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1. はじめに
空腹を「不満」と「あ
きらめ」で満たして

いる途上国。貧困が故にさらなる犯罪を誘引する
など、途上国の農村環境は疲弊しています。世界に
は、このような栄養不足の人が8億5,400万人もい
るのです。FAOは食料不足および栄養不足人口を
2015年までに半減させようとする国際的な取り組
みの中で、食料生産の増大、食料供給の安定性の確

FAO インドネシア事務所
SPFS地域調整官 今井 伸
FAO バングラデシュ事務所
SPFSプロジェクト･オフィサー 上田 剛

「農民の、農民による、
　農民のための」
　食料安全保障特別事業

（ＳＰＦＳ）
—ラオス、インドネシア、スリランカおよびバングラデシュでの経験に学ぶ—

保、農村の雇用拡大および食料へのアクセスの改
善等に取り組むこととしました。これを受け、FAO
は低所得食料不足国（LIFDC）に対し、食料安全保
障特別事業（SPFS）を実施することを提案し、この
提案は1996年11月に開催された「世界食料サミッ
ト」で承認され、2015年までに食料不足および栄養
不足人口を半減させるための重要な手段となって
います。

食べるものがない。



1  「食」の権利と人力車（バングラデシュ）：土
地無し農民に対し、人力車を供与。彼らは所
得を増やし、「食」へのアクセスを改善する
ことができた

2  プロジェクト前の農民たち（バングラデ
シュ）：生産力も乏しく、資金の当てもない農
民たち。気力も活力も感じられない

3  動物のリボルビング（バングラデシュ）：最
初の受益者から、次の受益者へと順次リボ
ルビングしている

4  農民参加型での計画（FGDP）作成（バングラ
デシュ）：プロジェクトの初期の段階から農
民参加による計画作りを進める

5  自分の貯金通帳を持つ夫人 （バングラデ
シュ）：農民組合は正式にバングラデシュ政
府に登録され、マイクロクレジットが合法
的に活動しだした

6  足踏みかんがい施設 （バングラデシュ）：この
簡易な施設により、二毛作が可能となった

7  プロジェクトの子どもたち （バングラデシュ）
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２．日本の貢献
　日本はFAOの旗艦事業となったSPFSを支援す
るため、LIFDCの中から選定されたラオス、インド
ネシア、スリランカおよびバングラデシュの4ヵ国
に対し総額1,000万ドルを、またSPFSの支援事業に
対し330万ドルを投入し、2001年から5年間の事業
として支援を開始しました。このプロジェクトは1
年間の延長を認められ、最終的に2007年9月末まで
に順次終了することになっています。

3. 事業の内容
　SPFSは、対象地域の農業に関する諸条件に応じ
て農業生産の増大と農村所得の向上を実現する
ための技術と方法を実証し、示すこととしていま
す。農民が直面している障害は多様な要因が絡み
合っているため、単に収量を増加させる技術を提
示するばかりではなく、農民が自ら維持管理でき
る比較的簡単なものを開発導入すると同時に農業
生産システム全体に注意を払わなければなりませ

表　SPFSの予算総額
各国における事業 支援事業

合　計
バングラデシュ インドネシア ラオス スリランカ 地域支援 情報支援

プロジェクト
開始
終了

GCSP/BGD/033/JPN

2002. 7.   1
2007. 8. 31

GCSP/INS/073/JPN

2001. 9. 17
2007. 9. 16

GCSP/LAO/011/JPN

2001. 5. 23
2007. 8. 31

GCSP/SRL/049/JPN

2002. 3.   1
2007. 7. 31

GCP/RAS/180/JPN

2001. 5.   1
2007. 9. 30

GCP/RAS/182/JPN

2001. 12.   1
2006. 12. 31

予算（US$）
当初
最終

3,296,075
3,296,075

2,500,100
3,099,637

2,624,519
2,900,279

1,597,811
1,812,518

1,930,000
2,866,168

450,000
421,812

12,398,505
14,396,489
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8  農民集会での農家（インドネシア）：SPFSの支援
により、現金収入が増大し農民の気持ちが前向き
になった

9  従来の農作業（インドネシア）：鋤や鍬を使った伝
統的な作業

�  SPFSによる農業機械化（インドネシア）：このト
ラクターにかかる初期投資費用は農民組合に返
済する。また、更新費用の積み立ても行っている

�  乾期に水不足のために何もすることのない農民
（インドネシア）
�  女性グループによる農産加工（インドネシア）：大

豆を使ったテンペを作っている。農民ブランドの
製品がローカル市場で売られる 

ん。最終的には、貧しい農民の栄養改善や生活改善
に結びつく総合的な取り組みが必要です。具体的
には、農業生産の増大を図る上で密接に関連して
いる（１）水管理、（２）作物の集約栽培、（３）作物の
多様化、（４）障害要因の分析とその解決方法、に重
点をおいていますが、全体を通して農民の組織化
や規律･規範の制定は、農家自身がプロジェクトの
運営を行いプロジェクトの持続性を確保するため
に最も重要な内容といえるでしょう。

リボルビング･ファンド･システム（RFS）

　また、SPFSのユニークなシステムとして、リボ
ルビング・ファンド・システム（Revolving Fund 
System, RFS）を導入しました（リボルビング=回
転）。これは、限られたプロジェクト資金でより多
くの人に受益してもらうプロジェクト資金運営方
法として、大きな効果を挙げてきました。FAOでは、
農民に対し直接の資金提供は行いませんが、営農
等に必要な「物」を農民グループに供与します。そ
して、それに見合う資金を「農家が利益を得た後」
に自分たちが運営する「農民組合」に返済するとい

うシステムです。これは「プロジェクトはタダでは
ない」という発想に起因しています。たとえば、農
家に供与した種もみや肥料の費用は、収穫後に農
民組合に返すことになりますが、実際に返せるよ
うな方法や時間的猶予を与えなければ返済する
ことはできません。通常、農家がお金を借りた場合、
収穫後に直ちに元本とその利息を返済することに
なるところが多く、貧困農家はいつまでたっても借
金生活から抜け出すことができないのが現状です。

家畜のリボルビング

　では、どうすればいいのでしょうか。とりわけ、家
畜のリボルビングは、RFSの中でもユニークなシ
ステムです。最初のグループから次に待っている
グループへと順次リボルビングすることにしてい
ますが、例えば、資金を持たない家畜グループに対
し、母牛を最初のグループに供与します。この最初
のグループが子牛を得たならば、授乳期間後に次
のグループへ母牛を渡します。2番目のグループは、
その母牛を大事に飼育し、次の子牛を得たら、さら
に次に待っているグループへとリボルビングしま



■�

■�

世界の農林水産 07秋　�

す。そして、最後のグループが子牛を得たならば、
その母牛は市場に売却し、その金額が農民グルー
プへ戻るというものです。結局、一頭の母牛が何人
もの受益者を潤すというわけです。そして、農民組
合に返済された資金は、マイクロクレジット等とし
て農民組合自身が管理することになります。この
場合、農民自らが資金の管理･運営を行うことがで
きなければ、直ちに農民組合は潰れるでしょう。し
たがってSPFSでは、農民に対して、通帳のつけ方
や資金の貸し方などの訓練を行いました。このよ
うな訓練を通じて、農家に「リボルビングしてきた
お金は自分たちのお金」という意識が徐々に芽生
え、プロジェクトの「オーナーシップの醸成」に役
立っています。

　SPFSにおいてもう1つの特異なアプローチは、
Farmers Group Development Plan （FGDP）です。
FGDPは、農家が中期的（3〜5年程度）な展望に立っ
て自分たちの生産活動を計画することを奨励する
ものです。また、農家から提案を受けた生産活動が
技術的に実行可能か、財政的に適正か、持続性はあ

るのか、を検証するもので、その検証にかなった活
動に対しプロジェクトが支援を与えるシステムに
なっています。農家はFGDPの生産活動を始める
段階で、プロジェクトから協力を受けた生産活動
の費用、収入、利潤および次期の生産活動のために
残しておかなければいけない費用、リボルビング・
ファンドの返済、貯金等すべてに関する中期的な
計画を立て、それをもとに活動を行うわけです。

女性グループ

　また、これまで家庭にとどまっていた農村女性
が、生産活動への参加や農民組合の中での女性グ
ループという足場を固め、その存在感を増してき
ています。すなわち、男性グループばかりではなく、
女性グループも農民組織の一員として認知された
ということになります。人前で恥ずかしがっていた
女性たちも、今では立派な農民組合の構成員とし
て農産加工やハンドクラフト生産などの分野で生
き生きと活動しています。

■

■� ■�

■��

�  SPFSによるワクチン接種訓練（ラオス）：家畜
に関するワクチンについて専門家から指導を
受けた後、自分たちでワクチン接種を行う農民

� 熱心に聞き入る農民たち（ラオス）
�  SPFSによるマッシュルーム栽培（ラオス）：農

民組合のマッシュルームグループが担当。高
収益を得ている

�  従来の漁船（インドネシア）：ボートも老朽化
しており、更新の時期も近い

�  船外機を取り付ける漁民（インドネシア）：こ
の船外機により、より外洋での漁が可能とな
り、所得が向上した

■�
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土地なし農民

　SPFSは、食料安全保障プログラムとして土地、水
および栽培などに関する技術を駆使してメンバー
国に対する技術支援を行っています。一方、「食」の
権利を考えるときに避けて通れない問題は、「土地
なし農民」に対する具体的な支援方策でしょう。す
なわち、生産基盤である｢土地｣を持たない貧農たち
に対して、どのようにしたら彼らの「食」に対する権
利を確保できるかが大きな課題となりました。

　土地を持たない人々に対する「食」の権利を確保
することは容易ではありません。食料は「土地」「水」
および「人」という三大資源の活用により実現でき
るものですが、その基本資源の「土地」がないために
FAOによる栽培技術指導などしたくてもその機会
がありません。この問題を解決するためには、農村
地域社会における生産財の活用を推進することが
有効となります。特にバングラデシュの場合、プロ

ジェクトで貧しい農家に人力車を供与することに
より、彼らは毎日人力車でサービスを提供して生活
資金を稼ぐことができるようになりました。SPFS
は「タダではない」ので、彼らは人力車の当初資金を
農民組合に返済しなければならないのですが、今で
はその義務も終えました。彼らは人力車のオーナー
になるとともに、作物生産のための土地を借用ある
いは購入できるようになりました。このように、直
接生産活動手段を持たない貧農であっても、何らか
の生産手段を得ることにより「食」への権利を確保
することができるのです。

４. おわりに
　日本が支援するアジアにおけるSPFSは、2001年
のプロジェクト着手以来、今日までプロジェクトの
持続性の確保について切磋琢磨してきました。そ
の結果、日本が支援するラオス、インドネシア、スリ
ランカおよびバングラデシュのプロジェクトの対

�  従来の灌漑用取入れ堰（ラオス）：毎年、洪水により破壊
されていた

�  SPFSによる簡易取水堰（ラオス）：フトン籠による簡
易取水堰の完成

�  メコン河からの灌漑用水の取水（ラオス）：SPFSによ
るフローティングポンプの設置と施設管理状況

�  SPFSによる灌漑用水路の完成（ラオス）：この水路に
より、二期作が可能となった

�  SPFSによる牛乳プログラム（スリランカ）：女性を対象と
したSPFSの家畜飼育のプログラムとして乳牛を導入し
た。農民はこの牛乳プログラムにより、毎月2,000USドル
の収入を得るようになった



�  従来の栽培（スリランカ）：有効な土地利用がなされて
いない

�  SPFSによる集約的栽培（スリランカ）：農業インプッ
トの投入と同時に、農民に対する訓練を通じ、生産量
が大幅に増大した

�  有効活用されていないタンク（スリランカ）
�  かんがい用水路を接続（スリランカ）：簡易な改善により、

二期作が可能となった。また、灌漑効率の向上が図られた
�  最南端のハンバントータにある未活用のタンク（スリ

ランカ）：このタンクにはワニが生息しているため、内
水面漁業としては未利用

�  SPFSによる稚魚の放流（スリランカ）：稚魚の放流に
より、8ヵ月後に所得の増大が期待されている

�  漁穫状況（スリランカ）：SPFSによる内水面漁業は、農
漁民たちに1シーズンで8,000USドルの現金収入を
もたらすことができた
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ホールダーの参加」の好例となることでしょう。この
ように、日本が支援してきたSPFSの開発システム
が世界に普及していくことを切に望んでいます。

※ 詳細はJAICAF発行「Expert Bulletin for International Cooperation 
of Agriculture and Forestry, Vol.3, No.1 2007」に掲載予定

象村では、農家自身が運営できる農民組合にまで
成長してきました。プロジェクトは適正に計画され
たものでなければ、いかに結果的に評価されるこ
とがあったとしても、それは偶然の賜物であって、
決して持続性のあるプロジェクトとは言えないで
しょう。適正なプロジェクトの計画は、農家の食料
安全保障を達成する上で重要な役割を果たし、こ
れら計画のための知識は、対象農家や特に実施機
関、政府関係者が知らなければならないことだと
思います。

プロジェクトのオーナーシップ

　SPFSの成果は、対象とする関係受益者や実施機
関だけではなく、地方政府のSPFSへの参加を促し、
まさにプロジェクトのオーナーシップを醸成してき
ました。SPFSでは予算を見込んでいなかった道路
整備や配電施設整備などの社会インフラを地方行
政機関が支援することとなったバングラデシュの
例が、プロジェクトに関係する「すべてのステーク･
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うえだ　たけし
2002年ペンシルベニア州立大学農業経済学研
究博士取得　同年FAOアジア・太平洋地域事務
所入所、政策官、2005年よりプロジェクト専門
家としてSPFS事業バングラデシュの担当
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持続可能な経済のための
地域イニシアティブ
Regional Initiative for Sustainable Economy（RISE） 

FAO アフガニスタン事務所
緊急復興支援ユニット
プロジェクト・マネージャー　　七里 富雄
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1 �バルク県NahriShahi郡の受益者
（家畜）の家族。FAOと協働NGO獣
医が巡回してワクチンを接種し
ている

2 �バルク県NahriShahi郡の受益者
（果樹木の苗圃）。2006年春季、石
果（アプリコット、アーモンド、
ピーチ）を植え付け、写真は2006
年4月の発芽状況。奥は受益者の
干しレンガ積みの家屋

3 �バルク県Shoulgara郡の受益者
（グリーンハウス）の家族の子ど
もたち。バルク県内の計223受益
者に温室栽培セットを配布した。
対象3県の中で唯一雪害が予期さ
れるエリア

4 �バルク県Kishendi郡の受益者（グリーンハウス）。冬季は雪で覆われる遠
隔地に位置する対象郡。FAOは全受益者に「クーポン」を配布して、各種
支給インプットの受領確認とモニタリング実施の内容について記載し、
プロジェクトの進捗管理をしている

5 �クーポンを手にするバルク県Mazar市の寡婦受益者（家畜）。乳牛の搾乳
量は1日約5ℓ。全量、自家消費となっている

6 �バルク県NahriShahi郡の受益者（果樹木の苗圃）。2006年春季、石果（アプ
リコット、アーモンド、ピーチ）を植え付け、写真は2006年7月の生育状況。１受益
者の平均苗圃面積は1,000㎡

7 �FAOバルク県マザリシャリフ事務所内の屋外倉庫に納品された配布用のトタン
製穀物貯蔵庫「サイロ」（120kgと250kg容量の2種類）。地域経済への貢献
と板金職の技能向上を考慮し、全て対象県内で、徹底した品質管理の下、調達
している

6

持続可能な経済のための
地域イニシアティブ

　アフガニスタンは長年にわたり、その社会経済
的な資産基盤の侵食やインフラの破壊を引き起こ
す対立や紛争にさらされてきた。その結果、社会
の枠組みが崩壊、国家機関や市民社会は深刻な打
撃を受け、経済活動が制限された。さらに、数年
にわたる干ばつと多数の帰還難民および国内避難
民（IDP）が事態を一層悪化させた。これらの事
情が、人口の85％が農業とわずかな代替収入源に
よって生計を立てていると推測されるアフガニス
タンの農業基盤に悪影響を及ぼしてきた。

　2005年7月より、国連食糧農業機関（FAO）、
国連開発計画（UNDP）、国連アフガニスタン地
雷対策センター（United Nations Mine Action 
Centre for Afghanistan, UNMACA）は、協働し
て「持続可能な経済のための地域イニシアティブ・
プログラム（Regional Initiative for Sustainable 
Economy, RISE）」 の 発 展 に 力 を 注 い で き た。
2007年6月、RISEのプロジェクト期間は終了、現
在はRISE第一段階の総括作業に入っている。

　日本政府の資金提供のもと、平和構築無償援助
（Peace Building Grant Aid, PBGA）のフレーム
ワーク内で、RISEはより長期的に持続可能な経
済を目指した環境づくりに寄与するように計画さ
れている。受益者の選定において、RISEは元兵
士、帰還民、国内避難民、障害者、女性を含む弱
者層を優先している（表1）。プロジェクトはまた、
都 市 開 発 省（Ministry of Urban Development, 
MoUD）、 農 業 省（Ministry of Agriculture, Ir-
rigation and Livestock, MoAIL）を含む多数の省

2

4 5

3

7
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庁を支援している。

　RISEの主要な活動は次の４点である：（1）地方
行政機関のモニタリング／評価キャパシティ・ビ
ルディング―UNDP Urban Development Group 

（UDG）実施、（2）インフラ支援を通した雇用創
出―UNDP-UDG実施、（3）脆弱な基盤に棄置さ
れている貧困農民への農業自立支援―FAO実施、

（4）地雷および不発弾の調査と処理―UNMACA
実施。RISEプロジェクトはバルク県、ナンガル
ハル県、カンダハル県の3県で実施された。

　UNDP−UDGは、排水溝、公衆トイレ、市場な
どの設備を改善するため、プログラム対象地域の
主要都市（バルフ県のマザリシャリフ市、ナンガ
ハル県のジャララバード市、カンダハル県のカン
ダハール市）における復興とインフラ建設に焦点
を絞ってきた。FAOは、村落地域を重視し、プ
ログラムの対象となっている3県から84村におい
て2,000の貧困農家を選定し、持続可能な農業生
計の向上支援を行った。UNMACAは、FAOに
よって選定された地区や村の潜在的農耕地の地雷

8 �カンダハル県Dand郡の受益者（グリーンハウス）は元兵士。回りを見渡してもここ
だけにしかグリーンハウスがないので、園芸作物盗難が気がかりではあるが、受益
者曰く、「問題なし」

9 �カンダハル県Dand郡の受益者を訪問し、すでに配布した家畜（乳牛）のモニタリ
ングをするFAO獣医と協働NGOスタッフ。特にDand郡は農業基盤の脆弱性が
顕著なところ

10�カンダハル県Dand郡の受益者を訪問し、すでに配布したトタン穀物貯蔵庫「サイ
ロ」や手工具などの基本パッケージの利用状況をモニタリング

8

9
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10

対象県 受益者
総数

県別
平均年齢

県別母子寡婦
平均年齢

世帯主の類型

母子寡婦
世帯 身体障害者 戦乱で両親を

失った孤児 元兵士 50歳以上の
年長者※

バルク県 630 44.65 43.11 55 25 4 7 14

ナンガルハル県 870 41.74 39.68 94 22 13 1 59

カンダハル県 500 39.63 50.8 15 22 10 18 155

表1　RISEプロジェクトの対象者

※アフガニスタン人の平均寿命は45歳（UNDPアフガニスタン2006年次報告書より）
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除去を行った。また、地雷回避教育もこの枠組み
の中で実施された。

　FAOによる事業の受益農家の中には、寡婦世
帯、元兵士、国内避難民、孤児、障害者も多く
含まれている。このプロジェクトにおいてFAO
は、ネズミ食害、害虫、盗難、雨ざらしなどに起
因する収穫後の農作物の損失を削減するために
有効なトタン製穀物貯蔵庫2基、2-jeribs*1 の耕作
に必要な品質保証された小麦の種（QDS）*2と肥料、
0.5-jeribの耕作に必要な野菜の種*3と手工具*4から
なる基本パッケージを2,000セット配布した。プ
ロジェクトの延長期間には、トウモロコシの種と
家畜の濃厚飼料が基本パッケージに加えて配布さ
れた。この活動は2006年の干ばつに対する緊急対
応として、各世帯レベルでの家畜維持の低下を防
ぐ目的で実施された。

　これらの基本パッケージの投入に加え、受益
農家には以下の農業生計オプションの選択が与
えられた：果樹の実生苗木生産、ブドウの苗木生
産、野菜の温室栽培、養魚池設置を通したコイ生

11�カンダハル県Arghandab郡の受益者（家畜）。2006年11月に乳牛を配布した
ときのもの。この時以降、タリバンの攻勢により、特にArghandab郡の治安悪化
が懸念されている

12 �長年埋没していた水路復旧により、新規に造成されたブドウ畑（地面に直に這わ
せる方法）。カンダハル県Dand郡にて

13 �ナンガルハル県Besound郡Benigha村のRISEプロジェクトのサインボード前にて。
2007年4月、在アフガニスタン日本国大使館書記官とアフガニスタン国農業省副
大臣による現地ジョイント視察が実施された。写真は左から、FAO現地スタッフ、農
業省総局長、筆者、日本国大使館北野書記官、農業省副大臣、協働NGOプロ
ジェクトマネージャー

14�カブールで実施されたIPM（Integrated�Pest�Management：総合的病虫害管
理）トレーニング参加者の集合写真。2007年3月実施。参加者は、FAO現地ス
タッフ（3県にあるFAO地域事務所）、協働NGOスタッフ（3県において3つの
NGOと協働している）、農業省農業普及局スタッフ、および県農業局農業普及員
（バルク県、カンダハル県、ナンガルハル県より）

15                     �カンダハル県Dand郡の受益者（身体障害者）を訪問し、すでに配布した乳牛と
飼養衛生管理のモニタリングをするFAO獣医と協働NGOスタッフ

12

13

14

15

11

対象県 対象郡 対象村

基本
パッケージ 農業生計オプション

計
受益者 果樹苗木

生産
ブドウ
苗木生産

野菜の温室
栽培

養魚池
（コイ生産） 家畜配布

バルク県  4 27  630 212  0 223 0 195  630

ナンガルハル県  4 41  870 303  0 286 5 276  870

カンダハル県  2 16  500 165  72 134 0 129  500

計  10 84  2,000 680  72 643 5 600  2,000

表2　RISEプロジェクトの対象地域と基本パッケージ、農業生計オプションの配布
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産、家畜（乳牛）配布（表2）。これらの農業生計
オプションは、受益者に安定した持続的な収入源
を供するように設計されている。
　基本パッケージ（小麦種、肥料、家庭菜園用の
種子と手工具）の支給は、全ての受益農家が、1
生育期以内の農業活動を直ちに開始することを可
能にし、同時に農業生計オプションの支給は、長
期的な収入確保をもたらす。現在実施している
全2,000の貧困農家を対象にしたアンケート結果
によると、2007年5－6月期収穫の冬小麦収量は、
20%強の増量（対「非QDS種子」）を確保している。
また、果樹木の苗木生産量は概算200万本（受益者
当たり約3,000本）に達し、2008年春には現金収入が
期待され、野菜の温室栽培（2006/7年冬季）では、受
益者当たり約60USドルから200USドルの現金収入、
家畜配布の成果としては、自家消費分以外に月額
平均42USドルの収入を受益家族にもたらしている。
　FAOは長年にわたり、アフガニスタンの農業
を支援している。2001年のタリバン政府崩壊以
降、FAOは同国における農業活動を増進してき
た。FAOは、迅速な支援を提供しながら、緊急
復興プログラムと長期的開発主導プログラムとの
連携を試みることで、包括的かつ持続的な方法で
農業分野のニーズに応えてきた。FAOのプログ
ラムには、政府のキャパシティ・ビルディング支
援および、良質な種と肥料の配布、家畜飼育・園
芸・灌漑支援が含まれている。
　RISEの第一段階では、受益農家の農業生産性
向上を主な目標としてきた。RISEのパートナー
（FAO、UNDP、UNMACA、各関連省庁、対象コ

16 �ナンガルハル県Kama郡の受益者（グリーンハウス）。4月なので温室のビニール
はすでに取り外している。豆の収穫をする受益者家族。グリーンハウスの大きさは、
150㎡

17 �ナンガルハル県Kama郡の受益者（養魚池・コイ生産）。2006年8月に幼魚を投
入後初めて、2007年6月に魚数（コイ）の現存量推定調査を実施しているところ。
2007年秋季に受益者は成魚を市場に販売し、利益を得る

18 �FAOによって寡婦世帯に配布された乳牛。牛乳やヨーグルトなどの乳製品は家
庭内で自家消費したり、地域の市場で販売することができる

19 �FAO支給の種と温室資材によって瓜を生産する元兵士

18

19

1716
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ミュニティ）は、引き続き新たな貧困農民の農業生
産性向上に焦点を当てるだけでなく、コミュニティ
を基盤にしたRISE受益者組合設立を通しての継続
的農業支援によるノウハウの定着と農産物の増産、
各世帯やコミュニティ・レベルでの食品加工による
高付加価値化とマーケティング等を視野に入れた
第二段階のコンセプトを現在構築している。

詳しい情報の問い合わせ先：
Etienne Careme

 Emergency and Rehabilitation Coordinator
 Emergency and Rehabilitation Unit
 FAO Afghanistan
 Tel :+93（0）799 87 97 24
 E-mail :etienne.careme@fao.org

Tomio Shichiri
 Project Manager
 Emergency and Rehabilitation Unit
 FAO Afghanistan
 Tel :+93（0）799 67 59 28
 E-mail :tomio.shichiri@fao.org

しちり　とみお
米国イエール大学大学院修士課程修了（林学）　日商岩井
株式会社、国内林業事業会社、世界銀行ワシントンDC本
部Rural Development Departmentコンサルタント、JICA
専門家を経て、現在は、国連食糧農業機関（FAO）アフガニ
スタン事務所緊急復興支援ユニットに所属　RISEプロ
ジェクト・マネージャー

20

20  ナンガルハル県Kama郡の受益者（果樹の苗圃）家族。接ぎ木（芽接ぎ）準備の
ために下草刈り作業をする

21  養魚池の風景
22 コイ（Grass carp–Ctenopharyngodan Idellus）
23  ナンガルハル県Surkhrod郡の寡婦受益者（家畜：乳牛）とその家族。2006年

12月
24  ナンガルハル県Kama郡Gouge村にて。2007年2月、高病原性鳥インフルエンザ
（H5N1）の発生を受け、急遽、RISEプロジェクトの対象村を巡回し、衛生的な家
きん類の飼育管理法を指導するブルカを着たFAO女性指導員。ブルカは、イスラ
ム教徒の婦人が頭から被って全身を覆うように着るマント

25  ナンガルハル県Batikot郡にて、村落の長老メンバー（shura）の協力の下、FAO
獣医、協働NGO獣医が県農業局担当者と共に、家畜を検査判定して、受益者
に引き渡しているところ

22

23

21

24

25

＊1 jerib は0.2ha
＊2  品質保証された小麦の種（Quality Declared Wheat Seed,QDS）

は、1990年代よりFAOによって改良されてきている。これらの品種はア
フガニスタンの様々な農業生態系地域に適応することができる

＊3  自然受粉品種:トマトの種5g、ナスの種5g、カリフラワーの種5g、キャ
ベツの種5g、ニンジンの種5g、マメの種100g、オクラの種50g、タマ
ネギの種10g、ウリの種10g

＊4 シャベル、鋤、じょうろ、こて、鎌、鍬、一輪車
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　「気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFC 
CC）」は、すべての締結国が気候変動に対する適
切な対応を円滑に行えるよう、国別・地域別プロ
グラムを策定し、実施しなければならない、と規
定している（第4条1項（b））。
　そこでは、特に対応が必要な分野として、沿岸
域、水資源、農業および干ばつ・砂漠化・洪水の常
襲地域を列挙している。さらに同条約は、小島嶼
国、荒廃を受けやすい森林をもつ国、自然災害を
受けやすい国、山岳生態系を含む壊れやすい生
態系を持つ国などに対して注意を喚起してい
る。地表の60%を占めている耕地、牧草地、森林
は、今まさに気候変動による脅威にさらされて
いる。

農業における気候変動の影響
　気候変動に伴う暴風雨、干ばつ、洪水の発生頻
度と烈しさ、水循環の変動は、将来の食料供給と
密接な関係がある。かんがいシステムが整備さ

農林水産業に与える
気候変動の影響と適応策

はじめに
1CHAPTER

れていない降雨依存型農業への影響について
は、まだ十分に解明されていない。
　開発途上国はすでに慢性的な食料問題と闘っ
ており、気候変動はさらに深刻な課題となるだ
ろう。アフリカでは、25～42%の動植物種が失わ
れ、作物に影響を与えると予測されている。生
息・生育地の変化は、すでに一部の地域で進んで
いて、動植物の分布域の移行をもたらし、土地固
有の食料や薬用植物を含む植物多様性の変化
を引き起こしている＊1。開発途上国では、耕地の
11%が気候変動の影響を受け、65ヵ国において
穀物生産が減少し、農業GDPが約16%減少する
とされている＊2。
　気候変動の影響は、おおよそ次の2つのグルー
プに分けることができる。
生物・物理面の影響：

 ■ 作物、草地、森林、家畜への影響（量と質）
 ■ 土地、土壌、水資源の変化（量と質）
 ■ 雑草と病虫害の増大
 ■ 影響の空間的・時間的分布の移動
 ■ 海水面の上昇、海洋塩分の変化
 ■  魚類の生息域の移動を引き起こす海水温度

の上昇
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農林水産業に与える
気候変動の影響と適応策

社会経済面の影響：
 ■ 反収と生産量の低下
 ■ 農業生産額の低下
 ■ 世界の市場価格の変動
 ■ 貿易体制の地理的分布の変化
 ■  飢餓と食料不安のリスクにさらされる人々

の増加
 ■ 移住と社会不安

　表1は、各地域における気候変動の影響を示し
ており、適切な対応がなされた場合、多くの地域
においてマイナスからプラスに変化することを
推測している。ヨーロッパ、旧ソ連、アジア計画
経済国（中国等）については、影響は大部分がプ
ラス方向である。不完全な情報、技術への限られ

たアクセス、制度の未成熟が、適応の範囲と効力
を減らすことから、完全な適応を想定すること
は現実的でない。

 「FAO/ IIASA（国際応用システム分析研究
所）Agro-Ecological Zones（AEZ）モデル」によ
る「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の
さまざまな社会経済シナリオの下における気
候変動に対する農業生態系の感応度の評価は、
世界食料システムモデル（IIASA によるBasic 
Linked System, BLS）と統合されている。BLS
は、「すべての主要な経済部門を代表するもの
で、一国の農業システムを、国民経済に組み込ま
れ国際レベルでも相互に作用しあうものとみな
している」＊3。

地　域
適応しない場合 適応した場合

平　均
最良の推測 標準偏差 最良の推測 標準偏差

ラテンアメリカ －0.8 0.6 0.6 0.7 －0.1

南・東南アジア －0.7 0.3 0.6 0.3 0.0

中東 －0.4 0.4 0.6 0.5 0.1

アフリカ� －0.2 0.2 0.5 0.3 0.1

OECD加盟国
（太平洋） －0.2 1.6 0.8 1.6 0.3

OECD加盟国
（アジア） －0.3 1.3 1.0 1.3 0.4

OECD加盟国
（ヨーロッパ） 0.6 1.0 2.1 1.1 1.3

��東欧および旧ソ連 0.9 1.2 2.7 1.1 1.8

アジア計画経済国� 1.7 1.0 3.1 1.0 2.4

表１�地球の平均温度が2.5℃上昇する場合の世界の農業への影響

出典：Tol，2002＊4

GDPの基準参考見通しからの変化（％）
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　気候変動の影響に備えるには、多大な努力が
必要であり、農林水産業の各システムがそれに
適応するために費やす時間が正念場となる。そ
の成否は、生物・生態・技術・経営体制に関する要
因にかかっており、経済資源が限られ、技術への
アクセスが十分でない国は、変化について行く
のが難しいであろう。

降雨の様相の変化に対して作
物を変えたり、異なった収穫
時期や作付・播

は

種
しゅ

時期を採用
するといった農家の反応であ
る。短期的な調整は、その開発
と実施が単独で可能なことか
ら、自律的に行われるとみら
れる。
　計画的適応とは、農業シス
テムの適応能力を変えるた
め、あるいは特定の適応を円
滑に行うため、しばしば多部

門にわたる意識的な政策オプションまたは対
応戦略である。長期的な調整として、新しい条件
のもとで収量を最大化するための土地利用の変
更、新しい技術の適用、新しい経営手法、これら
に関連する水利用効率など、困難な事態を克服
するための大幅な構造変化を伴う。
　ReillyとSchimmelpfennig＊7は、主な適応の種
類を次のように規定している：

 ■ 季節変化と播種時期
 ■ 水の供給とかんがいシステム
 ■  その他投入財（肥料、耕運方法、穀物の乾燥、

他の圃場作業）
 ■ 新しい作物品種
 ■  森林火災の制御、アグロフォレストリーの振

興、適切な樹種と森林管理に適した管理＊2

　 これへの対応の諸形態は次のとおりである＊7：
 ■ 食料安全保障に関するリスクの軽減
 ■ 現在存在している脆弱性の特定

農林水産業における
気候変動への適応

気候変動への適応の取り組み
　適応には2つのタイプ、すなわち自律的なもの
と計画的なものがある。自律的適応とは、例えば

図１ 世界穀物市場価格への気候変動の影響、2080年

2CHAPTER

基準参考見通しと比べた変化（%）　棒は予測範囲を示す
A2：多元化社会シナリオ　　　　　　　　　　標準偏差
B1：持続発展型社会シナリオ　　　　　　　　単純平均
B2：地域共存型社会シナリオ　　　　　　　　　　　　

出典： Fischerほか＊5に基づいたJuergens＊6のデータによる
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 ■ 農業研究における優先度の調整
 ■ 遺伝資源と知的財産権の保護
 ■ 農業普及と交通システムの強化
 ■ 商品・貿易政策の調整
 ■ 訓練と教育の強化
 ■  樹木と森林による効果の特定と振興＊2

　降雨量と地球上の水循環、気温、作期の長さ、
異常気象の起こる頻度などの変化に伴い、開発
途上国が気候変動の農業への影響に対処するた
めには大きな努力が求められる。主な対応とし
ては、経済資源やインフラの整備、技術水準の向
上、情報と知識へのアクセスの確保、効率的な制
度の整備、資源の活用とアクセスの確保等が挙
げられる。
　いくつかの国にとっては、適応戦略を注意深
く管理することにより環境上の利益を生むこと
ができるであろう。カナダの農業部門では96の
適応措置を特定しており、適切な資源管理が、気
候変動への適応にとどまらず、これを超える利
益をもたらす選択にもつながることにもなる。
こうした「付加的な」利益を過小評価するべきで
はない。
　後発開発途上国（LDC）は自然資源と降雨依
存型農業とに経済的に強く依存していることか
ら、気候の変動・不安定性の問題はもっとも大き
な挑戦課題である。乾燥地や山岳地帯のような
限界地に住む人々にとっては、気候変動の影響
を減らすため選択できる手段が限られているこ
とが更なる制約要因となる。
　以上のことから、農林水産業における気候変

動への適応は、次のような互いに関連する分野
を同時に進めていく必要がある：

 ■ 法的・制度上の要件
 ■ 政策・計画上の要件
 ■ 生活上の要件
 ■  作物栽培、家畜、林業、水産業、営農体系に関

する要件
 ■ 生態系の要件
 ■  炭素隔離、化石燃料への代替、バイオエネル

ギーの利用の振興との関連
　これと密接に関連するのは、UNFCCCの科
学・技術諮問委員会による「気候変動の影響、脆
弱性、適応に関するナイロビ実施計画」である。

 気候変動への適応は、農業生態系（作物、家
畜、草地）、森林と樹林地、内水面、沿岸・海洋生態
系といった様々な生態系において必要である。
農林水産業に関するFAOの専門性は、農家・科
学者・政策策定者の参加を得て、気候変動への適
応に対する総合的な取り組みを促進できる。
　適応への取り組みにおいてFAOが比較優位
を持っている分野は、農村・農家レベルでの食料
安全保障、農林水産業に関する各国の政策、食料
安全保障に関する国・地域レベルでの評価など

気候変動に関する
FAOの活動

3CHAPTER
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である。適応への過程は、生物物理的および社会
経済的要因の間のトレードオフ関係を含め、全
ての分野を総合的に捉えなくてはならない。（原
文では11の分野が紹介されているが、ここでは
そのうちの2つを抜粋して紹介する。）

生物多様性
　生物多様性は、環境条件とストレスの変化に
対応して回復力を高める。遺伝的に多様な個体
群や種に富んだ生態系は、気候変動に適応する
大きな可能性を持っている。FAOは、不利な条
件への適応性や抵抗性をもっている作物品種や
土着の系統を選抜し増殖することや、その土地
に固有で地域に適応した動植物の利用を奨励し
ている。
　必要とする能力とそれを利用するための長期
的な支援策を当該国がもっている場合、非生物
的なストレスへの許容性を持った作物や栽培
品種を選抜することによって、新しい作物品種
に遺伝的な変異性を付け加えることができる。
開発途上国が植物育種計画を実施し、地域に適
応した作物を開発する能力を高めるため、FAO
等の機関は共同で、「食料と農業の植物遺伝資
源に関する国際条約（ITPGR）」の総会（2007年
6月）において「植物育種能力向上に関する地球
的イニシアティブ（Global Initiative on Plant 
Breeding Capacity Building, GIPB）」を発足さ
せることとした。
　適応作物に関する活動は、農業生態系の中で、
他の分野と切り離して考えることはできない。

この良い例は、稲である。稲は気候の影響を受け
ると同時に、気候に影響を与える。稲の諸品種
は、高温、塩分、干ばつ、洪水に対してそれぞれ異
なった耐性を持っており、適切な稲の品種を選
ぶにあたり、高収量への潜在能力を考慮する以
上に、気候変動への適応性についての配慮がな
されてしかるべきである。
　例えば、湛

たんすい

水した水田から放出されるメタン
（CH4）は、地球温暖化の一因であることが突き
止められている。水の管理形態、有機物の管理、
温度、土壌の性状が、稲本体とともに水田からの
メタンの生成と放出とを決定する要因である。
稲生産におけるメタンの放出を少なくするた
め、稲の品種間の相異を利用することができる
だろう。さらに、間欠的な灌漑あるいは乾湿灌漑
の繰り返しが、水田からのメタンの放出を減ら
すことができる。また、サハラ以南アフリカにお
ける焼畑での陸稲栽培は、森林植生の破壊につ
ながっている。この地域における湿地稲作の開
発は、こうした森林破壊をも減らすことができ
るであろう。

作物収量の見通し
　気候変動への適応に必要な知識と技術とし
ては、現在とこれから見通される気候変動のパ
ターンを理解すること、季節ごとの予測、災害の
影響を和らげる方法、土地利用計画、リスク管
理、資源管理などが挙げられる。
　実際の適応にあたっては、脆弱性について現
実的な評価と近い将来を見通すために、気候お
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よび気候の影響を受ける農業・環境・社会システ
ムに関する広範で優れた内容のデータと情報を
整備し、脆弱性の評価に関して、農業システムに
対する平均的気候の変化と不安定性とを観察す
ることが必要である。
　気候変動と不安定性への適応を進めるにあ
たって、明らかに効率的に貢献するものとして、
以下の早期警報とリスク管理システムが挙げら
れる：

 ■ 歴史的な気候データの保管
 ■ 気候観測を基にしたモニタリングシステム
 ■ 気候データの分析
 ■  回復再生、対処機構など、システムの脆弱性

と有効性についての情報
 ■  低所得農家のリスクを軽減するための気象

影響指数
　FAOは、圃場でのデータや衛星データを基礎
とした指数、ソフトウェアに基づいた作期の予
測・監視技術について長い歴史を持っている。
1974年以来、作付状況についての情報を各国に
おける「食料安全保障と早期警報システム」へ
提供するため、作物予測方法を開発・改善して
きた。これらの国別システムをもとに気候変動
対応システムを作り上げることは、新規に分析
ツールを立ち上げるよりはるかに効果的であ
る。
　FAOは、新しい形態の農業気象データや、作
物別水バランスのような特定のツール、大陸・地
域レベルおよび国別・地域別・地方レベルの分析
ツールの利用については先駆的な機関である。

各レベルでの気候変動の様相を規模に関係なく
監視することを念頭において設計されているこ
れらのツールは、広く利用されており、脆弱性リ
スクの評価と気候変動への適応にあたって最も
適したものである。

出典：�“Adaptation� to�climate�change�
in�agriculture,�forestry�and�fisher-
ies:�Perspective,� framework�and�
prioriries”�FAO,�2007�（pp.1-15�
より抜粋）
原文は以下URLを参照。
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/
j9271e/j9271e.pdf
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穀物やその他の基礎的な食料の生産、在
庫、貿易の国際的な見通しを、最近のト
レンド分析や予測を盛り込んで解説した
もの。
品目別の詳しい解説や、生産や輸出入に
関する統計など、全文（英文）はウェブに
てご覧下さい。（年2回発行）
www.fao.org/giews/english/fo/

FAO の“Food Outlook”

FOOD
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市場状況概要
Market summaries

穀 物

　2007年における世界穀物生産
は、2006年に減少していた水準

から6%増の21億2,500万トンに達
するものと予測される。これは、
2007/08年度において、対前年2%
増の21億1,400万トンと予測され
る世界穀物利用を超えることとな

21Focus
「焦点」

焦　点
FOCUS

　FAOの最新の分析によれば、
2007年の世界食料総輸入額は、記
録的だった前年の約5%増である
4,000億USドルを上回るものとみ
られる。この増加の大部分は、バ
イオ燃料生産において最も重要な
役割を果たす商品群である粗粒穀
物と植物油の輸入価格の上昇が原
因となっている。これらの産品の
輸入金額は、2006年対比で13%も
増加するものと予測される。飼料
原料がより高価となることによっ
て、食肉と乳製品の価格が高騰し、
これら産品の輸入価額が増加する
こととなる。食肉や米などのいく
つかの事例においては、世界的な
購入量の増大によっても輸入への
増加がもたらされよう。他方、砂
糖の場合は、一般的に高値かつ不

安定な価格が輸入量の減少へとつ
ながって、その総体効果として世
界砂糖輸入額が減少するものとみ
られる。また、国際的な運送料が
最高値へと上昇したことも全商品
の輸入価額に影響を及ぼし、各国
の食料輸入への支払い能力に対し
て更なる圧力を加えている。
　グループ別にみると、開発途上
国全体としては2007年の食料総輸
入支出は9%増加するものと予期
される。経済的に脆弱な国々が最
も大きな影響を受けるものとみら
れ、低所得食料不足国（LIFDC）
と後発開発途上国（LDC）による
全支出は、それぞれ、対前年10%
上昇するものと予測される。長期
的観点から眺めると、2007年にお
ける後発開発途上国の年間食料総
輸入価額は2000年に比べ約90%の
増加となっているのに対して、同
一期間における先進国の食料総輸
入金額の増は22%に止まっている。

拡大を続ける
バイオ燃料への需要が
部分的原因となって
食料輸入額は最高値を記録

21Market summaries
「市場状況概要」
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るだろう。この結果、世界穀物在
庫は、1,000万トン増加して、4億
1,300万トンとなると見込まれる
が、これは、依然として非常に低
い水準である。2007/08年度にお
ける世界穀物貿易は、2006/07年
度をわずかに下回る2億4,700万ト
ンと予測される。2007年における
世界穀物生産の力強い回復見通し
は、2007/08販売年度にとって明
るい展開ではあるが、それでも、
新販売年度への総供給は、伝統的
な食料・飼料部門のみならず、と
りわけ急速に成長を遂げつつある
バイオ燃料産業において予期され
る需要の増大を満たすためには、
いまだ十分であるとは言い難い。
この結果、ほとんどの穀類の国際
価格は、2007/08年度においても
高水準かつ不安定のまま推移する
ものと見込まれる。

小 麦

Major Exporters Rest of the World

World Stock-to-use ratio
Stock-to-disappearance ratio of Major Exporters
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  図1　小麦の在庫と割合

　表1　世界の穀物市場

2005/06年度 2006/07年度 
推定

2007/08年度 
予測

2007/08年度の
2006/07年度に 

対する変化

100万トン ％

需給状況
生産 2,050.3 2,001.5 2,124.9 6.2

貿易 247.0 249.9 246.5 −1.4

利用 2,033.5 2,069.6 2,114.1 2.1

食料 986.5 998.7 1,008.9 1.0

飼料 747.2 745.5 747.0 0.2

その他の用途 299.8 325.4 358.2 10.1

期末在庫 471.5 403.0 412.8 2.4

需給関係指標
1人当たり食料消費

世界(kg/年間) 152.9 152.9 152.6 −0.2

低所得食料不足国(kg/年間) 157.7 157.5 157.2 −0.2

世界の在庫/総利用割合(%) 22.8 19.1 19.6

主要輸出国の在庫/ 
総輸出・国内利用等割合(%) 19.0 13.0 13.5

　2007年の世界小麦生産は、対前
年比5%以上増加して6億3,000万ト
ンとなると予測される。総小麦利
用は、そのほとんどが飼料に対す
る急速な需要に対応して2006/07
年度から1%増の6億3,200万トンに
達すると予測される。世界小麦在
庫は、前販売年度に引き続き減退
して1億4,800万トンとなるものと
見込まれ、この結果、世界の在庫
/利用比率は、前販売年度よりも
低下し、1980年以来最低の23%と
なるだろう。2007/08年度におけ
る国際貿易は1億900万トンと、ほ
とんど変わりがないものと見込ま
れるが、新販売年度の輸出供給量
は、主としてオーストラリアにお
いて生産の回復が予想されるため、
2006/07販売年度よりも大きなも

のとなるかも知れない。この結果、
2007/08販売年度における小麦価
格は強含みに止まると見込まれる
が、前販売年度に実現した高水準
よりはいくらか弱含みとなるだろ
う。

　2007年の世界粗粒穀物生産は、
2006年対比9%増、過去10年の傾
向値よりも3%増の10億7,300万ト
ンと予測されている。特に米国に
おけるトウモロコシを基礎とする
エタノール産業による工業利用は、
2007/08年度の総粗粒穀物利用に
おいて予測されている急激な増大
の主要因である。世界在庫は、極
めて低い期首水準から期末には1
億6,300万トンに回復するものと
予測されるが、この在庫増加の大
部分は、ブラジル、EUおよび米
国に集中することになるだろう。
この結果、世界の粗粒穀物の在庫
/利用比率は、前販売年度の14%
という低水準から16%へと上昇す
ると見込まれる。粗粒穀物の国

粗 粒 穀 物
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まだ生産が消費に追いつかない状
況下にあるため、世界米在庫は、
年間にわたって減少し、大輸出国
に大きな影響を与えるだろう。大
輸出国の多くにおいて供給が減少
する中で、今年の輸入需要の増大
は、価格の上昇によって調整され
ざるを得ず、国際米価格の上昇と
いうこれまでの一般的傾向を再確
認することになるだろう。

　2007年の世界キャッサバ生産の
見通しは、まだ多くの不確実性が
あるとはいえ、記録的だった昨年
の水準を上回ると予想される。こ
のような良好な見通しは、特にエ
タノール生産を含む工業用途など
に向けた大産出国におけるキャッ
サバ利用増大措置によって補強さ
れている。2007年のキャッサバ製
品の世界貿易は、主導的な国際
的供給国であるタイにおける輸出
可能供給量の増加とあわせ、穀物
に対するキャッサバの価格競争力
が引き続き強まることを反映し

て、相当程度の拡大が期待され
る。キャッサバ製品の世界相場
は、過去12ヵ月の間、強含みで
推移してきており、アジアにお
ける活発な輸入需要と、飼料原
料の調達のためにEUが国際市場
へ復帰することによって、世界
相場の強含み状況はさらに引き
続いていくものとみられる。

　世界油料種子生産の成長の停
滞にもかかわらず、2006/07年度
における油粕と油の世界的供給
は、記録的な期首在庫の存在に
よって、需要に対して十分な状
況で推移するものと見通される。
それにもかかわらず、油料種子
と油粕の価格は、主として飼料
穀物価格の急騰の影響を受けて
上昇し続けてきた。異常に高い
トウモロコシ価格は、トウモロ
コシと大豆の2つの産品が飼料と
エネルギーの双方の市場で競争
しているがゆえに、大豆価格を
引き上げつつある。植物油の価

油 料 種 子
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  図4　国際キャッサバ価格

際貿易は、2007/08年度において、
主にアジアの数ヵ国でトウモロコ
シ輸入が減退するため、対前年度
比200万トン減少して、1億800万
トンとなると予測される。世界価
格は、今販売年度におけるより大
きな輸出可能供給量の存在にもか
かわらず、エタノール産業からの
急速な需要増大と世界石油部門に
おける不確実性に支えられて、高
水準かつ不安定のままに推移する
ものと見込まれる。

　まだ極めて暫定的なものではあ
るが、2007年の世界米生産につい
てのFAO予測値は、2005年に達
成された記録におおよそ合致し、
2006年の推定値より400万トン上
回る6億3,300万トンとなっている。
主としてインドネシアが国際米市
場において主要輸入国として復帰
したことに刺激されるなどの強い
輸入需要によって、2007年におけ
る米の国際貿易は3,020万トンの
新記録を立てるものと予想される。
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格は堅調であるが、これは主とし
て、油分高含有作物の不作とバイ
オ燃料への需要増大という背景
のもと、パーム油の生産拡大傾向
が鈍化してきたことを反映して
いる。2007/08販売年度の第一次
見通しは、大豆に替わってトウモ
ロコシの耕作が拡大するとみら
れるため、世界の油料種子生産の
安定的成長が終わるであろうこ
とを示唆している。油・油粕需要
が引き続き増大する場合、世界の
期末在庫水準は過去3年間の継続
的拡大の後に減少に転じること
となり、また穀物市場も逼迫して
いることから、販売年度の残余期
間における油料種子関連産品の
価格は引き続き堅調であると予
想される。

　世界砂糖価格は、世界的な過剰
が従来の推定をはるかに超えると
予期されたため、2007年4月、粗
糖平均価格1ポンド当たり9.72US
セントという、この2年間で最も

低い水準に達した。2006年のはじ
め、世界砂糖市場が3年連続の供
給不足とエタノールの需要増に
直面したため、国際砂糖価格は
ここ25年来の最高値に達した。多
くの国々の生産者は、高い砂糖
価格に対応して作付を増加させ、
2006/07年度には、主要生産国に
おいて記録的作況が期待され、前
販売年度のおよそ5%増の1億5,900
万トンをわずかに上回る生産増
大となるとみられる。砂糖消費
の増大は年間2.3%と見込まれてい
るが、この数字をもってしても、
2006/07販売年度の残余期間にお
ける全体的に弱気の見通しにとっ
ては極めて限られた影響をもつに
過ぎないものとみられる。

　開発途上国では、前年に動物疾
病が減少し、食肉の品質と安全
に対する消費者の信頼が高まっ
たため、2007年の食肉需要は大き
く回復すると予想されるが、先進
国のより成熟した食肉市場におい
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  図5  FAOの油料種子、油脂および油粕の
　　　四半期別国際価格指標（1998-2000=100）
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  図6　国際砂糖協定（ＩＳＡ）

ては、消費の増大はより穏やかに
止まるものと予測される。全体的
にみると、世界の食肉生産は需要
の回復に対応し始めており、2007
年には2.3%増大すると予想される。
FAOの食肉価格指数は、2006年
の安値から大きく回復し、2007
年3月には2006年3月より7.8%高く
なったが、上昇しつつある飼料価
格は畜産生産の収益性に圧力を加
えつつある。世界の食肉輸出は、
貿易禁止措置が徐々に解除され、
市場がより正常なパターンに戻る
のに従って、4.8%増大するものと
予期される。

　国際貿易における乳製品の
価格は2006年秋以来高騰してお
り、現在、歴史的に高い水準に
ある。FAO交易乳製品価格指数
は、2006年11月から46%の上昇を
みせている。粉ミルクについては、
EUにおいてすでに在庫が消失し
て輸出払戻しが非適用となってい
るため、国際価格が最も値上がり

食肉・肉製品
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  図7 　FAOの食肉製品の国際価格指標 
 （1998-2000=100）
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し、現在他の乳製品に比べ割高と
なっている。乳製品価格、特に粉
ミルク価格の高騰は、今後数ヵ月
で終わるものと予想される。チー
ズなどの他の製品の価格は、堅調
のまま推移するか、あるいはさら
に上昇するかもしれない。2007年
の見通しとしては、世界の牛乳供
給が、主として国際価格に対して
より対応容易な国々での拡大に支
えられて、2.7%程度増加すること
となろう。オーストラリアにおけ
る干ばつ、インドの粉ミルクの輸

60
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  図8　特定乳製品の国際価格月別指標  
　　　　（1998-2000=100）

出停止およびアルゼンチンの輸出
税賦課は、短期的には輸出供給量
を抑制することとなる。しかしな
がら、EUの酪農政策改革は、EU
の輸出市場シェアを低下させ、新
興輸出国に輸出機会を創出するな
ど、国際市場の構造を大きく変え
つつある。

翻訳：松岡　將
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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　研究情報交流課長　遠藤　芳英

（前回からの （1） （2） に続いて）

（3）個別の食品部会
　今までは、残留農薬の規格、食品添加物の規格、
表示の規格といった食品の種類に関係なく品目横
断的に適用される規格を策定する部会を紹介して
きましたが、今回は「牛乳・乳製品部会」、「油脂部
会」、「加工野菜・果実部会」のような個別の食品規
格を策定する部会を扱います。このような部会が
作る規格は、必然的に個別具体的な食品の名称を

有した規格となります。例えば、牛乳・乳製品部会
は「ゴーダチーズの規格」、油脂部会は「オリーブ油
の規格」というような規格を策定してきました。個
別の食品部会は、図にあるように、当面行う規格作
りを終了させ休会となっている部会も多くありま
す。
　さらに、こうした食品部会では、単に個々の食品
規格だけでなく、その食品の製造や管理に関する
指針（ガイドライン）なども決定しています。例え
ば、加工果実・野菜部会では、野菜や果実の缶詰・乾
燥品を作る際の衛生管理に関する指針を策定しま
したが、他の部会でも同様の指針を作っています。

食品規格の分類
　コーデックス規格が作られている食品の数は食
品全体の一部ですが、それでもかなりの数になり
ます。今まで策定した個別の食品規格は、コーデッ
クス委員会のホームページにある既存の規格の一
覧表から入手することができます＊1。一覧表の一
番左の欄の「CODEX STAN」と表記された規格の
大部分が個別の食品規格です。そのすぐ右の欄に
ある数字は規格の番号で、さらにその右横にある
のがこの規格が作成された年です。作成された年
号からわかるように、大半の規格は90年代中半以
前のものですが、これらは、策定後も内容が改定さ
れたり、統合されたりと毎年変化しています。例え
ば、一覧表の最初にあるチーズの規格の多くは、
2007年7月のコーデックス総会で改定案が採択さ

6　コ－デックス部会の活動内容

FAO/WHO 国際食品規格

　第4回　コーデックス委員会の活動内容

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。

一般問題部会（１０）

特別部会（3）

地域調整部会（6）

図　コ−デックス委員会の組織図（２００7年７月）

コ−デックス総会

執行理事会

事務局

個別食品部会（１１）

（活動中の部会）
・ 油脂（マレーシア）
・ 魚類・水産製品（ノルウェー）
・ 生鮮果実野菜（メキシコ）
・ 乳および乳製品（ニュージーランド）
・ 加工果実野菜（米国）
・ ナチュラル・ミネラルウォーター（スイス）

（休会中の部会）
・ 植物タンパク質（カナダ）
・ ココア製品およびチョコレート（スイス）
・ 穀物・豆類（米国）
・ 砂糖（イギリス）
・ 食肉衛生（ニュージーランド）

※（　）内は開催国を示す
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表 1　コーデックスの個別の食品規格の分類・事例と策定した部会（下線：休会中の部会　斜体：廃止された部会）
食 品 の 種 類 規 格 数 内 　 　 　 訳 事 　 　 　 例 策 定 し た 部 会 名

野菜・果実
（及びその製品） 76 生鮮品30　加工品46 

（冷凍品、缶詰がほとんど）
冷凍ニンジンの規格/キムチの規格/トマト缶詰の規格/
アスパラガスの規格/果実ジュース・ネクターの一般規格

生鮮果実野菜部会 
加工果実野菜部会 
  果実・野菜ジュース特別部会

乳製品 32 大半がチーズの規格 カマンベールチーズの規格/エダムチーズの規格/発
酵乳の規格 牛乳乳製品部会

穀物・豆類（及びその製品） 19 穀物として6
粉など加工品11 小麦粉の規格/即席麺の規格 穀物・豆類部会

水産製品 18 冷凍品や缶詰等加工品 鮭缶詰の規格/冷凍エビの規格 魚類・水産製品部会

油脂製品 6 動・植物油の規格加工油脂 オリーブ油の規格/植物油の規格/マーガリンの規格 油脂部会

食肉加工品 5 全て加工品 コーンビーフの規格 　加工食肉・鶏肉部会

ココア・チョコレート製品 4 全てカカオの加工品 チョコレートの規格 ココア・チョコレート部会

砂糖 2 砂糖と蜂蜜 砂糖の規格/蜂蜜の規格 砂糖部会

ミネラルウォーター 2 ナチュラル･ミネラルウォーターの規格 ナチュラル・ミネラルウォーター部会

植物タンパク質 1 植物タンパク質の規格 植物タンパク質部会

スープ類 1 ブイヨン・コンソメの規格 スープ・ブロス部会

れました。また、少しずつ、毎年新しい規格も策定
されています。
　さて、既存の個別の食品規格を種類ごとに分類
してみました。その結果、表１にあるとおり＊2、野
菜と果実に関する規格が最大数であることが判明
しました。オレンジ、パイナップル、マンゴといっ
た生鮮品ばかりでなく、むしろそれ以上に数が多
いのが、冷凍ブロッコリーのような冷凍品や缶詰
などの加工品です（キムチのような漬物も含む）。
次に多いのが、多くの種類を持つチーズを擁する
乳製品で、その次が穀物・豆類製品で、水産製品、油
脂製品、食肉製品と続きます。

規格設定の基準
　コーデックスで新規に食品規格を作成する提案
はまず担当部会から提起され、それを執行理事会
が審査します。執行理事会はその意見を総会に送
り、総会が最終的に決定してはじめて担当部会で
の作業が開始されます。この審査では、その食品
の生産量・消費量・貿易量等が十分であるか、コー
デックス規格を策定しないと各国で個別の規格が
作られ貿易に支障をきたす恐れがあるか、といっ
た諸基準との適合性を考慮し、さらに、コーデック

スの長期戦略目標、規格作成の目的、途上国の必要
性等をも含めた総合的判断が下されることになっ
ています。しかし、中には適切に判断されたのかと
首をかしげたくなる規格もみかけます。例えば、規
格226番は「ケープグースベリーの規格（CODEX 
STANDARD FOR CAPE GOOSEBERRY）」とい
う日本名「シマホオズキ」と呼ばれる食用ホオズキ
の規格で、欧米では料理に使うものの、他の地域で
どの程度なじみがあるのか疑問です。

規格の様式
　コーデックス委員会では食品の安全性に関する
規格のみ議論していると思われがちですが、この
食品の規格に関しては、食品の品質的な特徴（その
食品がどのようなものであり、どのような技術的
特性で、どのような原材料か）が中心をなす規格で
す（一部に安全に関する項目もあります）。規格の
様式は、なるべく同じ様式の規格が作成されるよ
う表2のような統一的な様式が定められています。

個別の食品規格策定の意義
　他のコーデックスの規格、すなわち残留農薬の
基準値などの規格は、消費者の安全性を確保しつ
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つ、それを国際的に統一することにより貿易の障
壁にならないようにする効果があることは明確で
すが、個別の食品ごとの国際規格を策定する意義
はどのようなものがあるのでしょうか。この興味
ある問題は、実証が困難な面もあり、明確な回答は
示されておりません。しかし、あくまでも筆者の仮
説ですが、以下のようなものが考えられます。

a. 貿易の円滑化
　輸出国A国と輸入国B国の同じ食品に関する技
術的な規格（すなわち本稿で取り上げているよう
な食品の定義・性質等の規格）が異なることが原因
で、貿易に支障が生じる場合を想定しましょう。こ
のような事態は、こうした食品規格がそれぞれの
国内の義務的な規則であり、その結果同じ食品で
あってもA国の食品はB国では異なる商品として
扱われるような状況で発生します。つまり、A国の
輸出品はB国内で本来の名称で販売できないとい
う支障が生じることになり、食品に関する規格自体
が貿易障壁となってしまうわけです。そこで、食品
の規格を国際的に統一し、A国もB国もその国際規
格を受け入れれば、円滑な貿易が可能となります。
食品の国際規格を策定する意義としてまずこの貿

易障壁を取り除き、貿易を
促進させる効果が考えられ
ます。これは、輸出にとって
は輸出の促進も期待できる
ことになります。
　実は、このような事態を
想定し、問題解決のための
国際的な枠組みがすでに
存在しています。それが
WTO（世界貿易機構）の
TBT協定（貿易の技術的障
害に関する協定）です。こ
の協定では、各国が義務的
に設定する技術的な規則
（食品規格だけでなく、工

業製品の規格など広範な規則が対象）は、国際規格
（例えば、この場合ではコーデックスの食品の規
格）が存在する場合には、各国は国際規格を基本と
して国内規格を設定しなければならないというこ
とになっています。
　現実にこのような問題は発生しました。ペルー
がイワシ缶詰をEUに輸出しようとした際、EU域
内の規則がペルー産イワシ缶詰に使われていたイ
ワシの種類をイワシとして認めていなかったこと
から、ペルー産はEU域内でイワシ缶詰として売れ
なくなってしまいました。イワシにも様々な種類
があり、EUの言い分は、ペルー産のものはイワシ
に似ていて実は異なる魚種であり、消費者の混乱
を防止するための措置というものだったのです。
この決着は、WTOの紛争処理手続きで解決され
ました。つまりペルーがEUをWTOのTBT協定違
反として訴え、このイワシ缶詰に関連する国際規
則があるか否か、もしあるならば、EUの措置はそ
れに基づいているのかがWTOの国際裁判（パネ
ル）で審査されました。その結果、当時すでに制定
されていた「コーデックスのイワシ缶詰に関する
規格」が関連する国際規格として認定され、その
コーデックス規格ではペルーが主張していた種類

表 2　個別食品規格の様式
項　　目 内　　容 備　　考

Scope その食品規格が対象とする範囲 通常は簡略な記述。区分けを明確にする内容

Description その食品がどのようなものである
のかに関する定義・説明

食品を特徴づける原料、製法、形状、種類等を
簡略にまとめたものが多い

Essential Component 
and Quality Factors

その食品に不可欠な原材料や、特
徴的な成分に関する技術的な指標 技術的な数値指標が記入される場合が多い

Food Additives その食品を製造するのに必要な食
品添加物と最大使用値 添加物と最大値の一覧表

Contaminants 汚染物質に関する取り決め コーデックス規格である「汚染物質に関する規
格に従うべし」との簡略な規定ぶりが多い

Hygiene その食品の衛生に関する取り決め コーデックス指針である「食品衛生の行動指針
に従うべし」との簡略な規定ぶりが多い

Weights and 
Measures 重量と計量に関する取り決め 省略される場合もある

Labelling 表示に関する取り決め コーデックス規格である「包装食品表示の一般規則に従うべし」と
の規定に加え、その食品独自の表示規定も追加されることもある

Methods of Analysis 
and Sampling

上記食品の特徴的な成分指標を分
析するための分析法

国際的に認定されている分析法の場合には、そ
の分析法を掲載
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のイワシの缶詰も立派にイワシ缶詰として位置づ
けられていたため、EUはその措規則が国際規格に
基づいていないという理由で敗訴し、規則を改定
せざるをえないことになったのです。

b. 食品の本来の内容の恒久的定着化
　海外に行った方は、世界のあちこちで日本食レ
ストランがあり、見たこともないような料理が日
本料理と称されているのを体験したことがあると
思います。それと同様に、ある食品の生産が世界的
に広まると、やがて同じ名称であっても本来のも
のからかなり異なる食品が製造される場合があり
ます。これを放置しておくと、その食品の本来の姿
が曖昧になったり、本来とは異なるものが逆に主
流になったりと、その食品の製造業者や伝統的な
食品を愛用してきた消費者にはあまり好ましくな
い事態となり、ひいてはその食品の全体の印象も
悪化することも想定されます。国際規格を策定す
る意義の一つには、このような食品の本来の姿を
明確に文書で規定し、それを国際的に合意する事
によりその食品の伝統的姿や本来持つべき性質を
恒久的に定着化させる効果が期待されているので
はないでしょうか。これは同時に、その規格化され
る食品に関する消費者の混乱を防ぎ、場合によっ
ては偽物を排除するという意味で、消費者にもよ
い効果をもたらす可能性も期待できます。
　さらに、この考え方を商業利益重視で発展させ
ると、規格策定作業で自分たちの技術的特性を
コーデックスの規格に反映させ、他国の製造業者
より優位な立場に立とうとする考えも生じる可能
性があります。

c. 消費者利益につながる規則の設定
　個別の食品規格の中では、その食品の品質面・技術
面ばかりでなく、食品添加物や表示に関する明確な基
準が作られるため、消費者への利点も期待されます。
　食品添加物に関しては、食品に使用する添加物の
名称と、どの程度の量まで食品への残存が許容され

るかという最大値を掲載した一覧表を作るのが恒
例です。その際に、その食品の製造で添加物が技術
的に必要あるのか、最大値が消費者保護の観点から
適切かという観点からの検討が行われ、説明が不十
分であるとその添加物は規格から削除されます。さ
らに、その規格の最終採択までに、コーデックスで
の食品添加物の専門部会である食品添加物部会の
承認を受けることが求められます。
　食品規格における表示については、全ての食品に
適用される表示の一般規則である「包装食品の一
般規格に基づくこと」という規定が必ず記載されま
す。それを踏まえ、消費者の混乱や誤解を生じさせ
ないという観点から、その食品の特徴に応じて追加
的にその食品の名称に関する特別な取り決めを行
う場合もあります。

d. 食品に対する「世界規格」という権威付け
　これは以上の諸仮説の中で最も筆者の推測の
部分が大きいのですが、コーデックス規格を作る
ことで、その食品が国際的に認知されたという感
覚を抱く雰囲気を感じた時がありました。ある国
の食品産業界の資料で「我が国伝統の○○食品が
コーデックス規格として成立しており、今や世界
的にも認知されている」という趣旨の説明を読ん
だ記憶があります。最近、アジアの地域部会から、
伝統的な食品の規格を作ろうとする提案が多く出
されていますが、商業上の利益に加えてこのよう
な背景もあることを感じざるを得ません。

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

＊2   あくまで筆者の行った分類で、公式にはこのような分類
は存在しません

えんどう　よしひで
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
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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。

“食”の問題　現場からの報道が責務
読売新聞社　ローマ支局　松浦　一樹さん

　6月末、赴任地ローマから中東に飛び、パレス
チナ自治区ガザに入りました。イスラム原理主義
勢力ハマスによる制圧後で戦闘は一時的にやんで
いましたが、貧困層が約7割を占める住民の最大
関心事はやはり、先が細る食料の問題。関連取材
で、世界食糧計画（WFP）など関係機関の情報
提供に助けられたことは、言うまでもありません。
　ガザに限らず、世界の戦地、貧困地帯、被災地
は、「食」という生活の基本が脅かされている現場。
その実情を伝えることが、報道機関の責務の1つ
ですが、本紙は常に現場に身を置くことで、その
責務を果たそうと努めています。
　一方、世界の食料問題について考える際には、
局地を注視するばかりでなく、マクロの視座も重
要です。

　国連食糧農業機関（FAO）日本事務所が置
かれている横浜、国連本部のあるニューヨーク、
FAO本部のあるローマといった“持ち場”を転々
としてきましたが、FAOなどの国際機関が、「考
える材料」としてのマクロ情報を提供してくれて
います。
　北朝鮮、イラク、アフガニスタンなど報道機関
にとっては「閉ざされた現場」である各国の食料
事情、BSE（牛海綿状脳症）や鳥インフルエンザ
といった「国境なき問題」についての分析・統計
資料が含まれますが、それらを極力取り上げるこ
とも本紙の務め。
　食料問題が深刻な現場から、あるいは遠く離れ
ていても、関連情報を伝えることが、この問題に
対する本紙の取り組みと言えます。

読売新聞社の取り組み
　途上国の飢餓や貧困をなくすためには、日本など先進国の
支援が欠かせませんが、その活動の主体は民間のボランティ
ア団体です。
　読売新聞では毎年、こうした国際協力活動で大きな功績の
あった個人や団体に「読売国際協力賞」を贈り、顕彰してい
ます。
　今年14回目を迎える同賞は、これまでネパール・ムスタ
ン地域開発協力会（2001年）や日本シルバーボランティア
ズ（2002年）など、日ごろあまり注目されることが少ない
途上国支援団体にも光を当ててきました。
　現在の私たちは、幸いにも豊かな社会に暮らしていますが、
この瞬間にも厳しさが増す飢餓と貧困の世界で努力している
人たちがいることを忘れないようにしたいものです。

2007年6月24日 読売新聞 朝刊 37面

■ 読売新聞社は「FAOテレフードキャンペーン2007」を後援しています



31　世界の農林水産 07秋

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

FAOアジア太平洋地域事務所の
執務室と筆者

アジア太平洋地域における森林資源調査法の調和・拡充を目的として、中国
で開催された研修ワークショップの開会式。左から4人目にチーフ・テクニカ
ル・アドバイザー（北京、2007年3月）

タイ・バンコク市にあるFAOアジ
ア太平洋地域事務所と筆者

森林モニタリング機能強化に向けた取り組み

FAOアジア太平洋地域事務所　林務官　大塚　雅裕

FAOで
活躍する
日本人⑨

　私が勤務するFAOアジア太平洋地域事務所は
タイ国バンコク市にあります。世界中に５つある
地域事務所の1つで、アジア・太平洋地域46ヵ国
と農林水産業振興のための協力を担っています。
　私とFAOとの関わりは、16年前、アソシエー
ト・プロフェッショナル・オフィサーとして2年間、
インドネシア国ボゴール市に本拠を置くアグロ
フォレストリー・プロジェクトに在籍したのが始
まりです。その後、インドネシアではやはりボゴー
ルに事務所を置く国際農林業研究所（ICRAF）
東南アジア支所準研究員として森林資源調査に携
わり、国際協力機構（JICA）長期専門家等とし
てインドネシアとマダガスカルで森林保全、林業、
農村開発分野の調査や技術協力業務を行う機会
を頂きました。その後2006年5月から、林野庁か
らのご推薦およびFAO本部の承認を経て、再び
FAO林業プロジェクトで執務する機会に恵まれ
た次第です。
　私が所属するプロジェクトは、アジア・太平洋

地域各国において森林資源のモニタリング、評価、
およびデータ提供機能を調整・強化し、持続的な
森林保全・管理のための政策向上に寄与するのが
狙いです。主に日本政府（林野庁主管）が拠出す
る信託基金で賄われ、2010年12月まで実施されま
す。また、韓国政府も、このプロジェクトへの共
同拠出を行う決定を下し、本部への専門家派遣準
備が進められています。FAOが取り組む世界森
林資源評価や森林・環境関連の国際条約と関連が
深いため、チーフ・テクニカル・アドバイザーと
ともに本プロジェクト実施の本拠をローマにある
FAO本部に置いています。ローマ本部では国際
的な見地から森林モニタリングについての全体的
な調整や枠組み作りを進める一方、バンコク事務
所では、本部での成果を踏まえつつ、特にアジア・
太平洋地域でその適用を図ろうとしています。現
在、25ヵ国でプロジェクト担当職員が任命されて
おり、FAOとの協力を進めています。
　各国の森林モニタリング体制はまだ十分ではな
く、森林の定義や林地区分を含むモニタリング手
法も不整合なままです。さらに、せっかく収集さ
れた情報も政策決定者に十分伝わらず、森林管理
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タイ・チェンマイ市で開かれたプロジェクト計画協議ワークショップの全体討
議。右手前にFAOバンコク事務所林業部長（2006年11月）

日本で開催されたプロジェクトのインセプション・ワークショップの期間中に行われた試
験造林地の視察（東京大学北海道演習林、2006年7月）

プロジェクト計画協議ワークショップに集まった参加者。アジア太平洋地域
19ヵ国が参加した（チェンマイ、2006年11月）

森林モニタリング国内体制強
化支援のため関係者会議が行
われたバヌアツ共和国森林局
の風景（ポートビラ、2006年11
月）

の共有が最初の課題です。多くの国々と接しつつ
モニタリングへの理解を互いに一致させるための
情報・技術支援に取り組んでいます。国内事業で
は、効率的・継続的な人材育成強化への工夫が求
められています。
　この仕事の一番の魅力は、やはりアジア・太
平洋地域の国々およびFAOその他関係機関の専
門家と生で接することができる点でしょう。また、
自らの経験を生かし、FAO関係者の知恵や助言
を受けながら現場の仕事を作っていくやりがいが
あります。逆に、各国との多様な意見の調整や円
滑な活動実施体制の確立が今後の課題です。
　FAOでは、大学で学んだ専門性やこれまでの
業務経験を生かして、諸外国の優れた関係者と創
造的な仕事を行う機会に満ちています。ただ、純
粋な学術研究に専心するというよりは、むしろ現
実の諸問題を解決するための実践的な能力が求め
られているように思います。森林・林業はFAO
における重要部門の一つであり、持続的な森林管
理・保全は緊急課題です。多くの優秀な日本人が、
世界の森林管理の改善を目指して、FAOの門戸
をくぐられるよう願っています。

政策の向上に寄与できていません。こうした課題
に取り組むため、プロジェクトでは、各国で開か
れるワークショップや個別協議でノウハウ提供を
行い、関係者間の意見交換を促しています。特に、
森林関連リモートセンシング・GIS技術、森林資
源調査・解析手法、森林情報管理などの分野で研
修を行っています。また一部の国々では国内事業
を支援し、現状分析や国内会議を通じてモニタリ
ング体制の向上や関係者間の連携強化に努めてい
ます。
　事務所内外での業務は英語で行っています。幸
い、各国担当者のほとんどはFAOその他の国際
機関との協力経験が豊富なので、連絡・調整は比
較的スムーズです。通信面では、電子メールの普
及により各国との細かなやりとりが大変容易に
なったことは確かです。また、インターネットを
通じて多くの関連情報を補えるようになりました。
ただ、開発途上国のサーバーは必ずしも十分とは
言えず、会議出張や電話連絡による生のコミュニ
ケーションも依然として重要です。
　業務の中で最も大切なのは各国との信頼関係の
強化で、特に森林モニタリングに対する問題認識
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FAOのかんがいマップ

世界のかんがい地域   1997－  2002年
The digital global map of irrigation areas

出典：�Stefan�Siebert,�Petra�Döll,�Sebastian�Feick（In�stitute�of�Physical�Geography,�University�of�Frankfurt/M.,�Germany）�
and�Jippe�Hoogeveen,�Karen�Frenken�（Land�and�Water�Development�Division,�FAO）

Projection�:�Mollweide

　世界のかんがい耕地面積は全耕地の約20％に当たり、
その３分の２がアジアにあります。また、世界の食料の
約４割はかんがい耕地で生産されています。地球上に約
2.７億haあるかんがい耕地は増加傾向にありますが、１人
当たりにすると横ばいの状態です。
　この図は、緯度・経度を5分（約0.083度）毎に分割した
範囲でのかんがい面積割合を示したものです。大河川の河
口地域での割合が高く、乾燥地帯の大河川流域（ナイル
川、インダス川など）では100％近くになっています。
　具体的な解説は、以下のホームページ（英文）をご覧下
さい。
www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/irrigationmap/index10.stm
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ダカール市の都市農業

FAO日本事務所　企画官　八木 令子

A

C

B

ミニ菜園事業を視察して

A	 	実験菜園の入り口
B	 	センターの入り口付近にある手書きのモットー
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　アン・ベレール地区の研修・実験センターを訪問
したのは今年の6月初旬。車を降りて周囲をコンク
リート壁に囲まれた民家の密集した路地をしばらく
歩くと、緑の豊かな風景が見えてきた。
　ここは、セネガルの首都ダカールで都市農業とし
て実施されているミニ菜園事業の実施地である。こ
の事業は、資金総額45万USドルのうち3分の1を
姉妹都市であるミラノ市が、残りをFAOが負担し、
セネガル政府、ダカール市、ミラノ市、ＦＡＯのパー
トナーシップのもとに実施されている。
　事業の目指すところは、都市住民の栄養改善と所
得創出による生計の向上である。受益者の80％は
女性で、障害者やストリートチルドレンなど社会的
弱者も含まれている。具体的には、受益者に種子、肥
料などの資材を配付するとともに、市内9地区に設
置された研修・実験センターにおいて、野菜やハーブ
の有機栽培農法の指導に加え、マーケティング研修、
販売戦略の研究、販路の開拓など、販売による所得創
出のための支援も行われている。
　案内してくれた園芸専門家であるセンター長の
ディオップ氏によると、センターでは環境に配慮し

F

C E

H

G

D

C	 	実験菜園内で（左からFAOセネガル事務
所スタッフ、筆者、ディオップ氏、コーディ
ナーターのアミナタさん）

D	 	建物脇の長細い空き地を利用した実験菜園
E	 	紙を使ったマルチング
F	 	実験菜園では壁面も上手に利用され、ガー
デニングを思わせる

G		壁に書かれたメッセージ。「自ら畑を耕すも
のは己の健康を保つ」という意味

H		ラテライトの砂利。籾殻や落花生の殻と一
緒に土に混ぜることにより、土壌の通気性
を良くし鉄分を補給するという
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た農法の研究・指導が行われ、植物由来の自然農薬を
使用しているとのこと。最初に見学した実験菜園で
は、ディオップ氏とアシスタントによってハーブや
さまざまな野菜が栽培されていた。また、入り口や壁
面など菜園全体がセンスよく整備され、壁には自然・
植物・食物などに関するメッセージが書かれるなど、
ディオップ氏の芸術的センスを垣間見ることができ
た。
　実験菜園の隣では、カラフルな衣服を身にまとっ
た女性たちが熱心に作業をしていた。ここは栽培方
法やマーケティングに関する研修を受けた15名の
女性たちが実際に作物を栽培しながら指導を受ける
モデル菜園。トマト、キャベツ、セロリ、レタス、ミン
トなど多くの種類の野菜やハーブが栽培されていた。
女性たちがここで作業をするのは1日1.5時間程度
のみで、あとは自分の家の菜園、学校の空き地を利用
した共同菜園などで作業を行っているという。マト
ンさん（40歳）は７人の子どもがいる主婦。「これま
で食べたことのなかった色々な野菜が食卓にのぼる
ようになり、子どもたちがとても喜んでいるし、体の
ためにも良いので言うことない」と嬉しそうに話し
てくれた。また、ビネタさん（55歳）は、「有機栽培の
野菜やハーブは付加価値がついて市場でも高く売れ

I

L

M

K

J

  I	 	センター長のディオップ氏（右から2人目）とモデル菜園で活動する女性
グループ

 J	 	とても明るくはつらつとした女性たち。セネガルでは女性のふくよかさ
が夫の甲斐性を証明する、という説も

K	 	センターの近くの路地にはこのような家が多くある
 L 	古いカーテンを有効利用するなど、主婦らしい発想も
M		マトンさん（左）とビネタさん
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るのよ」と誇らしげだ。
　コーディネーターのアミナタさんによると、事業
開始後9ヵ月が経ち、すでに「自分も是非やりたい」
という問い合わせがあるが、すべての要望に答えら
れないのが残念だ、とのことであった。また、今後の
課題としては、きれいな水を確保すること、そして、
現在購入している有機肥料を、麦わらや野菜残さな
どの農業副産物や、家庭ゴミから作るコンポストな
どに置き換えることだという。
　途上国でも大きな可能性を秘めた都市農業に対す
る認識を新たにしつつ事業地を後にした。

セネガル事情

アフリカの西端に位置するセネガルの首都ダカールは、
西アフリカ商業の中心をなす美しい港湾都市だが、過
去３世紀にわたり奴隷貿易が行われる、という重い歴
史も背負っている。農業（落花生、粟、綿花）、漁業（まぐ
ろ、かつお、えび、たこ）が主要産業。1人当たりGNI（国
民総所得）は700USドルで、サハラ以南アフリカ諸国
の平均746USドルを少し下回る（2005年世銀）。飢
餓人口の比率は23％でサハラ以南アフリカ諸国の平
均33％を下回るものの、西アフリカの平均15％より
高い（FAOSTAT）。

N O

P

Q

R

N		学校の空き地を利用した学校菜園
O		学校菜園にある貯水溝。綺麗な水の確保
が課題だ

	P		女性たちの菜園がある学校の子供たち
Q		センターの近くの路地にはほとんど緑が
ない

	R		ダカール市内の様子。ダカールでも渋滞
は深刻な問題
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