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�　世界の農林水産 08 春

シンポジウム概要

【日 時】	 2008年1月26日（土）	14:00-17:00
【会 場】	 パシフィコ横浜会議センター301/302号室
【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、（財）横浜市国際交流協会

（YOKE）、（社）国際農林業協働協会（JAICAF）、
	 アフリカ開発会議横浜開催推進委員会

【協 力】	 	（独）国際協力機構	横浜国際センター（JICA横浜）、
明治学院大学、東京農業大学

【協 賛】	 （社）海外農業教育・研究開発協会
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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
関の専門家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、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
て話し合いました。

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〜

■1©FAO/LOJA
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1 パネリストの皆さん
2 ディスカッションに耳を傾ける来場者
3 4 アフリカ衣装に身を包んだ学生ボランティアの皆さん。会場の誘導
や展示をお手伝いいただいた
5 会場前の展示スペースでは、参加団体の活動やアフリカに関する資料
が紹介された
6 会場近くの JICA 横浜で行われた「アフリカ農業展」の様子

©FAO/LOJA

シンポジウムに300名が来場

　今年5月にパシフィコ横浜で開催される「第4回
アフリカ開発会議（TICAD Ⅳ）」のプレイベン
トとして、同会場で、1月26日（土）、「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〜」が開催されまし
た。国連食糧農業機関（FAO）日本事務所の主催、
横浜市および（特活）アフリカ日本協議会（AJF）
の共催、その他多くの関係団体の後援・協賛を得
て行われ、横浜市民の方々を中心に300名を超え
る来場者がありました。
　シンポジウムに先立ち、1月9日からシンポジウ
ム前日まで、会場にほど近い（独）国際協力機構
横浜国際センター（JICA横浜）で、東京農業大学、

（社）海外農業教育・研究開発協会の協力を得て
「アフリカ農業展」が開催されたほか、1月12日に
は同じくJICA横浜で、アフリカの文化や生活を
伝える「一日アフリカ体験」が行われるなど、た
くさんの団体の参加・協力を得ながら、アフリカ
そしてTICAD Ⅳへの関心を高める取り組みが進
められてきました。

アフリカの食料・農業問題への
関心を高める

　今回のシンポジウムは、アフリカの食と農を身
近なものとして感じてもらうことを通してアフリ

基調講演者
　 駐日セネガル大使

ガブリエル・アレクサンドル・サール
　 FAO技術協力局上級農業政策官

ウェルダガベール・キダネ

モデレーター
　明治学院大学国際学部教授 勝俣 誠

パネリスト
　（特活）アフリカ日本協議会（AJF）

　食料安全保障委員会座長　吉田 昌夫
　東京農業大学国際食料情報学部教授

志和地 弘信
 （株）アースアンドヒューマンコーポレーション

コンサルタント　柿沼 潤
  ＋基調講演者2名
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7  主催者代表のFAO日本事務所横山所長
8  共催者代表の横浜市野田副市長
9 共催者代表のAJF林代表
� サール氏
� キダネ氏

カへの関心を高めること、そして「国連ミレニア
ム開発目標（MDGs）」達成のためにアフリカの
食料危機の解決が強く求められていることへの理
解を拡げることを目的に開催されました。
　アフリカへの理解を拡げる取り組みとして、共
催者の一つである横浜市は、昨年秋からさまざま
な機関・団体とともにシンポジウムやアフリカ理
解講座を開催しています。また、市内の小中学生
向けの教材も作成・配布しています。
　FAO日本事務所とAJFは、2005年4月、明治学
院大学国際平和研究所と一緒にシンポジウム「国
連ミレニアム開発目標達成をめざして─アフリカ
の人々は飢えにどう立ち向かおうとしているのか」
を開催するなど、アフリカの食料・農業問題理解
を促すとともに、MDGs達成のためにアフリカの
食料問題解決が必要であることを訴えてきました。
　定刻にはほぼ満席になったところで、FAO日
本事務所横山所長の開会挨拶とともにシンポジウ
ムが始まりました。続く共催者の横浜市野田副市
長およびAJF林代表による挨拶の後、駐日セネガ
ル大使のガブリエル・アレクサンドル・サール氏
が基調講演を行いました。

対象国の実状に応じた支援が必要
━ サール氏

　サール大使は、セネガルがアフリカ大陸西端に
ある乾燥した風土の国であること、国民の4分の3
が農業に従事していること、落花生・綿花・アラ
ビアゴムなどが主要な輸出品であることを紹介し
ました。そして、国民の多くが農業に従事してい
るにもかかわらず、東南アジア諸国から多くの米
を輸入しているため米代金の支払いに追われてい
ることから、セネガルでもともと食べていたソル
ガムやミレットなどの収穫増につながる支援が必
要と訴えました。

農業への資金拠出が重要
━ キダネ氏

　続いて、FAO技術協力局上級農業政策官のヴェ
ルダガベール・キダネ氏による基調講演が行われ
ました。キダネ氏は、アフリカの食料事情に関す
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〜私たちに何ができるか？横浜で考える〜
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�  キダネ氏プレゼン資料：アフリカにおける地域別栄養不足人口。アフリ
カの栄養不足人口は1990年より増加している

� 勝俣氏
� 吉田氏
�  吉田氏プレゼン資料：農業普及活動の方法として、最近　「農民から農民へ

（farmer to farmer extension）」という方式が見直されている。このよう
な伝達を積極的に行なう鍵となる農民（key farmer）を育て、村落社会を
活性化させる力をつける（empowerment）ことが、飢えが蔓延している
農村部での食料安全保障につながる有力な方法である

■�

る統計をもとに、現状のままでは、飢餓・栄養
不良に苦しむアフリカでのMDGs達成は困難と予
測されていることを明らかにしました。1996年の
食料サミットでの公約、さらに2000年に国連で採
択されたMDGsにもかかわらず、1990年には1億
6,900万人であった栄養不足人口が、2005年には2
億1,400万人へと20％以上も増えているというの
です。キダネ氏は、アフリカ諸国政府の農業予算
拡大を支援するために、TICAD Ⅳで農業への資
金拠出の重要性を討議すべきと提起しました。

農民が農民に知恵・技術を伝える
━ 吉田氏

　基調講演の後、パネリストを交えて明治学院大
学教授、勝俣 誠氏のモデレートによるパネルディ
スカッションが行われ、各パネリストからアフリ
カに関する様々な事例が紹介されました。
　AJF食料安全保障研究会座長の吉田 昌夫氏は、
1960年代初めにウガンダで農業経済を学んで以来、
アフリカの農業や人々の生活に関心を寄せてきま
した。吉田氏は、アフリカの営農体系（ファー
ミング・システム）を紹介し、地域の気候、土壌、
生活形態に応じた農業が行われていること、トウ
モロコシ、イモ類、ミレット、豆類など多様な食
品が主食として利用されていることを説明しまし
た。また、農民やNGOが、アフリカの食料安全
保障の課題である地力回復、気候変動への対応の
ために行っている努力・工夫の実例を紹介しま
した。1980年代から進められた構造調整によって、
国や自治体の農業普及事業が縮小してきたのに対
して、農民が農民に知恵・技術を伝える取り組み
への注目・支援が高まっていることも紹介しまし
た。

イモ類の研究に資金を
    ━ 志和地氏

　ナイジェリアの国際熱帯農学研究所でイモ類の
栽培について研究してきた東京農業大学教授の
志和地 弘信氏は、ホウキモロコシ、イモ類、ミ
レット、豆類などの畑や、収穫・加工の様子、食
事風景の写真を示しながら、人々がどのようなも
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� パネリストの志和地氏
�  志和地氏プレゼン資料：アフリカの主食の一つ、キャッサバからフー

フーを作る様子
� パネリストの柿沼氏
�  柿沼氏プレゼン資料：アフリカでは食料生産や水汲みなどの労働の多

くを女性が担っている

■�

■�

のをどんな風にして食べているのか紹介しました。
キャッサバは世界の生産量の半分が、またヤムイ
モは世界の生産量の97％がアフリカで生産されて
おり、アフリカの人々には大変なじみが深い食べ
物です。しかし、欧米の農業研究者や援助関係者
にはなじみが薄いため、なかなか研究資金がつか
ないというのが現状です。志和地氏は、ヤムイモ
は沖縄で生産されているため、日本にも協力でき
ることがあると提言しました。

女性の力を農村開発、
食料問題解決へ

━ 柿沼氏
　（株）アースアンドヒューマンコーポレーショ
ンコンサルタントの柿沼 潤氏は、アフリカの食
料生産の8割を担っていると言われる女性の力が、
これまで以上に農村開発、食料問題解決に向けた
努力の中で発揮されることが重要であると提起
しました。ジェンダーに関する調査は、地域によ
り異なる男性・女性の社会的な役割や土地や資源
に関する権利がどうなっているのかを明らかに
しようというものです。柿沼氏は、写真を示し
ながら、自身による調査の様子を紹介しました。

交流会でアフリカを身近に

　来場者との質疑応答の後、同じ会場内に設けら
れた展示・懇談スペースで交流会が行われました。
フェア・トレードを行っているコーヒー業者から
提供されたタンザニア・コーヒー、南アフリカ大
使館提供のアップルタイザー、グレープタイザー
といったアフリカの飲み物のほか、茹でたプラン
テーン（料理用バナナ）とピーナッツ・ソースや、
薄切りプランテーンのフライなどを試食しながら、
パネリストへの質問や展示に関する質問を交えた、
来場者同士の交流の場となりました。

TICAD IV 関連ウェブサイト

FAO 日本事務所：www.fao.or.jp

横浜市：www.city.yokohama.jp/me/keiei/kaikou/jigyou/ticad

A J F：www.ajf.gr.jp

外務省：www.mofa.go.jp/mofaj/ticad/index.html

■�

■�

©FAO/LOJA

©FAO/LOJA

特集  1  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〜



�  交流会の展示コーナー。これは西アフリカの乾燥ヤムイモ（東京農業大学提供）
� アフリカの伝統的な楽器（東京農業大学提供）
�  西アフリカの料理用バナナ、プランテーン。甘みはあまりなく、野菜のよう

に料理に使われる
�  交流会に出されたプランテーンの揚げ物。大人気であっという間になくなった
� プランテーンを茹でたもの
� 交流会の展示コーナーに熱心に見入る来場者の方々
� 横浜市作成のTICAD IVポスター
� 横浜市が配布している市内の小中学生向けの教材
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プロフィール

Gabriel Alexandre SAR
セネガル共和国 外務省国際会議課次長、在英国セネガル大使
館一等参事官、セネガル共和国 大臣顧問外務省儀典課長、大
臣顧問　外務省会議 儀典組織担当、大使兼外交顧問　セネ
ガル共和国大統領通訳、駐英国セネガル大使を経て、2001年よ
り現職。ダカ－ル大学（セネガル）文学・法学部、レンヌ大学（フラ
ンス）法学・英語学部、国立行政司法学院（ＥＮＡＭ）、オックス
フォ－ド大学（イギリス）外交プログラム卒業

Weldeghaber KIDANE
Haile Selassie First University（エチオピア）より学士号（農
業経済）、Swedish University of Agricultural Sciencesより
MA（開発経済）、University of UppsalaよりBAおよびPost-
Graduate Certificates（統計）を取得。FAO本部でエコノミスト
としてアフリカ農業政策分析・能力構築に携わったのち、FAOア
フリカ地域事務所、チーフ・テクニカル・アドバイザー、FAO東部・
南部アフリカ地域支所コーディネーター等を経て、2005年より
現職

かつまた　まこと
早稲田大学卒。フランス・パリ第一大学博士課程修了（開発経
済学博士）

よしだ　まさお
Hobart College卒業（BA）、東京大学大学院社会科学研究科
国際関係論修士課程修了（MA）。University of East Africa大
学院マケレレ校農学研究科よりPh.D.授与。アジア経済研究所
研究員を経て、ネルソン・マンデラ歓迎日本委員会事務局長、中
部大学国際関係学部教授、ウガンダのマケレレ大学客員教授を
歴任。2004年より現在まで、日本福祉大学大学院教授。1994
～2002年、アフリカ日本協議会代表。2004年より現在まで、
TICAD市民社会フォーラム理事

しわち　ひろのぶ
東京農業大学農学部農業拓殖学科卒業。鹿児島大学大学院
農学研究科農学専攻（修士課程）修了（農学修士）。鹿児島大
学大学院連合農学研究科生物生産科学（博士課程）修了（農
学博士）。1986年より国際協力事業団（JICA）の青年海外協
力隊員（ネパール）、JICA筑波国際農業研修センター研修指導
員、JICAネパール派遣専門家等を経て、2000年より国際熱帯
農業研究所にてAssociate Scientist（在ナイジェリア）等として
勤務。2007年より現職

かきぬま　じゅん
国際協力事業団（JICA）の青年海外協力隊（エチオピア）、アジ
ア学院（ボランティア/講師）、JICAジュニア専門員（企画部東南
部アフリカ担当）、JICAエチオピア事務所企画調査員、北欧ア
フリカ研究所（スウェーデン）を経て、1997年より（株）アースアン
ドヒューマンコーポレーション研究員（農村開発、ジェンダー、評
価調査）。フィリピン、エチオピア等の専門家として、またヨルダ
ン、エリトリア、フィリピン、トルコ等のコンサルタント業務を行う。
東京農業大学大学院修士課程修了

©FAO/LOJA
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ペルーによる発議
ジャガイモの起源は南アメリカのアンデスです。ですから、
「国際イモ年」の企画がペルー政府によって発議されたこと
は当を得たものでした。2005年11月、FAOは、食料安全
保障や貧困緩和のためのジャガイモの重要性に世界の関心
を集めようとするペルーの提案を採択しました。1ヵ月後、
国連総会はFAOの決議を承認し、2008年を「国際イモ年」
と宣言しました。

Alejandro Balaguer,©International Potato Center(CIP)
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　第60回国連総会において、食料安全保障と貧
困緩和におけるジャガイモの重要性に世界の関
心を集めることを目的に、2008年を「国際イモ年

（International Year of the Potato,  IYP）」とする
決議が採択されました。FAOにその実施を委託
し、食料安全保障、栄養失調、貧困、環境への脅
威などといった地球規模の問題に応えるうえで、
イモおよび農業全般の重要性について、政策立案
者や一般の人たち、とりわけ若い人たちや学校の
子どもたちの関心を高める機会を作ろうとするも
のです。
　世界各国において、それぞれ工夫された取り組
みが行われることになっており、日本ではジャガ
イモに加えて、サツマイモなどを含めたイモ類全
般に関する活動が計画されています。

「国際イモ年」2008が
始まりました

「国際イモ年」2008のロゴマーク。日本語版はJAICAFウェブサイ
トに公開（ダウンロードには申請が必要）

©H.Inagaki
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特集  2  国際イモ年

　今後20年間に、世界の人口は年平均1億人以上
のペースで増加すると予測され、その95%以上は、
すでに土地や水が厳しい状況にある開発途上国に
おいて進むものと考えられています。今、国際社
会が直面する重要な課題は、我々すべてが依存し
ている自然資源の基盤を守りながら、現在および
将来の世代に食料の安全保障を保証することです。
ジャガイモは、次に示すように、これらの課題を
解決するにあたり重要な一翼を担うと期待されて
います。

　ジャガイモは、貧困と空腹に悩まされている
人々に栄養に富む食料を供給しようとする戦略の
主要な構成要素となるに違いありません。ジャガ
イモは、多くの開発途上国に特徴的な状況―土地
は限られているものの労働力は豊富な場所―に極
めて適しています。また、他のいろいろな主要作
物に比べて、少ない土地と厳しい気候条件のもと
で、栄養に富む食料を短期間で生産します。さら
に、人の食料となる植物体の割合は、穀類ではお
およそ50%であるのに対し、ジャガイモは85%に
もなります。

　ジャガイモは、アンデス地帯ではおおよそ8000
年にわたって食用に供されています。16世紀にス

世界中で栽培される
ジャガイモ

ジャガイモは空腹を
満たします

なぜ「イモ」か？

©CIP



世界の農林水産 08 春　12

ペイン人によってヨーロッパへ持ち込まれて以来、
ジャガイモは急速に世界中に広まりました。今日
では、ジャガイモは、中国の雲南高原やインドの
亜熱帯低地からジャワの赤道高地やウクライナの
ステップに至る農耕地の推定19万5,000km2で栽培
されています。収穫量では世界の食用作物の第4
位を占め、2006年にはほぼ3億1,500万トンが生産
されました。この総量の半分以上は開発途上国で
収穫されています。

　ジャガイモ栽培の恩恵を他の地域に拡大でき
るか否かは、普及、信用保証、農機具や他の資
材、農産加工および市場がどのように改善される
かにかかっています。そのためには限られた圃場
における生産の集約化も必要ですが、それは同時
に土地や水に対する圧力を強め、病害虫の増加に
つながる生態系の不均衡をもたらす危険性も持っ
ています。これらの理由から、「国際イモ年」では、
無病で信頼できる種イモや、病害虫・ウイルス・
乾燥に抵抗性を持つ品種、改善された施肥、危険
な農薬への依存を減らす総合的病害虫管理を組み
合わせたジャガイモを基幹とする営農システムへ
の転換を促進していく予定です。
　新品種を育成するための素材は、数世紀にわ
たって開発されてきた何千というアンデスの品種
を含むジャガイモの遺伝資源から得る必要があり
ます。現在、世界中の農業者は高収量と高収益が
約束される限られた数の高収量品種を栽培してい
ます。このことは、多くの地域社会で、伝統的な
品種のみならず文化的独自性をも失わせています。
「国際イモ年」は、食料生産の持続性を高めるた

持続的な生産に向けて
©FAO/Giulio Napolitano

©FAO/Giulio Napolitano

©FAO/12481/F.Mattioli　
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めに生物多様性に富むジャガイモの能力を十分に
活用する必要性を強調しています。そして、ジャ
ガイモの遺伝資源プールを保護するための取り組
みの更新および開発途上国がそれを活用する能力
を持つことを保証するための具体的な措置を促進
していくことを目指しています。

　世界のジャガイモの生産と消費は人口の増加よ
り低い率で拡大しています。先進国、特にヨーロッ
パや独立国家共同体（CIS）における生産は、過
去20年間、平均して毎年1%ずつ減少しているの
に対し、開発途上国における生産は年平均5%の

割合で拡大しました（図1）。アジア諸国、特に中
国とインドはこの増加を加速しました（図2）。
　世界のジャガイモ生産における開発途上国の
シェアは、2005年までに47%になりました。今後
数年以内に、開発途上国のジャガイモ総生産量は
先進国の総生産量を超えるものと見られます。こ
れは、ちょうど20年前には世界のジャガイモ生産
における開発途上国のシェアが20%少々に過ぎな
かったことを考えると、顕著な成果です。
　かつては世界のジャガイモ利用の主体であった
生鮮ジャガイモの消費は、多くの国、特に先進地
域で減少しています。今日では、より多くのジャ
ガイモがファストフード、スナック、コンビニ食
品産業などからの需要の高まりに応じて加工され

生産・消費・貿易の傾向

13　世界の農林水産 08 春 ©FAO/Franco Mattioli
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ています。このような展開をもたらしている背景
には、増加を続ける都市人口、所得の向上、食事
の多様化、そして食事に向けて生鮮食材を調理す
るために要する時間などがあります。
　ジャガイモは一般に、かさばって、腐りやすく、
輸送コストが高いために輸出が限られた商品とさ
れ、国境を超える程度の扱いに限られると考えら
れています。しかし、実際にはこれらの制約要因
はジャガイモの国際貿易の妨げにはなっておら

ず、1980年代中期以降、量的には倍増し、価額で
はほぼ4倍になっています。この成長は、加工製品、
とりわけ冷凍ジャガイモ製品に対するかつてない
国際的需要によるものです。今日まで、開発途上
国はこの貿易の拡大の恩恵を享受するに至ってい
ません。グループとして、これら諸国はこの商品
の主要な純輸入国になっています。
　ジャガイモとジャガイモ製品の国際貿易は今な
お生産に対して相対的に少量に止まっており、生

図1　開発途上国ではジャガイモ生産が増加
図2　変わりつつある生産地図：
　　  中国とインドは今や世界のジャガイモ
　　  産出量の30%を生産
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2008年の活動予定

特集  2  国際イモ年

産量の約6%しか貿易されていません。冷蔵コス
トを含む高い輸送コストが国際市場拡大の主要な
障害になっています。

FAOは、各国政府、国連開発計画、国際ポテト
センター（CIP）、その他の国際農業研究協議グルー
プ（CGIAR）の諸機関、国際機関、NGOおよび
民間部門と共同して、「国際イモ年」を実施して
います。目的は、ジャガイモの生産、加工、消費、
販売および貿易を促進する活動を行っている農業
者から科学者や政策立案者に至るすべて関係者か
らなる「ジャガイモ共同体」を形作ることと、栄
養失調や飢餓、貧困、水不足、気候変動といった
地球規模の問題に応える農業の役割の先頭に立つ
ことです。
2008年は、世界各国で特徴ある活動がくり広げ

られます。日本では、広くイモ類全般を対象に情
報等の普及・啓発、食生活における位置づけの向
上、国際的な協力・連携の強化、関連産業の発展
等を目指して、シンポジウムなど様々な活動が行
われることになっています。

詳しい情報は下記ウェブサイトへ

FAO本部（英語）：www.potato2008.org

JAICAF（日本語）：www.jaicaf.or.jp/fao/IYP/IYP-1.htm

3/1-9	 「国際イモ年」記念エキスポ（イタリア）

3/12-9/1	「国際イモ年」フォトコンテスト　作品募集

3/25-28	 国際ポテト科学会議（ペルー）

4/3-4	 ポテト・シンポジウム（スリランカ）
※詳しくはFAO本部ウェブサイトのイベントカレンダーをご覧ください。

世界で多様な取り組み 「国際イモ年」フォトコンテスト　作品募集中
　FAOは「国際イモ年」を記念し、「グローバル・
フード」という性格に焦点を当てて、ジャガイ
モの写真コンテストを実施します。あなたが撮っ
たジャガイモの種の多様性、栽培、加工、消費
や様々な利用方法等に関する写真を、FAO本
部あてにふるってご応募ください。応募期間は
2008年3月12日から9月1日まで。プロ、ア
マ部門の受賞者には総額1万1,000USドルの
賞金と、ニコンのカメラ等が授与されます。詳
しくはFAO本部のウェブサイトをご覧ください。

翻訳：稲垣　春郎
出典：パンフレット“IYP2008”FAO, 2007および“Food 
Outlook, November 2007” （pp.54-55） FAO, 2007より作成



「世界食料農業白書（The State of Food and 

Agriculture, SOFA）2007年」は、食料や繊

維の生産と同時に、高水準の環境便益を供給す

る農業の潜在的可能性を論じている。この報告

は、気候変動の緩和、河川流域管理の改善、生

物多様性の保全を含む、農業によってもたらさ

れる環境便益に対する要請は将来増えるであろ

うが、もし農業がこの要請に応えようとするな

らば、農家に対するより良い支援策が必要であ

る、と結論付けている。いくつかの可能な政策

手段の一つとして、環境便益に対する農家への

支払いは、我々全てが依存している生態系を維

持し、改善するために農家支援を強化する弾力

的手法となることが期待されている。費用対効

果の高いプログラムを設計するには、特定の生

物物理的および社会経済的な意味についての注

意深い分析とプログラムが持っている貧困に対

する影響についての配慮が必要である。この報

告は、こういった手法を実施していくうえで取

り組まなければならない諸課題を明らかにする

ことによって、可能性の実現に貢献することを

企図している。

環境便益に対する
農家への支払い

世界食料農業白書 
2007年

−概要−
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「環境便益支払いプログラム」は、環境便益がも
たらす真の社会的、環境的および経済的恩恵を反
映する正確なシグナルを供給者と利用者の双方に
送ることで、「支援策が正しく理解される」よう
にするための一つの取り組みである。
　「環境便益支払い」は、農用地、森林、沿岸あ
るいは海洋の管理作業が、これまで支払いなしに
供給してきた便益以上に、継続的な、あるいはよ
り優れた便益を供給するようになることを期待し
て、便益の受益者あるいはその代表者によって支
払われる任意の取り決めである。

報告からの主なメッセージ
■  農業に由来する環境便益に対する需要は高まる。
　  2つの原動力がこれらの便益に対する需要の

高まりをもたらしている。すなわち、これらの 
便益の価値に対する意識の高まりと、地球の
生態系に対する負荷圧力の増加に伴って深刻
さの度合いを増すこれらの便益の喪失である。

　生態系は人々の生活を支えている。気候変動の
緩和、良質な水の供給、生物多様性の保全といっ
た環境便益に加えて、食料の供給を含むさまざま
な便益を提供している。農業生態系は明らかに世
界最大の管理された生態系である。
　今日、一般的にいう生態系便益の提供、特に一
連の環境便益は、人口の増加、急速な経済成長お
よび広範な世界的統合の影響を受けて、かつてな
いほど重要な課題になっている。これを反映して、
環境便益を高める方策を探求することが、非政府
系および民間の企画立案者とともに政策策定者た
ちの注目を集めている。近年関心の高まりを喚起
している一つの仕組みは、主要な環境便益の供給
を強化するための農家への直接支払いである。
　生態系便益の供給における農業の役割は、農家
が手にすることができる支援策に大きくかかって
いる。こういった支援策は、現在、それによって
生み出される環境便益というよりも、食料や繊維
といった伝統的な生産物の供給に偏る傾向にある。

特集  3  環境便益に対する農家への支払い 
世界食料農業白書2007年−概要−

THE STATE OF FOOD AND  AGRICULTURE

1
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または
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環境便益に対する農家への支払い
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創出された
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3
実現された恩恵

4
支払いの仕組み

■ 保全型農業

■ 再植林

■ 気候変動の
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■ きれいな水

■ 復元力の向上
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■ 水利用料

■ 農産物への
　 付加価格

例

■ 土壌および地上
　 部の炭素固定

■ 河川流域の保護

■ 生物多様性の
　 保全

例 例 例

「環境便益支払いプログラム」設計の主要な要素
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■  農業は、社会の変化する要請に応えて、より良 
い多様な生態系便益を供給することができる。

　  農家は広範な生態系便益に依存し、またそれ
らを産出している。彼らの行動が生態系を良
くし、また悪くもする。土地利用や生産のシ
ステムを変えることによって、農業生産者は
環境便益の供給を高め、社会の変化する要請
に応えて、より良い生態系便益を供給するこ
とができる。

■  もし農家がより良い多様な生態系便益を供給す
るとすれば、より良い支援策が必要となる。環
境便益に対する支払いが、その助けとなりうる。

　  農家は、彼らの環境便益に対する考え方がど
のような影響を持つかについて考慮する動機
を持っていない。恩恵を受ける人たちから農
家への支払いが行われるように、情報や制度
を改善することで農家の考え方に影響を与え
ることができる。いろいろな手法の相対的な
メリットはそれぞれの環境便益によって異な
る。支払いプログラムは、極めて競争的なも
のから強い公平性を目的とする公共部門プロ
グラムまで幅がある。

■  費用対効果の高い「環境便益支払いプログラ
ム」は、便益の特徴と生物物理的および社会経
済的背景に基づいた周到な設計が肝要である。

　  プログラムの設計には、主に4つのステップが
ある。①何のために支払うべきか、②誰に支払
われるべきか、③いくら支払われるべきか、④
どのような支払いの仕組みによるべきか。科学
的かつ正しい理解を得ることが重要であり、環
境便益の供給者と受益者の経済的な動機と制
約とともに、農家の行動とそれらの環境への影
響の間の生物物理的関係の明確な理解が必要
である。同様に重要なことは、実現可能かつ適
切な条件とともに、供給者と受益者を結び付け

るために必要な制度的革新である。

■  環境便益に対する支払いは、第一義的には貧
困削減の手段ではないが、貧困層は多分に影
響されるので、彼らに対する意味づけを考慮
しなければならない。

　  支払いは、環境便益を生み出す農家の所得を
増やすことができる。他の貧しい世帯も恩恵
をこうむるであろう。しかしながら、恩恵の
分配は、誰が、どこで環境便益を生み出すか
にかかっている。ある場合には、支払いによっ
て農業雇用が減ったり、食料価格が高くなっ
たりすれば、支払いはまた貧困や食料安全保
障に逆効果を及ぼすかもしれない。とはいえ、
「環境便益支払いプログラム」は、もし適切に
設計されるならば、貧困層の手に届いて恩恵
をもたらす可能性を持っていることが示され
ている。

　この手法を実施するための仕組みを開発するこ
とが課題である。これは新しい分野であり、その
科学性は常に明確であるとは言えず、政治的意味
合いも複雑である。予算の財源は往々にして制約
が厳しく、特に貧困な諸国で甚だしい。しかしな
がら、環境便益に対する支払いは、環境便益を供
給する豊かな潜在的可能性がありながら予算の財
源に乏しい国々においても、農業と環境の資源の
管理を改善するための革新的解決策を見出すうえ
で創造力の引き金になることができる。「環境便
益支払いプログラム」は、効果的に設計されれば、
環境便益の供給者と利用者の双方に、彼らの行動
の影響について明確な指標を示すことができ、供
給される様々な生態系便益が社会の真の要請によ
り確実に応えるものとなる。

THE STATE OF FOOD AND  AGRICULTURE
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市場状況概要

Market Summaries

穀 物

小 麦

　世界穀物市場において、大きな
混乱状態が広がりつつある。ほ
とんどの穀物に関して、供給は近
年の状況よりよりはるかにきつく
なっており、反面、需要は、飼料
用・工業用と同様、食料用も増大
しつつある。年度当初にすでに低
い水準にあった在庫は、世界穀物
生産が推定利用量を充足するに過
ぎないものとみられるため、恐ら
くは同様の低水準となるものとみ
られる。穀物の国際価格が上昇し
た結果、世界の多くの地域におい
て国内食料価格のインフレをあお
りつつある。高水準かつ変動的な
価格に、高騰する運賃が加わって、
貿易の縮小が予期される。多くの

国々が、世界市場からの穀物の購
入のために、輸入量の減少にもか
かわらず、過去何年かの支払い額
を超えることとなるだろう。

　2007年の世界小麦生産は、多く
の主要輸出国（特にオーストラリ
ア）における何度にもわたる生産
予測下方修正の後、現在､対前年
比で急激に減少した2006年の生産
から、わずかに1％増加するもの
と予測される。このわずかな生産
増加は、すでに低い繰越在庫とあ
いまって、きわめて窮屈な世界市
場状況をもたらした。その結果、
小麦価格は年度当初以来上昇を続
け、9月には過去最高の水準に達

　図1　世界の穀物市場
2005/06年 2006/07年

推定
2007/08年

予測
2007/08年の

2006/07年に対する変化
100万トン ％

世界需給
生　　産 2,051.4 2,009.4 2,108.9 5.0
貿　　易 246.6 255.4 251.5 −1.5
利　　用 2,037.6 2,062.4 2,105.0 2.1
食　　料 982.5 997.5 1,008.7 1.1
飼　　料 748.7 735.9 739.6 0.5
その他の用途 306.4 329.0 356.6 8.4
期末在庫 471.4 428.0 427.0 −0.2
需給関係指標
１人当たり食料消費
世界（kg／年） 152.2 152.7 152.6 −0.1
低所得食料不足国（kg／年） 156.9 157.2 157.0 −0.1
世界の在庫／総利用（％） 22.9 20.3 20.2
主要輸出国の在庫／総輸出・国内利用（％） 19.2 15.0 13.5
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粗 粒 穀 物

　図2　世界の小麦市場
2005/06年 2006/07年

推定
2007/08年

予測
2007/08年の

2006/07年に対する変化
100万トン ％

世界需給
生　　産 624.7 595.4 602.1 1.1
貿　　易 110.3 113.6 107.5 −5.4
利　　用 619.7 621.0 618.7 −0.4
食　　料 439.2 444.2 448.4 1.0
飼　　料 115.5 111.1 107.0 −3.7
その他の用途 65.0 65.8 63.3 −3.7
期末在庫 179.9 159.2 142.6 −10.4
需給関係指標
１人当たり食料消費
世界（kg／年） 68.1 68.0 67.8 −0.3
低所得食料不足国（kg／年） 58.8 58.7 58.5 −0.3
世界の在庫／総利用（％） 29.0 25.6 22.5
主要輸出国の在庫／総輸出・国内利用（％） 23.8 15.7 10.0

　図3　世界の粗粒穀物市場
2005/06年 2006/07年

推定
2007/08年

予測
2007/08年の

2006/07年に対する変化
100万トン ％

世界需給
生　　産 1,002.4 985.2 1,077.5 9.4
貿　　易 107.1 111.8 113.5 1.6
利　　用 999.6 1,015.5 1,057.1 4.1
食　　料 175.3 179.4 181.8 1.4
飼　　料 624.2 616.2 624.5 1.4
その他の用途 200.1 220.0 250.7 14.0
期末在庫 186.0 162.1 176.8 9.1
需給関係指標
１人当たり食料消費
世界（kg／年） 27.2 27.5 27.5 0.1
低所得食料不足国（kg／年） 28.3 28.5 28.7 0.6
世界の在庫／総利用（％） 18.3 15.3 17.0
主要輸出国の在庫／総輸出・国内利用（％） 18.0 12.8 14.3

　主要粗粒穀物国際価格の最近
の下落は、世間の関心を粗粒穀物
から他作物へと若干移しはしたも
のの、今年の記録的生産にもかか
わらず、ほとんどの粗粒穀物につ
いての全体的な需給のバランスは、
窮屈なままとなっている。エタノー
ルと家畜飼料への根強い需要が世
界粗粒穀物市場の主な起動因では
あるのだが、いくつかの輸出国に
おける供給の逼迫もまた、価格の
維持要因となっている。最近の数ヵ
月間、国際価格は下落しているも
のの、前年度よりもはるかに高い
水準に止まっている。貿易は、粗
粒穀物の高価格にもかかわらず、
飼料小麦不足により輸入国がトウ
モロコシやソルガムなどの主要粗
粒穀物へ移行していることを伴っ
たより強い輸入需要のためもあっ
て、増大するものと見込まれる。

して、10月に入っても高水準・不
安定的に推移している。高い小麦
価格は、多くの国々において、よ
り高い食品価格を現出し、価格の
統制、輸入障壁の低減、輸出規制
の賦課など、政府による数多くの
市場介入をもたらしている。この
ような措置は、価格の上昇を封じ
込め、消費の減退を防ごうとする
ものである。にもかかわらず、い
くつかの国々では、運賃の高騰に
よりますます高価となった自国の
小麦輸入を削減せざるを得ないこ
ととなった。世界貿易および総利
用水準の縮減予測は、主として、
現行の高い世界価格水準によって
もたらされているものである。

　図4　世界の米市場
2005/06年 2006/07年

推定
2007/08年

予測
2007/08年の

2006/07年に対する変化
100万トン ％

世界需給
生　　産 424.3 428.7 429.3 0.1
貿　　易 29.2 29.9 30.5 1.8
利　　用 418.3 425.9 429.2 0.8
食　　料 368.0 373.9 377.6 1.0
期末在庫 105.5 106.8 107.6 0.7
需給関係指標
１人当たり食料消費
世界（kg／年） 57.0 57.2 57.1 −0.2
低所得食料不足国（kg／年） 69.7 69.8 69.7 −0.1
世界の在庫／総利用（％） 24.8 24.9 24.8
主要輸出国の在庫／総輸出・国内利用（％） 15.8 16.6 16.3
FAO価格指数 2005年 2006年 2007年
（1998-2000=100） 107 117 133*
*2007年1-10月
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油 料 種 子

砂 糖米

　米の価格は、主要輸出国におけ
る市場条件の硬化、特にアジア
での輸入需要の復調を反映して、
2007年1月以来、上昇が続いてい
る。にもかかわらず、価格上昇幅
は他の農産物に比べ随分と小さい
が、これは部分的には米ドルの軟
調にもよるものである。まだ暫定
的なものではあるが、2007年の世
界水稲生産は、広範囲な干ばつと
洪水問題に制約されて、ほんのわ
ずかな生産増に止まるものと予測
される。米の貿易は、強い輸入
需要に支えられ、2007年には2％、
2008年にはさらに2％拡大するも
のと見込まれる。2007年度からの
米の世界操越在庫は、現在、2006
年度対比でわずかながら増加する
ものと予期されるが、最近の輸出
規制の強化によって、世界の米の
市場条件の緩和はしばらくは望み
薄であると見込まれる。

　油料種子および油料種子産品の
価格は、過去2年度にわたって着
実に上昇を続けてきた結果、記録
的水準にまで到達した。2007/08
年度の需給の見通しによれば、価
格の堅調さが引き続くこととなろ
う。現在の予測では、主として北
半球諸国における大豆からトウモ
ロコシへの作付転換によって、過
去に例をみない世界油料種子生産
の減退が示されている。この間、
世界的な油料種子産品の利用が拡
大し続けるものと予想される。植

　世界の砂糖価格は、2006年に高
値に達した後、軟調に推移してき
た。市場軟調の主要因は、伝統的
な輸入国において増大する生産で
あり、それが輸入需要を減退させ
た。2007/08年度の砂糖生産は新
記録を達成するものと予測される
が、この生産増大の大部分は開発
途上国によるものである。最も大
きい需要増加は、中国やインドな
どのしっかりした経済的な成果が
あがっている開発途上国において
期待される。先進国での消費は、
低い人口増加と食事への関心のた
めに、比較的変わりがないまま推
移するものとみられる。2007/08

　図5　世界の油料種子・産品市場
2005/06年 2006/07年

推定
2007/08年

予測
2007/08年の

2006/07年に対する変化
100万トン ％

油料種子
生　　産 403.5 416.6 402.8 −3.3
油　　脂
生　　産 148.7 151.2 153.8 1.7
供　　給 167.6 171.9 173.9 1.2
利　　用 146.0 151.7 156.9 3.4
貿　　易 72.3 76.1 79.2 4.1
在庫対利用の割合（％） 14　 13　 11　
油 か す
生　　産 101.0 106.3 102.0 −4.0
供　　給 113.4 121.4 119.4 −1.6
利　　用 98.3 101.8 107.7 5.8
貿　　易 55.3 58.6 62.4 6.5
在庫対利用の割合（％） 15　 17　 11　

物油は、バイオ燃料産業等からの
需要増大に直面し、他方、増大す
る畜産物の消費と記録的な飼料穀
物価格は、油かすの需要を積極的
に高めている。推測される生産不
足分を考慮すると在庫の急激な減
少が予測され、それにより油料種
子産品群の価格は高水準かつ不安
定なものとなるだろう。今後数ヵ
月間、市場は、南米における大豆
作の進展状況を注意深く見まもる
こととなろう。2008/09年度に関
しては、油料種子と穀物の市場間
の調整が未だ進行中であるので、
作付見通しは、きわめて不確実で
ある。

　図6　世界の砂糖生産・消費
2006/07年 2007/08年

予測
2006/07年

推定 2007/08年予測

100万トン（粗糖換算） ％

世　　界 164.5 169.1 153.5 157.0
開発途上国 124.3 128.5 104.5 107.6
先進国 40.3 40.5 48.9 49.5
アジア 64.2 68.5 68.4 70.3
アフリカ 10.5 10.6 15.2 15.6
ラテンアメリカ・カリブ海諸国 52.6 52.7 27.1 27.9
北　米 7.8 7.9 10.7 10.9
ヨーロッパ 24.1 23.9 30.6 30.8
オセアニア 5.4 5.5 1.6 1.6
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乳 製 品

　乳製品の国際価格は、2006年
後半より空前の高騰を続けた。
FAO乳製品価格指数は、2007年9
月までに、2006年9月よりも120％
も上回るという、過去に類をみな
い高水準に達した。この価格高騰
は、いくつかの主要輸出国におい
て牛乳供給を縮減させた一連の生
産打撃と、特に開発途上国からの
旺盛な輸入需要から生じたもので
ある。EUや米国などの主要生産
国が保持している乳牛群は、記録

　2007年の水産物の生産は、主に
養殖漁業の生産増を背景として、
拡大が予測されている。養殖漁業
が食用魚介類供給の50％を占める
日も遠くないものと期待されてい
る。また、水産物貿易も、2007年
に、EUと米国の主要な市場での
活発な需要のため、増加するもの

　図7　世界の食肉市場

2005年 2006年
推定

2007年
予測

2007年の
2006年に対する変化

100万トン ％

需給状況
生　　産 269.3 275.7 278.3 1.0
牛　　肉 64.5 66.2 67.1 1.3
家きん肉 82.9 83.7 86.2 3.0
豚　　肉 103.7 106.9 105.8 −1.0
羊　　肉 12.9 13.6 13.8 2.1
貿　　易 20.6 21.1 21.4 1.5
牛　　肉 6.6 6.8 7.0 2.5
家きん肉 8.2 8.1 8.2 1.3
豚　　肉 4.8 5.0 5.0 0.7
羊　　肉 0.8 0.8 0.8 −0.3
需給関係指標
１人当たり食料消費
世界（kg／年） 39.5 40.0 40.0 0.0
先進国（kg／年） 58.6 59.0 59.3 0.6
開発途上国（kg／年） 31.0 31.6 31.6 −0.1

FAO価格指数（1998-2000=100） 121 115 120*
*2007年1-8月

的な低水準まで下がり、更なる価
格上昇要因となっている。乳製品
貿易は、2007年に、主要輸出国に
おける牛乳生産の成長の停滞に制
約されて、わずかに減退するもの
と予想される。2007年に2.3％増
が見込まれる世界牛乳生産は、高
い国際価格が主要生産地域での国
内価格上昇をもたらし牛乳部門の
一層の拡大を刺激して、2008年に
は更なる成長が期待される。

食肉・食肉製品

　2007年の世界食肉生産は、上昇
する飼料価格と中国における豚の
大規模淘汰に制約されて、わずか
に1％増加すると予想される。特
に開発途上国において増大する食
肉需要は、世界的規模における
生産の拡大を下支えするものであ
る。輸入制限措置の低減は、2007
年における食肉製品の世界貿易を
1.5％押し上げるものと予期され
る。全体的に見て、世界の食肉輸
出の増大は、先進国における供給
が天候不良、高飼料コストおよび
家畜飼養サイクルによって影響を
受けたため、開発途上国によって
担われるものと見られる。FAO
食肉価格指数は、需給条件の逼迫
を反映して、2007年1月から8月の
間で4.2％上昇するなど、2006年
半ば以降、回復を見せている。

　図8　世界の乳製品市場

2005年 2006年
推定

2007年
予測

2007年の
2006年に対する変化

　　　　　100万トン（生乳換算） ％

需給状況
乳製品生産合計 646.5 662.7 678.2 2.3
脱脂粉乳（SMP） 22.3 22.3 22.3 −0.3
全粉乳（WMP） 22.1 22.2 21.8 −1.6
バター 55.8 58.4 61.1 4.6
チーズ 83.2 84.6 87.1 3.0
その他の製品 463.0 475.2 485.9 2.3
貿易合計 46.0 47.3 46.7 −1.4
需給関係指標
１人当たり食料消費
世界（kg／年） 93.8 95.1 96.2 1.2
先進国（kg／年） 173.5 174.3 175.3 0.6
開発途上国（kg／年） 61.2 63.0 64.6 2.6
貿易／生産（％） 7.1 7.1 6.9
FAO価格指数 145 138 230*
*2007年1-9月

水 産 物

年度の残期間において砂糖価格は
弱含みで推移するものと予想される。
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　図9　世界の水産物市場
2005年 2006年

推定
2007年
予測

2007年の
2006年に対する変化

100万トン ％

需給状況
生　　産 141 141 143 1.4
漁　　業 93 91 91 0.0
養 殖 業 48 50 52 4.0
貿易額（輸出額、USドル） 78 86 93 8.1
貿易量（原魚換算） 57 55 54 −1.6
利　　用
食　　料 108 112 115 2.6
飼　　料 23 18 17 −5.6
その他の用途 10 11 11 0.0
需給関係指標
１人当たり食料消費
食用魚介類（kg／年） 16.7 17.2 17.4 1.2
うち漁業（kg／年） 9.3 9.5 9.5 0.0
うち養殖業（kg／年） 7.4 7.7 7.9 2.6

食 料 輸 入 額

　2007年の7,450億USドルという
世界の総輸入食料品コストは、対
前年21％増で、これまでの最高記
録となるものである。予想される
コスト増の大部分は、これらの輸
入量が純減しているにもかかわら
ず、穀物をベースとする食料品に
対する支払い額の増加によって
引き起こされている。その原因は、
特に小麦などの価格高騰であるが、
同時に、昨年以来倍増した海上運
賃もまた、輸入代金についての各
国の支払い能力に更なる圧力を加
えている。急速な価格上昇と記録

翻訳：松岡　將
出典：“Food Outlook, November 
2007” FAO, 2007

的な輸送費との組み合わせもまた、
輸入乳製品および植物油における
世界の輸入支払い総額のさらなる
増加の背景となっている。

と見通される。これとは対照的に、
日本における輸入需要は、長期下
降傾向をたどっていて、2007年に
は、同国への供給減が予期され
る。中国は、世界市場への水産物
の最大の供給者としての地位を確
立しているが、同時に、水産物の
主要輸入国としての同国の存在も
また、大きくなりつつある。水産
物部門において、対照的な価格傾
向が現出しつつある。漁獲の減少
に伴い、予見できる将来にわたっ
て、マグロ価格は高いままとどま
るものと予想されるが、これは缶
詰製造業にとって予測しなかった
状況である。イカの価格は高い一
方、国際貿易における主要な商品
であるエビは、供給が十分である
ため相場価格はすべての市場で控
え目なものとなっている。同様に、
特にEUの市場において、養殖サ
ケの生産が増大傾向にあり価格を
抑制している。天然海底魚類資源
は徐々に逼迫しており、価格が上
昇した反面、特にアジアからのナ
マズやティラピアなどの白身魚代
替品の機会を創出しつつある。

　図10　全食料および主要食料品の輸入額見通し（100万USドル）

世　界 先進国 開発途上国 後発開発途上国
（LDC）

低所得食料不足国
（LIFDC）

食料純輸入開発途上国
（NFIDC）

2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年

食料合計 614,887 744,777 429,358 511,963 185,529 232,814 13,362 15,937 86,473 107,236 23,392 28,000

穀　物 174,399 240,784 104,990 147,181 69,410 93,603 5,683 7,185 29,450 38,258 9,813 14,242

植物油 70,956 96,100 35,906 48,864 35,050 47,236 1,945 2,659 22,884 32,107 4,087 5,507

乳製品 43,666 71,916 30,736 50,638 12,930 21,278 801 1,302 4,924 8,115 1,697 1,390

食　肉 77,865 82,447 61,059 63,413 16,806 19,034 810 915 6,013 7,317 1,288 1,488

砂　糖 32,975 21,755 19,103 10,492 13,871 11,263 1,753 1,249 7,587 4,525 3,001 1,661
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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６回　コ－デックス関連の食品紛争事例

（1）問題の背景
　この問題は米国とEUの間で1980年代から争わ
れてきたものですが、この原稿を書いている2008
年2月現在でも解決に至っておりません。米国やカ
ナダでは牛にホルモン剤を投与して、成長を促進
させるという育種方法が長年行われてきました。
EUでも昔は使われていましたが、消費者の不安を
背景に、成長促進目的の使用を1989年に全面的に
禁止し、同時にホルモン剤を使って育成された食
肉の輸入までも禁止してしまいました。この措置
によって牛肉をEUに輸出できなくなった米国と
カナダは、この措置に強いに不満を抱きました。
　EUは、この措置が、ホルモン剤の食肉への残留
から、消費者の健康を保護するためのものとの立
場を表明しました。しかし、米国・カナダ両国に
とって、国内ではホルモン剤の使用は許可されて
いた上に、EUの全面的禁止という強い措置が、十
分な科学的な根拠なく導入されていたことから、
米国・カナダの輸出からEU域内の畜産農家を保護
するための偽装貿易に見えたようです。確かに、
EUは十分な科学的な根拠、すなわち、リスク評価
を踏まえてこの措置を導入したとは言い難い状

況でした。しかし、1980年代後半にはまだこうした
問題を扱う国際法が十分整備されていなかった
ため、米国とカナダもEUの措置に十分対処できな
かったのです。

（2） SPS 協定の誕生がコーデックスに与え
た新たな使命

　しかし、1994年にWTO協定が成立し、その一環
として「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」、
いわゆる「SPS協定」が成立します。この協定は、食
品や動植物の健康・生命の安全確保を目的とした、
各国の政策の貿易への影響を最小化するために、
様々な規則を定めたものです。このSPS協定は大
変複雑ですが、簡単に理解するため、食品安全に焦
点を絞り、ある国が食品の安全のための規格を策
定する際に、どのようなSPS協定の規則に配慮す
る必要があるのかをまとめてみました（正確さは
ある程度犠牲になっています）。
　①�各国の食品安全の規格は、国際規格が存在す
るときには、国際規格に基づくべき（食品安全
に関する国際規格は、コーデックス委員会の
作成するものとする）。

　②�各国は、科学的な正当性がある場合や、以下の
③の要件を満たせば、国際的な基準より高い
水準の規格を導入することができる。

1    米とEUの牛肉ホルモン紛争と 
コ－デックス規格

　さて、連載回数も少なくなってきました。今回から最終回まで、コーデックスが関与した食品の規格に関す
る各種の紛争についてご紹介していきたいと思います。
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　③�各国の食品安全の規格は、リスク評価に基づ
いて決める。また、規格間の恣意的な違いを
設けて貿易を阻害したりしないようにするこ
と、貿易に対する影響を最小化するなど、貿易
への悪影響を及ぼさないことを配慮する。

一言でいうなら、SPS協定は、コーデックス規格が
あるときには、各国の食品の安全規格はコーデッ
クス規格に基づいて決めることを奨励しています
が（①）、その一方で、各国が自主的に国際規格より
厳しい水準を設定する道も開いています（②）。し
かし、その際には③のような科学的な根拠（リスク評
価）や貿易への悪影響の回避を考慮するべきであ
ると規定しています。つまり、各国の規格を国際規
格に整合させることを奨励しつつ、各国独自の規
格の導入も、それが恣意的な保護貿易とならない
ための条件を満たせば認めるというものです。
　

（3）�成長ホルモンに関するコーデックス規
格の成立

　1995年7月3日から8日まで開催された第21回コー
デックス総会で、この問題に関する重要な決定が行
われました。この総会で、牛に使用する成長ホルモ
ンのコーデックス規格案が提出されましたが、米国・
カナダ等とEUの意見が対立したため、最終的に投
票に委ねられることになり、僅差で米国側の案が採
択されてしまったのです（賛成33、反対29、棄権7）。
採択されたコーデックス規格は、成長を促進させる
目的で使用する数種類のホルモン剤に関して、安全
性には問題がないため、3種類の天然ホルモンに関
しては特に残留基準値（MRL）を定めなくてもよい
こと、2種類の合成ホルモンに関しては一定のMRL
を設定することが決定されたのです。

（4）米国・カナダのWTO提訴とEUの敗訴
　この決定がどのような影響を持ったかは、そ
の後の展開でわかります。1996年4月、米国は、EU
の禁止措置をWTOのSPS協定違反であるとし
て、WTOに訴えたのです（続いてカナダも提訴）。
WTOは、紛争処理規則に従い、WTO違反か否か
を判定する「パネル」と呼ばれる裁判機関を設置し
ました。3人の専門家で構成されたパネルは、1997
年8月に結論を出し、EUの措置はSPS協定違反と
判断しました。WTOの裁判は二審制で、パネルの
決定に不満であれば、その上級裁判組織である「上
級委員会」という組織に訴えることができます。
EUは上級委員会での審査を依頼し、今度は上級委
員会が設立されて審査が行われました。1998年1月
に、上級委員会はEU側の言い分をある程度は認め
たものの、やはりEUの措置はSPS協定違反という
判断を下したのです。ここにEUはWTOでの敗訴
が確定し、EUの措置はWTO違反となりました。

（5）�パネル・上級委員会での審議における
コーデックス規格の意義

　この審査過程の大きな論点は、ホルモン剤に関す
るEUの全面禁止という措置がどう判断されるべき
か、ということでした。

国際規格の存在の意義
　まず、最初に審査を行ったパネルは、成長用ホル
モンに関するコーデックス規格を国際規格と認定
し、EUの措置は国際規格よりも厳しい水準の規格
を採択していたという判断を行います。EUの措置
は、上記（2）①に該当しないため、（2）②の審査が行
われました。そこで争点となったのは、EUが（2）③で
求められている十分な科学的根拠を基に国際基準

CODEX alimentarius
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より厳しい規格を導入したか否かという点です。こ
れに関しては、パネルも上級委員会も、ＥＵは国際規
格であるコーデックスより高い水準（厳しい水準）の
規格を導入するための十分な科学的根拠を示して
いないと判断しました。EUはいくつか科学的な証拠
を提示しましたが、それらは全面禁止を裏付けるだ
けのものでなかったのです。その結果、EUの措置は
WTO違反と判定されました。
　この一連の紛争の中で、SPS協定で国際規格とし
て認められたコーデックス規格が、WTOの紛争に
ある一定の存在感を示しました。上の（2）で記述し
た通り、国際規格が存在すると、各国の規格が国際
規格に基づいて行われているかどうかが審査され
ます。さらに、その国の規格が国際規格より厳しい
場合には、科学的根拠があるか否かなど（2）③の諸
要件を満たす必要が生じてきます。つまり、国際規
格の存在により、各国の措置がWTO協定に適合し
ているかどうかの判断手続きや基準が明確になる
という効果が生じました。ただし、国際規格があると
きには、各国の規格は国際規格に一致させるのが基
本的原則とするパネルの解釈を、上級委員会は、各
国の独自の規格を定める権利も等しく重要という見
解で否定した点が注目されます。

科学的根拠の存在
　国際規格としてのコーデックス規格を策定する
際には、前回ご紹介したとおり、JECFAという専門
家委員会で審査を行います。つまり、コーデックスの
国際規格を策定する際には、あらかじめ必ず科学的
な根拠を準備することが前提となります。この紛争
でEUが敗訴した大きな理由が、科学的根拠の欠如
という点を考えると、国際規格の存在もさることな
がら、JECFAが行った科学的な判断の存在も大き

かったといえましょう。JECFAは1988年の第32回の
会合で、ホルモン剤に対して安全性には問題がない
との決定を下し、この決定を基に、コーデックスは天
然ホルモン剤の基準値を定める必要はないとの決
定を行ったのです。JECFAは1998年にも再度、審査
し、同様の結論に至っています。

（6）問題点　投票で成立した国際規格
　WTOの裁判でEUが争った論点の一つが1995年
のコーデックスの決定は合意でなく投票によって
行われた点です。EUは、投票で成立した規格は国
際規格ではないと主張しました。しかし、パネルの
判断は、国際規格の決着の形式まで考慮する必要
なしというものでした。ホルモン以降、コーデック
スではミネラルウォーターの規格でも、投票で決
着が図られてしまいました。しかし、その後、当然
批判が高まり、現在では可能な限り合意が成立し
ていることが求められます。このような影響の大
きい決定を、投票で決着したのは、コーデックスの
システムに対する不信を招くという点で、大きな
汚点だと思われます。

（7）この紛争をどのように考えるか
　この問題は、輸入国である日本にとって、消費者
の安全を守るEUの行為を、米国やカナダが貿易の
利益で踏みにじる姿に映るかもしれません。しかし、
この問題では、双方に非難される点があります。EU
側では、確かに全面禁止は消費者の不安を背景に
したものであることは確かでしょう。消費者の不安
に答えることは非常に重要ですが、科学的な検証を
行い、どの程度のリスクがあるのかという客観的な
判断も不可欠です。これが存在しなければ、消費者
保護は、いたずらに恣意的になってしまいます。こ
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が介入してくるという点を問題視する人もいます。
大変重要なこの問題は、簡単には語りつくせないの
で、残念ながら、問題意識の存在することだけをご
紹介します。

（8）紛争のその後
　WTOの上級委員会の裁定後も、この紛争は一筋
縄で解決しませんでした。簡単にまとめると、WTO
で敗訴した後、決められた期日までにEUが禁止措
置を撤廃しなかったため、米国・カナダはWTO規
則に従い、EUの輸出品に対して関税を引き上げる
措置を発動したのです。一方、EUはWTOでの敗因
は、十分な科学的な根拠なしに厳しい措置を採択
いた点にあるとして、リスク評価を実施し、その結
果、エストラジオール17ßというホルモンが人体に
有害であるとの結論に至り、この使用を禁止する
新たな規則を2003年に制定しました。これにより、
EUは自らの措置をSPS協定に整合させたと宣言
し、米国・カナダに制裁的な関税の撤廃をせまりま
すが、両国が応じなかったため、逆に米国とカナダ
をWTOに提訴したのです。そのパネルの最終報告
書も近いうちに公表されるとのことです。

（9）おわりに
　私見ですが、SPS協定成立当時、各国が協定遵守
のための十分な準備期間と国際協調体制があるべ
きだったと思います。当時は、今ほどリスク評価を
行う制度が整備されてなかったのです。

の点、コーデックスでも、規格を策定する際には、科
学的な根拠（リスク評価）の存在を前提としつつ、科
学以外の「その他の合法的な要因（other legitimate 
factors）」を考慮に入れることを認めております。つ
まり、科学的な根拠の存在を前提としつつも、消費
者の不安、環境への影響、経済的な影響といった要
因を、規格を定めるという「リスク管理」の際に考察
することを認めているのです。ホルモン剤のパネル
でも、リスク管理には、その国の価値的判断も含むと
いう判断を行っています。重要なのは、科学的なリス
ク評価をきちんと行い、それを踏まえて、消費者の不
安といった科学以外の価値判断をも考慮して最終
判断を行うことだと思います。ただ、同じリスク評価
の結果を基にしても、国によって社会的なリスクの
許容条件が大きく異なる場合には、おのずから規格
の厳しさも異なることになります。この点は非常に
厳密な考察が必要とされるところです。
　また、米国も非難されるべき点があります。EUが
行ったホルモン剤の禁止は、純粋に消費者不安への
対処だけでなく、80年代中頃からEUの牛肉在庫が急
増していったため、これ以上生産を増やさないとい
う経済的な目的や牛肉産業の保護という側面もあっ
た可能性は否定できませんが、根本は消費者の不安
をもとにしているものでした。これを非関税障壁と
みなし、SPS協定という法律によってこじ開けようと
する米国の態度は心情的に受け入れられるものでは
ありません。1980年代に米国はEUと農産物貿易紛争
を繰り返したため、米国の思考回路は、EUの貿易政
策を絶えず偽装的と見るようになったのでしょう。
　紛争の途中で、表示による調停案も出たようです
が、双方とも拒否したとのことです。
　最後に、上の問題と関連しますが、この事件で、食
の安全という国民生活の基本的な決定に、国際協定

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月より農林水産政策研究所
勤務
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　私の通っている FASID / GRIPS 国際開発大学院国際開発プログラム修士課程の必修科目の一つに、国際機関で最

低 3ヵ月インターンをする、というものがあります。私が今回の修士課程を気に入った一番の理由がこのインターンシッ

プでしたが、数ある国連機関の中でも自分の専門分野である農村開発に携わる機関を選ぶ必要がありました。そして、

横浜市に事務所がある FAO 日本事務所にたどり着いたのです。インターン初日の 2007 年 10 月 2 日、事務所の指導

官の期待に自分がちゃんと応えられるのか、職場の同僚たちとうまくやっていけるのか等、様々な不安を抱いて緊張の

出勤でした。

　しかし結果は、とても親しみやすい環境でうまくとけこむことができ、研究資料も豊富に見つけることができました。

これは何よりも、膨大な資料がきちんと整理されている図書館の存在と、開発途上国での様々な活動・情報がインター

ネットで検索できるおかげです。また、指導官との仕事のやりとりは特に私の記憶に残ります。指導官は農業問題につ

いて幅広い経験があり、大きな助けになりました。私の専門分野にとって有意義であると考えてくれたシンポジウム全

てについて、指導官は常に十分前もって連絡を下さり、一度も直前になって私に参加を促すようなことはありませんで

した。私は、指導官のプレゼンテーションの進め方、論理や正確でわかりやすいことが気に入りました。他のスタッフ

ももちろん大変友好的で、いつも手助けしてくれました。私の日本語の能力が十分でないばかりにあまり話ができな

かったことは本当に残念ですが、それでも、私たちは本当に仲良くなることができました。

　故国（ザンビア）で中間管理職となる自分にとって、いかに優れた仕事を自主的に組み立てるか、そして効果的にな

されなければいけないかも学びました。なぜなら文書で書かれていなくとも間違いは許されるものでなく、役人はみ

な常にきちんと正しい仕事をこなすもの、と見なされているからです。

　ＦＡＯのインターンとして参加したシンポジウムや会議では、様々な能力を持った人々を知ることができました。例

えば、司会者として会議を仕切る能力や、発表技術といったものです。これらについて勉強する大変良い機会に恵まれ、

自分が発表する段には優れた面だけ出せるようにしたいと思いました。

　私のＦＡＯへの貢献は、「ザンビアにおける畜産業開発による貧困撲滅の可能性」という研究論文になります。この

論文では、中小規模農家が複合農業として家畜を飼育することにより、畜産という今まで忘れられがちであったセク

ターが、ザンビアの農村の貧困レベルだけでなく、農村と都市との

連携関係から都市部の貧困をも撲滅していくことができる可能性

があるとしたものです。その他にも、イベントの設営や、月刊ニュー

スレターの記事執筆、アフリカ（特に私の国のザンビアの）農業に

関する質問に答えるといった基本的な仕事を行いました。

　最後になりますが、私はＦＡＯ日本事務所に今後もインターン受

け入れを続けていただき、開発途上国から来る開発に携わる役人の

能力向上に貢献していただきたいです。このような素晴らしい経験

により、帰国後に自国の経済開発のための政策策定・実施により効

果的に活躍することができると考えています。

翻訳：武本　直子

故国ザンビアでの貧困撲滅をめざして

FASID / GRIPS国際開発大学院国際開発プログラム修士課程
チテンボ A.M. カウィンベ(Chitembo A.M. Kawimbe)

今年 5 月に横浜で開催されるTICAD IVに向けたFAO
日本事務所のイベントで。左から、ジンバブエ人の Catherine、
筆者、ザンビア人の Chipo
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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。

テレフードを氷上から応援

アジアリーグアイスホッケー　ジャパンオフィス　事務局次長　重野　賢司

　アジアリーグアイスホッケーは2003年の発足以
来5年目を迎え、現在は日本4チーム、韓国2チーム、
中国1チームの計3ヵ国7チームでリーグが構成さ
れています。
　リーグは9月末に開幕、レギュラーシーズンゲー
ムでプレーオフ出場の権利を争い、その後のプ
レーオフで、今季の優勝チームが決まります。過
去4回は、日本のチームがすべて優勝しています
が、今季は韓国のチームが首位争いを演じるなど
優勝の行方は混とんとしている状況です。
　2005年よりFAO日本事務所との協働で「Tele
Food（テレフード）チャリティーゲームズ in YOKO
HAMA」を開催しています。このシリーズでは
国内の4チームが横浜に集結し白熱した試合が繰
り広げられます。会場では募金活動や参加チーム
協賛のチャリティーグッズの販売などを行いキャ
ンペーンに協力しています。また、試合の合間に
はチームキャプテンよりテレフードについてのコ
メントをメッセージとして語りかけ、飢餓撲滅や
食料への権利をアピールしています。来シーズン
もファンの皆さまに呼びかけ、募金のみならずこ
ういった活動をしていることも伝えていきたいと
思います。
　今季はFAO日本事務所の
イベントにも参加しました。
昨年の10月にパシフィコ横
浜屋外中央広場プラザで行
われた、世界食料デーイベ
ント「キャンドル献灯イベ
ント─世界をつなぐキャン
ドルナイト」に参加しまし

た。ステージでは食べ物
を大切にすることとアイ
スホッケー会場でのチャ
リティー活動をアピール
しました。また、広場で
は火の灯ったキャンドル
で幻想的な「Food」の
文字を描き飢餓撲滅を参
加者とともに訴えました。
　チャリティーと言
えば物を与えるというイメージが強いですが、
FAOの活動は物を作ることや自立する、そういっ
た活動を支援していることを知り、その大切さを
実感しました。我々は今後もFAO日本事務所と
タイアップし、活動していきたいと思います。
　アジアリーグは現在プレーオフを行っており、
各地で熱い戦いが繰り広げられています。ぜひ、
会場に足を運んでいただき、氷上の格闘技をご観
戦ください。詳しくはアジアリーグアイスホッ
ケーのウェブサイト（www.alhockey.jp）をご覧
ください。

チャリティー試合の受付に
設置されたFAOブース

苫小牧・白鳥、王子（日本）
日光・霧降（日本）

苫小牧又は日光
高陽・オウルリムヌリ（韓国）

アジアリーグアイスホッケー 2007-2008　プレーオフ スケジュール
【ファーストラウンド】

2/16,17,20,21,24
【セミファイナル】

3/1,2,5,6,9
【ファイナル】

3/15,16,19,20,23

日本製紙クレインズ
（レギュラーシーズン ４位）

アニャンハルラ
（レギュラーシーズン ５位）

王子製紙
（レギュラーシーズン ３位）

日光アイスバックス
（レギュラーシーズン ６位）

High1
（レギュラーシーズン ２位）

釧路・丹頂（日本）
 安養（韓国）

ダイドードリンコ（日本）
 釧路又は安養

SEIBU プリンスラビッツ
（レギュラーシーズン １位）

セミファイナル勝利
ホームタウン

※ホーム＆アウェイ方式（レギュラーシーズン上位チームのホームタウンで１，２，５戦）、５回戦制（３戦先勝）

優勝

西武 vs クレインズの試合
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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本部の技術協力プログラム（Technical 
Cooperation Programme,TCP）担当課長として
着任してから約6ヵ月となりました。FAOの業務
は農業・林業・水産分野と多岐にわたっています
が、TCPは「FAOの技術協力を広範囲な分野に
わたって迅速に、各国の要請に基づいて全ての
加盟国＊1に分け隔てなく提供する」という目的で
1976年に設立されて以来、主として開発途上国の
自助努力を妨げる技術的なギャップを埋める小規
模のプロジェクト援助を行ってきました。
　現在の予算は2年間で１億USドルです。FAO
ではFAO加盟国の分担金によって賄われる通常
予算枠内＊2のプログラムとなっており、加盟国
の要望に柔軟的に対応できるメリットがありま
す。技術協力の趣旨は「国連ミレニアム開発目標

（MDGs）」に沿っており、また、途上国の食料安
全保障を広く目的としています。最近では、鳥イ
ンフルエンザをはじめ越境性動植物病害に対処す
る各国の技術インフラ整備、食料安全保障に関す
る調査・政策草案の支援、環境や気候変動・地球
温暖化対策など、援助分野も広い分野にわたっ
ています。また緊急援助の占める割合も年々増加
の傾向にあり、年間約15％が自然災害や害虫被害、

内戦などによって失われた農業生産力の復興を目
的としたプロジェクトになっています。各国政府
や関係機関から寄せられる要請はFAO内の各種
専門部門の協力でプロジェクト案件として形を整
えられるのですが、その案件の審査がTCP支援
課の主な仕事です。
　これには理事会によって定められたかなり厳し
い評価基準を充たす必要があり、その審査に携わ
る専門のアナリストがそれぞれの地域を担当して
います。評価基準は、援助効果の持続性、ジェン
ダー、相手国の担当者への技術移転、キャパシ
ティ・ビルディングなど、国連システム全体やド
ナー国の援助政策と歩調を合わせたものとなって
います。一般業務は英語で行われますが、TCP
は英・仏・西の３つの公用語での対応が基本です
ので、フランス語・スペイン語でもプロジェクト
文書が読める程度の知識が求められます。内容の
詳細や背景・国の事情などは各アナリストに確認
を取りながら仕事を行います。

食料増産に伴う農薬・化学薬品の乱用などによる弊害から食品を守るため、
食品衛生管理の技術と機材が導入された（太平洋諸島）

内戦で失われたキャパシティ復興のために、TCPプロジェクト援助により
農村地域での成人教育・職業訓練ニーズのアセスメントが行われた（コソボ）

淡水魚の養殖が食料安全保障に
欠かせないとした政府のプライ
オリティに従い、養魚池の構築・
管理から淡水魚の稚魚生産・育
成・収穫に至るまで、現場での技
術指導が行われた（ギニア）

より効果的な開発協力をめざして
FAOで
活躍する
日本人⑪ FAO本部 技術協力局 技術協力プログラム支援課長　庄司　ゆり子
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　また、国連全体が機構改革の渦中にありますが、
FAOも例外ではなく、TCPも地方分権型の予算
配置・審査に移行するべく準備が進められつつあ
り、より現場に近い立場での案件発掘・審査が将
来的に行われると考えられます。また単発的な案
件ばかりでなく、国連全体の一体性「Delivering 
as One」の理念に基づき、FAOの中期援助枠組み
を通して国レベルでより戦略的な協力プログラム
の実施が求められています。今後は国連のみでな
く、OECD開発援助委員会主導の「パリ宣言＊3」な
どにより、ドナー全体の協調化もより進められて行く
と考えられますし、食料農業生産を中心として、ま
た地球環境・自然資源の問題など、途上国の援助
受益者の生活に密着したセクターでの効果的活用が
いかに行われて行くか、課題に満ちています。
　私の国連との関わりは、国連開発計画（UNDP）
のJPOとして2年間モロッコに派遣されたのが
きっかけで、以来20年余りになります。この間で
世界食糧計画（WFP）での開発援助・人道支援
を中心とした緊急援助に関わった期間がもっと
も長く、90年代には主にローマにあるWFP本部
で西および中央アフリカ局に勤務し、ルワンダな
どの「complex emergency」と言われる緊急援

助の後方支援を務めました。また2007年まで3年
ほどUNDPに出向して、カザフスタンで国連常駐
コーディネーターおよびUNDP常駐代表を務めま
した。その他ネパール、中国、カザフスタンを中
心に旧ソ連圏などでフィールド・オペレーション
を経験することができました。
　現職に就くにあたり、特に専門のトレーニング
を受けたわけではありませんが、あえて言えば大
学で開発社会学を修めたほか、各種のプロジェク
ト評価、マネージメントおよび国連現地事務所で
の実務経験や、政府との国連開発援助枠組み作成
の交渉、緊急援助の経験では中国勤務時代にたま
たま遭遇したSARSへの対応や、中央アジアでの
鳥インフルエンザの地域会議のサポートなど、こ
れまでの仕事一般から現場の状況把握のヒントを
得ることがあります。
　現在、国連をはじめ多国間・二国間の援助機関
で開発援助の世界も「crowded theatre」だと言
われています。その中で、相手政府や受益者に
とってより効果・結果のあるサービスをいかに提
供するか、相手国に潜在する技術・能力をいかに
引き出しFAOの技術援助との相乗効果を持たせ
るか、また、新しいドナー国や中進国の人的資金
的資源や技術をいかに統合し活用していくかなど
が注目されると思われます。高度な専門技術のあ
るFAOの付加価値をいかに生かしていくかとい
う点も興味があります。若い方たちには、専門知
識・技術を活用しながら開発援助を統括的に考え
ていける場としてぜひFAOを考えていただきた
いと思います。

農業に携わる人たち
の市場参加を支援す
るため、農産物のマー
ケティング・データシ
ステムの整備が行わ
れた。正確な農産物の
価格や需要に関する
情報を、ラジオなどを
通して地方の言語で
提供することにより、
売り手・買い手ともに
より的確な経済活動
が送れるようになっ
た（バングラデシュ）

地域分散型のプロジェクト審査に移行するための課内でのブレインストーミング
（左写真：右端が筆者）

1 FAOの加盟国は2007年11月現在191ヵ国＋ECとなっています
2  FAOが外部から逐次資金調達する任意拠出金（extra-budgetary funding） 

に対し加盟国からの拠出金で賄われる通常予算がcore budgetとされて
います

3 Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2 March, 2005
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　「中～高程度の炭素固定能力を持つ土壌の地
域」と「農地」の関係を表しています。
　中～高程度の炭素固定能力を持つ地域は、そ
のうち30％（470万k㎡）が農地に位置し、同時
に「農地」全体の15％を占めています。アジアと
アフリカに、その4分の1ずつが位置しています。
　開発途上国における農法や管理法による炭素
固定量の違いに関する正確なデータはまだ十分
ではありませんが、被覆作物の栽培や、不耕起
栽培を活用したマルチ農業、アグロフォレスト
リーといった農法が、土壌への炭素固定を促進
するといわれています。熱帯地域では上記の農
地が乾燥地に比べて2倍以上の固定能力を持っ
ているという推定データもあります。
※元データの解像度や正確性にばらつきがあるため、この地図は複数の指標に
　おいて潜在性を示した範囲を一様に示しています。

出典：�“The�State�of�Food�and�Agriculture�2007”�FAO,�2007

FAOの環境便益マップ

炭素固定能力を持つ土壌を　有する農地
Potential to sequester additional carbon in soils on croplands
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土壌に炭素固定能力のある農地 その他の農地 農地以外で炭素固定能力のある土地

FAOの環境便益マップ

炭素固定能力を持つ土壌を　有する農地
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B

中国

オーストラリア

インドネシア

フィリピン

ベトナム

マレーシア

シンガポール

カンボジア

ラオス

ミャンマー

バングラデシュ

ECTAD（バンコク）
タ  イ

日本政府の支援によるAI事業を行っている国

フォトジャーナル 

転換期を迎えるFAOの高病原性
鳥インフルエンザ対策事業
FAOアジア・太平洋地域事務所 越境性動物疾病緊急センター（ECTAD）
Operation Officer　坂井　名穂子

脅威、経済的損失を強く認識するようになりまし
た。これを受けて、FAOは越境性動物疾病緊急セン
タ ー（Emergency Centre for Transboundary 
Animal Diseases, ECTAD）を設立するなど、鳥
インフルエンザ対策事業（以下、AI事業）を精力的

に押し進めています。

　2008年2月現在、アジア発の高病
原性鳥インフルエンザの脅威が全世界
に拡大しつつある現状に対応するた
め、FAOはアジア地域のみならず、欧
州、中近東、アフリカ地域でもAI事業を
実施しています。従来のドナー国に加え、
アラブ首長国連邦やギリシャ、ヨルダン、
中国も資金を出していますが、これは各
国政府がこの問題を世界的脅威と捉え、
最悪の事態の発生を深く憂慮しているこ
とを示すものです。現在実施中のAI事業
総額は日本円にして185億円にものぼ
り、FAOの最大規模の事業の一つとなっ
ています。

　高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1）の
人への感染と死亡が最初に確認されたのは、1997
年、香港においてのことでした。その後アジア各国
での発生と人の死亡事例の増加によって、2004年
以降、国際社会はH5N1型ウイルスによる人命への
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　アジア地域において、FAOは政府に対する政策提
言、受益国の家畜衛生サービスの改善のための支援、
疾病状況把握システムの強化、鳥インフルエンザに
よる社会経済的インパクトの分析等、多岐にわたる
活動を行っています。その中でも現在重点的に行わ
れているものの一つに、疾病状況把握システムの強
化活動があります。

　家きんに大量死などの異常事態が発生した場合、
原因究明のための調査や分析が行われます。その結
果H5N1型ウイルスが確認されれば、その拡大を防
ぐために鳥の大量殺処分を行う必要があります。一
般市民や家きん所有者からのすみやかな報告とウイ
ルスの早期発見のため、FAOは受益国政府と共同で、
鳥インフルエンザ関連の情報整備、ホットラインの
効果的な利用のためのさまざまな工夫を行っていま
す。また、村落の首長など社会的影響力のある人を
対象に、迅速な報告がウイルスの拡大を防ぐために
いかに大切であるかを認識してもらうための研修も
実施しています。さらに、報告を待つだけでは不十
分という考えから、現場監視員の育成を行い、定期

A	 	FAOの主催するワークショップで実習をする研修員（バングラデシュ）
B		鳥インフルエンザとコミュニケーション政策を考えるためのワーク
ショップ。FAOの専門家チームが政府やNGO関係者と意見を交換しあ
う（ラオス）

C	 ワクチンを接種する政府職員。インドネシア政府はワクチン接種を高病
原性鳥インフルエンザ対策の一環として実施している

D		参加型疾病監視システムを導入するため、現地の研修員に講習を行う
FAOの専門家（中央）（インドネシア）

E	 	バリ島では、鳥インフルエンザの意識向上活動の一環として、FAOの支
援により地元の家畜衛生局の職員によるライブ・トーク・ショーを実施
している（インドネシア）

F	 	家きんの生産マネージメントと安全性に関する研修で話をするFAOの
佐々木専門家。ミャンマーのAI事業のチーム・リーダーとして活躍して
いる

G	ベトナムの家きん市場の風景	
H	防護服を身に付け、家きんの処分をする政府の作業員（ベトナム）	
I	 	市場内で、オートバイで売り物の鳥を運ぶ男性（ベトナム）
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J	 	越境性動物疾病情報システムの研修風景（ベトナム）
K		鳥インフルエンザ意識向上プログラムの一環として行われたデモンス
トレーション（カンボジア）

L		村落家畜衛生員システムを強化するため、地方の衛生員に講習するFAO
の指導員（カンボジア）

M		FAOが推進する参加型疾病監視システムの研修風景（インドネシア）
N		鳥インフルエンザの啓蒙活動のために作成されたポスター（ミャン
マー）

O		ベトナムの研究所に勤務するFAOの乾（いぬい）専門家（左）

的に村落を訪問し積極的な聞き取り活動をしてもら
うための大規模な支援を行っています。

　しかし、迅速な報告を促すには、所有者側が抱え
ているさまざまな心理的、経済的障害を取り除かね
ばなりません。そもそも、家きんが病気や暑さで死
亡するのは決して珍しいことではないので、所有者
が事態を深刻に考えない場合も多いと聞きます。報
告をして万一ウイルスが確認されれば、所有する家
きんが処分され大きな経済的損失をこうむります。
しかし、アジアのほとんどの国では損害補償システ
ムが未整備です。自分の家でウイルスが発見されれ
ば隣人や村に多大な迷惑がかかるから、黙って鳥を
処分してしまおうと考える人もいるでしょう。この
ように、個人のレベルでは、報告をすることの利益
よりも不利益の方を意識するのが実情で、その心理
的な障壁を破ることは容易ではありません。

　こうした状況のなか、疾病状況把握システムやそ
の他の活動を効果的に進めていくのは至難の業であ
り、現場で働く人たちの苦労には頭が下がります。
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余談ですが、アジア地域では、AI事業に勤務する獣
医師や免疫学者が現場に派遣される際には通常バン
コクで事前説明を行います。その数ヵ月後、出張な
どで同じ人に再会する折に、以前よりはるかに顔が
やつれ、白髪やしわが増えているのを見て、「え！」
と驚いたことが何度もありました。
　緊急支援という形で始まったFAOのAI事業は、東
南アジア諸国では、開始からすでに3年以上が過ぎ
ました。しかし、多くの国では、今もウイルスの発
生が散発的に続いています。FAOに対して、家畜衛
生サービスにかかわる人材育成なども含めた中長期
的な支援を要望する声もよく聞かれます。緊急支援
から始まったAI事業が、中長期的な視点からの支援
への質的転換を求められているわけです。緊急性が
薄れるにつれ、国際社会の関心が薄れドナーからの
援助が減少する、という流れも近い将来起こってく
ることでしょう。今後は技術支援や政策提言ができ
る有能な専門家を数多く抱えているというFAOの持
つ強みをアピールしながら、過去3年間の経験で得
られた知識や理解に基づいた、より実効性の高い事
業活動を展開させていく必要があると強く感じます。

P		防護服の正しい着用の仕方をデモンストレーション（カンボジア）
Q		鳥インフルエンザにおけるコミュニケーションの役割と政策を考える
ための会議（ラオス）

R		日本の支援により実施されているAI事業の会議で発言する地域プロ
ジェクト・コーディネーターの町田専門家（左）。隣はFAO日本事務所の
国安副代表（タイ）

S		コミュニティを対象にした意識向上キャンペーン。左右の鳥のキャラク
ターはカンボジアでの鳥インフルエンザ撲滅活動に使われている「スー
パーチキン」（カンボジア）

T	ECTADのアジア・太平洋地域総括責任者、ローレンス・グリーソン氏（タイ）
U		バンコクにあるECTADのメンバー（左から3番目が筆者）。女性が活躍
している（タイ）

V		家きんを売る市場の風景（ミャンマー）
W		市場で売るニワトリを準備している女性（カンボジア）
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