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特集

1

世界の食料安全保障：
気候変動とバイオエネルギーの課題
気候変動はすべての人々に影響を及ぼします。
その影響は現時点でさえ弱い立場にあり食料が十
分に確保できない何億もの小規模農民や漁業者、
森林に依存して暮らす人々に対して、最も深刻な
ものとなるでしょう。土地や水あるいは生物多様
性への影響、食料価格、さらに食用作物を原料と
するバイオ燃料需要の拡大も、貧困層に打撃を与
えます。

気候変動への適応
世界の小規模農民の多くは、気候変動によって
干ばつの頻度や度合いがますます高まりそうな熱
帯の生産限界地で農業を営んでいます。彼らはわ
ずかばかりの農地から得られる収入の目減りに立
ち向かう力が弱く、状況変化に適応するための設
備投資もままならない人たちです。

「世界食料デー」は、食料不足にさらされる8
億6,200万人 もの人々が直面している状況の見
＊

直しに焦点を当てるよいチャンスです。これらの
人々の大部分は農村部に住み、農業セクターを主
な収入源としています。2015年までにこれらの
人々を半減させようという「世界食料サミット」
の目標は、すでに足踏み状態になっています。地
球温暖化やバイオ燃料ブームは、世界の栄養不足
人口をこれからの数十年間にむしろ増加させるこ
とが危惧されています。本特集では、これらの課
題とその解決策について調べてみることとします。

気候変動は、
それぞれの土地に適した作物、家畜、
魚種、
牧草類などに影響を与えるだけでなく、森林
の健全性や生産性、病虫害の発生率、生物多様性、
生態系などにも影響します。
歴史的にみて、農林水産業にかかわる人々は気
候の変化に順応するすべを身につけ、新たな状況
に適した作物や営農手段を適用してきました。し
かし今、かつてなく深刻でハイペースな気候変動
が、
新たな問題を引き起こしつつあります。気温や
降水の変化、
ますます頻発する異常気象は、作物や
牧畜の生産不足と資源の損失を招き、食料生産や
生産資源へのアクセスと安定性、利用方法などを
脅かすことが懸念されています。
地域によっては、
変化の大きさは優に人々の適応能力を上回るもの
となるでしょう。
気候変動への適応は、持続可能で生態系に配慮
した営農技術、
早期警報システム、
気候変動多発地
域の識別システム、
災害危機管理体制など、すでに
実践されている多くの方法を一層強化することに
焦点が当てられるでしょう。
また、
短期的な気象の
変動が長期にわたって食料安全保障に影響を及ぼ
さないためには、作物保険制度（p.8「気象に関連

＊本報告が発行された時点の栄養不足人口。FAOのその後の発表では、さらに増
加し9億2,300万人となっている。



世界の農林水産 08 冬

した作物被害への保険」
を参照）
や、農民が営農法

国連は1979年に、FAOの設立記念日である
10月16日を「世界食料デー」と定めました。
今年は気候変動とバイオエネルギーが世界の食
料安全保障に及ぼす影響に焦点を当てています。

土地

気候変動は、多くの農村
社会の存続を危うくしかね
ない脅威にさらします。例

えば、海面上昇は開発途上国の低位海浜部や
河口デルタに位置する多くの農村住民に、よ
り高い土地への移住を余儀なくさせます。同
様に、気候変動によってますます頻発する干
ばつ被害は、天水に依存して農業や牧畜を営

©FAO/Olivier Thuillier

む人々を、土地や水に関係した紛争へと追い
やるでしょう。
気候変動に伴う移住は、移住民と既存農村
住民の間に、土地をめぐる競合関係を生みだし
がちです。多岐にわたる土地保有ニーズを調停

や土地利用に対して改善意欲を高めることができ

することは、中央から出先まであらゆるレベルの

るような投資が必要でしょう。

政府機関にとって、大変やっかいな仕事です。地

農業は、気候変動の被害者であるばかりでなく、

権に法的裏付けがなく、異なった慣習的土地保

温室効果ガスの発生源でもあります。作物生産や

有形態が併存しているようなケースでは、政府

牧畜は、温室効果ガスを大気中に拡散するととも

機関には地域社会とのコンタクトを密にし、公正

に、牛や水田など湿地からのメタンガス、そして

かつ公平な土地保有システムの確立を図ること

化学肥料の使用による亜酸化チッソの排出という

によって、紛争解決のメカニズムを構築すること

点でも大きな原因者となっています。森林伐採や

が求められています。それでもなお、多くの移住

土壌劣化（非持続的農業による２つの負の影響）
と

民にとっては、これまでどおりの農業や牧畜を

いった土地利用状況の変化は、大気中に大量の炭

維持することは難しくなるでしょう。

素を排出し、地球温暖化をもたらしています。

また、移住を円滑に進めるための土地保有

このことから、農業セクターは森林伐採の抑制

に関する政策では、移住者の生計を維持する

や森林保全管理の改善、
野火の抑制、
食料とエネル

ために農外所得を含む幅広いプログラム間の

ギーのためのアグロフォレストリー、土壌中への

協力関係が必要となります。

炭素固定、管理の行きとどいた放牧による荒廃農
地の復旧、牛などの反すう家畜に対する食餌改善、
バイオガス回収を含む家畜糞尿のより効果的な管
理等の諸技術、ならびに土地・水資源の質と有効性、

水

気候変動の結果として、
農民は予測不能かつ不確か
な水供給や、ますます増え

利用効率の改善を通じて、温室効果ガスの排出削

ていく干ばつと洪水にさらされることになる

減に貢献しなければなりません。

でしょう。
しかも、それらのインパクトは場所

炭酸ガスの排出を削減し、化石燃料への依存か

によって大きく異なるものです。科学者たち

ら脱却するためにバイオ燃料を用いることは、食

の予測によれば、1−3℃の気温上昇は高緯度

料安全保障、ならびに現在や将来の土地利用に重

地域の農業には恩恵をもたらしますが、多く

要な意義をもっています（p.8「バイオエネルギー

の熱帯乾燥・半乾燥地域では降水とそれにと

と食料安全保障」を参照）
。

もなう流出の減少をもたらし、これらの地域

それでは、農業に関係する諸要素を一つ一つと
りあげ、気候の温暖化に伴ってどのような問題が
生じてくるかを調べてみましょう。

に位置する食料不安定諸国の状況をさらに悪
化させるでしょう。
最も深刻な影響を受けるのは天水農業です。
天水農業が全耕作地に占める割合は、サハラ

世界の農林水産 08 冬
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以南アフリカで96%、南アメリカで87%、アジアで

の何億もの農民と消費

61%にのぼります。乾期の期間が長びく傾向にあ

者に負のインパクトを

る半乾燥地域の生産限界地では、耕作が不可能と

もたらすことでしょう。

なる危険性が増していくでしょう。生産が不安定

気候変動の影響は、

化する地域では、人々は移住を強いられることに

国や地域によって一様

なりそうです。
サハラ以南アフリカでは、2080年代

ではありません。気候

までに気象や土壌、地形上の問題のため、天水農業

変動の結果として、た

に適さない農地が3,000−6,000万haにまで増えそ

とえば1億4,000万人の

うです。

栄養不足人口を抱える

©AFP/Tony Karumba

一方、大河川の流域やデルタのかんがい農業も

中国では、
1億トンの穀物増産が得られるかもしれ

また、河川流出の減少、
塩害
（インダス川流域など）
、

ませんが、
2億人の栄養不足人口を抱えるインドで

洪水の頻発や海面上昇
（ナイル、
ガンジス－ブラマ

は、
3,000万トンの減収が起こりそうです。

プトラ、メコン、長江などの各河川流域）
、
都市活動

降水の減少が予測される地域では、水の貯留や

と工業に起因する水質汚濁などの複合的な問題に

管理、
利用効率の向上を図ることが必要です。大規

さらされています。世界の主要な生産地域のいく

模かんがい計画においては、水供給に生じる変化

つかに生じているこれらの阻害要因は、農業生産

への対応が迫られますし、小規模かつ圃場レベル

高や生物多様性、自然の持つ生態系復元能力を低

での水制御施設を支援していくことも必要となる

下させ、食料生産と供給の減少という形で世界中

でしょう。

生物多様性

2005 年 の
国連ミレニ
アム・エコシ

ステム評価は、今世紀末までに生物多様性を損ね
る主要な原因は気候変動であろうと推計していま
す。
気候変動が避けられない限り、
食料と農業に対
する生物多様性の意義は、ますます重要なものと
なっていくでしょう。遺伝資源は地域社会や研究
©FAO/Giulio Napolitano

者、繁殖農家が新たなニーズに適合した農産物を
生産するための生命物質ですから、多様な遺伝資
源の貯蔵を管理・利用していくことは、
気候変動に
即応するための基本要件となるでしょう。
また、気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）は、
地球の平均気温が上昇するのにともない、多くの
種が絶滅の危機に瀕するだろうと報告しています。
とくに、主要作物の野生種において影響が大きい

©AFP/Mark Ralston
©AFP/Joel Nito

としています。
例えば、
国際農業研究協議グループ
（CGIAR）
の研究は、野生種の分布モデルをベース
に、
貧困層にとって重要な食料であるピーナッツ、
ササゲ豆、ジャガイモをとりあげ、これら3種の野
生種が2055年までに16−22%失われるだろうと予
測しています。
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漁業・
養殖業

漁業従事者数は世界中
で2億人以上にのぼり、そ
の 98% は 開 発 途 上 国 の
人々です。多くの貧困層の

©FAO/Alessandra Benedetti

食生活において、魚介類は

主要なたんぱく質補給源であり、2億8,000万人以
上の人々の食生活では、動物性たんぱく質の20%
を魚介類が占めています。気候変動は、貧困層に
とっての収入源であり栄養源であるこの重要な資
源を脅かしています。
気候変動の漁業への影響として、
水温上昇、
海面
上昇、氷河の融解、海水塩分濃度と酸性度の変化、
地域によってはサイクロンの多発、逆に降水量の
減少、漁業資源の変化
（増加を含む）
などが挙げら
れます。気候変動は、
経済や環境の鍵である資源の
持続性や生産性を危うくしますが、一方では養殖
業などにおいて新たな機会を提供します。
気候変動は、漁業
（養殖業を含む）
で生計を立て
る人々に様々なインパクトを与えます。
それらは、
生産物および市場価格の上昇、購買力や輸出の低
下、気象悪化により発生する危険な就業状況など
です。零細な漁業地域のいくつかでは、
水産物の賦
存量、アクセス、安定性、
用途、
供給量などが悪化し、

©NOTIMEX/Foto/Luis Moreno

就業機会も減ることから、人々はより不安定な状
況を強いられることになりそうです。
現在、養殖業は世界の海産物消費量の45%を占
めていますが、将来の需要増を満たすべく、
その生
産量はさらに増え続けることでしょう。その意味
で、気候変動によって養殖業には新たなビジネス

国境を越えて
広がる病虫害

病虫害は、
直接的に作
物や家畜の
生産を減少
させるほか、

チャンスが生じます。気候温暖な地域では生長率

間接的にも換金作物の歩止まりを低下させるなど、

や生育期間の好転、さらに従来は低温であったた

歴史的に食料生産に影響を及ぼしてきました。特

めに不適当であった水域にも養殖のエリアが広が

に小規模農民の場合はほとんどすべてを失ってし

るなど、生産高も上が

まうほどの被害をこうむってきたのです。現在で

るでしょう。

は、これらの被害が気候変動や増え続ける異常気

©FAO/Prakash Singh

これらのことから、
今後はアフリカやラテ

象によって加速化しつつあり、地球規模での食料
安全保障や農村部の生活を脅かしています。

ンアメリカなど熱帯お

気候変動によって家畜や作物への病虫害の広が

よび亜熱帯地域で、養

りが変化しつつあることは明らかですが、その全

殖業の可能性は高まっ

容を予測することは困難です。
気温や湿度、大気中

ていくことが期待され

のガス成分の変化は、害虫とその天敵や寄主との

ます。

関係に変化を生じさせ、
作物や菌類、
虫類の生長と

世界の農林水産 08 冬
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1 世界の食料安全保障：

気候変動とバイオエネルギーの課題

世代交代を促進します。
また、
森林伐採や砂漠化に
よって地表被覆に変化が生じると、残っている動
植物は病虫害を受けやすくなります。
種を病虫害の拡散から守るためには、新たな営
農手段や異なる作物種・家畜種、そして総合的な

リスク
管理

地球温暖化が土地、水、
作物、家畜、魚介類、病虫
害などに及ぼす影響につ
いて、それぞれに対する
新たな危機管理手法があ

病虫害管理の原則が開発されなければなりません。

ります。気候変動が及ぼす飢餓への影響を最小限

各国政府が、生物的防除機関や病虫害に強い新た

にとどめるには、国レベル、地域レベル、国際レベ

な作物と家畜の導入を検討することが必要ですし、

ルによる多面的なアプローチが必要です。

動植物安全性のサービス強化をトッププライオリ
ティーに据えることも求められます。

また、気候変動に関して適正な将来予測ができ
る科学者と、災害危機管理や食料安全保障の分野
において現に活動しているグループの間の緊密な
連携が求められます。
気候変動がもたらすさまざまなリスクや食料安
全保障に対処するため、新たな財政的努力も検討
されなければなりません。
検討には、
地域社会や各
家庭に対する小規模融資、
民間分野の役割拡大、各
種財団による一層の役割分担や、農村部貧困層が
温室効果ガスの排出量取引きに参画できるような
仕組みなどが含まれます。

©FAO/Hoang Dinh Nam

現時点および今後数十年間に地球温暖化による最悪
の影響を減らすためには、次に示すような種々の手段
が考えられます。
■地域レベルごとに、気候変動が農業や森林にど
のようなインパクトを与えるかの理解を深め、
対処するための気象および気象インパクトモデ
ルの開発
■水管理改善、土壌保全、作物・樹木の活性化など
を通した生活パターンと農林水産活動の多様化
■気象・気候予測システムの改良と拡充
■モニタリングおよび早期警報システムの改良
■災害危機管理システムの開発
また、
気候変動インパクトへの適応改善にむけて
■土地利用計画、食料安全保障計画、水産業および
林業政策など相互間の包括的な調整
■かんがいや海岸保全事業にあたり、気候変動リ
スクを考慮にいれた費用／便益分析
■能力開発やネットワーク化を通した農民活動の
強化・促進
■気候変動に関する国別適応行動計画
（NAPA）
へ
の支援新たに発生しうる危機的シナリオに対処
©FAO/Wafaa El Khoury

するための非常時対応案
なども必要となります。
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結論

農業による温室効果ガス排出
量を削減するには多くのことが
可能であり、この目標に沿った

戦略立案とその実行が重要です。排出量の削減だ
けでは十分とはいえず、また今世紀の後半までそ
の実現は難しいかもしれません。
しかし、一方で地
球温暖化はすでに進行しつつあり、とくに温暖化
の影響にさらされる大部分の貧困国にとって、適
応戦略は緊急を要するものです。
人類は、気候変動のなかで生きていくことを学
ばねばなりません。
しかし、
そのことが世界の飢餓
問題をさらに悪化させ、富裕国と貧困国のギャッ
プをさらに拡大することは避けなければなりませ
ん。
「世界食料デー」
は、
地球家族のなかで最も弱い
立場の人々が、気候変動に最も苦しめられている
ことを思い起こす機会であるべきです。彼らのこ
とを決して忘れてはなりません。

■ 気象に関連した作物被害への保険
気象指数作物保険は、降雨量や気温など計測可能な事象
に応じて保険金を支払う比較的新しいリスク管理の手法で
す。このような保険政策によって、農民はより良いリスク管
理ができ、より高価な初期投資を必要とする営農にも積極
的に取り組めるようになります。作物被害の原因が他の要
因とは無関係に立証されるわけですから、虚偽の申告や政
治的介入の影響はきわめて低くなり、銀行や保険会社は、貧
困農村部に保険制度を導入しやすくなります。ただし、保険
金の支払いは降雨量や気温の違いに比例しますから、部分
的な被害補てんにとどまります。
気象指数作物保険はまだ試行の段階ですが、2005年にマ
ラウイの小規模農民を対象に実施された調査では、この制
度は農民が気候変動に対処
©FAO/Giulio Napolitano
するうえでの主な手段と
なっていることが報告され
ています。

■ バイオエネルギーと
食料安全保障
何千年にもわたって、各
家庭では樹木や有機物残
渣など生命体由来のエネ
ルギーが使われてきました。
これに対して液体バイオ燃
料など、近代的なバイオエ

©AFP/Luis Acosta

ネルギー開発への関心が高まりはじめたのは1970年代に
入ってからです。
この傾向は、食料安全保障をめぐって新たな機会とリスク
の双方をもたらします。
つまり、農村部の安定的なエネルギー
確保を少なからず改善することによって、農業セクターの再
活性化を促し、農村開発や貧困層の軽減に役立つ可能性があ
る一方、持続的な管理を怠れば弱い立場の人々の食料安全保
障を、
さらに悪化させるかもしれないからです。
バイオエネルギーは、気候変動の緩和に役立ちうるもの
ですが、もし森林や泥炭地がエネルギー原材料としてのサ
トウキビやヤシ油を得る目的で切り払われれば、逆の結果
につながります。バイオ燃料の生産を作物や木材残渣によ
るのであれば、この問題は解決されるのですが、採算性のと
れる技術は今のところ確立されていません。政策立案者た
ちは今、農民に対する適正な食料供給量の生産あるいは購
入を守りながら、一方でいかにしてバイオエネルギーの生
産拡大を推し進めるか、収支の見極めを迫られています。
価格高騰による食料安全保障へのリスクは、バイオエネル
ギーの生産が食用作物による場合や、本来食料生産に供せ
られるべき土地・水を使っている場合、甚大なものとなりま
す。
このような競合関係は、熱源やエネルギー源としてバイオ
マス原料が使われる場合よりも、液体バイオ燃料の形で生産
される場合のほうが一層深刻なものとなります。現時点の技
術レベルで判断すれば、液体バイオ燃料生産の急激な拡大が、
食料価格の深刻な高騰をもたらしていると言わざるを得ませ
ん。
その結果、生産農家の販売益は増加しているものの、食料
購入が必要な都市消費者や農村部貧困層には被害を与えて
いるのです。
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1 世界の食料安全保障：

気候変動とバイオエネルギーの課題
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生産性の低下した農地や限界農地を利用する技術が確立
されれば、
持続的な生産強化や食料・エネルギー生産の一体
的な関係、あるいは適正な営農手段の採用などを通じて、食
料供給へのプレッシャーを軽減することは可能です。
また、原材料への需要増が農業投資を促し、小規模生産者
に対する新たな雇用や市場機会を生みだすことを通じて経
済活動が活性化するような農村地域では、ローカルな単位
での食料安全保障が改善されるかもしれません。このよう
なケースにおける効果は、地域の人口と所得、地域分布、年
齢と性別、そして大規模なプランテーション農業か個人農
業かなどの生産システムの違いによって異なるでしょう。
大規模なプランテーション農業は、労働者への就業機会を
提供しますが、同時に小規模農民を排除してしまうかもしれ
ません。
このような場合、規模拡大計画あるいは協業組織へ
の支援や、零細農家の農地取得を考慮にいれた適切なバイオ
エネルギー政策などが、負の影響を軽減するのに役立つかも
しれません。

■ ブラジル：小規模農民と巨大バイオ燃料企業との連携

©REUTERS/Rick Wilking

貧困層がバイオ燃料
ブームから恩恵を受け
ることは可能です。たと
えば、ブラジルの貧しい
農民は「社会燃料証明計
画（Selo Combustivel
Social）」を通じて、バイ
オ燃料生産から利益を
得 て い ま す。こ の 計 画
によれば、バイオディー
ゼル生産企業が貧困地
域の小規模な家族経営
農家から原材料を購入
©REUTERS/Marcos Brindicci
する場合、所得税の減
免とブラジル開発銀行からの財政支援が得られるからです。
2007年末までに制度に加わった小規模農民の数は、40万人
に達しています。
この制度では、農民は協業組織に組み込まれ、普及員から
研修を受けます。国家石油公社が2007年12月に行なったバ
イオディーゼルのオークションでは、売上量の99%がこの
計画に加盟している企業の製品でした。エタノールの生産
には多くの労働力を要することから、100万人分を超える仕
事量が生みだされてきましたが、その大部分は貧困農村地
域におけるものとなっています。

■ 複合的な要因による食料価格の高騰
まるで気候変動やバイオ燃料ブームだけでは不十分だ
と言わんばかりに、2007年から2008年にかけては他要因
もあずかった食料価格の高騰が起こりました。価格高騰に
関わる諸要因としては、人口増や新興国の食肉消費増加に
よる穀物需要の増加、かつてない低い食料在庫、気候変動と
連動する干ばつ・洪水被害、石油価格の高値、農産物投機の
増加、バイオ燃料の需要拡大などがあげられます。
アフリカ
の低所得食料不足国（LIFDCs）では、国際穀物価格や輸送費、
石油価格の急騰のため、2007－2008年の穀物輸入代金が
74%に上昇する見通しとなりました。食料をめぐる対立と
災害が、37の国に食料危機をもたらしたと言わざるを得な
い結末です。
2008年6月、食料危機問題の方向づけと解決へのコンセ
ンサスについて協議するため、多くの世界の指導者がロー
マに集まりました。FAOが開催した食料サミット（世界の食
料安全保障に関するハイレベル会合）の場では、開発途上国
と市場経済移行国における農業および食料の生産拡大、そ
のための農業やアグリビジネス、農村開発への投資促進に
関する合意が、参加各国間でなされました。また、ハイレベ
ル会合の最終宣言には、現に食料価格高騰の打撃を受けて
いる諸国の食料ニーズに即応するため、食料援助枠を直ち
に拡大し、セーフティネット計画を立ち上げることが盛り
込まれています。

出典：
“World Food Day: the Challenges of Climate Change and Bioenergy”FAO, 2008

翻訳：真勢
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WTOドーハ・ラウンド交渉の破綻
食料価格高騰への対応の観点からどのような意味があるか ?

はじめに

だろうか。ラウンド崩壊は食料価格高騰という状
況に対して大きな含意を持つだろうか。これらの

2008年7月のWTO（世界貿易機関）閣僚会合に

問題に答えるため、この短いブリーフィングでは

至る時期に、食料価格高騰の危機的状況は、早期

現在のWTOルールおよび提案されている協定改

交渉妥結を支持する側にも、また新たな合意によ

正案がどこまで食料価格高騰に対応できるかにつ

る保護削減に反対する側にも使われた。

いて検証する。

農産物市場の自由化を推進するための実質的合
意を支持する側は、現在の水準の保護・助成によ
り世界市場の価格が押し下げられ、多くの食料輸

主要なポイント

入国で食料生産増大のための投資インセンティブ

▪現在のWTOルールは、各国がグローバルな食料価

が抑制され、最近の輸入代金急騰の原因となって

格高騰により国内市場に悪影響が生じないよう貿

いると主張する。

易政策を使用することを禁止していない。しかし、

更なる自由化に反対する側は、以前合意推進派
が使った論理であるが、自由化により価格上昇圧
力がかかり補助をしている国で生産余剰（および
輸出）が減少して純消費国ではさらに困難な事態
が生ずる点を指摘する。おそらくより重要な点だ
が、彼らは、自国の農業振興のために必要な保護
を提供できる政策の範囲が狭まり、その結果農業
セクターへの投資がさらに減少し、将来危機が起
これば輸入代金の急増に直面することになるので
はないかとの懸念を強めている。農業セクターを
保護するために提案された特別のメカニズムの一
つが特別セーフガード制度であり、これが交渉破
綻につながる障害となったのである。

ルールがバランスを欠いているために適切ではな
い政策結果が生ずる可能性がある。
▪基礎的食料に適用される関税は当初からかなり低
い水準に設定されていることから、その引き下げ
は食料価格高騰を相殺するためには有効ではな
い。
対照的に、輸出規制の拡大により輸入源として
の世界市場の信頼性に対する不安感が生じた。
▪マラケシュ閣僚決定を具体化する措置が食料輸入
価格急騰に直面する国々に有益であるはずだった。
▪ドーハ・ラウンド交渉モダリティ合意案によりこ
の状況が変化するとは思えない。しかし今の交渉
が行き詰まった状況は、将来食料危機に対応しよ
り適切な政策を実施するためルールを強化する絶
好の機会である。

しかし、食料価格に関する議論は根拠あるもの
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2 WTOドーハ・ラウンド交渉の破綻

食料価格高騰への対応の観点からどのような意味があるか？

WTOに整合した救済手段を活用する

らに悪化し食料純輸入国が影響を受ける。この分

現在、高い食料価格に苦しむ多くの国の政策立

が信頼できるかどうか疑問が生ずる。一部の国が

案者は、貿易救済手段に関心を集中している。こ

規律強化を提案しているが、ほとんどの国は協定

れらの措置の中には現在WTOルールでカバーさ

改正に反対である。しかしながら、食料価格高騰

れているものもある。そうだとしても、今のWTO

によりこれまでより多くの国が現在の弱い規律を

約束では加盟国は適切な対応措置をとることがで

見直しモダリティ合意案以上に強化することにな

きないのではないかとの懸念がある。また、現行

るかもしれない。

ルールは適切な義務を課しておらず、一国の政策
が他の国に悪影響を与えることもある。

野での規律がごく弱いため供給先として世界市場

食料援助
現行規定は、食料援助に関する拘束力を有す

食料価格急騰に対応した
WTOルール・条文
輸入関税

る規律というよりはガイドラインのようなもので
ある。現在の規定は食料援助供与に関する規律に
なっていない。しかし、概して食料援助数量は減
少傾向にあり、最も必要とされる食料価格が高い
時期にはさらに大きく落ち込む。モダリティ合意

世界市場価格が高水準の場合、輸入関税引下げ

案では緊急時を除き食料援助の供与は実質的に規

により輸入食料品の国内価格を引き下げることが

律されることとなる。望ましい結果である。食料

できる。しかし、概して基礎的食料に対する輸入

援助が輸出競争の迂回措置として利用され、受益

関税は低い。食料純輸入低所得国のほとんどでは

国の国内生産を抑制することがないよう、緊急状

危機が起こる前で5－10%の範囲だった。この関税

態の要件について明確な定義が必要である。食料

をさらに引き下げても食料価格上昇のごく一部分

価格高騰が緊急状態に該当するか否かは論点とし

しか相殺しない。WTOルール上関税をゼロにす

て残るであろう。食料援助の予期せぬ結果につい

ることもできるが、これにより輸入食料価格上昇

ては、モダリティ合意案のとおりWTO規律が強化

を部分的にしか相殺しないにもかかわらず関税収

されたとすれば、食料援助のほとんどは資源が乏

入の主たる部分を削減してしまうので、適切な対

しい国と人々の需要を満たすために行われること

応方法とはいえないであろう。

になる。これは総じて追加の消費であり世界市場

輸出禁止・制限・輸出税
これらの措置はWTOルールでは法的に正当で

および第3国に予期せぬ結果を及ぼさないだろう。
輸出信用、輸出信用保証・保険プログラム

あり、加盟国は輸出規制を行うことができる。輸

現在特別のルールはない。モダリティ合意案で

出税については全く規律がない。多くの国が弱い

はより厳しいルールが想定されている。食料援助

抑止力しか持たないWTO規定にほとんど注意を

の場合と同様、総じてより厳しい規律は輸出補助

払うことなくこのような措置を使用している。輸

金約束の迂回を防止するので有益である。これに

入関税引下げとは対照的に、直接的で即時に世界

より援助供与国に対し輸出信用、輸出信用保証・

市場に影響が生ずる。逼迫している市場状況がさ

保険プログラムを通じた支援を最も必要性の高い
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国に向けるよう促す。しかし、モダリティ合意案

度とも、農民に最低限の助成を行うとともに、食

には改善の余地がある。特に、後発開発途上国お

料配給制度を通じて消費者を支援することである。

よび食料純輸入開発途上国に対する特別扱いを

国内助成の水準が国内助成ルール（AMS）の約束

認める「例外的困難」について、例外的状況にお

水準に近くなっている国では（追加支出が難しい

いては譲許レートが考慮されることを念頭におき、

ため）実施上制約があるが、現在の農業協定上こ

単純に返済期間とするのではなく、明確に定義す

れらの措置は許容されている。モダリティ合意案

ることである。

ではこれらの制約を大幅に緩和し、備蓄とそれに

マラケシュ閣僚決定および食料融資ファシリティ

関連した公的食料配給プログラムの条件を緩くし
ようとしている。将来より多くの国が食料価格急

この閣僚決定では、基礎的食料需要の相当部分

上昇という不確実性への対応としてこのような制

を世界市場からの輸入に依存している脆弱な国は、

度を実施するとすれば、この改正は将来価値のあ

改革の結果、輸入代金を賄うために追加的な困難

るものである。これらの措置の短期的効果はおお

に直面することがあることを認めている。現存の

むねポジティブで、高価格時に世界市場への依存

融資機関、国際通貨基金の輸出変動補償融資制度

度を弱めることができ、世界市場での更なる価格

（CFF）はほとんど利用されていない。おそらく

上昇を抑制することができる。このような措置に

付属する融資条件によるものと思われる。潜在的

より他の食料輸入国も利益を受ける。

受益者は専門の食料融資制度の創設を求めている。
本決定は農業協定の3本の柱に含まれないことか
ら、後発開発途上国および食料純輸入開発途上国
の直面する困難は認識されているものの、ドーハ・
ラウンド交渉では直接交渉されていない。

より広い問題
バイオ燃料生産と貿易

潜在的受益者の求めに応じて国連貿易開発会議

バイオ燃料の生産と貿易に関するWTOルール

およびFAOが検討・提案した食料輸入融資制度

は明白ではなく、政策対応については曖昧さがあ

（FIFF）は、現在の食料危機の影響を受けた国々

り一貫性も欠如している。経済的な配慮からバイ

を助けることができるだろう。また、困難に直面

オ燃料生産の原料として食料を使うことが支持さ

した場合これらの国が世界市場にアクセスするこ

れている限りは、
（食料を原料とする）バイオ燃料

とができ、世界市場が価格面で手が届く食料供給

の発展も食料市場に安定をもたらし、エネルギー

先であることを保証するだろう。この提案の理由

価格が食料価格の上限または下限としての役割を

付け、つまり市場原理に基づいた運営方法と実施

果たす。エネルギーセクターと直接リンクするこ

上必要なセーフガード発動要件は今後再検討が必

とにより農産物価格の長期的低下傾向の歯止めと

要である。

なるかもしれない。

備蓄および国内食料配給システム

他方、国々が国境措置、国内補助金および規則
によりバイオ燃料市場に無分別に介入すると、乱

これらのプログラムは過去多くの開発途上国が

高下が生じて食料市場を歪めるかもしれない。そ

選択してきた政策であり、国内・国際市場の不安

のようなことが生じれば全体としての多国間貿

定性に対する共通した答えである。目的は、両制

易システムの一貫性に疑問が生ずるだろう。ま
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2 WTOドーハ・ラウンド交渉の破綻

食料価格高騰への対応の観点からどのような意味があるか？

た、他で抜け道があるとすれば単一の協定として

低い水準にあった。多くの人は「安価な」食料の

交渉・合意されたもの（つまり農業協定の国内助

時代は終了し、将来食料市場はさらにタイトにな

成の規律）の有効性について疑問が生じるだろう。

ると信じている。需給がタイトになるとのシナリ

この明らかな貿易ルールの一貫性の欠如は修正す

オでは、食料価格と輸入代金が高くなるだけでは

る必要がある。

なく、価格の急上昇がより頻繁に起こるようにな

貿易円滑化

るだろう。もしそうだとすれば、当然出てくる疑
問は、食料が安価な時代に設計されたWTO農業

供給された食料が港および国境を通過して輸

ルールが高価格の問題に対応するため適切かどう

入国の市場に届く速度について大きな懸念がある。

か、あるいは世界の農産物貿易をカバーするルー

特に脆弱な内陸国の場合、深刻である。物資の移

ルの根本的な改革が必要ではないかということで

動に時間がかかればかかるほど、到着地で広範囲

ある。現在の交渉の行き詰まりは将来食料価格危

に商品確認を行うことが必要となり、業者にとっ

機が生じた場合の悪影響を緩和するルール・協定

ての保管・取引コストが高くなって最終消費者が

について議論し交渉する良い機会となるのではな

支払う価格も高くなる。貿易円滑化交渉の範囲は

いか。

包括的にしようとしており、政策、法令、通関業
務の調和、港と内陸の国境の間の物資の通過速度
を速めることを助けるだろう。優先的に関連する
インフラ整備の支援を行えば、将来の食料危機の

参考文献
Sharma, R & Konandreas, P. 2008. WTO provisions in
the context of responding to soaring food prices. FAO

ネガティブな影響を緩和するために大きな効果を

Commodity and Trade Policy Research Working Paper

もたらすかもしれない。

No. 25. FAO. Rome
www.fao.org/es/esc/en/378/444/index.html

結 論
以上から現在のルールは高価格への政策対応
を制約しないし、交渉中の合意案が合意されてい
たとしても大きく状況は変わっていなかっただろ
う。しかしながら、多くのルールが改善されれば、
その政策を実施する国自身にとっても他のWTO
パートナー国にとってもより適切な政策対応がで
きるようになるだろう。
価格高騰により適切な対応ができるWTOルー
ルにしようとするなかで、過去40年間に食料価格
が上昇した時期が5回あり（1974－76年、1980－82
年、1988－90年、1995－97年および現在）
、それ
ぞれ約2年間継続したことは特記すべきである。こ
れはこの期間の4分の1に相当する。残りの4分の3
の期間は世界の食料価格と輸入代金は下降傾向か
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出典：
“The

Breakdown of the Doha Round
Negotiations: What does it mean for dealing with
soaring food prices?”FAO, 2008
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3

ミャンマーのサイクロン被害とFAOの支援
1

要 旨

大規模な国連−ASEAN−政府ポスト･ナルギス共
同調査（PoNJA）は、村郡調査（VTA）によっ

2008年5月2日から3日にかけてサイクロン「ナル

て被害地域における主要な人道上のニーズを、被

ギス」がミャンマーを襲い、エヤワディ管区とヤ

害損失調査（DaLA）によって復興上のニーズを

ンゴン管区の広い範囲が壊滅した。死傷者は膨大

明らかにした。最終報告書は公表予定の7月21日

な数にのぼる。被災地域の人口730万人の3分の1以

まで待たなければならないが、VTAの結果は当レ

上に当たる約240万人が深刻な被害（生計手段や家

ポートでも利用している。

屋の消失、
またはそれに匹敵する損失の意）を被っ

10週間近い活動を通じて諸機関が行なった多岐

た。
「ナルギス」はミャンマー史上最悪の自然災害

にわたる調査や観察から、人道上のニーズが今な

であり、おそらくは1991年にバングラデシュを直

お重要なのは明らかである。加えて、緊急アピー

撃したサイクロン以来、アジアに襲来した最も破

ルの6ヵ月計画の展望より、さらに包括的で長期に

壊的なサイクロンであろう。人口が密集し、しか

わたる支援が必要とされている。例えば、エヤワ

もアクセスしにくい遠隔地であるエヤワディ・デ

ディ・デルタ北部の被災者の多くが何がしかの支

ルタの被害は特に深刻で、生命や生計手段の損失

援を受けている一方で、さらに奥地のデルタ南部

に加え、相当量の種子や収穫物の損失により、こ

では未だに救援の手が差し伸べられずに苦しんで

の自然災害の時期と規模がミャンマーの穀倉地帯

いる。物流や社会基盤の様々な制約によって救援

の大切な作付け時期に多大な影響を与えた。

活動の手が届かないそれらの地域では、依然脆弱

人道的支援は、寛大な対応により多角的に実施

性が高いままである。食料援助への依存を早く終

された。ミャンマー国民およびミャンマー赤十字

わらせるためには、現在の作付け時期のうちに迅

社が同胞の窮状に速やかに対応した。1億8,700万

速な農業支援が必要である。他の無数のニーズが

1

ドル の国連・NGO緊急アピールがサイクロン襲

満たされるまで、あるいは支援が表明されるまで

来6日後の5月9日に発表され、その当初目標額の
ミャンマーに関する基礎知識

96％がこの改訂版発表の前に提供された。ミャン
マー政府は当初こうした大規模な援助活動の受け
入れに難色を示していたものの、現在までの対応
は、ミャンマーが東南アジア諸国連合（ASEAN）
およびその他近隣諸国に地域連帯の姿勢を示した
点で注目に値する。ASEANは、ミャンマーと国
際社会の「架け橋」の役割を果たす、要となる支
援関係者である。ミャンマー政府は、国外からの
更なる支援を受け入れるために必要な相当の柔軟
性を少なからず見せることで、これに応えている。
援助の取り組みの拡大に伴い、5月25日、救援
活動の調整業務の監督を目的とした合同の支援枠
組みとして、ミャンマー政府、ASEANおよび国
連のハイレベル代表からなる三者間中核グループ
（TCG）が設立された。中核グループの実施した

●

人

口

5,150 万人
（UNFPA「世界人口白書 2007」
）

●

5 歳以下の死亡率

104/1,000 人
（UNICEF、2006 年）

●

平均寿命

59.9 歳
（UNDP「人間開発報告書 2006」
）

●

総人口における栄養不良人口の割合
5％（FAO 統計部、2004 年概算）

●

1 人当たり国民総所得 不明

●

1 日 1 ドル以下で生活する人口の割合
不明

●

高度な飲料用水源を持続的に利用できない人口の割合
22％（UNDP「人間開発報告書 2006」
）

●

EC 人道援助局脆弱性および危機指数（V/C）
2/3

2006 年 UNDP 人間開発指数
0.583：177 国中 132 位：中度人間開発
その他：
● 24 万 2,000 人が HIV/AIDS に感染（MoH、2008 年）
●妊
 産婦死亡率は 10 万人に対し 380 人（WHO、UNICEF、UNFPA、
世界銀行 「Maternal Mortality in 2005」2008 年発行）
●
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3 ミ
 ャンマーのサイクロン被害とFAOの支援

に、8ヵ月から10ヵ月はかかる見込みである。

て、サイクロン「ナルギス」によって最も深刻な

アクセス、物流、社会基盤・交通、天候、季節

被害を受けた240万人の人々を支援するものであ

的な急務――特にこの雨期の作付け時期について

る。当アピールで必要と判断されたニーズを満た

――に関する問題には人道上のニーズと早期復興

すために要請する支援総額は4億8,180万ドルであ

上のニーズが混在しているため、機関間常設委員

る。うち1億7,800万ドルは当初の緊急アピールに

会（IASC）ミャンマーチームは、当初の緊急アピー

応じて支援の表明を得ているが、要請額の残り3

ルを一年間の支援計画に修正せざるを得なくなった。

億360万ドルが未支援である。

諸機関とそのパートナーは、様々な査定の結果をも
とに、被災者の援助への依存度を削減し、サイクロ

2

支援の概要

ンによる停滞から社会経済を回復させる早期復興の
機会を利用することも含めて、2009年にかけてサイ

■ 状 況

クロン被災者の人道上のニーズに取り組むための戦

サイクロン「ナルギス」の風速は時速200kmに

略と実行方法の概略を練り、
クラスター
（セクター別）
・

達し、暴風の影響に大規模な高潮2が重なって、デ

アプローチによって人道支援計画を策定してきた。

ルタ地帯に最も深刻な被害をもたらした。最新の

これまでに積み重ねた活動の経験に即して立

公式発表では、死亡または行方不明の人数は14万

案され、被災後調査の結果を踏まえた当計画で

人近いとしている。避難民、特に避難所に避難し

は、セクター別に焦点をしぼる同じ方式は維持し

ている人々の人数に関する情勢は非常に流動的だ

つつも、早期復興および分野横断的な問題に関す

が、最も信頼できる情報では、サイクロンにより

る要素により重点が置かれている。子ども、女性、

避難している人は80万人にのぼり、うち26万人が

年配者、そしてそうした人々が世帯主となってい

サイクロン後数週間のうちにデルタ地帯各地の避

る家族といった被災者の中でも最も脆弱な人々に

難所や居住地に移住した3。被害は広範囲に及び、

は、特別な注意が払われる。自宅から避難してい

サイクロンが直撃した地域では農地や家屋はほぼ

る人々も特に脆弱である。サイクロンから2ヵ月が

全滅し、さらに途切れた電線や電話線、その他社

過ぎても、14％の村落にはいまだに避難民の仮の

会基盤の損失はさらに広い地域に及んでいる。

居住地があり、その住人たちは当面外部からの支
援に頼らなければならない。

政府によれば、エヤワディ管区とヤンゴン管区の37
町でサイクロン被害が著しく、これは村郡調査（VTA）

食料援助の必要量は、収穫量の概算と被災後調

の結果にも反映されている。影響が最も大きかったの

査で得られたデータに照らして調整される。同時に、

は、Ngapudaw東部、Labutta、Mawlamyinegyun、

農業・栄養分野でも、水と衛生用品の配給、非農業

Bogaleの各町（北緯16度10分以南）であった。エ

収入の創出、健康およびリプロダクティブ・ヘルス（性

ヤワディ管区のPyapon、Dedaye、Kyaiklatの各町、

と生殖に関する健康）
、保護、教育、および避難所

お よび ヤン ゴ ン 管 区 のKungyangon、Kawhmu、

の運営に向けて、人道援助が行われる。物流（空輸）

Twantay、Kyauktanの各町（北緯16度30分以南）も

の支援は、陸上の運送システムの復旧に応じて削減

大きな損失を被ったが、前述の４町ほどではなかっ

される。電気通信の支援は、効果的かつ効率的な現

た。ヤンゴン川流域の各町、Dala、Dagon Myothit

場の活動に不可欠なため、引き続き行われる。
当計画は、緊急アピールから支援の規模を13の

（Seikkan）
、Seikgyikanaungto、およびヤンゴン管区
のHlaingtharya等の都市周辺部も被害が大きかった。

国連機関と23のNGOによって提示された103プロ

今回の緊急事態の発生当初からアクセスが主要

ジェクトに拡大し、計画期間を2009年4月までとし

な課題であった。大半の被災地では、その地形が、
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写真
（左）
：サイクロン
「ナルギス」で1,000人が亡くなった村

援助を必要とする人数の把握、さらには支援物資

が被災地入りしているが、サイクロン発生後数週

の配送を少なからず困難にした。加えて、政府は

間は多くの国外スタッフがヤンゴンから出ることを

当初、国際人道支援スタッフに交通手段を提供す

制限され、これがデータ収集、ひいては詳細なニー

ることを躊躇していたが、被害の程度が自国の対

ズの査定を妨げた。しかし、政府側との一連の対

応能力を超えていることがすぐに明らかになった。

応、交渉、会談、連絡を経て、徐々に国外スタッ

国際救援活動は国内関係者の活動を補完すること

フがより長期間デルタ地帯に入ることができるよう

が求められた。

になった。当初、当局から飛行を制限されていた国

初めのうちは、国外からの援助はビザの規制に

連のヘリコプターは、6月2日から被災地への飛行を

妨げられ、最も必要とされている緊急救援エキス

許可されたため、デルタ地帯の隅々にいる災害弱

パートの入国や人道的物品の供給が遅れた。しか

者のもとへ到達するのに飛躍的な違いをもたらした。

し、緊急援助調整官らのミャンマー入国に先立っ

IASCミャンマーチームは、人道調整官（HC）

て行われた5月23日の国連事務総長とミャンマー

が議長を務め、国連諸機関、IFRC4 、およびNGO

のタン・シュエ議長との会談により、国籍にかか

が出席する、国際諸機関の主要な調整の場である。

わらず、すべての人道援助スタッフの被災地への

ここで戦略の優先順位を決定し、実際の活動をモ

立ち入りを許可すること、ビザ手続きを迅速化す

ニターする。さらに、技術レベルの詳細な活動計

ること、ヤンゴン空港など数ヵ所に援助物資配給

画と調整をすべての分野にわたって行なう。現在

のための物流拠点設立を許可することについて合

は、調整された整合性のある一貫した支援活動が

意を得た。この会談および5月25日の国際支援会

展開できるようになり、その進展と成果はこの場

議の結果を受け、TCGが、救援活動を調整するた

を通して看視されている。

めに不可欠な機構となるべく設立された。TCGは

5月3日、ミャンマー首相が召集したミャンマー

さらに、国連−ASEAN−PoNJA調査団の先頭に

天然災害対策中央委員会（NDPCC）の会合にお

立ち、また国際援助スタッフの被災地までの移動

いて、救援・復興への取り組みを遂行するための

の手助けをするなどの役割を担うこととなった。

10の小委員会が設立された。首相は取り組みを調

これら2つの会合をきっかけに、ミャンマー国内

整する事務所をヤンゴンに開設し、また政府は500

へのアクセスが大幅に改善し、国際機関は必要な

億キャットを救援・復興への全取り組みに充てる

入国ビザを受けられるようになった。世界各地の

と伝えた。当初、政府は、救援避難所と野外病院

ミャンマー大使館では、時たま遅れは見られるもの

の建設、主要道路の整備および基本的社会サービ

の、国連、国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）お

スの復旧を焦点に取り組んだ。NDPCCは、その

よびNGOの人道スタッフにビザを発給している。7

業務を救援、短期の再定住、長期の再建、そして

月6日現在、
「ナルギス」支援のためにミャンマー入

最終的に今後の災害への対策および防備と、段階

りする国連職員に320件を超えるビザを発給し、国

的に行っていく計画である。政府はまた、被災地

連職員に対するビザの延長もごく少数の例外を除

で働く国外スタッフに「複数回入国」の許可を与

き全面的に承認されている。NGOについても時間

えることを厭わないという姿勢を示した。このよ

の経過とともに状況は改善しているものの、しばし

うに、支援対策は展開を続けており、より迅速で

ば各大使館によって手続きに関する案内に矛盾が

制約のない支援をデルタ地帯の被災者に提供する

あるため、国連ほどスムーズには処理されていない。

取り組みが縮小することはないであろう。

7月6日現在、270人を超える国外からの国連職員
と、少なくともそれと並ぶ数のNGOの国外スタッフ
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サイクロン「ナルギス」による被災者数および割合の概算（2008年5月19日現在）
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3

イクロン被害の最も深刻な19町のうち11町におけ

支援計画

るこうしたグループの生計回復のための緊急ニー

■ 農業

ズを割り出した。

（レポートに記載されている13分野のうち、FAOが取り

まとめ機関となっている「農業」を紹介）

■

FAOは、5月28日から6月8日にかけて、政府と

水没。これは、19町における水田の総面積の

共同でニーズ調査を行ない、人々の生計にサイク
5

ロンが与えた影響を査定した 。FAO調査は、農

63％に当たる。
■

作物、家畜、漁業、林業における損失を報告し、
各産業で最も脆弱なグループを数値化し、またサ

17
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概 算で78万3,220haの水田がサイクロンにより

概算で種子備蓄の75−85％が洪水やその後の降
雨により損傷。

■

けん引用家畜や耕うん機の損失により5万2,121

写真
（中央）
：テントでの生活を余儀なくされている村人

人の農業者が作付け不能。

十分な種子備蓄がある農業者は27％にすぎず、
肥料があるのは20％以下、土地を耕すのに必要

言い換えれば、これは、約18万3,425haの水田、

なけん引用家畜や機具が足りている農村は20％

すなわちエヤワディ管区およびヤンゴン管区で
最もサイクロン被害の深刻な地域の32％において、

足らずであると報告している。
■

VTAは、また、雨期の耕作に必要な資材の経

6月から8月にかけての雨期の米作が損害を被ると

費を支払う現金が十分ある農業者は8.5％だけ

いうことである。典型的な単収に基づいて概算す

であると報告している。また、十分な労働力が

ると、これは水稲55万トン（2006/07年における
総生産量の2％）の損失を意味する。
魚は、ミャンマーではコメに次いで重要な食物

あるのは58.1％にとどまる。
■

VTAに よ れ ば、 サ イ ク ロ ン 後、 農 業 収 入 は
36％減少した。

と考えられており、漁業従事者は人口のかなりの
割合にのぼり、その大部分は土地を持たない人々

林業に関しては、27万5,000haのうち約1万4,000 ha

である。ミャンマーの養殖生産量は漁業の総生産

のマングローブがサイクロンのために完全に流失し

量の21％を占め、食料安全保障に著しく貢献して

た。差し迫った懸念は、林業生産の損失が、生計を

いる。海洋および内水面での養殖に関するFAO

それに大きくまたは部分的に頼る農村の人々に影響

およびVTAで把握した結果は以下の通りである。

を及ぼすことである。大勢の小規模漁業者、土地を
持たない貧困層および限界農地の農業者、特に女性

■

■

零 細漁業者および漁業に従事する労働者2万

が、直接収入または間接収入（木炭生産、林業作

7,000人が行方不明または死亡。

業の日雇い労働、森林副産物の収集・加工等）をマ

沿
 岸および 沖 合 漁 業の漁 船3万4,686隻のうち

ングローブ林に頼っている。また、村民たちは建設

2,000隻がサイクロンにより損失を被り、その他

資材や食料（特に魚）
をマングローブ林から得ている。

に分類される小型船も各町で平均1,000隻が破損。
■

農業における緊急および早期復旧支援活動の目

VTAの報告では、サイクロンの結果、小型漁

的は、農地が0.4−4haの限界農業世帯およそ5万

船の44.3％および漁具の70％が損失を被り、水

世帯および土地を持たない9万9,000世帯の生計の

産業所得は49％減少。養殖業の被害は、養殖池

速やかな回復である。土地を持たない人々、特

が氾濫した際の養殖魚の流失や、養殖池やカゴ、

に女性は、広い農地は必要とせず、漁業設備に加

基礎設備の損壊などで、55の低温貯蔵庫も損壊。

えて野菜や果樹の栽培や小型動物の飼育のための
小さな菜園があれば十分である。サイクロン以前、

サイクロンによる漁業総生産量の損失は15万ト
ンにのぼると思われる。

サイクロン被災地域の農村人口の33−51％が土地
を持たず、農業労働、家庭菜園の収穫物の販売、

サイクロンの影響により特に災害弱者となった

小型の家畜、および製塩、漁業等の農業外活動に

層に関して、FAOおよび国連−ASEAN−PoNJA

よって収入を得ていた。今回の支援では、食料安

では、以下のことが把握できた。

全保障、生計の回復、さらに最も被害を受けた地
域社会の今後の災害に対する回復力向上に取り組

■

■

FAO調査の概算では、被災した小規模農業者4

むことになる。農作物、家畜、漁業、林業のニー

万9,180人および土地を持たない農村世帯の9万

ズ調査により、政府とNGO双方の重要な取り組

9,000人が即時支援を必要としている。

みにもかかわらず、4つの産業分野すべてにいま

VTAは上記を補足し、農地の27.8％が損壊し、

だにギャップがあることが明らかになった。
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優先すべきは、この雨期の間に農業者たちがコ

漁業の能力回復も、漁業と魚の加工に生計を頼っ

メを栽培できるよう支援することである。そのため

ている世帯、特に女性のために急を要する。漁業

には、遅くても7月中には上質な種もみがコメ農家

活動は漁具と資材の代替品の援助により、モン

の手に渡るようにする必要がある。水田の準備は、

スーンが終わればすぐに再開することができるだ

けん引用家畜の数が限られているためにさらに難

ろう。政府は、漁船の建造と漁具の配布にも多大

題であり、家畜の体力の回復に時間がかかるうえ、

な努力をしているが、ニーズはいまだに高い。苗

そのためには家畜用の飼料も入手する必要がある。

木の栽培とマングローブの再生を通じた所得創出

耕起のためのけん引用家畜が使えない間は、その

によって、生計をマングローブ林に頼っている地

代用となる耕うん機に使用する燃料も必要となる。

域社会を支援することも必要である。マングロー

燃料は国内に十分な量があり、FAOがそれを現地

ブ森林地帯の森林再生は、高波の被害を受けた地

調達し、さらに世界食糧計画（WFP）と協力して、

域社会を今後高波から守るための防御能力を高め

地元の輸送業者を使った雨期のための配給を調整

ることにもなる。

中である。燃料は、耕うん機だけでなく、年間を
通して使われる送水ポンプにも不可欠である。

この農業分野は、農作物、家畜、漁業、林業の
4つの小分野を担当する。FAOはこれまでミャン

政府は、サイクロン被害に遭ったすべての町に

マーにおける農業分野を推進してきたが、生計の

今雨期用に支給するために3万7,079トンの種もみ

迅速な回復およびこの4分野における早期復興に

が必要と示しており、このうち1万6,000トンは既

向けて、国内外の全パートナーとの調整を引き続

に政府および諸機関によって調達済みである。不

き行うことが、相乗効果を最大限発揮し、また

足分が調達できなければ、農家は種もみを植える

重複を避けるために極めて重要である。提案され

適期を逃すことになる。今期を逃した場合、次の

ている事業の期間は12ヵ月で、サイクロン被害の

夏のための種もみが必要となり、そのためには資

もっとも深刻な11町における緊急および早期復興

金拠出の融通も必要である。他の選択肢として

のニーズに対応する。当分野の主な目標は、食料

は、陸稲、野菜、豆類、根菜類、落花生、ゴマな

安全保障と食料自立の再建、世帯生計の経済的安

ど、代わりとなる作物と併せて送水ポンプを農業

全保障の強化、および生活水準の向上である。

者が入手できるようにすべきである。
肯定的な面としては、当初、海水の浸水が水稲
栽培の復旧において深刻な制限因子になると思われ
ていたが、サイクロンに先立つ雨で土壌が既に浸水
しており、洪水は数日で引き、さらに残っていた塩
分もサイクロン後の大雨で洗い流された。唯一の問
題は、排水の難しい沼地の塩類土壌の近隣にある
低平地で、干拓地には長期の支援が必要となる。
もう1つ優先すべきことは、小型の反すう動物
や豚、家きん類の飼育などの所得創出によって、
土地を持たない人々、特に女性の生計を支援する
ことである。土地を持たない人々のための農業外
活動も、早期復興ネットワークにおける他のパー
トナーによって、同時に、かつ早急に支援される。
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注記：
1こ
 の文書中のすべてのドル表示はUSドルを示している。当
レポートに対する資金拠出については、Financial Tracking
Service（FTS, fts@reliefweb.int）に連絡のこと。必要条件
および資金拠出については、FTSが追ってCAP 2008 のペー
ジに掲載する
2目
 撃者の話によれば、Bogale南部の高潮の高さは3-4mに達
したと思われる
3政
 府、ミャンマー赤十字社、各NGO等、様々な情報筋から
国連人道問題調整事務所（OCHA）が収集した情報
4 IFRCはIASCミャンマーチームにオブザーバーの資格で出席
している
5P
 oNJAおよびFAO調査は、過去のFAO調査から得られすでに
使われているデータも利用しながら、一体となって作業を進めた
出典：
“M y a n m a r R e v i s e d A p e a l : C y c l o n e N a r g i s
Response Plan”FAO, 2008 , pp. 1-6 より抜粋
翻訳：氏家 ヒカル
写真提供：今井 伸

写真
（右）
：ラプータ地区の被害状況。エヤワディ川支流に沿って5 mの高波が水田に浸水した。堤防も破壊され、乾期には海水の浸入も心配される

被害の現場から
FAO ミャンマー事務所長

今井

伸

ミャンマーの中でも農業生産が最も盛んなエヤワディ・デルタがサイクロン「ナルギス」により大きな損害
を被った。私が現場調査をしたラプータ（Labutta）町の南部では、その 1 村だけで 1,000 人が一夜で亡
くなった。
「ナルギス」は容赦なく尊い人命を奪った。その村は海岸沿いに家屋が立ち並んでいたというが、
今は住居の跡を偲ばせる杭が残っているのみである。電気もなく、漆黒の暗闇のなか、不気味な海鳴りを聞く間もなく、5 mを
ふ

超える高波を受け、ニッパヤシで葺かれた簡素な家屋はひとたまりもなく壊滅したことであろう。破壊された家屋の材木により
体中を傷だらけにし、赤子を含む村民は終には溺死してしまった。
現在確認されているエヤワディ管区およびヤンゴン管区内のサイクロン後に作付けされた面積は約 76 万 ha に及び、当初
18 万 ha の作付けが不能になるのではないかという懸念があったが、これまでの国際機関ならびに NGO、さらにミャンマー政
府の努力により、その事態は何とか避けられた。しかしながら、このことは直ちにコメの生産性がこれまでどおり確保されると
いうことではなく、デルタ内に残る塩害地域や水不足、作付け時期の遅れからくる作物の生育環境の変化により大幅な減収は
避けられないであろう。
また、サイクロンにより 37ヵ所の堤防が破壊され、乾期には海水の浸入が心配される。そこには 15 万 ha という膨大な農
地があり、可及的速やかな堤防の復旧が望まれる。また、1 万 4,000ha のマングローブの再生が、サイクロンによる被害の軽
減に貢献することは間違いないが、村落単位での地域資源の管理を含め長期的な展望に沿った復興が今後の課題となろう。
さらに蓄役から耕うん機への転換を余儀なくされた営農形態の変化が、今後どのようにミャンマー農業へ影響を及ぼすのか、
農業生産コストの増大と農業収益の確保など、中・長期的な農業政策の取り組みも大きな課題となろう。また、食料の国際
価格の増大と地域食料安全保障に関し、エヤワディ川という世界に稀にみる水資源の豊富さ、デルタという土地資源および
人的資源を活用した世界への貢献を視野に入れたミャンマー農業の再生が喫緊の課題である。

FAO 寄託図書館情報
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される。穀物利用が 7月に予測さ

穀物見通しと食料事情

2008/09年度の
穀物供給は改善の見通し

れていた値よりもさらに大きく増
加したとしても、穀物在庫につい
ては8%の増加が可能であると考

2008年10月

2008年の世界的な穀物の収穫が、 えられる。在庫の増加の大部分は、

Global Cereal Supply and Demand Brief

世界穀物需給の要約
Food Emergencies Update
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現在、これまでの予測を相当上回

主要輸出国における小麦在庫の増

ることが確実となってきたことか

加であるが、コメもまた、2年引

ら、2008/09年度の世界的な需給

き続いての注目すべき在庫増が予

バランスは、かなりの改善が期待

測される。粗粒穀物の在庫に関し

表1

1
世界穀物生産（100万トン）

2006年

2007年
推定

2008年
予測

2008年の
2007年に
対する増減
（%）

アジア

912.6

950.5

945.4

-0.5

極東

809.8

847.6

859.9

1.5

近東（アジア）

72.9

69.2

55.7

-19.4

CIS諸国（アジア）

29.7

33.6

29.7

-11.7

142.7

133.5

144.4

8.2

北アフリカ

36.0

29.1

32.1

10.3

西アフリカ

49.5

47.4

50.7

7.0

3.2

3.3

3.3

1.5

東アフリカ

32.5

31.6

31.3

-1.2

南部アフリカ

21.5

22.1

27.0

22.3

中央アメリカ・カリブ海諸国

37.2

39.9

40.6

1.9

南アメリカ

110.8

130.9

135.9

3.8

北アメリカ

384.5

462.1

452.5

-2.1

ヨーロッパ

404.7

388.7

478.6

23.1

EU2

246.8

259.7

308.3

18.7

CIS諸国（ヨーロッパ）

118.6

115.4

152.5

32.2

20.0

22.8

36.3

59.1

世界

2011.1

2127.1

2232.4

4.9

開発途上国

1155.2

1202.3

1212.7

0.9

先進国

855.9

924.8

1019.7

10.3

−小麦

597.0

609.4

677.2

11.1

−粗粒穀物

985.4

1078.2

1106.4

2.6

−コメ（精米）

428.7

439.6

448.8

2.1

アフリカ

FAOの“Crop Prospects and
Food Situation”
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、低所得食料
不足国
（LIFDCs）
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ください。
www.fao.org/giews/english/cpfs

Global Information and
Early Warning System
-on food and agriculture [GIEWS]

21

世界の農林水産 08 冬

中部アフリカ

オセアニア

1 精米ベースのコメを含む
2 2006年はEU-25、
2007年と2008年はEU-27
注：合計は四捨五入していないデータから算出

ては、世界レベルでは利用の増大

2007年作から予想をはるかに上回

が生産の増加と同程度であるため、 る生産回復が見られたことに伴い、

図1 世界穀物の生産と利用
100万トン

前年度に対比してほぼ同水準にと

最新予測が極めて大きく（25%）

どまるものと見られる一方、主要

増加したことであった。すでに好

輸出国の在庫は、比較的低かった

収穫が期待されていた北アメリカ

2006/07年度のレベルまで落ちる

では、米国は今年の生産最新推定

こととなろう。このような一般的

値に、まだ収穫が終了していない

に改善された供給見通しを背景と

カナダは生産予測値に、それぞれ

して、国際的な穀物価格は、今年

上方修正がなされている。好気象

当初の記録的な高水準から、すで

条件が、従前予測よりも高い平均

にかなりの弱含みとなって推移し

単収をもたらしている。これとは

てきている。

対照的に、アジアの2008年の小麦

では、オーストラリアの小麦作の

生産の最新推計は、依然良好水準

見通しが、いくつかの地域での過

にとどまっているとはいえ、若干

去2ヵ月ほどの干ばつによって悪

の減少となっている。最も大きな

化している。にもかかわらず、今

下方修正は、持続的な干ばつが生

年の生産は、依然として、昨年の

2008年の世界穀物生産予測は、

産減退をもたらした近東地域のト

干ばつ被災によって減少した水準

既往の7月時から上方修正され、

ルコとイランについてなされてい

から大きく回復するものと見られ

対 前 年 4.9% 増 で 新 記 録 の 22 億

る。北半球のその他の地域に関し

ている。

3,200万トン（精米ベースのコメを

ては、北アフリカの全小麦生産は、

含む）となった。予測値が改善し

主要生産国における生産回復に伴

年に収穫される冬小麦の作付けが

たのは、主として、ヨーロッパで

い、昨年の干ばつ被災水準から大

進行中である。作付け条件は一般

の穀物全体、米国でのトウモロコ

きな回復をみせた。南半球では、

的に好適であるが、早期の徴候と

シ、極東アジアでの粗粒穀物とコ

2008年の主要小麦作のほとんどは、 しては、ヨーロッパと米国の双方

メなどの収穫が、期待されていた

現在から年末の間に収穫されるこ

よりも大きかったことによる。

ととなっている。南アメリカでは、 比較しての価格期待の低減および

これまでの予測を上回る
世界穀物生産

2300

生産
2200
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利用

1900
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北半球の多くの地域では、2009

において、昨年同時期の見通しと

小麦に関しては、2008年の世界

アルゼンチンのいくつかの小麦主

生産コストの増大が相まって、作

生産は、現在、前年よりも11%増

要生産地域で、干ばつによって作

付け面積の減少が見通される。

で、過去5年の平均をはるかに上

付けそのものがすでに減少してい

2008年の世界の粗粒穀物の生産

回る6億7,700万トンと予測される。 るうえ、不良な気象条件が当該地

予測は、7月以来、およそ3,000万

すでに収穫されている小麦作につ

域を悩ませ続けている。この結果、 トン上方修正されて、現在、昨年

いてみると、従前予測値との対比

アルゼンチンの小麦作は、現在、

達成された従前記録を2.6%上回る

で最大の修正は、ヨーロッパにお

昨年の良好な水準を約25%下回る

11億600万トンと、新記録水準と

いて、おおむね平均以上の単収が

ものと予測される。これとは対照

なっている。過去2ヵ月の増加要

実現したこと、特に東ヨーロッパ

的に、ブラジルの見通しは、順調

因としては、米国において一般に

の数ヵ国で、干ばつ被害を受けた

のままとなっている。オセアニア

好適な気候がこの間持続したため
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トウモロコシの単収が向上したこ

るかに高い水準となっている。ア

と、またヨーロッパ全域での粗粒

ジアでは、今年の粗粒穀物生産は、 ラク、イラン、トルコにおいても

穀物生産が好結果だったことが挙

昨年の良好な水準とほぼ変わらな

また、広範かつ長引く干ばつ問題

げられる。今年作の作付け面積が

いものと予測される。この地域で

を反映して、生産減となるものと

再び増加し、理想的な気象条件が

の抜きんでた大生産国の中国の粗

見込まれ、その他、5月のサイク

平均を上回る単収をもたらした南

粒穀物生産は、過去5年の平均を

ロン「ナルギス」の上陸によって

アメリカでは、すでに記録的な収

はるかに上回るものと推定される。 引き起こされた農業諸活動の破壊

穫が実現している。また、2008年

2008年コメ年度が進むにつれて、 と混乱は、ミャンマーにおいて

ない。また、アフガニスタン、イ

の粗粒穀物の収穫がすでに終了し

コメ作の見通しは、従前の予測よ

200万トン以上の生産減少をもた

た南部アフリカにおいてもまた、

りもさらに一層向上した。世界コ

らすものと見込まれる。アフリカ

当該地域の全粗粒穀物生産が、新

メ生産は、現在、すでに2007年に

ではこれまで、広く一般的な好生

しい記録的なレベルに到達した。

達成された素晴らしい成果を2%

育条件に恵まれ、当該地域のコメ

しかしながら、この高い生産量レ

上回る、これまで最高の6億7,200

生産は、7%増の新しい記録、2,450

ベルは、主として、主要生産国で

万トン（精米ベースで4億4,900万

万トンとなるものと予測され、こ

ある南アフリカの豊作によるもの

トン）と予測されている。このよ

れは、主にエジプト、マダガスカ

であり、南部アフリカ地域の他の

うな生産増は、良好な気象条件、

ル、マリ、ナイジェリアでの生産

諸国の生産量合計は、減少してい

魅力ある市場価格、そして政府に

増に起因するものである。しかし、

る。北半球の北アメリカでは、米

よる奨励施策によるものであり、

生産増はアフリカ全体にわたって

国でのトウモロコシの収穫は、作

これらの要因は、作付け面積の拡

おり、このことは、生産者が魅力

物登熟を妨げる冷涼湿潤気象条件

大と生産量の増大をもたらすもの

的な市場条件と政府の奨励策に積

によって、そのスタートが遅れて

と予期される。

極的に対応しているということの

いる。しかしながら、このような

アジアでは、昨年より1,000万

明瞭な徴 候といえよう。さらに、

天候は単収にとって好適なもので、 トン多い6億900万トンの収穫が見

2008年6月設立の「アフリカ緊急

生産は、現在、昨年の例外的に高

込まれているので、世界的な生産

コメ・イニシアティブ（Emergency

かった水準をやや下回るにしても、 拡大の多くが、アジア諸国によっ

Rice Initiative for Africa）」など

従前の予測をはるかに上回るもの

て占められるであろう。全ての主

を含む、アフリカでのコメの生産

と期待されている。中央アメリカ

要生産国、特にバングラデシュ、

を支援する国家的および国際的な

では、作付け面積の拡大、良好な

中国、インド、インドネシア、ベ

レベルでの様々な試みが開始され

天候、改良資材の投入増加などを

トナムにおいて大きい増加が予期

るに至っている。ラテン・アメリ

反映して、2008年の粗粒穀物生産

されるが、カンボジア、パキスタ

カおよびカリブ海諸国でのコメ

は新しい記録的なレベルに達する

ン、フィリピン、スリランカ、タ

生産もまた、好生育条件と高価格

ものと予想される。ヨーロッパで

イなどにおいてもまた、かなりの

を反映して、7%という顕著な水

は、予測されていたように、粗粒

増加が予期されている。これとは

準の増加が予測されており、その

穀物の多くがすでに収穫されてい

対照的に、日本は、供給過剰を削

ほとんどがアルゼンチン、ブラジ

るのであるが、生産高は昨年の干

減するための計画を実施しており、 ル、コロンビア、ペルー、ウルグ

ばつ被災による減少水準よりもは

したがって生産減となるかもしれ
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アイに集中している。これとは対

照的に、8月と9月に中央アメリカ

場において飼料小麦も潤沢が見込

受け続けている。標準品タイ白

およびカリブ海諸国を幾度となく

まれることにより、6月から低下

米100%Bの価格は、9月平均では

激襲したハリケーンは、キューバ

を始め、過去2ヵ月の間に更なる

8月をおおよそ3%下回る764USド

とハイチでのコメ生産を減少させ

下落となった。9月初めにやや安

ルであったが、10月の第1週には、

るであろう。また、ハリケーンは、 定したのち月末に向かって急落し

734USドルに下落した。価格がそ

米国のいくつかのコメ生産地域を

た原油価格、世界金融不安、およ

のピークにあった6月から9月の間

襲ってはいるが、公式の見通しに

び米国の今期期末在庫の最新推計

の12%の価格低下の大きさを呑み

よれば、それでもなおかつ、今期

における上方修正（主に飼料利用

込んでしまった6月15日開始のタ

は4%の増となっている。世界の

の減退および国内エタノール生産

イの公式調達計画がなかったなら

他の地域については、オーストラ

の減少による）などによって、価

ば、過去数ヵ月間のタイのコメ価

リアとEUで生産減退が見込まれ

格への更なる下方圧力が加えられ

格の下落は、もっと明確なものと

ている。

た。
米国産トウモロコシ
（イエロー

なっていたであろう。実際に、他

No.2、ガルフ渡し）は、9月には

の輸出市場にあっては、同じ期間

平均トン当たり229USドルであっ

の同品質品についての相場価格の

た が、10月 の 第1週 に は、184US

下落が、ベトナムとパキスタンで

ドルまで下がった。これは、6月

は35%、米国では16%というよう

国際小麦価格は、2008年の記録

のピーク時のそれを35%下回るも

に、もっとはるかに明瞭に現出し

的な世界生産増と輸出向け潤沢

のであるが、それでも昨年10月の

た。しかしそれでも、コメ価格は、

供給の見通しが市場圧力となっ

平均価格を13%上回っている。

2007年9月現在の水準を、まだか

下落傾向の
国際穀物価格

て、今年3月をピークとして低下

北半球での2008年における記録

なり上回っている（タイは130%

を始め、過去2ヵ月の間にかなり

的なコメ生産の増加期待によっ

増、 米 国 は92%増、 ベ ト ナ ム は

の下落を記録した。これに引き続

て、コメ輸出価格は、下方圧力を

74%増、パキスタンは53%増）。

き、北半球諸国における季節的な
収穫圧力、原油価格の低落および

穀物輸出価格＊
（ドル／トン）

表2

世界経済における金融不安は、小
麦価格のさらなる下落を助長する
こととなった。米国産小麦（ハー

2007年
10月

6月

7月

2008年
8月

9月

10月

352

358

341

343

308

264

163

281

267

232

229

184

172

268

232

209

208

160

アメリカ
小麦

１

トウモロコシ

2

ドレッドウインターNo.2、ガルフ

ソルガム

f.o.b.）の9月平均は308USドルで

アルゼンチン

あ っ た が、10月 の 第1週 に は、3

小麦

321

363

329

307

283

ー

トウモロコシ

163

258

252

217

203

172

月のピーク時をおよそ45%下回り、
そして、昨年の10月平均を25%下
回る、264USドルにまで下落した。
国際トウモロコシ価格は、世界生
産見通しが、2008年も昨年に引き
続く豊作であること、また世界市

タイ

2
3

4

白米

5

338

870

835

787

764

734

砕米

6

297

645

583

525

487

423

＊ 当該月平均価格。
10月は1週平均
1 ハードレッドウインターNo.2、
ガルフf.o.b.
2 イエローNo.2、
ガルフ渡し
3 パラナ川上流渡しf.o.b.
4 指標的取引価格
5 二級品100%、
バンコクf.o.b.
6 スーパーA1、
バンコクf.o.b.
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Food Emergencies Update

食料危機最新情報
外部支援を必要としている国 1（36ヵ国）

ラテンアメリカ（3ヵ国）

食料不安の性質

厳しい局地的食料不安
ボリビア
過去の洪水
キューバ
ハリケーン
ハイチ
ハリケーン

主な理由

アフリカ
（21ヵ国）

前報告
（2008年７月）
からの変化

総体的な食料の生産／供給における異常な不足
レソト
低生産性、エイズの流行
ソマリア
内戦、経済危機
スワジランド
低生産性、エイズの流行
ジンバブエ
深刻化する経済危機、天候不良
広範囲なアクセスの不足
エリトリア
国内避難民、経済的困窮
リベリア
戦争関連被害
モーリタニア
多年にわたる干ばつ
シエラレオネ
戦争関連被害
厳しい局地的食料不安
ブルンジ
中央アフリカ共和国
チャド
コンゴ民主共和国
コンゴ共和国
コートジボワール
エチオピア
ガーナ
ギニア
ギニアビサウ
ケニア
スーダン
ウガンダ

国内抗争、国内避難民、帰還難民
国内抗争、難民
難民、内戦
国内抗争、帰還難民
国内避難民
抗争関連被害
各地での治安の欠如、
局地的作物被害
干ばつと洪水の後遺症
難民、内戦
局地的な治安の欠如
国内抗争、天候不良、病虫害
国内抗争（ダルフール）、
治安の欠如（スーダン南部）、
局地的な不作
局地的な不作

▲
▼
▲
▼
■
■

東ティモール

▼
▲
■

▼
▼
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部分的な降雨不足
降雨不足、作物病害
天候不良、国内抗争

▼
▼
▼

天候不良、限定的供給・高食料価格
一般化した降雨不足
降雨不足
降雨不足
天候不良
天候不良

▼
▼
▼
▼
▼
▼

アルゼンチン
ハイチ

降雨不足
天候不良

▼
▼

変化なし  ■

好転中  ▲

アフリカ

アフガニスタン
イラク
ヨルダン
シリア・アラブ共和国
タジキスタン
トルクメニスタン

ラテンアメリカ

▼
▼

▼

出典：
“Crop Prospects and Food Situation, October 2008”FAO, 2008
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前報告
（2008年７月）
からの変化

アジア

洪水・熱帯性低気圧
▲
中国南部での地震
▲
■
劣悪な市場アクセス
■
過去の洪水
■
台風
■
国内抗争
冬作物被害、劣悪な市場アクセス、
バッタ被害
▼
■
国内避難民、高食料価格

翻訳：松岡 將

主な理由

■
■
■
■
■
■

広範囲なアクセスの不足
アフガニスタン
国内抗争、治安の欠如、降雨不足 ■
朝鮮民主主義人民共和国 経済的困窮・過去の洪水の後遺症 ■
■
ミャンマー
熱帯性低気圧
厳しい局地的食料不安
バングラデシュ
中国
ネパール
イラン・イスラム共和国
フィリピン
スリランカ
タジキスタン

食料不安の性質

エチオピア
ケニア
ソマリア

アジア
（12ヵ国）
総体的な食料の生産／供給における異常な不足
イラク
国内抗争、降雨不足

今期作物生産の見通しが好ましくない国 2

▼
■

▲

悪化中  ▼

用語解説
１ 
「外部支援を必要としている国」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と予想される国である。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、収穫後の甚大な損耗、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
直面している国。
• きわめて低い所得、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国。
２ 
「今期作物生産の見通しが好ましくない国」とは、作付地や、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、
作付の残余期間における綿密なモニタリングを必要としている国である。

Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems
食料不安脆弱性情報地図システム

食料安全保障情報システム入門
—FIVIMSを中心に—

FAOアジア・太平洋地域事務所

第1回

脆弱性分析調整官

南口

直樹

FIVIMSの背景と全体構成

今号から新シリーズとして、FAOの
「食料安全保障情報システム」
を紹介したいと思います。
食料安全保障
情報システムは30年以上の歴史があり、現在様々な活動が国、地域、そして世界レベルで行なわれています。
特に最近の食料価格高騰問題を背景とし、食料安全保障情報システムの重要性が再度見直されています。こ
のシリーズでは食料安全保障情報システムの一形態である
「FIVIMS」
を通して、
解説していきます。

世
 界食料サミットと
1
慢性的栄養不足人口の推移

万人増加し、世界全体の栄養不足人口は8億4,800
万人にのぼりました。残念なことに、世界食料サ
ミットから12年経った現在、食料価格高騰、人口

1996年11月、世界185ヵ国とECから80名以上

増加と新興経済国を中心とする食料消費の高度化

の首脳レベルおよび80以上の国際機関の代表が、

を背景とする食料需要の増加、
頻発する気象災害、

FAO本部で開催された「世界食料サミット」に

特に干ばつ・洪水等の悪影響、さらにバイオ燃料

出席しました。そこでは、慢性的に栄養不足に苦

の急速な拡大による農業用地の転換などにより、

しんでいる人々――飢餓人口――を2015年までに

2007年の飢餓人口はさらに7,500万人増加し、9億

半減させるとの明確な目標が書き込まれた「世界

2,300万人になると考えられています。このまま

食料安全保障に関するローマ宣言」と「世界食料

で推移すれば、2015年までに栄養不足人口を半減

サミット行動計画」が採択されました。その背景

するとする「世界食料サミット」の目標および栄

には、依然として世界全体で8億を超える人々が、

養不足人口「率」を半減することを掲げた「国連

必要最低限の栄養摂取量を満たすだけの食料を得

ミレニアム開発目標（MDGs）
」の達成は、到底

ることができず、飢餓に直面している状況が存在

困難だと思われます。

するからです。このような現状は到底容認できる
ものではなく、あらゆる国において飢餓撲滅のた
めの努力を続けることが、世界が果たすべき共通

億人

の責務であることを、サミットは誓いました。

世界の栄養不足人口の推移

ー 世界全体
ー途 上 国

しかしながら、飢餓人口は、2001−03年には東
南アジア、中国、インド、そして南アメリカ・カ
リブ海地域では減少したものの、アフリカ、南ア
ジアではむしろ増えた国もあり、実質的にはほぼ
横ばい状態が続いていました。2003−05年の推計
では、1990−92年ベースの8億4,200万人から600

年

出典：FAO
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2 F
 IVIMSの概要

的にデータ収集、分析、流布、グラフ化そして地図
化を可能とするシステムは存在していませんでした。

話は前後しますが、このような背景のなか、
「世

これまで各情報システムが単独で収集してきた

界食料サミット行動計画」の誓約において、既存

関連情報を連携させ包括的に分析し、飢餓、食料

のデータおよびその他の情報システムを最大限に

不安、脆弱性の特徴および原因の理解を深めるこ

利用することにより、飢餓や栄養不足の影響を

とがFIVIMSの目的の一つです。そして、改善さ

受けている、またはその危険にさらされている

れた情報を積極的に活用することにより、より効

地域および住民ならびに食料不安の原因となる

果のある食料安全保障政策・計画の立案や、飢餓

諸要素を分析、表示する「食料不安脆弱性情報

撲滅のための対応・介入策が実施され、結果的に

地図システム」、英語では「Food Insecurity and

栄養不足人口を減少させ、食料安全を万人に保障

Vulnerability Information and Mapping Systems

することができると考えられています。

（FIVIMS）」を各国で開発し、定期的に更新する
必要性が提唱されました。システムといってもコ
ンピュータシステムを構築することに重点を置

3 グ
 ローバルFIVIMSの役割と活動

いているのではなく、飢餓人口の半減や貧困撲

1990年代後半から2007年まで約10年間にわた

滅を達成するために、関連するデータを収集、分

り、FIVIMSに関連する国連機関を中心とした国

析することを含めた広範囲にわたる活動枠組み、

際的なFIVIMS作業部会が設置され、FIVIMSの

そして食料不安と脆弱性を評価、監視する体制

グローバルな活動が調整されました。国連開発計

を、各国で具体化することを目的としています。

画（UNDP）
、世界保健機構（WHO）
、国連児童

FIVIMSの頭文字はそういった全体の枠組みや概

基金（UNICEF）
、
世界食糧計画（WFP）
、
世界銀行、

念または構想を意味し、特定の情報システムや

ヘレンケラー・インターナショナル等を含む30以

ネットワークを示すものではありません。

上もの組織が参加しました。

FIVIMSが発足する以前は、テーマごとに特定

国際作業部会の下には技術テーマごとに小作業

の目的を達成するためのシステムや枠組みは存在

部会も設置され、既存のFIVIMS関連システムを

していたものの（下記枠内参照）
、短期的および長

統合し、本格的な国レベルでのFIVIMS構築支援

期的な食料不安と構造的脆弱性分析の両方を包括

を開始するための基礎作業が進められました。具
体的には、下記の分野を含む様々な活動が実施さ

既存のFIVIMS関連システム
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れました。
・食 料不安・脆弱性分析指標、評価、地図化に関

●

農業情報システム

●

健康・保健情報システム

・国レベルFIVIMS支援のための資源、財源の動員

●

水陸域・気象情報システム

・データや情報の共通基準設定やデータの質の向上

●

早期警報システム

●

世帯レベル食料安全保障・栄養情報システム

・国際共通データベースの構築

●

市場・市況情報システム

・情報交換とネットワーキングの促進

●

脆弱性評価・地図システム

世界の農林水産 08 冬

する技術手引書および実施ガイドラインの作成

支援

このようにグローバルレベルでは非常に活発な
活動が展開され、FIVIMSの規範、枠組みがある

Food Insecurity and Vulnerability
Information and Mapping Systems
食料不安脆弱性情報地図システム

築している国もあれば、全く最初から努力を積み
FIVIMSの組織構成

上げて実施している国もあります。
いずれにせよ、
国レベルのFIVIMSの中心課題は、前述した飢餓

グローバルレベル

国際作業部会
小作業部会

国際作業部会参加機関

・指標・評価・地図化

・国連機関

・国際共通データベース

・他の国際機関

・技術資料

・二国間援助機関
（USAID、GTZ等）

・国適用支援

・国際NGO

FIVIMS 事務局
（FAO）
国レベル
現地国際機関ネットワーク

や栄養不足の影響を受けている、またはその危険
にさらされている（脆弱性のある）住民、その人
数、地域――都道府県や市町村――そして原因の
特定、さらにどのような対策、政策を打ち出すべ
きかに役立つ情報の分析と提供を行うことです。
例えば、スリランカではFIVIMS運営委員会、
技術小委員会そして核となる分析専門家グループ

国FIVIMS担当省庁・部局

が構成されました。小委員会と専門家グループに
は、農業省、保健省、国勢調査・統計局、大学や

程度定着してきたこともあり、
2007年中旬からは、

国の研究機関の代表者が参加しています。実際の

国際作業部会に委ねられていた全活動がFAO本

活動は、各省庁が実施しているFIVIMS関連の活

部のFIVIMS事務局に集約され、FAOがより一層

動を調べ直すことから始まり、分析手法の開発、

リーダーシップをとり、関連する各国連および国

データ提供、取得、共有の取り決め、そして脆弱

際機関と共に、FIVIMSの調整活動を行っていく

性人口や地域を地図を使って分類する方法等が

ことが承認されました。

開発されました。これら方法論を全てまとめ上げ

FAOでは国際作業部会から引き継いだ活動に

るのに1年以上、実際のデータ収集・分析に半年、

加え、飢餓削減目標の達成度評価と進捗状況のモ

分析結果の検証には侃々諤々の議論の末、さらに

ニタリングを目的とした年次報告書「世界の食料

半年は費やしました。その間、衛星画像を使った

不安の現状（SOFI）
」を発行し、世界の食料不安、

データ分析等の能力開発トレーニングも実施した

飢餓人口の様々な関連問題を議論しています。本

わけです。また、現地では、関連する国際機関と

誌が発行される頃には、2008年度版のSOFIがす

も連携し活動が行われています。

でに出版されているはずですので、関心のある読
者はぜひご一読ください。
またFAOは、国レベルでのFIVIMS支援のため
に様々な食料不安・脆弱性分析手法、技術、ツー

FAOアジア・太平洋地域事務所では、アジア
地域のFIVIMSを支援するためのプロジェクト
が、日本政府からの信託拠出を受けて、2003年か
ら本格的に実施されています。

ルを開発し、インターネット上でデータを地図や
グラフを使って表示するシステムの開発、無償提
供なども、活動の一つとしています。

4 国
 レベルの枠組みと取り組み
各国におけるFIVIMSの取り組みには多様な形
態があります。FIVIMSのガイドラインに従って、
既存の関連する活動や情報システムを利用、再構

次回は、食料不安の状況・脆弱性分析の概念と
枠組みを、
より詳しく考察してみたいと思います。
みなみぐち

なおき

1994 年米国インディアナ大学公共政策・環境科学科修
士卒 1995 年 FAO ローマ本部技術協力事業課、および
世界食料農業情報早期警報システム課を経て、2003 年
より FAO アジア・太平洋地域事務所勤務
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国際機関研修を通して学んだこと
明治学院大学

社会学部社会福祉学科２年

佐々木

公紀

私は高校生の頃から漠然と国際協力に興味があった。いつから興味があったかは覚えていないが、大学に入って
からも貧しい人や飢餓に苦しむ人たちのために何かできることはないかと思っていた。しかし、なかなか行動す
ることは勇気のいることで、一年生の頃はただ漠然と何かをしたいと思っているだけで月日だけが過ぎていった。
二年生になり一年生の時と同じく何も踏み出せずにいた私だが、大学の課外プログラムに、横浜市国際交流協会
（YOKE）と明治学院大学ボランティアセンターが主催する「国際実務体験プログラム」という、国際機関で100
時間の実務研修を行うプログラムがあったので、もともと飢餓や食料問題に興味を持っていた私はFAO日本事務
所で研修を行うプログラムに参加することを決意した。
FAOでの研修内容は大きく分けて実務的な体験とレポート作成の2つがあった。実務的な体験としては、機関の
方が普段しているような事務的な仕事の手伝いや、FAO日本事務所が参加した「子どもアドベンチャー2008」
（８
月20－21日）などのイベントの補佐を行なった。レポートは、自分でテーマを考えて作成し、研修の最後に機関
に提出するといったもので、私は「エチオピアにおけるフェアトレードを通じた持続可能な農業」というテーマ
で、フェアトレードを用い、いかにしてエチオピアのコーヒー産業に従事している人たちの貧困を改善できるかを
レポートにした。レポート作成に当たっては、語学力やデータ収集の面で困難があった。データは英文が多く、そ
の和訳が正しいかを機関の方に確認していただいたり、論文で必要な部分は最初と最後に書かれていることが多い、
などといったアドバイスを受け、困難を乗り越えながらもレポートを作成した。
この研修を通して私が学んだことは、水面下や現場で働いている機関の方々の地道な仕事とその努力があったか
らこそ、今の便利な世の中があるということ。そして、何事もただ呆然と眺めるだけではなく、始めの一歩を踏み
出す勇気と決断力が大事だと知った。今後は今回の研修で学んだこと、好奇心を大切にすることや今までの情報
を基に、データでは表すことが困難なアフリカやアジアの最貧層と呼ばれる開発途上国の現地の現状を直接見た
いと思っている。具体的には、現地で草の根活
動を行っているNGO団体と一緒にボランティ
ア活動を行いたい。そして、学生である間にで
きるだけたくさんの国を訪れ、自分の視野を広
げ、現地の方々と触れ合い、自分にできること
を行うということを残りの学生生活の目標にし
たいと思う。今回、この貴重な体験をできたの
も、自分が踏み出した一歩のおかげでだと思う。
そして、食料問題を改善するにはできるだけ多
くの人たちに食料問題のことを知ってもらうこ
とが必要だと思った。そのために今回の研修で
学んだことを活かして、自分が今できることを、
一つ一つ丁寧に地道に頑張っていきたい。
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「子どもアドベンチャー 2008」で、アフリカの衣装を着てイベントを手伝う
筆者（左端）

FAO の活動にご支援いただいている団体

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(すべての人に
食料を)」
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。

スーダン南部における帰還民を対象とした農業支援：
食料配布から食料生産へ
りょう か い

さ

よ

特定非営利活動法人 ADRA Japan スーダン南部事業担当 了戒 紗世
スーダン、アッパーナイル州東部のパガック村
では雨季の後半、8月から9月にかけて農作物収穫
期を迎えます。今年は、トウモロコシに加え、ナ
ス、オクラなどが店頭に並んでいます。
スーダンは南北内戦が20年以上にわたって続い
ていた国。2005年1月9日に南北包括和平合意が締
結され、内戦状態への終止符を受け、他地域で避
難生活を余儀なくされていた約370万人ともいわ
れる国内避難民、および周辺国に避難していた約
35万8,000人以上の難民が続々と帰還を始めてい
ます。
ADRA Japanは、2006年、大量の帰還民が想定
されている地域の一つ、アッパーナイル州での
安全な帰還プロセスを支援するため、国連難民

センターにて帰還民受け入れの様子（左端は日本人スタッフ、後ろに
立っている4人がADRAの現地職員）

でなく、帰還後の生活、故郷での再定住を支援す
るための、地雷回避教育、食料・生活物資の配布
なども行なっています。
2007年はこれらの帰還民約1,000世帯に対して、

高等弁務官事務所（UNHCR）のパートナーとし

FAOから提供を受けた農業用具や種子などを配

て、帰還民受け入れセンター事業を開始しました。

布しました。事業地、アッパーナイル州はもとも

ジャパンプラットフォーム、UNHCRの資金提供

と農業に適した肥沃な黒綿土を保有しているにも

を受け、500名収容、200名収容の帰還民受け入れ

かかわらず、農業はほとんど定着してきませんで

センター2ヵ所を設置。センターでは、エチオピ

した。人々は20年以上の内戦の影響で、流動的な

アの難民キャンプから帰還途中の人々に対して、

生活を強いられ、農業という安定した生活の恩恵

宿泊、到着時の食事、安全な飲料水、医療サービ

に恵まれてきませんでした。また長年の難民キャ

ス、簡易トイレ、シャワー室などを提供するだけ

ンプでは、土地を保有しない代わりに食料の提
供を受けて暮らしてきました。難民から帰還民へ、
多くの人々が故郷に戻り、自活していけるように
農業を開始しています。現状、収穫期は年に1回
なので、人々の食料問題の解決のためには、農業
生産の向上と同時に、その他の経済的復興も欠か
せません。ADRA Japanは、今後も帰還民コミュ
ニティを対象として、FAOとの連携による農業
支援をはじめ、帰還後の生活向上に繋がるさまざ

トウモロコシ畑の前で遊ぶ帰還民の子どもたち

まな支援を展開していきます。
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FAOで
活躍する

日本人⑭

国連で働くとは？

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

FAOで働く青年海外協力隊
独立行政法人 国際協力機構 青年海外協力隊

堀内

信輔

昨年4月に届いた青年海外協力隊（JOCV）合
格通知、「派遣国：カンボジア、配属先：FAO」
。
加えて、
「2007年に国際協力機構（JICA）とFAO
の間で結ばれた連携協定後、FAO配属となる青
年海外協力隊員 第1号」という一文。
「なぜカン
ボジア？農業経験がない自分がFAO？何かの間
違いじゃないか？」と思いつつ何度も合格通知を
読み返した。とはいえ当時無職の私には何ら断る
理由もなく、不安はあったものの「まあ、なんと
かなるだろう」という漠然とした自信のもとカン
ボジアへ向け旅立った。
カンボジア・バッタンバン州コンピンプイには

コンピンプイダム

ポル・ポト政権時代に作られたダムがある。10年
程前からこのダムを中心としたコンピンプイの農

③農業生産性の向上

村に国際支援が本格的に入り始め、2006年6月か

④地域開発の支援

らFAOの農村かんがいプロジェクトが実施され

の４つの事業から構成されている。

ている。同プロジェクトは、
①かんがい施設の復旧と機能強化
②参加型かんがい管理システムの強化

私が所属しているのは前述②の事業で、地元農
民等で構成された水利組合コミュニティーやその
下に属する32の水利組合グループを強化すること
が主な業務内容となっている。具体的には各水利
組合グループの会員名簿作成、水利費徴収状況の
調査、プロジェクトエリア内の耕作や土地売買の
実態調査、水利費に関するトラブルシューティン
グ、プロジェクト報告書作成の補佐等である。着
任当初は、ただ農村を回って写真やビデオを撮
り、農民と話しをするだけだったが、気付いた問
題点や改善点を同僚と話しているうちに次々と仕
事が増え始め、今では私のもとに届いた合格通知
が事務局の手違いではなかったと多少自信を持っ
て言える状態になった。農民の私に対する見方も、
間違えて農村に迷い込んでしまった一観光客から、
細かいことにうるさい手品好きの日本人に格上げ
されている。

農村における水利費徴収状況の調査
（右下が筆者）
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水利組合を組織する前の農民に対する説明会

水利組合グループ役員との会合

限られた水資源を有効活用するため、各地域ご

がら、一度はあきらめた国際協力の「現場」に久

とに水利組合を組織し、水利組合主導のもと水門

しぶりに立ち返り、
「こんな自分でもまだやれる

の開閉計画やかんがい施設の維持管理を徹底させ

ことがたくさんあるんだ」と実感することができ、

るこのシステムは、理論上は成り立っているもの

現在の仕事にもとてもやりがいを感じている。ボ

のコンピンプイ地区におけるその有効性は未知数

ランティアとはいえ、目に見えた成果が求められ

である。村落を巡回するたびにその重要性を説き、

るこのご時世、FAO職員としての気負いも多少

水利組合の収支透明性を高めるべく、領収書を始

はあるものの、私は、私ができることを、正しい

めとする証拠書類を正しく書くことを徹底し、組

と思うことを、農民や同僚たちと共に今後も続け

合役員等と協力し各グループの会計監査も実施し

ていきたいと思う。

ているが、この水利組合という目に見えないもの
の価値はなかなか農民等に伝わりにくい。根気の
いる活動だが、彼等が真剣に私たちの話を聴いて
いる姿を目の当たりにするととてもやりがいを感
じる。ちなみに昨年の地区全体の水利費徴収率は
32%だったが、今年は9月末の時点で45%となっ
ている。
私は元々、モルディブやザンビアで青年海外協
力隊員、日本では協力隊訓練所やNPO、中学校、
高校で仕事をしてきたが、職種は卓球コーチやエ
イズ対策、事務員、数学教師とバラバラで、これ
といった専門性もなければ、修士や博士といった
学歴もなく、語学も英語が日常会話がそこそこで
きる程度である。今回の
「FAOで活躍する日本人」
の執筆依頼を受け恥ずかしい限りだが、無論、活
躍といえるほどの成果も残していない。しかしな

農作業を終え、
領収書を記入する水利組合役員
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FAOの支援マップ

小規模農家に対するFAOの

石油価格の高騰やバイオ燃料への需要増
などによる食料価格の高騰により、アフリカ
を中心とする低所得食料輸入国は大きな打撃
を受け、2007年には世界の栄養不足人口が
7,500万人増加しました。
金融危機等の影響により、価格の上昇傾向
は落ち着いてきてはいるものの、バイオ燃料
の需要増などにより、長期的にみればこの傾
向は続くとみられています。
食料価格の高騰は、農民にとってはチャンス
ともなりえますが、貧しい農民は肥料や種子
などの農業資材を買うことができないため、そ
のチャンスを生かすことができません。
FAOは、小規模農家に農業資材・技術を提
供するプロジェクトを各地で展開するほか、農
業への一層の投資を各国に呼びかけています。

出所：FAO, 2008
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支援

2008年11月

間もなく実施予定

実施中
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A

C

フォトジャーナル

パレスチナ：
対立と和平、着実な前進に向けて
FAO日本事務所 副代表

国安 法夫
第二次世界大戦後、
1947年に国連でパレスチナ
分割決議が採択されました。翌年イスラエルが独立

トルコ

を宣言しましたが、これを認めない近隣アラブ諸国
レバノン

は宣戦を布告し、これまでに四次にわたる紛争が繰

シリア

り返されてきました。こうした経緯を背景に、特にイ

イラク

エジプト

スラエルとパレスチナの間では、難民、入植地、エル

ヨルダン
ヨルダン

サレム帰属、国境画定など様々な問題が残され、国際
社会はいかにして中東の和平を実現するかという課
題を抱えています。

イスラエル
サウジアラビア

エルサレム
（中心都市）

業を復興させるため、FAOでは日本政府（外務省）

西岸
パレスチナ

ガザ
パレスチナ
35

これらの紛争で被害を受けてきたパレスチナの農
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イエメン

の資金拠出を受け、2007年3月よりヨルダン川西
岸地区を中心に野菜・果樹等の園芸作物やヤギ・ヒ
ツジ等の小家畜生産の再建を進めてきています。今
回、西岸地区での事業の第1段階が終わり、
ガザ地区
も含めた第2段階が開始されたことから、
外部の人間

E

D

F

H

G

の立ち入りが許可されている西岸地区に限定されて
はいましたが、農村や事業現場を巡り、パレスチナに
おける農業再建事業の実情を訪ねて来ました。
I

ちなみに国連の安全基準は、最も危険な場所とし
て退避勧告が出されるフェーズ5を筆頭に5段階に
分かれていますが、ガザ地区はフェーズ4、西岸地区
はフェーズ3、パレスチナの中心都市であるエルサ
レムはイスラエルと同じフェーズ1となっています。

A サヤインゲンのハウスで作業する受益農家。流通している種子は日本
は り

産。梁から吊り下げられている黄色い板は事業で配布した殺虫剤を染
み込ませたもの

B トラックの左奥に見えるのが、国道の要所要所に設けられたイスラエ
ルの検問所

C パレスチナに点在するイスラエルの入植地を囲む壁。見張り塔ではイ
スラエル兵により国道からの侵入者が厳しくチェックされる

フェーズ3の西岸地区では、エルサレム出発時にそ

D 北西部トルカルム県にある果樹栽培の実証圃場。柑橘のほか、アボカ

の日の行程を国連の治安本部に登録しておくこと、

E パレスチナのファストフード。円形のナンを開いてガラスケースに並

30分ごとに所在地を報告する義務があること、国道
の要所で銃を持ったイスラエル兵が検問しているこ

ド、イチジクなどが導入されている

べられた野菜や肉をはさみ、好みのソースをかけて食べる

F 北部の都市ナブルスで食べた、世界最古と言われているお菓子。見か
けはコーヒーの入っていないティラミスのようだが、すごく甘い

とを除くと通常の現地調査と変わりません。ただし

G 西岸地区で見かけた数少ない農地で働く女性。手前にある黒いチュー

ガザに行く場合には、通関の事前登録が格段に厳し

H 北部一帯で導入が計画されているアボカド。この初めて実った小さな

くなり、車両は防弾車、服装も防弾チョッキ・ヘルメッ
ト着用になるとのことでした。

ブと立ち上がりは点滴スプリンクラーかんがい施設

果実が、農民の希望とともに大きく育つことを期待する

I 事業で配布したプラスチック製の折りたたみ箱。野菜・果樹の集出荷
改善に大きな力を発揮する
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J

O

K

L

M

P

パレスチナの正式名は「パレスチナ暫定自治政府
（PA）」で、レバノン、シリア、ヨルダン、イスラエル、
エジプトに囲まれています。ただし、FAOでは政治
的な思惑を排除するためもあり、単に地理的な呼称
である「西岸およびガザ（WBGS）」と呼んでいます。
西岸とガザを合わせた面積は6,020m2で日本の茨
N

城県と同程度です。2005年末の人口は383万人で

J 北西部トルカルム県の農業事情を説明する農業省地方事務所のスレイ

が113万人、難民キャンプを含め周辺国に513万人

K 北東部ツバス県キルベット村のヒツジ飼いの少年

が暮らしていると言われています。

マン農業局長

すが、その他にイスラエル国内に住むパレスチナ人

L ヨルダン渓谷西端の山裾に細々と広がるパレスチナ人の集落
M ヨルダン渓谷中央の平地に突然現れるイスラエル入植者の農地（ナツ

今回訪ねたエルサレム近郊でブドウ園を営むラバ

N イスラム教の寺院「岩のドーム」の前に位置するユダヤ教の聖地「嘆き

ンさんたちの農民組合では、事業で提供された鉄製

O エルサレム近郊の乾燥山間地に広がる開拓地の中で、モデル地区とし

を図ったばかりでなく、自主的な共同作業で耕作道

メヤシの農園）

の壁」
。西岸地区の中心都市エルサレムは、キリスト教を含めた宗教の
一大中心地である
て営農している事業対象のブドウ園

P 事業で配布した鉄製のT字ポールで作った支柱により、生産効率が上
がったブドウ園
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のT字ポールを使って仕立てを改善し作業の効率化
路を舗装したり、畑の周囲の塀設置、種なし品種の導
入などにより、農業生産性の向上、収入の確保に努め

Q

R
T

U

S

ていました。
西岸地区のほとんどは乾燥した灌木地帯で営農に
は点滴かんがいによる水の確保が不可欠ですが、農
業・生活の基礎となる水資源は井戸や湧水に限定さ
れています。しかも、その箇所や規模は全てイスラ
エルの管理下にあり、新設・規模拡大が認められな
V

いばかりか修理の許可を得るのにも2年以上かかっ
ています。一方、至る所に点在するイスラエルの入
植地（農地・住宅等）の中では自由に井戸が掘られ、

Q 2 年間待たされてようやく改修された井戸。ヨルダン渓谷にあるパレ

乏しい地下水が使われているとのことでした。

R 井戸1台ごとに添付されるイスラエル政府による登録票。パレスチナ人

日本が西岸地区の主要都市ジェリコを中心とする

スチナ人のナツメヤシ農場に水を運ぶ

の井戸であっても、
イスラエルの許可なしには修理もままならない

S 西岸地区の至る所にある、塀で囲まれたイスラエルの入植地（丘の上
の住宅）。彼らは自由に井戸を掘ることができる

ヨルダン渓谷で進めている「平和と繁栄の回廊」構

T 果樹生産の研修を終え、修了証書とともに剪定バサミを貰う村のリー

想など、農業開発の新しい動きはありますが、困難な

U 日本とイタリアが共催したトレーニングの終了式で、スレイマン農業

政治状況下でどのような協力を行っていくのか、大
きな課題を抱えてパレスチナを後にしました。

ダー

局長（中央）、ダミアーニ FAO 所長（左）と並ぶ筆者

V ヨルダン渓谷に向かう国道沿いで見つけた「海面下 300m」を示す標識。
この先にある死海の湖面標高はマイナス 418m
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未来につなげよう、
海と魚と魚食文化！
2008年
WINTER（通巻813号）
平成20年12月1日発行（年４回）

水産資源と海にやさしい漁業を応援するラベルです。
水産物につけるこのラベルが目印となります。
お問い合わせ先

マリン･エコラベル･ジャパン事務局
（社）大日本水産会事業部小林・西村 Tel:０３-３５８５-６６８３
107-0052東京都港区赤坂1丁目9番13号三会堂ビル8階
（社）
大日本水産会内

http://www.suisankai.or.jp
マリン・エコラベル・ジャパン事務局 ホームページ

FAOテレフード・キャンペーン
協賛企業募集中

現在、
世界で食料不足に苦しんでいる人は9億2,300万人にものぼります。
FAO日本事務所は、世界の食料不足の現状についての理解を促進するとともに飢餓撲滅プロジェクトへの
募金を呼びかける「テレフード・キャンペーン」を実施し、キャンペーンへの協賛企業を募集しています（一
口50万円より）
。
お問い合せはFAO日本事務所まで。

