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・神出先生からの質問で、地球温暖化に関するモデルで簡

単なものはないかという質問に対する答えです。

・いろんなモデルがある。地球の熱放射に関する熱放射モ

デル、気象モデルを応用し、メッシュで切って、その

メッシュの中での、温暖化ガスの影響と拡散、風の動き

などのモデルが知られているが、ここでは、SDで、

2010年頃に開発されたモデルを紹介。

7.2 地球温暖化

・気候のメカニズムは複雑だが、モデルで単純化されうる。

・気候変動をシミュレーションするためのいろんなモデルが開発され

てきた。

・ストックとフローの関係として人々は理解しないので、例えば地球

温暖化の問題を間違ったように理解してしまう。

・人々は、地球温暖化の原因は二酸化炭素放出で、二酸化炭素放出を

ゼロにしてしまえば、すぐに大気中の二酸化炭素はゼロになり、地

球の平均気温は正常に戻るといように、直観してしまう。

・実際には、大気中の二酸化炭素量はストックなので、この直観と反

した振る舞いになる。

・京都議定書の二酸化炭素排出を1995年の水準に抑えるという政策で

も、大気中の二酸化炭素は増え続け、地球の平均気温は上がり続け

る。
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地球のエネルギー収支の詳細な図(EOSPSOによる。PD USGov) 本文と図の違い: 注1.大気と

地球表面から反射されるエネルギーは1つにまとめて扱っている。注2.大気と雲に吸収され

るエネルギーは1つにまとめて扱っている。注3.この図では、大気や地表がもともと持ってい

るエネルギーを考慮している。

ストックとフローという概念：

風呂桶に水を注ぐ蛇口と排水栓

で例えれば、蛇口や排水栓を流

れる水がフローで、風呂桶に溜

まった水がストック。

蛇口を閉めても、風呂桶の水が

減るわけではない。

大気中の温暖化ガスが毛布のよ

うな働きをして、熱を宇宙に逃

がさない。

熱を逃がすには毛布（ストッ

ク）を取るしかない。
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Fig 7-9

(1)地上の温暖化ガスの生成と吸収

1)自然の営み

・植物が二酸化炭素を吸収する。（植物への固定）

・植物が枯れると腐敗度になり、その時に、メタンガスに

なり空中に放出

・腐敗度の一部は他の植物に吸収される。

・腐敗度の中には石炭になったものもある。

2)人間の営み

・植物（木）を燃料として燃やすことで、植物に固定され

た温暖化ガスを放出

・石炭として植物に固定された温暖化ガスを燃料に使うこ

とで、温暖化ガスを放出

・石油として微生物に固定された温暖化ガスを、燃料に使

うことで温暖化ガスを放出
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(2)海での温暖化ガスの生成と吸収

1)浅い海層

・まず、海水自体が二酸化炭素を吸収する。

・植物性プランクトンや海草が海水に溶けた二酸化炭素を

吸収する。（植物への固定）

・どちらかと言えば、こちらの方が多かった。

・動物性プランクトンや海の動物が二酸化炭素を排出する。

2)深海

・植物性プランクトンがいないので、深海の動物が二酸化

炭素を放出

・深海と浅い海層は適度に混合し、適切な二酸化炭素濃度

を保っていた。

(3)熱の蓄積

1) 陸上

・温暖化ガスが無い場合、昼に熱が陸上に蓄積されても、

夜には蓄積された熱が宇宙に放出されてしまう。プラス、

マイナスが均等している。

・しかし、温暖化ガスがあると、夜になっても熱があまり

宇宙に逃げないので、プラスの方が多く大気と陸上の温

度が上がり続ける。



12/16/2015

6

(3)熱の蓄積

2)海

・浅い層の海水が昼に太陽の熱を吸収する。夜に宇宙に放

出する。陸上と違い、この動きはゆっくりであり、一日

で均衡するのではなく、1年かけて均衡する。大気中に温

暖化ガスが無ければ、陸上と同じく、プラス、マイナス

が均等している。

・ただし、大気中に温暖化ガスがあれば、浅い層に蓄積さ

れた熱は逃げなく、蓄積される。

・浅い層の熱は、冷たい深海層の熱と対流で熱交換される。

・深海層には、大西洋であれば、グリーンランドの氷河が

溶け、冷たい水が流れ込むことで冷たいままに保たれる。

・しかし、今、冷たい水の深海への供給が弱まっている。

・つまりは、海も陸も、大気も、地球全体が熱くなってい

く。冷える、あるいは冷やす部分が全くなくなってしま

う。

Business Dynamics

Sources: Data from the Carbon Dioxide Information 

Analysis Center (CDIAC), Oak Ridge National 

Laboratory.  Emissions: Keeling (1997).  CO2 in 

atmosphere: Siple Station ice core data (Neftel et al. 

1994).  Mauna Loa gas recorder data (Keeling et al. 

1997) Global mean surface temperature anomaly: 

Jones, Wigley and Wright (1997) and Angell (1997); 

rescaled.
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二酸化炭素排出量：

これは実データであるが、人口が増加

していること、かつ、一人当たりの温

暖化ガス排出量が増加していることで、

温暖化ガスの生成量が急増している。

これは、フローである。

大気中の二酸化炭素量：

先のように、フローとしての温暖化

ガス生成が増え、それがストックと

して大気中に蓄積されるので、蓄積

量が増えている。これはストックで

ある。

平均気温の変動
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Business Dynamics
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二酸化炭素排出量：

仮に、2000年に人間がこの地球上か

らいなくなり、地球自体も自然には

温暖化ガスを生成しないとする。

温暖化ガス排出はフローであるので、

温暖化ガス生成はこのようにゼロに

下がる。

大気中の二酸化炭素量

二酸化炭素排出がゼロになっても、大

気中の二酸化炭素量は直ぐにはゼロに

はならない。自然消滅があるが、それ

には長い時間がかかるので、大気中の

温暖化ガスはこのようにしか減少しな

い。

平均気温の変動

二酸化炭素排出がゼロになっても、平

均気温は直ぐには正常にはならない。

Business Dynamics

Source:  Fiddaman (1997).
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人為的な二酸化炭素排出量：

京都議定書や新しい取り決めが行っ

ているのは、温暖化ガス生成のゼロ

にすることではなく、1990年の状態

に留め置くというもので、温暖化ガ

スの生成が増加しないというだけで

ある。

大気中の二酸化炭素量

京都議定書の二酸化炭素排出を1990

年の水準に抑えるという政策でも、

フローとしての温暖化ガスの大気中

への供給がゼロになるわけではない

ので、大気中の二酸化炭素は増え続

け、地球の平均気温は上がり続ける。

平均気温の変動：
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Business Dynamics

Source:  Fiddaman (1997).
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人為的な二酸化炭素排出量：

2015のCOP21での2度以上には温度

上昇をさせないためには、このよう

に二酸化炭素排出量を減らさなけれ

ばならない。

大気中の二酸化炭素量

こうしてやっと大気中の二酸化炭素

量がこれ以上には増えなくなる。

平均気温の変動：

もしそれが実現すれば、地球の気

温上昇がこのようにそれ以上には

上がらなくなる。

ただし、年度の変動はある。

(3)このまま続いてしまうと

1)極端な例

・温暖化が極端に進んでしまったのが金星であると考えら

れる。

・SFでは希望の素晴らしい惑星のようだが、事実は違い、

400度の高熱で、硫酸の雨が降る。

・暑い温暖化ガスに覆われ、その二酸化炭素濃度は95%、

熱が逃げなく、大気は有毒なガスとなっている。

2)地球

・2050年を待たず平均気温が2度上昇、今世紀中期で4-6度

上昇と言われている。

・平均2度の上昇でも、太平洋の諸島国には消滅する国も出

るし、日本でも墨田区、台東区などは水没してしまう。
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1. 地球温暖化モデル

2. 地球未来白書2015年版

(1)世界をどう見るか

・ここで紹介するデータや見解は、西洋的だという印象もあ

るであろうが、西欧的な見方うんぬんというのは、社会経

済開発という観点では、私個人は全くのナンセンスと考え

ている。

・いろんな見方、考え方があるのは当たり前であり、その見

方、考え方は歴史的、地理的、文化的な影響を受けるであ

ろうし、対立する見方、考え方があるのは当たり前と思っ

ている。

・問題は、対立する見方や考え方に拘るのではなく、地球や

人類が全体として問題を抱えていて、それに対してどう

いった対応がなされているのか、どこまでそれが進んでい

るのかであろう。

・そして、考え方、対処のされ方、その進捗は、グローバル

という観点で見られ、調整されているし、調整が試みられ

ているというように私自身は見ている。
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・対比という見方、光と影、西欧的対非西欧的などの2元的

な見方は、物事を単純化して理解する上では有効ではあろ

うが、私自身はそのようには考えないし、そのように単純

化して理解するという理解の方法に対しても否定的である。

・グローバル化や国際化は、そういった考え方ではなく、む

しろ弁証法的に、対立を抱合するようなコンセンサスを得、

物事を進めていくという考え方ややり方に優位性があると

考えている。

・光と影ではなく、光と影の両方で立体として見る、西欧的

と非西欧的で、グローバル化と見るという見方もあるし、

その方が総合的に見ることができるように思っている。

・また、西欧的うんぬんも、もはや思考、生活スタイルなど

かなりがグローバルとして受け入れられていると私自身は

理解している。右に行くにしろ、左に行くにしろ、未来は

その延長線上にしかない。

お願い

・問題とか現象といった、いわゆる影の部分も説明します

が、だからといって、短絡的に、問題だらけというよう

に理解しないで下さい。

・問題があり、取組みがあり、どう改善でき、まだどこま

で改善できなかったかという観点で理解して欲しい。

・グローバルな話として捉えて欲しい。
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(2)ミレニアム・プロジェクトについて

・ミレニアム・プロジェクトは、未来学の研究者を中心とし

たシンク・タンクで、世界中に支部がある。

・全ての国に支部があるわけではないが、支部がない国に関

しても、情報収集や調査は地域事務所がカバーしている。

・東アジアでは、中国、韓国、日本に支部があるが、北朝鮮

にはない。

・東南アジアでは、インドネシア、タイ、マレーシアにある

が、ベトナム、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー、ラオ

スにはまだない。

・カバーしていない国はあるが、西欧人だけがやっているわ

けではなく、西欧的な考えでやっていると思っているわけ

ではない。

・アジア、中近東、アフリカ、ラテンアメリカ、欧州、北米、

オセアニアと地域的には全世界がカバーされている。

・研究者は白人だけはなく、黄色人種も黒人もいる。

(3)司馬遼太郎と松本清張

・司馬遼太郎と松本清張が、戦争と歴史ということで対話を

行ったことがある。

・司馬遼太郎は、戦争とか歴史といったものは、その中で動

いている人間には方向が見えなく、後で振り返ってみて、

あるいは、大きく捉える、客観視することで何か見えてく

るものであり、彼はそういった見方で捉えようとしている

と述べた。

・これに対し、松本清張の意見は、ナンセンスというもので、

戦争とか歴史と言っても、庶民にとって何も変わるもので

はなく、毎日をその日暮らしで精いっぱい生きているだけ

である。それが人間の本当の姿であり、文学はそこに立脚

すべきものという主張であった。

・私個人は、司馬遼太郎の意見に賛成する。庶民はその日暮

らしかも知れないが、それでも暮らしに影響を受けている。
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・松本清張の見方の限界と危険性

・サタジットレイの映画（これは文学作品の映画化）

・チェスをする人

－英国東インド会社がラジと呼ばれるインドの藩国を支配下に置こう

とする侵略戦争の中、そんな動乱の中でチェスに興じ、何もしない

貴族を描く

・遠い雷鳴

－ベンガルの庶民が、日常生活がだんだん苦しくなり、米が買えなく

なっていくという庶民の生活を描く。物価が上がり、米が買えなく

なっていくのは、遠いビルマでインド、英国と日本の戦争が起きた

ため。しかし、庶民から見ると、目の前で戦闘が行われているわけ

ではないので、米の買い占めなどが自分達の知らない所で起きてい

る。

・近松門左衛門の曾根崎心中などの心中もの

－江戸時代、流行し、幕府は心中ものの禁止令を出す。

－社会制度がおかしい、公正ではないという指摘を行いつつも、それ

をはっきり指摘しなく、心中をしなければならないほどおかしい、

公正ではないとしか言っていない。そこに限界性がある。（文学と

してはともかくも、社会告発としては限界性がある。）

(4)シナリオ

1)長期シナリオ：これはSF的な話

・西暦3000年ではどうなっているか？

・シナリオ1：西暦3000年でも人類はまだ存在しているとい

うシナリオ

－温暖化問題を解消し、ナノテク、生命工学が活躍。人々は事故で死亡

するか、死にたくなって死亡する。宇宙にも進出。

・シナリオ2：人類は滅び、不死鳥が栄える
－石油の奪い合いで戦争が起き、温暖化が進む中、核戦争等で人類は死

滅する。

・シナリオ3：ギリシャ時代への復帰
－小さなコミュニティに分かれ、ギリシャ時代に戻る。

・シナリオ4：3種族の世界
－今とあまり変わらないで地球に生きる種族、技術をバックに宇宙に、

サイバー・スペースに生きる種族、人工生命と共存する種族

・シナリオ5：ロボット帝国の興亡

・シナリオ6：宇宙人がやってきて、人間に失望
－宇宙人とコンタクト、でも宇宙人の方で、人間に失望
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(4)シナリオ

1)中期シナリオ：まあまあありうる世界

・西暦2050年ではどうなっているか？

・2050年までには、経済は完全にグローバル化している。

・環境の持続性が保たれている。

・ほぼ全員が、基本的な生活維持条件（安全な水、平和と社

会秩序、必要なエネルギーなどのBasic Human Needs)を得ら

れている。

・大多数は快適に生活を送っている。

・社会は平和であり治安が維持されている。

・2050年までは社会・経済は発達し続けている。

IT：

・インターネットが全面普及

・だれもが世界中の情報にアクセスでき、研究開発が平和利

用され、新技術の発展を生む

・ニューラル・ネットワークを使った頭脳型電算システムが

人間の意志決定を改善

・サイバー空間を中心とした文明が発達し、ゼロサム経済や

日常生活を変えていき、200年前に起きた産業革命に似た

ものとなる。
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生命工学、ナノテク：

・バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、環境配慮型農業

が普及

・ワクチン技術や遺伝子工学が難病や遺伝子病を克服し、そ

のことで死亡率が減少し、21世紀半まで人口は増え続ける。

・人口は約100億人に達する。

・分子型製造（ナノテク）が生産コストを下げ、原材料やエ

ネルギー消費を抑え、また環境に優しい生産を可能にする

エネルギー：

・新エネルギー、改良型エネルギーが環境汚染が無い経済発

展を支える

・宇宙からのエネルギーを有効利用しているかも知れない。

宇宙開発：

・宇宙空間では国際宇宙ステーションが完成し、衛星基地や

月面基地が作られ、火星にコミュニティができる。

・現在、約25万人が宇宙ビジネスに従事しているが、新しい

宇宙フロンティアを築き、宇宙文明を進展させる

・物質とエネルギーに関する新理論が開発され、物質、慣性、

重力、量子効果の解明がなされるであろう。

・反重力や光速度を超えた通信が量子効果を使って実現する

かもしれない。

・宇宙科学はもっと精密になり、理論的に深化し、宇宙誕生

や宇宙誕生初期の状態をコンピューター上で正確に再現で

きるようになっているかも知れない。
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コミュニケーションと価値観：

・科学のブレークスルーで、海外旅行や宇宙旅行が可能にな

り、グローバルなコミュニケーションが可能になり、違っ

た意見を持つ地球上の人や宇宙の人と自由に意見を交換で

きるようになる。

・全ての人が、愛、真実、公平さ、家族、自由、連帯といっ

たものに価値を置いているわけではないだろうが、それで

も、20世紀よりははるかに、人々は理解し合い、そのこと

で平和を維持できるであろう。

・100年前から始まった紛争解決の知識、経験、人々のコン

センサスがもっと発展し、紛争を取り除いてくれるであろ

う。

・サイバー・ゲームに熱中したことがある経験をした人たち

の3人に1人は、現在見られるような、グローバルな協力と

いうことに対する基礎ともいうべきグローバルな倫理のよ

うなものが形成される。

(4)シナリオ

1)エネルギーシナリオ：

・西暦2030年では、エネルギーはどうなっているか？

・シナリオ1：通常の状態（やや懐疑的シナリオ）
－現在の状態のままジリ貧になっていく。何かが大きく変わることは無

い。

・シナリオ2：環境保護運動に影響を受ける場合
－環境運動に影響され、エネルギー消費が下がる。

・シナリオ3：ハイテク技術経済－技術によって限界を乗り

越える

－技術革新や再生エネルギーの普及が進み、省エネなどと共に、エネル

ギー危機を乗り越える

・シナリオ4：政治的な混乱
－エネルギーを巡って紛争や戦争が起きる。

－世界同時テロで世界のシステムがマヒし、混乱と紛争に突入する。
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・多くの未来学者は、基本的には悲観的な未来を予想してい

ない。

・コンフリクトやカオスが起きなければ、人類は2050年まで

は、少なくとも絶望的な状況にまでは至っていなく、人類

はまだ生存していると考えている。

・むしろ、多くの未来学者は、今よりも発展していると考え

ている。

・ただ、よりよい未来を築くためには、人類は、いくつかの

チャレンジが必要であり、世界はこのチャレンジの項達成

度で進歩の度合を計測できると考えている。

・これは、グローバルな動き、流れに関するチャレンジであり、思想や

文化という話ではない。

・収奪うんぬんという話でもない。収奪はあるものであろう。それを悪

いと言っているだけでは収奪は解決しない。そもそも収奪が全くない

システムは、近未来において実現することは難しい。

・何もしなくとも、未来が開けるとは考えていない。

(5)グローバルな問題、課題とその分類

・地球温暖化とか貧困格差といった、グローバルで起きてい

る問題を、それがどのように戦略的に対応されているが、

あるいは、国際機関などでどのようにコンセンサスを得な

がら対応が進められているか、考えてられているかを基に

分類してみる。

・国際機関によっていろいろ細かい違いはあるが、国連の考

えや戦略を一番代表的なものとして、概ねコンセンサスの

ようなものがある。

・国連などの国際機関の主張や戦略、考え方が、西欧的で先進国主義で

あるという見方や主張もあるであろうが、社会経済開発という観点で

はナンセンスな主張や考え方、意見であるように思う。国際機関は、

西欧人だけが集まって何かを進めている組織ではない。国を代表して

派遣された人たちが集まり、コンセンサスを形成し、決めている。

・ただ、違った意見や見方はあるのは当然である。

・国際機関の中にだって違った意見、見解はある。

・コンセンサスが得られた事項を実施するに際しても問題は出る。
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米国・中

国温暖化

削減

350ppm

動物を使

わない肉

生産

塩水農業

再生

エネル

ギー

世界的な

集合知シ

ステム

個人の

知能増強

世界的な

反組織犯

罪戦略

電子国家

気候変動

環境保護

科学技術、研究開発

紛争予防

気候変動

エネルギー

土地利用

健康

水

倫理

犯罪

テロ

開発

紛争

気候変動 新しい雇用

旱魃

エネルギー 水

雨に頼らない食料生産

エネルギー 雇用

紛争解決

気候変動

自己強化

教育

経済

戦略計画への投入

教育

統治

経営

意思決定

投資費用対投資効果

貧困

収入格差

開発

情報通信技術を使った医療

情報通信技術を使った教育

電子政府

統合戦略

こういった問題や

こういった対応戦

略が考えられてい

る。

(5)グローバルな問題、課題とその分類

・1996-97のプロジェクト研究で、グローバルな課題が182個

あり、その対応策が131あり、それを15のグループに分類

するというコンセンサスに達した。

・1997-98のプオジェクト研究で、対応策が増え、対応策が

213に増えたが、15の分類でいいということは変わらな

かった。

・1998-1999のプロジェクトでは、15の分野は、チャレンジ

の分野であるというようなコンセンサスになった。

・1999-2000年のプロジェクトで、チャレンジの内容を詳細

化し、状況、行われている活動、その進捗、地域的な動き

に分けてモニタリングすることになり、現在に続いている。

・一方、世界的に総合して、人類が実現可能で明るい未来に

対してどこまで進んでいるのかをチェックしたいという要

望が出された。

・そこで、それを計測する指標が編み出され、計測された。
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1996-97

182の開発

1997-98

180の開発

1998-99

情報抽出

1999-2000

グローバル・チャレンジ

2000-現在

未来状態指標

2000-現在

グローバル・チャレンジ

2001-現在

未来状態指標の更新

2003-現在

国別未来状態指標

15の課題と131の行動 15の可能性と213の行動

15のグローバル・チャレンジと213の行動

・概要

・地域的状況

・行動

・指標

・更新継続

・評価プログラム

・システム

・最上、最悪の値

・トレンド効果分析

・未来状況指標に関係する事項の分析

・実測値のレビューと予測

・方法の再検討

・リアル・タイム・デルファイ法での変数の再評価

・仮定に基づく未来状況指標の計算

・未来状況指標の自動計算

現在 未来

過去

①ものすごく明る

いSF的な世界

④カオス、文明が崩

壊した世界

③今と変わらず、あ

るいはジリ貧になっ

ていく世界

②ものすごくとまで

はいかないが、そこ

そこに進歩した世界

現在が、このよう

に過去に比べ、進

展したかどうかは

ここでは問わない。

私も含め、多くの未来学者は①を本気で信

じているとまでは思えないが、②は信じて

いる。しかし、何か間違ってしまうと、④

はあり得るし、問題に対して何も対処しな

いと、良くて③、多分③と④の間の、ジリ

貧になることは理解している。

もっとも、未来学者は、性向として、①に

なることを強く願っている。

チャレンジする

チャレンジしない

失敗する
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(6)世界の未来に向かっての進捗度の計測指標

・人類が2050年まで存在し、明るい未来、少なくとも、②の

今よりもよりよい状態である方向に向かっているとする。

・グローバルな問題、課題はあるが、その対応戦略が見出さ

れていて、国際機関を主導として、解決のための努力が行

われているとする。

・そのことで、世界はよりよい方向に進んでいる進み具合を

どのように計測し、確認するか？

・そのための指標を選び、その指標で、世界がよりよい方向

に進んでいることを確認したい。

・もし進んでいないとしたら、警告を発し、提言を行い、協

力し、グローバル社会がその分野の改善にもっと集中でき

るようにしたい。

計測指標：

（経済指標）

1. 一人当たり購買力でみた国内総収入（2011年のドル国際価格を基準にする）

2. 経済的収入格差（高収入層上位10%の占める対総収入割合）

3. 失業率（%）

4. 一日1.25ドル以下で生活している貧困者の数（購買力での$）（対人口%）

5. 公共セクターの透明性、説明責任、汚職度（1を低い、6を高いとする5段階評

価）

6. 外国直接投資、ネット流入投資額（BoP、時価、10億ドル単位）

7. 研究開発費（対GDP%）

（人口、健康指標）

8. 人口増加率（年間増加%）

9. 出生時における期待平均寿命（年）

10. 幼児死亡率（千人の出生に対する死亡数）

11. 栄養失調の蔓延率（対人口比）

12. 一人当たりの健康保険・治療費（時価$）

13. 医師数（人口千人に対する医師数）

14. 安全な水を利用できる人口（安全な水を利用できる人口%）

15. 国内における一人当たりの再生水の量（立方米）
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（環境指標）

16. 一人当たりの環境収容力（gha）

17. 森林面積（対全国土面積%）

（エネルギー指標）

18. 化石燃料及びセメントの温暖化ガス生産量（年間の炭素百万トン）

19. エネルギー効率（2011年を基準とし、石油量換算での1kg当りの購買力ドル

価格を基にした、対GDPエネルギー消費価格）

20. 水力発電を除いた再生エネルギーの生産量（対全エネルギー%）

（教育指標、人材能力指標）

21. 大人の識字率（対15歳以上の人口%）

22. 中等教育入学率（グロスでの%）

23. 高技能労働者率（%）

（治安指標）

24. 戦争や紛争の発生数

25, テロ事件発生数

（民主化指標）

26. 自由権（自由権があると認められる国の数）

27. 国会における女性議員数（対議員数%）

28. インターネット利用者（100人当たり人口）

未来状況指標2015年

年

実測値（過去） 予測値（未来）

総合指標：

少し良い程度に、グローバルに

は改善している。

（と見ている）

しかし、各論ではいろいろ問題

がある。
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一人当たりGNI、PPP

一日1.25ドル以下で生活している貧困者の数

外国直接投資、ネット入流投資価格

自由権（自由権があると認められる国の数）

国会における女性議員数

高技能労働者率

中等教育入学率

識字率

水力発電を除いた再生エネルギーの生産量

エネルギー効率

安全な水を利用できる人口

医師数

一人当たりの健康保険・治療費

栄養失調の蔓延率

幼児死亡率

出生時における期待平均寿命

人口増加率

インターネット利用者

改善が見られ

た指標

失業率

化石燃料及びセメントの生産量

国内における一人当たりの再生水の量

森林面積

一人当たりの環境収容量

研究開発費

テロ事件発生数

経済的収入格差

戦争や紛争の発生数

透明性、説明責任、汚職度

後退、悪化した指標
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1905年から2015年までの20年間をベースに2014-2015年の世

界の発展を指標で見て、

・改善した部分がある（18指標）

・改善しなかった部分、むしろ悪化した部分がある（10指

標）。

・総合して、それほど発展したわけではないが、大きく悪

化したわけでもなく、少し進歩した。

・1905年から見て、そこそこ進歩している。

と見ている。

・ただ、後でチャレンジの部分で述べるが、進展もあるが

問題も多い。

(7)グローバル・チャレンジ

・世界がよりよい未来を築いていけるようにする、少な

くともいまよりもより良い状態にしていくためには、

どのような分野でどのようにしていけばいいのか。

・それぞれの分野の状況はどうであるのか？

・どのような対応や活動が行われているのか。

・それらはどこまで実現、あるいは改善しているのか？

・地域的にはどのような状態なのか？

・地域的にはどのような取組がなされているのか？
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倫理

気候変動と持続可能な開発

水と衛生

エネルギー

科学技術

国境を越えた

組織犯罪

女性の地位向上

平和と紛争

教育と学習

保健医療

貧困格差

情報通信技術によって

広がる世界

世界的視野と

意思決定

人口と資源

民主主義

(7)グローバル・チャレンジ

1. 気候変動と持続可能な開発

2. 安全な水

3. 人口と資源

4. 民主主義

5. 世界的視野と意思決定

6. 情報通信技術によって広がる世界

7. 貧困格差

8. 保健医療

9. 教育と学習

10. 平和と紛争

11. 女性の地位向上

12. 国境を越えた組織犯罪

13. エネルギー

14. 科学技術

15. 倫理
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①グローバルな現象、現

状、問題、変化

②グローバルな対応、対

策、計画

③グローバルな進捗、進

展、可能性

④リージョナルな現象、

現状、問題、変化

⑤リージョナルな対応、

対策、計画

⑥リージョナルな進捗、

進展、可能性

1. 気候変動と持続可能な開発

2. 安全な水

3. 人口と資源

4. 民主主義

5. 世界的視野と意思決定

6. 情報通信技術によって広がる世界

7. 貧困格差

8. 保健医療

9. 教育と学習

10. 平和と紛争

11. 女性の地位向上

12. 国境を越えた組織犯罪

13. エネルギー

14. 科学技術

15. 倫理
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チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ1：気候変動と持続可能な開発：気候変動と持続可能な開発：気候変動と持続可能な開発：気候変動と持続可能な開発

地球温暖化に対応しながら、全ての人々のための持続可能な発展

をどうやって達成できるだろうか？

次の50年間でいろんな

ことが決まるであろう

もし地球温暖化が今のま

ま進んでいったとしたら、

この地球上の生物の種は、

6つのうち1つは消滅する

であろう。

氷河がどんどん溶けて

いて、疫病のパターン

が変わり、サンゴ礁が

破壊されている。

地球大気中の二酸

化炭素は、2015年5

月で403.70ppmに達

した。

海洋は毎日3千万

トンの二酸化炭

素を吸収し、酸

性度が上がって

いる。

人々は、農業や漁業に依存し、温暖化

に対応するには財務的にも技術的にも

不足しているにも係らず、地球温暖化

対策で先進的な国の温暖化ガスを減ら

そうと言う試みは攻撃にさらされてい

る。

米国－中国が二酸化

炭素を350ppmまで

減らすという目標を

達成してくれたらど

んなにかいいだろう。

化石燃料ではな

く植物系燃料を

使うことで二酸

化炭素の再利用

ができる。

フランシス法王は環

境の終末を憂いた。

環境税と排出権取引

化石燃料への財務支援か

ら再生エネルギーへの財

務支援に切り替える。

チャレンジ1は、今後5年間、貧困を減らし、世界的に温暖化ガス

を削減しながら、環境に優しいやり方でGDPを増加させることに

真剣に取り組むこととする。
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1. 気候変動と持続可能な開発

・地球温暖化に対応しながら、全ての人々のための持続可

能な発展をどうやって達成できるだろうか？

・気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告によると、過

去30年間、連続して温暖化が進んでいて、この30年間は、

北半球では、恐らく過去1400年の中で、一番温暖化が進

んだ期間であった。

・そして、もしすべての炭酸ガスの排出を止めたとしても、

気候変動の多くの要因は今後、何世紀にもわたって存続

する。

－温暖化ガスによる気象災害の問題

－破壊される熱帯雨林

－深刻化する中国、インドの公害

1. 気候変動と持続可能な開発

1)進行していること
・ツンドラ地域の氷や積雪が溶け、太陽光をあまり反射しなくなり、む

しろ熱を吸収し、メタン・ガスをどんどん放出し、地球温暖化を加速

させ、そのことでますますツンドラ地域の氷雪を溶かすようになって

きている。

・海水が温められ、海床からメタン・ハイドレートが放出され、そのこ

とで大気が温められ、氷の溶解を速めて、そのことで海水がもっと暖

められ、もっとメタン・ハイドレートが放出される。

・メタン・ハイドレートをエネルギーとして使うか、それとも海床から

のメタン・ハイドレートの放出を防止しなければ、メタン・ハイド

レートはそのものがメタンで温室効果を持つガスなので、大気中に放

出されることでますます温暖化が進行する。

・北極及び南極での氷の溶解は、太陽光の反射を減少させ、熱を吸収す

るので、ますます氷の溶解が進行する。

・氷河が溶け、天然災害のパターンが変わり、サンゴ礁が死んでいる。

・ここ1,100年で、メキシコ湾流が最も弱まっていて、その理由として、

グリーンランドでの氷の溶解による淡水が影響していると言われてい

る。
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1. 気候変動と持続可能な開発

1)進行していること
・人間の活動によって生じた温暖化ガスの自然吸収が減少しつつある。

・海は人間によって生成された二酸化炭素を吸収し続け、何世紀とまで

はいかないかも知れないが、この先何十年は吸収し続ける

・海が二酸化炭素を吸収すると酸性度が高まり、サンゴやその他の海に

住む生物に影響が出るかもしれない。

・大気中の二酸化炭素が長期にわたって増加し続けると、細菌が増え、

硫化水素を放出し、過酸化水素ガスは有毒で生物の多量死滅を引き起

こすかも知れない

・海水表面のペーハー水素イオン指数は、産業革命前からすでに約

0.11pH低下し、もしこの傾向が続くようであれば、今世紀末までには

0.3-0.4さらに低下するかも知れなく、そうなると、海洋生態系に大き

な影響を与えるものと懸念されている。

・世界の36%の食料は灌漑された田畑で生産されているが、1/5の灌漑用

地での土壌が乾燥化し、塩化し、大幅な穀物生産の減少を引き起こし

ている。

・海水面が上昇し、海水が淡水で灌漑されていた農業用地を浸食してい

る。

国 排出量 % 累積

1 中国 9,761.07 27.50% 27.50%

2 米国 5,994.56 16.89% 44.38%

EU 3,702.77 10.43% 54.81%

3 インド 2,088.02 5.88% 60.70%

4 ロシア 1,657.22 4.67% 65.36%

5 日本 1,343.11 3.78% 69.15%

6 ドイツ 798.58 2.25%

7 韓国 768.34 2.16% 71.31%

8 サウジアラビア 665.02 1.87% 73.19%

9 イラン 650.36 1.83% 75.02%

10 カナダ 620.47 1.75% 76.77%

11 ブラジル 581.70 1.64% 78.40%

12 インドネシア 548.65 1.55% 79.95%

13 メキシコ 499.90 1.41% 81.36%

14 イギリス 470.77 1.33%

15 南アフリカ 452.19 1.27%

16 オーストラリア 374.92 1.06%

17 トルコ 348.49 0.98%

18 フランス 347.50 0.98%

19 イタリア 347.11 0.98%

20 タイ 346.91

2014年の温暖化ガス排出量
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2005年から過去50年間の、世界の山岳氷河の平均の厚さの推移
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過去約120年間の海水面の推移（地質が安定している世界23地点の平均）

・国連環境計画によると、世界の人口の半分は海岸から60km以内に居住

し、世界の大都市の4分の3は、海岸線に位置している。

・5億人近くが、海抜5メートル以下の場所に住んでいる。

・海面が6メートル上昇すると、これらの人たちは移住するしか手段がな

く、すべての国や人が移住に必要な経済力を持っているわけではない。

・途上国の海岸に近い、海抜の低い場所にはスラム街が多く、ホームレ

スなどの多くの貧しい人たちが暮らしている。
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気候モデルによる今後の気温の上昇予測(8モデル、2000年比)

1940年–1980年の平均値に対する1995年から2004年の地表面の平均気温の変化
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1960年–1990年の平均値に対する2070年から2100年の地表面の平均気温変化量の予測

2013年に発表された研究（Levermann et al. 2013）によると、1℃の気温上昇につき、

約2.3メートル海面が上昇する。海面上昇に要する時間は2千年以内とされている。

つまり、2100年までの気温上昇を2度に抑えた場合でも、2千年以内に約4.6メート

ル海面が上昇する。
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1. 気候変動と持続可能な開発

2)被害
・Global ecosystem servicesは、人類の生存や経済の基本活動が温暖化の

影響によって影響され、16-64兆ドルが損失すると予測

・世界自然保護基金(WWF)は、温暖化による海への損害は24兆ドルに昇

ると予想している。

・乾燥化、塩化、農地への海水侵入によって毎年272億ドル分もの農業

損害が発生している。

・貧困国で温暖化ガスをほとんど排出していない国は、経済を農業や漁

業に頼っていて、温暖化に対応できる財源も技術資源も持っていない

ので、最も地球温暖化の影響を受けやすい。

1. 気候変動と持続可能な開発

3)対策
A)科学技術的な対策

・海洋に鉄粉をまき、植物プランクトンを増やして二酸化炭素を吸収さ

せる

・遺伝子工学を使って珊瑚を改造し、もっと二酸化炭素を吸収するよう

にする

・軌道上に日よけのようなものを打ち上げ、太陽光があまり地球に来な

いようにする大規模なジオ・エンジニアリング・プロジェクト

－硫酸塩エーアロゾールを大気中に噴射して太陽光を反射させる

－ただ、成層圏のオゾンを枯渇させる

－国際的な同意が必要である

－日中の空をやたら明るく、白くしてしまう可能性がある

・火力発電所から排出される炭素をセメントの材料にする

－ただし火力発電所が増えることが良いことなのかの問題がある。

・バイオ燃料用の藻を育てるために使うなどの炭素の再利用

・燃料・燃料・燃料・燃料消費率の消費率の消費率の消費率の改善改善改善改善
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1. 気候変動と持続可能な開発

3)対策
B)経済メカニズムとインセンティブによる対策

・・・・炭素税、国際送金課税、都市税、海外旅行税、環境フットプリントな炭素税、国際送金課税、都市税、海外旅行税、環境フットプリントな炭素税、国際送金課税、都市税、海外旅行税、環境フットプリントな炭素税、国際送金課税、都市税、海外旅行税、環境フットプリントな

どの新しい税を導入するどの新しい税を導入するどの新しい税を導入するどの新しい税を導入する

－経済インセンティブで二酸化炭素を出さない行動に誘導する

－しかし、生きるためには二酸化炭素排出も必要

－先進国はともかくも開発途上国は難しい

C)信念、モットーのような対策

・省エネライフ、クールビー、

・菜食主義者を増やすこと

－肉の生産にはものすごいエネルギーと穀物、水を使っている

－もし菜食主義が広まれば、家畜の飼料に使われている穀物が人間の食

料になり、もし人口を抑制できれば、二酸化炭素排出はかなり削減す

る。

－一節には、家畜が発するメタンガス、家畜の排せつ物が発するメタン

ガスはかなりの量であると言う。

1. 気候変動と持続可能な開発

4)地域
A)アフリカ

・温暖化ガスをあまり排出しないにも係らず、温暖化の影響を大きく受

ける。

・乾燥化、砂漠化によってサブ・サハラ地域の降雨量が半分以下に減少

すると言われている。

・乾燥化に加え、集中豪雨も発生しやすくなっていて、表土流出で耕作

地を失う。

・気温が3度上がると、主要作物である、トウモロコシ、粟、ヒエが育

たなくなり、飢餓が蔓延する。

・アフリカの熱帯雨林が不法伐採、材木の密輸で危機にさらされている。
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B)アジア、オセアニア

・太平洋諸島国やバングラデシュなどの低地国は地球温暖化による海水

上昇で国土を失う、土地を失うなどの被害を受けている。

・マーシャル列島、キリバスなどの国は存亡の危機

・マーシャル列島などでは、島によっては米国などに移民を余儀なくさ

れている。

・世界の半分の都市がアジア地域に存在し、多くは低地に存在するので、

海水面上昇により多くの都市が水没する。

・アジアと都市にはスラムが多く、スラムに暮らす人が多い。

・これらの人々は住む場所を奪われる。

・最大の温暖化ガス排出国である中国と2番目に大きな米国が、温暖化

ガス削減で強力しようという合意に達したが、まだ具体的な削減にま

では至っていない。

・中国、インドでは、持続可能な開発という観点とは全く逆の開発が行

われて、大気汚染、水汚染、土壌汚染が深刻化している。

・中国の大気汚染は、韓国や日本にも大気汚染を引き起こしている。

C)欧州

・炭素税、環境税、温暖化ガス取引といった経済インセンティブで省エ

ネに誘導しようとしている。

・エネルギー効率を高める技術開発を積極的に実施している。

・もう一つの柱は、温暖化ガスを排出しない再生エネルギーへの転換で、

北の方（例えばデンマークやドイツ）は風力発電に、南の方（例えば

スペイン）は太陽光発電に転換しようとしている。

・ただ、スペインは財政難が表面化し、太陽光発電にエネルギーを切り

替えていけるかの先行きが不透明になってきている。
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D)ラテン・アメリカ

・もし産業革命前よりも摂氏2度、地球の温度が上昇したら、この地域

では2050年までで年間1000億ドルの被害が出ると予想されている。

・アマゾンの熱帯雨林の消失が危惧されている。もし消滅すると、重要

な温暖化ガス吸収源が失われてしまう。（これはインドネシアに対し

ても言われている。）

・ただ、温暖化によって、アルゼンチンなどの農耕地は生産性が高くな

る可能性がある。

・異論はあるが、ブラジルでは石油に変わってバイオ燃料が普及してい

る。これは化石燃料を使わないという点では評価される。

E)北米

・世界で2番目に多く地球温暖化ガスを排出する米国が、温暖化ガス削

減にどう取り組むのか注目されている。

・何度も議会の反対で、米国は温暖化ガス削減には参画してこなかった。

・現在の米国の穀倉地帯は、温暖化で砂漠化し、穀倉地帯はカナダの方

に移動する。
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1. 気候変動と持続可能な開発

2. 安全な水

3. 人口と資源

4. 民主主義

5. 世界的視野と意思決定

6. 情報通信技術によって広がる世界

7. 貧困格差

8. 保健医療

9. 教育と学習

10. 平和と紛争

11. 女性の地位向上

12. 国境を越えた組織犯罪

13. エネルギー

14. 科学技術

15. 倫理
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グローバルチャレンジグローバルチャレンジグローバルチャレンジグローバルチャレンジ3：人口と資源：：人口と資源：：人口と資源：：人口と資源：

如何如何如何如何にして人口増加と資源とのバランス保てるのだろうにして人口増加と資源とのバランス保てるのだろうにして人口増加と資源とのバランス保てるのだろうにして人口増加と資源とのバランス保てるのだろう

か？か？か？か？

現時点では、世界の人口は73億人であり、

12年以内に10億人増え、35年以内に23億

人が増える。

人口は、高い出

産率、高い死亡

率であったもの

が、低い出産率、

低い死亡率に変

わっていく。

60歳以上の老人

人口が、現在の

864百万人から

2050年には20億

人に増える。

世界での出生率が

下がっていて、

1990年では6人

だったが、現在で

は2.45人になって

いる。

世界人口の11.3%

は栄養失調である

が、1990-92年の10

億人（18.7%)から

は改善された。

5歳以下の乳幼児

死亡率は、1990年

から2013年で約半

分に減った。

33%の食料品が無

駄に捨てられてい

る。2050年までに

は食料生産を70%

増やす必要がある。

未来で必要な資源はいかのような方法で調達できる：

エコ・スマート・シ

ティ

（102都市建設中）

都市環境システム教育

遺伝子工学を使って、

高収穫で旱魃に強い種

を作る。

動物を使わないで、肉

細胞を増殖する。

（2013年実験成功）

農業生産現場から、食

品加工、消費までの間

の損失を減らす。

精密農業、漁業

魚を増やすために海草

を育てる。

塩水農業。

長寿化技術の可能性

チャレンジ3として、世界の年間人口成長率が年間3千万人以下になり、空腹

で苦しむ人の数が半分になり、都市の大部分はエコ・スマート・シティにな

ることを目標として設定し、長寿化の新しいやり方が経済的に可能になるこ

とを目指す。

3. 人口と資源：

・如何にして人口増加と資源とのバランス保てるのだろう

か？

・現時点での世界人口は73億人である。

・今後12年で1億人の増加が見込まれ、35年間で23億人が増

加するだろうと予測されている。

・人口が増加する中で、経済発展を維持しようとすれば、食

料生産は2050年までに70%増やさなければならない。

－開発途上国での人口増加と先進国での人口減少

－高齢化社会

－仕事の不足

－食料の不足

－資源（特に水）の不足



12/16/2015

40

少し先の時代の人口の大きさで世界地図を描くと、中国、インド、インドネシア、

ナイジェリア、イラン、バングラデシュ、アルゼンチン、フィリピン、ミャンマー、

米国、カナダ、日本といった国の大きさになる。
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人口増加：急速に増加している。
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人口増加に伴い、資源の奪い合いが顕在化している。これは水についてみた

ものだが、21世紀後半では、今のままの人口増加を賄える淡水の確保はかな

り難しい。

人口増加に伴い、水資源がこのように必要になる。

アジアの水資源（とその取り合い）が問題になることが理解できるのではな

いか？
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水ストレスにあるという表現はマイルドで、コンフリクトが起きると、生命

維持に必要な水が手に入らなく、これだけの人が無くなる可能性があるとい

う意味。

3. 人口と資源

1)進行していること
・人口爆発：49の低開発国でものすごい勢いで人口増加が起きる

・人口減少：2050年までの間に43ケ国以上の国で減少（こちらの人口減

少は緩やか）

・高齢化：人口動態は、高死亡率と高出生率から低死亡率と少子化へと

変化し、そのため高齢化がますます進む。

・現在の平均余命は70.5年で2100年までに81歳に延びると予測

・2050年には、65歳以上の人口が15歳未満の人口を上回る

－看護、老後の問題

・世界の低開発地域に住む高齢者の割合は、現在の66%から2050年には

79%に増加する

・都市化：国連の推計によれば、2050年までには人類の70%を超える

人々が都市部に住む

－都市問題（自動車の増加、交通渋滞、水、電気などのインフラ整備、

住宅不足やスラム化、都市の運営問題など）

・人口増加に伴い、仕事がもっと必要になっている。

・人口増加に伴い、資源がもっと必要になっている。

・人口増加に伴い、食料がもっと必要になっている。
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食料生産、食料供給の問題：

・人口増加と暮らし方での豊かさが増えたことによる需要の増大

・表土流出や耕作地の損失

・肥料費の高騰が大きい

・食料である穀物などが市場投機の材料にされている

・帯水層の枯渇で穀物生産が危機に瀕している

・地下水の低下や水質汚染で食物を生産しにくくなっている

・バイオ燃料への作物の転換で

・肉の消費の増加

・食料備蓄の減少

・農村部の灌漑用水の都市部の水道用水への転換

・気候変動の影響

・現時点では、世界の全ての人を養うに十分足りる食料の量と種類があ

るのだが、その管理と配布のあり方に問題がある。

・人間の食料用に製造された食品の約33%が無駄になり、廃棄されてい

る。

・先進国では、食料の約30%が消費時で無駄になり、一方、途上国では、

生産段階で40%が無駄になっている。

・それは適切な保管流通基盤や商業ネットワークの不足が原因で起きて

いる。

農地の問題：

・アフリカの国によっては、自国民のための食料を生産するために、農

地（主にサブ・サハラ・アフリカ）を外国人投資家に販売、あるいは、

リースしている。

・2006年以来、400以上の大規模な土地の強制取得が起きていて、66カ

国で、約3500万ヘクタールにも及んでいる。

・人口増加と経済成長に追いつくために、2050年までに食糧生産を70%

増加する必要があり、肉の消費量は2000年に37キロ/人/年から52キロ

以上/人/年に増加する必要があると予想

・もしこの増産がなされたとして、穀物生産の50%が動物飼料に廻され

る

食品価格の問題：

・20年間で、インフレ調整後の食品の価格が2倍に増加

・2030年までにはさらに150%価格が上昇する

・食品輸入に依存する貧困国では、人々はすでに所得の80%を食料品購

入に使っているので、価格上昇は飢餓に繋がりかねない。

→これがきっかけで、エジプトのナセルは失脚した。
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栄養の問題：

・2012-14年の間で、8.5億人、世界の人口の11.3%の人々が栄養失調

・国連食糧農業機構は、人口の30%（20億人）が「隠された飢餓」に苦

しんでいると推定

・「隠された飢餓」とは、カロリーの摂取量は十分であるがビタミンや

ミネラルの量が不足している状態

・近代化され機械化された農業で作られた作物は、ミネラルなどの栄養

含有量が少なく、隠された飢餓の危険性をエスカレートさせている。

・世界で約8人に一人は慢性的に栄養不足だといわれている

・国内の食料生産が不足し、食糧援助を必要としている国が35ケ国

・国連食糧援助計画によって、75カ国の8100万人以上の人々に食糧援助

・その一方、21億人以上の人々（世界の人口のほぼ30%）が、体重過多

（BMI指標で25以上）または肥満（BMI指標で30以上）

・世界的に年間の死亡者の約5%は肥満が原因であり、毎年2兆ドルの保

健医療費がかかり、生産性の損失を生んでいる。

3. 人口と資源

2)対応
A)人口抑制

・家族計画などを薦めているが、低開発国では、社会保障制度が未整備

なので、子供に老後を頼るしかなく、なかなか進まない。

－宗教、伝統文化、女性の発言力が低いことなどがあり、そういった地

域での人口抑制は難しい。

－しかし、女性の教育度が向上するほど出生率が抑制される

B)都市化

・技術による解決が試みられている

－スマート・シティといったITを駆使した都市経営が試みられている

－風力発電や太陽光発電などのクリーン・エネルギー利用を増やし、エ

ネルギー消費も効率化

－道路渋滞緩和では、信号システムの改良、道路システムの改良、公共

交通機関の整備などが検討されている。

－ドライバー不要の自動車自動運転システムに期待が持たれている。

－しかしながら、ゴミの処理、下水の処理をいかにうまくできるかが課

題
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3. 人口と資源

2)対応
B)仕事

・人生が長くなったので、人々はより長く働けるようになる

・若い世代に養ってもらうのではなく、若い世代の経済的負担を軽減し、

自分の生活水準を維持するためにもっと仕事が必要

・多様な仕事、通信を活用した仕事、パートタイムの仕事、ジョブ・

ローテーションといった方法で仕事を増やそうとしている

・17ケ国の途上国では、人口の半分は18歳未満であり、世界の若者の人

口が世紀の終わりまでに35億人を超える

・毎年、約1.2億人の若者が仕事を開始する

・退職年齢を引き上げると、若者の雇用を弱め、若者の失業者を増やす

ことになるかもしれないし、そのようなことは、潜在的に経済的、政

治的に不安定な状況を作り出し、長期化させかねない。

3. 人口と資源

2)対応
C)食料

・動物を使わなく、肉細胞から純粋な肉を生産する。（2013年に実証

済）

・より良い天水農業と灌漑の用水管理

・高収穫や干ばつに強い作物を作る遺伝子工学

・農業生産現場から食品にし、消費するまでの間の損失を低減

・精密農業と水栽培

・魚を増やすための海草類の栽培

・沿岸地域で（塩生の植物を使った）塩水農業行い、人間用の食料や動

物用の飼料、バイオ燃料や製紙用原料を生産し、二酸化炭素を吸収し、

そのことで、淡水を使った農業や耕作地の減少を防止し、雇用を増加

させる。

・動物の飼料のための昆虫の飼育と飼料用処理。（昆虫はどこにでもい

て、すぐに繁殖し、昆虫の食料である植物から動物性蛋白質である昆

虫の体への転換率が高く、環境には負荷が少ないと国連食糧農業機構

は述べている）。また、今日、世界中で20億の人が、既に昆虫を食べ

ている。
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3. 人口と資源

2)対応
C)食料

・菜食主義を広め、海洋フローティング太陽農業や養殖

・合成生物学やその他の長寿化技術を使っての、年を取っても健康に生

きられ、生産性を高められる技術

・安全なナノ・テクノロジーの研究開発を加速し（品質向上を図りなが

ら、材料使用効率を高める。）

D)医療

・通信技術を使った遠隔医療（オンライン自己診断エキスパート・シス

テム）→肥満

E)都市経営

・都市部のセンサー、ネットワーク網、人工知能などのインテリジェン

ト・システムを統合し、市民が都市の向上を計れるようなスマート・

シティを作る。

・都市システムの環境教育（都市の環境汚染が問題）

3. 人口と資源

3)地域
A)アフリカ

・アフリカの人口の半分が17歳以下

・2050年までの世界人口の増加で、その半分以上はアフリカでの増加分

・ナイジェリアは、2050年には世界で第3位の人口

・アフリカの人口は、この27年で2倍

・現在は10億人で、2060年には27億人、2100年には36億人

・2050年には、3人の出生児のうち1人がアフリカ人で、18歳未満の子供

では、3人に一人がアフリカ人

・アフリカの高齢者人口は、2050年までには3倍以上になり、2.12億人

・都市居住者の60%がスラム状況に置かれてい

・この状況では、子供たちは学校に通うことはまずなく、ほとんどは栄

養不足で、将来、失業が増え、社会紛争が増え、長期化する

・サブ・サハラ地域では、25歳未満の若者が全失業者の約60%にも達し

ている。
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3. 人口と資源

3)地域
A)アフリカ

・競合や汚職のせいで、サブ・サハラ地域への開発投資は進まず、もと

もとは肥沃な農地が荒廃し、難民が増え、さまざまな理由が重なって

食料危機が発生し、天然資源をうまく管理できない。

・アフリカには世界の半分以上の面積の、まだ農地としては使われては

いないが、潜在的に豊饒な農地が存在する。

3. 人口と資源

3)地域
B)アジア太平洋地域：

・2010年から2050年の間の世界の都市人口の増加のうち、60%以上はア

ジアで起きる都市化での増加

・アジア地域の都市は、天然災害に見舞われやすい地域に存在し、気候

変動に対して特に脆弱

・今現在でも、5億以上の人々がスラムに住んでいる。

・2025年には、中国には人口100万人以上の都市が220個と1千万を超え

る巨大都市が8つ建設される。

・1990年には26%であった中国の都市化率は今や2倍以上になり、55%に

達し、更に、60%にまで増える

・しかし、過剰な住宅投資によって、4900万戸の住宅、中国の都市部の

住宅の22.4%が空家となっている。

・中国では、経済成長以上に高齢者人口が増え、膨大な高齢者人口を十

分養えるほど豊かになる前に高齢者社会に突入している。

・インドの人口は2028年頃には中国を超える

・超えた後も、その後10年間は、その増加が続くであろう。

・2050年までに、ヒンズー教は世界で第3番目に多い宗教となり、イン

ドは最大のイスラム教人口を持つ国としてインドネシアを追い越す



12/16/2015

50

3. 人口と資源

3)地域
B)欧州：

・シリアでの戦争とリビアでの政治不安によって、移民と安全地を求め

て海路でイタリアに渡った人の数は2014年には、218,000人で、2013年

は8万人で増えた。

・今後何十年に渡ってこの移民が続くであろうことを考慮すると、EUの

人口は2013年に比べて2060年にはもっと膨らむであろう。

・移民が増えるにもかかわらず、EU加盟国の約半数の国で人口が減少す

ると予想される。

・65歳以上の人口は、15歳から64歳の人口に比べて、27.8%から50.1%に

増加する

・1994年では、15歳未満の人口は、欧州の全人口の18.6%だったが、

2014年にはわずか15.6%に減少している。

・ドイツの幼年人口は欧州で最も低く、13.1%である。しかし、EUの若

者の13%はニート（という無職で、教育や訓練を受けていない者）で

ある。ギリシャとスペインのニートの割合は、それぞれ20.4%と18.6%

である。EUは、若者の雇用を増やすために年間153億ユーロを費やし

ている。

3. 人口と資源

3)地域
B)欧州：

・欧州の低出生率と高齢化、人口減少

－年金や社会保障制度が変化を余技なくされている。

－子供を産むことに対する奨励策が摂られている

・移民労働者の増加により、国際関係や文化、社会構造が影響を受けて

いる。

－祖国から他のEU諸国へ移動するギリシャ人とスペイン人が増えている。

－イスラム教圏からの移民やその子孫の割合は2050年で、フランスで

25%に、ドイツでは33%に増加すると予測

－東欧から西欧への移民も継続

－農村部から都市部への移住

－北アフリカや中東からの欧州への移住

・これらの動きは貧困、内戦、社会問題、保健医療問題を拡大し、長期

化させると予想されている。
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3. 人口と資源

3)地域
B)ラテンアメリカ：

・ブラジル、エクアドル、ベネズエラ、グアテマラ、ホンジュラス、ニ

カラグアは、食料安全保障のために、国内で生産された農産物を、基

本的に自国民を養うために確保し、輸出を優先しないという食料安全

保障令を承認

・ペルーは、遺伝子組み換え製品の輸入を10年間、禁止したことがある。

ペルーは、（コーヒー、ココア、キノアやバナナなどの）有機栽培食

品の世界有数の輸出国の一つ

－ただ、遺伝子組み換え植物栽培に関し圧力がある。

3. 人口と資源

3)地域
B)北米：

・地域全体で、60歳以上の人口の割合は、2012年には19%だったが、

2050年には27%に増加する

・米国では、65歳以上の人口は、2009年に約4000万人だったが、2030年

には約7200万人に増加する

・マイノリティ（少数派人種、主にラテン系移民とその子孫）の1歳未

満の人口増加が高いので、マイノリティはやがてマジョリティ（主流

派）になる

・一日一人当たり2ドル以下の収入しかない、子供を持つ米国の世帯が

百万人以上いる。

・食料不安を感じているアメリカの世帯は、2000年には10.5%だったが、

今では15%近くが不安を感じている。

・また、100万人以上のカナダ人が、栄養価の高い食べ物を確保するた

めに苦労している。

・その一方、アメリカでは三分の二の人々は、体重過剰、あるいは肥満

であり、8.3%の人が糖尿病を患っている。

・平均して、アメリカ人は毎年、253ポンドの食べ物を廃棄している。
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1. 気候変動と持続可能な開発

2. 安全な水

3. 人口と資源

4. 民主主義

5. 世界的視野と意思決定

6. 情報通信技術によって広がる世界

7. 貧困格差

8. 保健医療

9. 教育と学習

10. 平和と紛争

11. 女性の地位向上

12. 国境を越えた組織犯罪

13. エネルギー

14. 科学技術

15. 倫理
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チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ7：貧困格差：貧困格差：貧困格差：貧困格差

いかに市場に道徳性を持ち込み、貧富の格差を少なくするか？

チャレンジ7として、市場経済の悪用や、企業や政府の汚職が徹底

的に追及され、あらゆる意味での収入格差がこの8-10年以内に連続

的に縮まることとする。

貧富の格差が広がっている。2014

年で、わずか80人の億万長者が世

界全体の富の50%を所有している。

多次元貧困者：約

15億人が貧困者で、

91ケ国に広がって

いるが、インドが

その約1/3を抱えて

いる。

国連開発計画は、

この20年間で、工

業国で9%、開発途

上国で11%、不平

等が拡大したと報

告している。

世界の80%以上の人々は、統合

的な社会保障で守られていない。

約21百万人が強制労働の被害に

合っている。この違法な強制労

働によって、毎年1500億ドルも

の違法製品が製造されている。

オックスファムによれ

ば、2016年には1%の

富裕層が残り99%の富

を合わせたものよりも

多くの富を所有するだ

ろうと述べている。

世界奴隷労働白書によれば、

世界で35.8百万人が奴隷の

ような労働境遇に置かれて

いるという。

失業：

2014年では、世界全体で約201百万人の

失業者が存在し、2008年の経済不況の

始まる前に比べ30百万人増加した。

この傾向が続くと、2019年には失業者

は212百万人に増える。

開発途上国に住む一日1.25ドル以下で

暮らす人々の数は、1981年では全人口

の51%（19.3億人）だったが、1990年

には43%（19.1億人）に、2011年には

17%（10億人）に減少した。このまま

であれば、2020年には9%、2030年には

3%に減少するであろう。

国による経済格差は減少

2030年までには、

世界の中間層は

66%、約30億人に

増加すると見込ま

れている。

PwCは2050年での（購買価格で計算し

た）経済大国は、中国、インド、米国

の3国で、どの国も、次の4番目から6番

目の3つの国（インドネシア、ブラジル、

メキシコ）のGDPを合わせたものより

も大きなGDPを誇ると予想している。

G7の世界のGDP占有率は1990年で50%

であったが、2014年には33%に低下し、

2020年には29%に低下すると予想され

ている。新興市場と開発途上国が1990

年で34%だったものが2014年で57%に

増え、2030年には60%に増えると予想

されている。

世界は豊かな人と貧しい人のパート

ナーシップを推進し、経済改革を導入

し、収入格差を改善し、生産性を上げ、

タックス・ヘヴンを無くすような長期

的な戦略計画を必要としている。

7. 市場経済を如何に道徳的なもととし、所得格差を軽減

させることが出来るか？

・発展途上国の貧困者数は、1981年の51%から2011年には

17%に減少した

・貧困者と富裕者の所得格差が急速に拡大している。

・2014年で見ると、人類の富の50%をわずか80人の億万長

者が所有している。

・オックスファム（Oxfam）は、現在の傾向が続けば、

2016年までに最も裕福な1%の人が世界の富の99%を所

有するであろうと推定している。

－絶対貧困は減ったが、複合貧困が増えた

－所得格差が広がった

－雇用での所得格差の調整

－貿易での所得格差の調整
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インド、ムンバイのスラムと高層ビル。インドの貧富の差を象徴する写真。
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地図で見る世界の貧困率2012年：世銀
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世界の貧困率および貧困層の数

貧困率 1990年：37.1％

2012年：12.7％

貧困層の数 1990年：19億5800万人

2012年：8億9600万人

（*2011年の購買力平価に基づき、国際貧困ラインを1日

1.90ドルで計算）

出所：Regional aggregation using 2011 PPP and $1.9/day 

poverty line

2.14：一日1.25ドル以下で暮らしている人の人口比

実測値
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図1.6：（購買価格で計算した）一日1.25ドル以下で暮らすことを余技なくされている人の数（人口比%）

図2.14：（購買価格で計算した）一日1.25ドル以下で暮らすことを余技なくされている人の数（人口比%）
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Source: OECD 22

一日2ドル以下で暮らさなければならない貧困者数は減ったが、貧困格差は

広がる一方である。

Source: OECD 22

日本の所得格差の進行が激しい。1980年代に比べ、所得格差が30%以上も増

えている。
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所得格差は、先進国では、日本は米国に次いで大きい。

貧困は世界的には減少している：

・2030年までには、世界の中間層は66%に増加し、この約30億の中間

層の消費者の持つ購買力と需要の増加が期待されている。

・世銀によれば、開発途上国に住む一日1.25ドル以下で暮らす人々の

数は、

－1981年では全人口の51%（19.3億人）

－1990年には43%（19.1億人）に、

－2011年には17%（10億人）に減少した。

・一日2ドル以下で暮らす人の数は：

－1981年には25.9億人だったが、

－2011年には22億人に減っている。

－この間、人口は45億人から67億人に増えている。

・国際労働機関は、低賃金労働者数が世界的に減少していて、2000年

初頭から2013年にかけて、一日1.25ドル以下で暮らす労働者は6億人

から3.75億人（対全雇用者非12%）に減少し、一日2ドル以下で暮ら

す労働者は11億人から8.39億人（対全雇用者非27%）に減少した。

・国際労働機関は、極端な低賃金で暮らす労働者の数は引き続き減少

し、2020年には7%になると予想している。
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・国連のミレニアム・ゴールの達成

・17の持続可能な開発目標の枠組みの中で、世界中のあらゆる形態の

貧困を終わらせることとしている、

・その目標として、2020年までに極端な貧困を9%以下に、2030年まで

に3%以下にまで減少させることを定めた。

・さらなる貧困撲滅のために、持続可能な開発目標の中で、格差を是

正し、繁栄を促すことで便益を拡大するような年度別の賃金政策や

社会保護政策を各国が適用することを求めている。

極度の貧困というものは減少した：

先進国と開発国とでの貧困差も少なくなった：

・複合貧困という形態の貧困の問題が浮かび上がった

－餓死するわけではないが、病気になったらそれで終わり、

教育を受ける機会がない、まともな仕事が無いなどの、

貧しさから抜け出せない構造に置かれている。

・また、所得格差がひどくなった。

－先進国の中での所得格差が大きくなった
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世界的には経済は伸びている：

・2013年の世界の生産力は（購買価格で）100兆ドル以上

・2014年では108兆ドル

・2020年には150兆ドル近くになると期待されている。

・過去3年間の平均成長率は3.4%（IMF

・2015年の経済成長率は3.5%（IMF)

・2016年には3.8%（IMF)

・2017年までの世界全体の経済成長率は平均3.3%（世銀）

・2020年には4%になると予測（IMF)

新興経済国の成長が早く、先進国との差が縮まっている：

・工業国の経済回復は遅い：

・G7の（購買価格により計算した）GDP合計の世界のGDP合計に対す

る比率は、1990年には50%強

・2014年には33%に下がり、

・2020年には29%に下がると予想されている。

・一方、新興国市場と開発途上国のGDP合計は1990年には36%

・2014年には57%に増え、

・2020年には60%を超えると予想されている。

・BRICSのGDP合計は2015年で36.43兆ドルになると予想

・G7のGDP合計、35.86兆ドルを超えると予想されている

－つまり、G7のGDPよりもBRICSの方が多い

・PwCの予想

・2050年での（購買価格で計算した）経済大国は、

－中国

－インド

－米国の3国で、

・どの国も、次の4番目から6番目の3つの国（インドネシア、ブラジル、

メキシコ）のGDPを合わせたものよりも大きなGDPを誇ると予想して

いる。

・つまり、豊かな国という観点では、先進国と新興開発国で

の貧しい後進国というギャップはなくなる。

・ただし、一人当たりの収入格差は国の豊かさとは別の・ただし、一人当たりの収入格差は国の豊かさとは別の・ただし、一人当たりの収入格差は国の豊かさとは別の・ただし、一人当たりの収入格差は国の豊かさとは別の問題問題問題問題
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・そもそも低い時点から経済成長を開始し、人口が多いので、新興国市

場や開発途上国一人当たりGDPの格差を縮めるためにはまだ時間が

かかる。

・新興国市場や開発途上国の2014年の経済成長は3.5%で、2015年には

3.1%、2016年には3.6%、そして2020年には4.2%と予測されている。

・これは、一人当たりのGDPで見ると、

－2014年には10,120ドルだったものが

－2020年には13,841ドルになるという意味である。

・工業国の一人当たりGDPは伸びるが、新興国市場や開発途上国と比べ

て伸びは低く、2014年で1.3%、2015年と2016年で1.9%、2020年でも

1.5%である。これは、（購買価格で計算した）一人当たりGDPは

－2014年で44,588ドルで、それが

－2020年でも54,861ドルにしか増えないということを意味している。

・つまり、開発途上国の一人当たりのGDPは急速に増えて

いるが、それでも、先進国と比べて当面低い。

・こうして、開発途上国の人々はまだ貧しい中

・世界的にも国内でも拡大する収入格差：

・富の集中が、貧困格差是正の上で大きな問題となっている。

－この20年間で、工業国で9%、開発途上国で11%、不平等が拡大（国連

開発計画）

－開発途上国では1990年代よりも収入格差が広がり、現在では75%もの

家庭が貧民としての暮らしを余儀なくされている。

－この不平等がこのまま続くと、2030年には、一日2ドル以下で暮らす

貧困者がさらに10億人増える（国連開発計画）

－2014年中期での富は263.2兆ドルで、大人一人当たり56,000ドルになる

が、115.9兆ドルは世界人口のトップ0.7%の人達によって所有されて

いる（クレディ・スイス）

－ 2016年には1%の富裕層が残り99%の人々が所有するものの合計より

も多くの富を所有する（オックスファム・インターナショナル）

－2014年で、80人の億万長者が世界全体の富の50%を所有

－2010年には388人の億万長者がいて、その試算合計は1.9兆ドル、億万

長者平均240億ドルの資産を保有していて、下位50%の人口の平均は

784ドルだった。
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・経済協力開発機構加盟国について言えば、富裕層10%と貧困層10%の

平均所得比は、

－1980年代では7対1

－2000年になって9対1

－現在は10対1

・賃金と利益の比が増大し、危険なほどギャップが大きくなっている。

（賃金が安く抑えられすぎている。）

・財務会のリーダーたちは不平等解消と構造改革を世界政策の重要課題

としてこの問題を取り上げているが、効果的な対策は未だ見られない。

・徐々に、1%対99%という動きが進行し、各地で人々が関心を喚起し、

デモなどの動きを通じて、財務会のリーダーたちの協調的な取り組み

や現行の経済システムの公平さに疑問を投げかけ、もっと持続的で人

間の尊厳を大切にする世界の構築に向けた実態ある約束を求めている。

・この所得格差という問題に対し

1)雇用という点からの対応

2)貿易という点からの対応

3)投資という点からの対応

4)経済開発という点からの対応

5)出稼ぎと出稼ぎ先からの本国送金

が取られている。

・仕事が無く、お金を稼げるチャンスが無ければ、貧しくな

り、所得格差が広がる

・物が流通しなく、流通での仕事やビジネスがなければ、所

得格差が広がる

・投資がなく、仕事を作り出してくれなければ、所得格差が

広がる。

・経済開発がされなければ、所得格差が広がる

と考えられている。（もちろん、異論がある。）
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1)雇用という点からの対応

失業者：

・経済成長が劣化し、「雇用を伴わない経済回復雇用を伴わない経済回復雇用を伴わない経済回復雇用を伴わない経済回復」が長期化し、需要低

迷が続き、それが失業者問題を継続させる原因となっている。

・2014年では、世界全体で約201百万人の失業者が存在し、2008年の経

済不況の始まる前に比べ30百万人増加

・2019年には失業者は212百万人に増える。

・失業が一番影響するのは15-24歳の若者で、2014年には74.5百万の若者

が失業している。

・これから5年間で毎年40百万人分の新しい仕事が創設されると期待さ

れているが、毎年約42.6百人の労働者が労働市場に加わるので、これ

だけでは全く足りない。

・世界のおよそ75%の労働者は安定した雇用関係にはない。

失業者：

・約48%の労働者は不安定な雇用状態で、そのほとんどは全く社会保障

を受けていない、あるいは不完全な社会保証しか受けられず、収入も

十分ではない。

・自営や新しい仕事の形態が増えている。国際労働機関によれば、そう

いった労働者は、しばしば不安定で、収入が低い、あるいは収入が無

く、社会保証も受けていない、あるいは十分でない。（例えば、52%

の労働者は年金に加入しているが、自営業者は16%しか年金に加入し

ていない。）

・約21百人が強制労働強制労働強制労働強制労働の被害者で、こういった不法業者は、強制労働を

使って年間1.5億ドルもの収益を上げていると予想されている。

・奴隷白書によれば、世界には35.8百万人の人が、奴隷のような状態に

置かれている。
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1)雇用という点からの対応

・ GDPの1.2%を、実効性のある労働政策に使うことで、欧州連合地域で

新しく3.9百万人分の仕事を創造できる（ILO)

・インターネット・ビジネス：

－30億以上の人々がインターネットに接続し、70億以上の形態電話利用者

がいる

－これらを対象に、あるいは活用して創生される市場には限界はなく、形

態としても個人営業から中小企業で、仕事としても、仕事に応募する

といったものではなく、新しい市場を発見するという形式のものであ

るので、予想もつかない経済的可能性をもたらすのではないかと言わ

れている。

1)雇用という点からの対応

・新しい技術やイノベーションは新しい仕事を象増するが、

オートメーションで人間の仕事を奪いもする：

－新しい技術やイノベーションによって、世界の人々はその力を発揮する

ことができ、新しい形態のビジネスを興し、生産性を上げ、労働によっ

て束縛される時間を解放し、創造力や生活水準を高めるために時間を使

うことができるようになる。

－しかし、そのようなことのためには、仕事の概念、収益の分配の方法な

どを大幅に変える必要がある。

－一方、それが実現できれば、オートメーションや人工知能の導入によっ

て社会全体が便益を受けることができる。

－今日会社で行っている仕事の50%は2025年までには無くなっているだろ

うという。

－このことにより、大きく変化する技術や新しい社会経済構造、共有経済

の進化などが伴い、生涯学習や知性創造に人間の活動が移行していくで

あろう。
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1)雇用という点からの対応

農業セクターの雇用吸収：

・農業の世界全体のGDPに占める比率はわずか6%で、工業が

31%、サービス・セクターが63%と比べて低いが、農業は世

界で2番目に大きな雇用市場で、約35%の労働者（世界で10

億人）を吸収している。

・クオーターや土地利用計画、輸出補助などの問題を解決し、

開発途上国が、食料の安全性を確保しながら世界市場への

輸出を改善できるのではないかと期待されている。

・さらに、このことで、開発途上国の農業セクターでの労働

力吸収が高まる。

2)貿易という点からの対応

・日本、中国も含め、豊かになった国は、貿易（輸出）によって豊かに

なった。

・貿易チャンスが増えれば、国内での生産を増やせる

・これは国内企業のビジネス拡大に繋がり、雇用も増える。

・国家間の経済格差を是正する重要な手段としての貿易：

－現在、生産された商品の約1/3が輸出され、金融投資の1/3以上が国際投

資である

－ 2014年には世界貿易は2.8%増加した。

－サービスである商業サービスの取引額は4%増

－開発途上国の輸出は3.3%増加した

・新興国市場は、中間層による国内需要の増加により開発が進み、自国で

行っていた低付加価値業務を他の開発途上国に移行させ、繁栄を世界に

広げている。

－外国投資のかなりの部分が新興国（中国、南アフリカなど）
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3)投資という点からの対応
－2012年以降、開発途上国に対して行われた海外直接投資の方が工業国に

対して行われた海外直接投資を上回っている。2014年の開発途上国に

対して行われた海外直接投資は3%増の7040億ドルで、これは全海外直

接投資額の56%を占める。

－中国に対する海外直接投資額は1280億ドルで、世界で最大である。

－工業国に対する海外直接投資は14%減少し、5110億ドルと想定される。

－2014年では、アジア地域に最も多くの投資が行われた。

・国際企業からの投資：2014年には、国際企業からの開発途上国への投資

が前年に比べ30%増加し、約5000億ドルになった。

・中国に対する投資が最大であるが、中国もまた、開発途上

国に投資を行い始めている。

－かっては、中国の安い人件費を使って生産することにメリットがあった。

－もはや中国の人権費やそれほど安くなく、中国企業が、安い人件費を求

め、バングラデシュなどに投資先を求めている。

4)経済開発という点からの対応

・ODAは増えているが、かなりの援助額がアフガニスタン、

イラクなどの復興に費やされた。

・先進国から後進国への援助よりも、新興国、特に中国から

アフリカを含む後進国への援助が大幅に増えている。

－これはこれで別の問題を引き起こしている

・新興国同志の援助スキームが確立

・南々協力も増えている。

－成功した開発途上国が自分の経験を分かち合うしくみ

・後進国も、貿易特区、非関税特区、工業団地、ハイテク・

パークなどを整備し、外国企業を誘致するという工業開発

計画を進めている。

・ただ、汚職、効率性が改善されない受入国側の社会経済開発システム、

など、昔からの問題が未だに存在する。
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4)経済開発という点からの対応

・中国からのODAは多く、また急速に増えているが、労働者

も中国から連れてくるので、現地での就業機会が増えない。

・おまけに、かなりの中国人が援助先の国に住みついてしま

う。

－例外もあり、中国側から、あるいはその息がかかった人からのいろいろ

反論もある。

5)出稼ぎと出稼ぎ先からの本国送金

・かなりの後進国の人々が、先進国や中近東に出稼ぎに出か

け、そこから本国送金を行っている。

－フィリピンなどでは、看護婦、メイドなどの職で海外で働く人向けにト

レーニングを実施。

－ただし、スキルのない人は低賃金で危険な建設業などに従事し、怪我を

しても保障されないなどの問題がある。

－女性では、雇い主に暴力を振るわれるといった事故も多い。

－海外送金にも問題が多い。地下銀行によって送金されるので、ピンハネ、

ちょろまかし、取締りによる没収などが起きる。

－正規の送金は制限されるか、あるいは高額の税金がかけられる、引き出

しに制限があるなど、問題が多い。

－一家のだれかが出稼ぎに行き、残りの家族郎党がその海外からの送金で

豊かに暮らすという、ぶら下がり現象。最も地元では仕事も現金収入

を得る機会もない。
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5)出稼ぎと出稼ぎ先からの本国送金

・フィリピンの政策：

－フィリピン人の看護婦が、米国などに出かけ、病院で勤務することが多

い。

－そこで、出稼ぎに行く看護婦に、リーダーシップも含めた経営に関する

トレーニングを実施している。

－出稼ぎ先で、看護婦の中でリーダーになり、本国からもっと看護婦を募

集するので、フィリピン人の看護婦の就労機会が増える。

－これと対象的なのが、ネパール。何もしないので、スキルもなく、教育

も十分受けていなく、英語も十分しゃべれないまま中近東などに出稼

ぎに行く。

－建設現場での肉体労働で、保障はなく、怪我をするとそれでおしまい。

お金が無くなり、本国に帰ることすらできなくなる。

－フィリピン人は、運転手などの職業訓練を受けているので、建設機械の

運転手など、そういった建設現場でも、安全で給与が高い仕事に就い

ている。

7. 貧困格差

5)地域的な状況
A)アフリカ

・4-6%の高い経済成長を持続している。

・最も貧困者が多かったが、改善されつつある。

－一日1.25ドル以下で生活している貧困者の数は1981年以来ずっと人口

の半分以上だった

－最近やっと半分以下になった。

－しかし、それでも人口で見ると1981年以降、貧困者数は2倍以上に増

え、2050百万人から2011年には4150万人に増えた。

－これは世界の貧困者数の35%になる。

－この地域の貧困者は2030年までには16-30%にまで減少すると予想（世

銀）

・ただ、人材流出が大きな問題

－例えば、看護婦や医師が、先進国の病院に出稼ぎに行き、本国の医療

システムの弱体化を招いている。

・アフリカへの投資が増えている

・ただ、治安、社会経済システム、汚職など問題が多い。
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7. 貧困格差

5)地域的な状況
B)中近東と北アフリカ

・石油に頼り、社会開発はあまり進んでいない。

・国によっては50-80%の労働者が公共セクターで働いている。

・失業者は増加していて、2014年には男性の9.1%、女性の21%以上が失

業している。

・若者の失業も問題で若者の失業率は27%であり、 2018年には28.6%に

達するであろう（ILO)

・約2.2百万の人々が奴隷のような生活を強いられ、カタール、シリア、

アラブ首長連邦、イラクの人々の1%以上はそういった状態にあると見

られている。

・エジプトは出稼ぎ者の本国送金で生きているような感じ

・一方、アラブ諸国は、多くの出稼ぎ外国人労働者を受け入れている。

これらの外国人労働者の待遇は、給与はいいが、労災などの保障がな

かったりと最悪である。

7. 貧困格差

5)地域的な状況
C)アジア太平洋地域

・高い経済成長を誇ってきたがかげりが見られる

・高い投資を呼び込んできた。

・中国は、購買力で見ると世界最大の経済大国になった。

・ただ、雇用減少と経済格差が広がっている。

－中国には100万人以上の百万長者がいて、この百万長者の数は、どの

国にも見られないほど増え続けている。

－中国は歴史的に最大の貧困者を抱える国であり、1981年では国民の

84%が最貧困者であった

－現在は最貧困者の数は12%に減少している。

－しかし、約80.8百万人は多次元貧困者であり、19%の人口は準多次元

貧困者である。
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7. 貧困格差

5)地域的な状況
C)アジア太平洋地域

・インドは世界の最貧困者の約1/3を抱え、人口の32.5%は一日1.25ドル

以下の生活を強いられ、632百万人が多次元貧困生活を強いられてい

る。

・インドの中間層は300百万人以上に増加

・失業者450百万人、

・失業率はわずか5%

・情報通信技術産業は急成長していて、2.2百万人の直接雇用を行い、8

百万人を間接雇用している。

・構造改革によってインドの経済成長は今後も続くものと予想され、

2014年の7.4%は、2015年には7.8%に、2016年には8.2%になると予想さ

れている。

7. 貧困格差

5)地域的な状況
C)アジア太平洋地域

・非公式経済はアジアに蔓延し、南アジアや東南アジアの国によっては

90%以上の労働者が非公式経済セクターで働いている。

・開発や投資を促進するためには財務構造改革が必要

・アジア地域の地政学的な緊張

・汚職、組織犯罪、汚染、所得格差、水、エネルギー、食糧の不足

・これらが貧困撲滅を難しくしている。

・自然災害や気候変動の影響が太平洋地域における開発やコミュニティ

の存在そのものの脅威となっている。

・従って、アジア経済は全体として、未来はあまり明るくない。
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7. 貧困格差

5)地域的な状況
D)欧州

・EUは世界で最も豊かな地域で、GDPは14兆ユーロ（15.6兆ドル）に達

する

・ユーロ圏の国の負債と財務政策が問題

・2015年のEUの経済成長は1.5%と期待されているが、ユーロ圏の経済成

長は1.1%に留まり、失業率は約11%になると予測されている。

・EU内の失業率には大きな差があり、ギリシャやスペインでは27%にな

るのに対し、オーストリアやドイツではわずか5%である。

・問題は若者の失業で、国によっては若者の失業率が50%近くにもなる

国もある。

・3150億ユーロの予算をかけた、EU投資計画で経済が刺激され、2018年

中期には、2.1百万の新しい仕事が創設されると期待されている。

・2008年の経済危機以降、労働者保護が次第にされなくなってきた。

・EUは、債権国である北欧側と債務国である南欧側に分かれつつある。

7. 貧困格差

5)地域的な状況
D)中南米：

・中間層はこの10年間で50%に増えた

・極めて不平等な社会構造は変わらず、富裕層の10%が総収入の48%を

握り、最貧困層10%はわずか1.8%しか得られていなく、収入、地域、

出身などによる社会差別も続いている。

・2000年代には、地方と都市の収入格差を始めとする格差は縮まった

・しかし、未だに、不公平感は高い

・賃金の差を少なくし、技能者を増やし、最低賃金を引き上げることで

約40%の社会不平等解消を達成し、政府の行政改革をさらに進めるこ

とで、残りの13-20%の不平等を解消した。

・不平等を削減したことで、当該地域の貧困を33-50%削減できたと試算

される。

・一日1.25ドル以下で暮らすことを余技なくされている人々の数は、20

世紀の最後の20年間は12%だったが、今位置では6%にまで減っている。
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・前回の説明で、メキシコと米国の豊かさの違いは

歴史的に採択した社会経済システムの違い歴史的に採択した社会経済システムの違い歴史的に採択した社会経済システムの違い歴史的に採択した社会経済システムの違いで、メで、メで、メで、メ

キシコには自由がなく、米国には自由があるキシコには自由がなく、米国には自由があるキシコには自由がなく、米国には自由があるキシコには自由がなく、米国には自由があるとい

う理論を説明した所、それでも、米国に生まれた

かメキシコに生まれたかの違いではないかという

表層的な理解しかされなかったことは非常に残念

である。

・メキシコで働いた経験があるが、メキシコではコ

ネがないと仕事を進められない。そういうコネの

社会経済システムなのである。これを不平等で自不平等で自不平等で自不平等で自

由がないシステム由がないシステム由がないシステム由がないシステムと言う。

・米国では、コネなどなくとも、正規の手続きを踏

めばちゃんと仕事をやらせてもらえる。米国はそ

ういう社会経済システムなのである。

・どのような社会制度であれ、それは歴史の中で選歴史の中で選歴史の中で選歴史の中で選

び取られたび取られたび取られたび取られたものであり、メキシコの社会経済シス

テムも米国の社会経済システムも、最初からそれ最初からそれ最初からそれ最初からそれ

が存在したわけではない。が存在したわけではない。が存在したわけではない。が存在したわけではない。

・自由自由自由自由な社会経済システムではないな社会経済システムではないな社会経済システムではないな社会経済システムではないメキシコに生ま

れたか、自由な社会経済システムである自由な社会経済システムである自由な社会経済システムである自由な社会経済システムである米国に生

まれたかの違いというのが正しい。

・決して、単にメキシコに生まれたか米国に生まれ

たかの違いではない。

・最近のグローバルな考え方である、自由という考

え方がやっとラテンアメリカでも少しづつ受け入

れられ始めた。そして、自由を認めた社会経済シ

ステムによって、ラテンアメリカは経済開発が進

んだというように見ている。
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7. 貧困格差

5)地域的な状況
D)北米：

・米国はそれほど高くはないが確実な経済成長を続けていて、世界経済

を牽引している。

・この米国の成長は、主に、起業家精神、知性創造の奨励、移民受け入

れ政策や技術進化によるもの

・2015年4月、米国の雇用率が5.4%に悪化した。

・ここ7年間、雇用率は悪化を続け、若者の失業率は12%になっている。

・若者の多くは大学を卒業し、学費ローンなどによる多額の借金を抱え、

しかも彼らの能力に見合う仕事がない状態である。

7. 貧困格差

5)地域的な状況
D)北米：

・2009-12年の最初の3年間の経済危機からの回復は主に金持ちが便益を

得た。

・所得分布で下位の99%の平均収入が0.4%減少し、それにも係らず、上

位1%の平均収入は36.8%も伸び、貧富の格差がさらに大きくなった。

・2011年と2012年の政府発表の貧困率は15%（36.5百万人）で、経済不

況があったせいで2007年よりも2.5%増えた

・1978年から2013年の間、米国トップ350社の最高経営責任者の給与は

937%に増えたが、それに対し、平均的な労働者の給与は10.2%しか増

えていない。

・最高経営責任者の給与対平均的な労働者の給与比は2013年で511対1で、

（1965年はその比は20対1であった。）
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7. 貧困格差

5)地域的な状況
D)北米：

・技術が進み、そのことによって創生される仕事よりも、いらなくなる

仕事の方が多くなったことから、2000年以降、GDPの成長率と雇用率

の伸びの差は広がる一方である。

・ある予測によれば、今後20年間で米国では45%の仕事が自動化によっ

て無くなってしまい、特に中間管理職の仕事が無くなっていくという。

・労務費を安く抑えながら収益を高めることはそう長続きできないので、

システムを使って家庭でできる仕事を開発していくことになる。

前回の説明で、米国の所得格差が大きいことを懇書

に、米国の社会経済システムは不平等で自由ではな

いと言った表層的な主張がされたことは全く残念で

ある。

自由である自由である自由である自由であるということと、成功し、金持ちになると成功し、金持ちになると成功し、金持ちになると成功し、金持ちになると

いうこととは全く別物いうこととは全く別物いうこととは全く別物いうこととは全く別物である。

米国には、自分の仕事の才能や受けた教育を生かし

て金持ちになる自由がある。ただし、成功するかど

うかは別。

メキシコでは、その才能や教育があっても、それを

生かして成功する自由がない。

米国には、所得格差で例え99%の富が1%の人に集中

しても、その1%がひっくり返るチャンスがいくら

でもある。
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また、米国は、それによって経済発展を遂げている。

古い既存の資本によって経済が生み出されている部

分ももちろんあるが、絶えず、トップの企業が動い

ていること、新しい産業によって、米国経済は伸び

ている。

自由がなければ、売上トップの優良企業500社が10

年以内に半分以上、トップの座から脱落するという

ような事態は起きない。

1. 気候変動と持続可能な開発

2. 安全な水

3. 人口と資源

4. 民主主義

5. 世界的視野と意思決定

6. 情報通信技術によって広がる世界

7. 貧困格差

8. 保健医療

9. 教育と学習

10. 平和と紛争

11. 女性の地位向上

12. 国境を越えた組織犯罪

13. エネルギー

14. 科学技術

15. 倫理
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チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ11：女性の地位向上：女性の地位向上：女性の地位向上：女性の地位向上

どのように女性の社会的地位の変化は、人間のあり方を向上させるだろう

か？

チャレンジ11は、性差別を行っているような法が廃止され、女性に対する差別

や暴力が訴訟され、全ての国で、国会議員の最低30%が女性になり、全てのセ

クターでの開発計画に男女平等が含まれることとする。

2014年になっても、経

済的な活動への参加で

の格差は60%、政治参

画格差は21%までにし

か縮まらなかった。

世界経済フォーラムの男女格

差報告によれば、2014年に142

の経済団体を評価したが、そ

の全てにおいて男女格差は縮

小している。この動きはどの

地域においても根本的に変わ

らない。

オックスファムは、今のよ

うな改善スピードだと、

G20の国での賃金格差解消

に75年もかかると警告を発

している。

国会での女性議員の割合は

10%以下である国がまだ38ケ

国あり、そのうち6ケ国では女

性議員はゼロで、内閣に女性

がいない国も8ケ国ある。

約20%の女性が、適切な家族

計画を取れないでいる。

年間の死亡率や頻度で見て、

女性に対する暴力が増えてい

る。

年間約80万人が人身売買で密輸

されている。そのうち82%は女

性と子供で、こうした人身売買

の80%は売春目的で、19%が強

制労働目的だと推定されている。

過去一世紀にわたる女性への権限付

与は、社会進化において最も強力な

推進役の一つとなっていて、人類が

直面しているすべてのグローバルな

課題に対処するために必須であると

認めてられている。

国会における女性議員数はこの20年

間で11%から22%と2倍に増えた。

保健医療や教育での格差は

それぞれ96%と94%と、か

なり縮まった。

オックスファムは、もし女性労働者に

も男性労働者と同じ額の給与が支払わ

れたならば、15ケ国の主要な経済国で

の一人当たりの収入が2020年には14%、

2030年には20%増えるであろうと試算

している。

女性の権利を侵すことは訴訟の対象

になり、国際的な制裁を受け、また

海外支援は、男女平等を尊重するこ

とを条件に行われることになる。
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11. どのように女性の社会的地位の変化は、人間のあり方を

向上させるだろうか？

・過去一世紀にわたる女性へのエンパワーメントは、社会

進化において最も強力な推進役の一つとなっている。

・人類が直面しているすべてのグローバルな課題に対処す

るためにも、女性の参加は必須である。

・議会における女性の割合は11%から22%へと20年間で倍増

した。

・しかし、今日では、女性に対する暴力は、一年当たりの

死亡・負傷者数でみると過去最大であり、これは最大の

戦争であり、未だに男性支配構造は世界中で根強く生き

残っている。
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昨年のノーベル平和賞は、女性の教育を受ける権利に関することであった。

2012年のランキングに基づく表。最大のスコアは1（平等）、

最低のスコアは0（不平等）。いくつかの国はデータが存在

しない。

このジェンダー・レポートでは、日本の男女格差は下から2

番目で男女格差が大きいと否定的に評価している。
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Gender pay gap：賃金格差で、日本は世界で2番目に格差が大きいとされてる。
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男女格差の状況：

1)政治的権利と公民権の状況

2)収入格差

3)貧困

4)教育

5)女性への暴力

6)健康、出産

の6つの側面から見てみる。

1)政治的権利と公民権の状況：

・女性の政治的権利と市民権の状況は、この10年で大き

く改善し、この改善は継続している。

・特に政治的権利において大きく改善された：

－参政権は事実上世界のどこでも認められている

－議会における女性議員数はこの20年間で約2倍に増えた。

－国会における女性議員は世界でみて、1995年の11.3%から、2015年

には22.1%に増えた。

－43ケ国における女性議員の割合は30%以上で、24ケ国の大統領及び

首相は女性である（2015年1月現在）。

－ユネスコ、国連保健機構、国際通貨基金などの重要な機関のトップ

は女性である。

－女性の政治への貢献を増やそうとしている国や政党が増加した。

・しかしながら、国会での女性議員の割合は10%以下である国がまだ

38ケ国あり、そのうち6ケ国では女性議員はゼロで、内閣に女性が

いない国も8ケ国ある。
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2)収入格差：世界経済フォーラムの評価：

・いくつかの国際的な団体は、男女の経済格差が縮まっ

たと評価

・ただし、経済格差がまだある

・111ケ国における男女格差を評価し、105ケ国においては、男女格差

は縮小している。

・2014年に142の経済団体を評価したが、その全てにおいて男女格差

は縮小している。この動きはどの地域においても根本的に変わら

ない。

・保健医療セクターと教育セクターでの男女格差はそれぞれ96%と

94%で、2014年には経済的な活動における差は60%、政治的な権限

付与では21%、男女格差が縮まった。

2)収入格差：経済協力開発機構（OECD）の評価

・社会的制度と性差別指標（Social Institutions and Gender Index）は男

女格差の原因や法律上の差別、社会的差別などを分析し、職業に

おける女性の割合や賃金格差を計算したもの

・この指標で50%に近いほど、差がなく、平等であることを示してい

る

・高い男女格差がある国ではこの指標は20%をちょっと超えたところ

・2014年のこの指標では、男女格差は改善されてはいるものの、依然

として社会的な格差構造が残っていることを指摘している：

－121ケ国を評価し、86ケ国にはまだ法律にも男女差別があり、活動

でも男女差がある。

－女性の土地所有者はわずか15%にしかすぎない。

－約20%の女性は適切に家族計画を行うことができないでいる。

－女性に対する暴力が見られる。
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2)収入格差：Social Watchによる男女平等指数（Gender 

Equity Index）

・男女格差が改善されていないという評価もある。

・154ケ国を評価し、どの国も、妥当なレベルで男女格差が縮まった

とは言えないとしている。

2)収入格差：国際労働機関（ILO）

・ILOは、男女格差が依然として解消されていないと指摘

・経済的な男女平等：男女平等は、倫理的権限だけではなく生活水準

においても平等であるべきである。

・女性の労働者は労働者中約40%である。

・仕事での労働者数の男女差のうち73%は、女性労働者が不足し、男

性を雇用しているものである。

・労働者の対人口比では、男性が72%、女性が47%である、
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2)収入格差：企業レベルの賃金や経営陣での女性の割合

・Forbes Global 500というForbes 社が選んだOECD先進国のトップ企

業500社で見ると、18%の会社では女性を経営陣のメンバーに受け

入れているが、一番高いノルウェーの45%から一番低い韓国の0.7%

まで、差は大きい。

・しかし、女性を経営陣に迎え入れている会社は世界的に増えていて、

女性を増やすほどその企業の業績は良くなっていることから、女性

がどんどん会社の意志決定に協力するという動きを作り出している。

・約60%の国では、法律上は、賃金は男女平等であることを定めてい

て、賃金における男女格差は近年縮まってはいるが、それでも世界

的には賃金に男女格差があり、あるいは女性の賃金の上限を定めて

いる会社が多い：

・オックスファムは、今のような改善スピードだと、G20の国での賃

金格差解消に75年もかかると警告を発している。

2)収入格差：

・OECD先進国では、男女の賃金格差は正規採用者で、2000年の

18.2%から2013年には15.5%に縮まったが、女性はそれでも16%賃金

が安く、（男性の場合25%であるのに比べ）女性労働者の40%は、

非正規雇用の仕事である。

・OECD先進国全てで、正規雇用の給与格差は、（一番高い）韓国で

36.6%、（一番低い）ニュージーランドで5.6%と大きな差がみられ

る。

・男女格差指標（Global Gender Gap Index）で所得格差を見ると、高

所得国で72%、低所得国及び中所得国で64%で、もっとも改善が見

らえたのは低所得国で、（2006年に比べ5%改善し）、2014円には

67%になった。

・まだ79ケ国が、女性でもその仕事ができるにも係らず、法的に女性

の就業を禁止していて、15ケ国で、女性が仕事をする、あるいは

仕事を引き受けることに関し、法律的に夫が禁止することができ

るようになっている。
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2)収入格差：
・古い社会構造が残っていて、家族への責任が女性に帰せられるため、

多くの場合、女性の経済的役割は伝統的に家事に向けられることに

なる。

－男性はもっと娯楽に時間を使うようになった半面、女性はもっと無

料報酬の仕事に時間を使うようになった。

－多くの工業国で、幼い子供を持つ多くの女性が、中流家庭の生活水

準を保つために、共稼ぎをせざるを得なくなっている。

－このことは女性に余分な負担をかけることになり、状況をなかなか

改善できない。

－世界の女性労働者の約50%は弱い立場にあり、法律的、経済的な保

護を受けられない。

－女性は家事労働者として働いて、雇用主の家族の面倒を見る仕事を

している。

－国際労働機関は2014年に約65%の労働者に対し調査を行い、12.4%

の男性しかパートタイムで働いていないにも係らず、女性労働者の

24%は女性労働者はパートタイムで働いているという。

2)収入格差：
・OECD先進国では、もし、賃金が払われていない、いわば無料奉仕

のような仕事も考慮すると、女性は男性よりも2倍から5倍も、そ

ういった無料奉仕的な仕事を強いられ、男性の賃金に比べ、女性

の賃金は65-40%しか払われていないと言う。

売春や奴隷的労働：

・国際労働機関は、21百万人が強制労働させられ、うち11.4百万人が

女性や少女で、19百万人が個人企業や個人ビジネスでの強制労働

の被害者で、4.5百万人が売春を強要された被害者であると見てい

る。

・80万人が人身売買で国境を越え、そのうち82%は女性と子供である

と推測される。ある調査報告書によれば、こうした人身売買の80%

は売春目的で、19%は強制労働目的で行われるという。



12/16/2015

85

3)貧困：貧困者の多くは女性

・貧困に生きる人数のうち約70%は女性

・主に農村地に住んでいる。

・開発途上国では、農村地に住む女性の約43%が農業に従事している。

・土地所有者の内女性は20%以下で、種や農業機器などの利用で制限さ

れている。

・農業のための種や機械などの資源が十分に使えないため、農業での男

女格差が約20-30%生じている

・マイクロクレジットの主な借り手は貧しい農婦だが、耕地が狭く、あ

まり生活水準の向上には成功していない。

・1.6百万人の人々はエネルギーも十分利用できなく、そういった人々

の70%は女性である

・農業地域で性差別を縮めることができれば、開発途上国の農業生産は

4%改善でき、食料供給を改善し、栄養失調の人々、100-150百万人を

救うことができる。

・76%の最貧困者が農村地域に住む人達なので、男女格差を縮めること

は、貧困を減らし、多くの人の生活水準を向上させる最も効率的な方

法となるであろう。

4)教育：

・教育においては、男女格差はほぼ無くなっている。

・いくつかの国では女性が男性を凌駕し、中等教育や高等教育では男性

を抑え、女性がトップを占めるという現象も見られる。

・しかしながら、それでも：

－約493百万人の成人女性は文盲である。（774百万人いる成人文盲者の

うちの64%）

－就学年齢に達しても学校に行かない女性児童が約31百万人いる。

－国連によれば、この改善スピードだと、だれもが教育を受けられるよ

うになるのは2084年になるという。

－無学のせいで、800百万人以上の女性が、経済的に状況を改善する能

力に欠けているという。

・未だに、女性には教育は不要と考えている地域が多い。
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5)女性への暴力

・女性に対する暴力は、死亡率や頻度が増えている。

・125ケ国が法律で家庭内暴力を禁じているが：
－70%もの女性が継続して暴力を振われたり、性的暴行を生涯にわ

たって受けている。

－家庭内暴力が犯罪とされない国があり、そのような国に約603百万人

の女性が住んでいる。

・女性への暴力は世界的に見て、犯罪として報告されなく、罪に問わ

れることなく何度でも繰り返される。

・国連はCOMMITを提唱し、新しい政策によって、被害者を守ること

を各国に推奨している。

5)女性への暴力
・Global Status Report on Violence Prevention（暴力予防報告書）2014年

は133ケ国（世界人口の88%）の状況を調査し：

－25%もの子供が物理的虐待を受けている。

－20%もの少女が性的暴力を受けている。

－33%の女性が生涯のどこかにおいて物理的暴力を受けている。

・WHOの報告では：

－35%の女性がその生涯において、物理的あるいは性的暴力を受けて

いる。

－殺害された女性のうち38%は、（夫、ボーイフレンドなどの）身内

によって殺されている。
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5)女性への暴力：自爆テロとして使われる

・国連決議1325号で、戦争時の女性の保護と平和構築への女性の参画

のために国連の紛争処理予算の15%を女性に割り当てることが決

まった。

・しかし、国連は、兵器として、女性に暴力を振るうこと、最近では

女性や子供を自爆テロとして使うことが増えていると警告している。

・ユニセフによれば、ナイジェリアでの自爆テロの75%が、女性や子

供を使った自爆テロであり、その数が増えていて、2014年には26件

だったものが2015年の5月中旬ですでに27件に達している

・ナイジェリアやその隣国で活躍するボコ・ハラムやその他の地域の

イスラム過激派によって、女性に（投石、投獄、酸を被せる、暴力

などの）残虐行為が加えられていて、古臭いシャリーア法が引き続

き咎められることも無く適用されている。

・性的暴力は未だに戦争時、紛争終了時などに軍隊や反乱軍、私兵な

どによって頻繁におこなわれているが、最も多いのは、（夫、ボー

イフレンド）などの身内によるものである。

・暴力や女性に対する差別を抑え、かつ平和を構築する最も効果的な

方法の一つは、もっと多くの女性が平和構築活動や交渉、外国支援

の監理に参加することである。

5)女性への暴力：対策

・国際的な条約や国連機関の貢献で女性の権利に関しての総括的な枠組

みはきちんと完成されているが、それをもっと法的に執行する。

・女性の権利を侵すことは訴訟の対象になり、国際的な制裁を受け、ま

た海外支援は、男女平等を尊重することを条件に行う。

・学校の体育の授業で、女生徒に自分を守るための武術やその他の実を

守る技術や、暴力を制止する方法を教える。

・母親が家族に男女平等を教える。

・今までのメディアは性を固定化し、それを繰り返すだけであったが、

女性がジャーナリズムの経営トップになれば、そういったことが改ま

る。

・携帯電話やインターネットのサイトを使い、女性に対する暴力を辞め

させる内容のものを増やし、もっと法律家や法執行機関の関心を高め

る。

・暴力を通報し、警告を発し、レイプ・マップを作成し、助けを呼ぶよ

うな（Safecity、Women Under Siege Project、Harass Mapなどの）アプリ

が開発されている。
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6)健康、出産

・健康に関しての男女差も縮まっている。

・しかし、出産に係るリスクはまだ十分軽減されていない。

・女性の子供を産む権利や効果的な家族計画を実施する権利は、妊産婦

死亡と大きくかかわってくる。

・女性が直面している課題として：

－1990年以降、妊産婦死亡率は世界的に大きく改善され、約50%減少し

ているが、ミレニアム目標の5項目の、2015年までに75%減少させる、

つまり10万人の出産に対して120人の妊産婦死亡まで減らすという目標

は達成できなかった。

－WHOによれば、世界全体で毎日800人の妊婦が、妊娠による複合症状

で、あるいは出産による複合症状で死亡している。

－ほとんどの妊産婦死亡は開発途上国で発生していて、開発途上国の妊

産婦死亡は、10万人の出産に対し230人であるのに対し、先進国では、

10万人の出生に対しわずか16人である。

－妊産婦死亡によって生命を失う可能性は、工業国では1対3,700に比べ、

開発途上国では、1対160と高く、また、農村地に住む女性の妊産婦死

亡で生命を失う確率は、都市に住む女性の3倍も高い。

6)健康、出産
－2百万人の女性が産科瘻孔（obstetric fistula）になり、毎年5-10万人が新

しくなる。

－約千百万人が毎年、妊娠中に感染や病気にかかったり、怪我を受けた

りしている。

－アフリカやアジアの一部の地域で、出産に関係して高い確率で事故が

起きるのは、出産数が多くおまけに保健医療システムがあまり整備され

ていないからである。
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6)健康、出産

トイレの問題：

・WaterAidの報告によれば、スラム街に住む3人に1人の女性及び少女は、

トイレを利用できなく、安全でない、個室になっていないトイレが増え

ていて、性的暴力などを受けるリスクが高まっている。

女性正規切除の問題：

・毎年約3百万人の少女が女性性器切除手術を施され、140百万人が既に

その被害に合っている。

・これはほとんどがアフリカと中近東である地域のアジアでも行われて

いる。

・国連人口基金によれば。この傾向が続くと、2030年までに、新たに86

百万人の若い女性が被害をうけるという。

・国連とNGOの努力で、この数年で約8千のコミュニティがこの習慣を廃

止すると宣言し、ほぼ3,000人の地域のリーダーも、こういった悪習は

廃止すべきであると宣言している。

・新しい国連の決議では、女性性器切除手術を法的に禁止することも含

め、あらゆる手段を取るべきであるとしている。

7)地域

A)アフリカ
・政治及び公民権への女性参加は進んでいる。

・労働者での女性の比率が高いが、女性は未熟練工で賃金が安い。

・農業での女性従事も多い。

・出産率が5.1人とかなり高い。

・このことから妊産婦死亡が多い。

・女性に対する暴力が広がっていて、多くは報告もされない。

－南アフリカでは、毎年6万人の女性が性的暴力を受け殺されている。

－レイプや性的殺害は紛争地域ではもっと激しく、その多くはコンゴ民

主共和国、スーダン、ナイジェリア（ボコ・ハラムによる）、やその

近隣諸国で起きているもので、こういった地域では、性的暴力は兵器

を使って行われ、罰せられることもない。

・いくつかのモスリム諸国、多くはエジプトとウガンダで、国際的な反

対が高まっているにも係らず、女性性器切除手術がまだ実施されてい

る。
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7)地域

B)中近東と北アフリカ：
・国によっては狂信的な宗教原理主義者が増え、シャリーア法を強制す

る国もあり、この地域の女性の権利は危険な状態で、悪化すらしている。

・いくつかのムスリムの国では、姦通者を、石を投げつけて殺すという

罰則が法律的に認められていて、purdah （女性隔離）やnamus（家族の

女性に不名誉なことや美徳をけがす行為があった場合の私刑）も多くの

アラブ地域で継続している。

・イスラム国やその他の狂信的ムスリム信仰グループ、治安軍によるハ

ラスメント、レイプ、性的暴力がとてもひどいレベルになっている。

・アフリカと中近東が女性性器除去手術の中心地になっていて、この地

域に住む125百万人以上の少女が、性器除去手術の被害者になっている。

・しかし、女性の権限や尊厳を高める試みも高まっていて、大衆の講義

活動が行われ、ノーベル平和賞受賞者のマララ・ユスフザイなどのよう

な女性の権利獲得運度を象徴するような人物も現れている。

7)地域

C)アジア、太平洋地域：
・息子重視の風潮がこの地域での多くの国の懸念事項となっている。

・WHOによれば、約30%の妊産婦死亡がこの地域で起きていて、世界で2

番目に高い

・アジア地域の多くの場所では、主に、法的システムと宗教的システム

が重複していて、幼年結婚や強制的な結婚、暴力、相続や土地所有での

男女差別、持参金問題、家族の名誉を守るための殺害などが行われ、流

行し、罰せられない。

・アフガニスタンでは、家庭内暴力や、子供に結婚を強制することなど

は犯罪として法により罰せられることになっているが、女子に対するあ

らゆる形態の差別の撤廃に関する条約がイスラムの教えに反するとして

覆そうとする動きがある。
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7)地域

D)欧州：
・欧州は児童保育、産休、保健医療を含む社会・政治システムが一番整

備されている地域

・2013年の議会で承認されたEU指令案では、2020年までに、リストに挙

げられた企業で女性重役を40%に増やすことが求められている。

・ジャーナリズム業界で、2017年までに女性重役を30%に引き上げよう

というキャンペーンが開始した。

・女性に対する暴力が懸念されていて、EUの女性の約33%が15歳以降、

物理的あるいは性的な暴力を振るわれた経験していて、約10%の女性が

セクシャル・ハラスメントあるいは携帯電話などの新しい技術を使って

の嫌がらせを受けた経験をしている。

・EUでは大学卒業者の60%が女性で、2012年には平均83%の女性が中等

教育を受けている（男性は77.5%）、しかし、女性は男性に比べ平均1

時間当たり16%、労働する時間が短い。あるいは年間では31%少なく、

この主な原因は、32,6%の女性労働者はパートターマーとして働いてい

るからである。このことは、老人になってからの生活水準に関係してい

て、65以上の男性の17%が貧困者であることに対し女性は23%にも達し

ている。

7)地域

E)南米：
・南米における国会議員の女性議員の割合は改善

・地域全般に、高等教育卒業者は男性よりも女性の方が多いが、賃金格

差のせいで、男性の就職率が80%であるのに対し、女性の就職率は50%

をわずかに超えた程度である。同じく失業率も男性が5%であるのに対

し、女性は8%と高い。

・農村や伝統的産業では、女性は一日最低でも16時間働き、多くは労働

に対し金銭報酬を選ら得ていない。

・胎落に関する法律が厳しいので、3人に一人の妊産婦死亡は中絶による

もので、女性は、妊産婦死亡により生命を落とすリスクが0.4%もある。

・Femicideもこの地域特有の問題で、何千もの女性が夫や親戚によって殺

され、殺人者は罰せられることもない。
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7)地域

F)北米：
・米国の約10%の家庭が夫婦共稼ぎで、カナダでは33%にも達する。

・女性の方が夫よりも稼ぎがいい。

・カナダの中小企業の1/3は女性経営者である。

・北米では、女性の方が男性よりも大学卒業者は多く、重役になる女性

も増えている。

・賃金格差は、白人男性に比べ、黒人女性で64%、ラテン系女性で56%も

のギャップがある。

・高い出産費、保育費、短い産休と、米国は世界の中でも最も子供の養

育にお金がかかる国である。

・シングルファミリーが増えていることも大きな問題で、1950年には

7.4%であったものが2013年には32%に増えている。

・その大部分は黒人の家族。

・30歳以下で出産する女性の50%以上は、未婚で、4百万の低所得、ある

いは無職の、かつ財務支援を受けていない母親と子供だけの家庭がある

と推定されている。

まだまだ紹介しきれないチャレンジや未来研究が多くあ

りますが、今回はここまでとし、また別の機会に、他の

チャレンジや未来研究について紹介したいと思います。

Q&A


