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エイズ孤児たちが農業や生活技術を
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身近な植物による伝統的な治療法を
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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（モザンビーク）。
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FAOの活動
2006-2007年
ハイライト

　気候変動やバイオエネルギー需要、 
人口増加、食料消費形態の変化、また
それらが原因となっている世界的な食
料価格の高騰など、世界の農林水産業
を取り巻く状況が大きく変化していま
す。また各地で、紛争や災害の発生、
家畜疾病の流行など緊急の対応が必要
な事態も発生しています。
　このような状況に的確に対応するた
め、FAOは機構改革を行い、より効
率的な活動を目指しています。ここで
は、2006-2007年のFAOの活動を振
り返ります。

特集  1 
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世界の漁業をモニターする
新システム始動

　FAOは、世界の水産資源の監視と管理の向
上を目的とした新しい情報提供を開始しました。 

「水産資源モニタリングシステム」は、漁獲量と
資源量、漁船の活動、漁獲死亡率や生物量の動向、
管理方法等のデータで構成されており、FAOの
取りまとめにより、各地域の漁業管理組織など
の諸機関からの詳細な情報が集積されています。 
マグロやサメなどの魚種の乱獲や減少への懸念が
高まるなか、このシステムは開始されました。

 

2006年5月

バイオエネルギー・
プラットフォームの新設

　FAOは、ニューヨークの「国連持続可能な開
発委員会」において「国際バイオエネルギー・プ
ラットフォーム」の新設を発表しました。FAOは、
各国政府や、この部門における様々なセクターが
行う事業に関し、持続可能なバイオエネルギー対
策の実現に向け、幅広い知識を投入していきます。

2006年5月

食料サミット目標の達成
危ぶまれる

　1996年開催「世界食料サミット」の10周年記念
日に、FAOは、飢餓との闘いが敗北の危機にあ
るとする厳しい警告を発しました。年次報告書 

「The State of Food Insecurity in the World  
（世界の食料不安の現状）2006」では、世界各国
の首脳らが2015年までに食料不足人口を半減させ

ることを約束した食料サミット以来、開発途上国
の数値は300万人しか減っていないと述べていま
す（1990-92年の8億2,300万人から、2001-03年の 
8億2,000万人）。とはいえ、同報告書によれば、 

「ミレニアム開発目標（MDGs）」の目標1にも表
明されているこの飢餓人口削減目標は、農業・農
村開発への公共投資を増額し、また特に貧困の深
刻な地域の小規模農家に対する優遇政策を推進す
ることによって、まだ達成が可能です。

2006年10月

開発のためのコミュニケーション
を焦点とした世界会議

　ローマのFAO本部で開催された主要な会議に
おいて、開発の促進と貧困の削減におけるコミュ
ニケーションの重要な役割に焦点が当てられまし
た。「開発のためのコミュニケーションに関する
世界会議」は、このテーマによる初めての会議で、
FAO、世界銀行、コミュニケーション・イニシ
アティブ（オンライン･ネットワーク）の共催に
よるものです。1,000人を超える政策立案者やメ
ディアのプロ、その他の専門家が一堂に会しまし
た。話し合いでは、農村部の人々が一体となって
開発イニチアチブへの影響力を強めるための手法
として、ラジオの地域放送などの伝統的なメディ
アに加え、インターネットや携帯電話といった近
代的な通信技術のより幅広い利用に焦点が当てら
れました。

2006年10月

©FAO/Simone Casetta
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務所の組織の詳細は8ページ参照）。
2006年11月

 

サッカーのスター選手、
セネガルを訪問

　スペインのサッカー選手ラウル・ゴンザレスが、
FAO親善大使の任務の一環として、アフリカの
飢餓と闘う取り組みへの支援を呼びかけるため、
セネガルを訪問しました。ラウル選手は、FAO
テレフード・プロジェクトの支援によりエイズ患
者の栄養向上のための菜園を営むダカールの病院
などを訪れました。アフリカは貧困と飢餓が最も
深刻な大陸で、セネガルでは人口1,200万人のほ
ぼ4分の1が栄養不足で苦しんでいます。

2006年11月

アフリカ各国の大臣が
食料安全保障を議論

　FAOはアフリカ連合（AU）と共同で農業大臣
会議を開催しました。会議では、「アフリカ開発
のための新パートナーシップ（NEPAD）」の一
環である「包括的アフリカ農業開発プログラム

気候変動の脅威をFAOが警告

　ナイロビで開催された「国連気候変動会議」に
おいて、FAOは、気候変動が食料供給量を減少
させ、世界の飢餓人口を増加させる恐れがあると
警告しました。そうしたリスクに対抗するうえで、
FAOは、極端な気候条件の影響の査定や、環境
に優しい農村政策に関する助言などの役割を担っ
ています。

2006年11月

飢餓削減の成功例を聞く
特別フォーラム

　世界の食料不足人口半減の目標達成への進展
と展望について話し合う「第32回世界食料安全保
障委員会」の期間中、加盟国政府と非政府活動家
が一堂に会し、特別フォーラムが開催されました。
ガーナ飢餓撲滅連盟の代表は、40万人の生徒たち
が学校に行く動機づけとして毎日温かい給食を
とっている様子を話しました。またブルキナファ
ソでは、同様の連盟が、フェアトレードの支援と
地元市場の促進に取り組んでいます。フォーラム
では、農業への投資の促進や、グローバル貿易時
代における農業者、漁業者、林業者の保護といっ
た今後の取り組みをどのように支援できるかにつ
いて議論が行われました。

2006年10月

改革プログラムの加速化

　FAO総会が承認した最近の改革により、専門
技術が加盟国にとって身近になり、行財政運営と
管理体制が合理化されます。進行中の分権化計画
の一環として、欧州地域事務所がローマからブダ
ペストに移転し、欧州・中央アジア地域事務所と
なります。また、４つの新しい準地域事務所がエ
チオピア（東アフリカ担当）、ガボン（中部アフ
リカ担当）、ガーナ（西アフリカ担当）、トルコ（中
央アジア担当）に開設されました（本部と地域事

特集  1 � �FAOの活動 2006-2007年
　　　  ハイライト
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（CAADP）」のもとで食料安全保障と農業開発を
促進する方策について議論が交わされました。ガ
ボンのリーブルヴィルで開催されたこの会議では、
水管理やインフラ整備への投資、アフリカ諸国間
貿易などの諸問題が取り上げられました。

2006年11-12月

ローマに本部を置く諸機関の長、
ガーナを訪問

　ジャック・ディウフFAO事務局長は、ローマ
に本部を置く食料農業に関係する他の国連機関の
長とともにガーナを訪問し、飢餓と貧困の削減に
向けた共同の取り組みを強化する決意を強調しま
した。ディウフ事務局長と同行したのは、世界食
糧計画（WFP）のジェームズ・モリス事務局長（当
時）および国際農業開発基金（IFAD）のレナート・
ボーゲ総裁。一行は、FAOの食料安全保障特別
事業（SPFS）や農業者学校などの農村開発活動
を視察しました。ガーナでは1996年以降、栄養不
足人口は半分以下に減少したものの、一行が訪問
した北部地方など特定の地域には、未だに食料不
安に悩む場所が残っています。

2006年12月

世界が「水の日」を記念

　3月22日の「世界水の日」を記念し、インドで
の水に関する知識向上キャンペーンの開始、ブラ
ジルでの校外学習、ジンバブエ全土での意識啓発
のための行進など、世界中で様々なイベントが行
われました。今年のイベントのテーマは「水不足
への対応」であり、「国連水と衛生に関する諮問
委員会」議長であるオランダのウィレム・アレク
サンダー皇太子殿下（オレンジ公）のもと、各国
担当大臣がローマに参集し、高まりつつある水不
足が食料生産にもたらす脅威について議論が行わ
れました。今年はFAOが国連の中心機関として
この会議の調整を行い、ボリビア、スリランカ、
タンザニア等における革新的かんがいシステムな
どに焦点を当てました。

2007年3月

半世紀にわたる森林減少に
歯止め

　FAOの「State of the World’s Forests（ 世 界
森林白書）2007」によれば、世界の多くの地域で、
半世紀以上にわたる森林減少に歯止めがかかり、
森林面積が増加傾向を示しています。森林面積の
増加はアジア・太平洋、ヨーロッパ、北アメリカ、
カリブ海沿岸、北アフリカの各地で見られます。
しかし、森林消失の純面積は年間730万haで、一
日当たりにするとパリの2倍に当たる200km2にも
なります。FAOは、サハラ以南アフリカ、東南
アジア、ラテンアメリカに及ぶ消失面積の多い地
域において、この傾向を改善する取り組みを支援
するほか、各国の政策形成のサポートや、保護区
域や流域管理に対する技術支援を行っています。

2007年3月

各国が漁業協定の策定へ

　ローマで開催されたFAOの「水産委員会」に
おいて、違法・無報告・無規制の漁業に対処す
るための法的拘束力のある協定を策定するという
提案に、参加119ヵ国が満場一致で同意しました。
協定は、書類と積荷のチェックから検査官のト
レーニング、国際的な情報共有の増進までを網羅
します。違法操業は、経済的、社会的、生物学的
な、そして環境上の損害をもたらし、国際的な資
源の保護・管理政策の効力を削ぐものです。協定
案は承認を得るべく、2009年の委員会次期会合に
提出される予定です。

2007年3月

©FAO/Simone Casetta
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食料安全保障のための
国家事業が急増

　食料安全保障のための国家事業を実施してい
る国の数が急速に増えています。こうした事業
は、地域社会開発の促進、世帯収入の増額、日々
の食料に事欠く人々への援助など、的を絞った活
動によって大勢の食料不安の人々に行きわたるよ
う考えられています。村単位の取り組みから食
料安全保障特別事業（SPFS）による農村開発へ
の道を開いたのはFAOです。しかし今では、助
言などの専門技術サービスによる支援はFAOが
行っているものの、各国当局が主体的に推進して
います。2006年から2007年初めにかけて、すでに
国家事業を実施中の6ヵ国に、アルジェリア、チャ
ド、エルサルバドル、ガボン、インドネシア、ケ
ニア、ナイジェリア、マダガスカル、マリ、パキ
スタン、南アフリカ共和国およびタンザニア（本
土）が加わり、さらに30ヵ国以上が計画を策定中
です。2010年までには、受益者数が8,000万人を
超える見込みです。

脆弱な子どもたちのための
新しい農業学校

　2006年から2007年にかけて、FAOはエイズプ
ログラムをアフリカ10ヵ国に拡大し、7,000人近

くの脆弱な子どもたち―多くはHIV／エイズの流
行による孤児―に農業と生活技能を教えています。
ウガンダでは、青少年農業フィールド・生活学
校（JFFLS）として計画されている14校のうち最
初の1校が開校し、スワジランドで6校が、ケニア
でも新たに6校がカクマ難民キャンプに開設され
ました。WFPと国連児童基金（UNICEF）との
共同運営によるこれらの学校の成功はナミビアで
も紹介され、新たに訓練を受けた若手指導員には
村々の首長たちから土地の権利が与えられました。

戦乱中の緊急対応

　続く戦乱の中でイラクの人々の農業再開と生活
再建を助けることは、FAOの緊急復興支援事業
における優先課題のひとつです。2006年1月から
2007年2月にかけて、FAOはイラクでのプロジェ
クトに2,500万ドルを支出して、新しい排水ポンプ
システムの設置や、種子の配布、食品安全検査の
トレーニングを行いました。世界全体では、主とし
て35ヵ国で緊急復興支援事業が行われ、2006年1
月から2007年2月にかけて2億4,100万ドルが支出
されました。その他の主な国レベルの事業としては、
スーダンとコンゴ民主共和国において、地方労働
者への家畜衛生トレーニングや農業者への新しい
農業技術の指導といった支援が行われました。

©FAO/Simone Casetta
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加盟国
政府間組織であるFAOの加盟国は191ヵ国＋ECです
（2007年11月現在）。

運営組織
2年ごとに全加盟国の代表がFAO総会に出席し、�
それまでに遂行された業務を見直し、新予算を決
定します。総会は49ヵ国から成る理事国を選出し、
この理事会が3年交替でFAOの活動を統治します。
総会はまた、6年間の任期の事務局長を選出しま
す。現在は、セネガル出身のジャック・ディウフが
2006年1月からの3期目の任に当たっています。

局構成
FAOは農業消費者保護局、経済社会局、水産養殖局、
林業局、人事財務局、知識コミュニケーション局、
天然資源管理環境局、および技術協力局の8つの局
から成っています。

一般事業
2006-2007年予算は7億6,570万USドルで、内訳
は下図のとおりです（端数は四捨五入）。

事務所
FAOにはローマ本部の他に、5つの地域事務所、9
つの準地域事務所、5つの連絡事務所および74の国
別事務所（地域事務所、準地域事務所との併設を除
く）があります。

職員
2007年5月1日現在、FAOには1,586名の専門職員
と2,048名の補助職員が勤務しています。そのうち
3分の2はローマ本部に所属し、残りは世界各地の
事務所で勤務しています。

現地事業
2006年、FAOは農業農村開発事業と緊急支援に4億
5,070万USドルを支出しました。そのうち約92％
が加盟国からの任意拠出金です。FAO自体としては、
8％を一般事業予算から拠出しました（7％は技術
協力事業、1％はSPFS）。

1.04億ドル
技術協力事業

1.07億ドル
管理・監督業務

1.89億ドル
知識交換・政策・提言

2.20億ドル
持続可能な食料農業システム

1.03億ドル
分権化・国連協調

0.01億ドル
その他

1.89億ドル
組織運営

0.25億ドル
資本・安全対策費用

持続可能な食料農業システム
森林管理、水産・天然資源、農村インフラおよび農業
関連産業開発を組み込んだ事業

知識交換・政策・提言
情報システムや早期警報システムのサポート、国際協
調、世界食料デー等の活動を含む

管理・監督業務
人事管理、調達、施設管理を含む

技術協力事業
トレーニング教材や情報資材の改訂、SPFSの役割強
化を含む

分権化・国連協調
地方事務所への分権化とその管理の調整（国別国連チ
ームへの参加等の国連協調）

資本・安全対策費用
情報技術支援システム（本部および現場の安全対策）

組織運営
主要な運営組織、地域総会、事務局長官房および法務
部の上記以外の活動

その他
予備費

翻訳：氏家　ヒカル
出典：�“FAO�at�Work�2006-2007�–�Adapting�to�Change�on�our�Hungry�Planet”�pp.�14-24,�FAO,�2007

数字で見る FAO
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　2008年3月22日、緑資源機構の主催、ＦＡＯ日本事務所、国際農林水産業研究センターの共催で「アフリカ
の農業と環境を考える～農村開発の視点から～」と題するフォーラムが開催されました。会場となったＪＩＣＡ
国際協力総合研修所（東京・市ヶ谷）には、アフリカ諸国の在日大使館、関係行政機関、民間企業、大学、NGO、
市民の方々など約180名の皆さんにお越しいただきました。
　ＦＡＯ日本事務所としては、1月26日に横浜で開催した「市民シンポジウム：アフリカの食と農を知る」に続
くアフリカをテーマとしたイベントの第2弾であり、5月28－30日の第4回アフリカ開発会議（TICAD IV）、7
月7－9日の北海道洞爺湖サミットに先駆け、専門的な視野も含め、農村開発の視点からアフリカの農業と環境に
焦点を当てた大きな取り組みとなりました。
　基調講演として、ＦＡＯ本部（イタリア・ローマ）天然資源管理環境局よりパスカール・ステデュート水開発管
理課長が来日し、「アフリカの水資源と農村開発」と題する発表を行いました。また、緑資源機構がサハラ以南ア
フリカで25年以上取り組んできた砂漠化防止と住民参加による農村開発に関しての話題提供もあり、他の参加者
や会場とともにパネルディスカッションが行われました。
　本特集では、フォーラムの中心テーマでもあったステデュート課長の基調講演の内容を紹介します。

 基調講演

アフリカの水資源と
農村開発
FAO天然資源管理環境局土地水部水開発管理課長　パスカール・ステデュート

特集  2 
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　本日は、水資源と農業開発がアフリカにおいて
どのような役割を持っているのか、サハラ以南地
域を中心に3点について話したいと思います。1番
目は、水資源の現状がどのようになっているのか、
2番目は水資源をどのように開発し、将来の開発に
向かって活用するのか、3番目は必要な開発を具
体的にどのように進めていくのかということです。

　まず、アフリカの水資源がどのような状況に
なっているかをお話しします。アフリカの面積は
3,000万km2あり、人口は8億人で、そのうち30％
以上が1日1ドル未満の生活をしています。農村に
おける貧困状況が非常に高い。そして世界中の後
発開発途上国（LDCs）のうち34ヵ国がアフリカ
にあります。2003年のアフリカのGDPは米国の
5％未満しかありません。その中にあってGDPに
対する農業の貢献が非常に高いのですが、アフリ
カ各国間でばらつきがあります。また同時にアフ
リカの人口の60％、貧困層の80％が農村に暮らし
ている状況で、アフリカにとって農村が非常に大
きな存在であるということが分かります。経済活
動人口の55％が農業に従事しています。健康問題
では、サハラ以南地域においてはHIV/エイズの
患者が64％になっているという状況です。

　アフリカには7つの主要な地域があり、北部・
サハラ以南・ギニア湾周辺・中部・東部・南部・
インド洋周辺諸島です。各地域は基本的に気候に
よって分けられています。
　たとえば、中部アフリカでは最も雨量が多い。
再生可能な水資源量を地域別に見てみると、中部
とギニア湾周辺が水資源量の大半を占めているこ
とが分かります。

　河川や湖沼の水が分野別にどれぐらい利用され
ているのかですが、北部とサハラ南部だけでアフ
リカの水使用量の70％を占めています。また、農
業の消費量が高く86％を占めています。
　水の利用量を水資源量に対してみてみると、サ

図 1

図1　アフリカの地域区分と概要

図3　再生可能な水資源量に対する水利用量

図2　再生可能な水資源量
図 2

図 3
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ハラ以南では35％、東部では5％程度ですが、北
部においては実際に使える量の2倍近くの量を
使っています。これは他の国の河川から使ってい
るということを示しています。また、アフリカ全
体での水利用が5.5%であるのに対し、南アジアと
中東・北アフリカの2つの地域を見てみると50％
～60％となっています。南アジアではかんがいが
非常に進んでおり、土地の35％がかんがいされて
います。このことは、アフリカに非常に大きな潜
在力があるということを意味しています。

　アフリカでは1,340万haがかんがいされていま
すが、全体の70％である940万haがエジプト、スー
ダン、南アフリカ、モロッコ、マダガスカルの5ヵ
国に集中しています。したがって、その他の地域
ではかんがい地域をより拡大することは可能です。
かんがいの手法は、78％が地表水を使い、17％が
スプリンクラー、5％がローカルのかんがいとなっ
ています。水源をみると78％が地表水、20％が地
下水、2％が処理排水を使っています。また、対
象作物はコメが15％、他の穀物が29％等となって
います。

　次に水開発の制約要因がどうなっているのか、
農村開発の可能性はどういった状況になっている
のかを知らなければなりません。
　棒グラフの右が利用できる量、中央が2030年ま
での水利用量、左が2000年の実際の利用量です。
東アジアでは水の利用量が問題ではなく、土地
の利用規模が限られているという問題があります。
2030年に向けて南アジア・近東においては水資源
のリミットを迎えます。水利用量が50％のレベル
に到達するまでは持続可能性は増しますが、これ
を超えると持続可能性のレベルが減ってしまうと
いうことになります。一方、サハラ以南アフリカ
では、まだまだ利用可能性があります。

　2001年におけるかんがい可能面積に対するかん
がい面積の割合を比較すると、東・東南アジアで

特集  2 � �基調講演
　　　 アフリカの水資源と農村開発

図4　かんがい地域拡大の可能性

図5　現在の水利用量と今後の予測（地域別）

図6　かんがい可能面積に対するかんがい面積の割合（地域別）

図 4

図 5

図 6
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は68％、近東では65％、南アジアでは56％となっ
ていますが、サハラ以南では13％と余裕がありま
す。

　しかし、一方で気候変動の問題があるというこ
とについても留意する必要があります。河川や湖
沼、地下水からの流出量が少ない地域、北アフリ
カや地中海地域が影響を受けています。アフリカ
においても、水利用量が不十分なため影響を受け
やすいということがあります。

　最後に、将来の可能性をどのように活用してい
くかということですが、すでに計画されているも
のでは、NEPAD－CAADPのフレームワークが
あります。この中の第1の柱に水管理がうたわれ
ており、368億ドルが投資されることになってい
ます。小規模なものから大規模なものまでかんが
いが対象になっており、既存のかんがい施設の改
善も含まれています。「マプト宣言」においては
国家予算の10％を農業に向けると約束されていま
すが、実際にはまだまだ不十分な状況にあります。

　ＦＡＯが追求しているのはインパクトの強い投
資であり、農村部の開発が進むような水管理投資
を行っていくということです。つまり、かんがい
だけでなく、それを実施することによって農村部
の生活を向上していくということです。しかし、
そのためには農村部の貧困者はどこにいるのかと
いうことを確認しなければなりません。そして農
業生産や生活にとっての制約要因はどこにあるの
か、貧困削減の潜在力はどこにあるのか、どのよ
うな対策を必要としているのかを考えていかなけ
ればなりません。
　ＦＡＯは、これらの条件について国際農業開発
基金（IFAD）と研究を進めており、どの地域を、
どのような水源を開発しなければならないのか、
どこに貧困者がいるのか、経済性や農業手法はど
うか、等について確認を行っています。

図7　水の流出量に対する気候変動の影響

図9　農村部の貧困層はどこにいるのか？

図8　現行水資源開発計画の概要

図 7

図 8

図 9
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　農業生産や生活において水がどのような制約要
因になっているのか、水源開発のポテンシャルが
どこにあるかについても確認しています。

　こういった様々な基準を採用することによって
貧困削減の潜在性がどこにあるのかを確認するこ
とができます。それぞれの農業手法ごとに対策を
考えていくわけです。実際にどういったプログラ
ムが良いのか—小規模なかんがいなのか、土壌水
分の保護なのかなど—を見極め、最もインパクト
の高いプログラムを選択していくことになります。

　技術的な課題とともに、小作制度、農業政策や
制度の調整、マーケティング政策、国民や国の能
力向上、気候変動、エネルギー問題についての対
策も考えなくてはいけません。これらを総合的に
検討してアフリカにおける水資源と農村開発を進
めていく必要があります。

　ご静聴、どうもありがとうございました。

編集協力・写真提供：
旧緑資源機構（現国際農林水産業研究センター）
関連ウェブサイト：
FAO Water Development and Management Unit:
www.fao.org/nr/water

Pasquale STEDUTO
カリフォルニア大学デービス校より修士号（水科学）、博
士号（土壌・植物・水関係学）。20 年以上にわたり農業
用水の利用効率と水生産性を研究。南欧、北アフリカ、
中東、サハラ以南アフリカでの多くの水関連開発事業に
活用されてきた。科学誌や本など 100 件を超える著作が
ある。2003 年に FAO に採用され現職。

図11　必要とされる対策

図10　農業生産および生活における制約要因としての水

図12　水資源開発を通じた貧困削減の可能性

図 10

図 11

図 12
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北アフリカ
冬作穀物作物：生育中

スーダン
小雨季小麦：成熟中 エリトリア、エチオピア

小雨季穀物作物：耕作準備

ブルンジ、ルワンダ
小雨季穀物：収穫中

注：状況は2月時点のもの

ケニア、ソマリア
小雨季穀物：収穫中

ウガンダ
大雨季穀物：
植え付け中

タンザニア
大雨季穀物：植え付け中
小雨季穀物：収穫中

南部アフリカ
大雨季（夏季穀物）：生育中
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図1　2007/08年度小麦輸入および国内消費見通し

輸入

エジプト アルジェリア モロッコ チュニジア

国内消費

1,000トン
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エジプトでは2008年冬時点での穀物収穫見通
しは良好だが、他地域では降雨が望まれる

北アフリカ

　北アフリカにおいて今年6月頃から収穫される
小麦と粗粒穀物の2008年冬時点での早期見通しは、
複雑な状況となっている。多くの国で10月から11
月の雨量が平年を下回ったため、植え付けおよび
事前の耕作が遅れた。12月に降雨があり、いくぶ
ん土壌湿度は改善したが、植生を回復させ、可
能な収穫を確保するためには、2−3ヵ月内にタイ
ミングよく降雨があることが決定的に重要である。
前年の干ばつ後の土壌湿度の回復が非常に遅れて
いるモロッコでは、特に降雨が望まれている。こ
の地域で最大の穀物生産国であるエジプトでは、
ほとんどの作物がかんがいされており、早期見通
しは一般的に良好である。

国際穀物価格の急騰が食料事情に深刻な影響

　北アフリカの国々は、国内需要のかなりの部分

を国際市場から輸入した小麦に頼っている。アル
ジェリア、モロッコ、エジプトそしてチュニジア
では、2007/08年の国内小麦消費の47−57%は輸
入によるものと予測されている（図1）。
　国際穀物価格の急騰によって、パンやその他の
基礎的な食料の国内価格も上昇し、この地域のほ
とんどの国で社会不安が起きている。モロッコで
は、2007年の国内生産が極端に少なかったため事
態が悪化した。政府は、関税免除・価格調整・補
助金など、国際価格の急上昇の影響を軽減する一
連の施策を実行している。国際価格の高騰にも
かかわらず、2007/08年（2007年7月−2008年6月）
の穀物市場年度に、エジプトの小麦輸入は4%増
えて730万トンに達し、またモロッコは（昨年の
不作のため）2倍以上の350万トンの小麦輸入が予
測されており、これらの国々の小麦輸入額は例年
を大きく上回ることになる。

2008年食料収穫見通しはまだら模様

西アフリカ

　この時期、西アフリカでは、農閑期における一
部の栽培を除きほとんど農業活動は行われていな
いが、栽培されているものの収穫は良好との見通

アフリカに伸びる穀物価格高騰の動き
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表1　アフリカ諸国の穀物生産（100万トン）

アフリカ合計

小　麦 粗粒穀物 コメ（もみ米） 穀物合計

エジプト

北アフリカ

ナイジェリア

西アフリカ

中部アフリカ

モロッコ

エチオピア

東アフリカ

スーダン

マダガスカル

南部アフリカ

南アフリカ
ジンバブエ

注：合計は四捨五入しないデータから算出

2005年 2005年 2005年2005年2006年
推定

2007年
予測

2007年
予測

2007年
予測

2006年
推定

2006年
推定

2007年
予測

2006年
推定

しである。
　この地域にある9つのサハラ砂漠周辺諸国の
2007年度穀物総生産は、過去5年の平均より約
12%多いとの見通しであった。国レベルでも、カー
ボベルデとセネガルを除いた全ての国で、平均以
上の収穫が予測されている。しかしギニア湾岸諸
国を見ると、ナイジェリア北部では、雨が遅れ散
発的であったため、粗粒穀物生産がかなり減少し、
ガーナでは、長期の干ばつとそれに続く洪水が今
季の収穫を減少させた。
　西アフリカでは各国の市場が高度に統合されて
いるため、供給あるいは需要の急変動による価格
変動は、近隣諸国に影響を与えやすい。経済、農
業セクターにおけるナイジェリアの規模が大きい
ため、一般に同国の穀物生産減少は地域の穀物価
格を押し上げ、近隣諸国、特にこの地域の東部諸
国の食料安全保障に深刻な影響を及ぼす。現在の
国際市場での商品価格高騰により、地域単位の気
候変動による価格上昇の幅がさらに大きくなった。
現時点で、ナイジェリア北部、ベナン、ブルキナ
ファソ、ガーナ、ニジェール、トーゴの一部で食
料価格高騰が報告されている。
　カーボベルデ、ギニアビサウ、モーリタニア、
セネガルを含む西部地域では、小麦とコメを国
際市場からの輸入に大きく頼っているため、食料
価格は国際市場の動向に大きく規定される。例え

ば、セネガルの国内生産は、同国の穀物消費需要
の半分しかカバーしていないため、年ごとの国際
市場からのコメと小麦の輸入は平均して約90万ト
ンになる。昨年、都市と農村とを問わず、消費者
は、2006年の国内小麦の不作と国際市場での穀物
価格上昇の結果、高い食料価格の影響を受け続け
た。政府は今季も上昇し続ける国際価格の影響を
軽減するために、小麦粉輸入に対する40%の助成、
関税免除、価格統制などを含む一連の施策を実施
しているが、2007年も国際市況が高止まりしてい
るなか、またも不作であったことから国内食料市
場では価格上昇の圧力が高まっており、都市・農
村を問わず、さらに消費者に購買力を失わせるこ
とになるだろう。2007年11月、ダカールのソルガ
ム類価格は2006年11月より30%高かった。モーリ
タニアは、粗粒穀物（ミレットとソルガム）を近
隣のセネガルとマリからの輸入に、小麦を国際市
場からの輸入に大きく頼っている。その結果、モー
リタニアの多くの人々にとって、食料価格は食料
へのアクセスを決定する重要な要素となっている。
2007年には、セネガルの不作と国際市場での小麦
価格高騰によって、粗粒穀物も小麦価格もかなり
高い状態が続いた。2008年も、セネガルの不作と
国際市場での小麦価格高止まりのため、食料価格
は高いままと予測されている。
　雨季の遅れや洪水によって収穫が大きく減少

特集  3 アフリカに伸びる穀物価格高騰の動き

したいくつかの地方
では、食料の高価格
が及ぼす影響はより
厳しいと予想されて
いる。それらの地
方では、人々は援
助を求めることに
なるだろう。CILSS
（サヘル地域干ばつ
対策政府間常設委
員 会 ）/FEWSNet
（飢餓早期警報シス
テムネットワーク）
/FAO/WFPは合同
で収穫後状況調査団
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図2　東アフリカ諸国の穀物生産

2007年

2006年

過去５年間平均

エチオピア ケニア スーダン タンザニア 東アフリカ
合計

1,000トン

を組織して、西アフリカのほとんどの国々を2008
年2−3月に訪問し、この地域の市場と食料の現状
把握を行う計画である。

中部アフリカ

　7月以降収穫されるトウモロコシの植え付けが、
この地域の南部では3月に始まる。カメルーンで
は、北部のいくつかの地方で一定しない雨と洪水
が収穫に影響を与えたものの、南部を中心に全体
的に良好な生育状態であり、2007年の穀物生産は
前年と同程度の豊作の見通しである。2008年市場
年度（1−12月）中は全体的に必要を満たす食料
供給が続く見通しである一方、干ばつあるいは洪
水のために大幅な収穫減に見舞われた地域の影響
を受けやすい人々に対しては、継続的な注意と必
要に応じた援助が必要である。中央アフリカ共和
国では、国内と近隣諸国で続く大規模な人口移動
―特に北部ではこの2年間で30万人近くが自宅か
ら退去させられたと伝えられる―に伴う持続的な
混乱により、営農活動にも障害が続いている。チャ
ドとスーダンのダルフール地域の両方で続く混乱
は、同国北部地域で状況をさらに悪化させる恐れ
がある。

生育中の作物の見通しは多様

東アフリカ

　東アフリカ北部で大雨季の穀物収穫が完了した。
他方、植え付けが始まったばかりのエチオピアを
除く南部地域では、小雨季作物の収穫が始まって
いる。ケニア、ソマリアでの小雨季作物収穫は平
年を下回る見通しだが、エリトリア、エチオピア、
スーダンの大雨季収穫は平年を上回ると予想され
ている。
　この地域全体の2007/08年度穀物生産量は3,450
万トンと予測されており、前年とほとんど変わら
ない生産量であるが、過去5年間平均を20％上回っ
ている（図2）。
　エリトリアでは、2007/08年度の大雨季「キレ
ムティ」の収穫が終わった。公式の推計値はまだ

発表されていないが、収穫見通しはおおむね良好
である。この数年間、おおむね好天に恵まれ、作
物生産量は増加してきた。しかし、近年の豊作に
もかかわらず、エリトリアの国内生産は食料需要
の一部しか満たしておらず、多くを輸入に頼って
いる。
　エチオピアでは、昨年末に同国を訪問した
FAO/WFPの穀物・食料安全保障評価調査団の
速報によれば、生育期に多量の降雨があり、肥料
および改良種子使用が広がり、病虫害の発生がき
わめて少なく、また耕作面積が広がったことから、
大雨季収穫は今期も豊作との見通しであった。こ
れで4年連続の豊作になる。
　ケニアでは、2月に始まる小雨季作物の収穫は、
適切な降雨がなかったため、今期も不作との見通
しである。ケニア北部の遊牧地帯では、雨季が通
常より短かった。加えて、防除対策が取られてい
るものの、ケニア北部でバッタが発生し遊牧民の
遊牧地への移動や牧畜の管理にも支障が出ている。
一部の地区は、2期連続の不作となる。
　重要な大雨季の降雨は、通常、2月から3月にか
けてケニア南東部で始まり、東部、北部へと及ん
でいく。現在も続いている大統領選挙後の混乱や
避難によって耕作準備および植え付けができな
かったことから、大規模な人道危機発生の可能性
がある。
　ソマリアでは、小雨季「デール」作物の収穫が
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2月から始まるが、平年以下の不作と予測されて
いる。小雨季の降雨は、ソマリア中部およびエチ
オピア東部のソマリ地区では平年以下だった。そ
のため、遊牧地の生育状況は乾季に遊牧を続ける
のに不十分である。沿岸部の耕作地の一部も平年
を大きく下回る不作であった。
　昨年8月に収穫されたソマリア南部の大雨季
「グ」の穀物生産は、1995年から2006年の戦後平
均の31％、直近5年間の大雨季生産の43％にすぎ
ない4万8,600トンであった。
　スーダンでは、大雨季の粗粒穀物収穫が終わっ
たばかりである。降雨は平年以上あり、また、肥
料なども平年並みから平年以上に投入されたと報
告されている。とはいえ、豊作であった前年に比
べると植え付けはより平年に近く、収穫も過去5
年間の平均を上回るものの若干減少するとの見通
しである。3月に収穫が始まる小麦は、生産地が
13％ほど拡大して34万7,000haになった。
　スーダン南部を訪問したFAO/WFPの穀物・
食料安全保障評価調査団によると、南部における
穀物生産は平年以上であった前年より若干多いと
の見通しである。しかし、予測される収穫増では、
自発的にあるいは組織的に帰還する難民の需要を
満たすことができないため、2008年度のスーダン
南部における食料需給は全体として不足に傾くと
の見通しである。しかも、インフラの不備、物流
ネットワークの不十分さのために、食料不足の上
ナイル、ジョングライ、ユニティ、東エクアトリ
ア、バール・エル・ガザールへ国内の豊作地域か
ら大量の穀物を送ることは困難と予想されている。
　タンザニア北部の二期作地域では小雨季「ヴリ」
作物の収穫がちょうど始まろうとしている。中
部、南部の一期作地域では、5月から6月にかけて
収穫が始まる大雨季「ムシム」作物の生育状況に
ばらつきがある。2006/07年度の粗粒穀物生産は、
雨に恵まれ豊作であった前年よりも少し多い430
万トンであり、過去5年間の平均を10％上回った。
おかげで国内の全ての市場で需給は改善した。ま
た、穀物以外の作物、主としてイモ類、豆類など
も市場に多く出回った。1月10日から降り続く豪
雨は、キゴマ、ルクワ、ルヴマ、プワニ平原の一

部を含む地域の数千の人々に影響を及ぼしている。
降雨は続いているため、モニタリングが必要であ
る。
　ウガンダの東部および北部では、2007年7月か
ら9月まで豪雨が続き多くの地区で洪水が起きた。
この事態を受け、またウガンダ政府の要請に応じ
て、洪水が食料生産および一家の食料安全保障に
及ぼした影響を調査するために、FAO/WFPの
合同調査団が被災地に派遣された。対象となった
のはウガンダ東部と北部である。
　調査団によれば、昨年7月から9月にかけての豪
雨によりウガンダ各地で洪水が起き、特にテソ地
域のアムリアおよびカタクウィ地区では生育中の
作物も収穫物も大きな被害を受けた。人々の被害
を和らげ生命を守るために速やかな取り組みが必
要とされている。食料価格は急上昇し、一部の地
域では前年の2倍に達している。調査団は、最も
被害を受けた地区の31万2,118人が昨年9月から11
月にかけて1ヵ月分の食料配給を受けたと明記し
た。調査団は、次の収穫期もしくは市場が完全に
回復するまで、最も被害を受けた地区に住む32万
924人に対し包括的食料配給を早急に実施するよ
う勧告した。さらに、2008年3月に植え付けが始
まる前に余裕を持って、種子、キャッサバの種芋、
サツマイモの蔓が必要とする世帯に配給されなけ
ればならないと勧告した。
　カラモジャ地域は次いで支援を必要としている。
ここでは、2006年の干ばつ、2007年の植え付けの
遅れ、家畜の値段の下落、そして主たる食料であ
るソルガムへの病虫害と困難が続いたため食料に
関する不安も生じている。北部では、洪水による
農業被害はそれほど大きくはなく、地域の低湿地
や河川沿いの地域に被害がとどまった。小雨季の
植え付けは平年並みであり、昨年の大雨季に植え
付けられたソルガムおよび鳩豆は今年1月に収穫
されている。したがって、現在国内避難民に対し
て行われている以上の食料支援は不要である。し
かし、テソ地域のアムリア地区と接するリラ地区
の何ヵ所かは、緊急措置として食料支援を必要と
するかもしれない。調査団は、中長期的な課題と
してテソ地域の備蓄を改善し農家の食料備蓄を増
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加させるための全国的なプログラム、および全体
として不十分で信頼性の低い農業統計を改善する
プログラムを勧告した。

　ソマリアでは、大雨季「グ」作物の13年来の不
作に加え、流通崩壊、避難、物価高騰そして長引
く社会不安によって食料の入手が非常に困難と
なっている。すでに食料入手が非常に困難なシェ
ベル渓谷、ヒラン、モガディシュにおいて、人道
危機はますます悪化している。主要な食料の価格
は昨年5月から上がり続け、ソマリア南部の主要
市場であるモガディシュのバカラ市場の機能停止、
ソマリア・シリングの価値下落、さらには燃料お
よび輸送コストの上昇が拍車をかけている。
　2007年11月末の2週間をかけてソマリア南部・
中部で行われた栄養状態調査によると、多くの地
域で前回の調査以降きわだった変化がないまま危
機的な栄養不良状態が続いている。この6ヵ月間
で、人道支援を必要とする人々の数は100万人か
ら約200万人へと増えた。支援を必要とする人々
のほぼ5分の1は人道的な緊急状態にあって生命維
持のための支援を必要としており、3分の1は食料
と生活物資を緊急に必要とする状態で生活上の支
援を必要としている。詳細情報と状況解説はウェ
ブサイト（www.fsausomali.org）に掲載されている。
　エチオピアでは、ソマリ地域の大部分で、昨年
6月半ば以来の紛争と緊張のため移動と国境を越
えての交易が制限され、その結果この地域の遊牧
民および農耕遊牧民の生活は著しく困難になって
いる。遊牧民たちは、所有する牧畜のミルクと肉
および野生の食料といった限りのある食料に頼ら
ざるをえなくなっている。エチオピア政府は、規
制の緩和および国連や他の人道援助機関と合同
での対応に合意しているが、食料支援実施が遅
れ、食料配布所が減らされ、食料支援の対象設定
や他の支援策の実施にあたって問題が生じている
ために、状況はほとんど改善されていない。この
地域での食料安全保障にとって、商業活動の再開
が最重要な課題として残されている。ソマリ地

方の100万人の人々（64万2,000人は移動規制地域
内）が緊急の食料支援を必要としている。さらに、
10・11月と降雨が少なく、穀物価格が上昇し、定
められた地域内での交易も移動も規制されている
ことから、遊牧民および農耕遊牧民の食料入手が
困難になっている。バッタの発生もソマリ地方全
体への脅威となっている。最近の報告によると、
エチオピアのゴヅ地域で発生したバッタがケニア
北部へ移動している。それに対し、殺虫剤の配布
などバッタの移動を食い止めるための努力もなさ
れている。
　ケニアでは、大統領選挙後の騒乱によって重大
な人道危機が発生している。数百人が殺害され、
25万人以上が避難したと報告されている。全体と
して、50万人に上る人々が食料支援を必要として
いると推定されている。国連は中央緊急対応基
金（CERF）から700万USドルを支援のために支
出することを決定した。緊急援助活動に必要な資
金拠出のために設けられた基金からの支出で、現
地の国連諸機関が騒乱による被害を受けた人々に
食料、医療、避難所、水、衛生などの領域で有効
な支援を行うことが期待されている。現在の危
機に対応するために、WFPは、ケニアにおける
他の取り組み―干ばつの被害者70万人への食料支
援、3,800校110万人の子どもたちのための事業そ
してナイロビとエルドレにおけるHIV/エイズプ
ロジェクト―から資材を転用している。
　スーダンでは、ダルフール地域での暴動が激し
くなっていることから、今後数ヵ月にわたって混
乱、避難、家財などの損失が続くことが予想され
ている。

穀物価格高騰が地域に及ぼす影響

　ケニアでは、過去数ヵ月トウモロコシの価格
はあまり変わらず、5月から9月にかけてはトン当
たり199USドルから202USドルの幅で変動してい
た。しかし、10月から12月にかけてトン当たり平
均して211USドルに値上がりし、今年1月初旬に
は219USドルに達している。この価格上昇は、政
府が最近収穫されたトウモロコシの購入価格をト
ン当たり215USドルとアナウンスしたことに対応

東アフリカのいくつかの国々では、紛争と社会不
安が多くの人々の食料安全保障を脅かしている
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図4　エチオピア、アディス・アベバの穀物価格
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ロコシ価格が急上昇し、12月にはトン当たり平均
168USドルに達した。最近のケニアでの大統領選
挙後の混乱により、モンバサ港との物流およびさ
まざまなサービスに混乱が生じたと報告されてい
る。どのような影響が出たのかまだ不明だが、食
料安全保障への影響はきわめて大きいと見られて
いる。
　エチオピアでは、大豊作との見通しにもかかわ
らず、主要な市場の穀物価格は堅調である。この
2−3年起きているこうした事態の背景には、食料
を投入する食料支援から地域市場での購入のため
の資金援助への転換などもあって経済の流動化が
進んでいること、農民たちが収穫直後に農産物を
売り払うことよりも信用貸し付けを受けながら販
売条件の良い時期に農産物を市場に出す取り組み
が広がっていること、地区レベルへの予算的支援
が進み給与所得者による実効需要が高まってい
ること、税関を通るものも通らないものも含め国
境を越える穀物交易が拡大していること、企業や
援助機関による地域市場での穀物購入が拡大して
いること、そして何よりも経済活動全体の活性化、
特に都市部での道路や住宅建設の拡大がある。食
料価格の高止まりが続くことから、貧しい世帯が
適切な食料を入手することがますます困難になる
ことが予想される。
　ソマリアでは、食料の記録的な高価格により、
農村の貧困層や国内避難民、都市居住者の食料へ
のアクセスが脅かされている。南部ではトウモロ
コシとソルガムの価格が2007年1月に比べ100％増
になったとの報告もある。中部・北西部における
コメ価格は引き続き高く、2007年1月と比べると
倍増している。

穀物生産の2008年早期予想は良好だが、洪水被
災地の見通しは不明

南部アフリカ

　南部アフリカの2007/08年農業シーズンが半ば
を迎えているなか、昨年10月から今年1月半ばま
で各地で豪雨が伝えられた。12月末から1月初め

したものである。輸入価格の上昇は市場にも影響
を及ぼしている。大統領選挙後の混乱によってさ
らにこのような状況が続くものと予想される。
　タンザニアでは、燃料価格上昇に伴う輸送コス
ト増と政府が取り組んでいる穀物の適正計量キャ
ンペーンのため、この時期、全ての市場で食料
の卸売価格が通常より高くなっている。2007年半
ばにはトン当たり120USドルと安値をつけていた
ダル・エス・サラームにおけるトウモロコシ価格
は、昨年8月から急激に上昇し12月にはトン当た
り306USドルに達した。
　ウガンダでは、昨年初めから値下がりし9月に
トン当たり121USドルの安値をつけていたトウモ
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図5　南部アフリカ　2007/08年度の穀物輸入見通しと
2006/07年度に対する増減（％）
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の集中豪雨は、モザンビーク、ザンビア、ジン
バブエ、マラウイで広い範囲ではないが深刻な洪
水を引き起こした。しかし、洪水被災地の一部で
被害が出たものの、多量の降雨は作物生産、特に
早い時期に植え付けられたものに恵みをもたらし、
牧草地にも牧畜の状態にも好影響を及ぼした。収
穫期まで災難を防ぐことができれば、4月末には
大豊作の見通しである。この地域では、問題とな
る干ばつは報告されていない。しかし、燃料およ
び肥料の国際価格が急騰したため、これらの重要
な農業資材を十分に利用できないことによる生産
量減少があるかもしれない。
　今期の南アフリカ共和国におけるトウモロコシ
植え付け面積は約310万haで、前年より8％増え
ている。これは今年のトウモロコシ価格が高いこ
とと、これまでのところ主要なトウモロコシ産地
（トウモロコシ三角地帯）に良好な降雨が十分に
あったことが主要な要因である。今期は大豊作と
の見通しである。地域全体を見ると、ほとんどの
国で植え付け時には平年並みの種子・肥料が使用
された。ザンビアとマラウイでは、大規模な農業
補助金事業が実施され、農民たちは良質な種子と
肥料を使用することができた。その結果、トウモ

ロコシ生産量が大きく拡大するとの見通しである。
しかし、ジンバブエでは、多量の降雨にもかかわ
らず、肥料、種子、燃料、労働力が不足し高価であっ
たことと、一部地区での深刻な洪水のため、やや
不作との見通しである。

食料輸入は遅れ気味だが、食料不足の時期に拡大
の見通し

　一部を除く南部アフリカ地域の2007年の穀物生
産が豊作であったにもかかわらず、2007/08年市
場年度（多くは4−3月）の穀物輸入需要は全体で
410万トン（うち61万4,000トンが食料支援）と見
積もられ、前年よりも約17％多い。前年の穀物生
産が急減したジンバブエが、地域全体の輸入需要
の4分の1を占めている。
　2008年1月現在の数値によれば、2007年4月に市
場年度が始まって以来、これまでのところ輸入需
要の約59％が実際に輸入、契約または輸入の誓約
がなされたにすぎない。これまでのところ、ジン
バブエへ大量の輸入が実施されたため、トウモロ
コシの輸入需要に対する実際の輸入、また穀物全
体の輸入も昨年より実施されている。これから収
穫期までの食料が不足する四半期に食料輸入が拡
大するものと見られる。
　この市場年度における主要な穀物価格は、国際
的にも地域的にも需要が拡大し供給が少なかった
ため、全体として前年同期に比べかなり高く推移
した。この地域の重要な主食の一つであるトウモ
ロコシの価格は、相当量の輸出可能な余剰がある
マラウイを除き、前年よりもかなり高い。たとえ
ば、図6にあるように、この地域の主要な輸出国で
ある南アフリカ共和国では、2008年1月初めの価
格（ランドフォンテン・スポット価格）は前年同期
より31％高いトン当たり1,859ランドであり、モ
ザンビーク（マプト卸売価格）は43％高いキロ当
たり8.59メティカイスとなっている。マダガスカ
ルの主要な食料であるコメの2007年4月から2008
年1月までの平均価格も前年同期より20％高い。

穀物輸入コストおよび主要食料価格の上昇
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特集  3 アフリカに伸びる穀物価格高騰の動き
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図6　一部市場でのトウモロコシ卸値
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1 準地域内における指標輸入価格は南部アフリカの価格と同等とみなす

図7　南部アフリカ　2007/08年度における主要穀物
（トウモロコシ、小麦、コメ）純輸入額見通し
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表2　南アフリカ、ダーバン－ランドフォンテンにおける
指標輸入価格変動（USドル/トン）

2006年11月

出典：Maize (US No.3) and wheat (US NRW no.2) ‒ Sagis ‒ Indicative import parity 
price at Durbin-Randfontein from http://www.sagis.org/za/
Rice (Thailand white rice) fob Bangkok ‒FAO/GIEWS plus 38% 
(average import cost of wheat and maize)

トウモロコシ

小麦

コメ

平均

2007年11月
価格変動：
2006年から
2007年への増減（％）

表3　南部アフリカ（南アフリカおよびモーリシャスを除く）
2007/08年度の穀物輸入見通し、輸入実施状況と
2006/07年度に対する増減（％）

2007/08年度の
穀物輸入見通し

1,000トン

合計

穀物全体

商業ベース

食料援助

合計

トウモロコシ

商業ベース

食料援助

合計

ジンバブエ：トウモロコシ

商業ベース

食料援助

2008年1月末現在の
穀物輸入量

1,000トン

2007年1月末時点での
2006/07年度

穀物輸入見通しに対する
輸入量の割合

％％

出典：FAO/GIEWSによる推定値
* 得られた数値は、11月時点のものから1月末時点のものまでばらつきがある
** 契約量および／あるいは受領量
*** 少量のソルガムを含む

*

***

**

**

―――――――――――――――――――――――
翻訳：斉藤　龍一郎
出典：�“Crop�Prospects�and�Food�Situation,�February�2008”

pp.16-23,�FAO,�2008

　国際的な穀物価格の急騰、石油価格、輸送コス
トの上昇が相まって、この地域の食料輸入国が食
料輸入に費やす費用が、表2にあるように急増し

ている。穀物輸入額の見通しは図7にまとめられ
ている。
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CropProspect
and
FoodSituation

穀物見通しと食料事情
2008年4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」を合体させ、より読
みやすい形にした新しいレポート。世界の
穀物需給の短期見通しのほか、低所得食料
不足国（LIFDCs）の穀物輸入状況や、タイ
ムリーな特集記事で構成されている。地域
別の食料事情や付属統計など、全文（英語）
はウェブサイトでご覧ください。
www.fao.org/giews/english/cpfs

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

世界穀物供給は
2008/09年度には増加

　2008年の穀物生産に関する現在

の増加予測が実現するものと仮定

すれば、2008/09年度における世

界の穀物供給状況は、現存の逼迫

した市場状況から、ゆるやかな回

復への道を開きつつ改善していく

ものと期待される。生産拡大の大

部分が、いくつかの主要な穀物輸

出国において実現されると見られ

るため、輸出向け供給は、急激に

世界穀物需給の要約

Global Cereal Supply and Demand Brief

Global Cereal Supply and Demand Brief 22世界穀物需給の要約
LIFDCs Food Situation Overview 

23低所得食料不足国の
食料事情

表1　世界穀物生産1（100万トン）

2006年 2007年
推定

2008年
予測

2008年の
2007年に
対する増減
（%）

アジア 913.2 930.1 931.5 0.1

極東 811.1 828.1 831.0 0.4

近東（アジア） 72.3 68.4 70.2 2.6

CIS諸国（アジア） 29.7 33.5 30.1 -10.1

アフリカ 144.4 135.4 146.6 8.3

北アフリカ 36.0 28.9 33.1 14.6

西アフリカ 49.5 47.6 49.5 4.0

中部アフリカ 3.6 3.5 3.5 0.1

東アフリカ 33.9 33.5 34.5 2.8

南部アフリカ 21.5 21.9 26.1 19.0

中央アメリカ・カリブ海諸国 37.0 40.1 41.5 3.6

南アメリカ 110.7 130.5 131.5 0.7

北アメリカ 384.5 462.1 435.5 -5.8

ヨーロッパ 404.6 388.7 438.1 12.7

EU2 246.8 259.5 293.5 13.1

CIS諸国（ヨーロッパ） 118.6 115.6 128.0 10.7

オセアニア 19.8 22.9 40.8 77.8

世界 2012.9 2108.5 2164.0 2.6

開発途上国 1157.3 1183.8 1198.6 1.3

先進国 855.6 924.7 965.4 4.4

−小麦 596.5 606.2 647.3 6.8

−粗粒穀物 986.8 1068.5 1075.3 0.6

−コメ（精米） 433.7 433.7 441.4 1.8

1 精米ベースのコメを含む
2 2006年はEU-25、2007年と2008年はEU-27
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減少した今年度水準から大きく回

復するものと予期される。

　来年度の穀物需給状況の改善は、

多くの低所得食料不足国（LIFDCs）

にとって、好ましい展開となるだ

ろう。2007/08年度におけるきわ

めて逼迫した状況は、穀物の世界

価格を軒並み押し上げ、多くの輸

入国において食料輸入額の増大と

国内食料価格の広範かつ急激な上

昇をもたらした。

　新年度の供給面におけるおおむ

ね好調な予測については、2008年

収穫の最終結果が今年残された農

期の天候に大きく左右されるため、

LIFDCsにおける
2008年の穀物生産は、
わずかながら増加の
見込み

　82のLIFDCsにおける2008年穀

物生産のFAO早期予測は、2007

年対比1%の増加を示している。

この増加は、2年連続して人口の

伸びを下回るものと見られ、その

結果、在庫の更なる減少、輸入の

低所得食料不足国の
食料事情

LIFDCs Food Situation Overview
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図2　世界穀物の在庫に対する利用の割合
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図1　世界穀物の生産と利用
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利用
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慎重な考察を要する。昨年のこの

時期、2007年の穀物生産の見通し

は、最終結果よりもはるかに良い

ものであった。好ましくない気候

条件が、オーストラリアにおいて

作物に打撃を与え、他の多くの諸

国、とりわけヨーロッパにおいて、

収穫を減少させた。しかし世界穀

物在庫がすでに底をついているた

め、2008年の生産にとっては、良

好な気候条件が一層決定的な要因

となる。ほとんどの国々が、危機

的に手薄な在庫水準に苦しんでお

り、新年度において世界的な供給

増大を必要としている。好ましく

ない天候から生じる大きな供給不

足は、特に輸出国において現在の

逼迫した状況を長引かせ、世界市

場における更なる価格高騰に寄与

し、多くの国々がすでにして直面

している経済的困難を激化させる

であろう。
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増大、そして、2008/09年度にお

ける1人当たり消費の減少がもた

らされる見込みである。これに加

え、穀物生産総合計の3分の1を占

める中国とインドとを除くと、残

るLIFDCsにおける生産は、事実

上、昨年と変わらないものと予測

される。

　南部アフリカのLIFDCsにおい

て間もなく収穫される2008年の穀

物生産の見通しは、おおむね順調

である。ほとんどの国では、昨年

からの生産増が見込まれている。

　しかし、第2生産期における干

ばつによって、ジンバブエとモザ

ンビーク南部で見通しが悪化した。

北アフリカでは、モロッコにおい

て、干ばつ被害を被った2007年の

水準から3倍の生産が見通され、

またエジプトでは、小麦の作付け

増によって収穫増が期待されてい

る。東アフリカでは、スーダンに

おいて2008年作の小麦が大豊作と

なっているものの、同地において

は、生産は年間消費のおよそ40%

を充足するに過ぎない。アフリカ

のその他の国々では、穀物は現在

作付け中か、これから作付けとな

るが、降雨がいくらか遅れ気味で

ある。

　極東アジアでは、中国、インド

およびパキスタンにおいて2008年

小麦作の豊作が見通されてはいる

ものの、昨年作の記録的水準より

はやや下回ることとなるだろう。

他方、主力の水稲作の作付けはこ

れからである。アジアにおける独

立国家共同体（CIS）諸国のほと

んどでは、2008年の穀物生産の早

期予測は良好であるが、タジキス

タンでは、春の降雨の遅れとバッ

タの来襲により、見通しは不良と

なっている。近東では、アフガニ

スタンにおいて、通常以下の降雨

と冬期の極度の低温をそれぞれ反

映し、今年の穀物生産の見通しが

不確実となっている。

　南アメリカにおける唯一のLIF 

DCsであるエクアドルでは、2008

年の穀物収穫については、2月後

半の大雨、激しい洪水、作物被害

によって不作見通しとなっている。

エクアドル政府は、同国全土に非

常事態宣言を発出し、国際的な援

助を要請した。

　西アフリカと中央アメリカでは、

2008年の主要穀物作期はまだ始

まっていない。

表2　低所得食料不足国の穀物生産1（100万トン）

2006年 2007年 2008年

2008年の
2007年に
対する増減
（％）

アフリカ（44ヵ国） 128.8 119.0 127.0 6.7

北アフリカ 30.1 22.3 27.0 21.0

東アフリカ 33.9 33.5 34.5 2.8

南部アフリカ 11.8 12.2 12.6 3.9

西アフリカ 49.5 47.6 49.5 4.0

中部アフリカ 3.6 3.5 3.5 0.1

アジア（25ヵ国） 749.2 766.4 768.0 0.2

CIS諸国（アジア） 13.2 13.5 13.4 -0.7

極東 722.7 739.2 741.1 0.2

中国（本土） 386.1 389.2 390.2 0.2

インド 195.9 205.6 204.2 -0.7

近東 13.3 13.6 13.5 -0.9

中央アメリカ（3ヵ国） 1.7 1.9 1.8 -2.8

南アメリカ（1ヵ国） 1.6 1.7 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） 7.4 8.3 8.1 -2.4

合計（82ヵ国） 888.8 897.3 906.6 1.0

１精米ベースのコメを含む
注：合計は四捨五入していないデータから算出

――――――――――――――――
翻訳：松岡　將
出典：�“Crop � P rospec t s � and � Food�

Situation,�April�2008”FAO,�2008
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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7回　コーデックス関連の食品紛争事例

（1）食品の地域ブランド
　最近、日本でも地域の名称を取り入れた地域ブ
ランドを保護する制度、すなわち「地域団体商標
制度」が導入され話題をよびました。これは食品
だけの制度ではありませんが、「関サバ」「宇都宮
餃子」「飛騨牛」といった地域名を含んだ多くの
食品名が登録されています。これは、特許庁が審
査を行っていることから分かるように、通常の商
標と同様、知的所有権の一種です。今回取り上げ
るのは、コーデックスで生じた、コーデックス規
格作成の作業とEUの地域名称を保護する制度（知
的所有権の保護制度）の対立の話です。

（2）欧州の地理的表示保護制度
　欧州各国では、昔からその地方の気候・風土を
利用しつつ、人々の長年の経験と努力で特色ある
農産物をはぐくんできました（これは欧州だけの
話ではなく、日本でも同様の特産品は多く存在し
ます）。こうした地域の特産品は、長い年月の間
に市場で地位を確立し、その食品の特質・品質と
地域との密接な関係が認識されるようになったの
です。例えば、フランス北部のノルマンディー地
方の「カマンベールチーズ」やイタリアの生ハム
「パルマハム」などが該当します。EUでは、こう

した地域と密接に結びついた農産物の名称を保護
する地理的表示保護制度という制度を導入しま
した1。この制度に基づいて登録された農産物の
名称は、特定の地域で、特有の生産方法に従って
生産されたものにしか使用できなくなるのです2。
例えば、この制度で登録されている「パルミジャー
ノ・レッジャーノチーズ」は、イタリアのパルマ
地方の指定された地域で生産された生乳を使い、
独自の方法に従って生産されたものにのみ使用
が許されるわけです。こうした名称保護のため、
EUには複雑な手続きと法律が整備されているの
です。

（3） コーデックス牛乳・乳製品部会での
　　パルメザンチーズを巡る論争
　コーデックス委員会でチーズなどの乳製品
の国際規格を作る部会は、「牛乳・乳製品部会
（CCMMP）」です。1996年5月に開かれた第2回の
部会において、ドイツから「パルメザンチーズ」
の規格を作るという提案が出されます。その結果、
ドイツとフランスが国際乳業連盟（IDF）の協力
を得ながら、規格の原案を作り、次の部会で議論
することになりました。ここで注目していただき
たいのは、提案国がドイツで、それにフランスも
共同提案国として指名されたことです。しかしな
がら、次の部会、すなわち1998年5月に開催され
た第3回の牛乳・乳製品部会では、この案件に関

2    パルメザンチーズをめぐる 
コーデックスでの紛争

　前回に引き続き、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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して十分に話し合うことはできませんでした。こ
れは、同じEUのイタリアが、パルメザンチーズ
の規格を作るという議題自身の協議に反対し、十
分な議論ができなかったからです。そこで牛乳・
乳製品部会では、その次の2001年の第4回の部会
で議論しようとしましたが、今度はEU諸国が一
致して議論に反対を表明したため、さらに次回に
持ち越されてしまいました。2003年開催の第5回
部会では、今度は、米国、カナダ、オーストラリ
ア等の多くの国が、パルメザンチーズの規格を作
ることを積極的に支持し、EU諸国が反対すると
いう構図に変化していったのです。この対立は、
2004年の第6回の部会でも続いたため、牛乳・乳
製品部会は、親委員会であるコーデックス総会
に、規格を作るべきか否かという質問を送り、指
示を仰ぐことにしました。かくして、1996年に牛
乳・乳製品部会で開始された「パルメザンチーズ
の規格を作るべきか否か」という論争は、2004年
7月のコーデックス総会で議論されることになっ
たのです。その争点はどのようなものであったの
でしょうか。
　EUは「パルメザンチーズ」という名称が、イ
タリアのパルマ地方で昔から製造され、いまや
EUの地理的表示保護制度で保護された「パルミ
ジャーノ・レッジャーノ」のフランス語訳である
と主張し、そのため、コーデックスでパルメザン
チーズの規格ができると、EUのパルミジャーノ・
レッジャーノの保護が有名無実化してしまうこと
を主張しました。つまり、EU域内でしか適用さ
れないものの、地理的表示という知的所有権を保
護する制度がコーデックスの規格により侵害され
るとしたのです。これに対し、米国、カナダ、オー
ストラリアなどは、「パルメザンチーズ」という
のは、そうした地理的な関連が長い歴史を経て薄
れ一般名称化し、世界各地で生産されるように
なったチーズであり、EUの制度で保護されてい

る「パルミジャーノ・レッジャーノ」とは別物で
あるため、「パルミジャーノ・レッジャーノ」の
侵害にはならないと主張しました。また、この案
件は、コーデックス総会で定めた、新規の食品規
格を作る基準を全て満たしているため、手続き面
からも規格を作る作業は開始すべきとの立場を強
調しました。
　「一般名称化」というのは、当初は特定の地域
との関連があっても、長い年月の間に地理的な関
連が消滅し、普通の商品名になってしまうことを
意味します。例えば、カマンベールチーズなどそ
の代表例で、EUの制度では「ノルマンデー・カ
マンベールチーズ」という名前が保護対象である
ため、カマンベール自体は一般名称化していると
みなされ、コーデックスでも「カマンベールの規
格」という国際規格をすでに作成しています。実
際、「パルメザンチーズ」という名称で、EU以外
の国では、パスタにふりかける粉状のチーズとし
て、以前から生産されているのも確かです。
　この問題の核心は、名前が一般名称であるか否
かではなく、次のようなものではないかと思いま
す。つまり、欧州委員会が「パルメザンチーズ」
と「パルミジャーノ・レッジャーノ」を同一視し
ているため、EU以外の国は自国で生産された「パ
ルメザンチーズ」を輸出しても、EU域内では「パ
ルメザンチーズ」と表示して販売できないことに
なります。そこで、コーデックスで「パルメザン
チーズ」の規格を作成すると、EUの制度である
地理的表示保護制度より、国際規格であるコー
デックス（さらには、その背後にWTOのTBT協
定が存在）で策定された規格の効力で、米国産「パ
ルメザンチーズ」はEU域内でも堂々と販売でき
ることになります。EUも米国等もそれがわかっ
ていたため、お互いの実利をかけて激しく論争し
たのです。また、今は粉チーズ主体であるパル
メザンが、米国などで大量生産により安価な固形

CODEX alimentarius
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CODEX alimentarius

チーズとして販売されると、伝統的な製法でコス
トをかけて生産するパルミジャーノ・レッジャー
ノの生産者に経済的な打撃も生じることが予想さ
れます。

（4）コーデックス総会での激論
　2004年の7月の第27回コーデックス総会で、「パ
ルメザンチーズの規格を作るか否か」が提起され
ました。予想通り、激論が展開されました。イタ
リアを筆頭に多くのEU加盟国が今までと同じ論
調で反対しました。一方、米国を筆頭に、カナダ、
オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル等はパ
ルメザンの規格を作るべしと主張し、議論は全く
の平行線をたどりました。興味深いのは、EUが
こうした農産物の知的所有権が単に欧州だけでな
く、例えばキリマンジャロコーヒーというような
他国にも存在することを示唆した点です。実際、
一部の途上国もEUの立場を支持しました。結局
この総会では決着がつかず、翌年の2005年の第28
回の総会でも議論を行いましたが、再び同じ激論
が再現され、最終的には将来再び牛乳・乳製品部
会で考えるという形で実質上、当面の議論を収束
することになったのです。　

（5）EU内での論争
　しかし、もう一度思い起こしていただきたいの
は、そもそもコーデックスでパルメザンチーズの
規格を作ろうという提案を行ったのはEUの中核
をなすドイツであり、さらに、1996年の牛乳・乳
製品部会では、ドイツとともに規格原案を作成す
るように指名されたのはフランスでした。その後、
EUが統一的な意見を出すようになり、対立の構
図は、EU対非EUというものに変化していきまし
たが、最初先鞭をつけたのは同じEU諸国である
というのは何とも皮肉なものでした。実は、EU
の制度でこの「パルミジャーノ・レッジャーノ」

が登録されたのが1996年だったのです。それ以降、
EUは「対外的に」意見を統一せざるを得なくなっ
たのです。
　「対外的に」と書いた理由は、実はEU域内の紛
争がごく最近まで続いていたのです。2008年の2
月に欧州の法律裁定を下す欧州裁判所がある判断
を下しました。これは、欧州委員会がドイツ政府
を相手に起こした訴訟です。欧州委員会が、パル
マ地域以外で製造された「パルメザン」を名乗る
チーズの流通を、同国内で効果的に取り締まって
いないことを理由に、ドイツ政府を欧州裁判所に
訴えたのです。地理的表示保護制度は、理事会規
則510/2006に基づいて運用されているので、ドイ
ツ政府はこれに違反しているという訴えを起こさ
れてしまったのです。
　裁判のやり取りの中で、ドイツ政府は「パルメ
ザン」というのは一般名称であり、理事会規則に
基づいて登録され、保護されている「パルミジャー
ノ・レッジャーノ」とは別物であると主張しまし
た。これは、コーデックスでEUと米国やカナダ
が行った一般名称か否かという論争が、そのまま
欧州委員会とドイツ政府で行われていたことを物
語っています。外に向かっては一枚岩で対処した
EU内で、ごく最近まで内輪もめが起こっていた
とは、少々驚きました。欧州裁判所の判断は、欧
州委員会の立場を支持し、パルメザンが一般名
称であることは「明らかでは全くない（far from 
clear）」という強い表現で否定しています。
　地理的表示をめぐるEU各国と欧州委員会の紛
争はこれだけではありません。このパルメザンの
裁判では、欧州委員会側にはイタリア政府とチェ
コ政府が支持を表明し、かたやドイツ側にはデン
マークとオーストリアが支持を表明したのです
が、この対立構図には理由があります。実は、デ
ンマークは「フェタチーズ3」の名称を保護対象
とした欧州委員会と裁判で争い、2005年に敗訴し
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的特産品保証（TSG）などの種類が存在し、それぞれ保護内
容が異なる。

2   PDO の認定を受けた農産物は、生産・加工の全ての工程を
その地域で行うように規定されているが、PGI では一部の工程
を他の地域で行ってもよいことになっている。パルミジャーノ・
レッジャーノは PDO として登録されているため、全ての生産
工程を指定された区域で行うことになっている。

3  白く軟らかい羊の乳から作られるチーズ。ギリシャの特産品と
されている。

ています。これにより、それまで生産してきたデ
ンマーク産のフェタチーズは、「フェタ」という
名称を使えなくなったのです。この時にも、デン
マークには同様の問題を抱えたドイツが共闘して
います。
　このように、コーデックスでの論争は、必ずそ
の背後に各国の利害対立が存在し、それは他の国
際機関や別の分野での争点と複雑に関連している
ことが多いのです。

1  理事会規則510/2006 of 20 March 2006で規定されてい
る。原産地呼称保護（PDO）、地理的表示保護（PGI）、伝統

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

「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

水資源と農村の貧困　－サハラ以南アフリカの生活改善への対策－

　サハラ以南アフリカにおける水資源管理と農村の貧困との関連につい
て、FAOと IFAD（国際農業開発基金）が作成した共同報告書。同地域では、
人々の主な生活基盤である農業において、不十分な水資源管理が制約要
因となっている。そのため貧困の解消には水資源管理の改善が鍵となる
が、その課題はケースごとに様々である。本書は、同地域を 13の「生活ゾー
ン」に分類し、それぞれの課題に応じた新たな開発の可能性を論じている。

FAO／ IFAD、2008 年、93 ページ、英語

FAO寄託図書館情報
新着
資料
新着
資料Water and the Rural Poor

－  Interventions for Improving Livelihoods in  
sub-Saharan Africa － 
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私は（財）横浜市国際交流協会（YOKE）と明治学院大学ボランティアセンターが主催する「国際機関実務体験プロ

グラム」を通して、2008 年 2 月から 3 月にかけて FAO で研修を行いました。FAO での研修を希望したのは、以前か

ら途上国の食料問題に関心があったからです。世界に 8 億人以上の栄養不足で苦しむ人々がいる状況を改善するため

に自分も貢献するきっかけを作りたいと思い、食料生産に関する情報収集、技術協力など様々な取り組みを通して世界

の人々の食料確保に貢献している FAO で研修をしたいと思うようになりました。

研修内容は、FAO 日本事務所の実務を手伝うこと、研究レポートを作成することでした。研究レポートのテーマは

自分で設定できたので、以前から関心のあった途上国の農村開発について調べようと思い、地域は今年 TICAD Ⅳの開

催で注目を浴びるアフリカに設定し、「サブサハラ地域における持続可能な農業開発」というタイトルで作成することに

しました。アフリカ地域における農業支援で近年注目されているものとして、ネリカ米の普及が挙げられます。ネリカ

米とはアフリカの種子とアジアの種子を交配して作られた、干ばつに強く収量の多い品種で、自然環境の厳しいアフリ

カにおいて食料生産を向上させることが期待されています。しかし作物を作ることは土壌から栄養分を吸収することで

あり、脆弱な土地を疲弊させる恐れがあるので、同時に有機物の利用など自然のサイクルを利用した環境に良い方法で

農業生産を進めていくことが必要であることに気づきました。そこで、FAOの英語版ホームページにある「conservation 

agriculture」という、自然の再生能力を維持しながら農業を行う方法があることを機関の方に紹介していただき、レポー

トでは、ネリカ米の普及とともに「conservation agriculture」を組み合わせていくことを提案してまとめました。

研究レポートを作成する際には、文献の読み込みもしましたが、機関の方から直接お話を伺うこともしました。また、

質問やインタビューを通して機関の方の見解を聞くだけでなく、意見交換をする機会をもつこともできました。例えば、

「conservation agriculture」は環境を守るだけでなく長期的に見れば土地の生産性を向上させることができるとデー

タを参考に話したり、貧困問題に世界の人々の関心を向けさせるためにどのようにすることができるのかを話し合った

りして、こちらから意見を提案したりすることができたことも、貴重な機会でした。質問やインタビュー、意見交換の

ために時間を割いて対応してくださった機関の方にとても感謝しています。

業務の手伝いは、シンポジウム運営の手伝いが中心でした。準備ミーティングに参加して議事録をとったり、当日の

受付を担当したり、FAO の活動を紹介するパンフレットを印刷してシンポジウム当日に配布することで、微力ではあり

ますが FAO の活動に貢献することができたことも新鮮な体験となり

ました。今回の研修を通して、国際協力にもさまざまな形態があるこ

とがわかりました。アフリカ地域の持続可能な農業への知識と興味を

深めるきっかけにもなったので、引き続き研究をしていきたいと思って

います。また、大学の学園祭で途上国の現状や FAO の活動などにつ

いて紹介する機会を持ったり募金活動をするなどして、世界の人々の関

心を貧困問題に向けるための方法を引き続き考えて実行していきたい

と思っています。最後に、FAO日本事務所の方々、研修プログラムをコー

ディネートして下さった YOKE の方々、ありがとうございました。

食料問題改善に貢献するための一歩

明治学院大学国際学部国際学科3年　中野　愛

FAO 日本事務所のミーティング風景
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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。

飢餓のない世界を創るため、
国内外で、様々な個人・団体・国際機関と連携

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド　広報担当　内山　綾子

ハンガー・フリー・ワールド（HFW）は、日
本に本部を置き、バングラデシュ、ベナン、ウガ
ンダ、ブルキナファソの5ヵ国で活動するNGOで
す。飢餓のない世界を創ることを目的に、開発事
業、青少年育成、啓発、政策提言の4つの活動の
柱で事業を展開しています。

開発事業では、栄養改善・教育・保健衛生・収
入創出・ジェンダー平等の推進・環境の6分野で
包括的に開発途上国の地域の開発を行い、そこに
暮らす人々が自らの手で飢餓を終わらせ、自立し
ていくことを目指しています。たとえば、バング
ラデシュでは栄養改善と収入向上を目的に、養蜂
事業を実施しました。2003年11月～2004年10月に
は、FAOとHFWとの共同事業として、FAOのテ
レフードマイクロプロジェクトを行いました。こ
の事業では、養蜂の用具提供と生産方法の指導を
行ったほか、ハチミツの販路拡大のため、ポスター
やイベントなどでハチミツの栄養や調理方法を近
隣地域に紹介。10ヵ村の住民100名が平均12.6kg
のハチミツを収穫しました。FAOとの共同事業
は１年で終了しましたが、生産者がサポートを希
望したため、共同事業で得たノウハウをもとに、
HFWはその後も対象者を増やして事業を継続し

ています。
また、青少年

育成として、若
者が主体となっ
て飢餓・貧困対
策に取り組める
よう、青少年組
織ユース・エン

ディング・ハン
ガーの活動を支
援。日本では中
学生から大学生
が、全国7地域
でチャリティイ
ベントや啓発活
動などを実施し
ています。

日本国内では、
イベントの開催、
飢餓のない世界を創る擬似体験ゲームなどを行
い、飢餓を自身の課題として考え、行動すること
を呼びかける啓発活動を行っています。2008年に
は、日本国内での飢餓への関心を高めるため、10
月16日の「世界食料デー」を中心に、日本で飢餓
をなくすために活動するFAOをはじめとする国
際機関やNGOと連携し、イベントや勉強会を行
うことを計画しています。

また、2008年5月に横浜で行われる第4回アフリ
カ開発会議（TICAD IV）や、7月に北海道・洞
爺湖で行われるG8サミットに向けた様々なネッ
トワークの一員として、政策提言活動にも取り組
んでいます。 

テレフードプロジェクトで、養蜂の指導を受け
収穫に喜ぶ村人（バングラデシュ）

大きな地図の上に乗って世界の現状を体感で
きるワークショップ「エンディング・ハンガー・
ゲーム」を実施。参加者は、12の国や地域の住人
にわかれ、世界の現状を元に配られた、食べ物、
お金、軍事力、子どもの死亡率などのカードを、
その国・地域の住人として売買・支援することで、
飢餓のない世界の実現を目指す

（独）国立青少年
教育振興機構主催
の「青少年国際交
流フォーラム」に
て、HFWの活動と
身近にできる国際
協力について、約
100名の青少年を
前に講演（1月20
日、東京・代々木の
国立オリンピック
記念青少年総合セ
ンターにて）
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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

水産資源は、水の中にあって「見えない」資源
であり、時に国境をも越えて勝手に「移動する」
資源ですから、その適正利用や管理には、陸上の
農業・林業資源とは異なった難しさがあります。
また、漁業に従事する人々は、行政サービスが行
き届かない地方村落部に居住していることが多い
ため、彼らの生計活動にそもそも十分な政治的、
社会的関心が払われていないケースも散見されま
す。資源の状況や水産業の実態がよく分からない
といって、資源に過度な負担をかける漁業活動を
放置したり、「サバ読み」に頼った不適切な資源
管理などを行っていると、漁業従事者の生活が立
ち行かなくなったり、近い将来魚が食卓から消え
てしまう恐れさえあります。
私が所属するプロジェクトは、日本、ノル

ウェー、スウェーデンなどによる信託基金によっ
て運営されている国際プロジェクトで、水産情報
の質的向上を通じて、適切な水産政策の策定や資
源管理方策の実施などを促すことを目的としてい
ます。水産情報の質的向上とは、すなわち｢見え
ない｣資源を視覚化する作業であり、また、社会
的に脆弱な立場におかれている漁民の｢声｣を政策
策定者に伝える作業とも言えます。こうした活動

によって政策策定者や資源管理者は、根拠に基づ
いたより適切な判断を行うことができるというわ
けです。我々のプロジェクトでは、水産情報の欠
如がより深刻な開発途上国を中心に、小規模漁業
に焦点をあてた活動を行っています。
プロジェクトは、オランダ人、フランス人、ス

ウェーデン人、ブラジル人などの混成チームによ
り、主に地域別に分担して業務を行っています。
具体的な業務内容としては、地域ごとのニーズを
確認しそれに即したアプローチを検討するための
地域ワークショップを開催し（写真１）、その後、
国レベルで水産情報の質的向上を具現化するため
の活動に技術的支援を行います。
人員と予算に制約があるのが途上国の常ですの

で、その制約の中で現実的な改善策を探るのがプ
ロジェクトの眼目です。各国関係機関と連携して
各種センサス、漁業調査、社会経済調査、市場調査、
漁船･漁民登録制度など様々な情報収集手段の実
効的な設計や組合せ、効率的な実施方策を検討し
ます。私が担当している地域は、東アジア、東南
アジア、大洋州および西アフリカですが、活動対
象国は、そのサイズ、水産セクターの構造、行政

中国で開催した国家水産・養殖統計制度改革のための技術的検討会。プロ
ジェクトではカードストーミングなどのファシリテーション手法を積極的
に導入している（写真2）

ミャンマーで開催された東南アジア諸国対象の地域ワークショップ。この会議で
は内水面漁業の問題に特化して取り組んだ（写真1）

持続的な水産資源利用のために
水産情報の質的向上を図る

FAOで
活躍する
日本人⑫ FAO本部水産養殖局　FishCode-STFプロジェクト

水産情報連携調整官　杉山　俊士
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の組織や制度などが様々に異なりますので、現地
のニーズに応じて柔軟な対応が求められます（写
真2、3）。なにしろ「サバ読み」が横行している
のが水産統計・情報の世界ですから、地道な努力
を継続して小さな成果を積み重ねていく作業とな
りますが、こうした努力なくして持続的な水産資
源の利用は望めないとの使命感のもとに日々業務
に精を出しています。

私が国際協力に携わるようになるきっかけは、
青年海外協力隊1としてソロモン諸島に派遣され
たことでした。いろいろな意味でもがき苦しんだ
3年間でしたが、太平洋の小さな離島で養った現
場感覚は現在の業務を遂行する上でも役立ってい
ると感じています。その後、留学、JICAジュニ
ア専門員2、JICA技術協力専門家、国際協力総合
研修所での人材育成業務などを経て、FAO勤務
に至りました。当初はAPO3としてFAOのアジア・
太平洋地域事務所（タイ）に配属され、その後ロー
マ本部へ異動しました。
職務内容、すなわち開発途上国における水産開

発に携わること
に第一義をおい
てきた結果、ほ
ぼ3年周期で転
職や異動を繰り
返す「根無し草」
のような生活と
なってしまいま
したが、それぞれに異なる組織風土・体制のもと
で分野課題に取り組むなかで、あるいは多くの国
の水産行政官や漁民とともに問題解決に取り組む
なかで、自ら学ぶことも非常に多いと感じていま
す。
現在の業務は、プロジェクトであるがゆえに期

間限定の業務ですが、今後もどのような形であれ
魚くさい仕事を続けていくつもりです。

1 www.jica.go.jp/activities/jocv/index.html参照
2  将来にわたり国際協力分野での活動を志望する人を対象に、JICAの実務

に携わる機会を提供する研修制度。詳しくはwww.jica.go.jp/recruit/
index.html参照

3  Associate Professional Officer：将来国際機関で働くことを希望してい
る邦人のために、一定期間国際機関で職員として働くなかで正規職員と
なるために必要な専門知識・経験を積む機会を提供する制度。APOは
FAOにおける呼称で、日本ではアソシエート・エキスパート（AE）と呼ば
れている。詳しくはwww.mofa-irc.go.jp参照

バヌアツで実施した漁民が自ら収集した情報に基づいて水産資源管理計画を
策定するためのワークショップ（写真3）

インドネシア、アチェの津波被災地。漁民は自然災害に対しても脆弱な立場
にある

いつまでこうした豊かな収穫を続けることができ
るだろうか？

ナイジェリアで行った連邦水産局主催会議への技術支援

調査で訪れたソロモン諸島で13年ぶりに再会した友人家族。筆者（後列中
央）の隣の青年は「スギ」と名づけられた友人の息子
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出典：�“State�of�the�World’s�Forest�2007”�p.64,�FAO,�2007

　現在、世界には約40億haの森林があり、陸
地の約30％を占めています。
　FAOの調査でデータが得られた229ヵ国のう
ち、森林面積が国土の50％以上を占めている
国が43ヵ国ある一方、森林面積が10%以下の
国は64ヵ国にのぼります。
　世界の森林面積は、1990年から2005年
の間に約3%減少しています。各国の取り組み
により減少のペースは緩やかになっているもの
の、2000年から2005年の間にも平均732
万ha（北海道とほぼ同じ面積）の森林が毎年失
われています。中でもアフリカは燃料の多くを
木材に頼っており、年間400万haの森林が減
少しています。原油価格の上昇により、貧困国
では森林への負荷がますます高まっています。

FAOの森林マップ

世界の森林面積　2005年
Forest area in the world 
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国土に占める森林面積の割合（％）

FAOの森林マップ

世界の森林面積　2005年
Forest area in the world 
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中国

インドネシア

ベトナム

マレーシア

シンガポール

カンボジア

ラオス

タイ

ビコール地方
フィリピン

ミャンマー

A C

B

フォトジャーナル 

フィリピンビコール地方における
農漁業復興に向けた災害緊急支援の現場
FAO フィリピン事務所
Associate Professional Officer　平井　華代

台風国家フィリピン
　フィリピンには毎年、6月から11月ごろまで20
もの台風が通る。2006年には9月末から12月ま
での10週間だけで、全国79州のうち62の州でミ
レーニョ、パエン、レミン等の大型台風に立て続け
に見舞われた。特に、ミレーニョの襲来ではマニラ
の市街地でも、巨木が多数倒れ、数日間にわたり停
電となった。また、各地では民家、農地、学校、保
健センターなど人々の生活に欠かせない重要な基盤
が大きな被害を受けた。

ビコール地方の被害
　ビコール地方は、台風の通り道にあたるルソン
島南東部に位置し、恒常的に台風被害を受けてい
る。中でも、2006年の相次ぐ台風によるアルバ
イ州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、ソル
ソゴン州の被害は壮絶であった。被災者総数65万
人、うち死者1,158人、負傷者3,235人、行方不
明者891人にのぼり、30万人余りもの人々が自宅
から避難を余儀なくされた。さらにアルバイ州に位

台風被害を乗り越えて
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I

置する活火山マヨンで発生した土砂崩れによる死者
は1,000人にものぼり、1万3,000人もの人が被
災した。未だ約3,000世帯が避難所で生活し、約
4,200世帯が簡易シェルターや親戚などの家に避
難している。

　ビコール地方では住民の約6割が農業・漁業に
従事し、コメ、トウモロコシ、アバカ（マニラ麻）、
ココナッツ、野菜、果実などの栽培により現金収入
を得ている。台風は生活の糧となる農地、農作物、
かんがい設備などの農業インフラを直撃した。全体
の3分の1に及ぶ3万haの稲作農地とココナッツ農
地、アバカ農地が深刻な打撃を受け、パイナップル
やバナナなど商品作物の多くが失われた。漁業も、
漁船や養殖場などが破壊されるなど大きな被害を受
けた。さらに、家屋は損傷し、生計を立てる手段を
失ったまま通常の生活に戻れない住民が多数にの
ぼった。

A	 	アルバイ州マヨン火山。活火山は土砂崩れを起こし約
1,000人もの住民の命をのみこんだ

B		マヨン火山の麓。土石流により1,000人もの命が失
われた。その壮絶な様子が、ふもとに流された大きな
石と根こそぎえぐられた木から窺える

C	 	被災者用に建設された仮設住宅。現在でも仮設住宅や
避難所での生活を余儀なくされている

D		仮設テントで住民たちは不便な生活を営んでいる
E	 	農具、野菜種子、堆肥を被災者に供与。生活に直結した
支援は地元政府や被災者に歓迎された（写真中央は鶴
見FAOフィリピン事務所長）

F	 	アルバイ州レガスピ市内タイサン再定住地にて野菜
生産の技術指導を実施した

G	熱心に耳を傾ける被災者女性たち	
H		レガスピ市タイサン再定住地にて。農民たちは供与さ
れた農具と野菜種子や堆肥を使って野菜の再生産に
乗り出した	

I	 	アルバイ州ティウィにて被災漁師に海草・海ブドウの
苗を供与。地元特産海産物の海ブドウはマニラにも出
荷されていたが、台風により大きな被害を受けた
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	J,K		南カマリネス州バト湖にて、供与されたティラピアの稚魚の
入った袋が運び出される

	L	 ソルソゴン州のキドログ村にあるタラバンGK再定住地	
	M	 	カタンドアネス州サンアンドレスにてヒヨコの供与式
	N	 	カタンドアネス州バトにて、供与のためのヤギを車から降ろ

す。農民がヤギの首に首輪をつけている
	O	 	プロジェクトリーダー（Dr.	Jaime	Montesur）	によるアルバ

イ州地方政府の農業技術者への事業説明
	P	 	プロジェクトチームと地元の農家団体、自治体関係者との意見

交換。各地方で地元のニーズに即した援助が行われるように細
かい意見交換や調整がなされている（写真はソルソゴン州カス
ティリア）

FAOの災害緊急支援　
　2006年12月5日、フィリピン政府の要請を受
け、国連は人道援助緊急アピールを行った。FAO
は、即座に被害調査に参加し農業復興の緊急計画に
貢献した。人道援助に供与された1,500万ドルの
うち、FAOには10万ドルが割り当てられ、「ビコー
ル地方被災農民・漁師の食糧安全と生計緊急支援事
業」を実施した。これにより、約7,200世帯の農
家と570世帯の漁民に対し、穀物・野菜種子、堆肥、
家畜、農漁業器具等を供与した。また、日々の食料
にも困難をきたしている農民の食料生産力を再建さ
せ生計を向上させるために、生産性を上げる栽培方
法や有機堆肥の作り方、収穫後の加工方法、販売促
進方法を技術指導した。生活の向上に直結するFAO
の支援は、被災者から大きな歓迎と感謝を受けた。

　アルバイ州レガスピ市タイサン再定住地や南カマ
リネス州バラタン村の被災農家は「再定住地に移ら
ざるをえなくなり日々の食料や現金収入が途絶えが
ちだったところに、野菜の種をいただけて本当にう
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れしい。これで野菜を育て、自家用の食料にもでき
るし、市場で売って現金収入も得られる」「いただ
いたヤギを増産させ食肉を市場で売ったり、鶏が産
んだ卵で現金収入源が増えた」「被災した後は生計
を立てるすべもなく、子どもが学校を休まざるを得
なかった。でも今は子どもも学校に戻ったよ」など
と喜びの声を聞かせてくれた。

　さらにFAOは、農業省や地方政府と協力し、スペ
イン政府からの拠出により昨年末より地元の主要農
産物であるアバカとココナッツ農家を中心に支援し
ている（「ビコール被災地域における農業資材供与
及び技術支援を通じた食糧生産回復支援事業」）。台
風被害の多いこの地方を、将来の災害時にも対応で
きる足腰の強い地方にしたいという地元の願いに応
え、野菜や果樹などの栽培を推進し、収入源の多角
化と食料の安定的確保、生産増大を図っている。ま
た、コミュニティの組織強化や土壌保全などの中長
期的視野に立った災害対策支援も進めている。

Q	�ココナッツは台風で大きな被害を受けた。ココヤシの果実の胚乳を乾燥
させるコプラ作りは、ソルソゴン州の小規模農家にとって重要な現金収
入源となっている。本事業ではココナッツの苗木を供与し、再植林と再
生産を支援している

R��地元テレビ番組にて、プロジェクトリーダーとソルソゴン州知事が当事
業について対談を実施

S	�プロジェクトの具体案について、地元農家との意見交換が重要（アルバ
イ州タバコ市にて）

T	�果樹の苗木を供与し、アグロフォレストリーを推進（アルバイ州セント・
ローデス村にて視察を行うプロジェクトチーム）

U��栽培農作物の多様化によって災害の際にも耐久力のある農村づくりを
めざす
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