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サハラ以南アフリカにおける穀物生産、輸入、食料援助
100万トン

TICADⅣに向けて日本側でのアフリカ開
発問題に関する議論の活発化が期待される。

2008年夏には、

これに関連し、アフリカ農業・農村開発の重

北海道（洞爺湖）でG8サミットが開かれるが、

要性が見直されるべきだ。特に、アフリカの

それに先立ち直前に

料安全保障と農業問題はきわめて深刻だ。
SSA諸国には農業のGDPシェアが20〜61％

横浜で予定されている。

を占める国が30ヵ国もあり、基本的には農業

日本がアジアの英知を結集しつつ、

依存の体質を有している。しかし、皮肉にも

貿易投資、技術支援、開発援助の促進を通じ、

1980年以降、穀物の純輸入は増加のトレンド

アフリカ開発に大きな支援の手を

をたどり、穀物摂取の４分の１を輸入に依存

差し伸べていく弾みになるものと

するという実態を有している。その要因は、
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1 アフリカ開発

それは農業・農村開発が核だ！

一方、SSA諸国は農業依存の経済体質にあ

農産物および加工品の交易条件

るだけに、その貿易構造も一次産品
（農産品、
鉱産物）
に大きく依存するものとなっている。

指数

現に、総輸出の70％が熱帯農産物
（コーヒー、

若干増加した国：

6ヵ国

若干減少した国：

10ヵ国

大きく減少した国：

6ヵ国

カカオ、砂糖、綿花など）と鉱物資源で占め

特に問題なのは紛争を抱えた国で、1990年

られており、逆に、総輸入の大半は穀物、石

以降、農地への地雷埋設、インフラの破壊、

油、工業製品となっている。80年代に砂糖、

農民の難民化・労働力不足などの要因により、

コーヒー、カカオなどの飲料作物、綿花など

農業生産が極端に低迷していることである。

出典：Maetz and Fernandez FAO, 2000

の原料農産物価格が50％も下落した。この結

他方、Less-advanced countries（後発開発

果、SSA諸国の農産物と工業品の間の交易条

途上国、一人当たりGDP 750USドル以下、農
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食料の輸入依存と一次産品の価格下落によ
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いのか、それが重要かつ緊急の課題だ。
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いのか、それが重要かつ緊急の課題だ。
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1 アフリカ開発

それは農業・農村開発が核だ！

③貧困人口が所有する生産手段の活用

代、70年代には年率2.8％であったものが、

④貧困人口が消費する産物の生産、である。

80年代半ば以降は、年率6.5％に拡大してい

SSA地域においては、その人口の６〜７割

る。その生産地域は、西アフリカが主体であ

が農村で生活し、その大半が何らかの形で農

FAO/Giuseppe Bizzarri

り、近年は南部・東部にも拡大してきている。

業に関連して生活を維持している実態にある。

第２の顔は、換金作物の生産とその輸出面

このような地域の経済実態の分析に基づけば、

での重要性である。その代表は、コーヒー、

この地域の農業は、上記の４条件を満たす部

紅茶、カカオ、綿花であり、SSA諸国の農産

門といってよい。したがって、SSA諸国の農

物輸出の40〜50％を占める。ただし、60年代、

業は、食料安全保障と開発
（貧困削減）
を促進

70年代には好調であったが、近年は、紅茶
（年

する上で、先導的な役割を果たしうる部門と

率3.8％の伸び）を除き、低迷してきている。

いえよう。特に、後発開発途上国での役割は

とは言うものの、カカオは依然世界の輸出の

大 き い。 現 に、FAOの 試 算 で は、SSAの

69％のシェアを誇っている。

16ヵ国において、農業生産性の10%の向上は

これに対し、果物と野菜は重要な輸出作物

貧困（一日1USドル以下の生活水準）を10%削

に成長してきており、現に、その輸出の伸び

減すると大きな成果を見込んでいる。

は、1961〜2003年の間に年率5.3％の伸びを

根茎作物
生産量

根茎作物
単位当たり
収量

2001

バの生産は堅調だ。その生産の伸びは、60年
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②貧困人口が働く
「地域」
での経済成長

キャッサバ
単位当たり
収量

1993

他方、穀物、油糧種子に比較し、キャッサ

1989

①貧困人口が働く
「部門」
での経済成長

キャッサバ
生産量

1985

大きい。

1981

げられる。すなわち、

指数（％）

1977

されるネリカ米の普及・生産拡大には関心が

キャッサバ、根茎作物の生産量および単位当たり収量指数

1973

現の条件としては、よく次の４つの条件が挙
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1969

な課題だ。その中にあって、日本主導で推進

1965

この地域での貧困削減と食料安全保障の実

1961

特集

年

出典：FAOSTAT, 2004

示している。
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アフリカ農業の二重構造：主要
食料と換金作物
アフリカ農業は２つの顔を持つ。１つは、

以上のとおり、２つの顔を持つアフリカ農
業の地域経済に占める高さ、食料供給に果た

FAO/LOJA

す役割を考慮すれば、
『主要食料の生産力の増
強』と『換金作物の輸出競争力強化』は、SSA

穀物、キャッサバなどの主要食料の生産であ

地域における食料の安全保障と経済的なテイ

る。穀物、特にトウモロコシと米が重要な主

クオフを追及するうえで喫緊の課題であると

要食料となっているが、その生産は、1995年

いえよう。しかし、アフリカ農業は、それぞ

以来、年率1.5％の生産の伸びに留まってい

れに大きな問題に直面しているのが実情だ。

る。
また、
油料種子や豆類も同様の傾向を辿っ

したがって、それを乗り越えるための挑戦が

ている。いずれにせよ、これらの生産は小農

アフリカ農業には求められている。

等により担われており、彼らの収入と食料安
FAO/Djibril Sy
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1 アフリカ開発

それは農業・農村開発が核だ！

の農業・農村開発への取組みへのうねりを見

策定され、総額97億ドルに上る農業開発投資

比の不安定性という問題だ。

逃すことができない。その流れをざっと概観

計画の必要性が提示された。
この計画性に富んだ農業・農村開発の推進

しておこう。
2001年に、アフリカ連合（AU）はアフリカ

は、2007年１月のアフリカ首脳会議でも再確
認され、その本格的な推進が期待されている。

を策定し、その中で、農業を重要な開発部門

ただし、その実施に当たっては、課題が山

加え、特に重点的に事態の改善が求められる

として位置づけた。その後、2003年のアフリ

積している。直面する課題は次の５つだ。第

のは、アフリカ農業にとり大きなボトルネッ

カ首脳会議におけるマプト宣言で、FAOの

1は、政治不安と内戦の頻発だ。この結果、

クとなっている次の３点だ。第1は、灌漑利

主導でのCAADP（アフリカ農業総合開発戦

農地への地雷埋設、農業インフラの破壊、農

用の極端な遅れへの取り組みだ。その要因と

略）の策定を図り、その中で、①食料増産に

民の難民化・労働力不足が生じ、農業生産力

して、灌漑投資のコスト高（アジアの投資コ

よる貧困削減、②農地および水資源管理の改

がこれら地域では極端に低下している。第２

ストの２〜７倍）
、灌漑を整備・利用する制

善、③研究成果の技術移転への活用、④イン

は、ガバナンスの悪さと制度運用面の能力の

度面・事業設計面の能力不足が挙げられる。

フラ整備と市場へのアクセス拡大といった４

不足だ。それは、拙速な
『改革』
による政策の

これは、アフリカの水資源の実態を踏まえ、

つの重点施策の実施を織り込んだ。

空回り、開発政策の中での農村軽視、政策実

小規模灌漑などへの取り組みの必要性を強く

加えて、この宣言で、各国において、2008

施に関連し、優秀な頭脳の流出などの事態が

示唆している。第２は、極端に低い肥料利用

年までに国家予算の10％を農業に振り向ける

生じている。第３は、農用地の拡大・高度利

と農地の肥沃度管理方式の不徹底による穀物

ことを謳い、アフリカ諸国のオーナーシップ

用上の制約の存在だ。アフリカの土地保有シ

の土地生産性の低さだ。この解決のためには、

によるアフリカ農業開発の実施を明確にした。

ステムは、多くは共同体の支配下にあり、こ

輸入肥料の流通コストの高さを考慮し、アフ

れが実際に生産に従事する小農の生産意欲を

リカ域内での肥料生産、販売システムの整備、

低下させ、外からの土地改良投資をも阻害す

有機肥料やアグロフォレストリーの導入定着

るという結果を生んでいる。さらに、小農・

が早急に求められる。第３は、市場インフラ

土地なし農民の利用できる農地の少なさが、

の未整備と農産物の域内取引・域内貿易の不

人口圧力の下、土地の過度利用と肥沃度の低

活発化をどう乗り越えていくかだ。これは、

下、植物成長の阻害と自然環境の劣化、ひい

域内の余剰生産地域から不足地域への農産物

ては砂漠化を助長するという事態を招いてい

流通を困難にさせ、農産物の輸入依存度を増

る。第４は、農業生産性向上面での制約だ。

加させているからだ。このような事態を招い

それは、繰り返される干ばつ被害であり、農

ている要因としては、市場インフラの未整備

産物の保存技術・施設不足からくるポスト

に加え、生産地・市場間の道路の未整備によ
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アフリカ計
（南アフリカを
除く）
アフリカ計
（南アフリカを
含む）

３つの制約：水、肥料、輸送力

開発のための新パートナーシップ（NEPAD）

FAO/Djibril Sy

ーー▲ーー南アジア

以上のような基本的な課題への取り組みに

60s平均

70s平均

80s平均

90s（半ばまで）平均

年代

出典：FAOSTAT, 2004
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図8
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1967

また、CAADPの採択後、各国、各地域で

1964
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特集

出典：FAOSTATより作成, 2005
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1 アフリカ開発

それは農業・農村開発が核だ！

るSSA域内運送費の高さが上げられる（トウ

がみられることであり、第２に、各地で主要

モロコシのトン当たり輸送コストを例に挙げ

食料および換金作物の生産、輸出の両面で成

ると、米国からケニアのMombassa港（ウガ

功例が見られ始めていることだ。

ンダに運送する際の最寄港）まで（11,000km）
の コ ス ト が 45 〜 48US ド ル な の に 対 し、

FAO/LOJA

Mombassa港からMlbrara（ウガンダ国内の農

的な例だ。ケニアでは、紅茶生産についての

業適地）まで（1,500km）のコストは120〜

アフリカ人による換金作物生産の解禁に伴い、

140USドルもかかる。また、ガーナやジンバ

国内での小農の生産シェア（1963年２％→2000

ブエの輸送コストはパキスタン、スリランカ、

年62％）が拡大し、これに伴う紅茶の総生産量

タイでのそれの２〜３倍となっている）
。

の増大と品質の向上により、世界市場でのシェ

さらに、農産物取引のソフト面でも問題を

アを急速に拡大した。この結果、スリランカに

抱えている。それは、市場インフラの未整備

ついで世界2位の輸出国として台頭してきてい

と市場情報の不足に伴う商取引行為の一部商

る。その成功の要因は、小農への農地配分、

人による独占化を生み、農民にとり市場取引

投資優遇、KTDA（Kenya Tea Development

上、不利な立場におかれていることだ。

Board）による技術指導、投入財助成、茶葉の

また、農民にとり、新しい挑戦の必要性も
生まれている。それは、都市部へのスーパー
マーケットの進出に伴い、地域農民との間で

FAO/LOJA

ケニアでの紅茶生産と園芸作物はその代表

集荷・加工・販売面での国家主導による支援
などが挙げられよう。
ケニアでの成功例のもう1つは、切花などの

契約取引が推進されている。これは、一方で、

園芸作物の生産拡大と輸出だ。これは、ケニア

生産・取引の安定化に繋がるという大きなメ

の HCDA（Horticultural Crop Development

リットがあるのは言うまでもないが、他面、

Authority）による法的な環境整備により、そ

農民の生産物への厳しい等級・規格化の要求

の生産への民間参入が助長され、オランダ等

が生まれており、下手をすればこれらの取引

の外資を含む民間資本による農家との契約生

から排除される危険性が生まれてきているこ

産が助長された。これにより各農家で一定の

とだ。

規格・品質の切花生産が可能となった。さら

FAO/LOJA

に切花取り引きもトレーダーの提供する金融、

出始めた成功例：ケニアの紅茶、
中央アフリカのキャッサバ

11

世界の農林水産 07 夏

価格情報、市場サービスにより促進され、ケ
ニアをヨーロッパへの一大切花輸出基地に変
貌させた。

ただし、その中にあって、アフリカ農業の

中央アフリカでのキャッサバ生産の成功例

展開上、近年の明るい兆しが出てきているの

も見逃せない。病害予防の技術開発、増産時

も事実だ。それは、第１に、80年代の構造調

の余剰キャッサバの加工技術の開発、国際協

整期に比較して農業生産の伸びに回復の動き

力によるキャッサバの繁殖・普及事業の展開

FAO/J.Cendon
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世界漁業・養殖業白書2006年
に支えられ、1994年から2004年の間にその生

まず、Sub-regionベースで見れば、

産が30％増加
（単位当たり収量は10％増加）
し

−コーヒー：東アフリカ

た。これにより、キャッサバは中央アフリカ地

−カカオ：西アフリカ沿岸地域

域の安定的な主要食料として定着しつつある。

−落花生：中部アフリカ、西サヘルアフリカ

漁業資源：生産、利用、貿易の動向（概観）

−ミレット、野菜、ソルガム、米、落花生：

戦略作物の育成を！

西サヘルアフリカ
−ぶどう、トウモロコシ、さとうきび、野

以上のような成功例を、点ではなく、いか
に面的に拡大し、かつ、SSA諸国全体に拡げ
ていくかが、アフリカの農業生産展開上、挑
戦すべき課題だ。

菜、タバコ：南部アフリカ
が振興すべき戦略作物として挙げられる。
さらに、国ごとに詳細に考察していけば、

口の間の需給ギャップを埋める以上に養殖業から

食用魚介類供給量

次表のように潜在生産可能品目が目白押しだ。

の供給が伸びたことによる（表2･図2）。もし中国

漁業と養殖業は2004年に約1億600万トンの魚介

に関するデータを除けば、2004年の一人当たり食

そのためには、紛争を抱えた国、後発開発

その潜在的な可能性をアフリカの人々の自主

類を食用として世界に供給したが、これは単純計

用魚介類の供給量は13.5kgと推定される。全体と

途上国、資源富裕国、発展の進みつつある国

性、主体的努力を守りつつ育てていくことが

算で人口一人当たり16.6kg（原魚換算）に相当し、

して、魚介類は26億人以上の人たちに一人当たり

ごとに各地域での競争力を有した作物を発掘

大切なのは言うまでもない。それに関連し、

記録の上では最高値である（表1･図1）。このうち

平均動物性たんぱく質摂取量の少なくとも20％を

し、生産の増強と競争力の強化を図っていく

日本独自の、また、日本とアジアとの連携し

養殖業からの供給は43％を占める。中国以外では、

提供している。世界の全動物性たんぱく質供給量

ことである。

た支援が待たれている。

1987年からの減少のあと、1992年以降一人当たり

に 占 め る 魚 介 類 た ん ぱ く 質 の 割 合 は1992年 の

供給量は年約0.4％の緩やかな伸びを示したが、

14.9 ％ か ら1996年 に は 最 高 の16.0 ％ に 増 加 し、

これは、頭打ちになった漁獲量と増加を続ける人

2003年には約15.5％に低下した。低所得食料不足

■潜在的な競争力をもつ特産品
北部アフリカ

ぶどう（アルジェリア、エジプト）
、いも類（アルジェリア）
、豆類（モーリタニア）
、米（エジ
プト、モーリタニア）

東部アフリカ

豆類（ブルンジ、タンザニア）
、ミレット
（エリトリア）
、いも類
（エリトリア）
、さとうきび（ケ
ニア）、ソルガム（エリトリア、エチオピア、ソマリア）
、小麦
（エリトリア、エチオピア）

中部アフリカ

カカオ（カメルーン、赤道ギニア、サントメ・プリンシペ）、コーヒー（カメルーン、中央アフリカ、
赤道ギニア）、油やし（赤道ギニア、サントメ・プリンシペ、中央アフリカ）、さとうきび（コンゴ、
ガボン）、ごま（中央アフリカ）

西部アフリカ沿岸諸国

コーヒー（コートジボワール、リベリア、シエラレオネ）
、落花生（ギニア、ギニアビサウ）、
油やし（ギニア、ギニアビサウ、リベリア）
、米
（ギニア、ギニアビサウ、リベリア）

西サヘルアフリカ

トウモロコシ（ブルキナファソ、マリ、カーボベルデ）
、実綿 (ブルキナファソ、マリ)、キャッ
サバ（ガンビア、セネガル、カーボベルデ、ニジェール）
、果実
（セネガル、カーボベルデ）

南部アフリカ

ヒマワリ(ボツワナ)、いも類（レソト、マラウイ）
、米（マダガスカル）
、ミレット（ナミビア）、
小麦（レソト）

表1

2000
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2001

2002

2003

2004

20051年

（100万トン）

生

13

世界の漁業と養殖業の生産と利用

産 量
内水面
漁 業
養殖業
計
海

洋
漁 業
養殖業
計

漁業計
養殖業計
世界計
利

用

人の消費
非食料利用
人口（10億人）
食用魚介類供給量（kg/人）

注：水生植物を除く

8.8
21.2
30.0

8.9
22.5
31.4

8.8
23.9
32.7

9.0
25.4
34.4

9.2
27.2
36.4

9.6
28.9
38.5

86.8
14.3
101.1

84.2
15.4
99.6

84.5
16.5
101.0

81.5
17.3
98.8

85.8
18.3
104.1

84.2
18.9
103.1

95.6
35.5
131.1

93.1
37.9
131.0

93.3
40.4
133.7

90.5
42.7
133.2

95.0
45.5
140.5

93.8
47.8
141.6

96.9
34.2
6.1
16.0

99.7
31.3
6.1
16.2

100.2
33.5
6.2
16.1

102.7
30.5
6.3
16.3

105.6
34.8
6.4
16.6

107.2
34.4
6.5
16.6

１暫定推定値
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（単位当たり収量は10％増加）
し

−コーヒー：東アフリカ

た。これにより、キャッサバは中央アフリカ地

−カカオ：西アフリカ沿岸地域

域の安定的な主要食料として定着しつつある。

−落花生：中部アフリカ、西サヘルアフリカ

漁業資源：生産、利用、貿易の動向（概観）

−ミレット、野菜、ソルガム、米、落花生：

戦略作物の育成を！

西サヘルアフリカ
−ぶどう、トウモロコシ、さとうきび、野

以上のような成功例を、点ではなく、いか
に面的に拡大し、かつ、SSA諸国全体に拡げ
ていくかが、アフリカの農業生産展開上、挑
戦すべき課題だ。

菜、タバコ：南部アフリカ
が振興すべき戦略作物として挙げられる。
さらに、国ごとに詳細に考察していけば、

口の間の需給ギャップを埋める以上に養殖業から

食用魚介類供給量

次表のように潜在生産可能品目が目白押しだ。

の供給が伸びたことによる（表2･図2）。もし中国

漁業と養殖業は2004年に約1億600万トンの魚介

に関するデータを除けば、2004年の一人当たり食

そのためには、紛争を抱えた国、後発開発

その潜在的な可能性をアフリカの人々の自主

類を食用として世界に供給したが、これは単純計

用魚介類の供給量は13.5kgと推定される。全体と

途上国、資源富裕国、発展の進みつつある国

性、主体的努力を守りつつ育てていくことが

算で人口一人当たり16.6kg（原魚換算）に相当し、

して、魚介類は26億人以上の人たちに一人当たり

ごとに各地域での競争力を有した作物を発掘

大切なのは言うまでもない。それに関連し、

記録の上では最高値である（表1･図1）。このうち

平均動物性たんぱく質摂取量の少なくとも20％を

し、生産の増強と競争力の強化を図っていく

日本独自の、また、日本とアジアとの連携し

養殖業からの供給は43％を占める。中国以外では、

提供している。世界の全動物性たんぱく質供給量

ことである。

た支援が待たれている。

1987年からの減少のあと、1992年以降一人当たり

に 占 め る 魚 介 類 た ん ぱ く 質 の 割 合 は1992年 の

供給量は年約0.4％の緩やかな伸びを示したが、

14.9 ％ か ら1996年 に は 最 高 の16.0 ％ に 増 加 し、

これは、頭打ちになった漁獲量と増加を続ける人

2003年には約15.5％に低下した。低所得食料不足

■潜在的な競争力をもつ特産品
北部アフリカ

ぶどう（アルジェリア、エジプト）
、いも類（アルジェリア）
、豆類（モーリタニア）
、米（エジ
プト、モーリタニア）

東部アフリカ

豆類（ブルンジ、タンザニア）
、ミレット
（エリトリア）
、いも類
（エリトリア）
、さとうきび（ケ
ニア）、ソルガム（エリトリア、エチオピア、ソマリア）
、小麦
（エリトリア、エチオピア）

中部アフリカ

カカオ（カメルーン、赤道ギニア、サントメ・プリンシペ）、コーヒー（カメルーン、中央アフリカ、
赤道ギニア）、油やし（赤道ギニア、サントメ・プリンシペ、中央アフリカ）、さとうきび（コンゴ、
ガボン）、ごま（中央アフリカ）

西部アフリカ沿岸諸国

コーヒー（コートジボワール、リベリア、シエラレオネ）
、落花生（ギニア、ギニアビサウ）、
油やし（ギニア、ギニアビサウ、リベリア）
、米
（ギニア、ギニアビサウ、リベリア）

西サヘルアフリカ

トウモロコシ（ブルキナファソ、マリ、カーボベルデ）
、実綿 (ブルキナファソ、マリ)、キャッ
サバ（ガンビア、セネガル、カーボベルデ、ニジェール）
、果実
（セネガル、カーボベルデ）

南部アフリカ

ヒマワリ(ボツワナ)、いも類（レソト、マラウイ）
、米（マダガスカル）
、ミレット（ナミビア）、
小麦（レソト）
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注：水生植物を除く

8.8
21.2
30.0

8.9
22.5
31.4

8.8
23.9
32.7

9.0
25.4
34.4

9.2
27.2
36.4

9.6
28.9
38.5

86.8
14.3
101.1

84.2
15.4
99.6

84.5
16.5
101.0
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17.3
98.8

85.8
18.3
104.1

84.2
18.9
103.1

95.6
35.5
131.1

93.1
37.9
131.0

93.3
40.4
133.7

90.5
42.7
133.2

95.0
45.5
140.5

93.8
47.8
141.6

96.9
34.2
6.1
16.0

99.7
31.3
6.1
16.2

100.2
33.5
6.2
16.1

102.7
30.5
6.3
16.3

105.6
34.8
6.4
16.6

107.2
34.4
6.5
16.6
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世界漁業・養殖業白書2006年

漁業資源：生産、利用、
貿易の動向
（概観）

諸国（LIFDC）における2003年の一人当たり魚

中国は群を抜く最大の生産国であり、2004年に

洋におけるペルー・カタクチイワシの漁獲量に由

1950年以降、徐々にではあるが確実に増加傾向を

介類の消費重量は14.1kgと相対的に低いが、魚介

は4,750万トンの漁業総生産があったと報告され

来する顕著な変動を除けば、この10年間、比較的

示している。これは部分的には資源増殖対策によ

類は全動物性たんぱく質摂取量の20％を占め、そ

ており（漁獲量：1,690万トン、養殖生産量：3,060

安定している（図3）。この魚種は、エルニーニョ

るもので、
2004年には920万トンを記録するに至った。

の貢献は顕著なものであり、記録されない自給的

万トン）
、これは推定一人当たり28.4kgの国内食

の南方振動によって起こる海洋条件に極めて影響

漁業の寄与を考慮すると、おそらく、その貢献度は公

料供給と輸出および非食用向けの供給に回されて

されやすい。他の魚種や海域における変動は互い

式の統計によって示されるより高いものと考えられる。

いる。しかし、特に「The State of World Fisheries

に相当程度補完し合う傾向にあり、2004年に8,580

and Aquaculture（ 世界漁業･養 殖 業白書）2002」

万トンであった海面漁獲量の総量はあまり顕著な

養殖業は、他の全ての動物性食料生産部門より

で提起されたように、1990年代初頭以来、中国の

変動を示していない。東部インド洋と中西部太平

速い成長を続け、1970年以降、漁業の成長率が

漁獲量と養殖生産量の統計値は高すぎるかもしれ

洋における生産量は長期にわたる増加傾向を維持

1.2％、陸上での畜産による食肉生産の成長率が

いくつかの主要漁業国の報告に基づく2005年の

ないと引き続き指摘されている。中国の重要性と

し続け、高度に管理されている北西部大西洋と北

2.8％であったことに比べて、世界の養殖業の年

暫定推定値によると、世界の漁業総生産量はほぼ

その生産統計の不確実性を考慮して、これまでと

西部太平洋海域では、生産の落ち込みの後、最近

平均成長率は8.8％であった。しかしながら、あ

1億4,200万トンに達し、これは2004年に比べて

同様に、中国は原則として世界の他の国々とは分

増加が認められた。それとは対照的に他の２海域

る地域や魚種についてはなお高い成長率が続くこ

100万トン以上の増加となり、記録的な高生産量

けて論じられている。

の漁獲量は最近減少した。すなわち、北東部大西

とが予想されるものの、世界の養殖業の成長率は

洋では、1991年以降で初めて総漁獲量が1,000万

ピークに達した兆候がある。2004年の養殖業生産

トンを下回り、南西部大西洋では、アルゼンチン・

量は4,550万トンと報告され（表1）、生産額は633

マツイカの漁獲量が急激に落ち込んだために、総

億USドルであったが、水生植物を含めれば5,940

漁業総生産量

であることを示している。人々の消費に向けられ
る魚介類の総量は1億700万トンに増加したものと

漁獲量

推定されたが、人口が増加したために、世界の一

養殖業生産量

人当たり供給量は2004年とほぼ同じレベルに止

世界全体の総漁獲量は2004年に9,500万トンに

漁獲量は1984年以降で最低の水準に下がった。地

万トンで703億USドルとなる。中国は、養殖業生

まった。人の消費に対する漁業の貢献割合は低下

達し、生産者価格ベースで849億USドルと推定さ

中海と黒海は、引き続き漁獲生産という意味では

産量でが世界総養殖生産量のほぼ70％、生産額と

したが、これは養殖業の貢献割合が増加したこと

れている。中国、ペルー、米国が引き続き上位の

最も安定した海域であった。内水面の漁獲量は、

して半分以上を占めていると報告されている。全

で相殺された。

漁業生産国である。世界の漁獲量は、南東部太平

その約90％がアフリカとアジアからのものであり、

ての地域が2002年から2004年にかけて生産の増加

図1

世界の漁獲と養殖業の生産量
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漁業資源：生産、利用、
貿易の動向
（概観）
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漁業資源：生産、利用、
貿易の動向
（概観）

を示したが、これには近東･北アフリカ地域とラ

ける雇用の増加よりも速い。2004年には推定4,100

そのうち130万隻はいろいろな型、トン数、馬力

テンアメリカ･カリブ海地域の年平均伸び率がそ

万人が漁業者あるいは養殖業者として働いたが、

の甲板船、270万隻は無甲板船であった。事実上、

れぞれ約14％と10％であったことが寄与している。

その大部分は主としてアジアの開発途上国の漁業

全ての甲板船は動力化されている一方、無甲板漁

淡水養殖業が依然優勢で、海面養殖と汽水面養殖

･養殖従事者であった。最近の数十年における、

船のうち船外機を通常装備している動力船はわず

がこれに続く。コイ類が、魚類、甲殻類、軟体動

特にアジアにおける著しい漁業･養殖業従事者の

か3分の1程度に過ぎず、残りの3分の2は帆やオー

ちょうど世界の漁船総隻数が安定しているよう

物類の全生産量の40％を占める。2000年から2004

増加は養殖活動の力強い拡大の結果である。2004

ルで航行するいろいろなタイプの無動力な小型漁

に見えるのと同様に、しかし、漁船隻数よりはよ

年の間に特に甲殻類、そして海産魚類の生産が大

年に養殖業者は一次産業部門の漁業･養殖業従事

船であった。甲板船の約86％がアジアに集中し、

り長期間にわたって、世界の海洋漁業資源の全体

きく伸びた。同じ期間に中国以外の開発途上国の

者総数の4分の1を占めた。中国は、他国を大きく

残りはヨーロッパ（7.8％）、北および中央アメリ

的な開発状況は比較的安定に保たれている傾向に

生産は年率11％で増加し、これに比べて中国は

引き離して最多の漁業者と養殖業者を擁し、その

カ（3.8％）、アフリカ（1.3％）、南アメリカ（0.6％）

ある。過剰開発および枯渇しているとされる資源

5％、先進国は約2％であった。海産の小型エビ類

総数は2004年には1,300万人と報告されている。

およびオセアニア（0.4％）に分散している。多

の割合は、1970～80年代に顕著な増加を示した後

を例外として、2004年の開発途上国内における養

これは世界総漁業･養殖業従事者数の約30％に当

くの国が漁業資源を守り、漁業が経済的に発展し

は、過去10～15年にわたって変化していない。

殖業生産の大部分は雑食性もしくは植食性の魚種、

たる。しかし、中国では過剰能力に対処するため

ていけるように、漁獲能力の拡大を制限あるいは

2005年の推定では、ここ数年来同様、FAOによっ

あるいは濾過食性魚種からなっている。これとは

船団規模削減計画を最近導入し、これにより漁業

削減する政策をとっている。長い歴史のある先進

て把握されている資源グループのおおよそ4分の1

対照的に、先進経済国における魚類養殖生産量の

従事者数が、2001年から2004年の間に13％減少し

漁業国の甲板漁船の船団、特に沖合および遠洋水

はいまだ開発の余地があるか控えめに開発されて

およそ4分の3は肉食性魚種である。

た。ほとんどの先進経済国における漁業と養殖業

域で操業する船団はその規模を縮小し続けている

おり、さらに多くの生産が期待されるが、資源の

の従事者数は減少しつつあるか横ばいである。

と見られている。しかしながら、これらの国々で

約半分はすでに十分に開発されており、漁獲量は

さえ、漁獲能力の削減率は漁船の削減率に比べて

その最大持続生産の上限あるいはそれ近くに達し

一般的に顕著ではない。一方で、いくつかの国々

ており、更なる生産の拡大の余地はない。残りの

は船団の拡大を続けていると報告している。全体

資源は、すでに過剰開発、枯渇、もしくは枯渇状

として、世界全体の漁船の数は2003年あるいは

態から回復中のいずれかで、過剰な漁獲圧力のせ

漁業従事者数

漁船隻数

過去30年間、漁業者と養殖業者の数は世界人口
より速いペースで増えており、伝統的な農業にお
図2

世界の漁船隻数は2004年末で約400万隻であり、
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船であった。甲板船の約86％がアジアに集中し、

り長期間にわたって、世界の海洋漁業資源の全体

きく伸びた。同じ期間に中国以外の開発途上国の

者総数の4分の1を占めた。中国は、他国を大きく

残りはヨーロッパ（7.8％）、北および中央アメリ
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生産は年率11％で増加し、これに比べて中国は

引き離して最多の漁業者と養殖業者を擁し、その

カ（3.8％）、アフリカ（1.3％）、南アメリカ（0.6％）

ある。過剰開発および枯渇しているとされる資源

5％、先進国は約2％であった。海産の小型エビ類

総数は2004年には1,300万人と報告されている。

およびオセアニア（0.4％）に分散している。多

の割合は、1970～80年代に顕著な増加を示した後

を例外として、2004年の開発途上国内における養

これは世界総漁業･養殖業従事者数の約30％に当

くの国が漁業資源を守り、漁業が経済的に発展し

は、過去10～15年にわたって変化していない。

殖業生産の大部分は雑食性もしくは植食性の魚種、
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ていけるように、漁獲能力の拡大を制限あるいは
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あるいは濾過食性魚種からなっている。これとは

船団規模削減計画を最近導入し、これにより漁業

削減する政策をとっている。長い歴史のある先進

て把握されている資源グループのおおよそ4分の1

対照的に、先進経済国における魚類養殖生産量の
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いで水揚げはその最大可能漁獲量より少なかった。

出総額から輸入総額を引いたもの）は、過去20年

により保存管理措置の遵守と取締りの強化に努め

るという理解が高まっている。多数の制度的、法

この状況は、公海のみで、あるいは部分的に公海

間、継続的な上昇傾向を示し、1984年の46億US

ている。

的および管理開発の分野において、各種の公的お

で漁獲されている漁業資源、特に、ストラドリン

ド ル か ら1994年 に は160億USド ル、2004年 に は

グ･ストック（分布範囲が排他的経済水域の内外

204億USドルへと増加した。これらの状況は米、

に存在する魚類資源）や高度回遊性の海洋性サメ

コーヒー、茶といったその他の農産商品の伸びよ

類についてはさらに深刻なようである。これは、

り明らかに高い。小エビは引き続き価格の点で最

内水面漁業についても同様に、国境を越えて行

規範に沿った自主的な規制が実施されている。共

世界の海洋の天然漁業資源に依存する漁獲可能量

も重要な貿易商品であり、2004年に国際的に貿易

き来する漁業と魚類資源を管理するシステムが必

有財産としての資源管理に一般的に適用されてい

は多分最大限に達しているとするこれまでの見方

された水産物総額の16.5％を占め、底魚（10.2％）、

要である。世界の大きな河川流域の多くは1つあ

る「共同管理（co-management）」が脚光を浴び

を再確認するものであり、枯渇した資源を再生し

マグロ（8.7％）
、サケ（8.5％）がこれに続いた。

るいはいくつかの国境を通過しており、多くの河

つつあり、その管理の性格から、農村地域の狭い

たり、最大持続生産の上限、もしくは、その近く

2004年には、フィッシュミールは輸出額のおよそ

川性魚種は国境を越えて行き来するために、ある

水域で共同体によって営まれる養殖の形態をとる、

まで開発されている資源を減少させないように、

3.3％で、魚油は1％以下であった。

国における漁業活動が他の国における魚類資源や

栽培漁業に効果的を挙げている。

より注意深く、かつ、効果的な漁業管理を要請す
る声をさらに強めるものである。内水面の漁業資
源の場合は、主要な河川系における個々の大型魚

よび民間部門のパートナーシップ協定の利用を含

内水面漁業管理

む注目すべき進展が認められる。総合的土地利用
および環境計画が進められており、しばしば実施

その魚類資源を利用している地域社会に影響を与

海洋漁業管理

える結果となり得る。このような場合の適切な漁
業管理には、共有する資源（水や生物資源）を持

水産物国際貿易の今後の問題

種を集中的に狙った漁獲あるいは熱帯における極

海洋漁業管理の分野では、地域漁業管理機関

めて多様な魚種群あるいは生態系の過剰開発のい

（RFMOs）が魚類資源を保護・管理するための国

これらの政策が各国の法律に取り入れられ、実施

ている。それらには、表示およびトレーサビリティ

際的協力を促進する上でユニークな役割を演じて

されることが必要である。内陸の水域と水生生物

への要請；エコラベリング；不法、無報告、無規

いる。これらの機関は、現在、複数の国の管轄権

資源の管理を扱う地域的枠組みは確かに存在し、

則（IUU）漁業；養殖の持続的発展；生産への補

下にある水域に跨って存在したり、これらの水域

この分野では最近いくつかの元気づけられる展開

助金および貿易協定がある。これらの問題のいく

と公海をまたいで分布したり、あるいは公海のみ

がある。しかし管理はまだ不完全で、国際的水系

つかは世界貿易機構（WTO）における多国間貿

魚介類および同加工品の世界貿易の総額は2004

に分布したりする魚類資源を管理する唯一の現実

のたった44％が1つあるいはそれ以上の協定の対

易交渉の議題の一部になっている。交渉において

年に715億USドル（輸出額）という記録的な額に

的な手段となっている。魚類資源をより効果的に

象となっているに過ぎず、これらの協定には漁業

各国は漁業についても議論し、過剰能力と過剰漁

達し、2000年に比べて23％の成長であった。2005

保存･管理するためにこれらの地域漁業管理機関

を含んでいないものもある。内水面漁業は全ての

獲を助長する漁業補助金に特別な関心を払い、そ

年についての暫定推定値は水産物輸出額の更なる

を強化することが国際的漁業管理にとって引き続

水管理プログラムの主要な焦点となり難いだけで

してこれらをどのように規律化し、かつ持続的開

増加を示している。実質（インフレ調整済み）で、

き主要な課題である。効果的で責任ある機関とし

なく、水管理システムが内水面漁業を含むように

発を考慮しつつ調和できるかを議論している。漁

魚介類および同加工品の輸出は2000年から2004年

ての管理能力とイメージを向上するための過去10

設計されなければ、漁業共同体や小規模漁業の

業補助金の協議の成果は、いくつかのの技術的問

の間に17.3％増加した。量的には、2004年の輸出

年間にわたる努力にも拘らず、これらの機関のい

ニーズはこういったプログラムにおいて考慮され

題がいかに定義され、同意されるか、そしてまた

量は原魚換算で漁業と養殖業の総生産量の38％に

くつかは資源の持続的管理という基本的目標を達

ない恐れもある。

WTO加盟国が、貿易だけでなく、環境および開

相当し、魚介類が最も盛んに貿易される食料およ

成することができず、国際的な批判の高まりを招

び飼料商品の1つであることは確かである。国内

いている。しかしながら、多くの地域漁業管理機

総生産（GDP）合計および農業GDPの両方にお

関は漁業に対する生態系アプローチ（EAF）を

ける水産物貿易の割合は過去25年の間にざっと2

実施するための手順を取りつつあり、予防的アプ

倍になった。中国は2002年以来世界の主要な輸出

ローチの採用に努力し、国際的協力を強化し、透

国の管轄権下で行われるので、管理は国の責任で

国であり、1992～2004年の年平均12％という著し

明性を促進し、有資格の非加盟国に加盟国もしく

ある。養殖部門の持続的発展には、全体的な政策

い成長の後、2004年にはその水産物輸出額は66億

は協力的非加盟国となるように督励し、さらに、

に基づく適切な制度的、法的および管理の枠組み

USドルに達した。開発途上国の漁業純輸出額（輸

モニタリング、規制、監視能力を向上させること

を伴った発展の下地になるような環境が必要であ

ずれかによる広範な過剰漁獲が見られる。

水産物貿易
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続するのに相応しい政策が地域レベルで開発され、

近年、水産物の国際貿易に関わる問題が目立っ

発の問題にもどの程度向き合うかにかかっている

養殖業管理
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世界漁業・養殖業白書2006年

漁業資源：生産、利用、
貿易の動向
（概観）

いで水揚げはその最大可能漁獲量より少なかった。

出総額から輸入総額を引いたもの）は、過去20年

により保存管理措置の遵守と取締りの強化に努め

るという理解が高まっている。多数の制度的、法

この状況は、公海のみで、あるいは部分的に公海

間、継続的な上昇傾向を示し、1984年の46億US

ている。

的および管理開発の分野において、各種の公的お

で漁獲されている漁業資源、特に、ストラドリン

ド ル か ら1994年 に は160億USド ル、2004年 に は

グ･ストック（分布範囲が排他的経済水域の内外

204億USドルへと増加した。これらの状況は米、

に存在する魚類資源）や高度回遊性の海洋性サメ

コーヒー、茶といったその他の農産商品の伸びよ

類についてはさらに深刻なようである。これは、

り明らかに高い。小エビは引き続き価格の点で最

内水面漁業についても同様に、国境を越えて行

規範に沿った自主的な規制が実施されている。共

世界の海洋の天然漁業資源に依存する漁獲可能量

も重要な貿易商品であり、2004年に国際的に貿易

き来する漁業と魚類資源を管理するシステムが必

有財産としての資源管理に一般的に適用されてい

は多分最大限に達しているとするこれまでの見方

された水産物総額の16.5％を占め、底魚（10.2％）、

要である。世界の大きな河川流域の多くは1つあ

る「共同管理（co-management）」が脚光を浴び

を再確認するものであり、枯渇した資源を再生し

マグロ（8.7％）
、サケ（8.5％）がこれに続いた。

るいはいくつかの国境を通過しており、多くの河

つつあり、その管理の性格から、農村地域の狭い

たり、最大持続生産の上限、もしくは、その近く

2004年には、フィッシュミールは輸出額のおよそ

川性魚種は国境を越えて行き来するために、ある

水域で共同体によって営まれる養殖の形態をとる、

まで開発されている資源を減少させないように、

3.3％で、魚油は1％以下であった。

国における漁業活動が他の国における魚類資源や

栽培漁業に効果的を挙げている。

より注意深く、かつ、効果的な漁業管理を要請す
る声をさらに強めるものである。内水面の漁業資
源の場合は、主要な河川系における個々の大型魚

よび民間部門のパートナーシップ協定の利用を含

内水面漁業管理

む注目すべき進展が認められる。総合的土地利用
および環境計画が進められており、しばしば実施

その魚類資源を利用している地域社会に影響を与

海洋漁業管理

える結果となり得る。このような場合の適切な漁
業管理には、共有する資源（水や生物資源）を持

水産物国際貿易の今後の問題

種を集中的に狙った漁獲あるいは熱帯における極

海洋漁業管理の分野では、地域漁業管理機関

めて多様な魚種群あるいは生態系の過剰開発のい

（RFMOs）が魚類資源を保護・管理するための国

これらの政策が各国の法律に取り入れられ、実施

ている。それらには、表示およびトレーサビリティ

際的協力を促進する上でユニークな役割を演じて

されることが必要である。内陸の水域と水生生物

への要請；エコラベリング；不法、無報告、無規

いる。これらの機関は、現在、複数の国の管轄権

資源の管理を扱う地域的枠組みは確かに存在し、

則（IUU）漁業；養殖の持続的発展；生産への補

下にある水域に跨って存在したり、これらの水域

この分野では最近いくつかの元気づけられる展開

助金および貿易協定がある。これらの問題のいく

と公海をまたいで分布したり、あるいは公海のみ

がある。しかし管理はまだ不完全で、国際的水系
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のたった44％が1つあるいはそれ以上の協定の対

易交渉の議題の一部になっている。交渉において

年に715億USドル（輸出額）という記録的な額に

的な手段となっている。魚類資源をより効果的に

象となっているに過ぎず、これらの協定には漁業

各国は漁業についても議論し、過剰能力と過剰漁

達し、2000年に比べて23％の成長であった。2005

保存･管理するためにこれらの地域漁業管理機関

を含んでいないものもある。内水面漁業は全ての

獲を助長する漁業補助金に特別な関心を払い、そ

年についての暫定推定値は水産物輸出額の更なる

を強化することが国際的漁業管理にとって引き続

水管理プログラムの主要な焦点となり難いだけで
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魚介類および同加工品の輸出は2000年から2004年

ての管理能力とイメージを向上するための過去10

設計されなければ、漁業共同体や小規模漁業の

業補助金の協議の成果は、いくつかのの技術的問
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いている。しかしながら、多くの地域漁業管理機

総生産（GDP）合計および農業GDPの両方にお

関は漁業に対する生態系アプローチ（EAF）を

ける水産物貿易の割合は過去25年の間にざっと2

実施するための手順を取りつつあり、予防的アプ
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国の管轄権下で行われるので、管理は国の責任で
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い成長の後、2004年にはその水産物輸出額は66億

は協力的非加盟国となるように督励し、さらに、

に基づく適切な制度的、法的および管理の枠組み

USドルに達した。開発途上国の漁業純輸出額（輸

モニタリング、規制、監視能力を向上させること

を伴った発展の下地になるような環境が必要であ

ずれかによる広範な過剰漁獲が見られる。
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米に関しては、赤道以南および

向けての根強い需要が、9％とい

赤道沿いに位置している国々では

2007年の世界米生産は、2006年よ

う、大幅な植付けの増加をもたら

水稲作期がすでに相当進展してい

りおよそ300万トン増の4億2,300

すものと予期されている。

るものの、世界の米のほとんどが

万トン（精米ベース）へと、ほん

生産されている北半球では、水稲

のわずかの増大が見込まれる。

2007年 は、 世 界 小 麦 生 産 も、

FAOの第一次暫定予測によれば、

エタノール生産に対するアメリカ

FAOの第一次予測によれば、4.8％

の強い需要に対応して作付面積が

増のおよそ6億2,600万トンに達す

大きく増えたこと、そして良好な

るものと見込まれる。多くの小麦

2007年の世界穀物生産は、2006年

生育条件により単位当たり収穫量

作がすでに十分進展している北半

よりも4％増加し、2004年に記録

が増えたことを反映して、記録的

球では、北アメリカとヨーロッパ

されたこれまでの最高水準を

な収穫が予想されている。しかし

で小麦生産のさらなる増加が予測

1,000万トン上回る20億8,200万ト

ながら、目下、収穫が進行中のア

されている。米国では、播種面積

ン
（精米ベースの米を含む）
となっ

フリカ南部では、予測はそれほど

が拡大しており、今年の冬寒枯死

ている。この増加の大半はトウモ

好ましいものではなく、総生産高

が低い水準と予測されるため、豊

ロコシによるもので、この結果、

は、平均以下であった昨年作と同

作地域と考えられている。ヨー

全粗粒穀物生産は、10億3,300万

程度に止まるものと見通される。

ロッパにおいても、全体的な植付

トンと、5.6％増大することとな

北半球では、今後数週間の間に

けの拡大と一般的に良好な冬期の

る。2007年における最初の主要な

2007年作の主要粗粒穀物の大半の

生産条件によって、多くの国々で

粗粒穀物生産は、数ヵ国ですでに

播種が行われる。米国では、トウ

豊作が見込まれている。なかでも、 予測は、次のようなものである。

収穫されつつあるか、または収穫

モロコシ植付けがまず南部で好調

昨年の減産からの顕著な生産回復

すなわち、2007年の穀物生産は、

る北部アフリカの7月から始まる

が 予 想 さ れ る ヨ ー ロ ッ パ のCIS

82の低所得食料不足国の生産が6

収穫の見通しは、エジプトでは満

（独立国家共同体）諸国は最も注

年 連 続 し て 増 加 し て お よ そ8億

足すべき水準であるが、モロッコ

目に値する。アジアにおいては、

7,900万トンと推計された2006年

では、植付け時の不十分な降雨と

表2

FAOの第一次予測によれば、

１
穀物生産（100万トン）

2006年推計

2007年予測

899.5

907.6

2007年の2006年
対比増減
（％）
0.9

798.3

805.8

0.9

2007年の小麦生産は昨年と同水準

アジアの近東

71.7

71.8

0.2

アジアのCIS諸国

29.4

29.8

1.5

に止まるものと見られる。中国で

142.4

135.7

-4.7

極東

Global Information and
Early Warning System

おける主としてエタノール生産に

相当程度の増加が見通されており、

アジア

ＦＡＯの従来のレポート、「Foodcrops
and Shortages」と「Food Supply
Situation and Crop Prospects in
sub-Saharan Africa」を合体させ、より
読みやすい形にした新しいレポート。世界
の穀物需給の短期見通しのほか、LIFDC
（低所得食料不足国）の穀物輸入状況や、
タイムリーな特集記事で構成されている。
地域別の食料事情や付属統計など、全文
（英語）
はウェブサイトでご覧下さい。
http://www.fao.org/giews/english
/cpfs/index.htm

作 期 は 始 ま っ た ば か り で あ る。

主要作期作物の収穫が進行中で、

表１

FAOの“Crop Prospects and
Food Situation”

復が見込まれるであろう。

アフリカ

の減産は、食料穀物生産を奨励す

LIFDC Food Situation Overview

低所得食料不足国１の食料事情
と同程度か、あるいはこれを上回

FAOの第一次予測：
2007年は引き続き
良好な年に

る水準と見通される。しかしなが

低 所 得 食 料 不 足 国（LIFDC）

からであるため、きわめて暫定的

アフリカ（44ヵ国）

１

2005

2006

2007

2007年の2006年
対比増減（％）

126.8

121.2

-4.4

25.4

29.5

25.9

-12.1

幅に増大したインドでの生産増に

東部アフリカ

30.6

34.7

33.2

-4.2

よって、おそらくは相殺されるで

南部アフリカ

8.8

11.5

11.1

-4.0

西部アフリカ

45.5

47.5

47.5

-0.1

あろう。しかしながら、アフリカ

中部アフリカ

3.3

3.6

3.4

-4.2

アジア（25ヵ国）

733.7

741.5

749.8

1.1

アジアのCIS諸国

14.1

12.9

13.4

3.4

極東

705.6

715.1

722.0

1.0

–中国

372.7

383.7

382.5

-0.3

–インド

193.8

191.5

199.2

4.0

14.1

13.5

14.5

6.9

中央アメリカ（3ヵ国）

1.7

1.6

1.7

2.0

南アメリカ（1ヵ国）

1.7

1.6

1.7

1.9

オセアニア（6ヵ国）

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6

7.4

7.7

4.6

858.4

879.0

882.1

0.3

る政府の政策に対応して作付が大

31.1

12.2

47.5

0.0

中部アフリカ

3.6

3.4

-4.1

東部アフリカ

34.7

33.3

-4.2

南部アフリカ

21.2

20.4

-3.6

中央アメリカおよびカリブ海諸国

36.4

37.5

3.0

南アメリカ

108.0

123.1

14.0

北部では、大豊作だった昨年に比

北アメリカ

386.8

419.7

8.5

ヨーロッパ

403.4

419.6

4.0

べ、気象条件がより不都合であっ

ヨーロッパ連合2

248.4

280.3

12.8

ヨーロッパのCIS諸国

118.5

123.3

4.1

18.6

38.2

105.7

世界

1,995.1

2,081.5

4.3

開発途上諸国

1,138.5

1,156.2

1.6

先進諸国

856.5

925.3

8.0

–小麦

597.7

626.3

4.8

–粗粒穀物

978.2

1,032.6

5.6

は昨年の干ばつから通常の気候へ

ヨーロッパ（3ヵ国）

419.2

422.6

0.8

の回復が見込まれるとして、オー

総

注：合計数は丸めていない原数字からの積み上げ

主要な冬小麦作が成熟過程にあ

113.6

47.5

2 ヨーロッパ連合：2006年25ヵ国、
2007年27ヵ国

なものである。

北部アフリカ

35.4

–米（精米）

主要作期の穀物の播種がまだこれ

低所得食料不足国の穀物生産（100万トン）

西部アフリカ

１ 精米ベースの米を含む

アおよび中米のいくつかの地域で

全体についてのFAOの早期生産

北部アフリカ

オセアニア

ら、この予測は、アフリカ、アジ

たため、小麦の減産が予測されて
いる。南半球では播種のほとんど
がこれから行われるが、早期予兆
としては、南アメリカでの生産増
減は小さいものの、オセアニアで

ストラリアにおける大幅な生産回

近東

計（82ヵ国）

１ 精米ベースの米を含む
注：合計数は丸めていない原数字からの積み上げ
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りおよそ300万トン増の4億2,300

すものと予期されている。

るものの、世界の米のほとんどが

万トン（精米ベース）へと、ほん

生産されている北半球では、水稲
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FAOの第一次暫定予測によれば、

エタノール生産に対するアメリカ

FAOの第一次予測によれば、4.8％

の強い需要に対応して作付面積が

増のおよそ6億2,600万トンに達す

大きく増えたこと、そして良好な

るものと見込まれる。多くの小麦

2007年の世界穀物生産は、2006年

生育条件により単位当たり収穫量

作がすでに十分進展している北半

よりも4％増加し、2004年に記録

が増えたことを反映して、記録的

球では、北アメリカとヨーロッパ

されたこれまでの最高水準を

な収穫が予想されている。しかし

で小麦生産のさらなる増加が予測

1,000万トン上回る20億8,200万ト

ながら、目下、収穫が進行中のア

されている。米国では、播種面積

ン
（精米ベースの米を含む）
となっ

フリカ南部では、予測はそれほど

が拡大しており、今年の冬寒枯死

ている。この増加の大半はトウモ

好ましいものではなく、総生産高

が低い水準と予測されるため、豊

ロコシによるもので、この結果、

は、平均以下であった昨年作と同

作地域と考えられている。ヨー

全粗粒穀物生産は、10億3,300万

程度に止まるものと見通される。

ロッパにおいても、全体的な植付

トンと、5.6％増大することとな

北半球では、今後数週間の間に

けの拡大と一般的に良好な冬期の

る。2007年における最初の主要な

2007年作の主要粗粒穀物の大半の

生産条件によって、多くの国々で

粗粒穀物生産は、数ヵ国ですでに

播種が行われる。米国では、トウ

豊作が見込まれている。なかでも、 予測は、次のようなものである。

収穫されつつあるか、または収穫

モロコシ植付けがまず南部で好調

昨年の減産からの顕著な生産回復

すなわち、2007年の穀物生産は、

る北部アフリカの7月から始まる

が 予 想 さ れ る ヨ ー ロ ッ パ のCIS

82の低所得食料不足国の生産が6

収穫の見通しは、エジプトでは満

（独立国家共同体）諸国は最も注

年 連 続 し て 増 加 し て お よ そ8億

足すべき水準であるが、モロッコ

目に値する。アジアにおいては、

7,900万トンと推計された2006年

では、植付け時の不十分な降雨と

表2

FAOの第一次予測によれば、

１
穀物生産（100万トン）

2006年推計

2007年予測

899.5

907.6

2007年の2006年
対比増減
（％）
0.9

798.3

805.8

0.9

2007年の小麦生産は昨年と同水準

アジアの近東

71.7

71.8

0.2

アジアのCIS諸国

29.4

29.8

1.5

に止まるものと見られる。中国で

142.4

135.7

-4.7

極東

Global Information and
Early Warning System

おける主としてエタノール生産に

相当程度の増加が見通されており、

アジア

ＦＡＯの従来のレポート、「Foodcrops
and Shortages」と「Food Supply
Situation and Crop Prospects in
sub-Saharan Africa」を合体させ、より
読みやすい形にした新しいレポート。世界
の穀物需給の短期見通しのほか、LIFDC
（低所得食料不足国）の穀物輸入状況や、
タイムリーな特集記事で構成されている。
地域別の食料事情や付属統計など、全文
（英語）
はウェブサイトでご覧下さい。
http://www.fao.org/giews/english
/cpfs/index.htm

作 期 は 始 ま っ た ば か り で あ る。

主要作期作物の収穫が進行中で、

表１

FAOの“Crop Prospects and
Food Situation”

復が見込まれるであろう。

アフリカ

の減産は、食料穀物生産を奨励す

LIFDC Food Situation Overview

低所得食料不足国１の食料事情
と同程度か、あるいはこれを上回

FAOの第一次予測：
2007年は引き続き
良好な年に

る水準と見通される。しかしなが

低 所 得 食 料 不 足 国（LIFDC）

からであるため、きわめて暫定的

アフリカ（44ヵ国）

１

2005

2006

2007

2007年の2006年
対比増減（％）

126.8

121.2

-4.4

25.4

29.5

25.9

-12.1

幅に増大したインドでの生産増に

東部アフリカ

30.6

34.7

33.2

-4.2

よって、おそらくは相殺されるで

南部アフリカ

8.8

11.5

11.1

-4.0

西部アフリカ

45.5

47.5

47.5

-0.1

あろう。しかしながら、アフリカ

中部アフリカ

3.3

3.6

3.4

-4.2

アジア（25ヵ国）

733.7

741.5

749.8

1.1

アジアのCIS諸国

14.1

12.9

13.4

3.4

極東

705.6

715.1

722.0

1.0

–中国

372.7

383.7

382.5

-0.3

–インド

193.8

191.5

199.2

4.0

14.1

13.5

14.5

6.9

中央アメリカ（3ヵ国）

1.7

1.6

1.7

2.0

南アメリカ（1ヵ国）

1.7

1.6

1.7

1.9

オセアニア（6ヵ国）

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6

7.4

7.7

4.6

858.4

879.0

882.1

0.3

る政府の政策に対応して作付が大

31.1

12.2

47.5

0.0

中部アフリカ

3.6

3.4

-4.1

東部アフリカ

34.7

33.3

-4.2

南部アフリカ

21.2

20.4

-3.6

中央アメリカおよびカリブ海諸国

36.4

37.5

3.0

南アメリカ

108.0

123.1

14.0

北部では、大豊作だった昨年に比

北アメリカ

386.8

419.7

8.5

ヨーロッパ

403.4

419.6

4.0

べ、気象条件がより不都合であっ

ヨーロッパ連合2

248.4

280.3

12.8

ヨーロッパのCIS諸国

118.5

123.3

4.1

18.6

38.2

105.7

世界

1,995.1

2,081.5

4.3

開発途上諸国

1,138.5

1,156.2

1.6

先進諸国

856.5

925.3

8.0

–小麦

597.7

626.3

4.8

–粗粒穀物

978.2

1,032.6

5.6

は昨年の干ばつから通常の気候へ

ヨーロッパ（3ヵ国）

419.2

422.6

0.8

の回復が見込まれるとして、オー

総

注：合計数は丸めていない原数字からの積み上げ

主要な冬小麦作が成熟過程にあ

113.6

47.5

2 ヨーロッパ連合：2006年25ヵ国、
2007年27ヵ国

なものである。

北部アフリカ

35.4

–米（精米）

主要作期の穀物の播種がまだこれ

低所得食料不足国の穀物生産（100万トン）

西部アフリカ

１ 精米ベースの米を含む

アおよび中米のいくつかの地域で

全体についてのFAOの早期生産

北部アフリカ

オセアニア

ら、この予測は、アフリカ、アジ

たため、小麦の減産が予測されて
いる。南半球では播種のほとんど
がこれから行われるが、早期予兆
としては、南アメリカでの生産増
減は小さいものの、オセアニアで

ストラリアにおける大幅な生産回

近東

計（82ヵ国）

１ 精米ベースの米を含む
注：合計数は丸めていない原数字からの積み上げ
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生育期の不規則的な降水量のため、

表3

2006年の大豊作から大幅に減退す

ているアフリカ南部諸国の見通し
も、国によってまちまちである。
レソト、スワジランドおよびジン
バブエでは、乾燥気象の期間が長
引いたため、見通しは暗いものと
なっている。ザンビア、マダガス
カルおよび最近のマラウイでは、
激しい洪水が局地的な作物損失を
もたらしはしたが、全体的にはこ
れら諸国での良好な穀物生産が期
待されている。モザンビークでは、
南部が乾燥気象、またその中央部
が洪水の悪影響を受け、見通しが
不確実なままとなっている。アジ

2006/07年度または2007年

2005/06年度
または
2006年の実際輸入

ると予想される。2007年の主要作
期粗粒穀物の収穫が始まろうとし
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低所得食料不足国の穀物輸入の態様
（1,000トン）

アフリカ
（44ヵ国）

輸入の態様２

必要量１
全体輸入：

左のうち食料援助

34,778

北部アフリカ

16,843

14,938

24

8,646

24

東部アフリカ

5,513

4,693

1,392

1,611

615

南部アフリカ

4,239

3,045

415

1,998

385

西部アフリカ

11,252

10,535

489

822

241

中部アフリカ

1,583

1,567

67

32

22

アジア
（25ヵ国）

42,956

48,969

1,911

28,145

489

アジアのCIS諸国

2,871

2,953

227

2,011

39

極東

28,637

35,721

1,453

21,901

350

近東

11,447

10,295

231

4,233

101

中央アメリカ（3ヵ国）

1,757

1,705

184

1,064

179

南アメリカ
（1ヵ国）

1,011

946

30

631

30

オセアニア
（6ヵ国）

416

416

0

0

0

ヨーロッパ
（3ヵ国）

1,619

1,785

60

548

0

87,187

88,599

4,571

43,517

1,984

計
（82ヵ国）

13,109

1,286

1輸
 入必要量は、利用量
（食料、
飼料、
他の諸用途、
輸出プラス期末在庫）
と国内供給量
（生産プラス期首在庫）
の違である。
利用量は、
当該国の現在の経済状況の評価に
より調整された歴史的な数値に基づいている。
2 2007年3月末に利用可能な情報に基づく推計値
注：合計数は丸めていない原数字からの積み上げ

アにおいては、極東、近東および

ンと予測されるが、これは主とし

のは、49％に過ぎなかった。とり

CISア ジ ア 諸 国 地 域 を 通 じ て、

て、インドが減少した在庫補填の

わけ、4月から新しい2007/08販売

2007年産の小麦および６月から収

ために660万トンに及ぶ小麦を輸

年度が始まる南部アフリカでは、

穫される早期米の見通しは、全体

入したこと（前年の穀物輸入は

輸入が全予測量の66％を充足した

的に満足のいくもので、ほとんどの

100万トン弱に過ぎなかった）を

に過ぎない。これと対照的に、南

国で良好な生産が予期されている。

反映したものである。

部アフリカへの食料援助引き渡し
／約束は、満足のいく水準である。
しかしながら、世界の他のほとん

2006/07年度
穀物輸入は
おおむね減少
低所得食料不足国のほとんどに

2006/07年度の
商業輸入と
食料援助配分における
進捗の遅れ

おいて、2006年の穀物収穫が豊作

低所得食料不足国の2006/07年

であったことを受けて、2006/07

度の全穀物輸入のうち、
およそ5％

販売年度における穀物輸入は、ほ

が食料援助の形態であると予想さ

とんどの地域で減退するものと予

れ る。2007 年 3 月 下 旬 ま で の

測される。しかしながら、総計し

GIEWS（世界情報早期警報シス

てみると、低所得食料不足諸国の

テム）の情報によると、輸入必要

穀物輸入は2005/06年度の改訂輸

量のうち、商業輸入あるいは食料

入量をわずかに超えた8,860万ト

援助引き渡し／約束で充足された

食料危機最新情報

左のうち食料援助

39,429

総

2,386

全体輸入：

どの地域では、推定食料援助引き

外部支援を必要としている国 （33ヵ国）
2

アフリカ（23ヵ国）
総体的な食料の生産／供給における異常な不足
レソト
スワジランド
ジンバブエ

パキスタン
スリランカ
東ティモール

カシミール地震の残存影響、洪水
津波の残存影響、深刻化する内戦および洪水
内紛、国内避難民および干ばつ

ラテンアメリカ（2ヵ国）

国内避難民、帰還難民、高食料価格
低所得、局地的洪水
内戦後の回復期間、国内避難民
多年にわたる干ばつ
2004年の干ばつとバッタ被害の残存影響
内戦後の回復期間、難民

広範囲なアクセスの不足
ハイチ

不安全、経済危機

厳しい局地的食料不安

厳しい局地的食料不安

ブルンジ	内紛、国内避難民、帰還難民および最近の乾燥続き
中央アフリカ共和国 内紛、国内避難民
チャド
難民、不安全
コートジボワール 内紛、国内避難民
コンゴ民主共和国 内紛、国内避難民および難民
ギニア
国内避難民、高食料価格
ギニアビサウ
局地的不安全、市場問題
ケニア
干ばつおよび部分的洪水
マダガスカル
南部地域での乾燥気象
ソマリア
内戦、洪水および干ばつ
スーダン
内紛、帰還難民、部分的干ばつ
ウガンダ
内紛、国内避難民、カラモジャでの干ばつ
タンザニア
部分的干ばつおよび難民

アジア（8ヵ国）

ボリビア	不良気象条件（低地での洪水；高地での干ばつ、ひょ
う、および霜）

今期作物生産の見通しが好ましくない国

3

アフリカ
レソト
ナミビア
南アフリカ
スワジランド

乾燥気象
乾燥期の連続
トウモロコシ栽培地域での乾燥した暑い気象
乾燥気象

アジア
ラク
東ティモール

内紛、避難民
干ばつ

ラテンアメリカ

総体的な食料の生産／供給における異常な不足
イラク
フィリピン

アフガニスタン
内紛、国内避難民、局地的干ばつ
朝鮮民主主義人民共和国 経済的困窮、洪水
ネパール
内紛および干ばつ

厳しい局地的食料不安

多年にわたる干ばつ、エイズ被害
多年にわたる干ばつ、エイズ被害
深刻化する経済危機、干ばつ

広範囲なアクセスの不足
エリトリア
エチオピア
リベリア
モーリタニア
ニジェール
シエラレオネ

広範囲なアクセスの不足

内紛および不安全、国内避難民
連続的台風

ボリビア	不良気象条件（低地での洪水；高地での干ばつ、ひょ
う、および霜）

渡し／約束は、必要量をはるかに
下回ったまま残されている。

翻訳：松岡

2006年の大豊作によって、
通常は最も危機的な状況に
ある国々の 多くにおいて食
料の供給が改善されたにも
かかわらず、FAOの 最 新 の
評価によれば、今なお33ヵ
国が食料の緊急事態にある。
うち18ヵ国では、現在また
は最 近まで 起こっていた内
戦が根本的または部分的な
原因であり、それ 以 外 の国
では、直近の穀物生産期に
おける天候不順の影響が原
因となっている。

將

１ 低 所得食料不足国は、食料不足国であって、一人当たり年間所得が、世界銀行によって国際開発協会（IDA）援
助の適格性を決定するために用いられている水準（2003年は1,465USドル）を下回る諸国を含み、CFAによっ
て合意された指針および基準に沿って、食料援助の割当てにおいて、優先権が与えられなければならないことと
なっている。

2「外部支援を必要としている諸国」とは、伝えられる食料不安の危機的問題に対処する資源が欠如しているものと
予想される国々である。食料危機は、ほとんど常に、複数の要因が組み合わさったものであるが、その対応にお
いては、食料危機の特質が、主として食料入手可能性の欠如に関連しているものなのか、食料へのアクセスが限
られているものなのか、あるいは、厳しい状況ではあるが局地的な問題であるのか、といったことを確認するこ
とが重要である。したがって、外部支援を必要とする諸国のリストは、概略的ではあるが相互に他を排除するも
のではない、次の3つのカテゴリーに区分される：
• 凶 作、自然災害、輸入の途絶、流通の混乱、収穫後の甚大損耗、その他の供給阻害要因によって、総体的な
食料の生産／供給における異常な不足に直面している諸国。
• 極 めて低い所得、異常な高食料価格、あるいは当該国内において食料が流通しないといったことが原因で、人
口の大多数が地方市場から食料を調達できないというような、広範な食料へのアクセス欠如が見受けられる
諸国。
•難
 民の流入、国内避難民の集中、あるいは凶作と極貧が組み合わさった地域など、厳しい局地的な食料不安に
直面している諸国。
3「今期作物生産の見通しが好ましくない国」とは、作付された面積、および／または、不良気象条件、作物虫害、

病害その他の災難の結果、収穫予測が今期作物生産の不足を指し示し、作付の残余の期間における綿密なモニタ
リングを必要としている国々である。
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生育期の不規則的な降水量のため、

表3

2006年の大豊作から大幅に減退す

ているアフリカ南部諸国の見通し
も、国によってまちまちである。
レソト、スワジランドおよびジン
バブエでは、乾燥気象の期間が長
引いたため、見通しは暗いものと
なっている。ザンビア、マダガス
カルおよび最近のマラウイでは、
激しい洪水が局地的な作物損失を
もたらしはしたが、全体的にはこ
れら諸国での良好な穀物生産が期
待されている。モザンビークでは、
南部が乾燥気象、またその中央部
が洪水の悪影響を受け、見通しが
不確実なままとなっている。アジ

2006/07年度または2007年

2005/06年度
または
2006年の実際輸入

ると予想される。2007年の主要作
期粗粒穀物の収穫が始まろうとし

Food Emergencies Update

低所得食料不足国の穀物輸入の態様
（1,000トン）

アフリカ
（44ヵ国）

輸入の態様２

必要量１
全体輸入：

左のうち食料援助

34,778

北部アフリカ

16,843

14,938

24

8,646

24

東部アフリカ

5,513

4,693

1,392

1,611

615

南部アフリカ

4,239

3,045

415

1,998

385

西部アフリカ

11,252

10,535

489

822

241

中部アフリカ

1,583

1,567

67

32

22

アジア
（25ヵ国）

42,956

48,969

1,911

28,145

489

アジアのCIS諸国

2,871

2,953

227

2,011

39

極東

28,637

35,721

1,453

21,901

350

近東

11,447

10,295

231

4,233

101

中央アメリカ（3ヵ国）

1,757

1,705

184

1,064

179

南アメリカ
（1ヵ国）

1,011

946

30

631

30

オセアニア
（6ヵ国）

416

416

0

0

0

ヨーロッパ
（3ヵ国）

1,619

1,785

60

548

0

87,187

88,599

4,571

43,517

1,984

計
（82ヵ国）

13,109

1,286

1輸
 入必要量は、利用量
（食料、
飼料、
他の諸用途、
輸出プラス期末在庫）
と国内供給量
（生産プラス期首在庫）
の違である。
利用量は、
当該国の現在の経済状況の評価に
より調整された歴史的な数値に基づいている。
2 2007年3月末に利用可能な情報に基づく推計値
注：合計数は丸めていない原数字からの積み上げ

アにおいては、極東、近東および

ンと予測されるが、これは主とし

のは、49％に過ぎなかった。とり

CISア ジ ア 諸 国 地 域 を 通 じ て、

て、インドが減少した在庫補填の

わけ、4月から新しい2007/08販売

2007年産の小麦および６月から収

ために660万トンに及ぶ小麦を輸

年度が始まる南部アフリカでは、

穫される早期米の見通しは、全体

入したこと（前年の穀物輸入は

輸入が全予測量の66％を充足した

的に満足のいくもので、ほとんどの

100万トン弱に過ぎなかった）を

に過ぎない。これと対照的に、南

国で良好な生産が予期されている。

反映したものである。

部アフリカへの食料援助引き渡し
／約束は、満足のいく水準である。
しかしながら、世界の他のほとん

2006/07年度
穀物輸入は
おおむね減少
低所得食料不足国のほとんどに

2006/07年度の
商業輸入と
食料援助配分における
進捗の遅れ

おいて、2006年の穀物収穫が豊作

低所得食料不足国の2006/07年

であったことを受けて、2006/07

度の全穀物輸入のうち、
およそ5％

販売年度における穀物輸入は、ほ

が食料援助の形態であると予想さ

とんどの地域で減退するものと予

れ る。2007 年 3 月 下 旬 ま で の

測される。しかしながら、総計し

GIEWS（世界情報早期警報シス

てみると、低所得食料不足諸国の

テム）の情報によると、輸入必要

穀物輸入は2005/06年度の改訂輸

量のうち、商業輸入あるいは食料

入量をわずかに超えた8,860万ト

援助引き渡し／約束で充足された

食料危機最新情報

左のうち食料援助

39,429

総

2,386

全体輸入：

どの地域では、推定食料援助引き

外部支援を必要としている国 （33ヵ国）
2

アフリカ（23ヵ国）
総体的な食料の生産／供給における異常な不足
レソト
スワジランド
ジンバブエ

パキスタン
スリランカ
東ティモール

カシミール地震の残存影響、洪水
津波の残存影響、深刻化する内戦および洪水
内紛、国内避難民および干ばつ

ラテンアメリカ（2ヵ国）

国内避難民、帰還難民、高食料価格
低所得、局地的洪水
内戦後の回復期間、国内避難民
多年にわたる干ばつ
2004年の干ばつとバッタ被害の残存影響
内戦後の回復期間、難民

広範囲なアクセスの不足
ハイチ

不安全、経済危機

厳しい局地的食料不安

厳しい局地的食料不安

ブルンジ	内紛、国内避難民、帰還難民および最近の乾燥続き
中央アフリカ共和国 内紛、国内避難民
チャド
難民、不安全
コートジボワール 内紛、国内避難民
コンゴ民主共和国 内紛、国内避難民および難民
ギニア
国内避難民、高食料価格
ギニアビサウ
局地的不安全、市場問題
ケニア
干ばつおよび部分的洪水
マダガスカル
南部地域での乾燥気象
ソマリア
内戦、洪水および干ばつ
スーダン
内紛、帰還難民、部分的干ばつ
ウガンダ
内紛、国内避難民、カラモジャでの干ばつ
タンザニア
部分的干ばつおよび難民

アジア（8ヵ国）

ボリビア	不良気象条件（低地での洪水；高地での干ばつ、ひょ
う、および霜）

今期作物生産の見通しが好ましくない国

3

アフリカ
レソト
ナミビア
南アフリカ
スワジランド

乾燥気象
乾燥期の連続
トウモロコシ栽培地域での乾燥した暑い気象
乾燥気象

アジア
ラク
東ティモール

内紛、避難民
干ばつ

ラテンアメリカ

総体的な食料の生産／供給における異常な不足
イラク
フィリピン

アフガニスタン
内紛、国内避難民、局地的干ばつ
朝鮮民主主義人民共和国 経済的困窮、洪水
ネパール
内紛および干ばつ

厳しい局地的食料不安

多年にわたる干ばつ、エイズ被害
多年にわたる干ばつ、エイズ被害
深刻化する経済危機、干ばつ

広範囲なアクセスの不足
エリトリア
エチオピア
リベリア
モーリタニア
ニジェール
シエラレオネ

広範囲なアクセスの不足

内紛および不安全、国内避難民
連続的台風

ボリビア	不良気象条件（低地での洪水；高地での干ばつ、ひょ
う、および霜）

渡し／約束は、必要量をはるかに
下回ったまま残されている。

翻訳：松岡

2006年の大豊作によって、
通常は最も危機的な状況に
ある国々の 多くにおいて食
料の供給が改善されたにも
かかわらず、FAOの 最 新 の
評価によれば、今なお33ヵ
国が食料の緊急事態にある。
うち18ヵ国では、現在また
は最 近まで 起こっていた内
戦が根本的または部分的な
原因であり、それ 以 外 の国
では、直近の穀物生産期に
おける天候不順の影響が原
因となっている。

將

１ 低 所得食料不足国は、食料不足国であって、一人当たり年間所得が、世界銀行によって国際開発協会（IDA）援
助の適格性を決定するために用いられている水準（2003年は1,465USドル）を下回る諸国を含み、CFAによっ
て合意された指針および基準に沿って、食料援助の割当てにおいて、優先権が与えられなければならないことと
なっている。

2「外部支援を必要としている諸国」とは、伝えられる食料不安の危機的問題に対処する資源が欠如しているものと
予想される国々である。食料危機は、ほとんど常に、複数の要因が組み合わさったものであるが、その対応にお
いては、食料危機の特質が、主として食料入手可能性の欠如に関連しているものなのか、食料へのアクセスが限
られているものなのか、あるいは、厳しい状況ではあるが局地的な問題であるのか、といったことを確認するこ
とが重要である。したがって、外部支援を必要とする諸国のリストは、概略的ではあるが相互に他を排除するも
のではない、次の3つのカテゴリーに区分される：
• 凶 作、自然災害、輸入の途絶、流通の混乱、収穫後の甚大損耗、その他の供給阻害要因によって、総体的な
食料の生産／供給における異常な不足に直面している諸国。
• 極 めて低い所得、異常な高食料価格、あるいは当該国内において食料が流通しないといったことが原因で、人
口の大多数が地方市場から食料を調達できないというような、広範な食料へのアクセス欠如が見受けられる
諸国。
•難
 民の流入、国内避難民の集中、あるいは凶作と極貧が組み合わさった地域など、厳しい局地的な食料不安に
直面している諸国。
3「今期作物生産の見通しが好ましくない国」とは、作付された面積、および／または、不良気象条件、作物虫害、

病害その他の災難の結果、収穫予測が今期作物生産の不足を指し示し、作付の残余の期間における綿密なモニタ
リングを必要としている国々である。
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FAO/WHO 国際食品規格

CODEX alimentarius

CODEX alimentarius

コーデックス入門
—ＦＡＯ／ＷＨＯ国際食品規格委員会のすべてがわかります—
農林水産政策研究所

第3回

研究情報交流課長

遠藤

芳英

コーデックス委員会の活動内容

前回に引き続きコーデックス委員会の具体的な部会の活動を紹介します。

称します。この指針はそうした場合の表示の条件や

あえて「遺伝子組換え」という表示を行うことは消

表示内容を定めたものです。

費者の誤解を招き不適切とも主張しています。一方、

指針の内容はかなり複雑多岐で紹介しきれません

EU やわが国やインドなど一部の途上国は、消費者

が、例えば「栄養強調表示」では、ある栄養素の

への情報提供という観点から、遺伝子組換え食品

量が多い・少ないという表記を行うための技術的・

はその旨表示すべきと主張。この基本的な対立が今

具体的な基準が別表で示されております
（例えば、
「低

日まで続いています。

脂肪」という表示は、固体食品 100g 中の脂肪量が
３g 以下の場合というようなもの）。後者の健康表示

6

コ－デックス部会の活動内容
（前回の（1）に続いて）

（2）食品表示部会（CCFL）

食品表示部会は食品表示という品目横断的な問題

して規定していることが主たる特徴といえます。

栄養・健康強調表示の使用のための指針
（CAC/GL 23-1997）

原材料の重量表示
（QUID）

の場合には、科学的な裏づけの存在が必要といっ

原材料の重量比率は「包装食品の表示に関する

た表示が行われる際の条件や、表示内容のあり方

一般規格」で、食品中の特定の原材料の存在を強

が規定されています。

調する場合にはその原材料の重量比を表示すること
になっていますが、この規則を全ての場合に拡大す

有機農産物の生産、
加工、
表示、
販売に関する規格

べきという提案が行われ作業が開始されました。し

を扱う一般部会で、今までに多くの規格を策定して

食品中の特定の栄養素の存在量の特徴を表示す

おります。食品表示の議論は消費者にどのような情

るような場合
（例えば、
「低カロリ－」や
「低脂肪」など）、

報を提供するのかという、各国の文化や価値観にも

また、特定の栄養素の量の相対的な量を表示する

コーデックスでの有機農産物の規格はこの部会が

示面積に多くの原材料を記載する実行可能性、原料

根ざした側面があるため合意が困難な局面も多々生

場合（例えば、
「減塩」
、
「蛋白質増」
）には、これら

策定しました。規格は８つの章と３つの付表を有す

比率が変化する毎に表示を変えることによるコスト

じてきました。

を「栄養強調表示（nutrition claim）
」と称します。

る膨大なもので、付表２には有機農産物の生産で許

増、企業秘密の存在等といった観点から反対も根強

以下、紙面の許す限り、今までこの部会が策定し

また、ある食品や栄養素が健康増進に貢献すること

容される詳細な物質のリストまで備えています。この

く、議論は進展していません。

てきた代表的な表示規格を概観し、この部会で行

を表示するのを「健康強調表示（health claim）」と

規格は現在、改訂作業が行われています。

われてきた興味深い議論をご紹介したいと思います。
図

①過去に策定した表示規格の例 1
包装食品の表示に関する一般規格
（Codex Stan 1-1985）
この部会が策定した食品表示に関する基本的か
つ代表的なものが「包装食品の表示に関する一般規
格」と呼ばれる規格です。これは包装された食品の
表示に関する規則であり、表示は消費者の食品に関
する誤認を生じさせないようにすべきとの原則が基
本なっていること、
「食品の名称、原材料名、食品
添加物名、アレルギー源、内容量、生産者の情報、

コ−デックス委員会の組織図（２００６年７月）

コ−デックス総会

事務局

（CAC/GL 32-1999）

②近年行われてきた主要な議論の動向

一般問題部会（１０）
・ 一般原則（フランス）
・ 食品添加物（中国）
・ 食品汚染物質（オランダ）
・ 食品衛生（米国）
・ 残留農薬（中国）
・ 残留動物用医薬品（米国）
・ 食品表示（カナダ）
・分析・サンプリング方法（ハンガリー）
・ 輸出入検査証明制度（豪州）
・ 栄養・特殊用途食品（ドイツ）
注：
（ ）
内は開催国を示す

遺伝子組換え食品の表示
10 年以上この部会で議論していますが、各国の対立

示を義務化すべきか否かという点です。米国、カナダ、
アルゼンチン、タイ、メキシコ等は、遺伝子組換え
農産物の栄養組成が変化する場合には表示の義務

う規定を、全ての場合に表示させる作業を行う提案
が出されましたが、結局合意に至りませんでした。

1

 規格 の原文は以下のコーデックス委員のホ－ムペ－ジ
各
から、
（ ）内の規格 番号を指定して入手できます。

http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.
do?lang=en

化を認めていますが、現在の生産・流通の大部分を
占める種類の組換え農産物は生産過程で遺伝子組

えんどう

1984 年京都大学農林経済学科修士卒 同年農林水産省
入省 OECD 専門官、在イタリア日本大使館書記官（FAO
担当）
などを経て、2001 年から 2006 年まで FAO のコーデッ
クス委員会に出向 2006 年 6 月より農林水産省政策研究
所勤務

換え技術を使用したもの、つまり生産過程だけが従

保持期限（best before ～という表記）
、特徴的な原

地域調整部会（6）

来の農産物と異なるものであるとして、このような組

料を強調した場合の原料の重量比率、放射線照射

特別部会（3）

換え農産物・食品への表示の義務化に反対していま

世界の農林水産 07 夏

誤認が生じる場合には原産地国を表示すべき」とい

遺伝子組換え技術で生産された農産物や食品の表

個別食品部会（１１）

25

「包装食品の表示に関する一般規格」にすでに

は解消される気配にはありません。最大の対立点は、

省略により誤認が生じる場合の原産地国名、食品の

処置の場合はその旨明記」などを義務的表示事項と

原産地国表示
定められている「原産地国の表示なしでは消費者の

遺伝子組換え食品の表示をめぐる議論はすでに

執行理事会

かし、そもそも網羅的に表示する必要性、少ない表

す。また、安全性を確認して市場に出されたものに

よしひで
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表示に関する規則であり、表示は消費者の食品に関
する誤認を生じさせないようにすべきとの原則が基
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う規定を、全ての場合に表示させる作業を行う提案
が出されましたが、結局合意に至りませんでした。

1

 規格 の原文は以下のコーデックス委員のホ－ムペ－ジ
各
から、
（ ）内の規格 番号を指定して入手できます。

http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.
do?lang=en

化を認めていますが、現在の生産・流通の大部分を
占める種類の組換え農産物は生産過程で遺伝子組

えんどう

1984 年京都大学農林経済学科修士卒 同年農林水産省
入省 OECD 専門官、在イタリア日本大使館書記官（FAO
担当）
などを経て、2001 年から 2006 年まで FAO のコーデッ
クス委員会に出向 2006 年 6 月より農林水産省政策研究
所勤務

換え技術を使用したもの、つまり生産過程だけが従

保持期限（best before ～という表記）
、特徴的な原

地域調整部会（6）

来の農産物と異なるものであるとして、このような組

料を強調した場合の原料の重量比率、放射線照射

特別部会（3）

換え農産物・食品への表示の義務化に反対していま
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誤認が生じる場合には原産地国を表示すべき」とい

遺伝子組換え技術で生産された農産物や食品の表

個別食品部会（１１）
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「包装食品の表示に関する一般規格」にすでに

は解消される気配にはありません。最大の対立点は、

省略により誤認が生じる場合の原産地国名、食品の

処置の場合はその旨明記」などを義務的表示事項と

原産地国表示
定められている「原産地国の表示なしでは消費者の

遺伝子組換え食品の表示をめぐる議論はすでに

執行理事会

かし、そもそも網羅的に表示する必要性、少ない表

す。また、安全性を確認して市場に出されたものに

よしひで
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ます大きなものとなりました。
「国際女性の日」の公開フォーラムに向け、国連大学本部で行われた各国連機関や世
銀などが集まった会議では、英語での挨拶、説明、質疑応答にアタフタしましたが、みんなが世界平和を願い、問題
解決のため尽力しているその場に感激し、自分もいつか！と思いを新たにすることが出来ました。スムーズに道が開
けるか、進学するのか、就職なのか…まだまだ考え、選択しなければならない事が沢山ありますが、最終的に到着し
たい所はやはり ｢ 国際公務員 ｣ という職であることを確信しました。

FAO日本事務所でのインターンを終えて
フェリス女学院大学

国際交流学科３年

大川内

また、現在学内で活動している｢フェリスフェアトレード（FFT）｣の活動にも、この研修プログラムで学んだこと
を生かしていきたいです。FFTは、身近にできる国際協力をキャッチフレーズに、
「フェアトレード｣を学内に広める
活動をしています。生徒対象にフェアトレード商品の試飲試食週間を設けたり、学長先生の理解を得て学長室で扱う

佳菜

コーヒーをフェアトレードのものにしたりとフェアトレードの知識を広めてきました。しかし、商品購入は教職員に
限られています。私は今年から代表になったので、春からのFFTの目標として、学内でフェアトレード商品を販売す
ることを提案しました。メンバーと協力して成果を出したいと思っています。

３月13日から約１ヵ月間、FAO日本事務所にて研修させていただきました。

今となっては、細かな作業はもちろんのこと、ひとつの大きな課題研究を完成させ、形として残ったことは100時

私が今回FAOでの研修プログラムに応募した理由は大きく２つありました。

間やり遂げた何よりの証拠であり、達成感があります。レポートを添削してくださったり、良い資料があると知らせ

１つ目は、｢進路を見つめなおし、真剣に考えたい｣ということです。私は、国際公務員として国連機関で働きたい

てくださったり、本当に沢山のバックアップをしていただきました。FAO日本事務所の皆様には感謝の気持ちでいっ

という夢があります。｢国際公務員｣という言葉を知り、意識するようになってから、憧れは強くなる一方です。大学

ぱいです。私を受け入れてくださり、貴重な経験をさせてくださったFAO日本事務所の皆様、本当にありがとうご

生のうちに国連機関で研修ができるこの機会を逃してはいけないと思いました。聞いたことや想像だけでなく、実際

ざいました。

に体験することで進路を見つめなおし、夢への更なる思いを膨らませたいと考えました。
２つ目は、｢関心分野の知識を深めたい｣ということです。私は、｢貧困｣と｢子どもの人権｣の問題に関心があります。
FAOは貧困と飢餓撲滅のために活動する機関であり、自分の関心分野の知識を深め、さらに視野を広げる機会になる
と考えました。
私は、研修中の課題として、｢カカオ豆農業における児童労働｣をテーマに、フェアトレードは児童労働問題の解決
策となるかを論じたレポートを書きました。課題に取り組む中で感じたことは、全ての国際問題は一連であるという
ことです。
「児童労働」を調べるなかで、他の沢山の国際問題が影響していることが分かりました。「児童労働」一番
の原因は「貧困」にあり、
「貧困」の状態には「紛争・戦争」や、干ばつ、洪水、地震などの「災害」が背景にあり、
「災
害」の発生は人間が便利さを求めたうえの「環境破壊」が要因の一つとしてあげられるからです。また、人身売買や
エイズ孤児に関する「人権問題」も浮上しました。関心分野の知識が増えるとともに、視野が広がりました。
また、日課としてジャパンタイムズから、FAOに関連する農林水産分野の日本での記事を抜粋するという仕事をい
ただきました。この記事は、職員の方がローマのFAOの本部に送るもので、とても重要なものです。毎日英字新聞に
目を通し、農林水産分野の中でもFAOに関連ある記事であるか内容を見極める作業は、とてもよい英語の勉強になり
ました。また、最新の日本の情報を伝える大事な役割であると感じ、とてもやりがいがありました。
その他、メールマガジンの配信者リストの作成・FAO組織図作成の手伝いとして、事務所の所在地を調べると
いった業務がありました。どのような職の人がFAOに関心があるのか、どのような機関とFAOは関わっているのか、
FAOがどのような地に事務所を構えているのか、何を担当する事務所なのか、
といった内部を知ることができました。

FAO 寄託図書館情報

State of the World’
s Forests 2007
世界森林白書 2007年報告

FAO が 1 年おきに発行する世界の森林に関する報告書。7 回目の発行と
なる本年版は、持続的な森林管理の進展状況を検証したものである。
第 1 部は地域別の概観で、持続的な森林管理のためのフレームワークと
して国際フォーラムで合意された 7 つの要素（森林資源の範囲、生物の多
様性、森林の健全性と活力、森林資源の生産機能、社会経済的機能、法律・
政策・機関のフレームワーク）に沿って、各地域の現状が報告されている。
これらは最新の情報に基づいたもので、世界森林資源調査 2005 年の報告
よりも包括的なものとなっている。第 2 部は、気候変動、森林の景観復元、
森林保有権、侵入種、野生動物の保護、木質エネルギーなどを含む 18 のトピッ
クに焦点を当てている。
政策立案者や研究者だけでなく、今日の森林セクターに影響を及ぼす問
題に関心のあるすべての方に、ぜひ本書をご活用いただきたい。
（FAO、2007 年、A4 判、144 ページ、オールカラー／ ISBN 978-92-5-105586-1）

セミナーやフォーラムなどのイベントにも沢山関わる機会がありました。通
常なら、用意された会場へ行き、開かれた公演を聞き、帰るだけのイベントで

FAO 寄託図書館

すが、今回は主催する側を経験し、通常は見えない裏を見て経験することがで
きました。当日を予想して、何日も前から会議を重ね、当日は会場の数時間前
から現場に出向き、会場を設営する。講演中も裏では沢山の人々がバックアッ
プしており、終了後には後片付けをする。表には見えないところでの沢山の人
の協力があってこその成功であるということを実感しました。
研修を終え、今後の展望が自分の中で明確になりました。今回の研修プログ
ラムは最初にあげた通り、進路を決定する大きな機会となりました。毎日 FAO
に通い、仕事をする中で、私の興味はどんどん湧きあがり、夢への思いはます
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訪問学習に来た子どもたちと「食べること」
について考える

「世界最大の食料・農林水産に関するデータバンク」といわれる
FAO の資料を多くの人にご利用いただけるようサービスを行って
おりますので、お気軽にお立ち寄りください。

■所
在
地：〒 220-0012 横浜市西区みなとみらい 1 −1 −1 パシフィコ横浜 横浜国際協力センター 5 Ｆ
■ 利用予約および問い合わせ：
TEL 045-226-3148／FAX 045-222-1103／E-mail fao-library@jaicaf.or.jp
■ 開 館 時 間：平日 10:00 〜 12:30／13:30 〜 17:00
■ サービス内容：FAO 資料の閲覧（館内のみ）／インターネット蔵書検索（ホームページより）／
レファレンスサービス（電話、E-mail でも受け付けています）／複写サービス（有料）
■ ホームページ：www.jaicaf.or.jp/fao/library.htm
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題に関心のあるすべての方に、ぜひ本書をご活用いただきたい。
（FAO、2007 年、A4 判、144 ページ、オールカラー／ ISBN 978-92-5-105586-1）

セミナーやフォーラムなどのイベントにも沢山関わる機会がありました。通
常なら、用意された会場へ行き、開かれた公演を聞き、帰るだけのイベントで

FAO 寄託図書館

すが、今回は主催する側を経験し、通常は見えない裏を見て経験することがで
きました。当日を予想して、何日も前から会議を重ね、当日は会場の数時間前
から現場に出向き、会場を設営する。講演中も裏では沢山の人々がバックアッ
プしており、終了後には後片付けをする。表には見えないところでの沢山の人
の協力があってこその成功であるということを実感しました。
研修を終え、今後の展望が自分の中で明確になりました。今回の研修プログ
ラムは最初にあげた通り、進路を決定する大きな機会となりました。毎日 FAO
に通い、仕事をする中で、私の興味はどんどん湧きあがり、夢への思いはます
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新着
資料

訪問学習に来た子どもたちと「食べること」
について考える

「世界最大の食料・農林水産に関するデータバンク」といわれる
FAO の資料を多くの人にご利用いただけるようサービスを行って
おりますので、お気軽にお立ち寄りください。

■所
在
地：〒 220-0012 横浜市西区みなとみらい 1 −1 −1 パシフィコ横浜 横浜国際協力センター 5 Ｆ
■ 利用予約および問い合わせ：
TEL 045-226-3148／FAX 045-222-1103／E-mail fao-library@jaicaf.or.jp
■ 開 館 時 間：平日 10:00 〜 12:30／13:30 〜 17:00
■ サービス内容：FAO 資料の閲覧（館内のみ）／インターネット蔵書検索（ホームページより）／
レファレンスサービス（電話、E-mail でも受け付けています）／複写サービス（有料）
■ ホームページ：www.jaicaf.or.jp/fao/library.htm
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FAOの使命は「人類の飢餓からの解放と
世界経済の発展に貢献すること」です。
そのために“FOOD for ALL”というスローガンを掲げて
テレフード・キャンペーンを行っています。

FAO の活動にご支援いただいている団体

このコーナーでは、同じテーマの活動をしている団体を紹介します。

国際協力機構・青年海外協力隊事業と
FAOの連携への展望
独立行政法人

国際協力機構

青年海外協力隊事務局

調査役

松永

龍児さん

2007年2月22日 に 国 連 食 糧 農 業 機 関（FAO）
と国際協力機構（JICA）
・青年海外協力隊（JOCV）

隊員が栽培管理しているモデル展示圃場

との間で連携のための協定書が署名されました。

隊員
（稲作）
とセフラ地区の農民。
田植え実習

世界には150を超える開発途上国があり、そこ
には世界の人口の8割の人が住んでいます。アジ

モング郡に2001年4月から2006年3月までの5年間

ア・アフリカ・中南米など開発途上国の多くは、

に13名の隊員を派遣し、農地および灌漑施設利用

現在もなお、飢えや病気、人口増加、不十分な教

率が低かったセフラ地域の活性化を目標に協力を

育、環境破壊、紛争などの厳しい現実に直面して

行った活動です。

います。こうした問題の根底にあるのが貧困であ

各々の隊員の活動は、以下の通りです。

り、JICAはこのような途上国の貧困を無くすこ

農業土木隊員は、灌漑施設の維持管理を目的に、

とを大きな目標として掲げています。この目標は
FAOの活動とも一致するものです。
今後、FAOとJOCVの間で農業分野での協力が

組織強化および維持管理作業の指導を行い、村落
FAO横山日本事務所長
（左）とJICA松岡理事に
よる協定書の署名

進むことが期待されています。
JOCVは以下の４つのボランティア事業を実施
しています。20～39歳を対象としたプログラムが
青年海外協力隊と日系社会青年ボランティアで、

開発普及員は、受益者に対する農業経営指導と生
産物消費拡大促進を行いました。また、野菜・稲
作隊員は耕作面積の増加を目的に、これまで行わ

5年間の協力の結果、無償資金協力により整備

れた栽培試験結果を参考にした普及活動を行いま

された灌漑施設の活用方法や稲作栽培技術の向上

した。

だけではなく、農民が積極的に水を管理する（簿

またグループ全員で、農民の協調性推進・整備

40～69歳を対象としたプログラムがシニア海外ボ

田面積の増加・灌漑利用栽培技術の普及を目的に

ランティアと日系社会シニア・ボランティアです。

受益者への総合研修会・コンテスト等の実施など

青年海外協力隊は次の３つの視点で、現地の人
と共に、同じ言葉を話し、同じ家に住み、同じも
のを食べながら、その国の人造り、国造りに協力

隊員
（野菜）
とセフラ地区農民。
トウモロコシ栽培実習

を行いました。
現在も2,500名が世界各地で活動中です。

記の重要性の認識、水利組合の運営等）という意
識を定着させることができました。
特に、ボランティア自身が農民と同じ目線で一
緒に学ぶという姿勢により信頼関係を得たこと、
農民にとって技術レベルに極端な差異がなく共通

シニア海外ボランティアは、1990年に始まり、

言語を形成しやすかったこと、一緒に試行錯誤し

する、「草の根レベルのボランティア活動」です。

アジア、アフリカ、中南米、大洋州、中近東など

ながら結論を見つけていくやり方でプロセスも学

１．開発途上国・地域の経済および社会の発展ま

の40ヵ国を上回る開発途上国で活動しています。

ぶことができたことがこれを可能にしたと言える

日系社会ボランティアは、中南米の日系人社会へ

でしょう。

たは復興への寄与
２．開発途上国・地域とわが国との間の友好親善
および相互理解の深化
３．ボランティア経験の社会への還元
1965年の発足以来協力隊の派遣国は世界84の国
と地域に及び、延べ派遣人数は29,466名、そして
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の貢献を目的としたプログラムです。

今後、上記のような農業分野および津波復興支

それでは、FAOとの連携が可能と考えられる

援や学校菜園などの分野でボランティア事業の特

農業分野のボランティア活動事例を紹介したいと

質を生かし、FAOと一緒になってアジア・アフ

思います。

リカなどの途上国の貧困を削減に貢献できる活動

ザンビア・セフラ農村開発計画は、ザンビアの

隊員
（村落開発普及員）
とセフラ地区農民家計簿講習会

を行っていければと考えています。
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FAOの使命は「人類の飢餓からの解放と
世界経済の発展に貢献すること」です。
そのために“FOOD for ALL”というスローガンを掲げて
テレフード・キャンペーンを行っています。

FAO の活動にご支援いただいている団体
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田植え実習
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率が低かったセフラ地域の活性化を目標に協力を

育、環境破壊、紛争などの厳しい現実に直面して

行った活動です。

います。こうした問題の根底にあるのが貧困であ

各々の隊員の活動は、以下の通りです。

り、JICAはこのような途上国の貧困を無くすこ

農業土木隊員は、灌漑施設の維持管理を目的に、

とを大きな目標として掲げています。この目標は
FAOの活動とも一致するものです。
今後、FAOとJOCVの間で農業分野での協力が

組織強化および維持管理作業の指導を行い、村落
FAO横山日本事務所長
（左）とJICA松岡理事に
よる協定書の署名

進むことが期待されています。
JOCVは以下の４つのボランティア事業を実施
しています。20～39歳を対象としたプログラムが
青年海外協力隊と日系社会青年ボランティアで、

開発普及員は、受益者に対する農業経営指導と生
産物消費拡大促進を行いました。また、野菜・稲
作隊員は耕作面積の増加を目的に、これまで行わ

5年間の協力の結果、無償資金協力により整備

れた栽培試験結果を参考にした普及活動を行いま

された灌漑施設の活用方法や稲作栽培技術の向上

した。

だけではなく、農民が積極的に水を管理する（簿

またグループ全員で、農民の協調性推進・整備

40～69歳を対象としたプログラムがシニア海外ボ

田面積の増加・灌漑利用栽培技術の普及を目的に

ランティアと日系社会シニア・ボランティアです。

受益者への総合研修会・コンテスト等の実施など

青年海外協力隊は次の３つの視点で、現地の人
と共に、同じ言葉を話し、同じ家に住み、同じも
のを食べながら、その国の人造り、国造りに協力

隊員
（野菜）
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トウモロコシ栽培実習

を行いました。
現在も2,500名が世界各地で活動中です。

記の重要性の認識、水利組合の運営等）という意
識を定着させることができました。
特に、ボランティア自身が農民と同じ目線で一
緒に学ぶという姿勢により信頼関係を得たこと、
農民にとって技術レベルに極端な差異がなく共通

シニア海外ボランティアは、1990年に始まり、

言語を形成しやすかったこと、一緒に試行錯誤し

する、「草の根レベルのボランティア活動」です。

アジア、アフリカ、中南米、大洋州、中近東など

ながら結論を見つけていくやり方でプロセスも学

１．開発途上国・地域の経済および社会の発展ま

の40ヵ国を上回る開発途上国で活動しています。

ぶことができたことがこれを可能にしたと言える

日系社会ボランティアは、中南米の日系人社会へ

でしょう。

たは復興への寄与
２．開発途上国・地域とわが国との間の友好親善
および相互理解の深化
３．ボランティア経験の社会への還元
1965年の発足以来協力隊の派遣国は世界84の国
と地域に及び、延べ派遣人数は29,466名、そして
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の貢献を目的としたプログラムです。

今後、上記のような農業分野および津波復興支

それでは、FAOとの連携が可能と考えられる

援や学校菜園などの分野でボランティア事業の特

農業分野のボランティア活動事例を紹介したいと

質を生かし、FAOと一緒になってアジア・アフ

思います。

リカなどの途上国の貧困を削減に貢献できる活動

ザンビア・セフラ農村開発計画は、ザンビアの

隊員
（村落開発普及員）
とセフラ地区農民家計簿講習会

を行っていければと考えています。
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FAOで
活躍する

日本人⑧

国連で働くとは？

そんなみなさんの疑問に、
本コーナーでは、
FAOで活躍する若手からベテランスタッフがお答えします

国連ニューヨーク本部で
FAOと各国政府、国連機関との関係を強化
FAO対国連連絡事務所 連絡調整行政官

村田

敏彦

私が勤務する対国連本部連絡事務所はFAOが
世界中に5ヵ所（横浜、ワシントン、ジュネーブ、
ブリュッセル、ニューヨーク）に設置した連絡事

国連事務局ビルと総会
議 場ビル。手前の歩道
から撮影。万国旗が見
える

務所の1つです。横浜、ワシントン、ブリュッセ
ルの各連絡事務所が日本、米国、ヨーロッパ共同
体というFAOの活動を支える重要な国々に置か
れているように、この国連本部連絡事務所はジュ
ネーブの連絡事務所と協力しながらFAOの対国
連政策の立案、実施において主導的な役割を担っ

国 連 敷 地 内の 代 表 団
入り口の前に立つ筆者

ています。
ニューヨークの国連本部で開かれる会議には
政府間会議と国連機関間会議の２種類がありま

FAOニューヨーク対国連連
絡事務所の窓から見た国連
事務局ビル。背景はイースト
リバー

国連総会議場で国連改革に関して説明している潘基文事務総長。大型ハイ
ヴィジョンモニターはNHKが寄贈したもの

です。日本の大手商社、銀行の外国支社に勤務し

府、国連機関代表達と折衝ができることが何より

たとしても、日本人と現地スタッフ、つまりロン

の魅力です。毎年10月末に開催される、国連機関

ドンならイギリス人、ニューヨークならアメリカ

の長が一堂に会する国連最高執行理事会出席のた

人が働いているというのが一般的な勤務形態で

め、ディウフ事務局長がニューヨークに来訪した

しょう。しかしFAOでは世界中の違った国籍の

際、アナン事務総長との会見の席に同席させて頂

人々が一緒に働いています。これだけ異なる文化、

いたこともあります。連絡事務所は比較的小規模

年１月から潘基文新事務総長は国連加盟国と共に

習慣を持った人々が構成している巨大な組織がよ

ですが、行政官として予算作成等の行政業務を取

国連公用語は英語、仏語、スペイン語、ロシア

改革の継続実施を試みています。国連総会にお

く機能しているものだと、自分でも思うことがあ

り仕切ることができるのも魅力です。

語、中国語、アラビア語の６ヵ国語です。つまり、

ける政府間の討議だけでなく、28の国連機関がメ

ります。これだけ多種多様な人々が集まって一緒

国連の公式政府間会議が開催される際には、６ヵ

ンバーとなっている国連開発グループは、“１つ

に仕事しても、一応ちゃんと機能している秘密は、

性を生かしながら、世界レベルで仕事ができると

国語の同時通訳と文書が用意されるということで

の国連”を中心概念として、国連システム全体の

ほとんどの職員が欧米の大学院教育を受けている

いうことです。日本は世界から孤立して生きてい

す。しかし、政府間会議でも非公式会議や折衝の

発展途上国援助に一貫性を持たせるために、具体

ことにあると思います。多様ながら、均質な集団

くことはできませんし、世界も日本の優れた農林

場合と国連機関間会議は英語で行われます。

的な政策を検討しています。
“１つの国連”の概

と言えるでしょう。

水産技術、経済力と市場を必要としています。日

す。政府間会議は朝10時から午後１時まで、そし
て午後は３時から６時まで開催されます。国連機
関間会議は、午前中開かれる時は、ヨーロッパに
本部を置く専門機関（FAOローマ、UNESCOパリ、
WHOジュネーブ等）がビデオ会議を通じて参加
する関係上、６時間の時差を考慮して、９時（ま
たは９時半）から２時間程行われます。

安保理改革を中心に据えて積極的に国連改革を
推進しようとしたアナン事務総長の退任後、2007

国連各機関が毎月集まって開く国連開発グループの、プログラムグループの会議。
ビデオ会議なので、ヨーロッパ（ローマ、ジューネーブ、パリ）の機関も参加できる
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４月に着 任されたばかりの
赤 坂 国 連 広報 局事務 次 長
（左）と会議の後で撮影。赤
坂氏は国連本部で働く日本
人の中で、最も高い地位に
いらっしゃいます

念は“１つのプログラム”
、
“１つの予算枠組み”、

FAOで働くということは、自分が学んだ専門

私はスタンフォード大学大学院でコミュニケー

本で学んだ事を世界に還元し、そして国内では出

ション理論と発展途上国開発理論を学んだ後、ユ

会うことができないような、様々な文化、背景を

成要素から成り立っています。そしていよいよ、

ニセフにJPOとして勤務、そしてFAOに移りま

持った、素晴らしい友人達と一緒に働きましょう。

アルバニア、カーボヴェルデ、モザンビーク、パ

した。アメリカでは、学者が研究機関から国の

キスタン、ルワンダ、タンザニア、ウルグアイ、

行政機関等に一定期間出向するなど、学会と実際

ベトナムの８ヵ国で、2007年中に、
“１つの国連”

の社会との間の人材交流が盛んに行われています。

モデルの実験が始まります。この実験は、国連

自分の学問上の興味と実際の社会との接点で仕事

機関が世界中から頂いた開発援助資金を無駄なく、

がしたいと思っていたので、国連を就職先として

効率良く使わせていただこうという、FAOを含

選択しました。FAO国連連絡事務所の連絡調整

む、国連システム全体の一貫した政策です。

行政官は、連絡調整と行政業務双方の任務を果た

“１人のリーダー”
、
“１つのオフィス”の４の構

現在、
FAOの加盟国数は189ヵ国と１機関（EC）

しています。連絡調整に関しては、会議の場で政

オフィスで開かれ
たパーティーに集
まった、
FAOニュー
ヨ ー ク オ フ ィス
の 仲 間と友 人 た
ち。ご覧のように、
様々な国籍の人々
が働いている
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FAOで
活躍する

日本人⑧
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FAOの漁業マップ

世界の食用魚介類の供給量（一人当たり）

2001－2003年

Fish as food: per capita supply

世界の魚介類の消費量は、地域や国、収入の
格 差によって大きく異 なります。また同じ国の
中でも通常は沿岸 地 域の消費が多くなっていま
す。2003年 の 世 界 全 体 の 消 費 量 は1億400万
トンで、うちアフリカは700万トン（一人 当たり
8.2kg）
、アジアは中国を除くと3,630万トン（一
人 当たり14.3kg）、中国は3,310万トン（一人 当
たり25.8kg）で、合 計すると世界全 体 の3分 の
2にあたります。その他地域の一人当たり消費量
は、オセアニア23.5kg、北アメリカ23.8kg、
ヨー ロッパ19.9kg、 中 米 およびカリブ 海 諸 国
9.4kg、南米が8.7kgとなっています。

出典："The State of World's Fisheries and Aquaculture 2006"
FAO,2006
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E

D

ラオスでの家庭菜園は、国立ラオス大学農学部の

明らかにすべく、2月中旬、ラオスの首都ビエンチャ

指導により、大学周辺の6つの村で実施されている。

ンとミャンマーの旧首都ヤンゴンを訪ねた。日程の

村の最も貧しい農家を10戸ずつ選択、地域条件によ

都合で近郊での現地調査に留まったが、両国の政府

り、水の豊富な3つの村には野菜、水の乏しい3つの

機関、FAO事務所等の協力を得、「家庭菜園」、「学

村には畜産、残る村には野菜、果物、茶を取り入れた。

校農園」に係るプロジェクトの実施状況を現地に見

テレフード特別基金から種子、苗、子畜、肥・飼料、

た。昨年、同様の調査をタイ、カンボジアで行ったが、

農具などが提供されている。生産技術指導には大学

B 雨期の野菜栽培を可能にしたネットハウス

これらを含め、いずれにおいても農家の主体的努力

や政府機関の専門家が当たっているが、学生たちも

C 地域的な農業改善を使命感をもって推進する、国立大学唯一

とそれに基づく農業・生活改善が実を結んでいるこ

授業の一環として生産を支援してきた。大学では「ラ

とが実感できた。しかしこのプロジェクトの目指す

オス経済における農業の比重は圧倒的。農業の新た

ところは、実施農家の健全な食生活の確保、ある程

な展開によって貧困を解消し、経済全体の底上げを

度の所得増による生活向上に限定されたものではな

期さねば」と語っていたが、このプロジェクトがこ

いと考える。問われるべきは、この成果を個々の農

れにどう位置付けられるかは明確にされなかった。

家において、また地域において、どう発展させてい

なおこの種の見解は、訪問した各国のいずれの地

くかであろう。その意味で当該国政府の農政基調に

域でも、だれからも、示されることはなかったが、

沿った事業選択、各種支援の有機的実践が重要な課

これが私の事情聴取の甘さに起因するものであれば

題だと思われる。

幸いである。

F
A 小・中学校の農園がバンチェン村の農業振興の要と語る（向

かって左から）サイヤボン校長、シッドダムロン村長、ボンビ
ライ基金委員会長

「学校農園は農業改善のいわば実験農場です。子供たちも、新
たな作目導入などに大きな役割を果たしています」

の農学部のチャンタマリー学部長（右）とボンサナ教授（左）
「ラオスの経済力向上の鍵は、農業の振興にある。学生たちの
農家での農業体験は人材育成の面で貴重な役割を果たしてい
る」

D FAOの今井伸SPFS地域調整官（左から２人目）等と飢餓・貧

困対策について総括的に意見交換

「開発途上国における支援は、暮らしの改善を軸に総合的視
点で到達点を明らかにし、この実現に向けて農民の組織を基
礎に展開していくことが必要だ」

E FAOラオス事務所のソナム・ヤンチェン・ラナ代表
F F AOのアジア・太平洋地域事務所で小沼廣幸副事務局長に、
ラオス、ミャンマーでのプロジェクトの総括的評価を聞いた
「いずれも成功裡に行われていると見ている。今後、プロジェ
クトを実施する各国の政府とFAOの連携を一層強め、更なる
事業成果を期したい」
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 ィン・タイ・クウィン村の家庭菜園を
ジ
実践・普及してきた主婦たち

H,I 野菜種子や井戸などの支援を得た
J,K ミ ミズによる有機肥料作り、動物の進入
を防ぐ柵の設置など主婦は研究熱心

L
G

 の小・中・高校のエティ校長と関連資料
村
の交換

JAグループ
O

一方、ミャンマーでの家庭菜園は極めて熱心な政

J

府担当者とFAO事務所の連携で、貧しい農家の主婦

ないしは学校PTAが管理する基金とし、低利で希望

を照準に実施され、際立った成果を挙げていた。同

農家に貸し付ける形が取られている。このことも農

様の物的支援に加え、政府機関による技術指導が行

家の意欲に弾みをつけているようだ。

われてきたが、ここでは主婦の技術水準を高めるた

農家から歓迎され、多くの成果を生んでいるこの

めの集団研修が実施され、これが地域への事業の波

プロジェクトだが、問題はこれをいかに発展させる

及に大きな役割を果たしている。

かにある。そのための生産の拡大、品種の改良、生

学校農園について、ラオスでは村の小・中学校を

K

流通の合理化等、課題は山積している。こうした量

鶏、淡水魚など幅広い作目の生産が行われていた。

的拡大・質的整備を果たしていくためには、どうし

この農園自体が実験農場的存在であること、子供た

ても当該国自身の政策誘導と国際的な支援が不可欠

ちが学校での経験を家庭に持ち込んでいること等か

だろう。具体的には農業に関する政策目標の明確化、

ら、農業改善が地域的に拡大している。学校が試み

これを実現するための行政対応と国際的支援の体系

た雨除けのネットハウスは、雨期の野菜栽培を可能

的整理・実践が必要なはずだ。またこれらの受け皿

にするものとして、多くの農家で取り入れられてい

として、農業改革の主体的実行者集団としての農家

る。ミャンマーでは家庭菜園を普及している村の小・

の組織化が重要であることは言うまでもない。

物導入への機運を側面的に助長している。
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産技術の向上、機械・施設の導入、販売力の強化、

訪れたが、テレフード支援を得て、野菜、果物、養

中・高校で農園を見たが、これも農家間の新たな作

L

合、支援額の返還を義務付け、これを事業実施農家、

P
M

 イ・レン・コ村長とプロジェクトを主導してきた農業省の
ワ

ダウ・ミミ・マウさん
「豊かな農家の農作業手伝いによる夫の収入が頼りとい
う貧しい家庭を照準に、主婦による菜園作りを推進して
きた。小規模ではあるが、食生活改善、暮らしの向上に
役立っている。地域に着実に普及しているが、これも主
婦たちの力に負うところが大きい」
（マウさん）

N

 業省の担当者たちからプロジェクトへの評価・期待を
農
聞いた

「家庭菜園の成功は広く農家の改革意欲を醸成している。
これからは養蜂や水産関連などを含め、より積極的なテ
レフード・プロジェクト導入を期待したい」

テレフード・プロジェクトは、当該国政府が描き
出す農業の在り得べき到達点の、いわば一里塚であ

家庭菜園や学校農園は取り組みやすく、費用対効

るといえよう。それこそがこのプロジェクトの本旨

果の点でも優れている。「事業規模1万ドル未満は

であり、こうした認識をもってプロジェクトを遂行

少ない」との意見も聞かれるが、農業の現状と農家

することを、支援を受ける国々やFAOに改めて求め

の意識に則り、違和感なく手が届く事業規模として、

たい。これは紛れも無く、世界の善意の募金者に対

より積極的に評価すべきだと考える。また多くの場

する責務でもあると考える。

O

NGOの代表からも意見を聴取

P

 業省の農業研究所や実験農場では、野菜、果物の品種改
農
良を行い、改良品種の種子、苗は希望者に販売している
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