A

L尭

鹿

野

Popul
at
i
onaDevel
opment

1 J

"ノ

.
I･ィ 甥
7

̀ヽ

.
I

∫

LF

人口と開発

鱗

鍵

刺

夏・ＪＵＬＹ／２００５．No.9０

ぐこ

i鱸i糯騨議轤

薫謹

F■＝南寺垂け■踵■＝￣唖蝉再■巴＝澪戸電該雨歩■＝序詞一屯障鈩マゴゥ￣蒄彦宙＝「泊一一ゴ､￣＝￣。＝､｣へ

､造墾鐘Ｋ空母塗鐵傘露産ａｆ璽塗鐘』窪鐘鐸錘ｆ１ａｉ:曇：:塞鐘亀鍾蕊鍾密

讓畷：
■■■■■■■■

鱗|燕|灘

籔
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通産省（現経済産業省）入省。内閣総理

蕊

後者には、地球環境の劣化と人々の

通じて国力の低下が懸念されており、

浴びている。｜つは、曰本、韓国、

貧困化を招くことになるなどの問題

人□問題は、二重の意味で脚光を
ドイツ、イタリアなどに典型的に現

が指摘されている。

私は、このような人□動態の変化

れている人□減少傾向と高齢化問題

であり、もう一つは、発展途上国を

の選択」（1990年)、「美感遊創・プラスサ
ムヘの途」（1993年)、「｜Ｔ時代・成功者
の発想」（2000年)、「活力ある産業経済モ
デルへの挑戦」（2004年）など多数。

儀なくされる。

造と秩序運営システムから後退を余

は、国力が低下し、世界のパワー構

低下させる。その結果、人□減少国

間の対立などを招き、経済成長力を

財政構造の悪化、金利の上二、世代

貯蓄率の低下、社会保障負担の増加、

だしかに、人□減少と高齢化は、

らない。

されていないように思われてな

人間力に関する分析が十分にな

人□問題の雪一の側面、すなわち

□の臺的側面に重点が置かれ、

この種の議論においてとかく人

を準備しなければならないが、

の計Ｌの認識をもって人□政策

が国際社会の構造に深刻な影響を及

望Ⅲ畠川畑国冊山豈刑里珊畠珊、壺珊皿廷明

中心とした地球上の人□増加問題で

他にも、中央環境審議会（環境省)、産業
構造審議会（経済産業省）など政府審議
会委員の他、東洋大学理事、米曰財団理
事などを務める。著書は「２１世紀．日本

ぼすものであり、まさに一国家百年

顧問。

ある。前者は、経済成長力の停滞を

大臣秘書官等を経て、８６年通商産業省事
務次官に就任。退官後、野村総合研究所
顧問、神戸製鋼所副社長・副会長、電通
総研社長兼研究所長を経て、現在、電通

巻頭言

1932年生まれ。東京大学法学部卒業後、
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昨年ゴール催－マンサックス社が、
杣年後にはＢＲｌｃＳ（ブラジル、
□シア、インぱｌ、中国）の刎守力国の

文化や技術を創り、絶えず自己の資

情報収集、処理、価値創造に優れたろ。曰本には、知を融合して新しい
ものが市場で勝利するのである。

しかも、別世紀には、印世紀以上罠と能力を一局め、人と人との信頼関

国内総生産が米国、曰本、英国、催‐に技術フ□ン｜ティアが拡大するであ係を大切にし、自然との共生の中で

イッ、フランス、イタリアの合計をろう。ｌＴが《つ後重要となる雲〈分野美を追求する伝統と美風があった。

発展途上国においても、人□の質

ベースを豊かにし、シミュレーショる人間力が備わっているはずである。

上回り、国内総生産では中国、米国、の技術融《□を安易にし、技術データ曰本は、人□減少を＋分にカバーし信
インド、曰本、ブラジル、ロシア、

英国の順になると予想している。こンなど実証手段を一局度化するからで

（のⅡのくの（の「二三Ⅱ三日の「一四｜」Ⅱ絡む諸問題、例えば、貧困、健康の

れには、人□の動態変化がかなりのある。私は、《つ後、ＳＭｌｌ」Ｅ技術の向上が欠かせない。人□の増加に
要素を占めている。

私は、｜」の予測に与しない。なぜ一つす「ヨロ（一○二ＦⅡＦ一一の①○一の。。①ｍⅡ悪化、焼畑農業の限界、都市の過密、
なら、別世紀には一」のような己｜雲的拡ｍつく一「・コョの。計）が技術フ□ンティアを生活条件の低下、地球環境の劣化な

大を資源エネルギーの条件がこれをリードする一」とになると考えており、どに関し、人々の理解が進めば、家

許さないであろうし、より大きな要この挑戦に成功すれば、未来は我々族計画の琶及、女性の地位の向上な

ど、社会環境の改善が加速し、人□

高まり、知の進化を通じて文化と産るだろう。全地球、全人類の問題と

さらに、別世には文化への関心が増加の重圧を緩和することにつなが

因として、人間の知力が社一二の活力に微笑みかけるだろう。
の星般亘を左右するか一らである。

現在進行しつつあるｌＴ革一ｍは、

展途上国の人々の能力向上に貢献す

ただ単に情報通信手段を一局度化する業、技術と芸術の相乗発展も期待でして世界が教彗自支援などを通じて発
だけでなく、人間の知的活動領域をきよう。

ていく一」とができるという一」とであ力であるというのが私の考えである。

飛躍的に拡大し、－Ｔ一王導の経済で
私が強調したいことは、人間力を完る必要がある。人□動態の悪化は、社
は、これまでのモノ中心の経済と異実して創造力を一局めていけば、人□減会に、そして世界にさまざまな影響を
なり、収穫逓増の法則が働き、ネッ少をカバーし得る価値創造につなげ及ぼす。しかし二頭も重要な鑓は人間
トーワークの利益が効果を発揮する。

懲

曇

麟

繊

蝉

《一．》

解針》

露

襲

鐸

詞》

鰺

｛二》

黛

鋤

渇岳．印←

》辱

簿）

蟻

鰯

癖〉

綱〉

蟻

鰯

鐘

懲

趨

鯵

籔

鯵

鐙

鐵

懲

露

鯵

一鰯噂鯵鯵蟻鐵懲霞鰯慰慰鯵翰鐵騒織鰯鱒織鐵鍾亀嬢鶴懲鰯鯵繊鰯建露鐵穆懲鹸醗鐘鰯懲感鐵露趣曇懇鐘蟻謹鰯轍珍露蟻騨鐘

３

.藍29

カンボジア・アンコールワット
扉・スケッチ

渚にて杉本雄三.固く元・関西電力病院長〉

巻頭言／人口問題と人間力

緊急時における人口
災害と国際協力

第幻回人ロと開発に関するアジア国会議員代表者会議
ｌ緊急時における人口ｌ於瑚カンボジア・プノンペン
○主催者挨拶中山太郎ＡＰＤＡ理事長
拶谷津義男ＡＦＰＰＤ議長
○閉会挨拶清水嘉与子ＡＰＤＡ副理事長
○挨

，セッションー
・セッションⅡ

福川伸次２

國井
桜井

スマトラ沖津波被災地域視察事業派遣に参加して
・視察報告Ⅱ
カンボジアに援助の実態を観る

武山百合子
生方幸夫
海江田万里

尾崎美千生

》地球〃勿肝川映」■地球温暖化を考える

・女性の健康と少子化をめぐって

松本清一

尾崎美千生弱

性の健康を考える国際人口問題議員懇談会・女性部会開催

■

ｌｌ

恩返しの国際協力Ｉ五月女ＮＧＯ大使を招いて国際部会ｌ
性教育問題で参考人招くｌ参院少子高齢社会調査会
性教育問題で参考人招くｌ参院Ｌ
タイ料理屋の風景から
■なぜ今人口問題か側

尾崎美千生

就労がカギ／仏人口、欧州連合最大に／
幼児死亡率先進国で最悪／人口減社
会、目前に

ＡＰＤＡ理事会・評議員会開催
新著紹介「青木一能編・地球型社会の危機」
「世界人口デー」特別シンポジウム

にゅ－すふぉ１らむ
年に一○六○万人死亡／似年ＯＤＡ、

前年割れ／３割がセックスレス夫婦／
患者・感染者一万人に／少子化、母親

5４
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・カンボジア視察
・援助する側、される側
．ＡＰＤＡプノンペン会議に参加して

長浜博行

・視察報告ｌスマトラ沖大地震・津波被害における緊急支援議員視察プログラム

1２１０８５

2014

2523
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人口と開発/／目次
表紙の写真

機関誌『人口と開発』投稿論文を募集６７／APDA賛助会員ご入会のお願い(特典）６８
本協会実施調査報告書及び出版物６９／UNFPA関連出版物７４／APDA日誌７８／御苑寸言８０／表紙説明８０
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長､ヘン・サムリン・カンボジア国会議長代行､清水嘉与子APDA
副理事長、ムエン・サム・アンCAPP､議長
獄灘鍵

左からイメルダ・ヘンキンUNFPA事務局次長､谷津義男AFPPD議

轤鴇時における人口

された。

の役割などをめぐって熱い議論が展開

マに、国際的協力のあり方や国会議員

残る中、「緊急時における人口」をテー

ラ沖地震・津波被害の生々しい記憶が

集まり、歴史的な被害を出したスマト

バー、国際機関の代表など総勢叫人が

中心に怡力国から国会議員やオブザー

ンペンで開かれた。会議にはアジアを

４月羽、和日カンボジアの首都・プノ

ＤＡ会議）が、摂氏如度の暑さが続く

するアジア国会議員代表者会議」（ＡＰ

第四回目を迎えた「人口と開発に関

ツボジア・プノンペン
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ＡＰＤＡ会議会場でｌ左から長浜博行生方
幸夫、海江田万里、武山百合子各衆議院議員

見せているエイズ対策、平和の維持に

デミック」（大規模な流行病）の勢いを

病やスペイン風邪に次ぐ「第三のパン

保護や緊急警戒システムの構築、黒死

りがちな女性や子ども、障害者などの

収まらぬ国内紛争などの中で犠牲にな

のアジアへの拡大、未だに各地で煙の

フガニスタンやイラクの現地を踏んだ

究所教授が、外務省スタッフとしてア

て参加した國井修長崎大学熱帯医学研

加した。また、リソースパーソンとし

長浜博行、生方幸夫各衆議院議員が参

談会副会長、武山百合子、海江田万里、

ラム議長、桜井新国際人口問題議員懇

人口と開発に関するアジア議員フォー

嘉与子参議院議員をはじめ、谷津義男

向けてのアジアの連帯などが取り上げ

経験を活かしてテーマに沿った貴重な

とりわけ自然災害、ＨＩＶ／エイズ

られた。

シナの歴史の中で最大級の不幸と称さ

会議員型人が討論に参加した。インド

（ＣＡＰＰＤ）議長（女性）を筆頭に国

口と開発に関するカンボジア議員連盟

ダー役を務めたムエン・サム・アン人

積極的な姿勢が目立ち、実質的なリー

対策などを報告、災害時におけるリプ

事務局長らも地震・津波被害への緊急

盟（ＩＰＰＦ）のラージ・カリム地域

カンボジア駐在代表、国際家族計画連

ンキン事務局次長やベティナ・マース・

口基金（ＵＮＦＰＡ）のイメルダ・ヘ

国際機関を代表して参加した国連人

貢献をした。

れた内戦の傷跡からやっと抜け出し、

ロダクテイブ・ヘルスの重要性を強調

会議を通じて主催国カンボジア側の

復興への歩みを速め、ＡＳＥＡＮへの

した。

実態やＮＧＯ活動の現場を見学した。

国内視察班に分かれて、日本の援助の

震・津波被災地視察班と、カンボジア

日本側の代表団は、会議終了後、地

加盟をきっかけに国際的な舞台に登場
しようというカンボジアの意欲を示し
たものと受け取られる。

日本からは憲法記念日行事で出席を

断念した中山太郎ＡＰＤＡ理事長に代

わって団長役を務めた副理事長の清水

６

第２１回人□と開発に関するアジア国会議員代表者会議
プノンペン・カンボジア
2005年４月29日、３０日

緊急時における人口

一社会・経済的復興における国会議員としての対応一
開会式

主催者挨拶中山太郎衆議院議員・アジア人口開発協会（APDA）理事長
代読清水嘉与子参議院議員・APDA副理事長

歓迎挨拶ムエン・サム・アン人口と開発に関するカンボジア議員連盟(CAPPD）
議長

挨拶谷津義男衆議院議員・人口と開発に関するアジア議員フォーラム(AFPPD）
議長

挨拶イメルダ・ヘンキン国連人口基金（UNFPA）事務局次長
開会挨拶ヘン・サムリン・カンボジア国会議長代行
基調講演：緊急時における国会議員の活動について
ムェン・サム・アンCAPPD議長

セッションＩ：緊急時における人ロー課題・対応策―
國井修長崎大学熱帯医学研究所教授

セッションⅡ：災害と国際協力、国会議員の役割一津波被害対策を中心に－
桜井新参議院議員・AFPPD食料安全保障委員会委員長
セッションⅢ：緊急時における人ロと公衆衛生
ベテイナ・マースUNFPAカンボジア駐在代表

セッションⅣ：国際／国内紛争時におけるリプロダクテイブ・ヘルス／ライツ
オック・ヴオン・ヴァニテイ・カンボジア・リプロダクテイブ・ヘル
ス協会（RHAC）事務局長

セッションＶ：ラウンドテーブルディスカッション：緊急時における国会議員の役割
一生活環境の復興と社会・経済発展に向けて－
閉会式

閉会挨拶
挨拶
拶拶

挨挨
７

清水嘉与子APDA副理事長

ラージ・カリム国際家族計画連盟・東・東南アジア・オセアニア地域
（IPPF-ESEAOR）事務局長
イメルダ・ヘンキンUNFPA事務局次長
ムエン・サム・アンCAPPD議長

■■一口庁■一口太・・郎

いわゆる「カンボジア紛争の包括的政

治解決のための協定」ができたのです。

日本が国際的紛争の和平協定に署名し

たのは、第一次世界大戦終了を宣言す

るベルサイユ条約への署名以来加年ぶ

りの出来事でした。その後、１９９３

も最後まで戦火の中にありました。後

カンボジアはインドシナ半島の中で

げます。

その他関係者の皆様に深く感謝申し上

マースＵＮＦＰＡカンボジア駐在代表、

Ａ会議準備委員会委員長、ベテイナ・

ＰＰＤ）議長、ペン・パンーーャＡＰＤ

発に関するカンボジア議員連盟（ＣＡ

ン殿下、ムエン・サム・アン人口と開

カンボジア国会議長代行ヘン・サムリ

会議開催に向けてご尽力いただいた、

り御礼申し上げます。まず、はじめに

き、誠にありがとうございます。心よ

国会議員代表者会議」にご参集いただ

本日は、「人口と開発に関するアジア

代表、私自身を含む咀力国の外務大臣

国際会議が開かれ、カンボジア各派の

の年のｎ月ｎ日にカンボジア和平パリ

ボジア和平の道筋が決まりました。そ

９９１年、私が外務大臣在任中にカン

ア国には深い思い入れがあります。１

義があると思います。私自身カンボジ

で開催されるということには大きな意

Ａ会議がカンボジアの首都プノンペン

はないでしょうか。今回、このＡＰＤ

には、今しばらくの時間が必要なので

実が冷静に判断されるようになるため

いたのか、あまりにも重い歴史的な事

のか、それがどのような意味をもって

ないと思います。それがなぜ起こった

あったという評価を下すことは間違い

人口・開発協会が主催する、「第皿回人

私が理事長を務めます財団法人アジア

この思い出深いカンボジアの地で、

から喜んでおります。

た現在のカンボジアの平和と繁栄を心

とができたことは誇りであります。ま

な出来事にその当事者として関わるこ

してこのカンボジア和平という歴史的

享受しております。私自身、政治家と

であったかのごとく、賑わい、平和を

の町はかつての荒涼とした町並みが夢

今会議が行われておりますプノンペン

ン首相と親密な交流を続けております。

め、ご臨席のラナリット殿下、フンセ

この時以来、シアヌーク元国王をはじ

ンボジアの基礎が築き上げられました。

とで制憲議会選挙が行われ、現在のカ

一、Ａ」理事長

年に明石康国連次長をリーダーとする

世の歴史家が別世紀のカンボジア史を

が集まり４つの文書からなるパリ協定、

国連暫定統治機構（ＵＮＴＡＣ）のも

振り返ったとき、人類最大級の不幸で
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その後遺症は深刻なものがあります。

タンなど一応の安定を見せた地域でも、

争は引き続いております。アフガニス

を進めておりますが、世界の各地で紛

ジアが見事に立ち上がり、新しい歩み

で最後まで紛争の被害を受けたカンボ

面している課題です。インドシナ地域

です。これはまさしく今、私たちが直

議のテーマは「緊急時における人口」

万感に迫るものがあります。今回の会

者会議」を開催することができ、思い

口と開発に関するアジア国会議員代表

へと移行し、国際社会からの支援を含

階から、現在では生活復興支援の段階

た結果です。津波被害は緊急援助の段

の地震被害の経験が国際的に生かされ

取ることができましたが、これは日本

日本も国際的に見てもすばやい対応を

ります。今回の津波被害に向けては、

ことであり、国際的な協力が必要であ

うな自然災害はどの国でも起こりうる

い神戸の町を壊滅させました。このよ

５年１月Ⅳ日には阪神淡路大地震が襲

大規模な地震が起きましたし、１９９

議が、「国会議員として緊急時に何をす

懐かしい顔も数多く見えます。この会

いこうではありませんか。会場には、

目的のために、手をつないで努力して

きる社会をつくるという私たち共通の

一人が人間らしく生きていくことがで

ております。国民の幸福を願い、一人

の民意を国政に反映するために活動し

うか。私たちは国民から選ばれ、国民

会議員の役割はどのようなものでしょ

ができます。このような中で私たち国

に人間性の「すばらしさ」を見ること

善意の活動もあります。私たちはそこ

となればこれに過ぎる喜びはありませ

め復興をどのように後押しするかとい

戦争であれ、国内の内紛であれ、津

ん。皆様方の積極的なご討議を期待し、

また昨年⑫月スマトラ北部沖で発生

をインド洋沿岸諸国、遠くはソマリア

波などの自然災害であれ、そこで最も

主催者挨拶といたします。

べきか」を考える端緒となり、アジア

にまで及ぼしました。つい３月にも大

被害を受けるのは女性であり、子ども

うことが最も大きな課題となっており

規模な余震が発生し、被害を拡大して

たちであり、障害者であり、少数民族

した史上最大級の地震は、巨大な津波

おります。この地震はスンダ地塊の周

や社会の周辺に追いやられた人々です。

地域の連帯をさらに強化するきっかけ

辺部で発生した典型的なプレート型地

スマトラ沖の地震でも女性や子どもた

ます。

震でした。わが国日本も、ユーラシア

ちが様々な暴力の深刻な被害者になっ

を引き起こし、かつてない甚大な被害

プレートと、フィリピン海プレート、

ていることが報道されております。同

（清水嘉与子ＡＰＤＡ副理事長代読）

北米プレート、太平洋プレートの境界

時に不眠不休で緊急対策のために身命
を賭して活動されている数多くの尊い

にあたり、世界に冠たる地震国です。
つい昨年も、月泌日に新潟中越地方で

９

義男

いくことを願って止みません。

今回のＡＰＤＡ会議の大きな焦点は

言うまでもなく、昨年暮れとその後と

２度にわたってインド洋沿岸を襲った

地震と津波による人類規模の被害であ

ります。別世紀の初期に活躍した日本

さて今回の第ｎ回ＡＰＤＡ会議では

謝の念を捧げたいと存じます。

ボジア駐在代表など関係者の皆様に感

長、ベティナ・マースＵＮＦＰＡカン

パンニャＡＰＤＡ会議準備委員会委員

議員連盟」（ＣＡＰＰＤ）議長、ペン・

アン「人口と開発に関するカンボジア

リット殿下をはじめ、ムエン・サム・

ただきました国会議長ノロドム・ラナ

ボジアにおける本会議開催にご尽力い

げます。とりわけ公務多忙の中、カン

ＰＰＤを代表して心よりお礼を申し上

りいただきましたすべての方々にＡＦ

アジア国会議員代表者会議」にお集ま

本日は「第ｎ回人口と開発に関する

スが平和を求める人類の英知の発露と

かし、カンボジアの和平達成のプロセ

ギーの対立から紛争が絶えません。し

世界の各地では未だに民族やイデオロ

モデルを提供しているからであります。

ことは、平和を願う国際協力の１つの

関係国の協力のもとで和平を達成した

すが、カンボジアが日本を含む多くの

多くの専門家が指摘しているところで

口増加が民族紛争の原因になることは

義深いとことと存じます。爆発的な人

気の中で議論されること自体、大変意

をめぐる国会議員の責任が静諦な雰囲

ある当カンボジアの地で、このテーマ

と民主主義をめざして発展を遂げつつ

て凄惨な紛争の舞台となり、今は平和

いたであろう土地が白く変色、土がむ

大波に洗われ、かつては緑に覆われて

これらの島々では広範囲に及ぶ海岸が

リコプターで視察する機会を得ました。

ヶット、カオラックの各地を空からヘ

地震の津波被害を受けたピピ島、プー

会議」に出席した機会に、スマトラ沖

ビ島で開催された「アジア太平洋学術

私自身、今年の３月初めタイのクラ

であったに違いありません。

失った人々の嘆きは想像を絶するもの

の沿岸住民の驚樗と、釦万人の家族を

スリランカ、モルディブ、タイその他

まったく経験のなかったインドネシア、

しました。しかし、忘れるどころか、

れたころにやってくる」との名言を残

た「関東大震災」に際して「災害は忘

ＰＰＤ議長

の自然科学者であり、また作家でもあっ

主要テーマとして「緊急時における人

して、今後も国際的な貢献を果たして

た寺田寅彦は１９２３年に日本を襲っ

口問題」が取り上げられました。かつ
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自然災害に際してできるだけ犠牲を最

命の犠牲の上で教えました。こうした

備えなければならぬことを、多くの人

は自然の予期せぬ猛威にも日ごろから

絶たない人為的な争いの愚かさと、人々

しました。この惨事は、世界中で跡を

すでに２０００万人が命を奪われてい

気の世界的流行）と言われています。

ン風邪に次ぐ第３のパンデミック（病

数千万人の命を奪ったペストとスペイ

頭にヨーロッパを中心に世界を襲い、

ＨＩＶ／エイズも、ｕ世紀と釦世紀初

アフリカで猛威を振るっております

ＰＤＡ会議が実りあるものになるよう

いきたいと考えております。第、回Ａ

のような人類的課題に果敢に挑戦して

紛争や自然災害や世界的な感染病対策

える立場で、すでに述べてきたような

て、各国の政策決定者に強い影響を与

されたアジアの国会議員と力を合わせ

ＡＦＰＰＤは、ＡＰＤＡ会議に結集

致して取り組むべき人類的課題であり

少化する決意と、地震に対する知識や

るエイズの治療、ケア、予防に世界規

お互いに努力することを誓ってご挨拶

通して国境を越えた連帯の精神が発揮

万一の場合に備えての警報システムの

模の関心を呼び起こすとともに、なん

に代えます。ご清聴ありがとうござい

き出しになっている情景を目のあたり

確立が急務であります。今回のＡＰＤ

としても予想されているアジア地域で

ました。

ます。

Ａ会議には被災国からも代表が参加さ

の大流行に歯止めをかけなければなり

されることを期待しております。

れております。この会議の討論を通じ

ません。もはやＨＩＶ／エイズは単な

にして、被害のすさまじさを実感いた

て、今こそアジアを代表する我々国会

る個人の病気ではなく、国際社会が一

害が引き続くと同時に、国際社会の変

いたしました。近年、大規模な自然災

「緊急時における人口」をテーマに開催

今回の会議はＡＰＤＡとして初めて、

げます。

とうございました。心より御礼申し上

には卓越したご講演をいただきありが

ことができました。また講師の先生方

など協力のおかげで成功裏に終了する

Ｌｂ．□９・リグも、ＪＰｔ７ＦＱ、ログＦＱｑＪ〃ｑＣｐｐｒＬｂＪ７０ＪｒＬ凸Ｊ８、Ｊｒｏ１Ｊ１、○Ｊ、■ＪｒⅦⅡけ由、Ｊ●、。‐・ｄＬｂｊＩ、ＰＩ、呪・ｒｑ、。〃、クゴ５ＱＤｆ９〃２１か１，クゴ９Ｑ６ｄＩｑムゲ８℃Ｊ日ｃＪ０ｑ６け０●ｑノリ々６〃０９０．６４０けＯｑ９■ＯＨ０ｉｊｈ６ｄ６●ｈ０ｆ●、。。Ｏ‐、ＣＰＯ、Ｕ７Ｐ４、８グーも卜．。－＄・ＢＰＩｌザ、＄●〃、１Ｊも＄β●、ｆＪも。■β凸、ロロヴｑｐｐＪ、ｉＰＰＡ１ＪｑｑＪＪｑ．、■ｆ●■もＪｆ０Ｑ１ｐ〃０１口”と。〃ず、●Ｉ”ｉ、ＳＪ７Ｏｑログ７勺●１Ｆ■１。●１Ｆ口。いざ●田、Ｚｒ、▽０口、、ｊ彗曰、９Ｊひｓｑｊｄ１、Ｊ■＄、ｄｊＬ、ｊ●＄、・ｊｒ。、△●、▽夕４１９ββ▼、ひび、。。ゴ、、ロ●４ｑ、。ごＩｑＰＪ』、ＰＯＢ●夕〃、ＤＰ■、。ｆ●ｑ、△ｆ、、クヴ９５・ｒｑ可。〃ｇＱｊＪ●、ゲ０●９ケ０．口●Ｊ６ｑノリ■ｏａｑｂグ０『‐〃〃０。‐’”１０－グＪ９ｑ↓けⅡ⑤－，口Ｏｑ６ぴⅡ寺６ゲ０■－ザ０寺↓け０■十‐ｆ■。◇●グ

議員がその責務を自覚し、協調精神を

■■■■■■嘉与子
回Ａ副理事長
「第皿回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議」を、皆様方の熱心
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最も被害を受けるのが女性であり、子

が頻発しています。そのような中で、

も認められたということには、これま

る社会の構築」という主張が国際的に

がいまして、この「人間の尊厳が守れ

の中で適切に問題に対処するための強

礎になければなりません。複雑な状況

ためには、相互の理解と信頼がその基

つためには、現実的に問題を解決する

要となるのです。この知恵が、力を持

どもであり、障害者であり、少数民族

での私たちの活動が、何らかの形で影

靭な知性が必要とされているのです。

前から訴えかけてきたことです。した

です。このような社会的に弱い立場に

響を与えたのではないかと思っており

化を背景に予測のできない紛争やテロ

ある人々が最も大きな被害を受ける現
ます。

ておりますが、これは私たちが人口と

る社会の構築」ということを打ち出し

国連の方針として「人間の尊厳が守れ

が国連改革の一環として、これからの

先日、コフィ・アナン国連事務総長

自負いたしております。

たことは画期的な一歩でなかったかと、

て何をなすべきかについて協議を行っ

おける人口」をテーマに国会議員とし

より困難になっていく中で「緊急時に

ですが、様々な関係がより複雑化し、

ことが多かった私たちのＡＰＤＡ会議

開発の分野の基本的な事柄を協議する

たと思っています。これまで、人口と

れが今回、最も中心となった課題であっ

どのような役割を果たしうるのか、こ

す。問題が複雑になればなるほど、そ

人は行動が単純になり、乱暴になりま

ほど、それに十分に対応できなければ

のか、等々・複雑な状況になればなる

がさまざまな争いの原因となっている

な協力が可能なのか。どのような問題

ければならないと思います。どのよう

社会における問題解決の知恵を磨かな

は、この複雑化し、関係が深くなった

つかり合うケースも多くなります。私

まることで時には、私たちは利害のぶ

依存が深まっています。相互依存が深

比べても、比べ物にならないほど相互

球号」と私たちの地球を呼んだときに

ス・ボールディングたちが「宇宙船地

互依存を急速に深めていきます。ケネ

私たちの世界は複雑化し、同時に相

きることを強く願っています。

活動が基盤を作り上げるために貢献で

りたいと思います。私たちＡＰＤＡの

皆様と手を取り合って、努力してまい

なってきます。この責任を果たすべく、

国の選挙民に語りかけることが必要に

理解をもとに各国政府に働きかけ、各

し、理解していくこと。そして、この

開いて率直な協議を行い、問題を把握

す。そして、このような場で、胸襟を

の責任も大きなものとなってくるので

なるものと思っております。そしてそ

おいて私たちの役割はより一層重要に

その意味では、この複雑化する社会に

を得て国政の場に参加しております。

はありえません。私たちは国民の信頼

来を信じることなく、国会議員の活動

人を信じることなく、また明るい未

状の改善のために、私たち国会議員が

開発問題を協議していく上での基本的

れを理解し解決方法を見出す知恵が必

豹、釦の両日にわたって、ここプノ

理念、もしくは目標として加年以上も
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ンペンで各国代表の間に深まった議論
がそれぞれのお国の開発と人々の生活
環境を守り、尊厳を高めるために少し

でも役立つことを祈っております。今
回の会議開催に当たっては、カンボジ

ア国会議長ノロドム・ラナリット殿下、
ムエン・サム・アンＣＡＰＰＤ議長、

ペン・パンニャＡＰＤＡ会議準備委員
会委員長をはじめ、ＣＡＰＰＤのスタッ
フの皆様、ベティナ・マースＵＮＦＰ

Ａカンボジア駐在代表をはじめＵＮＦ
ＰＡの皆様、カンボジア・リプロダク
ティブヘルス協会の皆様、ＩＰＰＦな

ど様々な方々の積極的なご協力をいた
だきました。そして、リソースパーソ

ンの卓越したプレゼンテーション、各
国からご参加いただいた国会議員の皆
様の積極的な討議への参加なくして、
この会議の成功はありえませんでした。

改めてここに感謝申し上げます。本当
にありがとうございました。また、次

のＡＰＤＡ会議で皆様とお目にかかれ
ることを楽しみに閉会の挨拶とさせて
いただきます。
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Ｄ議長、ま
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竺内［

代表議員の皆様、このような機会をい

ＰＦアジア太平洋地域事務局長、各国

二Ibf

ゴメ心宮

修

ため、また復興援助のための日本政府

代表団として、タイ、スリランカ、イ

ンドネシアの被災地を何度か訪れまし

た。そこで私が目にしたのは、瓦礫の

山と家族や財産を失い、途方に暮れて

いる人々でした。ＷＨＯは感染病の爆

発的流行によってさらに過万人もの被

災者が命を落とす危険性があると瞥告

アジアの緊急災害の事例を取り上げな

このセッションでは、私が携わった

の感染症の発生状況およびそのリスク

シアの専門家の協力を受け、被災地で

けました。私はスリランカとインドネ

し、対策を急ぐよう国際社会に呼びか

がら、緊急時における課題と対応策に

について調査しました。予想に反して、

過去、年間で自然災害と被災者の数

リアやデング熱を媒介する蚊も津波で

能性は低いとの調査結果でした。マラ

た国内外からの多大な緊急援助により、

は急速に増え、現在、年間２億５００
特に、アジア太平洋地域は最も災害

シェルターや食料、水の供給と衛生対

流されてしまったと考えられます。ま
が起こりやすく、自然・技術災害によ

策ができたことも理由の１つでしょう。

めています。自然災害は火山の噴火か

ンド洋沖大地震と津波でしょう。私は

も規模が大きく衝撃的だったのは、イ

デシュです。この国では洪水がほぼ毎

そして洪水の一番の被災国はバングラ

に起こっている自然災害は洪水です。

ら暴風まで様々ですが、その中でも最

緊急援助や感染症流行リスクの評価の

実は、アジアおよび世界で最も頻繁

る死者は、世界中の総数の約別％を占

０万人以上が被災しています。

災害後の初期の段階ではそのような可

ついて説明していきたいと思います。

ただきまして非常に光栄に思います。

所教授國井

●
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１４

なぜ肺炎が広まるのか疑問に思う方が

かかりました。そのような熱帯地域で

痢を起こし、また多くの人々が肺炎に

間で伝染病も広まり、蛆万人以上が下

が被災し、家を失いました。被災者の

以上にもわたりました。３０００万人

さは別メートル以上、期間は２カ月間

ました。国土の３分の２が浸潤し、深

洪水災害の時、被災者の健康調査をし

９８年、バングラデシュで過去最大の

が浸水して緊急事態に陥ります。１９

後に人々が密

感染にかかり、

浸って呼吸器

そのため水に

者もいました。

見張っている

の家や財産を

根の上で自分

ないよう、屋

は盗難が起き

被災者の中に

者がいたため、

日汽目８←

被害者 数

死者数

。。ｎ

ｊＨＨ

年

EM-DAT:OFDA/CRE、国際災害統計wwwem-datnet-ルーベンカトリツク大学･ベルギー

多くの国土面積が浸水す

森林の伐採、人口の増大、そして脆

ます。

面が１ｍ上昇することも予想されてい

年までにはバングラデシュの周りの海

発生件数

。。⑭

目日蔚貝冒薗㈹冒冒菌←

。□で

洪水発生の将来予測は

｡

●

弱な土地に家を建てているため、洪水

悲観的です。近年、より

←

入ろうとする

いらっしゃるかもしれません。被災者

集していた避

カンボジア、バングラデシュ、ペルーな

：

Ｉ

８

年起こり、６年ごとに国士の釦％以上

は安全な場所に避難しなければならな

難所で感染が

どの緊急事態(自然災害､紛争・難民、人
質事件など)の医療援助、調査に従事≦

かったのですが、そのような緊急事態

1988年自治医科大学卒業。公衆衛生学修
士(ハーバード大)、医学博士・内科医と
して病院および僻地で診療後、自治医科
大学衛生学助手、国立国際医療センター、
東京大学国際地域保健学講師、外務省開
発計画課長補佐を経て、2005年10月より
現職。ＮＧＯ、政府を通じて、ソマリア、

拡大するとい

●國井修(<'こいおさむ）

にもかかわらず、被災した家に盗みに
長崎大学熱帯医学研究所国際保健学教授。

Ｉ

うこともありました。

世界の自然災害の発生件数･死者数.被災者数の推移(1900～2004年）

るようになり、２０５０
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はなく高齢者でした。竜巻により鉄や

した人口グループは、女性や子どもで

行方不明になりました。最も多く死亡

００人の命を奪い、さらに５００人が

巻はわずか加分間で帥の村を襲い、５

に見舞われています。１９９５年の竜

以外にもバングラデシュは様々な天災

アも忘れてはなりません。

救援にあたっている人たちの精神的ケ

でなされる必要があります。加えて、

や地域社会や学校といった様々な場所

ではなく、心理的・社会的ケアが家庭

精神科医や心理学者だけが対応するの

災害後に多く起こります。これには、

心的外傷後ストレス障害はこういった

建物がなくても、難民キャンプやアフ

重要な役割を果たしています。学校の

性のヘルスワーカーがコミュニティで

くことはできませんでした。今では女

タリバン政権下では女性は家の外で働

ロセスで多くの困難を抱えています。

に弱いため命を落とす確率が高かった

守られることもなく、若者に比べ出血

れていました。しかし高齢者は家族に

当たる確率は低く、また家族に擁護さ

子どもたちは小さいためトタン屋根に

風に飛ぱされ人を殺傷したのですが、

ジア太平洋で特に多く、世界中の紛争

呼んでいますが、そういった紛争はア

うな紛争を「複合人道的緊急事態」と

の低い国ではそれが顕著です。このよ

で倍になりました。特に人間開発指数

ならなかった人たちの数は、この５年

紛争や内戦によって避難しなければ

スも劣悪です。

す。安全な飲料水、トイレへのアクセ

死亡率は世界で最も劣悪な国の１つで

妊産婦の死亡割合、また５歳未満児の

われている再建の努力にかかわらず、

字率はまだ低いのが実態です。現在行

育が始まっています。しかし女性の識

ガニスタン国内の屋外で女児の基礎教

アフガニスタンも今、再建と復興プ

１つです。

トタン屋根が時速２００キロの速度で

と思います。

による死亡者の実に型％がこの地域の

災害の備えがある日本でさえ、天災

麻庫した状況をわが目で見ました。私

含むインフラ・対応能力が破壊され、

イフライン、輸送、通信、行政機能を

の阪神淡路大震災をご紹介します。ラ

カンボジアは再建・復興プロセスにお

健プロジェクトの支援を行いました。

９０年代にはプノンペン近郊で地域保

ンボジアの難民キャンプを訪れ、１９

私は１９８０年代にタイの国境のカ

ており、有能な医師や看護師は国外に

では医療機材が略奪されるか破壊され

しかし、私が訪れた病院やクリニック

手術を釦年前にすでに行っていました。

な技術や医療スキルを必要とする外科

も整備され、繁栄した国でした。高度

イラクは、昔は公衆衛生もインフラ

は地震の直後に神戸入りしましたが、

いて多くの教訓やモデルを他国に提供

避難していました。

人々です。

最初の３日間はほとんど医療活動はで

できると思います。しかし過去の負の

が与える被害は多大です。１９９５年

きず、亡くなった人たちの剖検をしな

遺産も抱えています。対人地雷がその

カザフスタンのアラル海はかつて世

ければなりませんでした。ＰＴＳＤ、

1６

炎、肝臓病、腎臓病またガンが３００

用が水や食料、空気を汚濁し、気管支

す。メディアは殺虫剤や肥料の過剰使

際が引いてしまっている箇所もありま

す。また、現在と過去では、キロも水

の沃土が今では塩害に悩まされていま

半分に、量は４分の３に減り、かつて

模に潅概用水を利用したために水面は

界で４番目の湖でした。しかし、大規

くつもの有害物質、特に発がん物質が

調査を行いましたが、この煙の中にい

私は大気汚染物質の測定と住民の健康

周辺国の商業への影響は多大でした。

の墜落やタンカーの衝突を引き起こし、

事から発生した煙害によって、航空機

土地が消失しました。そしてこの山火

１５００カ所で５００万ヘクタールの

アで歴史上最悪の山火事となりました。

です。そして現在私たちは２つ目の感

てこの世から根絶した感染症は天然痘

人類の歴史上、唯一我々の努力によっ

別によるものといえるでしょう。

対する恐怖、社会が作り出した偏見差

人さえいました。これは知らざる敵に

ＲＳにかかったと思い込んで自殺した

パクトが非常に大きく、台湾ではＳＡ

ろ心理社会学的、そして経済的なイン

私たちがこの１つの病原体との闘いに

染症の根絶に取り組んでいます。それ

四苦八苦しているここ加年間で釦以上

含まれていることがわかりました。ア

ＳＡＲＳや鳥インフルエンザ流行の

もの新しい感染症が新たに台頭しまし

０％も増えたと報道しています。しか

学的な証拠はほとんど見当たりません

経験からもわかるように、感染症もま

た。１年間に２種類くらいの病原体が

がポリオです。しかし、２００５年末

でした。そのような健康への悪影響に

た我々にとって大きな脅威であり、非

新たに発生しているのです。伝統的な

ラル海でのケースと異なり、たかが煙

関する報道は、噂や推測、偏見のある

常事態です。こうした伝染病により世

疾病、例えばマラリアや結核なども世

し、わたしたちがアラル海地域におい

統計や研究から出てきたものでした。

界で毎日印万人の人々が亡くなってい

界で再び台頭しつつあります。

までにこのポリオを根絶するという目

私たちの調査の結果では、このような

ます。ＳＡＲＳでは恥力国で８０００

こうした感染症において、宿主、病

と思って健康への影響が軽視されるこ

悪影響は環境的要因もあるかもしれま

の症例が発見され、８００人が亡くな

原因子、環境、媒介動物といった４つ

て子供の健康調査をした際、そのよう

せんが、他の要因も存在します。ソ連

りました。しかし、１９９７年に日本

の決定要素があります。この感染症の

標達成は困難かもしれません。そして

が崩壊した後の貧しい農村の社会経済

で起きたインフルエンザの流行のほう

ともあります。

的変化がその１つです。

が患者、死者ともに多く、ＳＡＲＳは

な環境による健康への害を裏付ける科

もう１つ環境災害の例を挙げるとす

台頭には、宿主である人間の変化とし

て、若い世代や、特定のグループの感

振り返ってみるとそれほど恐ろしい病

気ではなかったかもしれません。むし

れば、１９９７年に起きたインドネシ

アの山火事でしょう。これは東南アジ

1７
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きる地域が広がりつつある、媒介動物

て、マラリアの媒介となる蚊が生存で

る、環境の変化として、気候変動によっ

抗を持った病原体の変異が多くみられ

病原因子の変化として、薬に対して抵

染症に対する脆弱性が弱まりつつある、

大きいと思います。

うした疾病をもたらす危険性のほうが

危険性よりも、むしろ母なる自然がこ

した病原体をバイオテロとして用いる

感染症があります。テロリストがこう

ます。アメリカが今懸念している皿の

症を拡大することもある、などがあり

だと思います。

して政府がリーダーシップをとること

それは政治家がコミットすること、そ

て１つ共通した特徴があるとすれば、

つつあります。こうした成功例におい

2002年2004年

820万人

女性のＨＩＶ陽性者190万人

230万人

新た な感染者

120万人

470,000人540,000人
エイズ死者

110万人

Ｖ陽性者、新たな感染者、エイズによ

アジアではＨＩＶ陽性者、女性のＨＩ

非常事態となっている国もあります。

アにおいても非常に大きな脅威であり、

ｎ世紀、ＨＩＶ／エイズはここアジ

対応能力の決定要素となるでしょう。

する能力がない場合、緊急時に対する

素です。また被災した地域や国が対応

弱性は災害のインパクトを左右する要

影響を受けます。その地域や人々の脆

に対応できるかどうかの能力に大きく

また情報があったとしても、緊急時に

る死者、すべてが増加傾向にあります。

しかし朗報もあります。タイとカン

おいては多くの場合、関係者の問で共

リスクを予想する上ではハザードと脆

ボジアではＨＩＶの有病率が低下して

有されていません。緊急事態における

ＨＩＶ／エイズがリスクの高い特定の

います。ウガンダ、セネガル、ザンビ

重要な要素の１つは、タイムリーに、

弱性が鍵になります。災害というのは

アといったサハラ以南のアフリカでも

そして適切に、このハザード、脆弱性、

グループの間で急速に広まっている国

成功国が出ています。様々な部門間の

そして対応の能力の有無をきちんと調

突然発生するため、正確な情報なくし

コーディネーションや介入、例えば行

査し、評価することです。すべての関

もありますが、それは一般の人々に浸

動変容コミュニケーション、コンドー

係者が情報を共有し、そしてそれを政

て緊急支援を始めることになります。

ム使用の促進といった努力が身を結び

透して行く前段階といえるでしょう。

は、ハザード（危険源）、脆弱性、それ

緊急事態の発生、頻度、その重症さ

である蚊が航空機で世界中に広がり、

ＨｌＶ陽性者720万人

例えば西ナイルウイルスのように感染

アジアにおけるＨＩＶ/エイズ

1８

策当局とつなげて介入する必要があり
ます。すべての関係者、特に政策立案

者、学者、行政当局、そして報道機関
は緊密に連携をとる必要があります。
被災地や被災者に参加を促し、権限を

委譲することが大切だという共通の認
識はありますが、実際は被災者そして
被災地は単なる援助の受け手となって
しまい、彼らの意思は無視されがちで

す。この緊急支援および復興、再建の
努力において、だれがその中核になる

べきかを常に忘れてはならないと思い

ます。なぜなら、その地域社会こそが
自分たちにとってどんな支援をどのよ

うに行うのが最適かよくわかっている
からです。

最後に、緊急事態のその深刻さを低

減し、緊急事態に備えるために、予防
および開発プロセスが非常に重要だと
いうことを強調したいと思います。平

和の時には忘れがちな災害予防、これ
に対する開発努力。これを真に行動に

移すには、政治家のコミットメント、
そしてリーダーシップこそが要になる
のです。

1９
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国会議員の役割は
何か‐

間、また地方自治体間が迅速に連携を

図れるように連絡いたしました。私も

釦年近く国会議員と県会議員として政

治家を務めてまいりまして、また自分

の事業の関係上、各方面のことも承知

しておりましたので、不在だった知事

の代わりに被災者の方々の要求に応え

るべく力を尽くしました。

今回の津波被害がけた違いに大きなも

者が約型万人と考えられていますから

今日この「人口と開発に関するアジア

が有益な提案を出し、話し合うために、

波による災害を受け、私たち国会議員

今回のスマトラ島を襲った地震と津

のであったことがわかります。

ＡＦＰＰＤ食料安全保障委員会委員長

●桜井新参議院議員

災害と国 際協力

●はじめに
ご参集の皆様、本日は、「災害と国際

史上最大といわれた津波被害は１８８

に心より哀悼の意を表します。かつて

い申し上げます。また亡くなられた方々

ました。被災者の皆様に心よりお見舞

波被害をインド洋の周辺諸国に及ぼし

震がスマトラ島北部を襲い、巨大な津

昨年⑫月、史上最大級の大規模な地

いただきます。

害を中心に」をテーマにお話をさせて

道路が寸断され、電話や電気、ガス、

いう一分一秒を争う状況で、橋が落ち、

すから執行権はありませんが、地震と

てしまったわけです。私は国会議員で

つまり、知事が不在の中で地震が起き

事から新知事へ交代する前日でした。

起こった日というのは、ちょうど前知

数える被害を受けました。この地震が

多くの死者とｎ万人あまりの被災者を

月泌日午後５時弱分に大地震に遭い、

組織になれば、アジア地域でさらに大

災国・被災者に迅速に働きかけられる

国会議員がアイディアを出し合い、被

ジア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）も、

でしょう。この人口と開発に関するア

たせることができるような援助が必要

そのような方々を元気づけ、自信を持

からないという心境だと思いますが、

は途方に暮れ、どうしたらいいのかわ

す。災害を受けた直後は、被災者の方々

とは非常に素晴らしいことだと思いま

国会議員代表者会議」を開催できたこ

３年ジャワ島のクラカトウ火山爆発に

水道もすべて遮断され、また負傷者も

きな貢献ができるようになるでしょう。

昨年は私も、地元である新潟県で、

よる津波で死者３万６０００人でした。

出ていましたので、国と地方自治体の

協力Ｉ国会議員の役割は何かｌ津波災

今回の津波被害による死者・行方不明
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セッションⅡ災害と国際協力

きました。これは政府間の公式な外交

自由闇達な議論を積極的に繰り広げて

な開発の問題に、各国の議員が携わり、

ＤｌＡＰＤＡの活動は人口と持続可能

から見てまいりました。このＡＦＰＰ

ます。その意味ではＡＦＰＰＤの創生

とに人口問題に携わって約妬年になり

私自身、福田越夫元首相の指導のも

の意見を聞き、その考えを知ることが

に一同に会し、様々な国の様々な議員

持っています。この私たちがこのよう

政策に関与し、予算を決定する役割を

は各国にあってその政府に働きかけ、

ことができます。この意味で、私たち

ズを把握し、政府の政策に働きかける

する存在です。その意味で、現場のニー

員は国民から選ばれてその意見を代表

の考えから言っても当然です。国会議

です。これは国際社会における「主権」

望をつなぐものでしょう。

ても画期的なことであり、将来への希

たのです。これはまさしく歴史的に見

て一致団結して問題への対処にあたっ

らです。大げさに言えば、人類が初め

入れ実行に移されたことはなかったか

オロギーや立場を超えて、支援を申し

し、これほど大規模に国際社会がイデ

国際援助の主流は今なお国際社会の

解を深めてきたのです。

由に意見を交換し、信頼を形成し、理

た。この場で、アジア各国の議員が自

場こそ、それを具体的に示してきまし

であろうと思います。この議員会議の

力」でも、「経済力」でもなく、「信頼」

交に最も大事なものはおそらく「軍事

常に大きな成果を挙げてきました。外

ことでしたが、ここに希望も見えたの

私自身、今回の津波災害は大変不幸な

構築などに援助がシフトしていきます。

やインド洋の津波早期警戒システムの

ですでに拠出し、今後は生活復興支援

由で、更に２．５億ドルを一一国間援助

ドルのうち２．５億ドルを国際機関経

りません。日本も緊急援助として５億

支援が必要であることは言うまでもあ

その被災者の方々にはできうる限りの

今回の津波被害は大変な災害であり、

基本であります。

も国際援助で充実させることが、まず

ところをインフラ技術や資金において

ことが大切です。それになお足らざる

めに各国の人的資源を最大限活用する

ちろんのこと、近代インフラ整備のた

野に対する各国の自己資金の活用はも

ことは言うまでもありません。この分

野に対する支援が最優先の課題である

家族計画、感染症を含む公衆衛生の分

人間の基本的ニーズに直結する、人口、

具体的な支援ということから言えば、

原則に則って行われています。これは

●国会議員の役割

の窓口とは違いますが、いわば「勝手

できます。

●国際協力のあり方

口」で繰り広げられた外交であり、非

簡単に言えば、援助を受け取る各国政

さまざまな防災に携わってきました。

私自身、シピル・エンジニアとして
ではないかと思っています。というの

も、これまでこのような自然災害に対

府が援助を求めない以上、ドナー国は
援助を行うことができないということ

2１

言います。この防風林・防砂林を作り、

それほど大きな被害にならなかったと

防風林・防砂林ができていた場所では

今回の津波も１００ｍから２００ｍの

して大きな効果をあげています。

ですがその後の災害における避難所と

とき私たちはシェルターを寄贈したの

津波のような被害を与えました。この

ンは巨大な高波を引き起こし、まるで

そうした議論の中で醸成される信頼関

共感や理解を作りだすことが重要です。

ことで、政府レベルとはまた異なった

このような場で率直な意見交換をする

から選ばれてその役割を果たしており

１つのアイデアです。

など）を先進国に援助要請することも

太陽エネルギーの活用（太陽熱コンロ

は維持できないからです。このために

共通の理解がなければ防風林・防砂林

会的な共有財産として守る」という、

出してしまうのではなく、これらを「社

する中で、日々の薪としてそれを切り

なぜならば人口が増加し、燃料が不足

にするための適切な政策形成を行うこ

各国の内側から働きかけ、援助を有効

い、援助供与国が援助を行う場合に、

す。そして、各国政府が支援要請を行

今後の重要な課題であろうかと思いま

識、技能を有効に活用していくことも

他なりません。現地にある資源や、知

を防ぐ知恵をもっていたということに

は彼らが伝統的にそのような自然災害

ということが報告されています。これ

住民の人々の被害が極めて少なかった

またアンダマン・ニコバル諸島で原

念は今も変っておりません。皆様と手

という、一文を採択しました。この信

人口問題の解決に向けるべきである」

その宣言文の中で、「軍事費を削減し、

議（ＩＣＰＰＤ）」で事務総長を務め、

併せて開催した「国際人口開発議員会

た「国際人口開発会議（ＩＣＰＤ）」に

私は１９９４年にカイロで開催され

配分も私たちの課題です。

つなげるために必要となる適切な予算

を現実のものとし、より一層の発展に

のであろうと思います。その信頼関係

係こそが、今後の協力の基礎となるも

共有されると確信しています。更に、

守るためには社会の紐帯が必要です。

ます。コミュニティーの強化は私たち

とが重要だと思います。

対処法があると思います。かつてバン

援助の具体的な各論としては様々な

とを示したのです。

ティーの強化が防災にも有益であるこ

たちが拠って立つ基盤であるコミュニ

あります。その意味で今回の地震は私

る中から、さまざまな知恵や、知識が

員として、胸襟を開き、自由に議論す

とだと思っています。私たちが国会議

の手に行きわたるためには不可欠なこ

探ることも、援助が本当に必要な人々

の政策形成のためのヒントや可能性を

このＡＰＤＡ会議のような場で、こ

ご清聴ありがとうございました。

努力してまいりたいと思っております。

生きることのできる社会を作るために

｜人一人が人間らしい、尊厳をもって

を携えながら、また政府に働きかけて、

私たちは各国のコミュニティーの中

を支持してくれている人々の強化でも

グラデシュを襲った大規模なサイクロ
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スマトラ沖大地震･津波被害における

”議一三房
一

震・津波被害における緊急支援視察と

５月１日から８日に「スマトラ沖大地

財団法人アジア人口・開発協会は、

成され、計２回実施される。今回はそ

会議員、１名の事務局、１名通訳で構

して実施された。視察団は、３名の国

員活動を活性化させる、ことを目的と

各国の人口・開発問題に対する国会議

会議員グループと会合を行うことで、

各国の人口・開発に関する国会議員国

現状を日本国国会議員が視察する、②

害に伴う日本国の人口分野での協力の

ラムは、①スマトラ沖大地震・津波被

における国会議員活動の活性化につい

代表と協議をして、今後のアジア域内

国の人口・開発国会議員国内委員会の

ブ）に分けて津波被害国を訪問し、各

２回目（スリランカ、インド、モルジ

目（タイ、マレーシア、インドネシア）、

る支援の可能性を探ること。また１回

た援助の現状を視察、生活復興に対す

に対するＵＮＦＰＡ／ＩＰＰＦを通じ

具体的には、津波被害を受けた地域

上謬iと

|FPPDおよび下院副
｣ICAおよび日本大憤
国民福祉担当調整副

:会合
騎議

保健大臣と面会

はじめに

人口・開発問題に関する議員活動活性

皀苗1名

｣NFPAインドネシア

Ⅲ守一

謀された課題である。

て具体的に協議することが、視察団に

現地NGOと協譲
波災地域視察
避難民キャンプ訪問

の第１回目である。

調合旅一銅

今回は第１回目の視察として、桜井

新（参・目）、清水嘉与子（参・白）、

長浜博行（衆・民）をメンバーとして

実施され、楠本修ＡＰＤＡ事務局長補

佐が随行した。

今回視察にあたって、非常にタイト

なスケジュールであるにもかかわらず、
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隣一巾

甲、亘匡

日本大使館／JICA覇
JNFPA現地事務所衝

化プログラム』を実施した。本プログ

鼬万一罷鐡鑓

圧メタン総領事と悪

；
スヒマトラ沖大地震･津波被災地視察日程

げたい。

してくださったことに深く感謝申し上

に連絡をとってくださり、視察を支援

インドネシアの大使館が非常に効果的

省の開発計画課、在タイ、マレーシア、

緊密な連携のもとでの準備および外務

表をはじめ、アジア局、東京事務所が

い条件の中でＵＮＦＰＡの各国駐在代

計画され実施された。その非常に厳し

そのものも、時間的に余裕のない中で

果的なプログラムとなった。また準備

全くといってよいほど無駄のない、効

誇るべき支援だったのではないかと思

れ態勢を作ったわけで、これは非常に

意味では日本が外国からの支援受け入

を済ませた物資の輸送を行った。その

アチェに派遣し、メダンで入国手続き

ＪＩＣＡの航空管制の専門家をパンダ・

報が届いたときに、ジャカルタにいた

たという。このため、津波被害の第一

がいないのを確かめて着陸する状態だっ

に着陸するためには目視で滑走路に牛

起こるまでは、パンダ・アチェの空港

受け入れ態勢がなかった。津波災害が

しく制限されていたため、そのような

地域でもあり、外国人の立ち入りが厳

たのだが、同地域が独立運動を抱えた

を行う上で航空機による輸送が重要だっ

動などの問題もあり、支援が継続的に

るのに対し、パンダ・アチェは独立運

光客が戻ることであるという現状であ

階に入っており、最大の復興支援は観

は、プーケットはすでに復興支援の段

プーケットとパンダ・アチェの違い

ミングの重要性を強く感じた。

の効果という点からも、まさしくタイ

議員団から被災民へ配布した。ＯＤＡ

作られた最後のキットを今回訪問した

く評価されていた。日本政府の資金で

配布することができ、これも非常に高

クティブヘルス・キットを非常に早く

国連人口基金を通じて行ったリプロダ

また、国際機関を通じた援助でも、

の援助が強く印象付けられたのである。

だが、この初動の速さが効を奏し日本

この視察に参加された長浜博行衆議

奉ワ。

常に高く評価されたことである。特に

災地に対する支援の素早さが各地で非

最も印象的だったのは、日本の津波被

今回、津波の被災地の視察を行って

を要約する。

が、簡単に事務局として、視察の内容

るので、詳細は長浜議員の報告に譲る

援の第１位はドイツであるということ

時点において津波被災に対する財政支

ヘリコプターも救助に駆けつけた。現

つけ、さらに、東京消防庁の真っ赤な

た自衛隊のヘリコプターがすぐに駆け

ヶットでもマレーシア沖で演習中であっ

は、全ての場所で高く評価された。プー

この初動の速さと資金提供の素早六」

ていく上で日本が政策面での支援を行

でも、パンダ・アチェの復興を推進し

ドネシアの民族問題を解決に向ける上

も本年ｎ月で撤退する予定だが、イン

的な支援が必要だと言える。国際機関

て、社会科学的な分析に基づいた政策

民族問題を乗り越えていくのかについ

行われるのかどうか、どのようにして

院議員の生き生きとした視察報告があ

バンダアチェでは、被災に対する支援
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で亡くなり孤児となり「シナミ」と命

また、プーケットでは、両親が津波

ような元気な赤ん坊になっていた。国

からのプーケットの復興を予期させる

者の懸命の努力で元気に育って、津波

ていたと世界中に報道されたが、関係

強く思った。

を作り上げていくことを示していると

露

oDigitalGlobe/日立ソフト

うことが重要であると言える。

名された赤ん坊と視察団とのふれあい

際社会だけではなく、地域の人々の連

（楠本）

もあった（写真１）。津波の後、病院の

勧綱，Ⅲ酢鵡

・ん汀

携が復興というものを作り上げ、希望

霧iii綴

懲騨職蝿縢職蝿孵Ｉ翰轍「，聯Ｉ隈！
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前に捨てられていたときには非常に弱っ
写真１両親が津波で亡くなった赤ん坊を囲んで、人々と視察団とのふれあい

スマトラ沖津波被災地域視察事業派遣
衆議院議員長浜博行
に刀参加して

５月１日朝、カンボジア（プノンペ

ン）を離れ、タイに入り、まずは最初

の視察地であるプーケットヘ、と思っ

た矢先、トラブル発生。バンコクで国

内線に乗り換えようとしたところ、予

随行させていただき、昨年の皿月泌日

その足で、桜井・清水両参議院議員に

プノンペンでのＡＰＤＡ会議を終え、

釦ｌカンボジア・プノンペン、５／１ｌ

ドスケジュール、毎晩異なるホテル（４／

もビックリのＡＰＤＡ視察恒例のハー

ぱおわかりのように現地大使館関係者

わけにはいかないということで係員と

でお世話になる方々にご迷惑をかける

ギッシリ日程が組まれています。現地

ヶットには昼過ぎに到着し、夕刻まで

ンセルになっていました。予定ではプー

約していた便が整備不良とのことでキャ

日日本時間午前ｎ時頃スマトラ島アチェ

タイ・プーケット、５／２ｌタイ・バ

正直申し上げて今回の視察にあたっ

州沖合いで発生したＭ９．０規模の大

最終日近くになって、通訳の小寺

てはすでに発生から５カ月を経ている

懸命に交渉し、文字通り広い空港内を

さんが毎議員の方ってダフですねえ～」

とはいえ、治安や衛生面に問題はない

ンコク、５／３ｌマレーシア・クアラ

と疲れ果てたように嘆息されたの

のか、また３月羽日にもスマトラ島沖

地震およびそれに伴う大津波による被

が印象的でした。枕が違うと寝ら

合い２００Ｍ、深さ釦、においてマグ

ドタバタ走り回って何とか約１時間遅

れないなどというデリケートな御

ニチュード８．５の地震があり、北ス

ルンプール、５／４ｌインドネシア・

仁は命の保証がありませんＰそ

マトラ州のニァス島を中心に死者１０

災地域を視察いたしました。今回はマ

れにしてもお二人の大先輩の人口

００人規模の被害が出ているが余震の

れで別の便にて出発できました。出端

問題に対する情熱と行動力にはた

恐れはないのか、といったような心配

メダン、５／｜・インドネシア・ジャ

だただ脱帽です。

レーシアのプーケットおよびインドネ

しい日本｣等がある。

を挫かれるような、先が案じられるよ

民主党役員室次長。

カルタ）を転々としながら視察および

著書に｢ニュージーランド行革物語｣、「新

シアのパンダ・アチェが中心です（地

会委員、衆議院決算行政監視委員会理事、

うなスタートでした。

卒業、松下政経塾・東京事務所長。平成
５年初当選、平成12年再当選、平成15年
総選挙で３回目の当選。衆議院環境委員

ヒアリングを続けました（日程表参照）。

●長浜博行(なが'よまひろゆき）

図および日程表参照）。ご覧いただけれ
1958年生まれ。早稲田大学政治経済学部
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ることが大切と考えました。日本をは

聞くことによって正確な状況を認識す

現場に自分の足で立ち、目で見、耳で

が、私はよくわからないからこそ現地

風説の流布、という言葉があります

昼食を取る時間はありません。車中で

地（１００ｍほど北）に向かいました。

ちの乗った車は物凄いスピードで被災

クシデントの遅れを取り戻すべく私た

るのかもしれません。バンコクでのア

戻すことこそが復興対策との考えによ

リゾートであるこの地に観光客を取り

述しますが、国際的にも有名なビーチ

施設は見られませんでした。これは後

内では津波を想起させるような特別な

県他３県において被災者への生活環境

塑万ドルの資金供与を受け、パンニャ

間の安全保障無償資金協力」により約

した。ＷＶＦはわが国の「草の根・人

事もなかったかのように営業していま

たようです。周辺の商店、飲食店も何

チのホテルではほとんど被害がなかっ

が宿泊した空港より南にあるパトンビー

まうものもあったようですが、私たち

津波に呑み込まれたように錯覚してし

ＴＶ等の報道を見ていると島全体が

lii

しトプはのたをて活の援善援る行環が
、に｜無飛でか理いかよ金意活復つ境過

空着ケ事行すつ解るさうがの動興て下酷
港陸ツに磯゜たしかれにど義、支いでな

が知人から寄せられました。

じめ世界各国から多くのボランティア

なま温かい？サンドイッチを食べな

被災された方々は家族を失い、住む

整備や物資供与等の総合的支援プロジェ

うな、崖の浸食、道路を越えて打ち上

家を失い、食料・水を失い、そして生

がらＵＮＦＰＡ（国連人口基金）とＷ

げられた船舶が散見されるようになり

きる希望さえ失いかねません。私たち

クトを行っています。リーダーの女性

ました。被災の状況は海岸の形状、植

は生計の糧となるように日本国および

ＶＦ（ワールドヴィジョン財団）の方

栽等によってもかなり違いがあるよう

国民を代表して漁具の贈呈を行いまし

は行動的で情熱と使命感をもって活動

でした。プーケット島にはいくつもの

た（写真２参照）。彼らの瞳の輝きから

から状況説明を受けました。｜時間ほ

地元の方々が生活をする集落および観

自らの力で復興を成し遂げる強い意志

されていました。

光客が滞在するリゾートホテル群が点

を感じました。また数百軒の仮設住宅

ど走ると津波の大きさが想像できるよ

在していますので、立地の場所によっ

が建てられていましたが、何しろ高温

多湿なため生活するのは大変です。高

て全く被害に遭ってないところもあり
ます。

2７

写真２日本国および国民
を代表して漁具を贈る

写真３海に出ることの出
来ない海の民

真珠（真贋は定かではありませんが）

れてい

るといわ

万人はい

際には７

程だが実

は２万人

ている数

登録され

で正規に

この地域

法）移民ｌ

らの（不

ンマーか

ＶＦがＵＮＦＰＡの支援を受けてミヤ

リニックを視察しました。ここではＷ

翌日、日本政府の援助で作られたク

夫なようですが感染症対策も必要です。

整備することも課題です。現在は大丈

いる海の民（シージプシーと呼ばれて

うです。次にアンダマン海で生活して

る方法に切り替えなければならないよ

ひどく、今後は雨水を積極的に利用す

０～６００ｍなので塩害でダメージが

のは深さ釦、、海岸からの距離が５０

は井戸を使っていましたが平均的なも

飲料水も深刻な問題です。こちらで

マジメに述べられたのには驚きました。

らのお客さんも安心して来られる、と

と証明してほしい、そうすれば日本か

でも来てもらってオバケなんか出ない

で出ている始末なので日本から警察官

ていました。幽霊が出るといった噂ま

てくれないと話にならないと強調され

ているところなので観光客が戻ってき

事はプーケットは観光産業で成り立っ

庁舎を訪問し知事と会談しました。知

この視察に引き続き、プーケット県

時に魚を捕ろうとして出ていき被災し

がなかったため、引き潮状態になった

では、沿岸住民が大津波に対する知識

を行いました。ペナン島やランカウイ

シア関係議員と災害対策について懇談

関するアジア議員フォーラム）マレー

大臣およびＡＦＰＰＤ（人口と開発に

を訪問し、上院議長室で議長、内閣府

翌３日にはクアラルンプールで国会

説明を受けました。

災国へとの申し出がなされたこと等の

協力はより深刻な被害を受けた他の被

キァット外相より日本からの無償資金

８日に町村外相が訪夕イした際にスラ

ＮＧＯに頼らざるをえないこと、１月

ンが弱く、ＷＶＦのような経験豊富な

市町村レベルでの行政がオペレーショ

務所長から、援助資金が出ても末端の

日本大使館で公使ならびにＪＩＣＡ事

昼過ぎのフライトでバンコクに入り、

ケアをはじめとして医療サービスを行っ

るｌに対

いる）にもお会いしました（写真３）．

たようでした。子どもたちへの教育の

床式にしたり、通風を考えなければな

してリプ

漁猟中心のライフスタイルのため津波

大切さを感じました。また、日本大使

を売ったりしていました。

ロダク

により生活基盤が崩壊してしまいまし

館、ＪＩＣＡ、ＵＮＦＰＡ、ＵＮＨＣ

ていました。

テイブ・

た。漁具の修復等の援助が急務です。

りません。トイレや水浴・洗濯場などを

ヘルス．

2８

スマトラ沖大地霞・津波被害における緊急支援議員視察プログラム

写真４パンダ・アチェ
の市街地。瓦礫の山はそ
こに街があったなど考え
られない

ラッカ海

０万人、インドネシア第３の都市でマ

を占める）最大の都市であり人口２０

の１．３倍、この国の国士面積の妬％

際緊急援助（医療・感染症・ＰＴＳＤ）

に届けた）、二国間の無償資金協力、国

ンガポールで備蓄していたものを釦日

資供与（テント、毛布、発電機等をシ

夜、総領事館でわが国の緊急援助物

て外国人が訪れることは厳しく規制さ

被災前は文民非常事態宣言が発せられ

によるＧＡＭの掃討作戦は続いており、

突に遭遇しないとも限りません。政府

武装組織ＧＡＭと治安当局との武力衝

もしれませんし、アチェ独立を目指す

現地での宿泊は困難とのことでしたの

峡の要衝

チーム参加、自衛隊による援助物資輸

れていました。

皿月泌日の大地震・津波発生直後はこ

でもあり

送作業や応急医療・防疫活動等につい

アチェ人は多民族国家インドネシア

で夕刻ジャカルタへ出発するまでの数

ます。か

て報告があり、総領事以下わずかな人

の中で最もイスラム信仰の熱心なとこ

こが海外からの救援物資の受け入れ窓

つてはア

員で混乱を極める中、奮闘努力された

ろであり、その教えに基づき激しい闘

Ｒ（国連高等難民弁務官事務所）との

サハン・

様子が理解できました。また日本のＮ

いと抵抗の歴史をもつ誇り高い人々な

時間で被災状況および復興作業を視察

プロジェ

ＧＯ（ピース・ウインズ・ジャパン）

のです。従前よりこの国の歴史・文化

意見交換を行い、４日午後にインドネ

クト建設

は躯日には早くも現地に入り救援活動

にいささかの関心をもっていた私とし

口となりアチェなどの被災地へ随時搬

のため多

を開始し、現在は、復興作業および自

ては不思議な緊張を感じたのは事実で

シアのメダンに到着しました。ここは

くの日本

立のための雇用（日当３万ルピアⅡ約

す。更に乗るべき飛行機が到着しない

しなければなりません。余震もあるか

人が訪れ、

４００円）も積極的に行っているとの

のです（ジャカルターメダンーバンダ・

送が行われていたようです。

日本人学

ことでした。

スマトラ島（島といっても面積は日本

校もあっ

キといった感じでしょうか。滑走路近

アチェ）。イライラというよりはドキド
インドネシアでは「キリスト昇天祭」

くで空を見上げながら一時間余り待ち

５月５日、日本では「こどもの日」、
すが、現

という祝祭日。いよいよナングル・ア

たようで

在在留邦

ました。青空の中に機体が見えた時、

アチエヘの一扉が開かれました。

チェ・ダルサラム州の州都であるパン
ダ・アチェに飛びます。諸般の事情で

人は数十

人の僅礒

2９

写真５海岸から３km余の
奥地に打ち上げられた船

＃

着陸までの窓の景色は特に変わった

まずはＪＩＣＡの現地事務所に向か

たバッグを贈呈させていただきました。

んでいただいている衛生キットの入っ

とです。テント張りの仮設住居も訪問

港に入るとまさにここは別世界。自動

いました。途中、身元が判明しない遺

クリニックや病院では医師とともに

有視界飛行で雛発着していたようでし

小銃のような火器を持っている兵士か

体を埋めた（火葬はしません）広い空

看護師や助産師の方々がリプロダクテイ

しました。被災された皆様から大変喜

警察官が出入り口に立っています。狭

き地がありました。合掌しながら人的

ブ・ヘルスやメンタル・サポート、カ

た。むろん現在は違います。

い駐車場にはＵＮや赤十字、各種ＮＧ

被害（パンダ・アチェ市の人口は約妬

ところはなかったのですが、小さな空

Ｏのマークの付いた車が身動きできな

ウンセリング等に積極的に活動されて

れると信じます。時間的な制約もあり

万人、死亡および行方不明者は７万人。

車窓からの光景は想像を絶するもの

私たちを乗せた車は荒涼とした光景を

いほど詰まっています。便数の少ない

なったの

でした。すでに４カ月を経ていますの

後に一路ジャカルタへの飛行機が待つ

いました。復興への道のりは長く険し

でしょ房Ｚ

で遺体や異臭があるわけではないので

空港へ急ぎました。

実に３割弱の人口が失われた）の壮絶

この空港

すが瓦礫の山と化した市街地はまさに

今回の視察を通して自然の猛威の恐

ところで

は以前は

廃轤（写真４）。津波の高さは北岸でｎｍ

ろしさ、想定外の事態への対応の困難

いものと恩わざるをえません。しかし

航空管制

以上、インド洋に面した西岸で卯、との

さ、そして天災は忘れた頃にやって来

さを実感しました。その後、ＵＮＦＰ

システム

こと。海岸から２ｍくらいは建物が消

るということを本当に痛感しました。

すから関

がなく、

失、４ｍまで津波は押し寄せた模様。信

｜体、日本で起こった場合……、紙

世界各国からの支援と忍耐強いアチェ

滑走路内

じられないことですが、海上の発電所と

面の関係でひとまず筆を置かせていた

Ａ事務所でカレー弁当を食べながら説

に牛が

も言うべき重さ２千トンの巨大な鋼鉄

だきます。このプログラムを実施する

係者の迎

入ってき

の船が陸地の奥深く３ｍを越えるとこ

にあたりご尽力いただきました関係者

の人々の努力で必ずや街の再建がなさ

ていない

ろまで打ち上げられているのです（写

の皆様に衷心より感謝申し上げます。

明を受け、被災地視察に出ました。

かを確認

真５）。まさにわが目を疑うとはこのこ

えが重

しながら

3０

は、４日間にわたって国際協力機構（Ｊ

ス、ＨＩＶ／エイズ、地雷除去・リハ

の母子保健・リプロダクテイブ・ヘル

可母子保健病院（NMCHC）母子保健プロジェクト視察
く国際協力機構（JCA）＞

・プノンペン市浄水場（WPF）水道人材育成プロジェク
ト視察

５月３日脚

く国際協力機構（JICA）＞

プノンペン

･カンボジア地雷対策センター（CMAC）視察
`トウール・スレン刑務所博物館視察

．ＨⅣ/エイズプロジェクト/スラムでの青少年リプロダク
テイブ・ヘルス，ピアーエデュケーションプロジェク
ト視察

くNGO・ＷＯＭＥＮ（ＷｏｍｅｎOrganizationforModern

Economy＆Nursing＞

５月４日嗣
プノンペン

･ムエン・サム・アンCAPP､議長､ペン・パンニャ副議
長、シソワット・サンタ副議長と会合
･保健大臣表敬訪問

※CAPP、：人口と開発に関するカンボジア議員連盟

した（日程表参照）。

国連人口基金やカンボジ

ア家族計画協会が支援する

病院やクリニックでは、１

９９４年の国際人口開発会

議（カイロ会議）で打ち出

されたりプロダクティブ・

ヘルス／ライッ（性と生殖

に関する健康と権利）の徹

底と、また最近は特にこう

した考えが医師や看護師、

患者の実際の行動を変える

（ＢＣＣ）が重視されている

ことがわかった。

しかし実際には建物が立

派でも、医者や看護師の不

３１

カンボジアに援口■助ロ実態ｗを■観る。

ＡＰＤＡ会議に出席した国会議員の

ビリなどのプロジェクトサイトを見学

センターノライブラリープロジエクト視察
くカンボジア家族計画協会（RHAC）＞

ＩＣＡ）や国連人口基金（ＵＮＦＰＡ『

・リプロダクテイプヘルス・クリニックサービス/ユース

うち武山百合子、海江田万里、生方幸

翻りツル澪獺9:V鯛鰄＆

国際ＮＧＯが支援するカンボジア国内

・周産期/母性保護プロジェクト視察(クララン病院地区）
＜国連人口基金（UNFPA）＞

夫の各衆議院議員（いずれも民主党）

カンボジア国内視察日程
~￣

３日の命と言われる釦歳そこそこの女

この世の地獄を見る思いがした。あと

むエイズに感染した女性たちの境遇に、

リーダーが案内してくれたスラムに住

プノンペンのＮＧＯ・ＷＯＭＥＮの

としてこうした課題が大きいことが実

てから久しいが、カンボジアでは依然

フトへの転換が強調されるようになっ

発途上国に対する援助のハードからソ

ずれの施設でも課題となっている。開

足と低い報酬、医薬品の不備などがい

いということかも知れないと感じられ

ちいち個別の問題にかかわる余裕はな

かった。国全体のことを考えれば、い

すぐに対応を考えようという回答はな

「厳しい報告に感謝する」と答えたが、

て来たエイズ患者の窮状を報告したが、

たカンボジアの国会議員代表団に、見

日本の議員たちは、視察の最後に会っ

て追い立てられると訴える女性もいた。

いために家主から小屋に火をつけられ

るのだという。中には、家賃を払えな

ち主が月ｎドルもの家賃を請求してく

た。そういう女性たちにも、小屋の持

来が開けることを願わずにはいられな

アの民衆、特に子どもたちに明るい未

の侵入に翻弄され続けてきたカンボジ

に残る悲惨な内戦の傷跡と、外国から

プノンペンのトゥール・スレン刑務所

遅々たる歩みの対象が強く心に残った。

伴いながら進められている除去作業の

膨大な地雷の残存と、作業員の犠牲も

ジアの内戦の激しさを物語る多国籍で

を説明してくれたＣＭＡＣではカンボ

的であった。また地雷除去作業の実情

ラゥマの克服を強調していたのが印象

のリーダーが、精神的なリハビリ、ト

のリハビリテーションではベルギー人

員の１人が、ドル紙幣を１枚渡したが、

下痢の排便をするのだという。国会議

間の隅には穴があいており、そこから

を下さい」と哀願していた。狭い板の

らったとき、彼女は「もっときつい薬

プノンペンで成功を収めた浄水事業が

らも指摘されていたのが印象的だった。

強いリーダーシップがＪＩＣＡ職員か

たが、その要因として現地側責任者の

の浄水場事業は大きな成果をあげてい

プノンペンで視察したＪＩＣＡ支援

感された。

性の涙は見るに忍びなかった。ボラン

た。

それが役に立つことがあったのだろう

今後、開発の遅れている地方にどう普

崎美千生）

（アジア人口・開発協会事務局長尾

かった。

ティアの巡回介護者から下痢の薬をも

か。この報告書を認めている今、彼女

及されていくのか、まだほとんど進ん

シェムリァップにおける地雷被害者

の関心も集中していた。

でいない下水道の普及改善に国会議員

はもうこの世には存在しないだろう。

夫にエイズを感染させられ、子ども

を何人も抱えた女たちが何組も暗く、

狭い部屋でうずくまるように住んでい

3２

ガン篭ジァ憾察。

ﾊﾞｸﾞ

』

阪神淡路大震災と、中越地震の経験を

発表しました。多くの国から、日本が

経験したことを学びたい、という意見

が出され、中でもカンボジアの女性議

「第Ⅲ回人口と開発に関するアジア国
禿に関するアジア国回目は１９９８年、「アジア人口開発力

は女性の国会議員の発言が際立って積

方が共感、賛同しました。この会議で

員の目覚ましい積極的な発言に多くの

会議員会議」が、４月躯日から５月５
詮月躯日から５月５ンポジアプログラム」に参加、そして

に「女性の時代」の感を深めました。

生方幸夫、海江田万里、長浜博行各衆
幻里、長浜博行各衆ていました。また、ホテルの水道水も

い建造物に鷲情しました。その後、デ

ト遺跡を視察。歴史が残した素晴らし

会議後、世界遺産のアンコールワッ

議院議員、桜井新、清水嘉与子参議院
清水嘉与子参議院きれいになり、大きな商業ビルなども

コボコ道を２時間程行き、近郊の村を

飛行場の建物、待合室が立派になっ

議員、そして私、武山百合子（衆院）
典山百合子（衆院）建築され、商工業が活発になりつつあ

訪ね、行き着いたところは立派な病院

私は今回で３回目のカンボジア訪問。
［のカンボジア訪問。子・社会資本整備状況・人々の表情・

でした。世界各国の援助で建築されま

る津波被害対策を中心に活

した。特に、緊急時におけ

ての対応」というテーマで

復興における国会議員とし

おける人口ｌ社会・経済的

会議は、主に「緊急時に

思えない状況でありました。

ず、このような悪条件のところには医

いことです。これでは到底生活はでき

ルと聞きました。日本では考えられな

いう。医師一人の給料でさえ、約妬ド

なお、２００ドルを稼ぐことは困難と

般の人は収入が少なく、兼職をしても

０ドルが必要と言われていますが、｜

カンボジアでの生活費は一カ月２０

も見かけません。

発な議論が行われ、日本は

ら脱皮しているとはとても

したが、医師が足りず、看護師は一人

が出席しました。

る印象を受けました。しかし、町の様

名が参加した。日本からは、谷津義男、
がらは、谷津義男、

〕国、妬力国から別報告します。
開催され、アジアの国、妬力国から別

極的だったことが印象的でした。まさ

衆議院議員武山百合子

:７
７

日までカンボジアの首都プノンペンで
）首都プノンペンで３回目の今回、特に心に残ったことを

愚

最初は、１９９４年世界女性デー、２
〒世界女性デー、２生活等を見ると、まだまだ、最貧国か
・選医日本よ年在筆

。韓辮祉但柁檀静観』
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また、外から立派な救急車や、手術

ナショナル・地雷被害者リハビリテー

次に、ハンディーキャップインター

三○人のクラスに分けてエイズに対す

具などを使い、少人数のグループや二～

像や紙芝居を用いたり、実際に避妊用

クトが企画されていると言いますｂ映

室が見えましたが、ほとんど使われて

ションセンターを視察。目の前で四歳

る認識を深める教育が実施されていま

染者が２０００人もいるといいます。

いないような状態でした。また、去年

の少女が足を切断する宣告を受けてい

した。皆、幼い顔をしている純真な青

師として来る人がいません。

の統計によると、この村にはエイズ感

ました。１９７０年代から約加年続い

少年たちでした。

このあとシェムリアップ市を後に、

おり、そこにいた多くの子どもたちは、

言います。連日、田畑で負傷者が出て

たりましたが、下水道は戦争で破壊さ

ようやく日本の援助で上水道がゆきわ

首都プノンペンは人口約２００万人。

プノンペンに戻りました。

片足がなかったり、片手がなかったり

れたままです。

が、この子どもたちのお兄さんや、お

国の主な産業は農業ですが、農村地帯

まだまだ相当な時間がかかりそうです。

この国は、社会資本整備のために、
父さんとなって、突然の宣告で絶望的

では灌慨に必要な水が足りません。

ここでは井戸もなければ、トイレも

なく、電気もきていないところもまだ

にどうしたらいいか、エイズを正しく

ると、ここではエイズにならないため

族計画協会から話を聞いたところによ

ました。エイズについてカンボジア家

場所です。頭蓋骨や処刑の現場、処刑

言われているカンボジア人を処刑した

にかけてポル・ポト派が数百万人とも

所博物館は１９７０年から１９７５年

翌日に行ったトゥール・スレン刑務

たくさんあります。

理解させるためのいろいろなプロジェ

えているエイズ問題の深刻さを垣間見

次にエイズ問題ですが、この国が抱

いました。

な子どもたちの精神的な支えになって

元弁護士で釦歳のベルギー人の男性

で、本当に私は胸の痛む思いでした。

れて暴発、負傷もまた跡を断たないと

００万個と言われる地雷と不発弾に触

た内戦時に埋設された４００万から６

スラムでHlV/エイズについて子どもたちに教えるＮＧＯの若者たち－右から二人目が筆者
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列されていました。

５分前に撮ったといわれる写真等が陳

のがやっとであり「お金を頂戴」と何

した。彼らの収入は、１日１ドル稼ぐ

いをしたところ、大変有難いことに近々

会う機会を得たので、薬の支援のお願

６月８日には米国製薬工業会の人に

タイで会議があるので、そこで検討し

度も訴えられました。

彼らは「助けてくれ」と叫んでいる

がエイズにかかっていると言います。

カンボジア視察に参加した仲間でカ

１９９７年の統計では国民の３．９％

家族を失い、家も失い、身も心もすべ

去年のデーターでは１．９％に減った

ンボジアの人々の自立のために、私た

ようでした。国民同士で戦った結果、

てが壊れ、働く意欲も、国づくりにも

という統計ですが、依然として問題は

ち日本人が、これから何ができるか話

たいとお願いを受け入れてくれました。

力が入りませんでした。内戦後、魂年

深刻です。

し合った結果、予算編成の時、私たち

も経っているのに、依然として多くの

夫が外でエイズに感染し、奥さんに

が国連にカンボジア支援を強力に頼む

子どもたちの笑顔とは対照的に、カ

国民が十分な教育を受けられず、食べ

ンボジアの現状は過酷な生活を強いら

移され、結局生まれてきた子どももエ
一番懇願されたことは、薬が欲しい、

れている人たちが多く、また過去の悲

物も少なく、着る物もなく、職もなく、
のような状態を見て、カンボジア全て

衣類が欲しいということでした。しか

ことで認識が一致しました。

の国民が戦争の犠牲者だと思いました。

し、一度や二度、段ボール箱で薬や衣

惨な歴史を忘れてはならないと強く思

イズ、母子感染という悲惨さです。

まだ裁判が行われず、未だにうやむ

類を送ることはできても、継続して送

いました。がんばれカンボジアⅡ

まさに貧困そのものが続いており、こ

やの状態で大きな傷を引きずっていま

り続けることはなかなか困難です。
カンボジアから帰国早々の５月ｎ日、

すが、ようやく国連主導の裁判のかた
ちができつつあり、日本は裁判に約塑

議員懇談会会長の中山太郎議員に、深

生方議員とともにまず、国際人口問題

また１０００世帯が住んでいるスラ

刻なエイズ感染者に対する薬の支援と、

億円の援助を決定しました。
ムを訪問しました。釦度近い猛暑の中

そして翌週日に私は、埋設されてい

医師・看護婦の派遣を要請しました。
クにはエイズ感染者の家族も住んでい

る不発弾の処理について、大野防衛庁

で家もなく、井戸、トイレもないバラッ

ました。あと３日の命と宣告された刈

長官に、自衛隊が不発弾の処理に貢献
をして欲しい、と要請をしました。

歳の若い母親や、夫婦と子ども３人全
員がエイズ感染者という家族に会いま

3５
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カンボジアで開かれた「第幻回人口

夫J1ゾ

はパネルディスカッションに日本を代

表して出席、約巧分間にわたって演説

をし、その後、各国からの質問を受け

ました。パ、ネルディスカッションには

５カ国５人がパネラーとして参加しま

した。

における国会議員の役割」をテーマに

国々から里人の議員が参加し、「緊急時

ランド、インド、カザフスタンなどの

Ｎ諸国、オーストラリア、ニュージー

ア、タイ、マレーシアなどのＡＳＥＡ

日本以外では中国、韓国やインドネシ

江田万里さんなど６名が参加しました。

の他自民党の桜井新さんや民主党の海

て会議が開かれました。日本からは私

ンのインターコンチ、ネンタルホテルに

日～釦日の２日にわたってｌプノンペ

会議長代行主催の夕食会に参加。翌羽

ンに到着、直ちに、ヘン・サムリン国

夕方の便でカンボジアの首都プノンペ

京を出発し、午後タイのバンコク着、

に参加をしてきました。４月銘日に東

が果たす役割と途上国の議員が果たす

が果たす役割といっても、日本の議員

ごく少数です。それだけに、国会議員

り、日頃から防災訓練をしている国は

うに災害に備えて食品を備蓄していた

は様々な国が参加しており、日本のよ

であるとの提言を行いました。会議に

して１年ないし２年たったら使うべき

あれば、その分を国際的な援助物資と

と説明し、ほとんどが廃棄されるので

的に廃棄処分されるのが現状である、

品について一定の年限がくると自動

地震などに備えて備蓄している携帯食

ました。また、各都道府県や市町村で

をこれから付ける予定だという話をし

保するために携帯電話に緊急連絡装置

に国会議員同士や役所との連絡網を確

私は日本では緊急事態が起こった時

２日間にわたって活発な議論を繰り広

と開発に関するアジア国会議員会議」

げました。私は初日に１度、２日目に
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スラムと近代化ビル

〔右頁・写真〕

『-￣

れていましたので、あまり期待をして

役割は自ら違ってきます。必然的に日した。日本ではアンコールワットは戦
本からは援助をする話、途上国からは禍によって激しく破壊されたと報道さ
援助を受ける話が中心となりました。

０年以上たった今日、カンボジアにとっ

てアンコールワットは、本当に貴重な

観光資源となっています。この遺跡１

つで世界中からたくさんの人を集める

ことができます。シェムリアップは、

会議は午前９時から始まり、午後６いなかったのですが、実際は壁面に掘

建設中でした。ホテルを建てる仕事、

時まで２日間行われましたが、実にまられたヒンズー教の神々の像など、た

ホテルで働く仕事、ガイドの仕事、土

ホテルラッシュでたくさんのホテルが

産物屋さん、土産を作る仕事など、あ

じめにほとんど全ての議員が発言をしくさん残っており、驚きました。

言しましたが、国際会議ではとりわけ、たことがありますが、アンコールワッ

りとあらゆる仕事がアンコールワット

私はインドのタージマハールにも行っ

自分の意見をしっかりと述べることが卜に、より魅力を感じました。アンコー

ました。つい先日もＩＰＵの会議で発

ルワットは、世紀前半に建てられたも

から生まれます。⑫世紀の苦労がｎ世

大事だと実感しました。

のですが、その後、歴史上から姿を梢

共事業として働き場所を提供するため

エジプトのピラミッドは、王様が公

紀になって報われているわけです。

０ｍほど離れたシェムリアップというれを１８６０年にフランスの植物学者

会議終了後、プノンペンから約３０し、密林の中に埋もれていました。そ
町に行きました。ここはアンコールワッが発見、世界に知られる存在となりま

●生方幸夫(うぶかたゆきお）

1996年10月に衆議院議員に初出馬初当選、

2000年２期連続当選、2003年３期連続当
選を果たす。現在、議員運営委員会理事、
ネクストキャピネット政治改革担当統括

副大臣｡主な著轡は｢情報革命｣、「会社の
しくみがわかる本｣、「Ｊリーグの経済学｣、
｢日本企業転落の日上「銀行vs証券｣など。

し設うらぞまなで
しれ主かれかす額す

かまの゜たし゜だか
しせ王きのた当つら

、ん様つでく時た、
そ。をとはさのろ建
れ恨苦なん人う築
か
ん労い税たと費
らだしで金ち想は
８か、しを｝ま像大
０１）建よ取さし変

トの遺跡の復興の支援を行い、今のよ

フランス、中国などがアンコールワッ

和となりました。内戦終了後、日本、

カンボジアは内戦も終了し、今は平

したことになります。

数千年後の子孫に大きなプレゼントを

が出ているとも聞きました。ここでも

は造れないというところから、この説

や仕事をしたのではあれほどの建築物

に行ったという説があります。いやい

1947年生まれ。早稲田大学第一文学部卒、
読売新聞記者を経て、独立。経済評論家
として講演活動を行い、５０冊以上の著作
を出版、産業能率短期大学講師も務める。

ｎ世紀にこれだけのものを造ったの

卜で有名な町です。着いた日にアンコーした。

●星『」’一●；

トぞご一》・毎．

うな状態にまで復活したと聞きました。
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ルワットとアンコールトムを見学しま

!=

ス、ドイツなどから多数の観光
ス、ドイツなどから多数の観光客が諾

には日本をはじめ韓国、中国、フラン

私が行った時にも、アンコールワット

あります。したがって、医師や教師な

を集中的に殺害したという暗い歴史が

カンボジアではポルポト時代に知識人

いるとのことでした。患者の方も１回
とでした。患者の方も１回

を含めて２万５千人の健康を管理して

人しかいないこの病院の医者が周辺部

乾期で一年中で一番暑い季節と

００リアルで約酪円）の診

大人１０００リアル（１０

につき子ども５００リアル、

いうことで、日中の気温は蛆度

療費が高くて払えない人が

めかけていました。５月までは

ぐらいまで上がる中、汗だくで

多いとのことでした。

この病院には立派な救急

車が配備されていました。

しかし、その救急車はシャッ

ターのおりた車庫に入れら

れており、あまり活躍して

いるようには見えませんで

した。日本のように救急救

命士がいるわけではありま

せんし、道がでこぼこでこ

こに急病人を入れて搬送し

たら振動でもっと具合が悪

くなってしまう危険性もあ

ります。救急車を援助した

この病院の副医院長も月額妬ドルしか

せん。医者といえども例外ではなく、

まって、医者の数が足りず、わずか６

さらに、医者の給料が少ないことも相

どが極端に不足しているといいます。

ほうが役に立つことがあることを実感

よりも、不足している医薬品を贈った

ていないはずです。高い救急車を贈る

側にはこうした事情はわかつ

給料をもらっていないとのことでした。

００ドル、約３万円しかありま

から１人当たりの国民所得は３

カンボジアは開発途上国です

た。

設備がないという酷い状態でし

かっているだけで部屋の中には

が、集中治療室とか看板だけか

つぐらい病棟が立っていました

となりました。病院は一応、７

途中からは未舗装のがたがた道

れた道路が通じていましたが、

察しました。途中までは舗装さ

時間ほどかけて郊外の病院を視

翌日はシェムリアップから２

見学をしました。

エイズの子どもたち

3８
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市内に戻って地雷で負傷した人の義

のでした。それにもかかわらずマフィ

人が住めるような状態ではない酷いも

さんにも会いました。スラムはとても

り自分も余命幾ばくもない女性の患者

足を作り、社会復帰の手伝いをしてい

アが６～ｎドルもの家賃を取り立てて

しました。

る施設を見学しました。カンボジアに

先進国ではＨＩＶに感染してもエイ

は未だに人口（約１３７５万人）（２０

に毎日のように地雷を踏んで負傷者が

ズの発症を抑える薬があります。しか

いるというのを聞き、暗潅たる気分に

出ているといいます。被害者には子ど

し非常に値段が高く、開発途上国では

０５年推計）の４分の１くらいの数の

もが多く、悲惨な状況でした。しかし、

ＨＩＶ感染が即、死を意味します。国

なりました。

ベルギーから来ている元弁護士の若い

連で一括して製薬会社から特許を買い、

地雷が埋まっているとのことで、未だ

人が熱心にリハビリに取り組んでいる

安い値段で開発途上国にも薬が回るよ
うにするべきだと私は思いました。こ

姿に感心しました。

翌日はプノンペンに戻り、ポル・ポ

れは今後、日本の国会議員にも働きか
以上、駆け足ですが、報告とします。

ト政権によって２万人以上の虐殺が行
見学しました。中学校をそのまま刑務

また、後日詳しい報告をいたしますの

けていきたいと思います。

所にした施設がそのまま残されていま

で、ご期待下さい。

われたトゥールスレン刑務所博物館を

した。あまりの残虐さと人間の悪意の
強さに気分が悪くなりました。

最終日にはプノンペンのスラム街を

訪ねました。ボランティアでエイズ患

3９

者を支援している人に案内してもらい
ました。｜家全員がエイズ患者である

家庭とか、すでに夫がエイズで亡くな
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力IijiFlliJL歸二ｼﾞア
■--缶ｷｰへ

ｻﾞ雷ii琵讓蘂蕊蕊』

号

の後カンボジアのごく一部の地方を訪

問した感想の断片をそのまま綴ったメ

モのようなものだと考えていただきた

い。

その上で、プノンペンでのＡＰＤＡ

の会議自体は、たいそうよく準備され

ていた。ひとえに事務局の皆さんの事

大量殺裁の印象があま

社会・経済的復興における国会議員と

テーマは「緊急時における人口問題ｌ

前の手配のおかげだと感謝している。

りにも強すぎて、しか

しての対応」という難しい課題であっ

５月２日までの日程で、

も初めての訪問とあっ

たが、ＵＮＦＰＡ（国連人口基金）の

国会議員だけをとっても珀力国から別

て、今回のような短い

スタッフ、アドバイザーのリードもあっ

ＡＰＤＡプノンペン会

日程ではとてもとても

て、多角的な角度から掘り下げた議論

名が参加し、２泊３日でほとんどホテ

カンボジアについて理

ができたと思っている。議論の詳しい

議とカンボジアの国内

解が深まったなどとは

報告は別稿に譲るとして、私自身考え

ルに缶詰状態で１つのテーマについて

言えない状態が帰国し

させられたことは、特に日本の場合、

視察に行ってきた。私

て一カ月近くたった今

政府が国連や直接災害に遭った現地に

語り合えたこと自体、この会議の大き

も続いている。だから

多額の（もちろん会議に参加した他国

にとってカンボジアは、

この短文は、私が今回

と比較して相対的に）援助を行ってい

な成果であったと思う。

の会議に参加して、そ

あのポル・ポト政権の

２００５年４月泌日～

衆議院議員海江田万里

左から３番目が筆者

シェムリアップ郊外の病院で話を聞く視察団
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カンボジア報告

いわばＮＧＯの１つのカテゴリーとし

て、私は政府の援助や支援は別にして

いう点である。今回の会議参加を通じ

援活動に熱心でなかったのでは？と

るので、国会議員レベルでの援助や支

ル・ルージュの支配の日々を１日刻み

年４月Ⅳ日～ね年１月６日までのクメー

嘔日」という表現をするが、１９７５

ノンペンの人々はよく「３年８カ月と

なっているといってもいいだろう。プ

日本で余った医薬品を送る準備をして

だと聞いて、現在仲間を募って現地に

ではのどから手が出るほど欲しい薬品

しにしている風邪薬や胃腸薬でも現地

にかかって、飲みきれずにほったらか

とんどない現実も知った。我々が医者

は政府やＮＧＯが世界に援助の手を差

で覚えていることから、あの時代の悲
実は、私は特にお願いして、半日ア

し伸べているので、何かそれだけで日

いるところだ。先程も書いたが、日本

ンコールワットの遺跡を見学する機会

本人は国際的な責務を果たしたかのよ

ての国会議員として、例えばインド洋

を得たが、予想に反して修復が進んで

うな錯覚にとらわれがちだが、｜国会

惨さが伝わってくる。

プノンペンではごく短い時間、市内

いることに半分びっくりしたやら、安

議員としてできることは何か？そう

大津波に対して何をしなければならな

を一回りしたが、やはりポル・ポト時

堵したやらである。アンコールワット

した責務を十全に果たしているか？

かったのかということを考えさせられ

代の殺戴の傷跡が深く人々の心に残っ

の所在地はクメール・ルージュの根拠

考えさせられた短いカンボジアの旅で

た。

ているという印象だ。参加したカンボ

地になった場所でもあり、破壊の極み

援助も多く、少なくともクメー

ル・ルージュの破壊の後は修復
されていた。

ただ、アンコールワットから
車で２時間近くのシェムリァッ

プ病院を訪ねて驚いたが、病院

の建物はまずまずのものが建ち
あがっていたが、肝心の医療機

器はもちろんのこと医薬品がほ

4１

ジアの国会議員はもちろんガイドの力

りネクストキャピネット経済産業大臣。

あった。

ピネット厚生労働大臣就任。同年９月よ

にあると考えていたが、世界中から観

成に参画｡2004年５月に民主党ネクストキヤ

にしろ、プノンペン在住の人は皆あの

年衆議院議員初当選。1996年、民主党結

光客が押し寄せ、日本やドイツなどの

●海江田万里(かいえだばんり）

時代に肉親や親族の誰かが必ず犠牲に
1949年生まれ。経済評論家としてＴＶ、
ラジオ、新聞、雑誌などで活躍後、１９９３

／､

9毬

地口■球温暖化を考える
ｴノ 蟻
○鯵●地球ｼグナノ
露
壇

Ｅ

みた。他方政治レベルでも兜年の

で科学的国際会議も累次の進展を

爾来四半世紀を越える時間軸の中

の第１回世界気候会議といえる。

う形で展開したのは、１９７９年

対応という前歴や中東問題への国

にはかつての国際連盟への拒否的

る。アメリカの国際的行動の疑問

アメリカの議定書からの離脱であ

最大の温暖化ガスの排出国である

との期待は必ずしも大きくない。

無条件に光明を見ることができる

地球サミットを契機として従前の

連軽視の動向などを指摘しないわ

地球温暖化論争が国際会議とい

公害問題を遥かに上回る国境を越

けにはいかない。それも、開発途

されていないという批判もさるこ

える課題としての地球環境問題が
すでに厄年のローマクラブの「成

とながら、長大時間軸の中で釦世

上国への排出削減義務づけが付与
長の限界」レポートで一石は投じ

紀の産業発展の地球温暖化との因

展開を始めた。

られてはいたが、近年は科学的認

たしかに卯世紀以来の人類の科

果関係は必ずしも実証されていな

問題意識の前進と実践的性格を強

学的認識は技術の急速な発展を背

識の国際的共有化をバックとした

める動きとしての政治的取り組み

景として宇宙創成、地球発達の解

いとする一見科学的認識に裏付け

は展開している。温暖化ガスの排

明は進んでいる。相対性理論や量

ものであるだけに、楽観悲観のふ

出削減を先進国に義務づけた２０

子力学の成果も評価してあまりあ

された反対論があることである。

０７年の京都議定書の発効は、国

るであろう。たまたま国際物理年

れが絶無といえないものの着実な

際社会の確たる動きの第一歩と評

と称される時期を迎えていること

も因縁めく。しかし未知の領域が

価されるゆえんである。

しかし、人類の共同行動の先に
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地球シグナル

いであろう。

ると断定するには問題なしとしな

あまねく明らかにされつくしてい

発達の現実である。地球温暖化が

知の領域が提示されるのも科学の

開拓される一方で、より大きな未

歩の成果でもある科学的認識とし

味しており、それこそが人類の進

部であるという現実そのものを意

与していることは人類も自然の一

が環境悪化の阻止ないし緩和に寄

化の一方で、同じ人類の対応行動

に働きかけた結果としての環境悪

遅延しているというジレンマに似

行し、望まれる人工臓器の開発が

で寿命維持のための臓器移植が先

に疑念なしとしない。医学の領域

提起されているが、その効果期待

権の取り引きという現実的対策が

い。京都議定書で温暖化ガス排出

しかしながら人類の認識の限界

て先進国から開発途上国への技術

壊への対応としてのフロンガス規

変化の諸現象の中でオゾン層の破

は別の問題であろう。すでに環境

否定の合理化に結びつけることと

ものに他ならない。別世紀以来の

対応すべきとする考えを表明した

問題が長大な時間軸を前提として

取り込むべきとしたのも地球環境

ガス排出の責任に歴史的な見地を

る「先進国責任論」が、温室効果

京会議の宣言の中で述べられてい

地球サミット１年前の皿年の北

が問われているとされている。そ

組織（国家など）の倫理のあり方

その中では個人の倫理に止まらず

術関連として認識すべきであり、

によれば環境は自然だけでなく技

ろのエコ・エティカ（生圏倫理学）

哲学者今道友信教授に続くとこ

移転がどのような影響を受けるか

制など限られた範囲ながらも国際

産業の発展、技術の展開の環境へ

れが先進国・途上国の環境対策対

を温暖化対応への国際的連帯行動

的連帯行動の効果をみている分野

の波及の解明は長期課題であった

立を解く鍵であるといえるのでは

●降矢憲一(ふるやけんいち）

究所次長、日本大学経済学部教授、細長

である。

もないわけではない。人類が自然

が、これへの対応は人類の命運を
る。この超大事業のコスト負担が

問題となるが成長抑制という機会

4３

て共有されつつあるのである。

Ｌ－－｢二mA壜二二一…=＿…二.L~=………

ないか。

寿社会文化協会理事長などを歴任、現在
㈱日本家庭研究協会常務理事。

；

費用の問題を含むことによる共通
認識の形成の困難性は無視できな

：

かけた遥かに長大な共通課題であ

東京大学経済学部卒。経済企画庁経済研

昨今、若者の性病感染、性暴力、中あるが、これは少子化、ＨＩＶ／エイ

参加議員は以下の通り。

ｏ呼びかけ人

清水嘉与子参議院議員

黒岩宇洋参議院議員

（卯音順）

（国際問題議員懇談会事務総長）

能勢和子衆議院議員

絶といった性行動が大きな社会問題とズにも関わる深刻な問題である。５月
なっている。日本では性や性教育に関⑫日、この問題に対する国会議員の関

小宮山洋子衆議院議員

（女性部会副部会長）
野知惠子部会長）は、性医学

（女性部会副部会長）

棚日本家族計画協会会長を講

○参加議員

の第一人者である松本清一・

わる問題はとかくタブー視されがちで心と理解を深めようと、女性部会（南
と理解を深めようと、女性部会（南

匡声

師に迎え、女性部会を開催し

玄葉光一郎衆議院議員

生方幸夫衆議院議員

甥た。司会は小宮山洋子・副部
藍会長が務め、参加議員のうち
籍半数以上を男性議員が占め、
鍼女性議員を喜ばせた。

須藤浩衆議院議員

福島豊衆議院議員

で

ムマ年、懇談会は４つの部会

壼明

竈（女性問題部会、国際協力部会、

増子輝彦衆議院議員

円より子参議院議員

の

長国内対策部〈君地球規模問題

鑑部会）の活性化を目標に掲げ

森山眞弓衆議院議員

副

山際大志郎衆議院議員

山ている。この日の女性部会は、

棺国会の日程の都合で１時間で
終了したが、もっと話を聞き
たいという声も上がった。
（恒川）
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性の

女性の健康と少子化をめぐって

ルプランをはじめ、様々な対策が講じ

しており、１９９４年ころからエンゼ

復不能に陥るような深刻な事態に直面

わが国の少子化は、このままでは回

９９５年の国連の世界人口開発会議で

すことが必要であり、そしてそれは１

として、豊かな共生社会の実現を目指

互に尊敬しあう対等な男女関係を基本

や育児の問題を包括的に取り扱い、相

手先の対策ではなく、広く女性の健康

ことを示している。そのため単なる小

母親の心臓の音や血の流れは心地よい

体からの動きを触覚刺激として感じ、

皮層は常に羊水を通して増幅された母

伝わり、胎児も興奮する。また胎児の

親が興奮すればアドレナリンが胎児に

の強い影響を受けながら発育する。母

はまさに一体であり、胎児は母体から

親の体内で成長する９カ月間、母と子

松本清一

られ，２００１年からは『健やか親子

世界各国の合意によって国際的に推進

音として感じる。妊娠７，８カ月以後

日本家族計画協会会長

Ⅲ」の国民運動も進められているが、

されている「性と生殖の健康／権利」

は周囲の外界の音もよく聞こえる。

１はじめに

その効果はまだ全く認められていない。

出産の時には、子宮の収縮が胎児に

とって最初の優しい愛撫や皮膚刺激に
育児は人類が健全に発展してゆくた

ように生まれてくる新生児を活性化す

皮膚の神経が刺激され、マツサージの

なり、子宮に抱き締められることで、

めの基礎であり、家族や社会の全ての

るという。

２育児とは

人々がその役割を正しく評価し、尊重

し、子どもが健やかに生まれ育つ環境
づくりに努めなければならない．

育児は胎児期から始まる。胎児が母

4５

の実現を目指すことでもある。
東大医学部卒。関東逓信病院産婦人科部
長、自治医科大学付属病院長などを経て、
現在群馬大学名誉教授、自治医科大学名
誉教授。日本思春期学会、日本母性衛生
学会、日本性医学学会各名誉理事長。社
団法人日本家族計画協会会長。

このことは問題の背景が極めて複雑な

●松本清一(まつもとせいいち）

Ｓ母と子の絆の形成
母と子の相互作用はすでに胎児期か
ら一体感や同調性によって準備されて

首まで移動して
吸い始めたとい
う報告もある。

４父親

感が得られた子どもは心が安定し、心

父親の役割も近

育児に対する

の役割

身共に健全に発達する。また同時に、

年重視されるよ

にある種の介入

ひきこもり､無気
力症など

子どもの健康や精神
発達の障害

いるが、出産によって身体的に母親か
ら離れた新生児は改めて母との心によ

母親の母性愛の発達を促し、かつ出産

うになった。父

る結びつきを必要とし、心理的な一体

後の回復を早める。

安全の感情をもたらす。その他、母と

をして、母子の

親に求められる

子が見つめ合う、お互いの声を聞くこ

一体感を破って

そのような母子の行動生理学的な相

と、また臭覚、味覚などを介して相互

他者の存在を知

最も重要な役割

作用が生じる。新生児は五感のいずれ

らせ、子どもが

互作用が成立するためには、母と子の

も十分に発達しており、胎児の時に聞

他者に接して、

は、幼児期以降、

いた声と同じ声を聞くことによって安

一人で社会生活

スキンシップが重要で、生まれてすぐ

心したり、母親の顔を確かめたり、母

ができるように、

母と子の強い絆

の体臭を識別できたりする。出産直後

社会の規範を教

育児に関する伝
承の欠如

誕生の家族
からの分離

少
上

の肌と肌の触れ合いは新生児に安心と

に新生児を母親のお腹の上に傭せに置

えることである。

う乙隷

くと、初乳の匂いに引かれて自分で乳

妊娠分娩の
病的とらえ

方

家庭分娩か
ら施設内分
娩への移行

妊産婦死亡周
産期死亡の減

異常の早期
発見早期治
療
妊産婦の医
学管理の向

妊娠に対する不

安の助長

育児ノイローゼ

生命尊重や母性意識
発達の阻害

家庭分娩から施設内分娩への移行によって招来された種々の問題
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女性の健康と少子化をめぐって

性器クラミジアと淋病の推定年間罹患数の推移

９３

9３

９８

9７

９１

7６

7８

７５

７７

８６

9２

１１

１２６

性翻クラミジア(女）

７５

９３

1０２

1３６

1７４

1６５

1７２

1６２

1７６

1８６

２１２

2５６

２６５

淋函感染症(男）

1３６

1３３

1４５

1５１

1０４

6５

６１

６５

７７

８５

９７

1２７

1２５

淋団感型症(女）

２３

２０

２１

2５

2２

1４

１２

１１

1４

1３

1７
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を生み出していると思われる。

５家庭分娩から
施設内分娩への移行

わが国では卯世紀前半までは出産は

ほとんど家庭で行われていたが、１９

５３年以降、社会の工業化とともに、

急速な施設内出産への移行が起こった。

その結果、医学的管理の向上で妊産婦

や新生児の死亡は減少したが、一方、

出産がただ技術的、機械的にのみ扱わ

れて、本来出産がもつ人間性、家庭性

が失われ、出産に対する産婦自身の関

心は薄くなり、産婦の自尊心や自制心

を失わせるようにもなった。また出産

後に母と子が別の部屋に離れて置かれ、

母と子の接触や母乳育児が減り、この

時期に重要な母子の相互作用が妨げら

れる結果をも招いた。

６「ふれる」という

愛や親子の会話

「ふれる」ことは出産直後だけでなく、
４７

０

中
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われて、子どもにとって父親像は弱く、
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戦後、家庭内で父親の権威が失われ、
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確立を妨げ、思春期以降に種々な問題
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牲となって、父親が家庭から企業に奪
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ても大変必要なことが明らかにされて

思春期の子どもたちの心の発達にとっ

の増加、飲酒者、喫煙者、覚醒剤など

我確立の遅れによる不登校や無気力症

その他、摂食障害による無月経、自

経験者でその追・１％がクラミジアに

いる。また親子間の会話の多少が子ど

薬物乱用者の増加、売春などの性非行、

に極めて大切なばかりでなく、それが

もの性行動に大きな影響を与えている

また種々の問題行動や残虐な犯罪も増

乳幼児期の育児にとっても「母と子」、

ことも認められ、育児にとって親子の

しており、これらは将来の母性機能や

感染しているという。

触れ合いや話し合いは大切な役割を果

育児に重大な影響を与えることが危倶

される。

その対策は１９８０年頃から行われ、

欠如などは精神的ならびに社会的成熟

また父親不在の家庭や「ふれる」愛の

早熟を招く一方、親の過保護や過干渉、

工業化社会の発展は子どもの身体的

必要な保健サービスを利用できないで

性情報が彼等に届いていないことと、

が本当に必要としている教育や正しい

れていない。その原因は特に若者たち

課題とされているが、まだ成果は得ら

「健やか親子Ⅲ」国民運動の中でも主要

を遅らせ、そのため生物学的には成熟

いることによると考えられる。

者たちが増え、様々な問題を生み出し
ている。

率が上昇している。最近の厚労省研究

これと全く並行して高校生の性交経験

工妊娠中絶や性感染症の著増がみられ、

よると、１年間の性交頻度は世界の平

以上の人を対象として実施した調査に

英国のある会社が世界４カ国の珀歳

の増加

わが国では今日、思春期の女性に人

班の報告では、女子の姐・６％が性交

Ｓ「セックスレス・カップル」

したが完全な成人にはなっていない若

７思春期問題と少子化

たしていると考えられる。

世代を超えて受け継がれてゆくことや、

出典／2004年セックスと性の健康に関する実態調査（wwwdurex・com/jp）

あるいは「父と子」の絆をつくるため

羽匡
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女性の健康と少子化をめぐって

均１０３回に対し

出典／2004年セックスと性の健康に関する実態調査（www・durex・com/jp）

００４年に釦～如代の妻を対象とした

１９９１年頃から増加が認められ、２

プル」と定義しているが、わが国では

触がない夫婦を「セックスレス・カッ

特別な事情がなく１カ月以上性的接

性を表す言葉としては「セクシユアリ

定して用いられている。そして人間の

和」と定義されて、生物学的事項に限

クトルを決定する生物学的な特徴の総

女性あるいは男性としての人間のスペ

ための提言」によれば「セックスとは、

２０００年にＷＨＯや世界性科学学会

調査によれば蛆％がセックスレスと考

ティ」が用いられ、定義はこのようで、

トナーの数の多さは世界で第３位を占

えられ、別の調査でも蛆・７％で、１

人間であることの中核的な特質で、要

が発表した「性の健康の促進・行動の

９８４年に行われた同様調査のわずか

約すると「我々のセクシユアリティは、

めていた。

４．弱％に比し格段の違いが見られて

我々のあり方、我々が感じ、考え、行

うことの内容において経験され、表現

いる。

セックスレスはエリートに多いと言

欧米からの報告ではあまりみられない、

ビデオの影響などが挙げられているが、

干渉、性に関する情報過多、アダルト

仕事の多忙によるストレス、母親の過

シユアリティを科学的に、肯定的にと

いること」であり、それにはまずセク

社会・文化的に良好な状態で過ごして

に関する、身体的、心理的、ならびに

「性の健康」とは「セクシユアリティ

される」と言われている。

日本に特徴的な現象で、これも少子化

らえ、それに対する誤解、迷信、偏見、

われ、原因として人間関係の希薄化、

の一因として注目する必要があると恩

教義などから解放されて、否定的な態

リティを恥ずかしいもの、いやらしい

しかしわが国では、まだセクシユア

る。

度を変容させることが大切とされてい

エフｃ

日本では妬回で最○）性の健康とは

三

低であったが、その 一方でセックスパー「性」という言葉は何を意味するか。

4９

０５

困難にしている。

若者たちが性を肯定的にとらえるのを

無責任で扇情的な性情報を氾濫させ、

化し、商業主義によって歪められた、

ている。その上、マスコミは性を商品

定的にとらえる考え方が社会に広がっ

もの、口にするのを樟るものなどと否

の性を受け入れるとともに、他の人々

の幸福を増進させるために、また自己

活の中に豊かに組み込まれ、人間相互

れの時期における性の問題が、人間生

らない。一生の各時期を通じ、それぞ

涯教育の視点でとらえられなければな

間の生き方全体に関わる問題として生

ものとして行われるべきではなく、人

ょうな人生のある時期だけに限定した

などがあると思われる。

否定的にとらえさせるマスコミの報道

済問題、情報社会の中で結婚や育児を

忙な仕事のストレス、育児に関わる経

るような仕事や家庭生活のあり方、多

がわずか０．３％ということに示され

境、２００３年の夫の育児休暇取得率

育児」の両立を困難にしている社会環

などであるが、その背景には「仕事と

した、生涯の長きにわたる『包括的セ

早い時期から始め、年齢や発達に適応

「性の健康」を推進するには、人生の

な異性観を身につけさせるために、教

によって、互いの人格を専重し、健全

女がお互いに相手の性を理解すること

められるようにするために、そして男

がそれぞれの性を受け入れる権利を認

や正しい情報の伝達が急務である。最

性と生殖の健康を推進するための教育

境の改革が必要であり、そのためには

適な出産や育児を楽しめるよう生活環

性と生殖を肯定的にとらえさせ、快

性教育

クシユァリティ教育」が必要で、その

択できるようにするための人間教育で

会性をもつ性意識や性行動を各人が選

きるために、豊かな人間性と健全な社

その主因は如歳代の未婚者の増加、出

都は０・的、目黒区は０．市である。

Ｗをはるかに下回っている。更に東京

年１．羽で「人口置き換え水準」の２．

ならない。

普及、改善が早急に実施されなくては

予防するための保健サービスや教育の

ない妊娠や性感染症、摂食障害などを

また殊に若者たちに対しては、望ま

問題にされている。

近低出生体重児が増加していることも

わが国の現状と
緊急課題

育的な援助を与えることである。

通じ、性的な存在であることを、心配

や恐れや罪の意識なしに、認識し、確

認し、そして受容できるようにする」
ことが挙げられている。

ある。性非行防止対策というような限

産年齢の上昇、婚前・婚外性交の増加

わが国の合計特殊出生率は２００３

られたとらえ方で、あるいは思春期の

性教育とは、一生を健康で幸福に生

1１

目指す目標として「自分自身が生涯を
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力て
会長）の事務局を務める糊アジア人口．

ＯＤＡの低下に憂慮を示し、なぜ日本

五月女大使は最近における連続的な

また食料の印％、エネルギーの師％、

被援助国から大変感謝される利点を

ＰＤＡ）は、議員懇談会

が国際協力をする必要があるのかにつ

家畜飼料のね％を海外に依存している

活動の強化を訴えた。

化を図る一環として、Ｎ

いて持論の「恩返しの国際協力」を訴

日本の存立は開発途上国各国と友好関

会のメンバーが参加、

会長をはじめ議員懇談

クショップには谷津部

与）を招いた同日のワー

・ＮＧＯ大使（外務省参

けて議論に参加した。

男部会長）のメンバーに

ショップ」に協力、国際

大きな貢献を果たした歴史を忘れるべ

名高速道路などの経済インフレ整備に

世界銀行からの資金援助が新幹線や東

気づけ、またガリオア・エロァ資金や

大な援助が失意の日本人をどれだけ勇

らの食料品や医療品、日用品などの膨

Ｏの「ララ」やアメリカの「ケア」か

儘の中から復興する過程で、国際ＮＧ

大使は太平洋戦争に敗れた日本が灰

を果たすべきであると語った。

る国家」として世界の中でもっと責任

こうした観点から、日本は「砧格あ

リシャの繁栄との対比を例示した。

ズム文化を通してローマと共存したギ

帝国に滅ぼされたカルタゴと、ヘレニ

との安全保障上の観点を強調。ローマ

資金の約如％がＫＧＯを通じて支出さ

ＮＧＯ大使の立場から、米国の援助

国際協力の進め方につ

きでないと強調した。

して

もっと国際協力、援助行政にＮＧＯが

だ力不足という面は否定できないが、

れるのに対して、わが国のＮＧＯはま

①１９５４年コロンボプランに参加

その上で、日本の国際的な優位性と
使は、前職のザンビア

してアジア地域への協力を開始した

この後、津島雄二、広中和歌子、加

講演の中で五月女大

特命全権大使など多彩

時はまだ被援助国であり、世界で唯

藤修「増子輝彦各氏など出席議員の

た。

（尼崎）

への肌解促進についての意兇が出され

活用されるべきだと指摘した。
な海外勤務の経験を踏

一、先進国では被援助の経験をもつ

中から、外務省のＰＲ不足やメディア

な討論を行った。

いて講師との間で活発

係を維持することが前提条件である、

を挙げた。

もっている

５０（北谷勝秀理事長）
えた。

国際人口問題議員懇談会（中山太郎

開いた「国際協力に関す

日ＪＣ写刈

臼圭

恩五》“ざ
蝋
|鱗霞鑪

議諦

まえて政府開発援助（Ｏ

援助国である

欧諸国に比して、手が汚れておらず、

②アフリカに植民地の経験をもつ西

ＤＡ）とＮＧＯ一非政府

団体）との積極的な協力
による途上国への支援

５１
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欝
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凪

中央が清水嘉与子調査会長

つの精

て三人の専門家を参考人として招き、

意見を聞いた。招かれたのは赤枝恒雄・

六本木診療所院長、遠藤順子・ＮＰＯ

法人円ブリオ基金センター理事長、北

村邦夫・棚日本家族計画協会常務・ク

リニック所長の３人。

このところ小、中学生、高校生の性

行動が話題を呼び、性教育のあり方が

大きな議論となっている中、３人の専

門家はそれぞれの活動分野から現状を

報告、これまでとかくタブー視されが

ちだった性の問題について単なる医療

対策でない家庭、学校、社会のあり方

に問題を投げかけた。

まず診療所から夜の街に出て「街角

相談室」を開いて、小・中・高校生の

性の悩みを聞き、性感染症や人工妊娠

中絶の相談や指導にあたっているとい

う赤枝院長は、最近の若者の隠れた性

の実態や性感染症の拡大を赤裸々に報

告、親の無関心やマンガやアダルトビ

デオに代表される「性の商品化」に強

い危機感を表明した。また、家庭の中

で父親が娘に対する日常的なスキンシッ

プを失っていることが、幼い子どもを

5２

性教育問題で参考人招く

重派」の立場から、中絶回避の運動を

氏は、胎児の生命を尊重する「生命尊

作家・故遠藤周作氏夫人の遠藤順子

摘した。

性の対象にする傾向を生んでいると指

もあり、議論を白熱化させた。

人の立場の違いが浮き彫りになる場面

する北村氏が批判を加えるなど、参考

における的確な性教育の必要性を強調

調する遠藤氏には、早い段階での学校

村氏に反論、また家庭での性教育を強

明示している」と反論した。（尾崎）

と科学的に証明しており、そのことを

ピルを使用することに何の問題もない

初経を経験してから如歳までの女性が

またアダルトビデオ、出会い系サイ

続けている経験を報告、中絶の大きな

背景になっている経済的負担の軽減と、

ト、マンガなどを通じた「性の商品化」

し、北村氏は情報の真偽を見極める「メ

性に対する子どもたちの健康な態度を

市谷クリニックの所長として若い女

ディアリテラシー能力」の向上を力説

への規制については、赤枝、遠藤両氏

性の相談や望まない妊娠回避のために

するとともに、規制については「言論

取り戻すには母親の再教育が必要と強

ピルの使用を推奨している北村邦夫氏

の自由」との兼ね合いもあり、いつ

〆

が規制の必要性を強く指摘したのに対

は、性に関する豊富な世界的データと

だれが、どのように規制するかについ

の中で、「世界保健機関（ＷＨＯ）はｎ

ノ

調した。

最近実施した世論調査の結果を引用し

調査会メンバーと参考人との質疑応

ては慎重にならざるをえない、との立

実な避妊法の活用と、男女間のコミュ

答にも、低年齢化する性行動の行き過

て、性に対する若者の欲求を押し込め

ニケーション・スキル（対話能力）を

ぎが、性感染症の拡大や性の尊厳を失

場を示した。

高める施策、若者の欲求に応じた積極

わせることにつながるといった議員の

るのではなく、緊急避妊法を含めた確

的な対応が必要との立場を明らかにし
３人の参考人の間では、ピルの使用

代の女性のピル使用を禁じている」と

危機感を反映させるものとなった。こ
をめぐっては赤枝氏が「ピルはエイズ

の議員の指摘に、北村氏は「ＷＨＯは

5３

た。

などの性感染症には無力である」と北

－

、

￣

ノ

、
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、
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、
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：

す店として評判の店らしい。日本人の

は奇妙なもので、中華料理と似たよう

考えてみれば、タイ料理というもの

わうこともある。辛いといわれるけれ

客も多いけれども、地元の人々も家族

同じような心持ちの人にもたびたび

ども、中国四川料理とも韓国料理とも

な調味料を利用し、似たような味にな

出くわすほどのおいしさ。委託調査で

少し違った味わい深い辛味である。興

連れで食事に興じている。おいしく、

インドを訪れた際、飛行機トラブルで

味深いのは、いわゆるタイ料理がどの

るものもあれば、タイ料理独特の廿辛

長時間バンコクの空港に足止めされた

ように形成されてきたかである。少な

しかも安いとくれば多くの人が訪れる

ときに、同行して下さった某教授も「こ

くともバンコクという地域で、かつて

い味わいで、まさに汗をかきながら味

れほど待つのなら、あの店に行きたい」

の地元料理が中国料理のような他の料

代わり、踊り場だった場所には別のビ

小泉首相の写真は外されており，その

シン王朝のラーマ一世（１７３７１１

ヤー崩壊を目の当たりにしたラタナコー

歴史をひも解けば、そもそもアュタ

理とどのように出会い、どのように交

タイ・バンコクへの出張となると、

ルへ通じるドアができていた。おそら

８０９）が、アュタヤー再現をめざし

小泉純一郎首相もこの店を訪問した

必ず食べに出掛けたくなるレストラン

くその評判の高さから店の規模を拡大

て、肥世紀末にバンコク建設を志した

わり、どのような変遷を重ねながら、

がある。シーロム通りに近いシーフー

し、隣接するビルにテーブルを増やし

ことはよく知られている。彼は王宮、

ことがあるらしく、２年前は階段の踊

ドレストランである。２年前に出掛け

たに違いない。現に、ガラス張りのド

副王宮、寺院などといったアュタヤー

現在のタイ料理のスタイルを確立した

て以来、この店の料理のおいしさに魅

アの向こうでも、多くの客が料理を堪

時代の主要な建物を全て、できるだけ

り場に首相が訪問した際の写真が飾ら

せられ、バンコクを訪問するたびに何

能している様子がうかがえた。

のかつ

度も訪れている。シーフード料理を出

れていた。しかし今回は、残念ながら

と言ったほどだ。

のもうなずける。
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とした。まさにそういった時期に、建

同じ位置関係でバンコクに建設しよう

つれ、西洋料理あるいは中国料理が意

的に裕福な社会層が形成されていくに

物流上の交通路が整備されていること

地域を貫くハイウェイの建設をはじめ、

しかし問題は、その傾向が今後どの

からも、その傾向はますます加速する

そうとなれば、タイ料理が持つ独特

ような影響を及ぼすかである。感染症

であろう。

どの大規模な移民を受け入れたのであ

な味わい深さは、多様な文化交流の故

拡大の危機につながらないだろうか。

識され、外来の調理法と地元料理が混

る。移民はタイ国内の様々な地域から

であり、その文化交流を支えたものが

アジア諸国の急速な少子化は外国人移

設のための労働力を補うべくバンコク

だけではなく、ラオスやカンボジアと

実は外国人労働者の流入であったと指

民問題を誘発しないだろうか。アジア

精するようになったと言われている。

いった近隣諸国からの人々も含まれる。

摘できる。民族の多様さが多くの問題

はアュタヤー王朝時代にはなかったほ

城壁や運河の建設に、ラオ人やカンボ

地域内での経済絡差がますます拡大し

ば「味わい深い」交流がなされるため

を引き起こすことも事実であるが、少

アジア地域圏というのは歴史的にも、

には今後どのような協力関係が求めら

ジア人が徴用され、その他にモーン人

てよい。交易が醗んに行われたアュタ

文化的にも人的あるいは経済的な交流

れるのか。タイ料理の皿にそのアジア

ないであろうか。つまるところ問題は、

ヤー王朝時代との比較においても、ラ

の巌んなエリアであり、ＥＵやＮＡＦ

活動圏のもつ潜在的な可能性を感じな

なくともその良質な一面として、今日

タナコーシン王朝は全く違った人口構

ＴＡなどの他の経済圏よりもずっと交

がら、目の前に置かれたエビの料理に

や中国人も徴用された経緯を考えると、

成で成り立っていたといわれている。

流が盛んであるといわれる。アフリカ

舌鼓を打った。

アジアにどのような活動圏が形成され

もっとも、外国人労働者流入によっ

が混迷の時期を抜け出せないのに比べ

のタイ料理があるというのはあながち

て即座に料理が多国籍化したわけでは

アジア地域では多くの経済協力が実を

ていくのかということに尽きる。いわ

なさそうだ。いわゆるタイ料理といっ

結び、急速な経済成長を遂げる国々が

バンコクという街自体がいわば外国人

ても、庶民が普段に食べる食事から王

出現しているという事実を考えれば、

間違ってはいないだろう。

朝の食事まで幅広くあることからも事

人的・経済的交流が今後ますます活発

労働者によって建設された街だといっ

情は多少複雑と考えられている＊。た

化することは疑いえない。東南アジア

文協、２００３年）

＊『世界の食文化第５巻タイ』（山田均著、農

（竹本将規）

だそのような要素を勘案しても、経済
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薗藤か
なぜ

ろや地位向上宝ンパワーメント）

女性の健康（リプロダクテイブ・ヘル

的な国の人口政策から、個々人、特に

率および妊産婦死亡率の低減、ＨＩＶ／

パワーメン卜（地位向上）、乳幼児死亡

普及、ジェンダーの平等と女性のエン

の中には貧困削減のほか、初等教育の

紀初頭の２００１年９月ｎ日、米国を

を目標とする人権的なアプローチが主

他方、人口問題を含む地球規模の課

襲った同時多発テロは、テロの背景に

エイズの蔓延防止など１９９４年の国

題に対する世界の開発援助の動向にも

ある膨大な貧困の存在に人々の目を引

流を占めるに至った。カイロ会議は世

新たな潮流が起こりつつある。冷戦終

き付け、ＭＤＧＳの促進や世界銀行・

際人口開発会議で合意に達した多くの

他億人に達した。さらに釦世紀後半に

結後の世界を律しつつあるグローバリ

ＩＭＦなどが主導してきた「貧困削減」

界人口の安定化を個人個人、特に女性

開発途上国で起きた「人口爆発」の勢

ゼーションの勢いは、ＩＴをはじめと

戦略にアクセル役を果たした。２００

【ごう

い（モメンタム）はｎ世紀に持ち越さ

する通信手段の革命的発達の助けを借

２年３月、メキシコのモンテレイで開

人口関連指標を挙げていることは、開

れ、世界の人口問題は貧困、環境、食糧問

りて、市場経済の網の目を世界規模に

かれた国連開発資金国際会議は、米国

の健康と権利・自立の実現の中に期待

題といった人類の生存を左右するクロ

拡大する一方で、南北間の経済格差を

における同時多発テロを背景に各国が

ロレ罪

衆たな援引潮流の中

陸陰砿
手下。

スカッティング（横断的）な課題とし

拡大し、開発途上国に膨大な貧困層を

テロと貧困を関連づけて開発の重要性

発の基礎としての人口ファクターの重

てますます重要度を増している。

生み出している。２０００年９月に開

を強調、米国はＯＤＡの増額を、また

するという「急がば回れ」路線を選択

一方、人口問題に取り組む世界の動

かれた「ミレーーアム・サミット」を受

ＥＵはＯＤＡの対ＧＮＰ比の引き上げ

要性を裏書きしたものといえる。Ⅲ世

向は、「人口と開発分野別援助研究会」

けて翌２００１年９月の国連総会が、

を図るとのコミットメントを表明した。

したのである。

の報告書提出２年後（１９９４年）カ

今後出年間に達成する「開発目標」（Ｍ

東西冷戦の終焉とともに「援助疲れ」

Ⅲ甲が径偶

イロで開かれた国際人ロ開発会議（Ｉ

ＤＧＳ）の冒頭に１日１ドル以下で暮

に陥っていた先進国諸国の中で、米国

凹扉オグ

ＣＰＤ）を契機にコペルニクス的転回

らす「貧困人口」（約⑫億人）の半減を

とＥＵが「貧困削減」を合言葉に再び

〔し（Ｕ、色辻十辻十七

を遂げ、従来の経済発展を阻害する要

掲げたのもそのためである。「開発目標」

ＨＪと忠’八、睦曰

因としての人口増加を抑制するマクロ

７）‘

に－中
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なぜ今人口問題か㈱

の勢いで増えており、その人口増加の

人口は毎年７７００万人、１日即万人

の関係にある」と前置きして、「世界の

クテイブ・ヘルス／ライッは相互依存

長は「世界人口と環境問題、リプロダ

てスピ１チを行った和気邦夫事務局次

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）を代表し

国から空前の６万人が参加した。席上、

月を機に開かれたこの会議には世界各

ネイロでの「地球サミット」から、年

サミット）が開催された。リオデジャ

発に関する世界首脳会議」（環境・開発

で小泉首相も出席して「持続可能な開

て、アフリカのヨハネスブルグ（南ア）

される。

を与える新たな潮流として極めて注目

とは、世界的な援助動向に大きな刺激

対外援助資金強化の意向を表明したこ

環境からの危険に晒させることを伴い、

失業、栄養不良、非識字、地位の低さ、

画」が指摘するように、「貧困は人々を

係のみならず、カイロ会議の「行動計

は単なる人口の数をめぐる量的因果関

るところであろう。しかし両者の間に

原因なのか、その因果関係は議論のあ

を招くのか、急速な人口増加が貧困の

の相関関係については、貧困が人口増

同行動を呼びかけた。「人口と貧困」と

拡大でもたらされる人類的危機への共

言、いずれも人口増による人間活動の

速に増加させることを決意した」と宣

物多様性の保全などへのアクセスを急

エネルギー、健康、食料安全保障、生

では「我々はきれいな水、公衆衛生、

するとともに、「ヨハネスブルグ宣言」

貧困撲滅を最大目標とすることを確認

レニアム・サミット」で打ち出された

会議は採択された「実施計画」で、「ミ

てよいであろう。

むこととほとんど同義になったと言っ

組むことは、同時に人ｎ問題に取り組

大きく提起されている貧困問題に取り

向転換を行ったことで、現在国際的に

境に人口問題が量から質へと大きく方

４」）という指摘がある。カイロ会議を

セフ「国会議員のための人口ファイル．

困が大幅に軽減されるだろう」（ジョイ

激な人口増加にも歯止めがかかり、貧

れば、結果として出生率が下がり、急

教育や一雇用の機会を増やすことができ

の健康、特に女性の健康を増進させ、

ルス分野への取り組みによって、人々

である。「人口・リプロダクテイブ・ヘ

な因果関係をもっていることは明らか

３章３．過）という質的な面でも密接

として制限させていることが多い」（第

ヘルス・サービスへのアクセスを結果

また家族計画を含むリプロダクテイブ・

■～･～｡□■￣

２００２年８月末～９月初めにかけ

大部分は開発途上国、最貧国で起きて

人間の安全保障と人□問題

てﾆｰｰｰ,…｜,｡,..-虫-号了

、荘:＝ミーニ:::､ゾ

や…ナb:､-,,F二

いる。そうした地域ではすでに飢餓と

水の欠乏、エイズ、環境悪化が深刻な

霊予-,-;~；'-,F･

して「人間の安全保障」という概念が

ー,:．~：15台

さらに国連を舞台に世界の安全保障

一．－キロ.,ヘ

提起されたことは人口問題の観点から

--旱…-L'･古A函一

観が国家間のそれから、新しい視点と
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事態に陥っている」と警告、カイロ会
議で各国が誓約した資金の拠出を訴え
た。

里｡■■－－L-

どの地球規模問題が人類共通の課題と

染症、麻薬、国際犯罪、難民、地雷な

方、貧困、環境破壊、エイズなどの感

よって近代国民国家の枠組みが緩む一

安全保障」の背景には、冷戦の終焉に

ＮＤＰ）によって提唱された「人間の

も大いに注目される。国連開発計画（Ｕ

「人間の安全保障基金」が設けられた。

発足し、国連に日本政府の出資による

長とする「人間の安全保障委員会」が

貞子・前国連難民高等弁務官を共同議

ァ・セン・ケンブリッジ大教授と緒方

てきた。ノーベル賞受賞者のアマルティ

保障」を日本外交の１つの支柱に掲げ

来、積極的な対応を示し、「人間の安全

取り上げられていることに注目したい。

人口移動）など人口関連の主要課題が

環境、エイズなどの感染症、難民（国際

の安全保障」の枠組みの中には、貧困、

ロジェクト」が実施されている。「人間

プロダクテイブ・ヘルス／家族計画プ

すでにフィリピン・カピス州では「リ

同基金を使って日本のＮＧＯによって

して登場してきたことがある。

これに対して日本政府は小渕内閣以

ＴＩＩＩＩＩＩ００００００００００００ＩＩＩＩ００００００００００００ＩＩＩＩＩＩＩ００００００００００００Ｉ０ＩＩＩＩＩ００００９００００００００００ｌＩＩＩＩＩＩ００００００００Ｉ０Ｉ００ｊ
－

ｂ

ｌｌｌｉｉｊ，産む必死の力に満ちて一

一鱗」Ｌ■□■ラファエル・サラス氏の想い■■■鮒雛＄一』鱸霊黒舗一

一シ街冨已砂冒］｛○四一目冨宣くＰ恩。｝】国々を人口問題の重要性を訴えて走りはマルコス大統領の片腕としてフイリー

一目⑫⑫］目言冒切⑰○一①⑰。｛曽の⑫。津②盲の⑫回ったフィリピン生まれのサラス氏、ピン政界で活躍したサラス氏が、同政一

一アフガニスタンからジンバブエへその懸命な息吹が聞こえてきそうであ権の腐敗とともに国連に飛び出し、ウー

ー私の仕事の旅は、ソフトシューズる。同氏が例示として挙げたアフガニタント事務総長のもとで人口基金の創一
一の底をすり減らす
スタンが今、打ち続いた紛争の拳句に設に関わったことはよく知られている。一
一１９８７年、訪問先のワシントンの人口増加と貧困問題で世界の焦点に浮そのサラス氏が俳句に託したのは、有一

という生物としての本能や、民族存続一

一ホテルで兜歳の若さで客死した国連人かび上がっているのは象徴的である。限な地球と、人間の「種を残したい」一

一口基金の初代事務局長、ラファエル・

一サラス氏はその第二の句集・「フットプシ⑰画』冒自］目】ご冒晦目切言の目】・国・『８の欲求にどう折り合いをつけていくか一

一リント」（足跡）の中でこう詠んだ。ァ三一号。望①⑰目二ｍ。巳の切・ざす『のａ一宮ＲＣのという板挟みの役回りであったのだる―

―ルファベッドのＡ（アフガニスタン）鮭が上流へ向かって飛び掛かるう。
一からＺ（ジンバブエ）まで、世界中の眼（まな一」）と鱗（うろ一」）は卵
ｒ００００００００００００ＩＩＩＩＩ０００００００００ＩＩＩＩＩＩＩＩＩ００００００００００００Ｉ０ＩＩＩＩｌＩＩＩＩ００００００ｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ０００００００００００８０」

５８
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蕊

事会では、中山太郎理事長が挨拶を述

を務めた。また正午から開催された理

が挨拶を述べ岡崎陽一評議員が議長

た評議員会では、清水嘉与子副理事長

が開催された。まず午前中に開催され

第矼回理事会ならびに第ｎ回評議員会

５月弱日にキャピトル東急ホテルで、

する予定であることなどが報告された。

の秋、ＡＰＤＡが主催して日本で開催

議（ＩＰＣＩ）」の運営委員会を、今年

会議行動計画実施のための国際議員会

バンコクで開催される「国際人口開発

過報告を行った。加えて、来年タイの

「津波視察事業」について楠本が事業経

事業報告・収支決算報告の検討協議が

理事会・評議員会では、平成焔年度

肥年度に予定されている公益法人改革

おり、この方針変更への対策と、平成

事業に対する方針の変更が生じてきて

さらに行政改革に伴って政府の委託

行われ、同事業報告ならびに収支決算

についての資料を配布し、財団を取り

べ議長を務めた。

報告は承認された。また本年度は４月～

２，平成17年度事業経過報告

巻く環境が大きく変化しつつあること

について

５月期に主要な事

１，平成16年度事業報告・収支決算

事業経過報告も行っ
た。まず、４月羽
日、釦日に開催さ

れた「第、回人口
と開発に関するア
ジア国会議員会議

次第

への対応などについて協議した。（楠本）

ii11ii

代表聿且雪議」（ＡＰ

理事会・評議員会

業が行われたため、

囚一繩綱蝋脚咽

ＤＡ会議）と「カ
ンボジア派遣」に

ついて尾崎常務理
事が発表。続いて
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鐵睾露憂
余一ﾆｰｴ６－－

-ｺ￣了了汐｡－

理事会

①APDA会議

②カンボジア派遣

③津波視察事業

④政府委託調査事業

⑤|PC|運営委員会について(予定）

３，その他

①公益法人改革の方針について

②その他

評議員会

専門家の手になる諸論文で構成される

大学総長指定研究」に携わった咀人の

され、東西冷戦の終結という国際政治

とまで表されるデジタル化によって促

革命的進歩、なかんずく「距離の死」

た経済政策の変更、運輸・通信技術の

ンは、各国での規制緩和や民営化といっ

三波である。現代のグローバリゼーショ

波、そして１９８０年から進行中の第

若者の雇用不安、貧困がテロの温床と

紛争」の視点から開発途上国における

ジアラビア、韓国などを例に、「人口と

析を行っている。特にルワンダ、サウ

口基金事務局次長の経験を活かした分

都市化の進行、人口移動など前国連人

づいて食料生産の限界、水資源の枯渇、

科学研究科）が、人口動態の変化に基

の分野では安藤博文（日大大学院総合

本書には「グローバリゼーションの断

上の激変によって拍車をかけられたと

なる危険を論じ、政策決定段階におけ

二次大戦終結～１９８０年までの第二

面図」の副題がついている。編著者・

い』フ。

平成ｕ年～珀年までの第六期「日本

青木一能（日本大学文理学部）によれ

８７０年～１９１４年の第一次世界大

は３つの段階を経てきたとされる。１

多用される「グローバリゼーション」

争、小型武器、中国の「全球化」、東ア

染症、環境危機、安全保障、対テロ戦

情報化、食料・資源・エネルギー、感

いた。今回発刊された本書は国際経済、

規模の人口学研究の提唱と結びついて

所長によって命名されたもので、地球

和釦年代に黒田俊夫・日大人口研名誉

は、日大総長指定研究が開始された昭

もともと「地球型社会」という呼称

ト」ニズラ・ヴォーゲル）まで、その

「東アジア危機のグローバル・インパク

の「地球型社会の危機」から第⑫章の

たな歴史のはじまり」ととらえ、序章

るグローバリゼーションの諸相を「新

の終わり」に反して、我々が今直面す

総じて本書はＦ・フクヤマの「歴史

調しているのが目を引く。

レニアム開発目標」の着実な達成を強

る「人口ボーナス」の重視と、国連「ミ

ば、現代社会を特徴づける用語として

戦開始に至る第一波、１９４５年の第

ジアの危機、など幅広い視野からグロー

を洗い出すことに焦点を置き、対応策

負の部分に光を当てている。しかし、

それだけに黒田の地球人口学提唱に

に触れることは少ない」。２００６年３

バリゼーションの進行に伴う「ｎ世紀
曜篭

司=許

又簡｛一

端を発した「地球型社会」研究の今日

月の最終的な成果報告が待たれる。

編著者が指摘するように本書は「危機

的発展をみる思いが強い。人口学固有

の危機管理」論が展開されている。

型轌戯
；し

耐海

青木一能編・芦書房

新著紹介

地球型社会の危機
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2005年「世界人ロデー」特別シンポジウム
〔同時開催：加藤シヅエ賞授賞式〕

2005年の世界人口デー特別シンポジウム「女性と健康そして開発を考える」では、1995年の第

４回世界女,性会議から１０年が経過した今年、女性の健康と権利は、確保・促進されたのかをあら
ためて検証します｡本年２月～３月にかけて開催された国連女性の地位委員会(CSW）は｢北京十
10会議」として開催されましたが、米国プッシュ政権を中心にした国々によって、男女平等政策
が保守化の逆風にさらされた会議となりました｡女性の自己決定権に危機感を覚えた方々も多かっ
たのではないでしょうか。また、今日、カイロ会議（1994年）で採択されたりプロダクテイブ・

ヘルス／ライツについても、ますます後退してきているようにも思われます。そこで、本シンポ
ジウムでは、それらの現況を分析し、今後の課題を探ります。一方、今年は国連創設60周年であ
り、さらには「ミレニアム開発目標」のファースト・レビューの年としても位置づけられていま

す。あらゆる角度から女性の健康や権利を、開発の視点から見直す重要な年でもあります。これ
らのテーマに沿って、更なる議論を深めたく、皆様の参加をお待ち｢｢'し上げます。
日時：2005年７月７曰㈱１３:30-17:00〈13:00開場〉

会場：日本プレスセンター１０階ホール定員：300名
入場料：無料

主催：人ロ問題協議会、㈱ジョイセフ（家族計画国際協力財団)．杣日本家族計画協会
後援：国連人ロ基金（UNFPA)、国際家族計画連盟（|PPF）
協力：脚アジア人ロ・開発協会、NPO法人2050

〈申し込み方法〉
ハガキ、インターネットのいずれかの方法（下記参照）でお申し込み下さい。先着||償に入場券を
お送りいたします（６月中旬以降)。

①ハガキの場合：氏名（ふりがな）・郵便番号・住所・電話番号・所属をご記入の上､事務局ま
でお申し込み下さい。

②インターネットの場合：ジョイセフのホームページ上(http://www・joicfpor.』p/）で｢参加申
込フォーム」にアクセスできます。そのフォームに必要事項を入力の上お申し込み下さい。
【事務局】

〒162-0843束京都新宿区市谷田町1-10保健会館新館
側)ジョイセフ「世界人口デー」特別シンポジウム係

TEL：03-3268-3150／FAX：03-3235-9776／E-mail:info2＠joicfporjp
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にゅうすふぉＩらむ

年に１０６０万人死亡

やジンバブニトルクメニスタン

が悪化しているほか、アフリカや

などｕ力国で帥年に比べて死亡率
南西アジアの羽力国で、死亡率は

減少しているものの、出生数の増
加にともなって死亡数は増加して
おり、先進国との格差が広がって
いる。

報告は、途上国での人材や施設

●年に１０６０万人手死亡……皿

●明年ｏＤＡＰ前年割れ獄…由

●３割がセヅクスレス夫婦…岡

●患者口感染者一万人に…：由
年間で計３９０億ドル（４兆２５１

●人口減社会、目前に。……且髄

●幼児死亡率先進国で最悪…髄

●｜仏人ロ、欧州連合最大に…開

●少子化、母親就労がカギ…“

０億円）の支援増を訴えている。

の大幅な不足を問題視し、今後ｎ

日本（肥年）は、乳幼児死亡率で
は北欧諸国などと並ぶ４人で、３

人のシンガポールに次いで世界第
で世界第１位。

２位、新生児の平均余命では距歳

』

レオネが２８３人と最も多く、ニ

妊婦は駒万人も

ジェール、アンゴラなどｎカ国で

目指すうえでは、船年度のＯＤＡ

全保障理事会の常任理事国入りを

予算増額が課題になりそうだ。

塑力国の総額は前年比田・７％

増の約７８５億ドルで、過去最大と

なった。米国（珀・４％増）、英国

国援助（ＯＤＡ）の実績額（暫定

日本政府が皿年に供与した途上

に続き米国に次ぐ２位だが、前年

Ｃ）が、日発表した。規模は前年

ＥＣＤ）の開発援助委員会（ＤＡ

イラク復興支援でｎ．５億ドル増や

｜方、日本は約２千万ドルの減少。

主要国は軒並み２ケタ増となった。

増）、ドイツ（ｎ．５％増）など、

（型・７％増）、フランス（珀・８％

値）は、前年比０．２％減の鍋億

したものの、過去にアジア諸国へ

０「■・２％減曰本、■主要国で・唯一

似年ＯＤＡ、」前年割へれ

（毎日新聞閲・４．７朝刊）

世界保健機関（ＷＨＯ）は７日

表した。今年の報告は母子の健康

問題に焦点を当て、世界で５歳未
満の乳幼児が年に約１０６０万人
死亡していることや、約昂万人の

女性が妊娠中または出産時に死亡
していることを指摘。１分間に妊

報告によると、肥年の５歳未満

５９００万ドルで、４年連続で前年

ギーと日本の２ヵ国だけ。国連安

割れはＤＡＣ加盟塑力国中、ベル

ることになる。

の乳幼児死亡率（新生児１０００

を割った。経済協力開発機構（０

婦１人、乳幼児加入が死亡してい

もくじ

人あたり）は西アフリカのシエラ

睡矼

［ジュネーブ大木俊治］

乳幼児

２００人を超える。また、ケニア

5歳未満の

付で、肥年版の世界保健報告を発

､■誼
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にゆうすふお－らむ

て標先で、い０は得影減年純え借

おと進はり０．日へ馨つよ増、款
りし国２０Ａ・０１本Ｇしたり額円の
、てに

手8Ｖ■04年の主要国のODA実績■

（前年比伸び率、％）（順位）
事・Ｄｌ米国18999(16.4）0.16％(21）
２日本8859(７０．２）０．１９（20）

実績額ＧＮＩ比
国比、
連００

ン’て

標理務３フランス8475(16.8）０．４２（７）

覇織鶯４英国7836(24Ｍ３６(u）
鳥鯏ｔ５ドイツ7497(105)028（13）

間げの安６オランダ4235（6.4）０．７４（５）

05噸鳶７ルデン2704(127)０７７（４）

、るの障８スペイン2547(29,9）０．２６（14）

1２っ会１０イタリア2484（2.1）０．１５（22）

４。Ｚ豊９カナダ2537(249)０２６（14）

瓠：！（識騨ｗＨ＝轍ぴ）

結婚しているｎ代から如代の日
本人男女の約３割が、最近１か月
以上性交渉がなく、セックスレス

傾向にあることが、厚生労働科学
研究班などの調査でわかった。

について質問、１５８０人が回答

を全国から無作為に選び、性行動

半分以下だった。

０３回なのに対し、日本は妬回と

日本家族計画協会の北村邦夫常

してセックスレスの問題にもっと

マかもしれないが、少子化対策と

務理事は「行政になじみにくいテー

性交渉の経験があると答えた１
３２９人に、この１か月間の回数

した。

を聞いたところ、最も多いのが「な

と話している。

真剣に取り組むべきではないか」

（読売新聞脆・４．邪朝刊）

かった」の妬・２％。現在結婚し
（男性鎚・４％、女性型％）だった。

ている人に限ってみるとⅢ・９％

働科学研究班（主任研究者・佐藤

ム開発などをテーマにする厚生労

調査でも明らかで、２００４年の

海外の大手コンドームメーカーの

日本人の性交渉頻度の少なさは、

の長期間性交渉がなかった。

れた。また四・２％は、１年以上

ミュニケーション上の問題も見ら

害エイズ患者は除く）を超えた。

とエイズ患者の累計は１万人（薬

年の調査開始以来、ＨＩＶ感染者

たと発表した。今回の報告で、別

２０７人、エイズ態者は門人だっ

イズウイルス（ＨＩＶ）感染者は

妬日、今年１月３日～４月３日の
四半期で、新規に報告があったエ

厚生労働省エイズ動向委員会は

84年の調査開始以来初

また「１回」から「４回」までが

日本性科学会は、特別な事情が

それぞれ１割前後だった。

上ない場合を「セックスレス」と

ないのに、性交渉などが１か月以
定義しており、今回の結果から３
明らかになった。

割以上が、その傾向にあることが
結婚しているセックスレスの人

の傾向を分析したところ‐性交渉
に関心が薄く、異性とかかわるこ

１万人に
結果によると、世界平均は年間１

とを面倒だと感じる一方、避妊方

患者･感染者
郁夫自治医科大名誉教授）と日本
家族計画協会が、昨年ｎ月に実施
した「男女の生活と意識に関する

法を相手と十分相談しないなどコ

国

調査」。岨～狛歳の男女３０００人

Ｌ３割セックスレス

Ⅱ～仙歳代日本人夫婦

示のはた国な卜よ比総ど億と支がた
し目、。中り低りで所がルド前出増円

函

この調査は、避妊教育ブログラ
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７Ａ位Ｃ１９ポはＮたこ８で借回供
％水国だ２２％イ前１国.と・み款収与
を準連つ力とン年一民な７るの額し

動向委は国内で

のＨＩＶの感染
るとして‐感染

機会が増えてい

予防の徹底やＨ
ＩＶ検査の早期
受診を呼びかけ
ている。

今回のＨＩＶ

感染者のうち、

感染経路は同性
１３２人で最も

間の性的接触が
多く、年齢別で

は卯～釦代が布・４％を占めた。

エイズ患者の感染経路は①不明犯
人②同性間の性的接触町人‐の
順。ＨＩＶ感染者、エイズ患者と
もに卯％以上が男性。４月３日現

在のＨＩＶ感染者の累計は６７３
４人、エイズ患者は３３３６人で、

ているという。他方、出生率が低
いドイツでは、手厚い家族手当は
あるものの、保育サービスが不足

しており、母親がフルタイムで復
職しづらい背景となっていた。

内閣府経済社会総合研究所は「現
金給付だけでなく、保育サービス、

母親の就労支援などの対策を一貫
して行うことが重要」とし、フラ

ンスの事例を、育児支援事業の改
善に役立てたい意向だ。

フランスの出生率（昭年）は１．

鍋で、約加年前の鎚年の１．路か
らほぼ横ばいで推移。第二次世界
大戦前に導入された育児支援制度
が定着し、出生率の落ち込みを防
歳になるまで支給され、子供２人

いでいる。家族手当は、子供が加
［玉木達也］

合計は１万加入だった。

（毎日新聞脆・４．配朝刊）

ドイツ

フランス

日本

出生率（03年）

1．２９

Ｌ８９

Ｌ３４

家族手当の対象期間

小学３年まで

20歳まで

18歳まで

所得制限の有無

あり

なし

なし

子供３人の支給額（月）

２万円

約３万500ＯＩＩ］

約６万3000円

育児休業の取得期間

子供が１歳まで

３歳まで

３歳まで

25～44歳の女性労働力率

65.6％

79.5％

77.8船

保育サービス

不足

多様で充実

不足

あるほか、「保育ママ」というベビー

金銭面での支援に加え、地域や
職場に大小さまざまな保育施設が

保育サービスが不足。母親はフル

当の支給額はフランスより多いが、

下がっているドイツでは、家族手

約加年前の１．４からじりじりと

シッターを家庭で雇う制度も普及

タイムで復職しにくく、仕事と子

｜方、出生率が１・鋤（同）と

境が整っているという。

◇日仏独の育児環境の比較◇
し、育児と仕事を両立しやすい環

れている。

手当などさまざまな手当が設けら

に所得に応じ、出産手当、新学期

で月約１万５０００円、３人で約
３万５０００円と、数が増えるに
つれ、手厚い支給額になる。さら

内閣府独仏の少曰子化対策調査

欧州の中でも高い出生率につながっ

を支援する制度が充実しており、

手当、保育サービス、出産後の就
労など多岐にわたって、働く夫婦

母親の就労支援がカギ

内閣府は、今後の少子化対策の
参考にするため、フランスとドイ
ツの育児支援制度や家庭生活状況
を調査した。フランスでは、家族

四
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にゆうすふお－らむ

強いという。

育ての二者択一を迫られる傾向が

【小川直樹］
（毎日新聞朋・５．５朝刊）

２０５０年フランスの人口７５０ｏ万人に増加

欧州連合最大に

【パリⅡ沢村亙］仏政府は、２０

ンスは欧州の真の牽引役になれる」

れだけの人口規模があれば、フラ

政府見直しドイツ抜く

５０年にフランスの人口は７５０

０万人になり、ドイツを抜いて欧
州連合（ＥＵ）加盟国で最大にな

と自賛した。

の統計資料がない中国、韓国、保

健医療面で遅れるメキシコブラ

年間の死亡率を、万人当たりで

特に人口増に寄与するのが出生

見ると、日本の１～４歳児は粥．

ジルなどを除いたＭ力風で主に明

ＥＵ平均の１．５を大きく上回る

年のデータを比べた。

１．９。欧州でも特に「時短」が

０人で、ほかの⑬力国平均より３

率の増加で、女性が一生に産む平

進んだ結果、男女とも育児に専念

高い。米国は他殺（２．廻人）の

割多く、米国（劉・７人）の次に

均子ども数（合計特殊出生率）は

しやすくなったからという指摘が

心疾患、インフルエンザ、敗血症

病気別には、先天奇形や肺炎、

いスウェーデンはＭ・３人。

くと、日本が最悪になる。鹸も低

占める割合が大きく、この分を除

ある。

（朝日新聞肥．５．泊朝刊）

日本の幼児死亡率、先進国で最悪

などが⑬力国平均に比べ高い。不

慮の事故は、平均とほとんど変わ

ての層で巴力国平均より低く、全

ほかの年齢層の死亡率は、すべ

らなかった。

割高く、実質的に「最悪」なこと

⑬力同平均より応％低い・０歳児

体では⑪万人当たり７８３人で、

については３４０人で、咀力国平

かったｃ原因ははっきりしないが、
主任研究者の田中哲郎・国立保健

（３３７人）に次いで低い。新生児

均の約３分の２で、スウェーデン

（朝日新聞肥・５・別夕刊）

［桜井林太郎］

医療の整備が大きいとされる。

医療科学院生涯保健部長は「小児

国のうち、世界保健機関（ＷＨＯ）

国内総生産（ＧＤＰ）上位卯力

る。

を強化する必要がある」と指摘す

のかもしれない。幼児を救う医療

救急体制が十分に機能していない

が厚生労働省の研究班の調査でわ

歳の死亡率は先進国の平均より３

長寿命を誇る日本だが、１～４

１～４歳救急医療「不十分』の指摘

０００００
４３２１

米国日本ほかの先進ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
１３ｶ国平均

るとの見通しをこのほど発表した。

E尼■二で竃a■■■ニヨウUUHUnBlU2p

出生率の増加、死亡率の低下、移
いているという。

函
1～4歳児の死亡率(人口10万人当たり）

民の一『づの要素が人口増に結びつ

フランスの人口は閲年１月時点

の推計値で６２４０万人。明年の
国勢調査に基づいて２０５０年の
人ｎを６４００万人と予測してい

たが、似年に実施した中間調査の
結果、より高い増加傾向が認めら
れるとして上方修正した。

ドイツは佃年の８２４０万人か
ら２０５０年には７０８０万人ま

で減ると予測され、現在の傾向が
続けばＥＵでのトップの座をフラ
ンスに明け渡す。見通しを発表し

たドロビアン運輸・住宅相は「こ

6５
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人口減社会目前に

二年）とＨ本の七○年代の水準に

が一・二四（○一年）と日本を下

続で上昇しており、晩婚化の進行

じた。三十五‐三十九歳も二年連

｜方、三十’三十四歳が上昇に転

で出産年齢が次第に上がっている。

回るものの、米国は二・○一（○
ある。

割り込み、低下傾向が続いている。

下回った後、九五年に一・五○を

－出生率過去最低棚Ｉ
そぎかねない人口減社会が目前に

六歳、女性が二十七・八歳となり、

厚労省は「三十代の上昇は明るい

厚生労働省が一日発表した二○
迫っており、官民挙げての一層の

男女ともに上昇。第一子出産時の

出生率は一九七五年に二・○を

○四年の人口動態統計（概数）に

日本の人口は○六年中にピークを

を更新した。出生数から死亡数を

二九となり、四年連続で過去最低

までみると○三年の一・二九○五
三年の一・二九○五

は前年と同じだが、小数点第四位
だが、小数点第四位

の合計。○四年の出生率一・二九

十九歳までの女性の年齢別出生率

合計特殊出生率は十五歳から四

を下回ったとはいえ、政府が年金

○四年の出生率の低下幅は前年

鈍化する要因になる。

力人口の減少を通じて経済成長が

し。出生率が下がり続けると労働

七十五人少なくなる一方、高齢者

三十五人で前年より一万二千七百

続で前年を上回っている。

平均年齢は二十八・九歳と六年連

平均初婚年齢は男性が二十九・

材料」としている。

よると、一人の女性が生涯に産む

迎え、○七年に減少に転じる見通

差し引いた自然増加数も初めて十

から一・二八八八に

の増加で死亡数は一万三千七百五

200

150

100

1947年5０５５６０６５７０７５８０８５９０９５０００４

2８．６

2８．９
2９．４

2７．６

2９．６

2７．８

万二千百二十七人と初めて十万人

亡数を差し引いた自然増加数は八

（曰経新聞脆・６．２朝刊）

を割り込んだ。

昨年成立した年金制度改革法は、

九歳以下は前年に続いて低下する

Ⅲ生率を年齢別にみると、二十

るぎかねない。

るなど、社会保障制度の土台が揺

料や給付年齢の引き上げが迫られ

減ると給付水準を保つために保険

んでいる。若年人ｎが想定以上に

は政府の想定を上回るペースで進

付の水準を設計している。少子化

するのを前提に保険料の負担と給

移し、○七年に一・一二で底入れ

出生率が○四年まで一・三一一で推

○四年の出生数は百十一万八百

万人を割り込んだ。経済の活力を

低下、少子化に歯止

十七人多くなった。出生数から死

初婚
女`性

2７．５
2６．２

1994年
95年
2003年
04年
2８．５

第一子出産
男'性

５４３２１

回ったままだ。

晩婚・出産年齢が上昇(平均､歳）

先進国ではイタリア

制度などを設計する際の前提を下

００

５万人

めはかかっていない。

子供の数（合計特殊出生率）は一・

少子化対策が求められそうだ。

■回
合計特殊出生率と人口の自然増加数
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乞

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『人口と開発』で発表する論文を募集致し
ます。テーマは…人口と持続可能な開発に広く関わるもので、アジアの現状に関するも

のを優先いたします。原則として掲載は各号１篇、原稿用紙400字詰めで20枚（8000字)。
また掲載論文の著作権は、財団法人アジア人口・開発協会に帰属しますが、執筆者の利
用を妨げるものではありません。また応募論文は未発表のものに限ります。

論文応募者多数の場合には、財団法人アジア人|」・開発協会内で審査し採用原稿を決

定致します。また編集の都合で、次号に掲載される場合もあります。同じ研究者による
異なった視点の論文も歓迎致します。

この公募論文は、若手研究者の新鮮な研究視点を重視し、新しい研究分野を切り開く

ようなアイデアを広く公開する場を提供するものです。今後の人口と開発に関する研究
を促進することを目的としており、大学院生をはじめ、若手(D}究者に門戸を開くもので
す。広くご案内下さいますようお願い申し上げます。

投稿される原稿は原則としてワープロ原稿とし、そのプリントアウト原稿と使用ソフ
ト名を明記したＦＤで投稿してください｡投稿の際には原稿と同時に､応募者の略歴(写
真つき)、投稿内容に関する写真２枚も同封してください。

なお、採用された論文には薄謝（当財団規定）を進呈致します．振るってご応募下さ
い。
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Report〔mtheBasicSurvey(〕ｆＰ〔)pulationandD〔ｗｅl(〕Imlem
illSDuthcastAsiaIlCounlrics

-India-（英語版）

３．中塗人民共和国人ロ・家族計画第二次基礎調査報告灘

BasicSurvey(Ⅱ)onPopulati〔)nandFamilyPlalu1uinginlhe
PeopleIsRepublicofChina（英語版）
生育率和生活水平美系第二次II11zI合作Uhl査研究１Ｍ告二|；
（''１国語版）

昭和58年度
1．’'１難人民共和国人ロ・蒙族計画雅礎調査膿街避

BasicSurve｢yoI1PopulationandFamilyPlanningillllle

Peoplei＆RepublicolCIlina（英語版）
生育率和生活水平失系''1｢1合作jjI1在iil1究搬行二ｷﾞｶﾞ
（｢11111溌版）

4．ネパール王国人ｎ.家族計画基礎調査

BasicSuTveyRf2portonPopulationandFamilvPlanningin
lheKmgdom(〕fNepal（英語版）
5．日本の人I｣都市化と開発

UrbaJnzationandDcvel(〕pmerllilljapan（英語版）

昭和59年度
1．アジア諸国の農村人｢1と農業開発に関するii｣M在報十17苦
一インド国一

ReporlonlheSu｢veyofRuralPopulalionandAgricullural
DevelopmenlillAsianC(〕unlries

６．バンコクの人1.都市化と生活環境・糊ﾄﾞﾙ調査

-India-（英語版）

一データ編一

SuwevoIUrbaI1ization,LiviIlgEnvimI1mental】ｄＷｅｌｆａ舵ill

Bangkok-Data-（英語版）

２．東南アジア諸国導入しI．')Ⅱ苑基礎綱査報告
一タイ国

ReporlonlI1eB（lHicSurvevofPoI〕ulatiolXandDeveloI〕II1enl
７．スライド

Ｈ本の都市化と人口（日本語版）

inSoutbea釧八siamCounlries

-ThaiIaIld（英語蛾）

Urbanizali()nandPopulationinJapall（英語版）
日本的城市化可人にＩ（llj国語版）

３．旧本の人口転換と農村開発

UrbanisasiDankependudukaIlDiJepang

ｌ〕emographicTrallsi1ioIIinJal〕anandRumlDevelopment

（インドネシア語版）

（英語版）

昭和61年度
】・アジア諸国の磯村人口と農業開発に閥する調査報告避
一インドネシアiUJ-

ReporIontheSurveyoIRuraIPopulati〔)ｎａｎｄＡ獣icu,Iural
DevelopmentinAsiaI1CouIltries

`1．Survev()（FerliliWandLivingStandardsinChiI1eseRuml
Areas-Dala-AllIbehougch〔)]ｄｓｏｆｍｏｖｉｌ]a深siIlJiliI1

ProvincesuIrveyedbyquf9sIionlIaires（英語版）
尖子中同次村的人ロ生育率｣ｿﾞ化活水平的凋査搬告
式j干吉林省ilji/i､村近行全戸面淡凋査的鑑果一
一銃！｝銅一（'''１則語版）

￣IIldonesia￣（英語版）
5．スライド旧本の賎業，磯村開発と人１－１

２．東南アジア諸Ｉ'$等人口・開発基礎調査報告禅

－その軌跡一

一インドネシア画一

AgriculIumI＆RuralDevelopmcnlandPol〕ulalioninJapan

ReporIontI1eBasicSuI･vevolPDpulationandDcvel(〕pmenl

（英語版）

mSoLIIheastAsianCountries

「I木次Ⅲ'２次Ｉ:ﾔ的及展和人1ｺ的推移（中国諦版）

-IndoI1esia-（英語版）

PerkclllbanganPerIanian，MasyamkalDesaDaI1l《ep⑪ｎ－

ｄｕｄｕＭｎＤｉ上pang（インドネシア語版）
３．在１１留学生の学習と生活条件に'１Mする研究
人的能ﾉﾉ開発の課題に[IlIして－
４．１]本の労働力人ｕとＷ1発

LaborForcGandDevelopII1el】(ｉｎJapan（英語版）
５．人'二]とｌｊＭ発儂I連統計集

DemographicandSoci(〕-ＥＣ〔〕､(mliclndicatorsoluPopukllion
andDevelopmel1l（英語版）

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

昭和60年度
l・アジア諸lIilの農村人LIと農業開発に|判する鯛査報告ＴＩＩ：
タイ同一

Reporlollll1eSurveyofRuralPopulatiollandAgricullural
DeveIopnlel1tillAsianCoumries
-ThaiIaIld-（英語版）

6．スライド日本の産業発展と人ｎ
－その原動力・通気一
IndustrialDevelopmentandPDpulalioninJapan

6９

2．東南アジア諸国聯人1斗'111発選礎捌在報告書
一インド【1１－

2．東南アジア諸国等人ｎ.開発蕊礎調査報告普
一中華人民共和国一

Rep()rt(DntI)eBasicSL1Tvevo｢Populali()nandDevelopInem
illSoull1emsIASianCcunII-1eS

--China-（英語版）

－ＴｈｅI〕riInGMover-Electridly-（英謡版）
!｣本的'生)'１t友展々人口

其Lji劫ノノー曳と､－（1]|、語版）

I〕emba11gu[Ｍｌ１ＩＩ]dustridankepclldudukal】diJepang
-Pen紫ｃｍｋＬ:tama-TengaLislrik（インドネシア諦版）

３．アジア諸国からの労働力流出に間する調査研究報告二,lド
ータイ国

４．「1本の人口と家族

PopukllionalldllleF(lmilyinJapal）（英蒜雌）

５．アジアの人１１転換とＩ)'1発一総計集一
Ｄｅｍ〔)gmpbicTransili〔)nandDcveloI〕mel1linAsiallCounlrieg
-Overｖｉｅｗａｌ１ｄＳ(alisticalTables-（英語版）
６．スライド

日本の人口と家族

7．ネパール王国人口・家族計画第二次坐礎調査

Ｃｏｍｌ〕leIllenlarvBaHicS1lrveyRepo｢ｌｏｌｌＩ〕opulaliDIuand
FamilvPIanniI】ginIhckingdomumep(1１（英語版）

昭和62年度
Ｌアジアiilfl到り〕農村人｢1と腱業開発にMHする調査協告T1ド
ー’１】華人災共『Ⅱ国一

Rep(〕rtonIheSurvey(DfRuralPopulationalldAgricullulnl
DevclcpmenIil]AsiallC(〕111]trics
-CI〕ina-（英濡版）

FamilyandPopulali〔〕ninJapal1-AsianExperieI1ce
（英語版）

｜｣水的人1J勺家庭（中ＩＲＩ調版）

ｌ〕eIlduduk＆KeluargaJepang（インドネシア謡版）

２．東南アジア柵国騨人|非開発雛礎渦査報告Tlド
ｌｌｊ兼人氏共ｆⅡ国

Rel)olonIheBasicSurveyoIP〔)pulatioX】andDevuI()】)ｍｅｍ
ｉｎＳｏｕＩｌ１ｅ(lsIAsiaI1Counlri鴛

7．ペルー共FlllI：|人口家ij(iilmli基礎調査

平成元年度

一chin（，（英研版）

３．アジア澗工1からの労働力流Ｕｌに|潮する調査研究報告７１ド
ーフィリピン国一

l・アジア猪'１４の農村人口と農業|)11発に関する綱森報liitlド
ーバングラデシュ国

Report〔)111I1eSurveyofRuralPopulaIicllimdAgricu1tul･al
Developn1ent

４．１｣本の人I」と農業1$Ⅱ苑

PoplIlaliolluIIdA厚icullurall)evel〔】I)moI1IinJapal1
（災瀞駁）

-Bangladesh（英語版）
５．ネパールの人｢I・洲発・難境

２．束関アジア猪lK1聯人１ｍ開綣些礎調査総〈I悲
一ネパール国一

l1DPL1IaIi〔)､,DevelopmelllmldEnvimnmenliI1NepaI
（英諦版）

ReporI〔】nlheBasicSurvevofPDpulati(jllalldDevel()Ｐｍｅｎｌ
ｉｎＳｏｕ【l1eaAilAg;ianCountries

-Nepal（英語版）

3．アジア諸伺からの労働力流１１}に|聞するiilM査報告禅
マレーシア国

４．Ⅱ本の人I]櫛造変動とり'1発

６．スライド

Ⅱ本の人1J鞍ljMIと経済発腱

ＴｈｃＭｉ津【lmryMoveIneI11andEconomicDevel〔)pIneI1Iin
JaIxm（英語版）
「1本的人口移ztIjlJ難済度展（'１r国i譜版）

Ｉ>erI〕indal1aI11〕eI1dudukDn】UPelkembangfmI2koI1oKＩ１ｉＤｉ
，k9pang（インドネシア誤版）

一ilIji齢化のアジア的視点一
S1rucluralCl1al1geinPopulaliollaI〕dDevelopnlelll

7．トルコ同人I｣家族汁iilji些礎調査

-jmpaIDisExl〕eriencci11Aging-（災譜版）
５．スライド

涼i齢化社会へのロ本の挑戦

一生きがし､のある老後をl｣指して－

AgiIuginJapan--CI】allengesandPmsl)ecI5（英諦版）

辺人向齢化社会的Ｈ本１１劃i11世桃故

追求具生命意又iiiﾘ老年生iill：－（Il1uiIii{i版）

昭和63年度
1．アジア鞭lK1の幽村人｢Iと農奨ｌｊＩｌ苑にIHIﾌﾞｰろ調査縦i｣rilj：
ネパールn3

Repox･１０ｎｌｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲｌⅡaaIPopuIatioI]alldAgriculIurnl
I〕帥･eIDI〕l】ｌｅｌ１ＩｉｎＡｓｉａｎＣｏｕｍｒｉｅｓ

－Ｎｃｐａｌ（其ｉｉｌｉ版）

Tanlan瓢nMasyarakaILanjulusiaJep（Ｉｎｇ
（インＦネシア譜版）

7０

[|'雅人氏共ｷﾞIllRl

（/Ｍ:IMIは、1990年(;Ⅱ)|]本視聴灘教育協会]ﾐ催優秀|映
像数材選奨Ⅱ:会戦青ＷｌｌＩ１１で纒秀漬を受賞｡）

１．Ⅱ本の地域ljM繕と人副1990年(い峡削
RegioI]all〕小℃l【〕l)】Ile11lall〔11>〔〕pulaIiDniIlJal)al1

Trends3ndPro葛peusilllhel990s（英語版）

６．アジア術lKlの農業１脚寵５力|Ｊ１の比鮫一

SlmlcgicMeasureslbl･theAgricu]turalDevelDplnenl
ComI)ara1iv⑤Slru〔liesollI7iveAgi(lnCouMries‐
（英語版）

５．スライド

，,,|亀の地減開花と人｢Ｉ

Ｒ鼈iIla1,)eve1o,〕meII1f,､〔ＩＰ(〕I〕ulaliO,】i,,｣aI〕加］（災語版）
，_{イミ約区域〕,:皮下【,人1-1（ＥＩ１ｌｉ<Ｉｉ枅版）

Ｉ,eI1nI〕q,】guI1anDacraI】da1lP(〕I〕ulasidiJeI】【ｌｎｌｇ

平成２年度
1．アジア猪''１⑪腱村人１１と農業l渕発に|謝する報告1ド
ーフィリピン国

（インドネシアliH）

Rep〔)rl()I1111eSulvevolRumlP〔)l〕ulali(ｍａＩ〕。Ａ郷･icullural
６．アジアの労働ﾉﾉ移1lih

Lalx)rMigrationinAgi（Ｉ（雄厩版）

l)evc1〔)I)IIlenl

lDbiIipl)inc日一（英語版）
２．束1判アジア灘'14幕人ｎ.11M発」忠礎洲盗鵜flrn1f

平成４年度

バングラデシュ１１(ｉ－

l・アジア渚'正1の艇村人｢1と農業|M1；壱に側するiilM在fliiLfilド
マンーシアlj1-

Rcp(】rl(〕11Il1eSurveyoiRurall)DpulaIiq)naIldAgricullu｢ａｌ

「)ewl()pm1enI‐Malaysia（典諦版）
２．虹1打アジア調''1群人｢ル１１M発雌礎ilMil洲AiLfiiド

Ｒｅｌ〕(〕【!(〕ｎｌｈｅＢａｓｉｃＳＬｌ｢ｖｅｖｏ「PopuIati〔)、（mdDeveloplneI11
inS(〕ulheaslAsianCounlries

--BallRladesIl

（英諾版）

３．アジア擢国からの労働ﾉﾉ流iilにI蝿する繊在報f1fTiド
ーイン!<ネシア|正Ｉ

ベトー１－ム|]１－

１<elX)rIonIh(ＰＢｉｌｓｉｃＳｕｒｗｗｏ〔I〕(=jl〕ulali【】nandDevel(〕I〕I】】どIll
inSoulhc【lslAsianCDulllries

-ViclMln，（英締版）

3．アジアi渚|画からの労働ﾉﾉ流１１}に1卿‐ｵｰるiiIHitf研究fll俗Jド
ースリランカtE｝

`１．Ⅱ本の人｢1.ＭＩＩ苑・灘境アジアの経験一
Ｐ(〕pulaIi【〕､､Devel〔)pmenlal]dEnvir【】Ilmen1inJaI)all

AsianExpericI1ce-‐（災譜版）
５．スライド

’'水v)瑛境・人｢ｌ・ｌＩＷ苑（Ⅱ本認版）

EIwirDnmeI1LPbI〕ulaIi(〕naIldDevelopmenlinJ【lpim
4．アジアの産業岻換と人に１

（盤l譜版）

］l1dustrialTl･allsiIi〔)Ｉ１ａＩＩｄＰ()I)uIaIi()I1iIlAsia

｜｣ｲ氏的圷境・人｢1.7｢没（ＩＩｉｌＲ１諾版）

（雄編版）

LillHku1lIglall,IJeJl〔lu〔luk〔１３】ｌＰｅｍｂ;lJ1gunanJepaI1g
（インドネシア識版）

（本作,}Ｆ１は」991年(ilhIl本拠聴勉教育協会=iﾐ催繼秀映像

３．スライド・ビデオ

ｌHillに生きる‐｜」イ式の産其蛎換と人｢I

教材選奨社会教育部''1で優秀ri(を受賞｡）

LivinHI〔】ｒＴ()、q)lTowIndustrittlTr【lnsili()、ａｎ〔１１】【】l〕lIla-

tiD1UinJal〕ａｎ（災ii冊版）
生活（(１１ﾘ1尺Ｈ本的jf`:||(難換Ｊｊ人l」（'''１]ｆｊｉｉｉｌｉ版）

6．アジアの人I1f1jll7化一統i汁囎

Ｐ｢()speclH〔)fUrbanizali〔)ｎｉｎＡｓｉａ（英語版）

lli(lupUnlukIIariEgok--PcraIihal］SIruklu「Ｉ､〔lu別｢ｉ

ｌ〕【ＩｒｌＰ()I〕ul“iDiJepa】１９（インＦネシア,iilil壇）

平成３年度
1．アジアＩ謝国ｿﾞ)磯村人１１と腱難ＩＩＩｌ苑に|Ⅲする捌在機l1iilデ

平成５年度

ースソランカ風

1．アジア柵｢I：|の腱村人｢]と農業|刑花にl蝋する報ILf7If
ベトナムｌＩｉｌ

Ｒｃｐ()｢（（)IlllleSurvevRuralPopulali(〕nHmdAgriculIur【１１
１)evel(DlJJ11elu1SriLankaI英蒜版）

Ｒｅｐ(】11()ｎｔｈｃＳｕｒｖｅｙｕＩＲｕ｢aIIj()1〕ulflti〔)nandAgriculIu｢al

DCvelopl]〕elllVieINam-（災i禰版）

２．＃〔|樹アジア粥|葱轆人｢I・'Ⅲ殖liL礎iilm査報{If餅
フ／リビンlIk1

２．%〔iｈアジア;Ｉｆ１ｉ<|嫌人、.|胤発I,L礎綱企柵ilfi[|：

R〔J1)【)rI【】I1I11eBasicSurvevo〔Ｐ()l〕ulalio】ｌａｎｄＤｃｗｌ(〕I〕II1elll
iI1g【JullDeasIAsia11Counlrにｓ

スリランプノー

Rep〔)】｢t()ｎＩｈｅＢ【,sic畠ｕｗｅｖ,)〔Ｐ(〕I〕ulati〔)Ilan〔lDevel〔)I〕111巴lu1

ｌ)hilil〕pines〈英譜版）

inSCuIheasIAsinnCDumlries
ＳｒｉＬａｌ１ｋａ

7１

（災闘版）

３．アジァパiflKlからの労ljil｣ﾉ｣流''１に関するIiNhljlflJf先細Ｉ!｢iIド

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
親告書一インド国一

４．アジアにおける女性のエンパワーメン卜
EmpowermenlofW(〕meninAsia（英語版）

３．アジア諸国の人間資源開整と労働力に関する調査研究
報告書フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChnllengeandS1ralegyofAsianNatioI1s

-PopulalionandSuE;tainableDevelopment５．スライド・ビデオ

（英語版）

アジアを拓け一女'性たち－

ABrightofGeI1derEqualily-EmpoｗｅｒｍｅｎｌＤｆＷｏＩｎｅｎ

５．スライド・ビデオ

ｉｎＡｓｉａ－（英語版）

女たちの挑戦一女性の地位向｣話と日本の人口一

通性E1強之路一今ⅡⅦ洲女性一（中国語版）

WomenandtheirChallenges-Implovementsinthe

HarpallCeml1bagiPersamaan-KaumWanilaAsiall

S1alusofWomenlhePopulaIionofJaPan-

MerambahJalarx-（インドネシア語版）

（英語版）

女性的挑拙一女性地位的提高々日本的人口一
（中国語版）

平成８年度
1．アジア諸国の発膿段階別農業・農村開発基礎調査報ｉ１ｉＫ

TaI1IanganKaumWanitaEIIIansipnsiWaniladall
PoPuIasiJePaI'９－（インドネシア語版）

杏丁‐ラオス人民民主共和国
ReporIontheBasicSurvevonAgl-iculturaIandRuralDeヴ

velopmenIbyProgressSl＆geinAsial1CouJ11ries

-LaoPeopleisDelnocralicRepubIic-（英語版）

平成６年度
1．アジア諸'11の発展段階別農業・農村開発些礎調査報告
聾一インド国一

ワ

ー●

アジア諸国の都市化と開発調査報告響

ReporlonIheBasicSurveyonAgriculturalandRumIDe‐

一フィリピン国一

velopmentbyProgressSlageinA＆iaIlCoumries

ReportonlheSurveyofUrbanizatiDnandDevelDplnenlin

lndia-（英語版）

AsianCountTies-Pbilippines-（英語版）

２．アジア渚国の都市化と開発調査報告書一タイ国一
３．アジア猪''１の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告哲一ラオス人氏民主共和国一

４．２１世紀の人｢I・食織戦略一アジアと世界一
PopulalionalldFoodSlrategyn〕r21sIcenturv

Reporl〔〕nlheSurveyofUrbanizalionandDcvelopmentin
AsianCounlries-ThaiIaｎｄ－（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１１ドーベトナム国‐

-AsiaalRdWorld-（英語版）

4．アジアの女性労働力参加と経済発展
５．スライド・ビデオ

－－２１世紀の戦略一

2025年への決断一アジアの人、増加と食料

Women'sLaborParlicil〕qlionandEconomicDevelopmentin

ChallengCfmdDecisionlbrlheYear2025

Ａｓｉａ‐Slmlegylowald21Centurv-（英語版）

-Populationlnc｢easeandFoodinAsia-（英語版）

向簡2025年的央断一jHIiIl的人、増｣之jhl總食一

５．スライド‘ビデオ

（中国語版）

アジアの女性たちはいま･･･…

TekadUntukTahun2025-PertambahanPopuIasidaI1

NewHorizonsforIheWomanolAsia（英語版）

PangandiAsia（インドネシア語版）

正洲畑女的新リラ径（【'１国語版）
WaIlitaAsiaKini……（インドネシア語版）

平成９年度
１，アジア諸国の発腿段階別凝業・農村･Ｉ)i１発些礎捌査報告
書－ラオス人氏民主共和国一

平成７年度
1．アジア諸同の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告

RepolflonlheBasicSurveyonAgriculluralandRuraI

群一バキスタントョ一

DevclopmembyPmgressStageinAgianCouI11ries

ReI〕orl(〕nlbeBasicSurveyonAgriculturalamdRuralDe‐

-LaoPeople1sDemocraticRepubIic｛英語版）

velopmentbyProgressSlageiI1A笛iaI1Countries
PakislaIl-（英語版）

2．アジアの社会開発と人間朋発

SocialDevelopmenlandllumanl〕evelopmenlinAsia
（英紹版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する禰査研究

２．アジア諸国の都市化とljM発基礎調査報告灘
一ネパール国一

ReponorI1heSurvevofUrbanizalionandDevelopmentin
AsiamCounlries-Nepal-（英語版）

7２

－中Ｉ調－－１１海を'１１心に

RCI〕o]｢ｌｏｎＩｈｃＳｕｒｖｅｙｏ〔AgilIgandIIcahhiJlAsian
C()umries-China-Fbcu黒()nShanf;bai-（英語版）

報告ilf-マレーシア国
４．水をめぐる211比紀の危機
アジア人、を焦点として－

３．アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に閲する澗在研
究雑告７１Ｆバングラデシュ人氏共fI｣国一

WalerCrisisinIheTwenWFirsKCeI11ury

-Prospect()fAsianPopulati(〕nandDevelopment（英語版）

平成12年度
1．アジア諸''１の発展段階別腱業・農Ｉ11割発些礎綱杏報杵
諜一ミャンマー連Ｊ１段

RepoInonlhcBasicSurvevonAgriculIuralandRuralDe-

５．スライド・ビデオ

水は生きている一人口と水涜源一
WatorisAlivePopulationandWa【erResources（英語版）

velopmentbyPro錘essSIageinAsianCouI1Il｢ies

水是ｲ1生命的人'｡ｑ水履源一（中国語版）

-MvaIlmar-（英語版）

八i「iIullidup-PendukdanSumderAi「
（インドネシア語版）

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態凋査報告祥
タイ国一

Rcp()ｒｔ〔)ｎｌｈｅＳｕＴｖｅｖｏｆＡｇｍｇａｎｄＨｅａｌｌｈｉｎＡsian
CoulI【riesThaiIand-（英語版）

平成10年度
l・アジア諸|固の発展段階別腱業・農村開発基礎調査報瞥
諜一カンボジア国一

３．アジアi渚国の職業安定制座と雇用政策に|判するiil3恋(！［
先報告書一カンボジア国

ReporlonlheBasicSurvWcnAgriculluralal1dRuralDcvcl(】ｐｍｅｎｌｂｙｌ〕rogressStagemAsianC〔》uNllries
-Cambodia-（英語版）

平成13年度
１．人I=I|(１１題を埜礎とした農業・農村開発ijM盃報('識

２．アジア諸inilのiIlii齢化と保健の実態調査報告課
大韓民国一

一カザフスタン国

ReporIoll（ｈｅＳｕｒｖｅｖｏｌＡｇｉＩ１ｇａｎ〔lHeaIthinAsian

Rep()rt〔)nSurvevofAgricuI1urfllallｄＲｌＩｒａｌｌ)evelopmcnt

CouI1llies-T}leRcpublicoIKorea‐（英語版）

U

MsedoI】Populationissucs

-TheIRepllblic(〕fKazakll層lall（英語版）

３．アジア識1劃の繊業安定ilil1度と砿用政策に関する調森研
究報告丼一イラン１劃

ワ

ー■

アジアi渚国のiflTIT化と|)'1発洲杏報(!｢苔
一マレーシア国一一

４．発展のiIilj約一''１国・インドを中心に

Repol･IonIheSurvevofUrbaniznIiol1alldl)evelopIlle1,【i【】

ConstrainsonDeveIDpmeIM-FocusollChinaandII1dja-

AsianCountries-Mahwsia-‐（災活版）

（英締版）

3．アジア緒風の織業安定制嘆と嘘用政策に関する洲査研
究搬十Ｉ殻一インドｌｌ４－

５．スライド・ビデオ

地球からの警告一アジア．水と食料の未来一
ＡＷａｍｉｎｇｌｒｏＩｎｌｂｅＥａｒ【h

平成14年度
１．人｢1問題を蛙礎とした農業・磯村ｉｌ１ｌ発洲査報fIrdlL

-TheFutuTeofAsia,WalerandFood-（英語版）

＞k向地球的縛告一亜洲水札籾食的未来
（中国語版）

-ウズベキスタン国

PeringalandariBumi

RcpollonSurveyofAgricullu｢ａｌａｌｌｄＲｕｍｌｌｽﾖvelol〕ｍｅｎｌ

-MagaDepanAsia-AirdanPangan-

ｂｉｌ鑓。【〕nPopulalionlssues

（インドネシア語版）

-TheRepublicofllzbCkistan-（英語版）
２．アジア渚凶のIIHli業安定稀ﾘ度とﾙｺﾞﾐﾉ１１政策に|則-する洲査iil｝
究級告11ヂーベトナム国一

平成11年度
1．アジア猪'１』の花鵬段階別農業･農村ljH発甚礎調森報告替

モンゴル同一１１｣央県.センンゲリiLを[''心として－

平成15年度
１．人、131題を避礎とした農業・農村|)H苑洲査報(lfiLド
ーパキスタン極

Roport〔)ntheBasicSurveVonAgricuItumlandRuraI
Devel(DpmentbyPmgressS1ageinAsiamCounlries

-Molll3PliaFocusonTovandSelellge-AimaIlg
（英語版）

Repo｢toIXSurveyofAgriculluralaI1dRurall)cvelopmelll
b【IsedonPopulaIionlgsucs

7３

２．アジアiiifl却の商齢化と保健の実態調査報告課

－Pakistan－‐（英語版）

1．『国連人ロ開発会鰯における注釈のついた概要』（和文）

２．アジア緒国のj7畳用政策とl副瞭的な労働ﾉj移勤に関する
調査研究報告書一ミャンマー連邦一

InlematioIlalConfCl-enceollPopulationandDevelopmeI1lAIl‐
ｎ【)tatedoulliZ1eofthefinaldocumentofIhecoIu企rence,Kot‐
edbytheSecretaryGelleralの｢I本譜版・国際人口開発会

議行動iilimjiの作成過程で．その最終泄倣会議洲催に|句
けて用意された行動計画案である。このＥ概要１Ｊに基
づき、国際人口|刑発会識行動計阿が形成された。行1li1j
計画採択以前に池備されたこの和訓は行lhll計画採択に
際し日本からの働きかけを行う上で大きく寄与した。

２．『国際人ロ開発会議行動計画要旨』1995年（和文）

平成16年度
１．人、問題をJlL礎とした農業ｑ農村開発調査報告苫
インド|更l-

RepormnSurveyDIAgricuI[uraIandRumlDevelopment
basedollPopulationlssues．－India-（英語版）

2．情報サービス業における(到際分業と労働力需給に関す
る調査研究日本・''１国

（内容：1994年カイロの国際人口開発会議（ICPD）の
行動計mljの要旨・同文灘関連の出版物としては本邦初」
3．『国際人ロ開発鰯員会議（lCPPD）議事録』1995年（和
文）

（内容：1994年カイロで|到際人口開発会篭（ICPD）に

先駆けて開催された[Ｈ１会議員会議である''３際人口開発
議員会議の議事録。同会議には117力|ｆ]約300名の国会
議員が参加した｡会議宣言文はICPD総会でも発表され
た。また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地
域の国会議貝フォーラムが飛備された｡）

４．国運人口基金『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、分野に対する援助の現状と．資金
の流れを分析。我が国の人1ｺ分野への貢献も併Ilf）
５．『国際人ロ・社会開発議員会蕊(lMPPSD)議事録』1996
年（和文）

（内容：世界社会覗発サミット(WSSD)にあわせ､1995
年３月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された人
ロと社会6M発に関する国会議員会談議11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議であるブカレスト

会議から1994年カイロの国際人1ｺ開発会議まですべて

の国連主催の人口会議に参加し、人'二I分野における１１
界的大家である籍者が､その推移を概観し分柵した｡）
リソース・シリーズとして銘打った記念すべき鍔ｌ＋士
７．ToshioKurodaResourceSeries2“FromBucharest

toCairo-20YearsofUnitedNaticnsPopuIationConferences-''’1996年（英文）
（内容：好評をもって迎えられた「リソース・シリー
ーズ１」の英文版｡）

B，『国際女性・人ロ・開発繊員会識（lMPGPD）議事録』
1996年（和文）

（内容：第４回世界女性会雛(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５

年９月に束〕i(で開催された国際女iiLt・人口・')H発議貝
会議(IMPGPD)の識ﾕ}繋録。同会議には第４回世界女性

祠

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

会議に対する各国政府代表を'''心とする国会識負が参
ｊ１ｌ１した句）

（内容：ワールド・ウオッチ研究所からfll行されたSaI1dra
Postel箸､WorldwatchPaperl32,DividingIheWaIers:Fond

Securily,Ecosysteml-IealUl,andtheNewPolilicsofScar‐
ｃｉｌｖの邦訳｡今後人類社会に大きな龍''約を17.えるのが、

９．ＦＡＯ／UNFPAおよびポートン・ズアユグエン・ティ・

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

淡水賛源の不足である。贈え続ける人口を戈えるため

（Iﾉﾘ容：ｕｌ界食料サミットへの準備として国連食料農

の農業生瀧もまた淡水資源の逼迫によって大きく制約

業磯関(FAO)が国連人｢1基金との共同研究された、「人

を受けると考えられている。地球は水の惑星とＶ､われ

口噸加と土壌劣化」に関する論文の11本譜版および．

るが飲料や農糞用に安定して使用できる水の総塗lEk地

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで開かれ

球｣この水の0.000008％に過ぎない。この水の総鼓は．

た。人I」と食料安全保障に関するAFPPD（人口と開発

有史以来変わっておらず．人｢Iが贈加する分だけ．一

に関するアジア鍍員フォーラム）特別運営委員会で．

人当たり使用できる水の杜はどんどん減少しているの

ベトナム国会社会委員会委員長グエン・デイ・タン議

が現実だが、このことが＋分に認識されていない。人

員とマグサイサイ賞受賞者である著名な農業学者ボー

Ｉ｣増力I]を支えている地球の|混界が目の前に迫っている

トン・ズアン博士の共著論文の|｣本譜版の台本。世界

ことに瞥併を発している｡）（n本語版版権取得）

食料サミットに向けた資料として作成された.）

16．国運人ロ基金『人類のための環境』1998年（和文）
（内容：国連人[1埜金ｌｌＩ版物EIwimnmenlforPeopleの

10．『国際食料安全保障・人ロ・開発職員会繊(IMPFSPD）
議事録』1997年（和文）

’二|本譜版．人、問題．環境ill1題、｜)'１発|矧題を効率的か

（内奔Ｉ食料農業機関（FAO）主催の世界食料サミッ

つ実質的に解決するためには.その3つの領域の|川に架

ト（WFS）にあわせ、1996年1111にスイス・ジュネー

け橋を架け、期閲関係を重視することが必要であると

ブで開催された「iuil際食料安全保障・人ｎ.開発議員

の視点に立って、主に環境と人I]の'1Mに横たわる様々

会議」の議二ＩＦ録。同会議の成果は．世界食騨サミット

な問題を例に．解決のために必要な視点、力法．三F段

で公式に配布され､哀たＷＴＯルジェーロ菰務Ajj長にi）

を探っている｡）

桜井新・会議議災から不渡された｡）

17．『リソース・シリーズ８“Parliamentarians'Activities

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

11．国運人ロ基金『未来のための食料』1997年（和文）

（内容：唾ｌｊ座人、基金出版物Fbodh〕rlheFulureの日本
語版。人ロ墹力１１の抑制と食料確保を行うために、女靴
の参力Ⅱが不可欠であることをさまざまな具体例から解
きほぐしている｡）

れたr1I1際人口開発会議評Iilliのた釣の国会議員フォー
ラム（IFP)」のために準備された川版物である。この}'1

12.国連食粗農業機構(FAO）『リソース・シリーズ４世

版物の中には1994年の国際人、開発会議以降の人｢Iと

界食料サミット1996年世界食料安全保障のためのロー

ＩｌＨ苑に問するアジア議員フォーラム（AFPPD）をはじ

マ宣言および世界食料サミット行動計画』1997年（和

めとし､アメリカ地域人ｎ.開発|雪会議且グループ(IAPG)、

文）

アフリカ・アラブ地域人口開発鍍貝フォーラム(lWlP‐

（内容：lu界食料サミットのローマ宣言と行動iil画の

ＰＤ)、ヨーロッパ地域の劃会議_風活jiljの成果である汽言

本邦初の翻iil<であり，多分野から同文護の'二1本翻訳の

文と、各議連の活動史をまとめたものである。地域の

決定版として商い評価を受けた｡）

枠を超えて人、と開整に関する透l会議員活１libの成果が
～覧にまとめられたJIFはかつてなく、｜副会議貝iIilli1Iの
地球嵯模での広がりをも象徴してv､る。

13．『リソース・シリーズ５FiveYea｢sfromlCPPD-国際
人ロ開発職員会議から５年一人口と開発に関する国会
議員会謹宣言文』1998年（和・英）

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

（内容：カイロの国際人ｐＩｌＭ発会識から５年間を迎え．
この機会に人口と|卿発に関する国|蕊議員会i瀧．地域雛

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて１$M催さ

員会議の宜言文を集成。今後の更なる発展のための資

れた「|鼠!際人口開発会議評価のための国会競貝フォー

料とした｡）

ラム（IFP)」の報告善である。司会識には103力脛iから

およそ210名の[1J会議員が参加した」i7l会議では国際人
旧|)M苑会議から５年Ｉｌｌｊの進捗状況とその進展を阻む随

1998年（英文）

害について熱心な討議が行われ、人l」と持続可能な開

（内容：ｕｉ財団が主催する「人口と開発に閥するアジ

発を一貫した視点で扱う事を強く求めた「(卿際人に11刑

ア国会識止｣会鍍」で呼びかけをおこなハ各１週の人口

発会雛評価のための国会識風フォーラム・ハーグ宣言」

政策を各'１１政府蘭任者もしくは尊}燐ｊ家が記述した。名

が採択された。このＩﾉﾘ霧は会議聯務総長を務めた桜)|：

IIJの政策にff任を持つ国会i義員が関与している点で、

新AFPPD議長の手によって､ハーグの[１１藤フォーラム

類例を見ない」

ならびに３月にニューヨークで|Ⅲ催された雛lIili会雛の

万

14．『リソース・シリーズ６PcpuIationPolicyinAsia』

カレストからカイロヘー』（復刻）

腸でも発表された。

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・シリーズフ『欠乏の時代の政治学一引き裂
かれる水資源一』（復刻）

好評のため絶版となったリソース・シリーズ７を復刻
した。

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

UKFPA,'0PopulationlssuesBTiefingKit20000'の翻訳｡人
、問題は"数,，の問題ではなく、生活をしている“人々”
の問題であるという視点から、現在の人口分野におけ

19,『リソース・シリーズ９第21回国連特別総会特別委員
会報告書「付録」一国運人ロ開発会議行動計画のさら
なる実施に向けた主な行動一』1999年
1999年６月30｢I~７月21｣にかけて`ﾆｭｰﾖｰｸの

ＩＪＩ連本部で開催された「国際人口3M発会議から５年を
経過したその評価のための国連人口特別総会報告群」
日本語版。同会議では、国際人1二1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、行動計両
を実)砲する上で必要となる指標や障霄を解消するため
の具体的行動などを国連加脇同が国連総会の場で協議
し確認した，

る様々な課題とその問題への取り組みを概観したもの
で、カイロの行動計画実施の意味を説明してし､る。

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
議事録』2000年

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

世界雌,初の人口と開発に関する議員フォーラムである

「人'二Iと開発に|則する議員フォーラム（AFPPD)」が３

UNFPA,'PopulationlssLlesBriefingKiI2001,.の翻訳"2000

年に一度'1M催する大会の議斗『録。

年に国連本部で開催されたミレニアムサミットで採択

AFPPDは1981年に設立されてから世界の指導的な人口

されたミレニアム開発目標の['１に人口問題を位遇付け．
新たなUNFPAの人ロ問題への取り組みを示し､人[｣分
野における儀々な課題とその問題の現状と取り組みを
概観した。

27,『人ロ問題を考える一人類生存の条件と人類社会の未来一』
ＡＰＤＡ創狸0周年を記念して開催された公ＩｊＨフォーラム

の議事録。この公開フォーラムでは、’三1本が1阯界に誇
る各分野の権威者から、宇宙物理学、生物学の視点か
ら生命倫理の視点まで犠々なi11点から人｢111M題を概観
して()らハなぜ人口問題が人類の将来にとって決定
的に正要なのかを論じた。私達が生きるこの世界にお
ける人口問題の意味を様々な視点から論じた類悲はほ
とんどなく，好評をもって迎えられた.
28．’１PopulaticnIssues-TheConditionｓｏｆＨｕｍａｎＳｕＭｖ－

ａＩａｎｄｆｕｔｕｒｅｏｆｏｕｒSociety、

と開発に閥する地域議員活動として、アジアのみなら

ず、世界レベルでも人口と開発に閲する国会議貝活動

の指導的な役割を担っている。その提唱者であり、創
設者の佐藤隆・元農水大臣と．桜井新・現議艮の出身
地である新潟県で開催されたAFPPD大会の報告響(｢］
本語版)・同大会では1000年期段後の大会として．２０００

年jUlに向けたアジア・太平洋地域の人口・洲発問題に
関するlＦ１会議員の活Iilj方針を協雛し、その成果は←新
潟宣言」にまとめられた‘

21．『リプロダクテイブ・ライツ・チャート2000』2000年
IPPF(国際家族計耐連盟）が作成した“IPPF／iwaraw，
repro〔Iuctiverights2000'ウォールチャートの｢1本譜版＝

世界各国のリプロダクテイブ・ヘルスやライツに関連
する政篭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l`,､たものを地域
別・あいうえおl1Jmに編集を加え．読者の便を図ってい

リソースNq27了人口問題を考える人類生存の条件と

る。また．各種の国名表記は外I務省の表記に飛拠した

人類社会の未来一』の英語版．

正規名称を１１１シ､ている．

２９，０DAQuarterly2DO3onPopulationandDevelopment
（英語版）

2003年度に４半期ごとに刊行されたＯＤＡクオータリー

の創刊号から４号までを英訳したもの｡ＯＤＡクオータ
リーは全国会議員に対して人口と'1M発問題に対する'三１

22．国運人ロ基金『女性のエンパワーメントに向けて』2000
年

UVFPAのWorkingloE1npowerWomen,ＵＮＦＰＡ,sExperienceinlmplelnelxlingtheBeijingljlaIfomlofActionの日
本語版。“女性のエンパワーメン卜”は|到際人口ijM発会

本国からの拠川の亜要性を訴えかけるために作成され

箙（ICPD）行1liI計阿において人口問題の解法を果たす

たもので、財団法人家族計１，国際協力財|;Ｈ（JOICFP）

上での繭要なカギとなる概念として位置付けられた。

とUNFPA東京事務所との協力で発行されている。

また．中睡|北〕l(で開催された第４向世界女性会議では

30．『地球の人ロと水』

UNFPAの刊行物であるGlobalPopulali(mal1dWaIerの
日本語版。同諜は2003年３月に求都・大阪・滋侭でＩＭＩ
催された第３回世界水フォーラムにおける離縦に資す
るために作成されたもので、食料生鴎安全な水供給．
公衆衛生象どの側面から水と人Ⅲ問題とかかわり左包

［'１心的な概念となった。第４回世界女性会議から５年
を踏哀え､人口､女･性''１１題に共通する女･性のエンパワー

メン卜を【''心に､lCPD行勅計画ならびに女性会識の行
動綱領実施と関連するヒドPPAの活動を具体的に紹介し
ている。

23．リソース・シリーズ１『国連人ロ会議20年の軌跡一プ
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括約に扱ったものである。

３１．０DAQuarterly2004onPcpulationandDevelopment
（英語版）

2004年虞に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ロとIjN発問題に対１－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、財団法人家族計画国協力財団（JOICFP）と
UNFPA東京nIlF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＋10兆第６号「人口、持
続可能な開発と環境｣、第７号｢人口、持続可能な開発
と貧困とODA｣、第８号「ミレニアムM1発情l標と人口』。
32．ミレニアム開発目標の達成に向けて一人ロとリプロダ
クテイブ・ヘルスが正否の鍵を握る－人ロ・開発戦略一
UNrPAから刊行された、AchicvinglheMiUenniumDB-

velcpmentGoals-PopulationandReproductiveHeallIlas
Critica］Delem1inants-PoIjulatio}UandDevelopmclll

SIralegies＃10の日本語版。ミレニアム開発目標と人口

関連の目標を関係付け、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＝

7７

「第幻回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議
（通称ＡＰＤＡ会議）」準備のため，楠本修事務局長補
佐・主任研究員、木村亮子国際課・プログラムオフイ

サーが、カンボジア国プノンペンを訪問。ペン・パン
ーーャＣＡＰＰＤ副議長ほかＣＡＰＰＤ議員および事務
局と会議開催について協議、会場等の調整を行った。

とした農業・農村開発調査ｌインド国ｌ」事業完了。

３月犯日農林水産省平成焔年度委託調査事業「人口問題を基礎

日日

３月躯日国際人口問題議員懇談会・総会を参議院議員会館会議
室で開催。

⑪平成Ⅳ年度事業計画・収支予算

「石原葵農林水産事務次官・昼食会」に竹本将規研究員
が参加。平成Ⅳ年３月妬日に閣議決定された「食料・
農業・農村基本計画」について、石原葵次官による説

４月１日山崎美穂ＡＦＰＰＤプログラム・アソシエーッが来所。耐
尾崎美千生事務局長と業務協議を行う。
４月四日

ＡＰＤＡ会議、カンボジア国・人口開発関連プロジェ

明を受ける。
４月幻日

クト視察、およびスマトラ沖地震・津波被災地視察の
結団式を開催。外務省、ＪＩＣＡ、ＵＮＦＰＡから各

国事情と現地の活動について説明を受ける。

の国内委員会、ＡＦＰＰＤ、ＡＰＤＡ、総数弱名が参加。

太平洋から胆力国の代表国会議員、国際機関、７カ国

み国際課・プログラムオフィサー。会議には、アジア

ン市で「第虹回人口と開発に関するアジア国会議員代
表者会議（ＡＰＤＡ会議）」開催。日本からの参加者は、
清水嘉与子（参・目）ＡＰＤＡ副理事長、谷津義男（衆・
自）ＡＦＰＰＤ議長、桜井新（参・自）、長浜博行（衆・
民）、武山百合子（衆・民主）、海江田万里（衆・民）、
生方幸夫（衆・民）、尾崎美千生事務局長、楠本修事務
局長補佐、木村亮子プログラムオフィサー、恒川ひと

緊急時における人口をテーマにカンボジア国プノンペ

同課庶務係長と尾崎美千生事務局長、竹本将規研究員
が平成Ⅳ年度委託調査事業について打ち合わせを行う。

厚生労働省と協議。勝田智明雇用政策課長、塩月英治

４月町日平成ｒ年度雇用・能力開発機構委託調査事業について、

日日

②役員人事について

③会則の運用改定について

山ＵＮＦＰＡ緊急支援報告（池上
（池上清子ＵＮＦＰＡ束
京事務所長）
３０２９

１８１５

３月路日農林水産省平成応年度委託調査事業「人口問題を基礎
とした農業・農村開発調査‐インド国Ｉ」事業完了検
査。農林水産省国際協力課から、芦澤和郎海外技術協
力官、新見友啓事務官、上野豊企画係長が来所し事業
完了検査を行う。尾崎美千生常務理事・事務局長、楠
本修主任研究員、大澤春美財務・経理課長、竹本将規
研究員が同席。

４

３

１月

３月剖日

雇用・能力開発機構平成肥年度委託調査事業「情報サー
ビス業における国際分業と労働力需給に関する調査研
究」事業完了。

１月

■■■

曰誌
U■■

ＡＰＤＡ

(2004年３月～2004年５月）

５月１日
～５日

５月１日
～８日

５月⑫日

５月⑫日

ＡＰＤＡ会議に引き続き、カンボジア国の人口・開発

事情視察のために、武山百合子（衆・民）、海江田万里
（衆・民）、生方幸夫（衆・民）、尾崎美千生事務局長、
恒川ひとみプログラムオフィサーを派遣。同国プノン
ペン市とシエムリアップ市のＨＩＶ／エイズ、リプロ
ダクテイブ・ヘルス・サービスの現状および、地雷、

貧困問題について、ＵＮＦＰＡやカンボジア家族計画

協会、ＪＩＣＡなどの施設を訪問、保健大臣とＣＡＰ
ＰＤＡと協議を行い、現地事情を聞く。

ＡＰＤＡ会議に引き続き、「スマトラ沖大地震・津波被
害における緊急支援視察と人口・開発問題に関する議
員活動活性化プログラム」実施のために桜井新（参・
目）、清水嘉与子（参・目）、長浜博行（衆・民）、楠本
修事務局長補佐を、タイ、マレーシア、インドネシア
に派遣。プーケット、バンコク、クアラルンプール、
メダン、パンダ・アチニジャカルタを訪問し、津波

被災地の視察を行い各国人口・開発議員連盟と活動
活性化のための協議を行う。

をとりまく問題について講演を行う。

国際人口問題議員懇談会・女性問題部会開催。松本清
一杣日本家族計画協会会長が「性の健康を考える「女
性の健康と少子化をめぐって‐」と題し、性と少子化
ＯＤＡクオータリーの会をＡＰＤＡで開催。ＯＤＡク

オータリーの編集などについて協議。石井澄江ジョィ

セフ常務理事・事務局長、鈴木良一ジョイセフ理事・
事務局次長、北谷勝秀ＮＰＯ２０５０代表、池上清子

ＵＮＦＰＡ東京事務所長、尾崎美千生事務局長、楠本

修事務局長補佐が参加。

５月肥日平成Ⅳ年度雇用・能力開発機構委託調査について、厚
生労働省と協議。塩月英治同庶務係長と楠本修事務局
長補佐、竹本将規研究員が平成Ｆ年度委託調査事業に

ついて打ち合わせを行う。

５月咀日清水要吉・公認会計士による平成焔年度の会計監査。
尾崎美千生事務局長、大沢春美経理課長らが立ち会う。

０５０との共催で開催。五月女光弘・外務省参与・ＮＧＯ

５月四日国際人口問題議員懇談会・国際協力部会をＮＰＯ法人２

大使が日本に求められる国際貢献について講演を行う。

５月四日楠本修事務局長補佐が外務省で開催されたＧＩＩ検討

会に参加。津波派遣事業について報告．

尾崎美千生事務局長、大沢春美経理課長らが立ち会う。

５月別口清水要吉・公認会計士による平成蛆年度の会計監査。

将規研究員が平成Ｆ年度ＡＰＤＡ理事会・評議会につ

５月別日中山太郎ＡＰＤＡ理事長と尾崎美千生事務局長、竹本
いて協議。

５月泌日平成Ｆ年度ＡＰＤＡ理事会・評議員会をキャピトル東
急で開催。

②平成Ｆ年度事業経過報告

Ⅲ平成焔年度事業報告・収支決算
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束京都新宿区1-5-1

ムで十分な治療を受けられずに亡くなっ
ていくエイズ患者、医療機器やスタッ
フの不足に悩むクリニックー援助が本

ＴＥＬ（０３）3358-2211（大代表）

ＦＡＸ（03）3358-2233

御一苑

力や援助は欠かせない。日本はカンボ

ダ･ヴインチ新宿御苑ピル３Ｆ

◇二十六年半にわたり世界十一億人の信徒を率いて、カトリック

ジアへの最大のドナー国である。スラ

財団法人アジア人口・開発協会

〒1600022

教会に君臨してきたローマ法王ヨハネ・パウロ二世が今年四月
他界した。故法王はそのカリスマ性を縦横に発揮して出身地

文化印刷株式会社

当に必要な人々に届くよう、私たちは
援助の使われ方にもっと関心を払う必
要があると痛感させられた。（`恒川）

●印刷所

長期的な復興と開発には、他国の協

●発行所

ポーランドを舞台に東西冷戦の幕引きに一役買っただけでなく‐

●編集発行人尾崎美千生

地雷、エイズ、貧困など、カンボジア
が抱える問題は多く、深い。

2005年７月１日発行く季刊〉

普段は素朴な心優しさと、穏や
かな微笑みを見せるこの国の人々が、
時折のぞかせる深い心の傷にはっとさ
せられる。ポル・ポト政権下の虐殺、

人ロと開発･夏季号く通刊90号〉

イスラム教、ユダヤ教との対話や、世界の平和に心を砕き、そ
の功績を人々は惜しみない敬愛の情で見送った。

◇世界の大半のメディアも「世界を自分の教会区とした最初の世
界指導者」と評価を惜しまなかった。しかしその反面、「彼の姿
勢のなかで発展途上国に大きな打撃を与えたことが一つある」
と指摘したのはティモシー・アッシュ英オックスフォード大教
授である。「パウロ六世が禁じた人工的避妊の立場を引き継ぎ、
強めたことで貧困層に望まない子どもが生まれ、エイズに冒

された子どもが増加した」と。そのことで友人から論難された

とき法王は「全生涯を通じて諭してきたことを変えることはで

きない」と一一一一回ったという。

◇一九九二年サンパウロで開かれた地球環境サミットの際、「ブラ

ジルを悪くしているのはカトリックだ。彼らは信者を失わない
ために人々を無知で貧乏にしておくことが得策なのだ」と言っ
た年老いた日系人の言葉を信じたくはない。しかし、妊娠と出
産に関する病気で毎年命を落としている五十万人の女性たちも，
神のご加護を受ける権利はあるのではないだろうか。（Ｍ・９

表紙の写真説明

アンコールワット

ワットは、傍目には風化が進み、

１２世紀に建造されたアンコール

崩壊の危機にあるように見える。
しかし内部に足を踏み入れれば、

|雲驍筐筋螺iii騨撰

たった今も鮮やかに残っているこ

とに驚かされる。
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