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人口と開発
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１

う範囲を超え、地球の生態系全体へ

点は直ちにその政策視野を人類とい

策立案の要請へと転化した。この視

それに応ずる多面的な地球規模の政

い洗礼を受けなければならない。こ

グローバリゼーションの荒波の厳し

思想的基盤にまで立ち返って、この

まや、ｎ世紀の人口問題もまずその

たされることになったのである。い

はむしろ逆に、地球全体に散らばる

末ごろから大きく変更された。それ

た。しかし、この語の意味は前世紀

くして人類の将来にかかわるあらゆ

補強したことは言うまでも無い。か

的課題がこの、視野拡大を要請し、

少が問題になっている地域もある。

ものではない。実際、いま人口の減

人口は闇雲に減らせばよいという

つ最大の示唆であろう。

奇しくも明らかにしたひとつの、か

代のグローバリゼーションの流れが

そもの元凶であったということが現

の人口問題の難問を招来した、そも

この植民地化という事態こそが現代

地化をも招来したのであり、そして

さらには、アジア、アフリカの植民

の美名の下に自然を破壊し尽くし、

に満ちたヒューマニズムが『啓蒙』

のところ、この西欧市民階級の偏見

想から決別しなければならない。実

で狭量な過去のヒューマニズムの思

市民階級の要請として現れた、安易

か標楴し得なかった。しかも、西欧

こで、われわれは人間の価値のみし

と拡大した。

それに応ずる多面的な地球規模の政たされることになったのである。い一
｛１１口い珂汀…ｉ１１ｌｉＩＩ■１１１１口、
策立案の要請へと転化した。この視まや、ｎ世紀の人口問題もまずその一
巻・頭一一口

ｎ世紀に入り、にわかに人口問題
はその根幹にかかわる発想の大転換
を迫られている。その要因は第一に
広範な分野におけるグローバリゼー

ションの浸透であり、第二に科学技
術、とくに、生命科学技術の予想を
上回る急激な進歩とその巨大化であ

る。ここでは、過去の人間観、ある

いは旧弊、安易なヒューマニズムを

越えた、厳しい人間観の哲学を開発
しつつ新しい、ときにラディカルな
政策の立案が緊急に要請されている
のである。

グローバリゼーションという語の

初期の意味はアメリカの産業形態の

坂本百大

もちろん、ここで環境問題の危機

青山学院大学名誉教授

る問題がグローバルという視野に立

世界的規模への拡大ということであっ

ー人ロ問題の２１世紀Ｉ

多様な地域特殊性の再評価であり、
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人口をデザイ

２

だろう。また人間その他の動物に関

にもっと高額の予算をつぎ込むべき

の余地がある。各国政府はこの研究

ＭＯを忌避する一般の論調には再考

の実用化はすでに始まっている。Ｇ

豊富なＧＭＣ（遺伝子組み換え作物）

地面積だけで評釈する時代は過ぎた。

題のすぐ近傍にある。食糧問題を農

転換を要請する。食糧問題は人口問

進歩は人口問題に関しても発想の大

科学技術、とくに生命科学技術の

いまきびしく要請されるのである。

この意味でもグローバルな目配りが

のであるかも知れない。人口問題は

化エゴイズムの結果もたらされたも

治エゴイズム、産業エゴイズム、文

域への影響を無視した先進諸国の政

こういったアンバランスは地球諸地

デザインしなければならないのであ

来は人間自らの手で管理し、かつ、

解すべきではあるまいか。人間の将

義務』を自らに課したのであると理

に人間は今こそ『神のごとく振舞う

に付けつつあるのであり、むしろ逆

や、自ら神のごとく振舞う能力を身

あるのである。とすれば人間はいま

人間はこの技術を現実に獲得しつつ

ことになるだろう。しかしいまや、

は『神のごとく振舞う傲慢』という

のである。したがって、人工進化と

り、かつては神の領域と目されたも

はすでに典型的な生命操作技術であ

とになるだろう。しかし、この技術

問題の将来に有意な示唆を与えるこ

呼ぼう。この人工進化の技術は人口

るのである。これを『人工進化』と

進化させることが可能となりつつあ

そこには明らかに選別につながる優

る。中国の一人っ子政策を見よう。

らばそれははなはだ安直な判断であ

別につながる」という理由によるな

ならそれだけの話である。だが、「選

件があった。契約違反であるという

をして学会から除名されるという事

最近ある産婦人科医が着床前診断

ならない。

ヒューマニズムは超克されなければ

が尊厳なのか。この点でもかつての

なぜ人間にあるのか。なぜ人間だけ

いかもしれない。そのような権利は

ために作り出した架空概念に過ぎな

人間が自らに差別的な特権を与える

もともと尊厳とか人権という概念は

すことは怠惰以外の何ものでもない。

人間の尊厳や人権概念などを持ち出

義務を負っているのである。ここで

な科学的判断にもとずいてある種の

する遺伝子工学の進歩はさらに目覚

人口問題も同列にある。われわれ

選別をすることが［倫理的］である

生政策が混入している。いまや厳密

用技術を応用すれば、やがて種その

はいまや、グローバルな視点に立ち

とされる時代が迫っているかも知れ

る。

ものの遺伝的特性を変更することす

つつ、最大限の能力を生かして将来

ないのである。

ましい。クローン技術やＥＳ細胞利

ら可能である。

の『人口』をみずからデザインする

すなわち、人為的に人間や動物を
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●中国の人口「量から質へ急カーブＩ
●真の武力紛争なくすには

フブ

機関誌『人口と開発』投稿論文を募集

◎この道に終わりはないｌ広瀬路線を引き継ぎ前進誓うｌ
◎新人口懇メンバーは１２２人

。「この地球は普遍か」～宇宙から見た地球と人口問題（要旨）～
◇ＡＰＤＡ大阪セミナー「少子高齢化、結構なこと」

ｌ黒田俊夫・南野知恵子氏大阪市民に訴えるＩ

◇ＦＡＯｌｓＥＡＲＣＡ地域ワークショップに出席して

「島の目・虫の目」の問を埋める視点を

男女産み分け２例／働く女性出産離

にゅ－すふぉ－らむ
人口自然増．ｎ万人割れ／『少子化

職が６割

なくせ／ヒトクローン胚から作成／

進行』前提の政策／差別やいじめを

：

紛争地の子どもに適正な育児環境を

ノ

◎ＡＰＤ常務理事・事務局長に尾崎氏ｌ広瀬氏は顧問にｌ
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佐々井司

一人っ子政策別年

二５同凹

中国全土に先駆けて上海をはじめとする都市部で計画生育が始動

してから、およそ刈年が経つ。

計画生育が本格的に始まる１９８０年代初頭は、文化大革命の終

結後、改革開放政策の始まる社会経済の大転換期でもある。そのた

め、計画生育政策が出生力低下に及ぼした直接的な効果を厳密に測

るのは容易ではない。急速な経済発展に伴う中国の人々の意識や行

動の変化は著しく、仮に政府が政策的に人々の出生行動に介入しな

かったと仮定しても少なからず出生率は低下していたであろうと考
えられるからである。

実際、中国はさまざまな分野で急速な開発が進んでおり、社会経

済の発展が出生率の低下に大きく貢献していると考えられている。

しかしながら、１９７０年代の極めて低い経済水準の下で生じた急

速な出生率低下は、計画生育政策なくして起こりえなかった一」とに

異論はないであろう。統計上の正確性に多少問題は残されているが、

今日の中国全体の合計特殊出生率（ＴＦＲ）が置き換え水準を大き

く下回っている一」とは、ほぼ間違いないと思われる。（２００２年の

ＴＦＲは国家統計局、国家人ロ計画生育委員会などの推計値で差異

があるが、およそ一・七～〒八の水準と考えられる）ｌ表１．

最近の研究によると、計画生育政策により、中国の総人口は１９

戸

ｒら『｛由一一

いまや高齢化が課題の上海市

。

人

合計特殊出生率

表１中国における出生数の推移
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2.59

2.31

2.25

２１７

２．０１

１．８４

１．８３

１．８１

１．７８

１．８１

１．８２

１．８２

１．７９

1.82

2347
2522

2659
2457

2646
2407

2624

2391

2717
2258

2412
2219

2264
2126

2271

2104

2248

2063

2204

2067

2208

2038

2177

1991

２１２７

1909

２０４０

1702

1８１８

1．７０

2384

1.80

1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年

1647

７１年以降３．５億人近い人口が抑制されたと考えられる（楊魁孚

ほか主編『中国計画生育ｌ効益与投入』、中国人口与発展叢書、人民

出版社２０００年但月）。特に、１９７０年代から帥年代前半におけ

域差がみられる。出生数

で、その増加速度には地

鈍化傾向が見られる一方

中国全土の人口増加に

が低い地域よりも出生率が高い。２０

業従事者の割合が高い地域では同割合

割が農村部で生じており、さらには農

の分布を見ると、総出生数のうち約７

都市／農村、農業／非農業、民族、地域間の格差

の講演）。

画生育委員会主任張維塵２００３年１月８日全国計画エ作会議で

億人以下で、人ロゼロ成長時代を迎える目標を掲げている（国家計

年にⅥ億人以下、２０２０年に指億人前後に抑え、２０５０年の旧

年末の大陸人口を旧・３億人（年間人口増加率０．９％）、２０１０

中国は今後さらに計画生育政策の継続的な実施により、２００５

与してきたと分析されている（前出『中国計画生育ｌ効益与投入』）。

源・エネルギー・環境への圧力緩和など、多方面における発展に寄

門等への投資の増大、生活水準の向上、余剰労働力人口の減少、資

去加年余りの間に、扶養費支出の節減、｜人あたりの教育・医療部

計画生育による出生率の減少、および人ロ増加速度の緩和は、過

駆）。

書：中国人ロ問題報告』社会科学文献出版社、２０００年４月Ｐ

る政策効果が著しいことが分かる（察防主編『２０００年人口緑皮

HliJT

出生数（単位は万人）

６

量から質へ急カーブ

表３地区別、年齢３区分人ロ割合（2000年）

山西
内蒙古

3.07

7.16
1.66

4.98

騨甜韓

2．５１

1．６４
１．６４

３．３８

２．０８

２．９９

模が小さく出生率が非常に高

い例は、海南、青海、寧夏、

新彊の４地区存在する）。出生
率の高い内陸地域は、人口規

模の大きいと同時に農村人口
割合が高く、経済水準の低い

地域が多い。中国人口全体へ
のインパクトを考えた場合、

0．９５
４．１３

２．４１
３．３５

３．７７
４．９１

６．６１
２．４６

６．０４

４．４８

９．３８

６．８５

４．８８

８．５６

６．９４

３．３２

２４４

５．０８

６．７９

８８３

４．２８

７．７３

０．７８

９．４７

第２子増加の可能性
２００１年咀月豹日に批准され２０

０２年９月１日より施行されている『中

華人民共和国人口与計画生育法』は、〃晩
婚晩育〃を奨励し一組の夫婦が原則〃｜
人っ子〃を生み育てることを提唱して

いるが、同時に各地域の定める法律に
基づき第２子出産を許可することを明

重慶

2.15

２．８０

四川

6.11

４３７

貴州
雲南
西蔵

4.86

１１．３３

西粛海夏彊
映甘青寧新

5.50

１０．９４

0.37

１２．１０

２．４７

２．４５

４．１６

７．１５

ｑ５５

１２．６２

ｑ６４

１１．７１

２．０２

１１．１３

農村、民族および個々の夫婦の事情に

各地域の計画生育条例には地域、都市・

上の子どもを許可している省区もある。

しているし、特定の少数民族に２人以

あった夫婦に対し２子目の出産を許可

区においては農村で第１子が女の子で

てることを許可している。また、四省

の夫婦に対して２人の子どもを生み育

画生育条例において一人っ子どうし

直轄市のうち諏省区で、それぞれの計

記している。現在、、の省、自治区、

海蘇江徽建西東 南北南東西南
上江湘安福江山 河湖湖広広海

０．６４

００年センサスの地
4.98

地域ごとの計画生育政策の役

４．８８

域別データからは、
人口規模と出生率の
間に強い正の相関関

係がみられ、中西部

に位置する人口規模
の大きい地域（省）

表２（人口

規模が大き
く出生率が
低いという

1.64
5.40

の出生動向が注目される（表３）。

0.50

例外は見られないが、人口規

表２地域別にみた出生数分布と人ロ自然増加率の相関(2001）

割と出生率の高い地域の今後

７

0.80

0.58

2002.11

国家統計局人口和社会科技統計司編
『中国人口年鑑2002』中国統計出版社

出典

ほど出生率も高く、

■厩■

人口自然増加率

出生数分布(全国100）
北京
天津
河北

自然増加率も高いと

資料：2000年センサス

いう傾向が見られる。

■￣＝ＴＦ￣
囮－－面■－
■￣印呵￣＝

は８０００万人を超える。第１

子証を受けて以降、２００３年

特に、〃一人っ子〃政策の適用を受け

期世代が今年２００４年に妬歳

応じて許可する子ども数に若干の幅を

て生まれてきた第１世代が婚姻年齢に

になる。都市部の大学生の約釦％

までに一人っ子証をもつ子ども

達し始めていることから、｜人っ子同

が一人っ子（新華網２００３年

持たせてあるものが多い。

士の夫婦の出生動向が注目される。国

５月犯日）の時代である。

歳の女性に対する調査のなかで、〃もし、

れない。上海市で行われた加歳から妬

る高齢化の進行に歯止めの兆しが見ら

れまで都市化がもたらしたと考えられ

を許されている。にもかかわらず、こ

どうしの夫婦は第２子を出産すること

のようにコメントしている。二人っ子

主として都市化の進行など社会経済的

とはない。中国の人口高齢化の進行は、

数の子どもを生む夫婦が普遍化するこ

んでおり、政策上の制限がなくとも複

につれて、〃晩婚晩産、不婚不育〃が進

人であった。都市生活の水準が上がる

いう質問に対する回答は平均で１．５

あなたは何人子どもを産みますか〃と

再開発が進む上海市の旧城（2003年11月）

何人子どもを産んでもいいとすれば、

年ｎ月Ⅳ日の新華網の中で以下

の主任・謝玲萠氏は、２００３

上海市人口与計画生育委員会

願望が強まっている。

の競争も激化し、教育熱、成功

祉制度も改革がなされ、また人々

ども急騰する一方で、医療、福

が上昇し、住宅価格、教育費な

野で市場原理が導入され、物価

中国は社会経済のあらゆる分

家計画生育統計署によると、１９７９

年に第１期６１０万人の子どもが一人つ

上海市豫園付近で見かけた子（2003年11月）

８

量から質へ急カーブ

は言えない」。

要因であり、計画生育の結果と単純に

結婚前に試験的な同棲を経験するカッ

を目の当たりにしている若者の中には、

にも、第２子出産が許可されているケー

は双方に子どもが一人しかいない場合

条例をみると、再婚夫婦の一方あるい

離婚率の上昇、離婚に対する偏見も

ように影響するかも注目される

スも少なくない。増加する離婚がどの

プルもいる。

は出生児数の急速な増加は考えにくい。

なくなりつつある（広東人口網２０

確かに上海のような大都市において

とは言え、今後一人っ子どうしの結婚

生率の急

された出

して達成

１９７０年代以降計画生育を一因と

高齢化は都市部に

るのは、これから約釦年後のことであ

口高齢化の問題が本格的に突出し始め

釦歳に達する計算となる。つまり、人

くが帥歳を越え、２０３５年ごろには

であるが、２０１５年ごろにはその多

たらしている。

急速な人口増加に歯止めをかけるという国家目標を達成するために不
可欠であった計画生育政策は、同時に中国社会に多くの〃副作用〃をも

育政仁策の〃副作用〃

０３年６月昭日）。地域ごとの計画生育

む権利をもつことに変わりはない。今
後の社会経済の情勢や制度の運用いか
んによって結果は異なるであろう。

幼い時代に〃小皇帝〃と呼ばれ、今
日では〃新新人類〃と呼ばれる一人っ

子世代が結婚・出産年齢に達する時代
に、これまでとは異なる結婚観、出産・

速な低下

る。中国は早くから人口高齢化を予測

９８０年代以降に生まれた第１期〃一

は、同時

し、高齢者対策に多方面から取り組ん

９

育児観が社会に広がり、未婚率も上昇
し、釦歳以上で初婚も珍しくはなくなっ

に急激な

でおり、これまでの成果には目覚まし

●佐々井司(ささいつかさ）

く現職)国立社会保障・人ロ問題研究所

く最終学歴>神戸大学院エ学研究科修了。
<中国関連の主な著作〉
「中国における人口流動と社会変動」
了人口と開発』NC'59,1997年
「人ロ流動化とその把握』『中国一
人口動向研究部第三室長

ｒ新たな都市建設に挑む上海一マイ
ナス成長下の人ロ政策」『人口と開

発』No.72,2000年

「中国における貧困対策と都市化」
『人口と開発』Nq72.2000年
「シンガポールおよび香港における
最近の出生動向と低出生率の背景」
「韓国・台湾・シンガポール等にお
ける小子化と少子化対策に関する
比較研究』（平成14年度政策課額推

進研究事業12003年ほか

人っ子“世代の親は現在まだ現役世代

た。離婚をはじめ〃不幸な結婚事情〃

人口高齢

いものがある。しかし、釦年余り先の

ｆ・》ぬ

化をもた

中国、特に都市部では、厳格な計画生

年

が増加し、それらの夫婦が第２子を生

２１世紀への課題』人と文化社､1997

らす。１

1966年大阪生まれ

青の効果により、文字通りほとんどの
親が子どもを一人しか持たないため、

が予想される。

中国老齢協会連絡部主任の
成勇氏は、
「中国では日

本とは逆に
都市部での
高齢者人口

割合が高く、

農村部で低
い。農村部
だけではな

く都市部に
おいても、

高齢者は家
庭内で子ども
と一緒に生活

したい願望が

の院長・曹莉薄氏は、

が運営する金秋託老院

海第三十一棉紡（工場）

としている。｜方、上

とを快く思っていない」

も親を養老院に送るこ

羽日）。

と語っている『経済』２００３年９月

ているため、院の環境が適している」

では孤独な生活を送る高齢者も多くなっ

も増え、近隣の交流も少なく、院の外

じる。上海では開発も進み、高層住宅

抵抗するが、いったん入れば快適に感

強く、子ども

「高齢者は最初は入所に

上海市内の骨董品店の店先（2003年11月）

1０

量から質へ急カーブ

促し地域コミュニティー等の親族以外

ける高齢者対策には、高齢者の自立を

ない高齢者が大半を占める都市部にお

物理的に子と同居あるいは近居でき

を続けている。

るこの好機を逃さずに構築すべく模索

合が低く、経済成長に有利と考えられ

対応できるシステムを、高齢者人口割

中国政府は目前に迫る高齢化社会に

年国勢調査の結果

ている。２０００

女児が〃消失〃し

調査でも、多くの

２０００年国勢

に制限を設けられているか否かにかか

選好のある社会では、法的に出生児数

１０３～１０７対

タから期待される

長期の時系列デー

００で、国際的な

は１１６．９対１

の男児対女児の比

によると、出生時

のマンパワーに依拠する社会システム
が不可欠となるであろう。

アンバランスな出生性比と男性余剰構成
統的な考え方。特に貧しい農村では、

わらずライフスタイルや思想、その他

依然として根強い〃重男軽女〃の伝
女性は男児を生む責任がある、と考え

くる理えは、うも〃出異主理

る能かい済困とるるをる｜こか

な可由な経貧。あす生な的由

も生いに域わあ１制別望、

゜性らと的地りでケ〃’性希ら

108.5

１１０．９

１１１．３

１１６．９

１１５．６

ら大きく逸脱して

いる（表４）。仮に

総数

第１子

第２子

第３子以上

1１１．３

１０５．２

１２１．０

１２７．０

１１５．６

１０６４

１４１．１

１５４．３

１１６．９

１０７．１

１５１．９

159.4

1990年
1995年
2000年

徐々に拡大する傾向が見られる。また、

生性比は１９８０年代以降、今日まで

と発表している）。この〃非正常〃な出

結果を上回る約帥万人の女児が少ない

詳細な補正を経て、著者の単純な計算

い計算になる（国家統計局は、さらに

児数は少なく見積もっても印万人少な

２０００年に出生したと期待される女

卜された男児数が正確であるとすれば、

センサスでカウン

出生順位別 でみた出生性比

表５

１００という比か

ている人々が依然として多い。男児を

囲から潮笑をかう。女児を他人に手放

す、病院前に捨てる、人工流産、間引
き……、さまざま原因によって歪んだ

出生性比と、女児の〃消失〃が生じて

いる（南華早報２００１年ｎ月巧日）。
このような現象が生じる根本には、そ
もそも男児が女児とは異なる意味や価

出生'性比

第三次人ロセンサス
１％人口抽出調査
第四次人ロセンサス
１％人口抽出調査
第五次人ロセンサス
年次
1982年
1987年
1990年
1995年
2000年

値をもつ社会があり、そこに政策的な
出生制限が加わったことにより、より

強調された形で問題が顕在化している

と考えられる。もちろん、子供の性別

１１

調査ごとの出生性比
表４

生まない女性は親族から叱責され、周

高じう菱でけるス限のと目の

表６地区別、都市・農村別にみた出生I性比（2000年センサス）

１１０．７９

112.52

１０８.90

114.56

113.13

１１１．２２

108.45

106.30

106.２２

110.12

１０６．２７

112.83

110.27

１１４．９２

114.24

１１１．３３

111.23

110.78

１１１．１４

111.55

１１０．９０

109.71

109.92

１０９．３８

109.69

109.74

110.64

110.５２

１１１６０

110.30

１１０．６９

116.51

１１１．８１

１１６.86

118.52

１１３．８３

113.86

１１０．８８

115.67

114.57

１１２．９８

130.87

１１８．８０

国

全

鯨癖川岻橇騨甜需蛎醐瓶鍬雛麺峡砺川順疎晒鯆蕊酬訓熱醐施舗舗轤繼

113.43

127.85

１１３．３３

124.98

１１７．９３

１１３．８３

117.10

119.54

１１５．４３

１１４．７４

１１３.04

107.42

116.37

109.87

１１２．１７

109.02

111．2４

113.61

109.86

118.46

112.86

１２２．４１

118.97

１１６．４７

128.18

120.94

１２５．５８

132.36

122.48

126.16

115.92

１２２．２１

128.96

１１８．６３

１３０．３０

124.47

１３３．３８

132.84

１２７．７１

１２５．５５

117.16

１２７．４１

126.48

１２２．６２
１４０．０４

１３５．６４

140.52

１３９．５２

132.79

１１５．１３

107.33

１１０．２９

１１８．０９

108.56

１１６．０１

１０９．７２

１１０．３２

１１８．１６

１１０．０１

１０７．０３

１０５．５６

１１２．０１

１０６．５７

１０８．９３

１０８．７１

１０４．２７

104.74

１０９．７２

104.55

102.73

１０２．８７

１０３．８２

１０２．６１

１０３．４５

１２２．１０

１１５．２６

１１３．９９

１２５．６１

１１４．６８

１１４．８２

１１１．３８

１２０．８６

１１４．７５

１１５．０９

１１０．３５

１０５．７２

１０６．１７

１１１．８６

１０５．９１
104.98
１０６．３８

１０８．７９

１０５．０８

１０４．８２

１１０．０７

１０６．１２

１０７．１１

１０５．１０

106.02

る時期、人民公社の解体により、家族

査が中国に普及し始めた時期と重なっ

ている。

これまでの出生性比に関する調査分

析から、出産した女児を届け出ないケー

スと、出産前検査で女児と判明した場

合に堕胎するケースが異常な出生性比

を引き起こす２大要因であることがわ

かっている（前出『２０００年人口緑

波書筥Ｐ幻）。すでに女児がいる場合

に女児を堕胎する割合は、すでに男児

がいる場合のそれを大きく上回るとい

う報告（出生嬰児性別比聯合課題組、『関

与漸南地区十個県市流引産胎児性別比

的前臓性調査分析』１９９５年）から

も、男児選好が女児の堕胎につながっ

ている可能性をうかがわせる。

中国の人口学者らによる研究では、

１９８０年代の異常に高い出生比率の

印％～布％は女児の届出漏れによって

説明できるとしている（曾毅、「我国近

して、老後の扶養の担い手として実利

１０９．６３

114.30

出生順位や農村／非農村の別、地区に

１０８．４５

112.87

を単位とした農業経営、生活保障が復

120.16

的な価値も強く認識されており、その

111.97

よっても異なる（表５）。

１０６．３９

活し、男児の労働力及び家族・地域の

１１２．５７

11251

価値は貧困地域ほど高い。

104.89

社会保障の担い手としての役割が再び

109.59

高い出生比率の背景には依然として

１１２．９８

出生性比のゆがみが顕著になり始め

１１４．３１

11056

－

根強く残る伝統的な男児選好志向があ

１１８．０８

鎮

一

価値を高めた時期、あるいは超音波検

1１６．５１

都市

－

る時期は、出生児数の制限が厳しくな

都市部(城鎮）

１１２．８１

総数

る。とくに農村部では男児が労働力と

農村

１１６．８６

－

1２

量から質へ急カーブ

響を及ぼすほど頻繁に生じているとは

ス、養子に出すケースが出生性比に影

後に出生登録せずに遺棄や間引くケー

与経済』１９９３年第１期）。女児出産

年来出生比昇高原因及後果分析」『人口

児を持つ可能性に

し、次の妊娠で男

出生制限枠を回避

に訴えることで、

け〃という吹善策

いは性別〃産み分

希望を託している

考えにくい。

近年の数字を見ると、都市部におい

登録漏れによって生じている可能性が

入人口による出生行動、または女児の

きたこと、および農村から都市への流

地区定義がいくつかの点で変更されて

その原因は１９９５年以降、統計上の

ながることが予測

まな社会問題につ

みは、将来さまざ

る出生性比にゆが

によって生じてい

このような要因

かのようである。

高い（前出『２０００年人口緑皮書』

される。

ても出生性比のゆがみが観測されるが、

Ｐ皿）。少数民族人口割合の高い地区で

制限が比較的緩やかであることと無関

それらの地区における出生数に対する

ば社会的にも少な

比が長期的に続け

不均衡な出生性

出生性比が比較的正常値に近いのは、

係ではないと思われる（表６）。

特に中国の〃結婚

からず影響が出る。
あっても、数人の子供を産むことで、

市場〃における男

かつては男児選好意識の強い社会で

解決に至る可能性があったが、男児選

刻になる可能性が

性の余り現象が深

数が厳格に制限され始めたことにより、

ある（図１）。２０

戸司女子

8.0％

30.000.000人

6.0％

20,000,000人

０

20-24

6.0％

一●－男子人ロ中の.余剰.,割合
60,000.000人

5-19歳

0-14歳

５－９歳

０－４歳

0

好意識を残したまま政策によって出生

特に農村では女児出生の未登録、ある

男女別人ロと男子の“余剰,,割合
図１

８０％

70,000.000人

届ヨ男子

50.000.000人

4.0％

2.0％

40000.000人

００％

4.0％

0.000.000人

２０％

と徐々に男性の〃余剰率〃が高まり、

は５％、１９８５～加年生まれでは８％

とどまるが、１９８０～妬年生まれで

パートナーに恵まれないのは３％弱に

場合、１９７５～加年生まれの男性で

同じ年齢でマッチングすると仮定した

いて単純に計算をすると、男女がほぼ

００年センサスの男女別年齢分布を用

い。

な分野に影響を及ぼす可能性は否めな

出生性比が中長期的に社会のさまざま

であることは言うまでもないが、歪な

婚・再婚など様々な要素が介入し複雑

の年齢差、職業、死亡率、通婚圏、離

は計算のように単純ではなく、男女間

上昇する。もちろん現実のマッチング

年生まれになると、それぞれ巴％、Ⅳ％

を結び〃光栄証〃を受け取っている夫

生殖健康調査によると、一人っ子契約

２００１年に行われた全国計画生育／

０３．７）。

与労働緑波書』社会科学出版社、２０

ている（察防主編『２００３年人口

おり執行されていないケースが増加し

ことになっているが、実際には規定ど

金などさまざまな優遇措置がとられる

１９９０～朗年、１９９５～２０００

婦のうち、実際に〃一人っ子奨励費〃

が支払われているのは汀％でしかない。

自由化が加速し、人口流動をさらに活

される。また、ＷＴＯ加盟後は市場の

額免除で焔・６％がすべて自己負担で

以前には手術件数のうちね・５％が全

ものは年々減少しており、１９８９年

避妊手術の費用も全額免除されている

これまで戸籍制度に制限されてきた

発化させることになるだろう。

人□の流動化で出生管理は困難に
人口移動が活発化するにつれ、計画生

あったものが、２００１年にはそれぞ

育による管理が難しくなっている。『戸

を強化する動きが見られる。しかし、

施行され、流動人口による出生の管理

計画生育管理和服務工作若干規定』も

２００４年１月１日からは『流動人口

は残しつつもかなり形骸化しつつある。

制度は、移動人口の把握に一定の効果

て、条例等に記載されているとおり計

低額のｎ％でしかない。その一例とし

２億元で、対象者等から算出される最

避妊具経費、一人っ子保健費総額は虹．

年に支出された避妊手術経費、避妊薬・

制度疲労も指摘されている。２００２

また、近年、計画出生管理の面でも

でも明らかになっている。人々の政策

とが、国家生育委員会による抽出調査

取られていないケースが少なくないこ

発行されていても優遇措置が実際には

人っ子証が発行されていなかったり、

特に農村地区では一人っ子夫婦に一

口登記条例』をはじめとする戸籍管理

流動人口の半数以上が管理に必要とな

画生育を実行している家庭に対しては

に対する信用喪失に繋がりかねない現

れ妃・２％、⑬・７％と、ほぼ半数の

る基礎的な証明書を持ち合わせておら

保育、入学、医療、就職、住宅、退職

手術が自費で賄われている。

ず、流動人口の出生管理は困難が予想

１４

量から質へ急カーブ

象であるだけに、緊急の解決が求められている。

国家人口和計画生育委員会主任の張

閉顧』室自、叩オ

２００３年３月には、国家生育委員

行われた「全国人口和計画生育総合改

維慶氏は、２００３年ｎ月泌日蘇州で

生育委員会」と改名した。１９７３年

革試点工作培訓班」の席上で、「中国は

会がその正式名称を「国家人口和計画
に国務院が計画生育領導小組を設立し

人口大国であり、多すぎる人口は最も

基本的で最も重要な国情であり、また

経済と社会の発展の制約条件となる。

今後とも人口発展戦略研究の強化、人

口と計画生育活動の総合的な調整を進

める」と語っている。

中国の人口問題の重点は〃量から質〃

へとシフトしつつある。中国独自の政

策である計画生育も今日、大きな転換

期を迎えている。

７７０万人／年）

１９７１～１９９０年の加年間に

３．９億人（１９２９万人／年）

の置き方によって結果は以下のよう

用いられたデータや分析手法、仮定

恥１９７４～１９９４年３．３

億人（７５０万人／年）

”１９７１～１９８６年１．２

る人口抑制効果は１．７６億人（１

９８９年のｎ年間に計画生育によ

億人（１５６３万人／年）

億人（１１０７万人／年）

》１９７１～１９９１年２．２

●魏津生、王勝今、解振明ほかの椎●呉忠観による推計（１９９８年）
計（１９９２年）岬１９８０～１

に異なる。文中の人数は抑制された●張ニカほかの推計（１９９７年）
と推定される出産数。

分析が行われてきたが、その時点で●蒋正華による推計（１９９２年）

程度影響を及ぽ－）てきたかについて、

策が中国の出生数、人ロ総数にどの

究者．、研究機関によって計画生育政●趙旋による推計（１９９１年）酊

（注）これまでに‐も、さまざまな研

●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●■■●●●●●●●■、■●●●●●●●●●ｂ●■●●●●●◆●Ｃ●●●●●●●●●●●

計画生育事業を開始して幼年余り、１

９８１年３月６日計画生育領導小組の
活動強化と全国レベルでの統一管理を
目指して国家生育委員会が成立してか

ら加年余りを経て、中国は総合的な人
口問題解決の道を探り出し、人口の急

激な増加を有効に抑えることで、卯世
紀末に総人口をｎ億以内に抑えるとい
う目標を実現した。

今後十数年の間、中国の人口は毎年
１０００万人前後の規模で増加を続け
る。人口高齢化、増加する流動人口、

労働力人口の就業圧力、開発と資源、
環境、エネルギー間の矛盾は依然大き
な問題である。安定した出生率を維持
することの重要性は、ますます高まっ
てくるだろう。

1５

え

訟丁

に i適正な 育児環境 を
醐訓

紛争韮(！！ の

曰本赤十字九州国際看護大学教授（国際保健医療学担当）

多１脱子
盲。

途上国と言わず、例えば、先進国

でも東京のように、人口１０００万

を超える大都会に行くといわゆる「人

ロ問題対策」の必然性は理解できる。

｜方、人ロ密度が一一ケタはおろか、

｜ケタしかないアフリカの国々の、

それも都市圏を離れると、この国で

も人口を調整しなければならないの

かな……と、フト思うことがある。

そのアフリカのたくさんの国々では、

○○ヨ已一のメエこヨ、。一団『一四コ、ヨの「ぬの。○こ

（直訳すれば、「複雑な人道上の危機」

であるが、適切な訳語がないので、

ｃＨＥとする）と総称される地域武

力紛争が続いているが、そのような

不安定な地域一帯に入ると、さらに

考えは混乱する。

1６

紛争地の子どもたちの育児環境を

〔右頁・写真〕筆者（中央）のとこ
ろに集まったアフガン難民キャンプ
の子どもたち

二凸●。■円■の○Ｆ■▲４テ■■可‐ぞや句Ｐ●■●●可』ロＺ●蝉が■⑪■Ｌ凸凸二廿干）手●円■『甘■。●可●凸●▲‐イ。◆ゆｒ◆ＰＣ■岸ＰＣ（■Ｂ４■●心矼□■凸可品■戸△■＆６勺４はザ
』・・的■Ｐ群巴牙６Ｆ◆▲■◆らびか■電ピＰ・Ｐ●‘・ゆ己６江◆孝且企Ｐ二｝■ひ聿据０ｓウヰ◆。■■●》勺守むび典①⑰牢■■早戸●白◆で●●丈●。●■巴●甲■●い●■。■■代●狂ＤＣ凸■

▲ぐ●田卓守守▲●牙印●Ｌｒ●◆●■す■。Ｕ●ロ俎但■路▲■Ｌ■■Ｓ●の⑥●凸ｓ－９■●｜巳二心■こ◆印■研■。’１一己□・】■やい◇いい、■凸一一■（｜巳８弓◆で葛●卍Ｇ■ワ

二◆わ、■甘》戸４可十』●で世Ｐｂザ勺』可■・］Ｐ〒己■向い●■冬伯■十二Ｓ■．凸面と０が■４Ⅲ可。Ｂ三。●●⑭句■■■■。』■甲申辛■■Ｂ。■◆ぜ易６中ＢｌＣｒウ合ひもｎＦ》

「わた瞳は｝幽鐵蕪上郡羨義●服灘一一一一一一一一一一一一一（産生する曄
１９８８年、い●ま考えてみれば．・わたが、その前兆は、加年

が国の紛争地関与のさきがけプロジェ代前半からの西欧側の反
●クトだったが、パキスタンの。ヘルシャソ・ゲリラ（現地ではム

ワールに新設されたユニセフ・アフガジャヒイデイーン）育成
ン事務所で勤務する機会を得た。当時、に始まる。いずれにせよ、
人口１５００万程度と推定されたアブ１９８０年代を通じて繰
ガニスタン国民は、３５０万人が東隣り広げられた米ソ代理戦
りのパキスタンへ、他の２００万ほど争の結果が、現在に至る

は西隣りのイラクに難民として流出しまで、不名誉ながら、最

男えろ）。

ン難民創出であったとい

ていた。つまり、国民の３分の１は国大数を誇る膨大なアフガ
を離れていた。

学大学院アジア太平洋開発センター
客員教授。ジョンズ・ホプキンス

大大学院上級研究員。医学灘士。
<学歴>奈良県立医科大学卒業後、ジョン
ズ・ホプキンス大学院特別研修生。

<職歴>厚生技官、文部技官の後、中日友

好病院国際協力事業団派遣専門家。

ＵＮＩＣＥＦアフガン事務所保健
栄養担当官、ＷＨＯ緊急人道援助
部フィールド・サポート課長、国
立国際医療センター国際協力局派

遣協力課長、曰本赤十字社国際部

へルス・コーディネーターなどを
経て現職。

<受賞>大山健康財団奨励賞(2002年)、エ
イポン女性大賞(同年)、国際ソロ
プチミスト福岡｢女性栄誉賞」（2003
年)、国際ソロプチミスト｢干嘉代

<著書>青山温子､原ひろ子共著｢ジェンダー
と健康」（有斐閣､2001年)ほか。「経
済開発とエイズ｣西川潤共訳(東洋
経済新報社、2001年)ほか。
子大賞」（同年）

カーター大統領がロザリン夫人とカ

と訪問していた。

副大統領（現大統領の父）らが、続々

相、レーガン政権のジョージ・ブッシュ

統領、サッチャー首相、ミッテラン首

や支援活動激励のために、カーター大

キャンプだった。帥年代後半から難民

ガリ難民は、その頃、もっとも有名な

戦場に立つ少年兵（アフガンのムシヤヒイディーンで1989年写す）

チャガリを訪れた時のエピソードとい

1７

１９７９年、月のソビエト軍侵攻が、

<現職>日本赤十字九州国際看護大学教授
（国際保健医療学担当)、早稲田大

いわゆるアフガン問題の始まりではあっペルシャワールのはずれ
ペルシャワールのはずれにあるチャ

●喜多悦子(きた･えつこ）

ロ。コマｄ虫■●■召●Ｆｄｑ⑭●６◆。」』庁Ｓｃ甘←めげ咀色』戦津。（五も・三ｑ口Ｌ■⑯◇●⑰■｜｜◆■▲ｃＰ▲己●弟。■●◆●■Ｓ■●Ｐ▲虚⑪句●泄０●■寺．Ⅲ。■し□①企Ｐ眼年●■⑥頂⑤■ｑ毎■■白●△千ＯＬ子①●屯琲十‐‐

が同時に外国人を迎える」ことは、ほ

このエピソードは当時、「男性と女性

ないはずだった。小児科医時代の数年

画はそれほど難しくは

人程度が住むという計

1８

甲■鷺守①位６角◆●己‐▽寺◆』エ「』（仇‐》負少Ｑ中一▲｜◆』ｚ●巴企一堂⑪・一Ｊ］碑⑤▼■■０５」。了⑪缶邑⑰◆戸●己らち●巴■■■可強ＯｑＨ字位■■■●の＄■ザ。江■勺ろ９の６白●、。■Ｈやく０曰く千鋲●や■□◆エロサニーー

キャンプ・ユニセフ

うのを聞いた。

視察を終えたカーター大統領が、ふ
の保険栄養担当官の主

且已須●企リ。◆Ｑ＋←午一心・◆◆ｂＡ●Ｐｖ』ひゆげ●いし■江■伍呂■■騏●伊己中予■卒呵』凸■」Ｐ●●０■合◆企■■●吟●●句●●■Ｐ●由●●召ご勺⑪芦らＣＯ■●白‐■●か■缶■の■白古芭Ｐ白ざ伐郛ｑ■■●●

｜大一一一二○撞一鐺鰯蝋鑑識蕊識》灘蝋綴識蕊》蕊一蕊蕊蕊識懲聴

と、かたわらのアフガン男性にたずね
たる仕事は、予防接種
率の向上であった。難

たという。

「あなたは何をしていますか？」

民キャンプは、パキス

３５０の難民キャンプ

時、パキスタンには、

最初の仕事だった。当

て、計画を立てるのが

健医療専門家と協力し

いたので、その中の保

Ｒ）が共同で管理して

務所（以下、ＵＮＨＣ

国連難民高等弁務官事

タン政府難民管理局と

凛々しく精神勇猛なムジャヒィディー
ンは、胸に手を置いて丁寧に答えた。

「わたしは、祖国アフガニスタンで共

産主義者をやっつけています」
次いで、ロザリン夫人が、同じくか
たわらの女性にたずねた。

「あなたは何をする人ですか？」
チャドル（大判のスカーフ）を被っ
た女性が、誇らしげに答えた。

「わたしは、そのムジャヒィディーン

が開設されていたので、

とんど、なかったから、おかしいとい

間、大阪近郊の母子保健巡回に関与し

アフガンの人々が西と東に別れて避

平均１キャンプに１万

う人もいる。が、この対話に含まれる

ていたし、世界保健機関（以下、ＷＨ

難した理由は、同じイスラムであって

を産む（プロデュースする）人です」

意味は、その後、何度もアフリカの紛

Ｏ）の政策は理解できていたし、資金

は潤沢でスタッフもそろっていた。

争地で実感させられた。

民家に潜む母子たち（アフガンで1990年写す）

紛争地の子どもたちの育児環境を

する人々であった。つまり、彼らにとっ

地帯に住んでいたうえ、遊牧を生業と

スタンとアフガニスタンを分ける国境

トゥーンの人々は、古来、いまのパキ

雑な民族性にもよる。その一つのパシュ

しにも鑑別可能になったアフガンの複

う違いとともに、やがて外部者のわた

も、片やスンニ派、他はシーア派とい

で人口が配分されていたわけではなかっ

決して援助マニュアルや援助者の都合

であったのだろうが、各キャンプは、

性×宗教の微細なセクトー難民集団〕

打ちされていた。〔民族・血族性×地域

れぞれ微妙で多様な民族性血族性に裏

た。血縁関係、｜族の連帯は強く、そ

いう感覚をもたない人も少なからずい

その計画は、３ヵ月後、名前を変え

「目巨ごＣこ（殺す）一」と一言。

「ハロー」とよびかけた。

という頃の夕刻、自宅に電話があった。

ター開設を計画した。あと数日で開業

助産師の助けを借りて、母子保健セン

アフガン援助経験の豊富なオランダ人

レベルの施設すらないことがわかった。

のに、プライマリー・ヘルス・ケアー

すということは、命がけでもあった。

て始められたが、女性、人口に手を出

た。

ｎ万以上のアフガン難民が住んでいる

そのような中で、あるキャンプには

ては、どちらの国土であれ、自分たち

が自由に動いてきた土地であり、誰か
がここはアフガニスタンと呼ぼうが、

あっちはパキスタンとしようが、われ
らが生活圏であることに変わりはなかっ

実際、ペシャワールの中にはアフガ

ような経緯を知ると納得がゆく。

期間留まることができた理由も、その

たのも、膨大な数の人々が、かくも長

の繋がった遠縁的感覚で受け入れてい

人々は難民を阻害することもなく、血

二つの国は、あまり仲は良くないが、

フガニスタンやイラクのように、大国

ていた。アフリカの紛争は、最近のア

（戦争でも平和でもない）」状態は続い

期間も、あちこちで「ｚ○二閂百三・勺のｇ①

の注目を浴びたが、それに先立つ長い

９４年のルワンダの人道的危機で世界

の関与が多かった。この一帯は、１９

は、アフリカ大湖沼地帯国の紛争地へ

１９９０年代後半のＷＨＯ勤務時に

ではなく、問題は周囲の大人たちの心

いるのは、単に物理的に破壊された街

ちは、荒廃した環境で育つ。荒廃して

らない女性がおり、生まれた子どもた

ように、子どもを生み続けなければな

そんな中で、アフガニスタンと同じ

取り上げない限り、自彊冒二の曰の侭のごＱ

ともない。しかし、外部のメディアが

紛争地》の（》悪一選一壱｛（だ一｛澄慧蕊慰霊蕊露瀦蕊懸蕊

ニスタンが外国だとは思っていない人

が爆撃機で攻撃する規模でもなければ、

なのだ。

た。

も多いし、年配の難民は、自分が「国

同じ地域で長期間の武力行使が続くこ

（忘れられた緊急事態）だ。

境を越えて避難しているから難民」と

１９

’’一・全－
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蝋》二

紛争地は、またＨＩＶ／

学公衆衛生大学院名誉教授カール・テー

て、ＨＩＶ＋の男性が、対

めることが困難だが、あえ

紛争地にはそれがない。そのような環

つことによって、よい社会人となるが、

「子どもたちは、ふさわしい環境で育

ラーはいう。

立集団の女性をレイプする

境で育った子どもたちは、簡単に紛争

ＡＩＤＳの広がりを食い止

例も耳にした。病んでいる

要員になる危険性がある」

おかれれば、短時間に適応できる」

「子どもたちは柔軟だ。適切な環境に

付け加えた。

しかし、テーラー名誉教授は、こう

のは身体だけでなく人々の

精神かもしれない。ナイロ
ビ大学小児科名誉教授がいっ
た。

「紛争にまみれたアフリカ
は、食糧や水、医療といっ
ます。しかし、私たちは、

威圧する。そのような状況では強さが

銃器という、目に見える権力が人々を

田舎であればあるほど、小さくとも
もう、それだけでは生き延

求められ、強い男性になるであろう男

た緊急援助を必要としてい

びることが出来ないのです」

児の出生が期待されることも稀でない。

境を整えることかもしれない。

長い時間を必要するが、適正な育児環

アフリカの紛争を解決するためには、

「暴力と殺戦が蔓延したた

め、素朴でも伝統的な文化
を持っていた地域社会は死
んでしまいました」

「私たちに必要なものは、
身体の栄養だけでなく、こ

ころの栄養なのです」
ジョンズ・ホプキンス大

2０

ii

ＤＳ孤児 (ウガンダ・2000年写す）

アフリカ紛争地のＡ
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１鰄誌峅人ﾛと開発』投稿論文を雛

ﾄ竿国菫と馴鰯鰄医'鰯漁衰鯛｜
論文応募者多数の場合には、財団法人アジア人口・開発協会内で審査し採用原稿を決
定致します。また編集の都合で、次号に掲載される場合もあります。同じ研究者による
異なった視点の論文も歓迎致します。

この公募論文は、若手研究者の新鮮な研究視点を重視し、新しい研究分野を切り開く
ようなアイデアを広く公開する場を提供するものです。今後の人口と開発に関する研究
を促進することを目的としており、大学院生をはじめ、若手研究者に門戸を開くもので
す。広くご案内下さいますようお願い申し上げます。

投稿される原稿は原則としてワープロ原稿とし、そのプリントアウト原稿と使用ソフ
ト名を明記したＦＤで投稿してください｡投稿の際には原稿と同時に､応募者の略歴(写

真つき)、投稿内容に関する写真２枚も同封してください。

なお、採用された論文には薄謝（当財団規定）を進呈致します。振るってご応募下さ
い。

Ｌｌ「‐ｌ‐１１１１

財団法人アジア人口・開発協会は機関誌一『人口と開発』で発表する論文を募集致し
ます。テーマは、人口と持続可能な開発に広く関わるもので、アジアの現状に関するも
のを優先いたします。原則として掲載は各号１篇、原稿用紙400字詰めで20枚（8000字)。
’のを優先いたします｡原則として掲載は各号1篇原稿用紙400字詰めで20枚(8000字)。，
また掲載論文の著作権は、財団法人アジア人口・開発協会に帰属しますが、執筆者の利
用を妨げるものではありません。また応募論文は未発表のものに限ります。

Ｅ

Ｌ￣－－－－－－－－－－－－－－２＝－－－－－－－－－－－■＝－－－－－＝=－－－－－－－－＝=－－－－－－－－－－－一一一一一
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社会開発サミットなど多くの国際会議

ＰＤＡ）は２月、日、評議員会及び理

財団法人アジア人口・開発協会（Ａ

事務局長の広瀬次雄常務が、健康上

歴代理事長を補佐してきた常務理事・

ＡＰＤＡが１９８２年に発足以来、

挙を受け、中山理事長が顧問に指名し

桜井新、谷津義男氏ら多数の理事の推

退任した広瀬氏は黒田俊夫、近泰男、

■■■■

事会を開きⅡ写真、平成珀年からの新

などの理由から３月ｎ日付で退任。

……

七

瀞

に参加した。１９３７年高知県出身。

体制を決めた。

た。また、堀義泰評議員の原子力産業

が推薦された。

同会議専務理事に就任した山本康典氏

後任には広瀬氏の強い推薦で尾崎美

後、家族計画国際協力財団（ジョイセ

門調査員、妬年毎日新聞社を定年退職

幹事。休職後、日本政府国連代表部専

部長、世論調査部長兼人口問題調査会

１９６２年毎日新聞社入社、政治部副

嘱託で広報担当。早大政経学部卒後、

尾崎氏は国際協力機構（ＪＩＣＡ）

社会開発サミットなど
多数の会議に

国際的 に濡魑⑨鳫傭倒燭
K=

フ）入団、朗年国際協力機構に移り、

燭
厩

年６月生まれ。

務局長、佃年６月専務理事。１９４０

局次長兼事業部長、Ⅲ年常務理事・事

団へ。朗年同財団企画部長、弘年事務

業会議、的年勵日本原子力文化振興財

業㈱入社、１９６８年櫛日本原子力産

日本オイルシール工
早大商学部卒。日本オイルシールエ

みちおき）

（やまもと．

山本康典氏

新評議員に

霧
蕊

処

矛芳

■；

会議専務理事の退任に伴う後任には、

ロ

千生氏を選任した。

▲
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この道に終わりはない

迄二コ

広瀬路線を引き継ぎ新体制

鍵

さんあっての私」が広瀬氏の口癖だっ

団設立に奔走して以来卯余年、「佐藤隆

（元農水大臣）の要請で、ＡＰＤＡの財

る前年の１９８１年秋、佐藤隆代議士

アジア議員のフォーラム）が設立され

ＡとＡＦＰＰＤ（人口・開発に関する

ＰＤＡの歴史そのものである。ＡＰＤ

を牽引してきた広瀬次雄氏の足跡はＡ

歴代理事長の片腕として、ＡＰＤＡ

している。

調査を実施し、アジアをくまなく踏査

は政府の委託調査を中心に釦回近くの

の国際会議は釦回にのぼる。ＡＰＤＡ

の会議だけでも布回を超え、世界規模

蒙に力を注いできた。ＡＦＰＰＤ関連

アジア国会議員の人口・開発問題の啓

ラム（ＡＦＰＰＤ大会）」にも関与し、

「人口と開発に関するアジア議員フォー

議）をｎ回開催、３年に一度開かれる

会」（ＪＰＦＰ、超党派国会議員１４０

先陣を切った「国際人口問題議員懇談

促進②人口問題議員組織として世界の

平和活動としてのＯＤＡ政府拠出金の

ＰＰＦ（国際家族計画財団）に対する

て、①ＵＮＦＰＡ（国連人口基金）、Ｉ

このほか、特筆すべき国際活動とし

幹部も出席して、その貢献をたたえた。

創立加周年を迎え、記念式典には政府

活動を続けてきた。ＡＰＤＡは一昨年、

名で組織）の事務局として下支えをし

てきたことだ。

◆◆

ともあり、生来の情熱家、斤効素に伯
、生来の情熱家、行動家に拍

看護師、保健師）協会の会長だったこ

ヒット賞を受賞。文部省の人口・開発

糧戦略」が公益福祉事業部門でベスト

果、ライブラリー「ｎ世紀の人口・食

２００１年には日本財団補助事業成

わけ、わが国の少子・高齢化問題解決

ＩＶ／ＡＩＤＳなどの緊急課題、とり

た地球環境、水、エネルギー資源、Ｈ

ら人類が直面している人口を中心とし

Ｏとしての〃成人式〃を終え、これか

基礎固めを終蘂えたＡＰＤＡは、ＮＧ

車がかかり、｜途に地球

に関するスライドは、優秀映像教材選

に、いかに効果的に取り組んでいくか。

を銅年にわたって発行している。

０種類以上の出版物、年４回の機関誌

リソースシリーズ、スライドなど２５

これらの報告書とともに、自主研究、

たが、海軍航空隊同期の桜お一一人の関
係は、同期の桜の歌詞そのもののよう
な間柄だった。

人口問題については岸、福田元両首

相の薫陶を受けた佐藤代議士は、擢子

規模の人類の福祉問題に

奨社会教育部門で、３回にわたって受

夫人の母堂が新潟県助看保（助産師、

真剣に取り組んだ。

鑓

露佐藤代議士の相談役だつ

調査事業別回、出版物３４０冊以上に

このように会議関連事業１３５回、

賞している．

い前進を続けていかなければならない。

いよ新体制の下に強い団結で揺るぎな

終わりはなど１．職員一同いよ

灘

まさに広瀬氏の言われる「この道に

噸が、在任中は「人口と開

のぼり、全事務局で６人という少人数

（石橋武之）

次た広瀬氏は黒子に徹した

発に関する国会議員代表

のスタッフで、ＮＧＯとして最大限の

鵜

幸且云議」（通称ＡＰＤＡ会

2３
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｢懇談会裕員１

公明

幹事

衆・能勢和子◎

自民

幹事

参・大渕絹子
幹事

衆・長浜博行◎

民主

幹事

衆・佐藤謙一郎

民主

事務総長

参・清水嘉与子

自民

副事務総長

衆・鹿野道彦
副会長

衆・森山眞弓

副会長

衆・鮫島宗明◎
副会長

参・桜井新

副会長

参・関谷勝嗣

副会長

参・広中和歌子

副会長

参・南野知惠子◎

衆・熊代昭彦◎

政党
議員名

眼一眼一
部会長指名

眠一

副会長
部会長指名
副会長

衆・福島豊◎
会長代行

会長

参・太田豊秋◎
会長

民明
自公

地球規模問題

国内対策

副幹事長

衆・中山太郎

部会長指名
衆・斉藤鉄夫

自民

会長

副会長
副会長

衆・熊代昭彦◎
衆・羽田孜

参・南野知惠子
衆・谷津義男

副幹事長
顧問

会長

会長

自民

民主民主・民主民民主民
社民自民自民自自民自

女`性問題

国際協力

衆・谷津義男
衆・土井たか子

役職
政党
議員名

役職

無所属

幹事長
顧問

政党
議員名
役職

政党
議員名

役職

｢部会役員１

新■人口懇
メンバー三は.■
ル東急で総会を開催し、

会は１月〃日、キャピト

国際人口問題議員懇談

は南部アフリカ、ベトナムへの国会議

から同会議の報告、長浜博行会員から

参加した清水嘉与子ＪＰＦＰ事務局長

四回人口と開発に関する

ベトナムで開催した「第

れた．次いで昨年ｎ月に

今後の活動予定が報告さ

ＰＤどの活動報告および

議員フォーラム（ＡＦＰ

口と開発に関するアジア

ＡＦＰＰＤ議長から「人

津義男ＪＰＦＰ幹事長・

の開会挨拶に始まり、谷

中山太郎ＪＰＦＰ会長

は上の表の通り。（◎は新任）

しい人口懇メンバーは１２２名。役員

退会し、新たに泌名が入会された。新

退および公務のため犯名のメンバーが

行われた。衆議院議員選挙の結果、引

挙の結果に伴い、人口懇役員の選出が

また、昨年ｎ月に行われた衆議院選

る新たな視点を提起したｌ左頁に要旨。

から見た地球，という人口問題に対す

行った。この講演で松井教授は’宇宙

「この地球は普遍か」と題する講演を

である松井孝典・東京大学教授を招き、

総会では、講師に著名な地球物理学者

アジア国会議員会議」に

名が参加した。

員派遣報告が行われた。さらに、この

長浜議員(民芒主二二一q￣
衆)の派遣報告も
会員・代理出席を含め４

１１２２人二J

2４

｢この地球は普遍か」

「この地球は普遍か」・
■■～字間伽ら見た地球と人口問題■（要旨）～

ムの物質循環やエネルギー循環を持ち

込むことで、本来地球が扶養しきれな

い規模の人口を生存可能にしてきたの

です。そして文明を築き、宇宙を認識

するようになったのです。その結果、

皮肉なことに、地球や地球生命は極め

の学問の研究が進められてきました。

紀まで、物理学や化学をはじめ、多く

考法です。この価値観に基づいて別世

によって変化することなく成立する思

勝る価値観であり、時間、場所、現象

一般に、普遍性とはあらゆるものに

それは普遍性を追求する考え方です。

れるのか、その考え方を紹介します。

撤して見た場合に、どのように考えら

間社会やそこでの現象を、宇宙から傭

を築いてきました。今日は、現在の人

生まれ、そこから人類が生まれ、文明

する銀河系で地球という生命の惑星が

妬億年前、粒子とガスが混沌と存在

型の生活をし始め、生物圏の一部とい

人類が、１万年くらい前から農耕牧畜

、億人が存在しています。それは現生

０００万人ですが、現在、世界中に約

することができる人口は５００万～１，

生物圏の一部として、地球上で生存

肩上がりで人口が増加してきたのです。

ざるを得ません。その後、今日まで右

ると人類は必然的に世界各地に拡散せ

加する宿命に直面します。人口が増え

ばあさん〃の誕生によって、人口が増

まっています。しかし、現生人類は〃お

扶養能力によって扶養可能な人口が決

集型生活は、その地域で生態系が持つ

一種として存在していました。狩猟採

宙から地球や人類を傭腋するという視

は、その問題から少し距離を置き、宇

存在するあらゆる問題を議論する時に

人口問題を含め、われわれ人間圏に

せん。

思考法でとらえられるものではありま

わる複雑な事象であり、普遍性という

は、人間圏の内部構造・システムに関

う特殊な人類に固有な現象です。それ

人口問題も然りです。現生人類とい

星といえます。

体も生命を育む惑星としては特殊な惑

存在しない特殊なものであり、地球自

地球というある限定的な条件下でしか

人間圏やそれを構成する現生人類も、

松井孝典

現生人類は十数万年前にアフリカで

う存在から離脱し地球システムの中に

点で問題を捉えていかなければならな

宙奎泉大学教授

誕生しましたが、それまでの他の人類、

〃人間圏〃を作り出したからに他なりま

いのではないかと思います。

て特殊かも知れないことがわかってき

他の生物同様、狩猟採集型の生活をし、

せん。この人間圏に新たに地球システ

ました。

〃地球〃と言うシステムの中で生物圏の
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大阪セミナー…
エート課･￣

少子高齢化、結構なこと

ｌ黒田、南野両氏大阪市民に訴える

少子高齢化の波はいっこうに衰えそ

うにない。合計特殊出生率（｜人の女

性が一生の間に産む平均子供数）は１・

訓と、年々下降線をたどっている。「果

たしてこのままでニッポンの将来はど

うなるのか」という心配が国じゅうを

覆い、政治も経済も一種の行き詰まり

を見せている。そういった世論を国民

はどう受け止めたらいいのか。アジア

人口開発協会は、帽年度の年間プロジェ

クトとして、「少子高齢化」の焦点を当

てたセミナーを各地で開いてきた。

今回の大阪セミナーはその最後のイ

ベント。３月泌曰の日曜日会場の毎

曰新聞大阪本社「オーバルホール」に

は熱心な市民が駆けつけ、講師の曰本

大学人ロ研究所名誉所長の黒田俊夫氏

と、国際人ロ問題議員懇談会副会長の

南野知恵子参議院議員の熱弁に聞き入っ

た。以下、お２人の先生の講演を要約

し、誌面再録してみた。

2６

少子高齢化と日本の戦略

少子化という動きは、人類を救う道で

あると確信しておりますから。子供を

「少子高齢化は大変な問題だ」といわ

ディアは「少子高齢化」に不安を感じ

せんか。政府をはじめ、ほとんどのメ

れません。

たら、人類は遠からず滅亡するかもし

選択肢の先端を行く曰本

産むのは女性です。今の日本の少子化

と高齢化という動きは人類を救う道で

れているが、何が問題なのか。自分た

ているが、なぜ心配なのか。その心配

あると確信しております。これがなかっ

ちが持っている少子高齢化の情報がど

の仕方に問題があるのではないか。少

子高齢化とは人類が地球上に生存し続

あと４～５年で人口減少が始まるでしょ

先端をいっている国なのです。日本も

していますが、日本ではこの選択肢の

す。世界中が今、こうした問題に直而

に１００万人ですよ。このベビーブー

年間に８００万人です。いまは１年間

年間に２７０万人が産まれました。３

すか。戦後、日本はベビーブームで１

人口ボーナスという現象をご存知で

ける最後の選択肢ではないかと考えま

う。少子化が進む一方で、高齢化が進

出生率を抑え、人口を抑えることは、

ムは日本の高度成長に大きな役割を果

日本の高齢化の速度はものすごいで

人類に与えられた最後の機会なのです。

んでいきます。そこで資源の限界や食

す。政府は頭でっかちになった人口ピ

このボーナスを生かす意外に人類は生

たしました。経済復興に必要な若い労

ラミッドの形を正三角形に逆転させる

存できないと思います。歴史上、経験

糧問題を含め、この観点から日本の問

べく、海外から専門家を招聰したりし

していない初めてのことです。この状

働力が確保されたのでした。

ていますが、いっこうに逆転の気配は

況の中で、私たちが持っている〃少子

題も考えなければならないのです。

ありません。当然です。いまの日本と
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れだけ信憩性があるかと疑問に思いま

熱心に聞く聴衆

なるまでは〃神様からの授かりもの〃

であるといえるではないでしょうか。

社会における親と子のキャッチコピー

化・高齢化〃という情報をどう理解し

といわれるほどで、どうしたら赤ん坊

ところが、この世には生まれてこら

たらいいのかを考えるチャンスになれ

れなかった子供がおります。それは「子

子供は親を選べないのです。

日本がどのように、どんな政策でもっ

供はもういらない」「子供を持つには若

が無事育つかということが重要でした。

一方、刀年前の乳児死亡率は約１２

て乳幼児死亡率を下げることが出来た

ばと考えます。

０人（出生乳児１０００人のうち、１

のかを世界に発信しなければならない

絶という手段を親が選ぶからです。子

年未満で死亡する人数）でした。現在

家族計画の普及、母親の健康、女子

供は親を選べないということになりま

すぎる」といった理由で、人工妊娠中

んは死んでいったのです。人々は、こ

の教育、働く機会の問題など、子供が

す。いまの人工妊娠中絶件数は、２０

役割を担っているのです。

の現状から多くのことを学びました。

少なくなるということは、その社会は

００年の統計ですが、なんと弘万件あ

は３人です。現在の釦倍以上の赤ちゃ

いまや、日本の乳児死亡率は３．１で

大きな発展の力をもたらします。

りました。１２０万人しか生まれない

す。戦前は産まれた子供が３～５歳に

のに、狐万人の命が葬られる。これを

どう解釈したらいいのでしょう。まし

てや、この子供たちがうまくこの世に

ど、全年代層において、「虐待」の問題

まず、少子社会、高齢社会、夫婦間な

という立場でお話ししたいと思います。

状を読み取るか、ということを看護師

私はこの少子高齢化をどのように現

した。このポイントから考えると、「子

で家計は散々だね」と私には聞こえま

１．鋼の時は「子供１人を育てるだけ

サンキュー！２人はいらないよ」と、

の意味合いを考えると、「子供は１人で

は、出生率が１．羽の時代でした。こ

触れられましたが、私が驚きましたの

この若い世代がどのような形で中絶

が４万６０００件です。

と、弘万件を詳しく見ると、四歳以下

「虐待Ｌなき社会が家族守る

生きてさえいれば、少子社会ではなく

があります。もう少し掘り下げると、

手術に至るかをしっかり把握すること

なるのではないか。｜方の見方をする

家族の絆を守るカギとなるのです。

供は親を選べない」というのが、少子
さきほど黒田先生が出生率について

2８

少子高齢化と日本の戦略

達したときには不妊症というレッテル

反復して感染しますと、出産年齢に到

感染が考えられます。こうした性病に

生活が活性化することでクラジミアの

ぼす影響は大きいものがあります。性

が大切なのです。特に女子の心身に及

認識から始めなければならないと思い

ない。もっと身近な問題であるという

触れられているかというと、そうでも

りながら、エイズ問題が家庭や学校で

エイズにもつながるのです。それであ

を貼られ、しかも、これらの感染症が

しょうか。

子供にどんな後ろ姿を見せていたので

子供は親の背中を見て育つのに、親は

件を例に、母親業と女性業について、

か。大阪の岸和田で起きた児童虐待事

して素敵な親業ができないのでしょう

少子社会の話に戻ります。親がどう

でしょう」と逆に聴衆に質問したら、

すると南野議員が「そういうデータが

ある男性が威勢良く「扣人」と答えた。

会場には主婦を中心に印人。聴衆と

出るくらい、男性に頑張ってほしいの

活発なやりとり
の一問一答に入った。「この曰を待って

ですが、答えは、たった〃１人〃です」

黒田氏に対しては、女性から「地球

いた」といわんばかりに２人の先生に

てきたという高校の男性教員。「きよう

の人口を扶養することが限界になって

といったら、その男性が「えっ？」と

のお話はきわめて思い切った意見でし

きていると伺いましたが、１・釘とい

質問を浴びせた。なかには富山から話

た。でも私は、人ロ問題以前に、しつ

う出生率を憂えることではなく、この

ビックリする一幕もあった。

け、教育、生活習慣といった、ごく日

数字がこれからも下がっていくのを、〃日

を聞きつけて、わざわざ大阪までやっ

常の生活を大事にしたい。その方が間

本の戦略〃として解釈して、よろしい

やはり今回も、少子高齢化に対する関

接的に有益な人口教育になるのではな
また、南野議員が「１００歳以上は、

心の強さは、女性が男性を断然しのい

でしょうか」という質問も飛び出した。

いま何人いると思いますか。１１０歳

でいたように見受けられた。

いか」と自説を語った。

以上は配人です。その中で男性は何人
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ます。

質疑応答も活発に

ＦＡＯ－ＳＥＡＲＣＡ地域ワークショップに出席して

アジアにおける飢餓と食lfICD 不安定供iiii 削減@つため、
政策課題と 投資､､可閉I生

ろｌ緋ｉｒを
鴨の月･虫の肋 の閲

会議参加者（前列中央＝桜井ＡＦＰＰＤ食料安全保障常任委員長）

３月妬日と妬日にタイのチャアムで

国連食料農業機構（ＦＡＯ）と東南ア

ジア農業研究評議会（ＳＥＡＲＣＡ）

による、地域ワークショップ「ｌアジ

アにおける飢餓と食料の不安定供給削

減のための政策課題と投資の可能性ｌ」

が開催された。

日本からは、桜井新ＡＦＰＰＤ食料

安全保障常任委員会委員長鴎塩谷和正・

農林水産省生産局地域対策官、山本章

夫ＪＡ全中常務、佐藤力ＪＡ全中考査

役、楠本修ＡＰＤＡ事務局長補佐・主

任研究員が参加した。

今回の会議は各国で農業の科学的、

政策的な研究を行っている政府系研究

所を中心とした専門家会議であり、技

術的な色彩の強いものである。会議開

催の目的は、ＦＡＯアジア太平洋局が

一一○○三年「世界食料の日』の機会に

設立した、「飢えに対する地域連携のた

めのラウンドテーブル（ＲＡＡＨ）」に

対して適切な提言を行うために、ｌ飢

餓撲滅のためには、貧困者をエンパワー

メン卜し、農業・農村開発への資源を

動員するための努力を行う政策の変更Ｉ

３０

ＦＡＯ－ＳＥＡＲＣＡ地域ワークシヨツプに出席して

一全保障ローマ宣言と世界食料サミッ

｜（ＷＦＳ）で採択された世界食料安

’’九九六年の世界食料サミット

旨は以下のとおり。

会議の概要と意義を要約した。その要

ＦＡＯアジア太平洋地域事務局局長が、

会議の冒頭にヘー・チャン・チュイ

ことにある。

を実施するための具体的な方策を探る

である。

経験の交流と包括的な努力が必要

的支援を実施するための、有益な

への基本的な政策支援および制度

ては、貧困の緩和と食料安全保障

の課題を解決するための戦略とし

家を超えたものとなっている。こ

ＷＴＯ協定において具体化し、国

ている。自由化された農業貿易は

課題は、ますますグローバル化し

ＥＡＲＣＡｌｓＥＡＭＥＯ農業研

地の地域事務局の政策支援部、Ｓ

アティブでＦＡＯ本部及び世界各

政策支援部（ＲＡＰＰ）のイニシ

ＦＡＯアジア太平洋地域事務局の

する地域的な連携を強化するため、

びに制度的な問題を協議し、改善

飢餓〃に関連した基本的な政策並

経緯から、ＭＤＧ目標１〃貧困と

という結論に達した。このような

ト行動計画と二○○二年六月に開

貧および飢えを根絶する」という

れ、目標１（ＭＤＧｌ１）で「極

開発目標（ＭＤＧｓ）で再確認さ

サミットで採択されたミレニアム

○○○年に開催されたミレニアム・

した。この地球規模的な公約は一一

るという地球規模での公約を形成

持続可能な食料安全保障を達成す

り除き、すべての人々のために、

ｆｙｌ）は、飢えと栄養不良を取

イブイヤーズレイタ１（ＷＦｓｌ

変更のためには、地域の各国で政

した点にある。また、この政策の

の変更が必要だということを強調

員するための努力をおこなう政策

し、農業・農村開発への資源を動

には、貧困者をエンパワーメン卜

の会議の意義は、〃飢餓撲滅のため

ル（ＲＡＡＨ）」を立ち上げた。こ

地域連携のためのラウンドテーブ

ＡｏｌＲＡＰ）は、「飢えに対する

ＦＡＯアジア・太平洋事務局（Ｆ

三年「世界食料の日」の機会に、

した。

クショップとしてこの会議を開催

策研究所やセンターによる地域ワー

究大学院の協力のもと、地域の政

ことが開発課題の最初に挙げられ

策と実施がうまく結びついた成功

この努力の一環として、二○○

ている。飢えと貧乏を緩和する持

事例を検討することが必要である
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催された世界食料サミット・ファ

続的農業と農村開発に課せられた

～､~､~､~､~､~、食のＥ部

うる飢Ａ要全にＣ、後

そ料挨Ａ部そ
い<だの安拶Ｒ長の

住子えＦ約保引Ａア、
藤供てＰは障き所ルチ

藍窒蜑；梺實奮景下夛

崖鷺壼壼景窪霧冒ｘ
勗曾,鴻蝋;繍

聲織灌喪Fご茎纂
Ｌれ気たＰれン支

創とてた。ＤらＳ援

を支えるだけの条件があり、知恵

しているということは、その人口

している。世界人口の六割が居住

ジアには世界人口の約六割が居住

設者の言葉に集約されている。ア

い。

が整合性を持つよう努力してほし

い。ぜひ、各国でこれらの考え方

れば国際会議を開催する意味はな

い。これらが一貫性を持ってなけ

ＷＴＯ交渉が整合性を持っていな

食料はすべての人々が生きていく

扶養できるかどうかは疑問である。

増えつづけると考えられる人口を

歩んでいるが、これだけで今後も

料安全保障の関係が、現在大きな問題

り、ＷＴＯ交渉の中での食料貿易と食

務局局長の挨拶で明らかにしている通

ン・チュイＦＡＯアジア太平洋地域事

今回会議の主催者であるヘー・チャ

◆

◆

その後、基調講演に続き各テー

マに添った、発表が行われ、それ

に対する討議が行われた。

補うことができると考えている。しか

における不足は、別に地域での増産で

り考慮に入れられておらず、ある地域

まれていない。また、時間の概念も余

界がある可能性や、政治的な要因は含

比較優位原則では、原料の供給に限

ていることである。

そのものがいくつか大きな制約を持っ

渉の前提となっている、比較優位原則

ことは自明である。それは、ＷＴＯ交

なき自由化が大きな問題を抱えている

側面を考えればＷＴＯの推進する例外

える。しかし、現実に食料安全保障の

り、その両者には矛盾がないように思

類の福利を高めることを目的としてお

ＡＦＰＰＤなどの国会議員活動も人

食料貿易と食料安全保障が問題に

があったということである。

現在、ＷＴＯやＦＴＡの交渉で
世界は経済的利益の極大化という

上で不可欠なものであり、｜度、

ＷＴＯは世界大戦が各地域のブロッ

となっている。食料貿易に例外規定を

である」とうたわれた。しかしな

ク経済から発生したという世界的な反

不足すればそれは経済の財ではな

がら現在のＷＴＯ交渉やＦＴＡの

省から設立されたＧＡＴＴを引き継ぐ

設けようという勢力は守旧派と呼ばれ、

交渉の中に食料安全保障の概念や

機関であり、貿易の推進によって、世

く政治の財となる。ＦＡＯの世界

人口増加の問題は考慮に入れられ

界的な効用を増大させ、福利を増大さ

ＷＴＯ交渉の阻害要因としてみなされ

ていない。同じ国連機関でありな

せるという目的で形成された機関であ

食料サミットでも「生きていく上

がら、「ＦＡＯの食料サミット」や

る。

ているのが現状である。

「国連人口特別総会」の考え方と、

で必要な食料の入手は基本的人権

観点から、例外なき自由化の道を

ノーノ､Ｊ、’、‘、ノベゾヘノベ.ハゾ、可〆､エ、
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ＦＡＯ－ＳＥＡＲＣＡ地域ワークシヨツプに出席して

することができなくなることを意味す

にその命運を外国に握られ、・自ら決定

ばその食料生産基盤が崩壊し、緊急時

が、このまま食料の海外依存を高めれ

に低い食料自給率を示しているわが国

どは先進国である。先進国の中で極端

在、食料輸出を行っている国のほとん

するための外貨がない場合もある。現

い場合が多く、その結果、食料輸入を

売することができる商品がほとんどな

している多くの途上国では国際的に販

とも困難である。さらに、食料が不足

時間差なくただちに食料を供給するこ

る。本来、耕作に適さない山腹の開墾

あいまって、塩害が急速に進展してい

の自然条件と潅概設備の維持の不良が

地のほとんどは乾燥地帯に位置し、そ

て主要な位置を占めているが、灌概農

産性の高さから世界の食料生産におい

している。さらに、灌概農業はその生

生産増加（限界生産性）が極端に低下

は肥料の過剰投入で肥料の投入に伴う

収量の増加も容易ではない。先進国で

ことはできない。しかも、単位当たり

開拓することで、この食料増産を行う

ように、世界的に見ても新たな耕地を

しかし、〈Ｔ回の会議でも強調された

ろうか。国際政治の力学やアメリカを

このような現象がなぜ生じるのであ

対立しているといえる。

これらの宣言や交渉はその基本理念で

同じ目標を掲げているにもかかわらず、

ている。このように、見方を変えれば

類の福利の向上という目標が掲げられ

られた。これらは、すべて同じ世界人

困の撲滅〃が中心的な課題として掲げ

開発目標（ＭＤＧｓ）でも〃飢餓や貧

掲げられている。さらに、ミレニアム

れ、食料の入手を通じた福利の向上が

の入手は基本的人権〃であると明記さ

ＦＡＯの世界食料サミットでも、〃食料

福利増進を果たすことが目標である。

化と経済活動の活性化を通じて世界の

る。さらに、気象変動などで食料生産

は土壌の流出を招き、短期間の耕作を

中心とした比較優位を持った国が、そ

る。

が不足した場合に、先進国の輸入が増

経て放棄されている。

し、現実には食料不足が生じた場合、

加すれば途上国の貧困層の栄養水準が

今後も世界人口は増えつづけ、今後印

また、人口の面から考えるならば、

の極大化をその駆動力とする例外なき

ＷＴＯが前提としている短期的な利益

生産の基盤をめぐる条件を考えれば、

ＷＴＯの歴史や交渉過程を検討して

その他の要因を考えてみる。

機会に表明されているので、ここでは

しているという分析は、多くの場所や

の力を背景に優位性を極大化しようと

年間で釦億人程度の増加が予測されて

自由化を食料貿易にまで適用すること

わかることは、これが貿易自由化とい

このように世界の人口増加と、食料

いる。現在世界の栄養不良人口は８億

がどれほど危険性を孕んでいるか良く

直接低下してしまう。

人を超えており、それらの状況を改善

う目標に向けてさまざまな障害を取り

除いてきた歴史であることがわかる。

わかる。

前述した通り、ＷＴＯも貿易の自由

するためには、今後一一十年以内に食料
を釦％も増産することが求められてい
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そこでは、その主導原理である比較優

されている以上、その生産の限界を考

計算に入れる必要はないし、現在生産

る世界である。そこには人口の変化を

現在ミクロの積み重ねである貿易交

社会全体を滅ぼしてしまったのである。

事例である二人一人の利益の追求が、

位性の成立する条件などに対する議論

渉の過程で見失われているファクター

人口や環境、地球の人口扶養力などは、

える必要性もない。そこで、日々の利
このことを考える上で参考になる言

ミクロの原則や利潤追求の際には考慮

が行われたのではなく、各国の法制度

葉がある。これは、経済学でよく知ら

されにくいものである。しかし、それ

は何であろうか。先ほど述べたように、

れた言葉であり、「合成の誤謬（馬農四Ｑ

こそが世界規模で考え、長期的な影響

や関税にかかわる条件を技術的に整理

Ｃ［８日己。、菖目）」と呼ばれるものだ。こ

を考える場合には人類にとって最も大

益の追求に夢中になっている。

従って、現在のＷＴＯ交渉そのもの

れは部分において正しいことでも、そ

きな影響を与える要素となる。ミクロ

してきたという印象が強い。その意味

がミクロの議論の積み重ねの結果であ

れを集合させたときに正しいとは限ら

の世界から見てみると、突如大きな問

では、ミクロの議論を積み上げてきた

り、そこに各国の事情が加味され、そ

ないということを示している。

のである。

の全体像は複雑なものとなっている。

題が何もなかったところから沸いて出

これを「虫の目」と呼ぶことができる

は伝統的な知恵があり、何らかの意味

見たら、非合理に見える制度もそこに

近代合理的な経済の利益という点から

口扶養力の視点から考えた概念である。

から見た視点は、地球全体や地域の人

それに対して、食料安全保障や人口

｜人一人が効用の極大化を求めてこれ

口扶養力は極めて限られたものである。

太平洋の孤島の生態系が維持できる人

し、満足を得ていた。しかし、一般に

うために、えさを与え、そのブタを食

業を行った。また、陸地ではブタを飼

するために森を伐り開き、船を作り漁

住んでいて、一人一人の利益を極大化

いうよりは、その論じている視点が虫

考えると、どちらが合理的であるがと

われている。しかし、これらの問題を

あり開放的であるかのような議論が行

自由化を声高に叫ぶほうが、合理的で

益の代弁という芳しくない評価を受け、

盤の保護を求めると、伝統的国内的利

現在、食料貿易の保護や食料生産基

てきたかのように見えてしまう。

を持っていると考える。そこで生活し

らの行為を行った結果、その島はすべ

の目から論じているのか、それとも鳥

例えば、ある太平洋の孤島に人々が

てきた実績を重視する。その意味では

ての森を失い、耕地を失い、食べるも

だろう。

マクロからみた視点であり「鳥の目」

の目から論じているのかの違いである

と思われる。

ということができるだろう。

これは良く知られたイースター島の

のを失ってしまったという。

一般的にいって、日々の経済行為は、

経済的な合理性や利潤の追求が支配す
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ＦＡＯ－ＳＥＡＲＣＡ地域ワークショップに出席して

つまり、人口や食料安全保障の概念

ンに伴う、食料の需給の問題や食料貿

安全保障やさらにグローバリゼーショ

食料貿易の保護や制限を既得権益の

易の問題点を一貫性を持って視野に収

ポリと抜け落ちているのである。

保持という観点に還元するのではなく、

めたものとはいい難いものである。し

と、ＷＴＯの貿易自由化の概念が、そ
の目的が同じであるにもかかわらず、

もっと大きな視点に位置付けることが

には、同じ国連組織であるＦＡＯやＵ

出している。この現状を改善するため

間に横たわる齪鵬が不幸な現状を作り

現状では「虫の目」と「鳥の目」の

きであろう。

める試みを始めたものとして評価すべ

かし、「虫の目」と「鳥の目」の間を埋

それぞれに蛸壷を作り、その境界がスッ

長重要であるし、それをミクロな
輯議論の積み重ねを行っているＷ
坪ＴＯやＦＴＡの交渉にも反映さ
”せることが重要であろう。すな
”わち、地球の人口増加の現状、
イ

閑環境から見た人口扶養力、各国
誼の置かれた自然条件による制約、

ＮＦＰＡ等が国連総会や食料サミット

で決議した内容とＷＴＯ等の交渉内容

〆また理論的にはともかく実際的

升には比較優位を持っていない国

の目」と「鳥の目」の間を埋める作業

が少なくとも概念的に一貫性を待つこ

とが絶対に不可欠である。これは、「虫

「にとって、どのようにしたら食

へ、科安全保障が構築できるのかな

鮪どの視点から、改めて論じる必

が「鳥の目」と「虫の目」の両方を持っ

るだろう。

（楠本修）

この問題の解決のためには、国会議員

業は非常な困難を伴うものとなるが、

現実には、各国の利害が絡みこの作

である。

鰄要があるだろう。
顔その意味では、今回の会議も
縦一貫性の取れたものと一一一一戸えるも
雄のではなかった。へ１．チャン・
鮴チュイＦＡＯアジア太平洋地域

た視点から、その基本的な考え方を訴

対

正事務局局長が包括的に会議の位

えかけ、強く働きかけていく必要があ

もわれた専門家の発表はそれぞれ

和

鮒置付けを行ったが、その後、行
力

右に自らの専門にとどまり、食料
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にゅうすふぉＩらむ

人口自然増加万人割れ
数は３年連続で減少し、１１２万

Ⅷ統計一史上初

２００３年に生まれた赤ちゃん

方、死亡者数は１～２月にインフ

ルエンザの流行で１０００人近く

●人口自然増々扣万人割れ…妬

が亡くなったことなども影響し、
戦後２番目に多い１０２万５００

●差別やいじめ弄一なくせ：…則初

●『少子化進行』前提の政策…幻

また、肥年に結婚したカップル

０人に上る見通しだ。

●ヒトクローン胚から作成…鍋

り上昇し、高齢化率が４割超とな

●働く女性出産離職が６割．＆㈹

●男女一産み分け２例…………羽

は前年より約２万組少ない沼万７
０００組だったが、増加を続けて
いた離婚件数も田年ぶりに減少し、

前年に比べて約４０００組減の躯
年間推計は毎年末に行われてお

釦年には弧・４％へと大幅に増加

る自治体は、㈹年の３．２％から

万６０００組となる見込みという。
り、その年の１～ｎ月分のデータ

自治体で帥年より低くなり、１割

する。年少者の割合は的・３％の

を基礎資料として推計している。
【須山勉］

から皿・４％へと大幅に増える。

未満となる自治体は全体の３．２％

自治体ごとの人口変動では、加

区町村は全体の錨・０％に達する。

年間で人口が２割以上減少する市

厚生労働省の国立社会保障・人
口問題研究所はｎ日、市区町村別
の将来推計人口を公表した。それ

までの５年ごとの人口変動を出生

市区町村について、加年から加年

推計は、皿年末時点の３２４５

体も的年の犯・２％から訓年には

人口規模が５０００人を割る自治

このうち１５８自治体は人口が卯

によると、筋歳以上人口の総人口

年の半分以下になるとみられる。

は、統計を取り始めた１８９９年

に占める割合である高齢化率が４

弧・６％へと増加する。市区町村
別で減少率が高いのは群馬県上野
村と長崎県高島町（いずれも万・

が１割未満となる自治体は３割を

以来初めて。同省は日本の人口が

率などをもとに算出した。

の自然増加数が、万人を割ったの

Ｗ年から減少に転じると予測して

には全市区町村の３割に上る見通

割超えとなる自治体が２０３０年

２％減）だった。［鈴木直】

いるが、秒読み段階に入ったとい

推計によると、赤ちゃんの出生

しだ。一方で、咀歳未満の年少者

年齢別の人口変動をみると、的．
６％の自治体で高齢化率が、年よ

超えそうだ。

●高齢化率４割超が自治体の３割に
ｒ－ｌｌｌＩ刈年の推計人ロ

１１１１！「１１１１１

１０００人と過去最低を更新。’

も<Ｕ

えそうだ。

統計の年数推計で分かった。年数

労働省が虹日に公表した人口動態

どまる見通しであることが、厚生

００人少ない９万６０００人にと

自然増加数は、前年より７万５０

の数から死亡者数を引いた人口の

四
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●申年生まれＳＳＳ万人、
新成人は１５２万人に
どら

総務省は１日付で、申年生まれ釦歳となる“年生まれの１７４万
の人は推計９９３万人に上ると発人。ｎ歳になる朗年生まれは１２
表した。全人口の７．８％に当た０万人、船歳になる昭年生まれは
｜方、鵠年生まれの新成人は１

り、男性は４８２万人、女性は５６万人。
１１万人で、女性が羽万人多い・

十二支別の人口を比べると、申５２万人（男性沼万人、女性河万
年生まれは下から３番目。最も少人）で全人口の１．四％・新成人
うし

低い水準にとどまっている。

ないのは酉年生まれの９５２万人の人口は屹年から３年連続１５２
で、最も多い丑年生まれは１１２万人で、師年の１３６万人に次ぐ
５万人。

【因幡健悦］

③子供が守られる地域環境の整備

亜％）④労働時間短縮など子育て

理由として▽国力・社会の活力の
低下につながる▽労働力人口減少

と労働を両立できる環境鮪（釦％）

策の必要性については「必要」が

進行する少子化を前提とした政

が挙がった。

で経済成長が阻害される▽人口バ

ランスが崩れ、社会保障制度の維
持が困難になる▽子供の健全な成
長を妨げるｌ塞がった．

た。「国内では問題だが、地球規模

ましくないともいえない」と答え

国人労働者・移民受け入れ」の意

「高齢者や女性の雇用機会の拡大」
「社会保障制度や税制見直し」「外

型％と合わせて蹄％に達した。

臼％、「どちらかといえば必要」の

では人口増加が問題」「結婚・出産

見があった。

一方、肥％は「望ましいとも望

は個人的問題で、個人の選択結果

（毎日新聞叫・１・翠朝刊）

【戸嶋誠司］

として受け止める」という理由だっ
た。

少子化の要因として①個人の結

国連子供の人権委

婚観の変化（㈹％、複数回答、以
下同）が最も多く、次いで②育児

る」という回答もあった。

いじめをなくせ

申年生まれを出生別にみると、

叫・１．１朝刊）

現実的な対応を迫る結果といえる。
アンケートは偲年ｎ月から四月

は働く女性の出産・育児支援を求

日本は差別や

どもの権利条約」（１９２カ国加盟）

委員会は釦日、日本に対する勧告

内容を公表し、差別やいじめをな

【ジュネーブ大木俊治］国連の「子

四回

今年拓歳になる舵年生まれが１８（いずれも毎曰新聞
３万人で最も多く、次いで還暦の

サービスの不足（鞭％）③仕事優
先の雇用慣行・企業風土（鍋％）

④子育て費用の増加菊％）の順
だった。「自分生活の自由さや楽し
みを優先させる意識が強い」「結婚

にかけて研究者や企業経営者、労

める意見が強かった。具体的には

国はもっと現実的に！

ョ少子化進行』前提の政策を」
ｌ開％

対策のあり方に関する有識者アン

働団体関係者、女性団体関係者ら

①働く者の多様な需要に応じた育

相手の理想と現実にギャップがあ

ケート」で、帥％が少子化の進行
を「望ましくない」と回答する一

１０００人を対象に実施、６０３

内閣府が昨年実施した「少子化

方、記％が進行する少子化を前提

人が回答した。

重点的に実施すべき政策として

にした政策が必要だと答えた。少

少子化の進行が「望ましくない」

児サービス弱％）②育児休業後
に職場復帰しやすい環境の蕊備命％）
子化の歯止めがかからない現状に、

3７

四

くすための一層の改善措置を求め
歳から旧歳に引き上げることなど

また、女子の結婚最低年齢を肥

までに取り組み状況を報告する。

目。日本政府はこれを受け、肥年

行われ、日本に対する勧告は２回

（毎日新聞Ｍ・１・別夕刊）

も盛り込まれた。

同委による勧告は約５年ごとに

はい

の提供を受けた。このうち１７６

個の卵母細胞の核を取り除き、卵

母細胞と同じ人の体細胞を移植し

きる胚盤胞と呼ばれる段階まで分
裂が進んだ。うち別個から内部細

このうち加個が、子宮に着床で

てクローン胚を作成した。

エンス」（電子版）に発表した。研

資格では、その拡大措置に留意す

朝鮮人学校卒業生への大学受験

株のＥＳ細胞ができた。ヒトクロー

ながる」としている。しかし、ク

疾患や糖尿病などの再生医療につ

このＥＳ細胞をマウスに移植し

盤胞に成長したのも今回が初めて。

企業も成功を報告したが、胚の分
裂は初期段階で止まっており、胚

る一方で「なお一部は高等教育へ

このほか、日本人の父親と外国

ローン人間につながる技術を利用

子宮に戻して育てれば、クローン

今回のヒトクローン胚を女性の

られた。

まな細胞に分化することも確かめ

たところ、神経や筋肉などさまざ

人の母親との間に生まれた子ども
が、父親の認知がなければ日本国

２４２個の卵母細胞（卵子のもと）

づく同意）を得た珀人の女性から

ド・コンセント（十分な説明に基

研究グループは、インフォーム

しており、生命倫理をめぐる議論

胞塊を採取して培養。最終的に１

究グループは「理論的には、拒絶
反応の起きない移植用の細胞や組

構成するあらゆる細胞になる能力
を持ち万能細胞ともいわれる胚性

)遣り

のアクセスを否定されている」と

いじめ蟻どの暴力Ｉについては

籔工籠
に■成

ン胚の作成は、皿年に米のベンチャー

幹細胞（ＥＳ細胞）づくりに成功

■鼈■■驫

織をつくれることになり、脳神経

十分な対策が取られていないとし

竺口奮

を呼ぶことになりそうだ。

究チームが⑫日、米科学誌「サイ

／Ｊ

指摘した。

したと、韓国・ソウル大などの研

し」トのクローン胚を使い、体を

究1ン

た。

●可一層の改善をし
２回目の勧告
勧告は、児童売春・児童ポルノ
禁止法免年）や児童虐待防止法

（Ⅲ年）などの制定を評価する一方
で、前回肥年の勧告で指摘した、

グ胚

iJi1i口

て、一層の努力を求めた。

非嫡出子や在日韓国・朝鮮人ら少
数者への差別▽過度な競争教育▽

上

籍を取得できないことを問題視し、
国籍法の改正を勧告。昨年策定し
た「青少年育成大綱」についても、

子どもや市民社会の意見が十分反
映されていないとして、継続的に
見直すよう求めた。

ヒト胚と
ヒトクローン胚

組織

や臓器が できると期待される。

くれば、 拒絶反応がない組織

クローン胚からＥＳ細胞をつ

細胞の核に置き換えてつくる。

クローンを作りたい患者の体

ン胚」は、未受精卵の核を、

は胚からつくる。「ヒトクロー

の「ＥＳ細胞」（胚性幹細胞）

に分化する可能性のあるヒト

と呼ぶ。 あらゆる組織や臓器

に分化す るまでの時期を「胚」

受精卵が分割を始め

~⑳

【足立旬子】

うか科学的に実証されていない段

ＥＳ細胞が再生医療に有用かど

勝木元也・岡崎国立共同研究機
構基礎生物学研究所長の話

●時期尚早だ

本では認められていない。

ある。ヒトクローン胚の作成は日

赤ちゃん誕生につながる可能性が

＞

國團

3８

階で、ヒトクローン胚に手をつけ
るのは時期尚早だ。２００個以上
の卵母細胞から１株しかできない

●生命倫理の論議は必至

点で、実用性にも疑問がある。

（毎日新聞叫・２・枢夕刊）

世界的にも意見が分かれる。フ

胚研究への政府予算の支出を禁じ

知人の医師から紹介された。この

○二年末、女児を希望する女性を

大谷院長（蝿）によると、二○

●染色体異常検査
でも１例

ている。一方、英国では難病研究

の作成を全面禁止し、米国もヒト

ランスやドイツはヒトクローン胚

などでの作成を認めた。韓国も、

女性は男児が二人おり、人工授精

め翌年六月までに二回、性別が判

が出産には至らなかった。このた

医療研究目的に限って作成を認め

「倫理的に問題がある」とする慎重

【足立旬子］

ｒｌｌｌｌｌクローン胚ＥＳ細胞
派が対立し、昨年ｕ月に両論併記

（毎日新聞叫・２・枢夕刊）

る法律が昨年末に成立した。

ヒトクローン胚（はい）による

の中間報告書が作成された。現在、

を計一一十回行って男児を妊娠した

胚性幹細胞（ＥＳ細胞）の作成は、
再生医療の切り札とされている。
｜股からの意見を募集中だ。

回目で希望通り女児を妊娠。近く

定できる着床前診断を実施し、二

出産するという。

二人目は男児を希望する女性で、
昨年、着床前診断を経て妊娠した

ものの、自然流産した。

●神戸の医院・女児近く出産／｜人は流産

いずれも学会の会告では認めない

受精卵の検査結果を待っている。

■男女・産。（み・分け二例〕
い。同産婦人科では、二例は男女

函・齋申請で着床前診断

拒絶反応の起きない組織や臓器づ
くりにつながるためだが、倫理的

な問題の大きさから、各国は作成
を見送ってきた。クローン胚は、

子宮に戻せばクローン人間の誕生
につながるためだ。今回の成功で、

三人月の女性は高齢出産のため

産み分けを希望し、一例は染色体

ケースとされる。

現実化した技術をどう利用し、規
制するかが改めて問われることに
なった。

対外受精卵の染色体Ⅱ異常や性
別などを調べて選別する「着床前

異常を心配し診断を望んだため実

谷産婦人科（大谷徹郎院長）が、
三日明らかにした。着床前診断は

べく従うが、機能団体にすぎず、

検査は院内の技師が行い、費用

て着床前診断を実施した。現在は

日本は「クローン技術規制法」
でクローン人間の作成を禁止し、

診断」を一一○○二年から一一一例実施

染色体異常を心配して、今年に入っ

ヒトクローン胚の作成も同法の指

していたことを、神戸市灘区の大

は一回二十万円。大谷院長は神戸

クローン胚やそこからつくったＥ

ず、生命倫理をめぐり波紋を広げ

再生医療の研究者からは、ヒト

針で禁じている。

谷院長は学会員だが申請しておら

施したとしているが、いずれも会
告には街頭しないとみられる。大

大元助教授。雲工云の指針にはなる

命の選別との批判があるため、日

同産婦人科のホームページには

と話している。

’○○％拘束されるつもりはない」

そうだ。

「重い遺伝病の診断」に限定してお

本産婦人科学会は会告で、実施を

倫理専門調査会の議論では「再生

り、これまで申請を認めた例はな

Ｓ細胞研究の解禁を望む声が強い。
しかし、政府の総合科学会議生命
医療に道を開く」とする推進派と

3９

に防げる」との説明を載せている。

無を検査しておけば、悩みを未然

とても悩むことになる。異常の有

染色体異常が見つかることがあり、

「体外受精や顕微授精で妊娠しても

項を利用して水面下で行われてい
る現実はある。受精卵の段階なら、

めていないが、「経済的理由」の条

在に日本の母体保護法は遺伝疾患
や先天異常を理由にした中絶を認

絶すれば「命の選別」になる。現

妊娠中に行う出生前診断も、中

せる。米、伊などでは規制はなく、

などを検査、多数の受精卵から問

を利用し、染色体や遺伝子の異常

不妊治療の技術である体外受精

み分け目的でも使われている。

が出生したという。米では男女産

七十七組が診断を受け、九十六人

（読売新聞叫・２．４朝刊）

働く女性「第一子」の壁

出産離職６割

九七年まで欧米三十五施設で三百

着床前診断について日本産婦人
胎児の生命を奪うより倫理的な問

英、仏では条件付きで実施。一九

い遺伝病に限り、個別審査を条件

科学会は九八年、治療法のない重

題は小さく、女性の身体的・精神

●着床前診断

に容認した。九九年、鹿児島大が
的負担が軽い、というのが着床前

題のないものだけを選んで着床さ

筋ジストロフィ１の可能性を調べ
診断を肯定する側の論理だ。

しかし体外受精の身体的負担は

る申請を出したが、学会は「診断

七日に出産したすべての女性二万

軽くない。診断の信頼性が不十分

千八百七十九人を対象に、一年前、

法が適切ではない」と却下。同年、

仕事を持つ女性の六割が第一子

出産時、半年後、一年半後の四時

福岡県の開業医が申請した習慣性

の出産を機に離職し、その後も無

「育児支援に不備Ｌ

さいだろうが、安易な選別・排除

職のままでいることが、厚生労働

厚生省初調査

を拡大するのではないかと懸念さ

だと、結局は中絶に至る可能性が

現在、名古屋市立大と慶応大が

れる。日本産婦人科学会が慎重な

流産の診断も「重い遺伝病とは言

申請した筋ジストロフィｌの遺伝

厚生省が初めて実施した。第一子

点での就業状況を調べたもので、

ある。心理的な抵抗感は確かに小

子検査による診断を審査している。

の就業変化に関する統計」で明ら

省が十七日に発表した「出生前後

の支援の不足が原因になっている」

では、保育所の整備の遅れや家族

続けたくても続けられないケース

かになった。厚生省では「仕事を

離職した人を合わせると、□％が

後も仕事をしておらず、出産後に

と、品％が出産前に離職し、その

これらの女性の就業状況を見る

のは、全体のね％だった。

の出産一年前に仕事を持っていた

遺伝病でも子供を産むべきかと
せない。今回の事例は、こうした

と見ている。女性の仕事と育児の

しかしナチス時代に障害者を大量

で初めて行われ、欧米で広まった。

着床前診断は一九八九年に英国

望むから」というだけで容認する

ので、性質はかなり異なる。「親が

を男女産み分けにつかっていたも

いう問いは重く、簡単に答えは出

真剣な議論を尻目に、着床前診断

両立は簡単ではないことが、改め

殺害したドイツでは連邦医師会が

再就職した人は田％で、育児休業

出産を機に離職したが、復職・

出産を機に仕事を離れた。

統計は、二○○一年一月十’十

て明確になった。

（大阪本社科学部増田弘治）

には、社会への影響は大きすぎる。

全面禁止した。

性も極めて低い」と二○○二年に

「生命の選別が進む。診断法の信頼

厘命の選別、懸念も

のも、こうした観点からだ。

えない」と退けた。

囚国
●

4０

ていた。これに対し、自分で育児

詔％が保育士に、鍋％が祖母に平

｜力、第二子以降の出産では、
をしていた女性は焔％にとどまっ

取得者も含めて仕事を継続した人

仕事を持っている女性は鉛％だっ

た。｜方、出産前に離職した女性
の兜％は、平日の日中も自ら育児

は羽％だった。

た。このうちの“％が出産後も仕
事を続け、鋼％はいったん離職し

日日中の子供の世話をしてもらっ

て復職・再就職した。

また、仕事を継続している女性

をしていた。

出産の前後に離職し、仕事に戻

の夫は、Ⅳ％が「子供の食事の世

話をしている」、兜％が「子供を野

らなかった人は鋼％で、第二子に

比べて第一子の出産が仕事を辞め

外へ遊びに連れて行く」のに対し、

割合だった。夫の協力が、仕事を
。夫の協力が、仕事を

では、それぞれ７％、Ⅲ％という

出産前に離職して無職の女性の夫

るきっかけになりやすいことが明
らかになった形だ。

出産前後とも仕事を継続してい
る人は出産一年半後の時点では、

続ける支えになってい
るようだ。

岩手県立大社会福祉
学部の鈴木真理子助教
授は、「仕事を続けたい
人には、二、三年間は

子供を家庭で育てられ
るよう、育児休業の期

間を延ばすのが理想的
だ」と指摘している。

叫・３．旧朝刊）

１ＩＩＩＩＩＩｌ

－ＡＰＤＡ賛助会員

》．

…ご入会・のお願い…

一人口問題は、一一十一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。

一世瀞人口の大半を占めるアジア人口の行方が入滅生存のカギを壜ている’
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、の増加が大きな根本原因

》なのです巳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

一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

一多くの産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は．もうこれ以上放侭できないギ

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

一や福祉饗の増大、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

一いる先進国もあります。

（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

｛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

一お願いいたします。
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2．東南アジア讃|'$等人口・開発基礎調査報告書
インドuｉｌ－

4２

ウ

召一●

束Ifiアジア譜同等人I非Ｉ)N発曜礎調査f1M倍iiF

‐ＴｈｅI】rimeMlwer-Elecl｢icily-（英語版）

-1l]輔人氏共和国一

１１本的曲Ⅱ(没腱｣ｿﾞ人、

Rep(〕rtonIheBasicSurvey(〕fPopulalionandDevどl〔)pmeI】１

－其Bi(jiM曳気一（中ｌｌ１語版）

inSoulheasIAsianCoumries

１，emb[lngunaluIIldu馴ridal】kcpendudukandijepaI】ｇ

-chma-（英語版）

ＰｅＩ】g礫mkUlama-TengaLislrik
（インドネシア鐇版）

3．アジア猪国からの労働力流'１１に関する洲査研究報告蝶
一タイ国一

7．ネパールlflIil人Ｉ上家族計画第二ijk蕪礎綱査

ＣＯmplememawBasicSurveyReporloI1P(〕pulationalld
Fan1ilvPlanninginllUekillgdomofKepal

４．１｣本の人口と家族

PopulaIionandtheFamilyinJapan（英i枅版）

昭和62年度

５．アジアの人口砺換と開発一統誹集一
DemogmpbicTmnsiIi〔)naI1dDcvel【)pnlenIinAsianCoul1lries
-OverviewandStatislicaITabIes-

l・アジアｉｉｆｆｌｌｉＩの農村人口ど農業１１'1発に側する調査報告苫
一IlI華人民共/１１１国一

（英諦版）

Rep()rt⑥nlI1eSurveyo[Ｒｕr【llPopulaliollandAgricullum］
DeveIupmenlinAHianCountrics

６．スライド

Chinａ－（英諦版）

ロ本の人口と家族（I｣本譜版）

Ｆａｍｉｌｖａｎｄｌ,opulationinJapanAsiamExpel･ience（英語版）

日本的人口Ｉ？｢家庭（中|剰語版）
Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア研版）

ワ
ー●

東南アジア渚|Ｊ１等人L１．１$M発埜礎調査報告了Ｉド
ー’１１華人民共和|蚕l

Repol(〕l1IlleBasicSurvevolPOpulaIionandDevelopmeI11
inSoulheastAsianCounlris

-China（英語版）

7．ペルー共ﾎﾟⅡ国人ロ家族計画蕊礎調査

３．アジア緒1劃からの労'1;i力流出に関する調査研究報行

平成元年度
1．アジア諸国の農村人口と臘業１１１１発に関する調査報告i1ト
ーバングラデシュ国一

ReporlunlheSurveyofRuralPopulalionandAgriculluraI

一一フィリピン国一一

4．「１本の人ロと農業１１１１発

Populali(〕nimdAgricululraIDevelopm(DI1linJapan
（英語版）

Development-Bangladesh-（英語版）

２．東南アジア諸国群人ロ・開発錐礎調査報告謙
一ネパール国一

５．ネパールの人｢1.開発・環境

ｌ〕opulaIicn，ｌ〕evel(〕pmemandEnvi｢cnmeminNepal
（英語版）

RepDrtontheBasicSurvevofPopulali(〕ｎａｎｄＤｅｗｌ(〕pmenl
inSoutheasIAsianCounIrieｓ

－ＮｅＰａｌ－（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流lliに側する綱査報告書
一マレーシア１１１－

４．日本の人｢]構造変動とl刑発

一高齢化のアジア的視点一

S1ructuralChax】geinPcpulaIionandDevelopment

６．スライド

Ｌ１本の人ｕ移動と経済発展（日本語版）

TheMigTatory皿【wcmelu【ａｌｌｄＥｃ〔)nomicDevelopmel1tiIl
Japan（英綺版）

lzl本的人口移訓与禦済友展（''１国語版）
PerpindaI1anPel1dudukl)al1Perkembangal）Ｅｋ()nｏｍｉＤｉ
Ｊｅｐａｎｇ（インドネシア語版）
7．トルコ同人|｣家族計IHj蕪礎iiIM奇

-Japan1sExperienceinAging-（英語版）
５．スライド

商齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して－（ロ本譜版）
AgingiluJapan-ChallengesandProspects（英語版）

辺人高齢化社会的ロ本正面llIii桃'戊一追求具生命意又
的老年生涯一（中国語版）

TanlanganMasyarakaILanjuIusia上pal嶋
（インドネシア譜版）

4３

昭和63年度
1．アジア溌国の農村人｢lと農業開発に閲する調在報告醤
一ネパールli1-

ReI〕ortonlheSuweyofRuralPDpulati(〕ｎａｎｄＡｇ｢icululral
DevelopmeIltinAsianColInlries

NePal-（英語版）

（本作iV1は、1990年１１i｢1本視穂覚教育協会主催優秀映
隙教材選奨社会教育部'１１で優秀徴を受賞・）

４．１１本の地域1)}１発と人L1-1990年代の展望一
RegioI1alDevelopmcl11andPOpulationin｣apan
-TrclldsaIIdP｢ospectsimthel990s-（英語版）

６．アジア諸国の農漿|#1発－５カ回の比絃一

S1mlegicMeasu唾ｓ【ｂｒｌｈｅＡ段icultu画IDevelopmeI1I

-C(〕mparativeSIrudiesonFiveAsiaI1Countries（英諦

５．スライド

版）

１１本の地域開発と人｢Ｉ（|]本語版）

ReginalDevelopmellIandPopulati(〕ninJapan（英語版）
日本的区域ｿf没和人ロ（中国語版）

PemlbangullanDaemhdanPopulasidiJepal]ｇ
（インドネシア版）

平成２年度
Ｌアジア溌国の農村人口と臘業開発に関する報告響
一フィリピン同一

Rep()rl()nlheSurvey()IRuralPopulalionandA恵iculIural
Deve]opmem-Philippines-（英語版）

6．アジアの労働力移動

LaborMigrati()ninAsia（英語版）

平成４年度
Ｌアジア諸国の農村人ロと磯業開発に関する調査報告諜

リ

ムけ●

東南アジア溌脚等人口・開発基礎調査報告書
一バングラデシュ国一

ReporlonlbeBasicSurveyofPopLllationandDevelopment

一マレーシアln

inSDLIIheaＳＩＡ＆ianCountries

ReportontheSurveyofRuraIPopulalionalldAgricullu｢al
Developmenl-Majavsia-（英語版）

-Bangladesh-（英語版）

２．東南アジア諸国等人ｎ.開発基礎調査報告書
一ベトナム国一

ReportonlheBasicSurveyofP(〕pulalionandDevelopmenl
inS(〕ulheastAsianCountries

・VielNam（英語版）

3．アジア諸国からの労働力流出にIjklする調査研究報告響
一スリランカ脚一

４．アジアの産業転換と人n
lndusIrialTransilionandPopulationinAsia
（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詩
一インドネシア|渕一

４．’1本の人ロ・'１N発.環境一アジアの経験一

Population・DevelopmemandEIlvironmcnlinJapan
-AsiallExperience-（英語版）
５．スライド

日本の環境・人1コ・開発（ロ本語版）

ElwilonmenLPopulationandDevelopmenthlJaPan（英
語版）

Ｈ本的坏境・人口・〕｢友（中国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangunall」epang（イン
ドネシア語版）

５．スライド・ビデオ

明旧に生きる－日本の産業転換と人口一（Ｈ本譜版）

LivingfbrTomorrow－InduslrialTransiIioluandPopulationinJapan-（英語版）
生活在明天一日本的秤１１k縛換々人ロ－（中国語版）
HidupUnIukHariEsok-PeraliIlanStrukturlndustri
DanPopulasiDiJep3ng-（インドネシア語版）

平成５年度
1．アジア諸国の農村人口と農業|刑発に関する報告普
一ベトナム|重l-

ReporlontheSurvevofRumIPopulationandAgricuItural
Developmeｎｌ－ＶｉｅｌＮａｍ－（英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

（本作品は、1991年卿日本税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

Prospectso[UrbanizationiI]Ａｓｉａ（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

RcpDrtuI1theSurvevRuralPopulationandAgliculIuraI
DevelopmenlSriLanka-（英語版）
2．東南アジア諸国等人ｎ.開発蕊礎調査報告書
一フィリピン国一

ReportontheBasicSurvevoIPopuIaIionandDevelopmcm

一スリランカ

iulSouthea$tAsianCountries

RePortonIheBasicSurvevofPopulalionandDeveIopmenI

-Philippines-（英語版）

inSouUleasIAsianCoumtries

SrilHnka-（英語版）

３．アジア渚国からの労働力流出に関する調査研究報告啓
一中華人民共和国一

、心

4４

AsianCountries-Nepal-（英語版）

３・アジア諸国の人閲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

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

アジアを拓け－女性たち－（印本譜版）

ABrightofGenderEquality-EmpowerｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎ
ｉｎＡｓｉａ－（英語版）

通性目強之路一今日亜洲女性一（中国語版）
HarpanCerahbagiPersamaanKaumWanilaAsian

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

4．アジアからの挑戦一人口と開発一
ChallengeandSllategyoIAsianNations

-PopulationandSustainableDevelopmenl（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口一
（、本譜版）

WomenandtheirChallen深田－ImprovemenlsinUle
SlalusofWomenthePOpulalionofJapan（英語版）

MerambahJalan-（インドネシア語版）

女性的挑餓一女性地位的提商与日本的人口一

平成８年度

TantanganKaumWaniIa-EmansipasiWanitadan

（中国語版）

Lアジア諸|劃の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
難一ラオス人民民主共和国－
０二U

ReporlontheBasicSurveyonAgricultumlandRuralDevelopmelltbyPmgressS1ageinAsianCouI]IIies
-LaoPeopIe・sDemocraticRepub]iｃ－（英語版）
２．アジア諸国の都市化と開発調査報告薔
一フィリピン国一

ReporlontheSurveyofUrbanizatio、ａｎｄDeveIopmentin
AsianCounmes-Phi]ippines-（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・食糊戦略一アジアと世界一
PopuIationandFoodStrategyfOr21stcentury
-AsiaandWorld-（英語版）
５．スライド・ビデオ

2025年への決断一アジアの人口増加と食料一
CI1allengeandDecisionfortheYear2025
-PDpulationlncreaseandFooｄｉｎＡｓｉａ－（英語版）

向着2025年的夫断一正洲的人口増量和根食一
（１１国語版）

TekadUntukTahuI12025-PertambaｈａｎＰ(〕puIasidan

PopulasiJepang-（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
書一インドu4-

ReporlontheBasicSurveVo、AgriculturalandRulaIDevelOpmenlbyProgressStageinAsianCountries
-India-（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
ReportonlheSurveyofUrbanizalionalldDBvelopmenXin
AsianCounlri琿一Thailand-（英語版）

３．アジア諸国の人間資源6M発と労働力に関する調査研究
報告霧一ベトナム国一

4．アジアの女性労働力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

WolnenIsLaborParticipalionandEconomicDevelopmentin
Asia-Strategytoward21Century-（英語版）
５．スライド・ビデオ

アジアの女性たちはいま……（日本語版）
NewHorjzonsforlheWomanofAsia（英語版）
並洲釘女的新尻程（中国語版）

PangandiAsia-（インドネシア語版）

WaniIaAfBiaKini……（インドネシア語版）

平成９年度

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i報告
齊－ラオス人民民主共和国一

１．アジア諸国の発鵬段階別農業・農村開発基礎調査報告

ＲｅｐｏｒＩｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｎＡｇ｢icultumlaI1dRuml
DevelopmentbvProgressStageinAsianCOuntries
-LaoPeople'sDemocraticRepubljc-

ReportontheBasicSurveyonAgriculIuralandRuralDevelopmembyProgressSIageinAsianComntries

2・アジアの社会開発と人間開発

SocialDevelopmemandllulnanDeveloplnenlinAsia

響一パキスタン国一

-PakislaJI-（英語版）

２．アジア緒1劃の都市化と開発基礎調査報告響
一ネパール国一

ReporlonlheSurveyofUrbanizationandDevelopmentin

4５

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－

平成12年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一ミャンマー連邦一

ReportontheBasicSurveyonAgricu]turalamdRuralDevelopmembyPr０厘essStageinAsianCountrie爵
一Ｍｙａｎｍａｒ－

2．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
一タイ１劃一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａltllinAsiam
Countries-Thailand-

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
究報告書一カンボジア国一

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

ReportonSurvcyofAgriculluralandRu｢aIDevelopmentbased
onPopulalionissues-TheRepublicolKazakhslan
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

ReportonllleSurv巳yofUrbanizationandDevelopmentin
AsiamCoumries-Malavsia-

3．アジア諸国の人間資源'１１１発と労働力に関する調査研究
栩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、を焦点として－

WaterCrisisintheTwenlyFirstCenluW

-Pro:peclofAsiimPopulationandDevelopment５．スライド・ビデオ

水は生きている一人口と水資源一
WaKerisAliv巴一POpulalionandWalerResomces（英語版）

水晶有生命的人口与水届源一（中国語版）

AjriluHidup-PendukdanSumderAir－（インドネ
シア語版）

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

RepormntheBasicSurvevonAgricultumlalRdRuralDe‐
velopmentbyPm図｢eEsStageinAsianCountTies
-Cambodia-

2．アジア諸国の商齢化と保健の実態調査報告書
一大鯨民国一

RepoⅨｏｎ（heSurveyofAgingandHeallhinAsian
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

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
究報告書一インド国一

４．発展の制約一中国・インドを中心に一

平成14年度

５．スライド・ビデオ

１．人口問題を基礎とした農業・農村開発調査報告書
一ウズベキスタン国一

ReporlonSulveyofAgriculturaIfmdRuralDevelopment

basedonPopulationlssues．－TheRepublicofUzbekistan-（英語版）

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

平成15年度
1．人口問題を基礎とした農業・農村開発調査報告響

CollsYminsonDevelopmenI-FocusonChinaandlndia-

地球からの警告一アジア、水と食料の未来一
ＡWarningfromlheEarIh-TheFutureoIAsia,Water
andFood-（英語版）

来自地球的響告一亜洲、水和粗食的未来一（中国
語版）

PermgatandariBulni-MasaDepanAsia-AirdanPangaI1-（インドネシア語版）

平成11年度
1．アジア諸国の発農段階別農業･農村開発基礎調査報告:欝
一モンゴル国一中央県､セレンゲ県を中心として－－

一パキスタン国一

RoportolltheBasicSur殖yonAgriculluralandRural

ReportonSurveyofAglicultumlandRuralDevelopmenI
basedollPopukltionlssues.－Pakistan－（英語版）

DevelopmenIbyPIogressSlageinAsianCountries
-Mongolia-FbcusonTovandSelenge-Aimang-

２．アジア猪国の雇用政策と国際的な労働力移勤に問する
調査研究報告書一ミャンマー連邦一（日本語版）

2．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
一中国一上海を中心に

ＲｅｐｏｒＴｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅaIthinAsian
CounI]fies-China-FocusonShanghai-

4６

会議に対する各国政府代表をfIj心とする国会議員が参

加した｡）

９．ＦＡＯ／UNFPAおよびポートン・ズアン､グエン・ティ・
タン箸、『リソース・シリーズ３食料安全保障と人ロ：

1．『国連人ロ開発会綴における注釈のついた概要』､lnler‐
nationalＣ〔)nferenceonPopulationandDevelopmenIAn-

（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

no[atedouUiI1eofthefinaldocumentoftheconfCrence,NoledbytbeSecreIxulyGeneralの和文｡国際人ロ開発会議行
動計画の作成過程で、その最終準備会議開催に向けて
用意された行動計画案である。この『概要』に基づき、

資料』1997年（和文）

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
た。人口と食柵安全保障に関するAFPPD(人口と開発
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・デイ・タン議
員とマグサイサイ賞受賞者である著名な農業学者ボー
トン・ズアン博士の共著論文の日本語版の台本。世界
食料サミットに向けた資料として作成された｡）

２，『国際人ロ開発会麟行動計画要旨』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｡）

10．『国際食料安全保障・人ロ・開発蟻員会蟻(IMPFSPD）

３．『国際人ロ開発議員会職（ICPPD）議事録』1995年（和

蟻事録』1997年（和文）

本からの働きかけを行う上で大きく寄与した。

文）

（内容：食料農業機関（FAO）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」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

（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口開発
議員会議の議事録”同会議には117力嗣約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｡）

11．国運人ロ基金『未来のための食料』1997年（和文）
（内容：鬮連人口基金出版物FoodfortheFutureの日本
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゛さまざ主な具体例から解

４．国運人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢

桜井新・会議議艮から手渡された｡）

きほぐしている｡）

12．国連食糧農業機構(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

マ宣實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戸一マ宣言と行動計画の
本邦初の翻訳であり、多分野から同文響のＨ本翻訳の
決定版として商い評価を受けた｡）

13．『リソース・シリーズ５FiveYearsfromICPPD-国際
人ロ開発騒員会議から５年一人ロと開発に関する国会
職員会蟻宣言文』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｡）

14．『リソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsia』
1998年（英文）

（内容：当財団が主催する「人口と開発に関するアジ
ア国会議員会議」で呼びかけをおこない、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｡）
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国際人口開発会議行動計画が形成された。行動計画採
択以前に準備されたこの和訳は行動計画採択に際し日

献一』1995年（和文）

（内容：現在の人口分野に対する援助の現状と、資金

の流れを分析。我が国の人口分野への貢献も併戦｡）

５．『国際人ロ・社会開発磯貝会議(IMPPSD)議事録』1996
年（和文）

（内容：世界社会開発サミット(WSSD)にあわせ､】995
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｡）

６．黒田俊夫箸『リソース・シリーズ１国運人ロ会錨２０
年の軌跡一ブカレストからカイロヘー』1996年(和文）
（内容；１劃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｡）
リソース・シリーズとして銘打った記念すべき第１号。

７．ToshioKumdaResourceSeries2“FromBucharest

toCairo-20YearsofUnitedNationsPopulationConferences-''’1996年（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｡）

８．『国際女性・人ロ・開発醗貝会繊（lMPGPD）蟻事録』
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ｍ・開発議員
会議(IMPGPD）の議事録。同会議には第４回世界女性

場でも発表された。

15。『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』（和文）

（内容：ワールド・ウオッチ研究所から刊行されたSandra

19．『リソース・シリーズ９第２１回国運特別総会特別委員
会報告密「付録」－国運人ロ開発会繊行動計画のさら

Poslel薯､WorldwatcI1Paperl32・DividingtheWaters:Food

なる実施に向けた主な行動一』1999年
1999年６月30日～７月２nにかけて、ニューヨークの

cityの邦訳。今後人類社会に大きな制約を与えるのが、

国連本部で開催された「国際人口開発会議から５年を
経過したその評価のための国連人口特別総会報告書」

日本語版。同会議では．国際人ロ開発会議（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
の具体的行励などを国連加盟国が国連総会の場で協議
し確認した。

20.F人ロと開発に関するアジア騒員フォーラム第６回大会
騒事録』2000年

世界最初の人口と開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。
AFPPDは1981年に設立されてから世界の指導的な人口

と開発に関する地域議員活動として、アジアのみなら
ず．世界レベルでも人口と開発に関する国会議員活動
の指導的な役割を担っている。その提唱者であり、創

設者の佐藤隆・元農水大臣と、桜井新・現議長の出身
地である新潟県で開催されたAFPPD大会の報告書(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
潟宣言」にまとめられた。

21．『リプロダクテイブ・ライツ・チャート2000』2000年
ＩＰＰＦ(国際家族計画連盟）が作成した"IPPF／iwaraw，

reproductive｢igbls2000,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lliljに編集を加え、読者の便を図ってい
る．また、各国の1劃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．

22．国運人ロ基金『女性のエンパワーメントに向けて』2000
年

ＵＮＦＰＡのWorkingtoEmpoweTWomen・UNFPA1sExperienceinlmplementingtheBeijingPlatfbrmofActionの|」
本譜版．“女性のエンパワーメン卜”は国際人口開発会
議（ICPD）行動計画において人口問題の解決を果たす
上での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
中心的な概念と承った。第４回１１上界女性会議から５年
を踏まえ､人口､女Mk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。

23．リソース・シリーズ１『国連人ロ会麟20年の軌跡一ブ

Securily・EcosyslemHealthandtbeNewPoIiticsoIScar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賛源の逼迫によって大きく制約
を受けると考えられている。地球は水の惑星といわれ
るが飲料や農業用に安定して使用できる水の総量は地
球上の水の0,000008％に過ぎない。この水の総趣は．
有史以来変わっておらず、人1ｺが増力|】する分だけ、一
人当たり使用できる水の量はどんどん減少しているの
が現実だが、このことが十分に認識されていない。人
口増加を支えている地球の限界が目の前に迫っている
ことに警告を発している｡）（ロ本語版版権取得）

16．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Ⅲ版物EnvimnmentfbrPeople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つの領域の問に架
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
を操っている｡）

17．『リソース・シリーズ８“ParliamentariansIActivities

onPopuIationandDevelcpment-HistoryofParliamentarians1ActMtiesandIt1sFindings-0'』1999年，
（英文、－部スペイン語）
1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ

れた「国際人口開発会議評価のための国会議員フォー
ラム(IFP)」のために撫備された出版物である。この出
版物の中には1994年の国際人口開発会議以降の人口と
開発に関するアジア議員フォーラム（AFPPD）を始め
とし､アメリカ地域人口・開発国会議員グループ(IAPGl
アフリカ・アラブ地域人ロ開発議員フォーラム(FAAP‐

ＰＤＬヨーロッパ地域の国会議員活動の成果である宣言
文と、名護連の活動史をまとめたものである。地域の
枠を超えて人口と開発に関する国会議員活動の成果が
一覧にまとめられた事はかつてなく，国会議員活動の
地球規模での広がりをも象徴している。

1ａ『国際人ロ開発会議評価のための国会鰯員フォーラム(lFP）
報告番』1999年
1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて|淵催さ

れた「国際人口開発会議評価のための国会議貝フォー
ラム（IFP)」の報告書である。同会議には103カ国から
およそ210名の国会議員が参加した｡同会議では国際人
、開発会議から５年間の進捗状況とその進展を阻む障

害につv､て熱心な討議が行われ、人口と持続可能な開
発を一貫した視点で扱う事を強く求めた「国藤人口開

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。この内容は会議獣IF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臓会議の
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括的に扱ったものである。

カレストからカイロヘー』（復刻）

好評のため絶版となったリソース・シリーズ］を復刻
した。

24.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』（復刻）

好評のため絶版となったリソース,シリーズ７を復刻
した。

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

UNFPA,',PopulalionIssuesBriefingKit2000,.の翻訳｡人
口問題は"数,,の問題ではなく、生活をしている“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
る搬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凍を説明している。

26．国運人ロ基金『人ロ問題ブリーフイングキット2001年
度版』2002年

UNFPA,'PPopulationls鋤esBriefiIlgKit20011'の翻択．2000
年に国連本部で開催されたミレニアムサミットで採択

されたミレニアム開発旧標の''１に人口lil1題を位隆付け、
新たなUNFPAの人口問題への取り組みを示し､人、分
野における様々な探題とその問題の現状と取り組みを
概観した。

27．『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』
APDAtill立20同ff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．ロ本が世界に誇
る各分野の權威者から、宇宙物理学、生物学の視点か

ら生命倫理の視点までlil臘々な視点から人口問題を概観

してもらい、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。私達が生きるこの(l上界にお
ける人口問題の意味を様々な:視点から論じた類醇はほ
とんどなく、好評をもって迎えられた。

28.10Populationlssues-TheConditionsofHumanSurvivalandfutureofourSocietym
リソースNnk27ア人口問題を考える人類生存の条件と
人類社会の未来一との英語版。

29．ODAQuarte｢Iy2003onPopulationandDevelopｍｅｎｔ
（英語版）

2003年度に４半期ごとに刊行されたＯＤＡクオータリー
の創刊号から４号までを英訳したものＣＤＡクォータ
リーは全国会箙貝に対して人口とMII発問題に対するロ
本国からの拠出の重要性を訴えかけるために作成され
たもので，財凹法人家族ii1Mji国際協力財団（JOICFP）
とUNFPA東京4F務所との協力で発行されている。
30．「地球の人ロと水Ｊ

ＵＩＷＰＡの刊行物であるGIobalPopuIationalIdWaterの
日本語版。同書は2003年３月に京都・大阪・滋賀で開
催された第３回世界水フォーラムにおける議論に資す
るために作成されたもので．食料生産、安全な水供給．
公衆衛生などの側面から水と人、問題とかかわりを包
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ＡＰＤＡ 一曰誌一

１月”日国際人口問題議員懇談会総会がキャピタル東急ホテル
で開催されたｃ昨秋行われた第娼回衆議院選挙を受け、
新会員等の増減を報告、今後の活動方針等について議
論が行われ、新役員体制が承認された。その後、松井
孝典・東京大学教授が「この地球は普遍か」と題し講
演。広瀬次雄・ＡＰＤＡ常務理事・事務局長、石橋武
之・同事務局次長、木村亮子・同国際課プログラム・
オフイサー、竹本将規・同研究員が出席。

１月釦日ＵＮＦＰＡ（国連人口基金）東京事務所とＪＢＩＣ（国
際協力銀行）共同研究シンポジウム「妊産婦の健康改
善にインフラは役立つのか」に、竹本将規・ＡＰＤＡ
研究員が参加。

２月３日シフ・カレー・ＡＦＰＰＤ事務局長が来所。広瀬次雄・
ＡＰＤＡ常務理事、木村亮子・同国際諜プログラム・
ＡＦＰＰＤとＩＣＰＤ＋、に関する国際会議の日程等

オフイサーとともに谷津義男ＡＦＰＰＤ議長を表敬。
打ち合せ。

２月４日シフ・カレー・ＡＦＰＰＤ事務局長と木村亮子・国際
課プログラム・オフィサーが中山太郎ＪＰＦＰ・ＡＰ

ＤＡ会長を表敬。２００４年度ＡＦＰＰＤ及びＩＭＰ
Ｏの国際会議について打ち合せを行う。

２月５日労働政策研究・研修機構主催、国際ワークショップ「ァ
・６日ジアにおける人の移動と労働市場」（厚生労働省・ＯＥ

ＣＤ・ＩＬＯ後援）に楠本修・ＡＰＤＡ事務局長補佐・
主任研究員、竹本将規・同研究員が参加。

２月胆日農林水産省委託調査「アジア諸国の人口問題を基礎と
した農業・農村開発調査Ｉパキスタン国」第一一回研究

会を開催。川野重任・東大名誉教授、平島成望・明治

学院大教授、ナギザデ・モハマド・明治学院大教授、

福井清一・神戸大大学院教授、新見友啓・農水省国際

部国際協力課、広瀬次雄・ＡＰＤＡ常務理事・事務局

長、楠本修・同事務局長補佐・主任研究員、竹本将規・

同研究員が出席。

２月咀日ＵＮＦＰＡ東京事務所によるＮＧＯワークショップに、
楠本修・ＡＰＤＡ事務局長補佐・主任研究員、木村亮
子・同国際課プログラム・オフィサー、竹本将規・同
研究員が参加。和気邦夫・ＵＮＦＰＡ事務局次長、ビ

ル・ムソケ・ＵＮＦＰＡアジア太平洋局次長が、ＵＮ

ＦＰＡ改革、ＩＣＰＤ＋、などをテーマに説明。ワー

クショップ後、和気事務局次長、アジア太平洋局ムソ

ケ次長と業務打ち合わせ。

２月四日ビル・ムソケ・ＵＮＦＰＡアジア太平洋局次長、池上

清子ＵＮＦＰＡ東京事務所長が来所。広瀬次雄・ＡＰ

ＤＡ常務理事・事務局長と業務打ち合わせ。

西山慎二係長、農林水産省国際協力課今井豊司係長、

厚生労働省、外務省、農林水産省による法人検査を実
施。厚生労働省社会保障参事官室平岡宏一係長、長崎
裕美事務官、外務省民間援助室関根由美子課長補佐、

新見友啓事務官が来所し法人検査を行う。広瀬次雄常
務理事・事務局長、石橋武之事務局次長、楠本修事務

局長補佐・主任研究員、大澤春美財務・経理課長が同
席。

２月加日雇用能力・開発機構委託調査「アジア諸国の雇用政策

と国際的な労働力移動に関する調査研究ｌミャンマー

５０

連邦ｌタイにおけるミャンマー人労働者流入の問題を
中心に」の研究会を開催。黒田俊夫・ＡＰＤＡ理事、

岡崎陽一・元厚生省社会保障・人口問題研究所所長、
桐生稔・大阪産業大学教授、竹内ひとみ・厚労省職業

安定局外国人雇用対策課課長補佐、吉田慎同職員、広
瀬次雄・ＡＰＤＡ常務理事・事務局長、楠本修・同事

務局長補佐・主任研究員、竹本将規・同研究員が出席。
２月〃日ＡＰＤＡ理事会・評議員会をキャピトル東急ホテルで
実施。平成超年度事業予定・事業予算を承認。評議員
の退任並びに新任、理事の新任、役員人事について協

議。堀義康評議員の退任と山本康典氏の評議員就任、
尾崎美千生氏の理事就任、広瀬次雄常務理事・事務局
長が３月虹日をもって常務理事・事務局長を退任、顧
問理事に就任、尾崎美千生氏の常務理事・事務局長就
任が議決された。

厚生労働省・一雇用能力開発機構受託「アジア諸国の雇
用政策と国際的な労働移動に関する調査研究ｌミャン
マー連邦Ｉ」事業完了。

３月８日国連アジア太平洋・経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）所
属のシーサラム・人口・開発戦略専門官が来所。ＵＮ
ＦＰＡ事業に関する２００４１７年のＡＰＤＡ会議・

ＡＰＤＡ事業などに関する業務打ち合わせを行なう。

３月四日農林水産省委託事業「人口問題を基礎とした農業・農
村開発基礎調査ｌパキスタン国ｌ」事業完了。

３月躯日農林水産省平成嘔年度事業「人口問題を基礎とした農
業・農村開発基礎調査ｌパキスタン国ｌ」事業完了検
査。農林水産省国際協力課高橋弘仁係長、新見友啓事

～路日と飢餓防止のための政策課題と投資についてのワーク

務官が来所し事業完了検査を行う。楠本修事務局長補
佐・主任研究員、大澤春美財務・経理課長が同席。
３月型日ＦＡＯｌＳＥＡＲＣＡ主催「アジアの食料不安定供給

ショップ」に桜井新理事、ＡＦＰＰＤ食料安全保障常

任委員長、楠本修ＡＰＤＡ事務局長補佐・主任研究員
が参加。

３月詔日国内セミナー開催。大阪毎日新聞社本社オーバルホー

ルで黒田俊夫・日本大学人口研究所名誉所長および南

野知惠子（参・自）・国際人口問題議員懇談会副会長に

よる「少子高齢化と日本の戦略」の講演会を実施。大

阪看護師連盟、大阪助産師連盟ほか有識者が多数出席。

広瀬次雄ＡＰＤＡ事務局長・常務理事、石橋武之同事

務局次長、木村亮子同国際課職員が会議開催のため出

席。後援叩毎日新聞大阪本社。

5１

都内の東洋大学では静かだが熱を帯びたシンポジウムが開かれ

◇イラクやパレスチナで連日血なまぐさい事件が続く３月ｎ日、

ンシルだ。壇上にはフレーザー・元オーストラリア首相、「サン

ていた。「ＯＢサミット」で知られるインターアクション・カゥ

ボダヤ運動」の創始者として知られるスリランカのアリャラト

ＴＥＬ（03）3358-2211（大代表）

球”の和平への道も考えたい。

東京都新宿区1-5-1-3Ｆ

言葉が説得力を感じさせる。“一方の地

〒160-0022

えないのは寂しかった。

（Ｍ・ｏ）

･編集発行人尾崎美千生

ている日赤国際看護大学教授の体験談

●発行所

が載った。「紛争解決の道は､子どもに

適正な育児環境を整えること」という

財団法人アジア人口・開発協会

しかし、世界は騒がしい。「春号」は

2004年４月１日発行く季刊〉

当にのんびりとした、わがニッポ

ンの花見風景だ。

人口と開発･春季号く通刊86号〉

ネ師、日本からは宮沢喜一・元首相、稲盛和夫・京セラ名誉会
長らが並んだ。「ＯＢサミット」の生みの親で、名コンビを謡わ
れた故福田剋夫・元首相と、シュミット・元西独首相の姿が見

◇宮崎勇・事務総長（元経企庁長官）の進行で行われたシンポの
テーマは「我々は次世代への責任をはたしているのか？」。戦争
や紛争のさなかで幼い手に武器を握らされている少年兵や性的
犠牲になっている少女達、いや平時でも人身売買の生けにえに
され．飢餓の中で死んでいく子ども達ｌ大人への鋭い問いか
けである。フレーザー元首相は、自国民保護のため国際刑事裁
判所への参加を拒んでいる冷戦の勝者・米国の驍りを批判した。
稲盛氏は戦争や紛争の原因は為政者のエゴと「恨みの連鎖」に
あるとして、仏教徒らしく「人間の心」の回復を訴えた。兵頭
長雄・東京経済大教授は、世界中で使われている軍事費総額の

たった四日分のお金があれば、世界のすべての子ども達に教育
の機会が与えられるのに、と強調した。

◇カウンシルは「世界人権宣言」採択五十周年に当たる一九九八
年、権利を主張する前には他人を尊重する義務があることを調っ
た「人間の責任に関する世界宣言」の採択を働きかけた。だが、
欧米諸国を中心に「人権を脅かす」との理由で採択に至ってい
ない。アリヤナトネ師はマホトマ・ガンジーの「七つの社会的

いかと思う。

罪」を紹介した。「原則なき政治」「道徳なき商業」「労働なき富」
「人格なき教育」「人間性なき科学」「良心なき快楽」「犠牲なき
信仰』「ｌ「文明の衝突」の時代にアジアの知恵の出番ではな

；

表紙の写真説明

一方の地球は…

握り飯をほおばると、心地よい風
広い草むらの上にしゃがみ込み、

が頬っぺたをなでる。「おお､気持
ちいい！」｡誰かが思い切り背伸び

をして深呼吸する。すると、これ

をきっかけに深呼吸の連鎖ができ

る。今度は「世界中がこうでなく

ちゃ……」と別の男がいった。本

期せずして､紛争地の子どもたちを扱っ

●印刷所

ＦＡＸ（03）3358-2233

文化印刷株式会社
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』脚日｡醗盈ｩ鰯’

みんな膿｣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｢農｣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取組みを行っています。

.AJAｸﾞｿﾚｰﾌﾟ

曰本航空
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▲
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月１同.ＪＡＳ便が

,べてＪＡＬ便になって、
;しいダイヤでスタートし護
gの春から､ご予約｡ご案内の窓口及び

2港カウンターを統一し､さらに便利になりますﾎﾟ
ﾐた､新ダイヤでは便名を
灘

&区ごとに4桁化し､わかりやすくします６
ｓ客様ひとりひとりのために、

lALは皆様をより快適な空へご案内します。
【JTA.、ＡＣは.３桁の便名を趣擬します。
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