
食料・農業・農村製作審議会農村振興分科会農業農村整備部会 

平成１５年度第２回国際小委員会議事録 

日 時：平成１６年３月２３日（火）１０：００～１２：００ 

場 所：虎ノ門パストラル 新館５Ｆ 『オーク』の間 

 

○林田事業計画課長  本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただきま

して誠にありがとうございます。只今から、農業農村整備部会平成 15 年度第２回国際小委員会

を始めさせていただきます。 

 それでは、開会に当たりまして、太田農村振興局長からご挨拶申し上げます。 

○太田農村振興局長  おはようございます。農業農村整備部会平成 15 年度第２回国際小委員

会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の先生方におかれましては、大変ご多忙中にもかかわらず本日はご出席を賜り厚く御礼

申し上げます。 

 昨年９月にメキシコ・カンクンで開催されました「第５回ＷＴＯ閣僚会議」は残念な結果と

なりましたが、今後のＷＴＯ交渉の結果は、世界の食糧安全保障や農業開発にも大きな影響を

及ぼすものであると考えております。ＷＴＯ交渉におきまして、各国の多様な農業の将来にわ

たる共存ということを基本理念とすべきと考えており、今後の交渉は、食料安全保障等の非貿

易的関心事項が適切に反映されるような新しい貿易ルールの確立に向けて努力を続けていくこ

ととしております。 

 また、メキシコとの経済連携協定締結交渉につきましては、今般、大筋合意に達したところ

でございます。今後は本協定締結の効果、影響に留意しながら、我が国の農業の競争力の強化

を推進することとしております。それと同時に、我が国の農政全般にわたる改革について、ス

ピード感をもった改革を進めていくこととしております。 

 さて、本年度の国際小委員会では、昨年９月末に東京においてアフリカ開発会議が開催され

るなど、国際社会がアフリカの開発問題への関心を高めていることから、アフリカ地域、特に

サブ・サハラアフリカ地域を対象に、その協力のあり方についてご審議いただいております。

今回は、前回の議論も踏まえ、サブ・サハラアフリカ地域の協力のあり方にかかるとりまとめ

のご審議をお願いしたいと考えております。 

 また、昨年８月には政府開発援助大綱が改定され、農林水産省といたしましても、農業農村

開発協力の進め方につきまして、新ＯＤＡ大綱を踏まえた所要の見直しを実施することとし、

今回、この見直しの基本的考え方についてご提案し、ご審議いただきたいと考えております。 

 また、本日は、昨年９月にフランス・モンペリエにおいて開催されました国際かんがい排水

委員会第 54 回国際執行理事会の結果につきましてご報告するとともに、今年２月に開催されま

した国際水田・水環境ネットワーク設立の準備会議につきましてもご報告申し上げたいと考え

ております。委員の先生方におかれましては、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上

げまして、簡単ではございますが開催に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

 なお、私は国会の関係で席を立ちますが、ご了承いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○林田事業計画課長  本日は、下村委員、水谷委員、目黒委員におかれましては、所用によ

りご欠席とのご連絡をいただいております。 

 それでは、以降の議事の進行につきましては、高橋小委員長にお願いいたします。 

○高橋小委員長  それでは、お手元に本日の議題をお配りしてございます。それに従って進

めてまいりますが、第１の議題は「アフリカにおける農業農村開発分野の協力の方向」でござ

います。國安室長、ご説明をどうぞ。 

○國安海外土地改良技術室長  それでは「アフリカにおける農業農村開発分野の協力の方向」

についてご説明いたします。資料につきましては、右上に資料－３と書いております資料を中



心に説明させていただきます。参考資料－３がございますけれども、これにつきましては、何

かご質問等ございましたら活用させていただきたいと思います。また、追加的に１枚紙で色刷

りの地図を配っておりますけれども、これは委員長の方からご指摘がございました点につきま

して用意しましたもので、後程説明させていただきます。 

 それでは、資料－３でございます。まず表紙をめくっていただきますと目次がございますけ

れども、３つに分けた構成になっております。まず前回小委員会での検討経緯をご紹介させて

いただきまして、それに基づきまして、検討の考え方ということで、地域の特性に合わせて４

つのグループに分けて考えるという基本的な考え方をご紹介させていただきます。３番目とし

まして、それらのグループごとにおける協力方向の検討ということで、内容の紹介になってお

ります。 

 １ページでございます。前回、９月９日に行われました第１回小委員会におきましては、サ

ブ・サハラアフリカの 42 ヵ国を、西、東、中央、南の４つの地域に分けまして、その中から９

つの代表的な国を抽出して、それぞれの地域の特徴をご審議いただきました。ただ、地域ごと

の区分でございますと、なかなか地域の中にも開発の程度が進んでいる国、そうでもない国、

可能性が多く残されている国、あるいは既に開発されている国とばらつきがございましたので、

こういう地域区分ではなくて、別途開発の協力のあり方の似通った国のグループに区分がえを

した形で今回ご提案しております。 

 一番下のアンダーラインを引いております部分ですけれども、前回の議論の中で、「地域毎・

国毎に大きく（課題が）異なることから、国別に更に検討を深める必要がある。」というご意

見をいただいておりまして、それに基づいた検討をさせていただいております。 

 ２ページは「検討の考え方」でございます。まずグループ分けをするとご紹介いたしました

けれども、それに当たりましては、開発の現状、可能性、さらにアフリカにおきましては砂漠

化等がいわれていますけれども、それらに対応して土地資源の保全という３つの指標を設定い

たしまして、それぞれの国を課題別の類似のグループに分類するという方向で検討しておりま

す。開発の現状につきましては、国連開発計画等で推奨されております人間開発指数を用いる

ことにしております。可能性につきましては、ＦＡＯのデータを活用しました国民１人当たり

の未利用かんがい可能面積、土地資源の保全の指標につきましてもＦＡＯのデータを使ってお

りますけれども、土壌劣化の激しさということで、それぞれ分類しております。なお、人間開

発指数につきましては、42 ヵ国のうちリベリアとソマリアにデータがないということで、具体

的には残りの 40 ヵ国が検討の対象になっております。 

 次でございます。まず「開発の現状」指標の選定ですけれども、先程ご紹介しました通りＵ

ＮＤＰが提唱して広く利用されている人間開発指数（ＨＤＩ）を採用しております。これは、

平均余命や、１人当たりのＧＤＰ、識字率、就学率を総合的に判断して、その開発の程度を指

数化したものでございます。これを使うに当たりまして、今回の農業農村開発の協力方向の検

討にも妥当であるかという検証を行うため、農業経済活動人口１人当たり耕地面積等の指標と

の関連をチェックしてこのＨＤＩを使うことの妥当性を検証しております。 

 ４ページにグラフを描いております。ＨＤＩとそれぞれの指標との相関につきましては、 0.8

以上のかなり高い指数になっております。栄養不足人口比率につきましては、若干係数として

は小さいですけれども、緩やかな負の相関があるということで、これも関連付けられると考え

ております。ただ、前回検討いただきました地形的な南、東、西、中央という地域区分の傾向

は特にみられないということがいえると思います。 

 続きまして、「開発の可能性」の指標で使っているのが、国民１人当たりの未利用かんがい

可能面積です。これに関しましては、未利用水資源量や、未利用かんがい可能面積等が考えら

れますけれども、今回採用した未利用かんがい可能面積を算定するにあたっては、ＦＡＯの方

でかんがい適地面積と農業用水の資源量、必要単位用水量ということで、単に水資源だけでは

なく、地形条件や土壌条件も踏まえた利用可能面積を示しているということで、総合的な開発

の可能性を指し示すものと理解しております。 

 この数値を使うにあたりまして、開発の可能性が高いか低いかという線を引かなければいけ

ないのですけれども、線引きの部分につきましては、国民１人当たりのかんがい可能面積は 

0.1ha ということで設定しております。これの根拠につきましては、右下の図にありますけれど



も、サブ・サハラアフリカの栄養不足境界値は、１人１日当たり 1,830kcal、それに必要なか

んがい可能面積ということで 0.1ha を算出し、それより上か下かということでグループ分けを

しております。 

 次のページでございますけれども、このような開発の現状と可能性の指標による分類におき

まして、まず現状の方から、左下のグラフにありますけれども、右側と左側、緑色の部分とそ

の他の部分ということで２つに分けております。右側の部分がＨＤＩが 0.5 以上ということで、

人間開発中位国に属しております。左側が 0.5 以下ということで人間開発低位国になっており

ます。 

 人間開発低位国のグループをさらに２つに分けてまして、②の部分、青い部分と③④の下の

部分でございますけれども、上の部分がかんがい可能面積が 0.1ha 以上ということで、開発可

能性の高い国、ピンクの部分が低い国というように２つに分けております。このように３つに

分けた段階では、まだサブ・サハラ全体の 40 ヵ国のうちの 25 ヵ国がピンクの部分に入ってお

り、グループとしては比重が大き過ぎるということで、さらに冒頭に説明しました土地資源の

保全指標で細分類をいたしております。 

 ６ページの図で、右側の地図の中に国名を書いておりますけれども、この国は、前回の委員

会でご検討していただきました９ヵ国でございまして、この９ヵ国のうちコンゴ民主共和国は

青い部分ですので、開発可能性の高いところ、南アフリカはＨＤＩの高いところとなっており

まして、残りの７ヵ国がすべてピンクの部分に属しております。この辺りを特に注目して、土

地資源の保全指標に当てはめてみるとどのようになるのかというのを７ページに書いておりま

す。 

 左側に横の棒グラフがございますけれども、前回検討していただいた９ヵ国の中にも、右側

の方に土地劣化指数ということで書いておりますけれども、土地の劣化の激しさにばらつきが

ございます。ＦＡＯの報告書では、国の中で軽度の部分、中程度の部分、重度の部分、極度の

部分というのが割合で示されておりまして、今回はこれを加重平均をして数値化し、国全体が

極度の土壌劣化という国を 400 ポイント、全然土壌劣化が現れてないというところを０ポイン

トということで、０～ 400 の間で指数化したものを土壌劣化指数として使用しております。こ

れをアフリカ全体でみますと、８ページになりますが、アフリカ全体の平均値が 145 ポイント

になっております。 145 を中心に先程のピンクの国、25 ヵ国の部分を分けると下の図のように

なります。これでも土壌劣化の重度の国がかなり多いのですけれども、25 ヵ国がこれで２分さ

れたということになります。これらの３つの指標を使って４分類した国の地理的な分布が次の

ページにございます。 

 緑、青、オレンジ、ピンクで色分けされていますが、自立発展がある程度見込める国が７ヵ

国ということで、南アフリカを中心に緑色の国が分布しております。土地・水資源に開発優位

性を有する国が水色で８ヵ国ございますけれども、これは中央アフリカを中心に分布しており

ます。開発の優位性を示す国々の特徴としては、これまで国内紛争等で開発自体が遅れていて、

まだ今後に余力が残されているという国ではないかと考えております。 

 オレンジの部分は、土地資源の保全の必要性が低い国ということで、西アフリカの西部とジ

ンバブエ、マラウイになっておりますけれども、これらにつきましては、保全の必要性が低い

国というと、余り土壌劣化が激しくない国というような感じもするのですけれども、農地とし

ては、逆にいうと荒れる危険性のあるところは既に砂漠化されていて、そのほかのところは安

定しているというような国もあるのではないかと考えております。 

 ４番目の保全の必要性が高い国につきましては、まだそこまで砂漠化されてない部分が残っ

ていて、保全の必要性が高い国ではないかと考えております。それがピンクの部分で、西アフ

リカと東アフリカ、両端に分かれておりますけれども、19 ヵ国ございます。 

 これらの４グループにつきまして、それぞれ課題と対応を考えていきたいと思っております。 

 10 ページでございます。今の４つのグループをそれぞれ資源的制約要因が激しい国から緩い

国、社会・経済的制約要因が激しい国から緩い国という形で位置付けておりますけれども、ピ

ンク、オレンジ、水色が上の方に分布しております。ＨＤＩの高い国が、自立発展がある程度

見込める国ということで下に位置しておりますけれども、まずピンクの国、④のグループでご

ざいますけれども、このグループとしては、水資源の現状としては干ばつの常襲地域である。



土地資源においては砂漠化の進行が著しい国で、自然条件の厳しい国になっております。 

 オレンジの部分は、土地資源としては保全の必要性は低い、農業につきましては、施肥の量

が他のグループに比べて多いという特徴を有しております。 

 右側の②のグループでございますけれども、ここでは、水資源・土地資源とも開発可能性が

比較的高く、農業はキャッサバ等の澱粉類の栽培を中心としている国が多いということでござ

います。社会状況としては、内戦、紛争が多発しているという特徴がございます。 

 ①の緑の部分につきましては、ある程度自立発展が見込めるのですけれども、その中で、社

会状況としてＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染率が高いという特徴がございます。 

 それらのグループの中で、開発協力の方向でございますけれども、まずピンクの保全の必要

性が高い国につきましては、土地資源をまずオレンジの部分にもっていくことが必要ではない

かということで、「協力の方向④」と書いていますけれども、砂漠化防止対策であるとか、栄

養不足や貧困の解消の中でも、ネリカの普及と併せた土壌保全対策が必要ではないかと思って

おります。 

 こういう方向にもっていった後、あるいはそれと併せた形で、「協力の方向③」とございま

すけれども、乏しい水資源等の中でも、ウォーター・ハーベスティング等の天水利活用技術を

導入して、栄養不足や貧困の解消に努めなければいけないと考えております。 

 開発の優位性がいまだ残っている国々につきましては、「協力の方向②」ということで整理

しております。地域の現状に応じた規模のかんがい開発を行うこと。また、紛争内戦が多発し

ていた国が多いということからも、グッド・ガバナンスの強化であるとか、復興支援への対応

が求められると思っております。 

 これら３つのグループを合わせた形で、大きな横長の矢印がございますが、共通課題を挙げ

ております。米・根茎類を主食とする国がそれぞれございますけれども、それぞれにおいて主

食の増産、食料の増産を行う。貧困対策として農家収入の向上、あるいは農村女性の過重労働

の解消というような共通課題があるのではないかと思っております。これらの「協力の方向」

①②③④を整理したものが次のページにございます。 

 図の中央辺りに「協力の方向」ということで書いておりますけれども、これを大きく３つの

テーマに分けております。①②③のグループに共通する課題として、栄養不足や貧困の解消が

あります。２つ目のテーマとして人間中心の開発を、復興支援等を通じて考えていかなければ

いけない。３つ目の地球環境の保全につきましては、砂漠化防止対策等を通じて貢献していき

たいと考えておりまして、これらの課題につきまして、焦点を絞って優先的に取り組む協力の

方向ということで、適切かつ実効性のある協力を行っていきたいと考えております。 

 それと並行して、より効率的、効果的な協力を実施するという観点から、右下に書いており

ますけれども、国際機関やＮＧＯとの連携、南南協力、広域協力を積極的に進める必要がある

と理解しております。 

 以降、協力の方向の①②③④と手法につきまして、具体的に述べさせていただきます。 

 まず①の部分の「共通課題に対する協力の方向」でございますけれども、まず１点目が、稲

作に対する協力ということで、ネリカの開発・普及による主食の増産を挙げております。前回

の小委員会でもご紹介させていただきましたが、現在、西アフリカを中心に、ネリカの開発・

普及が広がっております。国としては、ギニア、コートジボワールを中心に現在普及が行われ

ておりまして、アフリカ全体で２万 ha 以上のネリカの生産が既に始まっております。これらを

活用しまして、陸稲ネリカの増産が西アフリカを中心に進められておりますけれども、それと

併せて土壌侵食等の防止対策も行っていきたいと考えております。 

 水資源等で開発ポテンシャルの高い地域におきましては、現在開発中の水稲ネリカが、早け

れば今年中に品種登録される見込みもございますので、その普及に備えまして、ワジの活用等、

小規模かんがい技術の開発に取り組んでいきたいと思っております。 

 続きまして、米以外の根茎類を主食とする国における対応ですけれども、サブ・サハラアフ

リカにおきましてキャッサバ等を中心としている国は９ヵ国ありますが、これらの国に対して

は、土壌保全、地力増進を図りつつ土壌劣化対策に配慮することが必要ではないかという理解

でございます。９ヵ国のうち、ガーナ、ベナン、コンゴ共和国の３ヵ国につきましては、右上

の図にありますように米の消費量が伸びております。ただ、その増加は主に輸入に依存してい



るということで、外貨の問題等もございますので、これらの国々につきましては、開発中の水

稲ネリカの導入等により、輸入の米をできるだけ国内産で賄うような対応が必要ではないかと

理解しております。 

 続きまして３点目でございます。「農家収入向上、農村女性の過重労働解消」というテーマ

でございますけれども、特に貧困削減の面からみますと、農家の当面の収入の向上が不可欠で

ございますので、これにつきましては、先程ご紹介させていただきました主食の生産と併せて、

作物の多様化によりまして野菜等の栽培を通じて換金作物を導入していくということが考えら

れると思います。そのための低投入型小規模かんがい技術の開発が必要とされているというこ

とでございます。 

 前回の小委員会でご議論いただきましたけれども、生産物を市場にもっていくためのアクセ

スが不足しているというご指摘がございましたので、それを踏まえまして、農道の整備等によ

りまして輸送体制、あるいは市場アクセスを確立していくということがテーマとしてあると思

います。 

 女性につきましては、過重労働解消ということがうたわれておりますので、計画段階から女

性の参加を進めて、よりこういう課題に対処した計画をつくっていくということが必要ではな

いかと思っております。 

 続きまして 15 ページでございます。開発優位性を有するグループということで、水色の国々

に対する協力の方向でございますけれども、まずこれらの国は、かんがい農業のポテンシャル

が高いにもかかわらず導入が進んでいなかったということが考えられますので、単にほかのグ

ループのような小規模開発にこだわらず、水資源、あるいは土地資源の現状に応じた適切な規

模のかんがい開発を進める必要があるのではないかと思っています。特にこのグループでは、

８ヵ国中７ヵ国において、近年 10 ヵ年の中で紛争や内戦が発生しているということから、グッ

ド・ガバナンスに立脚した計画策定であるとか、あるいは農業農村機能の再構築を図る復興支

援の中で、村の住民の参加を十分踏まえた協力の手法を活用していくということが必要ではな

いかと思っております。 

 続きまして、グループ③の土地、水資源の開発可能性が低く土地資源の保全の必要性が低い

国、オレンジ色で塗られた国でございます。これらの国につきましては、かんがい用水の大幅

な増加が期待できないということから、天水をより有効に活用して生産量を増やすウォータ

ー・ハーベスティングの導入、あるいは限られた農業用水を効率的に住民が管理して維持して

いくという手法を促進するために、現在ＷＦＰで行われておりますフード・フォー・ワーク等

の手法を活用して、小水路の建設と農民の水路補修技術の向上を併せて図るという方法が考え

られるのではないかと思っております。 

 右下に、西アフリカにおけるウォーター・ハーベスティングの事例であるとか、フード・フ

ォー・ワークの事例をそれぞれ写真で述べております。 

 最後のグループ④「土地資源の保全の必要性が高い国」でございますけれども、これらの国

につきましては、土壌劣化の進行をまず阻止する必要があるということで、現在、農村振興局

の関係で西アフリカを中心に砂漠化防止対策の調査を実施しております。それらの成果、技術

マニュアル等を生かして、周辺国へ継続的に展開していくということをまず考えております。

それと併せまして、西アフリカで培った技術、ノウハウを、東アフリカにおきましても活用す

るという観点から、右下にイメージ図を描いておりますけれども、ある程度期待できる降雨を

もとに水資源、森林の下草、家畜のふん尿等を循環させて、農業、森林、牧畜を有機的に連携

させた技術の開発が考えられるのではないかと思っております。 

 これらのグループ全てに共通する手法でございますけれども、協力の手法として、国際機関

やＮＧＯとの連携、あるいは南南協力、広域協力という観点が求められるということです。特

に南南協力の事例ということで、タンザニアで行われている研修のイメージ写真がありますけ

れども、タンザニアにおきまして周辺国に対して実施している研修の中に、インドネシアから

来た講師が、水牛による圃場耕起方法を教えているという実例がございます。これらのように、

アフリカだけに限らず、アジアも含めた形で南南協力を実施していくということが、ＴＩＣＡ

ＤⅢで合意された協力の方向にもかなうのではないかと思っております。 

 右側の方にございますけれども、既にある程度成熟した機関、例えばジョモケニヤッタ農工



大学というようなものがございますので、それらを活用して、広範囲に、広域的な協力を行う

ということ、あるいはＮＧＯとの連携を強化するということによって、より一層協力の効率性

を高めていくことができるのではないかと思っております。 

 次のページは、それぞれのグループにおきます特徴を一覧表として整理したものでございま

す。 

 最後に１枚、委員長からご指摘をいただいて追加した資料でございますけれども、アフリカ

における米の位置付けということで整理しております。地図が２つございますけれども、左側

の方は、1961 年からの 40 年間で、摂取カロリーにおける米の割合が変化した図でございまして、

濃い青い部分が 10％以上増えた国になっております。 

 それらを受けまして、右側に 2001 年での摂取カロリーに占める米の割合がございますけれど

も、先程紹介した増えた国に加えて、もともと米の摂取カロリーが多かったセネガル、リベリ

ア、マダガスカルを含めた国が、現状では 20％以上のカロリーを米に依存しております。ちな

みに日本の場合は 22.8％が米に依存していますので、20％というとかなりの数字ではないかと

思っております。主には、西アフリカを中心に米中心の国が分布しておりまして、そのほかの

東アフリカ等におきましても、米の生産の増加に伴いまして米の消費も高まっていくという相

互作用によって米の比率が次第に高まっているということも報告されております。 

 こういう現状と併せて、日本の開発に対する技術の蓄積といった、開発優位性をアフリカで

活用していくという面からも、米を通じた開発ということもひとつのテーマとして日本に優位

性があるのではないかと思っております。以上でございます。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 只今のアフリカでの農業農村開発での協力の方向についてご報告いただきました。どうぞ委

員の先生方、ご自由にご発言いただければと思います。ご意見、ご質問などお出しください。 

○稲永専門委員  前回欠席していますので、誤解があるかと思いますが、４点ほど質問させ

ていただきたいと思います。 

 今日、後の議題でＯＤＡ大綱の見直しを受けてとありますが、この支援の対象といいますか、

調査対象というところで挙げている国々、我が国の安全と繁栄という観点からもこうだという

ことを、農業的な観点だけではなくて、なぜこういう国を取り上げられるのか。言葉はちょっ

と言い過ぎかも知れませんが、国益という観点から、これらの国に支援することが我が国の国

益にどの程度結びつくのか、常任理事国入りするとか、貿易上そういう様々なことがあります。

そういうところからの評価も、たとえ農業分野であっても加えた方がよろしいのではないかと

思います。それについてご検討いただきたい。 

 細かいことまで揚げ足をとるようで恐縮ですが、「砂漠化」という言葉と「土壌劣化」とい

う言葉が混在しています。やはりここは農林水産省ですので、砂漠化というのは乾燥の指数 

0.65 未満のところにおける土地の劣化というように定義されていますので、乾燥地でないとこ

ろの土壌の劣化は砂漠化と表現しない方がよろしいのではないか。乾燥地以外の湿潤地でも土

壌侵食等が起こっていますので、そういうものを含めると、10 ページでグループ④のところに

「砂漠化の進行が著しい」とありますが、ここに入る国が全て乾燥地に分類される国ならこれ

でよろしいですけれども、そうでない国がある場合には「土壌劣化」あるいは「土地の劣化」

という表現にしておいた方がよろしいのではないかと思います。砂漠化というのはあくまでも

乾燥地における土壌劣化のことです。揚げ足をとるようで申し訳ありません。 

 ３点目で、14 ページに女性の参加ということがありますが、これに対して具体的にどのよう

にやっていくかというのは、かなりほかの分野でも進んでいますので、単に文言を入れておく

だけでは少し物足りないと思いますので、大変でしょうけれども、これについてもぜひもう少

し武装していただきたい。 

 ４点目は、なぜネリカ米なのかということがよく分かりません。それから大学ですが、18 ペ

ージ、なぜ農業工学系に限る必要があるのか。かんがい施設の導入を最初に頭に入れて全て物

事を考えているといわれても仕方がない。もう少し違う組み立て方があるのではないかと思い

ます。ただ、かんがい施設を考える場合、その国の水資源をよく考えないと、かなり問題を引



き起こすのではないかと思います。ネリカ米についても同じだと思います。 

 以上、前回欠席しながら、お送りいただいた資料で、今日ぜひ伺ってみたい、申し上げてみ

たいと思う４点について述べさせていただきました。 

○高橋小委員長  ありがとうございます。 

 今のご質問にお答えになりますか、それとも後になさいますか。――似たようなご質問が出

ると思いますので、どうぞほかの先生方、ご発言をお願いいたします。 

○弓削専門委員  私も前回欠席していますので、もしかしたら少し重複したコメントかもし

れません。先程のコメントの３番目の女性の参加ということに関連して、ジェンダーの視点か

ら１つコメントさせていただきたいと思います。 

 11 ページの表の協力の方向というところで、農村女性の過重労働の解消と計画段階からの女

性の参加と２ヵ所に女性について書かれておりますが、これは非常に重要なことだと思います。

これらも重要なのですが、それ以外の部分、例えば人間中心の開発の部分でのグッド・ガバナ

ンスの強化ですとか、むらづくりの協力というほかの部分でも、ジェンダー平等の視点と女性

のエンパワーメントの２つの課題は、必要であり、かつ重要ではないかと考えます。国際社会

では、ある一定の部分だけでジェンダー平等と女性のエンパワーメントについて考えるのでは

なく、全てのものに適用されなくてはいけない横断的な課題というふうに捉えられております。

そこのところは、どのようなお考えなのかを教えていただきたいと思います。これが第１点で

す。 

 第２点目は、統合的アプローチ、包括的アプローチについてです。農村開発の中には農業以

外の部分もたくさんあり、グッド・ガバナンス、雇用の問題、また紛争後の復興ですとか、そ

の中で和解の問題についてもご説明がありました。他にも民族的な課題、帰還兵士や難民の社

会復帰という非常に幅広いものが含まれており、農地については、そこに埋められている地雷

の除去という課題もありますし、また地雷で障害を負ってしまった人達の被害者支援というこ

とも必要になります。そういう意味では非常に広い範囲のものが農村開発の中に含まれます。

どのようにこの広い範囲のいろいろな課題に効果的に対応できるのかということで、日本の中

での省庁間の協力がどのように進められているのか、多分１つの省庁だけでは十分に対応でき

ない部分もあるのではないかと思います。また途上国の方でも、多分地雷除去ですとかコミュ

ニティ・ディベロップメントということで、いろいろな省庁間の役割が分かれているのではな

いかと思います。そういう意味では、ドナー側である日本、そして当事者である途上国側の中

のマルチセクトラルなアプローチを進めていくためにはどのようにすればいいのかということ

を、教えていただけたらと思います。 

○高橋小委員長  ありがとうございます。 

 どうぞほかの先生方からもご発言下さい。 

○河野専門委員  僕も前回欠席していますので、少し的外れなところもあるかと思いますが、

３点ほど質問させていただきたいと思います。 

 １つは、５ページ、未利用かんがい可能面積 0.１ha というのが１つの指標にされております。

ここでも稲永委員からのご指摘がありましたように、これは、かんがいして米をつくるという

ことを前提にした指標ですね。東南アジアならいざ知らず、アフリカでかんがいした米をもと

に国を分けていくというのは本当に適切なのかどうかというのは少し疑問に感じました。 

 ２つ目は、グッド・ガバナンスについてです。僕自身は余りアフリカの経験がないのですが、

いろいろ耳学問、あるいは本で得た知識からいうと、ガバナンスが欠落しているのがアフリカ

の大きな特徴だと思うのです。今回この４つのグループに分けられた中で、人間の開発指数の

中には若干そういう要素が入っているかも知れませんが、これは直接的ガバナンスを扱ったも

のではないと思うので、どういうガバナンスがあるのか、それと人材の蓄積、知識の蓄積のよ

うなものがあるのかどうかということが、どういう開発援助ができるのかということと密接に

関わってきている。それをもう少し組み込まないと、このようにきれいに分けても絵にかいた



餅になるのではないかと思いました。例えば、15 ページ、「『人間中心の開発』に向けた協力

の方向」の中で、「グッド・ガバナンスの強化」という項目があります。グッド・ガバナンス

があることを前に立脚した農業農村開発をやるということで、グッド・ガバナンスを達成する

ための政策ではないわけです。恐らく具体的に農業技術を開発するのに加えて、そういうプロ

セスを通じて、グッド・ガバナンスを確立することがきっと大きな開発援助の目的になると思

うのです。それが２つ目です。 

 ３つ目は、10 ページに各グループにどのようなことが協力の方向性として挙げられるかが書

かれています。多くが、実際に農業生産を増やす、あるいは農家所得を向上させるための政策

で、その中で１つだけピンクのところの「協力の方向④」の中に地球環境の保全、砂漠化防止

対策が入っています。ピンクというのは最も資源的な制約条件が厳しくて社会経済的にも貧し

いところで、こういうところは自然環境が一番荒廃しているわけです。自然環境が荒廃してい

るから地球環境を考えて、それに対策を立てないといけない、こういう論理が通るわけです。

だけど、ここに暮らしている人が一番貧しいのです。地球環境の保全のための対策というのは、

往々にして、そこで暮らしている人達の生活に対してプレッシャーを与えるわけです。要する

に一番貧しいところに対して、更なるプレッシャーを外から与える可能性があるわけです。本

来ならば一番貧しい人達に対しては、どちらかというと彼らの生活、彼らの生業をより発展さ

せる、所得を向上させるための開発援助をもっていかなければならないのに、実際には逆のこ

とが起こることが往々にしてあるわけです。その辺りはもう少し注意を払う必要があると思い

ます。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 大分たくさんの質問が出ておりますので、中途で事務局の方からお答えをいただきながら、

また先に進めと思います。 

○國安海外土地改良技術室長  ご意見ありがとうございます。まず国益の観点からの検討と

の調和なのですけれども、稲永委員のご指摘の通り、今後ＯＤＡ大綱を踏まえて農業農村開発

協力の展開方向を検討する上で十分その辺りを留意して考えていきたいと思います。今回の検

討につきましては、その前段として、昨年、一昨年と東南アジアの地域を検討していただいた

わけですけれども、今年はアフリカということで、アフリカ全体の抱える課題、それに対して

日本としてどのような開発の方向が必要であるのかということも、いってみれば満遍なく検討

させていただいたわけでございます。政策的な観点につきましては、次の段階で考えていかな

ければいけない課題だと理解しております。 

 「砂漠化」等の用語につきましては、ご指摘いただいた通りにきちんと整理をさせていただ

きます。 

 女性の参加につきまして、稲永委員、弓削委員からご意見がございましたけれども、農村振

興局の考え方としましては、弓削委員ご指摘の通り、横断的な課題と考えておりまして、ジェ

ンダーや女性のエンパワーメントの話ですけれども、それぞれの部分に限定的に配慮が必要な

ものということではなくて、全ての分野においてその観点が必要だということで考えておりま

す。分け方がおかしいかも知れませんけれども、例えば 10 ページの図でいいますと、協力の方

向ということで横長の矢印が共通課題に対する協力ということで、これが、栄養不足や貧困の

解消のところに入っているというところが若干整理が十分ではないかも知れませんけれども、

全てのグループに対して女性の問題というのは検討が必要だと考えておりますので、より弓削

委員のご指摘を踏まえて整理させていただきたいと思います。 

 河野委員のおっしゃられたガバナンスの問題であるとか、弓削委員の省庁間の連携につきま

しては、農林水産省だけでは解決できない問題というのは十分ございます。その辺りにつきま

しては、ドナー側の協調と相手国側のカウンターパートとしてのマルチセクトラルな協調、こ

れら両方の観点から進めていくということは、ＯＤＡ大綱の中でもいわれておりますし、農林

水産省としてもそういう対応でいきたいと考えております。 

 0.１ha のかんがい可能面積を米で算定しているという観点につきましては、キャッサバでも

試算しておりまして、米よりもキャッサバの方がもう少し面積的には多く、 1.6ha 程度持たな



ければいけないのです。人口扶養能力の高い米であっても 0.１ha は必要だということで、最低

限これだけの面積は必要だという指標で出しております。必ずしも米だけで全てのアフリカに

対応するとは考えておりません。指標として理解していただければと思っております。 

 特に地球環境保全といった名目の下で、地元住民に対する対応が十分ではない危険性もある

ということにつきましては、事務局でも、特に砂漠化防止対策の中でも、地元において継続的

な農業、あるいは継続的な生産活動が展開されることによって地域の環境が保全されるという

ことが基本だと思っておりまして、継続的な生産活動、あるいは農村社会が営まれるというこ

との中で、河野委員ご指摘の点については十分踏まえて考えていきたいと思っております。以

上でございます。 

○高橋小委員長  稲永先生から、ネリカ米でいいのかというご意見があったのですが、その

点、もう少し、稲永先生の方から補足していただけると、お答えをいただき易いと思います。 

○稲永専門委員  私もどちらか、自分自身はっきりしないのですが、アフリカの人達、たま

たま私の周りの知っている人達に聞きますと、賞賛する方と、いや、あれは肥料を多量に消費

するのでなかなか広がらない。また、病害虫等についてもまだ分からないという評価なもので

すから、果たしてネリカ米を、我が国はかなり財政的には支援をしましたけれども、つくった

人は別の、ＷＡＲＤＡの外国人の研究者ですが、果たしてここまでやっていいのかと思うので

す。確かにポリティカルには取り上げてもいいと思うのです。それで、今まではされた。だけ

ど、農林水産省という技術を一番置くところは、もう少し慎重であった方がいいのではないか

というのが私の考えで、それに対して農林水産省はどのようにお考えかということでございま

す。 

○國安海外土地改良技術室長  ネリカにつきましては、今、稲永委員がご指摘されたように、

一時期のＴＩＣＡＤの枠組みの中の協力の一番画期的な、南南協力も踏まえた成果だというこ

とで大々的にうたわれたわけですけれども、いろいろ栽培していく中で問題点があるというこ

とを指摘されているということは承知しております。それに対して、ＪＩＲＣＡＳという研究

所を中心にいろいろなサポートをしておりまして、一番の利点というのは、栽培期間が短くて、

従来型の 100 日から 150 日かかるような稲に比べて 90 日ぐらいでおさまって、干ばつの被害

を免れる可能性が高いということがいわれていることは事実でございます。そのほかにいろい

ろ、今、委員指摘のような問題点があるということも理解しております。それらにつきまして

は、適性を判断いたしまして、先程言いましたようにギニアを中心に現地の普及がなされてお

りますので、その中で更に実証していき、それがどの程度実際に普及できるものなのかという

ことをチェックした上で対応を考えていきたいと思います。 

 さらに、先程ご紹介しましたけれども、天水田であるとか、かんがい水田における品種の改

良ということも進んでおりますので、それらも受けて適地適作という対応を、科学的な判断も

踏まえて考えていきたいと思いますので、よろしくご指導をお願いします。 

○高橋小委員長  アフリカの問題について、谷山先生。 

○谷山専門委員  最後のグラフの説明ですけれども、日本の摂取カロリーに占める米の割合

が 22.8％であるので、20％以上という目標を設定したというお話でしたが、日本の 50 年前は５

割以上、７割、８割が米に依存していたわけで、先程河野委員のお話にもありましたけれども、

米というのは人口扶養能力が一番高いわけですので、ある程度降雨が期待できるようなところ

は、ウォーター・ハーベスティングのような技術を導入して、米の率をもっと高めるというこ

とが、アフリカの食料問題に対しては非常に有効な手段ではないかと考えます。この指標とし

て 20％以上で十分だという話は、どうなのかなと。もう少し高くしてもいいのではないかなと

いう感じを持ちました。 

○高橋小委員長  端委員、いかがでしょうか。 



○端委員  私も他の先生方と少し似たようなことを申し上げることになるかと思うのですが、

よく承知しませんで申し訳ないのですけれども、これまでの技術援助がどういう体制で進めら

れてきたかというのは、私は関心があるといいますか、よく分からない部分です。今までいろ

いろな先生方からご発言がありましたように、単純な技術移転では物事は解決しない。例えば

主食というのは、その社会の文化を支える基盤になると思うものですから、もう少し違った見

方で、我々がやっていることを分析する必要があるのではないか。そういう意味で、今は世の

中が非常に目まぐるしく、紛争もあったりということで激しい変化をしておりますけれども、

そういうときに、少し悠長な話をしてしまうかも知れませんが、もう少しその社会の文化を、

例えばキャッサバでありますとか米というものが持ち込まれたときに、人々や社会をどのよう

に変えていくのかといった視点からも、観察というと言い方がよろしくないかも知れませんけ

れども、そういった距離のある話も、じっくりと腰を据えてとっていくといったことが少し必

要ではないかと個人的には感じております。 

○高橋小委員長  非常に大事なポイントだと存じますが、事務局から何か今のレスポンスご

ざいますか。――なければ、また後で審議することにいたしましょう。アフリカについて、一

応こんなところでよろしければ先に進ませていただきたいと存じます。 

 それでは、第２の議題でございます。「ＯＤＡ大綱の改定を受けた『農業農村開発協力の展

開方向』見直しの基本的考え方」に関してでございます。 

○國安海外土地改良技術室長  続きまして、資料－４に基づきまして「ＯＤＡ大綱改定を受

けた『農業農村開発協力の展開方向』見直しの基本的考え方」をご説明させていただきます。

表紙をめくっていただきまして、構成でございますが、まずＯＤＡ大綱の改定の内容につきま

して若干紹介させていただきまして、それを受けて、今後の見直しの考え方ということで紹介

させていただきます。 

 まず「ＯＤＡ大綱の改定」につきましては、１ページでございますが、「改定の背景」とい

たしまして、前ＯＤＡ大綱が 1992 年６月に閣議決定されたということで、それ以来、10 年以上

が経過している。その中でＯＤＡを取り巻く情勢が大きく変化しているということが背景にご

ざいます。内容としては、一回、援助疲れということで、途上国への開発援助ということが下

火になった時期がございますけれども、近年また見直されてきている。それから「貧困削減」

「人間の安全保障」「平和構築」といった新たな観点が出てきている。国内的に目を向けます

と、厳しい経済情勢の中でＯＤＡの効率的、効果的な実施が急務になってきている。幅広い国

民参加が要請されているということがございまして、これらを受けて、昨年８月にＯＤＡ大綱

が改定されたということです。 

 今後、この大綱を受けまして、日本のＯＤＡの枠組みとしては中期政策が改定される。中期

政策を受けまして、それぞれの国別援助計画が見直されていくというのが手順となります。 

 ＯＤＡ大綱の改定の主なポイントでございますけれども、２ページでございます。新旧のＯ

ＤＡ大綱を並べておりますけれども、ピンクの部分が新しいものでございます。まず目的にお

きまして、先程委員の方からご紹介がありましたけれども、人道的見地の「普遍的価値」とい

うことに加えて、「我が国の安全と繁栄の確保」という部分が追加されております。 

 基本方針の中に、５項目めとして「人間の安全保障の視点」が追加されております。 

 重点課題につきましては、特に「平和の構築」という項目が追加されておりまして、地域に

つきましては、アジアが重点地域であるということが明記されております。その中で、アフリ

カ、中東、その他の地域も併せまして援助の分野や対象を重点化していくということが明記さ

れております。 

 続きまして３ページでございますが、４点目、援助実施の原則ということで、これまで「相

手国の要請」をもとに考えていたものを、「開発途上国の援助需要」を総合的に判断の上、実

施するということに変更しております。 

 これに併せて、⑤でございますけれども、「援助政策の立案及び実施」の部分におきまして、

政策協議の強化ということで、相手国と十分協議を行った上で政策を決めていくということが

付け加えられております。 



 ⑤の４つ目の「・」ですけれども、「国民参加の拡大」ということが追加されております。 

 更に、国民に対する情報公開ということで、ＯＤＡ白書において実施状況を報告していくと

いうことが明記されております。 

 これらのＯＤＡ大綱の見直しを受けまして、農林水産省としてどういう対応が必要かという

ことで、以下整理しております。 

 まず「農業農村開発協力の展開方向」のこれまでの取り組みでございますけれども、右の図

の黄色い部分が展開方向ということで、本委員会の前身であります国際部会でとりまとめられ

たものでございますけれども、1990 年に「農業・農村開発協力の展開方向」が１回とりまとめ

られておりまして、その後の情勢の変化を受けて、最新版としては 98 年 10 月に「21 世紀にお

ける農業農村開発協力の展開方向」がまとめられております。 

 ５ページでございますけれども、その後、５年以上が経過しているということで、この間、

ミレニアム・サミットにおけるミレニアム開発目標の制定、あるいはアフガニスタン復興支援

など、取り巻く情勢が大きく変化しています。下の図にありますけれども、緑色の部分の国際

社会共通の開発課題であるとか、水色の部分の平和の構築（復興支援）という新たに追加され

た概念がありまして、これらを含めた協力の方向を見直す視点があるということで、右下にあ

るように「ＯＤＡ大綱」を受けて、今後、本小委員会におきまして展開方向の見直しをご検討

いただければと考えております。 

 この内容でございますけれども、６ページ以降にまとめております。図の真ん中に、現在あ

る展開方向を述べておりまして、両側に、それに関係するＯＤＡ大綱の項目を述べております。

農村振興局の展開方向は、現在「４つの視点」と「５つの展開方向」ということでまとめてお

りますけれども、まずＯＤＡ大綱の基本方針にありました人間の安全保障の視点を４つの視点

の中に取り込んでいく必要があると思っております。左下の援助政策における「政策協議の強

化」であるとか「国民参加の拡大」につきましては、５つの展開方向のうちの「効果的・効率

的な協力の推進」というところで加味していこうと考えております。 

 右側に移りまして、「平和の構築」につきましては、先程の女性の問題と同様の取り扱いか

も知れませんけれども、広く全ての分野に共通してくるということで、４つの視点、５つの展

開方向の中でこの課題を踏まえていきたいと思っております。 

 「重点課題」に関しましては、左側の５つの展開方向の４番目にあります「地域の発展段階

に応じた協力の展開」というところで加味していきたいと思っております。 

 以下、７ページ以降に具体的に書いております。７ページの下半分から先ずみていただきた

いのですが、「平和の構築」につきましては、先程いいましたように４つの視点、５つの展開

方向の中で平和構築の視点を追加していくということで、かんがい排水施設等の復旧や開発の

支援、あるいは農業農村機能の再構築という観点を考えていきたいと思っております。 

 ８ページでございますけれども、「人間の安全保障」に関しましては、４つの視点のうちの

１つであります「農業振興による農村社会開発」という部分の中で、この視点も留意していく

よう追加していきたいと思っております。 

 協力の重点化につきましては、「地域の発展段階に応じた協力の展開」という項目の中で、

現在ご審議いただいておりますサブ・サハラアフリカ等の各地域における農業農村開発の協力

の方向の検討結果を反映させていきたいと思っております。 

 ９ページでございますけれども、「政策協議の強化」及び「国民参加の拡大」という部分に

つきましては、「効果的・効率的な協力の推進」という項目の中で、これらを踏まえた我々の

開発戦略の構築を考えていきたいと思っております。特に「政策協議の強化」の中では、最近

の話題として、四角で囲っておりますけれども、「現地ＯＤＡタスクフォース」という動きが

ございまして、これにつきましては、昨年の３月から、大使館、ＪＩＣＡの現地事務所、ＪＢ

ＩＣ（国際協力銀行）の現地事務所の三者を主要な構成メンバーとしまして、事務所が存在し

ている国ということで 48 ヵ国を抽出して、これらのタスクフォースの立ち上げと、立ち上げた

上での相手国政府との対話であるとか、日本のＮＧＯ、現地国のＮＧＯも交えて、そういう方

達との対話というトライアルを行っていると聞いております。 

 次にこれらの検討の進め方でございます。７ページに戻っていただきまして、上段に書いて

おりますけれども、見直し範囲が広範・多岐にわたるということで、まず見直しの基本方針を、



今回ご検討いただいた結果を踏まえて立てさせていただきまして、その基本方針に基づきまし

て、先程ご紹介しましたようにＯＤＡ政策全般としては、ＯＤＡ大綱を踏まえて中期政策が改

定される見込みでございますので、これらの動きを見守る。併せまして、現在小委員会の方で

行われております地域別の検討方法の結果を反映させていくということで、現在、東南アジア

とアフリカが検討されておりますので、今後、南西アジア、中央アジア、中国、中東、中南米

等の検討を踏まえて、これらを合わせた形で、基本方針に基づいて展開方向を見直していきた

いと考えています。それにあたりましては、先程稲永委員からおっしゃられた日本ＯＤＡの目

標に照らした課題の抽出ということもしていきたいと思っております。以上でございます。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 ＯＤＡ大綱改定後の農業農村開発協力の展開方向に関わる問題でございます。どうぞ、ご意

見、ご質問などお出しください。 

○谷山専門委員  この展開方向見直しの基本的考え方に、まず「我が国の安全と繁栄の確保」

を追加するというＯＤＡ大綱、それに基づいて農業農村整備の協力の展開方向をまとめること

は、従来私が申し上げている通り、ＯＤＡを場合によっては、国家戦略とするということで大

変いいことだと思います。そのうえで、地域別対応をいろいろ検討されるということになるわ

けでしょうけれども、別途の基本方針で人間中心の考え方を出していくとすると、中国に対す

る日本の農業農村整備の協力をもう一度考え直す必要があるのではないか。今ＯＤＡは、中国

がトップだったのが下がってきたということでありますが、少なくとも人間中心的な考え方と

いうものをとれば、中国はそもそも人権を尊重する国とは言えないのではないか。また国益的

観点からいっても、中国のＯＤＡは効果があったとは考えられません。ですから、全体のＯＤ

Ａの方向がそういう動きをするのであれば、農業農村整備の中の方針としてはどういう方向を

とるのかということを、具体的に再考されるといいのではないかと思います。 

○河野専門委員  １点だけ教えてください。人間の安全保障という概念は分かります。広く

いわれています「人間中心の開発」、これは、そことは違う概念でしょうが、これはどういう

意味ですか。 

○高橋小委員長  答えは後にさせていただいて、どうぞほかの先生もご発言ください。 

○弓削専門委員  ７ページのところで、改定後のＯＤＡ大綱をどのように展開方向に反映す

るかというところで、平和構築が出ており、それについても反映の仕方が書いてあります。平

和構築は、ＯＤＡ大綱の中の項目をみますと、平和構築の中で紛争予防、紛争下の緊急人道支

援、紛争の終結を促進するための支援、紛争終結後の平和の定着から国づくりという４つのも

のがここに書かれています。しかし展開方向の方をみると、どちらかというと紛争終結後の平

和の定着、つまり復興支援の方に重みが置かれている気がするのですが、ほかの部分も非常に

大事だと思います。例えば紛争予防という観点からみますと、土地を巡る争いですとか、水資

源、そのほかの資源を巡る争いに関してどのように農村開発が関与していけるのか、それらを

どう改善できるのか。どのような農業農村開発活動が紛争予防に貢献できるか、また紛争勃発

を防止することができるのか、どのようにすれば民族間、また異なる種類の人々の間の緊張感

を減らすことができるのかということを考えると、紛争予防の部分でも農村開発が果たす役割

は大きいのではないかという気がしております。 

 意識的に紛争予防の視点からプロジェクトを形成して、農村農業開発を進める上で、どのよ

うにしたら暴力の発生に繋がり難いのか、繋がり易いのか、どのようにしたら緊張感が高まる

のか、また軽減するのかという視点を入れたらいいのではないかと感じております。それが第

１点です。 

 もう１つは、もう少し大きなマクロのフレームワークの話になるのですが、一番最初の説明

のところで、ミレニアム開発目標といったグローバルレベルでのディスカッションをどのよう

にＯＤＡ大綱に反映していくかという話がありました。これは、農村農業開発にも反映される



ということになると思うのですが、２月にスウェーデンで開催されたミレニアム開発目標につ

いての国際会議では、ミレニアム開発目標の目標年は 2015 年ですが、2005 年には国連ミレニア

ム宣言から５年後の進捗状況のレビューが予定されており、その時までに何がなされるかによ

って、ミレニアム開発目標が達成されるかされないかということが、かなり大きく違ってくる

のではないかという議論がありました。2005 年の国連ミレニアム宣言のレビューまでに、余り

時間がない中で、どのようにこの貴重な 18 ヵ月を、ミレニアム開発目標達成のために使うのが

いいのかというのを、教えていただければと思います。 

○稲永専門委員  私の勉強不足で恐縮ですが、この小委員会で見直そうとしているものです

が、４ページの基本になっているのは、右側のところで「かんがい排水審議会企画部会中間報

告」ということで展開方向が出てきて、これのままでよろしいのかどうかということなのです。

といいますのは、現在ここで行われていますのは、ここは食料・農業・農村政策審議会農村振

興分科会農業農村整備部会の国際小委員会、ここが対象とすることは何なのかということは、

かつての国際部会とそっくりでよろしいのかどうかということをもう一度確認したい。それで

よろしければ、この流れでよろしいのではないかと思います。 

 先程ほかの委員からもありました紛争予防、終結とか、その過程で、ここも省庁連携という

ものをかなり考えないと、また国際機関のところの連携を考えないと難しいのではないか。少

し過激な発言かも知れませんけれども、非常に危険度が高い場合にも、我が国の国益に合致す

るとなったら、自衛隊とのカップリングや共同歩調ということも視野に入れて考えておかなけ

ればいけないのではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

○高橋小委員長  どうぞほかの先生からもお出しください。――よろしゅうございますか。 

 それでは、私から一言だけ申したいと思います。ＯＤＡ大綱の改定が議論になったころ、よ

く使われた言葉に、ＯＤＡを日本の外交の円滑な実現の、外交政策の実現に資するものとしな

ければいけないという議論がありましたが、それはその後、余り露骨には出てこなくなって、

我が国の安全と繁栄でしたか、要するに地球の上の苦しい人達のことを考えるだけではなくて、

日本のことも考えようという言葉が入ってくる。これは最初に稲永先生の「日本の国益との関

係で国を選ばなくていいのか」というご発言にも繋がるのだと思いますけれども、私は、どう

してもそれが表に出るというのには大変な疑問をもっております。結果的には当然そこに来る

と思いますし、それが私ども、財政の厳しい中で、こういう協力に税金を使うのを皆が賛成し

ているわけでございますが、それをどこまで看板にするのかということからいえば、そのやり

方だったら、アメリカが 10 年、15 年前の断然トップのドナーであったときに、非常に露骨にそ

この国の、例えばベトナムへの援助を、アメリカは全然しない時期があったわけでございます。

それは敵だからということで、ベトナムの人間なんてどうでもいいのだという論理だったのだ

と思いますが、それが少しずつアメリカも変わる。そういう中で、日本というのは、よくいえ

ばニュートラルなのでしょうか、それとも、はっきりいえばその辺りの目標がはっきりしてな

いというご非難もあったのかも知れませんが、そういう国と国との関係をもう一歩記されたと

ころから国際的な協力なり援助なりを考えようという視点が日本の場合にはあったのが、実は

一昨年から少し動き出しているのだと、私には思えるのです。 

 繰り返しになりますが、それが日本のためにもなる、国益にもなるのだということは間違い

ないとしても、そのためにやるのが経済協力、技術協力なのかということ、どうも順序を少し

脇にみておく必要があるのではないかということを、ことにＯＤＡ大綱改定に伴うという、こ

れからの農業農村開発の協力の問題を考えるときに大事なように思えるわけです。 

○河野専門委員  国益の問題は、アカウンタビリティの問題だと思うのですけれども、もう

一つ違う方向でのアカウンタビリティもあり得ると思うのです。例えば今、平和の交渉や、紛

争の予防、人づくりということが最終的な課題になってきている。ところが、先程ほかの委員

からご意見がありましたけれども、そういう効果はなかなか目にみえて説明できないわけです。

だけど、それは何らかの形で、自分達がやったことをそういう視点からも評価する手法をつく



らないと説明できないと思うのです。そういうところにも、もう少し考えをこういう中に入れ

ていくような方向で考えられないかなと思います。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、事務局からどうぞ。 

○國安海外土地改良技術室長  まず人間中心の開発と人間の安全保障の考え方なのですけれ

ども、この資料の４ページに書いております。1995 年３月に地球社会開発サミットというのが

ございまして、この中で、人間を開発の中心に据える必要性があるということがうたわれてお

ります。人間中心の開発というのは、この時点からかなり世界的に出てきた概念でございまし

て、その後つくられた 1998 年 10 月の展開方向におきましては、その観点を踏まえて、先程地

球環境保全における地域住民の役割という話もございましたけれども、その辺りもあり、事務

局としてはできるだけ地域の住民が持続的にそこで生活なり生業を営めるよう考えていきたい

ということで、人間中心の開発の全てとはいいませんけれども、一部でそういうことを考えて

みたということでございます。 

 人間の安全保障の概念につきましては、８ページの方にコラムで書いておりますけれども、

1999 年に国連の中で「人間の安全保障基金」が設立されて、緒方貞子共同議長はじめ有識者か

らなる安全保障委員会が設置されて、2003 年に報告書が出されているということで、いわば新

しい概念でございます。人間中心の開発をより深化させたといいますか、具体化させたという

ことではないかと理解しておりますけれども、もし何か追加的にありましたら、弓削委員にも

教えていただければありがたいと思います。 

 稲永委員からありました本委員会の立場なのですけれども、前身の国際部会と同じものだと

いうご理解で結構です。これを国際小委員会で改定していただければと思っております。具体

的には、今回ご議論いただいた項目に基づきまして、より具体的に対象とする地域であるとか、

項目であるとか、そのことにつきましては、現在この時点で、どの地域を中心にということは

はっきり申せませんけれども、事務局から提案して、それに対してコメントいただいて、更に

議論を積み重ねていきたいと思っております。 

 弓削委員の方からご指摘がありました、平和構築の部分で復興支援の方に比重がかかり過ぎ

ているのではないかということですけれども、まさに私どもの意識にそういう面があったと思

います。現在アフガニスタンやスリランカに行っておりますけれども、平和定着後の復興をど

うしていくのかという課題が具体的にございましたので、どうしてもそういう観点になったの

ですけれども、紛争予防に役立てる、農村社会が健全に形成されることによって住民の不安が

なくなって予防に繋がるというようなことも十分あると思いますので、その辺りも考えていき

たいと思っております。 

 ミレニアムの開発目標に関しましては、今後外務省の方から農林水産省の方にも、各省協議

という形で対応の相談があると思いますので、そういう観点を通じまして省庁の連携を踏まえ

て、農林水産省としてできる限りの対応をしていきたいと思っております。主に官房の国際部

が中心になって行うことでございますけれども、農業農村開発分野につきましては、農村振興

局からもコメントや意見をいっていきたいと思っております。省庁連携につきましては、稲永

委員からもご提言ございましたけれども、十分考えていきたいと思います。 

 なかなか具体的に、現在イラクでやっているようなことに対して、我が方が直接どういうふ

うに対応していくのかというのは難しいと思いますけれども、少なくとも新聞紙上では、我々

の分野に関係することも話題に上っておりますので、技術的なサポートといいますか、アドバ

イスは十分できると思いますので、できる範囲の部分で考えていければと思っております。以

上でございます。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。また、最後に少し時間をとりますので、ご発言

があれば後で出していただきたいと思います。 

 先に進めさせていただいて、３番目の議題でございますＩＣＩＤの執行理事会についてのご

報告でございます。林田課長、報告をお願いします。 



○林田事業計画課長  それでは、ご報告をさせていただきます。資料－５というＡ４の資料

がございます。これに基づきまして、第 54 回国際執行理事会への参加についてのご報告をさせ

ていただきます。 

 前回、第１回の国際小委員会は９月９日の開催でしたけれども、その場で執行理事会への参

加について、その対応方針につきましてご審議いただきまして、それに従って参加をしてきた

ということでございます。 

 期間は 2003 年９月 14 日～19 日、その間、各種の委員会、部会等が開かれまして、19 日に執

行理事会が開かれました。 

 場所はフランスのモンペリエでございました。結果的には、参加者は 52 ヵ国、10 国際機関の 

450 名以上の方が参加された。 

 参加国につきましては、ここに例示している国を初めとする国々でございます。 

 国際機関も、ＦＡＯ等、多くの国際機関が参加したということでございます。 

 我が国からは、ＩＣＩＤ日本国内委員会の委員長であります中村良太先生、本日もご出席で

すが、ＩＣＩＤ本部の副会長をしておられる谷山副会長、農林水産省からは事務局として設計

課長他が参加をいたしました。 

 ２ページ以降には、そのご報告をさせていただいておりますけれども、議論の要旨につきま

しては、基本的に第１回のこの部会でご了解いただいたとおりの方針で対応してまいりまして、

規約の改正についてはそのとおり修正されました。 

 副会長の選出がございました。副会長は現在９人置かれていますけれども、そのうちの３名

の任期切れにより、３名の副会長の選出がございました。現地で様子をみながら対応していく

というご了解をいただいて現地へ行きましたけれども、マケドニア、ウズベキスタン、インド、

ミャンマー、フランスの５つの国から立候補がありまして、右側にございますように、フラン

ス、インド、ウズベキスタンの３ヵ国より副会長として選出、任命されました。我が国は３人

ともこれに投票をいたしました。 

 ３番目は、細かい話ですが、技術活動委員会（ＰＣＴＡ）の報告があったということです。

基本的には昨年の３月、京都、大阪、滋賀で開かれました第３回水フォーラム（ＷＷＦ３）に

向けてＩＣＩＤでも活動していましたが、その結果についてとりまとめを行うということで、

来年度秋にモスクワで開かれます次回の会議までに報告書をまとめるということが確認されま

した。 

 アジア地域作業部会からは、第３回世界水フォーラムのフォローアップとして、多様なかん

がいに関するワークチームの設立が提案されまして、今後フォローアップを行っていくという

ことが確認されています。 

 2006 年にマレーシアで第３回のアジア地域会議が開かれますけれども、そのテーマについて

提案があったということでございます。 

 ３ページには、以降、一般報告等々が列記されておりますけれども、最後には、今後の会議

の開催場所といたしまして、第 55 回の執行理事会は９月にモスクワで、第１回のアフリカ地域

会議がエジプトで、第 23 回ヨーロッパ地域会議がドイツで、等々のことが確認されておりまし

て、一番遠いところでは、2009 年の第 60 回国際執行理事会と第２回のアフリカ地域会議を兼ね

る会議がナイジェリアで開かれるというところまでが承認されています。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 ＩＣＩＤの執行理事会についてのご議論いただけますでしょうか。ご質問などあればお出し

いただければと存じますが、特にございませんようでしたら、次の「国際水田・水環境ネット

ワーク」について、美濃課長、報告をお願いいたします。 

○美濃水利整備課長  水利整備課長の美濃でございます。資料－６をお出し願いたいと思い

ます。「国際水田・水環境ネットワーク」準備会議についてご報告させていただきます。 

 国際水田・水環境ネットワークにつきましては、第３回の世界水フォーラムの一環として開

かれました「水と食と農」大臣会議の中で、３つのチャレンジという大臣の勧告文が採択され



ました。その３つのチャレンジというのが、「食料安全保障と貧困軽減」「持続可能な水利用」

「パートナーシップ」でありますが、この３つのチャレンジを実現するために、コンソーシア

ム（共同作業グループ）を創設してはどうかという前大島農林水産大臣のご提案がありまして、

水田かんがい技術の経験を生かした研究と対話を推進するということで、先ずはアジア・モン

スーン地域におけるネットワークの構築を目指すということで取り組んだものであります。国

際水田・水環境ネットワーク（ＩＮＷＥＰＦ）といっておりますが、このＩＮＷＥＰＦを立ち

上げるための準備会議ということで、こちらの資料にありますように、今年の２月４日に準備

会議を開催いたしました。前述の２月３日には、国際機関を中心とした専門家会議を開催いた

しまして、そこで活動のテーマ等についての検討をしていただいたております。 

 場所は、三田共用会議所で行いました。参加者でありますが、３番目に書いております。ま

ず関係国といたしまして、こちらに書いております 10 ヵ国。国際関係機関といたしまして 11

機関。ＩＣＩＤにつきましては、本小委員会の谷山委員もＩＣＩＤ代表ということでご参加い

ただきまして、貴重なご意見を賜ったところでございます。国内機関といたしまして６機関。

以上の方々が参加されまして準備会議を開催いたしました。 

 政府関係といたしましては、私ども農林水産省では農村振興局を中心に、国際部、農林水産

政策研究所、技術会議事務局、その他の省庁では外務省、国土交通省、第３回世界水フォーラ

ム事務局も参加していただいております。 

 結果の概要ですが、全般的な課題ということになりますが、ＩＮＷＥＰＦの到達目標、先程

冒頭にご説明いたしました３つのチャレンジの各項目を基本的テーマに据えまして活動してい

くということです。それぞれの項目に分けますと、「食料の安定供給」「貧困軽減」「持続可

能な水利用」「自然環境との調和」「農村社会の持続的開発」ということであります。 

 ＩＮＷＥＰＦの特徴でありますが、固定した事務所をつくったり、専従の職員を置いたり、

会費を徴収したりということではなく、それぞれ参加する機関、あるいは国に現地委員会をつ

くっていただきまして、そこが主体的に持ち回りで運営していくという形、また、個人の方で

も参加できるという柔軟な組織形態を考えております。 

 まずＩＮＷＥＰＦの初期段階でありますが、米生産システムの多様性、あるいは水と水田の

果たす役割についての理解ということと、様々な状況下における管理手法、それらの促進を図

るということでございます。もともと国際水田・水環境ネットワークということで、水と水田

に着目いたしましたのは、現在、水問題に関して様々な国際的議論が交わされておりますが、

どうしても欧米地域を中心とした乾燥地、半乾燥地の議論が主流になります。アジア・モンス

ーンというこの地域における水の利用については、なかなか国際スタンダードというところま

で至っておりません。しかし、現在様々な水の使い方が議論される中で、アジア・モンスーン

の水の使い方についてもしっかりと国際スタンダードとして認知し、そういう水の使い方をし

ていかないといけないということを我々が発信していかなければならないということでありま

して、そういうことも大きな活動の目標にして設立を予定しているところであります。 

 ２ページに移ります。形態でありますが、枠組みということで、先程申し上げましたように、

国際機関、国内機関、個人、いろいろな方が参加できるわけでありまして、３つの分野でそれ

ぞれ活動をすることにしております。まず研究分野、それから政策・行動分野国際協力分野の

３つの分野です。それを達成するための手段ですが、運営会議、ヴァーチャル・ミーティング、

拡大会議、ワーキング・グループ、という枠組みで進めていきたいと考えております。 

 ３ページにそれらの関係を示した図をつけておりますが、それぞれがサポートし、情報の提

供を行いながら活動を進めていくこととしております。ヴァーチャル・ミーティングというの

はインターネット上の仮想の会議でありまして、いろいろな方がそこに参加して議論を行い、

とりまとめを行います。とりまとめたものについては、国際会議の場や各国の関係機関、ある

いは研究者の方に発信したり発表したりする機会がありましたら、いろいろなところで情報発

信をしていきたいと考えております。 

 その具体的テーマをこの準備会議で、こういう方向でいこうということになりましたのが、

研究分野でありますと、水の利用、水の配分、あるいは水田の多面的な利用、エコシステム。

また、いいことばかりではなく、水田由来の環境負荷の削減、メタンガスということも視野に

入れますし、水生産性の向上、これは、節水でありますとか営農方式も視野に入れつつ、リス



ク管理、それから水管理の向上ということで、ａ～ｆの項目をテーマとして整理しております。 

 政策・行動の分野では、特に水、農地、環境に留意した米生産システムの持続的管理の向上

に向けた政策をテーマの中心として整理しています。 

 国際協力分野につきましては、３つの内容をテーマとして整理しております。プロジェクト

管理への農民等の参加促進ということでありますが、特に計画から計画実施、管理というとこ

ろまで、農民の方々が参加できる――きちんとした組織も必要だと思いますが、そういう参加

についていろいろ先進的な例も含めて普及していく。我が国の土地改良区などについても大い

に参考になると思います。 

 これは先程いいましたように各国の経験や革新的な研究成果をいろいろなところに情報発信

していきますし、パートナーシップの促進ということで、先進国間の連携、あるいは北南の連

携、いろいろな連携がありますが、そういう連携もＩＮＷＥＰＦの仕組みを使って促進してい

こうということが整理されました。 

 ３ページに移りますが、３分野連携の取り組みということで、それぞれ研究や政策の分野、

これについてはヴァーチャル・ミーティングでいろいろな議論を実施いたします。これは、５

月以降、参加していただく国、あるいは参加していただく個人からそれぞれの議題を出してい

ただいて、議長を指名いたしまして、そこでとりまとめていくということにしております。そ

の結果をシンポジウム等においても発表してまいります。先程の中の拡大会議は、シンポジウ

ムだということを完全には言い切れないのですが、参加以外の方も集めたプレシンポジウム的

なものを実施していこうと考えております。 

 ２番目の各分野の行動と具体的テーマの設定と優先付けということでありますが、非常にテ

ーマが広いもので、どこから着手していくかということはきちんと決めないと、なかなかまと

まった活動になりません。そういうことで、そういう優先付けを行う。 

 ③に書いておりますが、第４回世界水フォーラムがメキシコで開催されますが、それを１つ

の大きな活動の目標として考えております。それから世界レベルでのネットワークなどに対し

ていろいろ働きかけを行っていきたいという方向で整理されました。 

 今後の予定でありますが、11 月にＩＮＷＥＰＦの正式発足ということで、現在、関係する国、

機関から参加に対する意思確認を求めておりまして、その返事を待っております。11 月の正式

発足にかかる運営会議でありますが、これについては、2004 年が国際コメ年でありまして、正

式な行事ということで位置付けられております。当面、11 月の発足に向けて鋭意取り組みを進

めていくという状況になっております。 

 報告は以上で終わらせていただきます。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 このネットワークに関しましてのご説明、何かご質問、ご意見ありましたらご発言ください。 

○谷山専門委員  大変立派な国際的な組織を準備されているということでありますが、これ

について、私の感じたことを二、三申し上げたいと思います。 

 まず国際水社会では、アジア・モンスーンが国際的スタンダードになってないという課長か

らのご説明でしたけれども、従来、確かにそうなのですが、近年ＩＣＩＤの活動の中で、日本

は水田の調査・研究、または水田の特色・重要性を強く主張してきたわけです。そのために、

皆さんはご存知ないかも知れないけれども、ＩＣＩＤの組織に、アジア、アフリカ地域会議と

いうのがあったわけですが、どうもアジアとアフリカはかみ合わないということもありまして、

アジア会議とアフリカ会議に分割したわけです。アジア会議というのは幅広いテーマを扱いま

すが、特に水田を中心としたことを議論する地域会議だということで、1997 年に発足し、日本

はこれに大きく貢献してきました。 

 そのときに我々の先輩からいろいろ注意されていたことは、日本はあまり表に出ないでいこ

う、ということでした。会長と事務局をマレーシアして、第１回の会議は韓国で開催しました。

しかし、日本に対する要望も非常に強かったので、2000 年に東京ワークショップを開催いたし

ました。この会議は水田の多面的機能、多様性をテーマとした１週間程度の会議でした。当然、

東南アジアを初めとする水田農業が中心の国に参加していただきました。こういう中で、設立



以来ＩＣＩＤの場で苦労しながらアジアでの水田のあり方を検討してきた経緯があるというこ

とです。 

 実は、私はＩＮＷＥＰＦの会議にＩＣＩＤの代表として出席いたしました。そこではＩＣＩ

Ｄの代表ということですから、国際機関の方々が並んでいる席の間に入ったわけですが、総じ

て国際機関の関係の方は、なぜＩＣＩＤがあるのにＩＮＷＥＰＦをやるのかという意見でした。

ＩＮＷＥＰＦの組織を、各国に組織をつくるという議論では、ＩＣＩＤにはナショナルコミッ

ティという組織があるのに、なぜ別に組織をつくるのか、というような意見が非常に多かった。

そこで、私は最終的に各国に設けようとしているＩＮＷＥＰＦの組織は、それぞれの国のＩＣ

ＩＤの国内委員会と関連づけて構成した方がいいのではないかということを、発言しました。

また、ＩＣＩＤの会議が毎年、もしくは地域会議等が定期的にありますから、そういう場でＩ

ＮＷＥＰＦの目的とすることを取り上げれば、よいのではないかと思いました。 

 このようなことから、私が第１に申し上げたいことは、ＩＣＩＤとの役割分担が重要だと思

うのです。ＩＮＷＥＰＦはＩＣＩＤが 50 年以上やってきたこと、特に今申し上げたようなアジ

アの地域会議をつくってきたことを評価すべきだということだと思います。特にＩＣＩＤ日本

国内組織は政府組織です。またＩＮＷＥＰＦも政府組織としてやろうとしています。アジアの

各国においても、ＩＣＩＤは政府組織です。これがＮＧＯならまた話は別ですが、同じ政府組

織の中で、ここに書いておられるような同じようなことをやるということはいかがなものか。

従ってＩＮＷＥＰＦの仕事はＩＣＩＤと役割分担して限定してすることが重要なのではないか。

例えばヴァーチャルな意見の交換の場に限定する。そして毎年会議を開くとか、ワークショッ

プを開くということは、ＩＣＩＤのアジア地域会議と余り変わらないのではないかという議論

になるので、ＩＣＩＤの場を利用することを考えたら良いのではないかと思います。 

 第２にいいたいことは、国際的な活動機関をつくるのであれば、日本が余り前面に出ないで、

我々がアジア地域会議を作るときに先輩たちから注意されたように、できるだけアジアのほか

の国にやらせる方がいいのではないかということです。現在の現役の方は全く分からないだろ

うと思いますが、戦時中の日本は、日本が中心となって大東亜共栄圏をつくるという非常に愚

かなことをやってたわけです。アジア諸国にはその亡霊があるわけです。繰り返しますけれど

も、ＩＣＩＤではアジア会議設立のときに、日本は大きく貢献したのだけれども、前面に出な

いよう注意しながらやってきました。そういうことでマレーシアの方が初代議長を務めたので

す。ＯＤＡのように金を配るというようなことであれば各国は日本についてくれるとは思いま

すが、それぞれの国の持ち出しでこういう会議を進めていくとなると大変難しい、また日本が

主体となって日本の持ち出しで進めるのは、余り意味はないのではないでしょうか。国際機関

らしくして、金をかけないでやるということが重要なのではないかと考えています。 

 繰り返しますけれども、ＩＣＩＤを含め既存のいろいろな組織がありますから、そういう組

織との連携をうまく保ちながら、育てられるとよろしいのではないかというのが私の意見であ

ります。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 美濃課長、何かあれば……。 

○美濃水利整備課長  まさに谷山委員の大変ご貴重な意見でありまして、やはり参加される

方、いろいろな組織や国際機関を含めまして、しっかりとした連携と役割分担をやっていきま

せんと、効率的な活動ができないと十分認識しております。これから各国、あるいは各組織か

ら意見もございますので、それらを踏まえて、11 月の会議に向け、今委員ご指摘のような効率

的な活動ができる体制、方向を内部で整理してまいりたいと考えております。 

 もう１点、日本が前面に出ないということも十分に留意すべきだと思っております。この組

織につきましても、それぞれ参加の委員会が持ち回りで、それぞれの活動の推進をしていただ

くということで考えており、ＩＮＷＥＰＦはそれぞれの自主的な活動、それを束ねた方向で活

動を進めていきたいと考えております。また、いろいろご指導を賜れば十分参考にさせていた

だいて、いい活動を展開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 



○高橋小委員長  ありがとうございました。 

○谷山専門委員  繰り返しになるかもしれませんが、ＩＮＷＥＰＦがあり、更にまた国土交

通省の情報ネットワークみたいなものがあり、環境省の環境パートナーシップがあり、日本の

場合はこういうことでいいのかも知れませんが、外国へ行くとそれらがすべて１つの組織なの

ですね、マレーシアはＤＩＤというかんがい局がありますけれども、これは農林水産省的な仕

事も、国土交通省的のも、両方やっています。何で日本はあちこち組織が分かれているんだと

いう意見です。だから、ＩＮＷＥＰＦの場合もなぜそれがＩＣＩＤではないのかと。マレーシ

アのＤＩＤの局長は、ＩＣＩＤの会長です。同時にＤＩＤは、ＩＮＷＥＰＦも当然やることに

なるだろうと思いますし、当然、国土交通省の河川のネットワークもやらなければいけないわ

けですし、その他幾つもあるわけです。ですから、そこは、日本はばらばらではないかという

批判を受けないよう、例えばいろいろな情報と組織があるから、そのプラットフォームは、こ

のＩＮＷＥＰＦでつくりますという話になるのかなとも思います。余談ですが、あんな立派な

準備会議をやれば、本会議はもっと立派にやるのだろうということで、どうなるのだろうとい

う意見も出ています。 

 いろいろな声が出ていますから、そういうところは注意されて、やっていただければと思い

ます。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 議題は一応終わったのですけれども、少々時間の余裕がございますので、ご発言なさりたい

方がおられましたら、お願いします。 

○弓削専門委員  先程の人間中心の開発、人間の安全保障について、もし何か補足のコメン

トがあったらというお誘いをいただいたのと、少し時間があるということで、補足させていた

だきたいと思います。ＵＮＤＰは「人間開発報告書」を 1990 年から毎年発行しておりますが、

人間の安全保障の概念は、1994 年版の「人間開発報告書」のテーマということでご紹介させて

いただきました。そのときには、人間の安全保障には幾つかの面があるということで、経済の

安全保障、食糧の安全保障、個人の安全保障、環境の安全保障、地域の安全保障、政治の安全

保障などについてが、その報告書にまとめられております。ＵＮＤＰは 1990 年に「人間開発」

の概念を紹介しておりましたので、「人間開発」との区別は、そこで説明されております。 

 もう１つ、先程ご紹介がありました人間の安全保障委員会の報告書「安全保障の今日的課題」

は、昨年発行されておりまして、そこでの議論の整理の仕方は、上からの保護というものと下

からの能力強化を併せて人間の安全保障を高める必要があるということです。人間中心の開発

というのは、どちらかというと、人間自身をどのように開発できるかということで、保健衛生

の部門ですとか、教育、研修の部分、経済的にどのように生活を営んでいくことができるかと

いう、人間自身がどのように開発するかというところに焦点が置かれています。ただし、その

ような人間の能力強化をしても、人間が保護するシステムがなければ、その人の能力が十分生

かされない。ということで、上からの保護の中に、グッド・ガバナンス、民主的な政治システ

ムをどのように構築していくか、行政システムをどのように確立するか、人権の保護をどう確

保するか、そのための制度はどうあるべきか、司法制度の確立などという保護と併せて考えな

いと、せっかく人間が開発されて、人間中心で、人材育成も行われたけれども、その人達が十

分に社会活動に参加していくことができないという観点から、人間の安全保障は保護の部分に

も重点を置いているということだと思います。 

○高橋小委員長  私は、人間という言葉が出てくるときに、ＵＮＤＰなどもよくその言葉を

お使いになるわけですけれども、本当の人間はどこにいるのかという疑問を絶えず今までもっ

てきました。申し上げなければならないと思うのは、１つは、経済発展とか経済協力というの

は、一人一人の幸せを大きくすることだと思うのですが、先程端先生が少し触れられた、今ま

でトウモロコシかキャッサバを食べていたのが米を食べることになって、それは文化というこ

とでどうなのかといった視点が、人類学の人達はそういうことをよく研究されるけれども、開



発の問題を考えるときなどには余り出てこなさ過ぎるのではないか。私は、経済の方で、経済

発展ということを講義するときに４つコンポーネントがあるというのです。１つは量です。腹

をすかして飢え死にしている人達に、幸せもなにもないという意味での量。それを維持する構

造。それから分配の上での公平、あるいは公正。もう１つ、ほかの方はいわないのだけれども、

私がいつも付け加えるのは、安心ということなのです。安心というのは何かといえば、幸せ感

をどう増やすか、これが経済発展を考えるときに、あるいはこういう協力を考えるときに、一

人一人の幸せの感じをどう満たすか、あるいは大きくしてあげられるかということが、どうも

欠けているような気がしています。ですから、人間中心というのは非常に大事だと思うのです

けれども、人間というのを、量で捉える、あるいはシステムで捉えるというところがあっても、

もう少し内面的なものまで触れる必要がある。 

 話を農業農村協力ということにもっていけば、やはり大事なことは食べることですし、豊か

になることです。それは間違いないのですけれども、それのもう一歩先を見通すという意味で

いうと、例えばイランでイラン革命というのがあったときに、なぜ農地改革まで――あのころ

の為政者の中で農地改革をやった人はいなかったのですから、イランの場合には、王様農地改

革があって、白色革命があって、それでなぜあんなふうにひっくり返っていったのかというこ

と、その後の混乱というものを考えれば、随分後へ戻るわけでございますから、そういうこと

からいえば、個人の幸せというものを勘定に入れていく必要もあるのかなと思います。 

 端先生、先程おっしゃりかけていたことで、もしお付け加えになることがあれば……。 

○端委員  余り直接的には役に立たない、だけれども、そういうことこそが、長年経ってみ

ると意外にきいてくるということが間々あるのだろうと思います。その辺りが、日本の知性と

いうのでしょうか、そういう部分が問われているという気が少ししてきます。 

 ＩＮＷＥＰＦもお話がございましたけれども、研究課題を拝見しますと、農業工学にどう人

間が入ってくるかというのも、私、随分気になっていまして、参加型のかんがい技術でありま

すとか、生産のためにどのように参加するかということはもちろん大事なことです。水田農業

がもっている多様な価値を、一方ではヨーロッパ主義に対抗するということで押し出したい、

それもよく分かります。それはそれでやるべきだろうと思うのですが、最後は、結局、そうい

った水田社会の中に人間がどう住むのだ、どう暮らしていくのだ、これはまさに、我々日本人

自身が今問われていることだろうと、私は思っているのです。簡単に、到達はできないかも知

れませんけれども、そういう方向性をもった研究を入れていくべきではないかと、先程ご報告

を聞いていて感じた次第です。 

○高橋小委員長  時間もまいりましたので、事務局にお返しいたします。 

○林田事業計画課長  本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございま

した。本日は、15 年度第２回でございますけれども、今年度はこれが最後となります。１年間

のご審議、誠にありがとうございました。 

――了―― 

 


