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的な対応が求められる。我が国は平

多岐な分野にわたり、総合的・長期

の不平等などセクターの壁を超えた

教育、貧困問題、女性とジェンダー

ではない。このような状況の下でＯ

の乗組員として到底看過しえるもの

亡していることになる。同じ地球号

人で六十件の出産で一人の女性が死

また、妊産婦死亡率も千七百／十万

くく………

和を愛する国際国家として、これま

ＤＡの大幅削減は妥当とは言えず、

〆、グＱグミゴもゲ、〆、ｆ１Ｆ１ｒ、ノ、〃、〃、〃、ノミノⅢノ四Ｊ

でＯＤＡ（政府開発援助）により人

逆に、グローバル化の中での大幅削

ｒｈＦ、グ、少、ゲー、〆、〆、〃、〃

二○○一年九月の国連総会でミレ

口関連分野の協力において、多年に

巻〆頭・言

ニァム開発目標（ＭＤＧＳ）が発表

そしてその成果として人口関連指

人口関連分野の国際協力は、いま

減は日本が孤立することとなり、日

は極度な貧困と飢餓の撲滅、ジェン

標の改善に大きく寄与したのみなら

や世界一の「健康大国」となった我

わたり世界最大の援助国として国際

ダーの平等の推進と女性の地位向上、

ず、多くの友好国をつくり、また国

が国の国際責務であり、その経験を

され、国際社会が協調して取り組む

乳幼児死亡率の削減、妊産婦の健康

際社会における我が国の発言力の増

活かして比較優位の中で国際社会に

本の自滅を選ぶことに通じかねない

の改善、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの蔓延阻

大に繋がった事実がある。今我が国

貢献できる数少ないアプローチの一

社会に貢献してきた。

止など、’九九四年の国際人口開発

においては経済・財政苦境に鑑み、

つである。

べき目標が定められた。ＭＤＧｓに

会議とその後に続く会議で合意され

ＯＤＡの大幅削減を求める声がある

を取り上げる際には、多様な人口関

この事は広範にわたる開発の問題

響が及び、これまでの成果が水泡に

が、そうなれば人口分野協力にも影

いるが、世界の平和と安定、そして

優しい世紀であって欲しいと願って

私は二十一世紀こそすべての人に

人口問題は所謂「クロスカッテイ

ある。同国では乳幼児死亡率が高く、

に人造り・国造りの途上にある国も

先に必ず見えてくると信じている。

日本に対する国際社会の信頼はその

帰す恐れもなしとしない。

ングイッシュー（分野横断的課題）」

厳しい自然界の猿の赤ちゃんとほぼ

地球上にはアフガニスタンのよう

である。その取り組みには保健医療

同じの二百／千人と言われており、

端的に示している。

連課題を取り込む必要があることを

と危倶している。

た目標の大部分が含まれている。
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分野にとどまらず経済・社会開発、
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この課題は「現代文明に未来はある
か」と言い換えてもよいであろう。
現代文明とはギリシャ・ローマ文明
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担をかけている〃特殊な存在〃である

人類とは地球環境にひとり大きな負

い。

史をとらえるならば、その未来は危う

「自然環境との関連から現代文明の歴

－－

えうるか
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早稲田大学大学院アジア塞串鴬研究科埋隷腰
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の流れをくむ西欧文明とその一種のア
メリカ文明である。
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置ことを歴史に学び、その振る舞い

「自然と人間が共生する」「経済

やまない〃地球のお荷物〃」である。そ

しく増やして、生態系に負担をかけて

源と環境を際限なく消費し、人口を著

野、一人ひとりが「人類とは有限な資

標に近づくことは難しい。社会の各分

ある。強制や規制によってこれらの目

ことが、基本法と計画の四つの目標で

ァして「国際環境協力を盛んにする」

刈が環境保護に参加する社会へ」。そ

姉の仕組みを循環型に改める」「誰も

、

』ｂ

露を改めない限り」。
蕊一九九五年度版の環境白書は胃
る劫頭でそのように警告している。
倖率文明論に力点を置くこの異色の
鞠環境白書は、一一十一世紀の社会ルー
鱸ルとなる「環境基本法」と「環境
麺基本計画」の根本の考え方を明ら
橇かにするため政府、各省庁が合意
礼のうえで編集された。
導

つ

２１世紀、環境は人類を支えうるか

ている。

服する道が始まるのだ、と白書は訴え

う自覚することから、環境の危機を克

止めようと協定や条約が相次ぎ作られ

事実、人口の激増、砂漠化などを食い

と環境の限界」に注意を促している。

なった」と、白書は「見えてきた資源

している。

のにならざるを得ない、と白書は分析

り方を持続可能なものに変えていくも

をもたらすのではなく生産と消費の在

技術革新の役割も大量生産、大量廃棄

白書が批判する現代文明の傾向とは、

ているのはその証拠であろう。従って

「拡大の基調」である。

ちは動きがとれないでいる。

ｎ発生し始めた温暖化難民
気温の上昇により予測される海水位

■■■■■■■■■■

自国の森林を切り尽くしたローマは、

イタリア、ガリア、イベリア、北アフ
リカ、小アジアなど他国を征服するこ
とで木材をまかなった。

「気候変動に関する政府間パネル（Ｉ

ＰＣＣ）が一一○○｜年に発表した第三

上昇の影響が各地で現れつつある。

パプアニューギニア政府は、デュー

次報告書によると、地球の平均気温は

ペスト流行から立ち直った十六世紀
の西ヨーロッパは、食糧と森林資源の

ク・オブ・ヨーク島に住む約二千人の

では、’九○○年から二○○○年まで

不足をアメリカ大陸、オーストラリア

ブーゲンビル島．

の間に、海面水位が毎年一～｜・五ミリ

十九世紀末以降○・四～○・八℃上昇

ガレッタ環礁の約

の割合で上昇した、と警告している。

島民が、海水位の上昇で居住域が侵食

二千人も同様な危

さらに一九九○年から二一○○年まで

大陸を始め世界中に求めた。

険にさらされ、本

に、地球の平均地上気温は一・四～五・

し、平均海面水位は過去百年間に＋～

島へ避難するよう

八℃上昇し、海面水位は九～八十八莚

され、危険な状態になったため、本島

勧告されている。

温暖化による異常気象に脅かされな

上昇する、と報告書は予測している。
の費用を支出でき

がら、二○五○年には人口八十九億人

しかし、政府がそ
ないため、住民た

５

「だが、今世界全体に拡大した現代文

年福武書店、「日本の農業｣1994年
岩波醤店、「農から環境を考える」
2001年集英社、ほか著審多数

二十華上昇した、と指摘している。と

研究員

のイースト・ニュー・ブリテン島へ移

く主な著醤〉「ザ・クジラ｣1983年文真堂、
「東京改造｣1989年学陽書房、「新地
球環境読本｣-21世紀への提言-1992

明は、地球という制約をこれまでの拡

〈職歴>毎日新聞社社会部副部長、同社科
学部長、同社論説委員、米国園行
東西センター客員研究員、北欧地
域社会研究所(スウェーデン)客員

りわけ南太平洋の小島しょ諸国の海域
く現職>早稲田大学大学院アジア太平洋研
究科教授、毎日新聞社東京本社客
員編集委員、全国地球温暖化防止
活動推進センター共同議長
〈学歴>早稲田大学法学部卒業

住することを認めた。

●原剛くばら･たけし〉

大の基調でのりこえることはできなく

1938年台湾生まれ

できそうにない。現状のままでは産業

文明の進展と環境破壊の拡大、深化が

・気や水、士や森林などの環境資源は、
国際条約が示すように、すでに危機的

表一袰の関係にあるのだ。

へ。はるか大空には巨大な宇宙ステー

な状況に陥っている。しかし条約の効

ションが建設されているだろう。
環境破壊と技術文明の発展が、二十

果は、南北の対立と資金不足から期待

多くの途上国では増え続ける一方、

は楽観的過ぎる。事態はますます深刻

マルサスは亡霊ではない

一世紀にはともに頂点へ近付く、と科
学者たちは見通している。
果たして現代文明は、「地球という制

約」をギリシャ、ローマ文明以来の「拡
大の基調」で乗り越えることができる

球という制約」を証明し、東アジアで

多様性の減少、砂漠化を防ぐ条約は「地

温暖化やオゾン層の破壊、生物の種の

調」への傾斜を強めつつある。他方で

不安のいま、社会は内外で「拡大の基

環境白書の疑問にもかかわらず経済

なる今、否定されていたはずの〃マル

「人口論」で指摘して、およそ一一百年と

困と罪悪が拡大する」と、マルサスが

は停止せざるを得ない。その過程で貧

１）。「食糧の限度によって、人口増殖

関連でどう考えたらよいのだろうか（表

だした人口動態を、とりわけ食糧との

中だ。汚れた水、名ばかりの住まい、

上国の多くの都市ではスラム化が進行

農業が地力を吸いつくしつつある。途

に自然を破壊し続け、多くの地域では

の食いつぶしだった。今も開発は確実

やってきたことは、限りある自然資源

題になるだろう。人類が過去何千年間

増える人口への食糧供給は大変な問

になるだろう。

は酸性雨防止協定が緊急の課題とされ

サスの亡霊〃が再び地球をうろつき始

工業先進国では、静止から減少に転じ

ている。

交通混乱、失業の増加、犯罪の多発、

炭素（岬）の量は、一一○一○年ごろに

業化の著しい途上国が排出する二酸化

中国が一例だが、増え続けている。工

ような疑問に対して次のように答えて

前国立民俗学博物館長は、筆者のこの

文明の生態史観で知られる梅棹忠夫・

わせるのか。どこかで必ず行き詰まる。

人口にどうやって職を与え、メシを食

態、崩壊の兆しを呈している。巨大な

途上国の多くの大都市がすでに混乱状

経済学がほとんど視野の外に置いて

や人口の問題は解決したという考え方

ｌ科学技術が発展したので食糧

このような人口の動態は、文明の現

暴動、貧民の反乱が予測される。

いる。

きた、しかし産業の維持基盤である空

しくなる、と予測されている。

は現在の先進工業国全体の排出量に等

しかしながら石油、石炭の消費量は、

めたのではないか。

のか。

|■■■■■■■■
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２１世紀、環境は人類を支えうる力

〔表１〕人口の見通し

の一過程といえる。それは植物の自然

減もまた文明のサクセッション（遷移）

ｌ生態史観風に言えば人口の増

社会の場合は何がクリマティック・ク

的極相）がその安定した姿だが、人間

リマティック・クライマックス（気候

されていくものだ。森林の遷移ではク

部分的な崩壊をつくろいながら再編成

と牛乳の上に乗っている。

まれてきた。ヨーロッパの社会は小麦

まざまな換金作物をベースに社会が営

日本の場合には水田稲作を極相に、さ

盤に人間社会が展開していくことだ。

相当するのは、気候に合った穀物を基

象としてどう説明されるのだろうか。

推移によく似ている。ある地域では増

ライマックスか分からない。おおむね
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アフリカ

題の動向があげられる。

穀物の収穫面積は穏やかな増加にと

どまっており、人口増のため一人当た

りでは徐々に減少している。世界全体

では環境への配慮や生産の過剰基調を

背景に、先進国で生産調整が行われて

穀物生産の増加は、主として反収の

いる。

開発途上国の一人当たり食料消費量

向上によって実現されてきたが、反収

先進国では灌概面積は横ばいで推移

は、経済成長を反映して増加傾向にあ
特に畜産物の消費量は、所得の向上

し、肥料の投入量は環境汚染対策から

の伸びは次第に鈍化しつつある。
に伴い増加すると見込まれている。畜

減る傾向にある。開発途上国では灌概

いるが、灌概施設への実質投資額は財

産物消費量の増加は、飼料用の穀物需
今後の農業生産に影響を及ぼす三つ

政難と貿易自由化による安価な農産物

面積及び肥料投入量はともに増加して

る。

アジアを中心に成長が見込まれている。

｜人当たり実質ＧＮＰは、中国、東

引き続き大幅に増加し続けている。

人口は中国、インド、東南アジアで

費量だ。

口、所得、そして一人当たりの食料消

食料の需給に影響を与える要因は人

ｎ先進国に食糧を依存する途上国

え過ぎて衰退へ向かう。崩壊に至る前

8,472
１，３４１

１４１

7,150
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要を飛躍的に増やすと見られる。

の要因として収穫面積、反収、環境問

７

2025
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世界全体
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ろそとる￣ヨクなにめに会をいる学るを増至
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壊
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〔表２〕気候変化に伴う2100年のアジア各国の農業生産の変化の推計

輸入とにより減少圧力にさらされてい
る。

農業による環境破壊も著しい。世界

－４０

－５４
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－：現在、生産がほとんど行われていない地域
…：生産がほとんど行われていないが、将来に熱帯性栽培種が生産可能な地域
出典：ＡＩＭ（国立環境研究所、名古屋大学）

アメリカ、ＥＵなどでは、しばしば反

生産に悪影響を及ぼすと懸念されてい

気温と降水量の変化をもたらせ、農業

地球温暖化の影響も異常気象に加え、

収減をともなう環境保全型農業へ切り

る（表２）。

窒素肥料が地下水を汚染するため、

換えが進んでいる。

確保しながら、人口問題への総合的な

ｎ世界の食料需給はどうなるか
収穫面積、反収の伸びなどの生産・
る場合（現状維持シナリオ）、穀物の国

せざるを得ない。その過程で貧困と罪

「食糧の限度によって人口増殖は停止

取組みが必要である。

際価格は横ばいか、若干強含みで推移

悪が拡大する」。マルサスが「人口論」

二七九八年）で指摘してから二百年目

穀物生産で最も憂慮されるのは水不

環境問題が悪化し、灌概などの農業

将来の穀物の国際価格は上昇すると農

足だ。世界の穀倉地帯で水資源の酷使

のいま、否定されたきた〃マルサスの

林省はみている。確かなことは、多く

のために地下水位が下がり、中国の黄

基盤の整備が停滞して、今までのよう

の開発途上国では今後、人口増加、所

河やカリフォルニア州のコロラド川の

亡霊〃が再び地球をうろつき始める兆

得水準の向上による畜産物消費の増加

水は、河口に達することができない断

に単収の伸びが期待できず、生産の伸

から、穀物の需要が生産を上回る速度

流現象をまねいている。都市の水需要

しがでている。

で増えて、先進国への食糧の依存が一

ろう。

る。それも穀物の減収を引き起こすだ

が優先されて、農業用水は細りつつあ
するためには、持続可能な農業生産を

このような状況下で食料不足を回避

層強まることだ。

びが鈍化する場合（生産制約シナリオ）、

するとみられる。

消費を決定する要因が従来どおりであ

■■■■■■■■■■■

の各地域で不適切な灌概管理、肥料の

－２

－２４

多投入、過剰放牧などによる土壌劣化

インドネシア

５
５

インド
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春小麦
冬小麦
米

現在と比較した2100年の増加率％
国名

８

生態農業の主力エネルギー源、メタンガス発電装置

’九九七年には国連環境計画（ＵＮＥ

生態農業への転換に取り組んできた。

ニアの下有生氏が中心となって指導、

一年、北京環境院教授でチーフエンジ

人口八百六十二人の村である。’九八

地面積百五ヘクタール、戸数一一百四十、

弓晨甥）は北京市郊外三十キロに位置し、耕

大興県ｅ菖信８員昌）留民営（旨ョご冨

けてきた。

を検証する現地調査をこの三年間続

業と環境から中国社会の持続可能性

学院の葉文虎教授の協力を得て、農

同じ課題を研究している北京大学大

究〈環境と持続可能な発展〉では、

筆者が主宰しているプロジェクト研

早稲田大学アジア太平洋研究科で

耕作している。工業は九○年代に入っ

ウモロコシ合わせて五十ヘクタールを

ヘクタール、飼料用の穀物の小麦とト

魚も養殖している。栽培業は野菜三十

ニワトリ十万羽、牛百頭、豚五千頭、

らなる生産集団に成長した。養殖業は、

殖業、加工業、観光業の四つの産業か

ら着手、構造改革を進め、栽培業、養

を支えてきた。生産インフラの整備か

紹介したい。

をいれている「生態農業」の現場を

る取組みの例として、中国政府が力

じて直面している問題への説得力あ

んでいくのか。アジアの途上国が総

ち〈持続可能な社会〉にどう取り組

人口圧力と食糧生産の課題、すなわ

自然の生態系と均衡を保ちながら、

中国に見る持続可能な農業生産と人口ｌ’

Ｐ）のグローバル五○○賞を受賞、そ

て急成長し、現在八つの新鋭工場を村

場、北京ダックの加工工場、車の部品

の実績を国際的に評価される生態農業
九六年までに、さらに五百二十人の

生産（車の排気ガスを浄化する部品）、

が経営している。食糧・飼料の加工工
専門家が自発的に参加し、村民ととも

豆の加工業などである。観光業は東京

のモデル村となった。

に留民営の生態農業建設プロジェクト

９

、

でも第一級といえる宿泊施設を備える。

巨大なホテルを核に、北京市民を顧客
とした滞在型グリーンッーリズムを営
んでいる。

生態農業のエネルギー源は、メタン
ガスと太陽エネルギーに依存している。

主力のメタンガス発電装置は、八○年

代はじめ、各家庭ごとの小規模のもの
から、アメリカ企業の設計による大型

設備に切り換えた。
年間三十万立方メートルのメタンガ
スにより、二百四十戸分の電力と各工

場の使用電力を賄っている。発電後の

残津は良質な有機肥料に。農産物の質、
量が向上し、留民営は北京市内の緑色
食品の有機、無農薬栽培生産基地になっ
ている。

八○年代には二百五十トンだった年間

の化学肥料の使用量が、一九九九年は
七十トンに減った。各家庭は精華大学の
設計による太陽エネルギー利用の温水

器装置を取り付けている。このような
やり方で、農民は環境に負荷をかける

ことなく、太陽光とメタンガスの再生

エネルギーによって生活している。

（暇

ガスを抜かれた排せつ物は、堆肥として畑に戻され絶品料理に（写真はいずれも留民営で筆者撮影）

１０

２１世紀、環境は人類を支えうるか

三億元（一元は十五円）に達した。｜

一九九九年、留民営の総生産額は一・
一雇っている。

地域からの出稼ぎ労働者を四百人ほど

を埋める失業者の姿は見られない。他

るとされている。

に達し、その後ようやく静止人口へ到

まもなく中国人口を上回る。

他方インドの人口は十億人に達し、

人当たりの居住平均面積は五十平方メー

しかし、中国全体では一人っ子政策
にもかかわらず、人口は毎年約千四百

トルと、北京市よりもはるかに広い。

経済力の向上により、福祉と労働環境

万人増え続け、二○五○年に十六億人

村民の連帯意識も一段と強まり、品

界人口は二○二五年に七十億人を超え

増加率が減りつつあるが、それでも世

的努力が予想されたとおりに実を結び、

途上国の総人口は、人口抑制の国際

えるときに忘れてはならないのが、現

同時に、地球規模で人口問題をとら

声フ。

型の社会へ切り換えていくことである

循環していく、抑制のきいた自己完結

ｎ拡大基調戒めたガンジー

が整備され、学校、銀行、郵便局、老

人クラブなどが充実し、農民の環境意
識は高まってきた。この間の資金は北
京市と中央政府からの補助に農業銀行

種改良、土壌改良にめざましい成果を

るとみらる。土壌や水環境、生態系に

代文明の拡大基調を戒めるガンジーの

からの融資、さらに合弁会社をつくり

上げた。生態農業を安定して続けるこ

負荷をかけずに、飛躍的な増収が可能

言葉である。

の人口は、現在八百九十人でほぼ横ば

’九八○年に八百八十四人だった村

系難民」の発生が示すとおり、地域に

はないだろう。西アフリカでの「生態

い限り、マルサスはお蔵入りどころで

香港から資本を導入している。

とで、例えば計画出産によい影響がみ

となる育種、栽培技術が編み出されな

いである。生活が改善され、福祉が向

よっては、ご回］一言“厨］冒日・目」ｓの

はできない

類の欲望を満たすこと

ることはできるが、人

地球は人類に食を与え

られる。

上したので将来への不安が出産減につ

８日の円の危険な状態が連続することとな
環境基本法が掲げているように、当

ながったといえよう。生活水準が向上

活にゆとりをもたらす。生態農業の経

面の危機回避策は天然資源、環境資源

ろう。

営は、その産物を原料に加工型工場も

の消費を極小に抑え、物質が生態系を

すれば教育の水準も上昇し、農民の生

誘致しているので、ここでは中国農村

１１

■■■■■■■■

APDAが中国へ高齢化視察団を派遣
一二0-11

印■「歳一以，上の高齢ゴー者・は一億

警蕊

■■■■ﾛ■■■

年金、医療｝など難い問山積

減Hｉｌｌ

Ｍｌ１１ムム

１１篝=＝

鰯、声
、

さすが漢字の本家一大勢の入居老人が鮮やかな筆使いで習字に充実したひとときを過ごしていた。

いずれも教科書に出てくるような見事な達筆ばかり

㈱アジア人ロ・開発協会（ＡＰＤ

Ａ）は、急速に進む中国の高齢化事

情を視察するため昨年十二月十五日

から十九日まで清水嘉与子・参院議

員（元環境相）を団長とする国会議

員四名を北京、西安、上海に派遣し

て現地事情を視察した。

この事業は、アジアの人ロ・開発

問題を解決するため、毎年一回、日

本からアジアの一カ国を選んで国会

議員が視察し薄アジアの各国からは、

｜力国の国会議員を日本へ招き、人

口問題の先進国でもあるわが国の歩

んできた経過、これからの問題点な

どについて視察してもらい啓蒙する

ことが狙い。ＡＰＤＡに対するＵＮ

ＦＰＡ（国連人ロ基金）と－ＰＰＦ

（国際家族計画連盟）の派遣・受入事

業である。

1２

ＡＰＤＡが中国へ高齢化視察団を派遣

｝

りは白銀一色だった。

一一月十五日は、初雪が舞っていた。辺

われわれが北京空港に降り立った十

億三千二百万人。中国総人口の一○・

中国の六十歳以上の高齢者は現在、’

部長（老齢協会会長）の説明によると、

六日訪問した中国民生部の季宝庫・副

ているという。国民の敬老、愛老を徹

て学んでいるが、百七十万人が在籍し

設立され年金、医療、財政などについ

と一万七千六百カ所に〃老年大学〃が

現在、中国老年大学協会の調べによる

級専家協会教授。右の夫人は元女優

｢80歳まであと２年｡世間をあっといわせる特許を考案中です｣と自室で語る楊兆安・退休高

さすがに人口大国である。十二月十

三％、八十歳以上の超高齢者が千一一一百

底し、老人の精神文化を活発にするた

奥地チベット北部でも一一○一○年に高

は一九八○年代に高齢化に入ったが、

が、上海などの沿岸部に多く、上海で

農民に土地を与え、農業をやめても生

年人権保護法」が制定され、農村では

一九九六年には老人の権利を守る「老

絵画、料理などの講座を設けている。

め老年大学では書道、コンピューター、

齢化に入るという。巨象が高齢期を迎

活が保障されるよう配慮しているとい

高齢人口は地域間のバラつきがある

えるのである。

社会の発展より早い。国民皆保険、年

事は九月九日の「老人の日」。各地で充

中国の老人文化活動で一番大きな行

ニフ。

金を実現していない中国にとって、老

実した楽しい行事が繰り広げられる。

中国の高齢化のスピードは、経済、

人福祉の充実は何よりも切迫した緊急

解決策の一つとして中国政府は二○

三千万人。退職してからも健康で高級

るが、老人の知識人（分子）は全国に

老人の社会参加に政府は注目してい
○三年には全国に十万人の「老人活動

レベルの知識を持っている人が五百万

課題である。

センター」を設立、年金や医療支援、

人もいるという。人材は豊富だ。

いた。

に延びないｌといった苦しい事情も聞

だが若い人が多いので定年年齢が簡単

中国の定年は男六十歳、女五十五歳

勉強や社会参加、娯楽などの機会を与

えるなどの幅広く活動することを活動
内容に盛り込んでいる。

中国では一九八三年に山東省で老年
大学の第一号が誕生した。一一○○二年

1３

万人にのぼるという。

１Ｉ

老齢工作委」を作り、二○○○年には

き出している。一九九九年には「中国

このところ政府や党の老人対策が動

師、科学、文化系の有識者に政府が宿

いう。定年後の仕事としては医師、教

暮らしの老人がふえる傾向にある、と

暮らし、つまり孤老は三四％で、一人

以上の手当を国と地方から支給されて

万人の老人が月三百元（四千五百円）

例えば北京、上海などでは千九百六十

地域差はあるが、六百六十都市に及び、

共産党、国務院が高齢化対策強化を決

いる。

ニフ。

億元二千五百億円）に達する、とい

元（三百九十億円）、二○○一一一年には百

二○○二年には総支給額が一一十六億

泊費、食費など実費を支払い、季節の
この時は夫婦同伴もＯＫという。

良い時期に出張教授してもらっている。

定。

二○○｜年には朱鋳基首相の下で、

社会経済発展計画の中に五ヵ年計画の

老人の生活保障としては、年金は一

部の公務員などには支給されるが、そ

高齢対策強化策を組み込んだ。
中国政府は、民生部が中心になって高

の他の老人には六十歳から支給される。

”家族計画進む西安も高齢化が頭痛のタネ－６

齢化対策の長期目標として〃星の光〃
運動をはじめた。

〃星の光〃運動は、太陽と月は一つだ

くじや企業からの献金もあてこんでい

み、政府の老人福祉対策費のほか、宝

千二百億円から一千五百億円）を見込

推進費として八十億元から百億元（一

の光の家〃を作ろうと計画中だ。事業

所以上、農村部では五万カ所以上の〃星

の太陽と位置付け、都市部では八万カ

人は夕方の太陽であり、老人事業は朝

ぱいある。星の光は明るくないが、老

は八百四十八億元（一兆二千七百二十

明を聞く。西安の一一○○一年のＧＤＰ

る中華民族発祥の地の概要について説

が温かく一行を出迎えてくれ、歴史あ

だ。馬大謀・映西省人代常務委副主任

この時期、〃濃霧〃は西安の名物だそう

飛行場から市内までは約一時間かかる。

い濃霧で視界は僅か四～五メートル。

安市に着く。一寸先が見えない重苦し

＋六日夕刻、かつての首都映西省西

海外から観光客が七十万人以上も訪れ

観光スポットが多いため一一○○一年の

同省は素の兵馬桶など名高い歴史的

スタッフが八十五万人もいる。

七校、民（私）大六十六校で科学技術

る。現在、同省にある公立大学は四十

教育分野に力を注ぐｌなどを掲げてい

る③経済的機構改革を行う④科学技術、

林に返す②水利・交通事業に力を入れ

が、天空の星は碁盤の目のようにいっ

る。

億円）、二○○二年には一気に一一千十億

た。観光事業の充実も目玉事業の一つ

躍進ぶりが著しい。

中国の一高齢者の生活実態は、子供な

元〈三兆百五十億円）にふえるという。

同省では重点政策として、①畑を森

どとの同居は六六％、老人だけの一人

1４

ＡＰＤＡが中国へ高齢化視察団を派遣

だ。

変わったところでは、リンゴが美味

しい。日本の協力を得て〃富士〃の生

産が年間五百万トンに伸び、同地の名

〃高齢化対策でも先陣切る「上海」

上海市民生局を訪れた十八日は雨が

土砂降りと天候では手荒い出迎えを受

京では初雪、西安では濃霧、上海では

モデル〃老人ホーム〃は素晴らしいが：…ｌ●

〃土砂降り〃という悪天候に見舞われた。

産にしたいと張り切っている。

人口面では、国の政策に従』
、国の政策に従い〃人の

今回の中国高齢化事情視察団は、北

四百八十万人になり高齢化はピークを

上海市の老人人口は二○一一五年には

性が男性より三歳長生きだという。

入した。平均寿命は八十歳に近く、女

七九年に中国で最初に高齢化社会に突

中国で最も高齢化が進んでおり、一九

四十六万人、高齢比率は一八・四％で、

上海の六十歳以上の老齢人口は二百

口火を切った。

関心事の一つだと考えております」と

謝副局長は「老齢問題は世界の三大

上海の高齢事業について説明した。

上海市民生局では謝黎明・副局長が

は温かかった。

けたが、各地で出迎えた人々の〃心〃

数は力なり〃といった路線をⅢ
といった路線をとった頃
もあったが、エネルギー面で

社会に影響が出た。今は家族
計画に力を入れている。狹西
省の人口は三千六百五万人、
うち西安市が七百四十一万人
で人口密度が高い。家族計画
の面では、中国全土でも優秀
な方で、一九九六年の出生率
は千分の十五・五人だったが、

二○○○年は千分の十一人と

減少した。人口増加率は千分
の六人となっている。同省で

家族計画を実施しないとさら
に七十万人位がふえる。家族

計画が進めば同時に高齢化が

迎える。

老齢施設としては、四百五十三の老

人ホーム（敬老院）がありベッド数は

1５

進むことになり、高齢化問題
が頭の痛い課題である。

上海市民政局でレクチャーをうける日本の国議員団

Ｉ上海都市計画展示館でＩ

二千以上の高層建築が林立する上海市の近未来の姿

三万一千床。年間に二千五百から一一一千
床を増やしている。

老齢者に対する法整備が遅れている

浦東地区には一一千を数える高層ビル

が林立し、二○’○年に開かれる〃世

界博覧会〃までにはその偉容を整える

都市部の活動センターでは二十四時間

で、農村部では介護養老に頼っている。

は費用が高い。従って在宅養老が中心

企業をはじめ一般から募った資金によ

善基金会〃を作り、台湾、香港などの

任との会見では、高齢者対策のため〃慈

任文燕・上海市人代常務委員会副主

計画だ。

の緊急呼び出し体制を整備したり、社

り三カ所の福利院を建設中だ。

ため、老人ホームの入居者は都市部で

会や、個人の力を結集して全社会参加

を擁しているだけあって、社会ボラン

ビス・センター〃を作った。巨大人口

すでに四十カ所に日帰り用〃デイ・サー

る、としているが、高齢化対策では先

病気にならない健康な老人づくりにあ

任副主任は、高齢者対策の基本は、

りの重病人とに分けて収容している。

健康状態がまずまずの人と、寝たき

ティアも九十万人以上おり、すべての

進国の日本との交流を深めていきたい、

による施策を作ろうと計画している。

中学生に対し、社会人になる前にボラ

と語っていた。

ランでもとることができる。

百鵜で、食事は自炊でも専用のレスト

有料老人ホームである。収容人員は二

によって建設されたモデル的な豪華な

この老人ホームは、上海市慈善基金

鎮にある〃衆仁花苑〃を訪問した。

｜行は、十九日、上海市嘉定区南翔

ンティア精神を植えつけようと、中学
で三十時間、高校で六十時間、大学で
八十時間を教科に採り入れており、成

績評価にも影響するという。
上海の大都市への変ぼうぶりは目を
みはるものがある。

上海市は六千平方キロメートルに一

千七百万人の人口を擁し、経済、金融、
運輸、港湾を整備して〃世界一の大都
市〃構想を目指している。
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￣ヘニ'手芸を楽しんでいた

(衆仁花苑で）

、咀旧由計‐びい・…利己‐・」幹餃・》・癌』

一室の大きさは六十平方メートル（約

十八坪）から百三十平方メートル（約

か、独身老人で、一ベッドが千一一百元

入所の条件は、五十五歳以上の夫婦

しいひとときを過ごしている。レスト

ジャンをしたり、思い思いの趣味で楽

用の部屋があり、習字をしたり、マー

ステレオなども完備し、バス・ルーム

一行が見学したところは大型テレビや

同地区では一般家庭も訪問したが、

三十九坪）。周囲の小川では釣りもでき

だが半額が国費負担のため個人負担は

ランもあるし、スーパーもある。日本

も二つあり、高級感のあるものだった。

〃豪華ホームの入居費、一ヵ月食費含めて一万一一千円１６

一ヵ月六百元（九

のカップヌードルなども売っていた。

るし、環境は静かで全く快適だ。

千円）、食事がレ

蕊ｉ鈍繍：蕊曇
篭隻iii:蕊畷嬢羊

ストランでとる

と一人一ヵ月二
百元（三千円）。
二十四時間体制

で医師が常駐し
て医療サービス
も行っている。
ホーム内には

ダンスや映画鑑
賞のできるホー

ル、ピアノの弾
ける娯楽室はじ

め、図書館、書
道やマージャン、
手芸、コンピュー

ターなど、それ
ぞれのクラブ専

遠藤正昭ＡＰＤＡ業務課長

事務局長

広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事、

●事務局●

国井正幸参議院議員

大渕絹子参議院議員

若林正俊参議院議員

清水嘉与子参議院議員

中国の高齢化視察議員団

Ⅱ繊血｢J１
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人民大会堂に日本国議員団を出迎えた陶西平・全人代教育・科学・
文化・衛生委員会委員（右から四人目）

灘iｉｉ

参議院議員若林正俊

会で李宝庫副部長と会見し、意見交換

一千参議院議員）の一員として、北京ｆ

一齢化事情の視察団（団長ⅡⅡ清水嘉与一

一日まで、ＡＰＤＡが主催する中国高一

人っ子政策」の実施により、人口の増

婚．遅い出産）」の提唱やいわゆる「一

大な人口を抱え、「晩婚・晩育（遅い結

中国は、世界の四分の一を占める巨

をしました。

一西安、上海を訪問しました。

加率を抑制してきたものの今なお人口

の絶対的増加が続き、今世紀半ばには

十六億人に達すると予想されています。
学文化衛生委員の胸西平氏を表敬し、

等日本が直面している問題に中国も悩

意味するのですが、医療、介護、年金

このことは、高齢化が一層進むことを

夕食を共にしながら高齢化の進行、一

んでいることがよくわかりました。

その後西安に移動し、映西省人民代
大と高齢化の進行の現状と対策につい

老齢化対策など現地事情の説明を受け、

ら西部大開発の計画概要や人口政策、

表大会常務委員会副主任、馬大謀氏か
て説明を受け、そのあと中国老年委員

翌日（十六日）は民生部で、人口増

のない話し合いをしました。

人っ子政策、教育制度の現状など忌樟

初日（十五日）に中国全人代教育科

〔その一視察のあらまし〕

ｒ■８８６００８１Ｉ０ＩＩＩＩ００００００Ｏ００ＩＩＩＩＩ００００ＤＤ００００８００００ＩＩＩＩ００００９００．０１－」

一平成十四年十一一月十五日から一一十一

『０ＩＩＩＩＩＩＩＩＩ０６ＣＣＤ００ｉｌＩＩＩＩＩ００００００００００８■■００００１０－－－－０↑６．日４０－－－０Ｊ

経済社会発展の光と影

国豈鳳野一一一一塞鐇蕪躍面

li li
図画

国囚
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大都市部とは比較にならないほど深刻

などで老人介護をはじめ高齢化問題は

低所得、失業、若年・中堅層の出稼ぎ

ような大都市部と異なり、農村部は、

意見交換をしましたが、北京、上海の

呼出しの

四時間緊急

こと、二十

活動をする

の運営等の

で老人施設

サービス

であることが窺えました。

翌日（＋七日）は世界遺産の史跡兵

ネットワー

による在宅

馬桶を見学し、歴史の重み、中国人の

上海では、上海市民生局を訪問（十

養護を中心

クをつくる

八日）し、謝黎明副局長から飛躍的に

にし、社区

スケールの大きいことに圧倒されなが

開発、発展を続けている上海市の都市

単位でデイ

こと、家族

計画と急速に進行する高齢化への対応、

サービスセ

ら、夕方には上海に移動しました。

特に老人対策について説明を受け、意

推進することなどの実

衆仁花苑老人施設（老人ホーム）を見

その翌日（十九日）、嘉定区南翔鎮の

た。

状を伺いながら、老人

見交換をしました。社区（地区）単位
社区（地区）単位ンターを活用し、ボランティア活動を
房務副事農るの

官政務理院あ本Ｊ

い運調間
と会政口

Ｉｊ

歴歴
学職

くく

な

主

苦慮している様子でし

養学習室、音楽室、映画鑑賞室等々い

なもので、麻雀室、ダンスホール、教

の日本では見たことのないような豪華

し、職員は九十六人（うち医者四人）

が経営している施設で、二百人を収容

この老人ホームは、上海市慈善基金会

学し、嘉定第一一中学校を訪問しました。
国、官委、

壷織勵肇蕊劉回避医療、介護などの面で

め行政全般の説明をうける清水団長(左）

さ査、人

ま調務際
．法総国

し憲党、｜、員次術事ｗ軌》は財政負担など困難な

鑑》》》秘密嶢轤辨鐸》壗曄繩問題に悩んでいること

傷熱員輩一一鑑鐸鍍驫醗辮雍籠嬢山難が感じられました。特

正鑑壗雍議醗檸権蕊式驫嬬蓉腱》斜に、農村部から流入し

１く

●卵現

郡鐇》鏥緬露韓辮糯鑪姫轌榊》寵鍵てくる貧困層の扱いに

1９

映西省人代､馬大謀常務委員会副主任から同省の高齢化問題はじ

鍵

l1il1{l li i il l lili
蕊i鱈蘂i::iii言Ｉ

本場、中国ではマージャンの牌が日本より大きかった…上海嘉定第２中学校の参観で…
朝から興ずる老人たち（衆仁花苑娯楽ルームで）男子生徒は“||ikeJAPANverymuch1”

し￣らよ象裕をかよは賃相いあ四方がた屋て夫りた

iii莚撚織孝轤離1憲喜無量
・醤菩迄壽：喜薑霊蝿鑿菫迄６露ﾉﾋ圭厭嘉唇Ｌ巷

〔その二視察後に感じたこと〕
視察団は、文字通り「熱烈歓迎」を
受けました。

任者の方々は、人口政策、老人対策の

仕組み、現状、課題などを真剣に、率

直に説明してくれましたし、意見交換

もできました。快く対応していただい
きました。快く対応していただい

しかし、「群盲象を撫でる」の諺どお
かし、「群盲象を撫でる」の諺どお

たことに、心から感謝しております。
とに、心から感謝しております。

人代の担当者の方々、北京、西安、上

り、俔察によって中ヨの高齢化問題の
視察によって中国の高齢化問題の

視察を受け入れてくださった中国全
海の民生局、老年委員会など行政の責

の全体像は全くといっていい

が

日本の書店には、現代中

幅ほど把握できませんでした。

ｊ

壼国に関する本が山のように
繼積まれています。特に改革・
読開放政策以来、社会主義国

長方ではなく、政治・経済・

く

糎家論の観念的・閉鎖的な兄

Ｉ

”社会の諸現象を捉えて中国
葬の実態を紹介、分析、解説
峰をする論文、著作が巷に氾

藤濫していますが、それでも

率なかなか中国社会の実像を
熱明知ることは難しいのではな
猩載いでしょうか。

華い

中っしかし、考えてみればこ

可似れは当然のことでもありま

ま｛）

棒誌す・現代社会というのは、
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ですから、中国のように人類が始まっ

が形成され、その延長線上にあるもの

哲学、ものの考え方や人の生き方など

古代からの長い歴史の過程で、思想や

勢いです。

界の経済大国に追いつけ、追い越せの

計上は、「順風満帆」。今や中国は、世

工業生産高、貿易収支などマクロの統

の加盟を果たし、国内総生産の伸び率、

か。

社会の光と影とでもいえるのでしょう

を指摘する本が出始めています。中国

ることは絶望的でもあります。とりわ

いて、その生きている社会の実像を知

とさまざまな民族を結合した国家につ

に急成長を続けている中国経済は、世

た目標は、五年繰上げて達成し、さら

Ｐを八○年水準の四倍にする」といっ

部小平氏が「二○○○年までにＧＤ

づまり、国有企業のリストラなどによ

か。農業の低生産性と郷鎮企業の行き

格差が極端に拡大しているのではない

部内陸地域の農村との所得格差、生活

に言えば、東部沿岸地域の大都市と西

今回の視察の中で感じたことを率直

て以来の長い歴史があり、広大な地域

け高齢化問題は、社会の基底にある人

り余剰労働力、失業が急速に増大して

により農村から都市への移住に制約が

界が注目し、近年、先進諸国の企業が

たしかに、今回の視察で北京・上海

あり、都市が発行する就業許可証のな

間の生きざまに深くかかわるだけに、

その難しい問題に取り組み、実態調

に行ってみるとホテル、商店街、高層

いヤミの出稼ぎ労働者などの都市への

いるのではないか。にも拘わらず、農

査をし、取りまとめた労作として、平

住宅など、かつてとあまりに違う繁栄

流入が着実に増えていて都市内部で貧

中国に投資を拡大し、中国は「世界の

成十二年三月、ＡＰＤＡが出した「ア

ぶりに目を見張るようですし、デパー

富の格差が大きくなっており、伝統的

外部からこれを知ることは至難と言わ

ジア諸国の高齢化と保健の実態調査報

トやスーパーマーケットの商品も豊富

な家族内扶助、地域内共助の社会シス

村戸籍・都市戸籍といわれる戸籍制度

告書‐中華人民共和国ｌ」があります。

で、老若男女の買い物客の服装や表情

テムが揺らいできているように感じま

工場」とさえいわれています。

この調査報告書を参考にしながら「百

も明るく生き生きとしています。中国

ざるを得ません。

間は一見にしかず」と出かけたのが今

した。

市場経済の導入により競争社会になっ

の経済発展はすごいなあと実感しまし
た。

回の視察でした。

ＩＴバブルがはじけて景気低迷と株

国の崩壊が始まる」「中国農民の反乱」

にとって日本以上に悩ましい深刻な課

にどう取り組むかは、これからの中国

てきた中国の高齢化社会での老人問題

経済の破綻から十年たっても不良債権・

『中国、現代化の落とし穴」など中国経

題になるように感じています。

しかし、昨年ぐらいから「やがて中
産業空洞化・デフレ不況から脱出でき

済の成長・発展に警鐘を鳴らし、疑問

安にあえぐ米国や地価暴落などバブル

ない日本を尻目に、中国は、ＷＴＯへ

２１

常■

はじめに

、Ｊ１宮

田口■ジニエアにおける

化口と一員齢化問題

在のところ増加

シアの人口が現

成長という成果をあげてきた。しかし

を基調とする若

目指す構想を掲げながら、一定の経済
一九九七年のアジア通貨危機の影響を

つものであり、人口高齢化 の進行は緩

帷燗Ⅶ胤脚譲峨》

〈（国土面積三十三速したものの、一九九八’一九九九年
は、約一一一一一○○万人（国土面積三十三

推計されており、長期的に は人口高齢

慢であることが窺える。し かし、二○

元政策（ＮＤＰ）の
年に公表した新開発政策（ＮＤＰ）の

化は避けられない。：このよ うな人口動

〉。｜九八一年に就の国民総生産の実質成長率は四・三％
万平方キロ）である。’九八一年に就

中で「ワワサン（ビジョン）二○二○」
ジョン）二○二○」九八○～九○年と一九九○～九九年の

向は、いわゆる近代化にと もなっても

一方、最近の人口指標をみると、｜

壬での先進国入りを年平均増加率はそれぞれ一一・八％と二・
という二○二○年までの先進国入りを

たらされると考えられ、本 稿ではとり

ることにする。

状況の特徴を捉え、今後の課題を論ず

つ近年の高齢化の推移と高齢者の居住

を及ぼすであろう、都市化に着目しつ

五％である。一九八○年

らの指標からは、マレー

わけ高齢者の生活にとって大きな影響

●観檸住

蕊灘》蝉牙Ⅱ

五○年には六十歳以上人口 が一二％と

）マレーシア全人口受けて、経済成長は一時的に急激に減
二○○○年現在のマレーシア全人口

廣文

店田

枢首相は、一九九一と持ち直したようである。‐
任したマハティール首相は、一九九一

早稲田大学人間科学部教授
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表１マレーシアの人口1970年～2000年（単位：人）

９
９

６

七百四十万人となる。その十年前の一

各年に実施されてきた。それ以前につ

題と言わ

九四七年には約五百八十万人であり、

五年に分離独立）、およびボルネオ島の

れるよう

年平均増加率はおよそ二・五％であっ

いては、イギリス植民地時代における

な社会

た。‐一九七○年から一一○○○年の人口

一部（いわゆる東マレーシアのサバ、

４５７７８９９９９

００Ｐ７９９７７●

６５２７４１６３４
６７２７５６６８０
８９２９９４４２０

的・経済

増加率は、表１によれば二・三％から

マレー半島に関する人口データを参照

10.439,430

13,136,109
100％

17,563,420
100％

23,274,690
2.30％

2.64％

2.60％

９

的側面に

二・六％の間にあって、依然として高

サラワク両州〉からなるマレーシア連

１，人ロの推移と都市化

1,642,771
9％

ｎＭＵ『ＪＪ

おける大

’九九一

八○年、

年、一九

’九七○

ンサスは、

の人口セ

成立以降

シア連邦

マレー

市人口となった。その後の都市化の推

人口の約四分の一にあたる二七％が都

五七年のマラヤ連邦成立時点には、全

九四七年一九％と着実に増加し、’九

二一年一四％、’九三一年一五％、一

であるに過ぎなかった。その後、一九

七％であり、全人口の一割が都市居住

の一九一年には都市人口率は一○・

代以降に顕著である。二○世紀はじめ

いわゆる都市人口の増加は一九六○年

一方、マレーシアにおける都市化、

年、二○

移は表２に示したとおりであり、二○

がある。

い増加率を示しているといってよい。

することができる。一九五七年にマラ

９％

〔〃」（クニ

１２３５８２６０３

０００Ｐ０９９ｐ■

４５１７１８０５２
４６３８９５８２５
２１６７８７６３９
１１２２

●●■●ひ■■■■

７ワら９●０▽●可ＧＰ０．■

きな格差

邦として成立した。ただし本稿では詳

１ 235,553

７％

The2007RevlSion、２００２

マレーシアは一九六三年に、ほぼ現

976,269
９％

年増加率

都市人口（千人）農村人ロ（千人）

ヤ連邦として独立した当時の人口を、

サラワク州

ｎｈＵ（Ⅱ〉

表２マレーシアの都市化と都市人口1950年～2030年

述しないが、マレー半島と東マレーシ

1,734,685
１０％

①

Characje"stiCajuly2001

在の国士に相当する、マレー半島のマ

929,299

９
５

Malaysja2000PrelimjnaKyCountReport,October2000

現在の国士に準じて捉えてみると、約

636,431
６％

８

DepartmentofStatisticsMalaysiaPopu/ationandHousjngCensusof
Mabysia2000PDpulaljDnDiStributionandBasjbDemographjb

アの間には、マレーシア最大の地域間

８１％
サバ州

，く）『ＩＩ

14,185,964
84％

１

資料：DeparttmentofStatisticsMalaysiaPopulationandHousjngCensusof

ラヤ連邦、シンガポール（後の一九六

、叩Ｕｊ４０田ⅡＩＦ（〉、】〕
ｎｘＵ９句ⅡＩ９

％妬％肥％

1０，９７１，２５７

の

1991年

100

４６５０８４８６７
０６３２９７３８２
２２３４４５６６７

１４５６４１４０５
１１８７８２１６９

００３３５８６８６

○○年の

2３

１１１２２２３

(web version）
(注） 2010年以降は、推計値。

Wbr/dUrbanjzaiionProspects
ＵＮ．

資料

６８０３７２６９２

1950年
1960年
1970年
1980年
1990年
2000年
2010年
2020年
2030年

100％

1980年

マレーシア

都市化率（％）
総人口（千人）

2000年
1970年

8,826,730
85％

マレー半島

表３マレーシアの人ロ動態指標（1963年～1998年）

38.1３２．４３０．６２７．９２４．４
8.5６．７５．３４．６４．６
粗出生率
粗死亡率

1963年1970年1980年1990年1998年

6.0４．９３．９３．３３．２
合計出生率

○○年現在ではおよそ六割の人口が都

自然増加、都市範域拡大の三要因がほ

資料：UNESCAR7heAgingofPopu1atiOnlhＭａ/aysja7g89
*マレー半島のデータ。これら以外は、マレーシア全体の数値。

l998．

**DepartmentofStatistics,SeniorCitjzensandPopulafionAgejnginMa/aysia､March

july2001

***DepartmentofStatistics,PopulationandHousingCensusofMalaysja2000・
６．４

都市人口増加の要因は大きく変化した

途中であり、’その意味では高齢化問題

人口増加率二％台を維持するマレー

マレーシアの一九六三

六へと減少しており、傾

シアにおける人口高齢化を同国の高齢

は顕在化しているとはいえないのが現

向としては多産多死から

者の年齢指標である六十歳以上に即し

年～一九九八年の人口動

少産少死への流れがある

て捉えてみよう。半島部マレーシアの

状である。しかし、｜方で平均寿命の

が、自然増加自体は大き

高齢化率は、一九四七年では五・○％

態指標の変化をみると、

な減少とはなっていない。

であった。その後二九五七年には四・

伸長は着実であり、一九九八年現在、

そのため、マレーシアは

六％、’九七○年には五・四％、一九

表３のように粗出生率は

現在でも比較的高い人口

八○年には五・八％、一九八六年の推

男子は六十九・一歳、女子は七十四・

増加率を維持しており、

計値も五・八％と横這いである。了マレー

三八・一から二四・四へ、

少産少死への転換すなわ

シア全体の高齢化率を表４によってみ

四歳である。

ち人口転換はいまだ進行

粗死亡率は八・五から四・

２、人口高齢訓化の動向

い。このように近年では

ことが明らかである。しかし、表２に

ｎａ

ぼ同じ比重であった。しかし、一九八

ｎａ

6.5

示したように今後も都市化が進行し二

5.3
5.8

市部に居住している。

5.5

５．２

○～一九九一年の期間を見ると、自然

８８９

４６４

５７５

＊＊＊

●●●

２１２

５７５

＊＊掌

Ｓ●●

6.1

ｎａ

’九九一年までの人口センサスによっ

5.9

5.7

5.2

４．６＊

８７２

４６４

、ａ

都市部
農村部

＊＊＊

マレー系

2000年**＊

全国

４６４

４５２

華人系
インド系

1991年*＊

1980年

1970年

1957年

５８５

寺｡=亟昊干亟ﾖ亟雲二F亟吾}垂;iflfJ

○二○年には約七割が都市人口になる

表４マレーシアの人ロ高齢化

増加が五一一％、都市範域拡大が三七％

7963-799aOctober20０１

て都市人口増加の要因を見ると、’九

（注）平均寿命は、マレー半島のみのデータ。＊は、1966年のデータ。

ものと推計されている；

資料：DepartmentofStatisticsMalaysiaVnalSiafistjbs7imeSe"esMabysja

であり、人口移動は約一○％に過ぎな

６１．６６６．４６８．９６９．１
66.0＊６５．６７０．５７３．５７４．４

四七～’九五七年の間には人口移動、

６３．１＊

平均寿命(男）
平均寿命(女）
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八○年には五・七％、一九九一年も五・

ると、’九七○年には五・二％、一九

五・九％であることが示されている。

て、マレー系は五・八％、インド系は

九％とほぼ同じの水準である；しかし、
最新の一一○○○年人口センサスによる

と、高齢化率は六・四％と若干上昇し

全国的な都市化の進行は、都市部に

おいても農村部においても、高齢者の

生活に大きな影響を与えると思われる

家族や世帯の構造の変化をもたらすも

のである。表５によると、マレーシア

二○○○年人口センサスにおいても観

九八○年）である。このような偏差は、

は六十歳以上人口比率は三・四％（一

シアのボルネオ島に位置するサバ州で

また表示はしていないが、東マレー

ている。

五％と五・八％という数値が報告され

一％、都市部と農村部ではそれぞれ五・

率は五・七％であるが、華人系では七・

みるように、’九八○年の全国高齢化

差異を観察することができる。同表に

シアではエスニシテイ（民族）による

加えて、複合民族国家としてのマレー

る偏差を観察することが出来ることに

進行であるが、地域や都市と農村によ

このようにゆっくりとした高齢化の

者層の残留にともなう農村部の高齢化

かがわれ、農村部の過疎化および高齢

代の都市への人口流出による影響がう

たがって、都市化にともなった若い世

の逆転を結果したものと思われる。し

もたらし、都市部と農村部の高齢化率

は、多数のマレー系住民の都市流入を

れる。しかし、その後の都市化の進行

が高齢化率に影響していたものと思わ

高いといわれており、そのような状況

わけ華人系は都市部に居住する割合が

占めるマレー系住民は農村部に、とり

況であった。従来、全人口の過半数を

農村部で低く、都市部で高いという状

水準にある。しかし、一九七○年には

年の農村部の高齢化は都市部を上回る

前出の表４にあるように、一九九一

みると、都市化の進行に伴って、核家

は言えない。しかし、以上をまとめて

テゴリーの内容が異なり、確かなこと

く変化したとはいえそうもないが、カ

も、二五～一一八％の範囲にあり、大き

かし、拡大家族世帯は同期間について

四年の約六七％へと上昇している。し

五％から一九九一年の六○％、一九九

全国レベルで見ると、’九八○年の五

況を検討してみよう。核家族の比率を

もう一つの指標である世帯類型の状

らの人口流出が窺えるのである。

想は裏切られる。ここにも、農村部か

り、農村部には大家族が多いという予

若干農村部の世帯人数が多い程度であ

と農村部を比べてみると、ほぼ同じか

少している。同期間について、都市部

二人から一九九四年の四・七人へと減

の平均世帯人数は一九八○年の五・

察することができる。とりわけエスニ

率上昇が起こりつつあることが考えら

族の割合が増加し、世帯人数は小さく

３、都市■化・と高齢化■

シティによる高齢化率には大きな差が

れる。

たことが看て取れるのである。

生じており、華人系の八・八％に対し

2５

表５マレーシアの平均世帯人数と世帯類型

●●Ｐ

身や高齢者のみの夫婦世帯に象徴され

ことをも示している。農村部では、単

それぞれ特徴がある。⑩ここでは、高齢

異なるし、家族との関係のあり方にも

うに高齢化率はエスニシティによって

，すでにデータとしても提示してきたよ

であるエスニシティを取り上げよう。

る。これまで述べてきた都市化と高齢

るような、高齢者本人たちにむけた対

者の居住状況にしぼって、その現状を

者問題の取り組みが異なるべきである

化の関係は、農村部における高齢者問

策が重要である。それに対して、都市

なる傾向があることは確かなようであ

題の取り組みと、都市部における高齢

部では子供たちと同居して暮らしてい

いのである。

４、エスニシティと高齢化
現在のマレーシアにおける人口高齢
化の水準は低く、高齢化問題への関心

態についてのデータは、調査の範囲が

国レベルや地方レベルなど多様であり、

また時系列で見ても断片的で情報も少

ないが、エスニシティ別のデータが利

用可能な調査結果を年次順に見ると、

以下のようである。

るといえよう。そこで、マレーシアに

い高齢化状況の理解と的確な対策にあ

した利点を生かせるかはひとえに正し

る利点を主張する向きもあるが、，そう

捉えて早期に取り組みが始まりつつあ

の関心は高まりつつあり、そのことを

たことにも現れているように、問題へ

一九九五年に国家高齢者政策が成立し

アン、マラッカの三州の都市部と農村

は、スランゴール、ネゲリ・センブリ

である。マレーシア国内の調査対象地

リピン、シンガポール、タイの五カ国

は、インドネシア、マレーシア、フィ

的帰結」によって行なわれた。対象国

ロジェクト「人口高齢化の社会・経済

セアン）が一九八四年から開始したプ

この調査は、東南アジア諸国機構（ア

Ⅲ’九八六年ＡＳＥＡＮ調査Ⅲ

おける高齢化問題のもうひとつの側面

は高くないのが現状である。しかし、

マレーシアにおける高齢者居住の実

まず捉えてみよう。

●●■■

８７６０
８６３１
６２

９６２
５２

５８

る家族に対する対策の重要性もまた高

る高齢者本人に加えて、高齢者を抱え

ａａ
ｎ、
●■●●

１６０３

７５５２
６２

100１００

７６９

４４４

■●■■●

1００

100１００

都市部農村部
都市部農村部

100１００

８３３

３３

100

８８８８５
４４４４６

０６
６２

5９６１

１１８

合計（％）

■巳●●●

４２
４２

７８

３６

2７２６
３０２７

5２５８

核家族世帯
拡大家族世帯
単身世帯
親族世帯＊
非親族世帯

２１２９１

都市部
農村部
核家族世帯
拡大家族世帯

全国

都市部農村部
全国

世帯類型比率

５５５４７

全国

1994年

1991年
1980年

平均世帯人数

資料：1980/1991TanPooChang＆ＮｇＳｏｒＴｈＱＣｗ７ｅｎｔａｎｄＥｍｅ'gingFami(yPattems
inMalaysia’1995.

＊1994年についてはMulti-singlememberと表示されており、親族、非親族を含む世帯に

1994NationalPopulationandFamilyDevelopmentBoa｢dMalaysiaRlmllyRro化Malaj/siand．

(注)1980／1991年は人ロセンサスのデータ｡1994年はMalaysianPopulationandFamilySurveyのデータ。
相当すると思われる。
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表６高齢者の居住状況、1986年調査

男女である。

シアの定年を勘案した五十五歳以上の

効回答者である。対象者年齢は、マレー

部で、そこに居住する「二五四人が有

レー系の高齢者は、単身であるいは夫

と言ってよい。｜言でまとめれば、マ

状況は、華人系、インド系とは異なる

シティにより多様である。マレー系の

れているように、同居の実態はエスニ

者は五％であった。しかし同表に示さ

なお、配偶者のみと同居は九％、単身

と同居している実態が報告されている。

七○％から八○％ほどの高齢者が家族

供との同居か否かは明確ではないが、

者が三五％である。以上のことから子

その他の家族とのみ同居している高齢

（ここでは五十五歳以上の者）が四九％、

とその他の家族と同居している高齢者

調査結果（表６）によると、配偶者

華人系の七四％、インド系の八一％が、

いる。それによると、マレー系の五八％、

均して調整した結果が同時に示されて

のサンプルが多すぎたために、加重平

いる。ただし、調査回答者のインド系

成人子と同居という結果が報告されて

華人系の七六％、インド系の八五％が

エスニシティ別には、マレー系の六○％、

の一四％であることが報告されている。

者は、既婚者の一一％、配偶者なしの者

の子供と同居していること、単身居住

別を含むと思われる）の七三％が成人

いること、また配偶者なしの者（雛死

り）の六九％が成人の子供と同居して

タを見ると、既婚の回答者（配偶者あ
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１

マレー系華人系インド系
男女
合計

８７９８６２７３

婦のみで居住することが特徴的である。

２１５９５Ｂａａ

100１００１００

合計（％）
回答者数

配偶者とその他の非家族と居住
配偶者とその他の家族と居住

いる。燗

子供と同居していることが報告されて

100１００
５７７６７７

５９０妃訓１ｎｎ

②一九八八’八九年ニアＦアペの云三

成人の子供を一人以上持っている者（六

論文では、回答者のうち六十歳以上で、

者一、三五七人の調査である。参照した

これはマレー半島の五十歳以上の回答

とし、有効回答者数は八百二である。

と農村部に住む、五十歳以上を対象者

センブリアン、ペナンの三州の都市部

この調査は、クランタン、ネゲリ・

三ｚかペアの亡カベ、く川

⑧一九九七年、こ二三ｍ刀の一「く。「

百六十人）が分析の対象とされている。

六十歳代と七十歳以上の高齢者の居住

「ア三一Ｆくこ「ｍの亡力く、く沖』

それに従って、高齢者居住の基礎デー
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100

254

その他の家族と居住
その他の非家族と居住
配偶者、家族、非家族と居住
親族と非家族と居住
単身で居住
配偶者と居住

資料：NationalPopulationandFamilyDevelopmentBoardMalaysia
Ma/aysiaCountO／ReportonSDcjO-EConomjbConsequencesoftheAgeing
表中の、ａの部分は、原資料のミスによるものと思われる。また、エスニシテイ
別の合計は1251となるが、これについても誤植があるものと思われる。
PopulatjOnSurvｅｙ７９８ａｎｄ、

高齢者の居住状況、1997年調査
表７
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資料：TanPooChanget､ａ

１２

配偶者とその他の非家族と居住
配偶者と子供（家族）と居住
子供（家族）と居住
その他の非家族と居住
配偶者､子供(家族)、非家族と居住
子供（家族）と非家族と居住

100１００

100１００１００

100１００１００

100１００

２６４３０２２３６

４００４０２

1００

８０２

３４２４６０

６５３７６７３
67.2

88.850.6

68.762.058.9

79.269.550.9

66.867.7
66.2

69.663.6

61.284.391.7

78.862.556.8

79.3532

合計（％）
回答者数
配偶者あり
子供あり

８７４５５４０５

単身で居住
配偶者と居住

マレー系華人系インド系他 50歳代６０歳代70歳以上 都市部農村部
男女

合計

華人系やインド系では、子供との同居

約九％、インド系その他は六％となっ

今後も都市化と高齢化はきびすを接

ると、マレー系は約三○％、華人系は

めてみると、

ており、マレー系における高齢者の居

するように進行し、都市人口は増加し

が相対的に多いことが特徴である。

配偶者のみ

住実態の特徴がはっきりと数字に表れ

高齢化率も上昇すると推計されている。

状況をまと

と同居はそ
ている（表７）。

そのため家族の変化も大きく、高齢者

れぞれ二
一％と二

自身ならびに高齢者を抱える家族への

ケアは大きな問題となる。ここまで触

れてきたように、マレーシアの都市化

多いことが

が相対的に

のみの居住

および夫婦

おいて単身

マレー系に

ここでも、

六％である。

○％と六

同居は七

やその他と

る。ただし、マレー系の高齢者につい

以外の家族と同居していると考えられ

○％以上の高齢者が子供または配偶者

一九九○年代末にかけては、およそ七

居住実態をみると、’九八○年代から

を加えて、マレーシアの高齢者全体の

鈩協○口シｐｏｚによる調査脈などの結果

九六年の巨少Ｆシ＆凶レヱ旨両目○陸Ｆ

国巨国旧邑の白蛍日日による調査脳、一九

巨院屡居の屋亘祠○℃こい賎ロ○二尾頃已

ＷＨＯによる調査暇、一九九四年の

以上の調査データに、一九八四年の

現在までのところ、マレーシアの社

と考えられている．脇

値）で七・九％と大きな開きが生じる

四％、マレー系（ブミプトラ全体の数

齢化率の推計によると、華人系で一四・

度はゆっくりである。一一○一一○年の高

速度が速く、マレー系では相対的に速

り高い。高齢化は、華人系で進行する

では農村部の高齢化率が六・六％とよ

く、マレー系（ブミプトラ全体の数値）

都市部の高齢化率が七・四％とより高

の人口センサスによると、華人系では

る差異があることである。’九九一年

５、高齢者層憧一の特徴ど

○％、単身

居住は九％
と一四％、

わかる。こ

ては前述の三つの調査結果にあるよう

会経済政策の主たる柱はブミプトラ政

や高齢化の特徴は、エスニシティによ

の二つの居

に、単身居住や高齢者夫婦のみの居住

策であり、全国民の社会的、経済的格

今後の政策課題

住をあわせ

が多いことが特徴的である。一方で、

子供（家族）

た数値でみ
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ように、マレー系に対する多面にわた

しかし、その実態は良く知られている

差を解消する政策が長年とられてきた。

ベルで、そのことを充分に配慮して取

となって現れる可能性は高い。政策レ

華人系の人々に早い段階で大きな負担

地域では、人口や社会開発政策に関す

民族構成を持つ社会が多い東南アジア

かねない。マレーシアに限らず多様な

９DepartmentofStatisticsMalaysia,Senjordnzensandm｡pulation

る国際協力において、こうした特性を

Asm錨cjficRegion,RoutIedge,２０００も参照。

り組まないと、華人系さらに将来はイ

８TanPooChang＆ＮｇＳｏｒＴｈｏ,AgeinginMalaysia,mAgBjnginthe

る優遇策である。マレーシアにおける

７UNESCAP,ZbeAgmgofPbpoujarioninMalaysja，１９８９．

配慮した取り組みが求められる。⑲

アの人口問題』、2000年、大明堂。

Ｆｉゴ｜｝下丹

Malay臼j２，１９９６．

６嵯峨座晴夫、「高齢化と政策的対応｣、石南國・早瀬保子編『アジ

ンド系の高齢者やその家族にしわ寄せ

５DepartmentofStatisticsMalaysia,UfbaniSalionandUThanGmw1jiin

高齢化問題への対策はこれからが本番

ｊｉｌｉ

が来ることもあろうし、ひいてはエス

Ｉｎｃ，１９９３．

であるが二局齢化のインパクトはマレー

４Ａｍａ]iitKaur,HiStoribalDjmmaZyofMalaysja,TheScarecrowPress，

ニシティ間の新たな格差問題にもなり

version2001

●

系よりも都市部により多く住んでいる

３ＵＮ.,WbrldPbpula1ionPmSpec1s.、ｈｅ卯00尼vﾌﾟsわnHighhgh⑬.,Web

←‐』ニーＬｉ１二

１WorldBank,WbrIdDevelOpmenlRepm卯００／2001,2001.
2ｊｂｊｄ

AgBjnginMalaysja，Marcｈ1998.

10Ngin,CandDaVanzo,Ｊ,“Parent-ChildCoresidenceandQuasiCoresidencemPeninsularMalaysia,”South“stAsjanノbumaノofSbcjal
Scjenca27-2,1999.

11NationalPopulationandFamilyDevelopmentBoard､Malaysia,MJlaysia
CbulmyRepononSocjo-EconomicCbnsequencesofdheAgBjng
POpuja[ionSurv巳ｙ1986,,.d

l2Davanzo,ＪａｎｄＡＣｈａｎ,``LivingArrangementsofOlderMalaysians：
Whocoresideswiththeiradultchildren?,,,Demogmphyb31-1,1994
13chan,AandJDaVanzo．“EthnicDifferencesinParentsCoresidence

withAdultChildreninPeninsularMalaysia,”んumaIofQDss-CullLulal
GemntolQg5511-1，l996

14TanPooChanget､aL,EvajuatmgPmgmmmelVbedSofOlderPelsons
jnMa1aysja，UniversityofMalayal999

15Andrew,Getal.(eds.),AgmgjmheWbsremHacihcAFburCbuntn′
ＳｍｄｙｊＷＨＯ,1986(citedfromTanPCandNgST.,CurrentandEmerging
FamilyPaltemsinMalaysia,Ｈｌｐｅｒｐ1℃semBdatjVPFBDMalay白ia,Ａｕｇ
1995.）

l6NationalPopulationandFamilyDevelopmentBoaldMalaysia,HRmmy
BDfijeMalaysia，ｎｄ

ｌ７ＮａｒｉｍａｈＡｗｉｎ（DirectorofFamilyHealthDepLMinistryofHealth
Malaysja),mHealthandAgeing-Iesearch,education,policyandpractice-m，
Ｐｒ巴ｓｅｍｅｄａｔｔｈｅＷＨＯｍｅｅｔｉｎｇｏｎＡｇ巴ｊｎｇａｎｄＨｅ日ﾉth，Adelaide,２６－
３００ct2000.

18注９の文献参照。

1９なお高齢者施設などの居住については、とりあえず以下の文献な
どを参照。萩原康生「マレーシアの社会福祉」（『世界の社会福祉
アジア』旬報社）1998年、卿アジア人口・開発協会、『アジア諸国の
都市化と開発調査報告書-マレーシア国』2002年。
2９
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発言者（正面）の意見に聞き入る参加者

に、東京支局（堀内光子駐日代表）が

を務めるマロノ・アベラ氏の来日を機

ＩＬＯ本部の国際労働力移動部部長

で問題提起した。

労働移動の現状と課題をさまざまな形

の生産活動との兼ね合いから見た国際

制と権利保護などについて語り、企業

続いて厚生労働省外国人雇用対策課

二月五日、「グローバル化の時代におけ

る国際労働力移動」と題したフォーラ

局長の龍井葉一一氏、日本経団連雇用・

長の勝田智明氏、連合総合労働力総合
冒頭、アベラ氏は「合法・非合法を

労務管理グループ副長の樋渡智子氏の、

ムを国連大学本部ビルで開いた。

問わず、自国以外の地で働く労働者の

いわゆる〃政・労・使〃の三者からコ

この日、フォーラムには約百人の市

数は世界全体で六千万人から六千五百

国が、移民労働者の受入れや送出国と

民が参加。各発言者との質疑も活発に

メントが寄せられた。
して関わり、どの国もかつてない人口

行われ、国際化の一途をたどる労働力

万人と推定されている。百ヵ国以上の

圧力を受けている」と説明した。また、

移動の関心の高さをうかがわせた。

△Ⅶ

アベラ氏は「最近の国際労働問題はこ

うした傾向が顕著でますます多様な様
相を見せてきている。二○○四年の総
会では移民・外国人労働者の問題を一

般討議のテーマとして取り上げること
になっている」と強調した。

これを受ける形で一橋大の小井土彰

宏助教授が特別講演として、移民の蜆

①
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ＡFPPD食料安全保障常任委員会会議開催

日本からの参加者
国会議員
桜井新

参議院議員（自民）
ＡＦＰＰＤ食料安全保障

常任委員会委員長
松岡利勝

衆議院議員（自民）
金田英行

衆議院議員【自民）
瓠柏村川武昭

参議院議員（自民）

椎名－保
参議院議員【自民）
事務局
広瀬次雄

曰ＡＰＤＡ常務理事Ｊ事務
局長

楠本修

ＡＰＤＡ事務局長補佐や
主任研究員

食料安全保障、水、グローバリゼー

ションをテーマとしてＡＦＰＰＤの食

料安全保障常任委員会会議が二月七日

と八日、タイのバンコクで開かれた。

参加国は、バングラデシュ、フイジー、

インド、インドネシア、日本、マレー

シア、フィリピン、タイ、ベトナムの

九カ国。ＵＮＥｓＣＡＰ（国連アジア

太平洋経済社会委員会）、ＦＡＯ（国連

食糧農業機関）の国際機関も参加した。

この会議は、昨年十月に中国・北京

で開催されたＡＦＰＰＤ第七回大会の

席で設立が決まったもので、本年二月

十四日に東京で開催されたＷＴＯ閣僚

級非公式協議およびＷＴＯの食料貿易

に関する各国の意見提出期限が本年三

月に迫っていることから開催されたも

のである。

ＡＦＰＰＤは一九九四年の国際人口・

開発議員会議（ＩＣＰＰＤ）以来、増

加する人口に食料をどのように確保す

るかが最も重要な問題であるとの視点

から、数多くの訴えかけを行ってきた。

これらの活動は国際的にも大きな影響

力を発揮し、’九九九年には国連総会

３１

る人口関連の目標や政策が，環境や通

きると信じられてきた．しかし、ガッ

国の食料輸出国は利益を得ることがで

えるＷＴＯをはじめとする国際的な貿

で開かれ、食料を単なる商品として考

今回の会議は、このような背景の中

易に対する懸念が広がっている。

商などの分野における国際合意（協定）

トーウルグアイ・ラウンド合意以降、

易制度や、それを支持する西欧の論理

れる。食料貿易の自由化によって途上

に適切な形で反映される必要がある〃

食料貿易が先進国による補助金つき食

に対し、各国の政策に責任を持つ立場

決議の中に、〃行動計画に述べられてい

と決議された。しかし、残念なことに

料輸出によって寡占化される状況を生

勢、および食料安全保障を確保すると

の国会議員たちから、人口の長期的趨

このような状況の中で、アジア太平

いう点から深刻な疑問が提出され、熱

んだ。

欠なものであるという当然の視点もま

洋諸国にはガットーウルグァイ・ラウ

気溢れる討論が行われた。

これらの国際的な合意はほとんど無視

た失われている。この食料安全保障や

ンドを引き継いだＷＴＯ、特に食料貿

され、食料とは人が生きるために不可

人口を無視した考え方は、人間の生死

よりも利益追求が優先してしまう社会
を作り出してしまうことになる。

また一度拘束力のある国際的な合意

従って、この制度自体を人間が尊厳を

なり、あとあとまで影響力を発揮する。

は会議設立の経緯を説明し、桜井新Ａ

の挨拶で開会した。マレニー事務総長

ラキットＡＦＰＰＤ事務総長（タイ）

ながら人間が尊厳を持って持続的にこ

精神に立ち返って、人口問題を解決し

葉を引用し、ＡＦＰＰＤがその設立の

る子供があってはならない〃という言

〃ただ飢えて死ぬためだけに生まれてく

持って生活できる社会を作るものとし

ＦＰＰＤ食料安全保障委員会委員長が

の地球で生きて行くための活動を行う

会議は、マレニー・スカヴェジョヴォ

なければならない。今回の食料安全保

挨拶を行った。

や制度が出来上がれば、それが基準と

障常任委員会会議はその意味で重要性

時期に開かれただけでなく、食料貿易

また、このような制度構築の重要な

らも人口の視点を十分に考慮する必要

欠なものであり、食料安全保障の点か

商品ではなく、人が生きるために不可

第六回新潟大会での宣言文から〃世界

の代理として挨拶を述べＡＦＰＰＤ

ＡＦＰＰＤ副議長が、ＡＦＰＰＤ議長

続いてラクシュマン・シン（インド）

べきであると述べた。

の自由化が始まってある程度の年月が

がある。またＡＦＰＰＤの創設者で初

を変えるということは途方もないこと

桜井新・同委員長は、食料は単なる

経ち、その弊害もまたはっきりしてき

代議長を務めた、佐藤隆元農水大臣の

を持っていた。

たことがこの会議の背景としてあげら
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ＡＦＰＰＤ食料安全保障常任委員会会議開催

に思える。しかし、一人一人が変われ

ば世界は変わる〃。ここでの一人一人の
努力が重要であると述べた。

ＡＦＰＰＤステイツメント

食料安全保障常任委員会

二○○一一一年二月八日／タイ、バンコク

ラムは二○○一一一年二月七日と八日バン

人口と開発に関するアジア議員フォー

いて突っ込んだ提言を行なった。

かで食料安全保障を圧迫する問題につ

よびグローバリゼーションの発達のな

ＰＰ「］

コクに集い、食料安全保障常任委員会

会議を開催し、人口の将来的な増加お

多くの宣言文を採択し、公表してきた。

う事実を、ＷＴＯ交渉を始めとする国

今後も人口増加が不可避的であるとい

国会議員としての私達の使命は人間

際条約、合意、協定に明確に反映させ

はじめに
の尊厳を守ることのできる社会を構築

ここに、ＩＣＰＤ検討のための国会

るべきである。

達成するためにＡＦＰＰＤは一一十年以

議員（ＩＦＰ）ハーグ宣言、特に〃国

し、維持することである。この目的を

上にわたって人口と開発分野で活動し

な視点と完全な一貫性をもたなければ

際貿易ルールは食料安全保障の長期的
これまでの活動のなかでアジアのみ

ならない〃（ＩＦＰハーグ宣言第十九パ

てきた。

ならず世界の国会議員たちとともに数
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５Ｊ

ラグラフ）、また国連総会文書〃行動計
が適切な形で環境や貿易のような国際

を超えると推計されている。現在の

＊二○五○年には世界人口は九十億人

事実

合意に反映される必要がある〃（国連総

消費水準ですら地球環境の再生可能

画の骨子となる人口関連の目標や政策

会文書Ａ／Ｓｌｎ／５／シ＆］、パラグ

な限界を超えている。
で生活している。

＊十三億人が一日一ＵＳ＄以下の収入

ラフ遁）、をここに改めて確認する。
残念なことに現在の国際貿易におけ

る議論で人口問題の視点は失われてい

＊八億人の子供が栄養失調状態にある。

のための以下の行動をとるよう求める。

私達は人口の将来推計は国際社会と国

際貿易に対して以下の行動をとるよう

に求めていると確信する。

各国政府ならびに
国際社会に対して

１各国で最低賃金制度を明確にし、

施行する》

２各国は一雇用を創出するために適切

る。人口、食料生産、およびその分配・

六が過放牧や不適切な収奪的農業、

な国内社会政策を実施するよう努力

＊二十億ヘクタール、世界の陸地の一／
および急激な都市化によって劣化し

料生産による適切な食料供給システ

しなければならない。持続可能な食

＊新規耕地および淡水資源の不足なら

ムを維持することで、それが可能な

てきている。

流通が食料安全保障の基本的な要素で
ある。

食料は人間の生存にとって不可欠な

料は単なる商品ではなく、それ以上の、

びに灌慨農地における塩害の進展な

ところでは食料自給を維持する唖

ものである。これが意味するものは食

すべての存在にとって非常に重要なも

どから、現在のような過剰な食料供

３各国の開発計画を、資金の準備お

際間での相互協力のフレームワーク

金（ＡＭＦ）等の設立を通じて、国

ルを含めた形で作り、アジア通貨基

よびその実現のためのタイムスケジュー

のであるということである。

したがって

は不可能である。

給を長期間にわたって持続すること

現在の国際貿易に関する協議は物の

余った社会を前提として行なわれてい
るが、長期的な人口の趨勢を考えると
まったく異なったシナリオが浮かんで
くる。

会議に集まったアジア太平洋の国会議

のような金融制度の見直しと再構築

よびバングラデシュのグラミン銀行

４土地制度の見直しと再組織化、お

構築を図る癖

員はＷＴＯ合意を含む国際貿易の考え

ＡＦＰＰＤ食料安全保障常任委員会

方に対して、この地域の食料安全保障
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ＡＦＰＰＤ食料安全保障常任委員会会議開催

手助けすることで、貧困層の自立を

そして遺伝資源を利用できるように

を行なうことで、貧困層が土地、水、

を超えている現状を理解する。

口扶養力は既にその持続可能な限界

４現在の推計に基づけば、世界の人

に受け止め、十分な注意を払う。

５適切な貯蔵（食料銀行のような）

促進する北

５各国国民が資源および国家資産を

６比較優位の原則は食料が過剰であ

や公正な分配システムを準備する。

６各国の開発目標を達成するために

る社会でおもに有用な原理であり、（人

管理できるようにする坤

各国の協力の下に国際協力を推進す

口に対して）食料が不足した社会で

よる輸出を防止する制度を作る。

与えるため、様々な形態の補助金に

を破壊するのみならず環境にも害を

７補助金による輸出は食料生産基盤

ることで適用できなくなる。

は比較優位原則はその価格が高騰す

る。

ＷＴＯを含む国際貿易機関
に対して皿
１安全で栄養価の高い食料を得るこ
とは基本的人権であるということを
認識する。

２同内の主食生産に関して自給を維

持する権利を保持することは欠くべ
からざるものである。

３各国が食料安全保障を達成する上
で、今後五十年にわたって、人口が

大幅に増加しつづけ、農業生産物の

生産性の減少、淡水資源の枯渇と汚
染、土壌流出および願環境劣化が食
料安全保障の脅威となることを深刻
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エンパワーメント、目標達成のカギは…

認した。

連各団体）で、二百人の出席者は再確

ンパワーメン卜〉の公開フォーラム（国

念して国連大学で開かれたく女性のエ

ない’三月六月鬮際女性の日を記

という視点こそ、生かさなければなら

トをはかり、男女間の平等を促進する」

で躯っている「女性のエンパワーメン

るが、そのうち最大のものは〃目標③〃

サミットは八つの開発目標を掲げてい

二○○○年九月の国連ミレニァム・

テイマ・シェリフさんらが意見を述べ

の北谷勝秀氏、ソマリア教育省のファ

員の南野知惠子さん、２０５０理事長

内光子さんを総合司会者に、参議院議

た。続いて、ＩＬＯ東京支局代表の堀

そういう日にしましょう」と呼びかけ

てではなく、〃女性の闘争を祝う日〃、

日を〃女性の日を単純に祝う日〃とし

題解決はこれからです。だから、この

が採択されたこと。しかし、本当の問

間の最大の成果は、女子差別撤廃条約

元文部大臣の赤松良子氏が「過去十年

と実感した。

標③〃を解決する以外にはありえない

ミレニアム開発目標達成のカギは、〃目

含め多くの質問が出された。

性から各パネリストに、エイズ問題も

ルがあった。この日、会場を埋めた女

マさん）とそれぞれの立場からアピー

参加者という意識がほしい」（ファティ

る」（北谷氏）、「開発にかかわっている

い問題が、地球規模の問題を起してい

現する」（南野議員）、「男性に都合がよ

メン卜もこれがあってこそ、初めて実

「家庭が基礎である。女性のエンパワー

冒頭、コフィン・アナン国連事務総

た。

長と川口外相のメッセージが代読され、

ステイープン・シンデイングーＰＰＦ富務局長来日

＝戸Ｉ

福田康夫内閣官房長官への表敬訪問、

シンデイング博士が一一月十九日に来日、

の事務局長に就任したスティーブン・

昨秋ＩＰＰＦ（国際家族計画連盟）

族計画に対する新たな戦略」を訴えた。

イッを考える会」を開き関係議員に「家

「第九回りプロダクティブ・ヘルス／ラ

一日午前八時からは参議院議員会館で

力的にスケジュールをこなした。二十

要であるかを訴えた。

今後とも日本の理解と協力がいかに必

際人口問題議員懇談会合同部会」では、

これに続いて午後二時から開かれた「国

二窪

国会議員との二つの会議を開くなど精

福田官房長官表敬／国際人ロ問題議員懇談会合同部会
第九回りプロダクティブ・ヘルス／ライッを考える会を開催

三三

〆
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ステイーブン・シンデイングＩＰＰＦ事務局長来日

首相官邸で
福田官房長官と

◇「第九回リブ□ダクティブ人ルス／ライッを考える会」
の活動実施や現状、今後の展望を踏ま

特にアフリカ、アジア諸国におけるＨ

割合で新たな感染者が発生している。

おり、一一○○一一年には一分間に十人の

えて新たな優先課題として次の五つの

ＩＶ／ＡＩＤＳの感染の猛威は甚だし

シンディング事務局長は、これまで

項目を挙げた。

力な指導的立場でＡＩＤＳの予防に力

く、ＩＰＰＦは広いネットワークと強
Ⅲ若者

をいれている。

③安全でない

現在、世界人口六十億人のうち、十
歳から二十四歳人口が十七億人を占め、
人類史上最大の若者層が存在している。

防するためにＩＰＰＦとしては、さま

の危険にさらされている。これらを予

望まない妊娠、その結果生じる中絶へ

ＡＩＤＳを含む性行為感染症への罹患、

れる無防備な性行動によって、ＨＩＶ／

のうち毎日一一百人の女性が亡くなって

一人は十五歳から十九歳の少女で、そ

が毎年一一千万件行われており、四人に

不幸にして、安全でない人工妊娠中絶

スサービスの普及が十分ではない結果、

家族計画やリプロダクテイブ・ヘル

人エ妊娠中絶

ざまな手段を使って若者のリプロダク

いる。もし中絶が合法と認められてい

これらの若者が、無知から引き起こさ

テイブ・ヘルスヘの理解を深め、責任

る国であれば、その妊娠中絶が安全に

状況も考慮に入れ支援する。

行われるよう働きかけるなど、各国の

ある行動が取れるように支援している。
にＨＩＶ／Ａ－ＤＳ

二○○一年度までに約四千万人がＨ
ＩＶに感染していることが確認されて

3７

リプロ・ヘルス・ライッを考える会で、女性議員と

に広め、多くの人々がこのサービスを

族計画に関する情報を、世界中の人々

リプロダクテイブ・ヘルスおよび家

する情報とサービスの利用の拡大

Ｖ（海外青年協力隊）とＩＰＰＦのア

成果をあげている。今後さらにＪＯＣ

のための活動を行っており、画期的な

よりＩＰＰＦがＨＩＶ／ＡＩＤＳ予防

た。二○○○年からは日本信託基金に

Ｆの協力関係が必須であると強く述べ

享受できるように、政府に対する啓発

フリカ各国事務所との現地における共

側リブロダクティブ・ヘルスに関

に努める。今後、さらに増大・多様化

同活動を進めていくと述べた。

●会議に参加して卵

するリプロダクテイブ・ヘルスの需要
に応えるため、サービス提供、家族計
画運動を推進する。

ＮＧＯの特質を生かし、これまで

多くの信頼を得ているＩＰＰＦのよ

活動が活性化されることを通じて、

日啓発活動

を永続させ、今後も質の高い、効率的

一人々が偏った強い圧力を感じること

うな機関の活動は重要である。その
なリプロダクテイブ・ヘルスの重要性

なく受け入れられやすい形でリプロ

過去五十年間に達成した数々の成果

とその実現可能な政策と資金の必要性

ーダクテイブ・ヘルスの改善と普及が

一一進していけるのではないだろうか。

一進み、社会の幸福と発展へ向けて前

を政府、国際機関等に広く呼びかける。
これら五つを優先課題とし、実行し
ていくためには、今後も日本とＩＰＰ

◇「国際人ロ問題議員懇談会合同部会」

シンデイング事務局長は、現在、アメリカはＩＰＰＦが途上国の妊娠中絶
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ステイーブン・シンデイング｜ＰＰＦ事務局長来日

力によるものであることを十分認識し

特に国際人口問題議員懇談会会員の努

拠出金の同額維持が日本国の国会議員、

ものである．ＩＰＰＦに対する日本国

維持する生命線であり、極めて重要な

いる。日本の拠出はＩＰＰＦの活動を

ＩＰＰＦに対する資金拠出を停止して

を支援しているということを理由に、

ない妊娠をしてしまったとき、女性の

大の努力を注いでいる。しかし、望ま

ようにするために家族計画の普及に最

ＩＰＰＦは人工妊娠中絶を起こさない

ているわけではなく、その逆である。

し、〃ＩＰＰＦは人工妊娠中絶を促進し

娠中絶に関するＩＰＰＦの立場を説明

出停止の理由としてあげている人工妊

でＩＰＰＦが実施してきたような既婚

の人口問題の趨勢を決定する。これま

となり、その人口に対する対策が今後

れから世界の若者の人口は歴史上最大

な位置付けを失っている。しかし、こ

たが、その中で人口問題は既に中心的

ニァム開発目標（ＭＤＧｓ）が採択され

能な開発について協議が行われ、ミレ

た国連ミレニアムサミットでは持続可

族計画の資材と方法が誰でも入手でき

の普及、とくに必要なときに必要な家

そのためにはリプロダクティブヘルス

事者による適切な処置が必要となる。

師や十分な医学的訓練を受けた医療従

重要で、他に選択肢のない場合に、医

めにも、まず家族計画の普及が何より

り、行動計画の実施がその基盤となる、

するためにカイロの合意は不可欠であ

いるミレニアム目標（ＭＤＧｓ）を達成

分野で国際社会の合意の中心となって

た、現在、人口問題を含む社会開発の

経験が活用できると確信している。ま

んでいるが、ＩＰＰＦが現場で培った

社会的にも倫理的にも難しい問題を孕

者に対する家族計画の指導と異なり、

選択権は確保されるべきである。

合同部会

望まない妊娠による不幸を避けるた

ており、その支援に対して深く感謝す

続いて同局長は「アメリカが資金拠

ることが重要である」とＩＰＰＦの立

と行動計画の重要性を改めて訴えた。

●質疑応答

場を説明した。

さらに、バチカンをはじめとする保

守的なグループが一九九四年にカイロ

画を無効にしようとする動きがあり、

質問に答えて、ＩＰＰＦはＨＩＶ／

長からのＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する

その後、広中和歌子ＪＰＦＰ副会

人口問題にかなりの逆風が吹いている。

ＡＩＤＳ対策を日本政府の信託基金

で採択された国際人口開発会議行動計

その例として、二○○○年に開催され

3９

ると述べた。

＝－－コ掌=＝==皇=二二

を通じて実施しており、大変感謝し

問題もあり、ＷＴＯ交渉の中でも非

お詫びと訂正

着実↓着陸

閉頁最下段・後ろから四行目

八月二十五六↓八月二十五日

“頁最下段・八行目

来年↓’一○○三年

“頁最下段二行目

昨暮↓二○ｏ一年

的頁最上段・後ろから五行目

男子産齢↓生産年齢

弱頁最下段・後ろから三行目

著者名の岩林↓若林

弱頁見出し

常に難しい問題となっている。とく

中川義雄

ている。ただ世界的にみて、現在の

桜井新

にアメリカをはじめとする先進国が

９

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ対策は治療に偏っ

関谷勝嗣

冬号に掲載の「中国一人っ子政

谷津義男

策継続の新局面」若林敬子教授の

８

反対しており、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ治

椎名_保

ている。もっと重要なのは予防であ

太田豊秋

療薬普及の障害となっている。知的

７

る。治療の議論ばかりではＨＩＶ／

武山ゆり子

記事見出し並びに本文中、次の誤

南野知惠子

所有権の問題や、開発費用などの問

６

ＡＩＤＳ対策を十分に行うことはで

谷Ｔｈ雄

字がありましたので、お詫びして

５

黒岩宇洋

題も理解できるが、ＨＩＶ／ＡＩＤ

大渕絹子

きない。感染率でみればサハラ以南

広中和歌子

訂正いたします。

４

Ｓ治療薬の問題は人道上の問題でも

櫻田義孝

のアフリカ地域の感染率は非常に大

田嶋陽子

あり、公的な開発費用の支援などの

３

きいが、新規感染者の増加という点

佐藤謙一郎

方法を考えることで、対応していく

円より子

から言えば南アジア、東南アジアが

２

必要があると述べた。

中ノI’昭一.

深刻な状態で、ＩＰＰＦとしてもサ

清水嘉与子

ハラ以南のアフリカ地域、南アジア、

東南アジア地域を重点地域と考えて
いる。ＨＩＶ／ＡＩＤＳ対策をもっ

と効率的に行うためにも、日本をは
じめとするドナー国がＵＮＡＩＤＳ

やエイズ基金などのＨＩＶ／ＡＩＤ

1

１

２

３

４

５

６

Ｓ対策を行っている国際機関に対し、

予防をその活動の中心とするよう働
きかけていくことが必要だろうと述
べた。

出席(代理）

し

この意見に対して谷津義男ＪＰＦ

Ｐ幹事長が、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ治療
薬を途上国の感染者のために安価に
生産するという問題は知的所有権の

出席(本人）

4０

にゆ－すふお－らむ

87年に次ぐ少数

日）を前に発表した二○○三年の

新成人の推計人口二日現在）に

た。

●新成人一五二万人…………刺

●出生率最下位

返上狙い

○歳児の保育料は所得に応じて

●秋田で保育料がダダ………帆
失業率斫％最悪に並ぶ………胆

異なるが、平均世帯で月額四万四

六年）に生まれた人が成人となっ

二万人だった。ひのえうまの年（六

となったのは前年と同じ約百五十

股下位の同県は中小企業勤務者が

固めた。出生率が七年連続で全国

対策を来年度から実施する方針を

かる保育料を全額負担する少子化

秋田県は、第一子の○歳児にか

という。

て全額負担するのは極めて珍しい

生労働省によると、第一子につい

開会の定例県議会に提案する。厚

当初予算案に盛り込み、二月十日

制限を設けず全員が対象。新年度

○一年には八千八百七十四人と約

年の四万七千八百三十八人から、

年間出生数は、ピークだった四七

国平均九・三人）で、全国最下位。

る第一子を都道府県が全額負担す

自治体はあるが、対象者が多くな

第三子以降の保育料を減免する

五分の一まで減少している。

た一九八七年に次いで少ない。

多く、若い親には乳児養育費の負

［銭場裕司］

男女別に見ると、男性が約七十

担が重いうえに、延長保育料も負

人当たりの出生数）は七・五人（全

同県の○一年の出生率（人口千

と支援拡充を検討していた。

して産んでもらえる環境を作ろう」

び付かない。まずは第一子を安心

が生まれなければ第二、三子に結

ていなかった。同県では「第一子

きたが、少子化に歯止めはかかっ

保育料を全額免除する支援をして

同県は九一年から第三子以降の

市町村で折半する。

は約二億円を見込んでおり、県と

る助成対象は、約八百人で、総額

千五百円にもなる。全額負担によ

●三人欲しいが二人まで・・…・佃

（読売新聞二○○｜｜｜・｜・八）

ー第一子の○歳児Ｉ

秋田で保育料タダ

九％にとどまつ

もくじ
七万人、女性が約七十四万人。総

●安心して出産を

函

担になっている。同対策は、所得

よると、この一年で新たに二十歳

める割合は

にゅうすふぉＩらむ

152万人

総務省が七日、成人の日（十三

新成人

人口一億二千七百三十八万人に占

４１

函

る制度について、厚労省は「聞い

思う」と話した。
かかりコストもかかる。思い切っ

同省保育課は「乳児だと手間が

四カ月児をはじめ三人の子供を

たことはない」と話す。

い中、実現すれば利用者にとって

た財源捻出をできない自治体が多
すばらしい制度になる」（保育課）

ん（三十六）は「○歳児がいて休
と評価している。

持つ秋田市の看護師，加藤禎子さ
暇を取れない友人たちは延長料を

夕刊）

（毎日新聞二○○三・｜・’’四１

含め月五万円以上負担している。

秋田では休暇をとりづらい職場も
が両立できると喜ぶ母親が多いと

多く、○歳児支援は子育てと仕事

失業率五・五％最悪に並ぶ

労働力調査結果によると、一月の
完全失業率（季節調整値）は昨年

総務省が二十八日午前発表した

で過去最悪となり、失業率を押し

より○・三ポイント増の五・五％

男女別では、女性が昨年十二月

二～五・五％の間で上下している。

れた。この一年間の失業率は五・

一月失業者前年比十三万人増

て五・五％となり、過去最悪だっ

六％で○二ポイント上昇した。

上げる要因となった。男性も五・
完全失業者も、男性が前年同月比

た昨年十月に並んだ。完全失業者

五十七万人となり、厳しい雇用情

十四万人だった。

のに対し、女性は十万人増の百四

で三万人増の二百十三万人だった

た失業率は五・三％に引き下げら

により嗣昨年十一一月に五・五％だっ

季節調整値の改定を行う。再計算

労働力調査は毎年一月時点で、

勢が続いている。

数も前年同月比十三万人増の三百

十二月より○・二ポイント上昇し

雇國

夕刊）

（毎日新聞一一○○一｜｜・二・二八Ⅱ

十九カ月ぶり。

善した。○・六倍台に乗ったのは

有効求人倍率は５カ月連続改善
一方、厚生労働省が同日午前発
表した有効求人倍率（季節調整値）
る○・六○倍で、五カ月連続で改

は、前月を○・○一ポイント上回

4２

にゆ－すふお一らむ

総務省は二十八日、労働力調査
高かったのは沖縄県の八・三％。

別の完全失業率を公表した。最も

三十六都道府県で失業率が悪化
に合わせ、昨年一年間の都道府県

一番低い島根県の三・五％とは四・

八ポイントの開きがあった。前年
との対比では、二十六都道府県で
悪化の幅は宮崎県の二ポイント

失業率が悪化した。

増が最大だった。

（毎日新聞一一○○’一一・二・一一八ｌ

夕刊）

」』幟側岾叩哩叩叩肥叩叱いい岻叩皿砧哩叩叩哩哩吋叩叩四岻叱岫賑叫帖哩皿、哩哩皿叫叩Ｍ四吋皿山叩叩叩哩皿一

一辨辮的皿田躯唾餡唖邪輯汕邨躯叩顕訶炬油煙邪蛆汕頓汕⑭廻岨晒而鮠諏躯錨顕蠅“蛆諏収麺、““顕邪蛆いい瀦一

》都道森手城田形島城木馬玉葉京川潟山川丼梨野阜岡知重賀都阪匝良Ⅲ取根山鳥口島川媛知岡賀崎本分崎島縄》

三人欲しいが
子供一一人と｛で

人」三八・五％．「四人」五・○％未婚女性に限れば「楽しいと感じ
の順だった。一方で、「現実に持てることが多い」と思う人は一一七・
る子供の数」は三人」四五・五％、九％にとどまり、『楽しいとつらい
「三人」二六・五％、「一人」七・が同じくらい」一一一五・五％より下

一噸糀青岩宮秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛一一一滋京大兵奈和鳥島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖》

四

一一％だった。「現実に持てる子供の回った。

「子供は三人が理想だが、現実にと思う人は三割足らずと、少子化数」の平均数を年齢別に見ると、「子育てをつらい」と感じる人に
埜人まで」ｌ内閣府が八脚に傾向をはっきり裏付けている．一千歳代で男〒九六人女了理由を聞くと「子供の葉の教育
発表した「社会意識に関する世論調査は昨年十二月、全国の二十九二人と男女ともに「一一人」を下に金がかかる」五一・六％、「自分
調査」で二人に一人がこう考え歳以上の男女一万人を対象に実施回った。

ていることが蝋らかになった．年さ札回収率は重初めて子寶「子育ては楽しいか、つらいか」八％ｌなどが上位を占めた・
代が下がるにつれ、「現実に持てるてに関する意識調査も行った。という質問では「楽しいと感じる（読売新聞一一○○’一一・’一一・九）
子供の数」は少なくなり、未婚女「理想の子供の数」については「一一一ことの方が多い」と考える人が五
性の中で「子育てが楽しそうだ」人」が四五・二％で一番多く‐「一一一・一％と半数を超えた。ただ、

4３

霞議

ＡＰＤＡ賛助会員
…ご入会のお願い…
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。
人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に大きな影響を及ぼします。
世界人ｎの大半塵占めるアジア人口の行方溌人類生存のカギを握っている’
といっても過言ではありません。

ります。

,禦Al鑿}１畳識鵬鶴

ＦＡＭｌＩ．

iヱヨ繼屡

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、燃料としての薪伐採な
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困に悩む地
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・経済問題を抱えている先進国もあ
これらの根源は、すべて〃人口〃問題に帰結されます。
ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に
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。

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お

願いいたします。
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東南アジア諸国等人ｎ.開発些礎調査報告苫
一インド個一

Rep(〕｢tonlheBasicSurvey〔)fPopulatiq)nmIudDevelopmem
inSoulheastA鷺ianCoumries
-India-

3．［１１華人民共和国人口・家族計画第二次蕊礎調査報告識
BasicSurvev(Ⅱ)ｏｌｌＰ〔)pulaIionandFaI11iIvPlanninginllle
People'sRepublicolChina

生育翠和生活水平矢系第二次中l｣合作ＩＭＩ盃研究樅I｢二|§

昭和58年度
1．中蕪人氏共和l罫人口・家族計画騏礎調査報告灘
BasicSuIrverv（〕llPopulationandFamilyPlannimgilllhe
People'sRepubliccfChiI1a（英語版）

生育率和生活水平共系中'二1合作凋査研究ｷli佇僧
（'１１国語版）

（中国語版）

４．ネパール王国人口・家族,汁画基礎調査

BasicSurveyReporlonPopulalionandFamilyPlannilXgin
UleKingdonU()fNepaI（英語版）
５．１｣本の人ロ都市化と開発

UrballizationalxlDevelopmentinJapall（英語版）
６．バンークの人。都市化と生活環境・編ｉ[ＭＩＩ査
一データ編一

昭和59年度
]・アジア渚国の農村人口と農業開発に関する調査報告響
インド国一

Reporlol1tIIeSurvevofRuralPOlPulalionaIldAgriculluIaI
DeveI〔)pmentinAsianCOumriGs
lndia-（英諦版）

２．東南アジア諸掴等人口・'刑発｣M÷礎調査報告
一タイlT1-

Survev()IUrbanizaIi〔、,LivingEnvironmen【andWelra】reiI1
Bal1gkok-Daln-（英語版）

ReporIontheBasicSL1rｖｃｙｏｆＩ,cpulatioluandDeveIopmenl
inSouIllea息tAsiallC〔〕untries
ThaiIand-

７．スライド

Ⅲ本の都市化と人、（日本語版）

UrbanizationandPopulationinJapaｎ（英語版）
日本的城ili化17人１－１（中IIJ語1旗）

3．’1本の人、転換と農村開発

DemographicTrallsili【)ninJapal1andRuralDevGIopmenl
（英語版）

UrbanisasiDankependudlIkanDileI〕a'唱
（インドネシア語版）

４．SlIweVofFerIiliIyandLivingSlandaldsinChincseRural

AreaH-Dala-AlIll】ehouseh(〕ldsofIwovilIagesinJilin
Pr()vincesurveyedbyqueglionnaj｢eｓ（英語版）

昭和61年度
1．アジア諸国の農村人口と農奨１%1発にllllするi;１Ｍ査報簡書
一インドネシア陸｝

共干中同次材的人口生育率与生活水平的j1M査扱呰
一スイ干吉林省iHIi介村遊行全ﾉｺﾞ面縦澗査的鑑果一
＝雛汁鋼一（中同語版）

RepoITonlheSurveyoIRuralPopulalionandAgriculluml
DevelopnlenIinAsialxQ)uI1Iries

５．スライド日本の農業．雌村柵発と人、

llldomcsia（英語版）

２．東南アジア諸囮等人Iか|孵発基礎洲査報告Ｔｌト
ーインド大シアli1-

（ｎ本語版）

AgricuItuml＆Rura]DevelopmeI1tandPOpulalioniIlJapan
（英語版）

「1本衣'1k次材的没展和人１ｺ的推移（''１国緬版）

ReporIonlheBa8sicＳｕｗｅｖｏｌｌ〕(〕pu1a1iollamdDcvelopmEI1t
ヴ

ｉｌ]ＳoutlleastAsiaIlCounlries

‐Indoncsia（英語版）

３．在日留学生のｸﾞﾃ:習と生活条件に隅ける研究
一人酌能力|;'１発のＩｉｌＲ題に即して－
４．，本の労lfiMJ人1ｺとＩ)１１発

LaborForccandDevelopmcntinJapaJ1（其i濡版）
５．人口と開発関連統計集

DemoHrapIlicandSocio-Ec〔)nomicIIl〔Iical(〕｢&onIjopulati()Ｘ１
ｎｌｌｄＤ〔weIopmenI（英語版）

4５

‐その軌跡

PerkelllbanganPertanian、MasVaraka『ＤｅｓａＤａｎＩ（ePendudukHmDiJepaJ1g（インドネシア謁版）

（以上４力1J1版スライドは」=I水産業教育スライＦコン
クールにて優秀街を受憐しました」

昭和60年度
1．アジア諸国の磯村人口と農業|翻発に鵬する,i1M盃報告i雌
タイ同一

Reporlo】lthcSurveyK)IRuraIl〕opulationandAgricuI1uml
［〕evelopnlenlinAsianCoullIrieg
TllailandK英語版）

DevelopmentinAsianCouI1lrieH

-Nepal【英語版）
2．東南アジア調IIJ等人ｌＬＩ淵発基礎調査撒告苫
一中離人氏共和lI1-

Repol･ｔｏｎＵｌｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｌＰ(〕puIaIi〔)ｎａｎｄＤｅｖｅｌ叩InCnI
inSoulheasIAsianCounIries

-ChiI1aK英語版）

６．スライドＨ本の瀧業発肢と人｢ｌ

その１)i(､i｣)力,電気一（l｣本舗版）
ｌl1dustrialDevelopmelXtandPopulationinJapaID

-TIleprimeM()vcr-EIeclricilv-（英語版）
｝］本的門ik父l[pL1j人i二１

－其原jthﾉﾉｰ拠冗（ｉｌ１ｌ]1濡版）

PembangunanIIuduslridalukepeI]dudukan〔liJepang
PenggemkUtama-TengaLislrik（インドネシア,沼版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告71群
タイ''１－

イ．,
胃大バール王１１４人口・家族計両第二吹柴礎調査

ColnplemenlaryBasicSurveyReporlonPopulationand
`1．「1本の人LIと家族

FaIIlilvPlanx】illginlhekmgdomofKepal

PopuIationandIheFamilyinJapal】（英謡版）
5．アジアの人'二I転換と開発一統計集－

，(ｊｍ()grapllicTmnsitionandDevclopmenlinAsianCollllIries
-Overviewal1dSIalislicalTables-

（英語版）

昭和62年度
１．アジア諸lIilの農村人｢1と農業開発に洲する調査iliH告諜
’'１華人氏共和国一

Repor1(】、lbeSuweyofRuralPopulaIionandAgricultural
、凸'elopmcnti11AsianCouI11ries

６．スライド

-Ｃｌ】iI1a-（英語版）

Ⅲ本の人、と家族（、本譜版）
FamilvalldP()pulalioninJmpan-Asi3nExperienＣｅ
（英語版）

2．東南アジア緒1葺等人ｎ.陥発襲礎調盃報告書
１'塗人氏共Fに届一

｜÷１本鋤人口Ｉｿﾞ家庭（'１１|副海賊）

Repol()nIheBasicSurvevofI〕opL11aliolUalIdDevel〔】plnelll

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア詔版）

iI1S(〕uIlleasIA罰ianCountris

-Cllina-（英語版）

７．へルー｣郡Ⅱ国人1｣家族訓画Jil鳫礎iiMi査

３．アジア渚|画からの労働力流出に閲する調査研究報併苔

平成元年度
1．アジア諸国の股村人ロと没薬開発にlHlするi）１１杏報ｆｌ型ド

フィリピン同

４．１１本の人口と農糞ljLl誌

ーバングラデシュlT1

PopulalioI〕andAgIiclllIur31DcvelopmelltiI1Japan

RepoTI()nlheSLlrvevDfRu｢ａｌｌ〕opulaIionandAg｢icuiIural
DevelopllleIlt-Ban恩ladesh-（英語版）

（英語版）

２．東南アジア謝I｝(1幕人口・llM発埜礎調査鵜(1誰
一ネパール河一

５．ネパールの人ｎ.洲発・環境

Ｐ〔】I〕ulali〔)n．DevelopmentandEnvirolxmeminNepal
（英諜駁）

ReporlonlheBasicSurvevolP(〕pLllalionandDevel〔)pllleIll
inSouIheaslAsianCounlries

-Nepal-（英謡版）
３．アジア[謝脚からの労働力流'11にllUする調在穀ｆＬｆｉ１ｌＦ
－マンーシア国一

６．スライド

１１本の人、移lIihと経済花鵬（司本語版）

TheMigmloly〕vlovemenlandEcollomicDovelopmelItilX
Jap趣’（英語版）
Ⅱ本的人1-1稗云ｌｊりま群1挺展（'1ｺ国語版）

Perpin〔Ｍ】allPUndudukDanPerkemban鷲anI2konomiDi
４．’１本の人口憐造変動とi1M発

JepaI1g（インドネシア譜版）

一蔚除化のアジア的視点一
S1ruclumIChalugeinI>opulalionan〔I[〕evel〔】pmelll

7．トルコ'１１人【｡家族計i4ii韮礎i搬査

-Japall1sExperienceiIlAgiI1g（英語版）
５．スライド

高齢化社会への１１本の挑戦

一生きがいのある老後をｄ指して（１１本iiIi版）
AgiIIgillJal〕an-ChalIen深ｓａｌ１ｄｌ)lD5pecls

昭和63年度
I･アジア1諸国の磯村人１Jと農業洲発に'4IするiiM登報告禅
ネパール国一

Rel)Cl･Ｉ〔)ntI1cSulveyDfRumIPopuIatiDlwmdAgricullural

4６

－フィリピン国一

(英語版）

RepoItontheBasicSurvevofPopulationandDevelopmeI1t

辺人高齢化社会的日本正面噛挑`Ｌｉｆ－追求具生命意又

inSouUleastAsianCountries

-Pbilippines-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一中華人民共和国一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmemandPopulationmJapan
-TrendsandProspeclsinthel990s-（英語版）

的老年生涯一（中国語版）

TamanganMasyarakatLanjutusiaJepang
(インドネシア語版）

（本作品は、1990年嚇日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一

SlmlegicMeasuresfbrtheA画iculmralDevelopment
-CompamtiveSmJIdiesonFiveAsianCountries-(英語
版）

５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

ReginalDevelopmentandPopulationinJapan（英語版）
日本的区域升友和人口（中国語版）
PermbangunanDaerahdanPopulasidiJepang
（インドネシア版）

６．アジアの労働力移動
LaborMigrationinAsia（英語版）

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

ReporlontheSurveyofRuralPopulationandAgricullural
Development-Philippines-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告轡
一バングラデシュ国一

平成４年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告響
一マレーシア国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationandAgricullural
Developmen１－ｺVIalaysia-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一ベトナム国一

ReportontheBasicSurvevofPopulationandDevelopment

ReportontheBasicSulveyoIPopulationandDevelopment
inSoutheaslAsianCountrleS

-Bangladesh-（英語版）

3．アジア諸国からの労働力流出に関する調査報告書
一インドネシア国一

４．日本の人口・開発・環境一アジアの経験一

Population,DevelopmentandEnvimnmenlinJapan
-AsianExperience-（英語版）

inSoutheastAsianCountri2g

-VietNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一スリランカ国一

４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTransitionalldPopulationinAsia
（英語版）
５．スライド・ビデオ

明日に生きる－日本の産業輯換と人ロー(日本語版）

LivingforTomorrow－IndustrialTransiUonandPopulaUoninJapan-（英語版）

生活在明天一日本的声北緯換与人口一（中国語版）
HidupUntukHariEsok-Pe[nliI1anStrukturlnduugIri
DanPopulasiDiJepang-（インドネシア語版）

５．スライド

日本の環境・人口・開発（日本語版）

Environment,PopuIationandDevelopmeminJapa、（英
語版）

日本的坏境・人口・汗友（中国語版）

Lingkungan･PendudukdanPembangunanJepang（イン
ドネシア語版）

（本作品は、1991年剛日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都市化一統計集一
ProspectsofUrbanizationinAsia（英語版）

平成３年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一スリランカ国一

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

4７

ReportontheSurveyRum］PopulationandAgriculturaI
DevelopInent-SriLanka-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告蕃

平成７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
書一パキスタン国一

ReportolltheBasjcSurveyonAgriculturalandRuralDevelopmembyPro罫essStageinAsianCountries
-Paki勤翻、－（英語版）

ReporlontheSurveyofRuralPopulationandAgricuhuml
DeveIopment-VietNam-（英語版）
2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一スリランカ－

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDevelopment
mSoutheastAsianCounIries

-SriLanka-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発基礎調査報告薔
一ネパール国一

ReportontheSurvevofUrbanizationandDevdopmemin
AsianCounlrieｓ－Ｎｅｐａｌ－（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
報告書一インド国一

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
報告番一フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChallengeandStralegyofAsianNations
-PopulationandSustainableDevelopmem（英語版）

４．アジアにおける女性のエンパワーメン卜

EmpowermentofWomeninAsia（英語版）
５．スライド・ビデオ

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口一
（日本語版）

アジアを拓け－女性たち－（日本語版）

WomenandKheirChallenges-Impmvementsinthe

ABnghlofGenderEquality-EmpowerｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎ

StatusofWomenthePopulationofJapan-

ｉｎＡｓｉａ－（英語版）

（英語版）

通性目彊之路一今日亜洲女性一（中国語版）

女性的挑哉一女性地位的提高与日本的人ロー

HamanCerahbagiPersamaan-KaumWanilaAsian
MerambahJalan-（インドネシア語版）

平成８年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
番一ラオス人民民主共和国一

ReportontheBasicSurveyonAgncultu画ｌａｎｄRuTalDevelopmembyProgfessStageinAsianCountlies

-LaoPeopIe,sDemocralicRepublic-（英語版）
２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書
一フィリピン国一

ReportontheSurvevofUrbanizationandDevelopmenlin
AsianCCuntries-Philippines-（英語版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一ラオス国一

４．２１世紀の人口・食樹戦略一アジアと世界一

PopulaIionandFoodStrategyfbr21stcemury
-AsiaandWorld-（英語版）

（中国語版）

TantanganKaumWanita-EmansjpasiWanitadan
PDPUlaSiJePang-（インドネシア語版）

平成６年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
雷一インド国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculIuralandRuralDe‐
velopmembyProgressStageinAsianCountIdes
-TnHin-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイ国一

ReportontheSuIveyolUrbanizationandDevelopmentin
AsianCountries-ThaUand-（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
報告響一ベトナム国一
4．アジアの女性労働力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

Women0sLabolfPanicipalionandEconomicDevelopmemin

Asia-Stralegytoward21Century-（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

ChallengeandDecisionIorlheYear2025

５．スライド・ビデオ

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

-PopulationlncreaseandFbodmAsia-（英語版）

NewHorizonsfbrtheWomanofAsia（英語版）

（中国語版）

WanitaAsiaKini……（インドネシア語版）

向着2025年的央断一正洲的人口増量和粗食一

Ⅶ洲妃女的新厨程（中国語版）

TekadUntukTahun2025-PertalnbahanPopulasidan

4８

PeringatandariBumi-MasaDepanAsia-AirdanPan‐
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書
一モンゴル国一中央県､セレンゲ県を中心として－

RoportonlheBasicSurveyonAgTiculIuraIandRura］
DevelopmentbyP[CgP｢essStageinAsianCountries

-Mongolia-FOcusonTovandSelenge-Aiman９－
２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告番
一中国一上海を中心に

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＡｇｉｎｇａｎdHeallhillAsian
CounInes-China-PbcusonShanghaj-

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
究報告響一バングラデシュ人民共和国一

平成12年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
響一ミャンマー連邦一

RepoltonIheBasicSurveyonAgriculturaIandRuralDc‐
vclopmentbyProgmssStageinAsianCountries
-Mvanmar-

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告譜

PangandiAsia-（インドネシア語版）

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
聾一ラオス人民民主共和国一

RepolTontheBasicSurveyonAgricu１，噸landRuraI
DeveIOpmentbyProglessSlageinAsianCountries
-LaoPeoplelsDemocraticRepublic２．アジアの社会開発と人間開発

SocialDevelopmentandHumanDevelopmentinAsia

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
4．水をめぐる２１世紀の危機
一アジア人口を焦点として－

WaterCrisisintheTwentyFirstCentu[y
-ProspectofAsianPopulationandDevelopment５．スライド・ビデオ

水は生きている一人口と水資源一
WaterisAlive-PopulationandWaterResources（英語版）

水是有生命的人口与水臆源一（中国語版）
AirituHidup-PendukdanSumderAjr-（インドネ
シア語版）

一タイ国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａlthmAsian
Countries-Th3iIHmd-

３．アジア諸国の職業安定制度と唾用政策に閲する調査研
究報告書一カンボジア国－

平成13年度
1．人口問題を基礎とした農業・農村開発調査報告書
一カザフスタン国一

RepolmnSurveyofA趣icullumlandRuralDevelopmentbased
onPopulationissues-TbeRepublicofKazakhstan

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

平成10年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
謀一カンボジア国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRuralDevelopmenlbyProgressStagemAsianCountries
-Cambodia-

2．アジア諸国の衛齢化と保健の実態調査報告書
一大韓民国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨealtbinAsian
Countries-TheRepublｉｃｏｆＫｏｒｅａ－

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

ReportontheSurveyofUrbanizalionandDevelopmentm
AsianCounRries-Malaysia-

３．アジア諸国の職業安定制度と履用政策に関する調査研
究報告識一インド国一一

４．発展の制約一中国・インドを中心に－

ConsKrainsonDeveIoplnenI-FocusonChiI1aandlndia-５．スライド・ビデオ

地球からの轡告一アジア、水と食料の未来一

平成14年度
1．人口問題を基礎とした農業・農村開発調査報告諜
一ウズベキスタン国一一

4９

ＡWarningfromtheEarlh-TheFutureofAsia､Water
andFood-（英語版）

来自地球的警告一亜洲、水和糠食的未来一（中国
語版）

ReportonSurveyofAgricJturalandRuralDeveIopmemtbased
onPopuIationlssues-TheRepublicofUzbekistan-(英
語版）

１．『国際人ロ開発会臓行動計画要旨』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。同文響関連の出版物としては本邦初｡）

2．アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調査研
究報告書一ベトナム国一
（日本語版）

2．『国際人ロ開発蟻員会艤、麟事録』1995年（和文）
（内容：1994年カイロで国際人ロ開発会議(ICPD)に先
駆けて開催された国会議員会議である国際人ロ開発議
員会議の議事録。同会議には117カ国約300名の国会議
員が参加した｡会議宣言文はICPD総会でも発表された。
また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の
国会議員フォーラムが準備された｡）
３．国通人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一』1995年（和文）

（内容：現在の人口分野に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貢献も併載｡）
４．『国際人ロ・社会開発蟻員会繊(lMPPSD)蟻事録』1996
年（和文）

（内容：世界社会開発サミット(WSSD)にあわせ､1995
年３月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された人
口と社会開発に関する国会議員会議議事録」

５．黒田俊夫箸『リソース・シリーズ１国運人口会鱗２０
年の軌跡一ブカレストからカイロヘー』.1996年(和文）
（内容：国連主催の第一回人口会議であるブカレスト
会議から1994年カイロの国際人ロ開発会議まですべて
の国連主催の人口会議に参加し、人口分野における世
界的大家である著者が､その推移を概観し､分析した｡）
６．ToshioKuroda,ResourceSeries2iiFromBucha
帽sttoCairo-20YearsofUnitedNationsPopuIa-

ticnConferences-00,1996（英文）

（内容：好評をもって迎えられた「リソース・シリー
ズ１」の英文版｡）

７．『国際女性・人ロ・開発繊員会麟』、国際女性・人ロ・

開発鰻員会識UMPGPD)臓事録、1996年（和文）
（内容：第４回世界女性会議(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)の議平録｡同会議には第４回世界女性会
議に対する各政府代表を中心とする国会議員が参加し
た｡）

8．ＦＡＯ／UNFPAおよびポートン・ズアユグエン・テイ・

タン箸、「リソース・シリーズ３食料安全保障と人ロ：
資料』、1997年（和文）

（内容：世界食料サミットへの準備として国連食料農
業機関(FAO)が国連人口基金との共同研究された．「人
口増加と土壌劣化」に関する論文の日本語版および、
1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで開かれ

5０

球は水の惑星といわれるが飲料や農業用に安定して使
用できる水の総量は地球上の水の0.000008％に過ぎな
い。この水の総錘は、有史以来変わっておらず、人ｎ
が増加する分だけ、－人当たり使用できる水の麓はど
んどん減少しているのが現実だが、このことが十分に
認識されていない。人口増力Ⅱを支えている地球の限界
が目の前に迫っていることに警告を発している｡）《日

本語版版権取得）

15．国運人ロ基金「人類のための環境」1998年（和文）

（内容：国連人口基金出版物EnvimnmentforPeople

の日本語版。人口問題、環境問題、開発問題を効率的
かつ実質的に解決するためには、その３つの領域の間
に架け橋を懸け，相関関係を重視することが必要であ
るとの視点に立って、主に環境と人口の間に横たわる

様々な問題を例に、解決のために必要な視点、方法、
手段を探っている｡）

16．リソース・シリーズBParliamenta『ians，Activitieson
PcpulaticnandDevelopment-HistolyofParliamentarians'ActMtiesanditOsFindings-1999年（英文、
－部スペイン語）

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ
れた「|劃際人口開発会議評価のための【Ｆ１会議員フォー
ラム(ＴＰ１のために準備された出版物である｡この出版
物は1994年の国際人口開発会議以降の人口と開発に関
するアジア議員フォーラム(AFPPD1を始めとしアメ
リカ地域人口・開発国会議員グループ(IAPGlアフリ
カ・アラブ地域人口開発議員フォーラム(FAAPPD)､ヨー
ロッパ地域の国会議員活動の成果である宣言文と、各
議連の活動史を纏めた世界で初めての出版物である。
国会議員活動の地球規模での広がりをも象徴している。

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

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ
れた「国際人口開発会議評価のための国会議員フォー
ラム(IFP)｣の報告番である｡同会議には103カ個からお
よそ210名の国会議員が参加した｡同会議では国際人口
開発会議から５年間の進捗状況とその進展を阻む障害
について熱心な討議が行われ，人口と持続可能な開発
を一貫した視点で扱う事を強く求めた「国際人口開発

会議評価のための国会議員フォーラム・ハーグ宣言」

が採択された。この内容は会議事務総長を務めた桜井
新AFPPD議長の手によって､ハーグの国際フォーラム
ならびに３月にニューヨークで開催された準備会議の
場でも発表された。

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

1999年６月30日～７月２日にかけて、ニューヨークの

国連本部で開催されたｒ国際人口開発会議から５年評
価のための国連人口特別総会報告書」日本語版。｜司会
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た、人口と食搬安全保障に関するAFPPD（人口と開発
に閲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・ティ・タン議
員とマグサイサイ賞受賞者である著名な農業学者ボー
トン・ズアン博士の共著論文の日本語版の合本。世界
食料サミットに向けた資料として作成された｡）

9.『国際食料安全保障・人ロ・開発醗員会麟(IMPFSPD)臘
事録』1997年（和文）

（内容：食料農業機関iFAO)主催の世界食料サミット
（WFS)にあわせ、1996年11月にスイス．ジュネーブで

開催された国際食料安全保障・人口・開発議員会議
（nPFSPD)の議事録｡同会議の成果は､世界食料サミッ
トで公式に配布され.またＷＴＯルジェーロ事務局長に
も桜井新・会議議長から手渡された｡）

10．国運人ロ基金『未来のための食料』1997年（和文）
（内容；国連人口基金出版物FoodfbrtheFumreのロ
本語版。人口増加の抑制と食料確保を行うために、女
性の参加が不可欠であることをさまざまな具体例から
解きほぐしている｡）

11．国連食糧農業機機(FAO)『リソース・シリーズ４世界
食料サミット1996年世界食料安全保障のためのローマ
宣言および世界食料サミット行動計画』､1997年(和文）
（内容：世界食料サミットのローマ宣言と行動計画の
本邦初の翻訳であり、多分野から同文書の日本翻訳の
決定版として高い評価を受けた｡）

12．『リソース・シリーズ５FiveYearsfmmICPPD-国
際人ロ開発職員会蟻から５年一人ロと開発に関する国

会繊員会騒宣言文』1998年（和・英）
（内容：カイロの国際人口開発会議から５年目を迎え、
この機会に人口と開発に関する国際議員会議、地域議
員会議の宣言文を集成。今後の更なる発展のための資

料とした｡）

13．『リソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsiaJ
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
ア国会議員代表者会議」で呼びかけを行い．各国の人
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、
類例を見ない｡）

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

（内容：ワールドウオッチ研究所から刊行されたSandm
PosleI箸、WOrldwalchPaperl32
Dividing1hewaters:FoodSecurity,EcosystemHealthand
theNCwPoIiticsofScarcityの邦訳｡今後人類社会に大き

な制約を与えるのが、淡水資源の不足である。増え続
ける人口を支えるための農業生産もまた淡水涜源の逼
迫によって大きくilili約を受けると考えられている。地

23．国連人口基金「人口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．「興四海野春風－２０年の歩み－」

本協会設立20周年を記念して作成された出版物であり、

識では、国際人ロ開発会議(ICPD)から５年を経て、そ
の進捗を妨げる障害､ＡＩＤＳなどの予想以上の蔓延など、
時代の変化をとり入れ、行動計画を実施する上で必要
となる指標や障害を解消するための具体的行動などを
国連加盟国が国連総会の場で協議し確認した。
19．人口と開発に関するアジア鵬員フォーラム第６回大会2000年
世界最初の人口とljM発に関する議員フォーラムである
「人口と開発に関する議員フォーラム(AFPPD)が３年に
一度開催する大会の議事録。

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

AFPPDは1981年に設立されてから世界の指導的な人口

と人口と開発に関わる国際会議宣言文などをまとめた。

の指導的な役割を担っている。その提唱者であり、創
設者の佐藤隆・元農水大臣と．桜井新・現議長の出身

25,国運人ロ基金『人ロ問題ブリーフインゲキツト2001年

地である新潟県で開催されたAFPPD大会の報告書(日
本語版)。同大会では1000年期最後の大会として.２０００
年期に向けたアジア・太平洋地域の人口・開発問題に
関する国会議員の活動方針を協議し、その成果は「新

び本協会の活動史を中心に、調査研究や出版物の一覧

度版』2002年

UNFPA,mPopuIationlssuesBriefingKit2001',の翻訳｡2000
年のミレニアムサミットで採択されたミレニアム開発
目標の中に人口問題を位置付け､新たなUNFPAの人口
問題への取り組みを示し，人口分野における様々な課
題とその問題の現状と取り組みを概観した。

26．『人ロ問題を考える一人類生存の条件と人類社会の未来
一』

ＡPDA§U立201割年を記念して開催された公開フォーラム

の議事録。この公開フォーラムでは、日本が世界に誇
る各分野の権威者から、宇宙物理学、生物学の視点か
ら生命倫理の視点まで、様々な視点から人口問題を概

観し、なぜ人口問題が人類の将来にとって決定的に重
要なのかを論じた。人口問題の意味を様々な視点から
論じた類書はほとんどなく、好評をもって迎えられた。

27.ＭPopulationlssues-TheConditicnsofHumanSurvivaIandfutureofourSocietyio

リソースNO2７『人口問題を考える一人類生存の条件と
人類社会の未来一』の英語版。

と開発に関する地域議員活動として、アジアのみなら
ず．世界レベルでも人口と開発に関する国会議員活勤

潟宣言Ｊ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
IPPF（国際家族計画連盟）が作成した'ＩＰＰＦ／iwaIawo

repmductiverightS2000,ウォールチャートの日本語版。

世界各国のリプロダクテイブ・ヘルスやライツに関連

する政策の現状や進捗状況を一覧にしたものである。

英語版ではアルファベット順になっていたものを地域
別・あいうえお順に編集を加え、読者の便を図ってい
る。また、各国の国名表記は外務省の表記に準拠した
正規名称を用いている。

21．女性のエンパワーメントに向けて2000年
UNFPAのWorkingtoEmpowerWomen,UNFPA1sExpe-

rienceinlmpIementinglheBeijmgPlatfbmofActionの日
本語版。“女性のエンパワーメン卜鯛は国際人ロ開発会

議(ICPD)行動計画において人口問題の解決を果たす上
での重要なカギとなる概念として位置付けられた。ま

た、中国北京で開催された第４回世界女性会議では中
心的な概念となった。第４回世界女性会議から５年を
踏まえ，人口女性問題に共通する女性のエンパワー
メン卜を中心に､ICPD行動計画ならびに女性会議の行
動綱領実施と関連するUNFPAの活動を具体的に紹介し
ている。

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

UNFPA,『IPopulationlssuesBqriefingKit2000Ⅱの蔀訳｡人

口問題は“数”の問題ではなく、生きて生活している
“人々”の問題であるという視点から、現在の人口分野
における様々な課題とその問題への取り組みを概観し
たもので、カイロの行動計画実施の意味を説明してい
る。
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ＡＰＤＡ 一曰誌一

２月５日ＩＬＯ東京支局がＩＬＯマノロ・アベラ国際労働力移
動部長が来日したのを機に、国連大学で国際フォーラ

百合ＩＰＰＦ資金調達・日本信託基金担当官、近泰男

●スティーブン・シンディングーＰＰＦ事務局長が中村

ジョイセフ常務理事・事務局長、石井澄江事務局次長、

広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事・事務局長、木村亮子ＡＰ

ムを開催。同氏と日本の政労使三者による「グローバ

ル化の時代における国際労働力移動に関する課題」な

ＤＡ国際課員と首相官邸へ福田康夫内閣官房長官を表

が午前八時に参議院・特別会議室で行われ、ステイー

２月ｎ日第九回りプロダクティブ・ヘルス／ライッを考える会

敬訪問。

どをテーマに話し合う。石橋武之ＡＰＤＡ事務局次長
が出席。

２月７日ＡＦＰＰＤ食料安全保障常任委員会会議がバンコクで
・８日開催。

子ＡＰＤＡ国際課員が出席。

ブン・シンディングーＰＰＦ事務局長が講演。木村亮

勝（衆・自）、金田英行（衆・自）、柏村武昭（参・自）、

テーマ皿ＩＰＰＦの今後の重点プログラム紹介と日本

桜井新・ＡＦＰＰＤ食料安全保障常任委員長、松岡利
椎名－保（参・自）、広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事・事務

との協力

石橋武之同事務局次長、楠本修同事務局長補佐、遠藤

ＰＰＦ事務局長が講演。広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事、

第三会議室で行われ、スティーブン・シンデイングー

●国際人ロ問題議員懇談会合同部会が午後二時に参議院・

局長、楠本修ＡＰＤＡ事務局長補佐・主任研究員が参
加。

２月９日第十九回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会
～ｕ日議（ＡＰＤＡ会議）準備のため、広瀬次雄ＡＰＤＡ常
務理事、楠本修同事務局長補佐がベトナム国ホーチミ

正昭同業務課長、木村亮子同国際課員が出席。

●シュウ国連人口基金アジア太平洋局長が池上清子ＵＮ

ン市、ハロン市、ハノイ市を訪問。グエン・テイ・タ
ンＶＡＰＰＤ前会長およびグエン・テイ・ホアイ・トウ

ＦＰＡ東京事務所長と来所。広瀬次雄常務理事と業務

３月７日第三回水フォーラム事務局主催「水等に関するＮＧＯ

のエンパワーメン卜」公開フォーラムを開く。

３月６日国際女性の日の記念行事として、国連各団体が「女性

打ち合わせ。

ＶＡＰＰＤ会長と会議開催について協議。会場を視察。

２月四日スティーブン・シンディングーＰＰＦ事務局長と中村
百合ＩＰＰＦ資金調達・日本信託基金担当官が来所。
広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事、楠本修ＡＰＤＡ事務局長

補佐、木村亮子ＡＰＤＡ国際課員と業務打ち合わせ。
務局長、石橋武之ＡＰＤＡ事務局次長、楠本修ＡＰＤ

務局長、石橋武之ＡＰＤＡ事務局次長，楠本修ＡＰＤＡ

３月酪日農林水産省事業検査。広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事・事

との対話」に楠本修事務局長補佐が参加。

Ａ事務局長補佐、大沢春美ＡＰＤＡ経理課長、遠藤正

事務局長補佐、大沢春美ＡＰＤＡ経理課長が立ち会う。

２月加日農林水産省法人検査。広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事・事

昭ＡＰＤＡ業務課長が立ち会う。

5３

◇「東京が田舎のように見えた」ｌ

は目をみはるばかりだ。二十一世紀は中国の時代になるのだろ

昨年暮れ、ＡＰＤＡの中国スタディ・ツアーから帰国直後の感
想である。堂々たる高層ビルが林立する上海、北京の変貌ぶり
うか。

少人数の国会議員を主体としたツアーで、実質五日間という限
られた日程だけに、地方に足をのばせなかったことが残念だっ

30分から午後３時30分。時差が２時間ある
ので日本とほぼ同時刻に出勤することにな

活気を象徴するような風景である。

に困った様子もない。現在のベトナムの
ベトナムのオフィースアワーは午前７時

<事故が起きないものだな－と感心す
るが、何らかのルールがあるらしく、特

ハノイの出勤風景

た。

◇上海の老人ホームを訪ねたとき、立派さに〃羨望〃すら覚えた。
人口十三億人の巨人、中国で最大の都市のことだからこの程度
の施設が一一つや三つあっても不思議ではないが、辺境の老人施
設の実態はどうなっているのだろう。上海の場合、建設資金は
政府、華僑の寄付金によるという。

◇躍進、中国で気になるのは国営の金融機関だ。中国人は世界で
も屈指の貯金好きで、収入の平均四○％位を銀行に、預けると
いう。九九年度に国営の中国銀行はじめ地方にある四万一一千の
農村信用合作社などへの預金高は七千一一百九億ドル。その融資

（Ｔ・Ｈ）

先は国有企業と中央政府の関係筋に限られるというが、国有企
業は軒並み赤字で返済状況は極めて悪い。
「中国の金融問題は、ひょっとすると、世界最大の問題になるの
ではないか」ｌ沈没寸前の日本経済の中にあってそんな思
いが頭をかすめた。

表紙の写真説明

る。出勤時刻のベトナムの朝はバイクや自

転車、車が入り乱れ、一見無秩序なほど一
気に目的に向かっていく。車線無視は当た

り前、対向車線へも平気で入っていく。よ
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みんな｢農｣でつながっている。
つくる人がいて､食べる人がいる。
みんな｢腱｣を中心に支えあっています。

安心･安全な食料供給と､農業と社会のよりよい関係づくりを
JＡグループはさまざまな収組みを行っています。
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