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人口と開発
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年間に欧州だけで３５００万人、世

（黒死病）だ。１３４７～５０年の３

の時代に生きている。最初はペスト

ンデミック（病気の世界的大流行）

私たちは現在、歴史上３度目のパ

も達し、世界人□の１割しかいない

末の調査で感染者が２５○○万人に

アフリカと表記）では、２００３年

とくに、サハラ以南アフリカ（以下、

にしてまだ止まるところを知らない。

ズだ。すでに３０００万人を生け贄

５％はエイズであり、なかには

成人の４割近くがエイズという

国すらある。

１年間にエイズに感染する３

人に２人、死亡する４人に３人

はアフリカ人である。毎曰、新

たに８２００人が感染して、６

０００人が死んでいく計算だ。１９

７５年当時呵歳を超えていたアフリ

カの平均寿命は、２００２年には如

歳を割り込むまでになった。人□爆

発の恐怖が語られてきたアフリカで、

２０１０年以後ボツワナ、レソト、

南ア、スワジランドの四カ国は総人
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界全体では６０００万～７０００万

エイズの８割が集中する。アフ
のにエイズの８割が集中する。アブ

宴［皀汀ｙｌｑ）□）（し杵

リカの成人（旧～伯歳）の７．

人の死者を出したといわれる。当時
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□の減少に向かう可能性が高い。

この結果、人□の大激変が起きて
いる。この悪疫が発生して以来過去
加年余の間に、アフリカだけで推定
２０００万人を超える命が奪われた。

東京都と神奈川県を併せた人□が、
そっくり消えてしまったことになる。
この２０００万人という死者の数は、
桁～⑫世紀にかけてアフリカ大陸で

拉致され、新大陸に奴隷として売ら
れていった数に匹敵する。社会の中
核である若い年齢層を根こそざに奪
われて国外に売られ、令曰にいたる
までアフリカの発展の重い足杣となっ

ている。まさに、エイズが同じ事態
をなぞっているのだ。

ペストに襲われた当時の欧州では、

恐怖と混乱のなかで、「鞭打ち苦行Ｌ
などの集団ヒステリー現象が起こり、

ユダヤ人が毒物を散布したというデ
マからユダヤ人の大量虐殺もあった。

だが一方で、人□の激減で封建制度

が崩壊に向かい、宗教と学問の権威
は失墜した。これが「ルネサンス運
動」という形で人間の創造性に火を

つけ、近代社会の誕生をうながす要
因にもなっだ。

洪水が原因とされたが、その後の国
連食糧農業機関（ＦＡ○）の調査で、

この飢餓地帯はエイズの流行地帯と

重なっており、エイズによって篝家
が働き手を失ったことが、状況を悪

化させたという結論になった。

ＦＡＯの推定では、１９ｓ５～２

だが、アフリカのエイズ禍は、そ
うなる可能性はほとんどない。エイ

０００年にアフリカの汀刀国で７０

になる。エイズウイルスを抑える薬

年一一ひでに農民の配％が減少すること

流行が激しい＋力国では、２０２０

０２０年までにはさらに１６００万
人が死亡すると予測する。とくに、

０万人の農民がエイズで死んだ。２

ズが若い働き盛りの世代に集中して
いるため、農村、企業、学校、軍隊
……どこでも急激な空洞化を招き始

めている。世界銀行は、エイズが流
行っている南部アフリカ諸国では、

労働力の急減などから１人当たりの
国民総生産（ＧＤＰ）は、国によっ

は開発されたが、まだ決定的な治療

法は見つかっていない。ということ

て年間０．５～２．０％低下してお
り、特に影響が深刻な国のなかには、

は、アフリカの混迷に終止符を打つ
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院教授）

全権大使・北海道大学公共政策大学

（いし・ひろゆき前ザンビア特命

のはまだ先の一」とになりそうだ。

２０１０年までに８％も落ち込むケー

スが出ると、推定している。
２００２年蟇れから０３年はじめ

にかけて、南部アフリカ｜帯で深刻
な食糧危機が発生し、１５００万人
の食糧が不足した。当初は干ばつや
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ラ>Ⅱ大地震と津波被生

写真：CRlSRNationaI
,NationaIUniversityofSingapore

(インドネシア・アチェ特別州の海岸。津波後に』
津波後に平地のほとんどが被災し、地盤沈下も生じている）

、

昨年⑫月妬日、インドネシア・スマ

トラ島北部海域で、史上最大級（マグ

ネチュード９）の地震が発生し、その
津波による被害の報告が刻一刻と拡大
している。直接的な死亡者・行方不明

者だけでも釦万人を超え、被災した人
口は５００万人を超えるという空前の

被害になりそうである。同地域はスン
ダ地塊の周辺域にあたり、典型的なプ
レート地震といえる。その結果、大規
模に海底が動き巨大な津波が発生し、
地震による直接的な被害よりも津波に
よるものの方が圧倒的に大きな被害を
もたらした。

津波は時速７００ｍを超えるジェッ

ト機並みの速度でインド洋を横断し、
スリランカやインドにまで被害を及ぼ
した。特にスリランカではインドネシ
アに次ぐ被害が出ている。

日本政府も緊急援助として５億ドル
の支援を決めたのを始め、深刻な食料
不足に悩み食料支援を受けている北朝
鮮まで咀万ドルの支援を申し入れるな
ど、国際的な支援競争の様相を呈して

いる。人口の面から考えるとこの津波

被害が示す問題点が幾つも浮かび上がっ
てくる。津波被害から見えてきた人口
問題をめぐる問題を考えてみたい。
前のページの画像のように、津波被

害は沿岸地域に衛星画像でもわかるほ
どの被害を引き起こした。東南アジア
において沿岸部に人口が集中しだした
のは比較的新しく、仮に肥世紀にこの

ような大地震が起きても今回のような

大規模な災害にはならなかっただろう

と思われる。伝統的に、東南アジアで
は高地の人口密度が高く、海岸地帯に
は住民はほとんど居住していなかった
といわれる。事実、スリランカでも歴
代の王朝の都であるアヌダーラプラや
キャンディは山地に位置していた。海
岸地帯に移ったのは四世紀のことであ
る。また多少時代は遡るがタイの主要

な民族であるタイ族は中国の広西自治
区のシーサンパンナからラオスを経て
移動してきた民族であるとタイの人た
ちは皆信じている。つまり東南アジア
では比較的清涼で乾燥している山地の

人口が増加し、その扶養力がなくなる
につれて低地に移動してきたという歴

史がある。

近代になるまで低地に人口があまり

居住しなかった最も大きな理由は、感
染症にその理由があるといわれる。低
地にはマラリアなど命を奪う伝染病が

発生し、害虫や毒蛇なども出てあまり
快適な環境になかったといわれている。

事実、死亡率も高かったようで、スリ

ランカでは第二次世界大戦後のＤＤＴ

撒布によってマラリア蚊が死滅し、そ
の結果として死亡率が急減するや否や
人口が急増したことが良く知られてい

る。

つまり今回、津波被害にあった地域

への人口集中は主に卯世紀の後半に生
じてきたものであり、一一のわずかな時

間に東南アジアの人口が沿岸を中心に

急増したことを示している。当然、人
口急増に伴い新たに増加した人口が流
入してきた地域であり、建物も簡易な
バラックがほとんどで、貧困な人々が

大量に集中して住んでいる。このよう

な環境が今回の津波被害の背景にはあ

る。

〈「回最も被害の大きかったインドネ

６

スマトラ沖大地震と津波被害と人口

取り組まなければならない問題が山積
している。このような緊急事態で最も

現在、緊急援助が世界各国から提示
され、今回の津波被害は国際援助の競
技会のような様相を示している。人身
売買や孤児の問題、地雷の撤去、緊急
医療援助、生活の建て直しなど緊急に

要性が改めて示されたといえる。

て支援を行うことを決めており、各国
の枠を越えた支援を行う場合に、国連
を中心とした多国間援助の枠組みの必

とである。日本政府も国連を中心とし

であり、人道的に必要な支援を行うこ

る人たちの基本的人権を保護すること

問題ではなく、そこで被害を受けてい

害に対処する上で重要なことは、民族

な判断が失われてしまう。国際的な災

民族問題の解決は容易ではない。民
族が絡むと、人の感情が高ぶり、冷静

り、この既存のフレームが有効に機能
するかどうかが課題であるといえる。

は各国政府を受け皿として行われてお

再問題被害寸
シァのアチェ州も、スリランカの東部
も民族独立運動があり、紛争地域となっ

ている。その結果、各国政府がその被
害を把握することが難しく、最も援助
が必要な地域に適切な支援を行うこと

が困難になっている。通常の国際協力

被災地域

被害を受けるのが社会的に脆弱な立場

にある人たちであることを忘れてはな
らないだろう。今回の地震被害による
子どもの犠牲者が当初の想像を大きく

上回ったことがそれを示している。緊
急事態における女性を守るためにも人

口問題に対する緊急援助が必要でこ

の被害の中で、レイプや家族計画の機
材の不足などで「望まない妊娠」が生

じることは、今後に大きな禍根を残す

ことになる。その意味でキメの細かな

全面的な対策が必要とされているので

ある。

同時に、自然災害だけではなく紛争
や戦争でもそうであるが、ニュースに

なるときには援助が行われ、ニュース

にならないときには援助が途絶えてし

まう、という現状には強い危機感を覚

える。例えば関係者の努力は続いてい

るとしても、イラク戦争以降アフガニ

スタンに対する国際的な関心が薄れた

ことは、紛れもない事実である。アフ

ガニスタンで実際に援助を必要として

いる人が減ったわけでも本質的な改善
がなされたわけでもないの秀」ある。○

【ｒ

このように各国の政治ショーのよう

な様相も見え隠れした今回の津波に対
する支援であるが、新しい希望の光も
見えてきたのではないだろうか。かつ
ては、いかに大規模な災害であっても、

体制を越え、地域を越えた全地球的な
援助が提供されたことはなかった。グ
ローバル化の巾‐で、北欧の国を中心に
大量の観光客が今回の津波被害に巻き
込まれたということが示すように、も
はや「遠い国の問題はこの地球には存
在しない」ということを顕著に表して
いる。この小さな地球の一員として、
全ての国が当事者となりつつあるとい
う現状を示したのである。

日本も国連の安全保障理事会常任理
事国入りを目指す中で、ＯＤＡの増額
を強く求められている。その地位にふ
さわしい国際的な責任を果たすことが

強く求められている。国内では深刻な

識すべきである。

（楠本修）

作り上げられるのだということをもう
一度思い出すべきであろう。日本はも
う一度、自らの問題として国際援助が
自国の繁栄の基盤であることを強く意

場が拡大し、その結果として豐かさが

財政状況があり、決してその増額は容
易ではない。しかし第二次世界大戦後、
貿易でその富を築いたわが国こそ、「世
界の平和と安定こそが、豊かさの源泉
である」一一とをもっと強く意識する必
要があるのではないだろうか。紛争や
戦争で、社会的不安が拡大する中で
経済の全般的な発展はありえない。平
和を実現することで利益の基となる市

祭温調の楽

ＤＡが外交の一部であり、各国との外戦略といえるのである。
交を通じて国益に貢献し、広い意味で
の安全保障に貢献するためのものであ
ることはいうまでもない。しかしニュー

スになるときだけ競ったように援助競

争が行われ、そうでないときには全く
無視されるというのでは、せっかく始
まった開発や人口問題への取り組みを

振り出しに戻してしまうことになりか
ねないことを肝に銘じておくべきだと
思う。振り出しに戻ってしまえば、ま
た望まない妊娠が噸加し、人口が急増
し、貧困が拡大することで社会的な負

担が増加し、テロの可能性が拡大し国
際社会の不安定性の要因を作り出す１－
という負の連鎖が生じてくることにな
る。国際社会を安定化させることで世
界全体の福利を増大させるような方向
をぜひ目指したいと思う。その意味で、
長期的な戦略に基づいた基本的支援の
あり方を明確にして、それを強力に推
進していくことが強く求められている
のである。その中で、日本の持ってい
る経験や優位性を生かして世界の人口
問題に貢献することは大変効率の良い
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だが、分けても日本が強い関心を持っ

ている安保理については国連創立時に

は独立もしていなかったアフリカの多

くの新興国が加盟したこともあり、拡

大の問題が出てきている。帥年たって

国際的なパワーバランスも随分変わっ

てきたし、国際政治の現実をもっとよ

く反映したものにしないと安保理自体

が実行力のあるものにならない効率

的、効果的な仕事が出来ないというの

「そんな中で日本はドイツ、インド、

が基本的な課題である」

ン事務総長自身が２００５年中には仕

ブラジルと組んでやっているわけだが、

その中で他の国についてはいろいろ意

見があるにしても、Ｈ本についてはそ

ている、と思う。ただそうはいっても

う異論のある国は少なく、最右翼をいっ

印周年の節目であり、来年は日本の国

府を挙げて努力することが課された任

には具体的な成果に結びつくように政

ム（契機）を活かして、何とか今年中

し、冒頭述べたような今年のモメンタ

にいろいろと問題が生じている。しか

のパッケージでいかざるをえず、そこ

いう方程式は成り立たない。数カ国と

日本だけが首尾よく選挙で当選すると

になっている。何より帥年もたてば国

財政的には世界第二の貢献をするよう

本のような）国が国連内で少なくとも

ら今日に至って〃旧敵国〃であった（日

きた帥年前にはまだ太平洋戦争の末期
で戦争が続いていたわけだが、それか

連加盟釦周年の節目がくる。国連がで

達して欲しいと思う。今年は国連発足

の動きが盛り上がって具体的な結論に

ており、この方針に基づいてさらにこ

上げたいという方針を大分前から言っ

「今年が勝負の年になると思う。アナ

り組まれる心構えからお伺いしたい。

ｌわが鬮の鬮連外交最大の課題に取

墜

IHI
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連組織全体の改革の話が出てくるわけ
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務であり、その一番出先にいる我々国

運代表部は、いわば切り込み隊長、突
撃隊長としての役割を果たす必要があ
ると思っている」

ｌⅢ「突撃隊長」としての心意気はそ

れとして、限られた期間内に安保理常
任理事国入りのめどをつけるのは至難
の業では。

「最後は選挙になるでしょうが、総会

での選挙、その後の安保理を増やすた
めの国連憲章改正にはそれぞれ三分の
この賛成票をとらなければならない。
しかも選挙の結果を反映する憲章改正

には現常任理事国（Ｐ５）のビトー（拒
否権）がありうることになっている。
三分のこの賛成というのは大変なこと
だ。現加盟国１９１カ国のうち１２８

カ国の賛成、逆に言えば全加盟国の三

分の一が反対、あるいは反対までいか
なくとも棄権をすれば（日本の常任理

事国入りは）ブロックされることにな
る。だから三分の二という数字はかな

り高いハードルであることは間違いな
い。その意味では決して容易ではない」

「安保理常任理事国をめぐる本質は何
かというと、これはもう要するに国際
政治そのものである。平和と安全につ
いて議論し必要な決定をするといって

も常任理事国と、何年かに一度一一年間
の非常任理事国になるのとでは基本的
に大きく違う。そこには国際的な地位

議が開かれ、大筋としては常任理事国

および非常任理事国を拡大して国連改

革を進めること、アフリカからは常任

理事国の枠として一一カ国を要求すると

いう意見が出たが、まだ完全な合意で

はなく２月末または３月はじめまでに

アフリカとしての共通ポジションを目

指すことになっている。日本としては

アフリカ枠の二カ国に賛成することを

とか責任とか威信とかｌわが国が必ず
しもそうしたことを求めてやってない

公式に認めているが、二つの枠をどの

とされている。しかし、このほかにも

ており、リビアをのぞく三カ国が有力

リア、南アフリカが候補国として上がっ

今のところエジプト、リビア、ナイジェ

国が占めるのか、これがややこしい。

にしてもＩそうした側面が出てくる。

他の国はどうしてもそう見る」
「だからどこかの国がそういう地位を

得たいと言うと、近くの国や地域で面
白くない国が出てくる。インドに対し

正式には名乗りを挙げていないものの

てパキスタンとか、ドイツに対してイ
タリアとか。ドイツとイタリアはかつ

ていいという一一番手の国もあり、どの

ケニアやセネガルのようにいつでもなっ

国に落ち着くのか楽観は許さない」

て日本とともに枢軸国という間柄だっ
たし、今でも同じＧ８の仲間だが、ド

まれば国連改革への流れをつくる上で

ループが共通ポジションを作ってまと

要な意味を持っている。アフリカ・グ

プとして動くのでアフリカの情勢は重

の一に近い国があり、アフリカはグルー

「しかし、アフリカには認力国と三分

イツが常任理事国になれば置いてきぼ

りを食うイタリアの政治にとっては大
変なことになる」

ｌアフリカの現状は．

「最近ナイジェリアの新首都・アブー

ジャでアフリカ連合（ＡＵ）の首脳会

０
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内で十分まだ議論がなされていないが、

安保理は国際の平和と安全に中心的な

決定的な影響力をもっている。逆にア
フリカがモタモタしてまとまらなけれ
ば今のモメンタムが崩れることにつな

国の椅子を持つということは日本もそ

それでいいことで、日本らしい貢献の

仕方がある」

ｌ常任理事国になれば鬮際政治に関

する情報の入手が質的、量的に格段に

容易になるという点を強調する外交専

門家もいるが。

「日本のような国が国連の中で〃廊下

とんび〃をやることを屈辱的に感じる

がもっと透明性をもってきちんと公開

人はいるだろう。確かに安保理の情報

任があるが、日本も湾岸戦争以来それ

い。しかし日本は情報を取るために安

閉鎖的な安保理では決してよくならな

はある。安保理の構成国を増やしても

方に関する安保理改革の一つの側面で

され、協議が行われることも仕事の仕
まだこの面では余力がありうるだろう」

なりの経験を積み上げてきた。しかし、

中心的、主体的活動に協力していく責

るといえる。あとはＰＫＯなど国連の

もあるが、これはもう十分果たしてい

ろん財政的な責任を果たすということ

をかいているわけにはいかない。もち

れなりの責任を果たさないと、ただ胡坐

めぐら

役割を果たしているわけで、常任理事

がる。そういう意味で、日本国内では

期待感も上がっていると思うが、実際
にはこれもなかなか難関です」

１１日本が直面しているハードルの高
さはよくわかったが、難関を突破して

日本が常任理事国入りを果たした暁に
は、何ができるだろうか。

「それはまさに、日本はなぜ安保理常
任理事国入りを目指すのかという原点、
動機に戻るわけだ。一つはすでに日本

ｌ現在のＰ５はみな核保有国鱈が、
核廃絶へ向けて日本がイニシアティブ

は国連に卯％近い財政的貢献をしてい

る国になっているということ、また通

保理に入るわけではないし、それは結

果的についてくるだけのものである。

をとることは非現実的だろうか。

「確かに今の常任理事国はみな核を持っ

それに情報、情報といっても、日本政

を与える情報がここにあるかというと

府の安全や進路にとって基本的な影響
らないという議論はもう古い議論。む

はここには第一もってこない。もちろ

それは買いかぶりである。そういう話

日本のような国が、口幅ったい表現に

限られた中での重要な情報はあるが」

ん決議案の作成とか、国連活動という

なるが、多くの国にとってある種の模
範になるということが出来ればそれは

しろ日本がその立場を逆手にとって、

入るためには核兵器を持たなければな

ているが、非核国日本が常任理事国に

常財政のみならず、今国運の中で重要
な部分を占めているＰＫＯ活動でも卯％
を占めている。五分の一、これは大き

い。そういう国が重要な決定の場所に
いないということは民主的なルールに
もとる」

「しかし，そこで問題なのはこれまで
の実績だけでいいのか、新たな役割は
何かという問題が出てくる。そこは国

1１

ｌ国連をつくるのに主導的役割を果

たした米国の〃国連離れ〃という現象
もあるし？

「それもあるが、しかし現実に国連を

支えているのは安保理、その中でもＰ
５、場合によっては仏も入るが、もっ
と突き詰めていえば所詮、戦争に勝っ
た米英のアングロサクソンだ」

ｌアナン鬮連事務総長の求めに応じ
て国連改革案をまとめていゑンエフリー・

サックス・コロンビア大教授を委員長
とする委員会が先に、これから安保理
常任理事国に入ろうとする国は政府開

発援助（ＯＤＡ）の対国民総生産（Ｇ
ＮＰ）比を０．７％にまで高めるべき
だという報告書を提出したが、現在０．

２％の日本にとっては非現実的提案と
いうことになるか。

「ミレニアム目標（ＭＤＧｓ）は日本

も受け入れている。２０１５年までに

世界の貧困人口を半減させるとか、初
等教育の普及とか、幼児死亡率の低下
とかいう目標は、日本もかつて貢献し

て経済開発協力機構（ＯＥＣＤ）の開
発援助委員会（ＤＡＣ）がつくった新

開発戦略が吸収されたもので、異論が
あろうはずはない」

「しかし、ご指摘の０．７％のことに

ついていうとＯＤＡはミレニアム開発

目標を達成する上での沢山ある幾つか
の要素の中の一つに過ぎない。ＯＤＡ

と思う。一時世銀が卯年代の半ばに東

アジアのミラクルという形で評価をし

たが、まだ十分その辺の事情が分析さ

れているとはいえない。そうした経験

から見ると貧困削減や開発問題をＯＤ

Ａだけに着目して論ずるのは一部しか

見ていない狭い議論になる」

「もちろんＯＤＡが少なくてよいとい

うことではなく、もっとやらなければ

ならないということは当然だが、０．

を使えば開発目標がみな達成されるか
というとそうではない。例えばアジア

７％を達成しているのは現在までのと

１１９９０年代は米ソ冷戦の終結で

本は０．２％ぐらいまで落ちている」

いったことはあるが、残念ながら今日

も一時は半分の０．３５船ぐらいまで

付きではないが受け入れている。日本

らいわれているこの理念や目標を期限

どまっている。日本も１９７０年代か

ころ北欧と一部のヨーロッパの国にと

の貧困解消についていえば、１９９０

年ころから皿～３年の間に東アジアで
約２億人の貧困人口が減ったというこ
とが統計上出ている。これにＯＤＡの

果たした役割は当然あるが、大きいと

ころは投資とか貿易を含めた民間主体

の経済成長である。それで経済の底上
げができて、一展用が増えて、生活水準
口がだんだん減ったというのが正論で

米欧諸国が「援助疲れ」を起こしてい

が徐々に上がり、それによって貧困人
ある。その過程でＯＤＡがインフラや

る中で日本は世界最大の援助大国となっ

にせよ、人ロ問題を含めてこの間にせっ

た。日本の長期不況という事情がある

人間開発や教育などの技術協力の面で
あろう。そうした揮然一体となった成

かく培った国際的なプレゼンスをこの

ある種の役割を果たしたことは確かで

果は多分日本が誇っていい実績である
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ところ確実に落としているのは日本の

外交にとってもマイナスで、残念な事
態ではないか。

「それはある。日本の国際貢献を考え
るとき、まあ最近は自衛隊がアフガン

やイラクあるいは今回の津波で大変活
躍して心強いよいことだと思うが、し

かしどんどんできるかというとそれは
なかなか難しい」

－ｌスーダンについてはＰＫＯを派遣
することでＯＤＡのマイナス面を補う
という見方もあるようだが。

「スーダンも交渉が始まっているが、

今月（２月）中にはＰＫＯを設立する
という決議案ができると思う。中国は

もう出すといっているし、ほかの国も
出すだろう。そういうときにスーダン
は遠いアフリカの国だからということ

で日本人が一人もいないというのはや
はり淋しい。ＯＤＡの代わりというわ
けでなく両方やる必要がある。スーダ

ンは虹年も続いた内戦が終わり、国連
ＰＫＯが入って平和が定着するように
しようというわけだが、ＰＫＯという

のは非常に幅広い任務を背負っていて

開発とか人道とか国家の復旧とか、経
済的再建とかも入っている。協力の仕
方もいろいろある。その意味で自衛隊
だけではない、民間の果たす役割も大
きい。複合ＰＫＯとか呼ばれているが、
願わくばこうした日本の得意な分野と
ミリタリー（軍）がうまくかみ合って

いけばいい。例えば輸送という面で機
材とか技術力とか日本の持っているも
のを他の国に役立てるとかいうことも

ある。また司令部の中に制服組を送る
とか、いろいろなやり方がある。なに

も停戦監視員を１００人も２００人も

砂漠の真ん中に置く必要はない。他国
の活動を補うという仕事は沢山ある」
１１日本でも安保理のことはしばしば

話題になるが、国連にはもう一つ経済
社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）という重
要な機関がある。日本はそこでもっと

大きな役割を果たすことがあるのでは、
と思うのだが。

「確かにそうだが、ＥＣＯＳＯＣとい
うところはなかなか議論がしにくいと

ころではある。開発のいろいろな調整
をやっているが、非常に大きいことと、

やっていることがあまりに幅が広いの

で仕事がなかなか見えにくい。ＥＣＯ

ＳＯＣの改革問題は昔からあり、今回

も課題になっている。日本も安保理だ

けに的を絞るのではなく、ＥＣＯＳＯ

Ｃ改革もあるし、総会改革、事務局改
革もある。そういう幅広い立場から日

本としても総合的な見地から改革案を

出していく必要がある。それが翻って

安保理常任理事国を目指すにふさわし

いことにもなる。安保理にだけ関心が

あるということではまともに相手にさ

れない」

ｌ最後に日本のＯＤＡはこれまで主

としてアジアに向けられ、その経済成

長にも一定の貢献をしてきた一」とは事
実だろうが、今、国際援助協調の動き

を見ると貧困削減に焦点が集まってい

る。貧困といえばまずアフリカの現実
から目をそむける一」とはできない。そ

の意味で、日本のＯＤＡの使途ももう

少しアジアからアフリカにシフト（変
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賢勝一コ龍

己ニノ凸一

コ本函
可儲

更）する必要はないだろうか。単に安
保理常任理事国入りへの票集めという
意味ではなく。

「賛成だ。私はアジア重視を変える必
要はないと思う。ただその実態をレビュー
して見なければ。アジアももう援助を

卒業している国がどんどん出てきてい
る。マレーシアとかタイは円借款を含
めてもう卒業。シンガポールも。今イ
ンドネシアがまだ残っているし、イン

ドシナのベトナム、ラオス、カンボジ

か。もう一つの視点は安保理常任理事
国入りを目指そうという国は、アジア
だけでなく広くグローバルに世界に目

を向けて関心の領域を広げなくてはな
らない。そういう用意と覚悟がなけれ
ば常任理事国を求めるべきではない。

それがどこかと問われれば、中南米も
もちろんあるが、国連で扱われる問題

の６割から７割を占めるアフリカだ。
アフリカ向けのＯＤＡも、％を切って
いるようだが、アジア重視の中でもァ

フリカのことはまだまだやらなければ

ならない」

ｌ外務省本省でもその辺の考え方は

変って来ているのだろうか。
「変わらざるを得ないだろう。なぜな

ら国際的問題になっているのだから参

加しないことには、存在感も何もあっ

たものではなど

勇ましい表現のわりには総じてイン

「
Ｐ国連人口基余
このインタビューは国連人口基金（Ｕ

Ｅ本１７

《７後の道餅》⑦闇

”り、国連内甸叫の車
めた一」ともあり、国連内部の事情にもた。

凱首｛帰大］慨目醇

〃』脳

。Ｐ

アそれにミャンマーが若干残っている。

の内容は与件経の
弓勿旬、日本のＮＧＣ
ＮＦＰＡ）が２月初旬、日本のＮＧＯタビューの内容は神経のよく行き届

１

同一しか案
を招いて開いたプロジェクト・プロポーいた慎重な一一一一日回しが多かった。そ
串詞
ザルに関する一アクニカル・ミー｜Ｔインれだけ日本の常任理事国入りを目指
島賢三・国強
グの機会に行った。大島賢一一一・国連代す今後の道筋の厳しさを裏付けてお
日本国内の楽観論との落差を鑿
表部首席大使は、駐オースト｜フリア大り、日本国内の楽観論との落差を警
竺再ご一色后
刀前に国連の人道担当一事》
使の前に国連の人道担当事務次長を務戒する手堅さを反映する内容ともなつ

Ａ

て

中国も今盛んに議論を呼んでいるよう

、

－

し、

なことで、明らかに、年、胆年前の対

アジア援助とはガラリと違ってきてい
る。アジアにある日本がアジア重視を

言うのはいいが、万年一日のごとくやっ
ていくのはそろそろ見直す時期に来て
いる」

ｌアジアの中進鬮が「南南協力』、「三

1日

信士ソ「ヨ

）瞳旧て巾

に２５

口本国内ではＰＫＯ事務后信
詳しい。日本国内ではＰＫＯ事務局長官学交流の一環として第一一大使と
幻、＋ヌムエ仰坏橇
も務め、安全保障政策にも通じている。して国連代表部に送り込まれた北岡
の三思吟味で＋女低町概
その意味で安保理常任理事国入りを目伸一氏とのインタビューも行ったが、
皿の都合上程揖葡
指す日本としては適材であろう。しか紙面の都合上掲載できなかったのは

し「切り込み隊長」「突撃隊長」という残念である（尾）。〔ⅢⅡⅡⅢⅡⅡⅢ

リ

角協力」の形でさらなる貧困国のレベ
ルアップにもっと活動してもらうこと
が強調されている。

「そうそう。アジア・アフリカ協力と

品

国置

１４

ノーベル平和賞のマータイさん来日

￣

２月ｎ日、毎日新聞社、環境省、外

務省の招待で来日したワンガリ・マー
タイさんの記者会見が日本記者クラブ
で行われた。マータイさんはナイロビ

大学で東アフリカ女性として初めて博
士号を取得し、１９７７年に「グリー

ンベルト運動」（非政府組織郡ＮＧＯ）
を創立、祖国ケニアで植林運動を始め

た。参加者の多くは女性で、植林活動

を通して貧困者の社会参加や女性の地

位向上にも貢献している。こうした活
動により昨年、アフリカ女性としても

環境分野でも初のノーベル平和賞を受
賞した。

マータイさんは来日中に日本固有の

「もったいない」という言葉に出会った。
マータイさんは「資源が有限であるこ

とを人々が認識し、資源を管理し未来

に残しつつ持続可能な開発を進めるべ

調した。

●ＨｌＶ／ＡＩＤＳ

個人が正確な情報を得、正しい知識

を持つことが大切である。その意味で、

これまでの国連機関からの支援に感謝

したい。

●人口問題

人口増加と使用可能な資源は深く関

係している。しかしアフリカにもっと

「知識」「技能・技術」「資金」があれば、

豊富な資源を活用して、もっと豊かな

国になるのではないだろうか。

●政府の汚職問題

これまで国際機関・社会から援助を

受けているが、支援を必要としている

きである。そのためには資源の再利用、
再生利用が必要である」と強調した。

国民にはスムーズに回らず、腐敗して

康と幸福を追求すべきだ。（木村亮子）

いる。政府は腐敗を無くし、国民の健

いる一部の政府関係者に資金が流れて

こうした活動の精神を的確、簡潔に具

体化した「もったいない」を世界中に
広めていきたいと述べた。

その他、マータイさんは次の点を強

1５
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北西ｱﾌﾘｶ視察鴫｜

曰本政府に鱸１
ｍ■liilヅ
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霧

国際機関やＮＧＯを通じ開発途上国へ

国際社会の共通目標となっている。こ

うした現状に鑑み、資金および技術協

首相、福田剋夫元首相などの強力なリー

べきである。絶対的貧困層が圧倒的に

の援助に貢献してきた。また岸信介元
ダ１シップのもとで人口と開発の議員

力のアフリカへの傾斜配分を検討する

メルーン、セネガル、チュニジア）

多いアフリカに援助資金をある程度シ

昨年夏、北西アフリカ３カ国（カ

を訪問し「人ロ、エイズ、安全な水、

活動の拠点として、国際人口問題議員

フトすることは、援助に関する最近の

リプロダクテイブ・ヘルス」に焦点

懇談会（ＪＰＦＰ）を設立、その後ア

国際的な潮流に沿うばかりか、わが国

のＯＤＡ活用の主柱の一つである「人

間の安全保障」推進にもつながるから

である。

国家の枠を越えて、人々の安全保障

鑪窯烟臘川相巽》製
い。この分野におけるこれまでの実績

を確保するためには国内外のＮＧＯの

機動性、専門性の活用が不可欠である。

特に、家族計画や妊産婦の健康、エイ

ズなどプライバシーと関わることが多

い人口・リプロダクテイブ・ヘルス分

連帯が必要である。その意味で内外の

野では、ＯＤＡの活用にもＮＧＯとの
１９９４年エジプトのカイロで開催

ＮＧＯとすでに多くのチャンネルを持っ

て各種プロジェクトを推進することが

ている国連機関、国際ＮＧＯと連帯し
な取り組みである「貧困削減」のため

有効である。

（木村亮子）

のミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）は

「行動計画」と２０１５年に向けた新た

された国際人口開発会議で採択された

鑪鵲護鑪蕊塞と

だきたい。

の状況に見合って増額を検討していた

を維持するだけでなく、他のドナー国

わが国としての損失につながりかねな

Ａを外交のツールとして重視している

こうした実績の評価を失うのはＯＤ

を高めてきた。

交流を行うなどの活動が国際的な評価

ロッパ各地域に議員フォーラムを結成、

フリカ・アラブ、アメリカおよびヨー

を当てた視察を行った国際人ロ問題

議員懇談会の代表、桜井新参議院議
員（視察団長）は２月別日首相官邸
で細田官房長官と会い、日本政府に
対し次のような提言を行った。この

席には能勢和子衆議院議員、高橋千
秋参議院議員も同席した。（各提言
は要約）

轤議鍜望累熟
他のドナー国が開発途上国の人口・

リプロダクテイブ・ヘルス分野に対し、

ＯＤＡの増額を打ち出している中、日

本政府は来年度ＯＤＡ予算を５％削減
することを決めた。わが国は戦後復興

て国であり、この経験をもとに国連．

口転換を成し遂げた欧米以外では初め

を通し、多産多死から少産少死へと人

：！
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私の原点一アジアの旅

私の原点Ｉ アジアの旅
【はじめに】

広中和歌子

のさらに貧しい田舎を見てまわる人の

気が知れない、と私に直接言う人もある。

には水、電気、医療施設、学校など人
間にとって基本的なニーズが不足して
然と共生する人々の暮らしがあった。

親しみを感じる人々がいる。言葉こそ

しかし、私にとってアジアは身内で

から約妬年間、これまでフィリピンをは

海外旅行ならヨーロッパやアメリカ、

違うが、彼らは日本人と同じ顔立ちを

いる。しかし、そこには貧しくても自

じめアジアの国々を毎年のように訪れ

オーストラリアやニュージーランドな

1989年GLOBE(地球環境国際議員連盟）
Japan事務総長｡現在は､副会長を務める。
地球憲章委員会委員､ＧＥA(地球環境行動

会議)副会長､森林と持続可能な開発に関

する世界委員会(WCFSD)委員､ユネスコ・
国際科学諮問委員会委員、地球環境ファ
シリティ(GEF)上級諮問委員等、環境分
野を中心に国際的な活動にも参加。

<著書〉

｢二つの文化の間で」「政治って意外とお
もしろい」「子や孫の時代へ何を残すか(対

談)｣など。

た１９５８年、私は一留学生としてア

戦後まだ日本が経済復興の途上にあっ

中戦後の日本の暮らしがそこにある。

る。かつて私が子供の頃、経験した戦

水を汲み、畑を耕し、食事の支度をす

ずって子供に乳をやり、家族のために

子沢山の中で母親は自らの身体をけ

汗し、工夫をこらし、勤勉に働いている。

ている。貧しければ貧しいなりに額に

ぞれのおかれた立場でひたむきに生き

たに違いないと思わせる。彼らはそれ

あり、原点でもあるのだ。ほっとし、

ている。都会だけでなく一週間から十

している。日本人の梱先の多くが中国、

至る。

ドの行き届いたリゾートを好む人がほ

ど西欧文化に葱かれる日本人は多い。

連続当選(2004年千葉県選挙区選出)。
1998年、新・民主党結成に参画、現在に

日間かけ、じっくり田舎も見てまわる。

訳、エッセイ出版など。
1986年、参院議員に初当選。以来、４期

韓国はもとより南の国々からやってき

修了直

あるいはアジアでも、西側スタンダー

20年の滞米生活の後、教育、文化、女性
の社会参加などの分野で講演、対談、翻

都市には貧しさ、混沌とした下町の

お茶の水女子大学卒業後、アメリカ留学。
プランダイス大学院文化人類学修士課程

とんどだ。そんな中、敢えて貧しい国々

瞬灘蝋
雌ｊｊｈ

●広中和歌子(ひろなか･わかこ）

独特の臭い、物乞い、車やバイクの騒
音、それに衛生上の問題もある。田舎

長い海外生活を終え、日本に帰って

参院議員、元環境庁長官
参院経済・産業・雇用に
関する調査会会長

ljlU

’
、

【ＪＰ

ヨーロッパの国々も度々訪れ、フラン

して約加年間アメリカ各地で生活した。

メリカに渡った。現地で結婚、主婦と

要するに人々の暮らしに関心があった

興味は主として文化人類学、歴史など、

をぬってはその土地の大学に通った。

の暮らしであったが、私は家事の合間

旅は続く。

かつての激戦地にはところどころに

人一人がようやく入れるほどのたこつ

ぼ型の穴がある。周辺は一面草に覆わ

れて美しい。〃つわものどもの夢のあと〃

という句を思い出したが、私としては

日本兵が戦ったのは密林ジャングルだ

がホーキをもって彼らを起こしにやっ

ちの寝場所になっていた。程なく駅員

くその一部がこの山からのものかも知

本に輸出されたと聞いていたが、恐ら

後フィリピンからラワン材が大量に日

と想像していたので不可解だった。戦

て来る。彼らは立ち退き、周辺はきれ

るかを考えると胸が痛む。

山々に豪雨が降るとどんな災害が起こ

れない。こうした草しか生えていない
準備が整うといった次第。

いに掃き清められ、乗客を迎え入れる

のだ。

スには約半年ずつ二度滞在している。

１９８０年の初め日本に戻ると、今

夫と一一人の子供の世話をする専業主婦

度はアジアを見てみたいと思った。最
初に訪れたのはフィリピン。戦友の遺
骨収集に行くというグループに誘われ
たからだ。スペインとアメリカの植民

イヤがはまって動けない。乗客は降ろ

える。時々深い水たまりのわだちにタ

入るところでバスからジープに乗り換

付したり、子供たちに奨学金を出した

日本の遺骨収集団も地元に小学校を寄

人の村人が手入れをしてくれている。

域には慰霊塔が建てられ、フィリピン

かつて日本人が大勢玉砕したこの地

は、率直に言って文明と未開が共存し

され、そのために特別に一層われジープ

バスに乗り数時間走った後、山道に

ているというのが感想だった。大都市

の外枠につかまっていた二人の〃押し

りして貢献している。

地時代の影響を色濃く残すフィリピン

がらジープニーが走る市街地には高級

屋さん“が車をぬかるみから押し出し、

マニラ。排ガスと騒音をまき散らしな

ホテルや近代的なデパートが建ち並び、

フィリピン訪問後、夫と共にインド、

はそれなりに興味深いが、フィリピン

シアなどを訪問した。観光が主な旅行

改革解放前の中国Ｉ

あらゆる西欧の便利さが手に入る。し

かし、一歩中心街を出るとスラムが広
がり、路上生活者がいる。私たち一行
め、早朝ホテルからタクシーでバスの

中国、台湾、シンガポール、インドネ

がかって戦場であったバギオに行くた

発着所に着くと、そこは路上生活者た

1８
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路幅は飛行機が不時着できるほど広い

年の後半、経済自由化前の中国では道

大革命の爪あとが色濃く残る１９７０

例外は中国の武漢訪問のときで、文化

を訪れたときのような衝撃はなかった。

懐かしくなった。あれからかれこれ蛎

中の日本の暮らしが思い出されて妙に

炭をつくる人、綿を打つ人など、戦争

庶民の生活があり、道端で粉炭から豆

ルの前から一歩小路に入るとそこには

かりの高層の近代建築だったが、ホテ

られる。国会議員にも最貧国の現状を

がら様々なプロジェクトを提供してお

を組み、現地でも国連機関と連携しな

を理解して欲しいと視察のプログラム

なく、マーケットは存在しても品物は

すさまじい様変わりをしていることだ

年。改革解放後の現在の武漢は恐らく

議員数名と北谷代表、２０５０事務局

しいということで、毎年、年明け早々、

知り、国際支援活動に理解を示して欲

る会員たちを対象にアジアの貧しい国々

のに、走る車はバス以外にはほとんど

少なく、質は悪いといった状態だった。

長の櫻井久美子さん、ジャーナリスト

ろう。

代表が約８日間の旅に出ている。これ

まで、ベトナムを振り出しにカンボジ

ア、ネパール、ミャンマー、ラオスを

訪れた。

を避けるため妊産婦への超音波診察装

置がぜひ必要だが、なかなか資金が集

印ホーチミン市で最初に訪れ

クちゃんはすでに嘔歳になり、足が不

り離し手術が成功した双生児の一人ド

年ベトナムを訪問

り組んでおられる。２０００人を超え

売春等、貧困から派生する諸問題に取

私たちの泊ったホテルは建設されたば

政治の世界へ
私が政治の世界に入ったのは１９８

６年。その頃から私はさらに積極的に

アジアで開催される会議や視察に参加
した。国際人口問題議員懇談会（ＪＰ

ＦＰ）では、インドネシアやインドを、

たのはトウーズー病院。ここ

自由ながらパソコンで病院の経理の手

まらないと話しておられた。日本で切

でベトちゃん、ドクちゃんの担当医と

伝いをするなど立派に成長している。

０
０

そうした中、ＮＰＯ「２０５０（に

して日本でも知られている病院長のフォ

しかし、ベトちゃんには脳障害が残り、

環境や女性がテーマの国際会議ではフィ

せんごじゅう）」の代表北谷勝秀氏との

ン先生にお会いした。この国ではベト

自分では何もできない呼吸をするぬ

リピンやタイなどを訪れている。

出会いがあった。国連を引退された氏

ナム戦争で使われた枯葉剤の影響でい

いぐるみの人形のよう。その後亡くなっ

げ、途上国の中でも最も貧しい国々に

は「２０５０」というＮＰＯを立ち上

かに異常出産のケースが多いか、それ

焦点を当てて人口問題、麻薬、エイズ、

１９

ベトナムではホーチミン市を振り出

ムの使用が東南アジアで２番目に高い

を広げたことだと指摘。特にコンドー

家族福祉局長は、避妊器具の選択の枠

でいた。最近まで海抜の低い地域は湿

て太古、カトマンズ周辺は海底に沈ん

から２００１年の訪問地としてネパー

日もあるという。ＮＧＯ「２０５０」

マンズからヒマラヤの山々が見えない

しにマイクロバスで北に上り、ダナン、

と言っていた。しかし、それ以上にベ

その理由として、ベトナム女性連合の

フエ、ブイン、ハノイなど一週間かけ

トナムの相続制度がかかわっているの

気やマラリヤ蚊にやられるということ

たと聞いている。

て視察した。その間、エイズ対策委員

ではないだろうか。社会主義国ベトナ

相続も例外ではない。となると子沢山

ムでは遺産相続が男女均等で、農地の

人々は高地に住み、山の斜面を耕して

もあり、居住に適さない。したがって

しかし、近年マラリヤ蚊が駆除され、

暮らしてきた。

人々が低地にも住めるようになって、

では土地が細分化されてしまう。そん

ルを提案され、期待に胸はずむ。かつ

会や孤児院を訪問。また、母子保健、
家族計画のための「リプロダクテイブ・
ヘルスプロジェクト」の現状につい
て元青年海外協力隊で働いていた助産

なことが理由となって、出産制限が自主

カトマンズは都市として急速に発展し

師の渡辺一代さんやジョイセフ（家族

的に行われているのではないだろうか。

計画国際協力財団）の勝部まゆみさん
たちから話を伺った。厳しい現実の中

概してベトナムの人たちは勤勉で、

だろうか。道路、水、電気など基礎的

うに手当てされ、診療所に運ばれるの

出産、病気といった緊急の場合どのよ

農業や人々の暮らしに触れたが、いざ

を見てまわった。その間、山岳地帯の

落振興、森林保全などのプロジェクト

わる家庭保健センターや小児病院、村

フやＪＩＣＡ（国際協力機構）のかか

山岳地帯の農村へと出かけ、ジョイセ

視察としてカトマンズを中心に車で

ているのだという。

ている。それに伴い環境汚染も広がっ

で生き生きと働く２人の日本女性の貢

自分たちで生活向上努力や開発活動に

従事する傾向が強い。この国で人々の

献には頭が下がった。それと共に様々

自立を支援するのはＯＤＡの有効な使

な形で執行される日本のＯＤＡがいか
に必要で、現地で感謝されているかを

い方であると思う。

１

０

別壮一麓なヒマラヤ山脈を背景
しかし、最近は大気汚染で首都カト

てみたい国だった。

とするネパールは、一度は訪れ

年ネパール訪問

理解することができた。

帰国後はベトナムのエイズ対策や人

口問題、公衆衛生の現状を外務省に報
告し、それによって、上記超音波診察
装置とエイズ予防のためのコンドーム
緊急支援が実現した。

ベトナムにおいては人口政策がうま
くいっていて出生率は朗年の３．８％

からｗ年には２．７％に低下している。

2０

私の原点一アジアの旅

インフラを欠き、朝晩寒暖の差の大き

いこの土地での生活はどんなにか厳し
いことだろう。この国は女性の平均寿
命は男性より短く、女性が重労働に従
事し、運命は女性により厳しい。》」の
国は後発開発途上国、国民の大半は山

肌を削って自給自足の生活を強いられ
ている。雨期になると（６月～ｎ月）、
崖崩れで村々は孤立する。現金収入が
なく、市場へのアクセスがなくなるの

で、食糧の備蓄がなければ生命の維持
も難しくなる。この国の貧困対策はイ

ンフラ整備、植林、女性の地位向上か
らといっても言い過ぎではない。

ネパールはお釈迦様の生まれた土地
でもあり、文化的にはインドの影響を
強く受けているが、あるネパール人は

しながら、日本のＯＤＡによってイン

日本も例外ではなく、エイズ患者を
身心共に支える飯塚眞理子さん。シー

ディング・ホープというキルトセンター

フラ整備と人間の安全保障を心がけれ

ば将来は明るいものとなるだろう。特
に草の根でネパールの人たちに希望を

指導しつつ、彼らの人生末期を物心両

儀なくされている。代償はわずかな収

農村女性が性産業に従事することを余

いた。この国も極端に貧しく、多くの

ことになるのか、寸劇を通して教えて

ちにコンドームの着用を怠るとどんな

売春宿で、その一つに集まった女性た

会った。湿地帯、河沿いのバラックが

教育をしているフランス人女性にも出

売春婦を集めてエイズ対策として性

に横たわる彼らにほどこすすべはない。

が、ホスピスとは名ばかりでハンモック

には近くにホスピスが用意されている

いくという。そうした末期患者のため

一年ぐらいで体力がつきて亡くなって

ここで美しいキルトを作る人たちも

て引き受けることになったという。

施設を手伝ううちに、自ら責任者とし

Ａの職員で、イギリス人の始めたこの

んにお目にかかった。御主人がＪＩＣ

面で支えている。そのリーダー飯塚さ

ではエイズ患者を集め、キルト製作を

与えている日本人のボランティアが数
多くいることは心強い限りである。そ

の一人、垣見一雅さんは山村をまわっ
て村人たちの自立支援をしている。自

分の意見は押しつけず村人たちの〃や
る気〃を引き出している。

私たちの訪問後、ネパール主宮内で
王族が殺害されるという事件があり、

その後新王の下で政情は安定していな
いようだ。

年カンボジア訪問
２

０

インドと自国を比較して、ネパールは

加カンボジアでは主として首

ンティアが支援活動を行っている。

を抱えるこの国には、世界各国のボラ

ンボジア内戦で、その後も多くの問題

中心に視察を行った。長期にわたるカ

コールワットのあるシュムリアプ市を

都プノンペンと世界遺産アン

インドのようにイギリスによる植民地

支配の経験がなく、従って行政組織、
教育などの文化面も含め、様々な社会
インフラが整備されていないと嘆い
ていた。自らの国を、自らの力で作り

上げていくには、あまりにも問題が多
く、無力感を感じてしまうのか。しか

２

入とエイズである。内戦で動員された
兵士や警察官がエイズを広め、国民病
となってしまった。しかし、官民をあ

げてのエイズ対象により、エイズ感染

率を下げることに成功した数少ない国
の一つでもある。

ストリートチルドレンを救済するフ
レンズというボランティア団体もフラ

ンス人によるもの。約２００人を収容

する施設があるが、そこでは子供たち
が社会復帰できるよう、職業訓練を行っ
ている。フレンズは活発な活動を展開
している国際ＮＧＯであるが、自己資

金の個渇と海外からの援助資金の先細
りが将来に暗い影を投げかけていた。
カンボジア・トラストというイギリ

スのＮＧＯでは義手義足を作る工場を

運営している。そこには藤井さんとい
う日本人も働いていたのでじっくり話
を聞くことができた。彼によると義足

を必要とするのは地雷で手足を失った
人たちだけではなく、ポリオを患った

結果、足を失った人も数多くいるとい
う。ポリオの予防注射という、多くの

国の子供たちが当たり前のように受け

ている医療は、長い内戦の間カンボジ
アでは望むべくもなかったのだ。
アンコール小児病院では日本人のモー

年ミャンマーへ

、０
０〉

別ＮＰＯ「２０５０」による

国会議員の視察の旅の４回目

ガン三恵子さんにお目にかかった。も

ともとボランティアとしてこの地に入

はミャンマーと決まった。仏教国ミャ

鎖国に近い状況を続けた結果、経済は

た。しかし長い間、軍事独裁政権下、

をしてくれる程、豊かな農業国であっ

で打ちひしがれていた日本に食糧支援

第二次大戦後のミャンマーは、敗戦

のものであるようだ。

ようにという西欧諸国の圧力はかなり

ている。ただ、日本に支援を打ち切る

外で、一貫して基礎的人道支援を行っ

支援も限定的だという。日本はその例

対する風当たりは厳しい。国連機関の

ことで国際社会のミャンマー政権に

彼女を不当に自宅軟禁しているという

チー女史に政権を譲らず、軍事政権が

国民選挙で勝利したアゥンサゥンスー

橋幸子、大渕絹子、田嶋陽子に私。

回の参加者は女性議員ばかり４名、川

があり人々の気質は優しいという。今

ンマーにはすばらしい歴史と仏教遺産

り、今は院長をしている御主人と共に

看護婦として働いているという。この
病院には日本から寄付された医療機器

や車などがあり、とても感謝されてい
た。日本が人材の点でも資金面でも様々
な形でカンボジアの再建に貢献してい
ることは嬉しいし、そうした活動にた

ずさわる人たちに心から敬意と感謝を
捧げたい。カンボジアといえば地雷で
命を落とす人、手足を失う人が未だに
多いことで知られているが、アンコー

ル周辺の地雷除去の現場にも出掛けた。
約４００万から６００万の地雷が埋まっ
ているといわれ、１９９２年以降約５

万人が死傷しているということだ。地

雷を作る費用は一個につき１００円か
ら２００円、しかし、それを除去する
コストは莫大である。

ここでも日本からの地雷探知機、駆
除機が活躍している。

２２

私の原点一アジアの旅

ｉｉｌＴ

停滞し、イギリスの植民地時代に造ら
れたヤンゴン市の都市インフラも手入
不足ですっかりみすぼらしくなってい

る。｜時期、市場解放や国有産業の民
営化に伴って流入した外国資本も徐々
に引き上げ、経済活動は低迷している。

ミャンマーでも孤児院や保健所、水
上生活者や山の中の過疎の村々を訪れ、

日本の政府やＮＧＯの支援の実情を視
ドリーなこと、

んでくれる女性たち、特に簡易水道の
プロジェクトのおかげで、それまで１
日数時間水汲みにとられていた時間を

学校に通って勉強できると喜んでいる

女の子たち、学童疎開の頃の自分を思
い出した。この国の国民も貧しい。国
際機関や各支援団体は草の根レベルで
の保健や貧困撲滅の仕事に従事してい
るが、中でも国連開発計画、ＪＩＣＡ、

および日本のＮＧＯが取り組んでいる
プロジェクトは非常な効果をあげてい

りすると彼らは

ムなどを始めた

じゃんけんゲー

たちを相手に

大渕議員が子供

たかった。幸い自宅軟禁が解かれた時

チー女史にはどうしてもお目にかかり

大臣など政府要人とも面会したが、スー

保健大臣や国家平和開発評議会議長府

たちには頭が下がる。ミャンマーでは

特に現場で黙々と仕事としている人

る。

すぐに打ちとけ

期でアポがとれた。国民民主連盟の事

特に田嶋議員や、

る。一般に対日
感情は良い。

も美しいスーチーさんは、毅然とした

務所をお訪ねすると支援者が大勢事務
所を取り囲んでいた。化粧をしなくて
だけの教室で熱

雨露をしのぐ

心に学ぶ子供た

化の妨げだ」ときっぱり。「外国との賀

態度で話をする。「外国の支援は軍事政
権に利するだけなので必要ない民主
ち。日本からの

支援を素直に喜

易や外国人の観光もミャンマーの人々
の利益につながりません」と言う。国

が開かれることで軍事政権の力が弱ま

り、民主化の流れが生まれるのではな

いですか、と申し上げたが「私の望む

ことはミャンマーの人たちが目からの

力で立つことができる、そういう国な

のです」と一切の妥協を受け付けない．

１９８９年の総選挙の結果を無視し

て座り込む軍部、既得権の上にあぐら

をかく軍事政権、妥協を受けつけない

スーチーさん。政治的な解決は直ぐに

はない。その間、困窮を極めるのは国

民である。日本政府の強力な仲介によっ

て政治的な解決が計られればと思う。

貧しい国ミャンマー。しかし第二次

世界大戦後、独立をかち得て以来一」の

国は民族紛争はあっても戦争に巻き込

まれていない。長い軍事独裁政権の下

で経済は疲弊していても、５０００万

の国民の七割以上が農村に住み、自然

と共生しつつ暮らしている。なんとな

くほっとする国である。

2３

ミャンマーにてアウンサン

塵Ｊ

め

察した。どこに行っても人々がフレン

Ｆ）

1１

スーチー女史と

年ラオス訪問
Ｆ０
ｎｕ

印ラオスの国土はわが国の本
州の広さに等しいが、人口は

たったの５５３万人。その内ラオ族は

釦％、残りの蛆％は文化、言語を異に

ラオス・セコンでの歓迎レセプション

する⑲の少数民族。住民の帥％が農業
に従事し、生活は貧しい。

特に私たちが訪れた南部では、村に
電気も電話も水へのアクセスもないと
ころが多い。道路も一部を除いては舗

装されていない。トイレのない家庭が
多く二裏庭や野原で用を足している。

乾期には汚物が風と共に飛散し、雨季
には水を汚染する。死亡率が高く、そ
の大きな原因の１つは赤痢のような消
化器系の病気である。

１日の多くの時間を女性や子供は水

汲みにとられ、小学校５年生で約半数
が学校に行くのを停める。６歳から皿

歳の子供たちの３分の１が学校に通っ
ていない。地域に診療所は存在するが、
充分に活用されているようには見えな
い。交通アクセスが悪く、医療関係者
も薬品も不足しているからである。す
べて貧困が原因である。

こうした厳しい現実を人々が黙々と

受け入れているのは、情報量が少なく

教育レベルも低いからなのか。この国
には工業がない。国民のほとんどは農

林業に従事し、現金収入が少ない。税

収も期待できないそのため、開発は
外国からの支援頼みということになる。
日本は第一の援助国でインフラ整備か

ら教育、基礎保健に至るまで幅広い支

援を行い非常に感謝されている。

もっと国民にエネルギーを与えるヴィ

ジョン、人々や地域がイニシアティブ

を発揮できる政治、少しずつ生活が良

くなっているという実感を与える政策

が必要だが、１９７５年、ベトナム戦

争後に王政を倒して樹立されたラオス
人民民主共和国という一党独裁の社会
主義政権の下では、革新的な変化は今

のところ期待できない

とはいえ、ラオスは今やアセアンの

一員であり、いや応なしにグローバル

化の影響を受け始めている。ＯＤＡや
国連機関、ボランティア団体の支援は、

少しずつアセアンの中の最貧国ラオス
を変えていくことだろう。私たちの訪

れたプロジェクトではＪＩＣＡ、国連
を問わず良い仕事をしている。これら

支援団体が救助活動において調整を計

り、政府が将来に対するビジョン提示

すれば一層の飛躍が期待できるだろう。

2４

私の原点一アジアの旅

の自覚と自立の精神である。そのため

この国において必要不可欠なものは人々

ある。中途採用する慣習のない日本の

ＮＰＯで働く人たちの帰国後の就職で

それぞれの国で歴史、文化遺産にふれ

が、少なくとも半日、あるいは一日、

ベトナムの古都フェ。ネパールでの

ることができたのも喜びであった。

企業が、このように国際的に活動して
きた優秀な人材を、今後ぜひ積極的に

地域社会で活躍する現地ＮＧＯの出現
が待たれる。

た。しかしバブル崩壊後、わが国経済

かかわることの大切さを改めて実感し

に日本が、国として人として積極的に

国連ＭＤＧｓ（ミレニアム開発目標）

を２０１５年までに半減させるという

貧しい人々の生活を向上させ、貧困

などを訪れることができた。また各地

遺産に指定されたばかりのワットプー

ンパゴダ、そしてラオスでは最近世界

ン市の黄金に輝く早朝のシュエーダゴ

残っているバガンの仏教遺跡とヤンゴ

ミャンマーではパコダが２０００以上

のアンコールワットとアンコールトム、

生誕地ルンビニ訪問、カンボジア王朝

回その会員に向けての報告会が開かれ

が低迷する中、ＯＤＡ予算が毎年減少

で人々が集うマーケットでの買い物も

活用してほしいと思う。

参加者は現地での経験や感想を述べ合

している。ごく一部だとは信じたいが、

楽しかった。

【おわりに】

現地の人脈を利用して密度の濃い視察

他国にかかわるより、まず自分たちの

たが、北谷氏とＮＧＯ「２０５０」が

う。それぞれたった８日間の旅ではあっ

ＮＰＯ「２０５０」の視察の後、毎

の日程を組まれたことを改めて有難く

る。日本からの支援で建てられた病院、

くきめ細かく働いていることに感激す

が国際貢献の分野に参加し、たくまし

ると同時に、わが国日本から若い男女

ＧＯの方々の献・身的な働きに頭が下が

ＪＩＣＡや国連機関で働く人々、Ｎ

アの貧しい国々への旅を通じて痛感し

援を拡大することの意義を、私のアジ

援助として、草の根無償を通じての支

じている。特にきめ細かい顔の見える

であり、究極の人間の安全保障だと信

ＤＡは、日本人にとっては平和への道

しては、より貧しい国々を支援するＯ

ことを、という国民感情もある。私と

ある。

ていた。アジアを身近に感じる瞬間で

れぞれの国ではすばらしい布地を織っ

ナ半島ではないかと思われるほど、そ

日本のかすり織りの源流はインドシ

思う。

診療所、贈られた医療機器、日本人の

ている。

短くハードなスケジュールであった

専門家、日本で研修を受けたという病
院スタッフに会うのも嬉しい。
それにつけても心配なのはこうした

2５

んの誕生がこの１月にニュースで伝え

中国の記念すべき四億人目の赤ちゃ

ている中、民間ベースで社会開発を発

と中国の関係が「経熱政冷」と言われ

尾崎美千生ＡＰＤＡ事務局長は、日本

展重視だった中国政府の政策は、現在

もらえる制度を紹介。かつては経済発

族計画を実施した人々が公的な援助を

画生育奨励扶助政策」と呼ばれる、家

汝小美中国国家人ロ・計画生育委員会副局長ＡＰＤＡを訪問
られた。中国の人口政策の元締めであ

展させていく重要性を指摘、『日本の経

おり、長期的・戦略的な研究、政策が

る国家人口・計画生育委員会の汝小美

重視されている、と総括した。

は経済だけでなく保健・医療を含むバ

陸部の経済格差の実態やＯＤＡの重要

済状況は依然厳しく、ＯＤＡへの拠出

同委員会は現在、国内の人口問題や

性を国会議員はじめ日本国民にわかっ

ランスの良い全体的な発展を目指して

リプロダクテイブ・ヘルスを扱う最大

て頂くよう努力していきたい」と伝え

は減少しているが、中国の沿海部と内

規模のリプロダクテイブ研修センター

た。

副局長がＡＰＤＡを訪問した。

を江蘇省太倉に建設している。このプ

局長は日本の対中ＯＤＡの成果と中国

ＣＡ）も技術協力を行っている。汝副

償援助を提供し、国際協力機構（ＪＩ

ている。中国でも合計特殊出生率（Ｔ

ロールではなく、「質」に視点が移行し

政策はかつてのような「数」のコント

汝副局長によれば、中国政府の人口

口開発会議からのメンバーであり、ア

いるが、中国は日本とともに第一回人

や東シナ海の地下資源の問題で揺れて

本と中国の関係が小泉首相の靖国参拝

謝の意を述べた。桜井議員は「現在日

を表敬訪問し、日本政府のＯＤＡに感

また、汝副局長は桜井新参議院議員

ロジェクトには日本政府も３億円の無

国民の感謝の気持ちを広報活動を通じ

を切って両国の協力関係の強化にむけ

ジアの人口問題解決には両国の協力が

て活動をしてもらいたい」と話した。

ＦＲ）が１．８にまで低下し、数の上

として男女一比が１１５，１００と大き

（恒川ひとみ）

て広く示していきたいと話し、これを
の分野における日中の関係がより深ま

な格差がある。また中国にも押し寄せ

での人口安定化は成功しているが、質
るよう期待していると話した。

る高齢化の波に対する政策の一例とし

不可欠である。汝副局長にはぜひ先頭

現在、日本政府と国民の間には中国

て、ある農村地域で実施されている「計

の而から見ると、一人っ子政策の弊害

の目覚しい経済発展を理由に、対中Ｏ

機会に日中の友好関係が改善され、こ

ＤＡに対し厳しい見方が広がっている。
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副大臣

ＨＩＶ／エイズ幽感■染と
リブロダクティブ・ヘルス

の関連性

①ＨＩＶ／エイズの感染経路の２つ

1988年、英国ケンブリッジ大学において

］口「

エイズ
実態と

２ＣＯ４年４月英国国会公聴会での講演
リプロダクテイブ・へルスプログラムとＨｌＶ／エ
択された行動計画（ＰＯＡ）の基本理念の１つである。

は性交渉と母子感染である。この点か

イズ対策の統合は国際人ロ開発会議（ｌＣＰＤ）で採
｜」のアプローチが最も効率的なアプローチであること

ている。

らも明らかなようにＨＩＶ／エイズと

博士号取得。リブロダクティブ・ヘルス、
生物医学を専門とし､国内外で100以上の
論文、本を出版。2003年、同委員会副大
臣就任｡以来国際人ロ開発会議(ｌＣＰＤ)の
行動計画(ＰＣＡ)やミレニアム開発目標
(ＭＤＧｓ)といった国際合意の国内導入に大
きな役割を果たした他人□や家族計画
に関する会議の開催を積極的に推し進め

は証明されており、中国政府はこの方針に基づきＨＩ

員会副大臣

リブロダクティブ・ヘルスには密接な

かかわりがある。中国では全体のＨＩ

Ｖ／エイズ感染数のうち、出産可能年

齢層盃‐蛆歳）が卯％以上を占め、性

的にアクティブな年齢層記‐誕歳）は

全体の半分以上を占める。つまりリプ

ロダクテイブ年齢層のＨＩＶ／エイズ

感染のリスクは他の年齢層よりも非常

に高いといえる。特に女性は生理学的

にＨＩＶに感染しやすいだけでなく、
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Ｖ／エイズ対策を実施している。

●赴白鵠・国家人口・計画生育委

」□ト
中国に

リプロダクテイブ･ヘルスプログラム
イ
とＨＩＶ/ｴｲｽﾞ対策の統合
と
国家人口･計画生育委員会（NPFPC）
対のお
策
定２１白鵠
実

３分の１に母子感染の可能性があると

いる母親から生まれてくる子どもの約

を与える。ＨＩＶ／エイズに感染して

り、生まれてくる子どもの健康に影響

感染により結婚や出産が難しくなった

用が難しいため若年での結婚や出産、

できていない。また適切な避妊法の利

エイズに関する情報やサービスを利用

め、３億５０００万人の女性がＨＩＶ／

Ｖ／エイズ対策が別々行われているた

ダクテイブ・へルスプログラムとＨＩ

は満たされていない。例えば、リプロ

市や農村部のコミュニティーで、効果

ものボランティアが参加しており、都

人の村の家族計画ワーカーと何千万人

は釦万人の専人スタッフ、約１００万

理を行っている。このネットワークに

報収集や分析、避妊具の配布や品質管

携し、広告、教育、技術サービス、情

いわれている。

ば７０００万人の女性がＲＴＩに感染

おり、この割合を中国全体に適用すれ

産可能年齢の女性がＲＴＩに感染して

で調査した結果によれば、約、％の出

ＩＶ／エイズ対策プロジェクトサイト

やすいことがわかっている。８つのＨ

していない女性よりもＨＩＶに感染し

（ＲＴＩ）に感染している女性は、感染

ブ・へルスプログラムを統合すること

ＨＩＶ／エイズ対策とリプロダクテイ

使用の認識はまだまだ低い。それゆえ、

分の身を守る方法としてのコンドーム

ている。言い換えれば、性感染から自

コンド１ムの使用率は約５％にとどまっ

めになんらかの対策を講じているが、

齢の既婚女性のうち約卯％が避妊のた

だに多い。中国を例にとると、出産年

また望まない妊娠をする若者の数も未

対策として、自発的なカウンセリング・

らのサービスに加え、ＨＩＶ／エイズ

たサービスも行っている。また、これ

健のカウンセリング、診察、治療といっ

けでなく、産婦人科系疾患や周産期保

ルスと家族計画のニーズに対応するだ

する施設では、リプロダクテイブ・ヘ

家族計画に関する技術サービスを提供

キャンペーンを精力的に行っている。

クテイブ・ヘルスサービスや公的教育

的かつ対話を通じて基本的なリプロダ

②出産可能年齢層で生殖器系感染症

していると推測される。この年齢層の

が一層重要である。

ング・照会（ＶＣＲ）を導入し、患者

検査（ＶＣＴ）や自発的なカウンセリ

かなり大きな部分の人々のリプロダク
テイブ・ヘルスがＲＴＩとＨＩＶ／エ
イズによって脅かされていることがわ
かる。

③世界中で１億２千万人以上の女性
が避妊法を利用できるようになったが、

依然として家族計画サービスへの需要

レベルで家族計画サービス提供者が提

国、省、市、県、郷（鎖）、村の６つの

現在、家族計画ネットワークにより、

ビスを提供すれば、ＨＩＶ検査率も上

とＨＩＶ／エイズ対策を統合してサー

このようにリプロダクテイブ・ヘルス

ンセリングや検査を受けやすくした。

が任意でＨＩＶ／エイズに関するカウ

iLJl
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のに役立つ。このネットワークは昨春

がりＨＩＶ／エイズの現状を把握する

クト」の展開とともに「人間中心」の

ここ数年、「サービスの質向上プロジェ

スおよび家族計画の総合的改革に関する調査

アプローチが導入され、広告や教育キャ

出典：2002年に16のパイロットサイトで実施されたりプロダクティブ・ヘル

初めのＳＡＲＳの流行の際にも、情報

リプロダクテイブ・ヘルス／家族計画部門

親戚、同僚、近隣住民

家族

その他

収集、人口移動モニターリング、疾病

保健部門

伝染コントロールの面で成果を収めた。
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ラジオ、テレビ

識の重要性
１９９４年のカイロ会議以降、リプ

ロダクテイブ・ヘルス／家族計画に関
わる機関は各地で公的教育キャンペー
ンを行いこの分野への国民の意識を高
めてきた。国家人口・計画生育委員会

（ＮＰＦＰＣ）が２００２年に肥の総合

改革パイロットサイトで行った調査に
よれば、路％以上の人々がラジオ、Ｔ

Ｖ、新聞、雑誌からＳＴＤ、エイズに

ついて知ったと回答し、半数以上がリ

プロダクテイブ・ヘルス／家族計画お
よび保健分野各担当部局から情報を得
たと答え、公的教育キャンペーンと広
報キャンペーン政策が重要な役割を果
たしてきたことが一裏づけられた（表１）。

ン。ヘーンの形式だけでなく内容も変化

してきた。トレーニングセッションや、

壁新聞、ボスター、展示などの従来の

方法に加え、対話式（フェイストウフエ

イろカウンセリング、仲間教育（ピ

アエデュケーション）、コミュニティー

サービス、自発的参加といった新しい

手法が取り入れられ、人々の行動を変

容してきた。公的教育アプローチは、

従来のグループ教育から、個々の事情

にあった活動に焦点を当てて、単にリ

プロダクテイブ・ヘルスの知識を教え

るだけでなく、知識をより実用的な技

能と結びつけるように変わってきた。

広報キャンペーン活動は政府省庁だけ

でなく、ＮＧＯやソーシャルワーカー

まで幅広く行われている。このような

中国政府のリプロダクテイブ・ヘルス

分野の公的教育と広報キャンペーン分

野の成功はＨＩＶ／エイズ対策の基礎

を築いた。

中国国内のＨＩＶ／エイズ感染率は

１９８５年に最初の感染が国内で確認

されて、現在約釦％という速さで増加

2９

ＨｌＶ／エイズに関する知識の情報源
表１

Ｖ感染者（1985-2002）
年BljH
図１
2０００
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している（図１）。全国的に見れば感染

率はまだ低いが、特定の人口グルー｜プ
と地域で高い感染率が見られ、２００

Ｈ

感
染
者

ＶＳＯＯＯ

数４０００

2０００

年
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深い社会的差別は朔蝋狄

は依然存在し、

率の一尚さが、Ｈ再感

農村部の女性の輔猷
間でＲＴＩ感染錘勅

１Ｖ感染のリス２

クを一層高めて表
いる。また一部

事態の深刻さは認識されていなかった。

の地域では、輸血などの医療上でのＨプから、一般人口に広まり始めた当初、
１Ｖ感染の例もまだ報告されている。

知識不足からＨＩＶ／エイズの感染経

ＨＩＶ／エイズがハイリスクグルー路の憶測が飛び交い、その結果まずま
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す人々の恐怖心をあおる結果となり、
ＨＩＶ／エイズ感染者に対する社会的

差別も深刻になった。中国でのＵＮＦ

ＰＡプロジェクト４期目の、ベースラ

較によると、ＨＩＶ／エイズの感染経
路に関する質問に正しく回答できた女
性の割合は増加し、間違った解答をし

た女性の割合は著しく減少した（表２）。
この結果からも、５年間の対策プロジェ

クトがＨＩＶ／エイズに対する社会的

意識を高めたことがわかる。しかし今
なおＨＩＶ／エイズについての間違っ

た認識も多く、ＨＩＶ／エイズ感染者
に対する差別も残っている。そのため、
ＨＩＶ／エイズ対策とリプロダクテイ

ブ・へルスプログラムを統合し、間違っ
た認識を持つ人々に正確な情報を伝え、
ＨＩＶ／エイズ感染者に対する差別を
なくすことが重要である。
〆ゴ》」》灘乢渕齢｛｜み」｝ユ悲刈霞、「←：（；「【。》別‐ご苗「『へご］

Ⅲムノロダクテイブワヘルス
プログラムとＨＩＶ／エ
イズ統合政策の実施
中国政府は最近の国際社会の経験を
もとに、リプロダクテイブ・ヘルス／
家族計画プログラムとＨＩＶ／エイズ
対策を統合した政策を進めている。Ⅸ

ＧＯや関係団体、企業と協力し、ＨＩ

Ｖ／エイズ感染率の高い６省（雲南省、

新彊ウイグル自治区、四川省、広西壮

族自治区、広東省、河南省）と、ＲＴ

Ｉに対する対策が国際援助のもと大き

な成功を収めた２省（江蘇省、甘粛省）

でパイロットプロジェクトを施行した。

主な政策は以下の通り函

１、保健省、中国国家人口・計画生育

委員会（ＮＰＦＰＣ）、中華全国婦女連

合会、中国計画生育協会を包括した複

合部門の調整メカニズムを作る。統合

政策によりＨＩＶ／エイズ対策に関す

る社会的意識を高め、同時にリプロダ

クテイブ・ヘルスを改善することを目

的とする。

２、各レベルの政策決定者マネージャー、

サービス提供者に広報キャンペーン活

動を行い統合的な訓練を行う。ＵＮ

ＦＰＡとフォード基金の協力を受け、

全国の家族計画サービス提供者にも統

合的な訓練を行い人間中心アプロー

チのもとＨＩＶ／エイズを含むカウン

3１

イン調査とプロジェクト成果調査の比

錘雰露雷言E＝

セリングサービスのためのキャパシ
ティー・ビルディング（対処能力開発）
の強化を行う。また、大々的な広告活
動や公的教育キャンペーンを行い、社
会的意識やＨＩＶ／エイズに関する知

息驫－=勢……霧震

鑿一「

1蕊ｉｉｌＩ摩掴11廃P9雲

識を高め、コンドームの使用を促進す
る。

３、リプロダクテイブ・ヘルス／家族

計画サ１ビスとＨＩＶ／エイズ対策の

統合を含め、資源と政策の統合を進め
る。具体的にはサービス提供者、サー

ビス施設、サービスのデリバリーといっ

険性を減らすため、ＲＴＩ対策プロジェ

クトについても計画中である。８つの

パイロットサイトで行われているプロ

ジェクトにより現地の人々のリプロダ

クテイブ・ヘルスが改善され、ＨＩＶ／

エイズ感染の確率を減らすことができ

た。

５，宗教的、文化的活動とリプロダク

テイブ・ヘルスやＨＩＶ／エイズ対策

た資源を統合する。またＨＩＶ／エイ

ズに関する提言を、リプロダクテイブ・

を統合する。８つのパイロットサイト

の高い地域で貧困層の母親を助けるプ

国人口福利基金会は、エイズの感染率

のための広報キャンペーンを行う。中

６、ＨＩＶ／エイズ感染者とその家族

を通して行い大きな成果をあげた。

ルスの改善プログラムを宗教的リーダー

策と地元住民のリプロダクテイブ・ヘ

く住んでいるため、ＨＩＶ／エイズ対

ている。廿粛省ではイスラム教徒が多

情報伝達や教育キャンペーンを展開し

に入れ、彼らに受け入れられるような

地元の文化、宗教、伝統や習慣を考慮

の多くは少数民族が住む地域である。

ヘルス／家族計画の公的教育キャンペー
ンやＨＩＶ／エイズ感染者に定期的な
健康診断を受けてもらうといった行動
変容コミュニケーション（ＢＣＣ）政

策に統合する。性交渉や母子感染といっ
たリプロダクテイブ・ヘルス関連のＨ

ＩＶ／エイズ感染の予防に注意を払う。

４、社会的に立場の弱い人々に対する
対策を行う。中国政府は、流動人口、

若者、女性などに対し、「仲間教育」を

通して彼らのＨＩＶ／エイズに対する
意識を高め、リプロダクテイブ・ヘル

スの改善を目指したサービスを計画中
である。またＨＩＶ／エイズ感染の危
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ロジェクトを行い、ＨＩＶ／エイズ対

た流動人口、医療サービスの状況、宗

インパクトを調査することである。ま

●提

教組織や市民組織の動員に関して政策、

策、貧困削減とリプロダクテイブ・ヘ

ルスプロジェクトの統合政策の成功例
を作った。

７、パイロットサイトでの成果を生か

プロジェクト、調査関連の提言書を提

出する。

国際人ロ開発会議（ＩＣＰＤ）行動計

上国の国民大多数の基本的関心事であ

Ｄ行動計画に統合する

①国連ミレニアム開発目標をｌｃＰ

ＨＩＶ／エイズに協力して対応するた

第一に担当部局からの資源を統合し、

プローチを促進する

②Ｈ－ｖ／エイズ対策への統合的ア

ンと一致しているだけでなく、発展途

し、各地でプロジェクトを拡大する。

画（ＰＯＡ）と国連ミレニアム開発目

ブ・ヘルスサービスとＨＩＶ／エイズ
対策の統合政策により、ＨＩＶ／エイ

ズの問題は人々に受け入れられやすく

２０００年の国連ミレニアム開発目標

めにそれぞれ比較優位の分野を持たせ

なった。

により、２０１５年までに達成される

８、国際社会の最新の技術や対処法を

導入し、中国の状況に即したＲＴＩ対

べき８つのゴールが設定された。この

する調査プロジェクトを終えた。この

００４年１月にＲＴＩ対策・評価に関

管理センター（ＣＤＣ）が協力し、２

ダクテイブ・ヘルスと結び付けられる

ＧＳが今後の国際的合意のもとリプロ

焦点を当てていない。したがってＭＤ

ているリプロダクテイブ・ヘルスには

目標は、ＩＣＰＤ行動計画で強調され

の１つである。しかしミレニアム開発

うちＨＩＶ／エイズ対策は重要な目標

はＨＩＶ／エイズ感染の抑制に有効な

ロダクティブ・ヘルスを統合する政策

てもらう。ＨＩＶ／エイズ対策とリブ

公的教育や広報キャンペーンに参加し

３にあらゆる社会のアクターを動員し、

財的資源を未開発地域に提供する。第

んだ地域は国全体の発展のために人的・

を統合し、分配を調整する。開発の進

ション・カウンシルが共同開発した「Ｒ

調査の目的はＲＴＩを引き起こす要因

よう提案する。この方針は行動計画の

だけでなく、リプロダクテイブ・ヘル

ル」をもとに、ＷＨＯと中国疾病予防

ＴＩ対策プログラム・ガイダンス・ツー

と、経済、文化、医学、社会、また心

理念とＨＩＶ／エイズ対策ガイドライ

る。第二にそれぞれの地域からの資源

策モデルを作る。ＷＨＯとボピュレー

るために、ここに以下の提言を行う。

人口・家族計画部門のリプロダクテイ

-

る。

￣

標（ＭＤＧｓ）をより効果的に実施す

口

理的状態がＲＴＩ対策の効果に与える
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だけでなく、性的行動をコントロール

ンペーン政策は、彼らに知識を与える

ロダクテイブ・ヘルスに関する広報キャ

べきである。例えば、若者の性とリプ

技術を高めることにより注意をはらう

なく、彼らの意思決定能力や実用的な

防に関する知識を伝えることだけでは

クテイブ・ヘルスとＨＩＶ／エイズ予

ワーメント政策を統合する。リプロダ

若者、女性、流動人口に対するエンパ

③社会的弱者に対するケア

つ。現在、私達は重要な局面に立って

の発展においても大変大きな意味を持

大きな影響を与えるのみならず、世界

かどうかは、中国の今後の発展に大変

でＨＩＶ／エイズの蔓延を抑制できる

接に係り、世界で最も人口の多い中国

ＨＩＶ／エイズの問題と開発問題は密

必要不可欠である。

アチームを作る際にもトレーニングは

ニングが必要である。有能なボランティ

カウンセリングスキルなどを含むトレー

は統合プロジェクトに不可欠であり、

最新の知識と資格を持った専門チーム

づくり

パワーメン卜を達成し、乳幼児死亡率

進し、社会的・性的平等、女性のエン

貧困や飢餓をなくし、普遍的教育を促

ＨＩＶ／エイズ対策に取り組みつつ、

重し、差別と戦いＩ

一貫した態度で人権や人間の尊厳を尊

メン卜し、国民を科学的指導で動員しＩ

人々に知識と情報を与え、エンパワー

ニズム洋一つくることができ

効果的かつコーディネイトされたメカ

めすべての社会的アクターを動員し、

国際社会、政府、ＮＧＯ、企業をはじ

できるようなトレーニングも行うべき

を減らし、母子健康を改善できたらＩ

④トレーニングによる有能なチーム

である。女性に対しては、彼らのＳＴ

おり、ＨＩＶ／エイズへの挑戦は今後

スの改善につながる。

Ｄ／エイズに対する意識、リプロダク

求し、同時に経済的発展、公的サービ

私たちがあるべき姿の社会的発展を追

ば、エイズとの戦いに勝てるでしょう。

もし私たちがこれらすべてに取り組め

の最重要事項である。

ことに焦点を当て、自分のリプロダク

スの改善、サービス中心の政府、国連

もしもＩ

テイブ・ヘルスサービスを受ける権利、

助けを求める方法や、ＳＴＤ／エイズ

テイブ・ヘルスを自ら決定権を持つ能

ミレニアム開発目標に躯われている「良

を予防する方法に対する意識を高める

力を改善する。流動人口に対しても同

い統治」を実現することができＩ

様に、知識を伝えつつ、平等で差別な
くサービスを享受できる権利を強調す
Ｃ

る
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】■Ⅱ』】団町■ＰｂＴ

国家人ロ・計画生育委員会副局長

美

型ＮｉＩＩＩ

催。（12月１日・世界エイズデー）

ｌＣカード避妊具自動販売機の導入記念セレモニー｡広東省.人口・計画生育委員会主

見られ、全国的なＨＩＶ／エイズ対策

がますます重要視されている。

．…『『．’竪禺》｛冊蘇；‐ｉ１葱零ｍ畠如Ⅵ……｛》，夢「溌一河浦１．１骨Ｉ剣ぺ田侭』・堰０杣：…搬罵稻・（＋］ルー

地域・ロ人ログルーⅢプに

有病率は０．０７％と推測されている

染者数は２００３年末の時点で別万人、

常に高い感染率が見られる。ＨＩＶ感

いが、特定の地域や人口グループで非

染が確認された。感染率は省によって

は国内の約半数（蛆％以上）の郡で感

以下同）で確認され、２００３年末に

皿すべての省（自治区・直轄市を含む．

１９９８年、ＨＩＶ／エイズ感染が

おける格差

が、実際に報告された数字は２００４

大きく異なる。

河南省（２万以上）、雲南省（２万

年９月末までで８万９０６７である。

３年１年間で報告されたエイズ患者数

以上『広西チワン自治区（１万以

・ＨＩＶ／エイズ感染数の多い省叩

が６１２０だったのに比べ、２００４

・ＨＩＶ／エイズ感染数の少ない省“

上）

報告されており、２００４年の年間報

内蒙古自治区、寧夏省、青海省、チ

交渉による感染と女性の感染の急増が

人口グループで特に高いが、近年、性

ＨＩＶ感染は、特定の地域の特定の

ＩＶ陽性率は印％以上にも上る。｜

（】巳。ｇ一○口』曰、扁臼⑫恥ＩＤＣ）のＨ

省の一部の地域で薬物注射使用者

・雲南省、新彊ウイグル自治区、四川

ベット自治区（すべて１００以下）

目立ち、社会全体への感染拡大が危倶

方、江蘇省、漸江省、内蒙古自治区、

とが予想される。

告数は２００３年の２倍以上になるこ

年の１月から６月までで７８０１件が

エイズ患者数も急増しており、２００

中国全体で見ればＨＩＶ陽性率は低

小

されている。今後も拡大傾向は続くと
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昌匹ＤＰ垣上、炉亀

遼寧省ではＩＤＵのＨＩＶ陽性率は

合を占めているが、この多くは１９９

売血・血漿提供による感染も大きな割

では１％、２００３年の疫学的調査で

定点方式サーベイランスデータの結果

５％以下である。

は４つのサイトで３．３％‐６．７％と

ＩＶ感染リスクの増加の別の要因となっ

また、薬物使用が性産業従事者のＨ

増加）。

ない（２００２年の肥％からは３％の

いる人の割合はたった四％にしか過ぎ

卯・５％に減少したが、必ず使用して

００２年の塑・５％から２００３年の

コンドームを使用しない人の割合は２

業従事者のコンド１ム使用率は低い。

の結果が出た。行動調査によれば性産

６年より以前に感染したものである。

・性産業従事者の感染率はほとんどの
省では１％以下だが、雲南省、重慶
省、湖南省、広東省、中国広西チワ

ン自治区、四川省では性産業従事者
の感染率が高い。

・河南省、湖北省では過去の売血・血
漿提供者のＨＩＶ陽性率が高く、と
もに弧％以上である。他の省では５％
以下である。
■１１１１

ている。疫学的調査の結果、性産業従

省の売血・血漿提供者と雲南省のＩＤ

の拡大とともに、近年実施された河南

たどっている。この理由としては感染

グル自治区の伊熱では鍋％まで達し、

ば平均感染率は５‐８％だが、新彊ウイ

定点方式サーベイランスデータによれ

ＨＩＶ感染が確認され、２００３年の

２００２年までに全、省でＩＤＣの

売血・血漿提供によるＨＩＶ感染は、

た割合は鋸％から１００％だった。

の性産業従事者のうち薬物注射を行っ

自治区、湖南省、重慶省でＨＩＶ陽性

イランスデータによると、広西チワン

を共有したと答えた。定点方式サーベ

薬物を使用し、そのうち兇％が注射針

事者のうち１．４％が過去半年の間に

Ｕに対して行われた綿密なＨＩＶ／エ

雲南省、広西チワン自治区でも別％以

深刻な感染拡大

イズ調査の結果、ＨＩＶ感染の報告数

上だった。２００３年の疫学的調査で

２００３年９月までにチベットを除く

ＨＩＶ感染の報告数は増加の一途を

が増加したことが挙げられる。

はＩＤＣの感染率は咀省で７％だった。

染（ＭＴＣＴ）も近年増加している。

すべての省で報告されている。２００

|司性間の性交渉0.2％

現在、主たるＨＩＶ感染経路は薬物

異性間の性交渉7.9％

３年にｕ省の釦の地域で実施された疫

売血・血漿提供３１％

性産業従事者のＨＩＶ感染率は全国

薬物注射関連の感染４１％

注射だが、性交渉による感染と母子感

(１９８５年～２００４年９月）

平均で０．５１．０％。２００４年の

HIV陽性者報告数８９，０６７件
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学的調査によれば、この経路による平

た。その他の地域ではこの経路による

９％、吉林省の吉林では５．８％だっ

州では兜・７％、山東省の荷沢では８．

ＩＶ陽性率は釦％を超え、湖北省の随

いくつかの地域ではこの経路によるＨ

地域により大きな格差あり、河南省の

例えば、結婚前の

増加傾向にある。

染（ＭＴＣＴ）も

ＩＶ／エイズ感染の増加、また母子感
増加、また母子感

タによれば、妊産婦と未婚の若者のＨ

調査と、定点方式サーベイランスデー

が拡大しつつある。２００３年疫学的

率が高い地域では、一般人口にも感染

ク人口グループのＨＩＶ／エイズ感染

ＤＣや性産業従事者といったハイリス

サーベイランスデータによると、Ｉ

らなる感染拡大の大きな危険性がある。

ハイリスク行動を考慮すると、今後さ

この人口グループの大きさ、感染者数、

安でそれぞれ蛆％と弼・５％だった。

ムを使用しない割合は高く、常徳、西

によると、この人口グループのコンドー

上であった。２００３年の疫学的調査

呉儀副首相が、また２００４年の世界

月の世界エイズデーには温家宝首相と

トメントが表れている。２００３年四

ＨＩＶ／エイズ対策に対する強いコミッ

中国の政治的主導者たちの一一一一、葉にも、

年３月）。

ク提示した条例を公布した（２００４

イズ対策の包括的な政策フレームワー

療工作委員会」を設立し、ＨＩＶ／エ

れた。国務院は新しく「エイズ予防治

を抑制するために様々な対策が実施さ

昨年中国では、ＨＩＶ／エイズ感染

ＩＶ陽性率が高くなれば母子感染の可

ＩＶ感染者の増加が目立つ。女性のＨ

に達していた。特に、女性が占めるＨ

感染率は比較的低い。売血・血漿提供

若者に行った匿名

エイズデーには胡錦涛国家主席がＨＩ

口グループ内のＨＩＶ陽性率は１％以

で感染したＨＩＶ感染者の大半は１９

検査ではＨＩＶ陽

Ｖ／エイズ患者を見舞い、ＨＩＶ／エ

プロジェクト('P)を実施｡近年はHlV／エ
イズ対策プログラムに心血を注いでいる二

症したと推測されている。

Ｈ－ｖ／エイズ感染対策
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均感染率は２．７％であった。しかし

９２年から１９９６年の間に感染して

性率は１％以上あ

イズ撲滅に向けての強い政治的意思と

1989年に大阪大学において博士号取得。
臨床・医学研究専門・1992年から国家人
口・計画生育委員会で国際協力事業に携
わるその一環として日本の家族計画国
際協力財団(JOlCFP)と協力し､家族計画
と母子保健や寄生虫予防などの地域保健

能性も高くなる。

同性者の性交渉による感染のデータ

り、ＨＩＶ感染率

コミットメントを表明した。最近では、

生育委員会副局長

一伊目・佇司口：‐ＩＩＩＦｑ０】弔上｜□’一一一：‐ｏＨｑ－Ｌ▽帷・同ｒⅡ‐‐‐」，九一

は非常に少なく、北京、恰爾積、広州、

の高い地域の妊産

渦家宝首相は中国の正月をＨＩＶ／エ

活動を組み合わせたインテグレーション・

おり、およそ半数がすでにエイズを発

濡陽での１回限りの調査では、この人

婦の陽性率は５％

●汝小美・国家人ロ・計画

エイズの感染が特に深刻な河南省.
上薬県でエイズ患者を見舞う国家人
口・計画生育委員会・張維慶大臣

「田・日『【の①、自口○二の○日の勺。旨く」と

ケア・援助、⑤ＨＩＶ／エイズ対策に

予防対策、④エイズ患者に対する治療・

ムの強化、③包括的なＨＩＶ／エイズ

いる。胡錦涛国家主席も２００３年の

予防に重点を置いた広報活動を行って

ボカシー戦略を用い、ＨＩＶ／エイズ

人口・家族計画部門は効率的なアド

１広報キャンペーン

呼ばれる政策も始まり、これによりエ

対する投資と国際協力の強化、の５点

明示、②サーベイランスと情報システ

イズ患者は抗レトロウイルス（ＡＲＶ）

「人口・環境・資源に関する中央シンポ

イズ患者と過ごし国民を驚かせた。

治療や自発的カウンセリング・検査（Ｖ

のためのガ

エイズ対策

ＨＩＶ／

れている。

援助も含ま

アや経済的

のためのケ

エイズ患者

や、ＨＩＶ／

プロダクテイブ・ヘルスをすべての人

チのもと、質の高い保健医療、特にリ

政府機関の１つであり、このアプロー

間中心アプローチ」を最初に導入した

会議（ＩＣＰＤ）で提唱されている「人

ている。ＮＰＦＰＣは、国際人口開発

を進め、この分野で重要な役割を担っ

レベルで積極的にＨＩＶ／エイズ対策

ＦＰＣ）はじめ関係機関は、あらゆる

中国国家人口・計画生育委員会（ＮＰ

として、エイズ予防治療工作委員会、

の根レベルでは、１００万人以上の職

なぐネットワークを構築している。草

ベル（国、省、県、郡、郷、鎖）をつ

チ

人口・家族計画部門は６つの行政レ

ンターパーソナル（対人式）アプロー

２ネットワークと草の根レベルのイ

合プログラムを精力的に展開している。

族計画／リプロダクテイブ・ヘルス統

プログラム、ＨＩＶ／エイズ対策と家

クショッブの開催や、コンドーム促進

指導者を対象にしたアドボヵシーワー

ＰＦＰＣは全孤省の家族計画委員会の

重点をおいた戦略を承認している。Ｎ

ジウム」でこのＨＩＶ／エイズ予防に

に重点がおかれている。

人ロ・家族計画部門の役割
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：‐ＤＤ１Ｌテヮ帷、｜；、。‐、、

ＣＴ）を無料で受けられ、ＨＩＶに感
染した妊婦も母子感染を防ぐための薬

孤児のため

またエイズ

や新生児への検査を無料で受けられる。

縄■：

イドライン

員と８千万人のボランティアが各戸を

複合部門間の調整と協力を方針の軸

も発布され、

に提供し、ニーズを満すため活動して

に無料教育

①リーダー

きた。

エイズ対策のすそ野を広げている。

訪問する対人式アプローチでＨＩＶ／
シップの強

化と責任の

3８

中国のＨＩＶ／エイズ感染状況と特徴

３保健教育・行動変容コミュニケー

５パイロットプロジェクトの拡大

設立され、心理的側面からもエイズで

療などの医療サービスだけでなく、Ｈ

る翅万の医療専門家は、健康診断、治

４万の家族計画クリニックに勤務す

２００３年の皿月には釦の県（３千万

孟州で始まったＨＩＶ／エイズ対策は、

２００３年４月に河南省の上薬、扶瀧、

トプロジェクトの拡大を進めている。

で作成し、イスラム指導者と協力して

ション（ＩＥＣ）の教材をウイグル語

族計画担当部局は情報教育コミュニケー

民の帥％が少数民族であり、人川・家

る。新彊ウイグル族自治区の喀什は住

親を失くした孤児達をサポートしてい

ＩＶ／エイズ予防を含むリプロダクテイ

人）に拡大され、２００４年３月には

人口・家族計画部門は各地でパイロッ

ブ・ヘルスに関するカウンセリング、

全県を網羅した。廿粛省では型の県で、

ション（ＢＢＣ）・へルスケア対応能力

トレーニング、ワークショップや、コ

広東省では８つの県でＨＩＶ／エイズ

残されており、最優先の緊急の課題は、

ＨＩＶ／エイズ対策において課題は

教育を行った。

ンド１ムの供給も行っている。また医

対策活動が実施されている。

キャパシティービルディング（対応能

る。ＮＰＦＰＣは残された課題を克服

力開発）とこのための資源の確保であ

これらのＨＩＶ／エイズ対策活動は

し、引き続きＨＩＶ／エイズ予防、リ

の健康と福祉のために全力を尽くして

国際援助と現地の資金投入を統合する

際合意である国際人口開発会議（ＩＣ

いく。

プロダクテイブ・ヘルスの促進、国民
ＰＤ）やミレニアム開発目標（ＭＤＧ

ことで費用効果をあげている。また国

６国際的概念と実践の応用

療専門家達は地域のソーシャルワーカー

と共に、エイズ患者に対する差別をな
くし、ケアや援助を行う意識変革キャ

ンペーンにも取り組んでいる。
４流動人口に対する包括的なアプロー

流動人口の権利と生活水準に対する

ｓ）の概念や国際社会で行われている

チ

問題に伴い、ＮＰＦＰＣはあらゆるレ

最善の活動を導入し、現地の対策に適
用している。

ベルにこの流動人口に対応する局を設
立し，彼らに対する家族計画／リプロ

点にも注意を払い、地域ベースのケア

人権、ジェンダー、文化、倫理的観
またＨＩＶ／エイズ対策を含めた包括

と援助プロジェクトが行われている。

ダクテイブ・ヘルスサービスを行い、
的なアプローチを実施している。

〕９

河南省では、エイズ孤児の学校教育お
よび放課後教育を支援するセンターが

銭

曇

業。

アジア経済研究所を経て、早稲田
大学理事・人間科学学部教授に就
任。平成17年３月に同職を退職。

を出版し、人口増加の与える影響に警

鐘を鳴らした１９５７年とほぼ同時期

である１９５６年に人口増加抑制策を

盛り込んだ第二次五カ年計画を開始し、

１９６１年から本格化させた。１９７

㈲アジア人ロ・開発協会の評議員で

峨座教授は「人ロ大国インドと中

を含め、約５００名が参加した。嵯

ている学生、関係団体の代表者など

には、嵯峨座教授の人口論を受講し

ばれ、その頭文字をとってヒンディ語

の北部４州は「病める北部４州」と呼

である。ビハール、マディヤプラデシュ、

で人口増加が高く南で低いということ

の人口の特徴は、北のガンジス河流域

８年には結婚年齢法を定めた。インド

ある嵯峨座晴夫早稲田大学教授の最終

国１人ロ政策の展開過程ｌ」のテー

で「病める」を意味する「ＢＩＭＡＲ

ラジャスタン、ウッタールプラデッシュ

講義が１月加日早稲田大学人間科学学

マで長年の人ロ研究を締めくくった。

この問題を取り上げたと、問題設定に

に大きな影響を与えるという視点から

の訂％強を占め世界の人口問題の今後

口が合わせて型億人に達し、世界人口

まず、同教授は、中国とインドの人

増加率を１％以下に下げる」ことを提

国鋒・国務院委員が「３年以内に自然

破局を避けるために１９７８年には華

開発への影響が理解され、マルサス的

毛沢東の死去後、人口増加がもたらす

理で人口増加策がとられた。ところが

とで「働く手は二つ、口は一つ」の論

革命後の中国では、マルクス主義のも

て、家族計画の受容そのものも大きく

格差が色濃く存在することを背景とし

を残した。地域ごとに文化的な背景の

もそのことがトラウマとなり強い影響

る反発が生じた。その後の人口政策に

どを強く推し進めたため政権崩壊に至

ンジー首相の時代に男性の不妊手術な

インドの人口政策はインディラ・ガ

Ｕ地域」という名称が生まれている。

ついて述べた。まず両国の人口政策の

異なっている。

国語「錯枇一人誤増三億」を紹介した。

歴史を振り返り、その中で、中国の人

案し、新憲法の制定によって「計画出

るが文化的背景、政治経済的側面、政

一見異なった印象を与える両国であ

口増加抑制を唱えて、毛沢東と対立し

インドも中国で馬寅初が『新人口論』

産の推進」を条文化した。

た結果、人口が３億人増えたとする中

た馬寅初・北京大学元学長が追放され

●講義概要

術院キャンパスで開催された。同講義

●はじめに

1１

人口大国インドと中国１人ロ政策の展開過程Ｉ

●嵯峨座晴夫（さがざ・はるお）
昭和10年、長野県生まれ.早稲田
大学第一政治経済学部経済学科卒

4０

図１

策手段と目的、新たな人口問題の発生

こと、その目的が貧困問題の解決であっ

国が非常によく似た人口政策上の試行
錯誤を行ってきたことが指摘された。

■

では個人主義が強調され、出生に関し

ある。この近代的な生活様式や価値観

容が人口転換を生み出すということで

りは、西洋型の近代的な生活様式の受

な進展が人口転換をもたらすというよ

検討してはっきりしたことは、経済的

また、この両国の人口政策の歴史を

にある、と嵯峨座教授は指摘した。

せることができるかどうか微妙な状況

のわな」にはまる前に、人川を安定さ

に進んでいるが、まさしく「マルサス

たことなどである。加えて両国の人口

950-19551960-1955,1g7Q-19751gB

0-19859990-19352000.-20052010-ZO152C20-20252030-20352040-20

年

など類似した側而も多い．例えば両国

２O０
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中国では人口政策が全国に行き渡っ

g501955196019651970o9751gBO１９８５１９９０？９９５２，００２０，５２０１０２０１５２020202520302035204020452050年

政策に対する取り組みの時期や政策実

０

とも家父長制のなごりである男児選好

2CＯ

た結果、近い将来日本よりも急速に少

4００

施のタイミングは非常に類似しており、

6００

を持っている、また社会主義国家と社

ＢＯＯ

子化・高齢化が進むことが予測されて

0０，

人口政策の歴史を比較対照してみると、

『１

会主義型社会であった、また人口政策

蕊

いる。またインドでも人口転換が着実

三男

全く違った印象を持たれるインドと中

インドと中国の合計特殊出生率
図２

ても個人の権利の面からとらえられる。

その結果、生まれた子供も他人であり、

そのコストが強く意識されるようにな

る。このような価値観の中では少子化

を食い止めることは非常に難しい、等

（楠本修）

の見解を示して嵯峨座教授は最終講義

を終えた。
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インドと中国の人口（1950～2050）
人口〈 00房

の分野でも国家による強制が行われた
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カザフスタンから人口・都市視察団
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一京都のお寺詣りで伝統文化に感銘一

昨年暮れ中央アジアのカザフスタン

共和国から３人の国会議員が来日した。

側アジア人口・開発協会（ＡＰＤＡ）

が毎年、国際協力の一環として実施し

ているアジアの国会議員研修に応じた

訪日で、長寿と乳幼児死亡率の低さで

世界一を実現しているわが国の人口経

験や、最近の少子高齢化の実態を学び、

神戸では都市づくり、港湾施設のコン

トロールに目を輝かした。

昨年⑫月６日から同ｎ日までの日程

で来日したのは、「人口と開発に関する

アジア議員フォーラム」（ＡＦＰＰＤ）

の副会長で、カザフスタン上院の家族

委員会委員長のトゥトゥクシェフ氏ら

３人。東京では国立社会保障・人口問

題研究所（阿藤誠所長）や母子保健や

リプロダクテイブ・ヘルス分野で国際

的実績のある家族計画国際協力財団（ジョ

イセフ・近泰男理事長）を訪れ、官民

一体で進められたわが国の母子保健や

寄生虫予防の経験や、最近大きな課題

になっている少子高齢化問題について

熱心に耳を傾けた。

また、わが国の国際人口問題議員懇

4３

ジヨイセフ理事長（右端）の講義を受ける訪日カザフスタン国会議員団
近泰男

加、席上トゥトウクシェフ議員はお得

開かれた講演会、レセプションにも参

年を迎えたことを記念して皿月７日に

部の土地を運んで臨海工業の拠点をつ

の復旧振りを見学するとともに、山間

（笹山幸俊会長）を訪問、震災後の神戸

神戸では神戸アジア都市情報センター

最後の訪問地・京都では天皇家ゆか

ていた。

喜び、風景をしっかりフィルムに収め

のない国からやってきた議員たちは大

供された神戸港見学のボートでは、海

張っていた。また、神戸市の好意で提

意のノドを披露する一幕も。また議員

くり、同時に土地を運び出した後には

りの泉涌寺や清水寺を見学、珍しい仏

後半の日程は関西訪問に当てられ、

懇談会のメンバーとは両国間の協力強

神戸市民のための住宅地を造成した〃｜

談会（中山太郎会長）が今年創立訓周

化について国会内で昼食をとりながら

像や建物、美しい庭園に強い印象を受

エジェニー・アマン議員

アスカー・クジャガリエフ議員

上院家族委員会委員長

ベクスルタン・トゥトゥクシェフ

カザフスタン視察団

の途についた。

たせたい」と語り、関西空港から帰国

をわが国の国づくり、人づくりに役立

タンに帰ったら視察で得た知識，情報

験を見聞することができた。カザフス

済成長などの面で日本のすばらしい経

本訪問で、保健、教育、社会保障、経

一行は、帰国に先立って「今回の日

けたようだった。

石二鳥〃の開発プロジェクトに目を見
案内して下さった即成院・平野住職（左から２番目）と泉涌寺にて

意見交換を行った。

：：二：．…・………一一
笹山幸俊・神戸アジア都市情報センター会長に記念品を渡す議員団

4４
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高齢者は従属■人ロか？
前日本大学教授
元厚生省人ロ問題研究所所長

現在、日本の人口問題として注

目されているのは、子供数が減少

するという少子化の問題と高齢者
が増えるという高齢化の問題であ
る。少子化が続けば、やがて日本
人口の総数が減少するだけではな

く、年齢ピラミッドの下部が縮小
して不安定な形になり、経済社会

に対して悪影響が生じるおそれが
ある。したがって少子化の問題に
ついては、その原因を捉えて、出

生率を人口再生産水準まで引き上
げるための政策が必要である。

他方、高齢化については、これ
は死亡率が低下し、人々の寿命が
延び、高齢まで生きる人が増えた

結果であるから、これは問題であ
るどころか、むしろ喜ぶべきこと

である。それにもかかわらず高齢
化が問題にされるのは、高齢者を
従属人口として位置づけ、社会の
お荷物が増えるという見方をして

いるからである。このような見方

年指数よた、本れが齢数年あ人、年行は分しか歳齢
の数はる。老人た計人を齢る口か人つ、類てらか構

Ｏ人口口あ４、行指産口生

０．指に。船日わ数年指産具鰄毫蒼曇乏ぞ霊：隼
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は、はたして正しいであろうか？

66-生人の勢さ数算口そｋ提吾既嘉喜震叢這窒人
・１２労ロ年調れにし数しう属は生類別。以ま歳分口

２老少計％２１る年人を少数
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Ⅱ

当然のことである。しかし、この

るという悲観論の根拠になるのは

となり、経済社会の発展を阻害す

本の経済社会にとって大きい負荷

高齢化が急速に進行し、それが日

ような結果は、今後、日本人口の

およそ２．６倍に増大する。この

以上あるいは酪歳以上に改めるの

れに対応して高齢者の定義も帥歳

歳も延びているのであるから、こ

が男性の場合四歳、女性の場合塑

後まもなくと現在では、平均寿命

女性のそれがほぼ餡歳になり、戦

は男性の平均寿命が氾歳を超え、

あったに違いない。しかし、最近

も大きい差があり、したがって高

ような現実を前提にしながら、高

すでに述べたとおり、高齢化の

齢者の能力にも大きい差がある。

が適切ではないだろうか。それだ

問題が議論される場合、筋歳以上

高齢者問題を考える場合には、高

齢化社会のイメージを変えること

の人口を老年人口とし、老年人口

齢者が現役時代に蓄積した知識や

けではなく、戦争直後の高齢者と

が総人口に占める割合が高まるこ

経験を社会的資産として尊重し、

によって、明るい見通しを持つこ

とを高齢化の問題として議論する

活用するということも忘れてはな

現在の高齢者では、教育レベルに

のであるが、この場合、酪歳以上

らない。

とも可能ではないだろうか。

の人口を一括して高齢従属人口と

することに問題があるのではなか
ろうか。なぜなら、戦後間もない

昭和記年頃、日本人の平均寿命は
男性が的歳、女性が侭歳であった。

膠

その頃には確かに、閉歳以上の人

IEI

口を老年人口とすることに意味が
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評論家樋口恵子さん・武山百合子衆院議員講演会

国内セミナー

ンソン歌手・紫倉麻里子さんのステー

ジで幕を開け、美しい歌声で観衆の心

を和ませた。講演では、樋口恵子さん

は「若い世代に希望を持たせられなかっ

昨年旭月旧曰埼玉県南埼玉郡宮代町

題議員懇談会の代表として９月に訪れ

後に武山百合子衆院議員が国際人ロ問

禰蝋萌舗扣鱸時繍凱講演会

た日本のこの年月はひどい加年だった」

と切り出し、女性・雇用・高齢化問題

への鋭い語り口に、集まった２００人

コミュニティーセンター進修館で、（財）

たカザフスタンの視察報告を行った。

を超える聴衆は熱心に耳を傾けた。最

アジア人ロ・開発協会と武山百合子衆

（樋口さんの講演要旨は次のとおり）

動か洞三一７

院議員後援会の共催による「評論家樋
口恵子講演会」が開催された。講演会

Ｚ「

は武山百合子衆院議員の友人であるシャ

（｜邑呂

が生涯に産む平均子ども数・ＴＦＲ）

てみると、０．１～０．２とわずかで

女性と専業主婦の女性別にＴＦＲを見

正しくありません。仕事を続けている

は低下を続け、今や１．羽となりまし

はありますが仕事を続けている女性の

日本の合計特殊出生率（１人の女性

た。この理由として、女性が社会進出

また、日本は欧米諸国と比べると、

力がＴＦＲは高いのです。
という男性がまだいます。しかし、一

女性の社会進出が進んでいる国とはい

したからだ、生意気になったからだ、

般的に信じられているこうした見方は

4７

講演「〃高齢化なんて怖くない“
樋ロ恵子さんと語る『イキイキ人生』」

高齢化について語る樋口恵子さん

参議院選挙でさえ女性議員が弼人いた

の方法は今とは違いますが、初めての

の割合です。終戦後の昭和妬年、選挙

議員の数は誕人、全体のたった６～７％

えません。日本の衆議院に占める女性

もＴＦＲも低い国なのです。

日本は女性の政治参加率も低く、しか

まで盛り返しつつあります。つまり、

英国では、近年ＴＦＲが１．９くらい

割合は妬～蛆％です。また北欧諸国、

えます。｜方、欧米諸国の女性議員の

出の状況はあまり変わっていないとい

す。

のびできない、それが今の日本なので

びのびできない社会では、男性ものび

ないのです。それどころか、女性がの

男性の寿命が短くなる、なんてことは

ことを考えますと、それから弱年が経っ

なぜ日本の寿命が伸び悩んだのでしょ

０．１、男性の伸び率は０．４でした。

今年、日本の女性の寿命の延び率は

たにもかかわらず日本の女性の社会進

うか。原因は自殺者の増加です。今年

もまた記録を更新し３万数千人もの人

いうとアイスランド、２位は香港です。

です。では男性の１位はどこの国かと

女別に見ると女性は１位、男性は３位

１位の座を保っています。しかし、男

現在、日本は男女総合では長寿国第

わらず、日本は鍋位と大きく後退しま

アイスランドは６位と上位なのにかか

向日ロ○三の目の日旨９ｍ旨の｝を見てみると、

エンパワーメン卜指数（の①己のＲ

進出度」を示した、国連のジェンダー・

占める女性割合などから「女性の社会

的理由で、この理由だけで見ると男性

プは、リストラ、倒産などによる経済

りといわれる年代の自殺の理由のトッ

が男性です。しかも釦～帥代の働き盛

が自ら命を断ちました。そのうちのｎ％

アイスランドは人口わずか調万人の国

す。

普及と寿命の長さで点数を稼いでいま

位と上位に入ってはいますが、教育の

７位にランクされています。日本は８

出目〕目□のぐ：旨の己自己の縄）では世界

を示した国連の人間開発指数（ＨＤＩ

準を測定基準として「国の生活レベル」

出し、のびのびと生きている社会では

しく思います。つまり、女性が社会進

命が世界一という結果を私はとても嬉

性と同数です。そういう国で男性の寿

ていました。女性の議員の数もほぼ男

４期肥年間にわたり女性が首相を務め

アイスランドでは、１９９６年まで

態で働いています。派遣社員として働

臨時という、雇用も賃金も不安定な形

就労者の半数がパート、または派遣や

雇用体制が一因です。日本では現在、

せん。日本のＴＦＲの低下は不安定な

な仕事につける社会でなくてはいけま

スタートにおいて将来を考え、まとも

のは一雇用対策です。若い人々が人生の

政府にまず取り組んでいただきたい

が自殺者の帥％以上を占めています。

ですが、国民所得、平均余命、教育水

す。女性の所得、管理職・国会議員に

4８

評論家樋口恵子さん・武山百合子衆院議員講演会

ても子どもを産める状況ではありませ

の一雇用さえも不安定な状態であり、と

彼女達は育児休暇どころか３カ月ごと

規の採用がないから、という人が多く、

も上ります。正職員で働きたくても正

く鍋歳以下の若い世代は２００万人に

でいく必要があります。

制、育児休暇を与える対策に取り組ん

今後政府は女性にきちんとした一雇用体

る人々が育児休暇をとれないのです。

い世代に集中している派遣で働いてい

が多いのです。肝心の子どもを産む若

る人々はもう子どもを産み終わった人々

２倍の釦％近くを占め、その印％が女

２０５０年には節歳以上の人口が今の

共有する社会が大切になってきます。

つくったらいいかを考え、夢を若者と

て多くの経験を生かし、どんな社会を

シップです。さらに、高齢者が夢を持っ

方、女と男、日本と世界のパートナー

ちゃんという社会になります。皿世紀

性です。つまり、４人に１人がおばあ

ん。育児休業法が改正され、臨時やパー
トで働く人々も育児休暇を取れるよう
になりました。しかし、これに該当す

はおばあさんが日本の動向を支配する

といっても過言ではありません。早く

気がついたわれわれ高齢者がモデルを

では、初めてＮＧＯが自ら代表を選び、

発会議（ＩＣＰＤ》通称カイロ会議）

と思います。１９９４年の国際人口開

と民との対等なパートナーシップ」だ

のｎ年の良かった点をあげるならば、「官

たこのｎ年はひどい時代でしたが、こ

若い世代に希望を持たせられなかっ

上に向けていた首を住民に向けて住民

権限を持たせ、知事や市長達は今まで

える地方自治・地方分権とは、地方に

分権推進委員会の一員ですが、私の考

の力は大きくなっています。私も地方

には「地方分権推進法」ができ、地方

るようになりました。２０００年４月

認め、民が行政にかかわることができ

樋ロェのってもいいことだと思います。

への構造改革が必要とされています。

の意味での人間らしい、人間の生き方

社会に老若男女が共存する社会。本当

●パートナーシップの四世紀

政府代表団に加えられました。これは

の声を聴き、地方のことは地方が決め

天皇制は時代の波にあわせてきたから

作っていかなければなりません。地方

政府と民間（ＮＧＯ）との壁が崩れた

ていく、というやり方です。

８年にはＮＰＯ（特定非営利活動促進）

公開が鍵となります。官と民、国と地

ｎ世紀は、パートナーシップと情報

す。その昔、男子が必ず跡を継げたの

続いてきました。伝統と因習は違いま

か？

１女帝誕生についてどう思います

質疑応答●

シンボルといえると思います。１９９

法ができました。ついに官が民の力を

4９

は、奥さんを何人待っても自由だった

社会であり、結婚年齢がとても早かっ

た時代であったからです。今の制度を

しようか。

ｌ年金制度について考えをお聞か

ある年金がなくなるのは望ましくあり

ません。今後大いに議論を重ねて作っ

ていき、若い人を説得していかなけれ

性別にかかわらず、第一子が世継ぎと

いでしょうか。北欧やオランダでは、

です。これからはコカコーラ瓶型の人

型の人口構成を元にして作られた制度

樋ロ》年金制度はそもそもピラミッド

働くことができ、そのことが損になら

ことです。働きたい高齢者が緩やかに

とっても働ける人が働ける社会を作る

は守っていくべきです。そして、年を

ばなりません。しかし今までの既得権

皇室典範で定められています。イギリ

口構成になるわけですから、それを元

ない社会を作ることが大切だと思いま

せ下さい

ス、タイでは、男の子が生まれれば男

にして考えなければなりません。私は、

す。

緩やかに変えていくのが現実的ではな

の子が、生まれなければ女の子が世継

日本の国の連帯の柱は「教育と社会保

（恒川ひとみ）

ぎとなります。日本もこの辺りから緩

障」であると思っています。国の柱で

武山百合 子衆院議員は、９月にカザ

子衆 院議員講演

導入により急激に経済成長が進ん

おり、近年は大規模な外国資本の

ンなどの天然鉱物資源に恵まれて

油だけでなく天然ガス、鉛、チタ

スタンで 開催された側アジア人ロ・

でいる、と報告した。しかし旧ソ

連時代に導入された分業制度によ
ジア国会議員会議」に日本の匡会議連時代
議員会議」に日本の国会議

開発協会主 催の「人口と開発における

合

やかに変えていけばいいのではないで

百
武山百合子衆院議員

フ

ヘーー

だまだ
だまだ先進国からの援助が必要だ

と強調した。
貴でば、カザフスタンは石
の日の講演では、カザフスタンは石と強調

と開発」銘号に寄稿して下さった。
銘号に寄稿して下さった。

の促進や社会整備を進めるにはま
」として同財団の機関誌「人
タン紀行」として同財団の機関誌「人の促進

入れられていないため、技術交流
部を訪れた様子を「カザフ
ンの農村部を訪れた様子を「カザフ入れら

んでおらず、また高度医療も取り
として活躍、またカザフス
長の代理として活躍、またカザフスんでお

り農業と工業の技術交流はまだ進
団の一員として参加した。会議ではり農業
として参加した。会議では

こロスタ議員ア
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人口問題に対する世界最初の国会議員グループとして産
声をあげた国際人ロ問題議員懇談会（ＪＰＦＰ）が、２００

４年に創立釦周年を迎え、これを記念した講演会とレセプ
ションが但月７日、都内の日本プレスセンターホールで開

れた・総勢２００名の多彩な人々が参加し、幼年にわたって

人口問題に対する議員活動を推進してきた活動を祝った。
第一部として行われた講演会には、中山太郎ＪＰＦＰ会
長がこれまでの活動の軌跡を紹介した。続いて、ゲストと
して、トラャ・オベイドＵＮＦＰＡ事務局長とステイーブ

ン・シンディングーＰＰＦ事務局長が講演し、ＪＰＦＰ活
動の世界の人ロ問題に対する貢献を讃えた。講演会には、
ＪＰＦＰメンバーをはじめ、研究者、メディア関係者など

約１２０名が参加した。講演後に行われた質疑応答には、

小宮山洋子ＪＰＦＰ会員（衆議院議員）や明石康元国連事

務次長が、ＵＮＦＰＡの活動内容や日本のＯＤＡ活動の現
状について質疑を行うなど、活発な議論が行われた。

引き続き行われた記念レセプションには、中山会長をは

じめ、谷津義雄幹事長、清水嘉与子事務総長、南野知惠子

副会長（法相）などＪＰＦＰの主要メンバーが出席、卯周

年を祝った。人口と開発に関するアジア議員フォーラム（Ａ

ＦＰＰＤ）を代表し来日したマレ一一ｌ事務総長が乾杯を行

長として実施されたアジア人口事情視

なったのが１９７３年に岸本首相を団

立されました。その大きなきっかけと

きかけに岸信介元首相が応える形で設

このＪＰＦＰはドレーパー将軍の働

れたのです。

議がルーマニアのブカレストで開催さ

に事実上初めての国連主催の政府間会

本でも日本人口会議が開催され、さら

もエポックメＩキングな年でした。日

いまた来日中のトゥトゥクシェフＡＦＰＰＤ副議長（カ
ザフスタン上院議員）が挨拶を行うなど会場の祝賀ムード
を盛り上げた。

了０１７１訂．！ｊ１１．１．．！’！：！：！扇１７！；！’１．１．ｌＹＩｌ・’１Ｊ！；！’！：！．．！’！’！．！’１１！！；！〕！’！’・；ｉ，・・．！一一

・国際人口問題議員懇談会会長）
・衆議院議員

中山太郎一
１１１１ｌ１ｌｌｌｊＩｌｌｌｌｌｌｌＬ

めての人口と開発問題に関する超党派

議連として１９７４年に設立されまし
た。その年は世界の人口問題にとって

￣

一国際人口問題議一］貝懇談会刈周年記念講演会一

国際人口問題議員懇談会は世界で初

｡

￣■’－－ｐ－，，－

る私たちがなぜ人口問題にコミットし

の結果、地域議連の活動は世界のすべ

察団であり、この参加者がインドのカ

す。これらはすべてＪＰＦＰの活動か

ての地域をカバーするに至っておりま

ら生まれてきたものです。このことは

なければならないのでしょうか。ここ

「路傍で生まれ、ただ飢えて死んでい

あまり広く知られているとはいえませ

す。また世界各国で数多くの国内委員

くような子どもたちが生まれる現状を

んが、この日本が果たしてきた貢献に

には私たち政治家の政治家としての使

許すことができない」、という私たちの

対し私たちは胸を張り、務持を持つべ

ルカッタで路傍に生まれ、路傍に死ん

政治家としての理想があるからに他な

きであろうと思っております。

会が設立され、活発に活動しておりま

１９８４年にメキシコシティで開催

りません。また政治家は国民から選ば

でいく子どもたちを見て、このような

された国連主催の「国際人口会議」と

れた代表者として、立法府の議員とし

命感があるのだといえます。

併行して開催された「国際人口開発議

て独立した立場から政府と人々のニー

状況を変えることは国会議員の責任で

員会議（ＩＣＰＰＤ）」では、「人口を

ズをつなぐ役割を持っています。

きな契機となりました。

あるという強い意識を持ったことが大

持続可能な開発の文脈の中で扱うべき

図るというアプローチをとったという

を改善することで、人口問題の解決を

人のリプロダクテイブ・ヘルスや人権

となりました。

その正式名称が「国際人口開発会議」

９９４年カイロの会議にも反映され、

ＦＰＰＤの積極的な活動から、現在で

ム（ＡＦＰＰＤ）」が生まれ、さらにＡ

口と開発に関するアジア議員フォーラ

地域の人口・開発議員活動である「人

このＪＰＦＰの活動の中からアジア

私は、４代目の会長を務めております。

がＪＰＦＰの会長を務めてきました。

き継ぎ、その後、安部晋太郎・元外相

岸元首相の後を福田越夫元首相が引

を進めていきたいと思っております。

可能性に満ちた未来を贈るための活動

のとし、私たちの子どもたちに幸せと

題議員懇談会の活動をさらに活発なも

りません。これを契機に、国際人口問

重要で、人類の将来に資する活動はあ

すべき平和的な貢献の中で、これほど

逆風が吹いておりますが、日本が果た

等、国際的な人口問題に対する拠出に

現在、日本では少子高齢化、財政難

だ」という原則が合意されました。み

ことはまさしく、私たちＪＰＦＰの先

はアフリカ・アラブ地域、ヨーロッパ

なさまご存知のとおり、この主張は１

見性とその活動が世界に与えた影響の
人口問題は金にも票にもならない問

ラムが設立されるに至っています。そ

地域に人口と開発に関する国会議員フォー

また、その中心的な考え方が一人一

大きさを示すものであると思います。
題だといわれます。では、政治家であ
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「ｉＩｉｉｌＩｉｉｉＩｌｉｉｉ１ｌＩＩ１４ｌｌｌＩｌ１ｌｉｉＩｉ１ｉ１ｌゴ

1974年米国ウエイン州立大学・英
文学博士号取得後､西アジア経済・
社会委員会(ESCWA)社会問題上
級担当官補佐（1975年～1992年)、
社会開発・人口部主任（1992年～
1993年)、執行部副書記（1993年～
1998年）を歴任後、国連人口基金
（UNFPA)アラブ・ヨーロッパ局
長（1998年～2000年）を経て同事
務局長（2001年～）に就任。中東
地域出身の女性としての立場から、

の普及に心血を注ぎ、世界中で活
リプロダクティプヘルス・ライツ

躍。

ー人口問題への挑戦Ｉカイロから北一昂へ－－

国国籍。

イラク生まれのサウジアラビア王１

Ｄ－ｄ０－０Ｄ－ｑルー■`Ⅲ－．１．－－，－．ＯＰ－ｏひ￣■ｕｂ‐凶作－０.トー孔仇一

光栄に思います。今年はカイロ会議皿に関わる議員組織が設立され、この分
周年を迎え、一一重に記念すべき富ばし野により深い理解とコミットメントが
い年といえましょう。この場をお借り与えられるようになりました。
して中山太郎ＪＰＦＰ会長に敬意を表現在、地球上には図億人が住み、国
し、またこのような会にお招きいただい連の統計によれば２０５０年までに鍋
たことに感謝申し上げたいと思います。億に達するといわれています。実は｝」
私たちＵＮＦＰＡとＪＰＦＰは今まの数字は専門家が数年前に予想した
で特別なパートナーシップを結んで参数字よりも４億人ほど少なくなってい
りました。過去釦年間にわたり、ここまず。これには２つの理由があります。

本日、国際人口問題議員懇談会（』のご尽力に感謝申し上げたいと思いま
ＰＦＰ）釦周年を記念し、皆様と共にす。この人口分野の先駆者であるＪＰ
お祝いできることを非常に嬉しくまたＦＰのお陰で世界各地で人口と開発

ＩＩＩＩｉＩＩＩＩｌＩＬ

トラヤ・オベイド’
国連人口基金(UNFPA)事務局長ｉ

日本で、そして世界で人口と開発問題１つは、ＨＩＶ／エイズが蔓延した結
に光を当て続けてくださったＪＰＦＰ果、死亡率が高くなったからです。特

にアフリカのサハラ以南の国々では平

均余命が下がり、開発の努力が水の泡

となりつつあります。もう１つはポジ

ティブな理由です。家族計画を実践す

る人々が増え、望まない妊娠が減って

きました。自己決定権を持ち、自分が

望む数と出産間隔で子どもを持てるよ

うになった女性も増加しました。１９

６０年には１組のカップルが持つ子ど

もの平均数は６人だったのに比べ今

は平均３人です。しかしこのような平

均値は国ごとの格差や国内での格差を

隠してしまいます。また、最貧国では

まだまだ人口が増加している事実は変

わらず、特に後発開発途上国の人口は

今後妬年間で３倍になるといわれてい

ます。人口が増える中で医療、教育、

一雇用が人々に十分に与えられずにいま

す。

ｎ年前のカイロ会議には日本も含め

１７８カ国から１万１千人が参加し、

世界最大の人口会議となっただけでな

く、従来の人間の数の管理から人権の

重視する視点へと歴史的なパラダイム

シフトが行われました。カイロ会議で
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lｉ

１９９４年以降、この分野で大きな

した。

不可欠な要素であることが確認されま

し、民主主義制度を強化する上で必要

の平等こそが開発を進め、貧困を削減

のエンパワーメン卜、またジェンダー

ロダクテイブ・ヘルス／ライッ、女性

決定できると確認され、性およびリプ

暴力、差別、強制なしに自由に判断、

と相談しながら自らコントロールし、

ります。また妊産婦の健康状態が悪け

を考えますと、非常に大きな格差があ

進国では２８００人に１人という数字

または出産中に亡くなっています。先

の国々では、女性の咀人に１人が妊娠

一の死因です。サハラ以南のアフリカ

における合併症が依然として女性の第

ます。また途上国では、妊娠中や出産

めＨＩＶ／エイズの蔓延を防げずにい

しています。避妊具の数が足りないた

フリカでは家族計画プログラムが難航

だ長いものです。多くの国々、特にア

しかし、これからの道のりはまだま

地域でも女性の感染率が上昇していま

エイズの「女性化」です。世界のどの

今私たちが目の当たりにしているのは

は「世界エイズデー」もありましたが、

力をなくさなければなりません。先週

経済的不平等、ジェンダーの差別、暴

ＨＩＶ／エイズと戦うには社会的、

が感染しました。

万人に増加し、今年新たに５００万人

もなく見届けたエイズ孤児は１４００

親がエイズで死んでいくのをなすすべ

は３００万人がエイズで亡くなり、両

不十分といえましょう。２００３年に

強化されています。しかし、まだまだ

イズ対策が成功し、コミットメントが

前進があったことを喜ばしく思います。

れば、乳幼児や子どもの死につながっ

ています。

多くの国々がこの行動計画を具体的

す。またエイズ患者、あるいはエイズ

採択された行動計画（ＰＯＡ）では、

な行動に移し、法の改正や政策の立案

てしまいます。

クセスは拡大しました。アナン国連事

ロダクテイブ・ヘルスサーピスへのア

ＴＤに対する予防や治療も含めたリプ

おけるケア、ＨＩＶ／エイズを含むＳ

ています。家族計画、妊娠中・出産に

いて責任ある決定や予算の配分を行っ

タ収集・分析を行い、その分析に基づ

のほかのいくつかの国ではＨＩＶ／エ

また、タイ、ウガンダ、ブラジル、そ

えることができるようになりました。

１日当たりの治療費を１ドル以下に抑

ら、現在の約別億ドルにまで増額し、

対策費は、加年前の１億５千万ドルか

に進歩はありました。ＨＩＶ／エイズ

染の勢いに追いついていません。確か

ＨＩＶ／エイズも私たちの努力は感

ばなりません。

すような社会規範に立ち向かわなけれ

い地位に賎め、女性に対する暴力を許

地域独自の文化の中で女性や女児を低

守り、尊重することが必須です。その

から女性を守るためには彼らの人権を

負担を強いています。ＨＩＶ／エイズ

ＩＶ／エイズは女性にますます大きな

孤児の世話をするのは女性であり、Ｈ

女性は自らの生殖についてパートナー

を行いました。また各国は人口のデー

務総長も行動計画採択からのｎ年を振
り返り、大いなる成果があったと述べ
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また、今やグローバルな情報化の時

とはできない、と広く認識されていま

かわらず、ドナー政府はｎ年前にカイ

す。しかしこのような共通認識にもか

者が自分たちの身体や健康、どのよう

ロ会議で確約した半分の額しか資金を

代といわれていますが、何百万もの若
に自分たちの身体を守ったらいいかに

めに、日本政府から７００億ドルもの

資金をこの基金を通して受け取りまし

た。イラクの母子保健は、経済制裁、

第一次湾岸戦争、また現在の状況のた

が、乳児と妊産婦の死亡率を減らすこ

す。医療面のインフラも崩壊していま

のイラク人女性と家族が苦しんでいま

めにこの加年で大変悪化し、現在多く

れています。ある若者が言いました。「大

とができず、ＨＩＶ／エイズの感染を

す。それに対応するためにＵＮＦＰＡ

拠出していません。この資金ギャップ

人たちは、僕たちは知るには若過ぎる

食い止めることができない理由の１つ

ついてあまりにも無知で危険にさらさ

という。しかし僕たちは大人たちに言

皆様、時に私たちが直面している試

し上げます。

からの資金のお陰です。心より感謝申

拡充も図っています。これも日本政府

全に出産できるように緊急産科ケアの

は幻の病院の再建にあたり、女性が安
目標から５年目の評価をする「ＭＤＧ

と言えましょう。来年ミレニアム開発

いたい。僕たちは死ぬにはまだ若過ぎ
る」私たちは、「もちろん君たちには十

女性会議からｎ年目の「北京会議プラ

Ｓプラス５」と北京で開催された世界

る。自分の生命、体を守る情報を知り、

ス、」が開かれます。こうしたレビュー

分に知る権利があり、死ぬには若過ぎ

サービスを享受する権利がある」と声

の開催にあたり、カイロのアジエンダ

し、妊産婦と乳児の死亡率を減らし、

しました。そして、貧困を半分に削減

を開催し、世界のリーダーが参集いた

を人口とリプロダクテイブ・ヘルス分

また政府開発援助のうち少なくともｎ％

ラスブールに参集し、各国の開発予算、

上の国会議員と大臣がフランス・スト

このｎ月に、卯力国から１３０人以

届かないものと思われるかもしれませ

めに国連が誕生しました。理想は手の

の大小問わず平和と安全を保障するた

して自由をもって生活の質を高め、国

に、また将来の世代を守るために、そ

二度と戦火にまみえることのないよう

練は厳しいものです。およそ帥年前、

ＨＩＶ／エイズ感染の蔓延を止め、ジエ

野に向けることに合意しました。イラ

んが、理想は共に努力することにより

を忘れてはならないと思います。

を１つにして大きく発信していかなけ
ればなりません。

ンダーの平等を促進する、という大き

クでは調整された方法で資源を提供し、

４年前、国連はミレニアムサミット

な目標を設定いたしました。今ではこ

ありがとうございました。

はならないと思います。

必ずや達成できるということを忘れて
はイラクの女性の健康を向上させるた

託基金が設立されました。ＵＮＦＰＡ

対応ができるようにとの意図でＵＮ信

のミレニァム開発目標（ＭＤＧｓ）は、

リプロダクテイブ・ヘルスサービスの
普遍的アクセスなくしては達成するこ
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ンではなく）ＩＰＰＦの理事会が開か

れていましたリオデジャネイロからやっ
て参りました。羽時間という長旅でし
たが、ここ東京で皆様にお会いでき、

また国際人口問題議員懇談会（ＪＰＦ

Ｐ）釦周年記念講演会・レセプション
という大変喜ばしい機会に同席できま

すことを心より嬉しく思います。人口
問題、家族計画、性およびリプロダク
テイブ・ヘルス／ライッの分野におき

米国国際開発庁､世界銀行、

まして、ＪＰＦＰは長年にわたり大変

重要な役割を果たしてきて下さいまし
た。中山太郎ＪＰＦＰ会長をはじめと

家族計画の指導者として、

ロックフェラー財団で人口

いくつもの要職を歴任し、
1999年からはコロンビア大

学臨床公衆衛生学教授とし
て教鞭をとる。2002年９月、
IPPF事務局長に就任､人口・

家族計画およびリプロダク
ティプヘルス,ライツの普
及に努めている。

ムンバイ（旧ポンペイ）で
ＩＰＰＦは1952年にインドの

開かれた国際家族計画会議

サンガー女史、インドのラ
で、米国のマーガレット・

マ・ラウ氏、日本の加藤シ
ヅエ女史などの提唱lこよっ

はこれまでの様々な論争を醸し出した

もうと努力しました。ブッシュ大統領

を応援し、ブッシュ大統領の再選を阻

バーではありません。ケリー氏の当選

ておきますが、私は客観的なオブザー

えられたのでしょう。最初に申し上げ

ので、このような難しいトピックを与

で私がおそらく唯一のアメリカ人です

講演を依頼されました。この会場の中

ヘルス運動に与え得る影響についての

再選と、この再選がりプロダクティブ・

本日、ジョージ・ブッシュ大統領の

申し上げたいと思います。

ＰＦへの日頃のご支持に対するお礼を

するＪＰＦＰ会員の皆様全員に、ＩＰ

；て設立｡英国に本拠を置き、
ｉ世界,80カ国以上の国地域

ｉにおいて家族計画及びリブ

｜と権利)推進のための活動

可ｉＩ１ＩＩＩｉ１「１ＩＩＩ１ＩＩＩＩ１ＩＩ１１１ｉＩ－
国際豪族計画連盟(|PPF)事務局長

｜を行っている世界鰯式のNＧＯ
ｌで､現在149の家族計画協会

Ｉが加盟。

1，－．－－－，－．－－－．－．
IP--,、←⑪｡－．ルー印Ib-･■￣■PO-閂Iトー,Ｄ－ｊｏ－－ｑＯトーo10.-0,-■､￣qTo

９８０年代から加年代初頭にかけての

共和党がホワイトハウスを支配した１

し、前ブッシュ大統領に引き継がれ、

政策」はレーガン大統領が最初に導入

あるかと思いますが、「メキシコシティ

ここにいらっしゃる皆様もご記憶に

ち切りました。

９の世界の加盟団体への資金援助を打

すが、ブッシュ政権はＩＰＰＦと１４

○緒昏一のら〔閃）」として知られていま

す。これは「口封じの世界ルール（Ｑ：■一

キシコシテイ政策」の再導入がありま

その１つにはブッシュ大統領による「メ

ブ・ヘルス運動を阻害してきました。

行動に加え、全世界のリプロダクテイ

|噸塁EIk鰯

一アメリカ大統領剛迭と人口問題
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｼﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

本日は（ＩＰＰＦ本部のあるロンド

。

5６

国際人ロ問題議員懇談会30周年記念講演会

⑫年間にわたり維持されました。クリ
ントン大統領の任期中の８年間はこの

政策は撤回されましたが、２００１年
にブッシュ大統領により再度導入され
ました。この政策は、アメリカ国外の
ＮＧＯが、例え自己資金であっても中

絶に関するすべての活動を行うことを
禁止する、というものです。ただし、

この政策はアメリカ国内の同様の組織
に対しては制限を与えることができま

せん。なぜなら国内では、権利の章典
と最高裁判決丙・のぐ⑫三且。｝により、ア
メリカの女性は安全な人工妊娠中絶サー

ビスの権利を持つと認められているか
らです。

４００万人を今回の選挙に動員すれば、

ブッシュ大統領が勝利するとローブ氏
は考えたのです。そしてローブ氏の作

それと全く反対のことが起きるだろう

と予想しています。ブッシュ大統領は

この福音派プロテスタントの非常に恩

義を感じ、この超保守的な福音派道徳

観を外交政策へも強く投影させるでしょ

戦は成功しました。

この超保守的な福音派プロテスタン

う。残念ながら、これはＵＮＦＰＡや

プログラムは、米国政府内と議会にお

家族計画・リプロダクテイブ・へルス

いるアメリカ開発庁（ＵＳＡＩＤ）の

分野で最大の２国間の資金源となって

資金の禁止だけにとどまらず、この

ものとなりました。

議席を大幅に伸ばしたことで確固たる

統領が選挙で上院下院ともに共和党の

見込みは全くありません。ブッシュ大

ＩＰＰＦに対して資金援助を再開する

知らせです。米国政府がＵＮＦＰＡや

われわれＩＰＰＦにとって非常に悪い

トの多くの票のお陰でブッシュ大統領
は再選できたのですから、大統領は彼
らに報いる政策をとると考えられます。
その１つとして、福音派プロテスタン

トはカイロ国際人口開発会議（ＩＣＰ

Ｄ）の行動計画（ＰＣＡ）に対して反
対運動を行っているので、ブッシュ大
統領も一万反対運動に協力するでしょ
う。彼らは人工妊娠中絶のみならず、

ほとんどのすべての避妊法、若者にコ
ンドームを与えること、また同性愛、
女性のエンパワーメン卜、ジエンダー

今回の選挙でブッシュ大統領が再選
された最大の理由は、エヴァンジエリ

平等、性教育、婚外の性に反対し、彼

いて難しい立場に追い込まれるでしょ

う。アメリカは長年この人口問題、家

野の資金提供のリーダーでしたが、こ

族計画、リプロダクテイブ・ヘルス分
して歴史に占める立場を非常に気にす

ブッシュ大統領はＨＩＶ／エイズ対

』フｃ

の立場から転落することになるでしよ

る、と予想した人がいましたが、私は

になり「思いやりのある」大統領にな

るあまり、第二期目はもう少し穏健派

ブッシュ大統領は、自分が大統領と

しつけようとしています。

ら独自の道徳観をアメリカ国内外で押

．（福音派プロテスタント）信仰者が

ブッシュ大統領と共和党に投票した結
果です。ブッシュ大統領の首席政策ア
ドバイザーであるカール・ローブ氏は、

選挙の数カ月前から４００万人ものこ

れら福音派プロテスタントに投票を働
きかけました。彼らは２０００年の選
挙では投票しなかったのですが、この
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策には強くコミットしていますが、我々
のようなリプロダクテイブ・ヘルスサー

したいと思います。今後も、われわれ

はすべての女性および男性の権利のた

ゆる機会を使い、アメリカがＩＣＰＤ
ＰｏＡを支持するという国際合意に再

きるように、そして、世界でも特に貧

また性感染等から自分を守ることがで

任を持って決めることができるように、

つ子どもの数と間隔を、自由にかつ責

めに努力を続けて参ります。各々が持

きたいと願っています。日本がこれま

び足並みを揃えるよう説得していただ

イズプログラムに参加が許されなくな

で長年にわたり世界のリプロダクテイ

ビス提供機関は、そうしたＨＩＶ／エ
るだろうと思います。それは大変悲観

ブ・ヘルス／ライッ運動で示してこら

に引き続きコミットして参ります。皆

しい人々、恵まれない人々のリプロダ

して、日本国民の皆様、国会議員の皆

様の今までの成果に再びお礼申し上げ、

き発揮されることを切に願っています。

様、そして日本政府に、多年にわたり

今後のますますのご活躍を祈念いたし

クテイブ・ヘルス／ライッを守ること

れた勇気とリーダーシップを、引き続

すべきことです。また、ＩＣＰＤに関

するあらゆる国際的な話し合いの場で、
アメリカがリプロダクテイブ・ヘルス
す。オベイドさんのお話にもありまし

われわれＩＰＰＦを信頼し、支持して

最後に、ＩＰＰＦの代表といたしま

たが、２００５年には北京プラス、と

ます。ありがとうございました。

問題に攻撃を再開するだろうと思いま

国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧＳ）

オベイドＵＮＦＰＡ事務局長

「持続可能な開発」はミレニアム開発

もありますが、人口が増加すれば、環

目標（ＭＤＧＳ）の７番目のゴールで
》うか？また一」の問題に関して、

口問題」と「持続可能な開発」「食料．

重要な問題となります。ＭＤＧＳも「人

境や天然資源、水と食料の確保が一層
坤えですか？

》今後は何をしていくべきだとお考

》な開発」にとって重要なのでしよ

》なぜ「人口問題」は「持続可能

円凹■共同通信

●質疑応答

下さいましたことに深く感謝の意を表

の５年目のレビューが開催されます。
そのような場で、２年前にバンコクで

行ったような攻撃をしかけてくる可能
性は高いでしょう。

今年はカイロ会議から、周年を迎え、

様々な会合やレビューが開催されまし
たが、アメリカはＩＣＰＤＰｏＡに反

対し、国際合意から孤立していること

は明白でした。今後アメリカの孤立は

続くでしょう。日本は、イギリス同様
アメリカの親密な盟友ですので、日本

の意見や行動はアメリカにとって特別
な重みを持つでしょう。ぜひともあら

5８
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に提供されるかどうかというアベイラ

スキルの問題、そして食料・水がみな

部から都市部への人口移動、人々の質・

は数の問題だけではありません。農村

を当てるべきだと思います。人口問題

水の入手可能性」との関係にもっと光

の注意を払う必要があると思っていま

００５年は国連がこの問題により一層

貧困、と危機が拡大されています。２

エイズの感染だけでなく、食料不足、

農産物の生産に影響を与え、ＨＩＶ／

ていますが、彼らの多くが農民なので

Ｖ／エイズにより大勢の人々が亡くなっ

かわりがあります。アフリカではＨＩ

可能な開発」と「貧困」は大変深いか

ていただくとおわかりのように、「持続

ビリティを含みます。発展途上国を見

う期待しています。リプロダクテイブ・

優先順位をさらに高めて下さいますよ

ＤＧＳにおいてもこの分野の知名度と

続けていただきたい。また日本が、Ｍ

策に反対の意を示し、独立した政策を

の盟友の日本の皆さんがアメリカの政

意に逆行する立場に対して、アメリカ

ス／ライッに対するアメリカの国際合

具体的には、リプロダクテイブ・ヘル

揮していただきたいと思っています。

日本にはより強いリーダーシップを発

ルス／ライッ、また女性の地位向

ましたが、リプロダクテイブ・ヘ

任理事国入りに向けた発言があり

昨年の国連総会で小泉総理の常

サービスの普遍的なアクセスと、ＭＤ

けて、特にⅡプロダクティブ・ヘルス

来年のＭＤＧｓ５年月のレビューに向

す重要な役割を占めつつありますので、

ます。日本は開発協力の点でもますま

すます失われるという危恨を持ってい

この問題そのものへの注目や焦点がま

に関するカイロ会議の合意がないため、

ヘルスサービスへの普遍的なアクセス

２０５０、北谷勝秀氏

上の観点で国際社会は日本に何を

ＧＳを達成するために強力な役割を果

たしていただきたいと願っています。

期待していますか？

シンディングーＰＰＦ事務局長

●●●●●●●ＣＯｏ００ＣＯＣ●●●

●●●ｏ０ＣＯＣ●

圓

私は日本の常任理事国入りを支持し、
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す。

聴衆からの質問に答えるオベイドUNFPA事務局長とシンデイングIPPF事務局長

オベイドＵＮＦＰＡ事務局長

オベイドＵＮＦＰＡ事務局長

対額からいえば少なくはありませ

んが、ＧＤＰの０．２％と割合か

ら見れば低い割合です。国会議員

ますが、この中核にあるものは貧困の

はこの非常に重要な原則を推進してい

定化と平和につながるでしょう。日本

良く、より生産的にすれば、世界の安

権利です。人の命を守り、生活をより

さらに増やして下さることを期待して

日本の景気が回復して拠出額の割合を

に対して大変感謝しています。そして、

日本が８％拠出して下さっていること

ＩＶ／エイズの増加につながります。

幼児の死亡率、ｎ代の妊娠、中絶、Ｈ

資金ギャップがこのまま続けばＩＣ

撲滅でもあります。今後日本がインフ

おります。日本経済が厳しいことも良

「人間の安全保障」は人々がきちんと

の皆様は、国内外の期待に応える

ラ等のハードの面のみならず、社会的

く存じておりますが、順次拠出額を増

見れば「日本の経済が回復していない

ＰＤが実行できなくなり、妊産婦・乳

なソフトな分野、特にリプロダクテイ

やしていただいて、この分野でもリー

のに、どうしてそんなに海外にお金を

べくどのような良い影響力を行使

ブ・ヘルスサービス等の分野に一層援助

ダーシップを発揮していただけること

で、事務総長のハイレベルパネル

れるかもしれないとの見通しの中

ます。６年連続でＯＤＡが削減さ

を受けるわけではありませんが、１つ

問題に関与してわれわれが特別に利益

り予算を獲得することですｂこの人口

われわれに与えられた仕事はできる限

わせて努力していかなければならない

でも、先進国に対してＧＤＰの少

いとの提言がでました。日本は絶

の大きな理想に向かって私共が力を合

われわれ国会議員はわかっています。

問題で貢献していくのは良い方法だと

な貢献もあまりできませんから、人口

す。国際社会から見れば、日本は人的

ＯＤＡについて、国民一人一人から

会会長

中山太郎・国際人ロ問題議員懇談

いたいと存じます。

されるのか、お考えをお聞かせ願

していただけることを希望していますｂ

●●●●●●●●

なくとも０．７％を達成してほし

中山会長にお伺いしたいと思い

円ⅢⅢ明石康元国連事務次長

だすのか」という思いがあると思いま

した、安定と平和に満ちた生活を送る

●●●●●

●●●●

を期待しています。

朝日新聞
２００３年の時点で、ｌｃＰＤ

で合意された資金の目標額と先進

国の拠出額の格差は釦億ドルです。
この資金ギャップ、また日本の８％

の拠出額についてどう思われます
か。また、カイロの行動目標を達

成するために今後日本にはどのよ
うな役割を期待していますか。

●●ＣＯＣＯ●●●●●●●●●●●●●ＣｏＣｏ
●●●■００

●●●Ｃ０ＣＯ０
ＣＧＯ●●

●●●●･●●●ロ■●●●●●
ＤｏｏＯ●
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と思っています。

間間■小宮山洋子衆院議員
私も以前はメディアにおりまし

況です。ご意見やアドバイスをい
ただければと思います。

判断を下す上で非常に重要であり、無

知であることが死につながることがあ

ります。ヨーロッパでは、若者にきち

んとした情報を与えることによって最

ヘルスをみんなにわかるように伝

題に真剣に取り組まれなければ、ＭＤ

そしてリプロダクテイブ・ヘルスの問

アナン国連事務総長は、「人口問題、

やるようなものであり、知識は生命の

がわかっています。若い人たちに情報

断をして将来に備えるようになること

初の性行動年齢は遅くなり、正しい判

えることの難しさを実感していま

Ｇｓは達成できない」とおっしゃいま

泉であると思います。

オベイドＵＮＦＰＡ事務局長

した。カイロのＩＣＰＤではリプ

した。妊産婦の健康、乳児の死亡率、

を持たせないことは、若者を死に追い

ロダクテイブ・ヘルス分野への関

ＨＩＶ／エイズ、教育の普及、環境、

ころで、リプロダクテイブ・ヘル

ダクテイブ・ヘルスの問題が共通項と

ＧＳの７つのゴールには人口とリプロ

ヘルスサービスへのアクセス」という

私は、「普遍的なリプロダクテイブ・

レニァム開発目標」がでてきたと

スや人口問題への気配りが薄れて

して根底にあります。貧困をなくすに

シンディングーＰＰＦ事務局長

しまったのでは、と心配していま

は、人口構成や年齢層を把握していな

呼んでいます。この実現は反発を招き

ませんでしたが、私は９番目の目標と

ています。実際はＭＤＧｓの中に入り

ＭＤＧＳの中に入れられないかと思っ

項目を具体的なゴール（目標）として

す。そのことについてのお考えを

ければ対処できませんし、母性の健康、
安全な出産の確保や、ＨＩＶ／エイズ
の予防・治療は、サービスが受けられ
なければ実現不可能です。この点に関
が大変重要であり、Ⅱ本にはぜひリプロ

難しいといわれますが、しかし普遍的
を伝えることへのバッシングが起

ダクテイブ・ヘルスとＭＤＧＳの関連

びつけることができるのではないかと

して、南北のパートナーシップと援助
きています。性教育は人間教育と

性を強調していただきたいと思います。

ンディケータ１として他のゴールと結

なリプロサービスへのアクセスを、イ
してしなければいけないとの思い

思います。特に５番目の目標、妊産婦

育だけすればいい」と正しい情報

に、日本でも「性教育はモラル教

政権の宗教に偏った考え方と同様

もう一点は、アメリカのブッシュ

お聞かせ下さい。

女性のエン。ハワーメント、これらＭＤ

心が非常に高まったのですが、「ミ

たので、日本でリプロダクテイブ・

●●●●●●■●

性教育につきましては、知識こそが

で努力をしていますが、厳しい状

６１

●ＣＯ●●

●●●●･●｡●●●●●●●●●●●

■●ＣＯＣＯ●●●ＣＣＯＤＣ●●●ＣｏＣ０

●ＣＯ●･●●●Ｃｏｏ●●●●●●ＣＯ●●●●●●ＣＯ●●●●Ｃ００ｏ●●ロ

の健康の改善ですが、「巨臼の旨巳鮮

困の頁・合・言の国＆旨」とすれば、妊産婦
の健康と普遍的なアクセスを関連付け、

現在リプロダクテイブ・ヘルスサービ
スにアクセスできない人々へアクセス

を広げる、という各国政府の責任を明

確にできます。先日のストラスブール
の会議で、各国国会議員の方々はリプ
ロダクテイブ・ヘルスを第９の目標を

入れるべきだ、という１つの合意に達
しました。第９の目標を入れることで、

８つのゴールがさらに充実、改善され
ると思います。

性教育の問題ですが、アメリカでは

性教育がうまくいっていない州ほど一
番加代の望まない妊娠が多いという結

果が出ています。ブッシュ大統領出身
のテキサス州のｎ代の妊娠の数が全米

で一番多いことを付け加えておきます。
オベイドさんがおっしゃったように、
ヨーロッパでは性教育を行えば、結婚

年齢が高くなり、望まない妊娠が減り、
ＨＩＶを含む性感染症への感染が少な
くなるとわかっています。性教育は効
果的で、答えは明白です。

、間■関田・国際ロータリー「人

ロと開発問題を考える日本

国内委員会」委員長

てしまいます。私たちの目標はより多

くの女児が教育を受けられるようにな

ることです。また同時に教育の質が問

題になります。発展途上国では現代の

る時、女性の地位の向上が大きな

ります。教育の質、アクセスが女児の

スキルを十分に与えていないことがあ

ニーズに合わない教育や、働くための

問題だとの観点から、私たち国際

教育における２つの大きな課題だと思

途上国における人ロ問題を考え

ロータリーもは識字率の向上に取

います。

環境悪化などは関心が高まってき

そのような認識が、地球温暖化、

は安心すべきではないと思います。

いと思われているようですが、私

は生存できますか？皆様心配な

０年、この地球上でわれわれ人類

ていることは、ｌ今後印年、１０

した。私が人口問題について感じ

以来、人口問題にかかわってきま

人ロ会議（１９７４）に参加して

ストで開催された第１回国連世界

ご心配なく。ルーマニアのブカレ

今年妬歳ですが、まだ若いので

黒田俊夫・家族計画国際協力財団会長

り組んでいますが、この点に関し
てコメントをいただけたらと思い
ます。

オベイドＵＮＦＰＡ事務局長
女性の識字率について、ｎ年前にＩ
ＣＰＤが開催されたときに比べ学校

教育を受ける女性の数は増加しました。
また、女児が教育を受ける権利がある

かどうかという点が議論を引き起こす
こともなくなりました。今学校に行け

ない女児は、主に働いて家族を支えな

くてはいけないという経済的な理由か

らです。このｎ年で、グローバル化が

進み、貧富の格差が拡大し、貧困が増
えれば教育を受けられない女児も増え

◆●●

●●ＣＣＣ●●■■■●ＤＤＣ◆●●●ＣＣＣｏＣｅ

●●●●ＣＣＧ

●●●●

●ＤＣ●●●●

●●●Ｓ●●●ＣＯＯ

●ＣＯ

●◆Ｃｏｏ●●●●●●●●●●●●●●●
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ている一方で、人口問題が歓心を
買わない理由だと思います。

人口問題だけでなく、地球温暖

化、環境悪化、食料供給と可能性
等どの分野でも、どの専門家の先
生によっても、結論は全部安心で
きないものばかりです。日本が直
面している大きな問題の１つは、

今後印年間における人類の歴史の
中でも今だかって経験したことの

ない高齢化社会です。そのような

社会はどうしたら運営が可能でしょ

うか。私はいろいろな学会に出席
して、多くの学者の方々の話を聞
いておりますが、我々の生存に係

る問題であるにもかかわらず、皆
様涼しい顔で、心配いらないとい

う顔です。私は、人ロについて基
本的な認識がないのではないか、

と思います。人口政策をどう考え

国際人ロ問題議員懇談会
創立加周年記念
元外相などの先人たちの灯を受け継ぎ、

たらよいかｌ考えざるを得ないの

ですがｌ考えていく必要がありま

す。私も含め、学者の方々は１つ

のことに固執して全体を考えない

傾向があると思います。これから

人口問題というのは、もう一度国

連を中心とし、地球単位で我々人

類のかかわり方と、どうしたら存

続可能なのかについて考えていか

なければならないと思います。

た議員による途上国支援の活動はほか

動への呼び水になっていますｃこうし

今日の中山太郎会長まで地道ながら確

に例がなく、いまさらながら先人たち

の先見の明に畏敬の念を深くする次第

です。

幻世紀に入った世界は、米国におけ

「アメリカ議員フォーラム」、「ヨーロッ

煙に包まれていますが、テロの背景に

る同時多発テロを皮切りにキナ臭い硝

私たちの活動は創立者である岸信介

に「アラブ・アフリカ議員フォーラム」、

ム」としてアジアに舞台を広げ、さら

口と開発に関するアジア議員フォーラ

「日本発」のこの活動は、今では「人

実な歩みを続けてまいりました。

Ｃ－０ノー６１

●●●●●

●●●●●●●●●◆●●●●●●ＣＯＣ●●●●

●●Ｃ０Ｃ●

●

●●●●●●●Ｏ●●●●●●
●●●

はグローバリゼーションに取り残され

清水嘉与子

パ議員フォーラム」と、世界規模の活

閾会鍵 拶

元首相、福田越夫元首相、安倍晋太郎
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JPFP事務総長

●ＣＣＣ●●●ｏＯＣ●●●●●●ＣＯ●□●●●●ＣＯ●●●●●●●●
●●●ＤＣ●ＯＯＣ●●●●●ＣＯＣ･●●

質的にも人口問題が深く絡んでいるこ

さらにこうした貧困には、量的にも

ロ会議の結論を先取りするような賢い

た。しかし、私たちの先輩たちはカイ

出るような人口過剰の時代がありまし

ムと海外からの引き揚げで、餓死者も

日本でも戦後、折からのベビーブー

とが明らかであります。国連の推計で

組んでいます。

そうした認識の下に、今「貧困削減が」

は毎年７７００万の人口ｌこれはほぼ

やり方で、人口の過剰を克服し、復興

た膨大な貧困層があることは世界の多

が国際援助協調の中心テーマになり、「ミ

フィリピン一国の総人口に当たります

から経済大国への道の土台を作りまし

くの識者が指摘しているところです。

レニアム開発目標」（ＭＤＧｓ）をめぐっ

が「が増え続け、あと訓年足らずで「宇

した。十把ひとからげに、上から人口

トの重要性が強調されるようになりま

女性たちに力をつけるエンパワーメン

康と権利に目を向け、弱い立場にいる

開発会議」以来、一人一人の女性の健

ｎ年前のカイロにおける「国際人口

から卯億人にも達するとされています。

力を発揮すべきだと思います。

るためにもっともっと世界に発信し、

で世界の人々の暮らしと健康を改善す

幕を開けましたが、日本は平和な手段

をはじめｎ世紀の世界は厳しい対立で

晴らしい財産を持っています。イラク

亡率世界最低という世界に誇るべき素

に今日の日本は長寿世界一、乳幼児死

黒田俊夫先生がよくおっしゃるよう

た。

を減らせ、というのではなく、｜人一
に基づいて結果的に人口を安定化させ
ようという、大変大きな考え方の方向
転換です。

よく考えてみますと、今日の女性問

題は男性問題でもあると思います。本
日も多くの男性がお見えになっていま

すが、男性の協力こそ女性問題解決の
鍵だということができます。

と存じます。

新しいエネルギーを注いでまいりたい

懇談会は先人たちが残した財産の上に、

そのために私たち国際人口問題議員

人の人権を大事にしながら、その選択

宙船地球号」の乗組員は現在の“億人

て各国が共同してこの目標達成に取り

記念ﾚｾﾌﾟｼｮﾝで参加者を出迎えるJPFP役員,メンバー(右から中山太郎会長鹿野道彦会長代行、
南野知惠子副会長清水嘉与子事務総長小宮山洋子議員、福島豊副幹事長､能代昭彦副幹事長）

６

に

-21世紀 の危機管理ｗ

間活動の拡大で、地球の環境にどれだ

けの犠牲を強いてきたであろう。それ

らの数字を正確に検証することはでき

ないが、人口爆発の卯世紀が残した甚

大な損害は「もう（つの戦争」と呼ん

でいいかもしれない。

皿世紀を「戦争の世紀」から「共存

と平和の世紀」にするためには、人口

がもたらす様々な問題への関心と処方

三次世界大戦まで含めると軍人、民間

第二次、さらに「冷戦」と言う名の第

を拡大したということもできよう。し

て、それだけ地球が人間を扶養する力

進歩に伴う人類の生産力の向上によっ

構造の変化が国際関係に大きな変革を

れると同時に、人口の地域分布と人口

発が分母となってその勢いが持ち込ま

である。特に皿世紀は前世紀の人口爆

◇はじゆ

菱を持つことが、人類の危機管理（リ

を合わせた犠牲者は数千万人に及ぶだ

かし、今日のアフリカで象徴的に現実

もたらす要因になることが予測され、

ＪＪｆ泥

ろう。人の犠牲だけでなく、動植物を

化しているように、この世紀の間に貧

開発問題にも深い係わり合いがⅢてく

スク・マネジメント）上の大きな課題

含めた地球環境に与えた影響も計り知

困がもたらす飢餓や栄養不足や疾病に

導く９力乃

れない。「戦争は最大の環境破壊」とい
われるとおりである。

しかし、人々は鋤世紀に付けられる
べきもう１つの名称を忘れがちである。

それは疑いもなく「人口爆発の世紀」
であったという事実である。世紀の初

１９６０年代半ばから爆発的な人口

か」という選択をめぐって、開発途上

１９７０年代までは「開発か家族計画

Ｎ億十釦億人の重し
住民は、即世紀の間にいつのまにか帥

増加が始まった後も国際的な舞台では

めに珀億５０００万人であった地球の

であろう。また、人口増がもたらす人

ることは必須である。

？

よってどれだけの人々が死んでいった

,

億人と４倍近くに膨れ上がったのであ
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萱朧か
なぜ

がほぼ確実とすれば、資源、環境、食

（黒田俊夫・日大人口研究所名誉所長）

むかが、今後の人類生存のカギである」

年間の爆発的な人口増加にどう取り組

う。「ｍ世紀後半と、世紀前半の１００

きた。しかし、「人口大国・中国」をは

糧など人間活動の基本的な生存条件に

という言葉を重く受け止めたい。

員帥億人に新たに釦億人が加わること

じめ開発途上国の間にも開発政策に占

大きな負担をかけることになることは

国と先進国間で激しい論争が行われて

める人口要素の重要さが次第に認識さ

いかなる楽観論者も否定できないだろ

曵戸。‐卍：

‘か．‐．：
一‐孔‐｜

一睡工口唇｜‐□・□

参Ｐ‐二‐ロワ
ベ依鈩・汗・１，．，．‐．

口爆発の勢い（人口のモメンタム）は

している。しかしながら、釦世紀の人

ｎ世紀もこの傾向は続くと国連は予測

する限りすでに下降線をたどっており、

誕生の卯％は開発途上国で起きている

インパクトを与える。現在新しい生命

要素の変化は現実の世界秩序に大きな

出生、死亡、移動という人口動態の三

は膨大な地球人口の規模だけではない。

世界人口が開発分野にもたらす影響

続き貧困の中で喘いでいるという社会

な暮らしを送り、８割以上の人が引き

るが、１００人のうちｎ人余りが豊か

えると予想される。加年後の話ではあ

満たないが、途上国人口は釦億人を超

ば２０５０年の先進国人口は四億人に

めるに至る。以上のことを実数で見れ

ヨーロッパとアフリカの大逆転

れるようになり、１９７９年には中国
れるようになり、。

が「一人っ子政策」 に踏みきるなど、

各国でＮＧＯを含めて家族計画の普及

活動が積極的に進められるようになっ

皿世紀に引き継がれ、当分は年間約７

が、この出生のメカニズムは将来、先

の持続的生存は考えられるだろうか。

た。

６００万人以上が増え続け、２０５０

進国と途上国のいろいろな意味での力

間の生活水準をどの程度に設定するか

地球の人間扶養能力については、人

て過％になる。逆に見れば途上国人口

を割り、２０５０年にはさらに減少し

ていたが、印年後の２０００年には別％

界人口の３分の１重・３％）を占め

先進諸国の人口は１９５０年には世

人が、２０５０年には６億３００万人

パ人口は２０００年の７億２４００万

パの将来人口を比べてみる。ヨーロッ

との関係が強かったアフリカとヨーロッ

ろう。例えばかつては植民地と宗主国

関係にも影響を与えずにはおかないだ

その結果、世界の人口は増加率に関

年には現在の家族計画の普及率の向上

によって大きく異なるので研究者の推

は１９５０年の鮨％が２０００年には

へと減少する。他方、最貧国の多いァ

こうした人口分布の変化は地域間の

関係にも影響を及ぼしかねない。

測の域を出ないものが多い。しかし、

帥％となり、２０５０年には訂％を古

運将来人口推計）されている。

ｎ世紀初頭の「宇宙船地球号」の乗組

に達するだろうと予測（２００４年国

を前提とした上でⅢ億人（中位推計）

』
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なぜいま人口問題力

が現れるか、予想を超える問題である。

の政治・経済社会関係にはどんな変化

規模から、人口比が１対３になった時

の関係において現在のほぼ同等の人口

いで増加する。ヨーロッパとアフリカ

００万人から卯億人へと２．５倍の勢

フリカの人口はこの印年間に７億９４

際には、世界人口動態の変化のダイナ

各国の長期的な開発計画を検討する

面「地球を読むこのも記憶に新しい。

２年５月６日付け読売新聞朝刊１，２

発見して、驚樗の声を上げた（２００

口がけた違いに膨れ上がる統計数字を

版）で、釦年後にアラブ地域諸国の人

学教授が「世界人口白書」（２００１年

造のごとく考えられ、すべての社会制

ド型、成長型人口構造は不変の基礎構

子どもと青年人口を中心とするピラミッ

４人で１人を支える勘定になる。

年には四人へさらに２０５０年には

人口は１９５０年の嘔人から２０００

れに伴い高齢者１人当たりの生産年齢

は巧％台に乗ると予測されている。こ

これまでのすべての政治・経済・社会

人、が基軸となる人口構造になると、

た。しかし、逆ピラミット型の高齢期

度がその前提の上に組み立てられてき

このように人類の長い歴史の中で、

２００１年９Ⅱｕ日に起こった米国

ミクスに対する理解が不可欠である。

における同時多発テロの直後、米国の

人口学者ボール・ケネディ・エール大

未知の世界（高齢化の波）

のシステムは再検討を迫られ、根本的

変化は、引き続く人口規模の拡大や、

は１９５０年にはほぼ９人に近かった

を扶養する生産年齢人口（巧歳～図歳）

一のスピードで未知の世界を経験中の

成功したために高齢化の速度では世界

先進国の中でも、急激な人口転換に

な転換を余儀なくされることになる。

人口分布の塗り替えに止まらない。先

力２０００年には５人未満に、さら

日本は、その果たすべき国際的な役割

れている。これに伴って、高齢者１人

進国で先行した出生率の低下がもたら

に２０５０年にはわずか２人余に落ち

を自覚すべきであろう。

世界的な人口秩序のダイナミックな

す高齢化の波は、新しい世紀に入って

込む見通しである。

か１、

途上国にも本格的に押し寄せる。

２０００年にはｕ％と２倍近くになっ

９５０年には８％に過ぎなかったが、

１９５０年の３．９％から２０００年

たが、それでも硫歳以上人口の割合は

よって高齢化水準は先進国より低かっ

開発途上国では出生率低下の遅れに

た。２０５０年には総人口の４分の１

には５．１％へさらに２０５０年に

先進国では閉歳以上の高齢人口は１

を超えて恥％に達するだろうと予測さ
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５０年の世界人口推計は閉億人であっ

たが、今回の報告書では約２億人上方

修正されている。また、郡億人という

増加のほとんどが開発途上国で起こる

とされており、開発途上国では２０５

０年までに現在の認億人から巧億人ま

で増加すると予測されている。特に、

ＬＤＣ諸国（Ｒの閉（□のぐ２．℃の二つ（）巨己のい、

後発開発途上国）とされる釦力国では

２０５０年までに現在の８億人からｒ

億人になり、人口が倍増すると推計さ

れている。一方、先進諸国では大きな

変化はなく、約ｎ億人で推移する見込

みである。報告書では、将来の人口増

加はこれからの出生率の推移に影響さ

れるとし、「人口増加に歯止めをかける

には、適切な家族計画の実施とＨＩＶ／

エイズの蔓延防止を確実にするほかな

い」とした国連事務総長の最近の報告

に同調する形になっている。

する声明を発表した。国連人口部の「三○巨

長は声明の中で、「こうした切迫した事

ビスをすべての人に保障するべく一層

とするリブロダクティブヘルス・サー

トラヤ・オベイドＵＮＦＰＡ事務局

ＵＮＦＰＡ（国連人口基金）は、型

宅○℃ロー農一Ｃ口囿【○⑫ＤＣＣ｛酌、｛ずの図つ○鰐幻のａい］○二」

２００２年度版の同報告書では２０

日に国連人口部が２０５０年における

前にもまして差し迫った課題であると

では、世界の人口は現在の約閲億人か

】

蘓蟄夢湿
輿

世界総人口の推計が皿億人になるとい

(http://www,unfpaorjp/news/preSSjO50224・html）

態の中で、私たちは家族計画をはじめ

UNFPA(国連人ロ基金)東京事務所プレスリリース

ら妬億人増加して、皿億人になると推

艫
計している。

信
人

う報告を受け、ＨＩＶ／エイズ感染蔓

イー

|□

延の防止と適切な家族計画の実施は以

灘
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世界人ロ91億人に

同様に、ＨＩＶ／エイズの予防や妊産

の努力をしていかなくてはなりません。

国際会議などでも開発途上国が再三訴

めに欠かせません。資金不足の問題は、

防、妊産婦死亡の削減、経済発展のた

財政支援の必要性を訴えた。

えていることです」とドナー国による

て浮上している。社会主義国家と

差の一層の拡大が大きな課題とし（ミネルヴァ書房、２００５年）

ダイナミックな社会移動、所得格み解く１冊。

動を余儀なくさせ、国際社会全体難題、人口優生や高齢化、少数民
にかかわる問題となってきている。族問題などについて著者の収集
また、近年の中国は、地域格差した資料を元に考察する。変動の
の拡大と縦の社会階級・階層間の激しい中国人口問題の広がりを読

日本を含む先進諸国への労働力移題、｜人っ子政策が直面している

は、第一一一世界の貧困、人口圧力を巨大人口、一人っ子政策の背景と
生むだけでなく、他方で出生率低企図を論じながら、中国が今日直
下、労働力不足、高齢化にあえぐ面している生態環境悪化と食糧間

れない国々、すなわち途上国によ本書では、世界人口全体に目を
る増加である。途上国の人口爆発くばり、それとの関わりで中国の

加分の妬％は、この負担に耐えらている。

００万人ずつ増え続けている。増合致せず、信瀝性への疑問が広がっ

世界の人口は、今や“億人に近しての外枠のまま市場経済化が進
づこうとするところで、毎年７７み、従前の戸籍地主義システムが

耀一柵梢Ⅷ鰹礁人口問題と社会的現実』

婦死亡の削減、開発途上国における貧
困削減に向けた努力も怠ってはならな

いのです。また、来週からは北京女性
会議からｎ年を振り返る国際会議が始
まります。女性の権利を向上させるこ

とで、彼女らの生活と健康、特に性と
生殖に関する健康（リプロダクテイブ

ヘルス）を守っていくことはまさに緊
急な課題です。開発途上国では、妊娠・
出産に伴う合併症などで命を落とす女

性が多過ぎます。母親の死は、家族だ
けでなく社会全体にとって重大な喪失
なのです。女性の地位向上を目指し、
貧困からの脱却を図るためにもより一
層の活動が必要です」と述べた。さら
に、開発途上国での人口増加が著しい

こと受け、オベイド事務局長は、「エイ

ズによる死者のほとんどは開発途上国
においてです。また、年間別万人もの

女性が妊娠・出産に伴う合併症で亡く
なっているのも開発途上国においてな

のです。ドナー国による資金援助は、
開発途上国におけるＨＩＶ／エイズ子
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一

一回咄」が、「ｑノ二Ａ函』ＬＴｎ小Ｉソの＆一一一［Ⅱアキ可さ『〃〃．、１０年四Ⅱ！ｃ・コー『』ノー。‐Ｉ：Ｐ矼廿■１８日ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ日日ⅡⅡⅡ０８ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡＩＩＩＩｌＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌ‐ｌｉ‐‐‐‐－‐Ｉ一

一怪まのま用定異よをす卜真い
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機関誌『人ロと開発』投稿論文を募集

財団法人アジア人口・開発協会は機関誌一『人'二|と開発』で発表する論文を募集致し
ます。テーマは、人にl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ｌ篇汕原稿用紙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。｜司じ研究者による
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|」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11]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

。
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なる時代

この会議は、カイロ会議から加
年の成果と課題を確認しようと劃

際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）など
の呼びかけで開かれた。１０９カ

国から７００人が参一加した。実は
今年、国連がカイロ会礒からｎ年
を総括する政府間会合を開くはず
だった。しかし、資金難や、行動
計画に否定的な米国の参加による
混乱を懸念して見送られた。
そこで開かれたのが円卓会銭だ
が、最も違うのが世界人口のⅢ億
人以仮を占める若者の代表とＮＧ
Ｏが主役になった点だ。
日本からも．蒜者の性に関する
情報発信をするグループ「ＵＩＣ

ＯＭ」事務局長で中央大学生の柳
川正芳さんら約⑩人が参加した。｜政
治や経済、宗教と関連づけて人川

問題を語る若背の姿にⅡを見張ら
された。Ⅲ界の中で自分の活動も

考えていきたい」。世界エイズデー
の１日、東京・渋谷駅前に彼はい
た。エイズ予防のアンケートを若
者に答えてもらうためだ。

若者が主体的に動けば、人口問
題は大きく変わるに違いない。円

卓会議にも川席した家族計画国際
協力財団の石井澄江事務局長は「カ
イロの火を未来につないで行ける
【森本美紀］

かは彼らにかかっている」と一一一一ｎつ
た。

●若者が主体になる時代……汀

●ＯＤＡ〃％達成を求む……打

●出生数過去最低川万７千…ね

●中国で若者の失業者続々…刀

●夫は働き、妻は家庭守る…羽

●中国、高齢化急ピッチ……刑

●女性政策相年………………だ

●人口増加率戦後最低・・……・巧

貧困対策「ＯＤＡⅢ％達成を」

（朝日新聞川・旭・四朝刊）

も<Ｕ

大学のジェフリー・サックス教授
を飛頭に２６５人の専門家が作成。
アナン事務総焚が昨年⑫川の国連

蓉叩は３年をかけ、コロンビア

れている。

Ａ）の比率が０．７％に達するよ
うにすべきだ」と指摘するなど、
日本「政府に厳しい内容も儘り込ま

対ＧＮＰ国連答申常任理希望国に

公表された。安全保障理事会の常
任理事国入りを希望する先進国に
対して「胆年までに国民総生産（Ｇ
ＮＰ）に占める途上国援助（ＯＤ

められていた専門家の答申が而凡

アナン国連事務総長から提言を求

ム開発、標」の実現を目指して，

問題を解決するための「ミレニア

［ニューヨークⅡ池川仙壷］貧困

困麺

にゅうすふおＩらむ

若者が主体に

「まだｎ年残っている。行動計画
の日標は手の届く範囲にあ一る。私
たちはカイロのビジョンに専念す
る」。ロンドンで８月～９川に開か
れた地球円卓会議の最終Ⅱ。メキ
シコから参加した若者代表のマリ
ア・アントニエッタさんが宣言文
を読み上げると、大喝采が起きた“

函

【‐〃０口

活性化のためのハイレベル諮問委
員会の答申とともに検討し、３月
に事務総長報告を総会に提出。９
月の国連創設帥周年を記念するサ
ミットで議論される。
サックス教授は記者会見で、常

任理事国入りをめざす日本につい
て質問を受け、「地球規模の指導力
を追求する国が、開発援助の対Ｇ

と述べた。

ＮＰ比０．７％達成という約束を
どうするかに世界が注目している」

開発援助の対ＧＮＰ比０．７％
という目標は、年の国連総会で定
められ、ノルウェーやデンマーク、
オランダ、スウェーデンなどがす
でに達成。イギリスやフランスな
ども０．７％達成時期の目標を明
示している。

日本は０．２％で、経済協力開
発機構（ＯＥＣＤ）の開発援助委
員会（ＤＡＣ）に属する皿の援助
国のうち、四位（昭年）にとどまっ
ている。米国は最下位だった。

りが遠のくことのないように努力

外務省関係者は「０．７％は増
税しない限り無理。常任理事国入
する」としている。

ミレニアム開発目標
加年９月に開かれた国連ミレニ
アム・サミットで採択された「ミ
レニアム宣言」に基づく。達成期

限を■年とし、「１日１ドル未満で生
活する最貧の人口比率を半減させ
る」などの数値目標が示されてい

る。①極度の貧困と飢餓の撲滅②
普遍的初等教育の達成③性の平等

④幼児死亡率の減少⑤妊産婦の健
康改善⑥エイズなどの蔓延（まん
えん）防止⑦環境保護⑧開発のた
めのグローバルパートナーシップ

推進の８分野に及ぶ。
（朝日新聞肥・１．旧朝刊）

過去最低Ⅲ万７千人

Ｍ年出生数、政府推計と開き

厚生労働省は皿日、似年の人口野年から姐年が２６０万人台で
動態推計値をまとめた。出生数は第２次ブームのⅥ年から測年も２
前年実績値を１万７０００人弱下００万人台を突破した。しかし、
回る１１０万７０００人で４年その後はおおむね緩やかに減り続
年齢別人口は春に総務省が公表

さらに低下する可能性が出てきた。凹年の出生数の対前年減少幅は１．
出生数は第１次ベピーブームの５％・減少割合は出生数の方が大

歳から姐歳までの間に１人の女性岨年の咀歳から姐歳の女性人口の
が産む子供の平均）は旧年に１．減少幅は前年比０．８帖で似年も
羽と過去最低になったが、Ｍ年に同様の減少が見込まれるのに対し、

８．８だった。合計特殊出生率伝率はすぐには算出できない。ただ、

最低だった前年を０．１緋下回る予定のため、山年の合計特殊出生

１０００人当たりの出生率も過去

連続で過去最低を更新する。人口けている。

○合計特殊出生率１．羽以下も

函

きいとみられ、厚生省も「叫年は

１．羽より低下する可能性もある」

と話している。

政府が四年に公表した人口推計
（中位）では、旧年の同出生率は１．
躯で、師年に１．３０６で底を打

ち、その後は徐々に回復するとみ
ていたが、「誤算」は解消のメドが

立たない。

推計によると、胆年の死亡数は
前年比９０００人増の１０２万４
０００人。出生数から死亡数を引
いた自然増加数は８万３０００人
でこれも過去最低。日本の人口が

早まる恐れもある。

減少するとされるｗ年の転換点が

婚姻件数も前年比１万５０００
組減の氾万５０００組。人口１０
００人当たりの婚姻率は５．７で

ｗ年に並び過去最低。離婚件数は
前年より１万７０００組減の妬万

７０００組の見通し。

この推計は１月からｎ月の実績
値（速報）を基に、ｕ、⑫月分を
例年の傾向から推測し算出する。

【吉田啓志］

（毎日新聞明．１．１朝刊）
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同紙によると、新失業群の学歴
は中卒や高卒が中心で、就職の経
験はない受験勉強重視の教育制

方週末」が報じた、

める声が上がっている。中国紙「南

いう構成変化に、新たな対策を求

若者たちを中心とした新失業群と

員たち、「老失業者」が中心だった。

績不振に陥った国有企業の元従業

の失業者といえば、これまでは業

業群」が形成されつつある。中国

部で就職できない若者たち、「新失

［北京・大谷麻由美］中国の都市

「求職貴族」

家でゴロゴロ

○親の「すねかじり」

中国で社会問題に

度の中で育ち、職業訓練を受けて

に溺愛されて育った「小皇帝」。親

子政策初期の世代で、親や祖父母

な労働力となる若者人口がピーク

就業報告」によると、現在、新た

研究所がまとめた「船～Ｍ年中国

の半分しか就職できない状況が続

に達している。今後数年間は若者

の経済力に頼る「すねかじり」で、
家でゴロゴロしている「求職貴族」
でもある。

一方、大卒者も就職難に直面し

中国の失業率は加年３．１％、

Ⅲ年３．６％、他年４．０％、旧

ている。大卒人口は皿年１１５万

くとの予測もある。

「新失業群」の多くは失業者として

年４．３％と年々増加しているが、

つかめていない。しかし、湖北省

見込み。昨年の卒業龍の就職率は

おり、肥年は３３８万人に達する

万人、皿年２８０万人と急増して

人、陀年１４５万人、肥年２１２

の中都市では新失業群が老失業群

ね％（前年同期比３％増）だが、

議録もしないため、明確な実態は

の２～３倍に達したという報告も

今後もド降するとみられる。

（毎日新聞筋．１．Ⅲ朝刊）

あるという。

中国労働社会保障省の労働科学

夫は外で働き妻は家庭を守る

Ｆｌｌｌ内閣府調査

○「反対」岨％初の多数派
内閣府が５日発表した三男女共年は賛成印・１％、反対誕・０％
同参画社会に関する世論調査」結だったが、次第に差は縮まり、⑫
果て「夫は外で働き、妻は家庭を年の前回調査では賛成、反対が灯・
守るべきだ」との考え方について、０％で並んでいた。女性の社会進
反対（蝿・９％）が賛成漏・２％）出が進む中、若い世代を中心に家
を初めて上回った。調査開始の兜庭観が変化していることを示した。

効し人３にＯの２０１こか昨
回たが５実０男歳から年調
収へ回０施Ｏ女以け１２１１査
率有答２，人５上て月月は

９２

釦、如卯

（毎日新聞脆・２．６朝刊）

［山下修毅］

にのぼり、「仕事優先」は鍋・６％、
「両立」は四・６％にとどまった。

性の回答は「家庭優先」が型・８％

また、実際の生活についての女

の差が際立った。

し、男性では賛成⑲・８％、反対
蝿・３船と逆転し、男女間の意識

庭観が分かれた。女性は反対認．
８％、賛成ｎ．３％だったのに対

戦後枇代と戦中・戦前世代とで家

歳代以上では賛成が反対を上回り、

３％を占めた。一方、帥歳代と、

反対が５割を超え、加歳代では鎚・

年代別でみると‐別歳代以下は

ｍ・０％）。

(％）「夫は外で働き､雲は家庭を守る

ろ

０２０４年

９７

９２

々
いない。別年代に始まった一人つ
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人ロピラミツド(国連まとめ｡2050年は予測）
園65歳以上園64歳以下
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如年

中国、高齢化急ピッチ

【北京Ⅱ桃井裕理］中国政府は六
日、人口が十三億人を突破したと

発表した。「一人っ子政策」の影響
で爆発的な人口の伸びはやや抑え

4０
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子。母親（型は外資系石油会社、

赤ちゃんは体重三六六○“ラの男の

新華社によると、十三億人目の

すような家族構成だ。

革・開放を進める今の中国を表わ

父親（説）は航空会社に勤める。改

通しだ。

将来はインドと人口が逆転する見

い人口抑制策を堅持する方針で、

し始めている。中国は今後も厳し

片寄り」など様々なひずみが噴出

られたが、「高齢化」や「男女比の

②Ａ②

pTU利．

加帥

５０％５１０１０５０％５１０１０５０％５１０
１０

y0.屯ｾﾞﾛ:単｡

蕊

５０％５１０１０５０％５１０１０５０％５１０

齢,６

｡:1.1:《

旧憶い人を突破■‐

呼》〉帥》

ﾛ七I■■■■

兇.:－４；-:；

釦印㈹、年

鵜

蝋
②＆②

曇
②』②

i議議
１:１－;ｺｺﾋﾞ,讃.:?\.犬

齢,6

鐸

‐８．丁

Ｆ~T55U犀司…産．□E唾。

○一人っ子政策ひずみ噴出

回

河

こゅうすふお－らむ

一・八前後まで低下した」（国家人

出生率は一九七○年の五・八から

一人っ子政策によって「中国の

千五百億円）規模の財政補助が必

養老保険は今後、毎年五百億元（六

の厚生年金制度に相当する中国の

労働社会保障省によると、日本

場合．二人月の出産を認めた。九

制限を緩和。一人目が女児だった

八○年代後半からは農村の産児

を合法化した。

市部でも条件付きで二人目の出産

化の問題に直面。一一○○一一年に都

（日本経済新聞肥．１．７朝刊）

市部では自発的に子供を産まない

口計画生育委員会）。八九年に十一

要。貧困にあえぐ農村では老後の

○年代に入ると、豊かになった都

夫婦も増え、今度は高齢化と少子

億人を超えた人口が＋え億人に達

保障不足が深刻な問題となる可能

目の子供を妊娠した女性に堕胎を

したのはわずか六年後。だが＋’一一

女性政策加年

求めた。

億人に達するには十年かかり、増

に一・○を切り始めている。生産

まない女性が増え、出生率がすで

上海などの都市部では子供を産

性が高い。

加の速度は鈍化した。

食糧生産を考えると「中国が対

応可能な人口の上限は十六億人、

人権重視、世界の流れに

「一人っ子政策」では労働力にな

性の高い若年層や高い教育を受け

を続ける方針だ。この結果、国連

る男の子を望む家庭が多く、一九

最適な人口規模は七億人」（中国科

の予測では中国の人ｎは一一○三○

八○年代以降、男女比率の不均衡

凶世界女性会議から十年。女性

た人材が減少すれば、経済成長を

年に十四億五千百万人でピークを

も拡大。ユ○○○年には男女比率

政策 は進展したか。

学院国情分析チーム）とされ、中

迎え減少に向かう。

は女児百人に対し、男児百十九・

とが中心課題になる。

達成されたかを検証、評価するこ

それに先立ち、光週末ロンドン

で「国際女性ジャーナリスト会議」

が開かれ、各国の女性をめぐる動

中国が一九七九年に実施した子

「北京行動綱領」を採択した。二月

世界の女性政策の標準指針となる

差別や暴力をなくすことを目標に、

らゆる分野で女性が力をつけて性

参加国に共通していたのは、こ

ナリストなど十五人が参加した。

ヨーク）。日本學衷豆辿＋か国からジャー

クォリティ・ナウ」（本部・ニュー

の女性ＮＧＯ（民間活動団体）「イ

十年前の会議のキーワードは「エ

は現在の七％から二・八％に増
加する。日本は一九八○年に九・

供を一人に抑える政策。七○年代

末からニューヨークの国連本部で

の十年で女性の権利推進に向けて、

国連会議への参加資格をもつ米国

一％だった高齢者比率が二○○二

に人ｎ増加が食糧生産の伸びを上

開かれる国連女性の地位委員会閣

世界の女性政策が着実に前進した

向が話し合われた。主催したのは、

年に一八・五％に増えた。中国は

回ったため導入。二人以上の子供

僚級会合（略称「北京プラス皿」）

ンパワーメン卜」。政治や社会のあ

解説部永峰好美

では、各国でこの綱領がどの程度

○日本、賃金格差拡大など課題

少子化は中国にとってもろ刃の

九二人だった。人口構成のゆがみ

鈍らせる懸念もある。

剣だ。「他の先進国では百年かかっ

は中国の成長の隙害になりかねな

国政府は今後も厳しい人口抑制策

た社会の高齢化現象が中国では二

い。

北京で開催された国連の第四

十年足らずで出現した」（新華社）。
中国高齢者協会の予測では、二○

日本並みの速さで高齢化が進む可

を持った夫婦に罰則を科し、二人

二○年には高齢者の占める人口比

能性がある。

両

國

アなどでは、若い娘を集団で連れ

に行われたこと、の二点だった。
報告によると、例えばエチオピ

は、各国で防止策の強化が積極的

こと、特に女性への暴力に関して

ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

のが当り前」とされてきたことが、

日本でも、「夫婦げんかは我慢する

文脈では語れないかもしれないが、

会の発展段階が異なるから、同じ

しを迫られてきたといえよう。社

二○○四年は三十八位に下がって

本の順位は十年前の二十七位から、

パワーメン卜指数）をみても、日

指標、ＧＥＭ（ジェンダー・エン

女性の社会進出度を測る国際的

向にあるといった現実がある。

女性で、男女の賃金格差は開く傾

造など周辺労働力の主な担い手は

望を打ち出すべきだろう。

め、日本政府はしっかりとした展

後どんな取り組みが必要かを見極

いる。

去りレイプして妻にすることを慣
で、「ＤＶは人権侵害」との認識が

ＶⅡ配偶者間暴力）防止法の施行

めた結婚相手と離婚した女性は、

遍化し、共通の認識を広げていく。

「隠れていた問題を掘り起こして普

動家のジェーン・フォンダさんは

（読売新聞閲・１．幻朝刊）

昨年推計値男性は初めて減少

戦後最低のⅢ％

では、女性政策で何が問題で、今

政府間会議の「北京プラス皿」

できて、こうした強制結婚は犯罪

一族の名を汚したとして親族が殺

ゲストとして参加した女優で活

定着した。

習としてきたが、一一一年前に法律が
として裁かれることになった。ま

しても「名誉の殺人」として罪を

ＮＧＯとジャーナリストの強い連

た、イスラム世界では、父親が決

問われなかったが、ヨルダンなど

する資料から推計。政府は日本に

査を基に、その後の人口動態に関

日現在のデータをその年の人口と

住んでいる外国人を含め、ｎ月１

携が、暴力の問題解決を強く後押

総務省は四日、Ｍ年ｎ月１日現

では．事件が少しずつ表面化する

在の推計人口をまとめた。総人ｎ

しした」と強調した。

くない。日本の場合、この十年で、

は１億２７６８万７０００人。年

に伴い、犯罪とみなす社会的機運

男女一雇用機会均等法の強化、育児・

間の増加率は０．略％、増加数は
78か国対象の国連開発計画
調査より、2004年

図フィリピン
函日本
函ハンガリー

た。増加率の０．随％は前年より

会増減数では３万５０００人減っ

入国者数から川国者数を引いた社

同省によると、出生児数から死

人口減少社会がすでに目前に迫っ

０．，％で、初めて０．１を割り

０．⑫匂低い◇過去最低は皿年の

男性の人口が初の減少。少子化で
ていることを改めて浮き彫りにし

が、家事・

た。

２９万５０００人、女性６５３９

込んだ。男女別の人口は男性６２

に圧倒的負
いる状況や、
パートや派

推計人口は５年に１回の国勢調

担を強いて

育児が女性

もちろん、残された問題も少な

従来は各国の伝統や文化、慣例

介護休業法や男女共同参画社会基

２０００人増と戦後最低の水準。

亡者数を引いた自然増減数は⑩万

囮英国

が育ってきたという。

を理由に見過ごされてきたことも、

６万７０００人と、いずれも戦後

「社肝

囮米国

している。

女性の人権の視点から改めて見直

本法の施行

出生率低下に加え、出国者が増え

最低の伸び率、増加数を記録した。

脛

ＧＥＭ

備は進んだ

函
など、法整

ン

’一ナク
エ’一

ウエマ

ルウン
ノスデ

■図圃

回オーストラリア
回ドイツ
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こゅうすふお－らむ

たためとみられる。

企業で海外赴任するケースが贈え

，懸繊蕊1蝋i騨
２２へるか１コの下生た減’二人た刀０１５１７７１４１９め高０
朝毎可らに統但|率，少、１－１政｡７７）万７歳・ると０

一・まとゼ際を｝ＩＺ１いら年。つ３２５．で１１の占最

万２０００人で、男性は９０００
人減、女性は７万６０００人増。
男性の社会増減は３万１０００人

千人

年齢別では髄歳以上の老年人口
が２４８７万６０００人と茄万５

由９０９１９２９３９４９５９６９７９８９９０００１０２０８０４企

減と女性の減少数の約６倍あり、

８％６４２０

700

０００００

４００

300

200

１００

０

l I li 1l l1lil i1li1 i i i il il1il il ｌ ｉｘ
500

ロシアの人□激減は
社会環境の悪化が主因

ロシアの人ｎが異常なほどのペースで激減しているようだ。

ｎ年間で９００万人が減り、１万１０００の村と２９０の町
のの、無人だという。

が地図上から消滅、１万３０００の村が形こそ残っているも

死亡原因のトップはアルコール中毒で、患者は５年間で３．
５傭にもなった。自殺率は男性が中・東欧平均の２．５倍、

女性が１．５倍で、交通事故死は欧州平均の２倍。社会環境

の悪化があらゆるデータから読み取れる。

だが、独立国家共同体（ＣＩＳ）内でも、アゼルバイジャ
ン、タタルスタン、ウクライナ、アルメニアなどの各民族は
増加しており、特に中同系は「爆発的に蝋えている」という。
そのため政府内では、国家安全保障の観点から人口減少に

対処すべきだとの声が上がっているという。

（選択出版発行「選択」２００５年２月号）

〆ｒＥ
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められ指導的な役割を果たしてきた。

イランの人口転換はイスラーム圏で初

めてというべき劇的なものであったが

日本では十分に知られているとはいえ

て地政学的に重要であるにもかかわら

ず、さらに西アジア地域は日本にとっ

ず、人的コミュニケーションの面でも

部卒業

事業連合会専務理事

●平成肥年６月同社取締役電気

社

●昭和妬年４月中部電力株式会社入

〈職歴〉

●昭和妬年３月同志社大学経済学

●昭和酩年２月泌日生まれ

が期待される。

との連携を強化していく上でもご活躍

弱い部分となっている。西アジア地域

ある。今後の協会の活動に理論的な面

●伊藤範久氏

力調査以来、数多くの調査で団長を動

ＤＡが平成ｎ年に実施しイランの労働

議員の専門は農業経済学であり、ＡＰ

ものと期待している。またナギザデ評

からもより一層のご支援をいただける

新評議員に４氏決まる
２月泌日に開かれたＡＰＤＡ理事会

で評議員の就退任が議決された。電気
事業連合会を代表して本協会評議員を

お務めいただいていた、濱田隆一評議
員の退任と伊藤範久電気事業連合会

連合会専務理事の評議員就任、また原
子力文化振興財団代表して本協会評議

員をお務めいただいていた山本康典評
議員の退任と、原子力文化振興財団専

務理事の横手光洋氏の評議員就任が議
決された。

また、財団法人アジア人口・開発協

会の活動強化の観点から、新たに小川
直宏・日本大学経済学部教授・人口研

究所次長とナギザデ・モハマド明治学
院大学国際学部教授の２名の評議員を
選任した。

小川新評議員は日本における人口研
究の若いリーダーの１人として著名で
あり広範囲に活躍されている研究者で

7８

新評議員に４氏決まる

●横手光洋氏

●小川直宏氏

霞嘗

今．．〃

Ｉノーーョパ

●昭和焔年７月躯日生まれ

大学農学部卒業

●昭和蛆（１９６５）年６月テヘラン

ラン生まれ

●昭和Ⅳ（１９４２）年１月１日テヘ

東京大学工学部原子●ナギザデ・モハマト氏

同専務理事

事

文化振興財団常務理

財団法人日本原子力

社

関西電力株式会社入

カエ学科卒

●昭和ｎ年３月東京大学

〈職歴〉
●昭和４年４月
●平成巧年６月

●平成珀年皿月

●昭和四年ｎ月酢日生まれ

●昭和蛆（１９７４）年４月日本政府（文

部省）院生留学生として来日

●昭和弱（１９８９年３月京都大学

院農学研究科農林経済学専攻

〈職歴〉

農学博士学位取得
師・ハワイ東西センター

●昭和弱（１９８０）年４月～昭和弟年
済社会委員会（ＥＳ

３月》千葉大学法経学部助教授

●昭和弱（１９８４）年４月～昭和陀年

３月“京都大学招聰学者
ＣＡＰ）人口部勤務

●昭和“年４月～明治学院大学国際学

部国際学科教授

日本大学経済学部・同

国連アジア太平洋経

人口研究所研究員

ハワイ大学経済学部講

ハワイ大学経済博士号取得

学科卒業

●昭和蛆年３Ⅱ早稲田大
早稲田大学第一経済
●昭和別年

〈職歴〉
●昭和訓年

●昭和Ⅲ～弘年

●昭和別～現在

大学人口研究所勤務
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人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となって
います。一九九九年には六○億人を超え、依然として増え続けております。アジア
の人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。
人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に大きな影響を及ぼします。
世界人ｎの大半を占めるアジア人川の行奉人類生存のカギ態握っている’

○人f］遇『鶴lﾖﾛﾛ1鯛逼'I6Eii.が69層躯E2pi劃ﾑアジアムロ（鼠麗[:]合

＠ＡＰＤＡ，
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題守

といっても過言ではありません。

今、世界各地で叫ばれている〃環境問題“も、人口の増加が大きな根本原因なの
です。人口増加に伴う食料不足を補うための過剰な焼畑農業や、燃料としての薪伐
採などは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など多
くの産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放置できないギリギ
リのところにきています。また、人口問題では爆発的に人口増加を続けて貧困に悩

む地域と、日本などのように、少子・高齢化が進み将来の深刻な労働問題や福祉費
の増大、
の増大、経済力の衰退など、様々な重大な社会・経済問題を抱えている先進国もあ

り本手す。

－１『‐く｝

これらの根源は、すべて〃人口〃問題に帰結されます。

ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に

何卒、明日の人類の明るい未来と、共存のために皆さまの廓いご協力を心からお

一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。

》願いいたします。
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３．中轤人災共和国人ｎ．家族計画第二次蕊礎調査報告書

BasicSuwey(IIjonPopuIationandlTamilVPIanningiIl[he
People1sRepubIicofChil1a

生育率和生活水平夫系第二次｢|]ロ合作凋査研究推告将
（中国語版）

昭和58年度
1．中華人民共和国人ｎ.家族計画基礎調査報告謙

BasicSurveryollPopulationandFamilvPlannmginthe
People,sRepubIicofChina（英語版）

生育率和生活水平共系'''１１合作洲査研究恨告キク
（中国語版）

4．ネパール王国人口・家族計画基礎調査

BasicSurveyRepoTtonPopulali〔)naI1dFaIniIvl〕lamIingin
theKjngd(〕ｍｏｆＮｅｐａｌ（英語版）
5．日本の人口都市化と開発

UrbanizalionandDeveIopmentinJapan（英語版）

昭和59年度
]・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告評
一インド叫一

RepolTonlheSurveyofRumlPopulalionandAgricultulal
DwelopmeIIinAsianCountries

６．バンコクの人口櫛jili化と生活環境・福祉調査

-India-（英語版）

一データ編一

SuwevolUrbaniization,LivingEnviroIlII1enlandWelfa鱒il）
Bangkok-DalaI英語版）

２．東南アジア緒川等人口・開発基礎調査報告
一タイ国一

ReportonIheBasicSurveyofPopuIalionandDeveIopmcnt

７．スライド

inSoulI1eastAsianCounllies

｜｣本の都市化と人口（日本語版）
UrbanizaIionandPopulatiDninJapaI1（英語版）
日本的城市化与人口（''１国語版）

UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

Thailimd-

３．１１本の人口転換と農村開発

Dmlog噸pllicTr［lnsiIionillJapanandRumlDevelopmenl
（英語版）

４．ｓurvevofFertilityandLMngStandarｄｓｉｎＣｈｉｎｅｓｅＲｕｒａｌ

昭和61年度
１．アジア諸uilの農村人口と農業|卿発に関する調査報告諜
一インドネシア国一

Ａｍａｓ－Ｄａｔａ－ＡＩ]thellouseholdsoftwovillagesinJiIil1
ProvincesurvevedbyquesIionmaires（英語版）

ReportonthcSurveyolRuralPopulationandAg1riculluraI

失干Ⅲ１国衣村的人口生育率勺生活水平的iﾉｮ査拙ｆｌラ
ー対千古林省爾へ村近行全戸弼淡淵査的轄釆－

DevelopmeIIIiI1AsiallCoulltries

－銃ｊ1.編＝（中国語版）

-Indonesia-（英語版）

５．スライドに1本の農業、農村閼整と人口

２．東南アジア諸同等人口・開発基礎調査報告灘
一インドネシア側一

ReporloIllheBasicSurvev【〕fPopulationandDevelopmelM
ご

il1SoutheastAsial1Countries

-Indonesja-（英語版）

3．在、留学生の学習と生iiIi条件に|lきける研究
一人耐能力開発の課題に即して－
４．旧本の労働力人口と開発

LnborForceandDGveloI〕menlinJapan（英語版）
5．人口と開発関連統計集

DemographicandSocio-EconomiclndicatorsonP()puIaIioll
andDevelopmenl（英語版）

―その軌跡一（日本語版）

AgriculluTaI＆RuraIDeveloplnenlandPopulalioninJapan
（英語版）

日本衣１１k次村的友腰和人口的推移（１]国語版）

PerkenlbangaI1PerlaniaI1，MasyarakalDesaDanKepeル
dudukanDiJepang（インドネシア語版）

（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農業開発に関する調査報告蒋
一タイ国

ReportontheSurveyofRuralPopulationandAgriculluml
DevolopmeIllinAsianCOuntries
-ThaiIand-（英語版）

６．スライド日本の潅業発腱と人｢Ｉ

－その原動力・電気一（11本語版）

InduslrialDevelopmm1alldPopulaIjollin」apa、

8１

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告鍔
一インドITJ~

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

ReportontheBasicSurvcyofPopulalionamdDeveloplnent

－TheprimeMover-ElectriCilV-（英語版）
{二1本的声)1k友授ﾉﾌ人口

其原スカカー曳気一（中lJil譜版）

inSoutbeastAsianCountries

PembangunanlndustridankcpendudukandiJepang

-Cbina-（英語版）

-PenggemkUlama-1℃ngaLigIIik（インドネシア語版）

３．アジア諸ＩＲＩからの労働力流出に関する調査研究報告書
一タイ同一

４．１｣本の人口と家族

7．ネパール王(14人口・家族計面第二次基礎調査

Compleme111arvBasicSulveyReportonPopulatiolland
FamiIvPkmninginlhekingdomo［Nepal

Populationand1beFamilymJapnn（英語版）
5．アジアの人口幅換と開発一統計集一
DemographicTransiticnandDevelopmentinAsianCountries

昭和62年度
Ｌアジア謁lR1の農村人口と農業開発に関する調査報告書

-OverviewandStatislicalTabIes-

一中鞭人民共和国一

（英語版）

Report()l11heSurveyofRuralPopulationandAgriculllIml
DeveIopmenlinAxうianCounlries

６．スライド

-China-（英語版）

日本の人口と家族（ロ本譜版）

FalnilyandPopulationinJapan-AsianExperience（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・Ｉ洲発韮礎調査報告諜
一リ'華人民共和国一

日本的人ロ与家庭（中国語版）

Repo【０１]IhcBasicSurvevofPopulaliol1al】dDevelopmenl

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア語版）

inSoutbeaslAsianCouI1tris

-Chil1a-（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ｌＩｌに関する調査研究報fIﾃ苦

平成元年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告諜

ワ

ー■

一フィリピン国一

`Ｌ「1本の人１コと農業311発

一バングラデシュ|E1-

PopulaliollaI1dAgriculluralDevelopmentinjapan

Repor1onIheSurvK2yolRuralPopulationandAgricultuIal
DevelopmemBallgladesh-（英語版）

（英語版）

5．ネパールの人口・開発・環境

東南アジア諸国等人ｎ．開発基礎調査報告書

PDpulaIion,DevelDpmenlandEnvilFonmeI11mNepaI

一ネパール国一

（英語版）

ReportoI1theBasicSurvevofPopulalioIlandDeveloplnenl
inSouthea瓠AsianCount】ries

-Nepal-（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群
一マレーシア国一

６．スライド

「1本の人口移動と経済発展（Ｈ本語版）

TbeMigraloryMovementandEcoxlomicDevelopmemlill
japaI1（英語版）
日本的人口移劫勺蝿沸友展（中'11語版）

PerpiI〕daI1aI1PendudukDanPerkembanganEkonomiDi
４．「1本の人1ｺ構造変動と開発

Jepang（インドネシア譜版）

一商齢化のアジア的視点一

StructuralChangeinPopuIationandDeveloplnent

7．トルコ国人ロ家族計iiW基礎調査

-Japanq＄ExperieI1ceinAging-（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．アジア猪国の隆村人口と農業開発に関する調査報告香

一生きがv､のある老後を目指して－（日本誘版）

一ネパール国一

Aginginjapan-ChallengesandProspects-

ReporIontheSurveyofRuralPopulaIionandAgricultu｢a］

（英語版）

DevelopmentinAsianCouI1tries

辺人商齢化社会的|]本正ihjIl認職一追求具生命意又

-Nepal（英語版）

的老年生涯一（中国語版）

TamanganMasvamkatLanjulusiajepang
（インドネシア語版）

8２

（本作品は，1990年卿[１本視聴覚教育協会主雑優秀映

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一
RegionalDevelDpmenIalldPopulalioninJ〔ｌｐａｎ

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

－Ｔｒも'1.&andPro叩ectsinlI1el990s‐（英語版）

６．アジア譜'1:|の農業l州発－５カt11の比較一

StralegicMeasuresibrtheAgriculturaIDevelopmem

５．スライド

-CompamliveSmldie”nFiveAsianCDumries-(英冒

n本の地域開発と人口（ｎ本語版）

版）

RefmalDevelopmGI1IandPoI〕ulalionin､Iapan（英語版）
１１本的区域升友和人口（中国語版）

平成２年度

PermbEtnguMnDaerahdanPopulasidi」epdng
（インドネシア版）

1．アジア緒lFIの農村人1コと農業開発に関する報行諜
一フィリピンmil-

６．アジアの労働力移動

Reporl(〕nIheSurveyo[RuraIPopulaMollandAgricuIlural

LaborMigmlioI】iｎＡＨｉａ（英諦版）

平成４年度
]・アジア諸国の農村人口と農業開発に閲する調査報告替
一マレーシア同

ReportonlheSurvevoIRuraIP〔)pulalionaI1dAgricullural
I)evel()pmenl-MaIavsia-（萸語版）

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎洲査報行ｉｌド
ベトナム囚一

Rep〔)rIollIheBasicSurveyofPopuIa〔iollandl)eveI〔)ｐｍｅＩ１１

ｉｌＤＳ【)Ⅱ【heaslAsianCounIries

VietNaln-（英語版）

３・アジア諸国からの労働力流出に関する調森研究報告謹
一スリランカ周一

4．アジアの産業転換と人口

IndusIriaITransitionandPopu1atioIIil1A宙i(］
（英語版）
５，スライド・ビデオ

明日に生きる－１]本の＃憶業転換と人'二1－（Ⅲ本語版）

LivillgfbrTomormw－IndusIrialTransiti(〕nalxdPopu]a‐

lioninJapan-（英語版）

イＩ里活在川天一日本的'起立紡換｣ﾀﾞ人｢１－（中１１１諾版）
HidupUnlukHariEsok-PeTalillanSIruklurlndusIri
DanPopulasiDijepang-（インドネシア譜版）

平成５年度
1．アジア諸国の農村人ロと農業開発に閲する報11了香
一ベトナム画一

Repor【ontheSurveyofRuralPoI〕ulali【〕nandAlgriculIural
Developmcnｌ－ＶｉｃｔＮａｍ－（英語版）
ワ

ー■

東南アジア諸国等人ｎ．開発基礎調査報告11＃
－スリランカ－

Rfjpor1oI11hcBasicSurveyDfPDpulationandDtwelopmellI
inSoulheaslAsianCountries

-SriLaI1ka‐（英語版）

DevelopmenI-P11ilippines-（英語版）
ウ

ー■

東南アジア諸国等人1ｺ・朋発蕊礎調査報告響
…バングラデシュlxl

ReporlonllleBasicSurveyofPCpulaIionandDevclopnlenI

illSoulheaslAsianCouI1Iries

-BaIlgladcsｌ１－（英語版）

３・アジア諸lK1からの労働力流出に関する調森報fIf醤
一インドネシア１１１－

４．日本の人ｎ．開発・環境一アジアの経験一

ｌ〕opuIaIion,Developmen[ａｌｌdE1wironmenlinJapan
-AsianExpe｢ience-（英語版）

５．スライド

［1本の環境・人口・開発（L１本語版）

Envir〔)I1menI・ＰＯＩ〕ul帥iol1andDevelopmcnlilujapan（英
語版）

Ⅱ水的坏境・人口・Ｊ１:没（【１１国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangunaIlJepang（イン
ドネシア語版）

（本作品は．1991年I1i｢I本拠聴覚教青協会主催優秀映
像教材選奨社会教脊部門で優秀賞を受賞」
6．アジアの人、都市化統計集一
Ｐｒ(〕speclsofUrbanizaIioninAsia（英語版）

平成３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ilド
スリランカ国一

ReporlonUleSurveyRuralP()pulaliollandAgricultuml

Devel()pmeIlI-SriLal1ka-（英語版）

２．束|櫛アジア緒にＩ等人口・Ｉ卿発些礎調査報告諜
一フィリピン国一

RcportuI1theBasicSuwey(〕fPopulalionalTdDeveIopment
inSouIheasIAsjallCcunlries

-PhilippincsI英語版）

３．アジア篭国からの労働力流壯|に関する調査研究報告諜
一’|］韮人氏共和四一

8３

AsianCountries-Nepal-（英語版）

３．アジア諸国の人間資源湘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

EmpoweqmeI11ofWolneniI1Asia（英語版）
５．スライド・ビデオ

ァジアを拓け－女性たち－（日本語版）

ABrighlofGenderEqualily-EmpoweＴｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎ
ｉｎＡｓｉａ－（英語版）

通往日握之路一一今ロ亜洲女性一（中国語版）
ＨａｍａｎＣｅｍｈｂａｇｉＰｅｒｓａｍａａｎ－ＫａｕｍＷａｎitaAsifm

3．アジア諸ljd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ｎと開発一

ChaIlengeandStra1egyofAsianNations
-PopuIaUonalzdSustaillableDevol(〕pment（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
（n本語版）

WomenandtheirChaIlenges-Improvｅｍｅｍｓｉｎｌｈｅ
Ｓｔａｌｕｓｏ｢WomenIhePopulalionofJapan（英梧版）

MerambahJalan-（インドネシア語版）

女性的挑峨一女性地位的提高与日本的人、－

平成８年度

Tantan顎nKaumWanita-EmansipasiWanitadan
PopulasiJepang-（インドネシア語版）

（中国語版）

１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発蕊礎調査報告
坐一ラオス人民民主共和卿－
０妻Ｏ

Ｒｅｐ〔)rIonlheBasicSurvevonAgrjculturaIandRuralDeveloplnentbvPro厚essStageinAsianCouIltlies

-LaoPeoplemsDemocraticRepublic-（英語版）

2．アジア諸国の都市化と開発調査報告諜
一フィリピン国一

ReporlonIheSurveyoIUrbanizati(〕nandDevelopmenllI1
AsianCoumries-Philippines-（英語版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一ラオス圃一

４．２１世紀の人口・食蝋戦略一アジアと世界一
PopulaiionandFoodSIm[egylOr21sKce1utury
-ハsiaandWorId（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
ChallellgeandDecisionlbrtheYear2025

-PDpulationlncrcaseandFooｄｈｌＡｓｉａ－（英語版）
向着2025年的夫断一塑洲的人口増焚ﾌﾎﾞｺ粗食一
（中国語版）

TekadUnlukTahun2025-PertambahanPopulasidan

PangalldiAsia-（インドネシア語版）

平成９年度
】・アジア諸国の発展段階別農業・農村開発鎚礎調査報告
書一ラオス人民民主共和国一

平成６年度
1．アジア諸国の発展段階311農業・農村開発基礎調査報告
譜一インド画一

ReportontheBasicSlIrvevonAgriculturalalldRuralDe‐
velopmentbyPro厚essStagemAsialxCountries
-India－（英認版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告襟一タイ国一

Reporton1heSurvevoIUrbanizalionandDeveIopmelutiIl

・AsianCounlries-Thailand-（英語版）

3．アジア諸国の人'31資源開発と労働力に関する調査研究
報告響一ベトナム国一

４．アジアの女性労伽力参加と経済整腱
－２１世紀の戦略一

WomeluDsLaborParticipationillldEcomomicDevelopmentin

Asia-SImtegyloward21Cenlury-（英語版）
５．スライド・ビデオ

アジアの女性たちはいま……（Ｕ本譜版）
NewlloTizonsfbrtheWomanofAsia（英語版）

WiillMG女的新DJ程（中国語版）
WaIlitaAsiaKiI1i……（インドネシア語版）

平成７年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一パキスタン国一

ReportontheBasicSurveyonAgricuhuraIandRural

ReporlontheBasicSulFveyonAEmculturalandRuralDe-

DevelopmembyPmgressS【ageinAsianCouI11ries
--LaoPeople1sDemocralicRepublic-

-Pakislan-（英語版）

２．アジアの社会開発と人間開発

SocialDeveIopmenlandl-IumanDevelopmentinAsia

velopmembyProgfessStagemAsianCDuntries

２．アジア諸国の都ＴＩＴ化とＩ)11発濃礎調査報告書
一ネパール国一

ReportontheSurveyo(UrbanizaticnandDcvelopmentin

8４

３．アジア諸|割の職業安定制度と)砥用政策に側する調査研
究報告謙一バングラデシュ人氏共ﾄﾞUlUiⅢ

平成12年度

3．アジア譜国の人I1U資源|)'１発と労働力に関する調査研究
報告響一マレーシア画一
４．水をめぐる２１１１ｔ紀の危機
一アジア人口を焦点として－

1．アジア諾国の発駿段階別農業・農村開発基礎緬査報f1f

WalerCrisisintheTwentvFirstCenluly
-ProspeclofAsianP(〕pulalionandDevel叩ment－

書一ミャンマー連ｆＫ－

ＲｅＩ〕o｢t()nlheBasicSurvey(〕nAlgricullLImlandRuralDevelopmembyProgressStagei1]AsiallCounlries

５．スライド・ビデオ

-Mvannlar-

ワ

ー■

水は生きている一人口と水攪源
Ｗａ[erisAIivePopulationandWalerResoures-

アジア緒IIJの高齢化と保健の実態調査Wl告謙

（英語版）

一タイ国一

水是有生命的人口ﾉｱ水臆源一（111国謹版）

Rel〕orIoplheSurveyo［Ａｇｉｎｇａ】ldHealII］iIlAsian

AirituIlidup-PendukdanSumderAir－（インドネ

CounlriesThdilaI1d

シア語版）

３．アジア諸国の職業安定(Iill唆と〃iHW政筑にＩＩＪするiilM査研

平成10年度

究報告謙一カンボジア国一

I・アジア諸国の発鰻段階別農業・農村開発製織調査報侍
鍔一カンボジア国一

平成13年度

RepononII】eBasicSurveyonAgriculluralalldRuraIDe‐

１．人に問題を腿礎とした農業・磯村開発調森雑iI7善

velopmen(byPmgmssStageinAsianC〔】untries

一カザフスタンlT1-

-Cambodia

Repor[onSulrveyofAgricuItumlan(IIRuralⅨvcIopmeJ11
ba鑓ｄｏｌｌＰ()pulaIioni“ues
-TbeRepublicolKazakh$IaI1

2．アジア謝国の締｢lT化とMH苑調査報告71ド
ーマレーシアllil-

ReporlontheSurvevo『Urbani笏aliol]andDevelopmentln
AsiaI2CouI1iries-MaIavsi【1－

３．アジアi渚､lの職業安定制度と睡川政策に関するi凋査研
究報告灘一インド１１１－

平成14年度
1人I｣問題を襲礎とした農業・農村ｌｊＩｌ発調在報告響
一ウズベキスタンlxi-

ReporIonSurvey()IAgriculluralandRumlDevelopment
baf肥〔ｌｏｎＰ(〕pulalionl忠sues．－TheRepublicofL7zbekistaIJ（英語版）

2．アジアi渚|王1の職業安定制度と唾用政策に閼十ろ調査研
究報(1了諜一ベトナム1週Ｉ（１１本語版）

平成15年度
１．人ｎＷI題を韮礎とした膿業・農村開発調査繩告神
一パキスタンuil-

Repo｢tDnSurveyofAgriculuImlam(lRuraIDcvclDI〕ｍｅｍ
ｂａｓｃｄｏＩ】Ｐ(〕pulaIiolllssues・PakisIaIr（英iiilF版）

２．アジア緒1劃の瀧川政策とll1際的な労lHIIﾉj移動に|判する
洲盗研究報告稗一ミャンマー連邦一（１１本譜版）

９

－●

アジア諸国の高齢化と保雄の実態調在報告書
一大韓民国一一

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅＶｏｌＡｇｉｎｇａｎｄＨｅalthiI1Asian
Counlries-TheRepubｌｉｃｏｆＫｏｒ℃ａ－

３．アジア諸掴の職業安定制度と唾用政策に関する調査研
究報古詩一イラン国一
４．発展の制約一中｢[ルインドを[''心に－
CDnslrainsonl〕evelopmentFocusoI〕qlillaandlndia５．スライド・ビデオ

地球からの馨ＩＬｆ－アジア．水と食料の未来一
AWamhBgIroInlllenlrlh-TheFuIuｒｅｏｆＡｓｉａ，Waler
andFood-（英語版）

来{fl地球的鵜告一重洲、水和板食的未来一（中国
語版）

Peringatandaril3umi-MasaDepaｎＡｓｉａ－ＡｉｒｄａＩ１Ｐａｎ－
ｇａｌ１－（インドネシア語版）

平成11年度
Ｌアジア諸国の発展段階別腱業･農村附発基礎調査報告書
モンゴル凶一’'１央県.セレンゲ県を中心として－

RoporIonIlleBasicSurvevollAgriculturalandRural
I〕evel()PlneI1IbyProgressStageiI1AsianCounl】ries

-MoI1golia‐FocusonTovandSeIellge-Aim3ng２．アジア諸国のilji齢化と保健の実態綱査報告帯
－１１１国上海を中心に

Reporl（〕nlheSurvevolAgingalldHealtI1inAsian

CCuntries-China-FocusoIlShaI1ghai-
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平成16年度
Ｌ人口問題を埜礎とした農業・農村ｌＩＭ発釧査報告書

1．『国連人口開発会議における注釈のついた概要』､IIller‐
、(ltionalConferenceonPopulationandDevelopInenIA汁
１１(〕latedoutline(〕f[I1efinaldocumenIoIlheconfetu,]Ｃｅ､Ｎol-

edbVlheSecrelarvGel1eralの和文｡liil際人口開発会議行
１lib計画の作成過程で、そのjijt終準備会雛洲催にlihlけて
用意された行動計画案である。この『概要』に基づき、
国際人口開発会議行動計画が形成された。行釛誹iilii採
択以iilfiに準備されたこのｆｕ沢は行卿計画採択に際しⅡ

一インドM--

ReporlonSurveyofAgTicullura]amdRuralDevelopmenl
basedoluPopulalioIllssueS．‐India-（英語版）
２．情報サービス業における国際分業と労働ﾉJ需給に関す
るiilM査研究一’二1本，リ１国一（Ｈ本語版）

本からの働きかけを行う上で大きく寄与した』

２．『国際人ロ開発会蟻行動計画要旨』1995年（和文）
（内寒11994年カイロの同際人pllll発会識（ICPD）の
行戯計疵の嬰旨,同文1Iｻﾞ関連の(Ⅱ版物としては本邦初（）

3．『国際人ロ開発議員会議qCPPD）蟻事録』1995年（和
文）

（内存：1994年カイロで国藤人、開発会議（ICPD）に
先駆けて鵬催された国会議員会議であるＩＦ|際人I｣|)M籍
議員会議の瀧二lln録，同会議には117カ国約300洛の国会
瀧口が参加した｡会雛宣言文はＩＣＰＤ総会でも発表され
た．また、こ”会議を契機としてアフリカ・アラブ地
域の国会蟻員フォーラムが準侭された＝）

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[11の人１ｺ分野への貢献も(圷救｡）
５．『国際人ロ・社会開発灘員会議(lMPPSD)議事録』1996
年（和文）

（内容：世界社会9N禿サミット(WSSD)にあわせ､1995
年３月にデンマーク,コペンハーゲンでＩｊＭ催された人
Ｉ」と社会9i１発に閥する国会議員会議雛１１F録｡）

６．黒田俊夫箸『リソース・シリーズ１国運人ロ会議２０
年の軌跡一ブカレストからカイロヘー』1996年(和文）
（内容；国連主催の第一回人口会雛であるブカレスト
会議から1994年カイ回のI』隙人口llIl発会識まですべて
のljil連主催の人、会議に参加し､人[1分野における世
界的大家である鰐者が.その推移を概観し､分析した｡）
ソゾース・シリーズとして銘打った記念すべき第１｝仇
７．ToshioKurodaResourceSeries2MFrcmBucharest
toCaho-20YearsofUnitedNationsPopulationCon-

ferences-”，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・開発蟻員会議（lMPGPD）議事録』
1996年（和文）

（内容：第４liJ1lll界女十!':会離(ＦＷＣＷ)にあわせ､１９９５
年９月に束>j(で１１N催された同畷女性,人｢1.6'1発雛〔』
会瀧（IMPGPD)の識Ｊ１録．Ｍ会議には範`１回世界女性
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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・ウォッチ研究所から升１行されたSandra
PosIel署,WorldwalchPaperl32,DividingtheWalers:Food
Security・EcosysIemllealth,andtheNewPoIilics()IScar‐

ｃｉｔｙの邦訳。今後人類社会に大きな制約をjjえるのが、
淡水麿滅の不足である。珊え続ける人、を支えるため

の農業生産もまた淡水資源の逼迫によって大きく制約

を受けると考えられている。地球は水の惑星といわれ
るが飲料や農業川に安定して使用できる水の総趾はjuj
球_上の水の0.000008`X､に過ぎない，この水の総晶は、
有史以来変わっておらず、人口が地加する分だけ、一
人当たり使用できる水の趣はどんどん減少しているの
が現実だが､このことが十ｸ)に認識されていない.、人
伝噸加を支えている地球の阪黒が博1の｢iiiに迫っている
ことに瀞告を発している｡）（｢1W本譜版版艤11k得）

16.国達人ロ基金『人類のための環境』1998年（和文）

（円窓；１１３１連人'二1些金出版物E11vimI1menln〕rPCoI〕Ｉｅの

「１本諦版,人L1問題．環境問題、開発1111題を効率的か
つ実衝的に解決するためには､その3つの領域のMHに架
け橋を架け．相鋤MII係を融鋸することが必要であると
の視点にiILって、主に環境と人'二Iのｌ１ｉ１に横たｵ='る様々
な問題を例に、解決のために必､要軟視点、方法、二F段
を鍵ってi,､る｡）

17．『リソース・シリーズB1ParIiamentarians,Activities
onPopulationandDevelopment-HistoryofParliamentarians'ActivitiesandItosFindings-o，』1999年，
（英文、－部スペイン語）

1999年２月ハーグの腿際フォーラムに合わせて|)||(１１;さ
れた「国際人、剛発会議譲Iilli”ための国会議員フォー
ラム（lFP)」のために瀧術されたⅡ}版物である「この１１１
版物の中には1994年の国漂人、l胤薙会瀧以降の人1-1と
9N苑に|脚するアジア瀧貝フォーラム（AFPPD）をはじ

めとし､アメリカ地域人口・I淵発国会縦員グループ(lAP〔})、
アフリカ・アラブ地域人ｍ１１１発磯貝フォーラム(FAAＰ

ＰＤ)．ヨーロッパ地域の111会議輿活動のhM4である画詩
文と、各議連のiili動史をまとめたものである地域〔z）
伜を超えて人｢Iと開発に鵬する国会縦貝滅動の成央が
－．魔にまとめられた班:はかってなく､ｉｌｌ会瀧tl活動U〕
地球蛎模での店がりをも象徴してi,$る．

18．『国際人ロ開発会蟻評価のための国会議員フォーラム(IFP）
報告書』1999年

1999年２月ハーグの１１;)際フォーラムに合わせて|)M催さ
れた「ｌｌｉ１際人I]開発会議評価のための国会議員フォー

会議に対する各国政府代表を中心とする'11会議貝が参
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：
資料』1997年（和文）

（内容：'1t界食料サミットへの11:傭として|]漣食料磯
業機牒1(FAO)が１画連人１－１襲金との比|可研究された、「人
！]１１W加とﾆﾋ鞭s劣化」に|驚ける論文の日本語版および、
1996隼５｣L1にマレーシアのクアラルンプールで開かれ
た。人[Iと食料安全保遼にU1IするAFPPl）（人口と|)斗発
にl則するアジア識員フォーラム）糯別述徴委員会で、
ベト十ム国会社会委員会委風長グエン・デイ・タン雛
貝とマグサマサイfY受寅者である著名な農糞学者ボー
トン・ズアン１W[-Ｗ)共蒋論文のlと１本蒜版の台,|魚｡世界
食料サミットにＩ;ﾘけた資料として作成された」

10．『国際食料安全保障・人ロ・開発職員会議(lMPFSPD）
識事録』1997年（和文）

（内容：食獺;}職業磯１割（FAO）÷i{催')＃l界食料サミッ
ト（WFS）にあわせ、1996年llHにスイス,ジュネー

ブでＩ)１１催された「｢副|畷食料安全保障・人【」・'111発雛貝
会艤」の鏡４Ｆ録。同会議の成果は、世界f〔料サミット
で公式に配ilIされ.またＷＴＯルジェーロ』}IF務乢災にも
｜鰐井新・会儀儀災から手彼された」

11．国運人ロ基金『未来のための食料』1997年（和文）
（内容：脆'連人[｣雅金'11版物PC(xlIbrlheFulurcのi｣本
語版。人ｎｆＩﾘ加の抑制と食料確保を行うたぅi)に、女性
の参加が不i]I火であることをさまざまな具体例から醜
きほぐしている｡）

12.国運食糧農業機構（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
マ宣言および世界食料サミット行動計画』1997年（和
文）

（内容：|仕界食料サミットのローマ宣言と行動i汁醐の
水j;|;初の融iiNであり，多分野から'１丁１文苫の卜１本側『拙の
決定版としてifJiい瀞nliを受iすた:）

13.Fリソース・シリーズ５FiveYearsfrcmlCPPD-国際
人ロ開発議員会議から５年一人ロと開発に関する国会
議員会議宣言文』1998年（和・英）

（内容：カイロの国)礫人口l{i１発会議から５年|]を迎え，
この磯会に人[」と{111発に１弾IするlF1際議員会離、地域鍍
貝会議の宣司文を集成．今後の更なる発喋のための資
粁とした.）

ラム（IFP)」ｇ>報告iI下である。同会縦には1()3カｌｘ|から

およそ210名の凶会識ilが参jJI1した｡|却会i瀧では国際人
ｎMM発会箙から５年'１Ⅱの進捗状況とそび)鰹h噂をl1Hむ麹

14．『リソース・シリーズ６PopulationPoiicyinAsia』

宵について熱心鞍肘儀が行われ、人、と持総可能な,州

（内雰：11ⅡｲﾄI|が主雌する「人'二1と'1M発に１判-i-る７'ジ
ア国会i瀧貝会鍍」で呼びか;ナをおこない、各国の人、
政箙を各国岐府貨任者もしくは噂'１１家がi氾述した，弁
国の政策に黄任を持つ国会議貝が|卿腓している点で．

発を－`輿した視点で扱う工ＩＦを強く求めた「同際人1.'1Ｍ
発会統評(lliのための国会雛員フォーラム・ハーグ宣汽」
が採択された。この内容は会雛１１:務総災を勝ぬた桜jl：
評AFPPD議長の手に失って､ハーグのlXi際フォーラム
ならびに３ﾉ]にニューヨークでllN(itされたiにliii会雛の
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1998年（英文）

類例を児/貰い=）

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）

場でも発表された。

19．『リソース・シリーズｇ第２１回国運特別総会特別委員
会報告書「付録」－国通人ロ開発会蟻行動計画のさら
なる実施に向けた主な行動一』1999年
1999年６Ｎ30日～７月２日にかけて、ニューヨークの

度版』2001年

国連本部で開催された「国際人口MH発会瀧から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課』
｜｣本蒜版。ｌｆｉｌ会雛では、国際人口開発会議（ICPD）か
ら５年を経て、その進捗を妨げる障害,ＡＩＤＳなどの予
想以上の蔓延など、時代の変化をとり入れ、行動計画

UNFPA,'PopulationlssuesBriefingKil2000,.の翻訳｡人
口問題は"数,,の１１M題ではなく、生活をしている“人々',

の具体的行動などを｢Ｆ１連加盟国がll2l連総会の場で協議

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．国連人口基金『人ロ問題ブリーフインゲキット2000年

の問題であるという視点から，現在の人口分野におけ

る様々なiHl題とその問題への取り組みを概観したもの
で、カイロの行動計面実施の意味を税明している．

を実)M2する上で必要となる指標や障害を解ｉｌ１ｉするため
し確認した。

20．『人ロと開発に関するアジア議員フォーラム第６回大会
蟻事録』2000年

26．国運人ロ基金『人口問題ブリーフインゲキツト2001年
度版』2002年

UNFPA,'PopulationlssuesBriefingKit2001''の翻iij（｡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MII譜目標の'|]に人口問題を位悩付け、
新たなＣＭＴＡの人口間題への取り組みを示し､人、分
野における様々な課題とその1(１１通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創立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、ロ本が11上界に雛
る各分野の権威者から．宇宙物理学、生物学の幌点か
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麺の将来にとって決定
的に重要なのかを論じた。私達が生きるこの世界にお
ける人口問題の意味を犠々な視点から論じた類響はほ

世界般初の人、と珊発に閥する議員フォーラムである
「人口と|)M発に関する議員フォーラム（AFPPD)」が３
年に－３度開催する大会の議辮録。
AFPPDは1981年に設立されてから世界の指導的な人、

と開発に関する地域議員活動として、アジアのみなら
ず、世界ンベルでも人｢Iと開発に閲する国会議員活動

の詣導的な役割を担っている。その提唱者であい創
設者の佐藤隆・元農水大原と、桜井新・現議長の出身
地である新潟県で開催されたAFPPD大会の報告書(n
本語版)。同大会では1000年期鹸後の大会として．２０００
年期に向けたアジア②太平洋地域の人口・鮒発問題に
関する国会議員の活動方針を協議しその成果はｒ新
潟崗育」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
ｌPPF(掴際家族計疵連盟)が作成した“IPPF／iwamw．

’｢eproducliverighls2000Ⅱウォールチャートの日本語版。

リソースXn27『人I]問題を考える一人類生存の条件と

世界各脚のリプロダクテイブ・ヘルスやライツに閥連
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l頂になっていたものを地域
別・あいうえお順に纒集を加え、読脅の便を図ってい
る．また、各国の国名表記は外務省の表記に準拠した

人類社会の未来一」の英語版。

正蝮名称を用いている。

とんどなく、好評をもって迎えられた。

28.01Populationlssues-TheCcnditionsofHumanSuMvalandfutureofourSocietyq1

２９．０DAQuarterly2003onPopulationandDevelopment

22．国運人ロ基金『女性のエンパワーメン卜に向けて』2000

（英語版）

年

2003年度に４半期ごとに刊行されたＯＤＡクォータリー

ＵＮＦＰＡのWorkingtoEmpowerWomen・ＵＷＰＡ１ｓＥｘｐｅ‐

の創刊号から４号までを英訳したもの.ＯＤＡクオータ
リーは全国会議貝に対して人｢Iと開発問題に対するⅡ
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、財団法人家族計画国際協力財l』（JOICFP）
とUNFPA東京事務所との協力で発行されている。
30．『地球の人ロと水』

［NFPAの刊行物であるGlobalPopuIaIiona凪。Waterの

日本語版。｜司欝は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｢11PM題とかかわりをEＬ

rienceinlmplemenIimglbeBeijillgPlaIformofAc【iollの｢｜
木諦版．“女性のエンパワーメン卜,･は'五1際人口MII発会
義（ICPD）行１１１j計画において人1ｺ問題の解決を果たす
上での亜要なカギとなる概念として位世付けられた。
また、’１１|刊北京で開催された第４回世界女性会議では
’'0心的な概念となった。第４１匹l世界女牲会雛から５年
を踏まえ,人口､女$iLkllIl題に共通する女性のエンバワー
メン卜を中心に､ICPD行動計画ならびに女性会議の行

動綱領実施と関連するＬＮＦＰＡの活動を｣ﾐL体的に紹介し
ているｃ

23．リソース・シリーズ１『国連人口会鱗20年の軌跡一ブ
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括的に扱ったものである。

３１．０DAQuarterly2004cnPcpulaticnandDevelopment
（英語版）

2004年度に４半期ごとに刊行されたＯＤＡクォータリー
の第５号から８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日
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、財団法人家族計画醐協力財団（JOICFP）と
UNFPA東京聯務所の協力で発行されている｡それぞれ
のテーマは、第５号「ICPD＋10小第６号「人口．持
続可能な開発と環境小第７号『人口，持続可能な蝿発
と貧困とODA｣、第８号『ミレニアム開発目標と人口｣。

32．ミレニアム開発目標の達成に向けて－人ロとリプロダ
クテイブ・ヘルスが正否の鍵を握る－人ロ・開発戦略一
UNFPAから刊行された．AchievingiheMillenniumDe‐
veIOpmenlGoa1s-PopulationandRepmducliveHeaJthas
CrilicaIDelerminants-Popul副tionandDevdopment
Strategies＃10のl］本譜版。ミレニアム開発EI標と人口
閲迎の目標を関係付け、ミレニアム開発目標とこれま
での達成を図で示し、ミレニアム開発目標を達成する
ためには今後どのような努力が必要になるかを具体的
に示している。
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ＡＰＤＡ 一曰誌一
(2004年12月～2004年２月）

ｎ月６日

１２
１１６

日日

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）のトラヤ・オベイド事務
局長、サフィエ・シャーＩＥＲＤ局長、スルタン・ア
ジズアジア局長がＡＰＤＡを訪問。２００５年度事業

打ち合わせならびに、ＪＴＦ資金事業について協議を
行う。

カザフスタン上院家族委員会代表団を受け入れ。団長

ｎ月昭日

農林水産大臣から受ける。

国内セミナーを埼玉県南埼玉郡宮代町で実施。講師に

評論家樋口恵子、武山百合子衆議院議員。テーマ「〃高

齢化なんて怖くない〃評論家樋口恵子さんと語る『イ
キイキ人生と、２００人以上が参加。尾崎美千生事務

局長、恒川ひとみプログラム・オフィサーが出席。

⑫月〃口農林水産省委託調査「人口問題を基礎とした農業・農

》ベクスルタン・トゥトゥクシェフ同委員長、団員“
アスカー・クジャガリエフ議員、エジェニー・アマン

村調査ｌインド国」第二研究会をＡＰＤＡで開催。川

１月週日

が出席。

生事務局長，楠本修主任研究員、竹本将規・同研究員

吉田慎・厚生労働省外国人雇用対策課係長．尾崎美千

珠・同大学教授、南雲智映・嘉悦女子大非常勤講師、

員，降矢憲一評議員、梅澤隆・国士舘大学教授、許海

ＰＤＡで開催。黒田俊夫ＡＰＤＡ理事、岡崎陽一評議

業と労働力需給に関する調査研究」第一一回研究会をＡ

厚生労働省、労働政策研究・研修機構（旧雇用・能力
開発機構）委託調査「情報サービス業における国際分

通訳・東京農工大学大学院生が来所。

１月⑫日汝小美・中国国家人口・計画生育委員会副局長と宋氷

〈２００５年〉

補佐・主任研究員、竹本将規研究員が出廠。

国際部国際協力課、上野豊・同職員、楠本修事務局長

授、大野昭彦・青山学院大学教授、新見友啓・農水省

野重任・東大名誉教授、福井清一・神戸大学大学院教

議員が参加。国立社会保障・人口問題研究所、ジョィ
セフ、国会議事堂、神戸都市情報センターを訪問、日

本の人口転換と経済開発の経験を視察し、人ｎ懇メン
バーと懇談ｃ尾崎美千生ＡＰＤＡ常務理事・事務局長、
木村亮子ＡＰＤＡ国際課プログラム・オフィサー、恒
川ひとみ国際課プログラム・オフィサーが参加。

⑫月Ｍ日特定公益増進法人の再認定を外務大臣、厚生労働大臣、

Ｐｏ会長が参加。

四月⑬日マレーシア・クアラルンプールで国際医療国会議員会
議（ＩＭＰ９ｌＡＦＰＰＤ会議開催。中山太郎Ｉｍ

長、安倍晋三・自民党副幹事長代理他が挨拶。

務局長が講演。レセプションでは中山太郎ＪＰＦＰ会

ブン・シンデイング国際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）事

開催。トラヤ・オベイドＵＮＦＰＡ事務局長、スティー

講演会ならびにレセプションを日本プレスセンターで

四月７日国際人口問題議員懇談会（ＪＰＦＰ）加周年記念事業

１月
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１月即日尾崎事務局長と木村亮子プログラム・オフィサーが外
務省で開催されたＧＩＩ検討会に参加。中期計画につ
いて人口分野の強化を訴えかけた。

楠本修主任研究員が早稲田大学人間科学院で開催され
た嵯峨座晴夫・本協会評議員の最終講義に参加。

ラム・オフィサーをニューヨークに派遣。

竹本将規プログラム・オフィサー，恒川ひとみプログ

ＵＮＦＰＡとの事業協議のため、尾崎美千生事務局長、

尾崎事務局長などが参加。

Ｐｏ２０５０代表、池上清子ＵＮＦＰＡ東京事務所長、

について協議。近泰男ジョイセフ理事長、北谷勝秀Ｎ

年度ＵＮＦＰＡ事業、ＯＤＡクオータリーの編集など

１月”日ＯＤＡクオータリーの会をＡＰＤＡで開催。２００５

１３７
日日

２月ｎ日

ログラム・オフィサーが参加

ノーベル平和賞受賞者ワンガリ・マータイ・ケニア副
環境相の記者会見に尾崎美千生事務局長と木村亮子プ

２月９日農林水産省による業務監査を実施。広瀬次雄顧問・理
事、楠本修主任研究員、大澤春美財務・経理課長同席。

２

２月躯日ＡＰＤＡ理事会、評議員会をキャピトル東急で開催。
⑪平成灯年度事業計画・収支予算
②評議員の退任及び就任を承認・議決

２月型日桜井新参議院議員（アフリカ視察団長）が細田官房長

官に日本政府に対する提言書を提出。視察団メンバー
の能勢和子衆議院議員、高橋千秋参議院議員、尾崎美
千生事務局長、木村亮子プログラム・オフイサーが同
席。

９１

灘

霧

１月

たケニヤの国会議員・ワンガリ・マータイさんのロを通じて、

◇昨年、アフリカの女性としては初めてノーベル平和賞を受賞し
言葉が世界に伝えられようとしている。

古くから日本人の暮らしの中にあった「もったいない」という

非政府組織「グリーンベルト」を舞台に、貧しい女性を担い手
に一九九五年代から三千万本にのぼる植林活動を続けきた努力

が評価されて昨年ノーベル平和賞を受賞したマータイさんはこ
の二月来日、小泉首相をはじめ要人との会談やＮＧＯの活動家、

人類の不幸な歴史として刻み込ま

ＦＡＸ（０３）33582233

れることになった。

御苑ピル３Ｆ

１１とともに21世紀初頭に起こった

束京都新宿区1-5-1ダ･ヴインチ新宿

であろう｡０４．１２．２６は､０１．９．

〒160-0022

族や近隣の人々の働突が聞かれた

財団法人アジア人口・開発協会

だが、その陰でどれほど多くの家

●発行所

な数字で記されるかもしれない。

･編集発行人尾崎美千生

学生などと交流した。

◇マータイさんは日本滞在中、招待団体の一つである毎日新聞社

の編集幹部から初めて聞いて知ったという「もったいなどと
いう日本語に「この短い言葉が意味している精神こそ、地球を
大切にする環境問題の重要さを表している」と感激。帰国直前
の記者会見で「モッタイナイを世界のみんなに伝えていくワ」
と、この言葉をお土産に印象的な笑顔を残して帰って行った。
記者会見の司会者も「これがカラオケ、ツナミに次ぐ三つ目の
世界的日本語になって欲しい」との期待？を表明。
◇しかし、国際人口問題議員懇談会の二代目会長を務めた故福田
赴夫・元首相は十年も前に「もったいない運動の勧め」を書い
ている。「資源有限時代という認識に立ちかえり、このもったい
ない運動から地球全体を見直すきっかけにすべきだと思う。人

類生き残りのために」二九九五年一月七日付け朝日新聞朝刊）。
福田氏自身の造語である「昭和元禄紙芝居」の延長線上で、日
本人が遠くに忘れてきたこの言葉を、いまアフリカの女性に教

（Ｍ・○）

ＴＥＬ（03）3358-2211（大代表）

●印刷所

文化印刷株式会社

＄

えてもらうことの意味は深い。「思えば遠く来たもんだ」（中原

中也）。

表紙の写真説明

写真を提供していただいた国際

協力機構(JICA)の今村健志朗さ

んによれば、スマトラ沖地震発生

直後、飛び込んだインドネシア．

バンダアチェの町は異臭に満ちて

いた。半壊状態の商店街周辺では

マスクで顔を覆った子どもたちが、

手に入れた大きな獲物を担いで必

死で走り回っていた。

津波に対する警報システムもな

人ロと開発･春季号く通刊89号〉

く、流されていった人々は記録の

2005年４月１日発行く季刊〉

上では何十万という数行の無機的
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繊細な他くばりが蔵ざれた人|雌lX雛に雛づ <鹸新のテクノロジ －と､つつみ込
､つつみ込むよう 恋催し ざを 持つオーガ ニックデザイン｡胤然の'}Iにいるような
然の！
一声

叩、

やすらぎを与えると いう発想から 生まれた`」 JＡＬＮＥＷＳＫ YSLElEMPERSOLO,、ニューヨーク線から灘入されたこのシートの心地喫さを、
ＥＲ
ら

超ひ体験してください｡お容嘗まをIlil1かしい未来へみちびく蝿であるために耐ililiたち|Ｉ本航空はこれからも､新しい蜜の僻llljitP縫築していき甫魂
７１

ｒＩ
ｒと

ご…闘い…ｗｗｗ・jaI・coojp国際線函０１２０…,3,(…同感…,,…
ロケサイ

ｒ‐畦
１１

.……’

（

．"ＭA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|こすることはないけれども、
その向こう側はみんな「農」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

