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人口と開発
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目の当たりにし、反省させられると

ながら、私はこうした人々の努力を

いるといえます。世界各国をまわり

きるように支援してまいりました。

計画やその実施に組み込むことがで

市民社会／ＮＧＯが人口問題を開発

これまで国連人口基金は、政府や

ｎ世紀における生活の質を改善して

ローバル化に合意しました。また、

導者が、貧困撲滅のための開発とグ

ァム・サミットにおいては、各国指

２０００年に行われた国連ミレニ

いて起こるのです。

都市部における増加で、最貧国にお

すが、そのほとんどが開発途上国の

億人に達することが見込まれていま

世界の人口は２０５０年までには胡

した努力はとても重要なことです。

え続けているという状況の下、こう

とは違い、開発途上国では人口が増

低出生率が続いている日本や先進国

ともに勇気づけられています。「行動
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巻頭■一一一一口
１９９４年にカイロで開催された
国際人口開発会議（ＩＣＰＤ）から、

ｎ年という月日が経ちました。これ
は単なる節目の年というだけではあ

りません。今年は、このｎ年間に成
し遂げた成果を検証する年でありま

す。カイロ会議で採択された「行動
計画」が大変意義深いものであるの

は、既存の人口問題の目標を人間の
「数」から人間の「生き方」へとした

ことにあります。その中で女性のも
つ中心的な役割に焦点を当てたこと

は、特筆すべきことです。さらに注

目すべきことは、国が、共同体が、
家族が、そして個人が、実生活に即

計画」で明らかにされた目標は、す

これには、極度の貧困と飢餓の撲滅、

ニァム開発目標が策定されました。

いくための指標となる、八つのミレ

問題解決へと前進しているその姿で

べての開発計画にとって、なくては

防止、妊産婦および子供の死亡率削

あります。カイロ会議で話し合われ

域

ＨＩＶ／ＡＩＤＳを含む疾病の蔓延

しながら問題へと向きあい、着実に

トラヤ・オペイド
ならないものであり、絶望の淵から

UNFPA事務局長

たことは日々の生活に直結している

-21世紀の

救ってくれるものなのです。

人口問題

という意味で、人々の求めに応じて
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ことができません。私たちの調査に

法改正、コミュニティーレベルにお

このような影響に対して、政策や

ます。

よれば、最も貧しい人々は、サービ

けるリプロダクテイブ・ヘルスと権

スできません。多くの人々はまた、

世界の富と繁栄とは一裏腹に、世界

スへのアクセスが少なく、加えて状

利の保障、ジェンダーに基づく差別

減、ジェンダーの平等、持続可能な

中の半数近くの人々が、１日２ドル

況を改善することさえ困難です。こ

の撤廃、女性のエンパワーメン卜の

教育とヘルスケアにもアクセスする

以下で暮らすことを余儀なくされて

れは特に、差別と暴力に直面してい

達成に向けた社会環境の変容が重要

に行き渡っていないことは、女性の

生殖に関する健康）・サービスが十分

リプロダクテイブ・ヘルス（性と

ＴＩ／ＳＴＤ）やＨＩＶ／ＡＩＤＳ

関する教育とサービス、性感染症（Ｒ

産前検診、安全な分娩、産後検診に

プルの意思で決定する家族計画、出

その死の多くは適切な医療が施され

合併症によって死亡していますが、

毎年多くの女性が妊娠や出産からの

女に対する差別や暴力があります。

が声を合わせることによって信じら

家族も、地域も、そして国も、みな

なことであります。女性も、男性も、

とても大事なことであり、また必要

じ土俵で話し合いを進めることは、
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開発が含まれています。

います。貧しい人々は、裕福な国々

る女性と少女にいえることです。

疾病、障害そして死亡の最たる原因

の予防などがあります。

ブ・ヘルス・サービスが十分に行き

れば、避けることのできたものなの

れないような進歩が生まれると、私

渡らない理由の一つには、女性や少

です。不十分なリプロダクテイブ・

は信じてやみません。

会・経済進展にも負の影響を及ぼし

ヘルスは、女性の生産性を損ね、社

混迷を極める今日においても、同

となっています。このリプロダクテイ

なのです。具体的には、女性やカッ

に住んでいる人々が当然のように受
けているサービス、すなわち安全な

電鰯
５月26日福田康夫前官房長官を表敬訪問する
オベイドUNFPA事務局長
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巻頭言／人口問題と人間開発
『カイロ・プラス、』ｌ各地で多彩な記念行事
○「世界人口フォーラム」に参加して
○「世界人権フォーラム」参加報告
○ＡＦＰＰＤ女性議員・大臣会議
・開会の挨拶
・出生率回復のために、真のジェンダー平等を

●黄土高原の砂嵐

・中国の出生性比不均衡についての現状と問題

・中国における人口流動と戸籍制度改革

トラヤ・オベイド

谷津義男

川橋幸子

平松健治

周美林

薦文猛

・新彊和田地区における高離婚率シャミシヌリ・アブドケリム

●中国の留学生、人口学会で報告
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・ＯＤＡ削減に懸念Ｉ緒方貞子・ＪＩＣＡ理事長が記者会見Ｉ

．ＡＰＤＡ役員改選の年迎えｌ新年度の意気込みも新たＩ

機関誌『人口と開発』投稿論文を募集

加害者躯％／子供の数、泌年連続減／

胎児にも人格ｌ米で法／息子が虐待

金不信加速／高齢期に「不安」８割

出生率東京一・○割る／若者減り年

四○○万人／出生率低下「Ｔ二九」／
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温暖化・関東は南九州／髄歳以上二
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上浜田

・日本の少子化は男性の努力不足ｌマレーシア首相と中山太郎会長らが会談Ｉ

○フラッシュニュース
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今年は１９９４年、エジプトのカイ

は実現しなかった。

ＰＤ）から佃年目の節目の年である。

ライツ」（性と生殖に閨する健康と権利）

なった「リブ□ダクティブ・ヘルス／

しかし、可行動計画」のキーワードと

これを記念して各地で国際機関やＮＧ

を広く晋及させるプ□ジエクトは、国

□で開かれた国際人□開発会議（ＩＣ

○など人

連人□基金（ＵＮＦＰＡ）や国際家族
て多彩な

ト（能力強化）に貢献していることが

徐々に浸透し、女性のエンパワーメン

連携の下に、開発途上国の女性の間に

計画連盟（－ＰＰＦ）などと各国との

□関係団

の
Ｊ

曰貝

蝋体によっ
議
発

まってい

各地の記念行事で報告されている。

を発表した。また、本年９月の第閃□

状況について調査したアンケート内容

ロの「行動計画」の各国における進捗

ブで開かれた管理理事会の席上、カイ

佃」を記念して、６月別Ｂからジュネー

国連人□基金は可ＩＣＰＤ・プラス

る。しか

開行事が始
ロ

入

醜し、カイ

ｒ

錐》伽鷆鵬脈
鏑伽役割を栗

沖岼趾乱脈幟
剖紙が民主党

国連総会では扣月艸曰を「ＩＣＰＤ・

ている。さらに扣月灯曰から同相曰に

プラス⑩Ｌの記念曰とすることが決まっ
り、ブッ

卵議から共和
岬綣党に変わ

フランスのストラスバーグで開かれる

つ国際家族計画連盟は、東南アジア。

国際ＮＧ○として最大の構成国をも

国際国会議員会議を後援する。

麓で採択された「行

動計画Ｌを「再確認しない」方針に転
じた一」とも影響して、これまで佃年に

一度開かれてきた世界規模の人□会議

５

透

ijii：
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、
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鍵竃

オセアニアの地域会議として７月、Ｂ

ＰＤ）Ｌが主催して、オーストラリアの

幸子参院議員が講演者の一人として、

「カイ□会議から佃年」を議題とする会

Ｄプラス伯し「女性に対する暴力の撲滅Ｌ

を行った。同会議では「女性とＩＣＰ

曰本の高齢化と女性問題について講演

議を開催する。また８月末から９月初

丁ｕフロダクティブ・ヘルスとジエンダー

キャンベラで「アジア女性・大臣会議」

めにかけては□ンドンに各国の代表や

の平等Ｌ「女性とエイズＬなどをテーマ

からマレーシアのクアラルンプールで

ＮＧｏを招いて世界規模での「国際円

に活発な討論を行った。

また、９月には財団法人アジア人

卓会議Ｌを主催する。

このような中で、わが国の可国際人

会議員代表者会議Ｌを開催し、ＩＣＰ

□・開発協会がカザフスタンのアルマ

既に５月旧曰とⅥ曰には米国ワシン

Ｄの基本的な考え万である人□と持続

□問題議員懇談会（ＪＰＦＰ）Ｌ（中山

トンで民間団体主催の国際人□フォー

可能な開発、さらにｌＣＰＤから佃年

ティで「ＩＣＰＤプラス相Ｌを一テーマ

ラムが開催され谷津義男・ＪＰＦＰ襲

を経て先進国のみならず、｜部の途上

太郎会長）もＩＣＰＤプラス相を記念

事長・ＡＦＰＰＤ議長が国会議員活動

国でも深刻な問題として浮上してきた

として「人□と開発に閏するアジア国

を代表して挨拶を行い、櫻田義孝、神

高齢化問題などについて討議を行う予

して、活発な活動を行う。

風英男、両衆院議員が参加した。また、

定である。

を開催した。この会議では谷津義男Ａ

の際に行われた国会議員会議）

（写真は、佃年前の国際人□開発会議

告である。

以下はすでに行われた国際会議の報

カイ□会議以降特に人□問題との関係

が強調されるようになった人権に関す
る国際会議がフランスのナントで５月
相曰から伯曰にかけて開催され、ＪＰ

ＦＰのメンバーである一長浜博行、川上
６月出曰・羽曰にはう人□と開発に

ＦＰＰＤ議長が開会挨拶を行い、川橋

義博両衆院議員が参加した。
閏するアジア議員フォーラム（ＡＦＰ

６

カイロ・プラス1０

！鼬

一
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鰹

鰯
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Ｉ

ＩＬ

潔きぐ:蔦
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;掛蕾～
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左から谷津AFPPD議長、櫻田議員マレニーAFPPD事務総長、

を真剣に研究す僻苦である

神風議員

衆議院議員

●櫻田義孝

会議は、１９７４年の「国連人口年」

の一員として活動してきた私としても、

から釦年という月日を経た節目の時期

米国の民間団体で長い

このような世界規模のフォーラムに参

間、米国ワシントンで開

間人口問題の啓発運動を

加するのは初めてということで、重責

に開催されるということで、私も特に

続けてきた「人口問題協

を感じ、緊張もした。しかし、実際に

催された「世界人ロフォー

議会」（ワーナー・フォー

参加してみて本当に多くのことを学ぶ

関心をもって参加した。従来から、日

ノス会長）が主催した同

ことができた。また、人口問題につい

ラム」に参加する機会を

フォーラムには世界別力

ての世界的取り組みの必要性について

本において「国際人口問題議員懇談会」

国の関係者が出席、わが

もともと私が人口問題に関心をもっ

改めて認識を深くした。
ＰＰＤ議長、神風英男衆

たのは、人類社会において、これまで

の世界各地の貧困や飢餓、戦争の多く

院議員、櫻田と合わせて

国からは、谷津義男ＡＦ

得た。

５月過日～ｕ日の２日

化・生活水準の維持対策として、年金制度の問題

「今後、世界規模で問題となる開発途上国の高齢

！

３名が参加した。今回の

７

il
(』

の原因が、人口問題にあるという確信

類の生存に必要な資源、ましてや地球

まった。そして１９９４年９月にエジ

して２０００年には㈹億人を突破し、

は釦億人、１９８７年には釦億人、そ

りは平坦なものではなかった。１９７

ついて振り返えると、世界の合意づく

さて、人口問題の世界的取り組みに

問題に対処するため、今後別年間の人

イロ会議では引き続き深刻化する人口

路線が主流を占めることになった。カ

に対するエンパワーメン卜（能力強化）

プトのカイロで開かれた「国際人口開

特に卯世紀に入って以降は、グラフの

４年の国連世界人口年に開催された政

口問題への取り組みの指針となる「Ｉ

温暖化問題までを担保してくれるもの

からであった。

上で、ほぼ真上に向かうような爆発的

府間会議（ブカレスト会議）では、先

ＣＰＤ行動計画」が採択された。また、

発会議」（ＩＣＰＤ）では、人口問題は

な勢いで伸びてきた。国連推計によれ

進諸国が途上国に対し人口抑制の努力

艶年６月には、ニューヨークにおいて、

ではない。今後の「宇宙船地球号」の

ば、今後も２０２５年には、約乃億人、

を要請したが、労働力を抑制されると

「行動計画」の各国における履行状況を

約２０００年前は３億人程度であっ

２０５０年には、約鍋億人にまで膨れ

いうことは経済発展も抑制されるとい

レビューするための国連人口開発特別

いわゆるリプロダクテイブ・ヘルス／

上がると予測されている。人口がこれ

う理由で、開発途上各国は強い反発を

委員会が開かれ、「ＩＣＰＤ行動計画の

運行は、ますます困難を伴うことにな

だけ増加した背景には、保健医療の改

示した。彼らからすれば「発展を諦め

更なる履行のための行動提案」が採択

た世界人口は、１８００年には、億人、

善、食糧事情の好転、住環境の改善な

ろと言うのか」と受け止めたのだろう。

された。

ライッというキーワードのもとで女性

どがあげられよう。

この会議でまとめられた「世界人ロ行

るだろう。

しかし、正直いって、あと印年の間

動計画」は先進国と途上国の妥協の産

１９５０年には路億人、１９６０年に

にさらに釦億人の人間が「宇宙船地球

物というべきものだった。

かやっていけるという試算もあるよう

産性）が世界的に達成されれば、何と

スでは、欧州並みの耕作能力（土地生

という不安にとらわれる。耕作面積ベー

と、一体地球はどうなってしまうのか

要素を取り入れるという政策転換が始

でも認識が深まり、開発政策に人口の

なることについて中国など開発途上国

口の爆発的増加が開発努力の足かせに

帥年代、卯年代には、成長を上回る人

その後、各国の対話努力によって、

特に、テーマ別のセッションではグロー

踏まえて、多様な議論が展開された。

こうした過去の世界人口会議の経緯を

「世界人口フォーラム」もその一環で、

評価が行われている。今回開催された

ＣＰＤ行動計画のｎ年後のレビューと

る今年２００４年には、世界各地でＩ

ＩＣＰＤ開催からちょうどⅢ年とな

号」に新たに乗り組むことを想像する

だが、それは水資源や化石燃料など人

８

カイロ・プラス1０

ているエイズやその他の感染症、先進

イッ、国境を越えた人類的課題になっ

であるリプロダクテイブ・ヘルス／ラ

カイロ会議の「行動計画」の主要目標

ズアップされている国際人口移動や、

バリゼーションの進行とともに噺クロー

同様に議論し、グローバルな問題とし

トの問題を環境・資源・経済的問題と

題を論ずる際も、年金制度や医療コス

したがって、今後、世界規模の人口問

題として浮上してくる可能性が高い。

発展がある程度進んだ国から深刻な問

おそらく開発途上国においても、経済

く議論されることの重要性・有用性に

として、世界各国の有識者によって深

ゆる分野にまたがった地球規模の問題

開発、経済発展、国際摩擦など、あら

が、地球温暖化などの環境問題、資源

高齢化対策に偏りがちだった人口問題

解・共有されたわけではない。

国だけでなく開発途上国でも関心が高

て扱われるべきであると確信する。

大課題である。とりわけ急スピードで

支えていくか、これは先進国共通の重

少ない人口で多くの高齢化者をいかに

〃・４％に達すると見込まれている。

０年の７．９％から、２０５０年には

いては、師歳以上の人口割合が１９５

に限ったことではない。先進諸国にお

課題になっているが、この問題は日本

に日本における少子高齢化は、国家的

心をもったのは高齢化問題である。特

こうした中で、私が個人的に最も関

た。

ＮＧＯ代表、専門家が真剣な討議を行っ

題に対して各国から参加した国会議員、

る」という趣旨の発言をしたが、各国

金制度の問題を真剣に研究すべきであ

対策、生活水準の維持対策として、年

規模で問題となる開発途上国の高齢化

い。私自身も会議の中で、「今後、世界

換もすれ違いに終わった而も少なくな

抱えているため、発表者による意見交

自国の異なった種類の「人口問題」を

事情は実に多種多様であり、それぞれ

せられた。それだけに参加各国の国内

改めて人口問題の奥行きの深さ感じさ

の問題が会議で取り上げられたことで、

ライッ、女性の教育問題など実に多く

エイズ、リプロダクテイブ・ヘルス／

さて、今回の会議に参加して高齢化、

きたいと考えている。

としての政策形成に真剣に活かしてい

何をなすべきか真剣に考え、国会議員

た、そのために各国、そしてわが国は

世界の人口政策はどうあるべきか、ま

私としても世界の持続的発展のため、

行う必要性を痛感した。

きこうした会議を通じて意見の交換を

ことこそが何より必要であり、引き続

う、こうした絶えざる対話努力を行う

べて人間らしい幸せな生活をできるよ

ても、この世界に生まれた人々が、す

れに、言語や宗教、民族の違いがあっ

ついて学ぶところが多かった。われわ

他方、私の実感として、国内で少子

まっている高齢化問題など、今日的課

進行している日本の少子高齢化は世界

代表の受け止め方もまちまちで、必ず
しも私の問題意識そのものが＋分に理

の「先駆的モデル」としての位置付け

が可能であると考えられる。そして、

９
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「世界人権フォーラムＬ参加報告
「会議そのものの意義は感じつつも、全体として
Ｌ

うか。開催にあたり、日本から衆議院

議員・長浜博行、川上義博の２名が渡

仏、３日間にわたり会議に出席した。

同フォーラムが開催されたナント市

は、首都パリの南西約４００キロ、大

西洋に面した人口別万人ほどの町であ

る。このフランス地方都市に帥力国か

ら、政府関係者、議員、研究機関やＮ

ＧＯ関係者など、約１２００人に及ぶ

務官事務所（ＯＨＣＨＲ）をはじめ、

連教育科学文化機関）、国連人権高等弁

開催された。この会議は、ユネスコ（国

である。その歴史を振り返ると、ナン

で始まる「人権宣言」を生み出した国

な権利を持つ」。フランスは、この一文

「人は生まれながらにして自由で平等

人権問題の専門家が集った。

各国の人権問題専門家が一堂に会する

トの町もまた、人権思想の歴史にその

新たな問題を投げかけてきた。こうし

そしてグローバル化の波は、私たちに

代に入ろうとしている。増大する貧困、

時のフランス国王アンリ四世はプロテ

る宗教抗争を続けていた。１５９８年、

リックとプロテスタントが釦年にわた

蛆世紀、当時のフランスでは、カト

名を留めている。

た価値観の変転の中、私たちが守るべ

スタントに対し信教の自由を認める勅

立の構図に終止符が打たれた。有名な

き人間の権利についても、新たな問題

今、世界の人権問題の最前線ではど

「ナントの勅令」である。この勅令が目

令を発布、これにより長年にわたる対
のような議論が交わされているのだろ

が生み出されようとしている。

９．ｕ以後、世界は新たな混迷の時

国際会議である。

市において「世界人権フォーラム」が

５月咀日～四日、フランス国ナント

衆議院議員長浜博行
衆議院議員川上義博

は具体的な救済策や政策の議論に乏しかったとの

露雲i1liiii蕊|Ｉ
閉会式で市長が述べたように、ナント市は17世紀末～19世紀半
ばまで黒人奴隷売買で栄えた港町。会場内にはこのようなパッ
チワークの作品が多数展示された。

１０

１，０＄ｂ研・形‐５．野．礼卜，。

０．↑

長浜Ｉ

工義博

指した宗教的寛容は、後の人権思想に

９．，以降、テロリストがもたらし

フリカ大陸から多くの黒人が奴隷とし

へと浮かび上がらせる。この時代、ア

民地主義が、ナントを再び歴史の表面

時は流れ昭世紀、拡大する列強の植

への対抗措置が、国家にとっての最優

れるようになっている。しかし、テロ

念が国家レベル、国際レベルで認識さ

た悲劇以降、「テロとの戦い」という概

２００１年９月ｎ日にアメリカを襲っ

策、難民受け入れ政策にも影響を及ぼ

テロへの不安は、各国政府の移民政

暴力が増加している現状がある。

同時に高まり、これらの一般市民への

た。また、ユダヤ系に対する嫌悪感も

教徒全般に対する嫌悪感となって現れ

た不安や恐怖は、形を変え、イスラム

て海を渡った。その奴隷貿易の中継地

先事項となりつつある中、テロとの戦

している。移民労働者やその家族に対

●５月打曰㈲

点として、ナントは繁栄の時を迎えた

いが新たな人権侵害を引き起こしてい

する人権侵害、政治的亡命者、難民希

も通じている。

のである。

る可能性について指摘されることは少

望者への不当な扱いも報告されている。

同市では現在、こうした負の歴史を

ない。

ラムがこの町で開催されたことも、過

活動に取り組んでいる。今回のフォー

人権の侵害であり、決して正当化され

イデオロギーによるものであろうとも

テロリストの行為は、いかなる理由、

えてしまうことへの懸念が述べられた。

テロ集団にさらなるテロへの理由を与

会議では、各国の無謀な反テロ政策が

風化させまいと、市を挙げて人権啓発

去の記憶と未来をつなげようとする同

るものではない。しかしその一方で、

このほか、ジュネーブ条約の観点か

市の努力の一環であろう。

困と人権」、この三つが同フォーラムに

ション時代の差別撤廃への取り組み」「貧

とができるのか。この日の議論では、「目

つテロリズムの脅威と対抗していくこ

世界はいかにして、人権を尊重しつ

その一方ではテロによる犠牲者の権利

は、人権無視も時には許されるのか。

ように、テロとの戦いを遂行する上で

クのアブグレイブ刑務所での例が示す

ら見た、テロに関与した者に対する扱

与えられたテーマである。会議では一

的のためにはいかなる手段も選ばない」

を問う声もあり、またコンゴからの出

テロとの戦いのために人権が侵害され

つのテーマにつき一日ずつ全体会議と

という現在の姿勢が人権侵害につながっ

席者は、テロの悲劇以上に悲惨な状態

いの正当性を指摘する声もある。イラ

パネルディスカッションが開かれ、様々

ている現状と、テロリズムを醸成する

が日常化しているコンゴ住民の救済を

ることがあってはならない。

な角度から問題を論じ合った。以下、

その根本的な原因について議論が交わ

「テロリズムと人権」、「グローバリゼー

その議論の概要を紹介する。

訴えた。この点については今後も議論

1il1i l l I

された。

１１

衆議院議

議院議員

が続けられるだろう。
メディアとテロリズムの関係につい

ても触れる必要がある。９．ｕ以降、

見も出された。

難民などに対する新しい差別を生み出

している現状に触れ、その本質的な原

因解明を急ぐべきとの認識を示した。

「障害者ｌ差別から社会参加へ」と題

された円卓会議では、障害者が求める

●５月相曰㈹
２日目のテーマは「グローバリゼー

ものが社会への参加であり、社会の中

テロリズムはジャーナリズムにどのよ

うな影響を与えたのか。出席者からは、

ションとあらゆる形態の差別と社会的

うのでなく、障害者の社会と健常者の

自らの主張を伝える媒体としてメディ

人種差別や外国人排斥、そして社会

社会が相互に助け合える社会を築くこ

に自分たちの居場所をもつことが強調

げるメディアの依存関係への批判の声

的不平等は人類の歴史を通じて様々な

とが求められた。

疎外」。現代の世界が抱える差別問題を

もあった。これに対してメディアの側

形で存在し、今なお続いている。宗教

ナント市は加年、障害者問題を扱う

アを利用するテロリストと、テロ事件

は、断片的な報道で満足してしまう公

や民族性、言語の違いに基づく差別は

外郭団体を設立した。交通手段や公共

された。障害者が社会に埋もれてしま

衆の無関心をあげ、公衆のニーズがあっ

「伝統的」ともいえる差別の形であり、

施設、教育現場での障害児受け入れ可

取り上げた。

てこそより深いテロ報道も可能になる

グローバル化が進む現在もその状況は

能校の拡大など、社会における障害者

の報道により視聴率や新聞購買率を上

との考えを示した。

変わらない。

状でそれは、人権問題と直接間接に関

た。テロリズムの原因、いくつかの現

ことの無謀さを指摘する意見が上がっ

視してテロリズムを撲滅しようとする

の日の全体会議では、テロの原因を無

ての理解が不十分なのではないか。こ

テロの背後にある根本的な原因につい

た同氏は、９．ｕ以降の各国の反テロ

分析することの重要性を強調した。ま

歴史をさかのぼり、差別の構築過程を

部分の複合的な概念である」として、

的な信条や価値体系、伝統など様々な

ディエンヌ氏は、「差別は個人的・集団

講演に立った国連人権委已貝云のドゥドゥ・

何を成しうるのか。会議の冒頭、基調

この問題と取り組むために私たちは

会議では、こうした社会の多様性を国

き、差別の現象が生まれるのである。

る。この要素が否定的に捉えられたと

社会を繁栄させる要素となるものであ

民族や宗教、文化の多様性は本来、

の現状が報告された。

害、差別が悪循環を続けるこれらの国々

約６割が開発途上国に集中、貧困と障

た活動の紹介のほか、世界の障害者の

のアクセス改善を進めている。こうし

現代の世界では、テロ行為やテロリ

わっているからである。国連の力不足

政策強化が「不審な外国人」や移民、

ストについてはしばしば語られるが、

がテロを助長しているとする厳しい意

1２

民が認識し、社会のマイノリティに対

する寛容性をはぐくむ手段として教育

が果たす役割が強調された。

うにするという目標も含まれる。

た。

会は、貧困にある人たちが自らの人権

午後の円卓会議では、「人権教育」、「知

経済や科学技術の新たな発展は、世

を認識する機会をも奪っているのでは

フォーラム最終日、会場ではグロー

界に人や情報、資本の自由化をもたら

ないか。貧困にある人々が自らの人権

識と教育のグローバル化」など、貧困

した。しかし、その一方でグローバル

を語り守っていく、そのための人権教

バル化と貧困の関係、人権教育の重要

化の波は、富の集中と、経済発展の恩

育をいかに進めていくか。それも今後

対策に教育が果たす役割を重視したテー

貧困、特に極度の貧困にある人々は、

恵を享受することのできない貧困層の

の課題であろう。

性など様々な視点から、現代の貧困問

十分な食物もなく、家もなく、教育を

集中現象を生み出している。これらの

このほか、「人権に基づいた貧困根絶

マが取り上げられた。不十分な教育機

受けることも医療の恩恵を受けること

貧困層は地区、地方レベルにとどまら

アプローチ」と題された円卓会議では、

題が論じられた。

もできない状態に置かれている。こう

ず、｜国全体が貧困化しているケース

国家や関係当局に貧困根絶を法的に義

●５月相曰㈱

した境遇にある人々は、貧困ゆえに社

も見られる。

基調講演を行った国連人権擁護小委

めていく可能性についても意見が交わ

務づけることによって貧困の撲滅を進

「人権侵害としての貧困」

会的、文化的、政治的な権利を享受す

る道を閉ざされ、貧困ゆえに暴力や差

員会のジョゼ・ベンゴア氏は、現代の

た結果だとして、貧困を人権侵害と捉

別、排斥、または新たな形の奴隷制度

こうした現状を受けて国連は、２０

えることから今後の対策を考えていく

会議に参加した３日間、世界各地か

された。

００年９月のミレニアム・サミットに

べきだと述べた。さらに同氏は、立場

ら参加した立場の異なる人々と意見を

貧困問題についてこれまでのニーズ、

おいて採択された「ミレニアム宣言」

の弱い国々がしばしば多国籍企業の決

交換できたことは、非常に有意義な体

や人身売買といった人権侵害の波にさ

で、世界の貧困人口を２０１５年まで

定に従わざるを得ない現状があるとし

験であった。ただ、会議そのものの意

資源ベースの貧困対策が効果的でなかっ

に半減させるという目標を掲げた。こ

て、これら企業の活動を律する国際的

義は感じつつも、全体としては具体的

らされている。

の中には、同年までにすべての子供が

な法的枠組みを構築する必要性を説い

○終わりに

男女を問わず初等教育を履修できるよ
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開会の挨拶する
谷津義男AFPPD議長

な救済策や政策の議論に乏しかったと

の印象はぬぐえない。アジア系の参加
者が私たちを含む数名だったことも気

になる点である。次回フォーラムでの

■升’，‐

改善に期待したい。

一エハ

人口と女性問題、これは切り離すこ

とのできない問題です。女性なくして

人類の未来はありえません。今年は１

９９４年の国際人口開発会議（ＩＣＰ

Ｄ）からｎ年の記念すべき年として、

さまざまな行事が行われています。

この過程の中で、ＩＣＰＤで採択さ

れた「行動計画」の実施状況の検証な

どが行われていますが、「ＩＣＰＤ行動

計画」の最も重要な成果は、人口問題

に量的に対応するのではなく、質的に

対応するという大きなパラダイム転換

を成し遂げたことです。

カイロ以前の世界規模の人口会議で

は、数値目標を設定し、それに従って

を取り巻く環境を改善することで女性

ました、「オーストラリア人口と開発に

オーストラリアはＡＦＰＰＤ創設期

の生活の質を改善し、様々な情報を得

人口の「量」を抑制するという考え方

議員・大臣会

からのメンバーとして活発にその活動

た上での選択を実現する。その結果、

関する超党派議員グループ」の皆様に

議にご参集賜

の推進力を担ってこられました。現在

望まない妊娠を減らし人口を安定化さ

が主流を占めてまいりました。カイロ

りありがとう

はケリー・ホア議員がオーストラリア

せるという、「質」的なアプローチへと、

心から感謝の気持ちを表させていただ

）自尊義勇ＡＦＰＰＤ鴬扁

二三、ヨ毛謄
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谷津議長に挨拶
本日はＡＦ

ございました。

を代表してＡＦＰＰＤ活動に参加され、

その考え方が根本から大きく変化しま

では、この量的な発想から、主に女性

また、会議開

女性委員長としての重責を担っておら

した。

きます。

催に対してご

れます。

ＰＰＤの女性

尽力ください

1４

先進国では少子高齢化が深刻であるの

大きく異なった様相を示しています。

に子供が産めない、産んでも一人っ子

ば、女性を取り巻く環境が厳しいため

ません。しかし、日本の現状を考えれ

それを一つの原因に帰することはでき

は、男性も大切にされる社会であると思

女性が女性として大切にされる社会

ません。未来を作るのは女性なのです。

を守ることからしか次の時代は生まれ

現在、世界の人口問題は地域ごとに

に対し、サハラ以南のアフリカでは今

性の置かれた環境の改善は不可欠です。

います。人間が人間らしく生きるとい

言葉をかえれば、先進国では女性の

この会議で女性を取り巻く課題を十

が精一杯という現状があるのも事実な

置かれている環境が厳しいために、産

分に議論していただき、その成果をＩ

なお爆発的な人口増加が続いています。

みたい女性でも子供が産めない状況に

ＣＰＤプラス、の一連の活動に反映さ

う私たちの目標を実現するためにも女

途上国の激しい人口増加に対応する

あるのです。一見、途上国の人口増加

せていって頂きたいと思います。この

のです。

ためには、まさにリプロダクテイブ・

と全く反対の現象のようでありながら、

会議の意義と成功を確信しております。

アジア地域でも南アジアを中心に人口

ヘルスの改善を中心とする行動計画の

実は女性を取り巻く環境の改善が十分

本日はこの重要な会議にご参集いただ

増加の勢いにはまだ激しいものがあり

更なる実施が必要となります。同時に

ではないという意味で、同じ問題に直

き、建設的な討議に参加していただい

ます。

識字率や稼得機会の向上など具体的な

面しているといえると思います。

子供を産むというのは女性しかでき

川橋幸子

ありがとうございました。

たことに心からお礼を申し上げます。

女性のエンパワーメン卜が不可欠です。
他方、先進国は少子高齢化問題に直

ないことです。子供を慈しみ、愛し、命

参議院議員

月）』の前文にある言葉である。続いて

未曾有の事態に直面している」。これは、

「われらは、紛れもなく、有史以来の

ると述べている。日本は今や、高齢化

会を実現する」ことが喫緊の課題であ

に誇りと喜びを感じることのできる社

前文は「子どもを生み、育てる者が真

『少子化社会対策基本法（２００３年７

○はじめに

真のジェンダー平等を

■出口生率・の回旧復訳のため■に銃
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面し、これは年金をはじめとする社会
保障に大きな影響を与えることが懸念

されています。先日、日本では２００
３年のＴＦＲが１．羽であったという

発表がなされ、大きなショックが起こっ
ています。東京都ではとうとうＴＦＲ
が１を割り込みました。いうまでもな

く、これは次の世代が約半分になって
しまうことを意味しているのです。
少子高齢化の原因は単純ではなく、
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対策とは言わずに、少子化対策、子育

あり、虹世紀の高齢化社会においてこ

推計人口」）。人口推計の確度は高く、

人口高齢化はかなり早くから予測する

私は、１９８５年「ナイロビ将来戦

そ、女性と男性が社会的・文化的に形
ることなくその個性を発揮し、個人の

略」に沿い新国内行動計画を改定する

て支援対策という表現が、国として中

｜見、こうした動きは女性にとって

エンパワーメン卜と自己決定権が尊重

とき、総理府婦人問題担当室（現、内

ことができるものだ。

有利に働きそうである。事実、育児介

されることになるはずだと、私はいく

閣府男女共同参画局）長の職にあった。

成された性別（ジェンダー）に縛られ

護をめぐる企業や社会の環境整備対策

ばくかの期待を持った。しかし、理想

心的な課題になりつつある。

は進展しつつある。しかし同時に、労

い将来、出生率の低下に歯止めがかか

当時、私は、育児休業法の制定を促進

先進諸国の経験からすれば、女性の

らなくなる」こと、「今から、仕事と育

と現実はかけ離れたものになりつつあ

トタイム労働、派遣労働、有期一雇用な

就業率（妬～弘歳層の就業率）の高い

児の両立支援策を講じるべき」ことを

働市場では、雇用形態の多様化が喧伝

ど）が急速に進むとともに、「正規一雇用」

国ほど経済が安定し、かつ出生率も高

訴え、『西暦２０００年における女性の

させたいという気持ちから、「日本も近

と「非正規雇用」の間の処遇格差が拡

いことが統計によって検証されている

ライフスタイルの将来予測』（１９８７

る。

大しており、「ジェンダー平等」の実現

のだが、日本の場合は、直近に発表さ

年）と題する専門家報告を取りまとめ

され、働く女性の「非正規労働化」（パー

は、なおいっそう遠のいている。

れた合計特殊出生率は１．羽（２００

我が国の「女性のための憲法」と期

た。しかし当時は、「女性の社会進出は、

出生率を低下させ、家庭を崩壊させ、

３年）と過去最低になっている。

待された『男女共同参画社会基本法（１
９９９年６月旨はその前文に「男女が、

共同参画社会を実現する」ことが緊要

個性と能力とが十分に発揮できる男女

かち合い、性別にかかわりなく、その

総務省統計局「人口推計」⑲・０％）。

筋歳以上の高齢者である（２００３年

わが国は、現在、Ⅲ人中２人までが

人口高齢化

日本は、女子差別撤廃条約の批准に

見事に的中している。

かった。今にして思えば、この予測は

あったこともあり、報告は注目されな

が世論を風摩しており、弱小な組織で

子どもの非行を増加させる」との俗説

な課題であると述べ「男女共同参画社

２０５０年には、Ⅲ人中４人近く（弱。

あわせて『男女一厘用機会均等法（１９

１、早くから予測されていた

会の実現は皿世紀の最重要課題」だと

７％）になると予測されている（人口

８５年）』を制定したが、『育児休業法

互いにその人権を尊重しつつ責任も分

謡っている。

問題研究所、２００２年「日本の将来

この二つの『基本法』は同じ文脈に
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｢女性と経済｣のディスカッ
ショングループで発言する
川橋幸子議員

生一世紀」にまで、著しく伸びた。

現在、日本は、世界の最長寿国であ

かつて日本は欧米と異なり、家族の

強い絆が「含み資産となっている」と

一方、出生率は、第２次大戦後の家

増え、晩婚化・非婚化が進み、結婚を

やすくいうと「子供が減り、年寄りが

述べた首相（大平正芳氏）がいるが、

族計画の普及により「２人っ子出生パ

してもすぐ離婚してしまう」という姿

る（２００２年、男乃・詑歳、女路・

ターン」が定着して急激に低下した後、

になっている。

今の日本の家族のイメージは、わかり

１９７０年代半ばの第２次ベピーブー

瀦歳。厚生労働省資料）。

（１９９１年）』の制定までには、その

は「豊かさ」と「平和」の果実として

人口高齢化の要因は一一つある。｜つ

い」へ変化してきている。しかしなが

婚しなくてもいい」、「生まなくてもい

ら、１９９０年代以降は、無理して「結

８０年代の「産みたいが産めない」か

単純に言うと、若者の意識は、１９

る現役世代」と「扶養される引退世代」

形へとシフトすることにより、「扶養す

ピラミッドが逆三角形の頭でっかちの

の維持が困難になることにある。人口

て、年金・医療・介護の社会保障制度

人口高齢化の社会問題は、端的にいっ

ｌ日本の場合ｌ

３、人口高齢化の社会問題とは何か？

ムを過ぎてからは、結婚観・家族観・

人生観といった価値観の変化にともな

の平均寿命の伸びであり、二つは、「出

ら、まだ、日本の場合は同棲などによ

のバランスが大きく崩れてしまうから

い、低下の一途を辿っている。

生力転換」の結果と、その後のいわゆ

る婚外出生数は少ない。

た。この間に、日本人の平均寿命は、

おいて国民の生活水準は急速に改善し

０年代前半における高度経済成長期に

復興を遂げ、続く１９６０年～１９７

日本は、第２次大戦後驚異的な経済

「機能の低下」をもたらしている。

化が、わが国家族の「規模の縮小』と

化、国際化の進展が続き、こうした変

ションの下でのサービス経済化、情報

があり、またその後も、グローバリゼー

における工業化、都市化の著しい進展

こうした背景には、高度経済成長期

のピーク時の比率が高いことが特徴だ

国の４倍のスピードで進み、かつ、そ

ことであるが、日本の場合は、欧米諸

人口高齢化はどの先進国も経験する

ことになると予測されている。

の現役世代で１人の引退世代を支える

だ。日本では、２０５０年には、２人

生率の低下である。

起こったのか

る先進国に共通する社会変貌による出

「いつ？」「どのようにして？」

２、日本の人口高齢化は、

後６年の時間を要している。

籔i霧蕊

かつての「人生帥年」から、今や、「人

1７

ド
電

政党間よりも議員の性別間で、大きな

めるなどが主なものであるが、いずれ

も予算措置による誘導策であり、自治

といわれている。

意見の違いが目立った。ちなみに、日

先に述べたように、帥年代以降、「多

今年の国会は「年金国会」といわれ、

『少子化基本法』に対して、女性議員

様な働き方」の名の下に非正規雇用が

体財政も逼迫していることやデフレ不

および女性団体の多くは、「個々の家族

急激に増加している。特に女性の場合

本の国会議員の女性比率は、衆議院７．

に陥っていること、また、自営業者・

の責任が強調されすぎ、不妊治療が突

は、新規就職者の過半数が非正規雇用

年金制度改革をめぐり与野党が激しく

無業者を対象とする国民年金は保険対

出し、個人の自己決定権やライフスタ

である（２００２年、総務省就業構造

況から脱し切れない企業の経営状況を

象者の４割が未納・未加入となるなど

イルの選択に対して国が干渉すること

基本調査）。また、男性の場合も、若者

３％、参議院咀・５％で、女性議員は

年金に対する信頼が大きく揺らいでお

になるのではないか」と反対した。そ

のフリーター現象（定職をもたずに、

対立することになった。その背景には、

り、「年金制度一元化」を主張する野党

の懸念は、例えば、最近、皇太子殿下

アルバイトやパート労働の転職を繰り

考えると、その実効性は期待簿ではな

と、「負担と給付の当面の調整」を急ぐ

の『雅子妃のキャリアや人格が否定さ

返すタイプ）が目立つ。

少数派であり、女性の意見はなかなか

与党との間で、国会審議が難航した。

れることがあった」との発言が内外に

制度の複雑さによるわかりにくさがあっ

また個人的な意見であるが、昔の日

大きく報道されたことに象徴される。

庭生活の両立を容易にすることよりも、

いかと思われる。

本に比べ今の日本では社会的な助け合

ちなみに雅子妃は元外交官のキャリア

若者の将来の人生を不安にすることの

理解されにくい。

いの意識、いわゆる連帯感が失われつ

をもち、皇太子ご夫妻の子供は女の子

方の危険が大きく、「子どもを生み育て

た。雇用者のための厚生年金が財政難

つあるようにも見える。「豊かさの代償」

お一人である。お世継ぎ問題がご夫妻

ることに夢を持てる社会」（１９９８年。

『少子化社会対策基本法』を制定すると

活の両立を支援するため、自治体が保

『次世代法』の内容は、仕事と家庭生

は法制定当時から「通常の労働者とパー

『パートタイム労働法（１９９３年旨

こうした多様な働き方は、仕事と家

なのだろうか？

にとってプレッシャーになっているこ

厚生白書の題名）の実現からはほど遠

４、〃少子化二法〃の制定を巡る動き

とが容易に察せられる。
ともに、その具体策としての『次世代

育所整備計画を定め、企業が育児休業

トタイム労働者との均衡処遇」を具体

２００３年、日本は、冒頭紹介した

育成支援対策推進法』を制定した。こ

制度の取得促進のための行動計画を定

いものとなっている。

れらは〃少子化二法〃と呼ばれるが、
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は、今のところ、全くない。非正規雇

用につなげてはならないという法規制

多様化する雇用形態を「不安定己雇

（２００３年）にとどまることになった。

法改正は見送られ、パート指針の改正

ていた。しかし、、年後の見直しでは

的にどのように図るのかが課題とされ

教育水準も向上した。

による国民生活の向上により、女性の

金原則が法律上規定された。経済発展

教育の機会均等、男女同一労働同一賃

初めて、女性が参政権を得るとともに、

されない「法の下の平等」が規定され、

により、憲法には、性別によって差別

約帥年前、第２次大戦後の民主改革

９年）。

弛位と低位に落ち込んでいる（１９９

ワーメン卜指数」（ＧＥＭ）は舶力国中

位と高いものの、「ジェンダー、エンパ

「人間開発指数」（ＨＤＩ）は世界第９

国連開発計画の指標では、相変わらず、

タログとしては見事に整備されたが、

アリングを求めているが、その願いが

原則を踏まえたオランダ型のワークシェ

求め、「同一（価値）労働、同一賃金」

あることを理由とする」差別の禁止を

均等法』の制定（１９８５年）が実現

の批准（１９８５年）、『男女一雇用機会

ほど述べたように、女子差別撤廃条約

連「女性のｎ年」が追い風となり、先

また約釦年前、１９７５年以降の国

築」という新しい政策群を設定して、

別による偏りのない社会システムの構

を発揮する」という理念を登場させ、「性

ンダーに縛られずに個人が個性と能力

『男女共同参画社会基本法』は、「ジェ

このようにジェンダー平等法制はカ

用の多くは女性であり、「非正規雇用で

かなえられる日はくるのだろうか。現

今度こそ、政府のあらゆる政策に対し

と説明されている。しかし問題は、そ

し、その後『育児休業法』の制定（１

１９９５年の第４回世界女性会議に

の理念が具体的な施策の推進に当たっ

状においては、日本の場合、雇用政策

おける「北京行動綱領」の採択を受け

てはあまり生かされていない、という

て「ジェンダー主流化」の視点からの

て、『育児休業法』の改正により『介護

ことにある。

９９１年）、『パートタイム労働法』の

休業制度』が新設（１９９５年）され、

国連の『女子差別撤廃委員会』の対

に関し、ジェンダー主流化の観点はほ

法制度上の平等から事実上の平等へｌ

『男女一雇用機会均等法』の改正により努

日審査の最終コメント（２００３年８

監視が可能になる枠組みを規定した、

日本は、『男女共同参画社会基本法』

力義務規定が禁止規定へ強化（１９９

月）は、特に雇用に関し、「国内法に差

制定（１９９３年）も見た。

をはじめとする「法制度上のジェンダー

７年）されるとともに、『男女共同参画

別の明確な定義が含まれていないこと」

とんど顧みられていないといってよい。

平等」は進んだが、「事実上のジェンダー

社会基本法』が制定（１９９９年）さ

に懸念を表明し、「直接差別及び間接差

５、ジェンダー法制に

平等」の実現が遅れている典型的な国

れた。

求められるもの

の一つであるといえる。
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別を含む、女性に対する差別の定義を国

②解決策は、やはり、「男は仕事、女は
家庭」の伝統的な性別役割分担意識

の平等」に向けてその実現を目指す

会の形成」などの表現により、「結果

定するのではなく、「男女共同参画社

保」など「機会の平等」を明確に規

①日本の法制は、「差別禁止」「均等確

真のジェンダー平等法制を

６、出生率を回復するために、

造的な改革を遅らせる結果となって

高い。こうしたことが経済社会の構

を温存し、再生産した可能性の方が

が、企業経営の中に伝統的な価値観

しろ、経済成長が急速であったこと

展と人権尊重は別のものである。む

が、日本の経験からすると、経済発

尊重される」ことが期待されている

内法に導入すること」を勧告している。

を変革することにある。一般に途上

という暖昧な規定になっている。そ

いる。

国においては「豊かになれば人権も

の背後には、欧米の人権思想に対し、

を一人もつくらない女性が、好き勝手、

と一一一一口つちやなんだけど、自由を認歌し

て、楽しんで、年とって……税金で面

倒見なさいというのは、本当におかし

いですよ」。（全国私立幼稚園連合会の

〈雪〈ロ）

（注２）２００３年旭月》石原慎太郎都知事発

言「文明がもたらしたもっとも悪しき

有害なものは「ババア」。女性が生殖

能力を失っても生きているってのは、

無駄で罪」

④ジェンダー平等は、やはり、意思決

定・政策決定への女性の参画が飛躍

性の側からもそれほど強く出ていな

主義からの主張は、残念ながら、女

した文化多元主義に対する人権普遍

多元主義」からの主張がある。こう

状は、女性を蔑視する公人の発言が

解しなければならないが、日本の現

ステムの構築が必要であることを理

めには、性別にとらわれない社会シ

③政治のトップが、真の社会改革のた

来徐々に改善していくものであり、

では、日本のジェンダー平等は、将

増加する傾向にある。そうした意味

員比率は、長期的に見れば、徐々に

行政職比率・国会議員比率・地方議

る。この面で、女性の、管理職比率・

的に拡大しない限り、実現困難であ

い。「東洋的価値」が人権の尊重や差

相次いで起こっている。（注１、注２

決して後戻りすることはないという

日本の伝統を重んじるという「文化

別の禁止といった「法規範的原則」

参照）

ことは、間違いなく断言できる。ま

殊出生率は、さらに世界史上最低を

た、そうでなければ、日本の合計特
がご苦労様でしたといって、面倒を見

更新することになろう。

供をたくさんつくった女性が、将来国

（注１）２００３年６月叩森喜朗前首相発言「子

を暖昧にし、ジェンダー平等の実現

を阻害するかつこうの言い逃れとなっ
ていることを、今後、どう解決して
いくかが大きな課題である。

るのが本来の福祉です。ところが子供
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黄土高原の職jｉ

中国シルクロード植林ﾂｱｰ体験報告から

東京国際大学講師経済学博士

平松健治(NPOＡＳＡ会長）

強い風とともにあたり－面が急に霞がかかったようになって見え

なくなる。ここは西安（かつての長安）から西北１００キロぐらい

の映西省、浬陽県高圧鎖（中国の県は日本の郡にあたる）の丘陵地
帯。以下は、３月27日から４月４日に実施されたＮＰＯ２０５０主
催の「シルクロード植林ボランティア・ツアー」に参加して見聞し
た記録である。

２１

鐵農業・植林

原は雨水の恵みの少ない半乾燥地であ

壌である。それでも中国文明の発祥の

するにも労多くして生産性の乏しい土

ら、農業にも耕作困難であるし、植林

いわれ、わが国の１１００ミリ以上と

中国の年間降雨量は１１０ミリ程度と

水力は乏しいので灌概もままならない。

どこの土地でも樹木がなければ、保

た現場を見に行くと、黄土の堆積層の

立ち、昨年の集中豪雨で大規模に崩れ

砂崩れが襲うのである。植林作業に先

とともに、せっかく耕作した土地を土

ルのように降り注ぎ、表土が流出する

る。しかし７月～９月に集中的にスコー

地という黄土高原は秦に先立つ周の時

較べると圧倒的に少ない。特に黄土高

あったと伝えられる。

樹木のない黄土高原の重々たる風景(上は険西省浬陽県､下は侠西省
淳化県）写真提供：㈱コスモ石油

代には樹木に恵まれた緑豊かな地域で

く、鍬を入れるのに堅い土質であるか

まるが、雨水に侵食されやす

は細かく、乾燥すると堅く固

い流されてしまう。その土質

いから表土は雨季がくると洗

栄養分はなく、植物は育ち難

て出来上がった台地で、土に

メートルの厚さにまで累積し

壊が数十メートルから２００

巻き上げられた風に乗った砂

砂漠やタクラマカン砂漠から

それは何千年、何万年とゴビ

酷ともいえる土地柄である。

あった。特に農業にとって過

しくかつ危険に満ちた地域で

高原の現実は厳しく、緑に乏

話では聞いていたが、黄土

綴
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黄土高原の砂嵐
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●平松健治(ひらまつ｡けんじ）
1930年大阪府生まれ

〈現職>東京国際大学経済学部講師
〈学歴>神戸大学大学院経済学研究科修士
号・ゲッティンゲン大学経済学博
士号取得

(職歴>１日東京銀行(現東京三菱銀行)入行、

同海外情報管理室長を経て、旧ナ
ショナル証券(現SMBCフレンド証
券)常務取締役､同ロンドン現地法
人会長。中部大学国際関係学部及
び大学院教授、米国オハイオ大学
客員教授を経て、現職
く主な著書〉「マレーシアにおける企業経
営』東銀リサーチインターナショナ
ル､1983年、『国際金融・資本市場』

有斐閣､1988年(共著)、『経済開発
支援としての資金還流』アジア経済
研究所、1989年(共著)、Ｐ・ナジ『途

上は中華人民共和国全国で、下はその枠の拡大図＝黄土高原全域

上国取引のリスクマネージメント』

東銀リサーチインターナショナル、
1985年(監訳）

た土砂が河川に流れ込んで川床を上昇

させ洪水の原因となることも環境保全

上憂慮される問題である。実態がこう

した黄土高原は、地図を見ると西安を

含む丘陵山岳地域で、日本の１．４倍

の面積を占めている。（地図参照）

中国の森林消失と砂漠化は大気汚染、

水不足、水質汚染、廃棄物投棄等と並

んで今日の中国の重要な環境問題となっ

ている。環境破壊の歴史は紀元前四百

年頃の戦国の時代、諸侯が覇権を求め

て武器の製造や居城の造営を繰り返し

に近い成陽に巨大な宮殿、阿呆宮を設

た時代から始まるとされる。止めは秦

の高圧鎮

けた。この宮殿は秦が滅びて焼かれた

の始皇帝である。今回のツアーの拠点

の東風村

ときに三カ月も燃え続けたといわれ、

であった西安は黄河の支流滑水の平坦

で数人が

使われた木材の量がいかに膨大であっ

な流域にあり、素の始皇帝はここ西安

死傷した

たかが窺われる。その後人口が増大す

樹木の伐採が進み、特に１９４９年、

し｝のこと

さらに

新中国になってから森林消失が急速に

るごとに耕地造出と燃料採取のための

題なのは

進んだのである。

である。

侵食され
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問

よ地さ状さなと穴ンすと等住割く麓
るの当れ況れくたく゛とるしの居りで
と新時たがて押まら称ヤて貯や抜黄
、間の゜理いしりがすオ利蔵食い土
こに現解る積もひる卜用庫糧てを

王者の窓意と権威のための営造物の生

産に樹木から木炭を生産し、燃料とし

一般に中国には何故森林が少なく、

群雄・諸侯が覇権を目指し、戦乱にま

の始皇帝時代に先立つ戦国の時代から

の少なさに起因するとしても、この秦

にも満たないという。基本的には雨量

は的～、％といわれるが、中国は過％

からでもあるが、爾来、覇権を争い王

炭や石油を燃料とする知識はなかった

あったかが理解される。当時はまだ石

木の消失の規模がいかに大きなもので

た状況で存在するといわれており、樹

既発見の兵馬桶以外にもなお拡大され

たのである。近年、地下墳墓の状況は

赤茶けた山並みや丘陵が多いかである。

みれて樹木を乱伐した歴史にその原因

朝の隆替を重ねて２０００年、武器製

霞歴代の覇権争いが緑喪失に
日本の森林の全土地面積に占める比率

の一つを問うことができる。すでに鉄

造や都市、宮殿の建設に樹木が伐られ

勿論、中国の砂漠化が進む最大の原

器時代に入っており、武器製造のため

の長城の膨大な煉瓦の生産に「焼き締

因は降雨量の少ないことであるが、灌

たものの、植林して森林を保持するこ

め」を効かせる燃料に膨大な樹木を木

概のための地下水汲み上げには更なる

の燃料や宮殿の建築材料としても大量

炭として消費したと伝えられる。因み

問題がある。知られるように、今のイ

とがなかったのが今日の環境問題の一

に北京観光の際、万里の長城を訪ね注

ラクの地におけるメソポタミア文明は、

の樹木が伐られたのである。中でも戦

意深く周囲を観察すると、長城の南に

チグリス・ユーフラテス河の水による

因なのである。

当たる北京側と北側に当たる山々の樹

たと伝えられる。中国の場合、植林を

灌概農業によって栄えたが、やがて土

さらに始皇帝が生前に造営した墳墓

推進し、地下水の汲み上げを抑制して

木の密集度はかなり違っていて、北側

の有名な地下軍団「兵馬桶」の陶土を

土地の保水力を高めないと土地の不毛

壌表面に塩害が発生し農地が不毛化し

焼き上げるためや、およそ非生産的で、

に砂漠化の兆候が窺えるのである。

国の世を制した始皇帝の時代に、万里

鱗

崩れそうな果樹園（険西省浬陽県）写真提供：㈱コスモ石油

劃

黄土高原の砂嵐

崩れさる果樹園（険西省浬陽県高圧鎮）写真提供：㈱コスモ石油

という悪循環が続いたのである。因み

を補うためにさらに森林の伐採が進む

れで消失するが、そうして失った耕地

土が流出し、せっかくの畑地が土砂崩

て段々畑を造出しても雨季がくると表

れる。

の田畑まで埋没したことにあるといわ

を進め、士砂崩れによって多くの既存

産のために丘陵、高原に至るまで開墾

に今日の北朝鮮の農業の崩壊も食糧増

は聞かれず、人口の増大によって１９

綴人口問題が貧困と森林を蚕食
中国共産党の発祥の地・延安も西安

婚できることになったこと、もう一つ

女性の地位向上で好きな異性同士で結

沢東の功績は二つあるという。一つは

で最も貧しい省は内陸部の貴州省で、

１人当たりの所得で見て、現在の中国

銀行）がかつて実施した調査によると、

海外経済協力基金（現在の国際協力

４９年以降も一層森林の消失が進んだ

は農業生産の向上によって中国から飢

それを１とすれば、沿海部で最も豊か

に近い黄土高原の北東部に位置する。

えがなくなったことだとされる。しか

な地域は上海で約ｍに当たり、さらに

といわれる。

し、その結果人口が飛躍的に増え、９

豊かな香港は１００となっていて、な

共産党を率いて中国全土を統一した毛

億の民が以億に増大、この人口増大か

んと貧富の格差は貴州省と香港は１対

れは驚くべきことで日本では最も豊か

ら内陸部の貧困が増幅、食糧や燃料の
新中国になってから増大する人口を

な東京と最も貧しい沖縄を較べても倍

１００という状況になるとされる。こ
支えるために、中国共産党は農業を奨

程度である。

消費を増やすこととなったのである。

劣化による農業生産性の低下を補うた

励し、大躍進政策によって農地の拡大

実は黄土高原地域にある映西省は農

めに、そうでなくても少ない森林を伐

また養分のある表土が流出し、土壌

鰻

等にも努めたが、植林に意を用いた話

ことになるだろう。

化、砂漠化が進み、同様な推移を辿る

霞
採して農地化が進められ、丘陵を耕し

2５

，

り多いという。同じ映西省でも首都の

子をというので、実際の人口は統計よ

した生産性の乏しい黄土のなせる業で

西安市の場合、２人目の子供は戸籍が

際協力銀行調べ）。そうした貧困は堆積

分の２以上を占める。しかも人口密度
あろう。

業人口は酊・７％と同省の全人口の３
は１平方キロ当たり１７５人と全国平

りＧＮＰで見ると全国、省中瀦位で、

口増は都市部より厳しい状況となって

まで許容されているので農村地域の人

れるが、農村は労働力維持のため２人

政策は近年、多少緩和の方針と伝えら

因みに中央政府が推進した一人っ子

マであり、特に農村地域に大きいこと

口圧力」は依然として中国の最大のテー

だろうか。いずれにせよ、いわゆる「人

もっと不就学の女性が多いのではない

悲劇を今回知らされたが、農村部には

取れず、従って学校に行けないという

均の１．３倍となっている。１人当た
低開発、貧困度の厳しい省である（国

いる。しかも農村での実情は女の子が

は疑い得ない。

われわれＮＰＯ の黄土高原植林ツアー

と報道されている。黄土高原といって

て逃げ遅れた村人が行方不明になった

ド沿いに中国政府の推進しようとする

連なる地域であるためで、シルクロー

卯～釦度にもなるといわれ、貧しさか

メートルの高地もあって、冬期は零下

も海抜１０００メートルから１５００

帯がシルクロ

グリーントンネルの植林事業にＮＰＯ

昨年７月集中豪雨に襲われ大規模な土

いた地域は淫陽県高圧鎮東風村である。

一行四名が植林作業の前日検分に赴

の環境破壊にも留意すべきである。

食い尽くすといわれ、草食動物の家畜

て山羊は緑の雑草の根までほじくって

一般的傾向であるが、例えば羊と違っ

る。また家畜を増やす傾向も貧困地の

砂崩れが起こり、ヤオトンに住んでい

うものであった。

ら乏しい緑も燃料にしてしまうのであ

ド

としてボランティアに参加しようとい

の目的は、この

に

シルクロード・グリーントンネル計画

鰻
綴

続いて生まれると罰金を払っても男の

われわれNPOが実施した植林地＝手前＝(隣西省浬陽県)写真提供：㈱コスモ石油
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黄土高原の砂嵐

植林を奨励し始めたのは喜ばしい。こ

土地に昨今、中央政府も地方自治体も

する隣の淳化県であった。同県の従来

たのは、さらに黄土高原の内部に位置

溌陽県に次いで一行が植林に従事し

の入手しやすい果樹である。

の地はシルクロードに至る経過地とし

からの方針もあってか、途中の山や丘

ことはなかったとみられる。こうした

て政府はすでに１９９９年、江沢民に

にも雑木林のような木立がびっしり育

とが保水力のない

Ⅱや草原の乏しいこ

菰緑が乏しく、森林

積た。
杣黄土高原一体に

”るとのことであっ

率が進んでおり、ま
唇た日本原産のリン
罐。．の苗木を日本か
壗ら取り寄せて地域
鶴に合う品種への改
酷良にも注力してい

供いった果樹の栽培

融欲が感じられた。
雍副県長の話による
伽と杏や桃、葡萄と

村人達の熱意と意

自らが陣頭指揮し、

よって西部緑化計画の大号令が掛けら

黛鐡蕊盈

成されており、植林については副県長
植林については副県長

今回の植林
で判ったこと
は、そうした

土地に必要な
樹木は、地質

に適合し、促
成的でしかも
根の張る種類、

例えば沙鰊
が推奨される。

黄土高原には奇妙に見えるが地層と
たものであるから鋤や鍬を受けつけな

しかし農民の

（サージ）など

いほど硬いので、農民にはこれまで植

期待は換金作

いうものがない。極小の黄砂が堆積し

林という慣習がなかったようである。

物として現金丁〉

霧

れて具体化した「シルクロード・グリー
ントンネル計
画」の一環を
なすものであ
Ｃ

る

為政者も従来農業政策として推進した

2７

黄土層の少ない緑を利用する牧畜(険西省浬暘県高圧鎖)写真提供：㈱コスモ石油

黄土が崩れて破壊された民家
(険西省浬陽県高圧鎖）

いか、あっても細った流れである。有

周辺の川という川は掴れていて水がな

畜にも適さない土質となる。西安市の

年１～１．５メートルずつ低下してい

北地方の大半の地域で、地下水位が毎

ブラウン博士の環境白書によると、華

北部は慢性的な水不足であり、レスター・

ば、以億の人口を抱える中国で食糧輸

る。加えて人民元の引き上げでもあれ

ま「２００５年危機説」が畷かれてい

から見ても中国全土にわたる農業はい

はないかという懸念が増大し、価格面

な中国産の農産物は生き残れないので

名な渭水の流れは広いところで２キロ

るという。（「環境白書」ワールド・ウ

入に拍車がかかり、農家に打撃を与え

水に頼らざるを得ないが、一般に中国

メートルある川幅も、水の流れはせい

オッチ研究所、レスター・ブラウン博

るのではないかという予測もある。

土壌をもたらし、農業にも林業にも牧

ぜい２００メートルあるかないかとい
士）

もしそうしたシナリオが実現すると

う状況である。工業用水や飲料水の需
要増もあって、潅概用の水は勢い地下

日本にとっても打撃であろう。中国の

輸入増大によって、食糧の国際価格が

上昇したり、受給が逼迫すると日本に

が行き詰まり状況にあると報じられて

魅によって、最近中国全体の農業生産

いう河北地方や北東地域の水不足や旱

い黄土高原を別にしても、穀倉地域と

し難い地勢）により労働の生産性も悪

（というより、実際問題として、機械化

土地の生産性も低く、機械化等の遅れ

棄したのではないかと憶測されている。

最近中国は食糧の自給自足政策を放

食糧輸入に当てる方向を辿るのではな

業の発展によって外貨を稼ぎ、その分、

グローバル化時代にあっては、輸出産

であろうが、ＷＴＯがにらみを利かす

産の農産物増産の方策が採られるべき

な農産物価格維持政策によって、中国

本が戦後維持した食糧管理制度のよう

埋める政策を採ろうというならば、日

部の工業都市との所得格差を多少でも

ある。中国の沿海部の農村地帯と内陸

ももろに影響すると懸念されるからで

いる。ＷＴＯの加盟によって関税引下

そうした現状からも中国の緑化事業

いだろうか？

唆しているという。国際価格より割高

げによる輸入急増もそうした方向を示

問題は日本の問題

写真提供：㈱コスモ石油
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黄土高原の砂嵐

(険西巻

写真樹

東京都ぐらいの面積が中国で砂漠化し

事ではなく重要な事業であろう．毎年、

への協力は、日本自身にとっても他人

れている。

よる多くの関連プロジェクトが推進さ

日本、世界銀行、アジア開発銀行等に

緑化運動に関する国際協力については、

術協力、借款等に資金を提供している。

の洪水対策から水資源管理のための技

的運営」プロジェクトによって、従来

は１９９７年以降「水セクターの戦略

４の５年間にわたり「中国水利人材養

また国際協力機構は２０００～２００

の協力」のテーマによる無償資金を、

など地球的規模の問題に対処するため

に２００１年以来外務省は「環境問題

を適用した円借款を提供している。他

（期間蛆年、据置、年、金利０．市％）

き、特に１９９８年以降は超優遇条件

発電、②多目的ダム、③植林事業につ

融機関である国際協力銀行が、①水力

ト面における金融支援も必要ではない

る小規模事業資金融資等、いわばソフ

バングラデシュのグラミン銀行に対す

日本がタイに提供したＢＡＡＣ案件や

貧困解消支援といった角度から、従来

整備のほかに、過剰人口の雇用創出、

したハード面の環境、農業インフラの

推進されるべきだろう。しかし、そう

成等も含めた総合開発事業が今後とも

用水路、農道、林道の建設、集水池造

土木工事として、土砂崩れ防止工事、

確かに黄土高原だけを取ってみても、

成プロジェクト」と称する技術協力事

だろうか。

日本のＯＤＡについては政府開発金

ているという状況で、国際的にも影響
備高と後くき入
や原、調なこし

が及ぶのであれば、日本や国際機関が

業を実施している。

によって、降雨による土砂流出を防止

については、「集水域再生プロジェクト」

央から力を入れている。特に黄土高原

排水工事等の農業分野に１９９０年代

黄河関連プロジェクトとして、灌概、

ンやマイクロ・クレジット等の資金供

起業資金提供にツー・ステップ・ロー

等、個別農民の貧困解消に対する小口

の農産加工、さらに養蜂、養蚕、酪農

合する品質改良、その付加価値向上へ

についていえば、果樹の現地風土に適

今回植林ツァーに参加した黄土高原

することによって農地保全することを

与等も併せて検討されるべきであろう。

国際機関については、例えば世銀は

目的にしている。またアジア開発銀行

2９
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日本人口学会が６月ｕ、、の両日、

みられているが、社会保障や教育制度

力化させる目的で戸籍制度の改革が試

戸。

東京大学の山上会館で行われた。この

の充実が伴わない制度改革は自ずから

ト■二Ｆ

中で東京農工大学に中国から留学中の

限界がある点を突いた報告だった。

「中国の出生性比不均衡についての現

３人の大学院生（若林敬子研究室）が、
最近の中国における人口に関する三つ

い中国でも僻地における女性たちが、

における高離婚率」は、経済発展若し

報告した「新彊和田（ホータン）地区

シャミシヌリ・アブドケリムさんが

る現況を明らかにし、将来３０００万

て男女の性比が次第に大きくなってい

のはざまで、超音波診断機の影響もあっ

「一人っ子政策」と伝統的な「男児選好」

は、１９７０年代から実施されている

状と問題」と題する周美林さんの報告

加年前のカイロ会議で打ち出されたり

人にも及ぶ男性数の優位社会が深刻な

のトピックスについて発表を行った。

プロダクティブ・ヘルス／ライッ（性

日本人口学会という舞台を借りた若

結婚難や社会の不安定を招きかねない、
凋文猛さんの「中国における人口流

い研究者の発表は、「人口大国」の抱え

と生殖に関する健康と権利）からは遠

動と戸籍制度改革」は、今、中国では

ている現実的な課題をリアルに伝えて

と警告した。

都市部での労働力需要に応えるため、

くれた。３人の報告要旨を紹介する．

い実態にある厳しい現実をのぞかせた。

農村の余剰労働力の都市への移動を弾
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中国の留学生、人口学会で報告

三重

一可Ｆ￣

斬彊和国地区

中国地質大学鉱山地質系卒
新調師範大学地理系講師
現在東京農工大学博士課程在学

における■・・

1962年新瓢ウイグル自治区伊
寧市生まれ

高離婚率

率が高い。

の人々からの

西部大開発対象地の一つになってい

の地域格差が著しい。特に最南端に位

聞き取りなど、

筆者が現地

置する和田地区は、経済中心地のウル

これまで３回

る新彊ウイグル自治区は、南部と北部

ムチ市と遠く離れ、交通、通信が大変

行った調査結

地区における

不便な上、厳しい自然環境にあり、新

ところで、米国をはじめ先進諸国で

高離婚率の背

果から、和田

離婚率が高い国は多いが、途上地域で

景には、宗教

彊でも貧困県が最も多い地域である。

ある和田地区ではさらに驚くほど離婚

●シヤミシヌリ・
アブドケリム

お

中

地域別に見た離婚率の推移

●

ﾐﾀﾐ

、－〆

掛製誌

８７６５４３２１０

〆■、

1９９５

1９９６

1９９７

’１９９８

團全国

１．７５

１．８５

1.94

１．９２

圖和田

６．３８

７．４３

6.35

F６８２－

1999年
１．９１
6.29

出所：全匡
全国のデータは中国社会科･学院人口と労働経済研究所編 『中国人口年鑑』 2003年版より

和田のデータは徐安瑛・叶文振著『中国婚姻研究報告』 2002年より
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ほかに、和田地区における厳しい自然

低下をもたらし、そうした傾向がまた

学機会、社会への適応力などの一層の

の高さは、生活水準、子どもたちの就

い初婚年齢、②親が決めた婚姻、③タ

環境や経済状況から、女性たちが非常

早婚、高出生率、高離婚率を招くとい

ことは、宗教的なバックグラウンドの

ラクと呼ばれる簡単な離婚制度が存在

に低い地位にとどめられていることに

的（イスラム教）価値観の下に、①幼

する。

う悪循環につながっている。

●潟文猛

動の動きと中国に特有な戸籍制度の変

化との関係について検討を加えるもの
である。特に本研究は、最近中国の国

1978年河北省晋州市生まれ

一刊-Ｆ￣

題をめぐって考察することを目的にす

る。

１９９０年代の初めから、中国経済

の高成長に伴って大量の農村余剰労働

力が、出稼ぎ労働者として都会に入っ

てきた。こういった大量の人口移動及

び都市化という激しい動きは、中央政

府が指導する従来の一連の制度改革、

とりわけ戸籍制度に抜本的な改革を迫っ

てきた。

中国は、世界の大部分の国と異なり、

理してきた。中国の戸籍制度は、１９

住民の戸籍及び人口の移動を厳しく管
内各州で行われつつある戸籍制度の改

第１段階は１９５８年以前の自由

４９年の中華人民共和国成立以来、現
共通の労働市場の形成には、どれほど

革は、今後の中国の国内人口移動にど

）､

在まで四つの段階を経験してきた。

程在学中

のような影響を与えるのか、そして、

中国人民大学社会学系卒
現在東京展エ大学大学院博士課

の効果が期待されるのか、といった問

関係していると思われる。

茜

しかし、同じウイグル族であっても

その結果、和田地区における離婚率

政

地域によって離婚率に大きな差がある

人 翁

人ロ流動と戸籍制麿欧草

中国における
_＿Ⅱ■■■■■■■■■_＿

本報告は、現代中国における人口移

,因
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中国の留学生、人口学会で報告

からの新たな戸籍改革期である。

放期であった。第４段階は２００３年

１９７８年以来２００２年までの半開

て厳格規制期であった。第３段階は、

８年から１９７８年の改革開放にかけ

移動期であった。第２段階は、１９５

の特徴の一つとなった。

１９９０年代以来徐々に現代中国社会

民工」及びこれに関する一連の問題は、

それだけでなく、戸籍制度による「農

中国経済の発展に悪く影響するだろう。

市場の形成に大きな障壁となり、今後

一つとしての労働市場の自由かつ共通

不可欠だと考えられる。

などの譜課題に真剣に取り組むことが

変化、経済構造の変化、法制度の整備

革、農村地域の土地所有及び使用権の

みならず、社会保障など社会福祉の改

力市場の形成には、戸籍制度の改革の

口移動の自由化による全国共通の労働

て決められ、この戸籍制度によって、

戸籍は、基本的に生まれた地域によっ

て取り扱っていることである。住民の

特徴は、農村住民と都市住民を区別し

つの要因がともに作用する結果といえ

い地域からの〃ＰＵＳＨ〃といった一一

豊かな地域への〃ＰＵＬＬ〃と、貧し

史を踏まえると、人口移動は基本的に

世界各国の人口移動及び都市化の歴

今日の中国における戸籍制度の主な

住民たちの自由移動は強く制限されて

戸籍制度が存続しているため、この人

るだろう。ところが、中国の場合は、

仕事、子どもの教育、社会保障、失

口移動の原動力の作用も大きく変わっ

いる。

業保険などの一連の課題は、住民の戸

てきた。これは移動人口の生活希望の

２００３年のｎ月に、中国河北省を

籍に緊密に関わっている。農村地域出

類は建設業、サービス業などの肉体労

はじめとする各地域で行われた戸籍制

変化、地元との関係、そして移動先地

働、あるいは条件があまりよくない職

度の改革は、新たな時代を導くことに

身の人々は、たとえ都市に行っても都

場に限られる。これは、労働市場のい

なった。しかし、その後の一連の調査

域との関係などの側面で見られる。

わゆる、〃二元市場〃あるいは〃｜｜｜元市

によると、戸籍制度が人口の自由移動

市の戸籍がないため、働ける仕事の種

場〃という特別な市場区分をもたらし

を促進させるには、思ったほどの効果
はなかったことが明らかになった。人

た。

戸籍制度の存在は、市場経済の柱の

3３

中国ｏ出生腫比不均衡
について⑩現状と。固題
境
衝

２０００年には第１子の場合の出生

性比は１０７．１２であるのに対し、

第２子では１５１．９、第３子以上は

１５９．４と急速に不均衡が拡大する。

この不均衡は都市農村別にも発生して

おり、２０００年で都市部の出生性比

が１１２．８１、鎖では１１６．５１、

農村部のそれは１１８．０８である。

各省市自治区の出生性比の上昇の様

相はそれぞれに異なっており、一つの

省・市・自治区の内でも各地域ごとに

状況が違っている。海南省では、２０

００年には出生性比は１３５．５４に

帥年代から出生性比は上昇し始め、帥

中国の出生性比不均衡問題が発生した。

は女児間引き現象が確実にあったのに、

があまりなかった。かつて地方の中に

録漏れした子の女児と男児の数には格

達し、全国一の高い地区になり、都市

この人口増は、社会進歩や経済発展、

年代にかけて上昇の幅がさらに大きく

このような現象は少なかった。女嬰児

国の出生率の低下は主に強力な行政手

人民の生活改善に巨大な圧力を与えた

なった。１９８１年には全国の出生性

と男嬰児の死亡率の差は、厳格には出

部の出生性比は農村部より著しく高い。

ため、刀年代から計画出産政策が全国

比は１０８．５であったものが、１９

口が急激に増加した。

で実施されることになった。この結果、

生性比の上昇に影響を与えない。
人口の自然増加率が大幅に低下し、高

と、第２子、第３子になるにつれて、

重要な原因にならない。その主要な原

亡率の高さは、中国の出生性比上昇の

登録漏れや女嬰児の間引き、乳児死
低死亡・低増加型に変わり、世界でも

出生性比がより高くなる。

出生・低死亡・高増加型から低出生・
出生水準の低い国に仲間入りした。中

１６．９に達した。出生順位別に見る

８９年に１１１．３，２０００年に１

段がとられたためであるといえよう。

専攻在学中

済発展・医療技術の進歩などによって、

現在東京農エ大学国際環境農学

中国の出生性比について、実は、登

1967年安徽省樅陽県生まれ

出生率が急速に下がる過程の中で、

徐州師範大学歴史系卒

死亡率が大幅に低下するとともに、人

新中国が成立した後、社会安定や経

●周美林
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中国の留学生、人ロ学会で報告

意ながら生涯未婚を続

が拡大し、初婚年齢が

中国の出生性比上昇と超音波診断機

けている場合、本人の

因は、文化的な男児選好が存在するた

普及は時間と地域において一致し、基

精神や心理，生活’仕

変化していくため、男

本的に出生時性比の上昇は超音波診断

事などに影響を与える

めに、妊娠中に性鑑定を行い、女児で

機の普及ルートと重なり合っている。

ことになる。売春を禁

子の生涯未婚率は増加

宗族的な伝統や家族の規範、労働力の

止している中国では、

あった場合、胎児の段階で中絶を行っ

構造、老後の扶養や女性の社会的地位

婚姻問題は深刻な問題

することになる。不本

の低さなどが、男児選好に深く影響を

となり、性をめぐる犯

てしまうことが要因である。

与えてきた。

相互に関係しあって、結婚適齢期に男

さ・出生率の低下や人口移動などは、

社会の安定にも影響を

方に被害を与えており、

こういう問題は男女両

罪は多くなるだろう。

女の性別構成に影響を与え、「婚姻絞込

与えることになる。

注：1987年・’995年は１％サンプル調査である
出所：2000年人ロセンサス結果より作成

出生性比の上昇や女児の死亡率の高

み」＊が生じ、婚姻市場の競争が激しく

＊「婚姻絞り込み」とは、

なっていく。

２００５年から、中国青年の「婚姻

結婚適齢期にあたる男
数の多い性は結婚相手

女の数が不均衡なので、

絞込み」が生じ始める。２０２０年の
釦～羽歳の婚姻出産年齢人口を比べる
と男性人口が女性人口より３０００万

』つ。
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を探しにくい現象をい

１０４

(年）

2000

1９９５

１９８２１９８７１９９０

女＝100

出生性比
1１８

人多くなると予測されており、今後、「婚

姻絞込み」は厳しくなっていくと予測

されている。さらに、男女結婚年齢差

中国1982～2000年各次人ロセンサスと１％サンプル調査の出生

１１６

１１４

１１２

１１０

１０８

１０６

ツソコ

－ｺ_」

曰本の少子化は男性の努力不足？
Ｉアブドウラ・マレーシア首相と中山太郎会長らが会談Ｉ

する審議を是非参考にさせていただき

たいと答えた。

首相は続けて、「日本は高齢化といわ

れるが、お元気な中山先生を見ている

アブドゥラ首相と中山会長とは旧知

高齢者が元気なのは良いことなのだが、

ク交じりで語りかけると、中山会長は、

と問題はないのではないか」と、ジョー

本経済新聞主催の国際セミナー「アジ

の仲であり、旧交を温める会談ともなっ

日本では女性の非婚化、晩婚化によっ

ＰＰＤの活動を強力に支援してきた。

アの未来」に参加するために来日した
た。

６月３日都内のホテルで開かれた日

アブドゥラ・パダウィ・マレーシア首

長代行、清水嘉与子・同事務総長、尾

会（ＪＰＦＰ）会長、鹿野道彦・同会

相と中山太郎・国際人口問題議員懇談

会審議が山場を迎えている、と話を切

政などが大きな問題となっており、国

が進んでいること、その結果、年金財

まず中山会長から現在日本の少子化

足している（女性を口説くのに怠けて

男性の責任で「日本の男性の努力が不

これに対して首相は、これは日本の

て、少子化が進んでいることが問題と

崎美千生財アジア人

り出した。

設立期からその活動

ム（ＡＦＰＰＤどの

アジア議員フォーラ

「人口と開発に関する

議長、外相を歴任し、

て、マレーシア国会

相は、長年にわたっ

ウィ・マレーシア首

アブドゥラ・バダ

局長が会談を行った。

ＤＡ）常務理事・事務

現在調整中である。日本での年金に関

バランスは是正する必要があるので、

長期的展望を考えればそのようなアン

多くなる事例が出ている。年金財政の

平均的な給与所得者の給与収入よりも

うので、人によっては年金額のほうが、

リンクして年金支給額が決まってしま

いる。現在の年金制度では給与所得に

つあり、制度面での対応が求められて

ど深刻ではないが、高齢化は進展しつ

マレーシアでは少子化の問題はそれほ

これに対して、アブドゥラ首相も、

感謝し、マレーシアでも地方ではほと

相は、日本からの農業分野での協力に

相であったことを知ったアブドゥラ首

席上、鹿野道彦・会長代行が元農水

をとるつもりだと述べた。

あるので、政府としても断固たる処置

行の道に誘い込んでいるという報告も

的問題と指摘。組織暴力団が若者を非

青少年の非行や薬物乱用が大きな社会

また首相は、マレーシアではむしろ

起こった。

にかかわるなどＡＦ

いる）のではないか」と述べ爆笑が

答えた。

口・開発協会（ＡＰ

左から鹿野道彦・JPFP会長代行､中山太郎・JPFP会長、
アブドゥラ・マレーシア首相､清水嘉子・ｊＰＦＰ
事務総長、尾崎美千生・APDA常務理事

３６

フラッシューュース
ー

日本のODA強化について
語る緒方jlCA理事長

いるとし、日本からの農業技術の供与

どの振興が非常に重要な意味をもって

んど農業に依存しており、農村工業な

ジェクトの報告書」などの英文資料を

る人口と開発に関する教育・啓発プロ

年実施した「日本とマレーシアにおけ

効果的な活動を進めていかなければな

スタッフにできるだけ裁量権を与え、

ることが必要。そのためには、現地の

素早い対応と適切なプログラムを進め

同理事長は記者会見の中で、今年３

を進めることが重要」と述べた。

を向上させる〃下からのアプローチ〃

地域社会への支援により、個人の能力

尊厳を守る〃上からのアプローチ“と、

民の幸福のために人々の生命と生活、

らない。人間の安全保障は、政府が国

手渡し、和やかな会談を終えた。

（楠本修）

などを今後も続けて欲しいと要請した。
最後に中山会長から、ＡＰＤＡが昨

ＯＤＡ削減に懸念
ｌ緒方貞子・ｊ－ＣＡ理事長が記者会見Ｉ
国であると同時に非援助国でもあった」
プレスセンターで国際協力機構

きた日本は、その重要性を身をもって

「しかし、海外からの支援で発展して

を踏まえて「アジアはＯＤＡによる支

セネガル、南アフリカを訪問した経験

月ベトナムとカンボジア、４月末から

（ＪＩＣＡ）の緒方貞子理事長が

経験しているにもかかわらず、最近は

援活動の成果により、確実に社会・経

という特異な経験を強調。

「日本のＯＤＡ強化」について記

ＯＤＡ拠出額の減少などで、開発途上

済発展を遂げている。他方アフリカは

６月９日、都内のフォーリン・

者会見し、日本のＯＤＡのあり

国への支援活動にかげりが出ている」

エイズや貧困、飢餓、紛争など、あら

目を迎えるが、日本がドナー国になっ

Ａによる国際協力を開始してから卯年

クラスのドナー国である日本は、ＯＤ

緒方理事長は「今日、世界でトップ

速性」の三原則で海外支援活動や技術

「人間の安全保障」、「効果・効率性と迅

タートするＪＩＣＡとして「現場主義」、

した同氏は、独立行政法人として再ス

昨年ｎ月、ＪＩＣＡの理事長に就任

度まで高める方針を明らかにした。

囮パーセントの比率を加パーセント程

フリカに対してはＯＤＡのうち現在ｕ～

体制をさらに強化したい」と述べア

域事務所を開設するなど、今後の支援

ゆる問題が山積されており、新たに地

アフリカ４カ国ケニア、エチオピア、

方やＪＩＣＡの今後の新しい活

との懸念を表明した。

たばかりの１９５０年代は、戦後の社

指導を活性化させたい、との意欲を示

動方針などを明らかにした。

会・経済復興のために、世界銀行など

し、「開発途上国で支援活動をする際、

（木村亮子）
から援助を受けていた。わが国は援助

3７

理事・監事が選任された。

当たり、午前中に行われた評議員会で、

２年に一度の理事・評議員の改選期に

議員会が５月躯日開かれた。今年度は

財アジア人口・開発協会の理事・評

議された。新任評議員には東京三菱銀

報告と評議員の再任・新任について審

事会では、平成焔年度事業および会計

に選任された。続いて午後開かれた理

本大学教授の安藤博文氏が新たに理事

ＰＯ２０５０代表の北谷勝秀氏と、日

じております」と、今後の活動に意欲

任じられたことに、何か深い因縁を感

田元首相の薫陶を得た私が事務局長に

ての職務を主要な任務としており、福

国際人口問題議員懇談会の事務局とし

首相、福田元首相が会長を務められた

まず、後藤康夫理事の退任が認めら

した尾崎美千生氏が「当協会は、岸元

新理事と新評議員の略歴は次の通り。

を示した。

れ、㈱競馬国際交流協会会長の東久雄
氏が新たに理事に選任された。また、
国連人口基金で事務局次長を務めたＮ

最後に、常務理事・事務局長に就任

行顧問の苅田吉夫氏が決まった。

斑

3８

新任理事

大学大学院政治学部で博士号（国己）

取得。国連アジア太平洋経済社会委員
会（〔冒‐向のＱ弓）人口部専門職員（在バ
ンコク）、国連人口基金（ｇ弓勺と本部

専門職員、国連人口基金事務次長・国
連事務次長補を歴任。現在、日本大学

新任評議員

東京大学教養学部教養学科（国際関係

国際関係学部教授。昭和ｎ年生まれ。

東京大学法学部卒業、農林水産省経済

論科）卒業、オックスフォード大学政

課長、外務省情報文化局外務参事官、

経哲学科卒業。外務省北米局北米第一

局国際部長、経済局長、畜産局長、水
産庁長官、農林水産審議官、国際協力

事業団副総裁を歴任。現在㈹国際農林

博士課程中退、ニューヨーク市ニュー

玉川大学文学部卒業、立教大学大学院

式会社東京三菱銀行顧問、森ビル株式

使）、宮内庁式部官長を歴任。現在、株

全権大使、在ニューヨーク総領事（大

宮内庁式部副長、在デンマーク国特命

事長、鰍競馬国際交流協会会長。昭和

スクール大学院にて経済を学ぶ。国連

会社特別顧問。昭和ｎ年生まれ。

業協力協会理事長、勵馬事文化財団理
ｕ年生まれ。

技術援助評議会東京事務所総務担当官、
国連開発計画パキスタン駐在代表補、

国連開発計画ミャンマー駐在代表・国

席顧問を歴任。現在、「特定非営利法人

《

連開発活動在ミャンマー常駐調整官、
国連事務次長補・国連人口基金事務局
国際基督教大学卒業、フィリピン国立

２０５０」理事長。昭和６年生まれ。

次長、国連開発計画・国連人口基金上

大学政治学部で修士号取得、ミシガン
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巴歌

１‐ＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩＩＩ

１１１１‐ｉｌＩＩＩ

「￣￣－－－－－－－－－－－￣ニーーーーーー－－￣－－－－－－－－－－－－－－＝ニーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－

機関誌『人ロと開発』投稿論文を募集
財・団法人アジア人|］・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)。
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。

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I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。

↑四一一一一一一一一一一一一一－－－－－－－－－－－－．－－－－－－－－．－－－－－－－－－田一F＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－ユ’
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1二ゆうすふお－らむ

中絶擁護派は反発

【ワシントン河野俊史】ブッシュ

新法は、出生前被害者について「子
胎児」と定義し、受精直後から法的

宮の中にいるすべての成長段階の

ることを明記。加害者は母親だけ

●息子が虐待加害者鉋％……卿

●胎児にも人格ｌ米で法……刺

に保護される独立した人格が生じ
でなく、胎児に対しても罪を負うこ

●」子供の数、瀦年連続減……躯

保守派への配慮から大統領が法制

に対する暴力処罰法」。キリスト教

新たな連邦法は「出生前被害者

ケリー上院議員も上院の採決で反

懸念。民主党の大統領候補になる

絶の権利などに影響が及ぶことを

認めることによって、合法的な中

ビスのかなめとなるケアマネジャー

を対象に実施。このうち、介護サー

介護関係機関約一万六千八百か所

ビス事業所や病院など全国の在宅

｜月から今年一月にかけ、介護サー

●嵩濡期に尚不安Ｂ日割一斗…：〃

●若者減り年金不信加速『…・妬

●出生率東京一・○割る……妬

●出生率低下「一・二九」…佃

●汗筋歳以上二四。。｛万人一……伯

●温暖化・関東は南九州……帽

とを連邦法として初めて規定した。

米国では羽の州がそれぞれの州
法で胎児を被害者とすることを認
めている。しかし、中絶容認派は、

化を強く支持し、下院は２４５対

対票を投じている。

刑事事件で胎児を独立した人格と

１６３、上院も□対兇でそれぞれ
可決していた。

（毎日新聞叫・４．３夕刊）

息子が加害者躯％

が把握した千九百九十一事例を分

の母親が犯罪で死傷した場合には

独立した人格と位置づけ、妊娠中

とが、高齢者虐待に関する国の初

者は、「息子」が亜％で最も多いこ

家庭内で高齢者を虐待する加害

も分かった。

が、対応は困難と感じていること

いた在宅介護支援の専門職の九割

き彫りになる一方、虐待に気が付

が蛇％と突出し、「息子の配偶者壺逐」

しては少数派と見られる「息子」

拓％は女性。加害者は、介護者と

者の平均年齢は八十一・六歳で、

。厚労省調査？被害者布％女性

加害者を二つの罪で処罰する連邦

の全国調査で明らかになった。「生

調査は、厚生労働省から委託さ

析した。

法に署名、成立させた。人工中絶

命にかかわる危険な状態」に至る

ｎ％）、「娘」（肥％）、「夫」（ｎ％）

それによると、虐待された高齢

の権利を擁護する人権団体などは

れた医療経済研究機構が、昨年十

四口》

も<Ｕ

事例が一割という深刻な事態が淳

米大統領は１日、出生前の胎児を

念し、反発している。

にゅうすふぉＩらむ

米で連邦法成立

○妊娠死傷時、二つの罪
で加害者処罰

繊にも蠣

中絶問題にも影響が及ぶことを懸

４１

■岳國

と続いた。「妻」は９％と少なかっ

言動の混乱」各訂％など、介護負
８歳３５６万人▽３～

歳３６１万人▽６～

２歳３４４万人ｌ

５歳３５３万人▽０～

担にからむものも目立った。
このほか、九割のケアマネジャー

た。

虐待の種類（複数回答）は、「心

と、年齢が下がるほ

が対応は困難と感じ、その理由は
「虐待者が介入を拒む」犯％、「技

ど、子供が少なくなっ

理的虐待」が出％で最も多く、次
いで「介護・世話の放棄・放任」
術的に難しい」弘％などだった。

ている。

が兜％、「身体的虐待」が釦％。ま

高齢者の心身に傷を負わせる人

年、月１日現在）で

た。都道府県別（昨

３分の１を超えてい

子供の割合は１９

た、虐待が最も深刻だった時の高

権侵害の行為。殴るけるなどの身

齢者は、「生命にかかわる危険な状
がある状態」がⅢ％。｜方、加害

体的虐待、ののしる、無視するな

沖縄県の四・０％。

割合が最も高いのは、

５０年には総人口の

者の別％が虐待を自覚していなかっ

どの心理的虐待、食事を与えない

態」がｎ％、「心身の健康に悪影響

た。

などの介護や世話の放棄・放任、

７％、俳賓県咀・５％。

次いで滋賀県咀．

虐待の原因（複数回答）は、「虐

待者の性格や人格」卯％、「高齢者

財産を勝手に使うなどの経済的虐

３万人、女８６８万人。年齢別で

で推計した。男女別では、男９１

年代別人ロの割合の推移(総務省の発表資料から）

６５歳
０～14歳１５～64歳以上

【宮田哲］

↑

（毎日新聞叫・５．５朝刊）

国は肥・６％となっている。

日本のＢ・９％は最低水準。中国

0４

は犯・４％、米国はｎ．０％、英

各国と子供の割合を比較しても、

た。

高知県過・１％だっ

０％、秋田県ｎ．７％、

低いのは東京都⑫．

と虐待者の人間関係」妃％など加

（読売新聞叫・４．泊朝刊）

待、性的虐待がある。

いが、「介護疲れ」「痴ほうによる

過去最低を更新したと発表した。

は、皿～以歳３６７万人▽９～、

8０１００％

6０

4０

2０

０

害者自身の資質に関するものが多

子供の数、羽年連続減
一七八一万・人、・総人ロ比Ⅱ％切る

減少は泌年連続。総人口に占める

同省が「こどもの日」にちなん

新した。

と釦年連続低下し、過去最低を更

総務省推計

割合も前年比０．２博減の⑬・９％

８１万人で、前年より別万人減り、

在の子供（巧歳未満）の数は１７

総務省は４日、今年４月１日現

四回

4２

にゅうすふぉ－らむ

グラムを使用。二酸化炭素の排出
量が年に１．３％ずつ増加するな

どの条件で、晴れて風の弱い典型
的な夏の日の気候がどう変化する
かを探った。

出走生率低下１．別

冊年政府想定を下回る

それ以外では約１．５度上昇する。

在に比べ、東京の都心部で約１度、

に落ち込むことがわかった。近く

羽へ低下し、戦後初めて１．２台

が、⑫年の１・鉈から的年に１．

平均数を示す「合計特殊出生率」

必至だ。

らぐことになり、論議を呼ぶのは

給付水準別％の維持」も前提が揺

党が公約した「現役世代に対する

強い。今回の年金改革で政府・与

どに大きな影響を及ぼす可能性が

現在はごく一部に限られる最高気

厚生労働省が確定値を発表する。

陣制度の設計や将来の経済活動な

気象庁は７日、温室効果ガスの

温調度以上となる地域が内陸部の

政府の基本的な想定を外れる水準

日本人女性１人が産む子どもの

排出が高水準のまま続いて地球温

広範囲に拡大。最低気温が泌度以

●経済活力ぞぐ恐れ

進行にほぼ歯止めがかかっており、

ど他の先進国では近年、少子化の

傾向が続く。ドイツ、イタリアな

には詣・７％に達すると見込んで

○一五年に妬・０％、二○五○年

Ｉ

日本の出生率は巧年以降、
一降、低下

よると、六十五歳以上の高齢者人

齢社会白書」を決定した。それに

国のなかでも、日本の現状は突出

専門家が「超少子化」と指摘する

年比０．５蘇増の四・０％で過去

口に占める割合（高齢化率）は前

二千四百三十一万人となり、総人

に転じるため、二○’五年に皿．

今後、若年層の労働力人口が減少

上の割合は、前年と同じ７．３％。

労働力人口に占める六十五歳以

下傾向がこのまま続けば、労働力

年後に減少に転じる。出生率の低
千二十六万人で、初めて一千万人

９％、二○二五年にはｎ．０％に

や消費の減少による企業活動の低

政府は妬年度から本格的な少子

びてくる。

活力低下などが、より現実味を帯

迷、経済成長の鈍化や地域社会の
（読売新聞叫・６．８夕刊）

上昇する見込みだ。

白書では、日本の高齢化率は二

五年間で倍増した。

は、同九月現在で二万人を超え、

を突破。また、百歳以上の高齢者

日本の人口は従来の予想でも３

している。

最高を更新した。このうち男性は

口は、二○○一一一年十月一日現在で

いる。

（毎日新聞叫・６．８朝刊）

【鯨岡秀紀］

上の「熱帯夜」の地域も、東京湾

已総人口の19%に

政府は八日の閣議で、高齢化の

i■:鶇

るという。

暖化が進むと、２１００年には関

能の気候予測コンピュータープロ

予測には、同庁が開発した高性

との予測を発表した。

東地方の夏（７月末～８月）は「九

その結果、１日の平均気温は現

、函

で、このまま推移すれば、社会保

2100年議橡庁が予測
岸の一部から関束ほぼ全域に広が

関東にr南j1UN|｣に

州南部と同じくらいの暑さになる」

鵬化この鹸勘ぱ

現状をまとめた二○○四年版「高

4３

函

の普及促進、保育所の充実などの

備、病気の子どもの看護休暇制度

化対策に着手。育児休業制度の整

少ないうえに晩婚化が進んでおり、

も高いが、現在の加代は、人口が

と年齢別の出生率は加代後半が最

ているのが大きな要因だ。もとも

した最も低い予測（低位推計）で

フ。東京都の生涯未婚率を基準に

から下方修正が続いているⅡグラ

に改訂された中位推計は、帥年代

しかし、これまで５～６年ごと

羽近くに回復すると見込んでいる。

とめるが、様々なライフスタイル

体策（新新エンゼルプラン）をま

を閣議決定。皿年度中に新たな具

月初めには「少子化社会対策大綱」

政府は、対応の強化のため、６

推計をなぞっている。

子育て支援や、乳幼児や妊婦への
全体の出生率への影響が大きい。

人減った。近年の出生数１万人は、

１２万１千人で前年より３万３千

四年に生まれた子どもは推計１
づく中間的な予測（中位推計）の

あり、生涯未婚率の全国平均に基

が屹年１月に公表した予測は三つ

国立社会保障・人口問題研究所

おり、現状はほぼ１年遅れで低位

が１．羽、冊年が１・”となって

は、Ⅲ年の出生率が１．胡、皿年

りそうだ。

境を整備することなどが課題にな

に応じて、より子育てしやすい環

準の引き下げが柱の

の引き上げと給付水

になっている。

改革法に盛り込まれた給付抑制策

上に悪化する。収支の均衡には、

担い手が減り、年金財政が想定以

下回った場合、将来の年金制度の

は出生率の中位推計。その水準を

ただ、この前提になっているの

7.4

場合、肥年の出生率を１・記と算

の養育手当などを充

年金改革法で、政府・

0.5

●年金改革の前提揺らぐ

実、弘年の１．価を

与党は厚生年金のモデル世帯（蛆

4０

出。その後、Ｗ年に１．刈台で底

底に屹年は１．銘に

年勤続の会社員と専業主婦の妻）

4５

出生率の低下は、加代の女性が、

公的年金をはじめ

回復した。育児休業

の受給開始時点の水準について、「現

４

を打ち、卯年にかけて徐々に１。

殊出生率などの将来

の設計では、合計特

各種の社会保障制度

推計が前提になって

子化に悩んできたイタリア（屹
蛆）は男性の育児支援などに

年１．妬）やドイツ（皿年１．

中の所得保障をする

役世代の手取り年収に対して別％」
示した試算では、現行の弱・３％

5002

ほぼ出生率０．Ⅲ矧分にあたる。

が、十分な効果は上がっていない。

保健サービスの強化を進めてきた

1.2

今まで以上に子どもを産まなくなっ

、ⅢＨ合計特殊出生率
間に産む子どもの数の平均。

親保険があるスウェー

公的年金の保険料

デン（屹年１．筋）

を維持すると説明。厚生労働省が

ランスは育児休業中

も下げ止まっている。

(％）

から、印・２％まで低下すること

65歳時点７５歳８５歳

3０

<注>iJ
66年生まれのモデル世帯。
厚労省試算｡水準は､現役世代
の平均的手取り年収との比較

3５

代から先進国で出生率の低下

85年90950005101520253035404550

いる。

1.1

力を入れ、上向き傾向だ。フ

出生率の違いによる厚生年金
の給付水準の変化

'５５

立ち始めた。日本と同じよう

《ロ計特殊出生率

少目年の
1.3

女性１人が咀歳から伯歳ま
フト￣ま

ｊ■５（Ⅱ〕（ｕ〕（ｘＵｌ『ＪＪ【、】Ｆ【】△

|こが７０で

1.4

【夕』、夕』■■Ⅱ■ⅡⅡ４００４■Ⅱ。■Ｉ凸

合計特殊出生率の実績と推計の推移

4４

にゆうすふお－らむ

的な対応が必要になる。

を、より長期間続けるなどの追加

に歯止めがかからなければ、今回

でいる。このため，出生率の低下

制度設計を見直すことも嫌り込ん
一組減少。女性が

より一万七千百十

百二十組で、前年

り低い低位推計で推移すると、給
な見直しを迫られることが必至だ。

の年金制度の設計は、早期に大幅

○○三年は二十八・

む平均年齢は、二

一人目の子供を産

厚労省は、出生率が中位推計よ
付抑制の期間が長くなり、モデル

六歳となり、一九

７月の参院選でも、今回の年金
改革の妥当性が改めて争点になり

の水準の下限は舶年生まれ以降の
世代で、妬・４％まで下がるⅡグ

六五年の二十五・

厚生労働省は「出生率低下は、

Ⅱ６４７－

｜時的なものだと判断している。

０

政府の予測を上回る速さで進んで

これによって、すぐ年金財政の見

２

いる。政府が二○○一年一月に公

通しが狂うことはないが、動向を

勺・』

表した将来人口推計（中位推計）

注視したい」としている。

人口動態統計によると、二○○

年金改革関連法は、この人口推

（読売新聞叫・６．ｍ朝刊）

では、二○○三年の合計特殊出生

つ』

」Ａ

Ａ

ＡＡ

ＡＡ

率は前年実績値と同じ１・鉈にと

出生率の低下は、

昇した。

七歳より約三歳上

そうだ。

（朝日新聞叫・６．相朝刊）

ラフⅡとの試算も示している。
一方で、年金改革法では、給付

開始時点の水準が帥％を割る場合、

函．出生膜一Ⅷ哺肥年詳關乃一一九‐

どまるとしていたが、実際には大

三年に生まれた子供の数は、前年

きく下回った。

の人口動態統計（概数）を正式に

ついての財政見通しを計算。新た

計に基づき、保険料と給付水準に

科となるのは確実だ。

発表した。｜人の女性が生涯に産

三千八百二十八人となり、二○○

に厚生年金を受給する人の給付水

より三万二十七人少ない百十二万

厚生労働省は十日、二○○三年

２０２５

ＩＯ

９０２０００

９７０８０

－議爪’

む子供の数（合計特殊出生率）は、

一年から三年連続で減少。厚労省

準（夫が四十年加入、妻が専業主

ま＝ず．に－１

前年の１．記を大きく下回り、過
去最低の１．羽となった。全国で

婦のモデル世帯の場合）について、
二○○五年度から引き下げ、二○

は、出生率低下について①二○○

二三年度以降は現役世代の平均的

○年や二○○｜年に比べ、二○○
の出産年齢が上昇しているｌな

三年の結婚件数が減少した②女性

では０．９９８７となり、全国で

初めて１．０を割り込んだ。急速

最も合計特殊出生率が低い東京都

な少子化の進展は、年金改革関連

政の見通しに狂いが生じる。

少子化傾向が継続すれば、年金財

所得の印％を確保するとしている。

結婚したカップルは、七十四万二

同統計によると、二○○三年に

どと分析している。

法の前提を崩し、社会保障制度に
人口減少など経済成長にも懸念材

影響を与えるだけでなく、労働力

4５

合計特殊出生率の

若者減り年金不信加速

ｒ出生率過去最低一二一九

出生率低下に歯止めがかからない。厚生労働省がｎ日発一
表した田年の合計特殊出生率は政府の屹年推計を下回り、
１．羽に落ち込んだ。この「誤算」は、改正したばかりの
年金設計を大きく揺るがす。政府が約束した「副％給付」
の確保は不透明になり、「年金不信」に拍車がかかるのは避

けられそうにない。出生率低下はまた、経済成長の足を引っ
張り、過疎化による地域崩壊などにもつながる。だが、抜
【吉田啓志］

は根底から覆ることになる。低位

設定した。しかし、こうした設計

率は１．ｍまで落ち込み、現役世

推計をたどった場合、訓年の出生

代が少なくなるため、厚生年金の

下する。

将来の給付水準も妬・４％まで低

厚労省は給付の下限維持を優先

する考えで、その場合、①保険料

の上限引き上げ②消費税を含む増

税③年金支給開始年齢引き上げ⑳

年金積立命取り崩しを早めるｌ

などの対応をとることになるが、

立後に

本策は見えない。

民主党の藤井裕久幹事長はｎ日

④は問題の先送りに過ぎない。

の記事会見で、「年金は仕組み根幹

から狂っている、もう破たんして

いる」と述べ、制度の早期の見直

しが必要との考えを示した。出生

なったこ

率の公表

は屹年と同じ１．兜で、Ⅳ年に１．

の厚生年金給付水準（夫はフルタ

世代の平均手取り月収の砠・３％

つ負担）の厚生年金保険料率を段

政府の国立社会保障・人口問題

３０６で下げ止まり、犯年以降は

剛％給付
不透明に
研究所は約５年に１度、人口推計

いた。

１．羽近くに回復すると予測して

ても、渓

とについ

を公表している。標準の「中位」

ル世帯の受給開始時）は引き下げ

が年金改

２

革法の成

5０

釦％に固定する。一方で現在現役

100

階的に引き下げ、Ⅳ年度以降昭・

４

先週成立した年金改革法は、現

る。「年金不安」払しょくを狙い、

るが，詔年度以降は釦％を維持す

響を考え

案への影

を強く受ける。

隠してい

負担の上限、給付の下限を同時に

中位推計５０．２４５．１４０．５

200

在年収の田・詔％（労使で半分ず

低位推計４６．４４１．６３７．４
注：1966年生まれの夫婦のモ
デル世帯。数字は現役世代の
平均手取り月収に対する割合

250

イムで働き、妻が専業主婦のモデ

－.いつｏＤ－ｊ－■トーq抄－０の一゛■ロー■o-db-剤トー･OP-dDo-

年金はそうした推計誤りの影響

▽改善を見込んだ「高位」▽悲観
ケースの「低位」の３種類で、年

のはすべて中位推計だ。

金など政策立案の前提にしている

屹年公表の中位推計では、肥年

厚生年金給付水準の推移(％）
６５歳７５歳８５歳

３

150

１
03年
9４７５０５５６０６５７０７５8０８５９０９５０２

０

５

合計特殊出生率と出生数の推移
300
万

囮
－.●つゅ･－Ｗトーつり￣･UD-放百一qP-司伊一・p￣■･￣ヰレーつめ－句

４６

こゅうすふお－らむ

一一つ←ＬＡＱ、

た。姑息だ」（民主党幹部）との批判が野党から出ている。

少子化対策、効果簿くＦ

とする子ども数」は２．ｎ人。し政府はこうした事例を参考に‐

審議会では、女性の就労形態の変

明人だ。その差の理由は「金が掛を置いているが、政府の社会保障

かし「予定する子ども数」は１．若い夫婦への「経済支援」に力点
かるから」が８割を占める。

フランスでは３人の子どもを９化や、出産よりも自らの生き方を

政府の人口推計は修正を繰り返政府は胡年に合計特殊出生率が年間養育した男女に年金額を、％尊重し始めたことも出生率低下に

下方修正した。

ことを滞り込んだ。児童手当の支年の所得②）年金加入期間の平均所財政の悪化↓若い世代の将来不安

している。師年公表の中位推計は、急落した「１．師ショック」をきっ加算するなどし、出生率を拠年のつながっているとの指摘も出てい
別年の同出生率を１．日と予想。かけに少子化対策に取り組んでき１・閉から胆年に１・銘に回復さる。政府は昨年、自治体や大企業
低位推計を１．鍋と見込んでいた。た。今回の年金改革法にも、育児せた。スウェーデンは、子どもがに少子化対策の行動計画作りを義
それが５年後の旧年には、中位椎休業中の人の年金保険料免除期間４歳になる間に所得が減っても、務づけた次世代育成支援対策推進
計を師年低位推計に近い１．羽にを現行の１年から３年に延長する年金計算は①子どもが生まれる前法を作ったが、少子化に伴う年金

３通りから最も有利なものを充て（毎日新聞叫・６・川朝刊）

低位推計は東京都の生涯未婚率給対象の拡大や不妊治療に対する得の巧％③現行所得に基礎額（約増大↓｜層の少子化進行１１－とい
を基準に算定している。、年１．助成制度も設ける。しかし、出生印万円）を上乗せした金額－１‐Ｉのう悪循環から抜け出せていない。
釦▽⑫年１．羽▽肥年１・”と兇率低下は底なしの様相だ。

全国の別～釦代各１０００人、印

は髄・７％・

内閣府成人６０００人調査を対象に初めて実施され・回答率

高齢期に「不安」ｓ割

くくく……く………………；…………

込んだが、実績値はこれをほぼ１政府の出生動向基本調査によるるなどの対策で、皿年に１・斫だっ
年遅れでたどる形で推移している。と、結婚５年未満の夫婦が「理想た出生率は囮年に１．鹿に伸びた。

函

胆年推計については、政府は「晩；；，，；，
婿化に加え出産しないケースも織

１．羽はこの推計に疑念を強く突

り込んだ」と自信を示していた。
き付けるものとなるが、厚労省は

二時的現象」と主張している。川

年の「ミレニアム婚」などの駆け高齢期の生活に不安を感じていても給付水準を維持すべきだ」と高齢期の生活に不安を「多少感
込み結婚の反動で婚姻件数が減っる人が８割に上っていることが肥考える人は６割近くを占め、給付じている」は釦・６％、「大いに感

たことを出生数減に結び付けてい日、内閣府が発表した「年齢・加を維持するために消費税率の引きしている」は釦・０％で、不安屑
る。ただ、ミレニアム婚などの影齢に対する考え方に関する意識調上げはやむを得ないとの回答も約は別・６％に達した。「あまり感じ

響は皿年、胆年に見られてもいい査」で分かった。年金や医療など３割に上るなど、老後不安の深刻ていない」は焔・８船、「まったく
感じていない」はわずか２．４％
はずだが．その兆候はない。の社会保障について「負担が増えさを浮き彫りにした。

4７

に「自分の健康」（ね・７％）だっ

は「年金、介護、医療など社会保

だった。年代別で不安層の割合が
最も高かったのは卯代のｗ・１％・
加代でも氾・２％に達し、乃歳以
た。

険給付の減少」（祀・２％）で、次

上の鉛・７％が最低だった。
不安の理由（複数回答）の最多

（毎日新聞叫・６．打朝刊）

【田所柳子］

田・８％に過ぎなかった。

社会保障・蝿蝿麟蝿鏡肛舳
社会保障の給付水準については、
訂・８％が「維持すべきだ」と回

の増税による全世代の負担増」が

感じているか(数字は％）

答。維持する手段は「消費税など

高齢期の生活に不安を

剖・０％で最多。「給付水準が下がっ

ても負担を増やすべきでない」は

まったく感じて無回答

１１１１１１１１１「Ｉ「

一ＡＰＤＡ■賛助会員
一一一・．．．
一一

、》

；ご入会のお願い…一

一人口問題は三十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も箪要な課題となっ》

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

ージアの人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。一

一人口の増加はあらゆる社会・経済問題に大きな影響を及ぼします。一

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

》いま、世界各地で叫ばれている〃環境問題〃も、人口の増加が大きな根本原因一

一なのです。人口増加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐一

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

一多くの産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以一上放置できないギー
ーリギリのところにきています。また、人口問題では爆発的に人口増加を続けて貧一

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
一や福祉費の増大、経済力の衰退など、さまざまな重大な社会・経済問題を抱えて一
一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一

一に解決する方策を探るため，日夜‐真剣に努力を続けています。一

一何卒、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心から一

一お願いいたします。

4８

ReporlontheBasicSu]rvevofPopulationandDeve]opment
inSoutheastAsianCountrieｓ
－ｍｄｉａ－

３．中華人民共和国人口・家族計画第二次基礎調査報告番
ＢａｓｉｃＳｕｗｅｙ(ⅡlonPopulationandFamilvPlanningmU1e

昭和58年度
Ｌ中華人民共和国人口・家族計画基礎調査報告書

PeopleisRepublicofChina

BasicSurveryonPopula[ionandFamiIyPIanninginlhe

生育率和生活水平夫系第二次中日合作凋査研究根告名

PeopIe'sRepublicofChma（英語版）

（中国語版）

生育率和生活水平矢系中日合作凋査研究鍛告お
（中国語版）

4．ネパール王国人口,家族計画基礎調査

BasicSurveyReportonPopulalionandFamilyPlanningin
theKingdomofNepaI（英語版）

昭和59年度
１．アジア諸国の磯村人口と農業開発に関する調査報告諜

５．日本の人口都市化と開発

UrbanizationandDevelopmentinJapan（英語版）

一インド|Zil-

ReporIonlheSurveyofRumlPopulaIionandAgricultural
DevelopmentinAsianCDumries

6．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調査

-India-（英語版）

一データ編一

SuweyofUrbanization,LivingEnvironmentandWe]falEin

Ban獣oｋ－Ｄａｔａ－（英語版）

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告
一タイ国一

ReporIonIheBasicSurvevofPopulalionandDevelopmenI
７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）
UrbanizationandPopulationinJapan（英語版）
日本的城市化与人口（中国語版）

inSou【heaslAsianCountries
-Tb臼iｌｆｍｄ－

3．日本の人口転換と磯村開発

UrbanisasiDankependudukanDiJepang

DemograPhicTransitioninJapanandRuralDevelopmenl

（インドネシア語版）

（英語版）

昭和61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
一インドネシア国一

４．SuIvevofFertilityandLivingStandardsinChineseRural
学

ArCas-Data-AllthebouseholdsoItwovillageSinJilin

Provillcesurvevedbyquestiolmailes（英語版）
失干中国衣村的人口生育率与生活水平的凋査報告

ReportontheSurveyofRuralPopulationandAgricultural

一対干吉林省閥｢十村遊行全戸面談ﾘｮ査的靖果－

DevelopmentinAsianCountries

－銃ｉ＋編＝（中国語版）

-IndoneSia-（英語版）

5．スライド日本の農業、農村開発と人口
2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

_その軌跡一（日本語版）

一インドネシア国一

Agricultura]＆Rural、eveIopmentandPopulaKioninJapa、

ReportonlheBasicSurveyofPopula1ionandDevelopment

（英語版）

inSoutheastAsianCountries

日本衣1k衣村的友展和人口的推移（中国語版）

-Indonesia-（英語版）

PelkembanganPemmianMasyarakatDesaDanKepeL
dudukanDiJepang（インドネシア語版）

3．在日留学生の学習と生活条件に関する研究
一人的能力開発の課題に即して－
４．日本の労働力人口と開発

LaborFbrceandDevelopmeminJapan（英語版）

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

昭和60年度
1．アジア諸国の農村人口と磯業開発に閲する調査報告諜

5．人口と開発関連統計集

一タイ国一

DemographicandSocio-EconomiclndicatolsonPopulation

ReporlontheSurveyofRuralPopulationandAgricultural

andDevelopment（英語版）

DevelopmentinAsianCountries
-Thailand-（英語版）

６．スライドロ本の産業発展と人口

_その原動力・電気一（日本語版）

IndusmalDevelopmentandPopulationinjapaIl

4９

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一インド国一

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
－１|]華人民共和国一

ReportontheBasicSuIPvevofPopulationandDevelopmenl

－TheprimeMover-Electricity-（英語版）
日本的芹並友展与人口

一共原劫カー曳気一（中国語版）

irlSoutheaslAsianCountries

PembangunanIndusllidankependudukandi」epang

-China-（英語版）

-PenggerakUKama-TengaLisＩｒｉｋ－
（インドネシア語版）

3．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一タイ国一

７．ネパール王国人口・家族計画第二次基礎調査
ComplementaryBasicSurveyReportonPopulationand

4．日本の人口と家族

FamiIvPlalminginthekingdomofNepal

PopulationandtheFamilyinJapan（英語版）
5．アジアの人口転換と開発一統計集一

DemographicTransitionandDevelopmentinA＆ianCoumries

昭和62年度
1．アジア諸国の農村人ロと鴎業朋発に関する調査報告書

-OverviewandStalisticalTables-

一中華人民共和国一

（英語版）

ReportontheSurvevofRuralPopulationandAgricultulal
DevelopmentinAsial1Coumries

６．スライド

-China-（英語版）

日本の人口と家族（ロ本語版）

FamilyandPopulationinJapan-AsianExperience（英語版）

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一中華人民共和国一

日本的人口句家庭（中国語版）

RepolontheBasicSurvevofPopulationmdDevelopmenl

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア語版）

inSoutbeasIAsianCouIlms

-China-（英語版）

7．ペルー共和国人口家族計画基礎調査
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

平成元年度
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

一フィリピン画一
4．日本の人口と農業開発

一バングラデシュ国一

PopulationandAgriculIuralDevelopmentiIIJapan

ReportontlleSurveyofRura]PopulalionandAgdcullural

（英語版）

Development-Banglade$h－（英語版）
5．ネパールの人口・開発・環境

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告許
一ネパール国一

Population,DevelopmentandEnYimnmenIinNepal
（英語版）

ReportonKheBasicSurveyofPopulmionandDevelopmenI
mSoutbea5tAsianCountries

-NepaI-（英語版）

６．スライド

日本の人口移動と経済発展（日本語版）

TheMigratoIyMovememandEconomicDevelopmentill
３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査報告謝
一マレーシア国一

Japan（英語版）
日本的人口移劫与経済友展（中国語版）

PerpindahanPmdudukDanPerkembanganEkonomiDi
４．日本の人口構造変動と開発

Jepang（インドネシア語版）

一高齢化のアジア的視点一

SmlcIuralChangeinPopulationandDevelopmenl

７．トルコ国人ロ家族計画蕊礎調査

-JapanjsExperiencemAgmg-（英語版）
５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

昭和63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

一生きがいのある老後を目指して－（日本語版）

一ネパール国一

AginginJapan-ChallengesandProspecls-

ReportontheSurvevoIRuralPopulalionandAgricultural

（英語版）

DeveloPmentinAsianCoumri曙

辺人高齢化社会的日本正面|腐挑蛾一追求具生命意又

一Nepal-（英語版）

的老年生涯一（中国語版）

TantanganMasyarakaILanjulusiaJepang
（インドネシア語版）

5０

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

（本作品は，1990年卿日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

RegionalDevelopmemandPopulationinJapan
-TrendsandPmspeclsinthel990s-（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一
SIraIegicMeasureslOrtheAgriculturalDeveIopment
-ComparativeStrudiesonFiveAsianCountries-(英語
版）

ReginalDevelopmenlandPopulationinjapan（英語版）
ロ本的区域汗友和人口（中国語版）

PermbalTgunanDaeTahdanPopulasidiJepang
（インドネシア版）

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書
一フィリピン国一

6．アジアの労働力移動

LaborMigmIioninAsja（英語版）

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

ReportontheSurveVoIRumlPopulationandAgricultural
Developmem-Malaysia-（英語版）

ReportontheSurvevofRumlPopuIalionandAgricultural
DeveIopment-PhilippiIIes-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一バングラデシュ国一

ReportonllleBasicSurvevofPopuIationandDevelopment
ジ

inSoutIleastAsianCountries

-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蓄
２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告祷

一インドネシア国－

一ベトナム国一

ReportoI11heBasicSuweyofPopulalioI1imdDevelopment
iI1SoLItheastAsianCountries

-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

４．日本の人口・開発・環境一アジアの経験一

Population，DeveIopmentandEnvironmenlinJapal1
-AsianExperience-（英語版）
５．スライド

日本の環境・人口・開発（日本語版）
Environment,Popula1ionandDeveloplnen[ｉｎJapan（英
語版）

II1duslrialTrangitiol]andPopulalioninAsia

日本的坏境・人1コ・升友（'|､国語版）

（英語版）

Lmgkungan・PendudukdanPeInbangunanJepang（イン
ドネシア語版）

５．スライド・ビデオ

明日に生きる－日本の産業転換と人口一(Ｈ本譜版）

LivingIorTomorrow－IndustriaITmnsitionaIldPopulationinJapan-（英語版）
生活在明天一日本的j壁'ＩＩＬ耗換々人口一（中国語版）

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

HidupUntukHariEsok-PemlihanStruklurlndusm

DanPopulasiDiJepa､９－（インドネシア語版）

平成５年度
1．アジア諸国の農村人、と農業開発に関する報沓醤
一ベトナムlnl-

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

ReportonIheSurveyRuralPopuIationandAgriculIural
DevelopmeI1ｔ－ＳｒｉＬ上Inka-（英語版）

ReportontheSurvevo｢RuraIPopulationandAgriculluraI
Development-VielNam-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発継礎調査報告響
一フィリピン国一

２．東南アジア諸国等人口，開発蕊礎調査報告書

ReportonlheBa5icSurvevofPopulationandDeveloplllenl

一スリランカ－

inSoutheaslAsianCountries

RepoTtontheBasicSurveyofPopulalionandDevelopmenK

-PhiIippines-（英語版）

inSoulheastAsianCoumries

-SriLanka-（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苔
－１７華人民共和国一

5１

AsialuCountries-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
報告書一フィリピン国一

3．アジア諸国の人間資源開発と労lmh力に関する調査研究
報告謡一インド国一

４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChallengeandSIrategyofAsianNations
４．アジアにおける女性のエンパワーメン卜

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

アジアを拓け－女性たち-（１１本語版）

-POpulatiomandSuslainableDeveIopment（英語版）
５．スライド・ビデオ
女たちの挑戦一女･性の地位向上と日本の人ロー

ABrightofGenderEquality-EmpoweImenlofWolneI1

（日本誇版）

inAsia-（英語版）

WomenandlheirChallenge田－Improvemenlsinthe

通往巨強之路一今日Ⅱ洲女性一（中国語版）

StatusofWomenthePopulationolJapan-

HarpanCerahbagiPeIFsamaan-KaumWanilaAsian
MerambahJa1an-（インドネシア語版）

女性的挑故一女性地位的提高専n本的人口一

（英語版）

ＯＩＩ国語版）

平成８年度

TantanganKaumWanita--EmansipasiWanitadan

Popu1asiJepang-（インドネシア語版）

１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
群一ラオス人民民主共和国一

ReportontheBasicSurveyollAgricultumlandRuralDevelopmentbyProgressSIageinAsianCountries

-LaoPeople'sDemocraticRepublic-（英語版）

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階MII農業・農村開発基礎調査報告
鱒一インド国一

ReporIontheBasicSurveSronAgriculluralandRuralDe‐
2．アジア諸国の都市化と開発調査報告欝
一フィリピン国一

ReportontheSurveyofUrbanizaIionandDevelopmenlin
AsianCountries-PhiIippines-（英語版）

velopmentbyPmgp｢essStageinAsianCountTies
-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
ReportontheSuweVofUrbanizationandDevelopmentin

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

AsianCountries-Thailand-（英語版）

報告書一ラオス国一

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

４．２]世紀の人口・食澗戦略一アジアと世界一

報喬書一ベトナム同一

PopulatioxlandlJbodStrategyfbr21slcenturv
-AsiaandWorld-（英語版）

４．アジアの女性労働力参加と経済発展

－２１世紀の戦略一
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

Women'sLaborParlicipalionandEconomicDevelopmentiI1

Asia-Strategytoward21Cenlury-（英語版）

ChallengeandDecisionfOrtheYear2025

-PopulationIncreaseandFooｄｉｎＡｓｉａ－（英語版）

５．スライド・ピデオ

向着2025年的央断一iHZ洲的人口増｣ｉｔ和粗食一

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

（中国語版）

NewHorizonsfOrlheWomanofAsia（英語版）

TekadUntukTallun2025-PertambahaIlPopulasidan

並洲如女的新厨程（中国語版）

PangandiAsia-（インドネシア語版）

WanitaAsiaKiI1i……（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・農村開発基礎調査報告

1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告

書一ラオス人民民主共和国一

書一パキスタン国一

ReportonlheBasicSurveyonAgriculIuralandRural

ReportontheBasicSurveyollAgriculturaｌａｎｄＲｕｍｌＤｅ－

DevelopmembyPmgYPessStageinAsianCoul1lries

ｖｅｌｏｐｍｅｍｂｙＰｍｇｒｅｓｓＳtageinAsianCounlries

-LaoPeopleosDemocraticRepubIic-

-Pakislan-（英語版）

２．アジアの社会開発と人間開発
SocialDevelopmentamdHumanDevelopInenIinAsia

2．アジア諸国の都市化と開発基礎調査報告啓
一ネパール国一

ReporlollIheSurveyofUrbanizationandDevelopmentin

5２

３．アジア諸国の職業安定制度と藤用政策に関する調査研
究報告書一バングラデシュ人民共和国一

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
晋一ミャンマー連邦一

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に閲する調査研究
報告譜一マレーシア国一

４．水をめぐる２１世紀の危機
一アジア人口を焦点として－

WaIe「CTisisintheTwentyFirslCemurv
-ProspectofAsianPopulalionandDevelopmenl-

ReportontheBasicSurveyonA錘icuIluralandRuralDe‐
velopmentbyProgressStageinAsianCountries
-Myanmar-

５．スライド・ビデオ

水は生きている一人口と水資源一
WalerisAlive-PopulationandWaterResou｢ces

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告鶴

（英語版）

一タイ国一

水是有生命的人口々水腐源一（中国語版）

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＳｕｗｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｃａlthinAsian

Airitul-Iidup-PendukdanSumderAir-（インドネ

Coumnes-Thailand-

シア語版）

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
究報告譜一カンボジア国一

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

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

醤一カンボジア国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRuralDevelopmembyPrCgressStageinAsianCounlTies
-Cambodia-

ReporlonSurveyofAgriculturalandRuraIDevelopmemt
basedonPopu】ationissues
-TheRepubIicofKazakhslan

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
大韓民国一

ＲｅｐｏｒｌｏｍｌｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａlthinAsian
２．アジア諸脚の都市化と州発調査報告書

Countries-TheRepubliｃｏＩＫｏｒｅａ－

マレーシアlnJ-

ReportontheSurveyofUrbanizaKionandDevelopmentin
AsianCountries-Malavsia＝

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

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

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
究報告醤一イラン国一
4．発展の制約－１１１国・インドを中心に－
COllstrainsonDevelopmem－Ｆ(〕cusonChinaandlndia
５．スライド・ビデオ

地球からの警告一アジア．水と食料の未来一
AWamingfromtheEarth-TheFutuにｏｆAsia,Ｗａｌｅｒ
ａｎｄＦＯｏｄ｛英語版）

ReportonSurveyofAgriculluralalldRuralDeveloplnent

来日地球的讐梼・亜洲．水和糀食的未来一（中国

basedonPopulationlssues-TheRepublicofUzbekis‐

語版）

ｔａｎ－（英語版）

PeringatandariBumi-MasaDepanAsia-AirdanPangan-（インドネシア語版）

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同一（ロ本譜版）

平成15年度
1一人口問題を基礎とした農業・磯村6M発調査機告護

平成11年度
1．アジア諸国の整展段階別農業･農村開発銭礎識査報告丼
一モンゴル脚呵刀央県､セレンゲ県を'1i心として

RoportontbeBasicSurveyonAgriculIura］andRural

一パキスタン国一

DeveIoplnenlbyProgrＣｓｓＳＩａｇｅｉｎＡｓｉａｎＣｏｕｍ【ies

ReportonSuJvcyofAgriculul鰯lamdRuralDevelopmenl

…MoI1golia-F(】cufmnTovandSelengeAimang-

basedonPopulationlssues≦－PakisIaIl-（英語版）
２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
２．アジア諸国の雇用政策と国際的な労働力移助に関する
調査研究報告響一ミャンマー連邦一（日本語版）

一中国一上海を中心に

ReporIoIlｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｌｌｄＨｅａｌｔｈｉｎＡsian
Couulllies-China-FocusonSllanghai-
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会議に対する各国政府代表を中心とする国会議員が参
加した｡）

9．ＦＡＯ／UNFPAおよびポートン・ズアユグエン・デイ・

１．『国運人ロ開発会騒における注釈のついた概要』､Inler-

タン箸、『リソース・シリーズ３食料安全保障と人ロ：

nationalConfCrenceonPopulationandDevelopmemAn-

資料』1997年（和文）

noIatedoutIineofthefinaldocumenloItheconfelence,Not-

（内容：世界食料サミットへの準備として国連食料農

edbytheSecretalyGeneralの和文｡国際人ロ開発会議行

業機関(FAO)が国連人口基金との共同研究された、「人

動計画の作成過程で、その最終準備会議開催に向けて

口増力Ⅱと土壌劣化」に関する論文の日本語版および、

用意された行動計画案である。この『概要』に基づき、

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで開かれ

国際人口開発会議行動計画が形成された。行動計画採

た。人口と食料安全保障に関するAFPPD（人口と開発

択以前に堆備されたこの和訳は行動計画採択に際し日

に関するアジア議員フォーラム）特別運営委員会で．

本からの働きかけを行う上で大きく寄与した。

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,）
10．『国際食料安全保障・人口・開発議員会繊(IMPFSPD）
議事録』1997年（和文）

２．『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｡同文書関連の出版物としては本邦初｡）
３．『国際人ロ開発職員会騒（lCPPD）議事録』1995年（和
文）

（内容：食料農業機関（FAO）主催の世界食料サミッ

（内容：1994年カイロで国際人口開発会議（ICPD）に

ト（WFS）にあわせ、1996年11月にスイス・ジュネー

先駆けて開催された国会議員会議である国際人口開発

ブで開催された『国際食料安全保障,人口・開発議員

議員会議の議事録。同会議には117カ国約300名の国会

会議」の議事録。同会議の成果は、世界食料サミット

識員が参加した｡会議宣言文はICPD総会でも発表され

で公式に配布され､またＷＴＯルジェーロ事務局長にも

た。また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地

桜井新・会議議長から手渡された｡）

域の図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：国連人ロ基金出版物FoodfOrtheFutureのロ本
譜版。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

４．国運人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一』1995年（和文）
（内容：現在の人口分野に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載・）

きほぐしている｡）

５．『国際人ロ・社会開発蟻員会繊(lMPPSD)醗事録』1996

12．国連食趨農業機構(FAO）『リソース・シリーズ４世

年（和文）

界食料サミット1996年世界食料安全保障のためのロー

（内容：世｝iL社会開発サミット(WSSD)にあわせ､1995

マ宣言および世界食料サミット行動計画』1997年（和

年３月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された人

文）

口と社会開発に閲する国会議員会議議事録｡）

（内容：世界食料･サミットのローマ宣言と行動計画の

本邦初の翻訳であり、多分野から同文書の日本静訳の
決定版としてi闘い評価を受けた｡）

６．黒田俊夫箸『リソース・シリーズ１国運人ロ会識２０
年の軌跡一ブカレストからカイロヘー』1996年(和文）
（内容：国連主催の第一回人口会議であるブカレスト

13．『リソース・シリーズ５FiveYearsfrcmlCPPD-国際

会議から1994年カイロの国際人口開発会議まですべて

人ロ開発蟻員会議から５年一人ロと開発に関する国会

の国連主催の人口会議に参加し、人口分野における世

職員会謹宣貴文』1998年（和・英）

界的大家である著者が､その推移を概観し､分析した｡）

（内容：カイロの国際人口開発会議から５年目を迎え、

リソース・シリーズとして銘打った記念すべき第１号。

この機会に人口と開発に関する鬮際議員会議．地域議
貝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｡）

７．ToshioKurodaoResourceSeries20`FromBucharest
toCairo-2DYearsofUnitedNationsPopulationCon-

ferences-''’1996年（英文）

14．『リソース・シリーズ６PopulationPoIicyinAsia』
1998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｡）

（内容：当財団が主催するｒ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｡）

８．『国際女性・人ロ・開発議員会繊（IMPGPD）鱗事録』
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）の議事録。1司会識には第４回世界女性

5４

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）
19．『リソース・シリーズ９第２１回厨運特別総会特別委員

（内容：ワールド・ウォッチ研究所から刊行されたSandra

会報告書「付録」－国連人ロ開発会議行動叶画のさら

Pos1eI薯､WorldwalchPaperl32,DividinglheWaters:Food

なる実施に向けた主な行動一』1999年

Securitv･ＥＣ〔)systemHeallh,andthGNewPolilicsofScar-

1999年６月30日～７月２m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'1M発会議から５年を

淡水資源の不足である。増え続ける人口を支えるため

経過したその評価のためのに1連人口特別総会報告響」

の農業生産もまた淡水資源の逼迫によって大きく制約

１１本語版。同会議では、国際人ｍｌｌＩ１発会議（ICPD）か

を受けると考えられている。地球は水の惑星といわれ

ら５年を経て、その進捗を妨げる障害､ＡＩＤＳなどの予

るが飲料や農業用に安定して使用できる水の総量は地

想以上の蔓延など、時代の変化をとり入れ、行動計画

球上の水の0.000008％に過ぎなv､。この水の総鐘は、

を実施する上で必要となる指標や障害を解消するた釣

有史以来変わっておらず、人ロが増加する分だけ、一

の具体的行動などを国連加盟脚が圃連総会の場で協議

人当たり使用できる水の丘はどんどん減少しているの

し確認した。

が現実だが、このことが十分に認識されていない。人

ｉ－１噌加を支えている地球の限界が目の前に迫っている
20．『人ロと開発に関するアジア鱗員フォーラム第６回大会

ことに警告を発している｡）（日本語版版権取得）

議事録』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

16．国運人口基金『人類のための環境』1998年（和文）

（内容：lZil連人口避金出版物EIwiroImlemforPeopleの

年に一度洲催する大会の議事録。

Ｈ本譜版。人口問題、環境問題，開発問題を効率的か

AFPPDは1981年に設立されてから世界の指導的な人口

つ実質的に解決するためには､その3つの領域の間に架

と開発に関する地域議員活動として、アジアのみなら

け橋を架け、相関iM係を重視することが必要であると

ず、世界レベルでも人口と開発に閲する国会議員活勅

の視点に立って、主に環境と人口の間に横たわる様々

の指導的な役割を担っている。その提唱者であり、僧１１

な問題を例に、解決のために必要な視点．方法、手段

設者の佐藤隆・元農水大臣と、桜井新・現議長の出身

を探っている｡）

地である新潟県で開催されたＡｒPPD大会の報侍書(}１

本譜版)。同大会では1000年期最後の大会として．２０００

17．『リソース．シリーズＢ“Parliamentarians，Activities

年期に向けたアジア・太平洋地域の人口・Ｉ)Ⅱ発問題に

onpopulationandDevelopment-HistoryofPa肝

間する国会議員の活動方針を協議し，その成果は「新

liamentarians,ActivitiesandltosFindings-国』1999年，

潟宣言」にまとめられた。

（英文、－部スペイン語）

1999年２ル､－グの国際フォーラムに合わせて開催さ
21．『リプロダクテイブ・ライツ・チャート2000』2000年

れた「国際人ｕ開発会議評価のための国会議員フォー

ＩＰＰＦ(国際家族計画連蝿)が作成した"IPPF／iwaraw・

ラム(IFP)」のために準備された出版物である。この出

reproductiverighls20000↑ウォールチャートのＵ本謡版・

版物の[Ｉｊには1994年の国際人に1開発会議以降の人にＩと

世界各１卸のリブロダクテイプ・ヘルスやライツに関連

開発に関するアジア議員フォーラム（AFPPD）をはじ

する政策の現状や進捗状況を－覚にしたものである。

めとし､アメリカ地域人口・開発国会議員グループqAPG)・

英語版ではアルファベット順になっていたものを地域

アフリカ．アラブ地域人口開発議員フォーラム(FAAP‐

別・あいうえお順に編集を加え．読者の便を図ってい

ＰＤ)、ヨーロッパ地域の国会議員活動の成果である寅言

る，また、各国の1劃名表記は外務省の表記に飛拠した

文と．各瀧連の活動史をまとめたものである。地域の

正規名称を同いている。

枠を超えて人、と開整に関する国会議員活動の成果が
一覧にまとめられたﾕ'１Fはかってなく、国会議員活動の

22．国運人ロ基金『女性のエンパワーメントに向けて』2000

地球鵠模での広がりをも象徴している。

年

ＵＮＦＰＡのＷｏ｢kingtoEmp()werWOmen,lINFPA1sExpeTienceinlmplemcmingtheBeijingPlaIIt)rmofActionのロ

1ａ『国際人ロ開発会織評価のための国会議員フォーラム(IFP）
報告番』1999年

本譜版．“女性のエンパワーメント"は国際人１ｺ開発会

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ

議（ICPD）行動計画において人口問題の解決を巣たず

れた「国際人口開発会議評価のための国会議員フォー

上での敢要なカギとなる概念として位世付けられた。

ラム（IFP)」の報告書である．'百I会議には103カ国から

また、’１１国北京で開催された第４１．世界女･性会議では

およそ210名の国会議員が参加した｡同会議では|訓漂人

中心的な概念となった。第４回世界女Wk会議から５年

口開発会議から５年間の進捗状況とその進展を阻む障

を踏まえ､人口､女性問題に共通する女WlHのエンパワー

害について熱心な討議が行われ、人口と持続可能な開

メン卜を中心に､ICPD行動計画ならびに女性会議の行

発を一貫した視点で扱う平を強く求めた「周際人口1冊

動綱領実施と関連するUNFPAの活動を具体的に紹介し

発会識評価のための国会議員フォーラム・ハーグ宣言」

ている。

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[121際フォーラム

23．リソース・シリーズ１『国連人口会殿20年の軌跡一ブ

5５

ならびに３月にニューヨークで開催された準備会議の

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１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『人ロ問題プリーフイングキット2000年
度版』2001年

UNFPA､mPopulaIionlssuesBrieflIIgKit2000I'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illl題であるという視点から、現在の人ロ分野におけ
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。

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

UNFPAJiPopulationlssuesBriefingKiI2001(の翻訳｡20()0
年に国連木部で開催されたミレニアムサミットで挟択
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の人口聞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。

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』
ＡPDA`１１立20周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
してもらい、なぜ人口問題が人類の将来にとって決定

的に砿要なのかを論じた。私達が生きるこの世界にお
ける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。

２８．１１Populationlssues-TheConditicnsofHumanSurvivalandfutureofourSocietyi,

リソースNn27『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。

29.0,AQuarterIy2003onPopulationandDevelopment
（英語版）

2003年度に４半期ごとに刊行されたＯＤＡクォータリー
の倉|]刊号から４号までを英訳したもの.ＯＤＡクォータ
リーは全国会議員に対して人口と開発問題に対するＨ
本国からの拠出の亜要性を訴えかけるために作成され

たもので、財Ｍ１法人家族計画国際協力財団（JOICFP）
とUNFPA東京事務所との協力で発行されている。
3D．「地球の人口と水J

UNIFPAの刊行物であるGlobalPopulationandWaIerの
｜]本語版。同書は2003年３月に京都・大阪・滋賀で開
催された第３ｎ１Ｕ:liL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(Ⅱ'1面から水と人、問題とかかわりを包

5６

ＡＰＤＡ 一曰誌一

４月６日「広瀬次雄（前常務理事・事務局長）さんご苦労様会」開催
（呼びかけ人、黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長他）。

４月７日池上清子ＵＮＦＰＡ東京事務所長来所。尾崎美千生常

５月躯日

平成焔年度ＡＰＤＡ理事会、評議員会をキャピタル東
急で開催。

⑪平成旧年度事業報告・収支決算

②理事・評議員の退任及び就任を承認・議決

局長が平成肥年度ＡＰＤＡ事業・会議などについて協

４月過日中山太郎ＡＰＤＡ理事長と尾崎美千生常務理事・事務

Ａ副理事長が表敬。尾崎美千生ＡＰＤＡ常務理事・事

ＡＰＤＡ理事、清水嘉与子ＪＰＦＰ事務総長・ＡＰＤ

Ｐ会長・ＡＰＤＡ理事長、鹿野道彦ＪＰＦＰ会長代行・

６月３日来日中のバダウィ・マレーシア首相を中山太郎ＪＰＦ

議。楠本修事務局長補佐・主任研究員、竹本将規研究

務局長と楠本修事務局長補佐・主任研究員が同行。

務理事・事務局長らＡＰＤＡスタッフと業務打ち合わせ。

員・プログラム・オフィサーが同席。

ＤＡ常務理事・事務局長と木村亮子プログラム・オフィ

６月９日緒方貞子ＪＩＣＡ理事長の記者会見に尾崎美千生ＡＰ
サーが参加。

清水要吉・公認会計士による平成焔年度の会計監査。
広瀬次雄顧問、尾崎美千生常務理事・事務局長、大沢

６月泌日楠本修事務局長補佐・主任研究員、竹本将規研究員・プ

検索ガイダンスに参加。

６月、日竹本将規研究員・プログラム・オフィサーが国連資料

春美財務・経理課長らが立ち会う。

５月Ⅳ日農林水産省研究会に楠本修事務局長補佐・主任研究員、
竹本将規研究員・プログラム・オフィサーが参加。平
竹本将規研究員・プログラム・オフィ、

成略年度委託調査について協議を行う。

ログラム・オフイサーが一雁用能力・開発機構委託調査の

議長、川橋幸子参議院議員、尾崎美千生ＡＰＤＡ常務

ＡＦＰＰＤ女性大臣・議員会議に谷津義男ＡＦＰＰＤ

いて梅澤隆国士舘大教授、許海珠同教授と打ち合わせ。

５月泌日トラヤ・オベイド国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）事務局

日日

日日

ため、国士舘大学世田谷キャンパスを訪問。調査につ

３０２９

１７１４

長来日記者会見。尾崎美千生常務理事・事務局長と竹
本将規研究員・プログラム・オフィサーが参加。

イドＵＮＦＰＡ事務局長が、中山太郎ＪＰＦＰ会長・

６

５

５月沁日国際人口問題議員懇談会合同部会開催。トラヤ・オベ

理事・事務局長が参加。谷津義男ＡＦＰＰＤ議長が開

ンで日本の経験を発表。

会挨拶、川橋幸子参議院議員がパネルディスカッショ

5７

ＡＰＤＡ理事長、谷津義男ＪＰＦＰ幹事長、清水嘉与

子ＪＰＦＰ事務総長・ＡＰＤＡ副理事長と会談。

１月

１月

「東大のせい」という見方があるくらいである。

◇ことしの「日本人ロ学会」は６月ｕ、Ｅの両日、東京大学の山
上会館で開かれた。ホスト校を代表して挨拶した佐々木毅・東
大学長は、「わが校はこれまでこの分野（人口学）には、あまり
ご縁がなかったようですが……」と謙遜調。それもそのはず、
品回に及ぶ同学会が東大で開かれたのは初めてのことである。
欧米やヨーロッパに比べて本邦で「人口学」が振るわないのは、
◇人口と食料の伸び率の差に着目して、人類はやがて大飢鰹に見
舞われると予言した「人口学の始祖」マルサスに対して、共産
主義の理論的支柱・マルクスは「人口問題は資本主義の矛盾の

（Ｍ・Ｏ）

ＴＥＬ（03）3358-2211（大代表）

役割も正念場である。

束京都新宿区1-5-1-3Ｆ

中に発生する」との所説を掲げて対立、延々たる論争を導き出
した。戦後、東大をはじめわが国の官学の中ではマルクスの影

に乗れなかった、というわけである。

響力が強かったので、マルサス研究から始まった人口学は主流

における少子高齢化問題に焦点を奪われた格好。

◇それはともあれ、ことしは「女性の反乱」という言葉も飛び交
いあの華々しい論争の舞台となったカイロ会議（国際人口開
発会議）から、ｎ年目。しかし、人口学会開催の前日、突如新
聞が報じた「合計特殊出生率（ＴＦＲ二人の女性の生涯出生
数）１．２９」ショックの舞台効果も手伝って、論議はわが国

はない。

◇いま世界の人口問題は、開発途上国で依然衰えない人口増加と、
わが国を含めた先進国ばかりでなく、途上国にも押し寄せてき
た高齢化という「前門の虎、後門の狼」に脅かされている。今
後印年のうちにあと釦億人は増えるという「宇宙船地球号の乗
組員」としての立場と、これまでの人口構成を逆立ちさせる「逆
ピラミッド」の世界にどう対応するか、マルサスもマルクスも
動員して人類の知恵を絞るべき時代に遭遇していることに違い

財団法人アジア人口・開発協会

た未来が訪れるために、どのような国
際協力が求められるだろうか。日本の

〒160-0022

しゃぐ子供たち。彼らにキラキラとし

●発行所

その老朽化した農水路で無邪気には

・編集発行人尾崎美千生

朽化するなど、農業生産面に悪影響が

2004年７月１日発行く季刊〉

少している。その結果、灌概設備が老

が、一方で農業への設備投資が減

人ロと開発･夏季号く通刊87号〉

表紙の写真説明

壊れた水路が僕らのプール

Ｍｉ蕊灘

Ｉにはアフガニスタンからの難民が

｜押し寄せ､新たな社会問題になっ

ｉている｡政府は世銀･l1vTが取り組

｜む貧困撲滅のための路線に沿って、

教育や保健衛生に力を注いでいる

l l l 1l l l li

淵

出始めている。

ＦＡＸ（03）3358-2233

●印刷所

文化印刷株式会社

５８

ＭｚＭＡｸﾞﾙｰﾌﾟ

みんな｢農｣でつながっている。

毎日何気なく食べているいつものごはん。普段あまり気にすることはないけれども、
その向こう側はみんな「震」につながっています。
ＪＡグループは、いつも安全・安心な食料供給と

農業と社会のいい関係を目指してさまざまな取り組みを行っています。

｢農｣と｢共生｣の世紀づくり
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