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ＵＮＦＰＡが「世界人口白書２００
「世界人口白書２００２」を発表
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ＡＦＰＰＤ設立加周年を記念
ｌ中国・北京で第７回大会開くＩ

……；

■戦後日本の経済発展と停滞
■中国一人っ子政策継続の新局面
■昆虫の多角的利用で貧困・食糧問題の解消を

□アフガン問題をめぐる合同部会開く
ｌ国際人口問題議員懇談会ｌ
ロアフガンニスタンの女性と健康
ｌ国連人口基金東京事務所開所記念特別シンポジウムー

＠本協会「会員・賛助団体・企業」名簿

、／、〆、〆、

Ｉ

飢餓と貧困の連環／「初出産」機に退

とこ／人口、長命化リスク高まる

子政策〃修正至難／結婚しない如代お

□国際人口問題議員懇談会総会開く
□二○○三年度政府予算案決まる
ｌＵＮＦＰＡ・ＩＰＰＦへの拠出金は前年度と同額ｌ
□第７回厚生政策セミナー「こども・家族・社会ｌ少干社会の政策選択ｌ」開く
ｏ波多康治氏が監事に、田中勲氏が評議員に就任

職／出産率一・二四に低下／〃一人つ
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□ＩＣＰＤ行動計画実施のための二○○二年国際国会議員
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・付・オタワ・コミットメント（公約）
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国際テロと人口

熱

日本大学国際関係学部教授
前ＵＮＦＰＡ事務Mk長

すことができない事から持つ絶望感、

うに、無知、偏見と将来に望みを託

ラジュダ外務大臣が指摘しているよ

統領、インドネシアのハッサン・ウィ

本の経験と智慧を提供していくと同

してきた。これからも日本は一層日

「二位という指導的な役割を果た

本は二十年以上にわたって世界でも

途上国の人口活動支援において日

が強化されるべきである。

また正義の存在しない社会に対する

時に、「行動計画」で認われている資

みじくも最近フィリピンのアロョ大

戦争の世紀と言われる二十世紀が

反感と妬みであろう。そしてその根

巻頭一一一口

終り、明るい希望の期待で迎えた二

貧困、特に後発途上国における貧

ては貧困そのものが解消されよう。

金目標達成のために更なる努力をす

の外国観光客に対する爆発事件が起

困と密接な関係にある急激な人口増

平時でも一日平均、全世界で約三十

底にあるのは貧困であり、貧困を無

きている。これらのテロ行為に対し

加がその問題解決のためには大きな

億ドルの軍事費が使われているが、

十一世紀も九月十一日の同時多発テ

て日本ばかりでなく国際社会も深刻

障害となっている。そのために今ま

途上国の人口活動に対する先進国か

べきである。「行動計画」を実践する

に受け止めて全力をあげて防止、撲

で以上に途上国の人口問題解決に向

らの支援は年に約その二日分で賄う

くさない限り社会不安、政治不安、

滅に努力をしてきている。勿論当面

けて途上国自身も先進国をも含めた

ことが出来る。テロ活動を根底から

ロにより厳しい世紀になりそうであ

の防止策は軍事力をも動員してテロ

国際社会も全力をあげて努力を続け

除去するための配当の大きい投資と

ことにより何億人という人々の、特

活動と組織の撲滅に向けられている

ていかねばならない。特に一九九四

なろう。二十一世紀をテロの時代に

ひいては国際テロを無くすことはで

のは当然であろう。しかしながらテ

年のカイロでの国際人口・開発会議

させないため引き続きＡＰＤＡが人

る。その後もうすでにフランスの石

ロ行為を完全に防止するためには、

で採択された「行動計画」に基づい

口問題の啓蒙活動を強化されること

に女性の健康、教育の向上、社会・

長期的な展望とテロを起こす直接、

て、家族計画をも含めたりプロダク

を期待する。

きない。

間接的要因を除去する必要があろう。

ティブ・ヘルス、人口・開発政策対

油タンカーに対する攻撃、バリ島で

さてテロを起こすあるいは容認す

話、人口研究・研修等に対する支援

経済活動への参画が促進され、ひい

る要因とは何であろうか。それはい

先､-~､ハー､～へ､ハー､ﾊﾊﾊﾊ/､ハー､録､ﾊｰｰﾍﾊﾊｰ､～‐､ﾊﾊｰｰﾊﾊﾊﾊﾊﾊｰｰﾍｼ､～､ヘヘヘー､ﾊｰﾍｰｰ､～､ﾊﾊﾊｰ､ﾍﾍｰ､ﾊﾊﾊｰvvv､へ～､～…ﾊﾊﾊｰv～…公

｛Ｉ１ＩＩ１ＩＩｌｉＪＩ１．１１

３

〃ＬＦＷ■ミテミノ■Ｌ’四へ.へ可戸Ｌへ.ＦＶ、.ヘハ.'Ｌ〆、

、ハリ■Ｖミグョゾ、ゴミグヱグ

ＵＮ・ＦＰ■Ａが『世一界、人口白書２ＣＯ２』を発表

曰本大学人□研究所名一一一一一所長（ジョイ

困・開発Ｌについての講話、黒田俊夫・

教授が丁ジエンダーからみる人□・貧

開発を貧しい人々のために
－人□問題への対処は貧困問題への対処であり、貧困問題とは所得が低
いだけではなく、開発の可能性から取り残されることである－
界人□白書一一○○二」の概要を説明、

年度版の特色についての説明を行った。

監訳者としての所感ならびに一一○○二

セフ理事長・ＡＰＤＡ理事）が、総括、

伊藤伸影・外務省国際機構課長より外

国連人□基金は十二月一一一曰「世界人
□白書’’○○｜｜」を発表した。今年の

がる可能性Ｌである。主要な項目とし
ては「貧困の多様な側面し、「マクロ経

済、貧困。人□及び開発」、「貧困とジェ

ンダーＬ、可不健康と貧困Ｌ、可ＨＩＶエ

東京・曰比谷の曰本プレスセンター

□の密接な関係を論じたのが特色。

発の一部と位置づけ、貧困の撲滅と人

の八章からなっている。人□問題を開

貧困と地球規模の開発目標”進むべき道」

められている。ミレニアム目標を達成

位置づけていくことと、その達成が求

ＤＧ）のなかで、ＵＮＦＰＡの活動を

れた、国連ミレニアム・開発目標（Ｍ

界各国の元苣、首相が集まって採択さ

二○○○年に国連本部で開催され世

年にかけて家族計画を実施した実績を

がわかっている。’九七四年から九四

改善が経済条件の改善につながること

連する研究の成果によれば人□問題の

ＵＮＦＰＡは支援してきた人□に関

イズと貧困Ｌ、「貧困と教育し、「人□、

での記者発表では、和気邦夫・国連人

するためには幅広い分野に影響を持つ

である．

□基金プ□グラム担当事務次長が「世

人□問題の解決に向けた努力が不可欠

匿悪の改善ば、経済社会条件改善

務省のコメント、原ひろ子・放送大学

￣午由ロハーー＄￣六一氏～

人□白雪のテーマは丁人々、貧困、広

一八￣画欠●…￣いれ■院岸

４

ＵＮＦＰＡが「世界人ロ白書2002」を発表

齢者や年少者の負担も重要な問題だが、

の年齢の人□に対して適切な対策をと

また世界的にみて雪三の格差は拡大

この重要な時期に、アメリカ合衆国

分析したところ、出生抑制の一／｜｜｜は

一」とを証明している。ブラジルの例を

しつづけている。また、ＨＩＶ／ＡＩ

は中国における人権侵害を理由にＵＮ

るかどうかが今後の人□問題の趨勢を

とれば家族計画の成功はＧＮＰの○・

ＤＳの蔓延も深刻な問題で、サハラ以

ＦＰＡおよびＩＰＰＦに対する拠出を

労働力人□をいかに活用するかが第二

七％に相当する効果をあげてきた。

南のアフリカでは非常に深刻な状況と

停止した。アメリカ議会が派遣した調

家族計画の実施の成果であることが判

現在世界は大きく一一一つのグループに

なっている。サハラ以南のアフリカで

奎団によってもそのような事実は認め

決める。その意味で思舂期の人□に対

分けられる。第一のグループは今なお

は両親がＡｌＤＳで死亡し、子供が世

られないとＵＮＦＰＡの活動に対し肯

グループの国にとっては重要な問題に

人□増加が抑制されるメドの立たない

帯主として幼い兄弟姉妹を言わなけれ

定的な報告をしているにもかかわらず、

明した。これはこれまでの人□分野に

国、第二のグループは人□転換の結果、

ばならない状況も多発している。アジ

アメリカ合衆国が拠出を停止したこと

する対策が今ほど求められている時は

労働力人□が多く年少及び高齢従属人

アも全般的にみるとそれほどの罹患率

は大きな影響を言えている。ＵＮＦＰ

なっている。

□が少ない、いわゆる人□ボーナスを

ではないが、アフリカの事例と比較す

Ａとしては世銀の貧困撲滅プ□ジエク

対する活動が大きな成果をあげてきた

享受している国、第一一一のグループは曰

ると蔓延の前夜の様相を示している。

人□ボーナスを享受している国々も、

高齢化に直面しているグループである。

入っている人□が＋億人以上おり、そ

四十九歳）に入りつつあるか、または

世界では人□再生産年齢（十五歳～

くつもりである。

滅と人□問題に対する対処を進めてい

トなどとも有機的に連携して、貧困撲

ない。

本やヨー□ツパの主要国のように少子

その恵まれた人□構造を生かす社会的

環境がなければ、むしろ社会的に不安
定さを作り出すことになる。つまり、
雇用創出を行い、経済活動年齢に達し

た若者に職を提供することができなけ
態となり、社会的不安定さの大きな要

拠出国である。’九七一年以来、累計

ＵＮＦＰＡに対して、曰本は主要な

年度の実績は約四千万ドルである。曰

で九億ドルを拠出してきた。二○○｜

れば、失業状態の若者が極端に多い状
因となってしまう。人□構造による高

（□

もので、パイではなかなか実施しにく

ＰＡに対する拠出はマルチ仁相当する

多国間援助（マルチ）がある。ＵＮＦ

援助（パイ）と国際機関を通じて行う

ドルの拠出を行い、九州・沖縄サミッ

教育イニシアティブＬに五年で一一十億

開発目標に従って、一成長のための基礎

た、人□分野だけではなくミレニアム

＋九カ国で実績を積んできている。ま

わしている。南アフリカのある地域で

れた女性の社会的な立場の弱さをあら

おり、感染を拒否できない状況におか

率を見ても、女性の罹患率が上昇して

リカにおけるＨＩＶ／ＡＩＤＳの罹患

正する必要がある。サハラ以南のアフ

字率、就学率、所得に置ける格差を是

い地域や分野に、国際機関としての優

ト感染症対策イニシアティブや結核・

は毎日お葬式を出していては畑に出て

して行う援助なども増えてきており、

位性を生かして活動してもらう目的で

マラリア・ＨｌＶ／ＡｌＤＳイニシア

農作業を行うことちできないので、お

本の人□分野に対する○ＤＡは二国間

拠出を続けている。現在ではマルチ・

ティブにも積極的に貢献している。

民の理解が重要である。

ではなく、平和的な協力が重要で、国

えた問題となっている。軍事的な協力

である。また、貧困も開発も国境を越

きる問題ではなく、国境を越えた問窪

なった。人□問題は各国だけで対応で

葬式の曰を週に一曰決めて行うように

パイという形でＵＮＦＰＡを通じた援

その違いを尊重して生きていけること

助とＪＩＣＡなどを通じた援助を統合

ジェンダーというのは途上国だけの

を意味している。その意味で男女の識

監訳者としての視点からいえばいく

じ、’九九四年の「国際人□開発会議

議から協議してきて、様々な各論を論

俊夫・日本大学人ロ研究所名誉所長…蝋

ことでもない。カタツムリのように雌

つかの優れた点があると思う。人□問

行動計画（ｌｃＰＤｌＰ○Ａ）」で女性

黒田

人口爆発の視点が弱いｌのが残念

Ｉ

問題ではない。曰本でも母子家庭に対
する補助金の削減などの動きを受けて、

男女の経済格差は拡大してきている。
神戸の震災でも多数のレイプ被害が報
告されている。ジエンダーというのは

雄同体を目指しているわけではない。

題について一九七四年のブカレスト会

女が男になることでも、男が女になる

女性が女性らしく、男性が男性らしく
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ＵＮＦＰＡが「世界人ロ白書2002」を発表

の解決の問題にたどり善いたことはた

最後に貧困
重視が打ち出された後に、最後に貧困

□爆発が継続し、人類にとって危機と

｜世紀の少なくとも前半は明らかに人

はなかっただろうか。

この問題をもっと強く打ち出すべきで

きず深刻な状況を生み出す。もっと最

ユキら，酢，キー負〉』‐陀片ゾ

悪ヤ心唄・悪霊甲ｕ諏肢‐‐午‐．、のｂ‐・・’

なる状況が生み出されることになる。

（質疑応答

ダなどの温床ともなっている。人□爆

いへん興味深い。これは、人□につい
ての考え方として新しい視点である。
これまで人□転換は経済発展の結果

であるとみなされてきた。しかし、ブ
ラジルやアルゼンチン等ではそうでは

黒田名彗’’’一所長と和気次長に対し、毎

貧国の現実に焦点を当てていくことが

発が起これば世界のシステムが維持で

起こっており、新しい現象となってい

年七千万人増加している中で人□増加

重要である。

●尾崎・人□問題協議会代表幹事卵

る。この人□転換の結果、人□ボーナ

に対する一一三反が少ないのはなぜだろう

なく、経済発展がなくとも人□転換が

スと呼ぶべき現象が起こっているがこ

か。

ある。まさしく良い統治（ｏｏｏＱ

が、最後に開発の問題は政治の問題で

これらのほかにも様々な質問が出た

の人□を以下に活用するかによって二

十一世紀の方向性が決定されると思う。
また宗教、国家、地域における人□

的にひっくり返す大きな問題である。

高齢化の問題は社会のシステムを根本

る。例えば、曰本が直面している人□

人□増加の現実から焦点がずれてしまっ

だけをみて記述を行っているために、

見ていない現実があり、世界的な傾向

も最低開発国（ＬＬＤＣ）－最貧国を

実際問題として国連職員とはいって

況を作り上げることが重要であると結

村であれば土地や資金を利用できる状

要である。女性が知識をもち、更に農

ば、女性の政治的発一一一一己を増すことが菫｜

女性の比率が一局いという現実を考えれ

決断が重要になる。貧しい人々の中で

Ｄｏく①「．、。○の）が重要であり、政治的な

□爆発に対する視点が弱まっていると

ている場合があるかもしれない。現実

んだ。

○和気次長師

いうことである。人□転換がかなり多

には人□増加に伴う、人□移動が内戦

の変動が大きな影響力を持つことにな

くの国で進み、先進国を中心に人□現

を引き起こし、また貧しさがアルカイ

しかし、残念な点がある。それは人

象も起こってくるとはいっても、二十

［』

隼を
■■

第７回大会開く

ンド、インドネシア、イラン、カザフ

ン、カンボジア、中国、フィジー、イ

ストラリア、バングラデシュ、ブータ

日本をはじめ、アフガニスタン、オー

アの人□と開発Ｌ・

テーマは可一一十一世紀におけるアジ

北京で開催した。

＋月十七・十八曰の両曰、中国の首都、

関するアジア議員フォーラム）大会を

て、第七回ＡＦＰＰＤ（人□と開発に

ＡＦＰＰＤは設立二十周年を記念し

連帯の強化を誓う

８

AFPPD

中国･北京で

スタン、キリバス、韓国、キリギス、

ラオス、マレーシア、モルジブ、モン

ゴル、ネパール、フィリピン、ソロモ

ン諸島、タジクスタン、タイ、トンガ、

トルクメニスタン、ベトナムのアジア

刀力国の国会議員とアフリカ、ヨーロッ

パなど世界各地域議員連盟の代表者、

ＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦ、ＵＮＤＰ、Ｕ

ＮＩＦＥＭ、ＷＨＯ、ＡＰＤＡなどの

９

国際機関・組織から合計二百名が参加

した。

２アカ国が参加、

い。中国はこれからもＡＦＰＰＤ副議

れ、人ロ問題の解決が停滞するので憂

ＰＰＤ、ＩＰＰＦなどの活動が制約さ

二○％削減されるとＵＮＦＰＡ、ＡＦ

長国として、またＡＦＰＰＤを誕生さ

慮している。十一月下旬、カナダのオ

抑制を果たしてきた。その成果は大き

で開かれた開会式で歓迎挨拶に立った

せた発起国の一員として今後もアジア

タワで国会議員百三十名以上が参加し

十七日午前九時から北京飯店大会場

影琉云（ペン・ペイュン）全人代常任

はじめ世界の発展、人ロ問題解決に協

てカイロ会議のアジェンダ（会議事項）

対策費の拡充を呼びかけた。

を実現するための会議を開く」と人ロ

力してまいりたい」と力強く述べた。

続いて、谷津義男ＡＦＰＰＤ議長が
「二十年前、ＵＮＦＰＡのラファエル．

開発に関する国会議員活動に使ってい

日本信託基金は毎年百万ドルを人口と

議員が日本政府に働きかけて設立した

は数多くの成功があった。日本の国会

を心から喜んでいる。この一一十年間に

ＡＦＰＰＤが二十周年を向かえたこと

などの指導者の方々により設立された

佐藤隆農林水産大臣及び中国、インド

れだ。十二ヶ国で常設事務局を持つこ

屋を与えられた。この運動の効果の現

人ロ問題に関する議員活動のために部

マレーシアでは首相の理解で国会内に

題意識を持って集まったことは力強い。

ロモン諸島からも参加。全アジアが問

やキルギスタンなどのｃｌＳ諸国やソ

と理想が現実のものとなった。イラン

ＰＰＤ事務総長代行は「二十年間の夢

ナフシア・ビンティ・オマールＡＦ

る。ＡＦＰＰＤが各国国会議員の協力

とができ、活動範囲が広がった。

Ｍ・サラス事務局長、福田赴夫首相、

のもとに今後ますます発展していくこ

委員会副議長は「中国は未だ途上国で

感謝したい。ＨＩＶ／ＡＩＤＳ教育が

会議員活動に力を尽くしてきたことに

ＰＤＡ（アジア人ロ・開発協会）が国

和気邦夫ＵＮＦＰＡ事務次長は「Ａ

動の輪を広げよう」と訴えた。

の議員ネットワーク等とも連携して活

らはアフリカ・アラブ議運、世界銀行

からの資金援助に感謝しつつ、これか

日本政府や、ヒューレット財団など

ある。人ロ抑制は持続可能な開発の基

これから極めて重要になる。ＯＤＡが

とを確信している」と挨拶した。

礎だ。我々は努力を続け人口増加率の

第７回ＡＦＰＰＤ大会会場
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ＡＦＰＰＤ設立20周年を記念

露鰯

歓迎挨拶一一昔

二二Ｆムエヨヨョ

中で問題を抱えている。文化的な理由

で政治への関与が少ないのが現状であ

る。しかし大いなる前進が行われてき

申し上げます。中国はまだ途上国。人

代表してＡＦＰＰＤ第七回大会を歓迎

づけを与えるものであり、今後の家族

てきた人口・家族計画政策に法的な裏

は中国が過去数十年にわたって努力し

れ、布告されている。女性の自助努力

おける中国女性の開発大綱」が制定さ

ており「二○○一年から二○一○年に

全人代は女性の権利の擁護を件とし

ている。

口抑制は持続可能な開発の基礎。中国

計画実施を保証し、効率的にする大き

とそれを活用する環境の整備が重要で

「中華人民共和国人口・家族計画法」

は過去努力して人口増加率の抑制を果

な意味を持っている。

中華人民共和国全人代常任委員会を

たしてきた。貧困対策、女性の地位の

これから数十年間人口が増えつづける。

及。その成果は大きなものがあった。

いる。ジェンダーの問題も重視してお

であり、男女平等は基本戦略となって

を確保する」これが中国の基本的戦略

を果たしてきた。今後も、しかるべき

つとして、ＡＦＰＰＤ活動の中で役割

たＡＦＰＰＤを誕生させた発起国の一

中国はＡＦＰＰＤ副議長として、ま

ある。

したがって、今後も努力が必要。同時

り「女性の権利と利益係護法」が審議

役割を果たしていきたい。この会議を

「国民の利益を守り、国民の福利安寧

にまだ貧困や失業の問題がある。また

されている。男女の調和ある関係を構

成功に導きたいと思う。

向上、リプロダクテイブ・ヘルスの普

高齢化も進んでいく。持続可能な開発

築することが重要である。

歓迎挨拶

のラファエル．Ｍ・サラス事務局長、

皆様のご尽力により、その創生期より

ＡＦＰＰＤその後に続く国会議員の

たことを、心より喜んでいます。

構想された国へ戻ってくることができ

谷津義男ＡＦＰＰＤ議長挨拶

しかしながら中国の女性は、開発の

のための様々な立法を行ってきた。

過去数年間の間に、全人代の常任委
員会は基本的な法律をいくつも成立さ

せてきた。それは、人口、社会、経済、
資源および環境の間の調整と持続可能
な開発を法的垈畏付けるものであり、「環
る法律」、「森林法」、「鉱物資源法」、母

福田趣夫首相、佐藤隆農林水産大臣、

ＡＦＰＰＤが二十年前、ＵＮＦＰＡ

子健康保護法」等が含まれている。特

及び中国の当時の指導者の方々により

境保護法」、「土地管理法」、「水に関す

に、昨年十二月二十九日に採択された

］

中山太郎先生、桜井新先生を初めとす

ん、スタ１リング・スクルッグスさん、

非現実的な考えを啓発する事も私達の

のない神話に過ぎません。このような

られると考えていますが、これは根拠

問題の解決なく世界の開発を成し遂げ

展を担ったのは各国の人口・開発に関

る数多くの日本の国会議員の先生方、

仕事です。アジア人口の増加率は低下

シンさん、安藤博文教授、和気邦夫さ

わる国内委員会であり、ＵＮＦＰＡの

またインドの故サット・ポール・ミツ

してきていますが、その増加数は非常

大過なく発展して参りました。この発

ナフィス・サディック博士、ジョティ．

タール先生、タイのプラソップ・ラタ

に大きなものです。農業の生産性はこ

夢物語です。巨大な人口が天然資源を

ナコーン先生、オーストラリアのコリ

ＡＦＰＰＤが今日の姿になるために

過剰消費することで気候変動が起こっ

れまでのような上昇を期待できません

ＡＦＰＰＤの事務局も重要な役割を果

ています。その結果、それまで洪水や

ン・ホリス先生、そのほか多くの運営

たしました。現在二十ヶ国以上の正規

旱魅が起こらなかった地域で、深刻な

し、多くの国にとって食料安全保障は

会員国と常設事務局があります。現在、

これは地球がその限界をもっており、

洪水や旱魅が起こっています。
しています。今後さらにアジア地域の

現在の人口やその増加率を持続できな

に取れば、水をめぐる紛争は既に発生

隅々にまで拡大していきたいと念じて

また数多くの友好団体やＮＧＯから

しており、この問題を解決することは

いということを示しています。水を例
数多くの国会議員にご参加いただいて

ＡＦＰＰＤが懸命に働く理由も人口

容易ではありません。

上で国会議員を動員する際にＡＦＰＰ

が様々な分野》食料安全保障、水、環

近年「持続可能な開発世界サミット（Ｗ

Ｄが有効な手段であるとの認識が醸成

近年、人口・開発活動は厳しい環境

ＳＳＤ）で人口問題を議論の中心に置

境などの分野と関連しているからです。
に晒されています。ある人たちは人口

されつつあります。

いますし、人口と開発問題に取り組む

います。

私たちの活動はＣＩＳ諸国にまで拡大

委員会の委員の皆様です。

胴郷轍潮洲測翻蝋鬮繍劇鬮鬮蝋

鍵欝

Ｉ

歓迎の挨拶をする谷津義男・ＡＦＰＰＤ議長
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ＡＦＰＰＤ設立20周年を記念

ＡＦＰＰＤ活動は、各国の国会議員

この機会に影珊云（ペン・ペイュン）

員との個人的な対話を終える予定です。

までにカンボジア、マレーシア、イン

委員会による法律の見直しと言う面で

全人代副議長、李鵬閣下がＡＦＰＰＤ

のご参列を得ることができ、たいへん

も多大の成果をあげています。インド

大会をホストしてくださったこと、な

くべきだと指摘しました。もし本当に

ＡＦＰＰＤの二十年間には数多くの

では新しい人口政策の構築に寄与しま

らびに今日のＡＦＰＰＤを支えてくだ

ドネシア、フィリピンの全ての国会議

成功がありました。日本の国会議員が

したし、フィリピンとカンボジアでは

さる皆様に感謝申し上げます。

喜んでいます。

日本政府に働きかけて設立した日本信

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ新法が成立しました。

ＡＦＰＰＤの今後の発展と、アジア

私たちの問題を解決しようと思うなら

託基金は毎年百万ドルの拠出を人口と

ＡＦＰＰＤ活動の結果、女性に対する

太平洋・ＣＩＳ地域の議会に影響を与

ば人口問題を無視することはできませ

開発に関する国会議員活動に行ってい

暴力に関連する法律的な見直しが各国

えていくことを確信いたしています。

ん。

ます。この日本信託基金は世界の国会

で行われました。また、来年の終わり

アジアの協力関係をはじめることがで

日本信託基金の支援を得て、アフリカー

援機関となっています。ＡＦＰＰＤは

され、人口問題を議論した。これはＡ

は、岸信介先生、佐藤隆先生他が参加

ンドでの会議に参加した。その会議に

かつて国連の若いスタッフとしてイ

この分野で、国会議員が多くの貢献

奇跡とも言える成功が得られてきた。

育の普及が目党しく、同時に経済的に

定化にその成果を上げてきた。また教

国では大きな努力を行い、出生率の安

和気邦夫ＵＮＦＰＡ事務局次長挨拶

きました。私達と致しましては、この

ＦＰＰＤ創生以前のできごとであるが、

をなしてきた。なすべきことはまだま

歓迎挨拶

議員活動を大きく推進する原動力となっ
ています。ヒューレット財団もＡＦＰ

ＰＤの特別事業に拠出をしてくださっ
ていますし、ＵＮＡＩＤＳもＡＦＰＰ

活動をさらに推進していきたいと思っ

私と人口問題に関する国会議員活動と

だあるが、まず二十周年を記念して、

ＤのＨＩＶ／ＡＩＤＳプログラムの支

ています。

のかかわりの第一歩であった。

数多くの支援者の皆様、他の地域議連

になるために、ご協力くださった皆様、

は世界人口の六○％、アジアの多くの

Ｄの活動を支援してきた。アジア人口

これまでＵＮＦＰＡとしてＡＦＰＰ

（ＪＰＦＰ）、ＡＰＤＡの協力が大きな

には、日本の国際人ロ問題議員懇談会

これまでの成功を喜びたい。この成功

今日この席にＡＦＦＰＤが今日の姿

の代表者の皆様、ＮＧＯ代表者の皆様

1３

蕊鰯

貢献を果たしてきた。
しかし現在、私達の前には大きな問

いても協議をおこなう。ＡＦＰＰＤ活

動は過去二十年間にわたってＵＮＦＰ

るので、大幅な活動資金の不足をきた

している環境を変えることを期待して

Ａに刺激を与えてきた。今後も手を携

えつつ努力していきたい。

いる。

この会議ではカイロ行動計画の実施

題が横たわっている。ＨＩＶ／ＡＩＤ
Ｓは深刻さを増している。私達の活動

にどのような進展がなされたのかにつ

ＮＦＰＡ前事務局長と、松村昭雄ＡＦ

念すべき大会でＡＦＰＰＤ事務総長代

ＡＦＰＰＤ設立から二十年という記

では国会内に常設の事務局を持って活

する問題意識がなかった。しかし現在

マレーシアもかつては人口問題に対

ＡＦＰＰ。車

ＰＰＤ初代事務局長が大きく貢献され

行としてＡＦＰＰＤの活動報告を行う

動している。

迂○ＬＩｌＲ

ＡＦＰＰＤ滅罰騨堅［

によって、今の子供達そして、その子

供の子供達が幸せを享受できる未来を
作ることが重要である。
ＡＦＰＰＤの発展を考えるときに安

たことを忘れてはならない。

ことはたいへん幸福である。今回の大

】（

未来を担う子供達の権利を奪わない

会にはＡＦＰＰＤ創設に直接関わった

藤博文『ジョティ・シンのお二人のＵ

ことが重要である。現在、四○％もの

創始者の方々が多数参加している。

るためには、ＩＰＰＦのようなＮＧＯ

中で出産している。この問題に対応す

が現実となってきており、ＡＦＰＰＤ

Ｄ設立時に理想として掲げていたもの

この二十年間の活動の中でＡＦＰＰ

すべての正規加盟国には常任委員会が

局の努力が大きく貢献してきた。現在、

事務局長を初めとするＡＦＰＰＤ事務

任スタッフ、そして特にシフ・カレー

営委員会の努力、十二国内委員会、専

この発展には、谷津議長の努力、運

産婦が十分な医療的環境が得られない

活動も大きな意味を持っている。

はアジアの国会議員活動の母体として

あり、その活動範囲も拡大してきてい

現在、アメリカ合衆国からの資金拠

最も重要なものとなってきた。

グループの代表がオタワに集まって、

ＦＰＤ、ＦＡＡＰＰＤの地域国会議員

ＰＰＤを始め、ＦＡＡＰＰＤ、ＩＥＰ

各国が問題意識をもって活動すること

の二十年間にわたる働きかけによって、

イランまで参加している。ＡＦＰＰＤ

現在、ＡＦＰＰＤにはモンゴルから

対一で人口と開発に関わる問題を討議

ソン対話事業（これは、国会議員が一

レット財団事業、パーソン・トゥ・パー

水問題、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ対策、ヒュー

出が停止された中で、＋｜月にはＡＦ

協議を行なう。この会議には、世界各

ができるようになった。

る。

地から百三十名以上の国会議員が集ま

1４

ＡＦＰＰＤ設立20周年を記念

である。現在、ＦＡＡＰＰＱＧＣＰ

本がＵＮＦＰＡを支えてくれたおかげ

百万ドルまで拡大してきた。これは日

ＰＤの活動事業規模も十二万ドルから

動が実施されている。その中でＡＦＰ

していこうというもの）など多彩な活

思う。

の機会を利用して感謝申し上げたいと

よび各国で活動されている職員にもこ

歓迎したい。またＵＮＦＰＡの本部お

れていることをＡＦＰＰＤを代表して

の会議にこれらの組織の代表が参加さ

とも親しい付き合いをしている。今回

動していきたい。

分に生かして、もっと目に付く形で活

図り、さらにＩＰＰＦがもつ長所を十

ている。これによって資源の最適化を

伴い、活動の優先順位の見直しを行なっ

現在ＩＰＰＦは資源（金）の制約に

われている。一九九五年一億ドルあっ

しい時期を迎え、財政的な困難に見舞

改善することができる。ＩＰＰＦとし

ない中絶（昌忠諄号Ｃ昌目）の状況を

性行為感染症、ＨＩＶの蔓延、安全で

い。資金的な一裏づけができることで、

協会（ＡＰＤＡ）とＡＦＰＰＤ事務局

さっている財団法人アジア人口・開発

い。またＩＰＰＦ活動を支援してくだ

動資金を継続して下さるよう要請した

を申し上げたい。今後もこの重要な活

を行ってくださった日本国政府にお礼

に対しＨＩＶ／ＡＩＤＳ信託基金拠出

またこの席をお借りして、ＩＰＰＦ

婦死亡なども取り上げられた。

ヘルスの会議を開催しその席で、妊産

先ごろ東アジアでリプロダクテイブ・

ＰＤ、ＰＧＡ、世銀ネットワークなど

ザオ・バイゲーＰＰＦ地域財務担当

他の地域議連や他分野の国会議員活動

祝辞

た予算が、二○○三年四千一一一百万ドル

てもヨスト対効果」を高める努力を

現在、ＩＰＰＦは非常に財政的に厳

へと減少した。

の活動に感謝申し上げたい。

ＩＥＰＦＰＤを代表して二十周年を

地域フォーラムである。現在ＩＣＰＤ

に関わる議員活動としては最も新しい

ロム」牢莞窒処に罪

ランティアを活用している。

行ない、また無償で協力してくれるボ

現在、人口問題やリプロダクティブ
ヘルスに関するニーズを満たし、将来

の禍根をなくすためには避妊具、性行
為感染症、中絶に対する対応が早急に
必要である。ドナー国はＵＮＦＰＡな
て人口・開発分野の財政的状況を理解

お祝いする。ヨーロッパは人口と開発

どにも拠出しているが、国会議員とし
して、資金提供等の対策をとってほし

1５

｛欝鰯

なる暴力、テロ、武力攻撃に対しても

向けての努力を続けていきたい。

な未来を構築するという目標の達成に６

てきた。今後も、ＩＥＰＦＰＤ活動の

うに、ＡＦＰＰＤの支援を受け拡大し

講演や挨拶を行ったことに見られるよ

東欧で開かれたいくつかの会議で基調

かった。開発がないがしろにされてき

人口問題への取り組みは容易に進まな

と見られてきた。そのため、独立後も

地時代に宗主国による人口抑制の手段

人口問題への対策、家族計画は植民

ＩＶ／ＡＩＤＳと戦っている。ウガン

現在各国で国会議員、厚生省、がＨ

アフリカにいる。

ＩＤＳ感染者の二／三がサハラ以南の

イズの問題がある。世界のＨＩＶ／Ａ

ヘルス関連の重要な問題としては、エ

１

行動計画の実施を目指し活動している。

反対していく必要がある。今後も平和

人ロと開発に関するアフリカ・アラブ議員フォーラム
（ＦＡＡＰＰＤ）代表

人口問題がないかと思われるヨーロッ
パでも人口に関連する問題のなかには

未だに深刻な問題がある。例えば、ベ
ルギー、オランダ、ロシア、東欧等で

押された。リプロダクティブヘルス関

イブ一フヒム・サロジェ議員（南アフリカ）

ＦＡＰＰＤは一九九七年ケープタウ

連法をギニアが最初に成立させ、チャ

挨拶

ンで設立された、アフリカ・中東地域

ドが続き、現在ベニンなどが準備して

は十代の中絶が急増している。また、

の人口と開発に関する地域議員フォー

いる。

ＨＩＶ／ＡＩＤＳの感染率も東欧で高
これまでＩＥＰＦＰＤはＡＦＰＰＤ

ラムである。設立以来かなりがんばっ

拡大を通してＡＦＰＰＤと連携してい

た。開発もアフリカの人々が生活改善

ダでも努力を続けており、感染者、そ

い上昇率となっている。

と協力して活動してきた。特に、東ヨー

て成果をあげてきた。

きたい。

を果たすためのものではなく統治する

アフリカの人口、リプロダクティブ

ロッパ地域では谷津ＡＦＰＰＤ議長が

ＩＥＰＦＰＤの成果としては、ヨー

の家族を支援する様々なプログラムを

九月に南アフリカ共和国ヨハネスブ

側が利益をうるために行うものと考え
しかし、近年人口と開発問題の重要

ルグで開催された持続可能な開発のた

ロッパからの拠出が増えたことが挙げ

性についての理解が進んできた。リプ

めの世界サミット（ＷＳＳＤ）では開

実施され、大きな成果をあげている。

持続可能な社会を実現するためには、

ロダクテイブ・ヘルスに対する対策や

発と環境について様々な議論がなされ

られてきた。

多くのステップを経ていかなければな

人口問題に対する対策は持続可能な将

た。

られる。今後、人口問題で指導的な役

らない。政策を構築、均衡のある社会

来を作るために重要であることが理解

割を果たしていきたい。

を実現していく必要がある。またいか

ＡＦＰＰＤ設立20周年を記念

してきた。しかし、もっと努力しなけ

ニティのニーズにこたえるために努力

ＡＰＰＤ加盟国の議員や政府はコミュ

ＦＡＡＰＰＤが設立されてからＦＡ

きた。

の影響が目に見えるほどにまでなって

脅威となっており、サハラ以南ではそ

ように、アフリカ地域では環境劣化が

えらた。またＷＳＳＤでも討議された

の推進の原動力となってきた。

に融資し、各国政府やＵＮプログラム

る。また十三億ドルを人口や保健分野

る。経済・社会開発の根底は貧困撲滅

結果として難民問題が深刻になってい

ており、同時に各地で発生した紛争の

Ｖ／ＡＩＤＳの蔓延が深刻な問題となっ

シップは拡大しており、今後とも密接

議を共同開催したように、パートナー

昨年十一月にアフリカーアジア議員会

その物心両面での支援に感謝している。

ＦＡＡＰＰＤはＡＦＰＰＤにたいし

なる存在である。世界銀行はそのプロ

らのプログラムの達成においてカギと

国会議員は国民の代表であり、これ

ていく。

中心とした新しいプログラムを促進し

出する予定で、女性の識字率の改善を

男女差をなくすために十三億ドルを支

二○○五年までに初等教育における

ればならない。アフリカ地域ではＨＩ

にあると思う。

な関係を保っていきたいと念願してい

ＦＡＡＰＰＤの第二回総会はヨルダ

今後もグッドガバナンスのために皆

及してきていることを意味している。

の分野における情報が一般の人々に普

持続可能開発、ＨＩＶ／ＡＩＤＳなど

七○％増えている。これは人口、保健、

対話を重視してきた。ＮＧＯの参加も

グラムを実施する際に、市民社会との

資も明らかに人間資源開発を重視する

ロに一山一一回■７戸

る。

ンで開催されたが、その席でＦＡＡＰ
ＰＤの活動の基礎として貧困撲滅が裾

世界の人口の半分以上を含むアジア

開発と世界銀行のかかわりは大きなも

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ対策に貢献し、開発

途上国において、外部からの資金は

ティブを取っていきたい。

作り、世界銀行プログラムのイニシア

議員の間に世界規模のネットワークを

様の協力を求めていきたい。また国会

のがある。九○年にインフラ整備のた

に大きな影響を与える。これまで十七

ようになってきている。

めの貸し出しが二一％を占めていたが、

億ドルの資金をこの分野に提供してき

の会議はインドのデリーで開催され、

の会議に参加できて光栄である。人間

現在では五％に減っている一方、社会

た。その意味で、世界銀行は、保健プ

途上国の議員を中心に五十名の国会議

この世界銀行国会議員ネットワーク
分野への融資が九○年の五％から現在

ログラムへの最大の資金源となってい

では二五％へと拡大し、世界銀行の融

1７

露鰯

員が参加する。今回はＡＦＰＰＤ第七
回大会に招待いただき感謝。二○○三

一I

その後、影鼠云（ペン・ペイュン）全

人代常任委員会副議長により、公式に開

会宣言がアナウンスされ開会された。

●アコスタ議長
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年の三月に国会議員会議の招待状を総
裁からご送付申し上げたいと思う。
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持続可能な開発のための行動の手順を

を考える上で大きなステップであり、

リオ会議は地球全体の持続可能な開発

ンフューチャー）が議論された。この

ＮＣＥＤ）では私達共通の未来ヨモ

ネイロで開催された地球サミット（Ｕ

’九八二年にブラジルのリオデジャ

が環境に大きな影響を与える。

かさの問題を抱えており、これら全て

Ｓ、教育の普及の発展阻害、貧困と豊

世界は、人口増加、栄養不良、ＡＩＤ

能な開発に影響を与えている。現在の

響を与える。また資源の問題も持続可

人口は、持続可能な開発に大きな影

定めたものである。

そこで採択された「アジェンダ、」は、

持続可能開発と人口

１、巨工。。㈹㈹ＥＥＳＣＰＨメンバー

セッション

1８

ＡＦＰＰＤ設立20周年を記念

〔写真・右頁〕会議場の日本
議員団。左から谷津、桜井、
松岡の各衆院議員

死亡から低出生・低死亡への人口転換

口増加に悩む国もあれば、高出生・高

与え、世界人口の大きな変化として人

困、人口増加と都市化も大きな影響を

様々な問題を共有している。人口と貧

各国ともそのレベルが違うだけで、

付き植林を続けている。

資源保全にたいする森林の重要性に気

に依存している。現在中国政府は、水

く、その資源の多くを揚子江（長江）

水資源はは世界平均の四分の一しかな

えられている。中国の一人あたりの淡

耕作地の増加は二一％にとどまると考

が最も重要である。

る問題であり、相互協力を深めること

にしても、これらの問題は国境を越え

止などに対しても重要である。いずれ

て女性のエンパワーメン卜がＨＩＶ防

く必要がある。具体的な取り組みとし

な開発の問題は、総合的に捕らえてい

現在、＋’億五千万人の人口が一日

大すると考えられる。

市がアジアに二つあり、今後さらに増

の中でも、千万人以上の人口を持つ都

開発の分野で果たしてきた功績には大

てきた。ＡＦＰＰＤがアジアの人口・

ＰＰＤは共通のビジョンを抱え活動し

加でき喜んでいる。ＵＮＦＰＡとＡＦ

ＡＦＰＰＤ二十周年記念の大会に参

小限の水も得られなくなる。

二○五○年までには二十億人が必要最

穀倉地帯で地下水位が毎年一価低下し、

低開発国）で起こる。アジアの主要な

の人口増加のほとんどはＬＬＤＣ（最

これに対する水や住居が不足する。こ

ここで議論している人口・持続可能

の結果少子高齢化に悩む国もある。
都市人口は増大を続け、六十二億の
世界人口のうち都市人口三七％に達し、

今後もこの都市化の傾向は拡大するも

一ドル以下の所得で生活している。ま

きなものがある。

のと考えられている。世界の巨大都市

た、途上国で人口が増加した結果、生

い。一人あたりの耕作可能な土地はわ

面積や淡水資源は世界平均と比べて低

め、人口密度が高く、｜人あたり耕地

アジアの人口は、世界の六○％を占

十七億人で、世界で最大の人口を擁し

が生まれている。アジア人口は現在三

を基礎としている。毎年七千七百万人

わざるを得ない。すべての問題が人口

との問いかけに関しては〃ノー”とい

口の視点なく持続可能な開発は可能か」

今回のセッションのテーマである「人

めていないにも関わらず、温暖化ガス

米国は世界人口の四・六六％しか占

極度の貧困も環境問題を悪化させる。

していない。有り余る豊さも、そして

た二○％の人口は、一・五％しか消費

八○％を消費し、貧しいほうから数え

ら数えて二○％の人口が世界の物資の

貧富の格差が拡大し、豊かなほうか

態系が脆弱なものとなりさらに貧困を

ずか○・’六ｍであり、人口が今後四

ている。二○’五までに十億人が増え、

加速することになる。

八％増加すると考えられるのに対して、

1９

一層焦点を当てる。国レベルでのパー

ＵＮＦＰＡは今後ジェンダーにより

海等の大都市では、農村から流入する

トナーシップと協力が必要であり、二

ボンベイ、ダッカ、ジャカルタ、上

用水の七○％が未処理で排水され、大

人口増の圧力を大きく受け、環境劣化

○○○年の国連総会で採択されたミレ

の二五％を排出している。また、工業
気汚染も深刻な問題となっている。
を引き起こしている。

過剰な経済活動の結果として排出さ

毎年ネパールの国土面積に等しい四千

た多くのエネルギーがかかる。現在、

健康を改善と環境保護を行なうために

を抑制することができるようになる。

い優先順位を与えることで、人口増加

また、女性のエンパワーメン卜に高

している。

乳児死亡の削減、を達成するよう努力

ニアム開発目標なかでも、妊産婦死亡、

れる汚水や排気ガスを処理するにはま

六百万ヘクタールの森林が破壊されて

も女性の参加が重要である。

産性の効率を向上させなければ、今後

農業生産においても、これからは生

十億ヘクタールが失われている。

耕地は表土流出や土壌劣化により、二

年以内にすべて破壊されることになる。

ている。

パールにおける蔓延が深刻な問題となっ

ンド中国が最も多い。カンボジア、ネ

どでもないが、感染者数で考えるとイ

延を阻止できる。人口比率ではそれほ

責任ある性行動によってＨＩＶの蔓

な開発はおのずからついてくると思う。

貧国の貧困問題を解決すれば持続可能

受けているのは女性や子供である。最

る制約が生じてきている。最も被害を

大に苦しんでおり、また資金不足によ

ジア諸国はＯＤＡ削減や対外債務の増

目標は貧困撲滅の基礎である。東南ア

ＩＣＰＤ行動計画やミレニアム開発

おり、このままでは世界の森林は五十

の人口増加、淡水の不足に対応できな

い。環境への負荷が余りにも大きくか

かりすぎるとその再生は不可能となる。

している。農村での貧困の結果、人口

うである。その二／三がアジアで暮ら

活し、増加している人口の九○％がそ

世界人口の、二五％が絶対貧困で生

ラジルのリオデジャネイロで開催され

か、について述べる。一九八二年にブ

これまで国連が何をすることができた

能な開発に人口の視点を取り込む上で、

能か」というテーマについて、持続可

「人口の視点なく持続可能な開発は可

協議が行われ、事実その通りになった。

カイロに任せたらよいではないかとの

れるために、地球サミットでは扱わず、

わかれる問題と考えら、抵抗が予測さ

はセンシティブな問題であり、意見が

ることに祷曙があった。それは、人口

球サミットでは、人口問題を取り上げ

この環境破壊が持つ不可逆性を認識す

の都市への流出や国際移動が生じてい

た国連環境開発会議（ＵＮＣＥＤ）地

る必要性がある。

る。
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リオの採択文書であるアジェンダｍ

れた・人口と持続可能な開発は双方が

いるわけではない。人権と基本的な自

持続可能な開発、環境問題と人口は深

由という文言で、暗示しており、推測

今年の「持続可能な開発世界サミッ

く関わっており、ありとあらゆる問題

結びついた問題であるということを世

しか目を向けていない。アジェンダ皿

ト（ＷＳＳＤ）」ではリオの再討議は行

について人口の視点を取り込むことが

は人口と環境が相乗的な影響を与える

の形成に際し、人口関連のＫＧＯにそ

わないことが原則となった。今回のＷ

必要であることを訴えよう。この相関

することができるということである。

の内容についての諮問はなかったので

ＳＳＤでも人口関係者の参加・討議が

関係をメディアにもとりあげてもらう

界中が認めることになった。

ある。

ほとんどなかったことが問題である。

と警告も発している。しかし先進国に

カイロでは人口と持続可能な開発に

ことが重要である。

（カンボジア国会議員）

●コース・デイ

討議

同時にＮＧＯの参加が準備過程でも本
関係者の認識の不足のため、人口問

ついて、その実質的な連関に対する協

もな構成メンバーとする〃グループ汀〃

題を訴えかけることが十分できなかっ

会議でもほとんどなかった。

から人口と持続可能な経済成長と開発

た。議員会議すべてに谷津議長が参加

議が行われた。その席で、途上国をお

はリンクしているものであり、生産・

された。しかし余り討議されなかった。

な政策を提言し、対策をとってきてい

消費が持続的でなければならない。ま

き、健康サービスの普及が討議され、

る。人口だけではなく食料安全保障な

カンボジアはＣＡＰＰＤ設立以降様々

文書に反映されたが、あくまで国内法

どについても全体的な対策が必要。貧

ＷｓＳＤ会議が終わりに近づいたと

’九九九年に開催されたＩＣＰＤか

の範囲で実施することと記されており、

困の拡大に対する対策や女性が対等の

た途上国を支援しなければ貧困解消す

ら五年の評価会議とその後に開催され

人権などの問題との関係が触れられて

権利を持っていることへの理解をすす

ることはできないとの主張が行われた。

た国連総会では、持続可能な開発と安

いない。

様々な対策にもかかわらず、最貧困

Ｙタイムスはカイロのコンセンサスを

し入れた。これらの文言をもって、Ｎ

中国の家族計画は五十年の歴史を持つ

●中国議員

グラムとして実施している。

める政策を国際協力を頂きながらプロ

定的な経済成長と人口が重要な関係に

層が減らない。ＩＣＰＤ＋５における

投影するものであると述べたが、ＷＳ

これに対し、カナダなどが修正を申

見直しで、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ等の新し

ＳＤの文書の中に明示的に書かかれて

あることが再確認された。

い要素を含めた行動計画の改定が行わ

２１

律を整備して法的な担保が取れるよう

として実施され、二○○○年代には法

た。’九九○年には具体的な国家政策

九八○年代には基本的な国家政策となっ

施され－九六○年、一九七○年代、’

だ中国は非常に大きな実績を示した。

要性を考えていないかもしれない。た

ているわけではない。国によっては必

取り組んでいるようなことを取り組め

と言うだろう。すべての国が、中国が

子供や孫の世代は私達の努力をなん

の視点を十分入れていない諸国も多く、

を入れるべきである。政策の中に人口

深く関係している。開発に人口の視点

績を高く評価している。人口と開発は

シアとしてもＡＦＰＰＤの二十年の実

なく今後の開発可能性は大きい。マレー

マレーシアは国土の割には人口が少

●マレーシア》

になった。中国が家族計画政策を取ら

具体的な例として見ることができる。

そういう諸国にＡＦＰＰＤ活動を通し

●インド》

なければ増えるはずであった三億八千

しかし、インドでは多くの人が強制さ

て影響を与え、支援していくことが必

ている。一九五○年から家族計画が実

万の人口が増えなかった。

れることは良くないと考え、中国ほど

要。活発でない国で活性化する必要が

ある。国会議員の役割は途上国や各地

の進展は見せていない。

●ジャキー，クロイ上院議員
（フィジー）

して対策を立てることはできない。し

困難になる。その意味で、人口を無視

だこの戦略も人口が増加すると対策が

ける生活の質を考えることが大切。た

性を考慮に入れ、それぞれの社会にお

えるときにそれぞれの文化のもつ独自

重要。教育と安全な水や食の問題を考

質的に果たしている役割は非常に大き

に頼め」という言葉がある。女性が実

しかし、何かを実施したければ「女性

ものがあればそれは「男性にたのめ」

きる」という言葉がある。何か欲しい

は「よき母を得たならばよき国家がで

がある。ネパール・ボナーパーティに

これまでの発言に付け加えたいこと

ある。女性と子供の売買春の中止等の

る組織となるべきである。

ＦＰＰＤが私たちの地域の将来を変え

の問題を最優先課題として欲しい。Ａ

り議会に働きかけることで人口と開発

ていくことである。参加者が各国に戻

域が更に遅れをとらないように支援し

かし、この問題は支援を得ることが必

い、男性のメンタリティーをかえて、

緊急課題にこれまで取り組んできた。

●ネパールェ

要ではあっても他国から強制される問

女性に地位を与えなければ現実は変わ

ＡＦＰＰＤが各国における政策立案に

人口増加と生活の質を考えることが

題ではない。人口問題は国の意思決定

らない。

関して、指導して欲しい。

生活の質（ＱＯＬ）の改善が重要で

●リアーゾ上院議員（フィリピン）

の問題であり、その意志に基づいて自

ら決定しなければならない問題である。
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では途上国へ不利になってしまう。先

ミットメントが必要である。このまま

Ｔ／ＷＴＯの合意形成に国会議員のコ

ある。見直し期限が迫っているＧＡＴ

国の側からも提案を出すことが必要で

懸念され、これに対応するために途上

が深刻な影響を途上国に与えることが

また、ＷＴＯの全面的な実施の影響

るよう努力する。

要。持続可能な開発が中国で推進され

道徳教育を子供達に実施することが重

必要。環境に対する倫理を養うために

発が必要、事の是非を見分けることが

なってきた。砂嵐の予防にも国民の啓

が人々の生活をまもるためにも必要に

ンゴル自治区の出身であるが環境保護

は、人口圧力を減らすことが重要。モ

れている。

的には実現の手段は各国の裁量に任さ

かについて議論が分かれている。現実

しかし、各会議毎にいかに具体化する

男女平等は疑いなく主張されている。

れている。いかなる国際国連会議でも

宣言のなかに男女平等は明確に記載さ

ＷＳＳＤのヨハネスブルグにおける

してあたりまえのことである。人類は

境を守り生き物を守ることは、生命と

人口と開発は深く関わっている。環

る国もあるがマレーシアは断固として

ために戦っている。またテロを容認す

起こっている。マレーシアは民主化の

の一方で人種差別、皮膚の色で紛争が

ミット（ＷＳＳＤ）が開かれたが、そ

ある。持続可能な開発のための世界サ

の重要性に注目したことは大変意味が

シュさんの発表で開発における女性

と思う。しかし、〃いかに〃という点が

男女平等は世界中のコンセンサスだ

かが重要である。

能な開発の概念をいかに実施していく

卜があれば人口は抑制される。持続可

かかっている。女性のエンパワーメン

人口抑制は、経済の安定的な開発に

●シン亜

進国から輸出国への課税が一方的に決

●インド郡

められたのは、途上国にとって不利と
●マレーシア叩

なっている。マクロ的にＷＴＯを考え

この太陽系の生物の中で最も利益を受

反対している。世界の情勢が不安定な

問題である。人口・開発は合い矛盾し

て行くことが必要である。

けてきた。この惑星に生きる人間とし

中で、テロがやまない中で、私達の努

ないものであり、むしろ協調して両方

●イラン北

て人口を減らす必要すらある。この会

力がいかなるものであるべきなのか考

を達成することができると考える。

●リ・ホンギ（中国）

議のために数学モデルを作成した。

えなければならない。
●中国蛆

持続可能な開発に対する私見をのべ

る。持続可能な開発を実現するために

2３

議から十周年を記念した重要な会議で
あり、この会議開催に対するアナウン

●シュ

ＥＳＣＡＰ会議が本年十二月にバン

スを各国でお願いしたい。人口問題の

．Ⅱ．』・‐．。．・・・‐；：‐・田．．『ロ．．．』『『虹‐Ｏ
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コクで開催される。 これはバリ人口会
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重要性を機会を見つけて繰り返すこと

が重要である。

ンシティブなテーマを扱ってきた。人

口もかつてはセンシティブな問題と受

け止められていた。いまでは様々な努

力によりかなりオープンに議論をする

ことができるようになった。

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染者の半分は若

者であり、具体的な蔓延予防策として

は、コンドームの供給が重要。ＨＩＶ／

事会で取り上げられた初めての疾病で

ＨＩＶ／ＡＩＤＳは国連安全保障理

関与、厚生省だけではなくセクター横

導者のコミットが必要不可欠。行政の

くとられることが必要。目に見える指

がある。その意味でＨＩＶ／ＡＩＤＳ

な問題を扱いそれに対処してきた経験

ブであるがＵＮＦＰＡはセンシティブ

ＡＩＤＳ問題は内容的にもセンシティ

ある。また、一つの疾病をめぐって国

緊急時においてリプロダクティブヘル

予防に関しても有効な役割を果たし得
国会議員役割は明砿。いち早く、はっ

ス、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ資材の確保をテー

断的な対応、総合的な動員が必要であ

症を確認した国々の中でエイズに対す

きりとした意思表示を行なうことがで

マにした討議を行う予定である。

連としてはじめて共同プログラムが行

る対応がとられなかった国は三五％の

きる。医療関係者だけに任せてはいけ

る。来週にはワークショップを開催し、

感染率になっているのに対し。対策が

ない。農水省、家族計画省など省庁横

エイズを予防しその被害を食い止め

る。ＵＮＦＰＡはこれまで継続的にセ

ＵＮＦＰＡの貢献は大きなものがあ

断的で総合的な対策が必要。
るためには適切な対策ができるだけ早

ることができた。

取られてきた国では三％程度にとどめ

る。

１、シリ・テイラーＵＮＦＰＡ中国駐在代表

ト■

なわれている。同じ時期にエイズの発

←.許…＝'だ涼F蜂一旨濟兵.
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２、トニー・ベイッＵＮＡ－Ｄｓバンコク

グループより高い、③開発成果を相殺

してしまうｌミレニアム開発目標を達

成することができない、④経済的なコ

ストが対策を講じた場合に比べはる

ない。しかしエイズの問題で自国は別

果、政策として積極的に議論されてい

リカ南部ほどの状況ではない。その結

あり、まだ沈黙の時期といえる。アフ

アジアのエイズはまだ早期の段階で

速してきている。サハラ以南のアフリ

ことになる。世界中でエイズ感染が加

未満に多く、今後深刻な影響を与える

人が感染した。新規感染者は二十五歳

万人感染者がおり、昨年あらたに百万

年にはアジア・太平洋地域で六百六十

なる。

場合の三倍以上の費用がかかることに

何もしなかったら、対策を十分講じた

策が必要とされる集中したグループに

エイズは予防し得る病気であり、対

アジアのエイズは〃沈黙の時期〃

だといえる国はない。アジアでも局地

カを例外として世界の各地域の中でア

かに増大する。

的に深刻な状況となっている。エイズ

ジアのＡＩＤＳ感染者数は多い。

上げることができる。ＨＩＶ／ＡＩＤ

る、いま努力することで大きな成果を

も、いずれ流行する。沈黙の時期であ

隊で高い。今はそれほどでないとして

ズ治療には抗レトロウイルス剤による

予防の難しさにつながっている。エイ

五％は自覚していない。これがエイズ

サハラ以南を越える。ＨＩＶ陽性の九

アジアのエイズ感染者数は近い将来

しなければ数約百万、場合によっては

じた。もし、九○年代の時点で、何も

見され、九○年代に積極的な対策を講

タイでは八○年代に患者がはじめて発

タイの状況を事例として考えてみる。

十分行えば行うほど、コストを抑える

エイズ対策はできるだけ早い時期に

の罹患率は麻薬常習者や性労働者、軍

Ｓは医療の問題だけではない。

治療が重要であるが、アジア太平洋地

千万人が影響を受けていたと考えられ

ことができ大きな意味を持つ。

アジアでもタイやカンボジアで成功

る。

新しい推計値では二○’○年には五

域でこの治療を受けているのはわずか
私達がエイズ予防に対する行動をと

千万から七千五百万人が感染者となる

事例をみることができる。しかし現在

らなかった無作為の場合、どのような

と考えられている。中国、インド、ナ

三万人以下でしかない。

結果が生まれるのだろうか。それは①

イジェリアなどでは感染者が三倍に増

タイではその成功によって自己満足が

エイズが発見されてから、これまで

社会の不安定化、生産性の減少、②地

えると考えられる。

生じ、安心感が広がっているが、その

六千二百万人がＡＩＤＳに感染し、現

域の不安定化ｌ軍人罹患率はその他の

手綱を緩めることはできない。

在四千万人が生存している。二○○一
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現在、ＨＩＶ／ＡＩＤＳに対する取
り組みとしてはＡＰＬＦ（アジア太平
洋指導者研修）がある。このＡＰＬＦ

は政府高官をターゲットとした研修の
場を与えており、財務省、文部科学省、
法務省の局長など、直接的かかわりを

持たない省庁の高級官僚にＨＩＶ／Ａ

要。

５、質の高いサービスを担保する必要
がある。

６、この問題を自分の問題として取り
組む。

７、待つ時間はない、今こそ行動をと

るべきである。

連帯を示すため、コミットメントの

証として赤いリボンをつけてほしい。

込む事が必要である。このＨＩＶ／Ａ

三年までに国家戦略の中に明確に組み

るものである。このＡＰＬＦを二○○

な総合対策を取れる環境を作ろうとす

る影響を啓発することで、省庁横断的

病である等の情報が流れた。これら無

者だけに感染する病気である、不治の

アフリカの風土病である、また同性愛

限られた情報しかなかった。かつては、

ＡＩＤＳが流行し始めたとき、非常に

フィリピンの経験を話す。ＨＩＶ／

には検査を行なわなければならないが、

まず、エイズの感染を確定するため

くの問題点があった。

ることができるのか、政府内部でも多

からない中で、エイズ感染者を隔離す

このように余りにも多くのことがわ

３、ホアン・フラピエ上院議員（フィリピン）

ＩＤＳ蔓延を防止する上において市民

知に基づく情報の不足が状況を悪化さ

政府にとってもそのエイズの脅威をど

ＩＤＳの意味やその社会・経済に与え

社会との連携がきわめて重要であり、

せた。

情報が非常に限られ、感染経路も不明

エイズ流行当初はこの病気に対する

臣）に就任した時点では専門家と一般

でだったのである。自分が保健長官（大

のように受け取るべきかの判定が不明

とはできないという反論があった。

さらにＨＩＶ／ＡＩＤＳの感染者との
具体的な対策としては次の７つが挙げ

であり、対策をとることはできなかっ

つながりを持つことも重要となる。

られる。

当時、｜股国民はエイズという病気に

のギャップが非常に大きかった。この

対策をとらなければならないとはいっ

ついて国民の一○％しか知らなかった

た。

ても、政府関係者の中にはエイズとい

ムの使用を薦めた。この普及に際し、

エイズ予防として、国民にコンドー

のである。

中で政府として具体的な対策をとるこ

体的な影響もわからない。そのような

う病気そのものが不明な点が多く、具

１，積極的な政策、法制化、
２、開発政策へ組み込む、正式におり
こむ。

３、資金配分を増加させることができ
る。

４、セクター横断的なプログラムが必
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染者であることを公表し、政府に対し

エイズ感染者が勇気を出し、自分が感

してコンドームで作った花束を受け取っ

采に対して無知に対する光を与えたと

の撲滅が重要である。

また、一般的な市民に対し、啓発を

行う上で感染者の役割にも非常に重要

なものがあった。現在、エイズ予防法

た。

問題解決へのきっかけがつかめたの

ても協力してくれたことにより、国民
に対しエイズがどのような病気である

の中で、安全な処置が義務づけられて

検査が義務化された。その規定を無視

である。エイズ対策を行う際には人々
いまフィリピンはエイズに国を挙げ

して感染を招いた場合には懲罰を既定

のかについて具体的に理解してもらう

者は感染経路についても語ってくれた。

て取り組んでいる。フィリピン国家エ

し、六年から十二年の懲役が課される

いる。治療や輸血、移植の際にエイズ

悲しい話であった。当時はエイズその

イズ協議会を設立し、一九九八年二月

ことになった。そのほかにも罰金や医

の関心を高めることが重要である。

ものが科学的に理解されていなかった。

には共和国法八五○五で国民に対する

上で大きな影響があった。エイズ感染

具体的なエイズの対策としては、

同時に、エイズ法でＨＩＶ感染が労

療資格停止等の措置がとられることに
自身が上院に参加した理由は保健長

働条件に影響をあたえてはいけないと

エイズ検査を義務化した。これは現在

官を止めても、政府の政策が継続して

なっている。検査をしてもその結果は

ａ、ＳＥＸをつつしむ。

に限定する。不特定多数を相手とす

実施される環境を作りたかったからで

本人にだけ告知され、感染した患者の

なったのである。

ることはリスクを極端に大きくする。

ある。教会が反対したために残念なが

匿名を許すことにした。このことは検

エイズ対策法と呼ばれている。

ｃ、コンドームの使用を薦める。注意

らトップ当選することはできなかった。

査の前に説明され、検査の後の治療も

ｂ、セックスのパートナーを特定の人

ｄ、感染血液。輸入しない。

しかし全国で五位当選することができ

保健省が公費で責任を持つ事を明確に

する。

等の方策が考えられる。

た。

しかし、民衆の間にエイズに対する

警戒されたのである。

を進めようとしているのではないかと

スト教会はエイズを利用して家族計画

キリスト教会から反発があった。キリ

する上では、「貧困」、「麻薬」、「無知」

きるようになった。またエイズを撲滅

て警告を発する」などの対策を実施で

者の人権保護」、「最大の安全対策とし

国的な教育による知識の普及」、「感染

エイズ対策法が成立したことで、「全

あってはならない。差別した場合、懲

れる。エイズ患者が差別されることが

学校や病院にもこの考え方が適用さ

護がはっきりと唄われた。

性行為による感染者に関しても人権保

した。保険がＨＩＶ患者にも提供され、

しかし、コンドームの使用に対して、

理解が深まっていき、エイズ対策の成

2７

作る事が重要であり、さらに検査を受

重要なことは、基本的に安全な環境を

か、そのプログラムをいかに機能させ

は、地方政府レベルでいかに実施する

決に向けることができる。現在の課題

どのような問題も協力しあうことで解

けることを忌避されない環境を作るこ

るかが重要な問題となっている。

役四年またはそれ以上の罰則を設けた。

とに焦点を置いて実施した。

討議

●マレーシア

検査の義務化が行われたということ

ですが、国民の多くは検査に賛成です

か、反対ですか。

●フラビエ上院議員》

検査を行うときに重要なことは、デー

拠出が停止されたが、これは最悪の

国連人口基金に対するアメリカの

並べて世界的な影響力をもったと喜

フィリピンがアメリカ、中国と肩を

グローバルなグッドニュースである。

イズはでっち上げであり、家族計画を

この活動に対し、カトリック教会はエ

健康教育や宣伝キャンペーンを行った。

検疫を担当する役人までも検査した。

です

ニュースである。いま手綱を緩める

んだのです。その後、一週間で地球

進める手段とするつもりだと批判した。

これは

ことは出来ないのである。世界一の

人類が死に絶え、ＡＩＤＳが消えて

タの秘密性を守ることです。政治家や

大国であるアメリカの拠出がストッ

しかし若い女性の患者が声を上げ、でっ

ち上げであるという批判の声は消えた。

しまったのです。
二○○四年にエイズの会議があり

プした。世界一の人口大国である中

国の江沢民主席がこれは悪いニュー

患者が直接、実際の声を伝えた。この

てもらった。彼女自身がエイズ患者で

ます。地球が滅びる前に三日でエイ

フィリピンの神様はがっかりし、

あるということで大きな影響を与えた。

スである、この世には神はいないと

もうこの世の中は終わらせよう、｜

水商売や軍隊で検査を行ったが、検査

女性を厚生省で一雇用し、その実態を語っ

週間あればこの世の中を終わらせる

の守秘義務を守ることで名乗りあげて

ズが消えますように。

ことができるといった。それを聞い

くれると思う。

嘆いた。

た第三世界のフィリピンの大統領は、

Ｉ

彦急＝彦弓

＝亀＝穿弓
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十二億元を支出した。エイズに感染し

防ぐために輸血設備の更新のために二

している。輸血によるエイズの拡大を

しており、短期・中期計画を実施に移

ての責任はＨＩＶ／ＡＩＤＳとはなに

予防策を実施している。国会議員とし

している。情報を共有化すると同時に

発のための会議開催し社会全体を動員

政府もこの問題に対し投資を行い、啓

者自身が自己批判的な見方をしている。

患者そのものに対する差別と同時に患

しまった。そこには二つ誤解がある。

がわかった運転手は家族が逃げ出して

啓発プログラムを村で実施する場合、

ピンではこの問題を解決するために、

性を襲ったら誠実に答えます。フィリ

夫婦の間の問題は、カンボジアの女

で夫婦の問題をどのように扱うのか。

ドームを使ってといいにくい。法の下

ジアの文化では、妻は夫に対してコン

場合お互いに心配することがある。ア

●中国議員

た家族を訪問したことがある。エイズ

か、ということを

夫婦で来てもらうことを前提とした。

中国政府はＨＩＶ／ＡＩＤＳを重視

患者が出た家族はその農村から追い出

社会に知らせるこ

これは、一緒に参加することで話を共

●フラビエ上院議員》

された。また自身がエイズであること

とであると思う。

制定した。しかし

ＡＩＤＳ関連法を

ジアでもＨＩＶ／

になった。カンボ

験はたいへん参考

フィリピンの経

●カンボジア議員恥

ていきたいとおもう。

ては事務局に連絡を下されば支援をし

具体的なプログラムやノウハウについ

これが争いを回避する演者の答である。

の中で答を見出さなければならない。

たらよいかについてはそれぞれの文化

について心配することになる。どうし

である。話を聞いて家に帰るとエイズ

有してもらえるようにすることが目的

そこで問題になる
のはプライバシー

2９

の保護をいかに実

現するかというこ
とである。夫婦の

鰐

譲零露寧;淨蕊;鯵ﾔ

セッション

～過Aと鑿当壁さ…

碓睡輝騨貯瞬》川跨斫肚洗院群課叶鰹ぽい腓瀞騨叫酎曄鐸瀞圷ｐ恐除ばぃ蕊
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アジアにおけるジェンダー

１Ｊ葡歎剥刺籔翻漸潮鯏翻細慰『翻轤縄灘溺墹冠篭摺範》一．篭矧蒻刊言一一打一一詞茎囑へ三｛『’７

Ⅲ

ベル十二人中六名が女性である。

討議

●インド》

インドでは女性のエンパワーメント

について調査を行なった。アジアの特

定地域で調査をしているか。

まった会議で戦略的な方針が採択され

行動をとってきた。アジア代表者が集

確に取り込まれた。その後、実際的な

動綱領の中にジェンダーの考え方が明

はジェンダーの面で大きな進展がなさ

ムを使うことを法制化したい。中国で

防の面も含め、男性が一○○％コンドー

に考えることが重要であり、エイズ予

女性の地位の問題と健康の問題を同時

でした。

どこにいるのかわからないような調査

調査はなされている。しかし女性が

●ボーホン所長血

た。男女平等が担保された。持続可能

れた。女性の非識字率も四四％から二

バングラデシュの文化的な伝統で考

●バングラデシュ》

な開発において女性は重要な役割を果

えると、男性と同じ数の議席を女性議

員が要求していることは矛盾があるの

ではないだろうか。国会議員は選挙で

選ばれている。女性も有権者であり、

その女性が女性に投票していないのに、

労働党の四○％は女性議員である。

ションをうたっていない。大臣職に関

ている民主党はアファーマティブアク

でき）るのか。

と同じにすると数量的に決めることが

２、国会議員活動によるアジアにおけるジエンダー問題の解決

その意味で労働党では女性の社会進出

しては女性比率は低いが、政務次官レ

どうして単純に女性議員の比率を男性

は十分であると思う。現在政権をとつ

ケリー・ホア議員（オーストラリア）

ている。父系社会の伝統があり、この

二％へと低減したのである。

伝統を払拭することは非常に難しい。

し

たしている。中国は大きな人口を擁し

第四回世界女性会議（ＦＷＣＷ）行

１、アジアにおけるジェンダーとパートナーシップ
リュウ・ボーホン全中国女性連盟女性研究所長

ﾜｰ｣w~｡｡｡｡--･･
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李鵬全人代議長がﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

人民大会堂に全参加者を招いて－

鰯研、露
ｄＬ凸可西

会堂に参加者全員を招き、ロビーで李鵬夫妻・谷津義男

李鵬全人代議長は、大会初日の同夜、六時から人民大

！

ＡＦＰＰＤ議長を中心に全参加者と記念撮影をした。こ

●ミランダＵＮｌＦＥＭ地域

プログラム局長ｗ

いろいろな対話が必要だろうと思う。

しかし、言えることは余りにも長い時

間、女性は政治に参加しなかった。家

族に関する協議に参加しよう。フィリ

ピンのような先進的な国ですら反レイ

プ法が法律になるまでは十年もかかっ

た。多くの国会議員は結婚している夫

婦の仲でレイプは「存在しえない」と

主張していた。しかし、反レイプ法が

制定され、今では裁判所に訴えること

ができる。しかし、これは親告罪であ

り取り下げると裁判にならない。この

ような法律の仕組みの中では夫が取り

下げさせるかもしれない。その意味で

女性の権利が十分守られているとはい

えない。

●中国

中国の女性労働者は三億三千万人い

る。しかし古いメンタリティーが残っ

ている。具体的な対策としては識字率

を向上させ、家庭内暴力に立ち向かう

法律を整備しなければならない。

３１

！
Ｉ「

李鵬全人代議長から感謝の盾を贈られ､祝福をうける谷津ＡＦＰＰＤ議長（左から３人
目）と桜井・前ＡＦＰＰＤ議長（その右隣）

谷津義男

ランジット・アタパト

ら漆塗りの屏風、中山太郎ＡＰＤＡ理
事長から漆器の文箱が李鵬全人代議長

れに先立ち、ＡＦＰＰＤ役員とＡＰＤ
Ａ代表が別室で表敬・挨拶を行った。

このレセプションで、ＡＦＰ

ＦＰＰＤの発展と、昔話に花を

二十周年を祝うというので、ＡＦＰ

ＰＤ活動に功績のあった上の各

に贈られ、李鵬議長は「これは素晴ら

ＰＤ設立時に功労のあった当時の黄華

氏に李鵬全人代議長から表彰者

広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事とは、慣れ

同夜人民大会堂宴会場で行われたレ

外相夫人の何理良女史や、元国会計画

の顔写真を入れた楯が手渡され

咲かせ、お互いの再会を喜んだ。

セプションは行き届いた豪華なもてな

生育委員会主任（大臣）の王偉氏など、

た。

しい。謝謝」と真心に感謝していた。

しだった。人民解放軍の軍楽隊が会場

高齢になった元高官、ＵＮＦＰＡ元次

た日本語で「どうも、どうも」と笑顔

で晩餐の合間に歓迎の曲目を奏で、中

長のジョティ・シン氏らも招かれ、Ａ

で握手を交わした。

国で活躍中のソプラノ歌手の王莉雅さ

ん、テノ１ル歌手の苅阻さんがそれぞ
れ独唱。刈阻さんは二曲目に「北国の

長

春」を見事なテノールで歌い上げ、大

何理良

ジョティ・シン

中山太郎

桜井新

安藤博文

和気邦夫

プラソップ・ラタナコーン

コリン・ホリス

松村昭雄

広瀬次雄
グエン・ティ・タン

会場では谷津義男ＡＦＰＰＤ議長か

i i l D1 i l i l l

人民大会堂別室で日本語で「やあ、
どうもどうも」と広瀬ＡＰＤＡ常務
理事と握手をする李鵬・全人代委員

きな会場に拍手が鳴り止まなかった。

王偉

3２
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人民大会堂での
歓迎レセプショ
ンでホスト役の
李鵬・全人代委
員長と握手をす
る国井正幸・参
院議員㈲と若林
正俊・参院議員
㈲

中山ｊＰＦＰ会長からの贈りものに

相好を崩す李鵬・全人代委員長

珂國Ｉ鰹､圃圀団針圃四困囲ｆ:１困圏.回国

再会を喜び、創設時からの想い出や苦労話に花を
咲かせたヒトコマー人民大会堂レセプションで。
左からマンモハン・シャルマ・インド議連事務局

長、黄華元外相夫人・何理良女史、広瀬次雄ＡＰ
ＤＡ常務理事

3３

｢やあ、元気そうで何より…」王偉・元
大臣（国家計画生育委員会主任）と感
激の対面をする広瀬ＡＰＤＡ常務理事

10月18同鐵J１

ス

グッドガバナンス
鰹耐貯ｉ鞭１Ｆ鵬Ｉ除トｌＬ「「
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役割Ⅲ

四年からはなくなることが決まってい

る。そのためには自国の資金で、必要

な資材の提供を図るようにしなければ

ならないと同時に、支援していただけ

る家族計画を実施できる法律環境の整

備が必要になる。

人口とリプロダクテイブ・ヘルス政

らも、家族計画やリプロダクティブヘ

あるが、カトリックの抵抗にあいなが

フィリピンはカトリックの強い国で

際のネックになっている。

大きく異なり家族計画の普及を果たす

妊娠中絶の定義が宗教や文化によって

というコンセンサスができているが、

必要がある。妊娠中絶は避妊ではない

宗教的・文化的役割を取り込んでいく

リカ合衆国からコンドームの資金とし

してきた。これまで五百万ドルがアメ

与する際、余りにも海外の援助に依存

これまで家族計画の資材を国民に供

（リズム法）だけであり効果的ではない。

教会が認めているのは自然な家族計画

しなければならなくなる。カトリック

いるカトリック教会からの制裁を覚悟

すると、コンドームの使用に反対して

フィリピンで人口問題に携わろうと

ルのソニア議員が述べられたように受

としてこの会議に参加されたポルトガ

とが重要である。ＩＥＰＦＰＤの代表

れられる家族計画を普及させていくこ

り、それぞれの個性を理解し、受け入

またひとつの国のなかでもさざまであ

会的・文化的な側面でも異なっている。

西欧と東洋とでは宗教の面でも、社

がんばっていかなければならない。

とで反対票を投じられる可能性の中で

いている議員はカトリックの制裁のも

策の進展が必要。先頭になって活躍し

ルスを推進するための法律を制定して

て提供されてきた。しかし、アメリカ

け入れられる避妊具には西洋と東洋で

現在、ヒューレット財団、ＡＦＰＰ

きた。ＰＬＣＰＤができてから二十一

政府の方針が資材の供与から家族計画

大きな違いがある。しかし、最も重要

ていく必要がある。フィリピンの国会

本の様々な法律が成立した。女性の人

そのものを重視する方向へと移行して

なことは避妊其の使用と妊娠中絶はト

Ｄの援助を得て啓発活動を行なってい

身売買の禁止や、家庭内暴力の防止法

おり、現在コンドーム提供用の資金が

レードオフの関係にあり、悲惨な妊娠

議員で人口問題解決のために熱心に働

などが成立してきた。現在の活動目標

三百万ドルに減額され、さらに二○○

る。

げていくことである。

会議三貝の．，Ｆ制

蝿……

力

イ
評丁

LJMlml i:I1IlMim:rml

人口問題を解決に向けるためには、

セッション

は地方の議員にも人口・啓発活動を広

…=ずﾏ乎予字?守壺字､～

3４

ＡＦＰＰＤ設立20周年を記念

中絶を避けるためにも避妊具の使用の普及を図ることが大事である。

２曰本汕若林正俊

（参議院議員）

口は十億人に満たないころでした。そ

の十億人が二十億人になるのに百三十

年かかっています。その後十億人ずつ

増えるのに要した期間は三十年（’九

六○）、十五年（一九七五）、十二年（一

九八七）、＋｜年二九九八）とその年

数は短くなっています。

そしていまや地球上の人口は六十億

人を超えました。この人口の爆発的増

加により、地球上に飢餓・栄養不良の

いく上で最も重要な問題であると認識

開発の問題は人類がこの地球で生きて

それは科学技術の進歩、産業の発達に

でした。

予言するような「危機」は生じません

人達が増えてきましたが、マルサスが

したこと」を確認しておきたいと思い

二日目の今朝、私は議長のお許しを

関係者の皆様に感謝いたしています。

果的に進められたことを高く評価し、

参加者の努力と協力により、円滑に効

目の議事が、議長、運営委員会の役員、

議院議員の若林正俊です。昨日第一日

十九世紀のはじめ頃で一八○○年もか

の二億人の人口が十億人になったのは

は二億人程度と推計されています。そ

○年を経た西暦元（○）年ごろの人口

人といわれています。その後、六○○

年前までの世界人口はおそらく数百万

人類が農業をはじめたＢＣ六○○○

にもかかわらず、国連などの推計に

いては悲観的な見解が一般的です。

を超えるために、第二の緑の革命につ

の環境を破壊し、地球の許容量（限界）

しかしこれからは食糧の増産が地球

の効果です。

あったからです。いわゆる「緑の革命」

の品種改良、灌概や農地開発が可能で

より、化学肥料や農薬の開発、農産物

頂き、人口開発問題についてのグッド・

かっています。マルサスがその人口論

よれば二○五○年ごろには世界人口は

ます。

ガバナンスについて私の考えを申し上

を発表し、人口と食料の関係について

九十五億人程度になるといわれていま

おはようございます。私は日本の参

げます。

警告をしたのは一七九八年。世界の人

まず、昨日の討論において、「人口と
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国会議員のグッド・ガバナンス
について講演する若林正俊・参
院議員

壊され、食料や水が不足するだけでは

府に対し、その施策の責任を追及する

生活に影響を及ぼす決定に参加し、政

のではありませんが、生活の向上を目

国家として人口抑制の政策をとった

も、家族計画や新生活運動を展開し、

なく、失業や貧困が拡大し、ＨＩＶ／

能力を人々に与え、公平かつ公正で、

的とした活動が結果として、女性の地

人々に権利や手段を与え、また自らの

ＡＩＤＳ等の感染症の広がりが生じて

民主的なガバナンス」を意味するもの

位や発言権、経済力、社会的進出をも

す。人口増加により、地球の環境が破

おり、人口と開発の問題はもはや一つ

と理解しています。

社会改革が急速に進みました。

の国だけでは解決できない状態になっ

農業・食料生産は地球環境にやさしく、

境を破壊しつつあります。これからの

ました。大規模な機械化農業は地球環

保できるというわけには行かなくなり

貿易の拡大によって食料を安定的に確

さらに、ＷＴＯが主張するように、

う「多子多福」の考え方が支配的であ

からも、子供が多いほど福が多いとい

女性の地位が低く、さらに労働力の面

律上、社会慣習上「家」の制度の下で、

葉がありました。特に農村地帯では法

とともに、「貧乏人の子沢山」という言

よ増やせよ」の軍国主義のスローガン

面しています。合計特殊出生率は一・

りすぎて深刻な少子高齢化の問題に直

しかし現在、日本は子供が少なくな

ました。

社会参加、社会進出が拡大してまいり

を普及し、さらに、女性の高学歴化、

良い教育をし、立派な子供を育てる」

まって、家族計画ｌ「少なく産んで、

たらし、公衆衛生・医療の充実とあい

地球環境を守り、地球環境と調和し、

りました。そこで農村で食べていけな

三六でドイツなどとならんで世界で最

第二次世界大戦まで日本には「産め

共生できるものでなければならないと

い子供達は、工業化により急速に拡大

も低い国の一つになっています。その

ています。

思います。

する都市の工業や商業に働きに出て、

結果、平均余命の伸びとあいまって高

第二に日本の人口問題とグッドガバ

定され、女性は男性同僚、選挙権を得

しました。今までの「家」の制度が否

に敗戦し、民主主義国家として再出発

なっています。

負担が重く、深刻な社会・経済問題に

会の活力などで、現役（働く）世代の

年金、老人介護など社会保障の面や社

齢化比率が急速に拡大し、医療保険、

ナンスについて申し上げます。グッド

て、社会目覚め、人間としての権利も

一九四五年、日本は第二次世界大戦

独立し、成功を求める道を選びました。

日本の人ロ問題と

ガバナンスとはＵＮＤＰの「人間開発

主張できるようにこの地位を高め、経

グッドガバナンス

報告」に定義されているように、「社会

済力も持てるようになりました。政府

性が選択する問題です。したがって、

しかし少子の問題は、基本的には女

から腐敗を一掃することだけでなく、
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保育所の整備など、女性の意見を反映

の休暇のみならず、男性の育児休暇、

子供を産み育てることのできる環境を

その対策としては「子供の欲しい人が、

もＩＰＰＦに対する拠出を合算した額

してまいりました。おそらく、現在で

したが、長期間にわたって一位を維持

出額では、オランダに次二位になりま

昨年、日本はＵＮＦＰＡに対する拠

の人口と開発の問題取り組んでいます。

わけ六○％の人口を占めるアジア地域

より一層のグッドガバナンスが求めら

その意味で事業の効果測定を含め、

ています。

の測定、より一層の効率化が求められ

るためにも、ＯＤＡ配分の再考、効果

ず、選挙民に対して国会議員が説明す

ただ現状では、ＯＤＡの増加は望め

を継続・維持しています。

できるようにするグッドガバナンスが

では１位を維持していると思います。

子供の養育手当て、産前産後の女性

いかに作るか」が重要になります。

必要になっています。

ない、現在でも九州・沖縄サミットで

ＧＩＩを通じて三十億ドルの拠出を行

緊急に必要になっています。そのため

現在ＨＩＶ／ＡＩＤＳに対する対応が

根の現地住民の協力が不可欠です。

を受け取る各国政府、地方政府、草の

ＣＡなどの努力だけではなく、ＯＤＡ

スを実現するためには日本政府やＪＩ

このＯＤＡに対するグッドガバナン

れています。

最後に国際協力とグッドガバナンス

公約した「世界エイズ・結核・マラリ

この私たちの国会議員活動が、その橋

また人口関連の重要な問題としては、

について申し上げます。日本はＯＤＡ

ヤ対策基金」二億ドルを三年間で拠出

渡しをし、これからより一層の効率化

国際協力と

を通じて、世界の人口・開発分野に大

しています。

創設しました。その理念を継承し、佐

じめて「国際人口問題議員懇談会」を

要性を認識し、一九七四年に世界では

福田赴夫両首相が世界の人口問題の重

経済不況にあえいでおり、国家財政は

りません。なおかつ、日本は長期的な

加問題に対する関心は必ずしも高くあ

口問題がなくなり、日本国民の人口増

日本では人口増加という意味での人

と安定の基盤を作り上げることができ

し、アジア地域のみならず世界の平和

しとなることで人口・開発問題を解決

国会議員が、各国政府、選挙民の橋渡

なることを念願いたしています。私達

と同時に友好関係を構築していく場と

グッドガバナンス

きく貢献してきたと思います。岸信介、

藤隆元農水大臣がＡＦＰＰＤ‐ＡＰＤ

極めて厳しい状況にあります。

初代議長が「人口問題を論じるとき、

終わりにあたり、佐藤隆ＡＦＰＰＤ

ることを期待しています。

Ａの設立に中心的な役割を果たしたの

ンバーがＡＰＤＡの支援を受けつつ政

この厳しい状況の中で、ＪＰＦＰメ

私達はこれら先輩議員に深く敬意を

府に働きかけることでこの重要な支出

は皆様ご承知のとおりです。

表し、その心を引き継いで世界のとり
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択をした場合、その勝ち残った国もい

して、「強い者だけが勝ち残るような選

と語っていたのを思い起こします。そ

人が愛と希望の大切な対象なのである」

なければならない」、「人間は、｜人一

韓国児童・人口・環境議員連膿（ＣＰ

が必要である。韓国の国内議連である

ＥＦＤＷを満たすような国内法の整備

要がある。国会議員の努力によってＣ

あり、女性に対する差別を撤廃する必

れてくる。立法府からの支援が必要で

億ドル）を早く実現したい。

いる。ＧＮＰ対して○・｜％（千五百

国（ＤＡＣ）に比べると大きく遅れて

べると三倍の増加であるが、先進援助

○六八％でしかない。’九九六年に比

はＧＮＰ（国内総生産）のわずか○・

洋地域に向けられている。しかしこれ

現在ＯＤＡの六三％はアジア・太平

ずれ滅びていくことになる」ので、「地

Ｅ）では様々な目標を設定している。

政策の面で国会議員の役割は大きい。

質（ＱＯＬ）を高めることが必要とさ

球と人類が共生できるようにする」と

その中には乳児死亡率（ＩＭＲ）、や妊

その原点には、必ず生命への慈しみが

いう目標に向かって、私達は最大限の

上国にもたらされる。パートナーシッ

途上国の発展には輸出の増加が唯一の

ＩＣＰＤ行動計画でＧＮＰ○・七％

プ・スキームのなかで貿易できる能力

産婦死亡率（ＭＭＲ）を減らすことが

をＯＤＡに向け、その四％を人口分野

を向上していく。最低開発国（ＬＬＤ

努力をすることを誓い合いたいと思い

に向けるという合意がなされた。韓国

Ｃ）に対して関税障壁を無くしていく。

道である。ドーハの会議が合意されれ

政府は外国からの援助に対し深い感謝

途上国とのパートナ１シップを高める

含まれている。地球規模での協カバ１

現在一日一ドル以下で生活している

の気持ちを持っている。この感謝の気

ことで途上国の努力も促すことができ

ます。

人が地球人口の一／五である＋二億人

持ちを形にするために、途上国に対し

る。

ば、千五百億ドル、ＯＤＡの三倍が途

おり、二ドル以下生活している人々に

て援助を供与し、経済発展の経験を共

トナーシップが必要。

至っては三十億人いる。
を続け、現在世界で十三位になった。

でなく、家族計画も含む人口問題に対

韓国の経済的成功経験の移転ばかり

国民の理解が重要であり、その支援が

たせることができる。そのためには、

いない。成立させることで整合性を持

まだ、韓国ではＯＤＡ法が成立して

国会議員が発展のためにどのような貢

する経験も移転していきたいと思う。

なければ実現できない。

有していきたいと考えている。

献をなし得るか。人口増加の伸びを抑

韓国のＴＦＲは一・三七にまで下がり、

韓国は各国の支援を受けて経済成長

えることが、持続可能開発の条件。環

深刻な現状にある。

従って、国会議員役割が重要である。

境が大きく影響されてしまう。生活の
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ミナーを開き、国会議員への啓発活動

発問題にたいする法制定のため毎年セ

シップを図っている。更に、社会・開

員レベルで世界中の議員とのパートナー

思う。各国からの期待にこたえるため

象を与えたものは、経済成長であると

を与えた。しかし世界に最も大きな印

めて準決勝に進出し世界に大きな印象

ワールドカップで韓国はアジアで初

が高い優先順位を持ってないからであ

重するわけでもない。それは人口問題

考慮されていないし、また他部門が尊

されるが十分に人口問題の持つ意味が

現状では人口プログラムは計画立案

かし、人間が中心であることは言うま

や一般国民も巻き込み草の根運動を行

にも国際援助の韓国式モデルを構築し、

る。国会議員は人口の意味を伝えるこ

きた。

うことで意識高揚をはかってきた。こ

ＯＤＡにおいて人口・開発分野にさら

とが重要であろう。

一九八九年十一月にＣＰＥが設立。議

のセミナーは立法者、政府高官のみな

に力を注いでいきたい。

ＡＦＰＰＤのバックグラウンドを知っ

でもない。

らず一般へも開放され開催された。こ

のセミナーで様々な問題を取り上げて

合、労働市場も大きな問題となるがそ

れてこなかった。人口問題を考える場

て、定期的なフォローアップは行なわ

題に対する協議を行ってきた。したがっ

とった人口が必要である。

はない。使い得る資源とのバランスを

決して人口をコントロールすることで

かけを行なうことが必要。家族計画は

要。その理解にもとづいて各国へ働き

て、十分に理解して活動することが必

フィジーは、インド系とフィジーの

こでは労働力の需要と供給を計算に入

…………

原住民からなり、人種問題と人口問題

れたものでなければならない。

トなど主要なイベントにあわせて不定

会ではなく、ＩＣＰＤ、ＦＡＯサミッ

立した。しかしこの員会は常設の委員

年十一月から計画を進め、委員会を設

けではない。フィジー政府は二○○一

これまで十分な討議がなされてきたわ

て、人口問題についてフィジーの中で

て、人間が見えなくなってしまう。し

その多くで人間は数字になってしまっ

得することが重要。人口を語る場合、

である。そこでは、言葉を尽くして説

に左右される人間を考えることが重要

口のコントロールだけではなく、開発

取り込まれなければならない。単に人

また、政府の開発政策の中に人口が

ていきたい。

を伝え、人口プログラムの普及を図っ

となったが、これから人口問題の意味

危機が人口プログラム実施の阻害要因

ある。残念ながらフィジーでは政治的

を国の政策に反映させることが必要で

妊婦の健康保持が必要であり、これら

具体的には妊娠間隔をあける、また

はデリケートな問題である。したがっ

；

期に政府が準備するという形で人口間
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これから生きていく上で、食料問題
が最も重要で、自国のみの利益追及や

政治的にＷＴＯが利用されてはならな
い。二十世紀は食料問題と環境問題が
極めて大切な時期を迎えている。ＡＦ

ＰＰＤの中に「食料安全保障委員会」
を設立してほしい。

総会では過去一一一年間の活動報告、収支報告が行われ、更に後三年間の活動
計画・予算が承認された。また、ＡＦＰＰＤの運営に責任を持つ役員の選出
が行われ、谷津義男議長ほか新役員が満場一致で選出された。

《満場一致、拍手で了承》

議員を説得し、人口政策とその実施に

焦点をあてるべく各国政府を説得する

新しい戦略を見出さなければならない。

ＦＰＰＤ活動実績、その中で何が有益

この総会は、過去三年間にわたるＡ

る今、原点に返った議論が重要であり、

界がさまざまな形で明らかになってい

あった。二十一世紀になり、資源の限

口に〃食べ物をいかに確保するか〃で

する議論を行っており、そのような傾

問題を考慮に入れることなく開発に関

に関しても国によっては、人口増加の

ある。食料安全保障や持続可能な開発

地域や国際的な紛争の要因となりつつ

水は、希少な資源となりつつあり、

であったのか、またその影響などを率

原点をしっかりといれて活動する必要

谷津議長挨拶（要旨）

直に話し合う機会である。ＡＦＰＰＤ

開発に人口問題を取り込まない議論は

向に歯止めをかけなければならない。
この総会で、ＡＦＰＰＤの今後三年

短期的な議論であり、それに代わる考

がある。

動は非常に広範囲に拡大した。その中

間の方向性を決める。私たちは、人口

え方を提示していかねばならない。

が発起されてから二十年経ち、その活
で、改めて二十年を期に本来の精神に

と開発の相関関係に焦点を当てるべき

だと思っている。そして、同僚の国会

戻るべきである。

人口と開発に関する国会議員活動は
ドレーパー将軍と岸信介元首相がはじ
められた。その原点は増えつづける人
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の議連は国内外でも知名度が上がって

きている。オーストラリア議連として、

ＵＮＦＰＡへの拠出停止を撤回するよ

うに米国の大統領への働きかけを行なっ

た。また一三１．サウス・ウエールズ

州で人口白書の報告会を開催しコリン・

ホリス前議員が講演を行なった。多く

．Ⅱ一・、．・・ｔ”』．。‐一・・・・．ｑ・ｊｑｉ渠ｊ‐舎］ｒ．－

決めた。また、健康センターも再建さ

の関心ある一般大衆が集まり、関心の

ている。

リア議連はＨＰ財団他の支援で活動し

れてきている。さらに、男女を問わず

ボン合意の後、ロヤジルガが開催さ

深さをうかがわせた。ケリー・ホア議

国際社会に参加することができなかっ

れ、東京で開催されたアフガン復興会

大学に戻ってきている。カブールの人

た。外から与えられた戦争で災厄を受

議の精神にのっとって、人口センサス

員自身が三月にＡＰＤＡ会議で発表し、

けつづけてきた。人口統計は一九七五

を行い、その正確な人口数値に基づき

口は二百六十万人であり、六○％の都

年ＵＮＦＰＡの技術・資金協力でおこ

選挙を行い民主的に再建をすすめてい

意識の高揚を働きかけた。オーストラ

なわれたセンサスに基づけば千三百五

全人代では一九九八年以降に大いな

く。

では外からのテロなど国内が紛争に明

る前進がおこなわれた。過去数年間で

砂漠化防止法、大気汚染防止法、海洋

の普及に努めている。また帰還民もふ

ルガ）は国の復興や人権の確保、知識

出され、ホア議員がＡＦＰＰＤへの代

連総会で、ネルソン氏が議長として選

二○○二年三月超党派人口・開発議

十年間の実務経験に則ったものであり、

族計画法の採択された。これは過去五

行なわれた。二○○一年には人口・家

のための数々の立法がなされ、改正が

汚染防止法など持続可能な開発の達成

え、その対策も急務になっている。現

表として選出された。オーストラリア

いまアフガニスタンの国会（ロヤジ

センサスはない。

け暮れたために、現在人口についての

十万人であった。内乱が続きまた最近

市人口がカブールに集中している。

障膨蔭陰膳腫艀雨口
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アフガニスタンは二十年にわたって

セッション

在、法律を作成し、ケシ栽培の禁止を

４

十--戸-.J_､.･ﾆｰｰ､1-秀-F
J孚引-?-巴一解、.５－２７すこ～･句一

中国にとっては必要なものである。中

国の国情として耕地面積が限られてい

の持続可能な開発と人口にかんする会

た西部開発をテーマにした全人代主催

調査を二○○○年十一月に行った。ま

常任委員会では法の履行状況に対する

るようになっている。また、全人代・

を勧め、情報に基づいた選択を果たせ

ためにプロダクティブ・ヘルスの利用

口の過度の増加の抑制が必要で、その

の持続可能な開発を達成するために人

社会・経済発展を図ることが必要。こ

発が急務である。家族計画だけでなく、

らない。中国にとって、持続可能な開

論理的にも受け入れ可能な状態にまで

増加させた。人口問題を国民に説得し、

人口コントロールへの予算を一○○％

た。昨年の人口増加率は一％である。

たものが二世紀で四倍に増えてしまっ

う。二十世紀初頭に二十五億人であっ

今のままでは、文明も崩壊してしま

できなくなる。不可逆的になっている。

源が使われてしまうと元に戻すことが

物は減ってきた。再生可能ではない資

とである。人間は増えてきたが他の生

口コントロールの努力は地球を守るこ

日本国政府、ＡＦＰＰＤに感謝。人

していきたい。

心に、パートナーシップを組んで活動

に生活の質（ＱＯＬ）を上げること中

ができた。インドネシアの人々のため

ＡＦＰＰＤの積極的な支援を得ること

に成立した。ＩＡＰＰＤ成立にさいし

ラム（ＩＦＰＰＤ）が二○○｜年十月

ある、インドネシア人口・開発議員フォー

インドネシアの国内国会議員員会で

活動を続けた。

議にはＡＦＰＰＤ議長も参加し、多大

持っていくことが重要である。

るなかで人口を扶養してかなければな

なる助言をもらった。経済的発展をは
かるなかで、西部地域の環境条件は厳
しい状況にあり人口こそが問題となっ

インドはＡＦＰＰＤ創設国の一つで

郎会長に代わり、日本国国会議員の人

正幸です。本日はスピーカーの中山太

ご参集の皆様、私は日本国の参議院

している。中国は途上国であり、巨大

あり、副議長としてＡＦＰＰＤ活動に

口と開発に関する国会議員活動につい

ている。そのために環境システムの保

人口を抱えている。今後の道のりは長

貢献してきた。ＡＦＰＰＤ副議長も参

てご報告致します。

議員で国際人口問題議員懇談会の国井

い。貧困撲滅などに、まだまだ努力が

加。五百人以上の議員、各州で熱心な

全、生態系の保護プロジェクトを実施

必要。
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私どもの国際人口問題議員懇談会は、

する超党派の国会議員組織であります。

界で最初に設立された人口と開発に関

考えることができます。｜つは少子高

は大きく分けて二つの分野に区分して

さて、日本の人口問題に対する活動

口転換の結果、日本はいま世界でも例

りを果たすことができました。この人

的ボーナスを享受し、先進国の仲間入

し遂げた結果、高度成長期には人口学

転換が進んでいますが、日本は西欧と

現在皆様方がご参集されているＡＦ

齢化に対する対策、もう一つはＯＤＡ

を見ない速度で高齢化が進み、その結

す。ＡＦＰＰＤの発展は私どもにとっ

ＰＰＤもＪＰＦＰの代表幹事だった佐

を通じた途上国の人口問題に寄与する

果、年金や医療、保健など社会保障の

異なり、非常に短期間で人口転換を成

藤隆・元農林水産大臣が中心となって、

ための国際協力の分野であります。Ｏ

而、人口構造の変化など喫緊に対応し

ても大きな誇りであります。

中国、インドを初めとするアジア諸国

ＤＡの分野では、我が国のかつてない

なければならない問題が山積いたして

’九七四年に岸信介・元総理により世

に呼びかけて設立されたものでありま

厳しい財政状況下にあって、聖域なき

います。

日本で最大の懸案となっています少

財政改革をスローガンに歳出の大幅カッ

トが行われており、残念ながら、人口

ち込みました。これは非婚率の上昇と

子化の問題ですが、本年の日本の合計

しかしながら私達は人口問題は人間

ともに、結婚した若いカップルが子供

分野に対する拠出もそのあおりを受け

の尊厳を守る平和・福祉活動であるこ

を持ちたくとも持てない状況が影響し

特殊出生率（ＴＦＲ）は一・三三に落

とを十分理解しており、地球と人類の

ているといわれています。

ています。

共存を果たすために最も基本的な条件
厳しい財政状況ではありますが、目

測されています。人口の減少は急激で、

から、日本の人口は減少に転じると予

まもなく二○○六’二○○七年ごろ
下、政府との交渉に最大限の努力をい

高齢化と人口減少が同時に進むという

であると深く認識いたしています。

たしているところであります。

人口増加が地球に大きな負担をかけ

深刻な事態に立ち至ります。

を成し遂げました。その経験がアジア

ることはいうまでもありませんが、国

日本は西欧以外ではじめて人口転換

に波及し、現在では数多くの国で人口
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繕
日本国議員の活動報告をする
国井正幸参院議員

ンコクで、第十七回会議はニュージー

の経験を視察して頂き、同時に派遣事

ラオス議員団の受け入れを行い、日本

さらにモンゴル議員団、韓国議員団、

たとき、極端な少子化と高齢化は大き

ランド国オークランドで、第十八回会

業として日本国の国会議員をラオス国

第十六回ＡＰＤＡ会議は、タイのバ

な問題であり、その対策が急務となっ

議はＡＰＤＡ設立二十周年と併せ東京

に派遣し途上国の深刻な事情を視察い

を担う政治家として、国の将来を考え

ています。
で開催しました。

する法律」、循環型社会の形成に関して

らの暴力の防止及び被害者の保護に関

する暴力の廃絶に関しては「配偶者か

「男女共同参画社会基本法」、女性に対

法律の一部改正」やジェンダーの面では、

家族介護を行う労働者の福祉に関する

は、「育児休業、介護休業等育児または

過去三年間に、子育て支援対策の面で

策に影響を与えることができました。

から食料安全保障、保健衛生などの対

的に枯渇する水問題を中心とした視点

口問題では先駆的な討議を行い、世界

議致しました。とりわけ水をめぐる人

る人口問題など幅広い領域に関して協

衛生・農業開発、太平洋島喚国におけ

ション、食料安全保障、水資源と公衆

ＡＰＤＡ会議では、グローバリゼー

な活動が予定されています。

る国際議員会議（ＩＰＣ）など積極的

十一月にはカナダのオタワで開催され

連携を強化して頂いています。今年の

パ地域議連など世界各地域の議連との

き、アジア地域にとどまらず、ヨーロッ

幹事長にはＡＦＰＰＤ議長をお務め頂

ご承知のように、谷津義男ＪＰＦＰ

さらに、ＡＰＤＡとの協力のもと『人

国会議員会議」をホスト致しました。

ナーシップに関するアフリカーアジア

ては初めての「人口と開発協力パート

アフリカとアジアの国会議員会議とし

ウオッチ研究所のレスターブラウン博

会は三年間で二十回開催し、ワールド

した。ＪＰＦＰの総会、部会、合同部

開発問題の重要性をアピールいたしま

多数の賓客にご参加いただき、人口・

川口順子・外務大臣をはじめ内外から

生労働大臣、武部勤・農林水産大臣、

福田康夫・内閣官房長官、坂口力・厚

抑制するためにも非常に有益な事業で

リカの経験に学び、アジアでの蔓延を

刻な問題となりつつありますが、アフ

ＩＶ／ＡＩＤＳの問題はアジアでも深

ＩＤＳの現状を視察いたしました。Ｈ

ウガンダ、ケニヤを訪問しＨＩＶ／Ａ

ＰＰＤ前議長を団長に、タンザニア、

があります。本年初頭には桜井新ＡＦ

本国国会議員団による東アフリカ派遣

特筆すべき事業と致しましては、日

たしました。

は「循環型社会形成推進基本法」等々、

ＡＰＤＡの二十周年記念式典には、

このような日本の現状の中で私達は、

各分野で基本となる法律をおよそ二十

口と開発に関するアジア国会議員代表

士をはじめ内外の著名な講師をお招き

あったと思っています。

本成立させました。

者会議（通称ＡＰＤＡ会議）」を毎年開

して国会議員の啓発活動を行いました。

またＪＰＦＰは二○○｜年十一月に

催しています。
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今、日本が直面している急速な少子
高齢化問題は未だかつて誰も経験した

ことのない、厳しいものですが、必ず

てまいろうではありませんか。

共存、共生というよき伝統と文化があ

いう、地理的・気候的条件のもとで、

重要課題であります。

り、私達が解決しなければならない最

題も人口問題と一体不可分の関係にあ

ます。また食料、エネルギー、環境問

われるという難しい問題を内包してい

山を越えると、また次に大きな山が現

り、ＡＩＤＳの重要性を理解している。

ついてのくると、首相夫妻は医師であ

張っている。ＡＦＰＰＤマレーシアに

○までに先進国の仲間入りを目標に頑

的少ない人口が居住している。二○二

あり、英国と同じ国土面積の中に比較

で生きた。人口規模は二三○○万人で

長を図り、工業製品の輸出に力を注い

出に頼っていた。製造業中心に経済成

独立から四十五周年。経済、資源輸

出も十分に行われている。女性は男性

育に熱心なことであり、女性の社会進

を実施する。カザフスタンの利点は教

がある。二○○五年までにプログラム

准した。カザフスタンには独自の制度

形態の差別に関する撤廃条約」にも批

条約を調印し、「女性に関するあらゆる

る。ジェンダーに関連して六本の国際

想が形成され、実行に移されてきてい

いる。’’○三○までに開発計画基本構

ヘルスを取り巻く環境が悪化してきて

出生率が一四％から一三％まで下がっ

ります。過度な競争に陥ることなく、

二○○三年に首相になる可能性が大き

に従うべきであると建前と、実際には

やアジア諸国にも早晩襲ってくる問題

助け合いの精神を持って、共に生きる

いバダウィ副首相は創設以来のメンバー

女性が男性を導いていたという伝統が

ている。男女ともりプロダクティブ・

知恵を結集すれば、必ずや新たな打開

である。またＡＦＰＰＤマレーシアが

カザフスタンにはあるが、これはアジ

であります。人口問題は一つの大きな

の道を見出し、それによって再び創造

中心となって薬物乱用防止、不法移民、

ア全体の伝統ではないだろうか。
たたき）にも似た、短いものでありま

私どもの生涯は宇宙から見たら瞬（ま

てきた。現在、人口関係で二十三のプ

スマンさんがＡＦＰＰＤ創設から関わっ

現在事務局長を務めているラーマ・オ

アジアには、アジア・モンスーンと

的な社会を切り開き得るものであると

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ対策を進めてきた。

しょう。しかし『未来に生きる人類と

ログラムが実施されている。

国内議連が一九九八年に成立した。

確信いたしています。

地球のために、同じ時代に生きる政治

家として同志的連携を深めつつ前進し
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にあると思う。所属する政党の国会議

施した。国づくりの重要な要素として

アに家族計画を含め、プログラムを実

開発の問題に国内的にあまり取り組ん

その後、国民が理解すると思う。人口・

指導者がまず理解することが重要で、

リプロダクテイブ・ヘルスの必要性を

員の四四％が女性であり、国全体でみ

の女性を理解している。ＨＩＶ／ＡＩ

でこなかったがこれからは真剣に取り

な役割を持つ。プライマリーヘルスケ

ても三一一％の国会議員が女性である。

ＤＳは報告されていないが若者の性行

組んでいく。

女性の社会参加に関しては誇れる状態

昨年まではその比率は更に高く三五％

為感染症（ＳＴＤ）は増加している。

～ソ■Ｌゴミロ

であった。首相も女性なら総督も女性
さらに検事総長、最高裁長官も女性で
ある。加えて昨年までは野党の党首ま

シⅥ

一口一了上佗聯降冊う■一
一口■口調搬舳・■一

口■一口》岬》》一

説挙れをニトニ

蕊馴瀧溺
ョ役が職定十三・・

ＡＦＰＰＤの活動方針と役員改選を協議する運営委員会

で女性であった。
ニュージーランドにも人口問題は存
在している。自分は原住民であるマオ

リ族であるが、マオリ族の現状はその
他の民族と大きな較差がある。マオリ

族の十代の妊娠率は世界でも最高になっ
ており、その対策が急務になっている

のである。ＯＤＡの見直しのなかで人

口分野に対する増額努力を続けていき
たい。

一九九四年のＩＣＰＤで、人口・開

発・環境、社会経済が総合的に取り扱
われた。開発を行う場合に人口が重要

Ｉ
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谷津義男議長

漣欝::鍵ii鑿■鍔

対して、手を携えて徹底的に戦ってい

を述べると同時に、テロなどの暴力に

このテロの犠牲者に心からのお悔やみ

べきことであり、憤るべきことである。

アのバリ島で発生した。これは悲しむ

賜りたい。先日テロ事件がインドネシ

努力していく。皆様の一層のご協力を

いる。ＡＦＰＰＤ活動に全力をあげて

再び議長の指名を受け責任を感じて

P~･･弓,1-,;,k一旦:凡.:当~L1-ｴｰ,･･早「'

かなければならない。皆様方にはご協

日本：谷津義男議員（衆・自）

…'１言二三簔i三雲二二
中国：張懐西全人代常任委員

インド：ラクシュマン・シン議員

ベトナム：グエンティ･ホアイ・トウ議員

であったと思う。中国を代表して祝意

を述べたい。人口・開発問題が解決し、

フィジー：国会議長

カザフスタン：トウトウクシェフ議員

事務総長｜タイ：マレニー議員

副事務総長｜フィリピン：アコスタ議員

オーストラリア：ケリー・ホア議員

である皆様方の責任である。

するのが、国会議員として国民の代表

達成するために人口・開発政策を立案

が横たわっている。持続可能な開発を

ＡＩＤＳの蔓延の防止など重要な課題

る。これからも、貧困撲滅、ＨＩＶ・

南アジア：空席

会式

力をお願いする。

国名及び役員名
役職名

北京宣言が採択され、大会は大成功

新役員

繁栄がもたらされることを確信してい
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女`性委員長兼務

通常メンバー

マレーシア

財務担当

ＨｆP

シアンＥＳＣＡＰ代表
ＥＳＣＡＰのシアン氏より、’九八

三年インドネシアのバリで開催された
ＥＳＣＡＰ人口会議から十年目にあた

る今年、タイのバンコクで十二月十一

会員国への参加申請を行う予定。会議

開催に対して、ＡＦＰＰＤのスタッフ、

議参加者に対してＥＳＣＡＰ会議に各
国政府が注目するように働きかけて欲

し、前議長である桜井先生に感謝し、

ＰＰＤを導いてくれた谷津議長に感謝

事、他の協力に感謝したい。またＡＦ

中国側スタッフ、ＡＰＤＡ広瀬常務理

カレー

しいと要請した。

シフ

日本の国会議員各位に感謝致したい。

〔事務局〕
広瀬次雄・ＡＰＤＡ常務理事・事務局長
楠本修・ＡＰＤＡ事務局長補佐

ＡＦＰＰＤの炎は永久に続くよう努力

〔参議院議員〕
桜井新
国井正幸
若林正俊

イランとソロモン諸島から加盟申請

〔衆議院議員〕
谷津義男
松岡利勝

していきたい。

「Ei禾議員団１

●

日から十七日までＥＳＣＡＰ人口会議

奎圭ｺﾞ白=＝＝阜零寺司Ｐ

蔓＝色一=￣ご￣￣雪一f字

が提出されている。ラオスも近々正規

■=～蕊～

が開かれるとのアナウンスがあり、会

ﾆｮｰｪ
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戦後日本の
経済莞属と停滞

㈱日本家庭問題研究協会

成長期に約百三兆円へと実に九倍弱に

から七四年までの三十年間の所謂高度

九四六年の＋二兆円（一九六○年価格）

に倍するスピードで発展してき、半世

はかりながらも、主要先進国の成長率

高度成長から安定成長への軌道修正を

八％、八○年代の四・三％へと減速し、

常務理事

増加した。その後経済は安定成長期に

紀にみたない短期間に中進国から経済

長面

入って成長テンポは鈍化したが一九九

大国に躍進したのである。世界経済に

川剤と側

○年までの十五年間に約二倍の増加と

占めるシェアは一九五○年の二％から

経諸

なっている。さらに一九九○年代以降

』蔵』用

論大社ｊ雇

一五％増に止まってい

百一一一十四兆円へと僅か

（九五年価格）から五

戦時までの成長率は四・七％とされて

程度であったし、昭和に入ってから終

治以降の日本経済の成長率は平均三％

経済の長期推計によれば、戦前、明

六○年代の年率一○・

を経済成長率でみると、

所謂、歴史的勃興期と称されるに値す

は成長率が三倍化する程の状況変化で、

近年に到る停滞を迎える前までの期間

いるので、日本経済は第二次大戦後、

五％から七○年代四・

この経済規模の拡大

る。

築くに至っている。

一九九○年には一二％にまで拡大して

事
！理

陥讓諾鍋艤諭捧読変

矢嶢蠅葬鍋鐸醗酵》諏祓曄魍情

》》》》》》》》》稠呼》》》

な

主

増大は四百六十四兆円

をマクロ指標であるは長期不況で、経済停滞期に入り、二
日本経済の規模をマクロ指標である

降矢憲一

おり、リーディングカントリの地歩を

と の

ＧＮＰ）でみると一○○○年までの十年間は実質ＧＤＰの
実質国民総生産（ＧＮＰ）でみると一

二三

曉務向鱸瓜調潅劉

熟

降奔鞠國圃
●煙観停職
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戦
後

いう。実質的な意味の一農付けがあるわ

行後も、円高基調へと進むが、円高の

定着するところとなり、為替変動制移

二％をこえる大幅経済収支黒字基調が

していた、アセアンなどの発展途上国

けである。海外への投資でも、旅行な

危機は予想される程に企業収益に影響

うではない。円の購買力が増大すると

が、日本経済の成長要因に強い関心を

どの消費でも内容の充実が進み、経済

を及ぼされないような状況が実現され

るものであった。日本の発展を目標と

示したのも理由のあるところであろう。

力の増大そのものである。

円高効果という計算手段によってド

たのである。

遂げ、国際経済における評価も高まっ

効果によって所得水準の飛躍的上昇を

替変動相場制への移行下に生じた円高

にある時期がかなり長くつづいたが為

半までは一人当たり水準では十位以下

の地位を占めながらも一九七○年代前

ＧＮＰ規模ではアメリカに次ぐ二位

界のトップの座につくに至った。

国の中では九○年にはスイスと並ぶ世

○○ドルにかなり接近し、ＯＥＣＤ諸

年後の八○年には先進国の平均四、○

あり、正しく中進国であったが、二十

イタリア二分の一などとかなり低位に

で八分の一、対イギリス四分の『対

でみると、’九六○年には対アメリカ

指標でもある一人当たり国民所得格差

ゆる石油危機後の一時的な貿易収支赤

年代前半までつづいた。その後、いわ

国際収支天井説が称されることは六○

引きしめせざるをえなかったいわゆる

わけである。国際収支の制約から景気

る景気抑制案をとらざるをえなくなる

のため、輸入金融引きしめを中心とす

当のための輸入は増加する。黒字転換

びはスロウダウンする一方、原材料手

内需の好調で、収益性の低い輸出の伸

した。景気が成熟段階にさしかかると

景気成熟期には国際収支は赤字を記録

た。黒字基調に変わる以前の状況は、

しうるまでには若干の期間を必要とし

る国際競争力が貿易収支の均衡を維持

たのである。このため、産業発展によ

出することを経済立国の基本としてき

しく、これを海外に求めて、加工し輸

従前のわが国は天然資源の賦存に乏

づけられる国であるしＯＥＣＤでは貿

輸入に差別的制限をしないことを義務

られる。つまり国際収支を理由として

国への移行とＯＥＣＤへの加盟があげ

象徴的に示す事態として、ＩＭＦ八条

その後わが国の国際的地位の変化を

あった。

事態はそうした動きを象徴するもので

品目のリストがポジからネガに代わる

程の急速な対応であった。貿易自由化

年の二六％から六二年に八八％となる

要求が強まった。輸入自由化率は五九

メリカのわが国に対する輸入制限撤廃

は五九年であるが、これを契機に、ア

米貿易収支がはじめて出超になったの

う形で展開した。たとえばわが国の対

からの貿易自由化要請への取組みとい

に占めるシェアの増大への対応は海外

世界生産に占めるシェア、世界貿易

経済の効率化指標であり、また成果

ル換算所得がかさ上げされたので形式

字も比較的短期に克服され、ＧＮＰの

たのである。

的表現の悪戯のように思われるが、そ
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蓄、さらに技術的進歩としての技術革

うち、高投資とその裏付けである高貯

経済発展の軸となってきた諸要因の

たのである。

世界最大の債権国、援助国となっていっ

公的対外援助ＯＤＡの積極化へとなり、

字の余裕資金による対外投資の拡大、

ある。さらにその先には、貿易収支黒

漸次的撤廃に取組むこととなったので

易外取引、資本取引についても制限の

果したところとなったのである。

費性間低下、つまり貯蓄率の上昇を結

わゆる恒常所得仮説にいうところの消

が臨時所得の増加を中心としたためい

的視点からみれば、個人の所得の増加

民性、道徳性に及ぶ説もあるが、経済

本人の高貯蓄については勤倹貯蓄の国

を供給することになったのである。日

融メカニズムに組込まれて成長の資金

展開されると高所得、高貯蓄が間接金

は○・四～○・五へと著しく高まり、

年代の○・二～○・三から八○年代に

ると、更新投資率の上昇となる。七○

うした技術進歩は設備投資の面からみ

は急速に縮小するところとなった。こ

へと高まり、対外的な技術水準の格差

三％に対し、わが国も九○年には三％

費の対ＧＮＰ比で、欧米主要国の二～

許件数の倍増となっている。研究開発

研究条件も充実された。その成果は特

て指摘しておかなければならないのは

いたことである。しかし、それに加え

フラ投資との良好なバランスがとれて

が生産的中心であること、政府のイン

さを示している。これは、投資の対象

要国の半分程度と低く、投資効率の良

備投資に関しては、限界資本係数が主

国民経済に占める投資、就中民間設

があった。

のそれに遅れること二○年という格差

ランスをほぼ達成しえたのは商品貿易

ても○・三という収支比であり収支バ

と、七○年代は○・一、八○年代に入っ

日本であった。技術貿易の収支でみる

では輸入技術に依存するしかなかった

されなければならない。戦後期一時ま

関係にあった技術革新についても評価

他方、設備投資の高揚と密接不離の

あった。貿易面での特徴として、軽工

実用化段階の進展にはみるべきものが

た技術や、輸入技術であっても、その

研究開発もさることながら開発され

はいうまでもない。

が国際競争力強化へとつながったこと

になった。新製品の開発、多角化など

ては設備償却期間が五年を下回るまで

たことが分る。ハイテクの産業におい

新しい技術への転換が急速に進んでい

新に注目しなければならない。

高い投資率であり、それを支えた高い

債日銀引受けなど）が有力な役割を果

足をカバーする日銀の信用創造（復金

高度成長の初期段階では資本蓄積不

研究費も同じ時期に二倍へとなるなど

二十年間に五倍、研究者一人当たりの

いう速度で増加される一方、研究者は

拡充であった。研究費は五年で倍増と

こうした事態への対応は研究開発の

滅するところとなった。

の日本製品への評価は急速に後退し消

なものとなり、「安かろう、悪かろう」

高付加価値化への足どりは次第に確実

業品から重化学工業品へ高加工度化、

貯蓄率である。

たしたとはいえ、高度成長がひとたび

５１

つぎに資本、技術面の経済発展への
寄与についてと同じく、経済発展を支

えた労働力など人材育成についてみて
おく必要がある。国民所得の向上を条
件とした国民生活の改善で、教育指向

は推進された。加えて、学歴重視の賃
金制度面からの刺激もあり、進学率の
上昇にはみるべきものがあった。義務

僅か二五年で主要国の三分の一乃至四

と三割の増加、純粋の技術者のみでは、

代の四九○万から八五年の六三八万へ

専門的技術的職業従事者の数は七○年

家の地盤を強固ならしめたのである。

に応えるところとなり高度産業技術国

した教育水準の上昇は、産業界の要望

倍化のレベルアップを到成した。こう

同じ期間一○％から三九％へと実に四

入って実現された。また大学進学率は

へと、高校教育の一般化は七○年代に

年の五一一％から、一一十年後には九三％

が一○ポイント低下するスピードは欧

なった。一次産業の就業者のウエイト

年間に半減の速度で七五年には六％と

の三六％からほぼ一貫して低下し、十

みると農業など一次産業は一九四六年

展開であった。国民純生産のシェアで

農化、脱工業化、サービス経済化の急

ことにしよう。それは簡潔にいえば脱

うな展開をしてきたかについてふれる

的側面、構造問題で日本経済がどのよ

ないことはいうまでもない。つぎに質

経済発展は単なる量的拡大に止まら

第三次産業は所得上昇による消費内

たのが八五年である。

のウエイトが五○％をこえる事態に移っ

た。また、ＧＮＰに占める第三次産業

にはあまり多くの年月を必要としなかっ

力増加の中心が第三次産業に移行する

需要を相対的に減少させ、非農業労働

その製造業が合理化によって労働力

なったのである。

変化ひいては産業構造変化の原動力と

需要の増大というプル要因が就業構造

ういわばプッシュ要因、非農業労働力

者に代表される過剰労働力の排出とい

いる。

分の一の短さであった。

第二次産業への重点移行が早かった

のは比較生産性優位という経済的要因

からの当然の帰結であった。時期によ

る変化は免れなかったが一次対二次の

生産性格差は一一～三倍と大きかった。

同じ期間ほぼ倍増という著しいものが

米諸国では三十年前後であるのにわが

容の財からサービスへのシフトを反映

へＩＩＪ二

零細性農業は大規模化指向の製造等に

あった。マクロ経済成長への寄与とし

国は僅か一○年であった。第一次産業

した基本的要因の結果としての肥大で

及ぶべきもなかった。農業の家族就業

てみると資本の質に比べれば下回ると

のウエイトが五○％を割る農・非農転

あったが、供給サイドからの誘因とし

教育後の状況として高校進学率は五五

はいえ労働の質の寄与は○・五％となっ

換から一○％を切る脱農化時点までが

経済構造
変化

ており、欧米主要国の水準を上回って

（２）
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ても加速された。対個人サービスに止
まらない対事業所サービスの発生であ

る。その中心は情報化で、その担い手

としての広告業、行使手法としてのリー
ス産業などの登場である。対事業所サー

ビスの増大は商品の高付加価値化に伴

発揮しないところへアメリカの株式

大暴落（ブラックマンデー）が起き、

わが国は引きしめ策に転換せず、マネー

サプライの増加、株価、地価上昇のい

わゆるバブルへと発展していったので

ある。遅れて八九年に日銀が金融引き

化は、貿易面での地位拡大を展開した

貿易自由化に端を発した経済の国際

いうべきものとなっていったのである。

ビスなどとともに消費内容の高度化と

面からみればレジャーなど対個人サー

品のサービス付加の傾向は国民生活の

比較的短期に克服して、経済発展の路

も経験した。しかし、これらの不況も

不況、石油危機時のマイナス成長など

債の発行を余儀なくされた昭和四十年

も順風満帆とはいえなかった。赤字国

展を維持してきたが、その間、必ずし

日本経済は半世紀をこえる間経済発

和政策などを背景に不良債権処理の先

とられたが、九○年代を通ずる金融緩

どでの公的資金の注入など政策対応も

たのである。銀行、証券会社の破綻な

が対応が遅れ状況の悪化は加速していっ

題に波及するのは時間の問題であった

バブル期の不動産融資が不良債権問

しめ策に転じ九○年、円、債券、株の

わが国にとって影響は大きかった。市

線は大きく踏み外されることにならな

うものであり製造業のサービス化、商

場の拡大に対応すべき役割を補足した

かったといえる。

ることはしないことにしよう。

とになるわけだが、ここでは深く立入

らは価値観の変化へと波及していくこ

うした経済構造の変化は社会的な面か

経済構造の変化となったのである。こ

ら四次産業へとまで呼称されるような

化させていったのである。三次産業か

間移動と相俟って経済体質を急速に変

代後半の急激な円高による不況への対

るが、その現実を要約すれば、八○年

構造問題、国際的要因が指摘されてい

る。平成バブルの発生は、政策の失敗、

崩壊による長期不況、経済の停滞であ

たのである。それは平成バブルとその

局面の転換とでも云うべき時期が訪れ

しかしながら状況の変化は厳しく、

降○・五％前後となる一方、九五年に

率は九二年以降一を下回り、九九年以

反映した求人需要の減少で有効求人倍

企業のリストラによる人員整理など

態となった。

二○○○年代に一・一％と経済停滞状

九○年代前半二・｜％、後半一・三％

止まっていない。マクロ経済成長率は

である。二一世紀に入っても深刻化は

送り、不況の長期化が現実となったの

トリップル安となった。

のが産業の情報化であり、資本の国際

経済の停滞
局面入り

応として行われた金融緩和が有効性を
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（S）

失速するところとなったのである．三

てきた日本経済はここに至って完全に

長期にわたって着実な発展をつづけ

○％を超えた。

一年には三四○万と増加、失業率も五・

もえられているが、不安材料としては

経済政策は基本的にはＧ７などの支持

先行き不安などもみられる。わが国の

シップを発揮してきたアメリカ経済の

がみられるが、これまで強力なリーダー

大などによる国際経済情勢の流動加速

えよう。

れるのは正に今日をおいてはないとい

から目標とされたわが国の真価が問わ

なろう。経済の発展期に後発の途上国

ためには国内の体制づくりが大前提と

を占めつづけることができるか、その

が国際的信用を維持しつつ指導的地位

十年代の昭和恐慌の再来となるか否か

テロ問題など国際政治情勢の不安定化

アン、中国など東南アジアのシェア拡

は今後の政策課題への取組み如何とな

要因を抱えていることも見逃せないと

二○○万をこえた完全失業者は二○○

るわけだが不良債権処理に象徴される

ころである。

国連に結集した先進国、発展途上国

構造改革と不況打開のバランスのとれ
た政策対応が有効性を発揮するには、

要請が、的確に取組まれる条件が傷ん

ている企業という民間分野の再生への

銀行、コスト面で国際競争力の低下し

してみると金融の機能を果たしえない

日本経済をめぐる内外の条件を整理

大債権国、最大援助国の地盤が揺らぎ

能力条件をもっているにも拘らず、最

公害防除技術などで世界に貢献しうる

る。わが国は、経済発展期に蓄積した

社会保障制度維持などの緊急課題もあ

進国、途上国を問わず、人口変動下の

による協力体制は、地球規模環境の維

でいることである。こうした状況は、

かねない状況がみられること、内には

政治、行政、民間企業など制度面を含

国際経済の構造が大きく変っている環

国際的にも最速の人口高齢化、少子化

持など長期課題を抱えている一方、先

境に、日本が対応の遅れをとっている

への対応という重い課題を抱えている

めた経済の弱体化が懸念されている。

ことが指摘できるであろう。

経済停滞という厳しい条件の下で、

ことは見逃せないところである。

ローバル化市場経済指向の潮流にあり、

深刻化する内外の問題を抱えるわが国

世界経済は米ソ冷戦構造解消後のグ

経済構造の多極化、ＥＵの統合、アセ

5４

】｜｜西

藁早農エ,

「人ロ・計画出産法」の宣伝・広報
北京市郊外昌平区にて2002年８月１６日現在
街中に大横断幕が10本以上はられていた。

①

’’○○○年人ロセンサス

ー｜・八％’’一一九一万人
の漏れＩ

中国は二○○○年十一月一日、第五

回人口センサスを実施、その結果本土

大陸人口は一二億六五八三万人、これ

に香港六七八万人、マカオ四四万人、

台湾・金門・馬祖の二二二八万人を加

えると、二一億九五一一一一一一万人と発表。

世界人ｕ六一億余の中の一三億を占め

るあいかわらずの人口超大国である。

概要結果の発表後、次なる公表が予

定より十ヵ月も遅れて二○○二年九月

にようやく出版され、最近入手できた

､

居住地との隔離、一・二億人もの流動

めであるが、漏れの主因は、戸籍地と

ふりをめぐり国家統計局内が揺れたた

たことによる。その属性、地区別割り

約二二九一万人もの調査漏れが判明し

ところであるが、この遅れは一・八

％

人口を充分に調査把握できなかったこ

とである。
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①

としてはつかわずｌ残念鞍がら前回

は、一度は公表されつつもその後は市

人を含めた一六七四万人という人口数

例えば上海市では漏れの分配、三三万

た地方からすれば容認できがたくｌ

安徽一○・二％、湖南一○・三％、江

める。流出の多い省は四川の一六・四％・

口は四二四二万人、全体の三五％を占

区（省・市・自治区）間を移動する人

一億二○○○万人を超え、内一級行政

拡大した。今回二○○○年センサスで

人口は一三二一・六三万人、流動人口

サス結果で一六四○・七七万人、戸籍

上海市常住人口は、二○○○年セン

済の発展により流動人口の規模は一層

センサスよりも質の悪い結果となって

西八・七％、河南七・二％、湖北六・

は三八七万人に達した。九○年より三

この漏れ率は、調査を実際に担当し

②

しまった。前年末の戸籍人口等から漏

六％これら六省のみで省間移動人口の

○六・五万人が増大、上海市としては

上海市流動人ロと
青色戸籍の廃止

れを上積みしたものの、基準値が不鮮

五九・三％に達する。

一○六万人、九三年二五一万人、九七

二○○五年になんとか一六五○万人に

全国流動人口の内、都市部からの流

年二三七万人、そして一一○○○年三八

他方流入地域は、広東三五・五％、

少数民族人口は一億六四三万人で全人

出が二七％、農村部からの流出が七三％

七万人へととどめを知らない。北京市

とどめたいという目標計画をたててい

口の八・四％を占めることが判明。教

を、また都市部への流入が七四・四％、

の二七○万人に比し、経済発展の著し

漸江八・七％、上海七・四％、江蘇六・

育程度別の非識字（文盲・半文盲）率

農村部への流入が二五・六％に達する。

い上海市の側面である。

る（二○○二年七月一日世界人口デー

は人民共和国成立時の三・二億人が激

つまり一・二億人の流動人口の内、農

○％、北京五・八％、福建五・一％、

減しつつも、なお八五○七万人、十五

村部からの流出が七三％、都市部への

訳は以下の通り。

の時に決定）。が、流動人口は八八年の

歳以上人口の六・七％を占めること。

流入が七四％という農村から都市への

⑪男子五七・六％、女子四二・四％で

以上六省市で六八・五％を占める。

六十五歳以上高齢者率は七・○％で国

移動方向が鮮明である。

は上海市一一・五％から青海省四・三％

男子産齢人口が多い。

辺境新建区五八・四％、郊県八・○％

②居住分布は市中心区に三三・六％、

さて、中国改革開放の加速、市場経

と地域格差が大である。

この上海市流動人口三八七万人の内

連のいう高齢化社会に入り、地区別に

一一六・二％から三六・一％へと急増。

都市（市鎮）人口割合は、九○年の

摘する人口学者もいる。

もっと少ない可能性もあると筆者に指

明で、上積みを繰り返し、実質人口は

②
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アに多い。

で、市区と郊外農村の交わる中間エリ
産状況は、未出産が

、流動外来人口の出

次第に増大してきている。

いに異なる者による〃両地婚姻〃数が

⑧配偶者がいる者が多く、出身地が互

万人、第三子以上○・

人、第二子○・七五

第一子一○・七五万

一二○・八三万人、
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３親族を訪ねて
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４婚姻による

さて、今年に入り上海戸籍管理をめ

構造化していることはいうまでもない。

は表１でみるように次第に長期化し、

三％。これら農民の大都市への出稼ぎ

れられたり、親族、婿入り等は計二○・

が経済活動の出稼ぎであり、家族につ

⑨流動要因は、その大半の七三・四％

出所：2000年ｌ１ｊ１１ｐ人ロセンサス結果

r1
L」

２家族に従って

(3)出身地

流動理由

387 11(100.0）

16409(424）

223 ０２(57.6）

れる四川からは七・三船と続く。

１経済活動

籍が一三・六％、戸籍待ち一・一％（四・

ロ管理』亜紀書房1992年、ア中国人

計

であるが、漏れのあ

『中国の人口問題』東京大学出版会

ｎ〉（己ｎＪ、）

31～4年

一三万人）。

1989年、『ドキュメント中国の人

３９９２
２８６２

２半年～１年
会学

ることはいうまでも

く主な著書〉

（ａⅦ４ｐＣ州４

１半年以下
専門人口社会学、地域社会学、環境社

⑤居住状況でみれば部屋を借りている

システム学科教授
９９年４月より現職

計
女
男
年、『東京湾の環境問題史』有斐閣
2000年

日上海への流入人口

同地域構造研究室長を経て、９７年
４月より東京農工大学農学部地域

〃人（％）

(1)‘性別居住期間
社会学的研究と御茶の水書房１９９９

土棚二○・○％、親友の家五・○％、

ｐ超大国のゆくえj岩波新譜１９９４

の出身地は、安徽で

また〃川軍〃といわ

く職歴>厚生省人口問題研究所入所

４５年以｣二

ぐる特記すべき改革は、一九九四年か
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表１上海市流動人ロ
年、『現代中国の人口問題と社会変
動』新曜社1996年、ｒ学校統廃合の

なかろう。

同博士課程中退

のが六三・九％で最多、ついで宿舎・

程終了

旅館・招待所一・四％、医院○・二％。

業

三二・二％、ついで

東京大学大学院教育社会学修土課

⑥教育程度別には、非識字五・三％、

際環境農学教授

江蘇二四・○％、漸

く学歴>東京女子大学文理学部社会学科卒

小学卒二四・六％、初中卒五五・二％、

社会学博士
く現職>東京農工大学大学院農学研究科国

江九・九％が多い。

●若林敬子(わかばやしけいこ）

高中卒一一・一一％、大学以上卒が三・
七％という分布。

1944年千葉県生まれ

で試行が進む社会保障制度改革は、省

学期制『教師の給料は月六○○元前後、

出稼ぎ労働者の児童は、たとえ広州市

ら実施されてきた青色（藍印）戸籍が

市間で異なるがために労働力の流動性

〃賛助費〃という名目で多額が請求され

六月十五日に廃止され、「居住証制度」

次に記す流動人口子弟の教育問題も

る。二週間後この興業小学校は正式に

の学校に入学するチャンスがあっても

青色戸籍を取得できるのは、もとも

次第にその人数が拡大し、戸籍改革の

解散を命じられ、もともと通う学校の

を抑止しているとの指摘もある。

と上海で住宅を購入するという基準が

難題は、ますますもって避けて通れな

ない児童達にもとの学校、もしくは戸

に変わったことである。

主であったが、次第に統一入試受験な

い大課題となっている。

のある児童七○元と差をつけて徴収、

年当時一学期一○○元の学費を、戸籍

籍児童の多い深川市の場合には、九五

だとする決定がくだされた。なお無戸

籍のあるほかの省の学校に通学すべき

どにも波及。つまり不動産購入八八％、
｜雇用二％、投資一○％と投資傾斜であっ

たのを、知識・高レベル人材吸収へと

『民工子弟学校』－流動

③

間移動と自由化、人材競争を高める。

転換した。人口流動を促進させ、地域
人口流動化は社会発展を促進させると

費用負担に差をつけて無戸籍児童を公

三年、五年の四種の有効期限を有する。

就業、創業する者、③六ヵ月、一年、

人材、②戸籍や国籍を変えずに上海で

大学卒以上か特殊才能をもつ国内外の

を享受させるという。具体的には、⑪

証“を与え、市民待遇のサービス情報

からの人材に対し、市は〃上海市居住

こうした〃外地人”国内人材や海外

二人の出稼ぎ労働者らの児童が入学を

認可していなかったためである。三二

事件が発生。区教育部門が開校申請を

たところ、〃違法〃だとして逮捕される

珠区興楽小学校は正式開校予定であっ

一九九六年三月四日、広州市郊外の海

いという空白が社会問題化している。

動人口の子弟が義務教育を受けられな

戸籍のある地を離れ大都市で働く流

じている上海市では、他地区よりも柔

学校施設だと社会資本整備に余裕が生

か。

一人っ子政策により児童数が急減、

がりを示しているが、上海市ではどう

等原則からしても少なからぬ問題の広

の思わぬ空白が生じ、教育をうける平

願としている中国にあって、大都市で

認している。

優秀な人材がますます上海に集めら

申し込み、校旗を掲揚しようとしてい

つある。（学費は各学校により不統一）

このように義務教育の徹底普及を悲

れ地域格差が人材分布上からもさらに

軟に対応、原則拒否が若干修正されつ
学費は一学期六八○元（中国は年二

た矢先のことであった。

懸念に加えて、今日のように省市単位

拡大する構造と化している。こうした

いう見解に基づこう。

人ロ子弟の義務教育問題Ｉ

⑧
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九三年から上海市人口は絶対減。マ
イナス成長に転じている上海では、幼
稚園を敬老院に施設改造する例もあり、

収容力に余裕があれば無戸籍子弟の入
学を許可する方向に向かっているよう

だ。ふるさと農村から教師を私的によ
びよせ、ポロ教室を借り、自主的に子

弟教育することは、その規模の拡大も
加わり、無視できない社会問題と化し
ている。

この流動人口子弟はどの位かと二○
○○年センサス結果で、上海市の外来

流動人口の十四歳以下は四四・一○万
人、五～九歳は一四・九一万人（内五

年以上居住は四・八○万人）、十～十四
歳は九・三二万人（同三・○｜｜万人）、
つまり五～十四歳の学齢人口は単純に

統計局『上海市第五次人口審充数据手
冊』二○○一年八月七七頁では二四

万人。また、神戸大学発達科学部創立
一○周年記念日中シンポジウム（テー
マ二一世紀の社会変化と学校改離に
関する日中比鮫研究二○○二年一○

ての従属移動による。

北京市に「民工子弟学校」が最初に

開設されたのは一九九三年のことであ

り、二○○○年時に約二百校がある。

い非公式の学校で、掘建て小屋、民家

みな市政府の正式運営許可が得られな

を借用、廃業した工場や倉庫の改築な

月七日）にて、若林の「少子化をめぐ

る日中比較研究」の中での発表に対し、

師〃が多く、平均月給五○○元はふる

も不整備。外地からの教師は〃民弁教

ない。カリキュラム専門の教師や設備

と椅子、整備された運動場や医療室も

ど危険で狭い校舎、採光も悪く古い机

鄭金州教授のコメントにての数字が四
○万人。

民工子弟学校については九八年二月、

上海市教育委員会「上海市における外

地戸籍学齢期児童の就学問題解決状況
に関する総括報告書」がある。九八年

さと外地にいた時よりはよいものの、

三月には、これまで身分証明響、櫛住
必要だったのが「外地戸籍児童就学暫

北京市公立小学校の一五○○元程より

証、計画出産証など「八証」の提示が
時措置法」の公布により「流入地暫住

低額で負担も多いため、兼職や転出率

証」のみでよいと簡素化された．上海
市九六年六○○万人の流動人口に六～

が高くなる。

一六・一％、二人兄弟が五四・八％、

査によると（注２）一人っ子はわずか

民工子弟校について単隷の北京市調

一四歳の学齢期児童数二○万人といわ

れたが，二○○二年四○万人という。
二○○一年にさらに柔恢な変更がみら

ついで北京市ではどうか。九七年十

三人は二三・六％、四人は四・一％と

れたともきく。

一月一日調査の流動人口は二八五・九

さすがに多い。

は一一四・二三万人（内五年以上居住は

万人、北京市戸籍以外は二二九・九万

七・八二万人）となる。
による出稼ぎ子弟は四○万人（注１）

人、全市総合の一一一・二％、内○～十

これに比し、上海市教育委員会発表
ということからしても人口センサスに

五歳人口は一六万二○三○人で七・一％、

子弟学校五校での調査結果を引用。

ここでの、二○○一年一一一月の北京民工

大学院修士論文二○○二年九月提出。

増加と戸籍制度の改革」東京農工大学

注２単誌「中国における流動人口の

おいていかに流動人口調査の漏れがあ

六～十五歳の学齢人口は六万六三九二

人で二・九％。出稼ぎの親につれられ

るかが明らかである。
注１上海市人口審査弁公室・上海市
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市最低生活保障ラインは一人当たり月

居民最低生活保証条例」に基づく北京

みに二○○○年七月から実施の「城市

○元もして、通学は困難である。（ちな

れる公立学校の学費のみで毎学期六○

六三・四％と低額で、民工子弟を受入

としてオーソライズされたのであり、

度としての成熟をみたために、今回法

子政策がここまでやってきてやっと制

いって、実際には七九年以来の一人っ

としていたようである。が、結論から

一部報道は「一人っ子が緩和された」

要がある。今回の法令に関し、日本の

詳細は従前通り地方にまかせて、中国

枠が今回の法として表舞台にだされ、

いう経過である。

状にあわせて詳細が修正されてきたと

を規定、しかも何度となく各地区の実

し、全省・市・自治区で計画出産条例

く公布せず、地方法規を実施する」と

れ、九○年末に「全国的な法はしばら

二八○元にひかれた）

決して一人っ子政策本来の内容が大幅

にとっての悲願を達成。その意味で一

子政策」との意味づけを記しておく必

一九九八年三月教育部は「外地戸籍

に変更されたり緩和されたわけではな

人っ子政策は法による新たな局面に入っ

出稼ぎ家庭の収入は一○○元以下が

児童・生徒就学暫時措置条例」（流動児

い。

’’三年を経てようやく全国共通の大

童少年就学暫行弁法）を公布、改善の

問題も平行させなければならず、その

検討が進められつつも元来の戸籍改革

画出産の義務、⑧婿入りの奨励、凶離

的な関わりをもつ⑪晩婚・晩産、②計

従って婚姻法は、人口抑制政策に直接

立した法令としての制定は見送られた。

一致せず、機が熟していないとして独

て準備されたが、まだ多方面の意見も

九八○年に制定された婚姻法と合わせ

当初、「計画出産法Ⅱ人口法」は、一

二条）、「国は現行の出産政策を安定さ

出産を実行することは国の基本国策」（第

境の調和とれた発展」（第一条）、「計画

らなる。「人口、経済、社会、資源、環

ビス、法律責任、付則の七章四七条か

奨励と社会保障、計画出産の技術サー

人口発展計画の策定と実施、出産調査、

今回制定された新法の内容は、総則、

たのであり、政策の継続維持である。

根本的解消は容易ではない。

婚の容認、⑤優生（障害をもたない子

せ、公民の晩婚、晩産を奨励し、｜組

された。この今回施行の法をめぐり、

採択され、先の九月一日から施行開始

十九日第九期全人代第二十五回会議で

配慮するのは非常にむつかしい」とさ

二つの法規で異なる地区の実際状況を

年以降幾度となく継続審議されながら

そして国としての法づくりは、七九

通りである。

提唱する」（第一八条）と、どれも従来

の夫婦が一人の子供を出産することを

これまで地域による格差が激しく、
その正確な解釈とこれまでの「一人つ

「人口・計画出産法」が昨暮十二月二

ｌ｜人っ子政策の継続Ｉ

『人口・計画出産法」の意義

④

をもつ）など五つの柱を含んでいた。

④
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中国各歳別人ピラミッド（2000年）
ｊ｝

嘘、

など福利厚生の優遇策、第二子を出産

励額（毎月給与とともに支払われる）

一律の法制化が難しかった一人っ子奨

一条）と全国統一化した。

扶養費を納めなければならない」第四

供を出産した公民は、法に基づき社会

は、「社会扶養費」「これに符合せず子

した、とみてよいだろう。

大公約数的大枠の新法がすんなり成立

務大臣としている今こそ好機として最

ている。一方で「超過出産罰金」など

詳細は各地方に権限を任せたままとし

をした場合に支払うべき罰金額などの

底したことからも「一

布し、その徴収を徹

弁法」を合わせて公

くまで名称の変更にすぎず、「徴収管理
にすぎず、「徴収管理

を与える名称に変更したが、これはあ

う従来の「罰金」よりも柔らかい印象

経済的な制裁を「社会扶養費」とい

産活動強化の方針を再確認した。（注３）

要な綱領として通知し、人口・計画出

を安定させることに関する決定」を重

と計画出産活動を強化し、低出生水準

国共産党中央委員会と国務院は、「人口

れる。それは二○○○年三月には、中

ていないことの根拠がもう一つあげら

国政府が従来の政策の方向転換を図っ

また、今回の法律制定によって、中

する際に満たすべき条件に反して出産

計画外出産に対する経済的制裁の呼称

人っ子政策」が緩和

４０

oLO9D1boG
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3０
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と選四些二轡一一一一一
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この法制化により、

の正常化剛出産適齢者への生殖保健

しい婚育観念と生育文化の生成⑥計

サービスと避妊への選択・普及⑤新

画川産保健体系と機構の確立があげら

難事業にとりくみや

「高出生、低死亡、高増加」型から、「低

国家計画出産委員会は、人口再生産の

者らにとっては、法

すくなったという。

出生、低死亡、低増加」型への歴史的

工作が継続決定されている。

かつての担当大臣の

転換をとげ、世界の出生水準の低い国

れており、宣伝教育による避妊の日常

彰楓雲をはじめ、王

の仲間入りを果たしたとする。

に基づく仕事として

われる計画出産専従

全国約四○万人とい

②人口資質の向上③出生児の男女比

○一○年末人口を一四億以内に抑制

注３中共中央国務院による今後一○

。’．．、４．今【
・匁軍‐０。

砂泌；

たことがうかがえる。

の方向ではなく、制

6０
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年間の人口計画川産活動目標も山二

2０

度として一層成熟し

９０

△

；ご尖ぐむ〃

０

出所：2000年人ロセンサス結果より作成

これは通知より十年、つまり二○’
○年まで低水準の出生を維持すること
を明らかにしたともいえる重要決定で
ある（近年の合計特殊出生率は全中国
一・八で置換え水準の二・｜を下回っ
ている）。これを一農づけるように「もし
一人っ子政策が変わるとすれば、二○
’○年より後のこと」と、中国人口情

報研究センターの干学軍主任は、今夏
八月二二日、筆者に述べ、日本の一部
マスコミによる〃誤報〃を訂正した。

権益および自身の合法的権益を守る方

途を明確に定めている。そして〃人間

う一方に一人しか子供がいない

常な労働力が期待できず、医学的に第

側第一子が身障者で、成長しても正

二子を出産できる。

本位〃を強調し、計画出産活動におけ
る職権の乱用、違法な行政を禁止し、

⑤二等Ｂ級以上の軍人身障者と五級

強制的に命令し、大衆の合法的権益を

侵すことを許さないとしている。」また

以上の身障者（公務により身障者になっ

「生殖保健樅、避妊のインフォームド・
チヨイス権、健康と安全保障権、社会

た者）。

かった。今回の法律制定で長い間主に

はこれまで具体的法律で規制してこな

の張維慶が「憲法に原則規定がある外

ろによると、国家計画出産委員会主任

た安徽省をみると、第二子を望むもの

整していくことになる。いちはやく行っ

の各省・市・自治区計画出産条例を調

各地方は新法にあわせて、これまで

貴方の損害賠償請求権を規定した。

もう一方に二人いたが、二人とも亡く

さらに再婚夫婦で一方に子供がなく、

出て）女子が農村に住み子供が女の子。

川山間部に居住し（男子が出稼ぎに

のいない農村夫婦（女子姉妹の一人だ

⑧男子側が婿入りし、女子側に兄弟

、農村夫婦で一方が一人っ子。

坑内で働く者で子供が女の子。

⑥連続五年以上坑内で働き、今後も

福祉権、教育を受ける権利などの保護

はすべて新法の中で十分に体現されて
また婚姻法が○一年四月二十八日に

いる」とその特色がみれる。
改正され、「璽婚および配偶者以外との
同棲を禁止、家庭内暴力または家族員

に対する虐待もしくは、遺棄が原因で

政策と地方法規に頼って人口・計画出

が満たすべき条件については以下の通

なった場合は、第三子を出産できる。

新華社通信が九月一日に報じたとこ

産活動を繰り広げてきた歴史が終るの

りであり、とりたてて新しい内容では

国策としての計画出産が一一三年かかっ

②結婚後子供をもうけず夫婦共満三

「⑪夫婦が共に一人っ子。

中国本土に定住している場合、すでに

カオ、台湾地域の住民で、子供一人が

省に定住して六年に満たない香港、マ

夫婦が共に帰国華僑、あるいは安徽

⑨農村夫婦で子供が女の子。

けに適用）。

であり、中国のような人口大国にとっ

ない。

離婚に至った場合の有賀方に対する無

てその意義はとりわけ大きい」と発言。

て法制化された新段階の意義深さを強

○歳を超え、法に基づいて養子を一人
調した。（注４）

る」。（新華社八月十六日）

何人の子供がいても次の子を出産でき

⑧再婚夫婦で一方は子供がなく、も

引き取っている。

注４「公民の計画出産の義務を定める
だけでなく、公民が享受すべき合法的
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一人っ子同士の結婚では第二子出産
が可能であるという規定は新法以前も

ほぼ全中国で共通していた。それまで
夫婦二人とも一人っ子であるという条

件に該当する夫婦が少なかったのだが、
政策開始から一一十三年を経過する今日、
一人っ子同士の結婚はとりわけ都市部

外国留学者が明記されたことはこれま
でない。

唯一の変更としては、来年市政府で

決定される「上海市計画出産条例」で

は、「第二子出産を許された者で出産間

隔を四年あけなければならない」とい

う規定は、抑制、育児にも意味がない

とされ、撤廃される予定だという。（上

海市人口と計画出産委員会副主任孫

これまで該当。再婚をめぐる多様なケー

出産が可能」はより多くの地方条例が

女にかかわりなくの省もあり）第二子

農村部で「第一子が女の子の場合（男

いる。

は実際には少ないだろうともいわれて

生活環境などから第二子を望むケース

望むかどうかは別の問題である。その

で結婚した際に、実際に第二子出産を

市部の一人っ子の若者が一人っ子同士

あり、今日の変更ではない。ただし都

が定まった八四年頃になされたことで

これを政策の緩和というのなら、これ

制緩和した際の他地方への影響を考慮

という調査結果もあり、かつ上海が規

約五二％の若夫婦は第二子出産を望む

はされてきた。しかし抑制を緩めると

否かは、かねてから専門家の間で論議

海市でも一人っ子政策を継続すべきか

なみに二○○一年東京都は一・○）。上

合計特殊出生率は○・八まで低下。（ち

味されると合計一六四○万人とされ、

一三一千二万人、その他様々な条件が加

ンサスで三八七・一一万人、戸籍人口

どうか。流動人口は二○○○年人口セ

上人口の絶対減に入っている上海市は

ところで一九九三年以降、戸籍統計

５）

方法は各地方にまかせられている。（注

決めるとする、具体的徴収基準と納入

する出産の情状を考慮して徴収金額を

際の所得、および法律・法の規定に反

基準について地元の、かつ当事者の実

の弁法は計一五条からなり、その徴収

公布、同九月一日から施行された。こ

の付帯法規として二○○二年八月二日

収管理弁法」が「人口・計画出産法」

常敏の八月二五六筆者への説明）

スは従来各地方でバラバラであったが、

すると、やはり人口爆発への懸念から

社会扶養費はいったん
国庫に上納

今後は広く明記されていくだろう。帰

か、緩和への方向転換はここでもみら

では一般化してくることが予想される。

国華僑も同様。とりたてて新しい内容

れない。

を聞くと二例あり、その一例は．前年

一年にどの位の計画外出産があったか

である。上海市内の四平街道で二○○

入の一一一倍、第三子が、四～六倍と多額

罰金）は．第二子が前年夫婦双方の収

条例」による社会扶養費（超過Ⅲ産賀、

注５九○年三月の「上海市計画出産

罰金の徴収法である「社会扶養費徴

ではないが、社会扶養費の対象として
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⑤

二○○○年年収一・五万元の三倍、か

つ夫婦双方数に計九・一一万元が三回分

割で支払われた。二例は三五歳（相手
に妻子あり）婦人病をもつ未婚者の出

産で無職，罰金額は同情の余地ありと
して二○○元であった。計画内許可を

うけての第二子出産は、四平街道でみ

一一一四件中の一八、○○年二四件中一一一一、

ると、九八年二六件中の一六、九九年

○一年二四件中の一四、計一○八件中

スであった。（筆者の○二年九月の現地

の六一（五六・五％）が再婚によるケー
調査による。）
また上海全市での計画外第二子出麗
二○○○年三○四件、計画外第三子出

は、九八年に一七八件、九九年二二件、
産は九八年八件、九九年一三件、二○
○○年九件であった。肴上海市計画出

もできる。

いかなる団

体または個
人も計画出

産と関連す
る費用徴収

項目を勝手
に増やして

はならず、

社会扶養費
徴収基準を
引き上げて
はならない、

社会扶養

とする。

費とその滞

産年鑑』による）〃避風港〃といわれる
上海市で、社会扶養費は、戸籍地でと

統一上納さ

べて国庫に

納金は、す

りたてることになっている故に、（二○

○○年から国家計画出産委員会は全国

明」を作っているが）流動人口の出産

統一してグリーンの「流動人口婚育証
管理漏れは、かなり多いとみなければ

面で徴収の決定をする。郷（鎮）人民

県レベル人民政府の計画出産官庁が書

この社会扶養費徴収にあたっては、

の財務予算

従って地方

の規定に

の財政官庁

れ、国務院

政府や街道弁事処（居住区事務所）に

に組み入れ

、なら愉ないだろう。

書類による徴収の決定を委託すること

IＩ

Ｉ

ＩＭＩ１%

饗

映画館に2000人余を集め、歌手をよび計画出産の賞を与える。 テレビ局・電話相談な どの広報活動も展開

６４

中国一人っ子政策継続の新局面

領、山分けした者には、相応の処罰を

る。社会扶養費を留め置き、流用、横

産は、社会の公共資産の侵奪であり超

いともある。これは「条件に反する出

業別人口、教育水準、年齢構造など実

ではなく、資質（優生）、移動分布、産

また世界最大の人口を有する中国の

に多面的である。「数」の上での人口問

しかしながら、新法は人口抑制の面

問題が、世界の課題である地球環境の

過出産者は社会に対して経済的補償を

だけを徹底して厳密化したわけではな

動向に与える影響ははかりしれない。

する、と厳しい。名称の変更は「出産

い。「女児を出産した女性や子供を生め

中国一国の問題としても、本格的な高

題だけでなく、都市・農村の二元論的、

徴収する場合は以下の六ケースであ

ない女性に対する差別、虐待を禁ずる。

齢化が始まる前に、人口を抑制しつつ、

行うべきである」という当局の理念か

り、「人口・計画出産法」第一八条に基

また女児の差別、虐待、遺棄を禁ずる」

さらなる経済の発展を遂げ、少しでも

権の尊重を強調しており、背後には管

づき地方法規を考慮して定められた。

（第二二条）、「超音波技術やその他の技

豊かになった後、他の先進諸国と同様

身分制的戸祷改革の問題にも直面して

②法定の婚姻登録をとらずの出産。

術手段を用いた医学的に必要とされな

の高齢化という難題に取り組み、少し

らきている。低出生率で悩む日本の出

③養子縁組行為が法に適合しない。

い胎児性別判定の実施を厳禁ずる。ま

でも柔軟な着実をめざしたいという思

理方式の大変革が存在している」とみ

例再婚が法規定に適合しない。

た医学的に必要とされない性別選択に

惑もある。中国は「一人っ子政策」を

いるのが中国の人口問題の現状である。

⑤外国に留学した中国公民および外

よる人工妊娠中絶を厳禁ずる」（第三五

なお続けざるを得ない。その覚悟を今

産援助とはまさに逆の考え方である。

国人、台湾、香港、マカオ在住者と結

条）など、明文化したことから、抑制

回の新法施行は示している。

られている。

婚した者の出産行為が国の関係規定に

策によって生じた男女比の不均衡など

とされる。特に⑤は新しく注目される

の規定に適合しない出産行為をした者、

⑥その他地方の人口・計画出産法規

法の抜け道をできるかぎり減らし、出

様々な条件をより厳密化したこと自体、

む姿勢でいることがうかがえる．また

の新たな問題に、政府が真剣に取り組

超えた出産。

⑪地方法規に定められた許可範囲を

適合しない。

対象項目である。

産をめぐる環境をより平等にしようと
いう動きまである。
そもそも人口問題とは数だけの問題

6５

計画出産活動における職権の乱用、

違法な行為を禁止し、強制的に命令し
大衆の合法的権益を侵すことを許さな

詞

現地で作られた手編み
の肩掛け。糸は手紡ぎ
のエリ蚕糸

角的剰鯛電
糧問題鰺鱸籟

九九六年夏季号地五十六）、そして、第

よる食糧不足の解消と貧困の解消」二

提言として「米と絹の文化の見直しに

た。第一のものは二十一世紀に向けた

過去に二回ほど論文投稿の機会を頂い

筆者らは『人口と開発』において、

輸入依存度が高まり、外貨事情を悪化

進めれば、自国では供給できないため

主体でもある麦文化の導入を積極的に

の地域が適しており、アメリカ文化の

に属しているが、麦の栽培は冷涼少雨

である。発展途上国の多くは熱帯地域

の麦文化の拡大に警鐘を鳴らしたもの

利点を述べると共に、発展途上地域へ

が漸減する中で日本の方々に米文化の

イトルと多少似ているが、米の消費量

もので、私たち日本人は多くのものを

であり、日本が世界で最も得意とする

日本文化の基盤を支えてきた二大要素

基礎的な分野の記述である。米と絹は

絹については、今回記述する内容の

は根本から瓦解する。

環境への負荷が高まれば、持続可能性

因となり、人口の多い地域でさらなる

の負荷の大きな生活様式を形成する要

ミルクや肉食依存度の高まりは環境へ

国際協力を

二のものは「発展途上国の経済開発は

持ち合わせている。そして、それらは

］圧遅令

霧

させ、経済的テイクオフをより困難な

①日本は得意な分野で

鰯

いかにあるべきか」二九九九年春季号

】ﾉﾆﾆ

物まねではなく、オリジナリティーに

スニーＺ

ものとする。かつ、麦文化に必然的な

食蜜

恥六十七）であった。前者は今回のタ

の

6６

昆虫の多角的利用で貧困・食糧問題の解消を

ともに発展途上地域の方々に、援助の

く、日本が自身で経験してきたことを

箱ものを作るひも付きの援助協力でな

来たといっても決して過言ではない。

かな国への仲間入りを果たすことが出

利用可能である。日本は絹を通して豊

富み、多くの汎用性を持ち、多方面に

する。

ついて少しご紹介することに

いるプロジェクトとの違いに

くの皆さんによって行われて

施してきたプロジェクトと多

て真に恐縮であるが、私が実

げたものである。私的になっ

私の実施してきたプロジェ

ルク革命』ミオシン出版1997年
『ブラジルノルデステの総合農業開
発とアマゾン熱帯雨林破壊に対す

る抜本的対策』1992年日経サイエ

他多数

ンス(２１世紀地球賞受賞）

……

…：

！

クトはすべて私の大学時代の

霞椰笈iＭ（

教え子さんと一緒に進めてき
たことにその特徴がある。プ
ロジェクトの実施は大学にお

ザ
<主な著書）『アマゾンで考えた私の環境

』

筆者のフィリピンプロジェクトを示すポスターと筆者

!j雲蕊

た現地の方の本音を知りうる良い機会

マスコミ等で知らされる内実とは違っ

しばしばあった。しかし、そのことは

かなり激しい言動が行き交ったことも

ともあるが、親御さん等を入れながら

いが見られたときなどは、若かったこ

クトの現場で、意見や考え方に食い違

開)駅Ｗ(i)王賃

手を差し伸べていくべきであるとした

科博士課程(単位修得退学）

ノッィ歴jt)iVl歴)`（

のが、第一の論文の趣旨であった。

②プロジェクトは

ける実習時間の延長のような

段から意思
の疎通は十
分に取れていて、プ
ロジェクトの実施に
関係しない分野では

意見が食い違うこと
はなく、信頼関係は

十分に取れていた。
そのため、プロジェ
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教え子と一緒に

<職歴>産能短期大学教授、

貢献｣東洋経済新報社1993年『シ

ものであったが、彼らも現地

<最終学歴>大阪市立大学大学院エ学研究

第一一のものは筆者がブラジル北東部、

ＮＰＯ2050テクニカル,アドバイ

の経営者であり、意見を明確

ザー

ネパール、タイ北東部で行ってきたプ

<現職>ワールド・ゲリーンクラブ代表

に主張してくる。しかし、普
しかし、普

●吉田昭彦(よしだ．あきひこ）

ロジェクトで経験したことをまとめ上

1943年中国撫11項生まれ医学博士

でもあった。

④意外に元気な

クほどその影響を受けず、人々は平静

を装って生活していた。教え子からの

付き、株取引には厳重に注意をするよ

価格が日本並になっていることに気が

する空港に隣接するホテルのビールの

り、バンコクからの乗り継ぎ用に利用

当時、タイはバブル経済が進行中であ

株の運用もかなりの量になっていた。

立て会社等を多角的に経営していたが、

とである。教え子は特殊自動車の組み

について打ち合わせをしていた時のこ

タイ北東部でのプロジェクトの実施

い農業となっている。北東部は私ども

バやサトウキビに依存した収益性の低

生産性の高い米作は出来ず、キャッサ

かけてのチャオプラヤ川流域のような

ながら、バンコクから古都アュタヤに

地味は悪く、産業の主体は農業であり

た。北東部は面積こそ大きいものの、

「出戻り出稼ぎが」目立つほどでもあっ

けていたものも、バンコクでは食えず、

の北東部からバンコクへ出稼ぎに出か

済は最悪期を迎えていた。貧しいはず

イ金融崩壊後のことであり、タイの経

タイ北東部のプロジェクト実施はタ

にして頂きたい。

か」であった。詳しくはそちらを参考

発途上国の経済開発はいかにあるべき

内容を書き記したのが第二のもので「開

増えていた。ここから得られたことの

金持ち階級だけで、農家は逆に収入は

ことであった。影響を強く受けたのは

ル崩壊の影響を強く受けていないとの

バは好調で、｜般の人々の生活はバブ

め、輸出産業のサトウキビやキャッサ

報告では、タイ・バーツが暴落したた

うに促し、素早い売却を勧めた。彼は

外国人にはエスニックで大変気持ちの

タイ北東部でプロジェクトが開始さ

農村の暮らし

日本のバブル期に留学生として日本に

よいところであるが、タイでは「貧困

れたのであるが、一九九八年五月イン

③タイもバブル経済

滞在していた学生であったので、バブ

地域の北東部」（イサーン）として、お

ドネシアでは長らく続いたスハルト政

直後に、タイでは金融クラッシュが発

株をすぐに売却してしまったが、その

なかったであろうが、彼は持っていた

ことは、タイの経済は金融クラッシュ

プロジェクトを実施しながら得られた

プロジェクトを実施したわけであるが、

キャッサバが多いことに眼をつけて

いである。インドネシアの食糧輸入で

してインドネシアは食糧の輸入国の違

とした食糧の大量輸出国であるのに対

の大きな違いはタイの場合、米を中心

権が崩壊した。タイとインドネシアと

インドネシアは政権崩壊

生した。’九九七年七月のことであっ

の中にありながらも、北東部はバン。

を経験

ル経済の怖さを経営者として実感して

荷物扱いにされている。

⑤タイは安定、そして、

いた。私の忠告を聞き入れたわけでは

た。
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昆虫の多角的利用で貧困・食糧問題の解消を

の輸入量も漸増している。

しく、輸入は恒常的となる。また、米

するインドネシアでは小麦の生産は難

る。前述したように、赤道直下に位置

気がかりなことは小麦輸入の急増であ

を強く受けない。しかし、逆に食糧輸

足に陥ることはなく、通貨下落の影響

ナやキャッサバは豊富にあり、食糧不

が形成された。｜方、農村では、バナ

し、政情不安をさらに助長する悪循環

不安は発生していない。

なく、食糧問題から派生する社会的な

事情が直接食糧問題に波及することは

理は遅々として進んでいないが、外貨

⑥イサーンから経済開発の

食糧輸入国で政情不安が一度発生し

足である。

不安に至らしめる最大の要因は食糧不

部構造である一般大衆の日常の生活を

上部構造を決定する」ではないが、下

は最大の懸案事項である。「下部構造が

となるので、政情不安を取り除くこと

では大きな収入源となっている観光収

バリ島でのテロ事件により、外貨収入

ア経済は停滞が続き、さらにこの度の

めている。一九九七年以降インドネシ

て南米で、再び金融不安がくすぶり始

たが、現在、アルゼンチンを中心とし

クラッシュがインドネシアへと波及し

一九九七年の時はタイを契機に金融

は多くの人身を惑わせ、不安に陥れる

に日本でも見られたように、食糧不足

るものではないが、戦後まもなくの頃

では、食糧不足などはとても実感でき

は発生しなぃものにあふれ返る日本

く、またもの不足にも陥らず、貧しさ

も自給が出来ていれば、買う必要はな

に陥り貧しくなる。しかし、貧しくと

から、買えるものも少なく、もの不足

出国であるならば、自国の通貨下落は

た場合、食糧の確保をさらに困難にす

入の激減が必至の情勢で、政情不安と

ので、食糧不足だけは絶対に発生させ

貧困が進む発展途上国では、貧困解

あり方を学ぶ

る要因がある。それは通貨の下落であ

共に再び金融不安に見舞われる可能性

てはならない。一度輸入国に陥ると、

収入増となって農村地域を潤すことに

る。事実、スハルト政権崩壊前政情不

は決して杷憂ではすまされない。今後

回復は難しく、輸入は恒常的となり、

消のためにも経済的なテイクオフは必

安によりインドネシアルピアは暴落し

の発展途上地域の開発は金融不安を招

経常収支は悪化を余儀なくされ，それ

なる。まさに、タイ北東部の状況はこ

た。その結果、輸入穀物の価格は暴騰

きにくい形で開発を進める必要がある。

は経済的なテイクオフの阻害要因とも

須条件であるが、政情の不安は経済的

した。ジャカルタなどの人口が集中す

その一つの手本はタイにあり、食糧自

なって、貧困からの脱却の道は恒久的

発展途上国では売れるものが少ない

る都市生活としての貧困層は食糧の確

給をしっかり確保することである。タ

に閉ざされる。食糧に問題に対して、

れであった。

保がより一層困難となり、不満は一気

イでは、日本と同様に、不良債権の処

なテイクオフに対する大きな阻害要因

に爆発し、商店への略奪行為等が頻発
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禁句にも近い話で会話など成り立つも

を生活のニッチとして進化してきたも

る昆虫は森の生物であるが、人類も森

素材はないはずである。また、繭を作

つけているが、発展途上国の貧困解消

のではない。また、生糸では、蝿が繭

のであり、相性の良さは保証されてい

トリの餌にするなどと持ちかければ、

には食糧の自給が先決であり、それを

を食い破って羽化した後の繭（出殻繭）

ると言える。

アメリカは発展途上国にＷＴＯを突き

阻害するとは言語道断とも言える話で、

からは生糸を取り出すことは出来ず、

出殼繭の利用は生糸の話からはずされ
る。

⑧理念は進化の

生糸に固執しない理由はもう一つあ

養蚕の意義

⑨新しい形態の

断じて受け入れることは出来ない。

⑦新しい形態の養蚕とは
絹と言うと、日本の一般の方ははま
ず間違いなく生糸・カイコ・クワの一

要があり、つい長い話となってしまう。

そのため、生糸の説明から始める必

固執しないことに特質がある。

に異なり、生糸をとることに最初から

史を持つカイコによる養蚕とは本質的

ちが考えている養蚕は四○○○年の歴

れるのは大変嬉しいのであるが、私た

話の相槌を打って私の話を支援してく

うに「生糸は、カイコは、クワは」と

話を持ち出すと、それは条件反射のよ

方が「新しい形態の養蚕」の基盤をな

繭として利用すべきであると言う考え

することなくすべて無駄なく紡ぎ用の

あり、その特質を優先し、生糸に固執

衣料素材としては生糸の良さより上で

賜物としての「蛸を守る」特質の方が

虫）を今日まで存続させ続けた進化の

質である。陸上動物で最も古い動物（昆

れ続けてきた繭の持つ「蝿を守る」特

それ以上の良さは進化の過程で形成さ

絹の良さには生糸の良さもあるが、

義があると言える。

る。ここに「新しい形態の養蚕」の意

あり、紡ぎ糸用としては使用可能であ

も繭の「蝿を守る」特質には普遍性が

を作り出す絹糸虫は多く存在し、しか

は適応性が低い。しかし、熱帯には繭

域の貧困解消を目的とした産業として

培は熱帯地域には適さず、発展途上地

生き物であるカイコやクワの飼育や栽

ワに制限されるため、本来温帯地域の

る。生糸を目指した養蚕はカイコとク

しかし、この点は非常に重要であり、

している。蝿を私たちの体と見立てれ

賜物を大切に

この話が理解できないと当論稿の主題

ば、「進化の賜物」で体を守るのである

連の流れを連想する。そのため、絹の

である「昆虫の多角的利用」は理解不

から、これほど素晴らしい自然の衣料

さらに、産業としての重要な視点が

⑩聞く耳を持たない方々
能に陥る。養蚕に詳しい方にカイコを
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ある。それは生糸産業の生産性の低さ
からくる価格の高さと、汎用性の狭さ

⑪養蚕からアグロ・インダス

でありながら、極めて生産性の高い産

業に育て上げることが可能となり、そ

まないのは当然である。中には「私た

姿勢ではＯＤＡの使い勝手が有効に進

る。真に遺憾である。このような援助

カイコによる養蚕を推薦・実施してい

も受け入れていただけず、相変わらず

ＣＡや外務省の関係者に何度説明して

は適切ではない。こうしたことはＪＩ

以上に難しく、振興すべき産業として

販売することは、実のところ生産する

打ち勝つことは容易なことではなく、

も、質の良さ・価格の両面で中国産に

発展途上地域で養蚕に成功したとして

は生産制限が実施されている。たとえ、

態に達し、最大の生産国である中国で

要因により、’九九五年以降、飽和状

である。しかし、生糸の市場は上記の

り、価格が安ければ市場の拡大は可能

糸（羊毛）のすべての代替は可能であ

得は短期に済ませることができる。こ

場を専任させることが出来、技術の習

毎日、卵も確保可能となり、各作業現

日、繭を確保することができる一方で、

えられないシステムである。また、毎

ることが可能となる。生糸生産では考

同時に飼育すれば、労働力を平準化す

期を少しずつ遅らせ、卵から成虫まで

中するが、労働力の分散のため産卵時

欲は旺盛で、餌の供給等に労働力が集

生しない。最終脱皮した五令期頃の食

とに目標を定めているので、クズは発

の養蚕」では最初からクズ繭を取るこ

価値は著しく低下するが、「新しい形態

れる。生糸の場合、傷ついた繭の商品

するため、細かい維持・管理が軽減さ

ることが出来る。第一は出殻繭を利用

しないとなると、生産性を著しく高め

ところが、注目すべきは生糸に固執

す同士であり、軋礫解消の術は心得て

が、それはお互い同じ文化の中で暮ら

生じかねないこともしばしば見られた

同じことをした時には国際的な軋礫も

していた。現場で、私がもし、彼らと

ので、現地の慣習のもとで上手に使用

ようである。しかし、彼らは心得たも

はあるが、彼らもかなり苦労していた

さんはこのことをよく知っていたので

ントを専門とする大学であり、教え子

た。私の所属していた大学はマネジメ

業員に徹底させることの難しさであっ

たことは、マネジメントの重要性を従

プロジェクトの実施を通じて実感し

の存在はアグロ・インダストリーに近

ちは技術援助ですので、販売のことは

うした現場が形成されれば、それは農

いた。

トリーへ

考えておりません」と真顔で答えられ

業と言うより、工業の生産現場の考え

である。紡ぎ糸であるならば綿糸・毛

る方も多く見られ、呆れて二の句が告

方が有効となる。その結果、一次産業

現地の方に

⑫マネジメントは

確保される。

いもので、より安定した雇用の機会が

げない限りである。
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｜ＣＯ倍増に

⑬行動する二○五○として⑭四十五日毎に
フィリピンへ

⑮エリ蚕の蝿で

シャモの飼育

ないことであった。私の実力のほどを

は、この度は片腕としての教え子がい

ロジェクトで私としての初めての経験

の九月からであった。フィリピンのプ

養蚕」が開始されたのは、二○○○年

リピンのパラワン島で「新しい形態の

としての私の提言が受け入れられ、フィ

に対して、行動する「ＮＰＯ二○五○」

いて活動をしていた「ＮＰＯ二○五○」

あるため、一年を通して連続飼育が可

四十五日である。その上、熱帯産種で

尾・産卵のライフサイクルは四十一～

栽培にも適している。卵から羽化・交

雨も多く餌とするヒマやキャッサバの

エリ蚕の飼育には最適である。また、

℃であるため、気温の変化が少なく、

四方を囲む海面温度は二十五～二十七

五～三十七℃、最低気温は十八℃位で、

海に面した島である。最高気温は三十

南東から北西に向けて細長く、南シナ

でいないが、バラワンでの事前調査は

なく、エリ蚕の組織だった養蚕は進ん

マネジメントを実施する有能な人材が

転も割合スムーズに進んだ。しかし、

育には心配はなかった。また、技術移

実験は完了していたので、シャモの飼

のことであったが、タイではすべての

ジェクトを開始してから、間もない時

育が盛んであることを知ったのはプロ

なっていた。パラワン島でシャモの飼

モが集まって来るほど、踊は良い餌と

いたが、蝿を持っているだけでも、シャ

タイでは蝿をトリの餌として与えて

試された感じもあるが、出来栄えは現

能で、一度の産卵数は四百～五百個で

すべて済み、目下本格的な取り組みに

パラワン島は北緯一○度に位置し、

在のところ四○点であり、私としては

あるから、歩留まりを半分と考えても、

向けて、アジア開発銀行と一緒に行動

それまで出版・啓発活動に重点をお

厳しい現状と考えている。

オス・メス百のカップルができ、四十

する算段を進めているところである。
うに、出殼繭を利用するため、すべて
を羽化させるので、放っておけば、計
算上では一年間でその数は１億の１億

倍に増加し、数のコントロールが必要
となる。

女性に適した雇用の創出であるが、北

養蚕を主体にしていることの目的は

養蚕より先に

⑯ニットの編物が

五日毎に百倍に増加する。前述したよ

l1Mgii鱒議潔蝋

手前で葉を手にしている女性はプロジェ
クト・リーダーで､アメリカからのボラ
ンティアに養蚕を説明しているところ
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中に閑ありの状態であったが、アジア
開発銀行等と一緒に実施する大きな自

⑱食糧輸入量が増大する

谷昭子氏を中心として手紡ぎ糸をもと

費されることはなく、極めて効率よく

あり、体温維持としてエネルギーが消

費される。しかし、昆虫は変温動物で

食べたものは体温維持にその多くが消

るが、これらはすべて恒温動物であり、

の三大蛋白源はウシ・ブタ・トリであ

による蛋白源確保の道であった。今日

るある発見である。それは昆虫の利用

部やインドネシアでは、工夫すれば、

加速させてはならない。フィリピン南

ている。双方共にこれ以上食糧不足を

麦輸入量は三百四十四万トンに達しい

いる。また、インドネシアの同年の小

それぞれ、一位と三位にランクされて

し二九九八年度の世界貿易統計では、

革命の効果は消え、米の輸入量は漸増

フィリピンとインドネシアでは緑の

フィリピンとインドネシア

に手編みニット）部門のプロジェク

蛋白質に変換される。また、ウシ・ブ

身を持ち得たことは考え方の指針とな

トも実施中である。女性にはこの部門

で稲作が可能である。規模を大きくせ

連続的に、かつ、年間三回ほど収穫が
インドシナ半島を始めとしてインド

ず、日本で用いられている耕作器具を

タ・卜リのように飼料用穀物で飼育す

はあるが、販売可能なものとするには

ネシアの山間部や中央アフリカの内陸

用いれば、女性の労働力で十分耕作可

の人気は非常に高い。熱心な女性も多

品質管理等の多くの問題が控えている。

地域では昆虫食の習慣がある。その上、

能となり、女性の一雇用創出を大幅に喚

可能であり、極めて高い生産性のもと

養蚕の遅れを心配する方もおられるが、

エリ蚕の幼虫や蝿には人間が必要とす

起することが川来る。

る必要もない。

これは技術的にクリアーしており、心

る八種の必須アミノ酸をすべて持ち合

インドネシアは世界最大のイスラム

に緊急援助を

日本式稲作でインドネシア

⑲新しい形態の養蚕と

配はない。しかし、日本の消費者に向

飼料用穀物の消費削減が可能となる。

できるが、幼虫を餌とすることにより

発生する幼虫でトリを飼育することが

剤とすることも出来る。また、大量に

ウダー化する等の工夫により栄養添加

わせている。直接食用とせずとも、パ

⑰忙中に閑ありが大きな発見

実に難しい。

けた最終製品に係わるところの問題は

く、技術的な向上には素晴らしいもの

説明しているところ

パラワンでの仕事はこの一年間、忙
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かつて養蚕を実施していた福島在住の
渡辺さんが現地視察団の女性に養蚕を

サバの大生産国となっている。人口が

ゴ・ガーナ・タンザニアはいずれもキャッ

葉を用いれば、養蚕・養鶏が実施でき

多く、貧困が進むこの地域では、キャッ

収穫可能となる。キャッサバとヒマの

に瀕している。島喚が多く、民族の数

る。イスラム教徒には、教義によりブ

国家であり、現在、多くの理由で危機
は三百に達し、政治的な管理が大変難

サバを食べることを余儀なくされてい

少なく、死亡の最大要因は成長時の蛋

タを食べることは禁止されているが、

インドネシアは日本の経済にも大き

白源不足である。しかし、前述したよ

しい国家であるが、食糧の増産や女性

島やボルネオ島には数多くの河川によ

な係わりを持っている。もし、インド

うにキャッサバの葉を用いればエリ養

るが、毎年、多くの子供たちが栄養不

る広大な水面域があり、こうした水面

ネシアで政情不安が長期化し筋さらに、

蚕が実施でき、即刻、大量の蛋白源の

トリの場合には制限はなく、エリ蚕に

域を上手に利用し、水耕栽培型にすれ

それが内乱に発展するようなことにな

供給が可能となり、多くの子供たちを

の雇用機会の創出に向けた援助協力で

ば、稲作は可能であると同時に環境へ

れば、日本への影響は甚大なものとな

救済することできる。この地域には昆

良のため死亡している。キャッサバは

の負荷を大きくせずに済む。前述の論

ることは間違いない。上記の援助は箱

虫食の習慣のある地域もあるが、その

よる養蚕・養鶏はイスラム文化圏には

文で記述済みであるが、従来方式の食

もの中心の援助と違い必要とされる費

ような地域では養蚕による昆虫は清潔

あるならば、どの民族と言えども反対

糧増産では千万畑近くの熱帯雨林がこ

用はけた違いに小さい。日本の稲・絹

で、優れた食糧源となる。この未使用

他の穀物に比べると蛋白質の含有量が

の十年以内に伐採される可能性は極め

の技術とＯＤＡ予算の一％もあれば、

のまま畑に捨てられているキャッサバ

適した産業と言える。

て高い。しかし、食糧増産のためとす

インドネシアの食糧不足は三年以内に

の気持ちはないはずである。スマトラ

るならば、誰も制することは出来ない

の葉を用いたエリ養蚕は、今後アフリ

アフリカは世界の五四％のキャッサ

うか。

て外務省の皆々様方如何なものであろ

知性あふれる政治家、ＪＩＣＡ、そし

して、極めて有力な解決策と言えるが、

は、即効性があり、実行可能なものと

カで急増する蛋白食糧源需要に対して

解消可能である。

⑳フィリピンからインドネシ

であろう。

インドネシアはキャッサバの大生産

国であるが、その葉はほとんど使用さ
れていない。また、各下流の沿岸域に

うに自生しているので、有機栄養塩を

バを生産している。特に、アフリカの

アそしてアフリカへ
多く含む水を利用してヒマの栽培をす

中央部に位置するナイジェリア・コン

はエリ蚕の餌に適したヒマは雑草のよ

れば、ヒマの種子・葉の採集が同時に
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国際人ロ問題議員懇談会は十月二円

一軍一連０人ロ基金

識ロ貝△ｚ磑珀聖不二会

ＰＡ】事闇ヨ［

ＦＡの引羽引域Ⅲ恢炉
汰仕二旧則埴望腫『

とした家族計画・リプロダクテイブ・

ヘルスに反対する保守派の国際ＮＧＯ

の活動が活発化し、現在ヨーロッパ諸

国との連携を強めている。このＮＧＯ

は中国、アフガニスタン、コソボ、ベ

トナム、タイなどにおけるＵＮＦＰＡ

千七百万ドル減額となり非常に厳しい

眉（ぬ厨同車（￥卵扉亟零

の活動を非難している。財政的には米

国の三千二百万ドルの拠出金停止とド

イツの二千万ドル減額、日本の千五百
ナ、東チモール、コソボ、ボスニア、

財政状態に直面している。ＵＮＦＰＡ

万ドル減額が重なり、前年度よりも六
コンゴ、シエラ・レオネ、スーダンな

としては人件費削減等によりできるだ

けプログラムに支障のないよう対応し

どである。

撰呆幻序盾計割室忌巨兄一父賜

塁性問題省大臣を沼の活動伏況とロ

トラヤ・オベイド

ＵＮＦＰＡ事務局長

難民への家族計画、リプロダクテイ

所（ＵＮＨＣＲ）、国際家族計画連盟（Ｉ

ＵＮＦＰＡは国連難民高等弁務官事務

の活動の中で比較的新しい分野である。

家族計画の普及、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ予

いる。具体的には人道的支援をはじめ、

女性省、中央統計局と連携し実施して

復興を推進する多くの活動を保健省、

も難しい。従って、ＵＮＦＰＡとして

は一度実施が中断されると再開がとて

実施している家族計画等のプログラム

縮小は必至である。現在ＵＮＦＰＡが

と来年度からのプログラム実施規模の

ているが、このままの財政状態が続く

ＰＰＦ）、ＷＨＯ、国際赤十字などと連

防などを中心とした保健衛生活動、及

は日本が保守派の波に対抗する政治的

特にアフガニスタンでは、紛争後の

携し、同分野で緊急援助の活動を実施

びリプロダクテイブ・キットの配布を

支援と財政難に対応する財政的支援を

ブ・ヘルスに関する援助はＵＮＦＰＡ

している。この緊急援助はオランダ、

行っている。

ＵＫＦＰＡは政治的・財政的困難に

行うことを期待している。

オーストラリア、ベルギー、カナダ、
国、国連財団からの資金で賄っており、

直而している。政治的には米国を拠点

チェュドイッーイタリア、英国、米
活動地域はアフガニスタン、パレスチ
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篝

オベイドＵＮＦＰＡ事務局長､サラピ･アフガニスタン女性問題大臣を招いて

ハビバ・サラピ
アフガニスタン女性問題省大臣

アフガニスタン女性問題省は①ジェ
ンダー②教育③保健の三つの分野に焦

竺已
応
疑
質

井上議員

アフガニスタンを訪れて、失業・治

安の問題など緊急を要する問題が山積

していると感じた。しかし、訪問先の

小中学校の子ども達は学校に行けるこ

降のタリバン政権下で禁止されていた

同国に多くの孤児がいると聞いたが、

私がアフガニスタンを訪問した際、

ども達の現状を学び、援助の必要性を

さと紛争後の精神的後遺症に苦しむ子

の病院では妊産婦・乳幼児死亡率の高

とをとても喜んでいた。また、訪問先

女性の就学再開を支援し、女性の法的

孤児の対策は女性省が実施しているの

痛感した。

井上喜一・衆議院議員

権利を推進し、家庭内暴力を廃絶する

か？

点を当て活動している。’九九二年以

ためにＵＮＦＰＡをはじめとする国際
機関と協力し、各地域に女性センター

サラビ大臣

孤児院の設立は他の機関が担当してい

児の問題は表面化していない部分が多

親戚や隣人が養う慣習があるため、孤

アフガニスタンには伝統的に孤児を
る。女性省が取組むことができれば最

い。例えば、バーミャン村では三百人

以上がタリバンによって虐殺されるな

良だが、資金的な限界もあり難しい。

未亡人・孤児の問題は深刻であり、

サラピ大臣

を設置している。現時点で三十一一県中

十一県に女性に対する識字教育などを
行うセンターを開設した。

また、アフガニスタンは妊産婦・乳
幼児死亡率が非常に高い。国連の推計

では一日に平均五十人の女性が妊娠・

ど、非常に残虐な出来事が多々あった。
ＵＮＦＰＡは家族計画、リプロダク

ピーター・ハッフーラッセル国連人

し、四人に一人は五歳を迎えることが

テイブ・ヘルスの活動を実施している

出産によって死亡している。出生千人

できない。このような状況の中、女性

が、それらの活動により妊産婦死亡率

保守派のＮＧＯがアフガニスタンで

本当に問題は山積しており、二十三年

問題省は教育省、保健省などと協力し

を低下させることは、子ども達が母親

のＵＮＦＰＡの活動に反対していると

ロ基金・アフガニスタン代表

事態の改善に努めている。日本にはＪ

の死亡により孤児になるのを未然に防

述べられたが、なぜそのＮＧＯはアブ

に対し、百六十五人は一歳未満で死亡

ＩＣＡなどを通じた支援をこれからも

ぐことにほかならない。

清水嘉与子・参議院議員

間の紛争の傷跡は深い。

続けてほしい。
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アフガン問題をめぐる合同部会開く

か？

ガニスタンでの活動に反対しているの

女性の教員はいるのだろうか。

十分に行われていたのだろうか。現在、

たが、それ以前に女性に対する教育は

政権下では女性の就学が禁止されてい

サラビ大臣

に維持できるように努力したい。

ＵＮＰＦＡへの拠出金を昨年度と同額

要度を反映させた予算の編成により、

ＯＤＡの一律な削減ではなく援助の重

このＮＧＯは米国を拠点としており、

オベイド事務局長

サラビ大臣

助活動を非難することで米国内の政治

いる。これらの団体は、国際機関の援

を展開しＵＮＦＰＡの活動を阻害して

いる」など、事実無根のキャンペーン

ることにより多くの母親の命を奪って

た。アフガニスタンでは中絶を推進す

スラビア大統領と結託し民族洗浄を行っ

務局長がミロシェヴィッチ前ユーゴ

は学校は紛争によりほとんど封鎖され

二年から一九九六年の民族紛争時代に

でには教育が浸透しなかった。一九九

しかし、同政権下では農村や遠隔地ま

この時期に教育を受けた人々である。

ン人で教員、医師などをしているのは

比較的進んでいた。現在アフガニスタ

カブールなどの都市部において教育が

一九九二年以前のロシア政権下では、

アフガニスタンの女性が日本で研修を

ジェンダー・トレーニングに関して、

続けて行きたい。

が必要。また日本における技術研修も

ダー・トレーナー、保健婦、教員など

行っている。具体的には医師、ジェン

法的カウンセリングなど様々な活動を

女性センターは識字教育、保健活動、

たとえばヨソボではＵＮＦＰＡ前事

的問題への発言を行っているだけであ

ていた。また一九九六年以降のタリバ

受けるのも必要だが、他のイスラム圏

うな支援が必要か。また、日本の国会

るだけ支援していきたい。

日本としてＵＮＦＰＡの活動をでき

福島豊・衆議院議員

の国で研修ができれば更に有効である。

オペイド事務局長

り、米国の政治運動の一部である。こ

ン政権下では女性の就学は禁止された。

日本からの援助を期待しているとの

小宮山洋子・参議院議員

れらのＮＧＯの批判に対し、我々はＵ
ＮＦＰＡが実際に行っている活動を見
れば、その正当性が十分理解してもら

えると訴えている。

ことだが、資金的援助とＪＩＣＡ等を

サラピ大臣は女性の教育を重要視し

議員として政治的、財政的困難に直面

通じた技術支援など具体的にはどのよ

ているとのことだが、それには多くの

しているＵＮＦＰＡを支援するために、

清水議員

教育者が必要となってくる。タリバン
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国連人ロ基金東京事務所開所
記念特別シンポジウム

アフガンでの活動に対し、ジョイセ

フをはじめとする多くの人々に感謝し

たい。有森裕子さんをはじめ、いろん

な方のボランティアの尽力に対してお

礼申し上げたい。

ＵＮＦＰＡは世界で最も大きい人口

分野の組織である。女性・男性、家族

ＦＰＡとの関りに強い関心をもった一

かれた。アフガニスタンの状況とＵＮ

階エリザベス・ローズ国際会議場で開

が、国連人ロ基金の主催で国連大学五

性と健康」と題する特別シンポジウム

念して十月一日、「アフガニスタンの女

国連人ロ基金東京事務所の開所を記

と述べ、二年間の任期を終えてからも

加し、誇りを持って使命を果たしたい、

使の有森裕子さんもシンポジウムに参

を要請した。また、ＵＮＦＰＡ親善大

告するとともに日本へのさらなる支援

し、アフガニスタンの悲惨な現状を報

アフガニスタン女性問題省大臣も来日

もに述べた。今回はハビバ・サラピ・

六人子供を産んでいたような時代だっ

れたが、当初、途上国では女性は平均

一九六九年に国連人口基金が設立さ

的な利用と資金の運用などである。

連人口基金の課題は、人口統計の総括

の開発はこの分野では重要である。国

ている。特に持続可能な開発の観点で

ルスについて世界各地で支援活動を行っ

ＳＴＤ、暴力、リプロダクテイブ・ヘ

アゴガニスタンの女性と健康

般の人々を含めて多数の関係者が参加

人口問題の重要なことを多くの人に伝

た。しかし今は三人である。現在、ア

計画、中絶、ＨＩＶ／ＡＩＤＳを含む

した。トラヤ・オベイドＵＮＦＰＡ事

えていきたいと語った。

で、病気や障害を持つ人々の命や生活

基礎医療は重要である。安いコスト

る。

人口は、二○五○年には三十億人に上

一九六○年代には十億人であった貧困

を超えており、食料不足が深刻である。

フリカでは人口増加が食料生産増加量

務局長は、ＵＮＦＰＡのアフガニスタ
ンの女性への支援活動を現状報告とと

した。

にＵＮＦＰＡのこれまでの成果を紹介

アフガニスタンの現状報告とＵＮＦＰＡの成果
トラヤ・オベイドＵＮＦＰＡ事務局

長はアフガニスタンの現状報告ととも
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を救えるという意義は大きい。現在、

被害にあった女性への支援が重要な課

ンの統計は十分ではなかった。これか

はこれまで多くが無視されてきたし、

用の問題が山積している。女性の問題

いくことも急がれる課題の一つである。

らは統計の精度を高めつつ整備をして

アフガニスタンの国土の広さは日本

題だ。

ている。基礎医療が充実していれば安

の二倍である。これまでアフガニスタ

世界では一分間に一人の妊婦が死亡し

いコストで未然に彼女たちの命を救え
る。

ＨＩＶ／ＡＩＤＳの問題も深刻であ
る。我々は東チモ１ルでもＨＩＶ／Ａ

大きく関る。国民皆がリプロダクテイ

ＩＤＳはリプロダクテイブ・ヘルスと

ビバ・サラビ女史は、アフガニスタン

ニスタン女性問題省大臣が行った。ハ

基調講演はハビバ・サラビ・アフガ

いる。その効果もあってか、女性は徐々

を大きく取り込んでいきたいと思って

社会・経済の復興にジェンダーの問題

そうならないように、私はアフガンの

復興に際しても後回しにされかねない。

ブ・ヘルスを享受できるように、地方

の女性をめぐる過酷な現状を紹介する

に人権を取り戻しつつあるし、アイデ

基調講演

と国際レベルでのコミュニティワーカー

とともに、各国ドナーや国際機関、Ｎ

ンティティも獲得し始めている。こう

ＩＤＳの支援をしている。ＨＩＶ／Ａ

を訓練している。

ＧＯに対し、なお一層の支援を要請し

いった経験が、女性男性というジェン

アフガニスタンは復興の第一歩の段

た。

今回は私にとって始めての訪日で記

ダーの視点の開発のみならず、今後の

階にある。保健省はリプロダクテイブ・
ヘルスの推進に務めているし、教育省

開発全般に貢献していくものと信じて

私達の女性問題省は二○○一年に設

念すべき機会である。アフガニスタン
国全体の復興の真っ只中にある。タリ

立された。その使命は、女性の権利の

は学校などの教育インフラの整備を進
アフガニスタンは世界で二番目に妊

バン政権中は、女性は男性に従属した

推進・社会経済への女性の参画などで

いる。

産婦死亡率が高い国で、十六人に一人

生活を強いられ、多くの女性が苦しみ

ある。そのためにも、女性の教育水準

は、タリバン政権後の社会・経済と、

が死亡している。五歳以下の幼児死亡

を経験してきた。今、私達は女性の自

めている。

率も依然として世界で高い水準にある。

アフガニスタンでも家庭内暴力は深

向上への活動は重要な鍵となる。
している。その際、貧困は大きな障害

刻な問題である。これまで女性が家か

由と人権の平等を獲得するために努力
である。貧困がために教育や健康、一屋

医療整備と供給が急がれる。
また、男性による女性への暴力の被

害への支援活動にも取り組んでいる。

7９

ら出ることを許されなかった習慣だけ
に、その解決も困難にならざるを得な

い。そうした女性の被害を救うために
も、まず法整備が欠かせない。しかし
そのための予算やスタッフは限られて
いるのが現状である。各国のＮＧＯや
ドナーなどの活動と協力が非常に重要

パネルディスカッション
●モデレーター

ズ」と題して藤崎智子さん（ＨＡ

や機材の整備度が悪く、女性スタッフ

中間報告によると、全国の医療施設

のデータを入力中である。

普及員、民間薬局の役割などについて

ＵＮＦＰＡアフガニスタン代表

ピーター・ハッフⅡラッセル

アフガニスタンでは、妊産婦が一日

ＮＤＳ事務局長）が、ＨＡＮＤＳ

「保健調査結果と保健分野のニー

に五十人死亡する。しかし妊産婦に限

の活動を中心に報告した。

となる。

らずそれ以上の多くの女性が栄養不足

そのうち二百人の代議士が女性であっ

今年六月にロヤ・ジルガが開かれた。

でこの問題の解決は急務である。

ンは安全保障面が非常に遅れているの

問題も深刻である。まだアフガニスタ

いる。男性を欠いた家庭での未亡人の

ＨＯそして多くのＮＧＯの協力により

Ａ、ＵＮＡＩＤＳ、ＵＮＩＣＥＦ、Ｗ

衆衛生省による全国調査は、ＵＮＦＰ

セスできない国民も四○％に上る。公

七百人にも上る。また基礎医療にアク

世界で二番目であり、十万人あたり千

アフガニスタンの妊産婦死亡率は、

かに支えていくことが重要である。

ルでは住民のニーズや女性の健康を細

と共同して復興計画を立て、地域レベ

中央レベルでは公衆衛生省はドナー

の数も少なく、出産に関するサービス

た。このように意思決定のレベルに女

実施されている。ニーズに対応するよ

「草の根の母子保健活動」と題し

や不潔な飲料水による理由で死亡して

性の進出が進むことは非常に頼もしい

うな施設と従業者の絶対的な数も足り

て安永和子さん（ＭｅＲＵ助産師）

や、家族計画サービスなどもなく、改

ことである。このような進歩が他の分

ない上、そもそも情報が存在しないこ

妊産婦死亡率は、日本では十万人に

善しなければならない点が多い。

野でも続いていくことを願う。

は、以下のように述べた。

広い協力が必要となることは言うまで

とが根本原因である。このことから幅

最後に、ＵＮＦＰＡや日本のＮＧＯ

の尽力に対する感謝の意を表したい。

もない。継続して現状調査、村落保健

8０

アフガニスタンの女性と健康

対し八人であるが、アフガニスタンは健康上の問題、物資の援助である。と
ない。

千七百人という悲惨な状態で、幼児死りわけ食料援助に比べて医療援助が少
亡率も非常に高いままである。

ＭｅＲＵはマジャリシャリフを中心今後の活動計画は地域での母子保健

を行っている。ＭｅＲＵは二○○一年の設立や伝統的産婆（無資格助産婦）

員（リプロダクテイブ・へルスを考え

コメンテーターの小宮山洋子参議院議

をしていきたい。

十一一月に事務所を現地に構え、その後教育の拡大、医科大学への機材支援な

る会副座長）

に、帰還難民を対象に母子保健の支援支援のプロジェクトを実施し、診療所

助産院を設立し活動を始めた。現地でど幅広い支援活動を繰り広げていきた

去年日本では、ドメスティック・バ

イオレンス法が施行された。そのドメ

の最もネックになるのは治安の問題、い。
１１「ＩＩＩＩＩ

り組んでいる。しかし問題は、この用

スティック・バイオレンスは、今日の

一に述べた。

語は日本語に訳すことが非常に難しく、

…………………………：………・…：…………………………皿青や女性、健康、子供の問題等につい

……………………………………………………………………岬内閣府男女共同参画局は重要な提案

国内の一般への普及が困難であること

会議でも議論に上っているリプロダク

日本政府としてアフガニスタンの場をしている。そこでは①女性が政治決

である。このことはアフガニスタンの

一「日本のアフガニスタン支援」と》て全体をみて考える。いずれにしても

合、和平と復興支援が同時に必要であ定に参加する②女性問題省の機能の拡

支援にも大きな障害であると考える。

ティブヘルスと大きく関わる。私は現

ることが特徴である。社会全体に目配大③地方のジェンダー問題の解決④Ｎ

アフガニスタンの復興計画の中に、女

一題して、奥田紀宏氏（外務省中東》治安回復が最大の問題だ。それと雇用

りし、たとえ治安が悪くても和平に向ＧＯの育成が主な支援テーマとなって

性の視点を強調していきたいと思う．

在、このリプロダクティブヘルスに取

けて支援をやらねば始まらない。そしいる。

私は開発と女性の議員グループのメン

一アフリカ局審議官）は以下のよう》や地方にも支援の手をさしのべ地方

て復興も同時にしていかなければ状況我々は、技術協力（女性問題省が中

バーで、こうした状況から、開発援助

》開発などの公共事業も考えている。

は変化しない。こういった意味でこれ心）、無償協力（物資の援助など）、間

の中に女性の視点を入れ、女性の位置

付けを明確に示していきたいと思って

接的協力（二年間で五億ドルの資金援
までの協力とは異なる。

今会議で中心的課題となっている教助）をこれからも重要な柱として支援

8１

◎

日本は現在、高齢化問題が深刻にな

ＢＩｃ事務局長）

宮内雄史氏（国際社会貢献センターＡ

ような援助をすることで、これまで苦

アフガニスタンの女性にしっかり届く

協力して取り組むことが必要である。

はＪＩＣＡ、ＮＧＯ、国際機関などが

中でも教育の支援は重要だ。これに

子供の健康に直接的に影響することか

必要であるかが分かる。母親の健康は

援が、人々の命や健康に対していかに

ると、アフガニスタンでの水関連の支

なるであろう。こうしたことを踏まえ

つあり、アラル海は将来、三分の一に

た。アラル海に注ぐ川はひえ上がりつ

りつつある。’九九○年代以降は、他

しんできた彼女たちが幸せになるよう

る・

国よりも早いスピードで高齢化が進ん

谷津義男衆議院議員（人ロと開発に関

別な思いを込めて取り組んでいきたい。

ある。アフガニスタンへの支援は、特

ＤＡのやり方の検討をしている最中で

で強力に支援をしていきたい。今、Ｏ

日本としては、プロジェクトを組ん

わる。

ら、水の支援は女性の支援と大きく関

のトップを切っている。その上、日本

するアジア議員フォーラム議長）

アフガニスタンへの日本のＮＧＯよ
る支援に感謝の意を表したい。
ＡＦＰＰＤとの関連で述べたい。Ａ

ＦＰＰＤは水と食料問題に取り組んで
いる。アフガニスタンでも安全な飲料
水や食料不足の課題は山積みである。

七％は地下水、○・三％は表流水であ

原ひろ子さん（アフガニスタン女性支
アフガニスタン支援はアフガニスタ

る。この○・三％から、工業用水や我々

地球上の水の九八％は海水であり、二・

ンのためだけのものではない。女性の

以前、アフガニスタンの近隣諸国の

の健康に直接的に関わる安全な飲料水
とアフガニスタンとの共通の課題とし

キルギスタンやカザフスタンでの会議

意志決定は、日本でもまだ遅れている

て考えている。そうした姿勢でアフガ

に参加した。そこでも水不足は深刻だっ

を得ることになる。

ニスタンの女性の支援に取り組んでい

のが現状である。わが身として、日本

援に関する懇談会会長）

最優先課題である。

の問題を含めた国際協力は語れない。

こうした問題の解決なしに、ＯＤＡ

年金をもらえないという深刻な状況だ。

の年金はこのままだと今の若い世代は

一途を辿っている。財務残高も先進国

に尽力していきたい。

る

でいる。また日本の財政赤字も増加の

い
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鰯騒騒

会員。賛助団体・企業

〈団体〉

全国農業協同組合中央会、㈱エイ

本協会は次の団体‐企業一及び個人の
方々のご協力をいただいております。
（敬称略）

鷲尾宏明（広島県）

１ＩＩＩＩＩＩＩＩ

…ご入会のお願い…一

－ＡＰＤＡ賛助会員
一‐‐

一人口問題は二十一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』

←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

ージアの人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。一

一人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に国な影響を及ぼします。一

一世界人口の大半を占めるアジア人口の行方が入繍生存のカギを握っている’一
一といっても過言ではありません。

》いま、世界各地で叫ばれている〃環境問題〃も、人口の増加が大きな根本原因一

〈団体〉

㈱日本自動車工業会、㈱東京銀行

一孫などは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など一

ジング総合研究センター、㈱ディ
プロマット、㈱ヒューマンコム、

協会、㈱日本建設業団体連合会、

奈川県）、松田厚恵、早瀬保子、吉

水要吉、ナギザデ・モハマド（神

大塚友美（東京都）、山口喜一、清

水嘉与子、峰岸まや子、清水康子、

高坂宏一、明石康、大江守之、清

社、リビングミュージックジャパ

ビール㈱日本印刷㈱、㈱阪急交通

ル㈱、アサヒビール㈱、サッポロ

セールスネットワーク、キリンビー

東京電力㈱、味の素㈱、㈱ジャル

㈱資生堂、㈱関電工、㈱伊藤園、

一お願いいたします。

一何卒、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心から一

一に解決する方策を探るため、日夜、真剣に努力を続けています。一

》これらの根源は、すべて〃人口“問題に帰結されます。
一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一

一いる先進国もあります。

一や福祉費の増大、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

一因に悩む地域と、日本などのように、少子・高齢化が進み将来の深刻な労働問題一

一多くの産業公害を引き起こし．地球環境の悪化は、もうこれ以上放置できないギー
ーリギリのところにきています。また、人口問題では爆発的に人口増加を続けて貧》

一なのです。人口増加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐『

㈱萬力屋、中国報刊部

ガス協会㈹信託協会、日本証券業

石油連盟、㈹不動産協会、棚日本

植竹てる子、加藤千代子、谷口裕、
協会

〈個人〉
新田日夏美、若林敬子、鹿野和子、

田成良（千葉県）、石橋武之（埼玉

ン㈲、㈲ミエズオフィス、関西電

〈企業〉

県）、保谷六郎、土屋圭造（茨城県）

力㈱、中部電力㈱、北陸電力㈱、

男．。

新田勇、竹山佳子、渡部亮次郎、

佐藤正伸（秋田県）、米倉等、赤沢

四国電力㈱、中国電力㈱、九州電
力㈱
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昭三（宮城県『松下一弘（静岡県）、
高山正樹（大阪府）、石井義照、

会馴員の特典

咄』一息石河ｉｆＪ
州巾…１＄↑
十三一１．．１

ｌＣＰＤ行動計画実施のためのJ
ZOO2年国際国会議員会議(ＩＰＣ|）
カナダ・オタワで開く

Ｉ‐；‐・雪Ｉ

｡:－１

：’

畿議戯影

ブッシュ政権の行動計画からの離脱でESCAP人□会議に暗雲

一一Ｌ十一月二十（一一頁ご二十二日ぬい両日、ミ三

カ歩ダ国会（オタワ）で七十カ国が亀百三
十名の｛国会磯貝が集まり刀国際人ロ開

発会議行動計画実施のための二ＣＯ二

年国際国会議員会議（ｌＰｃＩ）が開

催された。この会議は国際人ロ開発会

議で採択された行動計画を実施に移す

上で資金不足が深刻になっている現状

を打開するために開催されたものであ
う（）◎

今回はこのＩＣＰＤ行動計画を達成

する上で必要とされる資金が先進国か

らの拠出を中心に大幅に不足している

だけではなく、アメリカ合衆国のブッ

シュ政権が、カイロでアメリカ合衆国

政府として合意した行動計画そのもの

からの撤退を打ち出したことから、さ

らに人ロ問題に対し暗雲が立ち込める

中での会議となった。

８

OPD行動計画実施のための2002年国際国会議員会議（IPC|）カナダ・オタワで開く

際人口開発議員会議（ＩＣＰＰＤ）以

来、ＡＦＰＰＤが中心となって開催し

を通じて人工妊娠中絶を促進し、人権

どの機関にたいする、人口プログラム

ている主要なＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦな

くなっている。また人口問題に携わっ

心に行動計画の見直しを求める声が強

らの撤退を受けて、バチカンなどを中

現在、アメリカ合衆国の行動計画か

の共催、事務局はアメリカ地域の地域

国会議員たち（ＰＧＡ）など地域議連

ＥＰＦＰＤ）、地球規模的活動のための

パ地域人口・開発議員フォーラム（Ｉ

員フォーラム（ＦＡＡＰＰＤ）、ヨーロッ

ＰＧ）、アフリカ・アラブ人口・開発議

カ地域人口・開発議員グループ（ＩＡ

議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）、アメリ

の共同開催による今回の会議の結果は

構築されたといえる。この各地域議連

クの基鵬はＡＦＰＰＤの努力によって

意味で地域議速の世界的なネットワー

わりするなど、大きく貢献した。その

してはＡＦＰＰＤが事務局業務を肩代

果たされたものである。その設立に際

う呼びかけることによってその設立が

や各国の議員フォーラムを設立するよ

てきた様々な国際会議の席で、各地域

を抑圧しているという非難や、中傷を

議連であるＩＡＰＧが務めた。

バチカンなど中心に見直しの声、先鋭化

行なうグループの活動が先鋭化してい

風の下で、ブッシュ政権による行動計

人口問題および行動計画に対する逆

宣言文をまとめる起草委員長を谷津義

クールＣＡＰＰＤ議長代行（上院議員）、

カナダのローズ・マリー・ロジャー・

認と、ＩＣＰＤ行動計画で推計された

ＯＤＡに向けるという国際合意の再確

オタワ公約は、ＧＫＰの○・七％を

オタワ公約ヨミットメント）にまと

画からのアメリカ合衆国の離脱表明後、

男ＡＦＰＰＤ議長（衆・目）が務めた。

資金を充足するということが改めて確

会議議長は運営委員会議長を務めた

初めて開かれるＥＳＣＡＰの人口会議

副議長はアフリカ・アラブ地域から各

認されるなど、行動計画を推進し、そ

る。

は今後の世論や国際合意の潮流を決め

一名。各部会議長も各地域のバランス

められた。

る重要性を持つことになる。そのため、

の目標を達成するために国会議員が果

たすべき役割を具体的に述べたものと

に配慮して選出された。
地域議連のうちアフリカ・アラブ地

ＵＮＰＦＡとアジア地域から参加した
各国代表との特別会合も会議期間中に

また、地域フォーラムの代表による

なった。

ＩＥＰＦＰＤ、ホスト国カナダのＣＡ

今回のような世界的な国会議員会議を

域のＦＡＡＰＰＤ、ヨーロッパ地域の
ＰＰＤは、カイロの国際人口開発会議

二年に一度開催し、会議のない年には

行なわれた。
ダ人口・開発議員連盟（ＣＡＰＰＤ）

（ＩＣＰＤ）に合わせて開催された国

この会議は、ホスト国カナダのカナ

が主催し、人口と開発に関するアジア
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運営委員会を開くことになった。来年
の運営委員会の開催に関してはヨーロッ

パ地域のＩＥＰＦＰＤがホストを申し
入れている。

会■議口口概■■要

会議各セッションのテーマと講演者は以下のとおり
れ、議長、副議長、グループ・ディス

行なわれた。議長にはホスト国カナダ

を代表して運営委員会議長をつとめた

ローズ・マリー・ロジャー・クール上

院議員が選出され、副議長はスイスと、

ブルキナファソから、グループ・ディ

スカッション議長および各地域から二

名ずつの起草委員が選出された。また、

会議宣言文をまとめる起草委員長には

谷津義男ＡＦＰＰＤ議長が就任した。

パネル・ディスカッションな環境の創出ｌｌカイロか一

－ＣＰＤ行動計画実施可能一

ＩｉｉｉＵセッション①ハト’１１１，

２００２年Ⅲ月幻日㈱カッション議長、起草委員長の選出が

圃会式
開会式の議長は、ローズ・マリー・

ら八年、成功と制約１１

前ＣＡＰＰＤ議長が行い、基調講演を、

及び女性の地位担当国務大臣（カナダ）・

言をジーン・オーガスティン・多文化

ＦＰＡ／ＩＥＲＤ局長が行い、開会宣

明をスターリング・スクルッグスＵＮ

タン駐在国連人権弁務官、マリア・ク

副議長、シマ・サマール・アフガニス

珊云（ペン・ペイ・ユン）中国全人代

局次長が務め、パネリストとして、影

をイメルダ・ヘンキンＵＮＦＰＡ事務

セッション｜では、セッション議長

策が人類の未来にとって重要な影響を

以上を占める中国の人口、家族計画政

国問題に言及し、世界の人口の一／五

局次長は、各講演者紹介の中で特に中

イメルダ・ヘンキンＵＮＦＰＡ事務

）、ノー、ノーＯノーもノ８ｊＩＣ１ｒＬｉＪＩｊｒ０■ＪｌｊＩｈｒＬ１Ｊ

ソラヤ・オベイドＵＮＦＰＡ事務局長、

リスティナ・ロペス・アルメイダ・フオ

与え、その成功が人類の将来に対する

ティア元ボリビア保健・社会サービス

スティーブ・シンディングーＰＰＦ事

ンテス・リマ・ガーポ・ベルデ法務・

大臣がそれぞれ講演を行なった。

務局長が行なった。

希望に大きな光を与えていると述べた。

引き続き、会議役員の選出が行なわ

内務大臣、ジャビール・トレス・ゴイ

ナダ上院議員がつとめ、会議目的の説

ロジャー・クール運営委員会議長・カ

｡▲
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CPD行動計画実施のための2002年国際国会議員会議（IPC|）カナダ・オタワで開く

する、と講演を行った。

ためにも人口問題に対する努力を継続

の成功事例と今後の中国の持続可能な

ペイ・ユン）中国全人代副議長が中国

セッションの中では影珈云（ペン・

から良い統治（ＣＣＣ１ＣＣぐ⑦目自８）が

された、と述べた。またその成功経験

ヘルス分野のサービスも画期的に改善

国民に対する人口・リプロダクティブ

ＵＳ＄から千二百ＵＳ＄へと向上し、

ＰＤ行動計画の早急かつ完全な実施が

が高くなっており、二十一世紀にＩＣ

スクが大きい。その結果妊産婦死亡率

娠しており、妊娠・出産のもたらすリ

アフリカ女性の五○％以上が十代で妊

ボリビア保健・社会サービス大臣は、

必要であると訴えた。

一「ドナーはどこに？」

－１１…ｉｉＵセッション② ハｌｊＩ～～！。「～！；！》

ジャビール・トレス・ゴイティア元

最も重要であると強調した。

続けて、シマ・サマール・アフガニ

スタン駐在国連人権弁務官がソ連のア
フガン侵攻以降一九九一一年まで憲法が
停止し、タリバンがカンダハルで勃興

してからは女性に対する教育は停止さ

れ、避妊は禁止されるなど、カイロ合
意も全く何の影響を与えない情況が続

またマリア・クリスティナ・ロペス・

となっている、と述べた。

をいかに確保するかが最も大きな問題

のような劣悪な環境の中で女性の人権

また、国内避難民の問題も深刻で、こ

療が得られない環境下で行われている。

保で、出産のほとんどが産婦人科の医

臣およびヨーロッパ委員会のポール・

デンのジャン・カールソン開発協力大

次官が講演を行なった。またスウェー

マリーン・ジェニングス国際協力政務

ブル国際開発担当国務大臣、カナダの

議員がつとめ、イギリスのサレイ・キー

のレイネル・アンドリーチュック上院

セッション一一では議長をＣＡＰＰＤ

トロールしていく必要がある。イギリー

セックスに伴うリス●クはきちっとコン

セックスを奨励するわけではないが、

が家族計画を入手できない状態にある。

また世界中で二億五千万人のカップル

その対策が早急に必要になっている。

ＡＩＤＳ感染者が大幅に増えており、

ることを改めて述べた。現在ＨＩＶ／

としてＩＣＰＤ行動計画を強く支持す

〃ＪⅡＢＰｙＢｑｊ．Ｐ４ｈＪ夕８０〃。■もＪⅣⅡ．ｌＰＤＩｑＪｊｑ１ノーもＪＪＢ⑤ｊｒい、，〃Ｉ（

アルメイダ・フォンテス・リマ・ガー

ニルソン「開発と人道委員会」コミッ

ス政府としてはカイロの行動計画を強

ぐｊｔｑ０。ｒ▽句ＪｌＪⅡ、ノＬｊｔ、・・ＩｂＪくｊｌｊｌｊＩｊ・

ボ・ベルデ法務・内務大臣はＯＤＡが

ショナーはビデオによるメッセージを

いた。現在最も大きな問題は安全の確

果たした役割を高く評価し、ＯＤＡ活

く支持している。カイロの合意を退行

させようとする勢力があるが、それに

上映した。

サレイ・キーブル大臣は、イギリス

用の結果、ガーボベルテの国民一人あ
たりＧＮＰが一九七五年独立時の三百
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るが、それらに対する働きかけが必要

ＰＰＦへの拠出停止などが行われてい

に重要である。そのためには政治的な

となるだろう〃という意見や食品の安

人たちを動員するかということが非常

い人々が貧困から抜け出すための手段

決断が重要である。とくに、中国の人

全も重要な問題だという指摘が続いた。

対しては戦いを挑むべきである。貧し

をなぜ否定するのかわからないと述べ

権抑圧を口実とした人口問題への批判、

開発のために熱心に働いている人たち

ている人たちは既に人口と持続可能な

ここにはない。なぜならば、ここに集っ

どこにというこのセッションの答えは

討議となったが、その中で〃ドナーは

その後、フロアからの発言を含めた

ると述べた。

うことで援助の効率を上げることであ

の育成、国家レベルでの総合調整を行

重要なことは問題に対応できる専門家

うち一／三はＵＮＦＰＡ経由で行った。

策に対する拠出を四倍に増額し、その

庁（ＣＩＤＡ）もＨＩＶ／ＡＩＤＳ対

利を強化するものであり、カナダ開発

にリプロダクティブヘルスは個人の権

八五％は支持している。しかし、極端

持しており、世論調査によれば国民の

社がその社説でＵＮＦＰＡの活動を支

報告書となっていた。全米三百の新聞

しており、人口問題に対して肯定的な

中国の人権抑圧との関係について否定

査団の調査結果もＵＮＦＰＡの活動と

議会が調査団を中国に派遣し、その調

た、中国の人権抑圧の問題に関しても

ＦＰＡに対する反対の動きはない。ま

よう決定した。議会のレベルではＵＮ

ブッシュ政権に対して資金拠出を行う

上下両院はカイロ合意を理解しており、

て、アメリカ合衆国のマロニー議員が、

ＰＦへの拠出を停止したことに関連し

アメリカ合衆国がＵＮＦＰＡ、ＩＰ

ろうと答弁した。

察されればそのような疑念は晴れるだ

がある方は中国のどこでも直接きて視

国はいつでも門戸を開いており、疑念

批判が出た。これに対し中国側は、中

対する言及がないのはおかしいという

逆風となっている、中国の人権問題に

の中に、現在世界の人口問題にとって

ペイ・ユン）中国全人代副議長の講演

フロアから、中国の彰珊云（ペン・

た。

ると、アメリカ合衆国の事情を説明し

今回の政府の決定はたいへん残念であ

力をもってしまっている。その意味で

が残念ながらそれなりの政治的な影響

題に対する批判が行われている。それ

り、彼らの利権や利益のために人口問

美一一一房新聞社と米覺の八五％がＵＮＦＰＡの活藝支持ｌ＊マロ｜｜‐鬘

アメリカ合衆国からのＵＮＦＰＡ、Ｉ

た。

カナダのマリーン・ジェニングス国

際協力政務次官は、どこにドナーがい

るかというテーマに対して、カナダの

であり、できる限りの努力をしている。

に保守的な政治活動を行うＮＧＯがあ

ドナー国としての位置付けを述べた後

その意味から言えばいかに関心のない
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国もあると述べた。

単なる労働力としてしか考えていない

権利を守らなければならない。子供を

グ元人ロ委員長は生まれてくる子供の

ヨーロッパ議会のウーラ・サンデバー

の口からも決して強制でないという報

この問題に中国で携わっている修道女

人口プログラムに協力しており、長年

出身のカトリックの修道女が、中国の

良い活動を行っている。アイルランド

どの意見が出た。

な家族計画を支援する必要がある、な

アメリカはアメリカが許容できる適切

する対策が急務であるという主張や、

国際的にも確保されておらずそれに対

建食料安全保障の問題が国内的にも

グループ・ディスカッション－

１１１，１Ｕセッション⑧（１１１１…

告があった、という事例報告。さらに

ガーナの議員は、現在のホワイトハ
ウスの決定は良識あるものとは到底言

えない。多くの少女が、性に対する知
識がないために望まない妊娠を強いら

れている。アメリカの選挙民に教育よ
りも軍事費を大きく使う政権や政治家

はるかに上回る事業規模をもっている。

在、多国籍大企業は一国の予算規模を

ラの自動販売機を見ない国はない。現

議員は、世界中どこに行ってもコカコー

イギリスのクリス・マツクファーティ

第二部会「リプロダクティブヘルスと

Ｍ議長（アルゼンチン）

スパーソン》マベル・ビアンコＦＥＩ

第一部会「ＨＩＶ／ＡＩＤＳ」、リソー

以下のとおりⅢ

れぞれ、テーマとリマソースパーソシは

ループ・ディスカッションであり、そ

セッション一一一は各部会に分かれたグ

ニーＡＦＰＰＤ事務総長が務めた。こ

会「ＨＩＶ／ＡＩＤＳ」の議長はマレ

バルセロナＵＮＦＡＰ技術支援局

ヘルス」リソニースパーソン唖デリ声ア・

第四部会「思春期のリプロダクティブ

ＦＰＡ渉外局長

陣パートリシア・ヒンドマラッシュＵＮ

ダクテイブヘルス」．リソースパーソマン

０９９９‘ｆＳＪｆ●Ｏｄ０ｂ９００ｓ９Ｓ９寺０二－９６７△６勺０白６Ⅲ９Ｆ０‐ＬｆＰ９ｂ６Ｓ０ｃ乃鈩

この点から言えば、コカコーラにコン

用品の安定供給」、リヘソースパーソン》

のセッションではＨＩＶ／ＡＩＤＳ感

『ｂ０ｆｂ＋Ｄ０ｂ６ｆ６も□□６０６Ｐ０ｂ０●０凸ＯＰ９もＯＳ９勺０二０も０クリＧ０Ｐ０↓０ニ

ドームを付けて売るようなことも考え

ジャガディシュ・ウパヤデイＵＮＦＰ

染は未だピークに達していない。今対

に投票すべきではないと訴えかけるべ

なければならないのではないのか、と

Ａ技術支援局多国間プログラムおよび

策を集中的にとらなければ将来的に大

きだと主張した。

述べた。

現地支援部長

きな禍根を残すことになる。また女性

グループ・ディスカッション第一部

リスの議員が自らの中国視察の結果を

第三部会「緊急状況下におけるリプロ

その後、アイルランドの議員、イギ

報告し、ＵＮＦＰＡは中国でたいへん

8９

の感染率が上昇しており、これは女性
の社会的地位が男性に比べて低いとい

ｌＪＪｌ

初日の会議終了後、アジア国会議員

いて起草委員会が開催され、文案の検

けたアジアの対策」がおこなわれ、続

ＥＳＣＡＰ人□会議に向けたアジアの対策
とＵＮＦＰＡトラヤ・オベイド事務局

討と採択が行なわれた。

２００２年Ⅲ月皿曰鬮

長との懇談「ＥＳＣＡＰ人口会議に向

一釦（

Ｕ セッション④八

第一部会「貧困、人口と開発」、リソー

ソースパーソンは以下のとおりである。

ションであり、それぞれ、テーマとリ

ションⅡも各部会に分かれた部会セッ

マケレレ大学人権平和センター（ウガ

ソシ“エスター・マヤンバラ・キサケ・

ダ・クティブヘルスと人権」リソーースパー

第三部会「女性に対する暴力、リプロ

地球政策研究所長

ルイーズ・プルッフェ・カナダ保健

！

う現実を表している、という指摘がな
された。

－１くくくくくくくくくくくくくくくくく，

グループ・ディスカッションⅡ
１１

ｄ０ｑログ●ＩＳＵづ日ＢＢＤ日、リグⅡＳＣＰ●ｉｑ９Ｐ６ｑ９ｐ利、０㎡Ⅱ、リグ日、■〃６，Ｕグー、上》

スパーソン曲トム・メリック世界銀行

ンダ）講師

ソーースパーソーン》レスター・ブラウン

顧問

第四部会「高齢化」、リソー‐スパーソン

セッション四グループ・ディスカッ

第二部会「食料、水、人口と環境」リ

とを指摘した。本年九月二○○二年の

てないほど厳しいものとなっているこ

き、現在食料生産と人口の関係がかっ

省、カナダ小麦理事会などの資料を引

ウン地球政策研究所長はアメリカ農務

リソースパーソンのレスター・ブラ

議員が務めた。

と環境」の議長はインドのジャナット

ションⅡの第二部会「食料、水、人口

セッション四グループ・ディスカッ

省
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けており、小麦は過去二十八年間で最

蓄も、歴史的に低い水準を記録しつづ

となる。これに伴って各主要穀物の備

三年合計で一億四千七百万トンの不足

○○｜年には三千万トンの不足であり、

で、二○○○年に二千九百万トン、二

が発表した。これは三年連続での不足

不足になると予測されると米国農務省

世界の穀物収穫高は八千八百万トンの

ている。

費の増大と共に食料への強い圧迫となっ

七倍近く増大した。この増大は食肉消

は六・六兆ドルから四十五兆ドルへと

は三十五億人も増加し、世界の総所得

と約三倍増加した。その間に世界人口

のが、二○○○年には七千四百ＵＳＳ

平均所得は二○○○ＵＳ＄であったも

した。一九五○年に世界の一人あたり

これに加えて人口と豊かさが急上昇

あたえることになる。

大きな影響をその国の食料安全保障に

はいくつかの国では作付け計画よりも

会全体の問題である。子供を産む決断

至っている。食料安全保障はいまや社

口政策のほうが大きな影響を与えるに

省の施策よりも、エネルギー政策や人

現代の食料安全保障は、各国の農業

大きくその影響を受ける可能性がある。

になってきている。その理由としては、

その結果、食料の安全保障は不安定

おり、人類史上初めて自然からえられ

られる。現在では２割ほども不足して

続的に持続できる水準を超えたと考え

八二年に地球はその自然が生み出し永

地球の扶養限界を考えたとき、一九

化させること、更にエネルギー政策を

グラムを推進させることで人口を安定

と手紙を書くよう提案した。人口プロ

サディック事務局長に宛てて”助けて〃

務局長にたいしＵＮＦＰＡのナフィス・

の際、ＦＡＯのジャック・デューフ事

かつて一九九六年世界食料サミット

低の水準であり、コメは過去二十七年

作付け期に穀物価格が低かったことに

る恵みを消費するのではなく、自然の

適切にとることで地球温暖化を防ぎ、

間で、トウモロコシは過去四十年間で

より，作付けそのものが低調だったこ

恵みを生み出す基盤をも消費し始めて

気候を安定化させること。これらが不

たが、この帯水層の枯渇の問題が深刻

灌概の成果として高収量を維持してき

から過剰揚水が行なわれ、それによる

二十世紀という短い時間に地下帯水層

われる地域が頻発していること。また

問題となってきた。西アジアや日本、

あった水不足の問題が、地球の規模の

果、かつては地域的限定された問題で

バリゼーションと食料貿易の拡大の結

支払わなければならない。また、グロー

この生態学的な〃ツケ〃は必ず将来

任である、と講演した。

はや農民の責任ではなく社会全体の責

可欠になる。食料安全保障の問題はも

最低の水準となっている。

と。地球の平均気温が上がりつづけて

いる。

になってきたことなどの理由によるも

韓国など食料を輸入に頼っている国は

９

おり、近年かつて例を見ない熱波に襲

のである。

鑿

蕊

》…！～ｉｉｉｊＵ
セッション⑤

〈

（～～～～～～～～～～～～～～～～～’一

グループ・ディスカッション報告
各グループ・ディスカッションの議

せ．総会に提出し協議する最終文案を

が開催され、前日の部会討議を反映さ

。。－、Ｊｒ曰。■、‐、Ｊ７ＩｌＰ１Ｊｒ、ロＪ・ｈＪＰｂｊｒｑｕＪＰＬＪｒ、１〃０（

長から部会の討議内容の報告が行なわ

検討した。

セッション⑧

また同じ時間に、最終の起草委員会

Ｕ

八１１：くｉく～「～～～！

れた。

一

罪・‐く‐くｉｊ～く’ｒ１くノーｒ１ｒ１ｆ１ｒ１く‐・～・～くｉＪ～似～

会議盲一一一一一巨文の検討と採択

1－－－－－－－－《
ここは合意を形成する場であって、演

見を発表する機会はあったのであり、

こと、などフォローアップの提案がな

ｌを使った情報交換を活発化していく

会した。

によって閉会宣言が行なわれ会議は閉

ローズマリー・ロジャー・クール議長

れ・満場一致で採択された。その後、

手により「オワタ公約」発表が行なわ

開会式では谷津義男・起草委員長の

員長によって、オタワ公約の最終文案

燭乱擁〆今鈩

された。

議員会議を開催すること。Ｅｌｍａｉ

地域議連の代表を集め二年ごとに国際

ン・サンフェザーＡＰＧ事務局長から、

最後に会議事務局を務めた、ヘルナ

についての協議」
説をする場所ではない〃と指摘する場

ｐｒｑ１ｆｑＪ・く１７Ｊ：□Ｊ・クニ。ｊ・ＩＪＰ７■ＪくｌＰＩ１・く１Ｊ■（

|陰艤フォ□－アップ！

が総会に提出された。フロアから活発

セッションーハでは谷津義男・起草委

⑦

面もあった。

；ｊｊｊｊｊ～，ｊｊｊｊｉ

つセッションＣ－ｉ

七-戸兇･”｡?－

｡"･四一、〆~～…、〆、.－゜･〆。,｡ダーーゲーザ?、

－け。～け｡｡～デヘーハ.､〆に

に意見が出され、熱心な討議と検討の
結果、オタワ公約は採択された。
この全体会議の席で、四回も文案検

討を続けてきた起草委員の中からも新
たな意見が提出されたり、この場に至っ
て持論を展開する議員などもおり、谷
津起草委員長が、〃これまでに＋分に意

！
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解説

オタワ会議に参加して
人口問題が直面する危機

問題、地域にとって重要な問題、世界

的な規模で重要な問題などその重要性

は異なり、また人口分野で活動する人々

にとってもその関心はおのずと異なっ

ている。

この多面性が人口問題の重要性を見

失わせ、｜股の理解を難しくしている

ことは否めない。またブッシュ政権や

カトリックを始め様々な保守的なグルー

プが主張しているように、道徳を守り、

人間が節度ある生活を行なえば人口問

題は解決するのかもしれない。しかし、

は言うまでもない。人口問題の解決を

人口問題が最も重要な問題であること

人類がこの地球で生きていく上で、

（ＡＲＨ）、青少年への性教育、識字率

ン、思春期のリプロダクティブヘルス

農業・食料生産、グローバリゼーショ

Ｖ／ＡＩＤＳ、公衆衛生、淡水資源、

養わざるを得ない状況、そして先進国

親をＡＩＤＳに奪われ、子供が兄弟を

に、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの蔓延の中で両

数多くの人々が食べるものもなく死

と人類が直面する危機

これが余りにも無責任な理想論である

実現することなく、持続可能な社会の

の向上、すべての子供達への初等教育

ことは言うまでもないだろう。

形成は不可能であるといえる。人口問

論を述べることがいかに無意味か。現

でも十代の妊娠中絶が増えている現状
それらはすべて人口問題に関わりあ

実に起こっているこの悲劇をできるだ

の普及〃などなど、多くの概念が多角

現在における、人口問題のキーワー

う深刻な問題であるが、その問題の性

け避けるためにどうすべきか。これが

題もまた様々な様相を示し、その全体

ドを挙げるだけでも〃リプロダクティ

質によって、先進国で重要な問題、途

すべての人口問題の基礎にある考え方

の中で、〃道徳を守り……“という理想

ブヘルス、リプロダクテイブ・ライッ、

上国で重要な問題、個人にとって重要

であると思う。

的に入り混じっている。

女性のエンパワーメン卜、ジェンダー、

な問題、コミュニティにとって重要な

像を理解することは容易ではない。

難民、避難民、少子化、高齢化、Ｈ１
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理想論を述べることで、悲劇が増え

ざすことで、今行なうべき対策を行な

らしく生活できる環境を作り出すため

人口の増加も直接的に人類の将来に

センサスをもって合意したＩＣＰＤ行

この意味から言えば、カイロでコン

に実現可能な対策を行なう、このこと

衆国の論理はこの結果を生み出す。人

影響を与えることになる。例えば、人

動計画からの離脱を宣言したブッシュ

わないことのツケは必ず将来に大きく

権を振りかざすことで、より基本的な

類の生存の基礎である淡水資源だけを

政権の選択は世界中に大きな悲劇をも

る。人権を理由としてＩＰＰＦやＵＮ

人間の生存や、人間らしく生きるため

考えても、人類が利用できる水の量は

たらす、擁護の余地のない選択といわ

が何より必要ではないだろうか。

の基本的な条件を破壊してしまう。つ

人口が増える分だけ、一人あたり利用

ざるを得ない。

降りかかってくる。

まり理想論としてのベストチョイスを

できる水の量はどんどんと減ってしま

ＦＰＡへの拠出を停止したアメリカ合

主張することが最悪の結果を作り出し

う。これは農地であれ、その他の基礎

今必要なことは、将来の禍根をたつ

てしまうのである。

での資金目標に対し、三四％の不足と

ティブヘルスヘ向けるとした地球規模

点で百七十億ドルを人口とリプロダク

た会議宣言文の中でも、「二○○○年時

オタワコミットメントとして採択され

題に対する資金は大幅に不足している。

中で、行動計画で必要とされた人口問

職できる一雇用の創出は容易ではない。

年齢に達したとしても、その人口が就

しいものであり、増える人口が労働力

国々では教育に向ける投資は非常に乏

の蔓延が起こっている。またそれらの

況にある、その中でＨＩＶ／ＡＩＤＳ

産婦の保健医療体制が非常に乏しい状

最低開発国（ＬＬＤＣ）における妊

サスを改めて作り上げることであろう。

害について、国際的な合意とコンセン

理想主義がもたらす、重大な悲劇と弊

い実施することの重要性と、無責任な

画の精神を掲げ、現実的な選択を行な

できるだけ多くの国がＩＣＰＤ行動計

問題の解決に逆行する勢力に対して、

で、十分な対策をとること。また人口

た公約を守り、資金動員を行なうこと

ために、きちっと各国がカイロで行なっ

なっている。国内から動員する資金の

その意味で、身体的なまた社会的に十

今、私達の国際社会の良識が問われ、

的条件すべてに言えることである。

二四％、外部から動員する資金の約五

分活動できない人口が急増することは、

将来への選択が問われているのである。

多くの先進国に援助疲れが見られる

五％不足している」と述べられている。

社会全体の負担を増大させ、人類の将

（楠本修）

人口問題に対する対策、ＨＩＶ／Ａ

理想論を振りかざすことで最悪の結

来にとって大きな禍根となる。

ほど対応が難しくなり、大きな負担を

果を生み出すのではなく、人間が人間

ＩＤＳに対する対策は後になればなる

作り出すことになる。理想論を振りか
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五年目の進捗状況の評価の中で明確に

約を再確認し、「行動計画」およびその

ＰＤ）行動計画」に対する私たちの公

国会議員は、「国際人口開発会議（ＩＣ

世界各地からオタワに集った私たち

ダクテイブ・ヘルス（人口再生産に関

いおよび性に関する健康およびリプロ

び飢餓の撲滅、安全でない中絶との戦

（ＭＤＧ）、特に以下の目標貧困およ

題であり、従ってミレニアム開発目標

の開発課題に影響を与える横断的な問

数以上が女性である。

日一ドル以下で生活しており、その半

ル以下で生活しており、十二億人は一

地球上に住む人々の半分は一日二ド

２００２年Ⅲ月朋曰

なった〃カギとなる行動〃の実施を更

わる健康）・リプロダクテイブ・ライッ

む妊産婦の健康状態の改善、およびＨ

（人口再生産に関わる権利）の改善を含

百万人を含む多くの人々が、恒常的な

失調状態であり、五歳以下の乳幼児六

世界的に見て、八億四千万人が栄養

能な開発の障害となっている。

政治的な不安定が貧困撲滅と持続可

五五％が不足している。

に推進するために行動を起こす。
の三つの柱ｌ経済成長、社会の進展、

ＩＶ／ＡＩＤＳとの戦い、初等教育の

さらに、持続可能な開発、およびそ

環境保護に対する私達の公約を確認す

飢餓と栄養失調ために死亡している。

現在四千万人の難民および国内避難

普遍的実施、男女平等と女性のエンパ
ワーメン卜の促進を達成する上で不

る。

私たちは、国会議員として一人一人

民がいると推計されているが、その多

ビスを利用できていない。

くがリプロダクテイブ・ヘルス・サー

可分であることを理解し、受け入れる。
私達は、更に以下のことを認識して

でも集団としても、ｌ人々の権利と

ニーズを擁護する者として、彼らの権

利を保護する法律を作る立法者として、
となる、資源（金）を動員し、それを

対する二○○○年時点で百七十億ドル

人口とりプロダクティブ・ヘルスに

うな国に住むことになる。

り、二○二五年には一一一十億人がそのよ

が水ストレス（注１）の国に住んでお

二○○○年において、五億八百万人

可能にする環境を創出する政策形成者

の地球規模での資金目標に対し、三四％

いる。

としてｌ人々と政府との掛け橋とし

不足している。国内から動員する資金

国民のニーズを解決に向ける上で必要

ての重要な役割を理解し、受け入れる。

の二四％、外部から動員する資金の約

○㎡以下の流出水越（降水量から植物

●注１一年間国民一人あたり一七○

私たちは更に、人口問題は他の全て
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及び地表の蒸発散分を除いたもの）を
意味する。一○○○㎡では水欠乏（乏昌国

毎年四千万人近い妊娠中絶が行われ
ており、それはしばしば安全でない条

件のもとで行なわれている。毎年、約
七万八千人の女性、｜日に二百二十七

⑫８月巴となる。

現在十億人の思春期の若者が人口再

名の女性が安全でない妊娠中絶の結果、

者で社会・保健サービスに対する公的

支援を必要としている。

◇行動の呼びかけ

以下の行動を取る上でコミットし、お

生産年齢（注２）に入っている、また

二○○一年には新たに五百万人がＨ

よび世界中の国会議員がこれらの行動

ここオタワに集った私達国会議員が

ＩＶ感染し、その中に八十万人の子供

にコミットするように呼びかける。

死亡している。

が含まれる。そして、三百万人がＡＩ

・ＧＮＰの○・七％をＯＤＡに向ける

するよう懸命に努力する。

ログラムに向けるという目標を達成

口とリプロダクテイブ・ヘルス・プ

・国家開発予算の五％から一○％を人

ら二十四歳の青年層であり、少女が特

ＨＩＶ新規感染者の半分は十五歳か

り、その多くが世帯主となっている。

千三百四十万人のＡＩＤＳ孤児がお

ＤＳで死亡している。

は入ろうとしており、その多くがリプ

ロダクテイブ・ヘルス教育とサービス
を利用することができない。
●注２通常十五歳～四十九歳

毎年、五十万人以上の女性が、妊娠・
出産で死亡しており、その他に七百万

人が感染症にかかり、外傷を負ってい
る。

世界中で三億五千万人の女性がさま

力する。そして、ＩＣＰＤ行動計画

という合意された目標達成のため努
現在、世界には四千万人のＨＩＶ／

実施に必要とされる合意された推計

に危険にさらされることになる。

ないでいる。その結果、毎年一億七千

ＡＩＤＳ感染者がおり、そのうち二千

ざまな安全で効果的な避妊を利用でき
五百万人が、望まない妊娠、または望

資金を動員するために、できる努力

・各国の保健および貧困削減の枠組み

を全て行う。

八百五十万人がアフリカにいる。
めのコンドームが年間八十億個不足し

ＨＩＶ／ＡＩＤＳに対する防護のた

まない時期の妊娠を余儀なくされてい
る。

世界中で数億人に上る女性のリプロ

二○五○年までに六十歳以上の高齢

ロダクテイブ・ヘルス・サービスを

ログラム活動の両面で、誰でもリプ

の中において、予算配分ならびにプ
者人口は六億人から二十億人へと増加

利用できるようになること、に高い

ている。

特にアフガニスタンのような国では、

する。高齢者人口比率は一○％から二

優先順位を与える。

ダクテイブ・ヘルスおよび家族計画に

数十年にわたってそのニーズを満すこ

一％へと倍増し、その多くが生活困窮

対するニーズは無視されつづけている。

とができない状況におかれている。
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オタワ・コミットメント（公約）

・難民や国内避難民の性に関する健康
妊産婦の健康を促進し保護する公衆

役割と責任に対する理解を促進させ、

ロダクテイブ・ヘルスのニーズに関

期の若者たちが彼らの性およびリプ

決定〃を責任を持って行うために必

およびリプロダクテイブ・ヘルスの

・国家開発および貧困撲滅戦略におい

要となる情報やサービスを入手でき

する”良く情報を得た上での選択や

て、水ｌ特に農村地帯における、お

るようにする。

衛生教育を支援する。

・少女や若い女性の人権を推進し保護

よび衛生（衛生的なトイレ）を優先

・二○’五年までに全ての人がリプロ

ために政策形成し、実施し、さらに

する法および政策を制定・公布し、

的に扱い、特に水生産性（生産にお

ダクテイブ・ヘルス・サービスを利

資金を提供する。

強制力を持って執行し、全てのレベ

ける水効率）の向上、人口安定、気

ナー、市民社会、そして民間部門が

ルの意思決定における女性の平等な

・貧困の中に住む人たち、特に女性が、

政府の支援の下で協同して働き、で

用できるようにするために政府、ド

てくる有害な伝統的、文化的、宗教

土地を含む農業資源を利用しやすく

きる努力を全て行うことで、この目

候安定に力を注ぐ。

的慣行を含む、女性に対する全ての

なるよう改善し、公正で効率的な分

標を達成する。

参画の確保と、いろいろな形で現れ

暴力・搾取・差別を排除する。

配システムと持続可能な開発を推進

・女性の教育、｜雇用および生活におけ

・各国の開発計画による支援およびそ

れを実施するために資金を利用可能

する。

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ政策を各国のリプ

とすることで男女別統計データの収

る全ての男女格差を取り除き、少女

ロダクテイブ・ヘルス政策と行動計

への教育、技術・職業技能の向上、
読み書きを教える手段、を採用・採

集・分析・普及能力を構築または強

・高齢者による経済的、社会的、文化

画の実施の中に展開し統合する、Ｈ
Ｓ孤児の人権と尊厳を守るための立

的、政治的権利の享受を促進し、保

択し、強制力を持って実施させる。
またリプロダクテイブ・ライッにお

法を行う、ＨＩＶ／ＡＩＤＳを含む

護する。また高齢者に対するいかな

化する。

ける懸案としての、妊産婦死亡と疾

すべての性行為感染症の感染を防止

る形態の暴力および差別を排除する。

ＩＶ／ＡＩＤＳ感染者およびＡＩＤ

病および安全でない中絶の削減を推

する教育とサービスの提供を行う、

そして、高齢者が十分にそして効果

・公衆衛生における優先課題として、

進する。

ために必要となる政治的意思を喚起
・妊娠の持つリスクや労働と出産に対

会生活に参画できるようエンパワー

的に、彼らの社会で経済、政治、社

・就学しているか否かを問わず、思春

する。

する知識を生み出し理解を図り、男

性を含む家族それぞれの尊敬すべき
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〆Ｖ４代Ｌどユム刊

■ぬ〃〃『「田－しⅡ。十一豆

そして私達が、個人的に、そして全体

私達が行ってきた活動の進捗状況を系的に達成したことを評価するために、

者として、ここに述べた活動を行い、

（その社会的地位を向上する）する。して、立法者として、そして政策形成負グループを通して定期的に報告し、

（〉
◇誓約

ヰー［ｐＨァ」乘辿ゴハーゾ」生
統的にそして積極的にモーターするこ二年目に再び集うことを誓う。

叺什‐全利夫丘
の織些雇欝と一医一
私たち国会議員は、国民の代弁者ととを誓う。さらに、その進展を国会議

七千ドル）。

ｉｉｉ……………………………

会長がＯＤＡ予算減額の中、国連人口たと挨拶、関係者の努力に感謝した。
且予算減額の中、国連人口たと挨拶、関係者の努力に

ル東急ホテルで総会を開き、中山太郎が、前年度同額を確保することができ

は、十二月六日午前八時からキャピト盟（ＩＰＰＦ）に対する拠出金要求額

国際人口問題議員懇談会（ＪＰＦＰ）基金（ＵＮＦＰＡ）と国際家族計画連

醜

四十ドル）、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ信託基金ます。発展途上国で生きる貧しい人々、

七万四千円（三千九百五十一万七千ド’’百十一一一万四千円（五千六百二十四万

内訳はコア・ファンド四十八億二千百ＩＰＰＦの合計拠出金は六十八億六千ＰＤＡに寄せてきた。

七万四千円（四千五十一万七千ドル）Ⅱ二千二百六十ドル）Ⅱ。ＵＮＦＰＡとを誓います」と感謝のメッセージをＡ

ＵＮＦＰＡは合計四十九億四千三百一億二千四百七十一万六千円（百一一万女性の生活改善のために努力すること

で決着した。

拠出金は外務省要求通り前年度と同額十四万四千円（千四百七十万七千七百日本人納税者の善意に応えたいと思い

際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）に対するはコア・ファンド、十七億九千四百三どもは約束したことを果たすことで、

て、国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）と国六万円（千五百七十三万ドル）Ⅱ内訳いレベルの期待と責任が伴います。私

ＤＡ予算が五・八％減額された中にあっル）Ⅱ。ＩＰＰＦは合計十九億千九百Ｆは「この名誉ある日本の決定には高

○’一一年度予算の政府案を決めたが、ｏ信託基金、’億二千二百万円（百万ドたことについて、ＵＮＦＰＡとＩＰＰ

政府は十二月二十四日の閣議で二○ル）、インターカントリーなＮＧＯ支援る人口・開発問題に深遠な配慮を示し

府が人類の平和と安全保障のカギを握

ⅣⅢＥＪ」Ⅲ肌への拠出金は前年度と同額我が国の厳しい財政事情の中で政

国際人ロ問題議員懇談会・総会開く

！’
…

６６

…

…

…
…
…

！

…

IＪＩ
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活発な意見をかわすパネリストたち（国連大学会議場で）

｢こども､家族､社会一少子社会の政策選択一」
開く

「こども、家族、社会－少子社会の政

策選択ｌＬをテーマとする第七回厚生政

策セミナーが＋｜月一一十二Ｂ、国立社

会保障・人□問題研究所主催で、国連

大学三階会議場で開かれた。本セミナー

は、可こどもＬに関する欧米諸外国の政

策の背後にある社会的合意や価値観を

明らかにするために、先進六カ国から

経済学、人ロ学、社会学などの多分野

の代表的な専門家を招いた。こどもの

9９

いる世帯への政策を比較検討し、曰本

JI

「～：＿

､r7-o

の今後の政策立案への貢献となること

を目指した。

LI--､

である。一九六○’七○年代は農業・

重工業が重要な産業で、男性が労働市

場において大きな役割を果たした。し

かし現代は、女性が活躍する軽工業や

えるのではなく社会全体が支えている

ビスの投入が重要になることを考えれ

性に対する財政的・専門的・精神的なサー

》Ⅲ．‐，一

先進国における少子化と政策的対応

サービス業が重要な役割を担う。さら

日本やイタリアは超高齢化の時代を

という認識を持つことである。女性が

ば、女性の立場を十分に考慮した社会

に女性の高学歴化が男性よりも進み、女

迎えている。将来は、高齢者層の人口

出産に関わる大きな負担を被ることを

政策体制を築いていかねばならない。

アントニオ・ゴリーニ（ローマ大学人口学部教授）

が若年層を上回るだけでなく、労働層

考えると仕事の軽減化を促進すること

重要なことは、十分な数のこどもを

ねばならない。

えても、文化的変化を将来考えていか

する考えが残っていた。そのことを考

シストの余韻もあり、依然人口過多と

止めの一因になったのであろう。東ヨー

経済的効果が大きく、出生率低下の歯

しつつある。スウェーデンは政策的・

くのヨーロッパ諸国はその変化は鈍化

ＦＲ）は一・五以下になってきた。多

’九六○年以来、合計特殊出生率（Ｔ

同時に出生率が上昇したのである。

れた。つまり女性の社会進出が進むと

九○年代以降は、パラドックスが見ら

下が進むという常識があったが、一九

では女性の社会進出が進むと出生率低

域的な類似化が進んだ。’九七五年ま

各国の多様性があり、二○○○年は地

ゲルダ・ネイヤー（マツクラーフンク人口研究所上級研究員）

ヨーロッパにおける少子化と家族政策

の人口を上回る可能性が出てきている。
こどもを持つことに対しての考え方を

変えなければならない。また個人の人
生への考え方・見方を変えなければな
らない。その際、複数の世代から成る
世代間の団結の意識をもたねばならな

いだろう。フランスは出生促進政策を

持つことを認め、貧困のリスクを下げ

ロッパは出生促進政策をとった。全体

明示的に掲げている。イタリアはファ

るような政策を考え、子育ては長年の

としては、’九六○年代はヨーロッパ

家族政策を考える時には、いくつか

課題という認識、つまり家族だけが支

1００

第７回厚生政策セミナ

家族政策はまた、各家庭に向けられる

にこれらの要素を考える必要がある。

働市場、健康、教育、福祉など総合的

の要素を考えねばならない。つまり労

た女性は高学歴の女性が多かった。理

ケースが増加した。この制度を活用し

ても同様である。この制度を活用する

ることができる。これは第三子につい

供が生まれると同じく二年の休暇をと

月育児休暇をとれる制度にかわった。

廃止されたが、そのかわり父親が六ヶ

と思われる。一九九六年にこの制度は

利用する利点が大きいためではないか

由として制度のメカニズムを理解し、

利厚生面などで労働市場の分断を招く

トタイムの選択肢もあるが、これは福

休暇は無給あるいは薄給である。パー

ある。他のヨーロッパの地域では育児

え方をもっと浸透させることが重要で

てきた。「育児は労働と同じ」という考

るために育児休暇を与える政策をとっ

チァップ現象があまり見られなかった。

結婚や出産の遅れを取り戻すべくキャッ

低下である。日本などは三十代女性が、

婚年齢の高年齢化による、出産機会の

齢への先延ばしや、未婚率の増加や初

Ｒの低下の意味は、出産や結婚の高年

は似ている。一九七○年代以降のＴＦ

日本・ドイツ・イタリアの人口動向

にいわゆる逆説が発生した。

以降は、出生率と女性の就業率との間

まるからである。しかし一九九○年代

られる育児休暇中の所得の喪失）が高

児の機会費用（もし就業していれば得

が進み、賃金が上昇し、就業すると育

しさが目立ってきた。女性の高学歴化

にともなって、家庭と仕事の両立の難

一九七○年代以降、女性の社会進出

誠国立社会保障人口問題研究所所長）

ことになる。

なお現在、高出生率の国は、婚外子出

阿藤

「少子化への政策対応》何が求められているか」

■問題提起

■司会勝又幸子国立社会保障人□問題研究所室長）

ものではなく、本当に必要とする貧し
い家庭や母子家庭に重点的に向けるこ
とも念頭におかねばならない。

母性という観点も重要であるＰ働く
女性も母親になれるよう、社会全体で
助けなければならない。母親も一人の
市民であり、母親としての権利は当然

の一市民としての権利である。
北欧では労働力不足と低出生率に苦

家族政策と出生率の関係についてス

生率が高く、低出生率の国は婚外子出

しみ、女性の労働市場参加を促進させ

ウェーデンを例にとると、第一子の育

生率が低い。

る。一つは家庭と仕事の両立の難しさ

家族政策には大きく二つの課題があ
児休暇が二年とれ、三年以内に次の子

1０１

て北欧やフランスの児童手当ての厚さ

最後に問題をなげかけたい。果たし

ある。

てのコストの緩和をいかにするか、で

クでは積極的である。子供を持つある

出生政策に対しての意識は、デンマー

会と少子化社会とは別個に議論される。

てしまう。デンマークでは、高齢化社

市場の方を優先し繭家庭がその次になっ

的に税制を通じた手当てが特徴である。

合、州政府が大きな役割を担い、基本

おいていく必要がある。アメリカの場

と家庭の両立には何が重要かを念頭に

しての経済的な支援も重要だが、仕事

たのは半数であった。低所得家庭に対

律ができた。しかし実際に休暇をとっ

が、高出生率に影響を与えるのか。英

いは家族を持つということは、もとも

から遅くなってしまうのである。労働

語圏（アメリカやイギリス）は政策が

と個人が決めることである。しかし社

をどう乗り越えるか。二つ目は、子育

さほど強力ではないにも関わらず、な

会が各家庭をサポートすることは必要

カブレ

ぜ出生率が回復しているのか。

子育て支援の上手な組み合わせが求め

若い夫婦を支援するために、住宅など

ペインでは家の所有率が八割に上る。

スペインも税控除を認めている。ス

アナ・カブレ（バルセロナ自治大学人

られる。

である。そのサポートを経済的支援と
ロ研究センター所長）

あるいは間接的にサポートする体制に

生活に大きく関わる部分で、総合的に

マリーテレーズ・ルタブリエ（フラン

ある。

スペインは二十五年で劇的に人口動

向が変化した。家族政策に関わる法律

ス雇用研究センター上級研究員）
フランスでは、その両方の調整につ

も変化し、人々の生活も変化した。そ

の結果女性の立場も変化し、出生率低

保育を地方自治体だけでなくこれから

てきた児童手当を若干縮小しようとし

フランスでは、首相が長年実施され

ルタブリエ

はＮＧＯにもどんどん参加してもらい

た。右派や労組などが激しく反対した。

いての議論はなされない。デイケアや

リズペッド・クヌズセン（南デンマー

たい。

下に繋がった。

ク大学人口研究センター助教授）

手当ては国民には定着した方法であっ

子育てに対するサポートとして、児童
デイビッド・ブラウ（ノースカロライ

デンマークは人口置換水準以下のレ
ベルで、極めて出生率は極めて低い。

ることに落ち着いた。

た。最終的には税控除の仕組みを変え
アメリカでは一九九三年から両親が、

ナ大学経済学部教授）
る必要がある。女性は本当は子供を持

子育てのために十二ヶ月休暇をとる法

女性の立場を男性と同じように保障す
ちたいが、どうしても経済的背景など
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リカでは女性の就業率が高く、乳幼児

ねばならないという神話がある。アメ

日本では、三歳まで母親自身で育て

比べてかなり長くなり、一年以上とっ

してきている。産時休暇は数十年前に

なっている。しかしその考え方は変化

デンマークでも共働きは当たり前と

率は先進国の中では比較的高いからで

策は明示的でないにも関わらず、出生

い。なぜならアメリカはそのような政

たとする見方には、全くは賛成できな

出生促進政策が出生率に影響を与え

議論も必要。

を持つ女性の半数が働いている。低所

ている。父親も二週間休めるが、ほと

ある。しかし確かに子育て環境の整備

クヌズセン

得家庭の場合は特に、女性の所得が重

んどの父親は休みをとっており、育児

ブラウ

要な収入源となる。一方で、高学歴で

には努めている。

フランスが出生率回復をしつつある

休暇は非常に充実していると言える。

父親が育児に参加することは良いこ

のは、家族政策が強力に実施されたか

高賃金の就業機会も多く、家計に余裕
がある女性でも、働きたいと思う。そ

と、と認識されている。しかし育児手

らではないかと思う。しかし同時に経

ルタブリエ

当が使うまでもない低水準なので、使っ

済的な要因もある。一九九○年代後半

以降、経済は回復し、失業率も低下し

ていないのが本音かもしれない。

ルタブリエ

うした社会的背景を踏まえた上で、子
育て環境を整えることが重要である。
カブレ

スペインも、日本のような神話は支

持されない。女性も働くのが良いとい
同じで、一人が稼ぐより共働きの方が

る。日本のほうに公的サービスの場合

より価格が低いが質は低いとも言われ

民間に保育サービスを任せる。競争に

アメリカは市場メカニズムを利用し、

会経済的要因と政策の要因が総合的に

はないかと考えられる。そのような社

もそれらの相乗効果に一役買ったので

はないかと考えられる。労働力の短縮

た夫婦が子供を持つようになったので

た。それまで出産を先延ばしにしてき

家計にとっては良いという意識が高い。

は、質は保たれるかもしれないが、供

関わるのが実情ではないかと思う。

ブラウ

フランスも、女性は働くものと考え

給量が追いついていないのが問題であ

うのが一般の認識である。アメリカと

られているので、そのような神話はな

る。どちらが正しいというのではない。

ルタブリエ

い。男女が共同して働き経済的に支え

また、全ての夫婦にサービスを提供す

（津守美江子）

たいと思っているようだ。

るのか、低所得家庭を優遇するのかの

1０３

にゅうすふぉ－らむ

飢餓と貧困の連環
８億人が栄養不足

しが必要になる。このため、年度
末の在庫は、ここ数年間で最低の

水準となると予測されている。長
期的にみても、途上国の人口増加

に食縄生産が追いつかず、食糧の
絶対量が不足するとの懸念があり、
楽観できない。
ＦＡＯの二○三○年の食糧需給
見通しでは、現在の地球人口六十

億人が八十三億人になり、そのう
ちの八割が暮らす途上国で、約二

４

６

１

●飢餓と貧困の連環………’：０

１

●『初出産」機に退職・…・・……０

●出生率一・一一四に低下……〃
●〃一人っ子政策“修正至難・・巾

いたのに、二○三○年には八六％

九○年代でも九○％台を維持して

１

１

●結婚しない切代おとこ……肥
●人口、長命化リスク高まるや。・犯

定している。温暖化やその他の気

にまで低下すると予測。特に、ア

億七千万トンの穀物が不足すると推
候変動の影響で、亜熱帯や熱帯地

東・北アフリカでは五四％と、落

域の途上国では作物の生産が減少
力では、環境破壊や内戦、エイズ

フリカ・サハラ砂漠以南では八一％、

先進諸国では飽食や肥満が問題

などの要因も絡み、飢餓を訴える

減する」との目標を掲げ、実現に

ち込みが激しいとしている。

日々の食糧が満足に得られず、

化などの行動計画が採択された。

向けて各国の食糧・農業援助の強

●五歳未満が班％

途上国は次第に海外依存率を高

化しているが、世界では、約八億

ると二九七○年代には平均九六船、

めることになり、穀物自給率でみ

するとみられる。

人もが慢性的な栄養不足に苦しん

る。十六日の「世界食糧デー」を
て考えてみる。（解説部永峰好

前に、地球規模の食糧問題を改め

人々の状況はむしろ深刻化してい

（ＦＡＯ）などの国際機関や各国の

は、世界になお七億七千六百万人

の食糧不安の現状二○○百によ

だが、ＦＡＯがまとめた「世界

慢性的な栄養不足の状態にある人
もいる。このうち五歳未満の子ど

九九年に年間八百万人だったが、

れば、栄養不足人口の減少数は、

もが四分の一を占める。

九六年にローマで開催された「世

需要の伸びや人口増加によって、

界食糧サミット」では、「二○’五

になると予測されている。

したがって、消費量が生産量を

来年の消費量は十九億五千百万トン

トンの見通しだ。今年の天候不順が

年までに約八億人の栄養不足を半

二○○一年は六百万人にとどまつ

上回る結果になり、在庫の取り崩

二○○二年の世界の穀物生産は、

美）

も<Ｕ

減産の主な要因だ。一方、飼料の

昨年をやや下回る約十八億八千万

ＦＡＯの最新の統計によれば、

●世界の食糧需要

ものの、開発途上国、特にアプリ

援助によって、改善されつつある

でいる。近年、国連食糧農業機関

匪五
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にゆ－すふお－らむ

た。今のペースのまま推移すれば、
糧問題を担当する関係者は危機感

に届けるという一連の流れは、先

アフリカの主食は、トウモロコ

砂漠以南で年間千二百万トンが消費

シやソルガムなどで、従来米の消

され、穀物全体の一四％を占める

費量は少なかった。近年、サハラ

の時代になり、農薬を扱う多国籍

ている。さらに、遺伝子組み換え
企業が、種子開発に乗り出してい

までになった。特に、コートジボ

進国の強大資本によってつくられ

る。

を強めている。

予防のために衛生施設などのイン

サミットの目標を達成するのに六

十年ほどを費やすことになり、食

●数々の課題
栄養不足は、貧困の反映である。

ワールでは五八％、セネガルでは

トウモロコシなどはすりつぶし

フラ整備も不可欠だ。

てパテにするのに女性の多大な労

また、労働能力の減退、感染症な

る構造的な問題に対抗するには、

ろう。

新しい枠組みづくりが急がれるだ

力が必要とされるが、米は調理が

四一％にも達している。

いま、地球規模で広がる食糧の

途上国においても法律や制度上の

グローバル化が進む中、こうし

どへの抵抗力の低下、子どもの発
るのは誰か。途上国の生産者に種

生産と分配をコントロールしてい

子を提供、技術を指導し、収穫物

た巨大な企業によってもたらされ

らなる貧困をもたらす要因でもあ

育や教育に対する悪影騨など、さ

つながっているのだ。

る。それは、エイズのまん延にも

現地視察を行った国際開発セン

の援助による。

五倍の粒をつけるので多収穫が可

短い、一つの穂にアフリカ稲の四

力がある、生育期間が約三か月と

壌に強い、雑草や病害虫にも抵抗

「ネリカ米」には、乾燥や酸性土

輸入に頼っているのが現状だ。

費の増大に対応しきれず、四割は

が伸びているという。しかし、消

簡単なため、都市部を中心に消費

乾燥に強く収穫量多い

日本政府は、途上国の飢餓対策

切り札「ネ

途上国の四人に一人は極度の貧

いという新種の「ネリカ米」の西

として、乾燥に強く、収穫量も多

陸稲だ。開発資金の大半は、日本

を調整・加工して、先進国の市場

ジャック・ディウフＦＡＯ事務
局長は「長期的な目標として、飢
餓の底流にある貧困の改善に向か

うことを忘れてはならない」と強

困にあり、一日一ドル以下の生活を

調する。

強いられている。貧困人口の約七

トウモロコシなどに比べると干ば

だが、メリットばかりではない。

能といった特徴がある。

つに弱く、厳しい天候で収穫量が

ター（東京）が主催した試食会に

大幅に減少する恐れがある。さら

アフリカ諸国への普及に向けて、

に、数年間同じ土地で栽培すると

ていることを考えると、途上国に

イ米などと比べればふっくら炊き

ぽろぽろした感触が残ったが、タ

土壌が劣化することも考えられ、

割は農村部に住み、農業に依存し

「ネリカ（ＮＥＲＩＣＡ）」とは、

上げることができるらしい。スー

せいか、粘りけがなく、舌の上に
「ｚの君国８ヶＨシ｛『－３（アフリカ向け

プやカレーとの相性は悪くなく、

参加した。日本の米に慣れている

地鶏やウサギの飼育など、小規

コートジボワールにある西アフリ

の新種米どの頭文字をとった略称。

豆類の栽培で土壌を維持するなど

現地で種子を生産できるような研

模ながら地元農民参加型の事業を

豆類と炊き込んでもおいしく食べ

の工夫も必要になる。「アフリカ農

究開発や支援を表明している。

増やし、所得の改善を図ることが

カ稲作研究所が、アフリカ稲とア

れられそうだ。

おける農村の開発は、飢餓の撲滅

必要だ。ビタミンやミネラルの補

ジア稲とをかけ合わせて開発した

と並んで重要な課題である。

給などの栄養改善とともに、病気
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業革命の切り札」とされるこの米
かにもよるだろう。

な農業のやり方をいかに指導する

したことは確かである。

ぐアフリカ支援への積極姿勢を示

を得なかったという見方もある。

先進国の多消費と豊かな食卓が、

フリカなど途上国の飢餓の遠因に

い。日本は食糧の多くを海外に依

なっている側面を忘れてはなるま

世界の農産物価格を上昇させ、ア

り、「その温床にある貧困問題を解

では、いま、なぜアフリカなの

決する必要がある」との国際世論

か。テロ防止が国際的な課題にな

が、普及し定着するかどうかは、
現地農民に、環境保全型の持続的

先進国、

対策や通商政策などで単独主義の

向けて果たす役割は小さくない。

ている。それだけに、飢餓解消に

○％（カロリーベース）にとどまっ
色彩を強める米国との対立を避け

存し、自給率は先進国で最低の四

フリカ開発のための新パートナー

が強まっていて、これが追い風に

シップ）を積極支援するアフリカ

るため、利害が一致してまとまり

なったともいえる。一方、温暖化

世界の食糧生産がおおむね安定

やすい貧困問題に焦点を当てざる

アフリカ支援に積極姿勢
している中で、現時点でも、三十

は二○’五年までに、域内の最貧

行動計画を採択した。ＮＥＰＡＤ

それによると、同年に初めて出

ＩＩ働く女性三人に一一人Ｉ

「初出産」機に。退職・

（読売新聞二○○二・十・十八）

一か国が深刻な食糧不足に直面し

いる。

困層人口の半減などを目標にして

ている。そのうちアフリカが二十

一か国で、特に、マラウイ、ジン

を打ち出すなど、欧米はアフリカ

の五割をアフリカ向けにする方針

英仏は政府開発援助（ＯＤＡ）

バブニレソトなど南部アフリカ
では、干ばつなどによって状況が
また、栄養不足人口が全人口に

悪化している。

働く女性の三人に二人は初出産

一年前まで仕事を持っていたが、

産した母親の七三・五％は、出産

この流れは南ア・ヨハネスブルク

は二十一日、二○○｜年生まれの

を機に退職する１．厚生労働省

向けＯＤＡの増額を決めている。
の環境開発サミットにも受け継が

圧倒的にアフリカに集中している。

れ、英仏は、総額十億ドル規模の民

子どもの生活状況や家族の意識な

占める割合が三五％を超える国も、

間投資の促進計画を共同で始める

食糧問題の解決は、二十一世紀
の人類の最重要課題の一つだが、

と発表した。
環境開発サミットの宣言には「清

れた子の家庭五万三千五百七十五

発表した。同年一月と七月に生ま

児縦断調査」の第一回調査結果を

育児休業を取得しているのに対し、

模企業勤務の女性の八五・八％が

また、従業員五百人以上の大規

四七・八％と半数以下しか取得し

従業員四人以下の小規模企業では

のアクセスを改善する」との文言

世帯に調査票を配布、四万七千七

ていなかった。官公庁勤務の女性

世帯（回収率八七・七％）から回

具体化の行方になお不透明感は

強いが、先進各国が、貧困にあえ

答があった。

も盛り込まれた。

浄な水、衛生、食糧安全保障等へ

に仕事をやめていた。

そのカギを握るのはアフリカ諸国
際会議において、改めてアフリカ
に焦点が当てられ始めている。

六月の主要国首脳会議（カナナ
スキス・サミット）は、昨年夏に

アフリカ統一機構（ＯＡＵ）が合

意した復興計画、ＮＥＰＡＤ（ァ

うち六七・四％が出産半年後まで

だといえそうだ。そうした中、国

どを追跡調査する「二一世紀出生

函
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三五・六％。

父母ともに喫煙していない家庭は

した。政府は晩婚化傾向はいずれ

｜年に一・三三の過去最低を更新

三一を底に上昇に転じると推計。

止まり、出生率は二○○七年の一・

ていた。

（読売新聞一一○○二・十・’’十

年金保険料は二○二五年には、基

日大の推計通り下がると、厚生

の低下は長期化するとしている。

これに対し日大人口研は、出生率

一一）

は、九四・九％が育児休業を取っ
このほか、喫煙率は、父親が六
三・二％、母親が一七・四％で、

出生率一・二四に低下

礎年金の国庫負担割合が三分の一

一九七九年に国策として施行さ

の場合で月収の約三一％と政府計
で、公的年金財政は政府見通しよ

れた一人っ子政策では、職場ごと

向田回倒圃政府見通しより悪化

一人の女性が生涯に生む子供の

い水準まで上げないと、現在の給

画（二七・八％）よりも三％強高

決められ、職場内の出産が可能な

目を光らせる。

会」という自治会のような組織が

各地区にある「居民（住民）委員

きた。働いていない人に対しては、

せるため、様々な指導が行われて

（日本経済新聞一一○○二・十・

り悪化する恐れが大きいとしてい

数（合計特殊出生率）は二○一七

1.211.…，…Ⅲ．…乢叩！…，，
2000年０５１０１５２０２５

年齢の女性に「一人っ子」を守ら

に「計画生育（出産）」の担当者が

る。

出生率は女性の晩婚化などに伴

1.3

二九）

付水準を維持できなくなる。

下がるし日本大学人口研究所

い低下傾向が続いており、二○○

年に一・二四と政府推計を超えて
はこんな推計をまとめた。晩婚・

未婚化傾向が続くとみているため

〃一人っ子政策“修正至難
ｌ渦億人・測れぬ影響Ｉ

産児制限のない少数民族などを

さんの知人は、年収の数倍に当た

ばならない。二人目が産まれた王

除き、二人目を産んだ場合は両親

「自分たちも兄弟がいたから、本

が弁護士、妻（三十二）が公務員

当はもう一人ほしい。だが、二人っ

の年収の三倍から五倍という多額
市郊外の新興住宅街は、外資系企

る六万元（約八十万円）を請求さ

の「社会扶養費」を支払わなけれ
業に勤めたり、自分で事業を手が

子政策の）ペナルティーで弁護士

れ、支払えずに古里を離れたとい

という知識階級で一歳の女の子

けたりして高い収入を得る〃ニュー

資格を失ってしまうのであきらめ

シフ。

が一人いる。

リッチ〃が住む場所だ。ここに暮

ている」と、王さんは言う。

瀧酒なテラスハウスが並ぶ上海

几８．．“しや

●〃罰金〃年収の数倍

函

らす王さん夫婦は、夫（三十六）

１０７

函
1.4

九三年以降ずっとマイナスだ。

しかない。人口の自然増加率は、
る。

は寮で生活、金曜日の夜に家に帰

とはいえ、農村部では「多子多

のでは」と見る。

「夫婦がともに一人っ子」という従

上海市は、策定作業中の条例で、

月々の学費は千五百元（約二万円）。

元（約百万円）がかかったほか、

肉なことに、都市部に住み、経済

産児制限が必要とされている。皮

という伝統的価値観が強く、まだ

●少子化で緩和
こうした中、中国政府は今年九
来からの条件に加え、「再婚した夫

的な余裕もある王さんは、二人目

福（子供が多いほど幸せも多い）」

月施行の「人口及び計画生育（出

五百’二千元とされる中では破格

上海の一般的な労働者の月収が千

入学金と寄付などで約六万五千

産）法」で、産児制限を一部で緩

がいない」などのケースも、第二

を望もうにも、夫婦ともに兄弟が

婦の夫に子供がいて、妻には子供

あるため該当しない。

和した。地方レベルですでに実施

は、こうした「全宅」がいくつも

だが、教育熱心な親の多い上海で

されていた例外規定を追認し、省、
一子を産んでから第一一子まで、三、

子を持てるよう検討している。第

上海人口情報センターの張戒舟

産抑制のタガを急に緩めるわけに

少子高齢化が問題とされても、出

変更には微妙なかじ取りが必要だ。

人口が十三億人もいると、針路

の高さを指摘したうえで、若者の

い夫婦にとって、一人っ子政策の

はいかない。本当に二人目が欲し

主任は、上海の育児、教育コスト

ある。

自治区、直轄市ごとに条例などで

●事情はさまざま

りやや穏やかになる見通しだ。

も外す方向で、産児制限は現行よ

四年の間隔が必要としていた規定

定める条件に合う場合は第二子を

背景には、都市部を中心に進む

産めるとしたものだ。

少子化がある。合計特殊出産率は、

すでに人口維持に必要な水準を下

が増えており、若者の考え方は日

ハードルはなお高い。（上海で、針

意識変化にも言及。「晩婚・未婚者

だが、その効用については疑問

原陽子）

回る一・八○台で、中でも一人っ

子政策が先行実施された上海では、

いらない』へと変わっている。二

本と同じように『子供はそれほど

｢中国の、
国のⅧ

高齢化率
化率
盛り）
(右目盛り）

（読売新聞二○○｜｜・十・二九）

つとして、上海の

人目を産んでいいと言われても、

視する向きが多い。その理由の一
教育費の高さがあ

がある。一度も結婚したことのな

日本の少子化の背景には未婚化

に達する見通しだ。「非婚時代」が

○年は約一六％。二○年は約二四％

婚する皆婚時代だった。だが、○

率は約二％。当時は大半の人が結

’二○二○年には四人に一人の時代に

結婚しない仙代オヘトコ．

実際に産もうという人は多くない

外資系企業に勤
める趙さん（四十
二）夫婦は、六歳

の一人娘を「全宅」
に預けている。全

い人たちが増えている。男性に顕

けて子供を預かる
幼稚園のこと。子

著だ。七○年、四○代男性の未婚

宅とは、一週間続

に園に行き、平日

供は、月曜日の朝

函

る。

少数民族などを含めても○・九六

牽陶、帽旧５

(左目盛り））

０

７６５４３２１０

『中国の、
出生率

１９５０６０７０８０９０２０００１０２０３０４０５０(年）
(香港、マカオ、その他特別自治区を除く。川産率、高
齢化率は国連人口推計2000年改訂版，上海の川産率は

上海市資料による）
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やってくるのだろうか。

友人を通じて出会う機会はある。
最近は「帰ってきた白雪姫もいる」

と言われた。別の人との見合いを

なたが期待する奥様と私は違う」

今も年賀状を交わすが、その気持

性だった」と話しながら泣いた。

父が亡くなり、マンションを売っ

五歳未満がいい」。

相手は「子どもが欲しいので三十

一回は「私が」と払ってくれた。

われない。五年前の相手は四回に

かる。外食先で「私が払う」と言

し込もうと思いつつ、少しひっか

（小野智美）

ちを伝えたことはない。「結婚した

て、実家に戻った。年収約一五○

今の相手は条件通り。結婚を申

決めた。

は八年前、七十二平方脚３ＬＤＫ

○万円。貯金は株を含め約一億円。

十歳を目前に結婚情報サービス会

生経験が豊かでいいかも」。理想の

と思う。離婚した女性たちだ。「人

を約六三○○万円で購入。未婚で
つ。「女性が白馬の王子様を待つよ

ければ彼女から言ってくる」と待

社の会員になった。「僕を知るには

貯金一億「子が欲しいし

も妻子との暮らしを想定した。当

実家にいると弟の子どもが来ては

時間がかかるかもしれない」と初

７．４４．９

４．７４．３

１１．７５．８

６．７４．６

１６．５８．２

１８．８１３．７

１７．３１１．０

２５．４１３．９

１６．８１２．５

２３.５１４．１

２３．８１３．４
１

２

注）単位は％･出典は、国勢調査およ
び国立社会保障・人口問題研究所による
推計から。

「自分自身のことをどう思いますか」

対面の見合い相手には必ず告げた。

会えば見つかるかも」

五○万円。「もっとたくさんの人に

再入会を思案中。高卒。年収約八

最近、労働組合が法人会員になり、

二年後、あきらめ、退会した。

いい」

れる人がいい。自転車の伴走でも

末は一○キロ走る。二緒に走ってく

己分析する。趣味はマラソン。週

「趣味の話に相手が引いた」と自

限りで終わる。

会いたいと思っても、いつも一回

とも聞いた。自分を客観的に見つ

１９．５１１．８

き、「育休は女性がとるものでしよ」

１４．６６．３

められる人を探した。だが、また

１１．２５．６

１８．４８．６

と口走り、怒られた。半年後「あ

１６．４６．７

東京の大手企業の部長（四十四）

時は十六歳下の女性と付き合って

うに、僕も白雪姫を待っている」。

じめに思えてしまう。

大喜びする母親を見て、自分がみ

３．１４．４

横浜市の会社員（四十六）は四

いた。三年前に「友達でいましょ

う」と言われる。

友人には「傷つくのが怖いんだろ

４．７４．４

「僕のことを一番考えてくれた女

２．５４．９

も育児休業をとってもらう」と聞

う」と告げられた。

１．９４．０

３．７５．０

妥協できず高まる理想

２．８５．３

五年前の見合い相手から「夫に

１．６１．５

見合い歴一○年の横浜市のメー

男女

１．９２．０

カー社員（四十二が結婚情報サー

ビス会社に提示した女性に望む条
件は、「三十八歳未満。身長一五五
蓮以上。体重六○キロ以下。離婚歴
結婚後も働きたければ止めない

のない人」。

い。「人生設計のイニシアチブをと

が、年収は自分より少ない人がい

大学院卒。年収約七五○万円。

りたいので」

４０代後半

男女

年年年年年年年年年年年年

４０代前半

００５０５０５０５０５０
５７７８８９９００１１２
９
０
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犀身長一七○壱、体重七五零回。「もて

は男性ばかり。

なくはない」と自負するが、職場

●40代未婚率の推移●

坂本佳鶴恵お茶の水女子大学助

ており、アプローチの違いがある。

出生率の変化の追跡に焦点を当て

生率の変動に重一点を置く社人研推

教授（社会学）は「結婚しなかっ

計に対し、日大人口研推計は期間

都の男性の場合、九○年から○○

と答えた首都圏の三十代の未婚男

年にかけて五○歳時の生涯未婚率

性は六・四％。

国立社会保障・人口問題研究所

た過去を正当化するため、男女と

過去を正当化し、若い女性求める
の調べでは、男性は自分より低い

も年をとるほど理想が高くなる。

男性は、より若い女性を求めるよ

半から低下傾向にある有配偶出生

と想定しつつも、一九八○年代後

ある程度は晩婚化現象が進行する

率（有配偶の女子人口に対する嫡

出出生数の割合）が現状ままで今

後五十年間持続すると仮定してい

による想定より早いペースで今後

が、二つの人口推計には方法論と

も進みとみる一方で、有配偶出生

る。これに対して日大人口研推計
社人研推計は諸外国の政府推計

率の変動はモデル化していない。

晩婚化については、’九五○年

と同様、出生率と死亡率の将来動

から二○○○年までの女性の結婚

九○年代前半に鈍化した晩婚化現

の将来変化が明示的には反映され

象が一九九五’二○○○年で再び

らの仮定には経済・社会保障変数

の三部門から構成した長期展望モ

と出生の確率変動を人口動態と国

向に一定の仮定を設けるが、これ

推計結果に多くの違いがある。

（朝曰新聞二○○二・十一・｜）

うになる」

さらに、社人研推計では今後も

の増加幅が最大だったのは大学・
結婚を拒む人が増えたとは言え

大学院卒者。

ない。日本青年館結婚相談所の九

い学歴の男性を結婚相手に選ぶ傾
大学院卒者、男性は中卒者が最高

向がある。未婚率は、女性は大学・
九年度調査で「結婚したくない」

学歴の女性を、女性は自分より高

だ。が、少子化の最先端地、東京

Ｉ社会保障に限界もｌ

・函人口、長命化リスク高まる
政府推計より高齢化急進行

日本大学人ロ研究次長小川直宏

デルをベースに算出している。こ

勢調査のデータから分析した結果、

ルによる人口推計によると、高齢障制度の限界も考慮し、老後設計

活発となり、合計特殊出生率二

口研推計は人口・経済・社会保障

化は政府推計を上回る速度で進み、に個人のリスク管理の視点が必要

れら三部門の間である年度の経済・

の低下に一九七五年以降で最も大

人の女性が生涯に産む子供の数）

てはいない。これに対して日大人

出産率低下より余命延長により「長な時代になる。

同変数に基づき翌年度の人口を推

社会保障部門の変数を同時決定し、

日本大学人口研究所の独自モデ府推計に基づき設計された社会保

命化」のリスクが問題となる。政

有配偶出生率については、ミク

した。

きな影響を与えていることに着目

ロのデータ分析から九○年代を通

まず、人口推計で鍵を握る出生

計していくシステムである。

間に出生・婚姻などをした人を集

率の将来変動に関しては、〈ある期

●独自モデルで一一○二五年人ロ推計
に発表された国立社会保障・人口

して約三○％の有配偶女性がパブ

人口の政府推計としては今年一月

団としてとらえた）コーホート出

日本大学人口研究所はこのほど

問題研究所（社人研）推計がある

日本医師会からの委託研究の成果
を「新人口推計」としてまとめた。

1１０

夫の収入が低い階層でそれが顕著

を押し下げたことが判明している。

響で一○％ほど二子目の出生確率

ル崩壊とそれに続くリストラの影

よりも低くなった。

四と、社人研の中位値の一・三八

三六）は、二○二五年では一・二

生率（二○○○年の実績値は一・

このように推計した合計特殊出

研は一九五○’二○○○年の五十

計しているのに対して、日大人口

約十年間のデータで五十年間を推

社人研は一九九○二○○○年の

値の推計のための時系列データが、

相違がある。最も重要な点は、ｋ

１に示したように、男子が二○一一

ロ歳の平均余命）の推計結果は図

る信頼区間を求めた。平均寿命（ゼ

に入っているか否かをチェックす

推計値について九○％の予測範囲

さらに、男女別平均余命の将来

可能性がある。九○年代で観察さ
Ｃ法、米カリフォルニア大バーク

両推計ともリー・力１ター法（ＬＩ

また、日大人口研推計では、従

していることである。

年間のデータで二十五年間を推計

四・○九年、女子は一・九二年高

四四年と、社人研推計より男子は

五年で八三・八五年、女子が八九・

一方、死亡率の変動に関しては、

なので、今後のマクロ経済政策次

れた状況が今後五十年間も持続す

レー校のリー教授らが九○年代初

第では、有配偶出生率は上昇する

るとは考えがたいため、有配偶川

の外側となるが、先述のように推

い。なお、祉人研推計値は男女と

計期間が約十年間であることに主

も推計期間の途中でこの予測範囲

得られる一人当たり実質国民医療

りｋ値の動向を社会保障部門から
費の変動から推計する、ＬＩＣ法

来採られているアプローチと異な

別死亡率の時系列データから、推

いる。詳細な説明は省くが、年齢
計時点までの死亡率が変化してき

に起因すると考えられる。

めに開発したモデル）を使用して

合計特殊出生率は労働市場にお

では初めての手法を採った。

かった。

ける男女賃金格差から推計した結

た傾向（係数１ｋ値と呼ぶ）をつ

生率は明治的にモデルに導入しな

婚確率の動向に基づき推計してい

かみ、将来推計を行う方法である。

7５

３０

２５

計
２０

％

1５

2000年０５１０１５２０２５

生率と死亡率の推計結果の違いは、

以上のような両推計における川

また、二○二五年の高齢化率は

い自らの想像の時代」に突入する。

やできない、いわば「お手本のな

先進諸国を参考にすることがもは

となる。全人口に占める六十五歳

年よりも一年早まり、二○○五年

てくることである。日大人口研推

人口高齢化のメカニズムが変化し

余命の延びが大きくなるにつれて

さらに重要な点は、今後、平均

きが出てくる。

における二八・七％とかなりの開

三一・○四％となり、社人研推計

今後二十五年間の高齢社会の姿に、

まず、総人口のピークが、日大

になる。

様々な側面で相違を生み出すこと

●高齢化率高まり年金財政に影響

る。男女賃金格差は男女の教育レ

3５

ただし、両推計ではいくつかの

2000年０５１０１５２０２５

ベルの変化から求めた。

･麺;ｉｊｔ;鑑i(勇子)」

蝋

人口研の場合は社人研の二○○六

以上人口の割合を示す高齢化率は、

計では、高齢化の主要因が二○○

来年、イタリアを抜いて世界一と

なり、わが国の高齢化対策は西欧

IJI

男子平均寿命の90％
jl(単の償繭区間

i蕊

波多康治氏が監事に、
田中勲氏が評議員に就任
本協会は、九月二十五日の評議員会で波多康治氏（公認
会計士）を監事に、理事会では吉岡茂平氏（社団法人日本
自動車工業会理事）の評議員退任に伴い後任評議員に田中

フトすることが示されている。

五’一○年の間に、従来の出生率

研推計の場合を考えると、公的年

余命の延びが顕著である日大人口

大きく影響を与える。特に、平均

の少子化対策に政策の主力を注い

に、高齢化に歯止めを掛けるため

と、図２のように、二○二五年で

将来の保険料率の動向を試算する

たモデルを使って厚生年金制度の

例えば日大人口研推計に使用し

生じてくることは明白である。

金制度の財政に直接インパクトが

低下から「余命の延長効果」にシ
現時点の日本では「少子・高齢

でいるが、長命化現象から派生す

化」という言葉で代表されるよう

る問題のほうが次第に深刻となる

二・四％の違いが出る。

同年で二八・六％にとどまり、約

ルに社人研推計の値を導入すると、

は二○・九七％となる。このモデ

の大幅な改善は老人医療制度や介

また、今後見込まれる平均余命

可能性が高い。

護保険制度などの社会保障制度に

●老後の設計、個人で管理

が到来する。社会保障や家族によ

推計に基づく想定より早く、限界

る介護を柱とする老後設計から、

日大人口研推計の大きな特徴の

今後は一人ひとりが老後設計に真

一つは、平均余命の将来推計で予

にあるように推計値の信頼範囲を

測範囲を設けたことである。図１

う、文字通り個人のリスクマネジ

剣に取り組み、そのリスクを背負

メント時代に突入していくことが

数字で把握できる。人口推計で一
の表現より具体的である。このよ

計におけるアプローチは、それら

考えられる。今回の日大人口研推

般的に使う高位・中位・低位など

チで経済・社会保障変数の将来動

の時代に備えた第一歩ともいえよ

うな確率モデルを使ったアプロー

業会に入り、広報部長、同会総務部長

声フ。

十五）

（日本経済新聞二○○二・十一・

の活用も期待できるだろう。

に関して将来推計を行うと、政府

社会保障制度や家族の介護能力

向も推計できるので、この分野で

就任。昭和十八年東京生まれ。

を歴任。平成十二年五月に事務局長に

学法学部卒業、社団法人日本自動車工

田中勲（たなか・いさお）氏即日本大

昭和二十四年神奈川県生まれ。

認会計士東京会及び神奈川県会役員。

康治公認会計士事務所を開設、日本公

マッで公認会計士を歴任。現在、波多

大学政治経済学部卒業、監査法人トー

波多康治（はた．こうじ）氏叩早稲田

勲氏（社団法人日本自動車工業会事務局長）をそれぞれ満
場一致で選出した。

鏑
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２．東南アジア諸国等人ｕ・開発基礎調杏報告群
一インド国一

ReporlonlheBasicSuTvevofPopulaKionandDevelopInent
inSoutheasiAsianCountries

昭和58年度

-hdia-

１．中華人民共和国人口・家族計画基礎調査報告番

3．中華人氏共和図人口・家族計画第二次基礎調査報告香

BasicSuwery(〕、PopulationandFamilyPlanninginthe

BasicSurveyUl)onPCpulalionandFamilvPlanninginlhe

People,sRepubIicofChina（英語版）

PeoplelsRepublicofChina

生育率和生活水平共系''１旧合作凋査研究根告朽

生育率和生活水平共系第二次中日合作凋査研究板告二|；

（中国語版）

（中国語版）

昭和59年度

４．末パール王国人1コ・家族計画基礎調査

BasicSmveyReportonPopulati〔)nandFalnilyPlanningiI1

1．アジア諸'１Jの農村人口と農業開発に閲する調査報告書
一インド国一

theKingdomMNepal（英語版）

ReporlolltheSurveyofRuralPopuIationandAgricullura］
５．日本の人口都市化と開発

DevelopmentjnAsianCountries
-II1dia-（英語版）

Urbanizatiol1andDevelopmemmJapan（英i譜版）
6．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調査

９

－●

東南アジア諸ljEl等人口・鵬発基礎調査報告

一データ編一

一タイ国一

SurvevofUrbanization,LivingEnvironmemandWelfarein

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDevelopmeI1t

Bangkok-Data-（英語版）

inSouIheastAsianCourltTie貝
一Thailarld-

７．スライ蘭

ロ本の都市化と人口（日本語版）

3．日本の人口転換と農村MM苑

１:rbanizalionandPopulationinjapa、（英語版）

DemographicTransitiol】inJapanandRuralDeveIopmenl

日本的城市化与人口（'１]|劃語版）

（英語版）

UrbanisasiDaI1kependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

４．SurvevofFertilitvandLivingSlandardsinChineseRural

Areas-Dala-AIllhehouseholdsoflwovi]lagesinJilm

昭和61年度
1．アジア諸圃の農村人口と農業開発に|封する調査報告審
一インドネシアトl1-

ProvincesurveyedbyquestionnaimJs（英語版）
失干中lX1衣村的人口生育率埼生活水平的凋査槻告
一対干吉林省萌小村近行全戸面談凋査的錆果－
－銃：１編＝（''１国語版）

ReportonXheSurveyofRuralPopulationandAgriculturaI
DevdopmentinAsianCounIries

５．スライド日本の農業、農村開発と人口

－その軌跡一（Ⅱ本譜版）

-II1donesia-（英語版）

Agricultural＆RumlDevelopmentandPopulalioninJapan

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告善

（英語版）

一イン鷲ネシア国一

日本衣)1k衣村的友股和人、的推移（中国語版）

ReporlontheBasicSurveyofPopuIati(mandDeveIopmenl

PerkemI〕anganPelTanian，MasyarakalDesaDanKepen-

inSoumeastAsianCouIllries

dudukanDijepang（インドネシア語版）

-Indonesia-（英語版）

（以上４カ脚版スライドは.日本産業教育スライドコン
クールにて優秀賞を受賞しました｡）

３～在ロ留学生の学習と生活条件に側する研究

人的能力開発の課題に即して－
４．眉本の労働力人口と開発

LaborForceandDeve]opmentinJapan（英語版）

昭和60年度
1．アジア諸国の鴎村人、と農業開発に関する調査報告書
タイ国一

Reportonll1eSurveyofRuralPopulationandAgricultural
５．人口と開発関連統計集
DemD3raphicandSocio-EconomicII1dicaIorsonPopula【ion

andDevelopment（英語版）
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DevelopmelltinAsianCountries
-ThaiIal1d（英語版）

DevelopmentinAsianCountries

-Nepal-（英語版）

6．スライドｌ｣本の酸葉発展と人口
その原動ノル電気一（'三１本語版）

II1duslrialDevelol〕ｍｅｎｌａｎｄＰ(〕puIatioI1injapar］
２．東南アジア諸国等人ロ・開発基礎調査報告書
－１１１華人民共和同一

ReportonIheBasicSu】wyofPopulationandDevelopnlem

－Tl1eprilneMove｢-Eleclricilv-（英語版）

｜｣水的洪1k友展勺人口
一共原幼力一興気一（Ⅲ】図譜版）

inSoutheaslAsiamCountrics

Pembangul]anInduslridankepeIIdudukandjJepangl

-Chma‐（英語版）

-Pellggcrakljtama-TellgaListriI[－
（インドネシアi濡版）

3．アジア諸国からの労働力流Iljに関する調査研究報告TIド
ータイ同一

７．ネパール王国人'二1.家族計画第二次蕊礎iilM森

ＣｏｍＩ〕IeInellIaryBasicSurveyRepollｏｎＰ(〕I〕ulationalld
4．日本の人口と家族

FaIllilVPlalmingiI1theki】】gdomofNepal

PopulationandU1eFamilyinJapaI］（英語版）
5．アジアの人、転換と開発一総計集一
DemogmpllicTTan&iIionandDeveloplnelltinAsianCountries

昭和62年度
Ｌアジア諸国の農村人ｎと鍵業開発に関する調査報告苫

-OveTviewandS【atisticalTables-

－１１１華人民共和lRI-

（英語版）

RepoI1olllheSurveyofRuralPopulali〔)IUilndAgriculluraj
DevelopmenIinAsianCountries

６．スライド

CI1infi-（英語版）

日本の人口と家族（日本語版）

ＦａｍｉｌｙａｎｄＰｏＩ〕ulaIjoninJapan-AsianExperieI]ｃｅ－
（英語版）

2．東南アジア猪ＩＥＩ等人口・開発蕊礎調査報告書
中＃E人民共和国一

日本的人ﾛﾉｦ家庭㈹１国譜版）

Rep〔)【【〕nlheBasicSurveyoIPopLIklti()nandDevelopmelD1

Penduduk＆KeIuargaJepang（インドネシア語版）

inSDutl〕easIAsi&nCountri忠

一ChiIla-（英語版）

７．ペルー共和国人口家族計画蕊礎調査

３．アジア諸国からの労働力流出に|劃する調査研究報告薔

平成元年度
１．アジア諸国の農村人口と農業l;9発に関する調森報告謙

フィリピン国一

`１．１１本の人、と農業|)Ⅱ苑

一バングラデシュ画一

PopulalionandAgrjculluralDevelopmenlinJapan

ReporlolltheSurvevofRuraIPopulaIionaIldAgriculluml

（英語版）

Developmenl-Bangladesh--（英語版）
５．ネパールの人口・開発・環境
ワ

ーー白

東南アジア諸|副等人口・剛発蕊礎調査報告齊

PDpulalioll・Devel(〕pmentandEnviroI11nentinNepal

一ネパール国一

（英語版）

ReportontheBasicSurvevofPopulationandDeveIopmenl
inSoulI1easlAsianCount｢ies

-NePal-（英語版）

６．スライド

ヨ水の人｢】移勅と経済篭展（Ｕ本語版）

TheMigmloryMovenuemandEconomicDcvelopmemin
3．アジア猪lZ1からの労働力流出に関する調査報告替
一マレーシア国一

Japan（英語版）
ロ本的人１１移jij｣句幾読友匹（中国語版）

PcrpindahanPel1dudukDan腱rkembanganEkonomiDi
4．日本の人、構造変1Iiijと開発

JepaI1g（インドネシア語版）

一高齢化のアジア的視点一

SmlculralCI1［IngeinPopulalionandDevelopment

7．トルコ|到人、家族計画基礎調査

-Japall1sExperienceinAging-（英語版）
５．スライド

高齢化社会へのＨ本の挑戦
一生きがいのある老後を目指して－（}]本語版）

AginginJapaIlChallellgesaI1dProspecls-

昭和63年度
1．アジア,譜国の農村人｢'と農業開発に関する調査報告懇
一ネパール国一

RCP()ｒｌｏｎｔｈｅＳｕｗｅＶ()IRulnlPopuIationa几dAgricullu｢aｌ
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－フズリピン国一

(英語版）

ReportonlheBasicSurvcvofPopulaliollaJldDevel()pment

辺人高齢化社会的日本正而|晦挑域一追求具生命意又

illSoutheastAsianCoulltries

的老年生涯一（中ｌｌ１諦版）

-Philippines-（英語版）

TantangaIlMasy【lrakatLanjutusiajepaI1g
(インドネシア語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する繊査研究報告盤

（本作IFJは、1990年卿日本視聴覚教育協会主催優秀映

一中蕪人民共和国一
４．１７本の地域開発と人'二１－］990年代の展望一

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
6．アジア諸国の農業開発－５力ｌ１Ｅ１の比較一

RegionalDevelopmenlandPopulati()ninJapan

SIraIegicMeasureslbrIheAgriculluralDevelopmem

-TrendsandProspecIsin[hel990s（英語版）

-Compa｢aIiveStrudiesoI1FiveAsianCounmes-(英語
版）

５．スライド

１１本の地域開発と人I」（|｣本諮版）

平成２年度

ReginalDevelopmelllandPopulalioninjapan（英諾版）
１１本的区域升及和人口（中1}$語版）

1．アジア渚国の農村人切と磯業llH発に関する報告晋

PerInbaIBguI1anDaerahdanPopulasidiJepallR

一フィリピンｌｌ１－

（インドネシア版）

Ｒｅｐｏｒｌ〔)ntheSurveyofRuralPopulaIionandAgricultumI

DevelopmemPhiIippi11es-（英語版）
6．アジアの労働力移動

LaborMigralionillAsia（英語版）

ウ
ー■

東南アジア諸国等人'二|・珊発基礎調査報告書
一バングラデシュ1脚一

Reporl(〕nllu巴BasicSurveyofPopulatiollandDevelopmenl

平成４年度

inSoutheasIAsianCounIries

l・アジア諸国の農村人口と農業l}'１発に関する調査糀併欝

-Bangladesb-（英語版）

一マレーシア国一

ReportonlheSurvev〔)fRuralPopulationandAgricullural

3．アジア緒国からの労働ﾉ｣流出に'1kIする調査総告蓄

Developmenl-MaIaVsia-（英語版）
２．束１判アジア諸国等人口・Ｍ１発難礎調査報告書

インドネシア[｣４－

４．１]本の人口・'1'１発・環境一アジアの経験一

一ベトナム国一

PopulalioIloDeveI()pmelltaI1dEnvironmenIinJapan

Rep(〕｢t(〕ｎtheBasicSurveyofPopulaliollimdD巳velopment

-AsianExperienCe（英語版）

inSouIbeastAsiallCouJ11ries
●

ＰＣ

-VielNam-（英語版）

スライド

ロ本の難境・人[ニト開発（ロ本語版）

３．アジア諸国からの労働力流H1に鵬Ｉする識査研究繩ｆ１善
スリランカ刷一

Envim1ument,PopulalionandDwclDpmem1n」apal1（英
譜版）

I]本的坏境・人ｕ・）｢友（中lxl諦版）
４．アジアの潅業振換と人口
IndusIrialTransitionandPopulalionillA臼ｉａ
（英語版）

Lingdmngan,PendudukdnllPembaI1gunanjepallg（イン
ドネシア語版）

（本作品は、1991年帥日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部IjIlで優秀賞を受賞｡）

５．スライド・ピデオ

リｌｐに生きる－日本の産業転換と人、－(ｎ本語版）
Living〔orTolxHormw－Industri(IlTransilionandPopula-

６．アジアの人I｣都市化一統計集一
ProspeclsofUrbanizalioninAsia（英諦版）

tioniI1Japan-（英語版）

生活在Iﾘ]天一日本的Ｉ､､１１k耗換与人[1－（'↑１国縞版）
ＩIidupUnuIkHariEsok-PeralihanSt｢ukturlIlduslli

DanPopulasiDiJepalUg-（インドネシア語版）

平成３年度
]・アジア諸lIilの農村人L1と農業開発に問する調査報椅晋
一スリランカ|ヨー

平成５年度

ReI〕orloIllheSurvcyRuralPOpulaIi。】】ａｎｄＡ獣iculluraI
DevelopmemSriLankａ－（英語版）

1．アジア諸国の農村人'二Iと農業開発に関する報告諜
一ベトナム同一
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２．束|櫛アジア緒１７１弊人口・'1M発蕪礎iiM在報告Tl；

ReportontheSurveyofRuralPopulationandAgricultural

平成７年度

DeveIopmenｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－（英語版）

１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一パキスタン国一

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

ReportontheBasicSurveyonAgricuhuralandRuralDe‐

一スリランカ－

velopmentbyProgressS1ageinAsianCountries

RePortonlheBasicSurvevofPopulationandDevelopment

-Paki農1，－（英語版）

inSouIheasIAsianCoumries

-SriL繩nｋａ－（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発基礎調査報告書
一ネパール国一

3．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一フィリピン国一

ReportonlheSurveyofUrbanizatjonandDevelopmGntin

AsianCOuntrieｓ－ＮｅｐａＩ－（英語版）
４．アジアからの挑戦一人口と開発一

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究

ChallengeandStralegyofAsianNations

報告書一インド国一

-PopulationandSustainab]eDevelopment（英語版）

４．アジアにおける女性のエンパワーメン卜

EmpowermemofWomeninAsia（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日本の人ロー
（日本語版）

５．スライド・ピデオ

アジアを拓け－女性たち－（日本語版）

WolnenandII1eirChallenges-ImprovBmenIsinthe

ABrighlofGenderEquality-EmpoweｒｍｅｎｔｏｆＷＯｍｅｎ

StatusofWomenlhePopulationofJapan-

ｉｎＡｓｉａ－（英語版）

（英語版）

通性目楓之路一今日Ⅱ洲女性－（中国語版）

女性的挑哉一女性地位的提高与日本的人ロー

HarpanCerahbagiPersamaan-KaumWanitaAsian

（中国語版）

MerambahJalan-（インドネシア語版）

TEIntanganKaumWanita-EmansipasiWaniIadan

PopulasiJepang-（インドネシア語版）

平成８年度

平成６年度

Ｌアジア諸国の発展段階別農業・農村DM発基礎調査報告
書一ラオス人民民主共和国一

１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告

ＲｅｐｏｎｏｎｌｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｖｏｎＡ四riculturalandRuralDe‐

書一インド国一

velopmentbyProgressSIageinAsianCoumries

ReporIonIheBasicSurveyonAgriculturalandRuralDe‐

-LaoPeople1sDemocraIicRepublic-（英語版）

velopmembyProgressStageinAsianCountries
-India-（英語版）

2．アジア諸国の都市化と開発調査報告響
一フィリピン国一

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイ国一

ReportonUheSurveyofUrbanizationandDevelopmerllin

ReportontheSurvcyofUrbanizationandDevelopmemin

AsianCounmes-Philippines-（英語版）

AsianCountries-Thailand-（英語版）

3．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一ベトナム国一

報告書一ラオス国一
４．２１世紀の人口・食糧戦略一アジアと世界一

４．アジアの女性労働力参加と経済発展

PopulationandFOodStrategyfbr21stcentury

－２１世紀の戦略一

-AsiaandWorld-（英語版）

Women1sLaborParlicipaIionalldEconomicDevelopmentill

Asia-SmlIegytoward21CenturV-（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加と食料一

スライド，ピデオ

ChaIlengeandDecisionfbrtheYear2025

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

-PopulaXionlncreaseandFoodinAsia-（英語版）

NewHorizonHfbrtheWomanofAsia（英語版）

向蒜2025年的央断一Ⅱ洲的人口増炎和糀食一

１１１洲凋女的新厨程（中国語版）

（中国語版）

WanitaAsiaKini･…･【インドネシア語版）

TekadUntukTahun2025-PertambahanPopulasidan
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PermgatandariBumj-MasaDepanAsia-AirdanPan-

PangandiAsia-（インドネシア語版）

gan-（インドネシア語版）

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識

平成9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
書一ラオス人民民主共和国一

一モンゴル国一中央県､セレンゲ県を中心として－

Reportｏｎ【heBasicSurv巴ｙｏｎＡ図icultuTalandRuml

RoportontheBasicSurveyonAgdculluralandRuraI

DevelopmenIbyProgrcssStageinAsianCountries

DevelopmenlbyProgressStageinAsianCountries

-LaoPeople1sDemocraticRepubliC-

-Mongolia-FocusonTovandSelenge-Aiｍａｎｇ－
２．アジアの社会開発と人間開発
２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書

SocialDevelopmentandHUmanDcvelopmentinAsja

一中国一上海を中心に

ReportｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａｈｈｍＡｓｉan
Counmes-China-FocusonShan獣Iai-

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
究報告書一バングラデシュ人民共和国一

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究

報告書一マレーシア国一一

4．水をめぐる２１世紀の危機
一アジア人口を焦点として一

WaIerCrisisinUleTwentyFirstCenlury

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

--PTospectofAsianPopulationandDevelopment５．スライド・ビデオ

書一ミャンマー連邦一

水は生きている一人口と水資源一

ReportontheBasicSuweyonAgriculturalandRuInlDe‐

WaterisAlive-PopulationandWaterResources-

velopmentbyProgressStageinAsianCountries

（英語版）

-Myanmar-

水是有生命的人口与水臆源一（中国語版）

AirituHidup-PendukdanSumderAi｢－（インドネ
２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告審

シア語版）

一タイ国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｗｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａｌthinAsian
Countries-Thailand-

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

３．アジア諸国の職業安定制度と蝿用政策に関する調査研

究報告書一カンボジア国一

響一カンボジア国一

ReporIontbeBasicSurveyonA巴iculluralandRuralDe‐
velopmenIbyPmg唾ssStageinAsianCountries

平成13年度
1．人口問題を基礎とした農業・農村開発調査報告講

一カザフスタン国一

-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

ReportonSurveVolAgricuhuralandRuralDevelopmentb窓ed

Ｒｅｐｏｒｌｏｎ［heSurveyofAgingaludHealthinAsian

onPopulationissues-TheRepublicofKazakhstan

Counlries-TheRepubIicofKorea一

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書
一マレーシア国一一

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
究報告書一イラン国一

ReportontheSurvevofUrbanizationaI1dDevelopmentinAsian
Counmes-Malaysia-

４．発展の制約一中国・インドを中心に_

ConslminsonDevelopment-FocusonChinaandlndia。

3．アジア諸国の識業安定制度と雇用政策に関する調査研
究報告書一インド国一

５．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
ＡＷａｍｉｎｇｈｏｍＫｈｅＥａｒ[ｈ－ＴｈｅＦｕｔｕｒｅｏｆＡｓｉａ,Waler
andFood-（英語版）

来自地球的響告一亜洲、水和狼食的未来一（''１国
語版）

1１７

た．人口と食綿安全保障に閥するAFPPD（人'二Iと開発
に関するアジア議員フォーラム）特別運営委員会で、
ベトナム国会社会委員会委員長グエン・テイ・タン議

員とマグサイサイ賞受賞者である著名な農業学背ボー
トン・ズアン博士の共著論文の旧本譜版の合本。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・開発職員会識OMPFSPD)識
事録』1997年（和文）

（内容：食料農業機関iFAO1主催の他:界食料サミット

１．『国際人ロ開発会職行動計画要旨』1995年（和文）

（内容：1994年カイロの国際人口開発会議(ICPD)の行
動計画の要旨。同文書関連の出版物としては本邦初｡）

２．『国際人ロ開発騒員会搬、蟻事録』1995年（和文）

（内容：1994年カイロで国際人口開発会議(ICPD)に先
駆けて開催された国会議員会議である鬮瞭人口開発議

（WFS)にあわせ、1996年11月にスイス・ジュネーブで

員会議の議工1J:録。同会議には117カ国約300名の国会議

開催された国漂食料安全保障・人口・開発議員会議

員が参加した｡会議宣言文はICPD総会でも発表された。

（IMPFSPD)の議事録c同会議の成臭は.世界食料サミッ

また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の

トで公式に配布され､またＷＴＯルジェーロＴＩＦ務局鰹に

国会議員フォーラムが準備された｡）

も桜井新・会議議焚から手渡された｡）

３．国運人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
10．国運人ロ基金『未来のための食料』1997年（和文）
（内容：(１１連人口基金出版物FoodlbrtheFulumのｎ
本語版。人口増加の抑制と食料確保を行うために，女

献一』1995年（和文）
（内容：現在の人口分野に関する援助の現状と、資金

の流れを分析･我が国の人口分野への貸献も併戦画）

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.）

4．『国際人ロ・社会開発護員会騒(lMPPSD)蟻事録』1996
年（和文）

11．国連食粗農業機構(FAO)『リソース・シリーズ４世界

（内容：世界社会開発サミット(WSSD)にあわせ､1995

食料サミット1996年世界食料安全保障のためのローマ

年３月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された人

宣言および世界食料サミット行動計画』､1997年(和文）

口と社会開発に関する国会議員会議議事録｡）

（内容：世界食料サミットのローマ宣言と行動iiliiIiiの
本邦初の翻訳であり、多分野から司文書のロ本翻訳の
決定版として商い評価を受けた.）

５．黒田俊夫箸『リソース・シリーズ１国運人ロ会議２０

年の軌跡一ブカレストからカイロヘー』､1996年(和文）
（内容：Uil連主総の第一回人ロ会議であるブカレスト

12．『リソース・シリーズ５FiveYearsfromlCPPD-国

会議から1994年カイロの国際人ロ開発会議まですべて

際人ロ開発職員会議から５年一人ロと開発に関する国

の国連主催の人'二I会議に参加し、人口分野における世

会職員会謹宣言文』1998年（和・英）

界的大家である著者が.その推移を概観し分析した｡）

（内容：カイロの国際人ロ開発会議から５年月を迎え，

この機会に人、とljM発にBkＩする１１１際議員会議．地域議

６．ToshioKurodaResourceSerieｓ２１１ＦｒｏｍＢｕｃｈａ

員会議の宣言文を集成。今後の更なる発展のための資

「esttoCairo-20YearsofUnitedNationsPDpula-

料とした｡）

tionConferences-'0,1996（英文）

（内容：好評をもって迎えられた「リソース・シリー

13．『リソース・シリーズ６PopuIationPolicyinAsia』

ズ１」の英文版．）

1998年（和文）

（内容：当財団が主催する「人口と開発に関するアジ

７．『国際女性・人口・開発議員会議』、国際女性・人ロ・

ア剛会議貝代表者会議』で呼びかけを行い，各型の人

開発議員会議(IMPGPD)識事録、1996年（和文）

口政策を各国政府責任者もしくは専門家が記述した。

各国の政策に責任を持つ国会議員が関与している点で、
類例を見なし､動）

（内容：第４旧世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５
年９月に東京で開催された国際女性・人口・開発議員

会議(IMPGPD)の識斗下録｡何会議には第４回世界女'牲会
議に対する各政府代表を中心とする|到会議員が参加し

14．『リソース・シリーズフ欠乏の時代の政治学一引き裂

た」

かれる水資源一』1998年（和文）
（内容：ワールドウオッチ研究所から刊行されたSa11dra

８．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびポートン・ズアン､グエン・デイ・

Poslel箸、Ｗor]dwalchPaperl32

タン箸、「リソース・シリーズ３食料安全保障と人ロ：

DividingtheWatcrs:FoodSecurity,EcoSVstemHeallhand

資料』、1997年（和文）

theNCwPoliticsofScarcilyの邦訳｡今後人類社会に大き

（内容：世界食料サミットへの準備として|型連食料農

なIIill約を与えるのが．淡水資ﾙﾇの不足である。墹え続

業機関(FAO)が同連人Ⅲ基金との共同研究された、「人

ける人口を支えるための農業生産もまた淡水資源CD逼

ｉＷｉ加とｌ、壌劣化」に関する論文の日本語版および、

迫によって大きく制約を受けると考えられている。地

1996年５月にマレーシア，〔)クアラルンプールで開かれ
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の進捗を妨げる障害.ＡＩＤＳなどの予想以上の蔓延など、

球は水の惑星といわれるが飲塒や農業用に安定して使
用できる水の総瞳は地球上の水の00000089Ｍこ過ぎな

時代の変化をとり入れ、行動計画を実施する上で必要

し､。この水の総獄は、有史以来変わっておらず．人口

となる指標や障害を解消するための具体的行動などを

が増加する分だけ、－人当たり使用できる水の愚はど

議では、国際人ロ開発会議(ICPD)から５年を経て、そ

国連加盟国が国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議員フォーラム第６回大会2000年

世界最初の人、と開発に関する議員フォーラムである

んどん減少しているのが現実だが、このことが＋分に

認識されていない．人1ｺ増加を文えている地球の限界
が目の前に迫っていることに縛告を発している｡）《｢Ｉ
本譜版版権取得》

←人口と開発に関する議員フォーラム(AFPPD)が３年に
三度開催する大会の議事録。

15.国通人ロ基金「人類のための環境」1998年（和文）

AFPPDは1981年に設立されてから世界の指導的な人口

（｢ﾉﾘ容：国連人Ｕ基金Ｉｊｌ版物EnvirunmenIIorPeople

と開発に関する地域議員活動として、アジアのみなら

のｎ本語版・人口問題、環境問題、開発問題を効率的

ず、世界レベルでも人口と開発に関する国会議員活釛

かつ実質的に解決するためには、その３つの領域の閲

の指導的な役曹１１を担っている。その提唱者であり、§リ

に架け橋を懸け、イ１１閲閥係を重視することが必要であ

識者の佐藤隆・元農水大臣と、桜井新・現議災の出身

るとの視点に立って、主に環境と人口の間に横たわる

地である新潟県で開催されたAFPPD大会の報侮書(|］

徴々な問題を例に、解決のために必要な視点．方法、

本譜版)。同大会では1000年期最後の大会として、２０００

手段を探っている｡）

ｉｆ1期に向けたアジア・太平洋地域の人ｎ．開発llll題に

関する国会議員の活動方針を協議し、その成果は「新
潟宣言一にまとめられた。

20．リプロダクテイブ・ライツ・チャート2000年

16．リソース・シリーズ８ParliamentariansiActivitiesDn

PopulationandDevelopment-HistoryofParliamentarians'ActMtiesandit,sFindings-1999年（英文、
－部スペイン語）

ＩＰＰＦ（国際家族計画連盟）が作成した'IPPF／iwam碑．

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて|淵催さ

reproductiverights2000'ウォールチャートの卜|本語版．

れた「国際人、開発会議評価のための国会議員フォー

世界各国のリブロダクティプ・ヘルスやライツに関連

ラム(lFP1のために準備された出版物である。このｌｌＩ版

する政策の現状や進捗状況を一覧にしたものである，

物は1994年の国際人口開発会議以降の人[二Iと開発に関

英語版ではアルファベット順になっていたものを地域

するアジア議員フォーラム(AFPPD1を始めとし、アメ

311・あいうえお順に編集を加え、読者の便を図ってし、

リカ地域人、.')W発国会雛負グループ(IAPGlアフリ

る。また、各国の国塔表記は外務省の表記に準拠した

カ・アラブ地域人ｎ開発議員フォーラム(FAAPPD).ヨー

正規名称を用いている。

ロッパ地城の１Jﾘ会議貝活動の成果である宣言文と、各
議遮の揺動ＩＬを纏めた|世界で初めてのt１１版物である。

21．女性のエンパワーメントに向けて2000年

国会議員活勅の地球規模での広がりをも象徴している、

ＵＮＦＰＡのWorkingloEmpowerWomen､ＵＮＦＰＡ０ｓＥｘｐｅ－
「ienceinlmplemcminglheBeijmgPla【fOrmofActionの'三Ｉ

本譜版。“女性のエンバワーメン卜"は国際人口開発会

17．国際人ロ開発会議評価のための国会灘員フォーラム(IFP）
報告聾1999年

議(ICPD)行動計画において人口鵬題の解決を果たす上

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わぜて腓|催さ

での重要なカギとなる概念として位世付けられた．ま

れた「IIJ際人口開発会議評価のための''1会議員フォー

た．中国北京で開催された第４何世界女性会議では中

ラム(IFP)｣の報告懇である．同会議には103力[玉1からお

心的な概念となった。第４回世界女性会議から５年を

よそ210名の国会議員が参加した｡同会議では国際人、

踏まえ、人口、女Ⅷ性問題に共通する女性のニンバワー

開発会議から５年Ⅱ11の進捗状沢とその進hJiをEuむ障害

メン卜を中心に､ICPD行動計爾ならびに女姓会議の行

について熱心な討議が行われ，人、と持続可能な開発

動綱領実施と関連するUNFPAの活動を具体的に紹介し

を‐賀した視点で扱う､典を強く求めた「国際人【二]開発

ている．

会雛評仙iのための風会議貝フォーラム・ハーグ宜筒」
が採択された。この内容は会議事務総長を務めた桜井

22．国運人ロ基金『人ロ問題ブリーフイングキット2000年

新AFPPD議奨の手によって､ハーグの国際フォーラム

度版』２００１年

ならびに３川にニューヨークで間(iMされた揃術会雛の

UNFPA,，UPopLIlationlssuesBriefiI1gKit20001の翻訳｡人

場でも発表された。

口問題は“数”の調題ではなく、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

18．第２１回国運特別総会特別委員会報告密「付録」

における様々な繰越とその問題への取り組みを概観し

国連人ロ開発会艤行動計画のさらなる実施に向けた主

たもので、カイロの行動計画実施の意味を説明してい

な行動1999年

る。

1999年６月30旧～７Ｈ２日にかけて．ニューヨークの

国連本部で|H1催された「しlil際人口開発会溌から５隼評

価のための国連人口特別総会報告轡」ｌ]本譜版。同会
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23．国運人ロ基金「人ロ問題ブリーフィングキット2000年
版」2001年、

人口問題は、“数,,の問題ではなく､生活している"人々,,

の問題として捉え、現在の人口問題の様々な課題と問
題への取り組みを概観し、カイロの行動計画実行の意
味を概説した。

24．「輿四海野春風－２０年の歩み－J
本協会設立20周年を記念して作成された出版物であり、

記念式典で配布した。小泉純一郎・内閣総理大臣はじ
め本協会を所瀞する厚生労働、外務、農林水産の各大
臣．コフィー・アナン・国連事務総長他から祝辞およ

び本協会の活動史を中心に、調査研究や出版物の一覧
と人口と開発に関わる国際会議宣言文などをまとめた。
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ＡＰＤＡ 一曰誌一

ｎ月２日国際人ロ問題議員懇談会・合同部会を開催。サラビ・

ル・竹の間で開催。１、清水嘉与子・事務総長が平成

四月６日国際人口問題議員懇談会・総会をキャピトル東急ホテ

リア、バングラデシュ等、アジア・太平洋二十七カ国

参加国宰日本をはじめ、アフガニスタン、オーストラ

省経済協力局国際機構課長が説明、５、「少子化対策ｌ

際家族計画連盟への拠出金」について伊藤伸彰・外務

地域政策課長が説明、４、「日本の国連人口基金及び国

人口会議について宮川眞喜雄・外務省アジア大洋州局

ＰｃＩオタワ会議報告、３、バンコクの「ＥＳＣＡＰ」

がＡＦＰＰＤ活動報告、①ＡＦＰＰＤ大会報告、②Ｉ

十四年度・事業報告、２、谷津義男・ＡＦＰＰＤ議長

アフガン女性問題大臣が「アフガン問題」について講
演。

ｎ月Ⅳ日ＡＦＰＰＤ二十周年大会を中国・北京で開催。

の国会議員およびアフリカ、ヨーロッパなど世界各地

プラスワンー」について水田邦雄・厚生労働省少子化

～四日テーマ坤「二十一世紀におけるアジアの人口と開発」

Ｐ、ＵＮＩＦＥＭ、ＷＨｑＡＰＤＡなどの国際機関・

域議員連盟の代表者、ＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦ、ＵＮＤ

対策推進本部事務局長が説明、６、中国高齢化視察議

皿月週日中国高齢化事情視察議員団派遣

員団派遣について事務局説明。

日本からの参加者》谷津義男（衆・自）、松岡利勝（衆・

～加日訪問先》中国・北京・西安・上海の各地域の老齢委員

男・衆院議員が議長に再選された。

自）、桜井新（参・自）、国井正幸（参・目）、若林正

会、民生局、居民区などを訪問。参加議員》清水嘉与

組織から合計一一百名が参加。新役員が選出され谷津義

俊（参・自）、広瀬次雄・ＡＰＤＡ常務理事・事務局長、

子・参院議員（団長）、若林正俊・参院議員、大淵絹子・

ＡＰＤＡ常務理事、遠藤正昭・ＡＰＤＡ業務課長。

参院議員、国丼正幸・参院議員、事務局率広瀬次雄・

楠本修・ＡＰＤＡ事務局長補佐。

ｎ月ｎ日「ＩＣＰＤ行動計画実施のための一一○○二年国際国会議
・翠日員会議了ＰＣＩ）」開催。

世界七十カ国から百三十名の国会議員が参加。主催恥
カナダ人口・開発議員連盟（ＣＡＰＰＤ）、共催唾人口

と開発に関するアジア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）、
アメリカ地域人口・開発議員グループ（ＩＡＰＧ）、ア
フリカ・アラブ人口・開発議員フォーラム（ＦＡＡＰ

ＰＤ）、ヨーロッパ地域人口・開発議員フォーラム（Ｉ
ＥＰＦＰＤ）、地球規模的活動のための国会議員たち（Ｐ
ＧＡ）など地域議連。谷津義男ＡＦＰＰＤ議長が起草
委員長を務め、オタワ公約を採択。
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◇日本のみならず国際的にも人口・開発問題についての関心が失
われている。この問題と真剣に取り組んでいるＮＧＯとしては
重大な問題である。

「世界人口白書二○○二」を監修した黒田俊夫博士は〃まだ地球
上の人口爆発は終ったわけではない〃と鋭く指摘されている。
まさに〃頂門の一針〃である。

◇アメリカのブッシュ政権は、環境に関する京都議定書の反故（ほ
ど）に続いて、人口問題に対するＵＮＦＰＡなどへの拠出金の
停止と、カイロ会議のＩＣＰＤ行動計画からの撤退を表明した。
人口問題という地球人類の平和保障問題を犠牲にしてまで武力
による自国の鵜権達成の方が重要なのだろうかｌ・グローバ
リゼーションとは、国境を越えた「共生」が原点にあるはずだ。

◇「飢えて死ぬために生まれてくる子供があってはならない」ｌＡ
ＰＤＡ創立者、佐藤隆氏の言葉だが、われわれはアジアを発信
地に世界に向けて人口問題の重要性をアピールしてきた。人口

の父、岸信介・元首相は一一十年前、「人口問題解決のため、全世
界に春風を興せ」とＡＰＤＡ設立に参加したわれわれを激励さ
れた。こうした先達の志を継いで、私達は関心の薄れている人
（Ｔ・Ｈ）

口問題の流れを変えるため、心新たにことしも力をつくし、前
進を続けてまいりたい。

ＦＡＸ（０３）3358-2233

J⑤』2④

●印刷所

富士山

７～８合目まで雪に覆われた

～毎日新聞社ヘリから～

＝毎日新聞社提供一
（2002.10.28撮）

ili ili i

鶉
表紙の写真説明

冠雪した富士山

すっかり冬化粧

人ロと開発･冬季号く通刊81号〉

2003年１月１日発行く季刊〉

･編集発行人広瀬次雄

●発行所

〒160-0022

財団法人アジア人口・開発協会

束京都新宿区1-5-1-3Ｆ

ＴＥＬ（03）３３５８２２１１（大代表）

文化印liill株式会社

122

藤園

寺、翌、

力
○

〈無香料・国産茶葉１００％〉
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