体的に純介している。

とし、アメリカ地域人口・開発国会議員グループ（Ｉ

ＡＰＧ）、アフリカ・アラブ地域人口開発議貝フォー
ラムｉＦＡＡＰＰＤルヨーロッパ地域の国会議員活
励の成果である宣言文と、各譲連の活動史を纈ぬた世

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．国際人ロ開発会醗評価のための国会膿員フォーラム
（ＩＦＰ）報告密

1992年２月ハーグの|到際フォーラムに合わせてlll11iHさ
れた「|秀l際人口l)9発会議評iiiのための[理会縦風フォー
ラム（ＩＦＰ)」の報告謎である。同会畿には１０３力１万ｌ
からおよそ210名の国会議貝が参加した。同会議では
国際人口開発会議から５年|Ｍ１の進捗状況とその進展を
’111むlllif害について熱心な討議が行われ、人口と持続可

能な開発を一ll1した視点で扱うﾆｿﾞｷﾞを強く求めた「国際
人口l制発会i瀧評価のための国会磯貝フォーラム・ハー

グ.『↑i:Ei」が採択された。この１A1行は会縦rlT務総踵を務
めた桜↓'二新人ＦＰＰ、議長の手によって、ハーグの雁ｌ
際フォーラムならびに３１１にニューヨークで開llWされ
た準ｌｌＩｉ会議の場でも発炎された。

18．第21回国連特別総会特別委員会報告癖｢付録」
国連人ロ開発会鶴行動計画のさらなる実施に向けた主
な行動

1999年６月３０[l～７月２日にかけて、ニューヨーク

の岡述本iIiliでllIliiilされた「|釦際人口|)'1発会議から５年

”
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１３８７

日日日

ｎ月皿日

皿月四日

ｎ月旧日

、『月畑日

月１月

’１

日日

４３

ｎ月６日

１月

１月

１１

１７１２
日日

■■■

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

開催。

国際協力フェスティバル２０００に本協会が出展。本協
会の出版物・ビデオ等を展示、提供（日比谷公園）。
本協会評議員会ならびに理事会を赤坂プリンスホテルで

⑪平成過年度事業註画・収證亨算（日本財団への助成金申請）
③副理事長の選任並びに評議員の退任及び就任

②理事の退任並びに就任

農林水産省委託調査一アジア諸国の発展段階別農業・農
村開発基礎調査ｌミャンマー国」現地調査報告会を開催。
中国国家計画生育委員会主任（大臣）と人口懇役員との

昼食懇談会が開催され、広瀬次雄常務理事が出席。
人口問題協議会主催五世紀の中国の人口問題と対策」
講演者張維慶中国国家生育委員会主任（大臣）の講演会
に遠藤正昭業務推進委員が出席。

毎日新聞社人口問題研究会定例会に広瀬次雄常務理事の
代理として、加藤祐子渉外課長が出席。

外務省高須国際協力部長および磯貝国際機構課長と「地
域間国際ＮＧＯに対する日本信託基金」について広瀬次
雄常務理事、楠本修主任研究員が協議。

厚生省・国際厚生事業団委託「アジア諸国の高齢化と保
健の実態調査」第二回研究会・調査報告会を開催。

中国・北京市で開催された「中国西部地域の開発と人口
に関する中国議員会議」に谷津義男ＡＦＰＰＤ議長、星
合千春国際課長が出席。

労働省・雇用能力・開発機構委託調査「アジア諸国の職
業安定制度と雇用政策に関する調査研究ｌカンボジア
国」第２回研究会・調査報告会を開催。
モンゴル訪日議員団スタディーツアーを開催し、ガン

ディ議員（団長）を含む４人の国会議員が、人口と開発
事情視察のため来日。国立社会保障・人□問題研究所、

イ）が来所し、広瀬次雄常務理事と懇談。

家族計画国際協力財団や厚生省などを訪問。
また、帯広へ移動し、帯広畜産大学などを視察。
ｎ月加曰Ｇｌｌ懇談会ＮＧＯメンバー・沖縄感染症対策ＮＧＯ連
絡会に、星合千春国際課長と加藤祐子渉外課長が出席。
ｎ月Ⅲ日プラソップ・ラタナコーン前ＡＦＰＰＤ事務総長（タ

との懇談会に加藤祐子渉外課長が出席。

ｕ月犯日プラソップ・ラタナコーン前ＡＦＰＰＤ事務総長来一町桜
井新ＡＦＰＰＤ前議長並びに広瀬次雄常務理事と懇談。
ｎ月酊日バラシーラ人口と開発・南南協会パートナーズ事務局長

ｎ月配曰ナフィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局長を招き、国際

人ロ問題議員懇談会合同部会を開催。

ｎ月泌日国際協力事業団と国際協力総合研修所共催で開催され

た、ナフィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局長講演会
に、星合千春国際課長と加藤祐子渉外課長が出席。
長が出席。

胆月１日「感染症対策沖縄国際会議」記者レクに加藤祐子渉外課

皿月５日プラミラ・セナナャヶーＰＰＦ事務局次長が来日。堂本
暁子ＪＰＦＰ副会長、南野知恵子同副事務総長、小宮山

洋子参議院議員と懇談。

～８日ナー”リプロダクテイブ・ヘルス及び持続可能な開発“

皿月７日カンボジア国プノンペン市で、インドシナ国会議員セミ

開催。谷津義男ＡＦＰＰＤ議長の代理として広瀬次雄常

務理事が参加。楠本修主任研究員が随行。

員国申請の承認、マレーシアのナフシァ・ビンティ・オ

皿月９日タイ国バンコク市で第邪回ＡＦＰＰＤ運営委員会開催。
谷津義男ＡＦＰＰＤ議長、広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事、
楠本修ＡＰＤＡ主任研究員が参加。カンボジアの正規会

マール議員、キルギスタンのスルタノフ議員が運営委員

会メンバーとして承認された。

汀

◇二十一世紀を迎えた。

歴史の記念すべき”節目“の新春である。何はともあれ、い
ま、この地球の上に生きていることに思いをめぐらせ、感謝し、

献盃しよう。

ＴＥＬ（03)3358-2211(大代表）

◇一一十世紀は、高度な科学技術の発展、戦争と紛争の明け暮れ、
人口爆発と環境破壊など、かつて人類が経験したことのない激

〒160-0022

うまでもない。

東京都新宿区新宿1-5-1‐３Ｆ

不幸な歴史に泣くこれらの国々に、価
値ある日本のＯＤＡ援助が必要なのは言

財団法人アジア人口･開発協会

オスにも伝わり始めている。

・発行所

動、波乱に満ちた世紀だった。

･編集発行人広瀬次雄

開放されたカンボジアでは、超党派の
国会議員が゛平和と尊厳を守るため．人
口と開発議員連盟を設立し、本格的国づ
くりに動き出した。その動きはお隣のラ

2001年１月１日発行く季刊〉

に過ぎなかったが、今、彼女たち
は輝く未来を夢みて踊り、舞う。

人口と開発･冬季号く通刊74号＞

世紀初頭の世界人口は一六億五○○○万人。そして二十一世紀

マッチにどのように対処していくか。

夜明けにはおよそ四倍の六一億人にふくらんだ。勢いは衰えつつ
あるとはいえ、途上国での人口増加によって今世紀半ばには九○
億人に達する、という。こうした趨勢の中で先進国、とりわけ日
本では深刻な「少子・高齢化」対策に追われている。このミス

なものになると考えるのは幻想だ。

◇一一十一世紀の人類の暮らしは、二十世紀後半に比べてより豊か
われわれは、人口問題を原点とした環境、食料、水、エネル
ギー、ＨＩＶ／ＡＩＤＳなどの重荷を背負いながら、さらに問題
解決のためグローバルな視点をつけ加えなければ画竜点猜を欠く
われわれＡＰＤＡのモット１は、

ことになる。

国。『○宮同国国、面庁句巨百円の
国・甸○目冨・岳のＨ四目の一にある。

（Ｔ・Ｈ）

宇宙、地球、すべての生命の歴史を見つめ直し、地球と他の生

物と共生する、という確固たる哲学を持つことだ。

浮かれず、嘆かず、前進しようｌ

表紙の写真説明

古典を未来へ…伝統舞踊

２１世紀を迎えたカンボジアの
人々の表情は明るい。
ポルポト時代、やわらかい手を
もっているだけで銃殺されたとい
う悲惨・暗黒の歴史を持つカンボ

ジア。

ラーマヤナというインド古典に

由来する美しい伝統舞踊など幻想

ＦＡＸ（０３)3358-2233

・印刷所

文化印刷株式会社
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いい旅をご一緒に。
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／国鴎總予約･案内､
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／国内線予約･案内、
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禰話番号をよくお確かめのうえ､おかげください「
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