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　アフリカといえば飢餓、貧困にあえぐ大陸だ
と思っていませんか？
　アフリカの広大な土地には、地域の気候や
暮らしに応じた多様な食文化が育まれています。
また、その食文化を支えてきた農業も、世代か
ら世代へ脈々と受け継がれています。
　世界的にみると食料は足りていると言われて
います。しかし、テレビなどでよく放映される
アフリカの飢餓。なぜアフリカの一部では足り
ないのでしょうか？
　それらの疑問に応えるべく、経験豊富な国
際機関のスタッフや駐日アフリカ大使、アフリ
カ食料農業研究者が国際都市・横浜に集いま
す。アフリカの食と農の魅力、またそれらが抱
える課題などについて、市民のみなさまにわか
りやすくお話します。当日は、シンポジウムの
後、アフリカの人たち・パネリスト・FAOス
タッフ等との交流会を開催します。アフリカに
ちなんだ食べものや農具の展示もあります。ぜ
ひ、アフリカの食と農を身近に感じてください。
みなさまのお越しをお待ちしております。
　来年5月には、5年に一度アフリカの政府や世
界各国の関係者が日本に集まり、アフリカの開
発について話し合うアフリカ開発会議の第4回
会議（TICAD Ⅳ）が横浜で開催されます。パ
シフィコ横浜で市民シンポジウムに参加するこ
とが、アフリカの人たちのことを知る第一歩で
す。

※このシンポジウムは飢餓撲滅キャンペーン（テレ
フード）の一環です。

■主催：�国連食糧農業機関（FAO）日本事務所
■共催：横浜市、（特活）アフリカ日本協議会（AJF）
■後援：�外務省、農林水産省、（独）国際協力機構横浜国際センター（JICA横浜）、（財）横浜市国際交流協会（YOKE）、明治学院大学、

（社）海外農業教育・研究開発協会（東京農大）、（社）国際農林業協働協会（JAICAF）

TICAD IV 横浜開催に向けて

市民シンポジウム：アフリカの食と農を知る
～私たちに何ができるか？ 横浜で考える～

関連ホームページ：www.fao.or.jp/newsLOJA1204-08126Africa.seminar.pdf

日　時

2008年1月26日（土）
　14:00-16:00� シンポジウム
　16:00-17:00� 交流会

プログラム

基調講演
��駐日アフリカ大使、FAOのアフリカ専門
家の2名を予定

パネル・ディスカッション
��「アフリカの食と農を考える（仮題）」
��基調講演者に加え、開発協力専門家、農
業専門家、NGO関係者等を予定

会　場

パシフィコ横浜�会議センター�3階301・302
アクセス www.pacifico.co.jp/visitor/accessmap.html

参　加 �
参加費：無料　
�申込み：下記のいずれかに氏名・連絡先をお
知らせください
E-mail�FAO-LOJA@fao.org
FAX:045-222-1103

※先着順で定員になり次第、締切とさせていただ
きます。

使用言語 �
日本語および英語（同時通訳あり）
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表紙写真
FAOの青少年農業フィールド・生活
学校（Junior Farmer Field and Life 
School, JFFLS）で農業技術を教わ
るエイズ孤児たち（マニカ・ソファ
ラ州、モザンビーク）。77%が農業
に従事しているこの地域では、エイ
ズの蔓延により、子どもが親から農
業技術を受け継ぐ機会を奪われてい
る。
FAO/Giuseppe Bizzarri
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FAOとジェンダー
「ジェンダーへの配慮こそが
FAOの使命を達成するための前向きな解決策なのです」

　今日、世界ではすべての人に行き渡るのに十分な食

料が生産されています。しかし、政治、経済、自然環境、

社会などさまざまな要因により、世界の総人口66億人

のうち8億人を超える人々が、いまだに栄養不足の状態

にさらされています。「世界食料サミット」および「国連

ミレニアム宣言」の目標である2015年までの飢餓人

口削減のために有効なのはジェンダー・公平・農村雇用

への配慮である、と語るヴィラレアル部長に、FAO本部

で話を聞きました。

マルチェラ・ヴィラレアル 
FAO本部 経済社会開発局　
ジェンダー･公平・農村雇用部長

取材・文　FAO日本事務所　広報官　宮道りか

スペシャル・インタビュー
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	 SEAGA
　「開発途上国、特に低所得食料不足国（LIFDC）の
農村では、女性が農業における貴重な労働力になっ
ているにもかかわらず（図１）、食料へのアクセスや
経済力、土地の所有権といった権利について、男女
間に不平等が存在しています。女性が農業や食料生
産を担う役割は、人口増加、都市への移住、HIV/エ
イズの増加により、近年ますます高まっています」。
ヴィラレアル部長は女性の現状についてこのように
語りました。
　FAOは、その活動の中心である「世界の農業と
食料安全保障に関するデータの収集・分析・提供」
の一環として、1993年に国際労働機関（ILO）、世界
銀行、国連開発計画（UNDP）と共同で「社会経済・
ジェンダー分析プログラム（Socio-Economic and 
Gender Analysis Programme, SEAGA）」を立ち上
げました。立ち上げ以来、80を超える国々がこのプ
ログラムを実践してきました。SEAGAは、社会経
済・ジェンダー問題を開発・復興プロジェクト、プロ
グラムおよび政策に取り込むことを目的としてい

1〜7 �ヴィラレアル部長とともに働くス
タッフたち。情報の収集分析、ト
レーニングの立案に日々携わっ
ている。写真1は日本人スタッフ
の泉かおり氏（HIV／農村開発オ
フィサー）

図１　農業における経済活動人口　2005年

計 男性 女性 男性に対する
女性の割合

　 　　　1,000人 ％
先進国 31,546 20,880 10,664 51
開発途上国 1,327,928 740,363 587,563 79
　低所得食料不足国(LIFDC） 244,871 126,001 118,876 94
出典：FAOSTAT,�2007.11

■1

■2

■3

■4 ■5

■6 ■7
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役割、関係を調べます。そして、それらと社会、文化、
経済、人口分布、政治、行政、環境との関連に注目し、
マクロレベル（プログラムと政策）、中間レベル（制
度）、現場レベル（コミュニティ、世帯、個人）の三段
階における関連性を分析していきます。このプロ
グラムを使うことにより、現場でのジェンダー関連
データを収集・分析し、より効果的なプロジェクト
形成を行うことができます。

8		「食料への権利」は、1948年に国連が
採択した「世界人権宣言」第25条にお
いて初めて公式に認識された

9		「十分な食料」とは単に「主食とエネル
ギーを供給するもの」ではなく、「健康で
活動的な生活に必要な栄養をとるのに
十分な量と種類の食料」を意味する

�		「食料への権利」実現には、法整備や具体
的な政策の導入が不可欠である

�		世界にはすべての人に十分に配分され
るだけの食料がある。ここ20年の間
に、各国政府の「食料への権利」に対する
責務の認識は高まりつつある ■9

■�

■�

■8

ます。
　SEAGAは「人」を中心に考えられたプログラム
で、次の3つの原則に基づいています。①利害関係
者による持続可能な開発への参加、②ジェンダー
の役割や関係の重要性、③不利な条件に置かれた
人を優先すること。
　具体的には、それぞれの集団の責任とニーズ、そ
れらの優先順位を特定し、年齢、経済力、宗教、カー
スト、民族、地理的条件などを変数として、男女の

UN Photo #1292

FAO/Jaime RazuriFAO/Marco Longari

FAO/Pius Utomi Ekpei
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	青少年農業フィールド・生活学校
　ジェンダーへの配慮はFAOのあらゆるプロジェ
クトに盛り込まれていますが、非常に成功してい
る例の一つとして、ヴィラレアル部長は「青少年
農業フィールド・生活学校（Junior Farmer Field 
and Life School, JFFLS）」を挙げます。「これは、
世界でHIV/エイズの蔓延率が特に高く（図2）、エ
イズに苦しむ人の約7割（UNAIDS, 2007）が住

�		モザンビーク中央部のマニカ・ソファラ州に
は28校のJFFLS	があり、毎年、12～17歳
の子ども840人を支援している。子どもは
地域の学校や孤児院から選ばれる

�		サハラ以南アフリカでは、エイズの蔓延によ
り多くのエイズ孤児が発生している。貧困に
自力で立ち向かわなければならない子ども
たちは、栄養不良や病気、虐待といった危険
にさらされやすい。孤児の数が47万人にの
ぼると言われるモザンビークでは、FAOと
WFPが共同でJFFLSを設立し、将来の生活
のために作物を育てる方法を教えている

�		種をまっすぐ蒔く方法を教えてもらうヴィ
セルヌ・バプティスカ（15歳）。シンプルだが
効率性の高いこの技術により、作物の手入れ
が簡単になり収量も上がる。ほんの小さな知
識が長く役立つものとなる

�		子どもたちはスキルを学ぶと自信を持つよ
うになり、地域全体の生活改善にも参加する
ようになる

■� ■�

■�

■�

年

出典：UNAIDS／WHO, 2007
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サハラ以南アフリカ

図２　世界全体とサハラ以南アフリカにおける成人（15-49歳）のHIV/AIDS	の蔓延率

FAO/Giuseppe Bizzarri FAO/Giuseppe Bizzarri

FAO/Giuseppe Bizzarri
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�		週に一度行われる伝統の歌とダンスのレッスン。子どもたちに自信を与える
だけでなく、伝統を継承する役割も果たしている

�		JFFLSでのトレーニングは農業のみにとどまらない。両親の死や苦しい生活
を経験している子どもたちは、現実を受け入れ将来と向き合うための助けを
必要としている。病気の予防法やジェンダーの平等などについてのグループ
ディスカッションや寸劇ワークショップは、問題と向き合い自分を表現する
力を子どもたちに与える

�		空腹では学ぶこともままならない。WFPによって支給される子どもたちの
栄養食は、地域のボランティアが配布する。栄養食はJFFLSだけでなく、学校
に通うインセンティブとなるよう地元の学校にも支給されている

�		子どもたちは栄養についての授業を受け、病気に対処する方法を学ぶ。身近
な植物による伝統的な治療法を学んだエルメリンダ・マニュエル（14歳）は、
「大きくなったら薬草で病気を治すお医者さんになりたい」と話す
�		サハラ以南アフリカでは孤児の数が増え続けている。FAOとWFPはモザン
ビーク、ケニア、ナミビア、ザンビアに学校を増設する予定である

■�

■�■�

■�

■�

むサハラ以南アフリカにおいて、エイズ孤児に対
し農業技術や栄養、ジェンダー、生活手段につい
ての教育を行うものです。教育は、12歳から17歳
までの男女同数（各30人）の子どもを対象に、演
劇やダンス、歌など五感を存分に使った手法で
楽しく学ぶ工夫がなされています。世界食糧計画
（WFP）やNGOなどとの連携も図られており、モ
ザンビークで始まったパイロット事業に続き、ケ
ニア、ナミビア、ザンビアなどHIV/エイズに苦し
む他のサハラ以南の国々でも、同様の取り組みが
広がっています」
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FAO/Ami Vitale

	食料・農業問題と女性
　「優れた農業政策や制度の策定、そして現場レベ
ルで個別の世帯やNGOが農業を行う際には、正確
で適切なデータが指標となります。人口の半分を
占める女性についての正確な知識を収集・分析し
提供することは、農業開発において不可欠な要素
です。また能力開発から個別プロジェクトまで、開
発のすべてのレベルでジェンダーに配慮するこ
とが効果的な実施につながることも明らかです」。
ヴィラレアル部長は、FAOの使命の実現を可能に
するには、女性の自立とエンパワーメント、そして
男性との共存がその重要な鍵となることを強調し
ました。

SEAGAについての詳しい情報は下記へ（英語）
URL: www.fao.org/sd/SEAGA
E-mail: seaga@fao.org

�	�飢餓に苦しむ人々は、「十分な食料を得て空腹から解放される」という基
本的な権利を奪われている人々である

�	人は生まれながらに「食料への権利」を持っている
�	�「食料への権利」が実現されている世界とは、すべての人が積極的に社会
に参加し、資源が平等かつ持続的に配分されている世界である

■�

■�

■�

Ms. Marcela Villarreal
コロンビア国籍 米国コーネル大学農村社会学博士号課程
修了 ILO、国連人口基金（UNFPA）を経て1996年よりFAO
勤務、2003年より現職
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﹁食料への権利﹂の実現
−21世紀における人権への挑戦−

特集  2 

食 料

権 利
への

　毎夜空腹のまま床に就く家族は、これまで、概
して同情の対象として見られてきました。しかし、
世界中で「食料への権利」が法的なものとして整
備され確立されるにつれて、このような見方は変
化してきています。彼らを慈悲の観点から眺める
のではなく、基本的な権利を実現することが困難
な人々として認識されるようになっているのです。

　全世界の国々は「食料への権利」を徐々に認識してきており、人々がこの権利を実現できるように取り
組んでいます。20世紀には単なる約束であったことが、21世紀には達成すべきことに変わってきています。

　最も影響を受けやすい人々─土地なし農民、都市スラム住民、紛争地域に住む人々、HIV/エイズの影響
を受けている人々、極度の貧困に苦しむ人々─は「食料への権利」が達成されることで一番大きな効果を
得るでしょう。それはまた、社会全体の進歩でもあるのです。

　全ての人々に「食料への権利」が達成された世界では、あらゆる階層の人々が社会の積極的な参加者と
して政府の政策に意見を出し、指導者たちにその実現を要求するでしょう。そして政府は責任ある対応を
するでしょう。その世界では、さまざまな資源がより公平に持続的に分配され使用されているでしょう。

　「食料への権利」を実現することは、1996年の世界食料サミットで合意された「2015年までに栄養不
足の人口を半減させる」という目標、またミレニアム開発目標の一つである「2015年までに極度の貧困
と飢餓に苦しむ人々の割合を半減させる」という目標を達成することにもなります。

FAO/Pius Utomi Ekpei
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　この世に生を受けたというだけで、人は「食料
への権利」を持っています。「食料への権利」を

「受ける」ために何かをしなければならないわけ
ではありません。「食料への権利」は生まれなが
らの権利なのです。しかし権利を持っていること
は、何もしないで無償の食料を得る権限を与えら
れることではありません。人々は自らの「食料へ
の権利」を実現するためにできる限りのことをし
なければなりません。「経済的、社会的及び文化
的権利に関する国際規約」を締結した政府は、国
内で暮らす全ての人々がその権利を行使する手段
を保障する責任があります。
　特に定めがなくとも、政府は、人々が威厳をもっ
て食料を確保できる、平和で安定し、自由で繁栄
した環境を作らなければなりません。たとえ法的
義務はなかったとしても、国家には、飢餓からの
解放を保障する道徳的義務があるのです。
　「食料への権利」は、国際的な人権に関する初
めての文書である1948年国連採択の「世界人権宣
言」において正式に認められました。それ以来、
この権利は国際社会および各国での取り組みに
よって徐々に強化されてきています。
　「食料への権利」は1999年、規約の実行を監視
している「経済的、社会的及び文化的権利に関す
る委員会」の「一般的な性格を有する意見12」で

さらに詳しく説明されています。これによれば、
全ての男性、女性そして子どもが、単独もしく
は他と共同して、物理的、経済的にいつでも、適
切な食料あるいは入手する手段にアクセスできた
とき、適切な「食料への権利」が実現されること
になります。政府はこの権利を実現させるために、
政策を立て、また事業を行って、人々が十分な食
料を育てる、もしくは買えるように保障しなけれ
ばなりません。
　「適切な」食料とは何でしょうか？ それは人間
が健康で活発な人生を送るために十分な量と種類
の食料のことです。「食料への権利」は、基本的
な穀類や十分なカロリーを得る権利にとどまらな
いのです。
　国際規約は、資源を最大限に利用していくなか
で、「食料への権利」が段階的に実現されると述
べています。経済が成長していない国であっても、
個人や集団が直面する障害を取り除くことによっ
て「食料への権利」を段階的に実現することがで
きるのです。

　個人でもできることをしなければなりません
が、国際規約を批准した政府は次の3段階の責務

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。2007年のテーマは「食
料への権利」です。この基本的な権利がすべての人に実
現されるよう、FAOは国際社会に一層の協力を呼びかけ
ています。

FAO/Giuseppe Bizzarri FAO photo

Raghu Rai/Magnum Photos for FAO

実現させるには

権利とは
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を負っています。

　○   権利の「尊重」、すなわち「食料への権利」
の実現を阻む行動をしてはならない。

　○  権利の「保護」、すなわち他者に権利を奪わ
れないことを保障しなくてはならない。

　○  権利の「実現」、まず政府は人々がさまざま
な資源にアクセスし使用できるようにしな
ければならない。さらに人々が自らの責任
ではない理由で「食料への権利」を実現で
きない場合、政府は権利を実現する手段を
提供しなければならない。

　「食料への権利」を「尊重」するとは、例えば、
政府は正当な理由と十分な補償なしに土地を没収
してはならないこと、同様に食料が不足している
土地での農業用水を他へ転換してはならないこと
を意味します。「食料への権利」の「保護」とは、
産業活動、例えば木材搬出を許可ないし認可する
前に、その産業活動が食料や生計へのアクセスを
妨げないことを公的機関が確認することを意味し
ます。「食料への権利」の「実現」は、必要な地域

での土地改革や人々に権利を通知するといったよ
り広範囲な手段を講じることを意味します。また
政府は、権利の尊重、保護、実現の取り組みが適
切でなかった場合の最後の救済手段として、所得
保障や食料援助を含む対策をとる義務もあります。
　国際的には、FAOの2004年理事会において、
国家の食料安全保障実現のための適切な「食料へ
の権利」の段階的実施に関するガイドラインを満
場一致で採択したことから、「食料への権利」へ
の注目が高まりました。これらの詳細なガイドラ
インは政府が責務を果たす際に具体的な支援を提
供しています。

　「食料への権利」を実行するためのほとんどの
取り組みは各国ごとに行われます。これには政治
的意志と国際規約への批准が重要です。公約を現
実にすることは、通常、権利を実現するための法

国の状況に合わせて 
権利を推進する

FAO/Giulio Napolitano FAO/Giulio Napolitano
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FAO/Pius Utomi Ekpei

律を制定し、具体的な政策やプログラムを採用す
ることです。現在、ボリビア、グアテマラ、イン
ドネシア、マリ、モザンビーク、ネパール、ウガ
ンダなどが、こうした取り組みを進めています。
　ブラジルは「食料への権利」を実現するために、
包括的な取り組みを行っている良い例と言えます
（BOX「ブラジルの成功：政府と市民社会の役割」
参照）。
　インドの「食料への権利」の取り組みは、ラ
ジャスタン市民の権利を求めるNGOによる訴訟
によって、2001年に加速しました。この訴訟は、
広範囲にわたる干ばつに際して、飢餓を防ぐため
に国の貯蔵食料を活用することを求めたものでし
た。インドの最高裁判所は最終判決に至るまでに、
多くの重要な仮処分を発令しました。これらは連
邦政府および州政府に、状況を改善させるために、
さまざまな資源の拠出を含む対策を進めるように
命ずるもので、「食料への権利」の実現に向けて
影響を与えることになりました。さらに最高裁は、
影響を受けている人々へ「食料への権利」に関す
る情報を提供するよう命じました。
　これらの命令はいくつもの実際の効果をもたら
しました。インドの公立学校・準公立学校に通う
全ての子どもを対象にした学校給食プログラムを
義務づけ、実施を促しました。この給食プログラ
ムは世界最大のもので、現在毎日5,000万人以上
に食事を提供しています。
　アパルトヘイト後、1994年に制定された南アフ
リカ憲法はとても進歩的なもので、「全ての人は
適切な食料と水にアクセスする権利を持ってい
る」という権利条項を持っています。特に、政府
は全ての子どもに適切な栄養を供給しなければな
らないと規定しています。また、この憲法は、全
ての人権を監視し、人権侵害を調査する人権委員
会を設置し、人々の間の人権意識を高めることを
求めています。「食料への権利」に関する法的枠

組みを作る取り組みも
進行中です。
　先進国の裁判所もま
た「食料への権利」を
適用し保護しています。
例えば1996年、スイス
の最高裁は法的保護を
受けていない外国人に
関し、人が「物乞いを
強いられ、あるいは人
間と呼ぶに値しない状
況に陥る」ことを防ぐ
ために食料を含む最低
限度の処遇を受ける権利を認めました。

ターニング・ポイント
　著名なブラジルの医者で飢餓根絶のために活動
していたジョズエ・デ・カストロは「飢餓は排除
である」と記しました。「土地、職業、賃金、収
入、生命そして市民権の剥奪である。何も食べる
ものがないという状況にある時、人は、他の全て
も否定されている。これは現代における流刑であ
り、人生の死である」と語っています。
　これらの言葉で、カストロ医師は世界中の8億
5,400万人の飢えている人々の一人ひとりが直面
している絶望を言い表しました。飢えている人々
の一人ひとりは、適切な「食料への権利」、飢餓
から解放される権利を持っていることを知ること
ができなかった人々なのです。この世界は、全て
の人々に十分で健康的な食料を供給することがで

FAO/Ivo Balderi
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ブラジルの成功：
政府と市民社会の役割

　ブラジルは、
「食料への権利」
を実現するため

に包括的な取り組みを行いました。

　1980年代に、大衆的な市民社会
運動によって民主主義が回復して以
来、ブラジルの人々は政府に人権確
立を迫る圧力をかけ続けてきました。

「食料への権利」を支持する取り組
みは、新憲法制定プロセスの一環と
して開かれた、1986年の「第１回
食料と栄養に関する全国会議」開催
とともに始まりました。

　2003年、ルイース・イナシオ・
ルーラ・ダ・シルヴァ大統領の誕生
によって取り組みが加速されました。
ルーラ大統領は、食料へのアクセス
を保障し、家計収入を増やし、家族
経営農業を促進するために、いくつ
もの省庁にまたがる31の行動計画
とプログラムからなる「ゼロ・ハン

ガー・プログラム」を立ち上げま
した。2005年には、このプログ
ラムに60億USドルの予算が付
けられました。ゼロ・ハンガー・
プログラムの主要な取り組みの一
つに「家族手当」があります。毎
月現金で支給される手当を、現在
1,200万の貧困家庭が受給して
います。学校給食が3,700万人
の子どもたちに提供されています。

　このほかの取り組みには、「食
料への権利」を実現するための政
策とガイドラインについて大統領
に直接報告と提言を行う食料と栄
養保障に関する全国評議会、飢え
と栄養不良の状況を調査するシス
テム、「食料への権利」侵害をモ
ニターする調査委員会、三権から
独立した人権侵害に対する法的救
済措置を提起する権限を持った公
共省、が含まれています。2006
年には、「食料への権利」を保障
するために全国的な食料と栄養保
障システムを確立する食料と栄養
保障に関する連邦法が制定されま
した。

　飢え、貧困、社会的排除に立ち
向かうネットワークである、市民
行動は、都市菜園づくりから農業
改革支援に及ぶさまざまなプロ
ジェクトに取り組む7,000以上の
地域委員会を創り出してきました。
1,000以上の市民社会グループが
2003年に開かれた経済的、社会
的および文化的権利に関する委員
会の第30回会合に向けたレポート
を起草しました。

　ブラジルでは、進歩的な政府の
政策とねばり強い市民社会セク
ターが結びついて「食料への権利」
の正当性が広く受け入れられるこ
とを確かなものにしています。

1963年、第12回
FAO総会（ローマ）
において演説する
ブラジルのジョズ
エ・デ・カストロ。
1951〜55年に、
FAO理事会の議長
も務めた

きます。この20年あまり、国々は徐々に責務を認
識し、この人権を実現するための取り組みを行っ
てきました。
　世界食料デーは、地方、国内、国際レベルで基
本的な「食料への権利」に関する一歩進んだ対話
と連帯感を高める大きな機会をもたらすのです。

出典：�"Achieving� the� Right� to� Food�ー� the� Human� Rights�
Challenge�of�the�Twenty-first�Century",�FAO,�2007より抜粋

※�全訳版パンフレットをご希望の方はFAO日本事務所までお問い合わせ下さい。

FAO/Giuseppe Bizzarri

FAO/Giuseppe Bizzarri
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　FAOは、数多くある国連機関の中でも最大規
模のものであるが、設立されて62年が経った今日、
190ヵ国の加盟国の多様なニーズにより迅速にか
つ効率的に対応できるように、その体質・機能が
大きく変わることが要求されている。そういう
FAOについて、筆者の27年間に及んだFAO勤務
の経験（国連本部とFAO本部勤務、6ヵ国の任国
事務所長を含む）を踏まえて、特に途上国の農業
支援という役割を中心にして、話をしてみたい。

FAOの生い立ちと設立理念
　FAOの生い立ちは、歴史的に大変面白い。日
本が世界大戦に突入した1942年の末、米国ではす
でに戦後の世界農業の復興計画が画策されていた。
当時オーストラリアの経済使節としてワシントン
市に駐在していたフランク・マクドウガル（Frank 
McDougall）が、戦後の世界農業の復興と安定し

た世界食料供給体制づくりの必要を熱心に提唱し
ていたが、これがエレナ・ルーズベルト米国大統
領夫人の賛同を得るところとなり、この構想はや
がてルーズベルト大統領の支持を得る。このこと
があって、米国は1943年5月にヴァージニア州の
ホット・スプリングズで、戦後の世界農業構築の
ための国際会議を開催した。この会議は「United 
Nations Conference on Food and Agriculture」
と呼ばれたが、この「United Nations」というの
は対日、対独、対イタリアの連合国という意味で
あり、これが「国際連合」と訳されて今日まで
使われている。この会議には、戦中にもかかわ
らず45ヵ国が参加した。もちろん、対戦国の日本
やドイツ、イタリアは招待されなかった。会議
は国際的な食料安全保障体制の確立のための多
くの提案事項と、その達成のための「恒久的国
際機関」を設立することを取り決めた。約2年間
の準備作業を経て、大戦終了後間もなく、カナ
ダのケベック市で開かれた第1回FAO総会におい
てFAO憲章が採択され、「Food and Agriculture 
Organization of the United Nations （FAO）」が
正式に発足した。これは1945年10月16日のことで
あって、国連（1945年10月24日発足）よりも1週
間ほど早い誕生であった。FAO憲章を受け入れ
た34ヵ国の加盟国でのスタートであったが、その
内訳は先進国13ヵ国、開発途上国21ヵ国の構成で
あった。日本は6年後の1951年11月に加盟が認め
られた。

FAO本部

途上国農業を支援する
FAOの役割
国際開発支援コンサルタント

（前FAOカンボジア事務所長）

�本稿は、平成19年7月18日にJAICAF・農林水産政策研究所共催で行われた
「第4回食料・農業協力講演会」（東京・政策研分室）の講演録をもとに編集し
たものです（右写真は講演時のもの）。

木本  長
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　こうして発足したFAOの目的と機能・役割は
その憲章に明記されているが、これは過去62年間
基本的な見直し・修正がされることなく、現在も
FAOの理念・行動規範の骨格を成している。こ
れをもう少し詳しく見てみると、目的は次の4点
が列記されている。

1.　加盟国の国民の栄養および生活水準の向上
2.　�あらゆる食料および農産物の生産と流通の効率向上
3.　農村人口の生活条件の向上
4.　�世界経済の拡大に貢献し、かつ人類の飢餓からの解

放を確実なものとする

　これらの目的をどのようにして達成するのか、
すなわちFAOの機能については、次のように明
記されている。

1.　�栄養、食料および農業に関する情報の収集、分析、
解釈および敷衍

2.　�次の各案件の促進と国別かつ国際行動の提唱
　• ��栄養、食料および農業に関する科学、技術、社会、
経済的研究

　• ��栄養、食料、農業に関する教育体制の向上および栄
養と農業に関する科学的かつ実践的公共知識の普及

　• ��天然資源の保護と農業生産の進歩した手法の採用
　•�食料と農産物の加工と流通の向上
　• ��国内および国際農業金融の十分な供給とそのための
政策

　•�農産品通商協定に関する国際政策
3.　加盟国政府の要請に応じる技術支援
4.　�連合国食糧農業会議（1943年のホット・スプリン

グズ会議）の提案事項の実施とFAO憲章から生じ
る義務事項の実施を支援するための使節団の派遣

5.　�FAOの目的事項を実施するための必要かつ適切な
あらゆる活動

　FAO憲章は、「本憲章でいうところの農業と農
産物という言葉には、漁業と海産物、林業と林産
物を含む」との注釈が付いており、これにより
FAOの責任範囲は世界の農業、漁業、林業を網
羅するという、極めて広範囲なものとなった。

加盟国（途上国）の増大と役割の変化
　当初34ヵ国で発足したFAOであるが、1960年
代の半ばになると、西欧の植民地から独立した国
が一挙に増え、加盟国は1965年には107ヵ国に増
大した。加盟国はその後も増え続け、現在ではそ
の数は190に達している。これらの新しい加盟国
はほとんどが途上国であり、FAOからの支援を
必要としている。そのため、当初は世界の農業統
計の整備や各国間の情報交換や対話の促進、およ
び将来の世界農業展望の基礎研究などに取り組ん
でいたFAOは、途上国の農業開発支援を最重要
課題として取り扱うことになった。
　FAOが直面した最大の課題は、爆発的に増え
続ける世界の人口の食料をいかに確保するかとい
うことであった。人口増加は主に途上国で顕著で
あるから、途上国の農業開発をいかに支援するか
が重要課題となった。これについては、FAOは
かなりうまくその役割を果たしてきたと見ること
ができよう。FAOが設立された戦後当時の世界
人口は約23億であったが、それが今日では約66億
である。人類はこの増大した人口を養うだけの食
料増産に成功を収めてきた。この人類の「偉業」
のために果たしてきたFAOの役割あるいは貢献
には多大なものがある。途上国の農業振興への直
接支援のみならず、定期的にかつ正確に発表する
世界の食料需給予測、1975年と1996年に世界食料
サミットを開催し、世界食料安全保障体制の確立
に向けての国際的戦略を策定しその合意を加盟国
から取り付けたこと、農業開発に関する技術的問

特集  3 途上国農業を支援するFAOの役割
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題解決のための無数の専門家会議の開催、加盟国
間の農業政策協調促進など、世界の食料増産のた
めにFAOが裏方として努めてきた役割は無視で
きない。
　爆発的に増えた世界人口を養うことに成功して
きた人類だが、これは今後も可能なのか、という
問題に私達は直面している。現在66億の世界人口
は、特に途上国で増え続け30年後には90億に達す
ると予測されているが、これを養うだけの食料増
産は可能なのか。世界中の条件の揃った農地は開
墾し尽くされた感じがしないでもないし、農業に
欠かせない水資源もいたる所にあるわけではない。
地球温暖化やエルニーニョなどの気象変化の問題
もあるし、今後は「環境にやさしい農業」がさら
に要求されるから、これが食料増産の足かせにな
るだろう。またバイオ燃料生産と食料生産の確執
も深刻になるだろう。こういう現状の中で、今後
も増え続ける人口を養うに十分な食料増産をやっ
ていけるのか。今、人類は大変な挑戦に直面して
いるわけだが、これに答えるというのが現在そし
て今後のFAOの重大テーマの一つであろう。
　今、国際社会は一致して、ミレニアム開発目標
（MDG）の達成に取り組ん
でいる。これは、2000年9
月に開催された国連特別サ
ミットで採択された、今後
早急に世界人類が達成すべ
き開発目標である。この第
一項目には「2015年までに
世界の貧困および飢餓人口
を半減する」という目標が
掲げられている。世界の飢
餓人口を2015年までに半減
するという目標は、1996年
にFAOが主催した世界食
料サミットで採択された国

際目標である。このように、国際的な共同作業の
コンセンサスや協定を作る、そして決めた国際目
標や合意の実施・達成のためになすべきことを世
界各国の政府に働きかけ、国際的な仕事の枠組み
を作る、そしてそのために特に途上国を巻き込む、
というのもFAOの重要な役割である。
　さて、2015年までに世界の飢餓人口を半減させ
るという目標は、果たして実現できるのか。本
講演の10日前の7月7日がミレニアム開発目標達成
期限のちょうど中間点であったが、これに合わ
せて国連事務総長が総合的な中間報告書を発表し
た。これによると、目標第一項目の貧困と飢餓人
口の半減は、これらを世界総人口に対する比率で
みた場合、どうやら達成が可能のようだとの予測
である。報告書は極貧レベル、すなわち1日1ドル
以下の生活を送っている人の数は、1990年には世
界人口の約3分の1もあったが、これが2004年には
5分の1以下にまで下がったとあり、この調子でい
くと貧困人口の半減の目標は達成できるであろう、
と推測している。では、飢餓人口はどうかという
と、これについては明確には示されなかった。し
かし、現在の開発途上国の極貧人口は約9億5,000

世界食料サミット（FAO本部）
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万人、飢餓人口は約8億5,000万人と推定されてい
るから、極貧人口が半減するということは、飢餓
人口もほぼ半減するものと解釈されよう。ところ
が、飢餓人口を8億5,000万人とする数字はFAOが
推計した数字であるが、この数字はここ数年全然
変わっていない。本当に2015年までに、すなわち
あと7年半ほどで、絶対数としての世界の飢餓人
口（8億5,000万人）を半減するという世界食料サ
ミットの目標は達成できるのか、国際社会は大き
な課題に直面している。かつ、このためにFAO
は何ができるのか、すなわちFAOの役割は何な
のか、厳しく問われている。

途上国農業支援活動
　先に見たFAO憲章には、開発途上国の農業支
援をFAOの主たる任務とする、というようなこ
とは明記されていない。憲章では、加盟国政府の
要請に応じる技術援助を行う、と示されているだ
けである。しかし、途上国の加盟国の数が圧倒的
になるにつれ、途上国支援がFAOの重要な仕事
となった。
　FAOの事業は通常予算で賄われる政策支援や
統計強化、国際協定策定、あるいは人材養成など
のプログラム的なものと、任意拠出金によるプロ
ジェクト型に分けられる。通常予算のうち途上国
支援に直接振り分けられる事業を正確な金額で表
すのは、FAOの予算構成の特異さからして不可
能である。これに対しプロジェクト型は個々のプ
ロジェクトが独立した予算を持つから、その金額、
またはその事業の結果および評価も明確にできる。
現在、大小含めて約2,050件のプロジェクトを途
上国で展開しており、その総額は約800億円にな
る。しかし、15年ほど前には約4,000件ものプロ
ジェクトを執行しており、FAOのプロジェクト
型事業はここ数年減退の傾向にある。また、かつ

ては10億円を超えるような大型のプロジェクトが
かなりあったが、最近は個々のプロジェクトが小
型化している。現地政府が申請したプロジェクト
をそのまま実施する、いわゆるトップ・ダウン式
のやり方を改め、農民のあるいは農村のニーズに
合ったもの、彼らの維持能力を反映したものをプ
ロジェクトにしていくボトム・アップ式のやり方
を重要視するようになったFAOの手法の変化の
現れであろう。
　小型のボトム・アップのプロジェクトを代表す
るものに、「テレフード（TeleFood）・プロジェ
クト」というものがある。これは特にテレビなど
でのチャリティ・ショーや、その他色々な形で民
間から浄財を集めて、それを平均して1件50万円
前後（1件の予算は1万ドルを超えてはならないと
いう規則がある）の予算でマイクロ（小型）・プ
ロジェクトとして使うというものである。このテ
レフード募金活動には、JA全中のネットワーク

学校菜園のテレフード・プロジェクトに参加する学童たち
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カンボジアでのSPFSプロジェクト

の協力を得たり、毎年横浜みなとみらいでチャリ
ティ・コンサートを開いたり、いくつかの企業の
寄付金など、日本も活発に貢献している。テレフー
ドは1997年に打ち上げられたのだが、それ以来
約2,200件のテレフード小型プロジェクトが127ヵ 
国で実施されてきた。また、ボトム・アップとい
うやり方で最近注目を浴びているFAOの事業に、

「食料安全保障特別事業（Special Programme for 
Food Security, SPFS）」というものがある。これ
は、受益者である農民が主体となって、水利効
率の向上、農業の多角化と集約化をはかること
により、生産性を上げるというもので、FAOは
これを重要事業として世界の100を超える国々で
展開している。しかし、なぜFAOが民間からの
募金による小型プロジェクトをやらねばならな
いのか、こういうのはNGOが得意とする分野で
あって、FAOがやらなくても良いのではないか。
またSPFS事業にしても、農民参加型の手法は正
しいけれども、このようなことは日本のJICAや
他の援助機関がすでにやっていることであって、
FAOとしてはもっと斬新なことができるのでは
ないか。等々の非難が加盟国の間で彷彿している。

FAO機構改革
　設立以来62年が経ち、加盟国も190ヵ国に膨れ
上がったFAOであるが、組織として肥大化した、
あるいは事業が散漫で非効率的であるなど、この
ところ加盟国の間での不満が多く聞かれる。また、
主要加盟国の財政的事情もあり、FAOの予算は
ここ数年にわたって削減を余儀なくされている。
そこでFAOの全てを見直し、FAOを根本的に改
新する目的で機構改革の作業が2006年に始まった。
小規模の機構改革は過去にも何度か行われたが、
今回のような本格的な改革作業はFAOの設立以
来初めてのことである。これは、FAO潰しを狙
いとしたものではなく、人類が直面している現在
と今後の世界の食料問題の解決になくてはならな
いような機能的なFAOに作り変える、という前
向きな作業であり、また実際、加盟国にはこの機
構改革を真剣にそして厳しくやるという意気込み
が感じ取られる。
　機構改革は、まずFAO外部の専門家による独
立評価（見直し）作業でたたき台を作りあげ、こ
れに基づいて加盟国が最終判断を下すことになる。
独立評価作業のために8名の著名な専門家が任命
され、この専門家たちは数ヵ月をかけて加盟国を
訪問して、政府担当者と話し合ったり、FAOの
途上国での現場を視察して受益者農民やプロジェ
クト担当のFAO専門家と会ったり、また数多く
の国連機関を訪れて意見交換を行った。FAO事
務局の職員とも広範囲にわたって対話の機会を
もった。外部専門家の独立評価の報告書はまず暫
定報告書として本年の7月19日に発表される。そ
の後3ヵ月をかけてこれをたたき台として、加盟
国やFAO事務局との意見調整が色々な形で取り
持たれる。これを経て、最終報告書は10月19日ま
でに仕上げられる。最終報告書には数々の厳し
い提案が含まれることが予想されるが、これが11
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写真提供：FAO

きもと　つかさ
北海道出身 北海道大学中退後、米国
に留学 1979〜2006年FAO勤務 国連
本部連絡官、FAO本部官房上級予算官、
任国FAO代表職などを務めた

の一つとして再確認することが予想される。その
途上国支援をどう効率的にかつFAOらしく取り
組むべきなのか、その提案も示されることが期待
される。
　しかし、ここで気になることは、FAOの全て
を見直すという今回の機構改革が、FAO憲章に
は触れないという加盟国の合意と指示のもとに推
し進められているという点である。したがって、
外部専門家による独立評価もFAO憲章そのもの
の見直しをしない。しかし、すでに検証したよう
に、FAO憲章には途上国の農業支援をするとい
うことは明記されていない。また、グローバリゼー
ションを初め、62年前とは全く変わってしまった
世界農業体制の中で、FAOは憲章にない新たな
挑戦と役割に直面しているわけだが、これらは憲
章そのものの見直しはしないという手法での機構
改革の結果、明確にされるのだろうか。一抹の疑
問を感じる。
　ともあれ、今FAOが大きく変わろうとして
いることは間違いない。この機構改革の結果、

FAOの持つ特異性と優位性が十
分発揮できる形で、途上国支援活
動の役割がさらに明確化されるこ
とが望まれる。

月に開かれる定期FAO理事会と総会にかけられ、
討議される。しかし最終報告書の網羅する内容の
複雑さ、あるいは微妙な政治的・外交的考慮を必
要とするものも幾多とあることが推察されるので、
この11月の理事会と総会で最終結論を出すことは
困難であろう。最終結論は、来年2008年にFAO
の臨時総会を開催して、その場で加盟国間の合意
として採択されることになろう。
　FAOが設立された後の20～30年間は、FAOの
世界農業での特に政策の分野では確固たる指導力
および影響力があった。しかし、その後加盟国が
増大するにつれ、FAOに要求される課題も多様
化したが、それに十分満足するサービスが提供で
きなかった。また、日本のJICAを初め主要援助
国は独自の援助機関を設立したし、民間のNGO
の活動も活発になり、FAOの存在感は次第に薄
れてきた。しかし、国際機関としてのFAOだか
らこそできる役割があるはずで、それを明確に
するのが、今回の抜本的機構改革の目的であろう。
その結果、途上国の農業支援をFAOの重要課題

NGOの野菜プロジェクト（リベリア）を視察する筆者（左から2番目）
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CropProspect
and
FoodSituation

穀物見通しと食料事情
2007年10月

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」を統合し、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（LIFDC）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。こ
こではその一部を紹介。全文（英語）は下
記ウェブサイトへ。
www.fao.org/giews/english/cpfs

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

世界穀物需給の要約

Global Cereal Supply and Demand Brief

穀物の需給見通しは 
さらに緊迫

　2007年世界穀物生産は、2006年
対比で、依然として相当程度の増
大が予測されているにもかかわ
らず、2007/08年度の世界穀物需
給見通しは厳しいままとなってい
る。バイオ燃料産業からの根強い
需要を反映して高水準にあるトウ
モロコシ価格に対する圧力が、供
給の改善見込みによっていくらか
緩和している。一方、特に輸出諸
国における小麦生産の減退予測は、
在庫水準がきわめて低い状況下に
あるため、小麦価格を記録的水準
に押し上げている。このような高
価格は他の市場へと波及していき、
主要飼料穀物を含むほとんどの穀
物価格を押し上げる結果となった。
穀物価格の上昇は、食品チェーン
に織り込まれて多くの基本的食料
品のコストを増加させ、すでにい
くつかの国において食品騒動を引
き起こしている。食料インフレへ
の懸念から、ある国々では穀物の
早期購入を加速させ、また他の国
では年度後半の価格低下を期待し
て購入を遅らせる動きが出てきて
いる。このような事態の成り行き
は、市場の不安定な状況を一層悪
化させている。
　2007/08年度において世界の穀
物需要の増大が予測されることを
前提とすれば、現在予測されてい
る生産水準が実現するとしても、
極めて低水準にある備蓄の期首水
準からの回復は難しいであろう。

その結果、世界穀物の在庫／利用
比率は、前年度とまったく同様の
低位水準、すなわち、約30年前に
FAOが世界穀物市場の追跡調査
を開始して以来最少である20％程
度に止まるだろう。世界貿易に関
しては、価格の上昇と貨物運賃の
高騰が悪影響を及ぼすだろう。小
麦と粗粒穀物の貿易がもっとも影
響を受けると見られ、前年度の
ピークをはるかに下回るだろう。
　開発途上国、とりわけ低所得食
料不足国（LIFDC）にとって憂
慮すべき結果をもたらす事態では
あるが、高い価格と高い運賃の組
み合わせは、世界市場からの穀
物の輸入コストを記録的な水準
にまで高めることとなろう。開
発途上国では、2007/08年度には、
2006/07年度から10％増の過去最
高値、520億ドルを穀物輸入に費
やすこととなろう。これは、すで
に前年度において36％という衝撃
的な増加を記録した直後のことで
ある。LIFDCの全穀物輸入の費
用は、2006/07年度に記録した高

Global Cereal Supply and Demand Brief 20世界穀物需給の要約
LIFDC Food Situation Overview 

22低所得食料不足国の
食料事情
Food Emergencies Update 24食料危機最新情報	

図1　世界穀物の在庫／利用比率
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水準からおよそ14％増の280億ド
ルで、過去最高となるものと見込
まれている。
　このように引き続き高水準かつ
変動の激しい価格を背景として、
2007/08年度の早期数ヵ月間の貿
易活動は、多くの輸出国、特に米
国とロシアによって記録された平
均を上回る販売を伴って、一般的
に通常より速やかに行われた。今
後数ヵ月間は、2007年の生産量が
より確かなものとなるに従い、ま
た、2008年の冬小麦の作付の増加
が実現することにより、安定した
期間が到来するものと期待される。
しかしながら、特に小麦の供給が
逼迫していることを考慮すると、
南半球における作物の生育条件悪
化や輸出国の国内食料価格の抑制
のため輸出販売を制限する意図的
な試みにより、価格が現在の高値
を超える水準にまで容易に引き上
がる恐れがある。

小麦の不作見通しにも
かかわらず 
穀物全体の生産量は 
記録的な高水準に

　FAOによる2007年の世界穀物
生産予測は、7月の前回予測以降
下方修正されているが、それでも
なお、2006年より5.3％増の21億
1,400万トン（精米ベースを含む）
と最高記録値となるだろう。7月
以来の下方修正の大部分は小麦に
関するもので、小麦生産量は今年
早期における期待よりも相当程度
少ないが、それでもおおよそ平
年作であった前年生産量の1.7％
増の6億500万トンの予測値となっ
ている。予測値の下方修正理由
は、北半球のいくつかの国におい
て予想されていた可能性よりも不

作という結果になったことと、作
期がこれから終わりを迎える南半
球においての見通しが悪化したこ
とによるものである。すでに収穫
済みのところについてみると、期
待値からの最大の逸脱はヨーロッ
パで、そこにおける最新の推定値
は、相当大きな増加を見込んでい
た当初の予測値よりも2.9％もの
生産減少となっている。最大の生
産低下となったのは、数週間にわ
たる異常な熱暑と乾燥した天候が
小麦作に損害を与えたヨーロッパ
の東部生産地域であった。しかし
ながら、いくつかの北方の主要生
産国にあっても、夏期の乾燥状況
と、これに引き続く過度の湿潤条
件とが加わって、当初の予測より
は不作の結果となった。また、北
米においては、米国の今年の生産
量の最新推定値に小さな下方修正
がなされてはいるものの、対前年
大幅増の豊作であった。熱暑と乾
燥に見舞われたカナダについては、

相当程度大きな下方修正がなされ
たのだが、これは生産減少地域の
影響を一層大きくするものである。
2007年のアジアの小麦生産につい
ての最新の推定値は、パキスタン
においてわずかな下方修正がなさ
れてはいるものの（パキスタンは
それでも豊作ではあったが）良好
な水準、かつ前年を上回るもので
ある。北半球の他の地域をみると、
干ばつがモロッコの小麦生産を壊
滅させ、この結果、北部アフリカ
の他の地域ではほぼ平年作の収穫
であったにもかかわらず、北部ア
フリカ地域としての総生産量は昨
年および過去5ヵ年平均よりも大
きく減退している。南半球におい
ては、2007年の主要小麦作のほと
んどが現在から年末の間に収穫さ
れることとなっている。南米で
は、ブラジルでの生産回復がアル
ゼンチンで予期される若干の減少
を十二分に相殺する結果、南米の
全生産量は2006年対比で7％の増

表１　穀物生産１（100万トン）
2006年

推定
2007年

予測
2007年の2006年
に対する変化（％）

アジア 911.1 924.4 1.5
極東 809.4 824.3 1.8
アジアの近東 72.1 70.2 -2.6
アジアのCIS諸国 29.4 29.7 1.1
アフリカ 144.0 136.2 -5.4
北部アフリカ 35.6 29.0 -18.7
西部アフリカ 48.6 48.4 -0.4
中部アフリカ 3.6 3.5 -2.7
東部アフリカ 34.9 33.9 -2.7
南部アフリカ 21.4 21.4 0.1
中央アメリカおよびカリブ海地域 37.1 39.4 6.4
南アメリカ 109.6 128.3 17.0
北アメリカ 384.5 469.7 22.2
ヨーロッパ 402.7 390.9 -2.9
EU2 246.9 262.4 6.3
ヨーロッパのCIS諸国 118.5 112.5 -5.1
オセアニア 18.5 25.3 36.6

世界 2,007.5 2,114.2 5.3
開発途上国 1,154.0 1,180.9 2.3
先進国 853.4 933.3 9.4
–小麦 594.9 604.8 1.7
–粗粒穀物 984.5 1,080.4 9.7
–米（精米） 428.1 428.9 0.2
１ 精米ベースを含む　2 粗粒穀物
注：合計は四捨五入していないデータから算出
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加が予測される。オセアニアでは、
オーストラリアの小麦作物の見通
しが主要生産地域における作付後
に襲来した熱暑・乾燥気候によっ
て著しく悪化した。
　北半球の多くの地域では、2008
年に収穫される冬小麦作がすでに
作付中である。米国では一般的に、
野外作業が好条件に恵まれており、
作付開始が通常より遅れている
とはいえ、早期の兆候としては全
ての面で記録的数値を示している。
また、ヨーロッパでは、天候さえ
よければ冬小麦の分野での大きな
生産増が十分考えられる。EUは、
2008年に関して10％の義務的不耕
作要件を解除しているが、これに
よって、2008年には推定300万ha
の可耕地が生産に復帰する可能性
がある。また、東ヨーロッパの広
い生産地域においては、天候と生
産資材さえ許せば、より広い耕地
を小麦作付にあてる意向を当該地
域の農民が有していることが分
かっている。
　2007年の世界の粗粒穀物生産に
ついてのFAOの最新予測は、わ
ずかに上方修正されて、前年対
比9.7％増で過去最高となる10億
8,000万トンとなっている。この
増加の大部分は、現在7億8,400万
トンと見込まれている記録的な世
界トウモロコシ生産によるものと
考えられる。米国ではすでに収穫
作業が始まっており、バイオ燃料
産業からの特に強い需要に対応し
て作付が急激に増加したため、記
録的な生産が期待されている。南
米でもまた、例外的な高収量をも
たらした良好な生育条件と高い国
際価格に対応した作付面積の拡大
を反映して、トウモロコシの収穫
は大豊作となった。ブラジルで集
荷されたばかりのトウモロコシの

二番作は、昨年の高水準をさらに
25%上回るものと推計される。ま
た中米でも、主要生産国であるメ
キシコでの作付が拡大して記録的
な収穫が予想される。その他の地
域をみると、アジアとアフリカに
おける2007年の粗粒穀物生産は比
較的に変化がみられず、他方、ヨー
ロッパとオーストラリアでは、乾
燥して暑い気象条件が生育を阻害
した結果、生産の減退が予想され
る。2008年産主要作物の一番作に
関しては、重要な夏作トウモロコ
シの作付が南アメリカにおいてす
でに進行中である。早期の兆候と
しては、他の作物に比較し魅力的
な収益性の誘因によって、作付面
積の継続的拡大が見られる。しか
しながら、土壌水分の水準が限ら
れたものとなっていると9月中旬
に報告されているため、農民の生
産意欲を満たすためには追加的な
降雨が必要とされるだろう。
　ここ数ヵ月の間にアジア、アフ

リカ、中米、およびカリブ海地
域で報告されている深刻な洪水問
題にもかかわらず、2007年の世界
の米生産の見通しは良好なまま
にとどまっており、2006年の改訂
推定値をわずかに上回る、およ
そ6億4,300万トン（精米ベースで
4億2,900万トン）と予測されてい
る。生産増の大部分はアジアにお
けるものであるが、アジアの各国
別の生産見通しはかなり複雑であ
る。すなわち、中国、インド、イ
ンドネシア、ミャンマーでは大き
な増加が見込まれるものの、日本、
フィリピン、スリランカ、トルコ、
ベトナムでは、主として不良な気
象条件を反映して、かなり大きな
減少となるであろう。7月までの
干ばつに耐えた稲作を洪水が助け
たアフリカにおいては、米生産が
増大することとなろう。対照的に、
他のすべての地域では減退が予測
される。

LIFDCの穀物生産は
過去4年間に比べ減速

　82ヵ国のLIFDCの全穀物生産
は、2003年以降、持続した率で増
加してきたが、今年はわずかの増
加に止まるものと見通される。最
大の生産国である中国およびイン
ドでは穀物の豊作が続いているが、
この2国を除くLIFDCの全穀物生
産は、わずかながら減少を示して
いる。この減少の大部分は、モロッ

コでの壊滅的な干ばつを反映して、
生産が昨年水準を4分の1下回ると
予測される北部アフリカにおける
ものである。アフリカの他の地域
をみると、南部アフリカでは、い
くつかの国（特にジンバブエ）で
不良な結果となったものの、全体
的には良好な収穫となった。2007
年主作期の収穫が開始、あるいは
間もなく開始される東部、西部、
中部アフリカでは、激しい洪水に
もかかわらず良好な結果が期待さ
れ、全生産高は2006年の高水準を

低所得食料不足国の食料事情

LIFDC Food Situation Overview
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表2　低所得食料不足国の穀物生産１（100万トン）

2005年 2006年 2007年 2007年の2006年
に対する変化（％）

アフリカ（44ヵ国）　 114.0 128.4 120.2 -6.4
北部アフリカ 25.4 29.7 22.3 -25.0
東部アフリカ 30.7 34.9 33.9 -2.7
南部アフリカ 9.1 11.7 12.1 2.8
西部アフリカ 45.4 48.6 48.5 -0.3
中部アフリカ 3.3 3.6 3.5 -2.8

アジア（25ヵ国） 733.9 747.4 763.8 2.2
アジアのCIS諸国 14.2 12.9 13.7 6.1
極東 705.7 721.8 736.9 2.1
–中国 372.7 387.4 394.4 1.8
–インド 193.8 194.2 201.2 3.6
近東 14.1 12.6 13.1 3.9

中央アメリカ（3ヵ国） 1.7 1.6 1.8 9.3
南アメリカ（1ヵ国） 1.7 1.6 1.7 1.3
オセアニア（6ヵ国） 0.0 0.0 0.0 0.0
ヨーロッパ（3ヵ国） 7.6 7.4 7.9 5.7

合　計（82ヵ国） 859.1 886.5 895.3 1.0
１ 精米ベースを含む
注：合計は四捨五入していないデータから算出

わずかに下回る程度と予測される。
同様に、アジアでは、今作期、激
しい洪水による作物への深刻かつ
局地的な損害にもかかわらず、豊
富な降雨は穀物生産にとって全体
的には恩恵的であった。特にアジ
アの独立国家共同体（CIS）諸国
では、穀物生産は、干ばつの影響
により減少していた前年の水準か
らの回復がみられた。中米とカリ
ブ海地域では、ハイチで平年作を
上回る収穫となり、また、ニカラ
グアとホンジュラスでは良好な主
作期穀作が進行中である。

穀物輸入がわずかに 
減少するものの、 
輸入額は記録的水準に

　現在予測される生産水準と比
較的十分な繰越在庫を背景に、
2007/08販売年度または2008年の
LIFDCの穀物輸入は前年水準を
50万トン弱下回る9,040万トンと
予測される。輸入の減少が最も大
きいのは、昨年、在庫補填のため
670万トンの小麦輸入を行ったイ

ンドで、今年は300万トンの輸入
が見込まれる。この輸入減少は、
2007/08年度に、630万トンの穀物
を輸入するモロッコの大幅増で一
部相殺されるであろう。
　今年のLIFDCによる穀物輸入
量は幾分少ないにもかかわらず、
輸入額は、すでに対前年度比35%
増であった2006/07年度から、さ
らに14％増加するものと見込まれ
ている。このことは、高水準の

国際穀物価格と運送料とを反映
したもので、この結果、多くの
LIFDCにおいて、すでにパンや
その他の基本的食料品の国内価格
の高騰を引き起こしている。アフ
リカと近東のいくつかの国では食
料暴動まで起こっている。とりわ
け、2007/08販売年度の終了時に
LIFDCの全在庫がおよそ10％低
下することが予測されていること
を考慮に入れると、国際市場にお

表3　低所得食料不足国の穀物輸入の態様（1,000トン）
2005/06年度
または
2006年

2006/07年度または2007年 2007/08年度または2008年
必要量１ 輸入の態様２ 必要量１

実際の輸入 全輸入 左のうち食料援助約束 全輸入 左のうち食料援助約束 全輸入 左のうち食料援助

アフリカ（44ヵ国）　 39,036 36,795 2,516 28,123 1,991 39,476 2,208
北部アフリカ 16,353 16,038 12 16,038 12 18,951 0
東部アフリカ 5,839 5,158 1,517 4,257 1,191 4,362 1,100
南部アフリカ 3,846 3,074 355 3,074 355 3,545 591
西部アフリカ 11,336 10,870 549 4,279 385 10,926 461
中部アフリカ 1,662 1,656 84 477 49 1,693 57

アジア（25ヵ国） 42,946 49,350 1,636 46,684 1,116 46,138 1,714
アジアのCIS諸国 2,958 3,479 166 3,479 166 2,780 197
極東 28,129 35,140 1,297 33,949 820 32,263 1,342
近東 11,859 10,731 173 9,256 130 11,095 175

中央アメリカ（3ヵ国） 1,750 1,710 135 1,710 135 1,716 140
南アメリカ（1ヵ国） 1,011 944 30 944 30 1,020 20
オセアニア（6ヵ国） 416 416 0 156 0 416 0
ヨーロッパ（3ヵ国） 1,619 1,611 0 1,611 0 1,650 60

合　計（82ヵ国） 86,777 90,827 4,318 79,229 3,272 90,416 4,142
１ �輸入必要量は利用量（食料、飼料、その他の使用、輸出および期末在庫）と国内供給可能量（生産量＋期首在庫）との差である。利用量は、当該国の現在の経済状態を評価して調整された過去の数値に基づい

ている
２ 2007年９月中旬において利用可能な情報に基づく推計値
注：合計は四捨五入していないデータから算出
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表4　地域別の低所得食料不足国の穀物輸入支払額（７／６月、100万ドル）
2002/ 03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

推計
2007/08

予測
年

低所得食料不足国 14,034 15,813 18,841 18,166 24,613 28,145
アフリカ 6,501 7,098 8,422 8,387 10,315 13,012
アジア 7,014 8,052 9,722 9,011 13,372 14,092
ラテンアメリカ・
カリブ海地域 317 389 418 477 570 625

オセアニア 69 76 78 82 97 104
ヨーロッパ 133 198 201 209 259 312

出所：FAO

外部支援を必要としている国1（36ヵ国）

アフリカ（21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 多年にわたる干ばつ、エイズ被害
ソマリア 内戦、干ばつ
スワジランド 多年にわたる干ばつ、エイズ被害
ジンバブエ 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 国内避難民、帰還難民、高食料価格
エチオピア 低所得、高食料価格、各地における治安の欠如
リベリア 内戦後の回復期間、国内避難民
モーリタニア 多年にわたる干ばつ、局地的洪水
シエラレオネ 内戦後の回復期間、難民

厳しい局地的食料不安
ブルンジ  国内抗争、国内避難民、帰還難民、継続的な乾燥
中央アフリカ共和国 国内抗争、国内避難民
チャド 難民、治安の欠如
コンゴ民主共和国 国内抗争、国内避難民、難民
コンゴ共和国 国内避難民、難民
コートジボワール 国内抗争、国内避難民
ガーナ 洪水
ギニアビサウ 局地的な治安の欠如、市場問題
ケニア 局地的干ばつ
スーダン 国内抗争、帰還難民
ウガンダ 国内抗争、国内避難民

アジア（9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 内戦、治安の欠如、国内避難民

広範囲なアクセスの不足
アフガニスタン 内戦、国内避難民、帰還難民、洪水
インドネシア 地震
朝鮮民主主義人民共和国 経済的困窮、洪水
ネパール 市場アクセス、内紛の諸影響、洪水

厳しい局地的食料不安
パキスタン カシミール地震の残存影響、洪水
スリランカ 津波の残存影響、深刻化する内戦、洪水
東ティモール 国内避難民、干ばつ／洪水

ラテンアメリカ（4ヵ国）

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。

総体的な食料の生産／供給における異常な不足
ドミニカ ハリケーン
ジャマイカ ハリケーン
セントルシア ハリケーン

厳しい局地的食料不安
ニカラグア ハリケーン

ヨーロッパ（2ヵ国）

総体的な食料の生産／供給における異常な不足
モルドバ 干ばつ、冬作物生産資材のアクセス不足

厳しい局地的食料不安
ロシア連邦 内戦
（チェチェン）

今期作物生産の見通しが好ましくない国2

（3ヵ国）
カーボベルデ 干ばつ
ガーナ 洪水
ソマリア 内戦、局地的干ばつ

ける価格の不安定性によって、今
後数ヵ月にわたり、LIFDCでの
輸入と食料消費が減退するといっ
た一層の状況悪化が懸念されてい
る。

翻訳：松岡　將
出典：	"Crop	Prospects	and	Food	Situation	
No.5,	October	2007"	FAO,	2007

食料危機最新情報
Food Emergencies Update
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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

FAO/WHO 国際食品規格

　第5回　コーデックス委員会の活動内容

（1） コ－デックスを支えるFAOとWHOの合
同専門家会合

　食品添加物、食品汚染物質、食品衛生、残留動物
医薬品、残留農薬といったような食品の安全性を
議論している部会では、科学的なデータや情報が
不可欠です。食品添加物、汚染物質、動物医薬品、
農薬といった化学物質は食品の消費を通じて人体
に取り込まれていくのですが、コーデックスの各
部会では、食品におけるこれらの化学物質の許容
できる上限値を設定することにより、健康への影
響が生じないようにしているのです。このような
上限値を、食品添加物や汚染物質では「最大基準
値（Maximum Level: ML）」、農薬や動物医薬品の
場合には「残留基準値（Maximum Residue Limits: 
MRL）」といいます。
　このような食品に対する特定の化学物質の最大
値を設定する過程で、当然のことながら様々な科
学的な情報が必要となっていきます。まず、そもそ
も食品添加物、汚染物質、動物医薬品、農薬といっ
た化学物質がどのような悪影響を人体に及ぼすか
という話から出発する必要があります。それはそ
れらの化学物質が人体にどのような影響を及ぼす
かに関する情報や、ネズミなどの動物に化学物質
を含んだ餌を与える動物実験の結果など、様々な
情報を用いて考察されます。
　次にそうした悪影響がどの程度の量で発生する
のかという定量的な分析が行われます。簡単に言
いますと、動物への化学物質の投入量と危害の発

生の程度の関係を観察し、横軸に化学物質投与量
を縦軸に悪影響の発生状態を数量化したもの（発
生率など）を設定し、両者の関係を示したグラフを
作成します。図で示されるこのグラフは、「用量反
応曲線（dose-response curve）」と呼ばれます。こ
のグラフから、健康への被害が発生しない化学物
質投入量の最大値を特定します。これは図のＡで
示される点ですが、この化学物質を生涯摂取して
も化学物質がもたらす健康被害が生じない最大の
摂取量ということになります。つまり、この量の以
下の摂取であれば、一生の間この化学物質を摂取
し続けても危害が生じないということです。この
指標は、多くの場合動物実験をもとに算出される
ため、特定の係数を使って人間に適用する値に変
換します。最終的には人間がその化学物質を一生
摂取しても安全を確保できる一日当たりの最大摂
取量、すなわち「一日許容摂取量（ADI） 」（汚染物
質のように、自然に食品に含まれてしまうものに
は「暫定許容一日摂取量（PTDI）」）と呼ばれる指
標が導き出されます。理論的には一日の摂取量が
ADI以下であれば健康への障害が生じないという
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R
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7　コ－デックスに不可欠な科学的情報

 図　用量反応曲線
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ことになります（ADIは通常一日当たり、体重1kg
当たりの摂取量（mg）で示されるのが慣例）。以上
の過程を簡単に書きましたが、この作業は現実的
にはかなり複雑で、例えば、動物実験に際して、加
齢にともなう腫瘍の増加と化学物質投与による影
響とをどのように区別するのかというような多く
の困難な問題に直面するようです。
　次の段階では、食品の消費量と化学物質の食品
中の存在量のデータから、平均的な消費者がそ
の化学物質を一日どの程度摂取しているのかを
推定します。消費量のデータは各国提出のものや
WHOの集計による世界の食事類型別データが
使われます。食品中の食品添加物の存在量などは
GMP（適正製造規範）を前提として通常使用され
る量を、農薬や動物医薬品の残留量はGAP（適正
農業規範）等を前提として栽培・飼育された農産
物から計測されるデータを用います。こうして算
出した平均的消費者の一日当たり化学物質の摂取
量（暴露量）と、前段階で算出したADIとの比較を
行うことによって、消費者がどの程度その化学物
質の危険にさらされているかがわかるのです。も
し摂取量がADIを超えてしまうような状態であれ
ば、その化学物質の最大基準値を設定するなどの
適切な管理が必要となります。ある最大値を設定
すると、理論的にはその上限を超える食品は市場
から消えて消費されないことになるた
め、特定の最大基準値が設定された場
合の消費者の化学物質の摂取量を推計
することにより、その最大基準値が適
切か否かの判定も可能となります。

 このように、食品添加物、汚染物質、
農薬等の化学物質の危害、ADI、それ
らを統合した消費者の摂取状況とADI
と摂取量の比較といった情報は、関連
するコーデックス規格の策定に不可
欠です。しかもこうした情報を得るた
めには、膨大な情報・データ、高度な科
学的知見が必要とされるのです。先に

示した一連の科学的な議論は「リスク評価（risk 
assessment）」と呼ばれるものですが、コーデック
スの部会で必要なリスク評価を行っているのは、
FAOとWHOが合同で開催する専門家会合です。
最近、リスク評価機関とリスク管理機関が分離独
立して活動するというのが世界的な流れで、日本
でも、リスク評価機関である食品安全委員会が科
学的な評価を行い、その結果を踏まえてリスク管
理機関である農林水産省と厚生省が食品安全行政
を担当するという構図になっています。各国がこ
のような体制を整える以前より、FAOとWHOで
は専門委員会がリスク評価を行い、その意見をも
とにコーデックス委員会がリスク管理を行うとい
う体制をとってきました。表に、主なFAOとWHO
の合同リスク評価専門家会合を掲載しておきまし
た。その特徴は、
 ①これらの専門家会合では、関連するコーデッ

クスの部会と綿密に連携しながら活動してい
るが、組織上はコーデックスとは別の組織であ
る。具体的には、
•  「FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会
（JECFA）」は、「食品添加物部会（CCFA）」に
食品添加物のリスク評価を、「食品汚染物質
部会（CCCF）」には汚染物質のリスク評価
を、さらに「残留動物医薬品部会（CCRVD）」

CODEX alimentarius

表　主な FAO と WHO の合同専門家会合
対　　象 名　　称 関連コ－デックス部会

食品添加物、汚染物質、
動物医薬品

FAO/WHO合 同 食 品 添 加 物 専 門
家委員会（JECFA：Joint FAO/
WHO Expert Committee on 
Food Additives）

CCFA（食品添加物）
CCCF（食品汚染物質）
CCRVD（残留動物医薬品）

農薬
FAO/WHO合 同 残 留 農 薬 専 門 家
会議（JMPR:Joint FAO/WHO 
M e e t i n g  o n  P e s t i c i d e 
Residues）

CCPR（残留農薬）

有害微生物

FAO/WHO 合 同 微 生 物 リ ス ク 
評 価 専 門 家 会 議（JEMRA:Joint 
FAO/WHO Expert Meetings 
o n  M i c r o b i o l o g i c a l  R i s k 
Assessment）

CCFH（食品衛生）

遺伝子組換え食品(リス
ク評価の方法論のみ議
論。個別のGMOの評価
は行ってない。必要に
応じて開催)

FAO/WHO遺伝子組換え食品の安
全性審査に関する専門家会議（過去
５回開催）

CTFBT(遺伝子組換え食品)
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CODEX alimentarius

に動物医薬品のリスク評価と特定の動物医
薬品のMRLの案を提供。

•  「FAO/WHO合 同 残 留 農 薬 専 門 家 会 議
（JMPR）」は、「残留農薬部会（CCPR）」に農
薬のリスク評価と特定の農薬のMRLの案
を提供。

•  「FAO/WHO合同微生物リスク評価専門家
会議（JEMRA）」は「食品衛生部会（CCFH）」
に特定の食品に対する特定の有害微生物

（例えば、鶏肉・鶏卵とサルモネラ菌）のリス
ク評価を提供。

 ②専門家会合には、求められる科学的知見を有
した専門家のみが個人の資格で参加。大学、各
国政府、企業などの研究者などが専門家として
参加する。

 ③一度リスク評価を行った後でも、最新の科学的
文献やデータを利用して再度リスク評価をやり
直す。その結果、ADI等も変更される場合がある。

　ただし、こうした専門家会合自身が、実験室を
持って動物実験を行ったりしているのではありま
せん。世界中から実験データや文献を収集し、それ
をもとにリスク評価を行うのです。したがって、会
議は事務的な作業のみとなります。
　関連するコーデックスの部会では、こうした専
門家会合にリスク評価を依頼し、その検討結果を
もとにコーデックス規格を決定します。時には最
大基準値の水準をめぐり、各国で意見の対立が生
じますが、そうした際、コーデックスの部会から
再度専門家会合に意見を求めることもあります。
コーデックス部会からの質問に対する返答によ
り、コーデックスの部会で容易に合意できなかっ
た問題がすばやく解決できた事例がいくつかあ
ります。例えば、ピーナッツのアフラトキシン、牛
乳のアフラトキシンM1、米のカドミウムなどの最
大基準値の議論で、低い最大基準値と高い最大基
準値の意見の隔たりが続いたため、旧食品添加物
汚染物質部会がJECFAに科学的な分析を依頼し、
JECFAの科学的判断により、これらの問題はその

後速やかに解決されたのです。このような重要な
役割を果たしている専門家会合ですが、予算不足

（特にWHO側）、出席する専門家にかかる多大な
負担といった深刻な問題に直面しております。

(2)コ－デックスの決定における科学の役割
　ここで一言触れなくてはいけないのが、コー
デックスの決定は科学的根拠に基づいて行われる
という原則が確立されていることです。コーデッ
クスには、作業の手続きを明文化した「コーデッ
クス手続き規則（Codex Procedural Manual）」と
いう文書が存在します。この中に、「コーデック
スの決定過程における科学の役割と他の正当な
要因に関する原則声明（Statement of Principles 
Concerning the Role of Science in the Codex 
Decision Making Process and the Extent to 
which Other Legitimate Factors are taken into 
account）」というものがあります。その第1項で、
コーデックスの食品規格や指針等は健全な科学的
分析に基づかなければならないという原則が明記
されています。単に書いてあるだけでなく、実際の
議論でも、恣意的な決定を排除し、科学的な議論を
もとに国際規格を策定するという原則が非常に重
視されています。
　ただし、この原則では「他の正当な要因（other 
legitimate factor）」という見慣れない用語に関す
る記述があります。上記の「原則声明」の第2項で、
コーデックス規格の策定に際しては、「適切であれ
ば、他の正当な要因にも配慮する」という記述が登
場します。このわざわざ「他の（other）」としてある
のは、科学に対して「他の」という意味で、科学だけ
でなくその他の正当とみなされる要因もコーデッ
クスの決定で考慮しましょう、という意味です。こ
の点は、長い間コーデックスにおける大きな争点
の一つでした。具体的に何を意味するのかはどこ
にも例示されていないのですが、これを熱心に主
張してきたEUが過去の議論で提示した事例によ
ると、消費者の懸念、環境保全、動物愛護といった
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「他の正当な要因」は科学的考察に影響を与えては
いけない、世界的に共有される「他の正当な要因」
でなければコーデックス規格を作成する際に考慮
してはいけない等の制限がつけられました。この
「他の正当な要因」の背景はコーデックスの議論を
超えた、より大きな問題に関連している可能性が
高いことは、連載の後半でふれる予定です。

ようなものです。つまり、食品の規格を作るときに
は、科学的な根拠だけでなく、こうした科学的では
ないものの、社会的に重要と思われる点にも配慮
すべきであるということです。しかし問題は、誰
が正当性を判断するのかという点です。確かにこ
うした社会的な観点は重要ですが、ある国では重
要で、他の国ではあまり重要でないものもありま
す。つまり科学と異なり、客観性にかけるのです。
この点を補うために、2001年のコーデックス総会
で、この「他の正当な要因」を考察する上での「規
範（criteria）」が策定され、上記「原則声明」に追加
されました。複雑で簡単には説明しきれませんが、

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

The State of World’s Animal Genetic Resources  
for Food and Agriculture

「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。

FAO寄託図書館
■ 所 　 在 　 地：神奈川県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 5Ｆ FAO日本事務所内
■ 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

世界家畜遺伝資源白書
　世界では過去 7年間にわたって 1ヵ月に 1種類の生物が絶滅しており、
現在、世界の家畜の 20％近くが絶滅の危機に瀕しています。開発途上国
をはじめ世界の食料安全保障に重要な役割を果たしている家畜の遺伝資
源管理の重要性が改めて認識されている中、FAOはその現状を包括的に
まとめました。畜産業に従事する人だけでなく、農業やその政策立案に
関わるすべての人にお薦めしたい一冊です。

目次　Part 1  畜産部門における農業の生物多様性の現状／ Part 2  畜産部門の動向／
Part 3  家畜遺伝資源の管理におけるキャパシティーの現状／ Part 4  家畜遺伝資源の
管理における最新技術／ Part 5  家畜遺伝資源の管理におけるニーズと課題／付録　
CD-ROM（各国レポートや統計表等を収録）

FAO、2007 年、511 ページ、英語　ISBN 978-92-5-105762-9

FAO寄託図書館情報
新着
資料
新着
資料
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　今年の夏休みに1ヵ月間、（財）横浜市国際交流協会（YOKE）の実務体験プログラムを通じて、FAO日本事務所に

て研修をさせていただきました。

　私は、国際機関で働くことを視野に入れて、大学で国際政治経済、国際関係、国際社会等について勉強しています。

しかし、国際機関と聞くと1つ向こうの世界のようで、オフィスでの活動については全くといっていいほど知りません

でした。今回、国際機関の内部を知ることができるということに魅力を感じ、そしてまた、国際機関から世界を見る

ことによって、自分自身の視野を広げることができたらと思い、研修への参加を希望しました。

　今回の第1の仕事は、自分で課題を掲げ、レポートを作ることでした。私は、今年の冬にシリア郊外で、シリアの水

資源の実態を調べる実習に参加する予定です。その実習とFAOの事業の中心である農業とを関連させ、FAO 寄託図

書館や統計ネットを使い、今後のシリアの水資源の改善と保護を考察しました。

　レポートの作成に加えて、「横浜子どもアドベンチャー」や「たべるたいせつフェスティバル」でのパネルの作成や当

日運営、本部資料の和訳やテレフードコンサートの資料作成といったデスクワーク、10月の国連デーに向けた在日国

連機関会議への参加まで、他では決して経験することができないことを幅広く経験することができました。

　この研修を通して、大きく3 つのことを得ることができました。1つ目は、積極性と主体性の大切さです。積極的

に一歩踏み出すことは実際には難しく、もどかしく思う日が続きましたが、一度踏み込むことができると、一気に世界

が広くなりました。自分の意思を積極的にアピールしていくことが相手に受け入れてもらうための一歩であり、自分自

身を向上させる鍵であると実感しました。2 つ目は、情報の共有による信頼関係の構築です。FAO事務所は一人ひと

りに仕事のスペースが与えられていましたが、メールを使って情報共有をし、互いに意見の交換や仕事状況の把握をし

連携を強めていました。FAO日本事務所で研修をしていて感じた居心地の良さは、常にネットワークを使って情報共

有をし、連携を強め、信頼関係を築いているからこそ生まれたものだと思いました。3つ目は、言葉の表現の難しさ

です。翻訳や要約の仕事、イベントに使う子ども向けのパネルの作成をする中で、伝えたい言葉が思いつかず、自分

の語彙力の乏しさを幾度となく痛感しました。FAOの活動を分かりやすく簡単に伝えることの苦労や、時には意訳も

して理解しやすい日本語にすることの重要さを知りました。第三者への広報活動の際、まずは自分自身が正確に情報

を把握し、アウトプットする際には相手の立場に立って言葉を変換し、正しく伝え

なければなりません。当たり前のことですが、すごく難しく、時間をかけてでも習

得していかなければできないことだと思いました。

　この1ヵ月間、外からでは決して知ることのできない国際機関の中身を知るこ

とができただけではなく、世界を担う組織として、様々な工夫で互いに連携をし、

組織としての任務を果たしていることを実体験することができました。また、今の

自分自身に足りないものを見つめ直すこともできました。今回の研修で経験した

ことを吸収し、さらに、これからの大学生活に生かすことによって、より充実した

日々にするとともに自分自身を向上させ、将来につなげていきたいです。

　最後になりますが、1ヵ月間研修生として受け入れてくださった FAO日本事務

所の方々、たくさんの経験をさせてくださり、ありがとうございました。

積極的な一歩で広がった世界

明治学院大学　国際学部３年　井上　慶子

「たべるたいせつフェスティバル」のブー
スでFAOについて説明する筆者
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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。

アフリカに関わる視点から、
国連ミレニアム開発目標達成の重要性を訴える！

特定非営利活動法人アフリカ日本協議会（AJF）　事務局長　斉藤 龍一郎

　1994年3月、アフリカ日本協議会は、1993年10
月に東京で開かれたアフリカ開発会議（TICAD）
にアフリカそして日本の市民の声を届けようとい
う取り組みの中から誕生しました。アフリカの市
民社会の取り組みを日本に伝え、対等なパート
ナーシップに基づく交流・連携をめざして活動し
ています。アフリカ研究者、NGOスタッフの会

員に加え、アフリ
カに関心を持つ市
民、また現代世界
のあり方を考える
ためにアフリカに
も注目し始めた人
たちも会員として
活動しています。

写真は、いずれも2005年4月29日に行われたシンポジウム「国連ミレニア
ム開発目標達成をめざして」の様子

　2001年に、アフリカが直面する重大な課題であ
る食料安全保障およびエイズを始めとする感染症
問題に関する情報収集とアドボカシーをめざす研
究会を立ち上げ、公開セミナーや情報提供の活動
を行ってきました。具体的には、アフリカのイモ
類の重要性、アフリカの土壌、グローバリゼーショ
ンとアフリカ農業、アフリカの都市への食料供給
といった多岐に渡るテーマで公開セミナーを開催
しています。また現在、アフリカの食料安全保障
を考える手がかりとなる本を準備中です。
　2005年4月には、農民の生活向上に取り組む
タンザニアのNGOも招き、アフリカで活動する
日本のNGO、アフリカのイモ類の研究者も交え、
シンポジウム「国連ミレニアム開発目標達成をめ
ざして」をFAO日本事務所、明治学院大学国際
平和研究所とともに開催しました。このシンポジ

ウムには、160人
余りの参加があ
りました。シン
ポジウム後の交流
会では、ヤムイモ、
キャッサバの試食
もあり、アフリカ
の食料問題を身を
もって感じるよい
機会となったと思
います。
　2008年1月には、FAO日本事務所、明治学院大
学、横浜市、東京農業大学アフリカイモ類研究チー
ムと協力して、アフリカの食料問題に関するシン
ポジウムを開催します。国連ミレニアム開発目標
の中でもトップに置かれ、生存に直接かかわる飢
餓の克服を目指す取り組みの重要性と多様性につ
いて一緒に考えていきましょう。
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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

　私がFAOに赴任してから約3年経ちました。最
初の 2 年半は、 外 務 省APO（Associate Profes-
sional Officer）としてFAO本部の「Sustainable 
Agriculture and Rural Development in Moun-
tain Regions （SARD-M） Project（山岳地域にお
ける持続可能な農業および農村開発プロジェク
ト）」に携わりました。APO任期終了後、同プロ
ジェクトの短期のポストを得ることができ、現在
プロジェクトオフィサーとしての仕事を続けてい
ます。
　SARD-Mプロジェクトは2005年2月末に始まっ
た政策プロジェクトであり、世界の山岳地域にお
いての持続可能な農業および農村開発の政策、政
策立案・実施過程向上を目指しています。プロ
ジェクト活動はパートナー機関（Regional Focal 
Point）と共に実施しており、2007年10月現在、
世界の6つの地域（カルパート山脈、東南ヨーロッ
パ、ヒマラヤ山脈、マグレブ、中米とアンデス山脈）
の中の21ヵ国で活動を行ってきました。SARD-M
プロジェクト第1フェーズでは主に、上記の地域
に存在する持続可能な農業および農村開発の政策、
政策立案･実施過程の評価を行い、評価活動から
得た勧告・提案をもとにフォローアップ活動の計
画・実施を支援しています。
　私はプロジェクトオフィサーとして多様な業務

を遂行しています。テクニカル面では政策評価の
方法論的枠組みの作成、各国および地域評価のレ
ポートに対するテクニカルコメント･校正、背景
報告書作成などを行ってきました。ヒマラヤ、中
米、アンデス、カルパート山脈でパートナー機関
が行っている活動のモニタリングも担当しており、
その活動の一環としてさまざまな国のSARD-M
政策立案者および市民社会団体代表を集めた地域
ワークショップにも参加しています。このような
テクニカル業務のほか、ネットワーキング・広報
活動（他プロジェクト･機関との共同活動可能性
の模索、国際会議での発表、パンフレット作成、
ウェブサイト記事の編集・執筆、翻訳校正）、デー
ターベースおよびホームページ作成･管理などを
行っています。
　私が国際協力・開発途上国の貧困問題に関心を
持ち始めたのは大学3年の時でした。当時カナダ
のクイーンズ大学で経済地理学を専攻し、都市計
画・地域開発を勉強していました。大学3年の選
択科目の1つであった開発途上国の開発問題に関
する授業で、サハラ以南のアフリカ数ヵ国が抱え
ているさまざまな問題を紹介されました。この授
業がきっかけとなり、将来的には開発途上国の絶
対的貧困層の持続可能な社会経済開発に取り組み
たいと思い、大学卒業後、広島大学の大学院に進
学しました。
　博士課程前期では小規模金融に関する研究を行
い、博士課程後期ではネパール山地農家が食糧確
保力を高めるため、換金作物の役割と小規模金融
の可能性を実証的に考察しました。このような研
究・現地調査により農村および山岳地域の持続可
能開発に関する学術的な知識を得ることができま
したが、研究だけではなくもっと実践的に貧困問
題に取り組みたい思いもあり、国際機関・NGO
を中心に就職活動を行いました。
　私にとってFAOで働くことは、自分が持って

FAOローマ本部で行われたSARD-Mプロジェクトパートナーとの2007年
度活動計画会議（2007年3月）

開発途上国の貧困緩和に貢献する
FAO本部 経済社会開発局
SARD-Mプロジェクト・オフィサー　髙畑　崇仁

FAOで
活躍する
日本人⑩
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いる専門知識および語学・コミュニケーション・
マネージメント能力などを常に高いレベルで生か
し向上させることができる場でもあり、開発途上
国の貧困緩和に貢献する場でもあります。この3
年間SARD-Mプロジェクトに関わることにより
FAOおよび国連の必要性を実感することができ
ました。山地開発は国境を越える問題が多いため、
このような問題を解決するためには国連の役割は
必須だと思っています。SARD-Mプロジェクト第
2フェーズは来年始まりますが、資金不足のため
現在の契約は今年いっぱいで終わります。今まで
国連での経験はやりがいのある仕事に関わること
ができましたので、今後もFAOやその他の国連
機関でキャリアを続けたいと思っています。

FAO SARD-Mプロジェクトの詳細は以下のホームページ

を参照ください。

•  FAO SARD-Mプロジェクトホームページ

www.fao.org/sard/sard-m

•  Adelboden Group第3会議プレスリリース

www.fao.org/newsroom/en/news/2007/1000670/

カトマンズ（ネパール）のICIMOD
本部で行われたSARD-Mプロジェ
クトコンサルタント会議。ネパー
ル、ブータン、インドと中国で、政策
評価を実施するコンサルタントと
のテクニカル会議（2005年10月）

リマ（ペルー）で開催されたSARD-Mプロジェクトのアンデス地域ワークショップ。
ペルー、コロンビア、エクアドルの政策立案・実施過程に関わっている政府および市
民社会団体代表を集めSARD-M政策評価結果を議論（2007年3月）

FAOローマ本部で開催されたAdelboden Group第3会議で筆者がSARD-M
プロジェクト活動内容を発表（2007年10月）

ベオグラード（セルビア）で開催された会議「Environment for Europe」でのサイド
イベントに参加した（2007年10月）

カトマンズで行われたSARD-Mプロジェクトのヒマラヤ地域ワークショップで発表す
る筆者（2006年7月）
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FAOのWFSマップ

「世界食料サミット」目標に向けた進捗状況
The progress toward the World Food Summit target

出典：�“The�State�of�Food�Insecurity�in�the�World�2006"�FAO,2006

　1996年11月、世界各国がFAO本部に集まって行
われた「世界食料サミット（WFS）」において、「2015年
までに世界の栄養不足人口を半減させる」という目標
が掲げられました。しかし10年後の現在、世界人口の
増加などもあり、世界ではいまだに8億5,400万人が
栄養不足に苦しんでいるのが現状です。これを解決す
るためには必要な資源、政治的意志および正しい政策
が用意されることが不可欠です。



世界の農林水産 07冬　34

FAOのWFSマップ

「世界食料サミット」目標に向けた進捗状況

50％以上削減 WFS目標を達成

25-50％削減 強い前進

0-25％削減 ゆるやかな前進

0-5％増加 後退

50％以上増加 厳しい後退

わずかではあるが継続的に存在

データなし

栄養不足人口の変化（1990-92年 　 2001-03年）



35　世界の農林水産 07冬

A C

B

アルティボニット県

ポルトープランス（首都）
ハイチ

グランダンス県

北西県

南県

米国

バハマ

パナマ

ベリーズ

ドミニカ共和国

ニカラグア

メキシコ

コスタリカ

グアテマラ

エルサルバドル

ホンジュラス
ジャマイカ

ベネズエラ

コロンビア

キューバ

フォトジャーナル 

ハリケーン被害と闘う
ハイチ農業
FAO日本事務所　企画官　八木 令子

　首都ポルトープランスから北部に向かう「国連ハイチ

安定化ミッション（MINUSTAH）」のヘリコプターから

外を見ると、地肌をあらわにした山並みが延々と続き、こ

の国の森林面積が極端に少ない（森林伐採により国土の

２～３％にまで減少）という現実を改めて実感した。

　日本政府からの拠出を受け、FAOが2004年から実施

している「ハリケーン被災農民食料自給支援事業」の成果

を調査するため、8月中旬ハイチ共和国を訪問した。カリ

ブ海に浮かぶイスパニョーラ島の西3分の1に位置する

ハイチは、1804年にフランスから独立、カリブ海諸国

の中でも古い建国の歴史を持つ国であるが、近代以降政

治的混乱が続いている。1991年のクーデター後数年間

続いた国際社会による経済制裁は、農業依存型の脆弱な

経済状態をさらに悪化させ、加えて近年はハリケーンや

干ばつなど自然災害が重なり、食料生産能力は著しく低

下、農民・民衆の生活は困窮している。電力も逼迫してお

り、調理に使われる木炭を生産するための違法伐採等に

より森林破壊に拍車がかかっているという。

　最初に向かったのは、2004年9月にハイチを襲った

ハリケーン「ジーン」による被害を受けた北西部である。

この地域では2,000人以上が死亡、30万人以上が被災

し、農業インフラ、農作物に壊滅的被害が生じた。国連の
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緊急アピールを受け日本政府は、FAOの「北西部被災農

民に対する食料自給支援事業」に対し約4,800万円の拠

出を決定した。2004年12月から2006年12月まで2

年間実施された本事業は、アルティボニット県および北

西県の被災農家約2万世帯に対しソルガム、トウモロコ

シの穀物種子やトウガラシ、ピーマン等の野菜種子を配

布したほか、マンゴ、レモンなどの果樹苗木の配布と栽培

方法の指導を行った。また、農機具等の供与も行い、農民

の食料生産能力再建を支援した。野菜種子や果樹苗の種

類の選定に際しては、FAOの専門家の意見と農民の希望

を取り入れた。　

　訪れた事業実施地では、配布を受けた野菜・穀物種子が

高品質だったお陰で多くの収穫があり、自家消費のみな

らず余剰分の販売で収入を得ることができ、食料購入や

子供の通学費用に充てることができた、という受益者の

喜びの声が多く聞かれた。特に、豆類に関しては20％収

量がアップしたという報告がある。また、約7万本が配布

されたマンゴ、レモン、オレンジ等、果樹苗木の生育状況

も確認したが、一部土壌の乾燥のためマンゴが根付かな

かった例が見られたものの、ほとんどが順調に生育して

おり、受益者たちも数年後の収穫を今から心待ちにして

いる様子であった。果樹栽培には、栄養の多様化、現金収

A	 	アルティボニット県バヨネ地区の女性たちがクレオール語の自作の歌
（女性の苦労と事業への感謝を表現したものだという）で迎えてくれた

B	 	国内の長距離の移動にはMINUSTAHのヘリコプターを利用
C	 	ヘリコプターから見た北部の山々。このような風景が延々と続く
D		アルティボニット県で配布したレモンの苗木が、乾燥地であるにもかか
わらず力強く成長していた

	E	 	すべての事業地に事業名、実施期間、日本政府の拠出であることなどを
明記したこのような看板が掲げられている

	F	 	これから事業で配布予定のツルハシとカマ
G		市場で米などを売る女性
H		地方には栄養不足と思われる子どもの姿が多くみられる

	I	 	FAOハイチ事務所の緊急調整ユニットのスタッフと。中央の男性は現地
コンサルタント、その右が筆者。現在日本の事業以外に5つの緊急事業
を実施中

	J	 	記念すべき初収穫のレモンを筆者にプレゼントしてくれた
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K	 	ハリケーン「ディーン」の被害を受けた
アボカド

L	 	災害リスク管理農法のパイロット事業
地（ダム・マリ地区）で指導される等高線
栽培。これにより豪雨による土壌浸食が
防止される	

M		南部のプロジェクトで配布されたイン
ゲンマメ。順調に育っていた

N		グランダンス県ダム・マリ地区の受益
者。５つの農民グループに所属している

O		マルチの下で育てた竹の苗木
	P		グランダンス県ボーモン地区の種子リ
サーチセンター。設備はとても簡素だ

	Q		自然災害リスク軽減のために植えられ
たパイナップルの苗木

入の他に、土壌浸食防止といった長期的効果も期待され

ている。

　しかしながら、事業はいくつかの困難にも直面してい

る。事業実施中の2005年には、再び発生したハリケー

ンや治安の悪化による輸送ルート遮断により適切な時期

に作付けができなくなり、事業計画の変更を余儀なくさ

れた。また、農民やFAOの担当者の話によると、良質の種

子や果樹苗が手に入りにくいというのもハイチの大きな

問題であるようだ。もともとの貧困に加え、これら厳しい

現実の数々と向き合わなければならない農民の苦労がこ

ちらにもひしひしと伝わってきた。

　北西部を後にし次に向かったのが、同国南部に位置

する南県およびグランダンス県である。2005年から

2006年にかけて数多くのハリケーン被害を受けたこ

の地域では、現在、野菜・穀物種子や果樹苗、農機具の配布

に加え、災害リスク管理農法の指導が行われている（実施

期間：2007年2月～2008年2月、予算：9,000万円）。

　訪れたパイロット事業地の一つポルタピマン地区は、

橋のない川をいくつも渡らなければならない奥地にあっ

た。訪れた日は3日前に発生したハリケーン「ディーン」

の影響で依然川の水位が高く、自然災害時にはさらに隔

離されてしまうことが容易に想像できた。同地区では土
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ハイチ国情報

•　�人口：860万人＊1

•　首都：ポルトープランス
•　面積：27,750�km²（四国と九州の中間）
•　一人当たりGNI：480ドル＊1

•　�栄養不足人口：46%＊2

•　�1日1ドル以下で生活している人の割合：53．9％＊1

•　民族：アフリカ系90％、混血10％＊3

•　公用語：フランス語、クレオール語
•　天然資源：ボーキサイト、銅、金、大理石等
•　�産業（GDPに占める割合）：サービス部門（48％）、農
業（32％）、軽工業（20%)＊4

出所（＊）：1世銀、2006　2FAOSTAT、2002-04　3外務省　4FCO

ハイチ農業事情

•　�主な農業生産物：コーヒー、マンゴ、サトウキビ、米、
トウモロコシ、ソルガム、その他園芸作物

•　零細農家がほとんどで、農村の貧困率は高い
•　�森林伐採による森林面積の減少により土壌浸食が進
み、ハリケーン等自然災害の被害を受けやすい

•　�2004年から洪水、ハリケーンなど度重なる天災に
見舞われ、農作物に多大な被害が生じている

壌流失防止のための等高線栽培の指導や、竹、果樹苗木の

植付け等が行われ、自然災害リスク軽減農法に農民が積

極的に取り組んでいた。また、病害虫に強く収穫サイクル

の短いインゲンマメの種子を配布するなど、さらなるリ

スク軽減の工夫がなされていた。

　受益者との会合では、昨年のハリケーンにより農作物

や家畜、家屋が被害を受けその打撃からまだ立ち直って

いないこと、良質種子の入手が難しいという問題、そして

病害虫被害で打撃を受けたコーヒー栽培の再建を希望す

る声などが聞かれた。日本も台風で農作物が被害を受け

ることがあり、ハイチの農民の痛みを共感できる、と伝え

ると皆深くうなずいていたのが印象的だった。

　今年に入ってから治安が安定傾向にあり将来への希望

も見え始めてはいるものの、国の再建までにはまだ遠い

道のりが待っている。実際、ハリケーン「ディーン」の後も、

9、10月の豪雨、11月のハリケーン「ノエル」と自然災害

が続き、農作物への被害が報告されている。今後ハイチ

における農業支援では、自然災害の被害を最小限に食い

止めるための災害リスク管理能力の強化や国内における

良質種子の生産能力構築を視野に入れた中長期的支援を

行っていく必要があると強く感じた。

R� �ハリケーンで増水した川を前
に車を乗り捨て、徒歩でポル
タピマン地区へ

S	 �ようやくポルタピマン地区に
着くと受益者の人たちが出迎
えてくれた

T	 �ポルタピマン地区で配布を待
つ土壌浸食防止用のマンゴの
苗木

U� �自分たちの抱えている問題を
真剣に話すグランダンス県
ボーモン地区の受益者たち
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