，ﾄﾞ成l3f117）１］１１ﾂﾞﾋﾞｲ｢(季｢I1flL41II1雄ｉｆ)j、｢Ｉ第76?｝・ｌＳＳＮＯ９Ｉ８－ｉｗＩ７

F獺遥繊譲辮滅麟鑿祷潅富融瑚
一一一・､一m･・曲｡P￣三・－４一コ

Ｚ

Ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ＆Development

鱗
尖一一一一＝■

Ｆや戸ﾛﾖPaYワイ■卍pも目伐■ロー凸毎小山。

丹則

‐１１，‐

門

1Ａ

■

瀞

1J(R
ｎ

鰯
lirr

i鑿L#：

三'１'iiiiiiflWilILili

￣￣

｝

．【

■■

ＪＵＬ/2０

陥勿

両

、へ
Ｌ－．－－－－－

ひ

］■

財団法人アジア人口｡開発協会(ＡＰＤＡ）

凶

1霜

|Ｉ
・宏

－

iｉ

「密罎揃繍噸臘辮蝋附矧

鋼i；

Ｈ』

Ⅲ可Ⅱ４‐１１１！「ｉＩｌＩ

！

喧一ろ覇Aｌ

１１

Ｉ

J凸

鳫蒼

１１

Ｉ

￣

■。Ⅸ■３口■■■■■■》■□｛（■ｎ口」■■ｊ４口・いヨ曰幻ＴＴ

｛｛毛５口Ｒ○市一鋸⑪君●

１４１…１‐己弧１１白

▼

『

１口■■に…■口蛎■■■■■一口鱒蕊騨・
「

』（■■■■曰鍜■■■□■い■■■■■■■ｈ、口而■■■□■■■刀・粋’一口■□

ｑｐ』■且■１５己

ｉ

人口と開発
夏・ＪＵＬＹ/2001.No.7６

￣ｌ毎

愁

鐡
l il

森仁
一△■

1-,-。

Hil l1ilil 1TjMi 辮鱗
事

ン

溜

鶴
轍
IiF弓

麹竺

-1.j職

トト

…

〃』
み⑫

鍬

b:.卍

麓

胸

巻頭言／「調整」からの脱却Ｉ「革命」は不可避か

鞠川胴墹鯆濯墹転Ⅱ利口・川口邑口ご■州■列〃
■。。。■・■□■■■工■二口■■Ｔ現実路線に充案じた論雫刀工。
○開会式挨拶

森－久３
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人口増の七割は流入／百年後の日本、

お目付け役はレスター・ブラウン氏／

世帯、六○○万突破：…………・…他

アジア問題など討議／高齢者だけの

続世界一／子供、最少一八三四万人／

江戸時代にも／ＯＤＡ、日本ｎ年連
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は、結局は我々が、旧くは「応仁の

乱」以降、明治維新でも先の敗戦後
も、ずっと引き継いできた総システ
ムに触れないでは進められないもの

ばかりである。現象的には、「改革」
の一つ一つの「動機」となったもの

は、「外圧」であったり、「事件の頻
発」であったり、はたまた「財政破
綻」、「学力低下・登校拒否」、「デフ
レ」、「支持率低下」、「交通渋滞」、「環

境汚染」などなど、種々雑多で大小
様々であるけれども、それらへの取

り組みがすべて、（利害）関係者や「専
門家」を集めた「審議会」での意見

聴取や日本式の「調整」に依存して

めに生まれ、生きるのか、或いはそ
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ぬ事態であることは、国民も既に鋭

ふれた見識もでてきた。
ふれた見識もでてきた。しかし、大
しかし、大

のである。

に多くの局面がある事に思いあたる

のであるが、よく考えてみると、実

以上の例示は思いつきにすぎいも

変化等など：。…。

情的、さらに言えば血液型の割合の

に関連」の説、心理的、あるいは心

知見、あるいは「男女共学が少子化

な条件下で賦活するといった最近の

のではないか。生物のＤＮＡが過酷

光を当てる事が、もっとあっていい

社会的要因とを交絡した視点からも、

思うに、人間の生物としての側面と

それはさておき、専門でない筆者が

口問題も、大局的には軌を一にする。

さていうまでもなく二極化した人

由は別として、寂しい限りである。

者や宗教家の顔が見えないのも、理

ういった「後生の一大事」を考える

日本原子力産業会議

く感じ取っており、また体制側の責

副会長

事ではないか。諸「審議会」に哲学

鐸,轆轤1１

任ある人々の間にも、「国のカタチ」
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ングローバリゼーションと持続可能

セッションⅢ「パネルディスカッショ

いるが、今回の会議では 、食料貿易白

安全保障をめぐる条件が 全く異なって

まれたオセアニア地域では人口と食幽

ト大学教授）や「河川問題は重要だ。

意義だった」（イアン・プールワイカ

人口・開発会議となり、すばらしく有

や環境問題も取り入れ、広い意味での

JIjIIi蕊Iiilml蝋iiii曇iii蕊iｉ

３－

な開発ｌアジア・太平洋地域の未来ｌ」

由化の最も急先鋒である ニュージーラ

参加国は、日本、ニュージーランド、

をテーマとした。

由貿易と食

オーストラリア、中国、インド、タイ、

水は極めて大切で、水問題をめぐる国

料安全保障

マレーシア、ベトナム、キルギスタン、

ンドで、人口増加の将来 予測、将来へ

一の問題を論

フィリピン、バングラデシュ、カンボ

世界人ロの六割を占め、人口密度の

じた。参加

ジア、インドネシア、ラオス、モンゴ

際条約が必要ではないか」（キルギスタ

者からは「リ

ル、シンガポール、イラン、スリラン

の食料供給の可能性やそ の限界、淡水

プロダク

カ、韓国、ソロモン諸島、サモアの二

高いアジア地域と、広大な太平洋に囲

テイブ・ヘ

｜力国から国会議員三十九名、国連人

ン）など会議への賞賛の声が相次いだ。

ルス・ライ

口基金（ＵＮＦＰＡ）、ニュージーラン

資源などの

ッに終始し

ド家族計画協会（ＮＺＦＰＡ）など国

各セッションとも熱のこもった真剣な

たカイロ会

連機関、ＮＧＯを含め七十六人が参加

制約などの

議は人口問

した。

討議が行われ、参加者の問題意識の高

題を狭義に

条件を『璽藏

渉外課長

さと意気込みが伝わってきた。

国際課長

祐子

さらに、自

千舂

加藤

哺僻ｌ；１１１１屯７Ｊ二

星合
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事務局長
楠本

本協会常務理事
次雄

主任研究員
広瀬

（』一一画劃一劃剰一『劃鯛

篭
一（噌識ゴーｊ『劇一露癒
十一窪か上白一。

捉えたもの
だったが、
今回は開発

５

趣一童ゴ

〈国会議員〉

谷津義男人□と開発に関するアジア議員フォーラム
（ＡＦＰＰＤ）議長

前農林水産大臣、本協会評議員、
衆議院議員（自民)、
国際人□問題議員懇談会幹事長

清水壽二子本協会副理事長、参議院議員（自民）

国際人□問題議員懇談会事務総長
鮫島宗明衆議院議員（民主）

長浜博行衆議院議員（民主）

<事務局〉

開会式では、アネット・キングニュー

が挨拶を行い、清水嘉与子・副理事長

総長、和気邦夫ＵＮＦＰＡ事務局次長

議長、コリン・ホリスＡＦＰＰＤ事務

るアジア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）

プ会長、谷津義男・人口と開発に関す

題が大きな問題となっている。

ては安全な水資源の入手や、肥満の問

ている。例えば、マオリの人達にとっ

多くの公衆衛生や健康上の問題を抱え

また、先住民であるマオリの人口は

個人の健康状態には問題がある。

ジーランド保健大臣の歓迎挨拶をジュ

が中山太郎・理事長の主催者挨拶を代

発に関するニュージーランド議員グルー

ディス・ティザード国務大臣が代読、
読した。

況に起因する。マオリの肥満は、経済

これはマオリがおかれている社会状

スティーブ・チャドウィック人ロと開

的機会の乏しさから安価な食料に頼ら

ざるを得ない現状を反映している。安

価な食料は脂肪や糖分が多くカロリー

が高いが、栄養バランスが悪く肥満や

糖尿病を作り出している。

つまり肥満の問題も食料安全保障が

確保されていないために生じる問題で

あり、特に、この食料安全保障の欠如

で犠牲になるのは女性である。

また多くの若年層が失業状態にあり、

食料を社会保障に頼っている。健康状

都市部では安全な飲料水が確保されて

衆衛生のかなりの水準を達成している。

されている。つまり、国全体としてみ

健康予算の一○％が糖尿病対策に使用

高いなどの問題を抱えている。現在、

患率が高い。心臓動脈疾患の死亡率が

大事である。

る価格で十分な食料を供給することが

決していくためには、人々が入手でき

態の改善をはじめ、これらの問題を解

いる。しかし、満足すべき状態かとい

れば安全な公衆衛生を達成しているが、

ニュージーランドは先進国として公

うとそうではない。例えば、喘息の罹

国の公衆衛生は安全だが
個人の健康問題抱える

歓｡迎L■挨多拶

６

7ｔｈＡＰＤＡ会議ニュージーランドで開く

議員グループ会長；
ニュージーランド

ニュージーランドにも様々な人口を

内容を盛り込んだ。

ＩＣＰＤの進展に対する検討」などの

アジアとの相互依存深める
各国が自分の国のことだけを考えて

人口と開発に関する

社会である。マオリの格言に「自分の

いる時代は過ぎた。現在は相互依存の

チャドウィック

めぐる問題が存在している。二五歳末

満のクラミジア罹患がマオリの中で非

常に高くマオリの六○％が感染してい

る。また、尖形コンジロームなども蔓

延している。現在最も重要な性行為感

染症であるエイズはアフリカからの移

民に多く、その他では海外旅行で感染

した白人に見られている。エイズ罹患

者の七十五％が白人である。

また年少者の出生率が高いことも問

題である。出生一○○○人の内、二十

二人が十七歳以下の出産であり、マオ

リに限ってみると二十六人にのぼる。

代読
副理事長工清水嘉与子

,ロ

庭をきれいにしてから他人の庭をきれ

国璽

中山太郎

スティーブ･

国会議員代表者会議」にご参集賜り、

本日は、「人口と開発に関するアジア

御礼申し上げます。〈云議開催にあたり、

誠にありがとうございました。心より

先進国は過剰消費を見直し、途上国は人口増加の抑制を

財団法人アジア

いにしろ」という言葉あるが、自国の

問題に取り組みつつ、アジアの問題に
ついても責任をとっていかなければな
らない。

現在、ニュージーランド人口・開発
議員グループでもアジアとのかかわり

を深めている。ニュージーランド議員
グループの活動にバングラデシュなど

から六名のアジアの国会議員に参加し
てもらった。また、英連邦ヨモンウ

エルス）サミットの準備過程でその宣

言文を準備していく上で「女性、女児、

人口･開発協会理事長

歓〕迎了挨口拶

７

発に関するニュージーランド議員グルー

ステイーブ・チャドウィック人口と開

ります。

を持った活動は他にないと自負してお

る国会議員活動としてこれほど継続性

することにあります。

国政府に働きかけていく「場」を提供

やお考えを交換し、さらに、皆様が各

プ（ＮＺＰＧＰＤ）議長をはじめ人口

人口と開発に関するニュージーランド

と協力を頂くことができました。

家族計画協会の皆様に献身的なご尽力

局長をはじめとするニュージーランド

グループの皆様、ジル・グリァー事務

と開発に関するニュージーランド議員

ある国会議員が、この問題に深くかか

発を実現するためには、国民の代表で

する人口問題を解決し、持続可能な開

ＰＤ）も、人類の未来を決定的に左右

関するアジア議員フォーラム（ＡＦＰ

会（ＡＰＤＡ）も、また人口と開発に

私ども財団法人アジア人口・開発協

推計がありますが人間が利用できる淡

にとって最も重要な資源です。様々な

源は非常に限られた資源であり、人類

いわれます。水資源、とりわけ淡水資

二十｜世紀は「水と生命の世紀」と

とさせていただきました。

平洋の食料安全保障、水資源と人日

今回の会議のテーマは「アジア・太

議員グループの皆様、ニュージーラン

わることが不可欠である、という信念

太平洋地域はその周りを巨大な水で

れます。

水の総量のわずか一億分の九ともいわ

ド家族計画協会の皆様のご協力なくし

これまで約二十年間にわたって密接

水資源の量は一説によると地球全体の

なかったであろうと思います。皆様の

な協力関係を持ち、活動を続けてまい

のもと同時に生まれました。

ご尽力とご協力に対し主催者として深

りましたが、ＡＦＰＰＤとＡＰＤＡは

て本会議開催にこぎつけることはでき

く感謝申し上げます。

催される会議に参加することを大変楽

するニュージーランド議員グループが

ＡＰＤＡとしても、人口と開発に関

とができるのは、太陽の熱で暖められ、

できません。人類が持続可能に使うこ

り、直接穀物生産や飲料に使うことが

囲まれていますが、この水は海水であ

しみにしておりました。しかし急に公

ＡＦＰＰＤ正規メンバーとして加盟さ

蒸発し降水という形で循環している水

双子のような存在です。

務が入り、どうしても参加することが

れたことに対し改めてお喜び申し上げ

だけです。南極やグリーンランドには、

今回、この美しいオークランドで開

できなくなりました。誠に残念です。

ます。

洋の国々で定期的にこの会議を開催し

えます。私どもは毎年、アジア・太平

議員代表者会議は、今回で十七回を数

し、皆様が各国で行っておられる経験

ために、国会議員の皆様に情報を提供

題を解決し持続可能な開発を実現する

このＡＰＤＡ会議の目的は、人口問

さまざまな問題を発生させることにな

に難しいと同時に、海水面の上昇など、

りますが、これを利用することは非常

氷床や氷河として膨大な淡水資源があ

この人口と開発に関するアジア国会

てまいりました。人口と開発にかかわ

８
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たほど進んでいないのがその原因です。

人口増加率の低下が以前考えられてい

人口が九十三億人に修正されました。

になると予測されていた一一○五○年の

将来予測が上方修正され、八十九億人

○○○年の人口推計では、人口増加の

加を続けています。国連が発表した二

制のために多大な努力をしてもなお増

なものです。世界人口は、人口増加抑

人類が生きていく上で食料は不可欠

たします。しかし同時に国士面積が非

口が少ないことによる豊かさを痛感い

であるニュージーランドを見ても、人

然が美しく残されており、会議開催地

域であるといえます。この地域は、自

地域ですが比較的人口規模が小さい地

オセアニア地域は海洋に囲まれ広大な

開催してきましたアジア地域と異なり、

の開催となりました。これまで会議を

の歴史の中で初めてオセアニア地域で

今回の会議は、ＡＰＤＡ会議十七回

ラムを全力で行うことしか道はないと

は、人口増加を抑制するためのプログ

先進国は過剰な消費を見直し、途上国

人類がこの地球で生きていくためには、

が懸念されている国もあります。

う海水面の上昇から国そのものの喪失

島喚国の中には地球温暖化とそれに伴

影響を受けるのは小さな途上国です。

環境の破壊、人口の増加から最も強く

食料の過剰消費を今なお続けています。

に悩み、多くの先進国はエネルギーや

今、多くの途上国は人口増加や貧困

味があると思います。

世界全体ではこれからしばらくの間は、

常に小さな島喚国が多く、環境劣化の

考えます。

ます。

年間七千万人ほどの人口増加が続くと

影響を強く受けやすい地域でもありま

ります。

考えられています。この人口に食料を

す。

問題であり、一つの国や地域に留まる

環境問題や人口問題は地球規模的な

からの離脱を表明したことは極めて遺

衆国が地球温暖化防止京都会議議定書

のエネルギー消費国であるアメリカ合

その意味から言いますと、世界最大

供給する上で、最も大きな制約要因と
この増加する人口を限られた水資源

問題ではありません。その影響は国境

なるのが淡水資源です。
でいかにして支えて行くかＩ。そこで

憾なことであると思っております。

で人類の生存を基本的に制約する淡水

を超え、地域という枠を越え、地球全

地域の問題を解決し、地球規模の問

資源と食料安全保障の問題について考

今回の会議では「水と食料安全保障」
は人口増加と淡水資源の制約、さらに

題に対応していくために、私たち国会

えることは主催者として大きな喜びで

今回、自然あふれるニュージーランド

それがもたらす食料危機の問題を扱う

議員には果たすべき大きな役割があり

す。

体に大きな影響を与えます。

だけでなく、この地球の中で「それが

ます。今回、このオセアニア地域で代

を主題としました。さらにこの会議で

どのような意味を持っているのか」に

表者会議を開催することには大きな意

今回この重要なテーマを考えるにあ

ついても考えていきたいと思っており

してお招きしました。地球環境と食料

たって各分野の世界的な権威を講師と

い国で会議を開催できますことをたい

な問題について、この緑あふれる美し

二十一世紀最初の年にこれらの重要

拶といたします。

果を産むことを確信し主催者の開会挨

へん喜んでおります。会議が大きな成

メンバーとなられたことに改めてお祝

ニュージーランドがＡＦＰＰＤの正規

長らくＡＦＰＰＤの準会員国であった

げます。さらにこの場を借りまして、

し上げ、そのご尽力に深く感謝申し上

口・開発協会にも会議開催をお祝い申

た会議を主催された財団法人アジア人

人ロ問題解決に大きな役割を持つ政治家の「意志」

生産をご専門とされている宮崎公立大

学学長の内嶋善兵衛先生、ベトナムに

おいて緑の革命を推し進め、その食料
増産に指導的な役割を果たされ、アジ
アのノーベル賞とも言われるマグサイ
サイ賞を受賞されたアンザン大学のス

アン先生、また、人口増加と灌概開発

という観点からご講義頂くスリランカ
のアベコーン先生です。
スリランカの歴史は、島という限ら

れた地域の中での人口増加と灌概開発

の歴史でもあります。限られた地域で

いる、オーストラリアのクリス・マッ

事務局で人口学者としてご活躍されて

カレドニアにある太平洋コミュニティー

ある講師をお招き致しました。現在ニュー

そして、太平洋地域から二人の権威

事務局長をはじめとするニュージーラ

ド議員グループの皆様、ジル・グリァー

め人口と開発に関するニュージーラン

グループ（ＮＺＰＧＰＤ）議長をはじ

と開発に関するニュージーランド議員

り、スティーブ・チャドウィック人口

今年は「全ての人の飢餓からの解放」

す。

上げられた慧眼に敬意を表する次第で

年に国会議員会議のテーマとして取り

であるこの問題を、二十一世紀最初の

です。二十一世紀の最も重要なテーマ

平洋の食料安全保障、水資源と人口」

第十七回人口と開発に関するアジア

クマレー先生、またニュージーランド

ンド家族計画協会の皆様に献身的なご

を願って開催された食料農業機構（Ｆ

どう生きていくのか、スリランカの事

い申し上げます。

のワイカト大学で人口研究所所長を務

協力に深く感謝いたしております。ま

今回の会議のテーマは「アジア・太

めておられるイアン・プール先生です。

国会議員代表者会議にご参集賜り、厚

議長谷津義男

例は私たちの未来を考えるヒントを与

人ロと開発に関する

く御礼申し上げます。また開催にあた

アジア議員フォーラム

えてくれるのではないでしょうか。

震 蕊
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食料問題は人口問題がなければ発生

ております。

状況についての協議が行われると聞い

の本部でローマ宣言と行動計画の進捗

にあたります。本年十一月にはＦＡＯ

の一が飢えに苦しんでいるのです。現

計されています。実に世界人口の五分

か、現在では十二億人に増加したと推

計された世界の飢餓人口は減るどころ

が採択された一九九六年に八億人と推

ところが現状はどうか。ローマ宣言

りにも固定化し、貧困な階層では教育

かなければなりませんし、階層があま

員として、これらの問題に対処してい

私たちは各国の政策を決める国会議

ろ見出されておりません。

れるのか。本質的な処方菱は今のとこ

な対策を取ればこれらの問題が解決さ

に複雑な様相を呈しており、どのよう

しない問題です。この意味で、食料問

在の飢餓問題は、地域的な不作や天候

をはじめとする全ての機会が奪われて

き付いております。

題の基盤は、この人口をいかに扶養す

不良の問題というよりは、むしろ、社

ＡＯ）の世界食料サミットから五年目

るかということです。一九九六年のＦ

これらの問題への対応は、国際的な

いるような状況を早急に改善すること
つまり非常に豊かな実りのある地域

協力が不可欠な問題であることは言う

会的に食料を購入する能力のない人々

飢餓からの解放という基本的な権利を

でも飢餓にさいなまれている人たちが

までもありませんが、各国の国内問題

ＡＯサミット・ローマ宣言の冒頭で「全

持ち、安全で栄養に富んだ食料を入手

存在するし、天災などで大幅に収穫が

として、各国の政策や政治的な意思の

は言を待たないとおもいます。

する権利を持つことを再確認する」ま

減った地域でも飽食を続けている人が

問題でもあります。

を襲っています。

た「私たちは、自らの政治的意志とし

いる、ということです。

ての人は十分な食料を得る権利および

て、また共通のそして各国の公約とし

人も飢えさせておくつもりか、と演説

ロ首相が、二○一五年になっても四億

この宣言に対し、キューバのカスト

目標とする。」と躯われました。

の半分にまで低減させることを当面の

二○’五年までに栄養不足人口を現在

を達成することを誓約する。そして、

国内事情、歴史的な背景も絡み、非常

問題であり、社会の問題です。各国の

ちがいます。この問題は大きな経済の

を続け、資源の乱費を続けている人た

いる人がいるし、最低開発国にも飽食

われる先進国の中にも飢餓に苦しんで

題でありましょう。しかし、豊かとい

問題といわれる、途上国と先進国の問

もちろん最大の社会的格差は、南北

しています。この生命は主に太陽のエ

かすかな世界の中で、私たちは、生活

といわれます。この吹けば飛ぶような、

の総重量は、「まつげ一本」ほどである

重量を人体にたとえると、全ての生命

たちの目前に迫っております。地球の

る意味ではもっと本質的な問題が、私

うまでもありませんが、もう一つ、あ

これらの現代的な問題の重要性は言

て「全ての人にとっての食料安全保障」

したことは、私たちの記憶に鮮明に焼

1１

現在世界人口は六○億人を超え、毎

焦点は石油などエネルギーではなく水

ることになります。今後世界の紛争の

ネルギーと淡水を使って植物が光合成

年七千万人ほどの人口が増えつづけて

この水資源が逼迫し、さらに人口圧

を行い、その植物を利用して全ての動

この増えつづける人口に、食料を供給

力や工業化の進展、環境破壊的な方法

の問題であろうと予測されています。

大まかに言ってこの地球に降り注ぐ

する必要があります。この増えつづけ

で農業が行われることで土壌も劣化し、

います。人間が生きていくためには、

太陽エネルギーも一定ならば、その太

る人口を私たちは支えることができる

食料生産を支える基盤が危うくなって

物が生存しています。

陽のエネルギーで循環している淡水資

のでしょうか。

んが、私たちにとっては最もかけがえ

は吹けば飛ぶようなものかもしれませ

たちの生命を支えているのです。生命

かなエネルギーと循環する水だけが私

太陽のエネルギーで循環している水だ

使うことができる淡水資源は基本的に

水資源の問題です。私たちが永続的に

な障害になると考えられているのが淡

この食料増産を果たす上で最も大き

ません。

の意味で、食料は単なる商品ではあり

間の尊厳を保つことはできません。そ

のであり、飢えからの解放なくして人

食料は人間が生きるために必要なも

きています。

源の量も基本的に一定です。このわず

のないものです。．

けです。

ます。｜定のキャパシティーしかない

この生命圏を人間が大きく侵食してい

尊厳を守るための活動なのです。

です。その意味で、人口問題は人間の

の生活を守り、未来の生活を守ること

諸国の反発をかっているという新聞報

コから水を購入する契約を結び、周辺

ています。先ごろもイスラエルがトル

在既に水ストレスや水不足の状態に陥っ

かに少ないものです。世界の各地で現

この量は想像されているよりもはる

れば七割以上を海外からの輸入に依存

海外への依存度が高く穀物の場合であ

ばれております。日本は特に食料品の

産されたものが数多くの消費地へと運

重要な貿易商品として世界の各地で生

存した社会になっております。食料も

現在、世界はかってないほど相互依

私たち今に生きるものの使命は、人々

この地球の生命圏の中で人類が増加す

道がありました。

ギーを使用し、地球に非常に大きな負

の進歩によって、過剰なまでにエネル

物として増えているだけではなく技術

ということです。さらに人間は単に生

養していくのか、真剣な対応が迫られ

く、今後いかにして増加する人口を扶

これらの地域の人口増加率は非常に高

どでは事情は非常に深刻です。しかし、

水資源に乏しい中東や北アフリカな

きな貢献を果たしております。

て取引され、生活を豊かにする上で大

て国際的な商取引や貿易のルールに従っ

これらの食料は、国際貿易商品とし

しております。

るということは他の生命を奪っている

荷をかけています。
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現在の貿易ルールの下では比較優位の

か考えていないように見受けられます。

ルを見てみますと食料を商品としてし

て重要です。しかし、現在の貿易ルー

相互依存の世界で、適地適作はきわめ

較優位の原則がいつまでも無条件に正

える環境が不足や劣化している中で比

ているのです。これらの食料生産を支

水資源などは潤沢にあること前提とし

増加せず、食料生産を支える土地や淡

とも生産可能な地域を維持することは

から言えば、経済的には成り立たなく

際的な貿易ルールや経済的な観点だけ

めて重大な意義を持ちます。現在の国

料生産の可能性を保持することはきわ

人類の未来を考えると、将来的な食

確かに現在の飢餓問題は、むしろ十

今後、増加する人口を考え、淡水資

しいとは到底考えられません。

われ、環境的な負荷も少なく、食料の

分な食料供給があるなかでそれが適切

源の制約を考え、土壌劣化や都市化の

原則を徹底することで、適地適作が行
生産効率が上がり全体的に効用が最大

に配分されないという経済・社会の問

進展などを考えたときには、いかに地

仮に食料生産国で人口が増え、輸出余

食料供給を保障できるのでしょうか。

的にも比較優位の原則にしたがって、

うなるのでしょうか。そのような社会

供給が不足する事態に立ち至ったらど

産余力がない中で、人口に対して食料

環境が劣化し、淡水資源が不足し生

つ先進工業国の多くが食料輸出国になっ

世界の現状を考えると強大な力を持

きではないかと思います。

球規模での食料安全保障策を導入すべ

料供給の可能性を保護するかという地

極めて重要なのです。

になると考えられています。

題です。この現状ですら私たちは＋一一

球人口に対する食料供給を維持し、食

しかし、人口が増加を続け、淡水資

億の飢餓人口を抱えています。

力がなくなった場合でも食料輸出は維

で各国政府はその国民の尊厳を保つこ

ています。その意味で食料は間違いな

源が不足していく中で、はたして将来

持されるのでしょうか。

とができるのでしょうか。

支える環境や、水資源、土地などを考

の原則は、増えつづける人口、経済を

在の主導的な経済原則である比較優位

できないということを意味します。現

人口密度が高い国では食料生産を維持

桁すれば、環境的に不利な立場の国、

現在の食料貿易のルールを徹底して敷

ということを意味します。

食料輸入国はさまざまな選択肢を失う

るということであり、さらに戦略的に

のは、その国の食料安全保障を放棄す

時に食料を全面的に輸入に頼るという

達成するというのも非合理ですが、同

相互依存の世界で孤立して自給自足を

食料は極めて重要なものです。この

を農業に投入して輸出に向け、それを

面からも、先進諸国が工業部門の利益

から言えば、環境の面からも人道的な

ではないと思います。このような観点

使うことは人道上も許されるべき問題

めに、また戦略的な政治の道具として

かし、食料を一国の政治的な利益のた

く重要な戦略物質となっています。し

また食料を単なる商品とだけ考える

慮に入れていません。つまり、人口は

1３

は先進国としての、開発途上国には開

未来を明るいものとするためには、私

決し持続可能な開発を実現し、人類の

あるのは人口問題です。その問題を解

面でも、他国の食料生産基盤に与える

発途上国としてのその国の将来を見据

たち政治家の「意志」が大きな役割を

各国とも財政が厳しい中で、先進国

影響などの面でも言語道断であると思

え、地球の未来を考えた当事者として

持ちます。共に未来のために働きましょ

戦略的に利用することは、環境負荷の

います。

の務持を持った努力が必要です。

対に必要です。同時に一九九九年ハー

を傾けて人口増加を抑制することが絶

の生活スタイルを改め、途上国は全力

と、先進国は飽食・過剰消費の先進国

で果たしてきた国際的な役割を維持で

ちはニュージーランドに学び、これま

財政立て直しを実現されました。私た

ます。このニュージーランドは劇的に

日本は大きな財政赤字にあえいでい

れたことを、たいへん喜んでおります。

国会議員の皆様と話し合う機会を得ら

ンドで開催でき、アジア太平洋諸国の

の重要な会議を、この美しいオークラ

二十一世紀のはじめにあたって、こ

現在人口問題で特に注目しなければ

る必要がある。

プロヘルスに与える影響も十分に考え

ある。水資源や食料の問題が人口、リ

しなければならないほど大きな問題で

なものでこれだけで特別な会議を開催

つである。今回のテーマは非常に広範

エイズの撲滅に熱意を

ことを確信しております。

ニワ。

グの国会議員会議でも調われたように、

きるよう努力してまいらなければなり

今回の会議でも真剣な討議がなされる

今後の地球の食料安全保障を考える

地球規模的な視点を確保し、国際貿易

ません。

Ｈ－ｖ

すべての地球規模的な問題の根底に

ルールでも長期的な合理性を確立して

いく必要があります。

私たちは各国国民から選ばれた政治
家として、自分たちの国の国民を飢え

させないという義務があります。その

コリン・ホリス

オークランドは最も好きな都市の

ＡＦＰＰＤ事務総長

意味で、農業生産のポテンシャルを維

持することは経済的な利益を超えて何
よりも重要です。

将来人口はこれまで思っていた以上

に増加すると考えられています。人口
増加が激しい国々の人口増加率の減少
が思ったほど進んでいません。私たち
国会議員の果たすべき役割がますます
大きくなってきているのです。

iｉ
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ある。今年、国連でＨＩＶ／エイズに

ならないのはＨＩＶ／エイズの問題で
がってきている。

府の熱意のある国では多くの成果があ
公に論じるのがはばかられるような
問題で、恥ずかしいことであっても、

対する国連特別総会が開催される。Ｈ
ＩＶ／エイズは世界を悲惨な状況に陥

ルス、未婚者に対する教育など重要な

宗教的に問題があってもこの問題に取

国連本部で開かれた二○○○年のミ

問題で、これらの対策を十分行うこと

れている。各国がこの問題に熱心に取

レニァムサミットでも様々な問題が協

で、アジアのエイズの蔓延をアフリカ

り組む必要がある。

議された。現在の人口増加の水準でい

のようなレベルにしないことが喫緊に

り組んでおり、タイ、オランダなど政

府が強力なリーダーシップを発揮し政

しながら対応していく必要がある。

現在世界には、十分な食料を摂取でき

ない人も多く、安全な飲料水を世界人

口の１／３が利用できない現状にある。

くと一一十五年で一一十億人が増加し、都

求められている。

また、思春期のリプロダクテイブ・ヘ

市人口が増大し、持続可能性が脅威に

謝し、先ほど日本訪問した際に、中山

のＵＮＦＰＡに対する協力に心より感

長がＡＰＤＡと日本政府、ＡＦＰＰＤ

トラヤ・オベイドＵＮＦＰＡ事務局

している．コーエン教授は、文化の多

資金、人材さまざまな面で制約が存在

の能力の制約に直面しており、データ、

しまう。これらの問題に対応するため

もっとも弱いものにしわ寄せがきて

決のためのプログラムが困難に直面し

口分野への資金が減少し、人口問題解

機能を失ってきた。経済危機以降、人

てきた拡大家族がその崩壊に伴いその

フティーネットとしての役割を果たし

発生させている。これまで社会的セー

また、人口高齢化、都市化も問題を

先生、谷津先生と協議し人口と食料問

様性を考えなくて人口問題への対処は

ている。

さらされることになる。

題が不可欠な問題であることについて

できないと述べた．この多様性を認識

和気邦夫

の啓発を受け、たいへん感謝している。
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●ワイニー・ラバン議員（一一ユージーランド）

また、富と開発利益が偏った形で配

いて、計画が立てられることが問題と

なく、そのその不十分なデータに基づ

多くの国では情報の収集が十分では

ヌアツは最低開発国の水準にある。

プアニューギニアやソロモン諸島やバ

ぼ先進国の水準にあるのに対して、パ

てもパラオ、クック諸島やニウエがほ

らわす人間開発指数や人間貧困指数見

必要である。各国社会開発の程度をあ

なるので、それぞれに対応することが

この地域は各国で事情がまったく異

影響を受けている。

するようになったことで食事も健康も

農業から人々が離れ、輸入食料に依存

都市への移動に伴い、生活のための

鎖してきている。

ソロモン諸島を通じてフィジーまで連

民族間の緊張が東チモール、西パプア、

政情不安もこの地域の特色である。

完全に取り残されている。

で、おおくの国民は富や開発利益から

占することで一部の人たちが潤う一方

ていない。権力者が富と開発利益を独

分されており、広く人々の間に行き渡っ

識TLllill
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い。自分の先祖はシバルからきた。シ

う際に、シバルを例として上げてみた

今回、会議テーマに沿った検討を行

なかった。

タントは地域社会の声を重要だと考え

されず、開発を請け負う開発コンサル

知識で行われてきた。地域の声は重視

なっている。この地域の開発は外国の

この地球温暖化は先進国の活動の結

しているのはシバルの人たちではない。

ているが、この地球温暖化を引き起こ

中にはシバルがなくなるとも考えられ

じてきている。温暖化の結果、今世紀

農地がなくなり、食料供給にも問題が生

堤防を作るなどの対策をとっているが、

影響を直接うける。その防護策として、

程度で、地球温暖化による水位上昇の

のことだけを考えることはできなくなっ

ル化が進展していく中、自分たちの国

影響を与えているのである。グルーバ

どこかの国の活動が、遠く離れた国に

現代の問題は国境を越えて広がる。

素排出量の一一五％が北米といわれてい

に北米の責任が最も大きく、二酸化炭

ているのである。

る。

バルはあまり西欧文明の影響を受けて

いない。しかし、その国の海抜は一一一ｍ果であり、北の人々の責任である。特

（中国）

せて食料生産も増大していった。特に

た。産業革命以降人口も六億から二十

人間の文明と農業は切っても切れな

生産力が増強されたのは第二次産業革

簡単にいうと植物生産を食料にかえる、

る。まず、太陽エネルギーが気候条件

い関係にある。農業生産性の余剰で文

億へと三倍以上に増えた。それにあわ
を作る。気候、水圏、地圏、生物圏の

命といわれる一九一一○年以降である。

これが農業であるといえる。

る農業の発達は大きな成果をあげてき

できるようになった。二十世紀におけ

生産性が向上し、安定した農業生産が

一万年前。農業が発明され、その後、

し、文明が発達していった。

アジア・太平洋の人口扶養カー水・食料資源を中心に‐

農業は環境の産物である。農業、環

ＡＦＰＰＤ副議長

明が生じ、技術の進展が余剰を生み出

境、社会の連関を考えていく必要があ

議長

なかでエネルギーや水が循環している。

】７

張懐西

講演する内嶋善兵衛宮崎公立大学学長

この期間、生産力が増大した理由と

エネルギーなど四つの資源を使いすぎ

温は五度上昇してきたが、それに匹敵

する上昇がこの一○○年間で起こって

けて世界的に気候が安定していたとい

常に厳しい現状にある。アジアは乾燥

けるかどうかというと、その状況は非

アジアが今後とも収量を拡大してい

用され、優良農地がどんどんなくなり、

耕地に転用されるがその後、都市に転

また、森林が人口増加に伴い最初は、

た。

う要因もある。いずれにしてもこの食

地域が非常に大きく、水資源に恵まれ

森林が喪失することから新規開拓農地

いることを意味する。

料生産をもとに地球の扶養人口が急速

ていない。天水農業ができる地域は非

しては一九四○年から一九八○年にか

に増加した。

めに環境資源、生物資源、技術資源、

う都市化の進展もあいまって、肥沃な

常に限られている。また人口増加に伴

人口の扶養力には土地利用パターン

の余地も乏しくなってきている。

この増加する人口に対応していくた

エネルギー資源を投入して生産量を高

や技術が大きな影響を与える。一九九

ア人口が二○一一五年で四七億二○○○

農地が減少している。さらに、緑の革

万人であるのに対し、農業生産力は四

八年の国連人口推計を使って、技術進
コメを九○～一○○キロ人間が消費

三億三八○○万人～四一億九七○○万

めている。生産量の増大は生産性の向

以降、異常な勢

し、小麦、メイズを家畜の飼料として

人、一一○五○年では推計人口が五一一億

歩を計算に入れて算出してみるとアジ

いで生産力が上

使った場合、アジアの平均的な穀類消

命のような高収量品種の改良が難しく

昇したが、耕地

費量は一人あたり二五○キロになり一

七○○○万人であるのに対し、農業生

上でもたらされ

面積はあまり大

九九三年の中国の水準まで達すると考

産力は五一億七四○○万人～四九億二

なってきている。

きな変化をして

えることができる。

た。一九六○年

いない。この収

しかしこの収

が著しい。

小麦の収量増加

コメよりメイズ、

量の急増の中で、

どのくらい激しい気温の変化かという

度上昇すると考えられている。これが

での一○○年間で世界の平均気温が三

味すると一九五○年から二○五○年ま

ネル（ＩＰＣＣ）の気候変動予測を加

ここに、気候変動に関する政府間パ

とんど利用し尽くされている。耕地面

は耕地の拡大であるが、優良農地はほ

し、多収をあげてきた。もう一つの方法

を使い、肥料などの農業投入材を多投

収量の上昇を図るには、高収量品種

四○○万人と農業生産のほうが不足す

量の増大のため

と、これまで二万年間に世界の平均気

ることになる。

に、環境、水、
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積の拡大は非常に難しい。生態系の不

可逆的な変化をもたらす可能性が高い。

曇壹ＭＥ

農薬を使わずに、在来農業の環境で
多収できるような改善が必要。

附力深定汁

スリランカの場合、降雨の多い地域

では米の天水栽培をおこなっているが、

乾燥地域では水資源の不足によって潅

概面積が減少しつづけている．様々な

改善によって、稲作の生産高が伸びて

いるが人口増加のほうが大きく一九八

○年代から一人あたりの生産量が減少

を続けている。人口増加が米の需要を

増大させ、水資源に圧力を与えている。

年までのスリランカ人口は、推計する

実際の人口調査が行われた一八七一

る。現在、スリランカの地表流水量の

かないが、人口の五十七％が住んでい

雨の多い地域は国土面積の二十三％し

が衛生的な水を利用することができる

市部に居住している。都市人口の七○％

現在、スリランカ人口の二一％が都

分野での水便用量が十五倍に増加した。

％まであ

その中でも、産業用水の急増が問題

になっている。大コロンボ開発公社（Ｇ

根拠があまり明確でないために、神話

三○％が潅概に使われている。過去三

が、農村ではわずか一六％に留まって

司仁

の中の話として受け止められているが、

年間、旱魅被害が長引いた。また、人

いる。水文学者のマリン・ファルケン

ユ少仁

ＣＤＡ）の経済特別区の拡大で、工業

スリランカの歴史は人口増加と灌概開

口増加によって水使用量の増加が生じ

マークが「水の逼迫」と「水の欠乏」

生産の増強が図られると同時に、工業

発、灌概設備の劣化と遷都という歴史

ているため、スリランカ最大の河川で

という水問題に関する指標を開発して

ユユ化或やｎＪ４Ｅ面

であったということができる。

あるマハベリ川開発を加速した。
であった。一九五三年八一○万人になっ

七一年でそのときの人口は二一○万人

産業用水の需要などを考えることも重

マムニーズを考えるだけでは不十分で、

水の問題を考える場合には水のミニ

○万人が川沿いに居住しており、その

なっている。コロンボの人口の中で七

また、廃棄物の処理が大きな問題と

初めて人口調査が行われたのは一八

ており、一八七一年から一九四○年二・

要になる。

おり、有用である。

一％程度の人口増加率であったものが、
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菌師

五○％貧困世帯である。コロンボの貧
困世帯の３／４の世帯が川沿いに住ん
でいる。人口の都市集中や人口増加に

より、淡水需要はいっそう増加する。

ｕ（
･ゴー車藤目

クマレー

辿宋』兜冗

の購買力が限

占めているが、その陸地の割合は○・

地球の面積の三五％をオセアニアが

料生産が前提であり、それをいかに市

人口扶養力を考える場合、十分な食

太平洋地域は生活水

Ⅱ弘一フネシア、準が低く、余剰扶養

太平洋地域において、人口と資源のバ

合「貧困」の問題が重要なカギとなる。

域別に見てみるとメラネシアではオセ

平洋地域には余剰扶養力などない。地

扶養力という点から考えた場合、太

Ｉｌｌｊｉｍｆｌ力などない

ランスが脆弱であり、例えば漁業資源

アニア地域の陸地の八四％を占め土地

式が変化し、その生活が近代化に晒さ

市場経済化、都市化によって生活様

での生活がほとんどとなっている。メ

の影響をあまり受けず、伝統的な村落

も多い。そこでは市場経済化、近代化

は多いが、山岳地帯が多く、未踏の地

れている。このような経済環境、生活

む資金が不足している。

に恵まれていたとしても遠洋漁業を営

太平洋地域の人口扶養力を考える場

ある。

ミクロネシア七％、ポリネシア八％で

地域別に見てみるとメラネシア八四％、

場に流通させるかが重要である。

Ili li

○四％でしかない。その陸地の分布を

宰坤測置孝勿一ｍ》

、

産業排水が未処理のまま排出されたら
環境、人体に深刻な影響を与える。古
くからなめしや鉄鋼は河川を汚染する
事がよく知られていた。また、農民は
＋分な知識を持たないために、推奨便

用量の二倍の農薬を使用し、水質汚染
を引き起こしている。

現在、スリランカ政府は水の有効利
用政策を促進している。その一つとし

て、かつて無料であった水道料金に課

金し現在は有料となった。その他に水
に関する対策が必要な分野としては、

水系感染症の予防があげられる。水の
需給という観点から考えれば、スリラ
ンカの水使用の中で農業の水使用量が

最大であるため、潅概効率の向上が最
も重要な対策となる。また、農業用に
留まらず生活用水、工業用水を総合的
に効率よく利用するための水管理シス

テムを政府が策定中である。また、電
力の省エネルギーを促している。

儲圃
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耕作した土地が回復するためには休閑

所で耕作を続けることができず、｜度

行っている。この移動耕作の場合一箇

移動耕作であり、労働集約的な農業を

在しているが、そこでの生活形態は、

はメラネシアの土地面積の六三％が存

になっている。パプアニューギニアに

あるが、その人口増加率は高く二・四％

もっているのがパプアニューギニアで

ラネシァのなかでも最大の土地面積を

ア政府の援助で救済された。

人が食料不足に直面し、オーストラリ

ために食料が取れなかった。一○○万

であり、パプアニューギニアでは霜の

またメラネシアは特に天災の多い地域

変によって観光収入が喪失してしまう。

養力を減少する。フィジ－のように政

りやすい地域でもあり、政情不安が扶

てしまう。またこの地域は政変が起こ

益を確保するために、漁業権を売却し

現金獲得の機会がないので、短期の収

ほとんどを占めている。

アメリカからの経済援助が国家収入の

の場合、アメリカの軍事施設の地代と

なっている。例えば、マーシャル諸島

い。世界で最も人口密度の高い地域に

模な島国がほとんどで資源も産業もな

つぎに、ミクロネシアの場合、小規

家庭の野菜畑も放棄させてしまってい

売れるものでなければならないため、

作物の生産が必要になってきている。

済化の中で現金収入を得るために商品

一般に、オセアニア地域では市場経

食料を求めて短期移動をしたりなどの

探しに行く採集経済を復活させたり、

などの資産を売却したり、森に食料を

とえば、伝統的な食料に頼ったり、豚

人々が伝統的な救済策も実施した。た

このパプアニューギニアの霜害では、

しかない。地球温暖化による海水面の

できており、高いところでも海抜一一ｍ

まっている。多くのくにはサンゴ礁で

がなく、漁業権を他国に売り渡してし

いる。また、遠洋漁業を実施する資金

料に依存する結果、糖尿病が蔓延して

手することができない。安価な輸入食

現在、栄養バランスのよい食料を入

るのみ…

ミクロネ業シア水資源は天水に頼

期を長く取ることが必要となる。

る。また、働けるものは都市に出て行っ

対策を人々が取ったのである。

る。人口の増加に供給が追いつかない。

いう身近な食料供給が失われてきてい

かないが、すでに低い生活水準の状態

改善するには生活水準を低下させるし

人口増加が続く中で、食料需給状況を

今後しばらく人口増加の傾向が続く。

結果、現金収入がなくなりナウル航空

浄化装置もない。リン鉱石が枯渇した

得が低下した。淡水も不十分で、水の

は一九八○年代の所得の半分にまで所

ナウル津リン鉱石の枯渇に伴い現在で

上昇で国が消えてしまう状況にある。

そのため、沿岸地域で乱獲が起こり沿

にあり、生活水準を低下させる余地が

が問題続きとなり、食料が十分搬入さ

また、この地域の人口構造は若く、

てしまうため、農村に生産年齢の男性
が残れなくなってしまっている。

岸部の漁業資源が枯渇してきている。

ない。

自分たちの食料を自分たちで作ると

現金収入が必要であるにもかかわらず

2１

水である。また人口集中の結果、タワ

水に頼るしかないためにシャワーは海

水も得られない。水資源はほとんど天

ワに人口が集中している。安全な飲料

分の国の東側にいけない。首都のタラ

とんどなく、ハワイをとおらないと自

に分布しているがその間の交通路はほ

キリバス》キリバスはかなり広い面積

策次第で変化する。人口が増加すると

食料安全保障の状況は受入国の移民政

いう特色から、この地域の人口および

たポリネシアからの人口移動が多いと

が地域の発展につながっていない。ま

従属人口で、教育投資を行ってもそれ

まう。島に残る人々は老人や子供など

ことができる人たちが島の外に出てし

受けたどこに行っても一雇用を見つける

ランドへの移民が多い。若くて教育を

スでの貧困というわけではないが、雇

しまう。絶対貧困とか、食料の熱量ベー

ないため、収入を得る機会が限られて

しているにもかかわらず、雇用機会が

また市場経済化、貨幣経済化が進展

共有財産が急速に劣化してしまう。

地域のコミュニティーが崩壊すると、

の生産向上の努力をする余地が乏しく、

有権が認められていないために、個人

また土地が地域の所有になっていて所

また農業離れ、都市志向が進んでいる。

も食料安全保障の余地が極めて乏しい。

ラの環礁がごみでいっぱいになってし

どこが吸収するかが問題になってくる。

ランス、その他地域からはニュージー

まった。現在の人口増加率で言えばこ

用機会が極めて乏しいという、機会の

れない状況にある。

れから三十年で人口が倍増する。

この地域では特に産業がないために

ネシアに比べて低く、伝統的な生活を

している人が多い。人口密度もミクロ

より、ニュージーランドに移民し生活

多くの島でその島で生活している島民

まだ他の地域に比べて希望がある。

を生み出してしまう。旧宗主国である

ので、移民で出さない限り大きな困難

も、余剰扶養力はない。自然増は高い

食料と人口の観点か見るとこの地域で

きず、漁業権を外国に売却している。

金が不足しているために遠洋漁業がで

が必要である。メラネシアと同じく資

との確保のためには貯水のための投資

（自然増加率が、二・一一一％で、人口増加

くの地域から人口移動が起こっている。

会を与えることができないために、多

ことができる。増加する人口に雇用機

太平洋地域はすでに過剰人口という

が重要なのである。

必要で、安価な食料を入手できること

近代的なサービスを享受できる状況が

人口扶養力は食料、水だけではない。

貧困が存在する。

残している。人口移動が頻繁に行われ

英国は、これらの地域に絶対貧困がな

率が○・五％ということは一・八％の

輸入は多いが、輸出は少ない。水資源

ている。アメリカ領サモアからはハワ

いと誇っているが、決してよい状況で

増加分が流出している計算になる。）

Ｂトゴ（－．Ｆ■工Ⅱ（工食料安全保障の余地

イやアメリカに移動している。仏領ポ

はない。特に環境や経済状況の面から

聡伽蝋靭７．はない

リネシアからはニューカレドニアやフ
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17ｔｈＡＰＤＡ会議ニュージーランドで開く

きている。上流から北のほうへと水の

いる。華北では水不足が深刻になって

源や食料問題の解決に向けて努力して

界人口の二二％を擁する中国は、水資

飲料水が何とか保証されつつある。世

九年以降、水資源の管理の成果として

１／３の川が汚染されている。’九四

の平均水資源の１／４しかない。その

中国の水資源は不足しており、世界

に生きるための食事を考えていくこと

その結果、穀物需要が急増する。健康

ロ、鶏でも二キロの穀物が必要となる。

は穀物が七キロ必要で、豚肉では四キ

たとえば、牛肉一キロを作るために

物需要の急速な拡大につながっている。

物の比重が移った。このことがまた穀

物から、脂肪とたんぱく質へと摂取食

た。つまり糖やデンプンなどの炭水化

たものが、現在では、四○％に低下し

の六○～七○％を穀物から摂取してい

迂回を図っている。また都市部の下水

が必要である。和食などは健康的な食

○タオ・シー・ピン議員（中国）“

道の管理も重要な問題になってきてい

事であり、高齢化社会においても重要

水の需要、食料の需要の増大と、食

食料安全保障への対策として土地利用

○テオ・ホー・ピン議員（シンガポール）》

政策を強力に推進すべきだ。

となる。この意味から、健康な食事の

る。

○スラヤ・チャンドラ・スラパティ議

事の西欧化がどのような関係にあるの

の向上は可能か。

員（インドネシア）“

でしょうか。また富める国と貧困の国
をある程度均衡を取ることができるか。

●内嶋ｍ

所得の上昇に伴って、食事が変わっ

どう変わるかについては捨象している

には土地利用のパターンが人口密度で

今回の発表した人口扶養力の推計の中
ていくといえる。広く見られるのが肉

が、当然変化する。人口増加の結果、

●内嶋卵

食化で、日本でも戦前は必要カロリー

2３

業生産のためには肥沃な土地をいかに

ＡＯの報告からも、海洋からの生産は

河川、沿岸、湧昇流近辺しかない。Ｆ

いからである。無機成分が豊富なのは、

維持するかが重要だが、肥沃な土地は

限界に達していると考えられている。

耕地や林地が予想以上に減少する。農

都市の周辺に位置し、都市化の浸食を

○ラクシュマン・シン議員（インド）“

受けている。この中で食料生産を確保

するためには超高収量品種を開発する

豆生産も重要だと思うがどうだろう
か。

しかない。農学者にとって重要な挑戦
となる。

資源を必要とする。食料安全保障に寄

与するかどうかは若干疑問が残る。

○スラヤ・チャンドラ・スラパティ議

員（インドネシア）癖

経済危機がもたらす影響について。

●アペコーン

経済危機やその他の変化の中でも人

万トンを中国で、一億トンをアメリカ

大豆の生産は重要であり、二四○○

きる。スリランカの場合政権が変わっ

的な意思があれば成果を出すことがで

な意思が必要。政権が交代しても政治

口政策を維持してくためには、政治的

で生産している。しかしこの豆類は非

ても人口政策は一貫して維持され、乳

●内嶋睨

食料安全保障を確保するために海洋

常に多くの水資源を必要とするため、

児死亡率、妊産婦死亡率を低減させて

○ナフシア・ビンティ・オマール議員

を利用することで解決することはでき

食料の安全保障という観点から見ると

来た。

（マレーシア）識

ないのだろうか。

解決手段にはならないのではないか。

●内嶋》

り、海洋からの生産が陸地からの生産

し、陸地では二○億トンを生産してお

からの生産物は一億トンであるのに対

いる。生産物を比較してみると、海洋

人間の活動の前には小さくなってきて

トン、豆は稲以上に多く一八○○トン

に対し、Ｃ３植物である稲は一五○○

るのに八五○トンの水が必要であるの

イズ（とうもろこし）を一トン生産す

植物としてサトウキビなどがある。メ

として稲、麦、豆科植物があり、Ｃ４

ほとんどであった。しかし現在、水の

スリランカの場合、天水依存農業が

てほしい。

水資源を管理する経験をもう少し教え

○ベトナム》

農学の分類でＣ３に区分される植物

に比べて非常に少ないことがわかる。

の水を消費する。豆科の植物は大きな

需給が厳しくなってきており、水のり

六三八○キロの半径を持つ地球も、

この理由は、海水には無機成分が極

可能性を持っているが、より多くの水

●アベコーン》

めて不足しており、植物生産に適さな

2４
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サイクルを検討している。これまで農

塵が空をおおい日照を大きくさえぎっ

した暗い海（ダークシー）など黄色い

る欲求はある。これまでも伝道師や捕

てしまう場合もある。例えば、サハラ

島喚国でも西欧的な生活様式にたいす
鯨船の船員などとの接触があり、西欧

砂漠の場合、サハラの砂はキューバで

業は季節的な降水に大きく依存してき
たが天水だけに依存することができな

的な生活様式に触れてきた。島喚国の

唄国の人々が近代生活をしやすいよう

規模に飛来したときには太陽放射を二

くなってきている。

に政策を準備することが必要で、その

○％さえぎると考えられている。した

も観測されており、黄砂は太平洋を渡

中でも雇用の創出が最も重要である。

に大きく影響する。しかし、通り過ぎ

人々の都市に住みたいという希望を拒

スリランカの場合、水の量は十分だ

○ウ・ファ・チャン議員（韓国）皿黄

ていくものであるため今のところ短期

り、アメリカでも観測されている。こ

と思うが、質の問題はどうであろうか。

砂の予防対策について。

的影響として計算に入れていない。

否できない。しかし都市化は低栄養や

の問題となってきている。その理由は、

黄砂の問題、黄砂の予防について何か

砂漠化についてのご質問だが、地球温

○マレニー・スカベジュヲラキット議

川沿いのスラムからそのまま排水が垂

できるか。地球の温暖化と黄砂はどの

暖化によって水の循環スピードが速く

れは地球規模の問題である。太陽放射

れ流されることによる水質の汚染や、

ように関係するのか。温暖化は砂漠を

不健康、失業を引き起こしている。島

工業用水の排水によるものである。ま

拡大させるのか。黄砂の問題は中国、

員（タイ）》

た全国的に見ると農薬の過剰使用が問

韓国、日本にとって大きな問題であり、

コロンボの場合、水質の汚染が最大

だが。

帯では降水が減ると考えられており、

られている。

が強くなり、砂漠化が拡大すると考え

気温が一度上昇すると四％蒸発能力が

高くなるため、中緯度では旱魅の影響

コの近海で進化論のダ１ウインが目撃

漠周辺ではどこでも起きている。モロッ

中国、韓国、日本だけではない、砂

●内嶋》

えるといわれている。しかし、中緯度

地球温暖化によって七％水の循環が増

なる。地球規模水循環モデルによれが

がって、これが長期に続けば農業生産

の観測結果によると、日本に黄砂が大

題となってきており、改善のために取

何らかの努力をすべきであると思うの

●アペコーン堺

り組んでいる。
○ニュージーランド叩

島喚国にも西欧の生活様式への欲求
があると思うがこの点をどう考えるか。
●マックマレー』

2５

○ウ・ファ・チャン議員（韓国）
対策はどうか。

消費型になっている。

穀類でも一に近づき、温室栽培などで

からである。また肥料を購入する資力

もない。商品作物を作る場合において

も同じである。

は行われているが、ガラスのリサイク

太平洋諸国のごみ処理、リサイクル

は一以下になっており、エネルギーを

ルすらない。その結果、島国の環礁の

生産しているはずの植物生産がエネル

要である。現在の大気中の二酸化炭素

○タオ・シーピン議員（中国）”森林
中国北部では黄砂が頻繁に見られ内

濃度ではＣ３作物のほうが効率がよい。

中が汚染されている。ごみ処理は都市

には費用がかかりすぎる。ニューカレ

モンゴルでは特にひどい。森林破壊か

しかし、収穫係数、水効率の改善は容

生活の代償。援助国もこの点を考えな

ギー消費を行ってしまっている。した

ら影響が出ている。中国東南部にも影

易ではない。この方向でのバイオテク

ドニアでもアルミニウムのリサイクル

響を当てている。川の上流部での森林

ければならない。

がって、収穫係数、水効率の向上が必

伐採を禁止し、植林を実施する。伐採

ノロジーを改善していく必要がある。

伐採の禁止と植林の義務づけを。

業者に植林を義務づける。大都市周辺
にも植林を行っている。協力して対処

○トルファイヴァレレイ・ファレモェ・

レイアタウア議員（西サモア）四

人々は貧困の中で暮らしている。ど

うしたら改善できるか。

●マックマレー》

●マックマレー》リサイクルできず、

つながらないことが最も大きな問題で

となるものだが、それが実際の改善に

教育が貧困を改善する最も大きな契機
島国の環礁が汚染している。

影響を与えている。

償として農薬の多投が行われ、環境に

倍に食料生産を増やしてきた。その代

起こしている。またスリランカでは五

産業廃棄物の投棄が環境悪化を引き

●アペコーン》

することができる。

○鮫島宗明議員（日本）》

超高収量品種の実現に向けたバイオ
テクノロジーへの可能性はどうか。

●内嶋》収穫係数と水効率の向上が必
要だ。

きた。その結果、化石燃料の投入と産

とでこれまで食料生産を極大化させて

ムが基本的にないため、灌概がなけれ

あまり導入されていない。灌概システ

オセアニアにおいて、高収量品種は

の意味で「機会」が非常に限られてい

留学させても就業の機会がない。全て

してきているが、就業の機会がない。

ある。太平洋地域で教育はかなり普及
出の比を考えると本来エネルギー生産

ばできないものは作るわけにいかない

複合的に農学技術を最適化させるこ

することのできる植物生産がエネルギー

2６

だが社会の発展につ

や言語を学んでも個

的な教育の分野が不

て、太陽エネルギーが非常に豊かであ

できた。半乾燥地域は多雨地域に比べ

な河川の水のおかげで灌概農業を展開

離れていることを意味し、同時に巨大

ある程度条約がある。

も、船舶の航行、汚染防止については

ライン川、ドナウ川など国際河川で

きた。これは灌概

の文明を維持して

があり、あれだけ

プトでは余剰生産

インダス・エジ

ＦＰＡ次長）曲

○和気邦夫（ＵＮ

の塩類集積を改善することは非常に難

力が急速に落ちてきたからである。こ

それ以降、塩類集積が進み、現在生産

ム建設までは塩類集積はなかったが、

れた。エジプトではアスワン・ハイダ

塩類集積は発生し、その生産力が失わ

はメソポタミア、インダスでは耕地の

大文明はなぜ滅びたのだろうか。それ

することができた。では中国を除く四

起こってくる。

た石油資源をめぐる紛争以上の紛争が

約や規制を作らないと、かつて起こっ

納得できる国際的な水利用に関する条

しかし、国際河川の場合、当事国が

なっている。

深く絡み、条約形成ができない状況に

ての条約は当事国の利害があまりにも

しかしながら水の使用や取水につい

恐れがある。

●内鴫呼国際河川では石油紛争以上の

を修理したりするこ

る。その余剰であれだけの文明を形成

によって生み出さ

しい。

各国の活動を制限する必要がある。

れたものなのだろ

人間が利用するだけのものではなく、

また忘れてはならないことは河川は、
○谷津義男議員（日本）》国際河川の

うか。これらの地

域で、今、再び収

環境形成要因であり、河川そのものが

多くの生物にとっての生息地であると

条約不備が紛争を招くのでは。

チグリス・ユーフラテス河からの取

量を拡大させるこ
とができないのか。

た結果、シリアで河川水が減少して、

発生している。トルコ側でダムを作っ

の分野を考えた、合理的な水政策が緊

資源としてしか考えていないが、三つ

人類は自分のことだけしか考えず、

いうことである。

灌概用水などが不足してきている。国

急に必要になってくる。

水をめぐってトルコとシリアで問題が

は半乾燥地帯に位

際河川の条約を作らないと紛争のもと

●内嶋￥

置している．これ

なると思うが。

世界の四大文明

は熱帯感染症から
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世界の 、億人が
ＺＢＩ Fル以下で生活

持続可能な開発ｌアジア・太平洋の未

スカッション「グローバリゼーションと

われ「食料安全保障と人口ｌ環境と持

来ｌ」について活発に討議した．

｜｜曰目の五日は引き続きセッションが行
続可能性ｌ』の討議に続きパネルディ

ＡＦＰＰＤ副議長

（インド）

の農民がメコンデルタで一七○○万ト

コメを売らなければならなくなってい

元進国と開発込

国連開発計画（ＵＮＤＰ）の二○○

るが、どうやって売ったらよいかわか

コメあまりの結果、米価が下がり、

｜年『世界開発報告』の開発指標によ

下で生活している。その一方、西欧諾

らない状態になってしまっている。

ンのコメをつくり、その余剰米をどう

けを見れば悲観的にならざるを得ない。

しかし、人的・社会的な側面に関して

いえば改善も果たされているし、まだ

まだ改善の余地もある。したがって、

対策のいかんによっては希望が持てる

ると世界中で十二億人が一日一ドル以

らかの均衡をとらなければならないと

る。昨年、ベトナムでは一七○○万人

途上国の中でも大きな問題を抱えてい

ができるのか分からない。一方、開発

国ではどうすればその余剰を売ること

き、その一方で食料余剰を作り出した

八億人がお腹をすかせたまま床につ

が見られる。

国では余剰が存在し飽食や資源の乱費

議長

やって売るかについて政府は何の手助

奴誌。を座

の五倍陵

食料安全保障と人口「環境と持続可能性「

汐小陸雇

ラクシュマン・シン

いうことである。現在世界には極端な

の》庶謹

ご

これまでのセッションで討議がなさ

ﾘﾌﾞ

けもできず、農民は何とかして自分で

５１

れたように、天然資源、物理的側面だ

醗鵜:ＬＡ櫻１日ﾖ蓮

対照的状況が同居している。
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年間数十億ドルの費用が使われている

農業に関する国際的な研究機関では、

作物を選べるようにした。

要に対応できるように、自由につくる

は先月政策を変更し、農民が市場の需

このような事態に対応するために政府

米作農家は収入が減ってしまっている。

きている。

女性がその生活を維持できなくなって

ている。特に実際食事や生活をになう、

のもとで、ますます生活がきつくなっ

の食料を購入しなければならない状況

果、十分な雇用がない中で、自分たち

農地を売却して都市に出て行きその結

辺では農民が現金収入を得るために、

果をもたらしている。

また、農業機械の導入も同じような結

がって農民は貧困にあえぐことになる。

その結果、豊作になり作物の価格が下

金支出をおこない多収を実現したが、

また肥料や農薬などを購入するのに現

ついて何らかの、対策をとっているだ

るためにどうしたらよいかという点に

えば、途上国の農家が適正な所得を得

ている問題を解決できていない。たと

う生き残っていけばよいのだろうか。

なる。その中で、貧しいものたちがど

人が激しい競争に晒されていくことに

グローバリゼーションの中では全ての

貧しい農民にとって課題となってくる。

これから、グローバリゼーションが

しれない。

れば間違えてかえって悪化させるかも

十分な知識のない患者が勝手に処方す

民）にとって状況は変わらない。また、

れを実施するお金がなければ患者（農

である。また処方菱を示されても、そ

を使うためには、正しい処方菱が必要

病気であり、薬が必要であるがその薬

貧しい農民は資本がない。貧しさは

にも関わらず、現実に途上国が直面し

ろうか。

賛しいものたちに残された資源とはど

市化も進行し、都市人口では貧富格差

トナム一国が付け加えられている。都

○○万人以上の人口が増加し、毎年ベ

有効利用していくような対策が必要で

分たちで考えて、長期的にその土地を

地の場合は土地の私有を認め農民が自

肥料、農業機械などが必要である。土

農業生産をするのには土地や、水、

きな原因となっている。この貧困の問

ス）と融資条件が一致しないことが大

理由は、農民に対する指導（ガイダン

現在貧しい農民が貧しいままでいる

地球規模で水資源と人口の問題を考

えていくと、すべての人が水に圧力を

のようなものなのだろう。

がますます拡大する。人口の巨大都市

あろう。また、水もデルタに近ければ

題は、資本と技能をリンクさせてはじ

技術的なガイダンスをする必要があ

かけているといえる。世界で毎年七○

への流入傾向が強まり、都市人口が拡

あまり問題がないが、貧しい農民たち

めて解決できるが、融資は融資の審査

策が取れない。

る。対策があっても資金がなければ対

大しつづけている。

が生活している山の斜面などのような

基準で融資し、指導は指導で行われる

所得が増えれば増えるほど穀物消費

高地では十分に得られない。

は増え、畜肉の消費がふえる。都市周

2９

率的な投入については十分理解されて

うという方法が導入されるが、その効

通常収量を高めるためには肥料を使

心ではないのが現状である。

には熱心だが、農民の生活向上には熱

まりない。為政者は軍事的な権力掌握

るが、農民の生活を改善する意思はあ

いないし、過剰投入の場合には、害虫

ないことになる。

過去の農業技術や技法は科学者のた

結果、適切な改善をもたらすはずの指

めに開発され、条件をそろえた中で最

が増え、殺虫剤が必要となり、ますま

導を実現するための融資が得られない

も良い生産を実現するという性質を持っ

す貧しくなるなど、かえって問題が起

したらよいのだろうか。

近年開発されたコメの品種にビタミ

めに開発されてきたのであり、そのよ

なども起こってくる。それは農民の知

肥料を投入することで、土壌の侵食

また、土壌の栄養素の管理が重要な

穫できる品種改良のほうが必要である。

貧しい農民にとっては旱魅に耐えて収

ンＡが多い米の品種があるというが、

うな社会基盤を利用できない貧困者の

識が限られているためだが、技術を供

という現状にある。

ていた。したがって、既存の農業技術

こってくる。

現実的な改善を果たすためにはどう

のほとんどは潅概水を持った地域のた

大半は研究の結果を反映させることが

与する側にも問題がある。たとえば米

としては降水の予測などは有効で大き

研究所で行われる技術的開発の分野

がばらばらに来て指導する現状があり、

家は家畜だけを扱う、科学者や専門家

の専門家は米だけを扱い、畜産の専門

の生活に役に立つ品種の改良が必要。

の知識を生かして、近い将来貧しい人々

などの遺伝子資源を管理している。こ

多くの研究所が野生種や既存の穀物

ポイントとなる。

できない。

く貧しい農民に役に立つだろう。

農民にとっては結局どうすればよいの

貧困者は山の斜面に住んで張り付い

況が悪く研究者は生活できない。子供

住んでいるようなところでは、生活状

い。様々な知識を断片的に与えられて

自然環境を維持していくことができな

その結果として、環境破壊的になり、

メでも陸稲などの場合、雨が降ったと

にすることも重要である。例えば、コ

して、天水依存で米を育てられるよう

が必要である。旱魅に強い品種を導入

灌概水の有効利用、天水の有効利用

の学校も十分にない、スーパーマーケッ

も知識を統合する能力が農民にはない。

きに水がたまらないように、溝を掘っ

か理解できない。

トもないという状況の中で研究者の家

また農民の場合、女性が何の権限も与

ている。このような最も貧困人たちが

族が生活することは困難である。その

乾季田での栽培や、水かかりの悪い

ぐらいである。

ておいて水を排出しなければならない
政治や行政の面でも問題がある。多

えられていない。

うな農学的な技術が最も適しているか

くの為政者は権力を掌握する意思はあ

結果、そのような環境のなかでどのよ
についての研究はほとんどなされてい
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が必要でないために、乾燥すればすぐ

さが必要である。水稲であれば深い根

ところで栽培するには、植物の根の深

その権利の継承が認められた結果、一

制が導入され、長期の土地の使用権と、

農薬も同じ物を使い、為替の変動相場

た。その中でも稲作が最も優先された。

などの対策を講じていく必要がある。

適切な農民への教育訓練、知識の提供

れからは、さらに土地所有の立法化、

○○万トンもの余剰を生みだした。こ

］香悪

でありながら狭い範囲で討議され、開

イロでは人口と開発を主題とする会議

カイロからの問題を討議したい。カ

フィリピンの事例ｌフィリピンで土

広く関わってくる。

また、この問題は、土地の有効利用に

題を総合的に扱わなければならない。

皿の世代笥継爵

〃処邸］４詰

凰取升ｂ串聖亟玄かび韮風姫電、砂川へコレ弱

食い刊の一需給

発問題はいうまでもなく人口問題すら

地改革が行われたことは広く知られて

ロの零

最も重要なことは政府の誠実な政治

討議されなかったといえる。今回の会

いるが、土地改革は単純な問題ではな

まみＬ牛一嘉二喰、性に津貝←とムヨ旧ｕ白砂

の咋間寵

串間寵

に枯れてしまうことになる。

また、衛星位置システム（ＧＰＳ）

などで位置を明確にし、土地の区分を

明確にしてその土地の特性に適合した、

それぞれ違った種類の米作へのゾーニ
ングを行っていくことなども有効な対
応となる。

また、多角農法も有効である。ベト

ナムでは、水田の周りに溝を掘ってエ
ビを養殖し、畦では野菜を作り、コメ
とエビと野菜を同時に作る、このよう

な多角的農業が増えている。エビはコ
メ五倍の価格で売ることができる。

意思である。この意思があって初めて

議が人口と開発の問題に真正面から取

い。他の関連政策の改善も行われなけ

このような対策を取るためには学際

農民の生活が改善される。ベトナムも

り組み、非常に広い議題を討議したこ

した農業が必要になる。

的な研究に基づいた、自然環境に適合

ドイモイ政策がなかったころ、食料援

ればその効果は得られない。土地改革

しても農村で落ちこぼれがたくさん出

とは非常に有意義である。

現在食料の輸入価格が貧困国にとつ

助を世界からいただいていた。

しかし、ドイモイから変化が始まつ
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女性が大量に移動することが大きな影

農家の子供達が地元を離れてマニラに

て何へクタールかの農地を入手したが、

は大家族の一員であり、再分配によっ

状を見てきた。しかし、新しい所有者

は、地元の地理的な要因なども重要に

避けられない。労働者の移動に関して

動による影響はニュージーランドでも

に大きな影響が起こっている。人口移

る。家族の中でも若者が移動するため

制約されているうえに、土地改革もな

十分な利用ができない。土地が非常に

土壌が脆弱で耕地が斜面にあるために

農民の土地の使用権は違う。山地では

またフィリピンの場合、州によって

ルすることはできない状況になってい

いってしまうという問題もある。また、

なる。通常、農村から都市へと人口が

かなか進まないのが現状になっている。

てくる。レイテ島で土地の再分配の現

つぎの世代では細分化されてしまって、

移動するが、中国の四川、ジャワ島な

響を与えている。

ふたたび生活が成り立たなくなってし

どでは逆の現象が起こっている。

また現在の食料問題は食品の分配の問

口と食料安全保障は楽観できない。

イジェリアなどの人口増加を見ても人

と食料生産の問題は深刻な問題で、ナ

フィリピンには新規開拓地がない。ベ

の生産が増大した。しかし現在では、

に人が移住し、コメ生産をはじめコメ

で主食である。かつてミンダナオ地域

ピンでは食料としてコメが非常に重要

フィリピンの事例に戻ると、フィリ

は人口問題が扱われなかったが、環境

環境の問題を扱った地球サミットで

いる。

いろいろなレベルで人口移動が生じて

どが大きな影響を与えている。社会の

化、都市化、人口の国際移動の影響な

需給バランスや、社会の構造的な変

まう。土地の世代間継承による細分化

題であるとも言える。飢餓は食料生産

と人口、開発の問題は不可分の問題であ

の活動に対しても人口や持続可能な開

の不足だけで引き起こされるわけでは

フィリピンでも出生が下がってきて

発の分野から対応が必要になってくる。

トナムからの輸入に依存している。コ

いる。しかし、人口増加率が高かった

人口、食料安全保障、環境、持続可

ない。現在の食料と人口の問題はまだ

大きく影響を与える。アジアでは人口

過去に生まれた人口が再生産年齢のピー

能な開発のような複雑で多様性を持っ

り、来年予定されているリオ（地球サ

転換により、年齢構造が大きく変わっ

クを迎え、大規模に人口再生産するた

た問題はひとつの政策では解決できな

メを国民全員が食べるためには、生産

ている。人口問題は出生率の低下だけ

め、かなり極端なモメンタム効果が生

家庭などミクロレベルでだけ協議され

ではない。人口構造や人口移動の問題

い。全体を見た総合的な政策をとらね

ミット）から一○年の検討を行う一連

はアジア諸国では深刻な問題。

じてしまう。また人口移動は大きな要

ばならない。

性を向上させる必要がある。

移動の問題がまた重要な問題となっ

素となってきている。若年層、特に、

ている。しかし人口のマクロの変化も

ている。現在、若者の移動をコントロー
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已庄鬘易論議では、倉

薯上員

］と

Ⅱ

園ラヨ

七○％の人口増加が起こると考えられ

ているのである。

この問題に関しては二つの見解があ

る。

楽観的な見解によれば地球の農業生

産は、七七億人から一○○億人の人間

よって食品が生み出されてきている。

虹妬尹釜已

を支えることができるという。このよ

アフリカの地域によっては、一一十五歳

緑の革命で画期的な高収量を実現した

エス】に

うな楽観的な予測は農業技術の発展を

前提としている。現在、バイオテクノ

以下の若者の１／５の人口が感染して

ロジーの進展が著しく、遺伝子操作に

と食料安全保障にどのような影響を与

を含むゴールデンライスとよばれるも

ミラクルライスを超えて，ビタミンＡ
この蔓延にもかかわらず、アフリカ

のまで作り出されてきている。先ほど

強い稲が必要と強調されたが、遺伝子

を含むゴールデンライスよりも旱魅に

の講演で、スアン先生が、ビタミンＡ

の人口は倍増する。ＨＩＶの蔓延によ
り、食料生産をになう人口が減少し、
栄養水準が低下することになる。

世界人口増加の抑制のための努力が

工学の一つの成果ではある。

しく低下しているが、絶対数ではまだ

工学を利用した食料生産については、

成果をあげ、人口増加率そのものは著

か。昨年には六○億人目の赤ん坊が生

まだ増加する。その結果、国連中位推

ン食品と呼んだりしている。

品に反対する人はその食品をフランケ

場が分かれている。遺伝子操作した食

この、バイオテクノロジーや遺伝子

まれ、一九九八年の国連推計によれば

いるのだろうか。これからさらに六○％～

この時点で、十分な食料が存在して

四億人になる。

賛成や反対など様々な意見があり、立

人口を扶養することができるのだろう

する必要がある。この地球で増加する

貧しい人々もある程度の生活を一孚受

る。

食料安全保障、人口に与えることにな

バリゼーションは非常に大きな影響を

いる。

グローバリゼーションと貿易が人口

フ
ワ

えるかについてここで討議する。グロー

&

計によれば一一○五○年の世界人口は九

毎年七七○○万人が増加している。こ
の人口増の大部分はアフリカや南アジ
アで起こっている。

この増加する人口を抑制するために
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露⑳

行われている。世銀のトムソン専門家

アメリカ、中国などでは盛んに研究が

困層は多少減ってきているが、所得格

と誓約された。しかし、ハードコアの貧

飢餓人口を一一○一五年までに半減する

業生産は低下しているという。現在の

また、辻井博・京大教授によれば農

犬するために放った火が森林火災を起

によると今後私たちの世界は食料供給

差は過去四○年間拡大する一方である。
層五分の一が世界全体の富に占める割

需要の増加をまかなうためには食料生

二○二○年四億トン以上不足、ＦＡＯ

産は年間三％は増えなければならない

の予測では余剰になることになってい

合は六九％であったものが、二○○一
社会的な格差を示す指標としてジニ

るが、これはあまりにも楽観的である。

が、現実には一％しか増加していない。

与えた。

こし、東南アジア全体に大きな被害を

を一一倍にすることができるという。こ

例えば、一九六九年に世界の高所得

のような楽観的な意見がある一方で、

成長に限りがあるのと同じく人間の叡
智にも限りがあることは事実である。
なりロスを生み出しており、その改善

係数がある。○はまったく格差がない

加えて、世界の食料備蓄は減少して

年には八九％にまで増加した。

だけでもかなりの影響を与えることが

状態を示し、一○○は完全に断絶して

現状を見るとポストハーベストがか

できる。

きている。かつて年間消費量の一一二％

しまっている状態をさすが、このジニ

食料の供給を考える場合、その配分

を備蓄していたものが現在では五四日

係数がほとんどの国で拡大してきてい
る。アメリカの最貧困者の一○％は世

分へと減少した。その主な原因は先進

も重要な問題となる。今回、保健大臣

界の貧困者の三○％よりもよい生活を

の挨拶の中にもあったが、食料輸出国
であるニュージーランドですらこの配

している。

食料供給の将来予測と人口増加将来

影響を与えているのかをここで考えて

グローバリゼーションがどのような

世界中に十分食料が行き渡らないの

みよう。

椎計を比較すると、食料生産は人口増

国における備蓄の減少である。

分の問題は十分解決されているとはい
えない。

多くの国で、どのような形で分配す

は貿易障壁があるのからだとするのが

加に追いついていない。

また環境破壊も深刻である。農村か

るのかが問題となっている。たとえば、
災害救援として食料を緊急援助しても、

ら都市へと人口移動。都市周辺に棲み
かない。また、世界の貧困者の多くは

してしまうために、かなりの汚染が生

つき、占拠し、汚物を川にそのまま流

にしていく。これは決して新しい考え

いると考えている。世界の市場を一つ

易の障害が十分な食料の配分を妨げて

ＷＴＯの原則である。ＷＴＯは食料貿

それが被害を受けた人々のところに届

基本的な食料すら得ることができない

じている。インドネシアの森林火災は、
のである。

環境被害の典型的なもので、焼畑を拡
ＦＡＯの世界食料サミットで世界の
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あった考え方である。したがって、比

方ではない。アダム・スミスの時から

ちが売るものがなくなることも考えら

金が撤廃されて競争力を失い、自分た

辻井教授の論文によると、自由貿易

ら言って当然理解できる考え方である。

の促進によって、北の先進国における

れる。

食料生産の減少のほうが南の食料増産

よりも大幅な恩恵を得ると分析されて

いる。自由貿易を徹底して敷術すれば

五○○○万人以上のアジア人が飢え、

南の途上国が圧倒的に不利益をこうむ

ると分析されている。

また自由貿易論では、食料を含む商

品は需要と供給のバランスの上になり

たっており、価格的にも安価な水準で

安定化すると主張されている。しかし

辻井論文によると需給バランスが価格

の安定化をもたらすのではなく、むし

ろ価格変動が激しくなるという結論を

引き出している。

現在、マレーシアの農家は相当に保

護されている。それだけでは国内食料

需要をまかなうには不十分なのでベト
貿易の議論を行っていく場合には、食

品としての食料と、各国が自国の食料

いる。食料の問題を考える場合には商

ナム、ミャンマーから食料を輸入して

料不足国を守るように、規則を考えて

安全保障を守るための何らかの保障を

この点からいえば食料をめぐる自由

較優位の考え方や原則は常にあった。

しかしこの意見に賛成する者もあれば、
反対する者もある。

賛成者は市場の統合によって全体的
な効用（善）を生み出すと考え、反対
者は輸出国による新たな植民地化であ
ると考える。現在、巨大な多国籍企業

には小さな国のＧＮＰを超えている企
業もある。そのような中で小さな国は
多国籍企業の市場支配に杭しうるのだ
ろうか。

自由貿易は比較優位性の恵みを得よ

うとするものである。自由貿易をする
ことで食料が農業の余剰国から、不足
国へと移動していくと考える。また、

不足する食料は輸入することになるが、

それを購入する資金は、比較優位のあ
るものを生産し、それを輸出すること

で不足する外貨の問題を解決すると考

いくことが必要である。ある程度の食

確保していく必要がある。

える。

化して食料を輸入することになって、

料自給を図るのは食料安全保障の点か

しかし現状はどうであろうか。自由

支払いが増えるにもかかわらず、補助
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○チャドウイック議員（ニュージーラ
ンド）副

ことで高収量を得るという方法は途上

懸念

活動への寄与がほとんど考慮されてい

計算に入っていない。また女性の生産

料生産の需給見通しには自家消費分は

増加している。またここで出された食

ということになる。また、高投入品種

も尿素を使ってしまったほうが簡単だ

用が高くなる。施肥の作業の問題から

使いにくいので、農業生産にかかる費

給できる堆肥は非常に高くつき、また

また自給的な農法についてだが、自

してしまう。変動が激しくなってしま

を皆で作ってしまうために価格が暴落

問題は売れるとなると農民が同じ作物

ことが問題である。また、もう一つの

則で規制し、自由化を進めようとする

に各国の判断の余地を残さずに貿易規

問題となるのは、食料貿易を行う場合

農民に新しい機会を与えるという意味

ない。講師に一一つ質問があるが、まず

を使わなければ二期作はできない。エ

うという側面がある。また、参入準備

国では無理である。資本も欠如してい

資本集約的な方法でなければ生産効率

ビの養殖でも成功するためには、畦の

ができていない国では競合できないで

で自由化の良い影響もある。自由化で

の向上はありえないのか、次に自給的

ところで作れる飼料が必要となる。た

る。生態系を考慮した農法が必要。

な食料生産をどのように考えるか教え

取り残されてしまうという問題もある。

現状を考えれば、絶対的には食料は

ていただきたい。

の集約化も可能になると思う。

スアン先生への質問“自由化によっ

以上の補助金が使われている。まった

の米作農家には一ｈａあたり一○○＄

うかはわからないのです。マレーシア

有利か疑問

て新しい機会が提供されるとおっしゃっ

く関税がなくなったらマレーシアのコ

自由化が途上国の便益につながるかど

らずサハラ以南のアフリカ諸国では食

たがどのような機会が提供されるのか。

メはミャンマーやベトナムのコメに太

○スラヤ・チャンドラ・スラパティ議

●マリムトウ議員叩自由化が途上国に

だ組み合わせていくことで、システム

●スアン》食料安保は価格の問題だけ
か……

確かに、現在、アメリカなどには穀

料は輸入したほうが安いということで

マリムトゥ先生への質問歩自由化によっ

員（インドネシア）》

食料生産に対して特に対策をとってい

てもっと不安定が増すとはどういうこ

刀打ちできない。

物余剰がある。貧困であるにもかかわ

ないところもある。日本も自国で作る

となのか。

てに利益をもたらすはずであるが、実

比較優位性の問題は、論理的には全

よりは購入したほうが安い。それは事

●スアン》食料自由化では価格変動が

実である。しかし食料安全保障の問題
は価格の問題だけではない。
また、ご質問にあった高投入を行う
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中央がタオ議員

際には様々な問題がある。したがって、

なって、国際価格は一気に価格は低下

●スアンニ九九五年の日本のコメ不

ドもコメを輸出して現在はコメ余りの

した。また国際的に見ると中国、イン

はまた別に行わなければならないので

状態になって米価は低くなっている。

義でＧＯＯＤ！

●プール教授叩今回の会議は観点が広

足後、増産に走り、中国・インドもコ
メ余り現象

中国は独自の食料安全保障政策を持っ
ている点で尊敬すべきだと思う。レス

れたが、今回の会議で人口と開発の問

チャドウイック議員から問題提起さ

という本を書いたが、中国は最終的に

ターブラウンが「誰が中国を養うか」

ローバリゼーションの影

題をより広義な観点から扱ったことを

なくとも「食料があれば

中国では古来より何が

重要である。

要である。経済を超えて

輸入し、中国南部はベトナムから輸入

の中国東北部は長粒種を中国南部から

ポニカ種のコメを日本に輸出した。そ

なった年に、中国東北部は短粒のジャ

九九五年日本がコメの記録的な不作に

コメには短粒種と長粒種がある。’

カイロの会議は、その名のとおり、

の問題をもっと扱わなければならない。

地域の代表団も環境を論じる際に人口

地域からの代表団だけではなく、他の

不十分にしか扱われなかった。アジア

リオの地球サミットでは人口の問題が

から一○年の評価会議が開催される。

まもなくカイロから一○年と、リオ

賞賛したいと思う。

自分たちの国民に食料を確保している。

生産を認めることで、農民が状況に対

農民を統制するのではなく、自由な

ようがグローバリゼーショ

応できるようになる。

大丈夫」といわれてきた。

ではない。豊・不作の差が激しく不安

うになった。ただ十分かというとそう

その結果、多くの農民が増産に走っ

儲かるという印象を与えてしまった。

メが最も利益を産み、コメさえ作れば

この玉突き効果で、そのときにはコ

題として単独で扱うのではなく、人口

であればカイロは、人口問題は人口問

協議がほとんどなされなかった。本来

あったにもかかわらず、開発に関する

人口と開発を扱うと明示された会議で

した。

定である。食料の生産は一国だけの問

と開発という文脈で扱うように情況を

減らし、飢饅を減らすことができるよ

共産主義になって飢餓を

し食料は国家にとって重

ンの影響を受ける。しか

貧しかろうが、富んでい

響を受けざるを得ない。

望むと望まざるとにかかわらず、グ
ざるとにかかわらず、グ

料生産は世界の問題

○タオ・シー・ピン議員（中国）叩食

はないだろうか。

この個別の問題と全体経済からの議論

０

る

たが、日本の大規模なコメ輸入はなく

題ではない。地域の、世界の問題であ
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iｌ

れらの問題を総合的に扱ってきた。文

的取り上げてきた。ＡＦＰＰＤではこ

クテイブの問題を扱っても、人口問題

の問題しか扱われなかった。リプロダ

上リプロダクテイブ・ヘルスとライッ

の削減だけに注目し、カイロでは実質

カイロの準備会議であるプレップコ

化の問題がＡＦＰＰＤのテーマに直接

男女平等、食料、水資源、などを意識

ムⅢの報告を読んで信じられなかった。

をあつかったとはいえない。世界に思

変えていく機会ではなかったかと思う。

人口と開発を扱うはずの会議であるに

関わってきた。各国の難しい問題にコ

たのである。そこでは人口学者と開発

もかかわらず、そこにはリプロダクテイ

ＨＩＶエイズの会議がマレーシアで

政策が分離されていたとしかいえない。

春期の膨大な人口があり、その生活全

開催された。宗教的な制約など議論制

人口学者の側もデータを解釈し、意

ンセンサスを作ることが可能であろう

四回出てきた。また、高齢者、労働力

約が多いのではないかと危倶していた

味のあるような形で提出しなければな

ブ・ヘルスしかなかった。薄いプレッ

の参画、という言葉もあの薄い文書の

が、ニューヨークであれば絶対に不可

らないのに、人口学者の側も余りにも

般に対する対応が必要になるにもかか

中に頻繁に出てきた。しかしほとんど

能であっただろうと思えるほど、マレー

膨大で詳細なデータを作り、数百ペー

か。地域レベルでもっと自由に議論す

開発の問題は扱われなかったのである。

シアで忌輝ない議論が行われてきた。

ジの本を出版しても、為政者や普通の

プコムⅢの報告書の中に「リプロダク

今回の会議では、もっと広義の立場

解決方法を見出すことは難しいが、

人が使えるデータへと加工することを

わらず、リプロの問題しか扱われなかっ

から人口問題を扱った。学際的に人口

政治家の努力が作り出す成果も大きい

る必要がある。

と開発の問題を扱っていかねばならな

していない。その結果、データを利用

テイブ・チヨイス」という言葉が一二

い。人口と開発に分野に携わる者が同

と思う。

明にｌリブロの鬮題しか扱わなかっ

●プール亜人ロ関係の出版物は極力簡

員から分厚い書物を作るだけではなく、

成果があまり役立っていない。国会議

るように人口学者に働きかけをしてほ

簡明で政策的にすぐに使える資料を作
今の議論に完全に賛成する。プレッ

たカイロ会議ｌ

するという点から考えると人口学者の

じ言葉を話さなければならない。今後
もＡＰＤＡがこの分野に大きな働きか
けをしてほしい。

○コリン・ホリス事務総長（オースト

ラリア）卵地域レペルでもっと自由に

この会議は非常に効率的であった。

しい。

でなかったにもかかわらず、異論が出

専門家との対話がうまくいっている。

プコムⅢの文書はそれほど微妙な問題
ＡＦＰＰＤはその最初期は人口だけ

てきたことに驚いた。アフリカは債務

議論を

を扱っていたが、かなり早い時期から
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会議風景

通常、議員は忙しく、国会議員の中に

加しなくとも議員の教育も必要である。
○ニュージーランド国会議員“会議に

も人口問題を理解していない国会議員

専門機関も対話を求めていると思うの
でこの活動をもっと推進していただき

は大使館員も参加して行政に反映を

このような会議には大使館もあまり参

に関していえば、プール先生の意見を

また、学問と政策の融合ということ

が多くいる。その意味で、国会議員の

加しない。今回この重要な会議に参加

受け止めていく必要がある。忙しい国

国会議員が参加するような会議が行

するにあたって、ウェリントンに行政

会議員でも利用できるような、簡明で

教育も重要な課題で、それだけでもこ

をおいてきてしまったのが問題であっ

要約したものが必要である。マレーシ

政にいかに影響力を与えるかをもっと

た。今後、このような国会議員会議の

アの場合には政策用の簡明な資料が準

の会議の意義は大きいと思う。

成果を行政に反映させるためにも、大

備されている。

考えなければならないと思う。｜股に

たいと思う。

轤口』■■轡

畷げ

使館の人が最低一名参加するようなシ
ここで集まった結果を自国の政府に働

政ＮＧＯなど変化を担う人たちに働き

与えるようにすることで、政治家や行

資料をわかりやすく、インパクトを

きかける方法を考えてから参加すべき

かけていくことが必要である。

ステムが必要なのではないだろうか。

だと思う。

ホリス事務総長から既にご紹介があっ

たマレーシアで開かれたエイズ会議の

の目的が明確であったからこそ、その

●マリムトゥ議員皿会議は目的を明確
会議の目的や会議の成果を反映させ

目的にしたがって、十分な協議が行わ

場合には明確な目的をもっていた。そ

るというときには、いろいろなレベル

れたと思う。

に

がある。たとえば、各国の議員全てが
人口問題を良く知っているかといえば

そうではない。その意味で、行政が参

3９

東南アジア諸国間で
適地適作の条約を

グ

’
…

グ当ノア群、巴｛二

タノフ等溌昌

二房｛一ＨＨふ心

の問題もある。川の上流域ではあまり

問題が生じないが、主要な生産地であ

ようになってきている。これは生産基

る。タイの農民は高品質のコメを作る

生産する農産物の質の改良が必要にな

そこで農産物が市場性を持つためには、

収量品種はあまり市場では売れない。

る。緑の革命で作り出されたような高

農産物は輸出機会を得て、効用を生じ

ることが必要になってくる。生産した

く、この点でも環境に大きな負荷をか

品作物は大量の地下水を使うことが多

われコーヒーが栽培された。また、商

きベトナムでも森林伐採が大規模に行

少してしまう。コーヒーが高騰したと

商品作物を作るようになり、森林が減

めに耕地を拡大し、森林資源を伐採し、

くなる。短期的な利益を極大化するた

いずれにしてもグローバリゼーショ

けることになる。

概が導入されれば、伝統的品種よりも

が不安定になる。特に、土地なし農民

培が増えてくる。その結果、食料価格

ン・自由貿易の下では、商品作物の栽
ベトナムの場合、コメ生産には塩害

なる。

新しい品種を使うことができるように

盤の格差が影響する問題でもある。灌

国内の貧困者に十分な食料が流通しな

なる。また、輸出に向けられるために

らず、何が何でも輸出へと思うように

文化の違いも無視できないにもかかわ

ももたらす。貧富格差が拡大していく。

またグローバリゼーションは悪影響

産基盤の与える影響が出てくる。

塩害が生じることになる。ここにも生

でないと海水が遡上し、デルタ地域で

る下流域では、水門などの設備が十分

111鍵
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17ｔｈＡＰＤＡ会議ニュージーランドで開く

が影響を受け、コメや鶏肉の価格が影
響を受けることになる。

全体的に見ると、これらのコメや鶏
肉価格は低下傾向にある。これは消費

者にとってはよいことだが生産者は犠
牲になってしまう。

また、商品性を高めるために肥料を
使い、害虫の被害を止める必要があり、
そのために肥料や農薬を使う．この意
味でも農業生産に資金が必要になって
いるにもかかわらず、生産物価格の低
迷が農家を直撃している。

加えてベトナムの例でいえば、穀物
備蓄が減ってきたことも影響の一つと
してあげることができる。ベトナムの
場合、国家財政が厳しいために国とし
ての備蓄をすることができない。その

ため、各世帯に備蓄を奨励し、国家的
備蓄は各世帯の備蓄に依存してきたが、
市場主義経済が浸透するにしたがって、
各世帯が輸出にまわしはじめた。

グローバリゼーションのなかで私たち国の持つ比一
国の持つ比較優位性を十分に考慮して、

は協力の可能性を考えていかなければ作物の適地
作物の適地適作を進めることが重要に
ならないのではないだろうか。世界がなってくる
なってくる。また教育を十分に与える

繁栄を共有するということを目標とし、ことが必要
ことが必要になってくる。グローバリ
持続可能な土地利用をする必要がある。ゼーション
ゼーションのなかで取り残されないた

またグローバリゼーションの問題をめにも特に一
めにも特に先住民の女性への教育が重

もう一つ指摘しておきたい。市場開放要である？
要である。さらに農地の長期的有効利
にともなって各国、各地域に昔からあっ用を果たす』
用を果たすためにも農地改革をもっと

た伝統的医薬を大企業が新しい薬とし行うべきで
行うべきである。

ジア諸国間一
ジア諸国間で条約を作って実施するこ

て売り出すことが増えている。これはグローバ
グローバリゼーションのなかでは競
大企業の名前で売り出され、大企業に争に勝って
争に勝っていくことが必要になるが、
利益を生み出すが、もともとこの伝統比較優位囚
比較優位の原則にのっとって適地通作
的医薬を生み出してきた先住民の知的を行うことぶ
を行うことが先ず重要なことで、各国の
財産権は全く無視され、侵害されてい条件を十分」
条件を十分に考えた適地適作を東南ア
ることになる。

グローバリゼーションのなかでは各とも重要な一
とも重要なアイデアではないだろうか。

…：…；き……………：；……………；……：……………

多様な視点から比較優位を

ている。その結果、将来的にはコメの

ローバリゼーションは国によっては好

れまでさまざまな考えが出てきた。グ

グローバリゼーションに関して、こ

視点からこの問題を扱っている。それ

ＦＰＰＤの谷津議長の挨拶は、多様な

与える影響は大きく変わってくる。Ａ

てしまう。各国が置かれた状況でその

●ナフシア・ビンティ・オマール議員（繭叡烈》万鋤域）
供給不足が生じうる。その結果、コメ

機であり国によって問題を引き起こし

◇

の価格が急騰することも考えられる。

現在コメ価格が低いので稲作が減っ

ⅢＩ
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らの視点を加味して比較優位性を地域
で考えなければならない。

いずれにしても地球規模での安全保
障を構築すべきであろうと思う。多様

性のあるアジア地域で考えることが重
要である。自分がまだ女学生だったと

き中国やインドの人口を知り、その人た
ちをどう扶養するのか本当に心配した。

人々が英知を絞りこの問題に対応し
ていくことが重要だと思う。私たちの

持てる能力を分かち合うことが、単純
なようだが、この問題に対応していく
上では重要な方法となる。

私たちをひとつの家族と考えること
はできないだろうか。ＡＳＥＡＮでは
なくＡＳＩＡを一体として見ていきま

しょう。ベトナムはコメを余剰に生産

タンの水不足に抗議するデモが報道さ

で十分というわけではない。ビタミンれから淡水資源は常に不足すると考え
Ａの過剰摂取で失明が起こったというられる。先日もＣＮＮの報道で。ハキス
報道を聞いたこともある。

今回マクロレベルで議論が行われた。れていた。その報道の中で水不足に対
しかし同時にミクロレベルで議論する応するために氷河の氷を使うという
必要もある。誰が家族を養うのか、ミ案をパキスタンの専門家が提唱してい
クロレベルで考えていく必要があり、たが、氷河の水を人為的に溶かして水

さまざまな問題が生じるのではないだ

その担い手である女性の立場から考え供給を行ったら生態系の擾乱やその他
ていく必要性がある。

また水資源の問題についていえばころうか。

……§……ｉ：……………ｊ…・…………：……：…；…………；……；……：……ｉ：…。

食料安保確保のためには
農産物価格の安定化が重要

Ｉ別％の生産過剰は別％の価格下落を招くｌ

●鮫島宗明議員（顛淋ユア

きる。そこでは、質の向上が重要になっ

産には適していて、輸出することもで

かし、マレーシアはパームヤシ油の生

て自給を達成することはできない。し

でヨーロッパ全体に広がった。ＷＴＯ

使ったために口蹄疫が発生し、四ヶ月

を輸入し、余った肉を豚のえさとして

延。南アフリカから給食用として牛肉

ら考えたいと思う。ひとつは病気の蔓

自由化に対して自給論を擁護すること

のヨーロッパにおける蔓延は無制限な

各国とも学ぶべきである。また口蹄疫

ランド、オーストラリアの検疫体制を

ことに重要な意義がある。ニュージー

の問題をニュージーランドで提示する

食料安全保障を討議する場合に、こ

という新しい時代を引き起こした。

てくる。ビタミンの豊富なコメ、ゴー

体制はこれまで以上に速いスピードで、

持続可能な開発について一一つの面か

ルデンライスの話が出たが、総合的に

広い地域に植物や動物の病気が広がる

～－－

質の高い栄養が必要で、ビタミンだけ

しているが、マレーシアは現実的にいっ
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》←

中央が鮫島議員

〃

また穀物メジャーのカーギルと化学

注目すべきである。

物検疫のシステムはこのグローバリゼー

大手のダウケミカルが、バイオ・プラ

ンドが行ってきた厳密な植物検疫、動

厳密な検疫で知られているニュージー

ション体制の中でもう一度再評価すべ

にもなるのではないか。

ランド、オーストラリアであるが、オー
き問題だと思う。

ジャケットを

トを作れない。

らはジャケッ

た。裸の羊か

なってしまっ

なのは羊に

ケットが必要

しまい、ジャ

の毛を抜いて

ミモシンという成分が入っており、羊
くっており、羊

羊は好んで食べた。ところがその中に

アに入った。栄養成分が多かったので

ハワイから豆科の植物がオーストラリ

すると穀物価格の高騰を招き、各国の

格が下落する。また、逆に一○％不足

価格が下落し、二○％過剰で五○％価

穀物生産が需要の一○％過剰で二○％

これは市場価格を大きく低下させる。

剰が出る状態を作ることが重要だが、

まり、通常の天候の下では約一○％余

る状態を確保しなければならない。つ

環境が厳しいときでも最低必要量があ

ある。安心して食生活を送るためには、

めには、農産物価格の安定化が重要で

で出てきた食料安全保障を確保するた

て一つ提案をしたい。これまでの議論

二番目に農産物の価格安定化につい

るはずである。

生産変動への対応力は格段に強化され

る。穀物市場を重層化することにより、

みの進展は、この可能性を支持してい

球温暖化防止に対する国際的な取り組

安定に寄与することも期待できる。地

に、第一市場としての食用穀物の価格

備蓄体制の安定化にも寄与するととも

ることにつながってくれば、先進国の

ドマーケット（第二市場）を誕生させ

食料輸出大国間に普及し穀物のセカン

ズマーケット（非食料利用）の拡大が、

このような余剰農産物のノン・フー

スティックを開発している。

ストラリアは一つ失敗をした。それは

必要としたの

政治の不安定要因となる。

小さな失敗は

このような

大統領がアメリカの依存する全エネル

新しい世界戦略として、クリントン前

進的な事例が参考になる。アメリカは

この問題を考える上でアメリカの先

料供給の安定化のために数多くの知恵

ることで切り抜けることができる。食

されていた農業生産物を食料に転化す

時にはノン・フーズマーケットにまわ

トであるから、極端な不作などの緊急

の利用は食料供給のセカンドマーケッ

もちろん、ノン・フーズマーケット
はむしろ羊た

あったが、オー

ギーの九％を生物エネルギーに変える

ちであった。

ストラリアや

と宣言した。これは新しい戦略であり

を出さねばならない。

ニュージーラ
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熱心に発表するパネリストの皆さん

ＡＰＤＡｏＮＺＦＰＡ画ＡＦＰＰＤｍｍＮＺＰＧＰＤ風

スアン（モデレーター）
そういえば、アメリカの資本がベトナ

ムにキャッサバからアルコールを作る
ため工場の場所を探していました。

：……；…：；：ｉｆ：：；…：父……：………：ｉｆ………：ｉｆ：：…：；…：ｉｆ：…：：：

水利用には国際的な協定が必要

●アリンベイ・スルタノフ議員（時Ⅲ群諭嘩ン印）

重要である。

要がある。

関係者の啓発と教育が必要。国際的

な河川や水利用に関する国際的な協定

が必要であるとおもう。議員としてこ

のような目標を解決していきたい。ま

た水の重要性を論じる場合、コメだけ

ではなく、小麦やそのほかにも言及し

てほしい。

また、今年の夏にキルギスタンでＡ

そのためには他国の持つ資源との交換にしている。

キルギスタンでは水は潤沢で、不足ＦＰＰＤの地域会議を開催する。その
している国に提供することができる。会議に皆様を招待できることを楽しみ
も含め、法的な問題を解決して行く必

アラル海の縮減の問題に対応するため

する河川からの過剰揚水の結果生じた

の水を交換はできないだろうか。流入

バリゼーションすることで、貧富格差

強く反対している。その主張は、グロー

喚国にとっても重要な問題で、野党は

している。グローバリゼーションは島

表としてソロモンとサモアだけが参加

今回の会議にオセアニア島喚国の代

を味わうことができるなど、良い側面

バリゼーションのなかで、他国の料理

な影響を与えているのだろうか。グロー

リゼーションがサモア経済にどのよう

はできないからである。このグローバ

進している。変化を避けてとおること

現政権はグローバリゼーションを推

●トルフアイヴアレレイ議員（錨軽》叩）

グローバリゼーションの善悪と格差

：……：ｉｆ……：………………………ｆ………………………・………………………

ない、河川が汚染されている。動植物

だろうか。

キルギスタンの場合、幸いにも水資

源は潤沢である。しかし隣国のカザフ

にキルギスタンの水を周辺諸国に提供

が拡大するというものである。

スタンには水がない。カザフスタンの

している。忘れてはならないのは水資

潤沢な石油や天然ガスとキルギスタン

源を互いに大切に使用していくことが

パネリスト
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い中でどうして発展していけば良いの

が大きな影響が受けている。水が少な

水資源の重要性を過小評価してはいけ

Ａ、日本政府に御礼を申し上げたい。

キルギスタン政府を代表してＡＰＤ
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もあるが、栄養の偏りからさまざまな

病気を引き起こしている。サモアの場
合、食料問題はない。主食は自分で作っ
ている。降水量は十分にあるが、雨水

に依存しているので水質が問題となっ

スアン（モデレーター）

ている。一方、シンガポールは自国で

の食料生産し食料安全保障を確保する

ことを放棄している。

各国の環境条件にあわせて農業生産

食料安全保障に関しては各国で事情

ろうか。鮫島宗明議員先生が指摘され

共同体を作る必要があるのではないだ

の分業体制を作る必要がある。アジア

が違っている。日本は主食のコメを自

た食料の二○％過剰で五○％価格が下

農業生産のアジア
共同体が必要

幅広い意味ではサモアを支えている。

給する政策をとっているし、マレーシ

落するというのは重要な指摘であった。

てきている。グローバリゼ１ションも

日本の矢崎総業がサモアに進出し、

アの場合にはパームヤシを優先的に作っ

リア）独公正な貿易の構築が重要

■■工■・フロアからの薑・脅・

…

矢崎サモアが一一○○○人以上の雇用を

生み出している。雇用があることで若
い世代によりよい教育の機会を提供す
ることの意味が出てくる。

ウ・ファ・チャン議員（韓国）亜

グローバリゼーションそのものより

サモアの人口は一七万二○○○人で、

主食は保護すべきであると思う。全

ある。食料が一国の独占の下におかれ

年間人口増加率は○・九～○・八％で

しかし一方でグローパリゼーション

たり、｜企業に占有されることが問題

もその恩恵の分配が重要である。公正

が五五％となっている。平均年齢は二

に背を向けることはできない。総合的

である。

量輸入するということになるとアジア

十歳で、思春期人口が非常に大きい。

にこの問題を考えて行くためにも、人

アメリカ、ヨーロッパは農産物に助

ある。人口構成は非常に若く、四一％

乳児死亡率は出生一○○○人あたり

口と開発に関する情報をもっと広く知

成金を出して輸出している。ヨーロッ

な貿易の慣習を構築することが重要で

二一人であり、全体の死亡率は一○○

らしめることが必要で、各国の事情を

パは中東にヨーロッパの穀物を売るた

のコメ価格を高騰させてしまう。

○人あたり五人である。疾病の中では

踏まえ各国がもっと深刻に考えるべき

めの市場を作ったが、アメリカのダン

が十五歳以下で十六歳～六十四歳まで

生活習慣病の占める割合が非常に大き

である。

害受けた。

ピングでその市場を奪われ、大きく被

い。また、教育・一雇用の機会を求めて

海外移住が多いという現象がある。
コリン・ホリス事務総長（オーストラ

4５

ＡＴＳ（サービス貿易に関する一般協

交渉の中で争いがおこっている。Ｇ

ニュージーランド》

り、下げたり自国の都合でやっている、

自国の状況を見ながら価格を上げた
その意味ではアメリカ、ヨーロッパは

ることはできない。どう対処していく

のか。日本の前農林水産大臣である谷

津先生いかがですか。

谷津義男議員（日本）叩食料は一般

定）の中でもすべて競争が起こってい
る。ＧＡＴＳは途上国にとっていかに

工業葦と別次元でｌ食料輸入圏は

ているのか。各国が自分で作って、自

ネットサービスが普及してきている。

なった。ベトナムにおいてもインター

ＧＡＴＳの問題はダボスでも議論に

先に検討に入る。私としては食料は一

ＷＴＯ農産物交渉は二○条によって

交渉してきた。

ランド出身のムーア事務局長とも直接

直接交渉に携わってきた。ニュージー

ＷＴＯ交渉に日本政府の代表として

食料植民地化の危険Ｉ

大きな脅威になるのだろうか。

公正な貿易の敵になる。
シフ・カレー』ＡＦＰＰＤ事務局長”

自給できるのになぜ輸入か

分で自給できるものまで、なぜわざわ

電話は現在政府系電話会社によって独

スアン叩

ざ輸入しなければならないのでしょう

占されているが、もしそこに日本のＮ

般工業品とはまったく別の次元で考え

なぜＷＴＯがこのような状況になっ

か。

ＴＴやアメリカのＡＴＴが参入すれば、

なければならないと考えている。各国

コリン・ホリスＡＦＰＰＤ事務総長函

ベトナムの電話会社は競争力がなく、

の意見提出は既に終了しており、二月

る説明が行われた。

の五日・六日に各国の提案内容に対す

あっという間に敗退してしまう。

この問題はいつも議論になる問題で
ある。オーストラリアなどは公正に貿

易したいと考えている。しかし、アメ

ナフシア・ビンティ・オマール議員（マ

たＷＴＯ体制のもとで、輸入国と輸出

リカが非常に不公正な競争を強いてく

国の間に不公平がある。輸出国は輸出

食料、農産物は工業品とは違う。ま
グローバリゼーションには貧富格差

レーシア）叩

金をつけた農産物を送り込むことでダ

が拡大するなど問題があるが、変革を

る。伝統的な既存のマーケットに補助
ンピングする。アメリカ、ヨーロッパ

できなくなった場合は、その旨を通告

されてしまっている。これを突き詰め

る。しかし、輸入国側は輸入を義務化

すればすぐに輸出を止めることができ

よい方向に向ける必要がある。

グローバリゼーションを避けてとお

スアン四

における不公正な貿易が政府助成金に
支えられているからで、アメリカ、ヨー

ロッパにおいて輸出のための政府補助
金は慣習となっている。
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る程度の自給率は重要である。なぜ自

食料安全保障の観点から言って、あ

する危険性がある。

ていけば、食料輸入国は食料植民地化

の事情に基いた食料安全保障策を破壊

関しては自国で満足できている。各国

する自給自足策をとっている。コメに

渉で行うべきである。日本はコメに対

する。辻井教授の論文では先進国のほ

化によって拡大され、所得格差が拡大

うか。また不平等な状態が、貿易自由

もある。私たちに未来はあるのでしょ

の中で、先進国も、途上国も利益を得

うが途上国より圧倒的に利益を得てし

もう一つ問題点を指摘したい。現在、

るためにはどうしたらよいだろうか。

するような強制はすべきではないとお

公正な競争の下で、という原則があ

多国籍企業がバイオテクノロジーを使

国で生産できるものまで、輸入しなけ

るので日本もミーニムアクセス米を輸

い作物の種子を独占している。高度な

鮫島宗明議員（日本）”現行のＧＡ

まうというが、グローバリゼーション

入しているが、国内的に大きな問題と

技術をつかって収穫量の高い種子を作っ

ＴＳ体制化では途上国は不利

もう。

なっている。各国の個別事情を勘案し

ている。これらの種子がベトナムに入っ

ればならないのか、単純な疑問がある・

た食料安全保障を導入すべきではない

てきた場合、（知的所有権の国際保護の

アメリカは補助金を出すことはいけ

民は毎年このような種を買わなければ

関係から）ＧＡＴＳ体制のもとでは農

単一条件で貿易条件を決めることは難

途上国が恩恵を受けることは難しい。

いまのようなＧＡＴＳの体制の中で

だろうか。

ないといっていたが一九九七年に六五

く過程で、最も被害を受けるのは中規

しい。世界的に同じ価格に集約してい
貧しい農民にとっては大きな負担で

模農業である。極小規模の自分が食べ

ならない。

助金を出した。またヨーロッパは輸出

あり、ベトナムはこのようなＧＡＴＳ

る分だけを生産する農家はあまり影響

億ドル、’九九八年に八九億ドルの補

補助金の削減を拒否。現在、食料輸出

の交渉には加わりたくない。

スラヤ・チャンドラ・スラパテイ議員

活を支え、生活を維持する農業をどう

ナフシア・オマール議員（マレーシア旨

構築できるのではないか。

維持するかについては世界的な協力が
持続可能な開発とは何か、グローバ

（インドネシアＹ定義の明確化が重要

を受けない。この観点から言えば、生

国と食料輸入国の公正を保つために各
国にＷＴＯの修正案への同調を呼びか
けている最中。

スアン“ベトナムはＧＡＴＳ交渉に加

ることが重要ではないだろうか。人々

マレーシア政府は現在、小規模農家

リゼーションとは何か定義を明確にす
途上国も同じような考えをもってい

は発展の目的でもあり、発展の主体で

わりたくない

る。食料は工業産品と別のルールで交
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のグローバリゼーションへの対策を準

競争という名のもとに輸入している。

産体制を破壊する必要はない。公正な

れなくなるということは、政治的に大

く違う。古来から作っていたものを作

ができる。しかし、政治的にはまった

備している。それは、小規模農家を統
農家は破壊されてしまう。

重要。次回でも協議してほしい。ひと

れを携えてＷＴＯに交渉に行くことが

行動計画を練るべきではないか。そ

ラクシュマン・シン議員（インド）牢

は現実にうまくいかない。たとえば、

う〃というけれども、この比較優位論

率よく作ってさえいると、すべてが潤

すべてが解決するという。しかし、〃効

理論的にはグローバリゼーションで

たとえば、日本の場合、米作は国内

志にしたがって政策導入があった場合、

で維持するという政策導入があった場

経済理論は適用できない。

今回の会議ではっきりわかったこと

合にはゴメ価格を政策的に高くして、

マリムトウ議員（マレーシア）函明確

ある国が「ある部門を残す」という意

つの声に絞り込めればと思う。

きな影響を与えてしまう。

合し農地の規模を大きくすることで対
応するというものである。

スアン》大国の多国籍企業がＷＴＯを
牛耳る

大国の多国籍企業がＷＴＯを牛耳っ

ている。企業利益のために発言してい

る。企業に破産してもらいたいとは思っ
ていないが、それに牛耳られるのは問題。

がある。自由貿易とグローバリゼーショ

農家が米作をしたほうが有利な状況が

に把握されていない概念

策の一つではないだろうか。超大国、

ンに関して概念が明確に把握されてい

ＯＤＡなど、資金供与国が農村の研

特に多国籍企業の持つ影響を十分考慮

ない。

修などに資金を供与することなども対

することが必要である。ＷＴＯ体制の

めろ〃となる。しかしコメの生産がタ

的な方法で生産していると、〃生産を止

ル。オーストラリアではもっと安価に

○○ドルであり、日本では四○○○ド

一トンの米がカリフォルニアでは三

作られる。

イに比べて非効率だからといって、コ

作れる。しかしアメリカのコメと日本

現在のＷＴＯ体制のもとでは非効率

食料貿易に関してＷＴＯ条項に例外

メの生産を放棄した場合、タイで天災

のコメでは意味が違い、アメリカのコ

中にあっても各国の国の伝統を配慮す

を求める。そうでなければ各国の伝統

が起きたら食料安全保障はどうなるの

べきである。

や文化と抵触してしまう。

い。

メを日本の価格で売るわけにはいかな
経済学の理論的にいえば、すべての

だろうか。

ドナー国にもっと援助しろというの

国が比較優位のあるものを見出すこと

シフ・カレーＡＦＰＰＤ事務局長》

はおかしい。自給のできている国の生
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応じた補助金

谷津義男議員（日本）“日本は減反に

ずの農業が、エネルギー消費型の農業

唯一のエネルギー獲得の産業であるは

回の会議には重要な意味があった

今回の会議には重要な意味があった。

上させる技術が必要だと思う。農業研

といえば、伝統農法のままで収量を向

ではどのような方法が考えられるか

にも土壌管理、土壌保護に関する立法、

する議論を進めていきたい。これまで

ＣＰＨ）は食料安全保障と水資源に関

科学・文化・人口・保健委員会（ＥＳ

中国全国人民大会（ＮＰＣ）の教育・

い。四○％の減反を行っており、この

究は栄えても農業はだんだんだめにな

種子に関する立法を行った。今後も、

になっている。

減反に応じた農家に補助金を出してい

る。高収量品種を使った多収法に農業

高品質な種子の確保、黄砂をうむ風食

米に対する直接補助金は出していな

る。しかしこの減反補助金に関しても

全体が移行した結果、問題が起こって

日本の場合、実際問題としてコメは

見直しが起こっている。

作りやすい作物である。農村の基盤整

ていきたい。

を避けるための植林などの努力を続け

いる。

伝統的農法は環境に適合して長期間

備、構造改善の結果、コメ生産がやり
やすくなった。その結果、過剰生産に

のユカタン半島の例でいえばインディ

自然保護林の伐採禁止、薬草の乱獲禁

ろいろな提案をしている。その中には、

これまで、ＮＰＣの議員が政府にい

ＷＴＯのミニマムアクセスにしたがっ

オのメイズ生産では少なくとも五○○

安定した収穫を上げてきた。メキシコ

て、七六万トン輸入しているが国内で

年間、安定的な生産をあげてきた。フィ

代わりに植林を進めるなどの提案があ

なってしまう。

の消費がなされないために、海外援助

リピンの棚田の例でいうと原住民は二

る。過剰畜産をやめて牧草地の保護も

止、余剰食料が出た下で、耕地を耕す

に回っている。

○○○年ものあいだ安定的な収穫を維

重要であり、節水型の農業に力を入れ

ソンポン・モンコンヴァレイ議員（ラ

たい。

倍でも日本米を買う。品質を維持する

オス）叩

である。日本の消費者は国際価格の五

競争概念のなかで、重要なのは品質

持してきたのである。

鮫島宗明議員（日本）叩伝統農法のま
までの収量アップ技術が必要

技術の面からいうとこの三○年間、

ことが国際競争を勝ち抜く方法である

開発途上国の農業開発はＣＧＡＩＲの

緑の革命モデルだけに従って対応され

東南アジア地域ＡＳＥＡＮには二○

らよいのだろうか。

文化の西欧化の問題にどう対応した

と思う。

タオ・シー・ピン議員（中国）“今

てきた。農業問題を環境問題と同じ視
点で一緒に考えてみれば、これまでの

手法は決して最適な手法ではなかった。
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会議風景

ＡＰＤＡ

二○ビジョンがある。アジア全体でも

影響を理解した上で国の政策を明確に

いくべきではないか。行動のもたらす

のか、ビジョンを作って行動に移して

中国代表団から皆様にご案内がありま

様ご苦労様でした。開会式に移る前に

スカッションをここで終了します。皆

まえて働いていきましょう。パネルディ

ＧＮＰを向上させるためにどうしたら
把握しておく必要がある。

ＦＰＰＤを重要視

張懐西議員（中国）邪中国全人代はＡ

す。

よいか、その影響はどのようなものな

カタリア前議員（インド）皿ＷＴＯ分
野でアジアの行動計画を作ろう

ＷＴＯの分野でアジアの行動計画を

を構築できるだろうか。ＷＴＯのセー

アジア域内でどうやったら協力体制

北京で開くことが承認されました。Ａ

運営委員会で、来年ＡＦＰＰＤ大会を

したいと願っています。ＡＦＰＰＤの

要視しており、できるかぎりの貢献を

中国全人代はＡＦＰＰＤを非常に重

フガードが適切な時期に使われること

ＦＰＰＤ大会を成功させたいと念願し

作っていくことが重要であると思う。

が必要である。途上国を守るタイミン

ています。この活動は大きな実りが得

ただきたいと思います。ＡＦＰＰＤが

グでセーフガードをかける必要がある。

いっそう発展していくことを願ってお

また自由貿易体制の中で、多国籍企

祖霊に対抗することは容易ではない。

られる活動です。ぜひ皆様にも参加い

ＷＴＯには何か良いことがあると思う

ります。

業が進出してくるが在来の中小企業が

が、現状では問題を大きく引き起こし

実上発起しました。一一○年の時を経て

ＡＦＰＰＤは一九八一年に北京で事

北京に戻っていただくことには重要な

ている。その問題を解決するために、

国民のために政府とともに働いていき

意味があると思います。

ましょう。行動を起こしましょう。
スアン恥

参加された議員の方がこの協議を踏
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清水嘉与子

協議する政府間会議に併せて、国会議

員会議が開催され、そのハーグ宣言の

水資源と人口」をテーマとして会議を
開催しました。人口と持続可能な開発

て、「国際貿易ルールは食料安全保障の

なかで、国会議員が行うべき行動とし

かわらず、多くの場合、残念なことに

長期的な視点と一貫し、充分に整合し

の問題は、不可分な問題であるにもか

人口問題は、人口問題として主に保健

これは今後の私たちの社会を考え、

たものでなければならない」と強く宣

業、環境などそれぞれの観点で語られ

人間の安全保障とでも言うべき大きな

衛生・人口統計の観点から語られ、ま

ることはあっても、それがこの地球の

枠組みを考えるならば、人口問題こそ、

言されました。

私たち人類の未来を決める問題である、

貿易、通商を含むさまざまな国際的な

た持続可能な開発の分野は、通商、農

第十七回、人口と開発に関するアジ

という視点で論議されることは、余り

ＡＰＤＡ副理事長

ア国会議員代表者会議は、二日間にわ

協議の中心におかれるべき問題であり、

人類の未来を考えるという点から言

の国際的な取り決めを作るべきである、

ありません。

で、成功一曇に終了することができまし

えば、本来有機的に一貫性を持って討

と述べたものです。

たり、皆様方の熱心なご協力のおかげ

た。また講師の先生方には卓越したご

議されるべき問題であるにもかかわら

私たち国会議員は国民の支持を受け

しょうか。

ぜこれまで、力を持ち得なかったので

これほど論理的な当然のことが、な

人類の将来という観点を機軸に、今後

講演を頂きありがとうございました。

ず、討議される機会は極めて少なかっ
特に、人口問題は、これからの地球

たと思います。

心より御礼申し上げます。

今回の会議開催にあたっては、人口

と開発に関するニュージーランド議員

規模的な問題の全ての根源であるにも

ち国会議員が人口問題に取り組む意義

グループのチャドウイック議長をはじ

国際的な協議や条約、協定の分野に

は、この地球で人類が、各国国民がこ

て国政に携わっております。この私た

族計画協会のジル・グリアー事務局長

反映されることが非常に少なかったと

れから生きていく方法を見出すことで

かかわらず、

はじめ、スタッフの皆様方の献身的な

いえます。

あると思います。そのためには、私た

めとする皆様方、ニュージーランド家

ご協力を賜りました。改めてここに感

しかし一九九九年、国際人口・開発会

ちが、どのような生活スタイルで、生

謝申し上げたいと思います。

議（ＩＣＰＤ）から五年の進捗状況を

今回、「アジア・太平洋の食料安全保障、
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挨拶

きていけばよいのか、そのためには、

どのような対策が必要とされるのか、

を考えることが、私たち国会議員に与
えられた、役割であろうと思います。

今後しばらくの間、世界人口は毎年七

千万人以上増加すると予測されており

ますが、食料増産を取り巻く環境は劣

化の一途をたどっているのが、現状で

とが、何よりも重要である、と思いま

強いリーダーシップを発揮していくこ

来を見据え、適切な総合対策について

議員グループの皆様、ジル・グリァー

人口と開発に関するニュージーランド

チャドウイック議長をはじめとする、

とうございました。またステイーブ・

一一日間にわたる熱心なご協議ありが

の揚水を増加させ、河川水が海までと

食料増産のための灌概は、河川から

塩害なども深刻な問題となっています。

耕地の土壌流出、砂漠化が進み、また

の一途をたどっています。また、既存

になっておりますし、森林資源も減少

新規耕地はもはや見出すことが困難

ＡＦＰＰＤ

す。

事務局長をはじめとするニュージーラ

す。

人（ヒト）を中心として、一人一人

ンド家族計画協会の皆様、献身的なご

どかなくなり、海洋資源にも深刻な影

私たちは、国会議員として地球の将

が尊厳をもって生きていくことができ

協力に深く感謝いたしております。本

食料を取り巻く環境は、厳しさを増し

る社会を作るために、私たち国会議員

ていますが、その中でも最も希少な資

響を与えることが危倶されています。
また、ＡＰＤＡの清水嘉与子・副理

当にありがとうございました。

事長、広瀬次雄・常務理事、またスタッ

源が淡水資源です。今後は淡水資源の

が強い意志をもち、手をあわせて共に
次のＡＰＤＡ会議は、来年の桜の美

フの皆様にも、ＡＦＰＰＤを代表して

働いていきましょう。

しい季節に、東京で開催されます。Ａ

その意味で、今回ＡＰＤＡが主催さ

不足が食料生産に大きな制約となるこ

れた会議のテーマを「アジア・太平洋

ＰＤＡが設立されてから二十年の祝賀

今年は、ＦＡＯの世界食料サミット

の食料安全保障、水資源と人口」とさ

とが大問題となります。

から五年にあたり様々な活動が行われ

れたことはまさしく時を得たものであっ

この有益な会議を開催していただいた

ております。一九九六年の食料サミッ

たといえます。

を兼ねた会議となる予定です。皆様を

トで半減が公約されたにもかかわらず

ことに、深く感謝いたします。

世界の飢餓人口は依然として増えつづ

東京でお迎えすることを楽しみにして

け、深刻さを増しております。

の気持ちでいっぱいです。重ねて皆様

議を開催することができ、喜びと感謝

今回、この美しいオークランドで会

おります。

のご協力に感謝申し上げ、閉会の言葉

日本に夏目漱石という文豪がいます。
と致します。
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7ｔｈＡＰＤＡ会議ニュージーランドで開く

として日本国民の間に広く知られてい

悲観的に見たぺシミスティックな一節

というものです。これはこの世の中を

中略……とかくこの世は住みにくい」

角が立つ情に棹させば流される、……

に有名な一節があります。「智に働けば

その「草枕」という小説のなかに非常

環境劣化、淡水資源などの制約状況を

もしれません。しかし、人口の増加や

を考えれば合理的で、効率的なものか

た、国際貿易のルールは、現時点だけ

現在の比較優位性の原則だけに従っ

していくことが重要なのだと思います。

て、この世で生きていく「手段」を探

の厳しい現実を直視しつつ、希望をもっ

数年間、食べずに生きていくことは

数年の時を必要とします。

なに楽観的に考えても、その回復には

産基盤を失うということであり、どん

生産を放棄するということは、その生

いう訳にはいきません。いったん食料

不足になった時だけ自国で生産すると

国が、輸入できるときだけ輸入して，

うとするでしょう。そのとき、その輸

ますが、この文章は次のように続きま

食料は人間が生きていく上で不可欠

入する国に経済力があれば他の途上国

できませんから、その国は、持てる手

よりなお住みにくかろう」となります。

なものです、食料が途絶えた場合、食

の食料を奪い結果的に、途上国の貧

考えると将来的にもそれが本当に合理

まず、現実を見て、悲観的で冷静な

料を摂ることなく、何年も過ごすこと

困者を飢餓に追い込むことになります

す、「……人の世が住みにくいからとて

分析をして見せた後に、｜転し現実を

など到底できません。食料供給を完全

また、貧しい途上国であれば、飢餓

段をすべて使っても、食料を確保しよ

肯定し、現実と向き合っているのです。

に比較優位原則に依存した場合、不利

のまま援助の手が差し伸べられるのを、

的であるという保障はありません。

私たち政治家も同じようなものではな

な条件にある国では、農業生産を失う

ただ待つしかないという状況に陥りま

……中略……、人でなしの世は人の世

いでしょうか。

だけではなく、生産基盤そのものをも

す。ここには人間の尊厳も、生きるた

私たちを取り巻く社会は、知識が格

失うことになります。

インターネットが世界を取り巻いてい

いる一方で、混迷の度を増しています。

輸出国がこれまでの食料輸出を続ける

く中で、環境の変化などによって食料

人口が増加し、生産余力が減ってい

めに経済的な原理が国際的な取り決め

ＦＰＰＤ活動の基本理念です。そのた

「人が中心にいるべきだ。」これはＡ

段に進展し、世界中が情報を共有して

る一方で、飢餓や紛争が絶えることも

ことができなくなった場合、食料輸入

の中心になるのではなく、未来の人口

的な取り決めや、特に貿易ルールを決

めの「公正」もありません。

ありません。

に完全に依存してしまった国は、どう

今回主題となった人口・食料・水資

を考え、将来の可能性を考慮して国際

食料生産において不利な条件にある

すればよいのでしょうか。

源に関しても、悲観的な事実が私たち
の前に突きつけられています。これら
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めるべきだと考えます。

この理念はＡＦＰＰＤが一九九四年

なのです。この私たち国会議員の目的
を思い起こし、将来に禍根を残さない

、としましょう。

最後になりましたが、今回、ＡＰＤ

で、訴えかけてきたことでもあります。

ＣＰＰＤ）以降、常に、国際会議の場

がえのない地球で平和に暮らしていけ

の世代も、その次の世代も、このかけ

に、各国政府に、国際社会に伝え、次

そしてこの活動を、選挙区に、国民

おります。

をＡＦＰＰＤとしてもたいへん喜んで

の皆様と話し合う機会を得られたこと

催でき、アジア太平洋諸国の国会議員

Ａ会議をこの美しいオークランドで開

一九九九年の国会議員会議における

活動を行いたいと思います。

ハーグ宣言は、その後、開催された国

る社会を作るために、努力しようでは

に開催した、国際人口開発議員会議（Ｉ

際連合総会の決議文書にも、採択され

ありませんか。

厳しい現実を見据え、冷静な判断の

これまで以上のご協力をお願い申し上

の努力を続けてまいります。皆様の、

ＰＤは、その使命を果たすべく、最大

たらす事を確信しております。ＡＦＰ

この討議が、今後、大きな実りをも

ました。私たちの主張が国際的にも広

もとに、希望をもって、目の前に横た

く認知されてきているのだと喜んでお

わる、多くの問題に取り組みましょう。

げ、閉会の挨拶といたします。

ります。

ここにお集まりの国会議員の皆様は、

そして、私たちの未来を希望あるもの

私たちは国民のために活動している

今私たちはマオリの土地にいます。会

フ・カレーさん、アン・トリーさん、

ざがあります。今回の会議を聞いてい

このマオリには数多くの説話とことわ

の人々によって守られてきました。

謝したいと思います。この国はマオリ
のであり、私たちにとって、各国国民

議を終えるにあってマオリの人々に感

清水先生、谷津先生、和気さん、シ

各国を代表し、各国の事情を背負って
おられます。

それぞれの事情によって、何が最も

適切な政策であるかということは違っ
てくると思います。しかし、それぞれ
のお国で皆様方が、今後、さまざまな

政策を立案される場合に、純粋な経済
の問題と思える分野でも、人口の問題
を十分に考慮に入れていただきたいと

の未来、地球人類の未来が、最も重要

思います。

ジル・クj'ｿﾞアー
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17ｔｈＡＰＤＡ会議ニュージーランドで開く

た。あるとき精霊に「世界で何がもっ

て一つのマオリの説話を思いだしまし

状態であるが、国際社会の中で、太平

は小さいが地球のミニチュアのような

けるべきだと感じて、彼女は国会議員

もっと力を持つべきだ、出生間隔を開

きました。ニュージーランドの女性が

太平洋地域では十五歳以下五○％を

今、人類はすべての天然資源を搾取

洋の問題は忘れ去られている。

ころ、「人だよ（ヘタンガタ）、ヘタン

占め、七○％が非識字で、三○○の職

しきってきています。世界中で思春期

とも大切なのなのか」と問いかけたと

ガタ、ヘタンガタ、……」と答えたと

に二○○○○人が応募する状況にあり

が一○億人おり、彼らが人口増加のス

しすぎました。しかしこの問題はきわ

確かに一九九四年リプロライッに偏重

えることが重要ではないでしょうか。

今再び、カイロの行動計画に戻って考

そこには一○三ヶ国が参加しました。

貧困状況も悪化しています。このよう

マオリの健康状態が悪化しています。

す。また不平等の問題もあります。

か疑問になっている国も数多くありま

の終わりには国が存在しているかどう

環境劣化と地球温暖化の中で今世紀

意志を政治に反映していただきたいと

参加されたことを感謝します。皆様の

開催をできたことを喜んでおります。

ジーランド家族計画協会としても会議

な問題となっているのです。今回ニュー

か彼らにどう対応するかが今最も重要

として活躍しました。

いうのです。

ます。また、脆弱な生態系のもとにあ

ピードを決めます。この思春期にある

私がこの活動に加わり、初めて参加
ります。

めて重要な問題で、今後も検討が続け

な差別をどう改善するか。家庭内暴力

思います。そうすれば＋分な効果を与

したのが一九九九年のハーグ会議です。

られ、実行に移されていかなければな

は禁止されているが、十八歳以下の無

えることができます。

悪夢が現実になるでしょう。

球の限界を超えて人口が増えるという

もし政治的な意思がなければこの地

お忙しい中にもかかわらず、会議に

らない問題です。

計画妊娠や性病などが問題となってい

国会議員もハーグで会議を開催し、

ます。

私どもはＮＧＯであり、この分野で

国会議員がこの分野で行動しようとし
ました。そのハーグ宣言で持続可能な

ニュージーランドの家族計画協会を

活動する上で独立性を持って政府と協
その中の決議に従い、グローバルな

作った女性は、六○年前、二十四歳の

開発を世界中で実現しようと呼びかけ

ネットワークを作ってきたと思います。

若い女性としてニュージーランドの女

力していきたいと思います。

今回ＡＰＤＡの十七回会議がニュー

性が絶望の中で努力している姿を見て

たのです。

ジーランドで開催されました。太平洋
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てきています。

健全な国家のためには、能力のある

女性、能力のある家族、能力ある社会

が重要です。今回の会議を通じて人口、

食料安全保障、水資源、自由貿易につ

いて多くの理解が深まったと思います。

以来、人口と開発の問題について認識

ＡＰＤＡは一九八二年に設立されて

題が統合的に協議されたとおもいます。

会議では特に、人口開発の多面的な問

れたことに感銘を受けました。今回の

グループが主催者に名をつらねること

今回ニュージーランド人口・開発議員

ていくことが重要だろうと思います。

これらの問題を解決するために協力し

各国政府は難しい立場にありますが、

と啓発を深めていらっしゃいました。

人口増加の問題が理解されてきたと

ｏろ一揖脚の革《卯一ぴ

』どでず多収性の新品罐

胎川木刀所（ｌＲの

一末行）筆

奴宮屋』ピン々

ができ幸福でした。

今回の会議でも質の高いプレゼンテー

。かりの蕾

聿一」芹ｄｚＱ【Ｕ、垂

ＡＰＤＡ至一回に出一一して

きに、先進国では人口減少の問題も出

蔓。

，

ター中健安覗く円

聖つぴ

国篝業技術開発支援の後発部隊

型かどのような宝

０

‘

の最南端石垣舅にあ三

，

ションがおこなわれ活発な討議が行わ

ン。、トリー
,
リ
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に貢献し得るのかが連曰熱心に議論さ
れた。

その後四半世紀を経て、政治の場に
皇を置くことになったが、食料と人□

増加の問題は常に頭の片隅にあり、国

際人□問題議員懇談会が独自の活動を
息永く続けておられることに無関心で
はいられなかった。

そのために、今回は早くからスケジュー

ルを開けて、返事を待っていただけに、

一、食糧・人□問題の
三つのパターン
マルサスの人□論を持ち出すまでも

なく、人□増加と食糧供給のミスマッ
チは古くて新しい問題である。しかし、

今回の会議で、ＷＴＯ体制への移行、
つまり食糧市場の国際市場化が、南と

北の格差に加えて、食糧輸出国と輸入

国との固定化と一一一一□う新たな問題を生み、
アジアのみならず世界の食料・人□問
題に一一次的な影響を与えつつあること

事務局からご招待の要請を頂いた時、

この会議に対し私自皇が＋分な貢献を

が実感された。つまり、これまではそ

て深刻な状態にある。その一つは、貧

困型飢餓に分類される絶対的な食糧不

足の問題である。今回の会議への参加

国の中からもパプアニューギニアやベ

トナム山間地での食糧生産の不安定さ

が報告された。灌慨設備のない地域で

の焼き畑農業や、家族単位の零細農業

では、豊凶の差が大きく、数年続いた

豊作期に誕生した子供たちが、突然訪

れる霜害や旱魅の被害で飢餓にさらさ

れることが少なくない。

第二の従来型の食糧不足は、食生活

の変化、つまり、穀類中心の食生活か

ら肉類重視への移行過程で常発する食

糧不足の問題である。現在の中国で典

型的に見られるように、所得の向上に

穀物が不足し、そのことをきっかけと

伴う食生活の変化で家畜の餌としての

継続が難しくなり、農業放棄と現金収

国へと立場を変化させる場合が多い。

して、それまでの食料輸出国から輸入
動を生み、そのことが都市周辺の優良

入を求めての農村から都市への人□移

ライゼーションに伴う価格低下の中で、

立していた伝統的な農業が、グ□ｌバ

全自給とは一一一一こえないまでも安定して成

れぞれの国の農業保護政策により、完

成し得るかについて、ある種の緊張感
に包まれたことを告白せざるを得ない。

実際には、大使館やＡＰＤＡ事務局の
方の真に行き届いた数々のご配慮や、

各国から参加された議員達の、政治家
に特有の閏達さに囲まれて、和やかで

意義深い会議を体険し、緊張を充実に
変えることに成功した。中でも、同じ

特に中国のように巨大な人□を抱える

る。

界の穀物市場に少なからぬ影響を与え

出国から輸入国に急転化した場合は世

国が、経済活動の急成長に伴い食料輸

篝地の居住地化や水不足、新たな環境
に確認されるようになったことである。

植物の光合成研究分野で、尊敬すべき

先輩でもある内嶋善兵衛宮崎公立大学
学長が特別講師として招かれていたこ

もちろん、従来から問題にされてい

た二種類の食糧問題も依然として極め

問題の発生を生んでいることが晋遍的
とは、曰頃のご無沙汰を詫びる以上の
喜びを私に与えてくれた。
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以上述べた一一一種類の食糧問題、貧困

型飢餓、家畜の餌としての穀物不足、
そしてグ□ｌバライゼーションに伴う
伝統震業の崩壊は、｜般的に、単独で
生ずるよりも複合的に生ずる場合が多
い。

今回の会議の一つの焦点は、これら

の食糧問題を淡水資源を切り□として
解決の糸□を探ろうと一一一一□う点にあった

が、参加各国の抱えている農業・食糧
問題が余りにも多様であったために、
焦点化については、必ずしも＋分であっ

私からは三点のコメントを提案させて
頂いた。第一は、世界レベルでの食料
の安全性と健全性の確保について、第
二は、食糧価格を安定させるための非

パ大陸に蔓延した。

また、最近、植物の世界でもバイオ

の先進国アメリカで、あるいはバイオ

の先進国ゆえに、農政担当者をパニッ

クに陥らせる事件が発生した。殺虫性

のたんぱく質を作る遺伝子を組み替え

食料利用市暘の形成について、そして
第一一一は、伝統農業に基礎を置く省エネ

技術により導入し、耐虫性トウモ□コ

出された。アメリカ農務省と環境保護

の品種となり世界の穀物市場から締め

が報告され、夢の品種が一転して悪魔

達にアレルギー反応を引き起こすこと

害な筈の殺虫性たんぱく質が一部の人

げたところまでは良かったが、人畜無

シの新品種「スターリンクＬを作り上

型の「緑の革命Ｌについてである。会
議参加者には、重複になって恐縮だが、
改めて要点だけを簡単に述べさせて頂
く。

〈ロ蹄疫、狂牛病、スターリンク〉
ンの学校給食用に南アフリカから輸入

庁は、必死の努力で「スターリンクＬ

二○○○年の秋、イギリスがロンド
した牛肉が、わずか数か月後にヨーロッ

たとは一一一一コいがたい。共通の問題意識と
してはむしろ、グロｌバライゼーショ

に取り組まざるをえなくなった。幸い

トウモ□コシを相手に悪性遺伝子退治

検出され、行政当局は今度は、全米の

品種から、殺虫性たんぱく質遺伝子が

いない「スターリンクＬ以外の三十九

引き起こした。つまり遺伝子を入れて

翌年、遺伝子公害と一一一一二う新たな問題を

コシの本性ゆえに、「スターリンクＬは、

かに見えたが、花粉を飛ばすトウモロ

の回収に勤め、いったんは鎮静化した

ンに伴う伝統農業の崩壊が、往々仁し

パ中を□蹄疫の恐怖の渦に巻き込むこ

た。

イギリスからの逆輸出の形でヨーロッ

粉末が多くの牛に狂牛病を発生させ、

スに輸出された羊の脳を含む乾燥内臓

’九八○年代には、中東からイギリ

とがヨーロッパ□蹄疫発生の発端だっ

農家に濃され豚の餌として使われたこ

学校給食の残飯がロンドン郊外の畜産

となど一体誰が予想出来ただろうか。

てライフスタイルや文化崩壊にも繋が
りがちなことから、特に、議員関係者

に強く意識されていたような気がする。

二、ＷＴＯ体制

（グローバライゼーション）

下の食料・農業戦略
ＷＴ○体制か己ｌバライゼーション）
が食料・農業に及ぼす影響について、

５８

にして、今年に入りスターリンク騒動

も計画されており、その具体的なプ□

産物の非食料利用の道を拡大すること

告された。生産の拡大にはバイオテク

ジエクトとして、穀物メジャーのカー

農業の破壊を招いている事実が多く報
ノロジーの急速な普及が大きく寄与し

は一段落したようだが、一連の騒動は

グ□ｌバライゼーションとパイオテク

ており、その意味でもアメリカの優位

て使われた遺伝子もまた、これまでよ

このことは、動植物の病気や、間違っ

産物が移動する体制を意味している。

かに早い速度で、広い範囲を様々な農

穀物価格を安定させることの必要性

として競争力を弱めたことも否めない。

ト型濤業に移行していたことが、結果

伝統的農業といえども実態は、高コス

型の「緑の革命Ｌ品種の琶及があり、

的な農業の破壊の裏には、多肥料多収

は当面揺るぎそうもない。また、伝統

しての食用穀物の価格安定に寄与する

定化にも寄与すると共に、第一市場と

がってくれば、先進国の備蓄体制の安

穀物の第一一市場を誕生させることに繋

用の拡大が、食糧輸出大国間に昔反し、

が建設された。余剰農産物の非食料利

酸系バイオプラスチック生産プラント

ラック｜｜｜社の協力による大規模な、乳

ギル、化学のダウケミカル、発酵のピュ

ノ□ジーの複合作用として多くの教訓

りはるかに早い速度で、広い範囲を移

について各国の議員から多くの意見が

ことも期待出来る。地球温暖化防止に

を残した。

動することを示している。｜｜コージー

出されたが、市場への国家介入は、結

対する国際的な取組の進展は、この可
とは皆、株式市場で経験済みであり、

ＷＴ○体制とは、これまでよりはる

ランドやオーストラリアに見られる厳

局は悲惨な結実にしかつながらないこ

要性が高まっている。ＷＴ○体制の副

市場介入なき安定化策の知恵が求めら

化することにより、生産変動への対応

能性を支持している。穀物市場を重層

格な動植物の検疫体制を世界が学ぶ必
作用ともいえる□蹄疫、狂牛病、スター

力は格段に強化される筈である。

’九九九年八月に、アメリカのクリ

〈省エネ型の「緑の革命」〉

れた。

的な監視体制や蔓延防止対策について

ントン前大統領は、三○’○年までに

先に、伝統的農業崩壊の一因として、

リンク騒動を教訓として、今後、国際

新たな規制や制度が検討されなければ

アメリカの全エネルギー供給の九％を

ならない。

命Ｌしか選択の余地がなかったことが

国際農業研究機構が発信する「緑の革

発展途上国農業の改良シナリオとして

種の作付の拡大を指摘したが、戦後の

「緑の革命Ｌによる多肥料多収穫型品

ようだが、この盲’’’’一□に並行して余剰農

てガソホールを晋及させることにある

末利用バイオマスのアルコール化によっ

する一」とを宮一言した。戦略の中心は、

再生可能な生物由来エネルギーに変換

〈ガソホール、バイオプラスチック〉
ＷＴｏ体制への移行で、食糧輔出国
が生産を一気に拡大し穀物相場を押し
下げていることが、結果的に伝統的な
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今曰改めて問題とされるべきであろう。

可緑の革命」における品種開発の戦略は、

は在来品種の持つ、この種の長所を育

種計画の中で採用していく必要がある

収舅とはいえ、無肥料で一一一○○年以上

ルメイズ（トウモ□コシの在来種）は、低

ユカタン半島で育成しているト□ピカ

る。私自身の沖縄諸島の蟇らしは、わ

食糧事情が紹介されたことがあげられ

り知る機会がない太平洋の島々の簔業・

今回の会議の特徴の一つに、普段余

三、太平洋の島々からの

も安定した生産を上げており、フィリ

ずか四年の短いものではあったが、そ

メッセージ

ピンのライステラスの稲は、有史以来、

れでも小さな島では、ほんのちょっと

だろう。メキシコのインディオたちが、

肥料を施した形跡がないという。

多肥料（特に窒素肥料）で倒れないガッチ

し、窒素分・に富む作物は、他方で、病

肥料安定生産型品種の育成に置かれて

育種の目標が、もしも初めから、省

分に認識することができた。

ような大きな変化をもたらすことを十

した変化が、大陸では想像も出来ない

を達成することが可能になった。しか

ることが可能になり、五割以上の増収

た。こうすれば頭に沢山の穂を実らせ

リとした背の低い品種を作ることであっ

虫害の格好の餌食ともなるために、「緑
の革命Ｌ品種を作るためには、肥料に

いたとしたら、グローバライゼーショ

分に意識されていたが、伝統農業を重

現金収入を求めて、なけなしの魚業権

保が難しくなっている。他の島では、

処理の問題が深刻で、飲料水の質の確

島では＋分な観光収入があるが、ゴミ

とながら島ごとに異なっている。ある

島々からのメッセージは、当然のこ

加え、農薬の施用も要求される。石油

だいぶ違ったものとなっていただろう。

ンに対する伝統農業の抵抗力も今とは

価格が低迷しており、また、地球環境
の悪化が問題視されていなかった時代
背景の中では、多肥料多収穫型品種の

視する国々の協力体制を敷き、省肥料

まで売り飛ばしてしまい、結局は多く

会議の湯では、比較優位性の確保が多

安定生産と高品質（地域の固有文化の下

長所だけが評価される傾向にあったが、
が重視される今曰的な価値観の下では、

で特別に評価される性質）をターゲット

の人々が島を出ていってしまう。ミク

時代は移り、地球環境保全、地力保全
多肥料多収穫型品種の持つ負の側面に

にした育種プログラムを開始すること

□ネシアの島々では、安価な輸入食品

暖化による国家消滅の危機に迫られて

いう珊瑚礁に住んでいるだけで地球温

には何の責任もないのに、海抜二厨と

に依存した結実糖尿病が蔓延し、彼等

は、多分、今からでも遅くはない。

も目を向けざるを得ない。

伝統農業で、かつて多用されていた
在来品種は曰本の酒米に見られるよう

に背が高く、施肥菫を間違えると容易
に倒伏する欠点を有していたが、逆に、
省肥料、無農薬でも、そこそ一」の生産
を上げる長所も有しており、これから

6０

いる。

グロｌパリゼイションの高波は、緩

に関しても、京都議定書策定時の議長

化してしまった曰本。地球温暖化防止

れた、省エネ型の「緑の革命Ｌこそ、

な議論の原点に立ち返れば、前節で触

冒頭に述べた四半世紀前の、未消化

助・協力というわが国の弱点は、相変

なって襲いかかる。員幣経済化が一気

国という責任ある立場にもかかわらず、

わが国のイニシアチブで取り組むべき

らち生産調整負担分としての補助金を

に進行し、伝統的な漁業や農業は元よ

原発の増設に熱心なだけでバイオエネ

課題のように思われてならない。若い

わらず克服されずに残されてしまう。

り地域コミュ｜｜ティーそのものが崩壊

ルギーの開発には何の関心も示さない

頃、南インドの貧しい農村地帯を尋ね

払い続け、ついに全農地の一一一割が遊休

する。収入を得たくてもその機会がな
曰本。

衝力を持たない小さ島々に大きな牙と

い。苦くて教育を受けた人達が次々と

雇用機会の確保が何よりも必要である

近代的なサービスを享受できる状況と

があっても人は島にはとどまらない。

機会の貧困が存在する。食料と水だけ

餓死してしまうほどの貧困はないが

えば、会議のパト□ンシップと、トヨ

で曰本の貢献で話題になったこととい

世界にばらまきながらも、今回の会議

ざるを得ない。○ＤＡで巨額の資金を

を余りにも欠いている事実に信然とせ

の実情が、国際貢献のための基礎要件

与したいと思うのは山々だが、わが国

の食料・人□問題の解決に積極的に関

立法府の一員として、わが国が世界

技術、自然との共生の知恵を学ぶこと

晴らしい農業技術や、最先端のバイオ

世界の人達の間に、曰本にいけば素

の食糧生産の国際貢献は難しい。

た自然条件を＋分に活かせないままで

たと聞くが、その技術を教えてほしいＬ

食べていける素晴らしい農業技術があっ

本には、かつて僅か五反で一家五人が

た折に、その地の農業技術者から「曰

島を出ていってしまう。

ことが関係者の□から次々に訴えられ

タがベトナムで建設中のサツマイモプ

ができるとの評価が定書すれば、それ

食料自給率が五○％を割り、大変だ

し、○ＤＡも国際ルールに添って積極

究機構にわが国は率先して基金を拠出

業の再生に取り組みたいと思う。

自省を込めて、改めて、この国の農

貢献になるのではなかろうか。

こそが、もっとも地に足のついた国際

と頼まれたことがある。曰本の恵まれ

た。

ラント程度にしかすぎなかった。

大変だと騒ぎながらも、平気で一五％

的に取り組んでいる実績を藷らしげに

政府とすれば、国連や、国際農業研

の食料を捨ててしまっている曰本。農

語ることとは思うが、顔の見えない援

四、Ｂ本に何が
できるのだろうか

業の直接補助は致しませんといいなが
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世紀の人口と食糧の展望について、最

新のデータをもとに人口食糧、農業

経済の各分野の第一人者が世界の人口

扶養力、入口と食糧のバランス、食糧

増産をもたらした緑の革命の将来的展

望などと日本の農業のあり方について

分析を試みた。同書は、二十一世紀に

直面する食糧危機を回避するための警

世の書である。

授賞式は、平成十三年四月五日ホテ

九年度「水をめぐる一一十一世紀の危機Ｉ

が同部門社会福祉分野で第五位、平成

展の制約ｌ中国・インドを中心にｌ」

また、本協会出版物平成一○年度『発

「事業成果物

ル海洋で開催された「日本財団春の交

業の「人口と開発」について一般の関

ライブラ

心とニーズが高まっていることを示し

アジア人口を焦点にｌ」が同部門で第

ベストヒット賞を受賞した出版物は、

た。ベストヒット賞を受賞した三十

流会一一○○｜」で広瀬次雄・本協会常

本財団補助

人口と食糧の関係が人類の永遠の課題

一世紀の人口・食糧戦略ｌアジアと世

リー」で、

事業・出版

であることを最大のテーマに出版され

界‐」人口と開発シリーズ皿の執筆陣

務理事に曽野綾子・日本財団会長から

物「二十一

た。’九八○年代まで世界の食糧生産

は次の通り。

本協会の平

世紀の人

は人口増加率を超えることでバランス

八位にそれぞれランクされ、本協会事

口・食糧戦

を保ってきが、九○年代に入り食糧の

第一位の賞状が授与された。

略ｌアジア

日本大学人口研究所名誉所長黒田

類最後の選択ｌ

総括人口と食糧のバランス－人

生産率が人口増加率を下回り人類が飢
そこで、このような人類が直面する

と世界ｌ」

事業部門で

危機に対して、アジアを中心に二十一

餓に直面する事態が起こった。
第一位を受

が公益福祉

成八年度日

同出版物は、平成十三年三月まで一

『を］
口授２J
｡甕薑

がインター

■■位□算

般から五「五一一四件のアクセスがあ

ー＝と

ネットで公

■第■■ニ

り栄えある受賞となった。

丁賞Ｚ

開している

賞した。

■壹口露

日本財団

窒口書■

曽野綾子・日本財団会長から表彰状 を授与される広瀬次雄・本協会常務理事
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『ロ

俊夫

事長）が中心になって展開してきた、

Ｐは、故国井長次郎（元ジョイセフ理

崎陽一

厚生省人口問題研究所元所長岡

食糧ｌ

第一章世界のバランス－１人ロ・

部門で前国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）

家族計画・寄生虫予防・栄養改善を統

個人部門で受賞したナフィス・サデイッ

稠果

事務局長のナフィス・サデイック女史、

ジョイセフの受賞理由は、①住民参

ク女史は、パキスタン出身で、一九八

第三章アジアの産業構造の変化

国際農林水産業研究センター企画

加型の家族計画プログラムの推進、②

七年から十三年間にわたって国連人口

社団法人長寿社会文化協会理事長

合したプロジェクトによる地域に根ざ

人材養成を通した、日本の家族計画の

基金事務局長を務め、一九九四年の国

降矢憲一

団体部門では日本のＮＧＯ㈲家族計画

途上国への提供、③人口問題に関する

連人口開発会議（ＩＣＰＤ）では、会

第四章アジア諸国の農業事情

調整部長大賀圭治

「多角的な資金・物資調達と広報アドボ

議の事務総長として、リプロダクテイ

東京大学東洋文化研究所教授原

した保健推進アプローチで、「人間的家

カシー活動の展開の三つである。

ブ・ヘルス／ライッ、特に女性の健康

洋之介

国際協力財団（ジョイセフー理事長

ＮＧＯとして、人口とリプロダクテイ

と人権を人口問題解決の核とするとい

東京大学大学院農業生命科学研究

第二章世界の人口

ブ・ヘルスの分野で国際的に活動して

う新たな世界的合意を構築する上で重

科助教授藤田幸一

族計画」と呼ばれている。

きたジョイセフは、一九六八年の設立

要な役割を果たした。

プロジェクト、特に保健衛生や教育に

フリカ地域の二十六カ国で、国際協力

れまでにアジア、ラテンアメリカ、ア

団体では、一九九三年に毎日新聞社人

俊夫・ジョイセフ理事長が一九九七年、

ジョイセフ会長が一九八八年に、黒田

国連人口賞は、個人では加藤シヅエ・

と日本

第六章食糧》二○二○年の展望

田三郎

日本大学生物資源科学部教授山

第五章緑の革命の評価と将来

かかわる「インテグレーション・プロ

口問題調査会がそれぞれ受賞している。

麗澤大学国際経済学部教授河野

以来培ってきた多くの経験の上に、こ

黒田俊夫氏Ⅲ）の受賞が決まった。

二○○一年度の国連人口賞に、個人

bＪ

ジェクト」（ＩＰ）を実施している。Ｉ

京都大学大学院農学研究科教授

辻井博
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●大阪産業大学大学院教授

桐生

メコン川流域に一大経済圏を築こうと各種の構想が提唱されたの

は九○年代にはいってからである。インドシナで内戦状態が終息し、

稔

黄金の三角地帯で、治安が回復しさらには中国で改革開放が進展し
て、中国経済の東南アジアへの参入が激しくなってきた時期と一致

する。各種の提唱、構想によるプロジェクトの完成はまだ一部でし
かないが、東南アジアにもうひとつの有力な「経済圏」が形成され
つつあることは確実である。

メコン経済圏の現状についてミャンマー、タイ、中国の現場を見

て報告するとともに、それに伴う問題点を指摘したい。

た各種の交流が栄えてきた。また河川

の流域面積は七九万五○○○航に及

東南アジア最大の国際河川である。そ

シナ海に注ぐ全長四四二五ｍに及ぶ

カンポデイアを経て南部ベトナムで南

マー、タイ、ラオスの各国境を印し、

を源として、雲南省を縦断してミャン

メコン川は中国のヒマラヤ山脈東端

武装集団との和解が進んでとりわけ九

さらにミャンマーでは軍政と少数民族

がてはカンボディアの内戦が終わり、

の後ベトナム戦争が終決し、ラオスや

隔絶する壁の役割を果たしてきた。そ

でメコン川はしばらくの間、両陣営を

かし、太平洋戦争後の東西対立のなか

民族の居住、生活圏となってきた。し

の両岸に迫る山間部では多種類の山岳

ぶ。メコン川流域は古くからその肥沃

○年代に入ってこの地域の治安が急速

一、メコン川の魅力

な土壌を利用した農業と、川を利用し
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〔写真・右頁〕タイとの国境シャン州タ
チレイクの街｡中国製品の製品の買い物
を楽しむ観光客

教授

く職歴>アジア経済研究所経済開発分析プ員
口ジエクトチーム部長、国連開発会

ダッカ大学経済学部修士課程中退委

は精力的に各分野で
の調査を実施したが、

館調査官、中部大学大学院国際関た
係学科教授
計画派遣ミャンマー政府経済顧問、
世界銀行出向、在ビルマ日本大使

鍾輔墓蝋騨ｋ：

〈主な著懇〉「ミャンマー経済入門」１９９７日

欝珂Ｎ『鯏測鰯一』

薙溌

…

左■■桐“啼

鍾

アにおける新しい開発拠点として注目

このようにメコン川流域は一躍アジ

化しているものも少なくない。

で、いくつかの開発プロジェクトも完
成し、現在進行中ないしは計画が具体

している。すでにこうした動きのなか

Ｎと中国を加えた十一ヵ国による同地
域開発会議など数多くの枠組みが活動

ＤＢ）などがあり、さらにはＡＳＥＡ

中国とミャンマーの国境。1993年に画定

インドシナ戦争、そ

の後の社会主義化に
よってほとんど実施
に至らなかった。当

メコン川委員会」と
して本格的に活動を
再開する。さらにこ

れを契機に主要援助
国や各種の国際組織

た。日本及び日本攻奇

式篝Ｔ震;Ｗ藷占閥

に回復した。他方タイでは産業構造の
高度化が進み、周辺国へ市場と投資先
を求める意向が強まり、中国とくに雲
南省では繊維、電化製品、雑貨などの
市場を東南アジアに求め始めた。メコ

ン川流域が「戦場から市場へ」急速に

委員会は一九九五年

による開発のための

変貌し始めたのである。もともと、こ

のメコン流域は早くからその開発の有
効性と発展のポテンシャルが注目され、
各種の開発スキームが設立、実施され
てきた。戦後に実施された各種の調査
に基づき当地域の総合開発を進めるた
めの「メコン川下流域調査委員会」（通
称メコン委員会）がＥＣＡＦＥ（現Ｅ

枠組みが築かれていっ
の

（最終学歴>立教大学社会学部卒業

こ

く現職>大阪産業大学大学院経済学研究科

から、いわゆる「新

ＳＣＡＰ）の主導によって設立された

のは一九五七年であった。この委員会
●桐生稔〈きりゆうみの愚）Ｚ

組

を集めることになったのである。この
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た

1941年新潟県生まれ

ウ

車田

メコン川を通じて直結するとともに、
ミャンマーが含まれることによって、

同国を通じて中国とインド亜大陸、中

国と東南アジア、東南アジアとインド
亜大陸の経済が連結することになる。

第一一に、発展段階の多様な違いによ
る分業が形成される。陸続きであり、

歴史的、民族的、文化的に共通要素が
多く、また違いがあっても連続性を有

するため、それぞれの地域の比較優位
に応じた分業連関が可能であり、原料
生産・供給、加工、運搬、販売・輸出
などのセクターによる分業と業種によ
る分業とが可能である。

第三に、豊富な資源である。とくに
メコン川およびその水系の水量と包蔵

水力は、産業・生活用水、また水力発
電用として当地域の経済発展にともな

う増加分を補うに十分の量的賦存があ
る。もちろん観光資源としては暫くの

間「秘境」として注目されるだろうが、
開発が進めばさらに多様な観光拠点に
なる。

二、経済圏開発の現状

各種のスキームによる開発構想のな

かですでに具体的なプロジェクトが進

行しているが、これまでに完成した主

なプロジェクトでは以下のようなもの

がある。

①中国・雲南省の思芽で一○○○ト

ン級の船舶が接岸できる埠頭の建設、

雲南省からタイのチェンコン（○巨四息

尻目巴までの観光クルーザーの就航お

よび貨物船の航行による交易ルートが
設定された。これにより当地域への観
光客が増加し、関連産業の振興も目立

つ。また、このルートの開設によって、

直接国境を接していない中国とタイの

経済がミャンマーやラオスを経由して

結合するという状況が出現した。ミャ

ンマーは中国、タイ双方とそれぞれ国

境貿易協定を結んでいるため、正規の
貿易によって取り引きされた双方から
の産品が、ミャンマーを経由して流れ

ており、その規模は年々拡大し、産品

の多様化が進んでいる。

②地域間道路・橋梁の建設”タイ領
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内ではすでに六○年代後半からアジア

ハイウェーの建設が実施され、八○年

代後半までに当初の計画道路はほぼ完

ラオス南部を通過してベトナムのダナ
ンまでの道路建設計画「東西回廊（恩⑪寸
言①ｇｏｏ胃】：局）」が進んでいる。これ

が完成すればインド洋と南シナ海が結
ばれることになる。

成していた。しかし、これまで進展の
なかったミャンマーなどの隣接国への

③鉄道その他“鉄道建設計画はすで
国際鉄道新線の建設計画が、二○○○

に中国・雲南省からシンガボ１ルまで

延伸計画も九○年代に入って部分的で
はあるが実施されている。なかでもラ
オスとタイの国境になっているメコン

年十一月の缶閨房ｚ首脳会議で提案され、
実施に向けての検討が始まっている。

川での架橋計画は、第一橋のミタパプ

橋が九六年に完成、第一一橋は九九年に

将来的にもっとも注目されているのが

である。九○年代に入ってから中国と

くに雲南省と東南アジアとの経済関係
が進展した。その代表的な形態は陸上

で取引される国境貿易という形である。

八八年から軍政となったミャンマーで

は、それまでの「ビルマ式社会主義」

を放棄して市場経済化と対外開放に踏

み切った。そのひとつの政策として隣

接国との国境貿易を認めた。中国とは

八九年に国境貿易協定を結んで、四地

点の公設中継地を設定して貿易が行わ

れている。ミャンマーの国境貿易は二

○○○年度で年間貿易総額の一一一一一％を

占め、そのうち中国との取引が約六○％

を占める。中国（雲南省）からは繊維、

電気製品、機械、加工食品、タバコな

ど多種類の工業製品が輸入され、ミャ

ンマーからは海産物、木材、農産物、

ヒスイなどが輸出されている。ミャン

マーの国境貿易は、その後タイ、イン

ド、バングラデシュなどとも同様の協

を通じて中国と東南アジア、東南アジ

易が行われているのである。中国産品

定が結ばれて行われている。ミャンマー

すでに指摘したように、経済圏構想
が進むことによって起こる変化（効果）

アとインドさらには中国とインドの交

経済と東南アジア経済が直結すること

のうちもっとも注目されるのは、中国

三、中国と東南アジア経済が直結

で慎重に検討されている。

環境保護、少数民族問題などとの絡み

模発電所建設なども多いが、森林破壊、

ダムの建設計画、それにともなう大規

水系の豊富な水資源を活用する多目的

びタンルウイン川（旧サルウイン川）

水資源開発である。メコン川水系およ

完成し、現在第三橋の建設に向けての

調査が行われている。これらの架橋に
よって、ラオスータイーカンボデイア

間の交通整備が進むとともに、ラオス
を通じてタイーベトナム間、タイー中
国・雲南省間が直結することになった。

さらに、雲南省、ミャンマー領シャ

ン州、タイ北部、ラオス西部を貫通す
る「メコン環状道路」も一部で建設が

始まっており、かって「黄金の三角地
帯」と呼ばれ、麻薬、密輸などを扱う
非合法集団が賊肩する無政府地帯であっ
たこの一帯の治安は急速に回復してい
る。現在、ミャンマー南部のモウラミ

ャイン（旧モールメン）からタイ北部、
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タイとミャンマーの国境（メーサイ)。タイの
ナンバーの車は簡単な手続きで､ほぼ自由に出
入りできる

稼ぎ者数はタイの国内総一雇用のほぼ一

九五年以前には想像も出来なかったこ

「黄金の三角地帯」の正常化やカンボ

とである。

割を占めているという推計（含む日帰

は国境貿易によってミャンマーに輸入
され、ミャンマーからタイやインド、

ジアの内戦終結がメコン川経済圏の形

成を可能にした基本的な要因であり、

り出稼ぎ）もある。また観光という側

五年以降の少数民族反乱軍と政府軍と

経済圏の発展はさらにこの地域の繁栄

面でも活発である。ミャンマーでは九

およびその逆もが年々増加している。

の和平交渉の成立により、かっての「黄

バングラデシュへ再輸出されるケース
こうした国境貿易を通じた経済関係は

金の三角地帯」の治安が大幅に改善さ

と安定に強く作用していくことは間違

メコン川流域国全体に広がっており、
商品の流れはメコン川流域一帯におい

れた。これにより、タイとの国境（メー

ス、カンボ

マー、ラオ

る。ミャン

ることであ

拡大してい

人の交流が

動きとして

域で顕著な

らにこの地

ている。さ

業を促進し

当地域の分

資は徐々に

い。しかし、タイの隣接国に対する役

関係は商品の流れほど拡大をしていな

営業のカジノでは年間約４万人の中国

に巨大なカジノまである。二十四時間

劇場、少数民族展示興行館などととも

光娯楽都市を建設して、中にはショウ

ンマー政府との合意に基づき、一大観

んだ元ビルマ共産党サイリン派がミャ

では、八九年に政府軍と和平協定を結

ンマー領内のマエラ（中国側は打洛）

スイに人気が集っている。とくにミャ

の観光客で賑わい、ミャンマー産のヒ

とミャンマーの国境ではいずれも中国

国産品の買い物を楽しんでいる。中国

れ、主に国境貿易により輸入された中

万人ほどの観光客がミャンマー側を訪

観光が許可され、タイからは年間一○

サイータチレイク）では相互に日帰り

アジア開銀などのＯＤＡの供与は順調

問題である。今のところ、日本政府、

ものが多く、開発資金の調達は大きな

第一に、開発計画は大規模で壮大な

くない。

によって引き起こされる諸問題も少な

開発のための阻害要因、あるいは開発

秘境の開発となるであろう。しかし、

おそらく東南アジアで残された最後の

光地として脚光を浴びていくだろう。

しい市場として、投資先としてまた観

帯」であった。開発が進み、次第に新

入るまでは「戦場」であり、「無政府地

この地域の多くの部分は九○年代に

いない。

て拡大している。しかし投資を通じる

ジアからの

人客が訪れるという。こうした状況は

四、民族主義とグローバル化の狭間で

タイへの出
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北部ミャンマーと中国の国境ムセ、
向かう側は瑞朋市。９５年以降に発展

め米・西欧からはＯＤＡ、投資の停止

ジア通貨危機以来

るが、九七年のア

の動員が必要であ

あるいは民間資金

当該国の政府資金

者では考え方が違ってくる。また開発

わち水をめぐるサプライサイドと利用

国際河川流域の開発は上流と下流すな

をもたらすものであれば、問題はない。

は当該国にとって平等に、確実に利益

第三に、多国間にまたがる地域開発

てはならない。ミャンマーへの開発援

進め、麻薬や非合法勢力の復活を許し

投資、ＯＤＡの供与は遠慮せざるを得

開発という名のもとでも、対ミャンマー

果より損失のほうが大きくなって開発

民間資金の投入は

によって得られる効果は、国によって

助と投資を祷曙すべきではない。シャ

であるがＯＤＡだ

停滞しており、日

大きな違いも出る。こうした利益の配

ン高原が再び「無政府地帯」になった

発はメコン川経済圏形成には不可欠の

５．「大メコン圏開発構想タスクフオース

報告」1996年６月，外務省経済協力局
６．「メコン河流域開発・環境調査研究報

条件である。ここは一刻も早い開発を

会間国際技術協会

告書」1998年６月，国際協力事業団
７．「メコン開発をめぐる動き｣1997年３

ｉ零

本などの先進諸国

分と無関係ではないが、国家としての

ら「メコン川経済圏」の形成は完結し

を含む経済制裁を受けている。メコン

からの投資も低迷

論理や自己擁護という側面を捨て切れ

ないのである。

の意味すら失われることになる。

している。

ない場合もある。タイは中国と経済関

けでは限界がある。

第二に、開発に

係が直結することは中国の政治的影響

ない。ミャンマー領内シャン高原の開

よる環境への影響

Study，１９９６ＵＮＥＰ

力を受けることになると

４．「東南アジア大陸部開発構想｣1994年
３月，東南アジア大陸部開発構想委員

臘腱伍當；胤日鬮罵慢匡が心配されること

3．“MekongRiverBasmDiagnostic

いう状況に警戒的であり、

「フォ闘い椚齢開靭計Ⅷ
画も中継的効果だけで国考

２９ＪUne1991,

である。この地域の開発には当初から

環境問題への配慮が最大限に取り扱わ
れれていた。それでも道路ができ、ダ

家的利益は小さいと不満参
を指摘する。いわばグロー⑩

バリズムとナショナリズ⑳
ムとの狭間で悩んでいる繊

月，アジア経済研究所

ムができれば多かれ少なかれ自然環境
の破壊は避けられない一一○○○年九
月にラオス、タイ東北部を襲った有史
以来の大洪水は、雲南省やミャンマー

⑯

6９

姿が分かる。

opｍｅｎｔ：Papersandproceedingsof
theSeminarHeldinBangkokon27～

鱗墓蕊

での開発と無関係ではない。メコン川

ミャンマーは一八八年以鍾

l997,''０ct､1996,(ＭＫＧ/Ｒ96018)．

≦三＝ごﾐ2

流域の開発が環境を破棄し、河川汚染

来軍政下にある。そのた

２CooperationintheMekongDevel-

坐Ｇ

をもたらせば開発によって得られる効

１．ＭＲＣ.`MekongWorkProgramme

輯

国際人ﾛ問題議彙懇女I塵部会がlMAPを迎え－

グラム・オフイサーらが出席。ピルを

中心に、人口問題に関する幅広いトピッ

国際人口問題議員

クについて意見交換を行なった。

挨拶のなかで、中山ＪＰＦＰ会長は

懇談会（ＪＰＦＰ）
月十日㈹、午前八時

日本の人工妊娠中絶やピルに関する状

女性問題部会は、五
からキャピトル東急

ヘレン・ランデラ・リーズーＭＡＰ

況、人口問題の現状について触れ、現

会（ＩＭＡＰ）のメ

共同委員長は、「日本では既にうまく夫

ホテルの日光の間で、

ンバーを迎えて懇談

婦が理想の子ども数を決定し出生抑制

在進行している出生率の減少が日本経

会を開いた。部会に

を実行しているようだが、ピルは避妊

来日中の国際家族計

は、六名のＩＭＡＰ

技術の進歩の産物といえるのではない

済や社会構造に深刻な影響を与えてい

委員と一名のＩＰＰ

か」「懸念されている子どもの数の減少

画連盟（ＩＰＰＦ）

Ｆ事務局スタッフの

は、特定の避妊技術の導入には関係な

る点などについて述べた。

他、中山太郎ＪＰＦ

く、社会開発の過程に見られる現象の

の国際医学諮問委員

Ｐ会長、谷津義男Ｊ

それに対し、小宮山参議院議員は「ピ

一つである」と述べピルの普及が出

ルは日本でも解禁されたが、依然費用

ＰＦＰ幹事長、清水

議院議員、北村邦夫

が高く、正しい情報もあまり提供され

生率に直接影響するわけではないとの

棚日本家族計画協会

ていないので、日本では有効に使われ

嘉与子ＪＰＦＰ事務

クリニック所長、児

見解を示した。

玉治美卿ジョイセフ

ているとはいえない。また、ジェンダー

総長、小宮山洋子参

企画開発事業部プロ
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ピルや児童虐待で意見交換

育としての性教育が必要で、日本はこ

れらの問題は子どもの頃からの人間教

ピルの普及は良いことだ。しかし、こ

ドームと違い、女性が主導権を握れる

の視点から見れば、男性主導型のコン

している」とコメントした。

社会的な圧力もあって益々虐待が増加

度が崩壊したことで核家族化が進行し、

象。南アフリカでも、伝統的な家族制

「児童虐待は世界的に広がりつつある現

と述べリーズーＭＡＰ共同委員長は

いかなければいけない」と議員に訴え

保障と貧困問題について皆で取組んで

最も重要な問題は水であり、水の安全

易」問題を解決していくことが必要。

これに関わる「資金」、「政治の力」、「貿

要な人たちに配分するかが問題であり、

人口は増加の一途をたどり、現在世界

に飲料水は深刻な問題。日本政府とＵ

最後に中山ＪＰＦＰ会長は、「水、特

た。

の飢餓人口は約八億人といわれている

ＮＩＣＥＦが協力して資金援助し、バ

谷津ＪＰＦＰ幹事長は、今後も世界

の点について充分に行なわれていない」
と、日本の性教育の未熟さとピルの普
中山ＪＰＦＰ会長は最近増加傾向に

が、流通や経済の状態が悪化すること

及度について意見を述べた。
ある児童虐待についても言及。子ども

み、ガン等を引き起こす可能性がある。

ングラデシュやインドは地下水をくみ
それに対してフレッド・サイ医師は、

今後専門家が集まり、このような問題

によって今後更に食料不足が進行する

もを作る」へと意識が変化し、生まれ

「問題は縮小されることなく拡大するだ

について討議する必要がある」と述べ

の誕生について、以前の「神様からの

てきた子どもが、自分が理想としてい

ろうが、世界人口を養うだけの食料生

た。

上げていたが、今や水は有害物質を含

た子どもと違っていた時に虐待が起こ

産は可能だという明るい兆しがある。

（星合千春）

との見解を示した。

るのではないかとの精神科医の説を紹

しかし、これらの食料をどのように必

二、アナ・グレイシア（スコットラン

贈り物」から、「自分が好きな時に子ど

介した。

、ヘレン・ランデラ・リーズ（南ア

の教育しか行なっていない。今後は子

グバラグワナット病院リプロダク

ＩＭＡＰ共同委員長／ヨハネスバー

のサービス部長

トラスト家族計画と女性のため

ロジアンプライマリーケアＮＨＳ

ディス・ウェイズパーグ医師は、「オー

となっているオーストラリア出身のイ

日本と同じく児童虐待が深刻な問題

ストラリアでは親になるための準備教

フリカ）女性

どもとの間に問題が起きたときの対処

テイブ・ヘルス調査部長

ド）女性

育を行なっているが、現在は出産まで

法についても親に教育する必要がある」

7１

三、イデイス・ウェイズバーグ（オー
ストラリア）女性

長

九八九’一九九五）／国連人口賞

ＩＰＰＦ

受賞者（’九九三）／国際人口開

［－ＰＰＦ事務局］

発会議議長二九九四）

政策局リプロダクテイブ・ヘルス

七、プラミラ・セナナヤケ

事務局次長女性

上級担当官

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）技術

シドニーリプロダクテイブ・ヘル五、リンゼイ・エドワルド男性
ス調査センター調査部長

四、ハリダ・ハナム・アクタール六
ングラデシご女性

地域医療教授。元ＩＰＰＦ会長二

バングラデシュ基礎的リプロダク六、フレッド・サイ（ガーナ）男性
テイブ・ヘルスと技術推進研究所

国Ｊ■際■■人．間口題議員懇■談口会総会■開く

が発表した二○○○年度版世界人口推

中山太郎会長が挨拶し、国連人口部

談会総会が開かれた。

会館第二会議室で国際人口問題議員懇

雄衆議院議員らが出席し、参議院議員

長、谷津義男ＪＰＦＰ幹事長、熊谷市

中で、ＯＤＡ改革も例外ではなく、国

さらに、聖域なき財政の見直しが進む

少するだろうと予測されていると説明。

○○万人となり、現在よりも一四％減

の人口は、二○五○年になると一億九

｜方、少子・高齢化現象の著しい日本

人口は、中位推計で九三億人に達し、

に活動してまいりたい、と会員の理解

懇の先生方ともども拠出金確保に活発

最も重要な人口問題解決のため、人口

人類が平和裡に共存共生していく上で、

の拠出金の見通しが心配されているが、

計画連盟（ＩＰＰＦ）に対する我が国

連人口基金（ＵＮＦＰＡ）や国際家族

六月十三日伽、中山太郎ＪＰＦＰ会

計によると、一一○五○年までに世界の

7２

国際人ロ問題議員懇談会総会開く

‐、痒
佃〉、‐卍

エイＰ

と協力を要請した。

平成十二年度収支決算・活動報告、

及び平成十三年度収支予算・活動計画

については事務局報告とおり、承認さ

れた。

報告事項では、谷津義男幹事長が五

月四・五日、ニュージーランドのオー

クランドで開催された「第十七回人口

と開発に関するアジア国会議員代表者

会議」について、「今回の会議はテーマ

も時宜を得て良かったが、私が今まで

出席した人口会議では最も充実した会

議だった。一九九四年のカイロ会議以

降、リプロダクテイブ・ヘルツ／ライ

ッの問題しか扱われなかったが、今回

の会議は開発や環境問題も取り入れ、

有意義な会議だった、と会場から賞賛

田善彦とありま

したが、喜彦の

誤りでした。お

わびして訂正を

の声が上がった」と、ＡＰＤＡ会議の

27頁の履歴に和

模様を報告した。
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春号(Ｎｏ．75）

一・，一・；．ｒ〈〃．

和‐郡ｉザ

正誤表

ｋ
［、

いたします。

》，．、蒸奄・・金

説

｢ＡＰＤＡ・第１7回会議は有意義であった」と谷津議員が位置付けて報告

にゅうすふぉＩらむ

お｛目付け役はレス■ター・ブラウン氏
農水省の政策研究所参与会議メンバーに
し、大学や民間から客員研究員を

度で今月末に正式に発令されるが、
ジャーナリストや、消費者団体、
生産者団体などからも任命し、こ

れまでの学者偏重を改める。篠原

●百年後一の』日本、｜人口半減：□だ

●人口増の七割は流入：……・羽

ブラウン氏臼刈

●お目付け役はレスタ１回

ているが、国際化が進む中でブラ

所長は「研究所の活性化を目指し
ウン氏の加入は刺激になる」と期

Ｑ支え合うには恵識新たに…乃

●人口停滞、江戸時代にも胤氾

○人口減少と外国人一労働者…刀（

待している。【塚本弘毅］
（毎日新聞二○○〒四・五）

●ＯＤＡ日本加年連続

世界一…ね

●子供、最少一八三四万人…氾

●ヱンア問題など討識………即

『六○ｏ万突破…帥

●高齢者だけの世帯、

●米（・アジア系千万人突破…帥

●中国・了移動の制鯛麺緬廃へ…」別

〆わずいか二ヵ月分…別

●中国の食料備蓄へ

北京市統計局の五日の発表によ

ロヱイズでの死亡奇〉

招くなどオープンなシステムに改
ブラウン氏は米農務省などを経

ると、昨年十一月の国勢調査の結

『二十年でこ、二。。万人；）肌

農水省の農林水産政策研究所（篠
原孝所長）は四日、農業と環境問
ブラウン氏が参与会議のメンバー

て、七四年にワールドウオッチ研

果、北京市の人口は一三八一万人

●世界の人口公都市に半数：一・閉

」が悪化に…胆

●中国ｄ大へ気」・水質汚染｛

エイズ満鱒軍に影…８

》？』

究所を創設し、現在は理事長。「誰

役〃で、年数回の会議に出席する。

（朝日新聞二○○一。四・六）

に就任するという異色の人事を発
表した。参与は研究課題の評価や

同研究所は、省庁改革に伴って

行し、食糧不足の到来など警鐘を
鳴らしている。浦和市に同研究所

●仕璽奉弔ツチリ醇鑑讓刀ツチリか：別

農業総合研究所二九四六年設立）

の日本事務所があり、度々来日し

○万人増え、増加分の七割を地方

が四月に改組したもので、外国人

で、就任が実現した。任期は二年。

ている。この縁と篠原所長の人脈

参与会議のメンバーは一○人程

が参与として参画するのは半世紀

の企画・立案に役立つ研究を重視

以上の歴史で初めて。また、政策

だった。’○年前の調査より三○

革する。

も<Ｕ

が中国を養うのか」「食糧破局」な

北京

アドバイスなどを行う〃お目付け

7割は流入

どの著書のほか、「地球白書」を発

人口増の

●ブッシュ政権の

口鮨■

から流入した人口が占めた。（北京）

題で世界的に有名な米国のレスター・

函
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にゆ－すふお－らむ

「少子』入門ＪＡＢＣ①

比べ、半分以下です。九九年の調
査では、一人の女性が一生のうち

た五○年代前半の約一一六○万人に

百年後の日本、ｌ人口半減？

入学式の季節です。この春小学
校に入る子どもは約三一○万人。
第一次ベビーブーム世代が入学し

に産む子どもの数は一・三四人で、
過去最低を更新しました。少子化
の現状は、これからどうなるのか、

三回にわたって考えます。まずは
数字で見てみました。（学芸部・佐

藤実千秋）

減り続ける二十代の出産

フランス一・七五、英国一・七○．
のに必要といわれる一一・○八人を
搾る二・○八人を

でも一・五一だ。ただ、日本は

回復したと言われるスウェーデン

一、三四人は、人口を維持する
大きく下回りⅡ

て低い。

イタリアの一・一九に次いで際だっ

出生率を五歳きざみで見ると、

これから人口減
少社会になる。

図２１、日本は

厚生労働省の推

の低下が目立つ。六五年にはこの

年齢で平均一人産んでいたのに、

出産が多い年代の二五’二九歳で
には人口が減り

九九年には半減。一一十’二十四歳

計でも、○七年
始めるｌ図１Ⅱ。

も減り続けている。また、これま
で横ばいかやや上昇傾向だった三
十’三十四歳も減っているのが目

五○年後には一

一ユつ。

水準だ。今年が

大正時代と同じ

とみられている。

なくなっている。

なっているのに、人口の山ができ

ビーブーマーが、出産する年齢に

このため、人口が多い第二次ベ

億人、’○○年
万人と半減する

後には六七○○

いう見方もある。

人口のピークと

は平均二・二人の子どもを産んで

結婚さえすれは子どもを産むと言
われている。実際、結婚した女性

少子化の主な原因は、結婚年齢
が遅くなる「晩婚化」Ⅱ図３１で、
主な国の合計
特殊出生率を比
べるとⅡ図４Ⅱ、

米国一一・○三、
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皿

産を阻む要因を取り除くような環

国立社会保障・人
口問題研究所の推計

一三○○万人減るが、

いて、三○年前から減ってはいな
では、二十歳から六

十四歳までを現役世

六十五歳以上の高齢

い。一方で、二十五歳から三十四
え続けている。

歳にかけての未婚率は男女とも増

の問題なので少子化対策はいっさ

十五年で現役世代は

代とすると、今後二

いすべきではない」が一四・三％

があるが、年金はと

ればいいという主張

「世代間扶養をやめ

くなるｌグラフ。

○人で一人にまで重

えていた負担は、二・

六人で老人一人を支

える。現役世代三・

者は二○○万人増

（朝日新聞二○○一・四・六）

あった。

境整備をし、結果として少子化の
解消を期待する」が五六・八％・
過半数が求めているのは、結婚や
出産の奨励より、社会的、経済的、
心理的な環境整備だ。また「個人

奨励策よりも環境整備を
総理府の九九年の世論調査Ｉ図
５Ⅱでは「結婚、出産そのものを

奨励し、少子化を解消すべきだ」
が一八・六％に対して、「結婚、出

「少（子に入門」ＡＢＣ⑦■

．。支え■合う上に〈はＰ意一議新｛た一に
す。シリーズ最終回は、これから
社会はどうなるのか、いま取り組

か」と中村理事は話す。

か、それができない人はどうする

れば労働力人口は増える。

はそうならない。一貫就業が増え

もかく医療や介護ま

まなくてはいけないことは何か、

対策をあげる。

の社会進出の一層の促進③少子化

するにはどうしたらいいか。中村
理事は①高齢者雇用の促進②女性

では現役を増やし、負担を軽く

えることが必要。現在は専業主婦

仕事を両立しやすい職場環境を整

「保育所の整備はもちろん、ワー

産を機に専業主婦になるため三十

くみを考えていくことも大切では

控除などを結婚控除に改めて、独
身者より結婚した人を優遇するし

を持つ夫しか受けられない配偶者

クシェアリングの導入など育児と

本は、自分が現役時代に積み立て

代の就業率が落ち込むが、欧米で

日本では多くの女性が結婚・出

た分を老後に受け取るのではなく、

事はいう。

現役世代からの『仕送り』だから
だ」と野村総研の中村実・研究理

子育て負担減、制度の充実で
●働ける環境
「少子化の最大の問題は、現在の
社会保障のしくみが維持できなく
なること。日本の医療や年金の基

で臘人で対応できる１１

まもなく人口が減り始めます。こ

を考えます。（学芸部・伊佐恭子）

注：国方朴会保障･人口問題研究所｢人口の将来推計１回i(立推計｣から

れはヨーロッパを始めとする先進
諸国に共通する現象ともいわれま

日本は少子高齢化が進むと共に、

四国
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ないと社会は動かなくなる。子ど

藤正氏は「取り組むべきは、人

性による労働上の差別がなくなら

二人を割っている。世界の高齢化
がこのまま進めば、地球人口も二

もを育てるのは女だけ、という時

人口減少で何が起きるのだろう

口増加に依存したこれまでの社会

指しているのは理想が実現できる

○三五年ころをピークに減少を始

代も終わらざるを得ない。

か。藤正氏の描くシナリオはこう

の様々な既得権をなくすこと」と

ないか」と中村理事は話す。

める、という。

環境作り」と話す。具体的には「新
エンゼルプラン」で昨年度から五
年間で①保育所の拡充②育児休業
制度など雇用環境の整備、さらに
「働き方についての固定的な性別役
だ。

●五か年計画
と子育ての両立の負担感と、子育

割分業や職場優先の企業風土の是

国の少子化対策の基本も、仕事
てそのものの負担感を軽くするこ
正」を掲げたⅡ表。だが不況下、

「先進諸国」では、人口の高齢化
と将来の人口減少は不可避」と藤
正巌・政策研究大学院大学教授は

果、一一○二五年ころには年功序列
賃金体系は取れなくなる。年齢や

（朝日新聞二○○｜・四・二十）

人口減少と外国人労働者

藤正氏によれば、豊かな社会に

かうと予測されている。少子・高

ピークに達し、その後は減少に向

二○○七年には、日本の人口は

後述から論じてもらった仁聞き手・

場の上智大教授の鬼頭宏氏の略歴・

人を一雇用している企業トップの立

べきか。歴史人口学の視点と外国

「現地で雇用」優先して

なって子どもの死亡率が下がると

齢化が進む一方で、身の回りで、

４

鍵、”岬赫咄一で夫婦
的詔、ｎｍ卯一が理想

人は子どもを多数待とうとしなく

０

一と考え

鬼頭確かにそうであり、今後労
働力不足が懸念されるが、日本列
島の歴史は、何度か人口減少の時
期を経験してきた。生産技術・生

こ百五十年ほど続いた産業社会が

えるべきかは難しい判断だが、こ

十一世紀の人口減少も同じにとら

と人口減少、停滞につながる。二

までは成長できない限界に達する

活様式・文明システムが、そのま

田口ｌ１ｊ

てきた。この現象をどうとらえる

解説部鈴木雅明

れ
入

》》一魑鋸埜

働く外国人の姿が当たり前になっ

受

十

なる。寿命が伸びるから高齢者の
割合は増加し、やがて寿命で死ぬ
人数が出生数を上回り、人口が減
女性が一生のうちに産む子ども

少する。

保

ｌ我々は、人口減少という未体
験ゾーンに入ろうとしている。

い要フ。

強調する。

とにある。ただし「少子化に歯止

雇用環境はますます厳しくなって

■

中高年と女性労働力の増加の結

めをかけること目体が目標ではな
いる。

カー室長は

所一策企画

目と。少の子現よどえ想婦香；責すぱ両謝

所一ｒ所一識調査

●性差なくし

い」と厚生労働省の吉野隆之・少

目

し行な数ど実りもるとカミで識る強室策ヲ
て政いはもの、数子考理夫調司゜調長企イＩ

の人赫赫薇皿一強調す
罐趣、知剛功一る。
一「》息

値
標

L‐‐‐‐‐・・・‐‐--‐‐‐‐・･･･－‐＿‐‐‐・・－‐－－＿‐‐‐･･･‐-----‐－．．－－‐‐‐．．．‐‐‐－－－－－．．－－－－－－－－－．．．－－－－」

諭啼》祷辨』｜｛》》

の数が二人を切ると、人口は減少

するが、先進諸国で二人を超えて
いるのは米国くらい。韓国やシン
ガポールなどアジアの中進国でも
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とされる。縄文から奈良時代まで

人で、残りは大陸から渡来の子孫

割程度が、縄文時代以来の原日本

七百万人。この一割、多くても三

鬼頭奈良時代の日本の人口は六、

抱える中国が存在する。

ｌ一方、隣には、巨大な人口を

成熟期に入ったのは間違いない。

動は避けて通れないからだ。

カネだけでなく、ヒトの自由な移

は外国人導入に反対しない。モノ、

アも将来の視野に入れるなら、私

北米での地域経済圏作りを東アジ

国人労働力の国内導入だ。欧州や

産拠点の海外への移転、そして外

ＩＴ化などによる生産性向上、生

上昇、女性や高齢者の雇用拡大、

に生産拠点を移し、現地で一雇用す

共同体となるであろう近隣の諸国

際理解に目標を置くべきだろう。
単純労働者を受け入れるよりも、

グローバル社会での人的交流、国

体へ向かうだろうｃそれを前提に、

鬼頭将来、東アジアは経済共同

ｌそれでは、どうあるべきか。

江戸時代にも

オトコのﾐカタ

ｌ日本では、人口減少による労

は、国内移動の延長でしかない。

人が集まっている。そこから海を
渡るのは、彼らにとって感覚的に

済発展している南部へ職を求めて

限しているが、貧しい西部から経

中国では、人口移動を厳しく制

ろう。

人口圧力を常に注視する必要があ

そういうことを考えると、中国の

への人口移動などが続いている。

ら米国，北アフリカからフランス

ると、規模は小さいが、中南米か

らりと変わった。現在の世界を見

そういう分野に外国人が増えれば、

力が不足している。安い賃金で、

も、３Ｋと言われる職場では労働

る。日本では失業率が高くなって

る人材の流出なども問題だ。

の悪影響、本来その国が必要とす

農業労働者流出による農業生産へ

回ってしまう。また家族の崩壊、

に結びつかず、ほとんどが消費に

うえで貢献しているが、経済開発

の収入は、その国の経済を支える

側にマイナス面がある。海外から

べきだ。まず、出稼ぎを送り出す

だが、その拡大には慎重である

口から読む日本の歴史」（講談社学

史、歴史人口学専攻。著書に「人

上智大学経済学部教授。日本経済

鬼頭宏氏

そが模索されるべきだ。

きだろう。東アジアの共存共栄こ

の視点からすれば改めて推進すべ

いまだに達成されていないが、こ

かつて留学生十万人計画を作り、

献できるようにする。日本政府は、

身につけ、将来、母国の発展に貢

を中心にし、日本で高度な技術を

導入は、こうした近隣諸国の人々

が一番いい。外国人労働力の国内

す。

人数が八人から五人に減ったんで

年のうちに、女性が子どもを産む

でなく、出生率の低下も大きな原

（ききん）による死亡率の上昇だけ

移しました。最近の研究で、飢鰹

○○○万人から三三○○万人で推

一年からの一二○年間。人口は三

した。直近では江戸時代の一七二

少した時代は過去に何度もありま

われがちですが、人口が停滞・減

調整した面が強い。多産で貧乏に

家の耕地面積に合わせて子の数を

堕胎も食うに困ってというより、

いたから。暗く語られる間引きや

本列島で養える人数の上限に近付

なぜか。大ざっぱに言えば、日

因だと分かってきました。’○○

少子化は現代だけの問題だと思

働力不足を外国人で補うことがで

術文庫）など。五十四歳
（読売新聞二○○｜・四・十七）

身）’とうぴあＬ

きるとの議論がある。

外国人であることに加え、社会の
底辺に組み込まれることで、差別
意識が助長される恐れがある。急

受け入れ側にもマイナス面があ

の生産力を地盤沈下させる可能性

化摩擦も生むだろう。

激な増大は、習慣の違いによる文

鬼頭確かに、労働力不足は日本
がある。不足を解消するには、い

上智大教授鬼頭宏さん側

人口停滞・

くつかの策が考えられる。出生率

べきだ。どこの国の人間でも自国

の千年ほどの間に民族構成が、が

函
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にゆ－すふお－らむ

娠を避けるべきだ、と書かれた本

ならないよう、長く授乳をして妊
人口の増減は、文明システムの

社会の変革もあります。農村で
は糸を紡ぎ、布を織る。都市でも
（談）

均寿命は一一倍以上。新しいライフ・

万ドル）だった。

（産経新聞二○○｜・四・二十四）

上、最低を更新した。総人口に占

める子供の割合も、前年比○・三
ポイント減の一四・四％と二十七

年連続で下がり、少子化の進展を

改めて一曇付けた。

男女別では男子九百四十一万、

女子八百九十三万人。年齢別では
「十二’十四歳」が三百九十九万人
で最も多く、「九’十｜歳」（三百

六十六万人）、「○’二歳」（三百五

十八万人）、「六八歳」（三百五十
七万人）、「三’五歳」（三百五十五
万人）の順となった。

しかし、沖縄県が二

一・五・五）

ね（読売新聞一一○○

５

脾低している。

６

、となるなど、全都道
０府県で子供の割合が

釦が一一・七ポイント減

卯比較すると、長崎県

ｍ来初めて。九五年と

０

０七一年の推計開始以

１○％を下回ったのは

０

一方、総人口に占める子供の割
合を都道府県別にみると、二○○
○年十月一日現在の推計で、沖縄
県が一九・五％で最も高く、東京

総務省は四日、「こどもの日」を
前に日本の子供の数を発表した。

20年連続で減少

都が二一・五％で最も低かった。
二・五％で最も低かった。

1834万人

四月一日現在の推計によると、十
五歳未満の子供の数は前年より二
十四万人少ない千八百三十四万人。
八二年から二十年連続で減少し、
一九一一○年に始まった国勢調査史

子供最少

もあります。

転換と結びついています。少子化
を諸悪の根源のように言うのは間
違い。江戸時代と比べて、今の平

商業・飲食などのサービス業が発
達しました。女性への労働需要が
（朝日新聞二○○一・四・二十）

コースの構築が求められています。

高まり、約三歳晩婚化しました。

日本、一○年連続芒世「界一

は英国（四十四億五千八百万ドル）、
五位はフランス（四十一一億二千百

績額は五十億三千四百万ドル。四位

日米に次ぎドイツが三位で、実

三十億五千八百万ドル。

外れたために、六・○％減の五百

加盟二十一一カ国の援助総額は、
ＯＤＡの対象から十カ国・地域が

ている。

のは必至。外務省は「より効率的
なＯＤＡ実施に努力したい」とし

Ａ削減を求める声が一段と強まる

財政危機と景気低迷の中、ＯＤ

一裏付けた。

日本が依然援助大国であることを

口昨年丁金額は三年一ぶり減少

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）
の開発援助委員会が一一十三日公表
した同委加盟一一十二カ国の実績額
（暫定値）によると、日本が二○○
○年（平成十一一年）に実施した政
府開発援助（ＯＤＡ）は百三十億
六千一一百万ドル（’兆四千八十一億
円）と、十年連続で世界一となった。
通貨危機に対応するためのアジ
ア開発銀行向け支援で前年比四四・

○％増と高い伸びを示した一九九
九年の反動で、援助額そのものは

一四・八％減と三年ぶりに減少に
転じたが、一一位の米国（九十五億
八千百万ドル）に大きく水をあけ、
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甲可■
年齢別人口の割合の推移

函■

アジアL問題
■1など討議■
OBｻﾐｯﾄ開幕

てきたインターアクション・カウ

ンシル（ＯＢサミット）の第十九回
総会は十三日、兵庫県・淡路島の

淡路夢舞台国際会議場で始まった。

齢耀

最低。世帯数は七五年の五三・○％

から大きく減少し、初めて三割を

割り込んだ前年をさらに下回った。

二ｏ○一・五・十七）

（日本経済新聞

1000万人〈突破

アジアの政治経済問題などを討議

ており、今回の参加メンバーは名

し、十五日にコミュニケを発表す
る。総会は八三年から毎年開かれ

誉議長のシュミット元西ドイツ首
（毎日新聞二ＣＯ一・五・十四）

相ら十七人。

アジア系2.
加した。高齢者世帯の六割強は公

帯で、前年より約三十七万世帯増

の約六百九十万人から四八・三％

国のアジア系人口は、一九九○年

約四千五百五十四万五千世帯で、
高齢者だけの世帯は六百二十四万
世帯（一三・七％）。十八歳未満の
未婚同居者がいる場合も合わせた

それによると、全国の世帯数は

を超した。十八歳未満の子供がい

帯が三四・四％と一一一世帯に一世帯

万人だった日系人は六％減の約七

八％増）。一方、九○年に約八十四

帯が初めて六百万世帯を突破した

的年金や恩給だけで生計を立て、

で分かった。二十五年前二九七

「高齢者世帯」は六百二十六万一千

る世帯は一一八・七％、子供の数は

増加し、約千二十四万人に達した。
昨年実施された国勢調査の結果

五年）に比べると約六倍で、七世

世帯（同）だった。三百七万九千

平均一・七五人で、いずれも過去

一方、高齢者と一緒に暮らす世

（産経新聞二ＣＯ｜・五・十七）

十九万人。

二百四十三万人（九○年比四七・

で最も人口が多いのは中国系で約

を分析したもので、アジア系の中

暮らしは三百七万世帯で過去最高
だった。高齢者世帯の増加は、少

世帯は高齢者が一人で生活する世

減少した。

子化に伴う現役世代の減少ととも
に、社会保障や医療、介護保険な

帯に一世帯の割合。高齢者の一人

どの面で重い課題となりそうだ。

平均所得は約三百二十八万九千円
で、前年より六万六千円（二・○％）

調査は昨年六月と七月、全国約五
万六千世帯を対象に実施、四万九
千世帯から回答を得て、全国値を

ところによると、二○○○年の米

（ニューヨーク）が十五日発表した

営利団体「アジア系米国人連盟」

［ニューヨーク十五日一一時事］非

昨年のｱﾒﾘｶ

ことが十七日、厚生労働省がまと

【】Ａ回

■函

推計した。

8０８

めた二○○○年国民生活基礎調査

六十五歳以上の高齢者だけの世

高齢者だけの世帯
。■六○○万突破

験者が平和と繁栄への提言を行っ

故福田越夫元首相の提唱で設立
され、世界各国の大統領、首相経

函
五劃
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鮪したらｵﾍﾟｒ総し鵜

中国の韮李凋河堺祗ビジネス・ウイー

中国紙が報道

の需要を賄うに足る四億二○○○
万～四億五○○○万トンとされて
いた。ところが実際には、今年一
月末の備蓄が五一○○万トン、全国

消費の五十五～六十六日分しかな
いことが明らかになった。

調査した二十二の省、直轄市の

元（約六兆円）以上が横領された

すべての報告が水増しされており、
青海、廿粛両省、内モンゴル自治
区などはわずか七～一○日分の備
蓄しかなかった。また、国務院（政
府）が九五年以降支出してきた食
撮増産の補助金など計四○○○億

（毎日新聞

とみられるという。

二○○一・五・二十二）

エイズでの

死亡､２０年

で2200万人

ズウイルス（ＨＩＶ）に感染、二

千二百万人が死亡したとの報告を、

また、二○○○年末時点で三千

ＵＮＡＩＤｓ理事会に提出した。

六百十万人がＨＩＶに感染してい

ると指摘。成人の一五％以上が感

染しているアフリカ八カ国では、

現在十五歳の青少年のうち少なく

とも約三分の一がエイズで死亡す

（日本経済新聞

る可能性があると警告した。

二○○｜・五・三十一）

ることが‐国立社会保障・人口問

も高い。親のすねをかじりながら

をしており、年金加入率（約九割）

態調査で分かった。男性の約八割、
女性の七割弱がフルタイムで仕事

など、実際は堅実な生活をしてい

部を家計に入れたり、貯蓄をする

シングル」の約七割が、給料の一

福な生活〃を楽しむ「パラサイト

新政策の草案を国務院に提出して
いるという。国家発展計画委員会
マクロ経済研究院の白和金院長は
「労働力の移動が著しく促進される」
と経済的効果を強調する一方、新

題研究所（東京都千代田区）の実

二○○｜・五・二十四）

（日本経済新聞

の見通しを示した。（北京Ｉ時事）

政策の全面実施には数年かかると

結婚せずに親と同居しながら〃裕

意外と堅実パラサイトシングル

仕事きっちり貯金もします

で、世界で計五千八百万人がエイ

イズ合同計画（ＵＮＡＩＤＳ）は
三十日、エイズ初の症例が報告さ
れた一九八一年六月から一一十年間

［ジュネーブ加日Ⅱ共同］国連エ

函廼

１口１１

同紙によると、公安省はすでに

に緩んでいた。

会の流動性が高まり、管理は徐々

居住と就職を戸籍のある土地に
限定する制度は公安当局による住
民管理の重要な手段だったが、農
村部から都市部への出稼ぎなど社

だと報じた。

府が戸籍制度を大幅に改め、居住・
移動の自由制限を廃止する見通し

■ｊｌｊ

同誌によると、食糧備蓄は公式
には、九九年末現在、ほぼ一年分

たと報じた。

共産党中央に提出、朱鋳基首相を
長とする指導グループが設置され

偽報告状況」と題した緊急報告を

相が四月末、食糧備蓄が実は一一ヵ
月分とする「食糧備蓄に関する虚

【香港・共同］香港の月刊誌「動
向」五月号は、中国の温家宝副首

か２カ月分

撤廃へ

クリー（二十二日付）は、中国政

８１

食糧備蓄､わず

移動の制限

國

国

囮

生きるイメージが先行するパラサ

態が浮かび上がった。

一方、パラサイトシングルを抱
える親の世帯は五十歳代に集中し、

イトだが、経済的に自立している

人が多い実態が浮かび上がった。
率は八割と高い。

での）過渡期的な状況で、多くは

け皿があるから。（親元を離れるま

ど身の回りの世話を親に頼る若者

を続け、未婚のまま食事や掃除な

は学校を卒業してからも親と同居

（産経新聞二○○一・六・五）

げられるようになった。

注目され、雑誌などで多く取り上

まだない。新しい社会現象として

を指すとされるが、明確な定義は

いずれ結婚し子ももうけるだろう」
として、パラサイトシングルが特

殊なグループではなく、「普通の若
者である」と分析している。

■パラサイトシングル一般的に

家族計画団体への援助中止で

ブッシュ政権のエイズ政策に影

題は「深刻な懸念事項」だとし、「Ｈ
ＩＶ感染者の女性が（援助停止の決
定の結果、家族計画団体から妊娠
中絶の）選択肢に関する情報を提供

副理事長はＨＩＶの母子感染の問

、行動」のサリー・エセルストン

地で家族計画に取り組む「国際人

１口１１１１１

同研究所では「親元を離れない
のは結婚を急がせる圧力が減って
いることや、自分の部屋などの受

平均収入は八百十六万円。持ち家

調査は、国が平成十二年に実施
した国民生活基礎調査の対象世帯
の中から、家族と同居する十八歳

以上の未婚男女（学生を除く）三
千四百二十二人と、彼らと同居す
る二千六百六十七世帯を対象に行っ
た。

親と同居している未婚女性は四

八・二％、男性が五一・八％に上っ
た。一一十歳代と三十歳代前半が八

周年を前に、エイズ関係団体活動

ている。

されなくなれば悲劇的だ」とも語っ

家ら数百人が同政権にエイズ研究、
ケア、予防への予算増大を訴えて、

（産経新聞二○○一・六・五）

ホワイトハウス前から連邦議事堂
前までデモ行進した。
そうした団体の一つでワシント

中醜麻00年O熊轤

中国政府は五日、○○年の環境

染が悪化に

【ワシントン四日Ⅱ西田令二エ
イズの発症が世界で初めて確認さ
れてから五日でちょうど二十年。
エイズウイルス（ＨＩＶ）・エイズ
が急速にまん延するサハラ以南の
アフリカなどへの支援に本腰を入

めのエイズ連合」のデービッド・

ワシントンを拠点として世界各

助成打ち切りはＨＩＶ予防に悪影
響を及ぼす」と指摘する。

す」側面をとらえ、「家族計画への

Ｖ予防で極めて重要な役割を果た

柱の一つとなる家族計画が「ＨＩ

ハーベイ事務局長は、人口政策の

ンにある「子供と若者、家族のた

れ始めたブッシュ米政権の政策に
早くも影がさしている。同政権が
発足早々、キリスト教保守派など
への配慮から妊娠中絶を推奨・擁
護する海外の家族計画団体への援
ＨＩＶ・エイズ予防の足を引っ張

助を打ち切ると決定したことが、

ワシントン市内では三日、二十

りかねないからだ。

大気､水質汚

割近くを占め、平均年齢は女性が
二六・二歳、男性が二七・六歳。
学歴は高校卒が四二・六％と最も
多く、短大・高専卒は一三・四％
大学卒以上は二○・四％・高学歴
に偏っている傾向はみられなかっ
た。また約七割が「貯蓄がある」
と回答。金額は二十歳代では百万
円未満、三十歳代では二百四十万
円程度。同じく約七割が平均一一万
八千五百円（月額）を家計に入れ
ており、年齢が上がるに従って入

れる人の割合や額が高くなる傾向
がみられる。二十歳代では六七％、

三十代では七五％に達し、一方的
に親に依存しているのではない実

回圖

四画
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にゆ－すふお－らむ

した。公報によると、中国で九五

白書「中国環境状況公報」を発表
比では一五・八％減少している。

九次五ヵ年計画が始まった九五年

－ＡＰＤＡ賛助会員

１１１１ｉｉＩｌＩＩＩ１ＩＩＩｌＩｌ

ビタット２）の見直し会議。都市

六年の第二回国連人間居住会議（ハ
の住宅問題にどう取り組むかが焦
点だ。

参加は日本を含め八六カ国。開

「住宅問題にどう取り組むかがわれ
われの挑戦だ」と述べた。
国連人間居住センターによると、

現在、毎日十八万人が都市に流れ
込み、六一億人の半数が都市に住
む。先進国では都市人口が七五％
に達し、都市流入は鈍っている。

しかし、アフリカやアジアなどで
は都市人口が年四～五％の割合で
（ニューヨーク都丸修二

増え続けている。

（朝日新聞二ｏ○一・六・八）

一お願いいたします。

》何卒、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの蝉いご協力を心から一

一に解決する方策を探るため．Ⅱ夜、真剣に努力を続けています。

》ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効『

》これらの根源はすべて〃人口“問題に帰結されます

一いる先進国もあります。

（や福祉費の増大、経済力の衰退など、さまざまな重大な社会・経済問題を抱えて一

一多くの産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上故慨できないギー
ーリギリのところにきています．また、人ｎ問題では爆発的に人川増加を続けて貧一
一困に悩む地域と、ｎ本などのように、少子・周齢化が進み将来の深刻な労働問題一

一なのです。人ｎ増加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や．燃料としての薪伐一
一採などは森林破壊をもたらし二万では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など一

一いま、世界各地で叫ばれている〃環境一問題〃も，人川の噌加が大きな根本原因一

一とⅦ群船齪謎繩凄鳩人川の行〃が入蹴饒存のカギを繰っている’一

一人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に国な影辮を及ぼします。

ージァの人川はこの急贈する世界人口の六○％を占めております。

―ています。一九九九年には六○億人を超え、依然としてふえ続けております。アー

」人口問題は，羊十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となっ―

…ご入会のお願い…．

年から改善に向かっていた大気、

水質汚染は昨年、工業生産回復な
どで悪化に転じた。中国当局は酸
性雨や河川汚染などの対策に国内
てる方針だ。

総生産（ＧＤＰ）の一％前後を充

（毎日新聞二○○｜・六・八）

結果になっている。［中国総局］

酸性雨は国内二五四都市中、一五
七都市で観測された。うち九二都
市で強い酸性を示すＰＨ五・六以
下の降雨が観測された。観測地点
を前年の二倍以上にしたため単純
比較はできないが、原因物質の二
酸化硫黄排出量の増加に比例した

大気汚染面では、○○年の二酸
化硫黄の排出総量が一九九五・一
万トンで前年比七・四％の増加。第

国連

７１１Ｊ

都市に半数

急速な都市化が進むなか、「住む
ことに関する国連特別総会が六日
から三日間の日程で開幕した。九

世界の人口、

幕演説で、アナン国連事務総長は

鍋

函
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東南アジア諸国等人、．'M発雄礎調査報告ｉ１ｉ
－インド国一

RGporlontlleBasicSurveyolPopulalioI1ar)dDevelopmenl
inS(〕utheaslAsi【lIlCountrieゴ
ーII1dia-

３．中華人民共和国人ｎ．家族勝l･画策エ吹基磯調査報告灘
BasicSurvev(11)onPopulati(〕nandFamiIvPlanniI1giI1lhe
PeopIelsRepublicofChina

生育率和生活水平共系第二次中|J合作i胤査研究11(皆朽

昭和58年度
1．中華人民共和国人口家族計画基礎調査報告書
BasicSurveryonPoI〕ulaIionandFamiIvPlanllinginthe
People1sRepublicofChina（英謡版）
生育率和生活水平共系中|]合作iM盃研究IR告搭
（中国語版）

（Ｉｌ１[{H1諾版）

4．ネパール[国人ｎ.家族iil･iilii推礎調査

BasicSulvcyRep〔)rionPopulalioX1andFamilvPlanningiI】

lheKingdolnofNepal（英語版）
５．Ⅲ本の人'二I都市化とＭ１苑

ｌ;rb(lnizalionnndDevelopmeminJapa、（英語版）
６．バンコクの人ロ都市化と生活環境・福祉調査

昭和59年度
1．アジア識国の農村人１１と農業開発に関する調査報告鍔
一インドnil-

RepolmnlheSurveyofRulalPopulationandAgricultural
DevelopmcntinAsianCountrie竪
一India-（英語版）

2．東南アジア諸国等人ｎ.洲発埜礎調査報告

一データ編一

一タイ国一

SurveyofUrballization,LivingEnvimnmentandWelfarein
Bangkok-DnIa（英語版）

Repon()nlheBasicSurvev(〕fPopulalionandDevelopmenl
inSoutheaslAsianCoumries
Thailand

７．スライド

日本の都市化と人口（、本譜版）

UrbanizalionandPDpulalioninJapan（英語版）
ロ本的城巾化９人、（中国語版）
UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

昭和61年度
1．アジア諾１１１の農村人口と農業|)１１発に関する調査報告了Iド
ーインドネシア国一

ReporIonUleSurvevolRuralP〔)pulationandAgricuItuIal
DevelopnueminAsianCounIries

３．ロ本の人口転換と農村朋発

Ｉ)emographicTmmsitionmjapanandRuraIDevelopment
（英語版）

`LSurveyofFerliliUandLivingStandardsinChineseRural
ATeas-DaIa-AUlhehouseholdsoftwovillagesinJilin

ProvincegurveFedbyquestionnEmr巳ｓ（英語版）
失干[''１剥衣村的人、生育率与生活水平的凋査根告
一対千古林省閥卜村近行全戸面談凋査的錯果一
二二銃汁蝿＝（中国語版）
5．スライド日本の農業、農村開発と人口
－その軌跡一（日本語版）

-Indonesia（英語版）

Agricullural＆RuraIDevelopmentand,PopulationinJapan
２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告謙
一インドネシア国一

ReportonUleBasicSu】rveyofP(〕puIaIiollaI1dDevelopment
inSoulheastAsianCounIries

-lnd〔)Ilesia-（英語版）

（英語版）

Ⅱ本衣'1k衣村的友鵬和人1ｺ的推移（１１】国語版）
PeIrkeII1bangaI1Pertanian，MasyarakalDesaDanKependudukanDiJepang（インドネシア語版）
（以上４カ個版スライドは､日本産業教育スライドーン
クールにて優秀賞を受賞しました｡）

３．在日{W学生の学１Vと21三活条件に関する研究
一人的能力開発の諜題に[１１Ｌて－
４．｜=1本の労IlilI力人口と開発

LaborForceandDevelopmenthlJapaｎ（英語版）
5．人口と開発閥連統計集

DemographicandSocio-EconomicIndicat〔】鱈onPopuIaliol】

昭和60年度
I・アジア諸国の農村人口と農業iIH莞に関する調査報告書
一タイ国一

ReporlontheSurvevofRumlPopulationandAgricultural
Devclopmen1inAsianCountries
-Thailand-（英籍版）

ａｎｄDevelopment（英船版）

8４

DevelopmentinAsi団nCDuntries

６．スライド１]本の瀧業HM発と人口

-Nepal-（英語版）
ワ

さ=の

~その原動力・電気｛日本語版）

InduslrialDevcIoplllcnlandPopulalionillJ【1pan

東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報併諜

-TheprimeMover-EIectricily-（英語版）

一中華人民共和国一

１１本的声１１１友展域人口

睡portontbeBasicSulveyofPopuIaIiolMlndDevdopmem

一共原幼カー曳気一（'１１国語版）

inSouIheasIAsianCOuntries

Ｐｅｍｂ〔lngunanIndusIridankependudukaJ1diJepang

-chma-（英語版）

-PenggerakUtama-TengaLi田trik（インドネシア譜版）

３・アジア緒何からの労働力流Ｈ１に関する調査研究報告評
一タイ国一

7．ネパール王圧|人口家族計画第二次基礎調査

ComplemenlarvBasicSurveyReporlonPopulalionand

4．日本の人口と家族

FamiIVP1anniIlginlbekingdomofNepal

PopulatiollandlheFamilyinjapan（英語版）

昭和62年度

５．アジアの人口転換と開発一総計･典一

DemogmphicTralU5ilionandl)evel叩meminAsial】Coulltries
-OverviewandStati齢ticalTab]ｅｓ－

１．アジア諸'１１１の農村人口と農業開発に閲する綱査報告響
－１１蕊人民共和国一

（英語版）

ReporlonlheSurveyofRuralPopulalionandAgricultural

Devel(〕plnenlil1A制ａｎＣ(〕unIries

６．スライド

-Cllillピガ（英語版）

ｎ本の人口と家族（|]本譜版）

FamilvandPopulationillJapan-AsianExperience
（英語版）

ｎ本的人n勺家庭（中国語版）

Pemluduk＆KeluargaJepang（インドネシア語版）
7．ペルー共和国人、家族計画基礎調査

平成元年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に閲する澗在報告i酔
一バングラデシュ辰l-

RepononlheSurveyofRuralPopulationmndAglicultuml

DeveIoplnent-Bal1gladcsh-（英語版）

2．東南アジア渚hil等人口・開発蕊礎調査報告響
一ネパール|到一

Reporl〔)nlbeBasicSurveyofPopulationandDeveIoplncnl

inSoutheastAsianCounIries

-NePaI-（英語版）

３・アジア諸国からの労働力流iflに関する調査鞭告盤
一マレーシア国一

４．ロ本の人ロ榊造変動とⅢ1発

一高齢化のアジア的拠点

StrucIuralClmI1gemPopulaIionandDevelopmem
-JapanisExperienceinAging-（英語版）
５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後をｆ1桁して（Ⅱ本譜版）
AgilugmJapan-ChauelPgesdndProspecls-

8５
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ー●

東南アジア緒I11等人ｎ．開発Ｊ１:礎調査報告聾
一中薙人氏共和国一

Repoton1heBasicSuweyofl〕opulalionandDevelopl1lelll
mSoutheasIAsianCOulllris
-China-（英語版）

３・アジア緒国から労働力流旧に関する調査研究報告諜
一フィリピン画一

４．「１本の人、と農業開発

Popula[i(ｍａｌｌ〔lAgriculIuralDeveIopmeniinjapan
（英縞版）

５．ネパールの人口・Ｉ)Ⅱ苑・環境

PopulaIion､DevelopmenlandEnvironmentillNepaI
（英語版）

６．スライド

日本の人に1移動と経済発展（日本語版）

The11igml<〕ryMovementandEconomicDevelDpmenｌｉｎ

ＪａｐａｌＩ（英語版）

ｌ｣本的人、移幼与窪濡友展（''1列語版）
PerpindahaI1PeI]dudukDanPerkeI】]banganEkol】ｏｍｉｌ〕ｉ

ＪｅｐａＩｌｇ（インドネシア語版）

7．トルコ１１！人口家族i汁画維礎調査

昭和63年度
1．アジア諸国の農村人I｣と農業開発に関する調査報告響
一ネパールkLl-

Rel〕orIonIheSurveyofRumlPopukltionaltdAgriculluml

(英語版）

－フィリピン国一

辺人高齢化社会的ｎ本正面lll調鰔－追求具生命意又

ReporlontheBasicSuweyofPCpulational1dDevelopment

的老年生涯一（中国語版）

inSoulheaslAsianCounlries

TanlanganMasyarakatLanjutusiaJepang

-Philippines-（英語版）

(インドネシア語版）

（本作曲は．1990年㈱|]木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｡）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告課
一中華人民共和国一

４．Ⅱ本の地域開発と人口-1990年代の展望一
RegionalDevelopmentflndPopulalioninJapan
-TmndsandProspectsinIhel990s--（英語版）

６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一
SIrategicMeasuresIOrtheA印iculluraIDevelopment

-ComparativeStrudiesol1FiveAsianCounIries-(英語

版）

５．スライド

日本の地域開発と人口（n本語版）

ReginalDcvelopmenlandPopulationinJapan（英語版）
日本的区域汗友和人口（中国語版）

平成２年度
l・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する報告書
一フィリピン国一

PermbangunanDaerahdanPopulasidiJepa｢１９

Rep(〕rtonlheSurveyofRuralPopulalionandAgricullural
Developlnem-Phi]ippines-（英語版）

（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
１．アジア諸国の農村人ｎと農業開発に関する調査報告謹
一マレーシア画一

Reportｏｎ【heSurveyofRulalPopulationandA写icuIlural
Developmem-Malavsia-（英語版）
2．東南アジア諸国等人ロ・開発基礎調査報告書
一ベトナム国一

ReportoIllheBasicSurvevofPopulationandDevelopment

ワ

ー●

東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告誹
一バングラデシュ~

Repor1ontheB3sicSurvevoIPopulalionandDevelopment
inSoulheasIAsianCountries

-Bangladesh-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査報告普
一インドネシア風一

４．Ⅱ本の人L1.311発・環境一アジアの経験一
PopulationDcvelopmenlandEnvimnmenliI1Japan
-Asial1Experience-（英語版）

inSoutheastAsjanCounI】ries

-VielNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する絢査研究報告書
一スリランカ国一

4．アジアの産業転換と人にI
IIldustrialTransilionandPopulationinAsia
（英語版）

５．スライド・ビデオ

明日に生きる－日本の唾業転換と人口一（１１本諦版）
LivinglOrTomolrow-IndustriaITransitionandPopula‐

５．スライド

｜=1本の環境・人口・開発（ｎ本語版）

EIlvironlllent､ＰＯＩ〕ulatiollandDevelopmel1tinjapa、（英
語版）

’二|本的坏境乢人１才〕f友（中国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangulMlnJepang（イン
ドネシア諾版）

（本作研,は、1991年卿日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都市化一統iil･集一

ProspeclsolUrbanizationmAsia（英語版）

tiominjapan-（英語版）

生活在明天一日本的杵止耗換与人口~（中国語版）
HidupUnIukHariEsok-PeralihanS1mkturlndustri
DallPopulasiDiJepang-（インドネシア語版）

平成５年度
1．アジア諸国の農村人ｎと農業開発に関する報告書
一ベトナム国一

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謙
一スリランカ国一

Repo｢lonlheSurvevRuralPopuIationandAgricultural
Development-Srilallkn-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発蕊礎調査報告書

８６

平成７年度

ReporIontlleSurveyofRuTall〕opulalio】landAgricullural
DcveloI〕mｅｍ－ＶｉｅｔＮａｍ－（英語版）

1．アジア諸国の発展段階別農業・磯村開発基礎調査報告
書一パキスタン国一

ReportonlheBasicSurveyonAgriculturalalTdRuraIDevelopmentbyProgressStageiluAsianCDlIntries
-PakisIan-（英語版）

東南アジア譜１町等人Iか開発基礎調査報告番

Ｏ

缶＝●

一スリランカ－

ReporUontheBasicSurveyofPopulationandDevelopmem
inSoulhms[A3ianCounmcs

-SriLaI1ka-（英語版）

2．アジア諸個の都市化と開発基礎調査報告課
一ネパール国一

ReporIonUleSurveV(〕fUrbanizali〔)namdDevel〔)pmenlin

AsiamCoumries-Nepal-（英語版）

３・アジア諸国の人間攪源開発と労働力に閲する調査研究
報告野一インド国一

４．アジアにおける女性のエンパワーメン卜
EmpowcrmentofWome【linAsia（英語版）
５．スライド・ビデオ

アジアを拓け－女性たち－（ｎ本語版）
ABrightolGemlerEquality-EmpowerInenlolWbmeI1
inAskl-（英語版）

通性目撒之路一今日並洲女Wl;－（に１１国語版）
IIarpanCerahbagiPersamaan-KaumWarlitaAsian
MeramballJalan-（インドネシア語版）

３・アジア諸国の人間攪源開発と労働力に関する調査研究
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
CbaUengeandStmIegyofAsianNaIions

～PopLdaIionandSustail]ablcl)evelopmenI（英語版）

５．スライド・ビデオ

女たちの挑戦一女性の地位向上とn本の人口一
（日本語版）

WomenandtheirChaIlenges-ImprovemenlsilUtIle
StalusofWoInenthePopulatiol]ｏＩＪａｐａｎ－
（英語版）

女､性的桃,ｋｌｉ－女性地位的提高与日本的人ロー
（'１'国語版）

TanIanganKaulllWallita-EmansipasiWanitadaI1
PopulasiJepang-（インドネシア語版）

平成８年度
】・アジアi渚|封の発鰻段階別農業・農村開発基礎訓査報告
磯一ラオス人民民主共和国一

ReporlonlheBasicSurveyonAgTiculIuralandRuralDe‐
velopmeX11byProgmssStageinAsianCounmes
-LaoPeopleisDemocmlicRepublic-（英語版）
２．アジア諸国の都市化と開発調査報併ilド
ーフイソビン国一

ReporlontheSurveyofUrbaI1izationandDeveIopmenIin

AsianCoumries-Philippines-（英語版）

３・アジア諸国の人|Ｈ１資源開発と労働ﾉ｣に関する調査研究
報告聾一ラオス１１１

４．２１世紀の人口・食綴戦略一アジアと世界一

PopulationandFoodStralegyfor21sIcenIury
-AsiaandWorld-（英語版）
５．スライド・ビデオ

2025年への決断一アジアの人口増力[]と食料一
Challen目eandDecisionfbrlheYear2025

-PopulationlncmaseaITdFo〔)ｄｉｎＡｓｉａ－（英語版）

向狩2025年的jG断一llli洲的人口嶋氏ﾄﾞﾛ糎食一
（中型語版）

TekadUI1tukTahun2025-PerIambahanPOpuIasidan
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平成６年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・懸村開発基礎調査報皆
無一インド国一
ＬＪ

Ｒｅｐｏ匝onlheBasicSurveyI〕nAgriculIuralandRumlDevelopmenlbyProgressStngeinAsial】COunITi'PDs
India-（英語版）

2．アジア諸国の都市化とＩＪＩ1発調査報告評タイ圃一
Reporlon【hcSurvevofUrbanizaMonandDevcloplnenlm
AsianCountries-Thailand－（英語版）

３・アジア諸IRIの人NII資jXl淵発と労働力に関する調査研究
報告書一ベトナム同一

４．アジアの女性労lnt力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

WomeI1isLaborPar(icipali〔〕nandEcon〔)micDevelopmenlin

Asia‐Slmtegyl(〕wａｒｄ２１Ｃｅｎｌｕｒｖ－（英語版）
５．スライド・ビデオ

アジアの女･性たちはいま･…･・（１１本譜版）
IVewHorizonsforlheWomanofAsia（英語版）
ｉｌＩｉ洲鉛女的新坊程（'|]1割語版）
WanitaAsiaKilli……（インドネシア語版）

PeringatandariBumi-MasaDepanAsia-AirdanPan‐
9,,-〈インドネシア語版）

PangandiAsia-（インドネシア譜版）

平成9年度
平成11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番
一モンゴル国一中央県,セレンゲ県を中心として－

ＲｏｐｏＴｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕ｢vevonAgricultumlandRu｢al
DevelopmelltbyProgressStageinAsianCounIries
-Mongo1ia-FocusonTovandSelenge-Aimang-

2．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
一中図一上海を中心に

ＲｅｐｏｒｌｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａｋｈｉｎＡｇ§iaI1

CounIries--China-FocusonShanghai-

３．アジア諸国の職業安定ilill度と雇用政策に関する調査研
究報告書～バングラデシュ人民共和国一

平成12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
書一ミャンマー連邦一

ReporlonIheBasicSurveyonAgriculluralandRumIDe‐
velopmontbyProgressSlageinAsiaIlCountries
-Myanmar--

2．アジア瀦国の高齢化と保健の実態調査報告悲

1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
響一ラオス人民民主共和国一

ReporIonlheBasicSurvGyoluAgriculturalandRula］
DevelopmentbyPm摩essStageinAsianCountries
-LaoPeopleosDemocralicRepublic2．アジアの社会開発と人間開発

SocialDeveIopmentandHumanDevelopmenIinAsia

３．アジア諸国の人間欝源開発と労働力に関する調査研究
報告書一マレーシア脚一

４．水をめぐる２１世紀の危機
一アジア人口を焦点として－

WaIerCrisisirltheTwenlyFirstCentu｢y

-PmspectofAsianPopulaIionandDevelopmem５．スライド・ビデオ

水は生きている一人口と水資源一
WalerinAlive-PopulalionamdWaにrResouにｅｓ－
（英語版）

水足ｲj生命的人口ﾉﾐi水瞬源一（中国語版）

AirilulIidup-PelldukdaluSumderAir-（インドネ
シア譜版）

一タイ国一

RepoTtontbeSurveyo（Agi鴫ａｎｄHeaI1hinAgSian
Coumries-Thai]and－

３．アジア諸ilJの職業安定制度と雇用政策に関する調査研
究報告書一カンボジア1劃一

平成10年度
Ｌアジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
二代一カンボジア国一
一IO

ReporlonUleBasicSurveyonAgriculluralandRuralDevelopmenlbyPmgressSIageiI}AHnanCoumries
-Cambodia-

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
一大韓民国一

ReportｏｎｔｈｅSurvevolAgillgandHeallhmAsifm
Countries-TheRepLIblicofKorea-

3．アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調査研
究報告丼一イラン同一

４．発展の制約一中国・インドをｉＩＩ心に－

CoIlstrainsollDevelopmenl-FocusChiI1aimdllldia５．スライド・ビデオ

地球からの警告一アジア、水と食料の未来一

ＡＷａｍｉ｢１９〔1.omlheEarTh-TheFulu唾ｏｆAsia,Ｗａｔｅｒ
ａｎｄＦｏｏｄ－（英綿版）

来自地球｢１勺警告一亜洲．水和機食的未来一（!']国
語版）

8８

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールでＭＩＩかれ
た、人口と食職安全保障に関するＡＰPPD(人｢1と開発
に関するアジア議員フォーラム）特別迎鴬委員会で、
ベトナム国会社会委員会委員長グエン・テイ・タン艤
員とマグサイサイ賞受賞者である著端な農業学者ボー
トン・ズアン博士の共著論文の日本語版の合本。世界
食料サミットに向けた資料として作成された｡）

9．『国際食料安全保障・人ロ・開発議員会露』、国際食料
安全保障・人ロ・開発議員会識(lMPFSPD)議事録､1997
年（和文）

（内容：食料農業機関(FAO)子i三催の世界食料サミソト
（WFS)にあわせ、1996年11月にスイス・ジュネーブで

開催された国際食料安全保障・人|か開発議員会議
（IhrFSPD)の議郵録｡同会議の成果は世界食料サミッ
トで公式に配布され､またＷＴＯルジェーロ』}IF藤局長に
も桜井新・会議議長から手漣された｡）

10．国連人口基金『未来のための食料』1997年（和文）
（内容：国連人口避金Uj版物Foodlb「IbeFulureの｢｜
水研版．人口増加の抑llill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さまざまな具体例から
解きほぐしている｡）

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

宣言および世界食料サミット行動計画』､1997年(和文）
（内容：l世界食料サミットのローマ宣筒･と行動ifll山の
本邦初の翻訳であり、多分野からlhil文蘇の'1本翻iil<の
決定版として商い評価を受けた｡）

１２「リソース・シリーズ５FiveYeaIsfromlCPPD-国
際人ロ開発議員会議から５年一人口と開発に関する国
会議員会議宣言文』1998年（和・英）

（内雰：カイロの脚際人口ljW発会雛から５年|｣を迎え、
この機会に人1コとI刑発に閥するlR1際議員会雛，地域瀧
貝会議の宣言文を集成。今後の更なる発展のための驚

料とした｡）

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

（内窓：当財団がｔ催する「人'二IとＩ)'1発に１４｜するアジ

ア脚会議員会議」で呼びかけを行い各国の人ｕ政策
を各国政府責任者もしくは専門家が記述した各111の
政策に責任を持つ国会議員が関与しているRXで．類例
を兄ない，）

14．『リソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂
かれる水資源一』1998年（和文）

（内奔：ワールドウオッチ研究所から|:ﾘ行されたSa1ldm
Poslel箸、Ｗ()rldwalchPaperl32
］)ividmgtheWkllcrs:Ｆｏ〔)dSecurily,EcosysIemllealIh､ａI】d
theNewPoIi【icsofScnrcityの邦択⑩今後人類社会に大き
な揃約を与えるのが、淡水資源の不足である，墹え銃
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UNFPA関.、」－１２１
１．『国際人ロ開発会蟻行動計画要旨』1995年（和文）
（内容：1994年カイＰの|画際人、開発会議(lCPD1の行
動計画の要旨。同文謹関連の川版物としては本邦初｡）

２．『国際人ロ開発蟻員会議』、国際人ロ開発議員会職議事
録、1995年（和文）

（内容：1994年カイロで｢E1際人｢1MM発会議(ICPD)に先

駆けて附催された国会雛貝会縦である国際人、１１M発瀧
貝会議の雛１１『録,ｌ可会議にItll7力１１J約300名の国会雛
貝が参加した」会識宣言文はICPD総会でも発表された。
また、この会識を契機としてアフリカ・アラブ地域の

｜型1会議貝フォーラムが''１１;伽された｡）

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

（内容：現在の人口分野に閲する援助の現状と，資金
の流れを分析。我が国の人口分野への貢秋も併救｡）

４．『国際人ロ・社会開発職員会議小国際人ロ・社会開発
議員会繊(IMPPSD)議事録、1996年（和文）
（内容；l止界社会開発サミット(WSSD)にあわせ､l995
jll二３ｋlにデンマーク・コペンハーゲンで洲催された人
’二Iと社会'1M稲に関する国会議風会議雛邪鎌｡）

５．黒田俊夫署『リソース・シリーズ１国運人ロ会識２０
年の軌跡一ブカレストからカイロヘー』､1996年(和文）
（内容：｜印璽主催の第一回人口会議であるブカレスト
会議から1994年カイロの国際人口開発会議まですべて
の国連主雌の人L1会瀧に参b11し、人11分野における世
界的大家である等希が､その撤侈を概観し､分析した」
６．ToshioKuIcdaResourceSerieｓ２１１ＦｒｏｍＢｕｃｈａ

ｒｅｓｔｔｏＣａｉｒo-20YearsofUnitedNationsPopula-

tionConferences-''’１９９６（英文）

（内容：好評をもって迎えられたｒリソース・シリー
ズ］」の英文版｡）

７．『国際女性・人ロ・開発議員会議』、国際女性・人口・
開発議員会艤(IMPGPD)識事録、1996年（和文）
（内容：第４回世界女性会読(ＦＷＣＷ)にあわせ、ｌ９９５
ｉｌｉ９ｋｌに来京で開惟された|J1際女性・人口・開発篭貝
会雛(lMPGPI)|の雛ｲﾄﾞ録｣可会議には第４回世界女性会
擁に対する各政府代表を中心とする'１１会議貝が参加し
た｡）

Ｂ、ＦＡＯ／UNFPAおよびボートンズアン､グエン・ティ・
タン箸、「リソース・シリーズ３食料安全保障と人ロ：
資料』、1997年（和文）

（内容：世界食料サミットへの雄lWiとしてllKl連食料賎
業機ＩＨＩ(FAO)が国連人、蕊金との共同研究された、￣人
「l墹力||と土壌劣化」にlIklする論文のＨ本譜版および、

国連本部で開催された「国際人ロ開発会議から５年評
価のための国連人口特別総会報告書」日本語版。同会
議では、国際人口開発会議(ICPD)から５年を経て、そ
の進捗を妨げる障害､ＡＩＤＳなどの予想以上の蔓延など、
時代の変化をとり入れ、行動計画を実施する上で必要
となる指標や障害を解消するための具体的行勤などを
国連加盟国が鬮連総会の場で協議し確認した。

19．人口と開発に関するアジア識員フォーラム第６回大会2000年
世界殿初の人口とI;'１発に関する議員フォーラムである
「人ロ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な人にＩ

と開発に関する地域議員活動として、アジアのみなら
ず、世界レベルでも人口と開発に関する国会議員活動
の指導的な役割を担っている。その提唱者であり、創
設者の佐藤隆・元農水大臣と、桜井新・現議長の出身
地である新潟県で開催されたAFPPD大会の報告書(ｎ
本語版)。同大会では1000年期妓後の大会として．２０００
年期に向けたアジア・太平洋地域の人口・開発問題に

関する国会議員の活動方針を協議し、その成果はｒ新
潟宣言」にまとめられた。

20．リプロダケテイブ・ライツ・チャート2000年
ＩＰＰＦ（国際家族計画連盟）が作成したⅢIPPF／iwalaw，

repmductiveri甑【320001'ウォールチャートの日本語版。

世界各同のリブロダクティブ・ヘルスやライツに関連
する政策の現状や進捗状況を一覧にしたものである。
英語版ではアルファベット順になっていたものを地域
別・あいうえお順に編集を加え、読者の便を図ってい
る。また、各国の国名表記は外務省の表記に準拠した
正規翁称を用いている。

21．女性のエンパワーメントに向けて2000年
ＵＮＦＰＡのWorkingtoEmpowerWomen,ＵＮＦＰＡ'sExpe‐
rienceinlmplementmgtheBeijiI1gPlalformolActioI1の日
本語版。“女性のエンパワーメン卜"は国際人口開発会

議(ICPD)行動計画において人口問題の解決を果たす上

での砥要なカギとなる概念として位iii付けられた。ま
た、中国北京で開催された第４回世界女↑化会譲では中
心的な概念となった。第４１回1世界女性会議から５年を
踏まえ、人口，女性問題に共通する女性のエンバワー
メン卜を中心に､ICPD行動計画ならびに女性会議の行
動綱領実施と関連するUNFPAの活勤を具体的に紹介し
ている。

22．国運人ロ基金『人ロ問題ブリーフイングキット2000年
度版』2001年

UNFPA,!'PopulationlssuesBriefingKit2000ILの翻iiI<､人
口問題は“数,,の問題ではなく、生きて生活している
“人々”の問題であるという視点から、現在の人口分野
における様々な課題とその'１H題への取り組みを概観し
たもので、カイロの行動計画実施の意味を税IｿＩしてV、
る。

ける人口を支えるための農業生産もまた淡水資源の逼

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
用できる水の総鹸は地球上の水の0.000008％に過ぎな
い。この水の総量は、有史以来変わっておらず．人ｕ

が増加する分だけ、一人当たり使用できる水の並はど
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ｎ潮加を支えている地球のllH界
が目の前に迫っていることに蕃告を発している｡）《日
本糖版版権取得）

15．国運人ロ基金「人類のための環境」1998年（和文）
（内容：国連人口基金出版物EnvimnmenlforPeople

の日本語版。人ロ問題、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つの領域の間
に架け橋を懸け、相関関係を重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ⅡⅡ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．リソース・シリーズBParliamentarians'Activitieson

PopulaticnandDevelopment-Histo｢yofParliamentarians'Activitiesandit『sFindings-1999年（英文、
－部スペイン語）

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ
れた「国際人口開発会議評価のための国会議員フォー

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年の国際人口開発会議以降の人口と開発に関
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ｎ.開発国会議員グループ(IAPGIアフリ
カ・アラフバ111城人L11lI1発議貝フォーラム(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

鍍述の活動史を纏めた世界で初めての出版物である。

国会議員活勅の地球:規模での広がりをも象徴している。
17．国際人ロ開発会議評価のための国会議員フォーラム0FP）
報告轡1999年

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて|洲催さ
れた「国際人口珊発会議評価のための国会雛員フォー

ラム(IFP)｣の報告書である｡同会議には103カ国からお
よそ210名の111会議貝が参加した」剣会議では国際人１１
開発会議から５年間の進捗状況とその進展を阻む障害
につv､て熱心な討議が行われ、人口と持続可能な開発
を一賀した視点で扱う､１Fを強く求めた『国際人｢I開発
会議評価のための国会議員フォーラム・ハーグ宣喬」
が採択された。この内容は会縦fLllT勝総長を務めた桜井
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洲催された雄lili会議の
蝿でも発表された。

１８．第21回国連特別総会特別委員会報告番「付録」
国運人ロ開発会議行動計画のさらなる実施に向けた主
な行動1999年

1999年６月3011～７月２日にかけて、ニューヨークの

9０

ＡＰＤＡ 一曰誌一

５４

一位を受賞。

インガー・ブリュッゲマン国際家族計画連盟（ＩＰＰ
Ｆ）事務局長、稲岡恵美ＩＰＰＦアシスタント・プロ

６月週日

２１１９
日日

l）

平成田年度事業計画・収支予算

平成四年度事業報告・収支決算

②第刀回ＡＰＤＡ会議の報告

業計画・収支予算

⑪平成皿年度事業報告・収支決算、平成十三年度事

国際人口問題議員懇談会総会を開催。

(２

長と加藤祐子渉外課長が参加。

主催で、タイのバンコクで開催された「女性に対する
暴力排除に関するワークショップ」に星合千春国際課

ＡＦＰＰＤとＵＮＦＰＡカントリーサポートチームの

施。

６月四日厚生労働省・外務省が本協会の公益法人立入検査を実

６

グラム・オフィサーが来日。谷津義男ＡＦＰＰＤ議長、
清水嘉与子ＪＰＦＰ事務総長、南野知惠子ＪＰＦＰ副
事務総長、川橋幸子参議院議員と懇談。
ＡＰＤＡ主催「第十七回人口と開発に関するアジア国
会議員代表者会議」をニュージーランドのオークラン

ドで開催。清水嘉与子ＡＰＤＡ副理事長他二十一カ国
から七十六名が参加。ＡＰＤＡ事務局から広瀬次雄常
・事務局長、楠本修主任》
務理事・事務局長、楠本修主任研究員、星合千春国際
課長、加藤祐子渉外課長が出張。
加藤祐子渉外課長が出張。

員会委員との懇談会に、広瀬次雄常務理事・事務局長、
星合千春国際課長、加藤祐子渉外課長が出席。

藤祐子渉外課長が出席。

５月Ⅳ日「ＧＩＩ／ＩＤＩに関する外務省／ＮＧＯ懇談会」に加

開催。

１月

４月５日「日本財団春の交流会２００１」に広瀬次雄常務理事と
遠藤正昭業務推進委員が出席。同会で事業成果ライブ
ラリー２０００年度ベストヒット・公益福祉部門で第

日日

５月、日ＪＰＦＰ女性部会メンバーとＩＰＰＦ国際医学顧問委

５

５月釦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

9１

１月

攪
寸一言

◇この地球の寿命が、折り返し点にきた今、人口問題をいつまで
もミクロレベルだけで取り上げているのはいかがなものか１１

と春号で寸言した。ＡＰＤＡが五月、ニュージーランドで「人
口・食料・水」をテーマに主催したアジアの国会議員代表者会
議では〃この会議が、人口と開発問題に真正面から取り組み、
広義の議題を討議したことに敬意を表したいたいへん有意義

だった〃と熱い賛同の意見が出された。

不十分だった〃と厳しかった。

◇討議内容の速報は本号に特集したが、ワイカト大学のイァン・
プール教授は〃カイロの準備会議であるプレップコムⅢでは、
人口と開発問題を扱うはずの会議にもかかわらず、内容はリプ
ロダクテイブ・ヘルスしかなく、薄い報告書の中にリプロダク
テイブ・チヨイスという言葉がなんと百二十四回も登場した。
リオの地球サミットでも環境を論ずる際の人口問題の扱い方は

くが、今回の会議で会場で語られた一一１１ジーランドの先住民

◇我々は、これからも食料・水問題の論議を皮切りに、人口問題
解決のために共通の根幹について大局的立場に立って迫ってい

マオリの精霊に、世界で最も大切なものは何か１１と聞い

マオリの説話が妙に脳一曇に残った。
た。

精霊は答えた。ヘタンガタ（人だよ）、ヘタンガタ、ヘタン
ガタと。

（Ｔ・Ｈ）

遠い南の島でも、ヒト（函。白◎、色目のロの）の行動がいかに大切

か問われていたのだ。

表紙の写真説明

獺

ニュージーランドのオーク

議（第17回人口と開発に関す

ランドで開かれたＡＰＤＡ会

るアジア国会議員代表者会議）
に集まった各国議員代表一
本格的な人口問題討議を前に

剛わが意を得たり〃と嬉しそう

な表情でNIVサイン〃

人ロと開発・夏季号く通刊76号〉

2001年７月１日発行く季刊〉

●編集発行人広瀬次雄

●発行所

財団法人アジア人口・開発協会

〒160-0022

束京都新宿区ｌ５－１－３Ｆ

ＴＥＬ（03）3358-2211（大代表）

ＦＡＸ（03）3358-2233

●印刷所

文化'三|]刷株式会社
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おかげざまで５０凶年:

ご予約･お問い合わせは､JALﾌﾘｰダイヤルでどうぞｂ

叱Ｌ

ニッコーコクサイ

国際線予約･案内函０１２０算25-5931

＝ツコーコクナイ

国内線予約･案内ﾛ画0120-25-5971
電話謡号をよくお鞭かめのうえ､おかけください。

wwwjaLco,jｐ

