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アマゾンの熱帯林破壊について

宝 福 則 子

序

アマゾンの生態系破壊に関連して各種の研究者の学会が,すでに1960年代

半ば以来,頻繁に開催され,出版物 もふえた｡1980年代中頃の南極上空のオ

ゾン ･ホール確認以降に,世論が喚起されるまでは,アマゾンといえば,ロ

マン的な想像力を刺激することはあっても,ラテン･アメリカの大部分の人々

にとってさえも,日常生活 とは関係のない遠い辺境の地であった｡しかし,

今,この状況は変わった(1)｡森林伐採を原因とする環境破壊が糾弾され,先進

国の環境保護団体が広範な市民運動を始めてから久しい｡数年前から,日本

でも森林保護の重要さは一般的に認識され,とくに1992年 6月にブラジルの

リオ ･デ ･ジャネイロで開催された ｢国連環境 ･開発会議 (地球サミット)｣

前後は,連日マス ･メディアが熱帯林破壊について報道した｡これまでに普

及版の良質な書物 も枚挙にいとまがないほどに,続々と出版されている｡

さて,｢地球サミット｣では,『持続可能な開発』をテーマに論議が展開さ

れた｡工業化を達成した先進国傾桐ま,地球を環境破壊から救うために,様々

な規制を設けることを提案した｡他方,これから経済成長を達成しようとす

る発展途上国側は,これに猛烈に反対した｡結局,｢リオ宣言｣を出すにあた

り,｢先進国と発展途上国は環境問題の責任に関しては共通した責任を負う

が,両者の責任の程度には自ずから差はある｣という考え方で合意した｡個々

(1)Moran,EmilioF.1982:Ecological,andAgronomieResearchinthe
AmazonBasin,in:LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW Vol.XVII.
Nr.1.,S.3
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の事例についての,この ｢共通の責任｣については,様々な解釈が可能であ

ろう｡ 本稿ではブラジルのアマゾン河流域の熱帯林破壊の経緯をめぐって,

この間題を論じてみたい｡

1.アマゾンの概要

1.1.地理的 ･自然的条件

｢法定アマゾン｣地域は,ブラジル全土の約 59%(500万 km2) を占め, 9

州が含まれる｡この地域の約 3/4は,アマゾナス州,パラ州,マット･グロツ

ソ州の3つの州に属し (図1参照),人口は約 1,700万人 (ブラジル全人口の

約 11%)｡アマゾンの熱帯雨林は,ひとつにまとまったものとしては世界最大

出典 :西沢 ･小池,S.viii

図 1.ブラジルの地域区分
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である(2)｡この地域の82.7% (約 4,127,087km2) は雨林地帯で,残 りの

17.3% (約 861,852km2) を木 とブッシュの混合地帯が占め,年平均 2,200

mmの降水量 (中央アマゾンでは3,500mm)がある｡ これは地球上の淡水量

全体の 1/5に相当する｡この熱帯雨林には地球上の全動 ･植物種の95%が生

息し,木の種類だけでも8,000種類 と推測される｡ 生息する生物の多様性 と

人口密度の低い熱帯森林は,地球上の遺伝子資源保存の上で,非常に重要で

ある｡どの程度の生物多様性が未来のために残るかは,熱帯森林保持の状態,

あるいは破壊の規模にかかっている(3)0

1.2.インディオ先住民

インディオ先住民は,1500年のブラジル ｢発見｣ 時点で 700万人から800

万人,今日では約 20万人 (ブラジル人口の0.2%弱)存在すると推計される｡

1900年頃,230部族の存在が確認されたが,その後の 1950年までに87部族

が消滅し,さらに57グループが絶滅寸前である｡インディオの法律上の保護

は保障されているが,法律が機能せず,絶滅の危機をまねいた｡1988年の憲

法は,｢インディオ｣固有の伝統的な居住地の保有権利を認め,中央政府に保

有地の境界線確定を義務づけたが,この法律は新 しいものではない(4)01934

年および 1967年/69年の憲法も,｢森の民｣ の土地保有権を認めた｡1973年

の ｢インディオ保護法｣も,FUNAI(国立インディオ基金)による1978年

(2)｢全盛期の熱帯森林は,地球上の10%,つまり1,500万km2を覆っていた｡今
日,その面積は,ピークの1/3にまで減少し,しかも年間10万km2ずつ減少し
ている｡このままだと,今世紀末には今日の森林資源のほとんど,来世紀早々に
は,最後に残されたアマゾン西,ザイール中央の大森林すら完全に消滅してしま
うことになる｡毎年,1万種もの生物がこの森林から消滅している｡｣本山美彦
1991:『環境破壊と国際経済』有斐閣 S.20

(3)KreditanstaltforWiederaufbau(KfW)/DeutscheGesellschaftftirTech一
mischeZusammenarbeit(GTZ)1992:SEKTORPAPIER TROPENWALD
BRASILIEN AMAZONAS, in: Lateinamerika.Analysen-Daten-
Dokumentation19,HamburgS.70-71

(4)KfW/GTZ,S.71
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12月迄のインディオ居住区の境界測量･設定を制定した(5)｡しかし,この｢イ

ンディオ保護｣法は,国家安全保障や国家的開発に必要な場合や,地下資源

がある場合には,国家はインディオ居住地を接収する権利がある,とうたう｡

その限 りで,インディオの権利行使には大きな制約があった｡

1.3.人 口増加

アマゾンの近代的開発は,部分的には自然発生的な大衆移動を伴い,無規

制な人口移動を促した｡アマゾンは1970年から90年までの20年間,ブラジ

ル最高の人口増加率を記録 した｡人口は,1950年の約 180万人から1990年の

約 1,700万人に増加 した｡ とくにロンドニア州,マット･グロツソ州北部,

パラ州南部および南東部での人口増加が著しい｡

これらの地域の人口増加 は,開発の前線部だけではな く,州首都マナウス,

ベレム,クィアバ,サン ･ルイス,ボル ト･ヴェ-リョでの急激な増加にも

よる｡1980年には何 もなかったマラバ,マカバ,ジ･パラナのような都市が

人口密集地 となり, これがまたもやアマゾンの開発を促す要因ともなった｡

都市人口は1970年の36%から1990年の約 60%に上昇した｡アマゾンの様々

な大プロジェクト (道路建設,水力発電所計画,資源開発等)建設期に,大

(5)1973年の｢インディオ保護法｣は,北部地域の256部族の居留地用3,000万ha
の測量を終えることとしたが,1983年時点でも目標の1/3を終えたのみである｡

測量の遅滞によって,民間企業や土地の囲い込みを企む大地主が未登録インディ
オ居住地を容易に取得した｡しかし,測量後のインディオ居留地認可後も,居留
地が道路建設により分断されたり,登録抹消されることをFUNAIは阻まな
かったし,農民や入植者の侵入を阻まなかった｡1983年2月の新法により,イン
ディオ居住地の測量担当は内務省に移管された｡境界線引きの決定をアマゾンの
野心的な経済開発計画のニーズに見合うように調整するためだ｡さらに同年10
月の政令により,居留地は民間企業による地下資源の調査･採掘用に開放された｡
それまでは国有企業にのみ厳重な監視のもとで認可されていた｡これによって,

少なく見積もっても26部族が不利益を受けた｡Hagemann,Helmut1984:Stirbt
derWal°,stirbtderMensch-Bergbau,ViehzuchtundIndustriezerstOrenden
LebensraumderletztenStammesvOlkerBrasiliens,in:Maderspacher,F./P.E.
Stiiben(Hrsg.),BodenschdtzecontraMenschenrechte,Hamburg,S.22
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規模な雇用機会を求めて膨大な人口が流入した｡しかし,建設終了後の大量

失業者は,とくに地域内都市の人口密集地に戻る｡ 未登記の土地に散在し,

非合法な土地所有者 として土地を追われた人々もまた都市化の要因となっ

た(6)0

1.4.帯森林破壊の規模

1989年のINPE(国立宇宙研究所)調査報告によると,1960年から1988年

までに,アマゾンの森林は約 7.3%消失しているが,この内にはセラード(曲

がりくねった樹木 とイネ科の草の混在した植物群落)の消失は入っていない ｡

世界銀行の委託によるセラードの消失分を含めた調査報告によると,約 12%.

の森林が消失した｡INPEの2度目の調査結果は,1990年8月の時点で,法

定アマゾン地域の約 8%,総面積 39.6万km2が消失し,1978年から1989年

までの年間消失面積は21,800km2 となっている｡1991年には大幅な景気後

退のために,消失面積は半減したとはいえ,これはドイツのハンブルク市の

面積の15倍に相当する(7)0

2.アマゾン地域開拓の歴史

2.1.輸出用換金作物生産期

アマゾン開拓は植民地時代にさかのぼる｡1542年 8月,｢黄金郷｣を探 し求

めるスペイン人征服者が,大西洋沿岸のアマゾン川に到達した｡船でアマゾ

ン内を探検する途中,食糧を求めて,すでに肥沃な低地のヴァルゼア地帯に

形成されていたインディオ村落を襲い,食糧を剥奪した｡インディオは殺戟

され,船では到達できない台地のテラ ･フィルメ地帯へ追いやられた｡ブラ

(6)KfW/GTZ,S.71
(7)Calcagnotto,Gilberto1992:DasDilemmadernachhaltigenEntwicklungin

Amazonien,in:"Lateinamerika.Analysen-Daten-Dokumentation",Hamburg,
S.3
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ジルは,最終的に1640年にポル トガルの植民地 となった｡ポル トガル人は,

まず 1616年にベレンを,その後にマナウスとボア･ヴイスタを征服 した｡ブ

ラジル北東部の砂糖きびやカカオ ･プランテーションの奴隷労働力としてイ

ンディオを酷使し,植民地経済を拡張した｡ 3世紀にわたる換金作物生産の

結果,北東部地域の土地は疲弊し,農園造成 ･砂糖精製用薪炭のために森林

も伐採されつくして,砂漠化した(8)｡

2.2.ゴム ･ブーム

アマゾン開拓の第二期は,19世紀中期のゴム･ブームで始まる｡19世紀末

の世界的な工業用需要によってゴム価格が高騰し,突然のゴム ･ブームで経

済活況を呈する｡マナウスやベレンのゴム取引業者やゴム園の大地主は,｢ゴ

ム男爵｣の世を誼歌した｡当時,ブラジル全土と外国から10万人がアマゾン

に流入した｡ブラジル北西部インディオの強制労働によって,ますます内陸

部への開拓が進む｡ しかし,世紀末にアジアでゴムのプランテーション栽培

が始まり,ゴム ･ブームは1914年に衰退する｡アマゾン地域は停滞に陥り,

再び辺境の地 となるが,第 2次世界大戦初期の米国のゴム需要のために短期

間,形勢は逆転する｡第 2次世界大戦末期に,東南アジアが日本の支配から

解放された後,アマゾンのゴム生産は再び停滞に陥る(9)0

3.近代的アマゾン開発の諸段階

3.1.大規模開発の準備段階

｢ヴァルガス大統領時代の 1937年に,ブラジル軍部はこの地域を開発する

独自の戦略をたてた｡その理論面の指導者ゴルベリー将軍の考えは,ブラジ

ルは 『アマゾンの森林を文明の大水で満たさなければならない』というもの

である｡ これが半世紀にわたって軍の基本的な行動原理であり,哲学であり

(8)Hagemann,S.19
(9)Hagemann,S.9
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つづけた｡(10)｣農業奨励政策が計画されるが,本格的な計画実施は,第 2次世

界大戦終了後に持ち越された｡

クビシェク(1956-1961大統領)政府が,アマゾン開発推進の基盤をつ くっ

た｡新政府は資本をブラジル,アマゾンにまでも引きつけるために,一連の

投資家用の経済的優遇措置をとり,外国企業や外国人資本家の誘致に努めた｡

リオ ･デ ･ジャネイロから国の中央部に建設されたブラジリアへの首都移転

も,アマゾン開発へ向けた政府の並々ならぬ決意を示した｡ブラジル中央部

と北部を結ぶブラジリアーベレン間の道路が,1958年から59年にかけて建

設され,東部アマゾンの開発が容易になった｡

ゴラル大統領 (1961-1964)の大衆政党政府が,労働者の所得改善政策を

打ち出し,農地改革を開始した｡経済危機の中,米国ITT子会社の国有化,

多国籍企業の本国送金制限法が成立し,左傾化をおそれた軍部が,合衆国の

暗黙の了解のもとに,クーデターをおこした(ll)01964年の軍事政府による権

力奪取によって,アマゾン開発は新段階を迎える｡

1966年にブランコ大統領が ｢アマゾン作戦｣を発表し,その後のアマゾン

開発に制度的枠組みを与えた｡旧組織が改編され,SUDAM (アマゾン開発

庁)が創設された｡軍事政府は,この地域の天然資源開発のための投資促進

と道路建設を軸 とする一連の計画を開始した｡アマゾンに民間資本を引きつ

けるために,様々な税制･金融上の優遇措置をとった｡｢マナウス自由経済地

域｣の設置,この地域への商工業の誘致 ･育成 ･行政監督のための ｢マナウ

ス自由地域監督庁｣の設置によって,マナウスを近隣諸国向けの大量生産品

生産用の工業基地 として発展させることを意図した｡自由経済地域の設立に

あたっては,国際的な民間企業による協同プロジェクトが決定的な役割を果

(10)ミラー,ケントン/ローラ･タングレイ (熊崎実訳)1993:『生命の木-熱帯
雨林と人類の選択』岩波書店,S.75-76

(ll)Brummel,HansJtirgen1980:DieGrundlinienderb71aSilianischenAuBen-
politik(196411978)unterbesondeylerBeriicksichtziungderBeziehungenzu
Lateinamerika,Frankfurt/M,SA9-52
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たした(12)0

ブラジル北部のアマゾンには,ボリビア,ペルー,コロンビア,ヴェネズ

エラ,ガイアナ,スリナム,仏領ギアナの7カ国と接する国境がある｡アマ

ゾンは安全保障上,戦略的にも未開発で,国境紛争 もあった｡外国のアマゾ

ン天然資源開発計画にも油断はならなかった｡アマゾンの豊富な鉱物資源に

目を付けた米国は,すでに60年代にハ ドソン研究所による調査を終え,独自

のアマゾン開発計画をたてた(13)｡1968年,ブラジル国内でこの計画の存在が

明るみにでて,世論がわき,民族主義者が抗議を起こした｡｢一方,アメリカ

合衆国空軍の調査研究は,より具体的な影響を与えた｡アメリカの工業家が

この調査結果を知 り,60年代後半期に大コンツェルンが巨大な土地を買い占

めたのだ｡例えば,リオ･ジャリにロック･フェラーが 50万 ha,ジョージア･

パシフィックが40万 ha,億万長者ルー ドヴィックのナショナル ･バルク ･

キャリアーズが 140万 haという具合だ｣(14).

3.2.1970年代以降の大規模開発計画

3.2.1.1970年代前半の開発計画-アマゾン横断道路建設と移住計画

軍事政府は,60年代に整備された制度的枠組みを基盤に,国内に山積する

社会経済問題の解決 と,政治的緊張の緩和のために,アマゾンを本格的に開

発し,新しい入植地を獲得しようとした｡1970年に北東部を襲った激しい早

魅が,メジシ大統領の ｢国家統合計画｣の引きがねとなったが,また上記の

米国による調査や土地取得にたいする懸念 も,未開のアマゾンをブラジル社

会へ統合しようというその計画の一因だった｡

(12)KfW/GTZ,S.72
(13)｢サンタレンにダムを作ってアマゾン川をせき止めて南米大陸の中央に巨大な

内陸湖 (大昔,間氷期には存在した)を作れば,莫大な発電力が得られるのみな
らず,全アメリカ大陸への水上輸送網が拡充される｣という計画｡シューマトフ,
アレックス (且敬介訳)1992:『地球は燃えている』新潮社 S.81

(14)Hagemann,S.25
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政府は,道路建設,広範な範囲にわたる農地開拓,牧畜業の拡大,鉱山事

業を推進 した｡1972年に最初の 1,200kmが開通 した ｢アマゾン横断道路｣

の建設が,1970年以降の開発の基盤 となった｡ハイウェー沿線に,ブラジル

北東部の 10万世帯を1970年から1974年までに入植させ,さらに1980年ま

でに総計 100万世帯を入植させる計画だった｡｢人なき土地に土地なき人を｣

のスローガンで,｢100haの土地が 20年ローンの 700ドルで売 りに出され,

2部屋の家は100ドルだった･･････(政府の広告キャンペーンで)最初の6カ

月から8カ月は1家族あたり30ドルの補助金が支払われ,収穫を担保 とした

融資が保証｣された(15)O この政策の成果は,最初の計画目標にはおよびもつ

かなかった｡最終的にはわずか約 1万 3,000世帯が入植 したのみだ｡ この内

1980年までにINCRA (国立植民 ･土地改革局)の用意 した入植地に住みつ

いたのは,たったの8,000世帯で,しかもそのほとんどはほかの土地や新 し

い村に移るか,あるいはこの国の主要な都市の貧民街に戻る運命にあった｡

平均 100ba程度の土壌の貧弱な土地では,農場の外に兼業の機会がないかぎ

り,自立できないことが明らかになったのだ｡しかし小規模な農場の近 くに

仕事のあろうはずもな く,近隣の森林に入ろうにも,牧場に囲い込まれてい

たり破壊されていた｡暴力が横行するようになり,ますます多 くの土地を集

積する大地主からの圧力で小農民の 3人に1人は生命に危険を感 じて自分の

土地から去っていった(16)0

アマゾン入植は,1972-1974年の ｢第 1次国家開発計画｣において失敗し

た｡1974年,政府はアマゾンへの植民計画を中止 した｡劣悪なアマゾンの土

壌の評価の誤 り,開拓の計画 と実施の欠陥,複合的なインフラス トラクチャー

の欠如等により,他の分野でも失敗した｡それにもかかわらず,政府の政策

は,70年代後半期のアマゾンへの急激な人口流入の要因となった｡道路建設

(15)シューマトフ,S.83
(16)ミラー/タングレイ,S.78;レヴキン,アンドリュー(矢沢聖子訳)1992:『熱

帯雨林の死-シコ･メンデスとアマゾンの闘い』S.157
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のみがきわだって優先され,まもなく,ボル ト･ヴェ-リョ,リオ ･ブラン

コ,マナウス,サンタレンが首都ブラジリアや,さらに南東部や南部までを

も結ぶ道路網ができた｡さらに北部近隣国との国境沿いの道路建設が計画さ

れたが,これには軍事戦略的な意図があった｡(図2.参照)

3.2.2.70年代後半以降の巨大開発プロジェク トー小農入植計画の放棄

ガイゼル将軍政府は,第 1次石油危機 (1973)による膨大な国際収支赤字

を解消しなければならなかった｡その打開策 としての｢第 2次国家開発計画｣

では,輸入に依存しないエネルギーおよび原料の供給 と,鉱物および農産品･

牛肉 ･木材 ･パルプ輸出の増加に重点をおいた｡ここで,政府は最終的に小

農の救済策 としてのアマゾン入植政策を打ちきり,成長経済指向政策に開発

政策を転換した｡｢大規模経営による大規模開発に重点を置いた時,農業大臣

出典 :西沢 ･小池,S.114

図 2.アマゾンを貫く道路
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パウネリは,その理由として 『技術的にも経済的にもこの地を使用する能力

のない小農にアマゾンの土地をまかせるのは無意味だ』と,小農を罵った｣(17)

3.2.2.1.｢ポラマゾニア計画｣(アマゾン農牧畜業 ･農鉱業拠点計画)

政府は,1974年に,第 2次アマゾン開発計画 ｢ポラマゾニア計画｣ を決定

した｡SUDAM の指導下,アマゾン開発の17の開発拠点センターの設置が計

画された｡アマゾン開発が,ハイウェー沿いの ｢線｣の開発から広範な ｢面｣

の開発へ拡充された｡この開発計画の特徴は,大規模な政府補助金が民間経

済奨励事業に投入されたことだ｡投資用の民間資本獲得の中心 となる措置 と

して税制上の優遇措置がとられ,大規模な公共融資や助成金が交付された｡

｢これよりSUDAM の助成に支えられた牧畜業の大開発プロジェクトが集

中する｡ 数百の大地主 とすでに数年前から土地を取得していた企業が,今や

アマゾン開発のパイオニアとされた｡政府は,牛肉の需要が高まった米国と

EC市場向けの牛肉生産施設の拡大用に必要な総投資額の 75%までの助成金

を出した｡1977年までに340企業が SUDAM の助成金を受けた｡その中には

ブラジル ･フォルクスワーゲン,ヴァルタAG,ア トラスGmbH,ニクス ド

ルフなどの西 ドイツ資本や,68万baを所有するイタリアのヴァチカン銀行

系液体ガス会社のスイア ･ミッス農場 も入っている｡アマゾン南東部の牧畜

業者は,大規模な火入れによって奥地の熱帯雨林 までをも破壊した｡助成が

スター トして 3年後の 1977年時点で,SUDAM から助成金を受けた牧畜業

者が所有する総面積は,8万km2にのぼる｡助成金を受けなかった牧畜業者

も税制上の優遇措置を得て,さらに開墾されていない森林を焼いた｡10年間

で少なく見積 もっても40万km2をかれらが取得した｡(18)｣これで大規模な肉

(17)Kohlhepp,Gerd1979:BrasiliensproblematischeAntithesezurAgrar-
reform:AgrarkolonisationinAmazonien,in:EIsenl1anS,H.(Hrsg.),Agrar-
reform inderDrittenWelt,Frankfurt/M.SA93

(18)Hagemann,S.28-29
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牛牧畜業による大規模な森林破壊が促進され,この開発段階を通して破壊が

続 く｡これらの牧畜事業のほとんどは,政府補助金によって初めて利潤の出

る事業 となったものだ｡1989年には,35万km2の肉牛放牧用地獲得のために

14万km2の森林が破壊された｡コールヘップの推計によると,アマゾンの森

林消失総面積から見て,牧畜業の開発による森林破壊面積が最大の割合を占

め,それは生態的にも経済的にも疑問がある｡この事実から,政府の牧畜業

奨励策が森林破壊の要因であったといえる(19)0

土地投機による利益を求めたり,助成金や優遇措置を目当てに強奪的な土

地取得をした ｢土地男爵｣による環境破壊は,小農や道路建設による環境破

壊の規模を何倍も上回る｡アマゾンのインディオ追い出しの方法も,道路建

設作業者や入植者の方法にくらべて攻撃的で,壊滅的だ(20)｡法律の保護から

見捨てられたインディオや小農は,生存をかけて,土地防衛のために牧畜業

者 と闘わざるをえなかった｡アマゾンは,大資本が第 2次アマゾン開発計画

を開始するとともに,暴力的な血をみる土地紛争の最多地域 となった｡1971

年,アマゾンでは,全死亡者に占める土地紛争の犠牲者は,はじめて6%に

なったが,1974年以降は,この関係が逆転する｡1976年の同全死亡者の90%

が土地紛争によるものだ｡金で雇われたビス トレイロと呼ばれる用心棒が,

紛争地のインディオを簡単に駆逐するのだ｡人里離れた辺境で警察力が及ば

ないことや,牧畜業者が十分な金 と力で警察や担当局職員を買収したことが

これを許 した｡最初の牧畜業拡大期には,日本やヨーロッパや米国の他産業

部門からの資本 も含めて,牧畜部門に10億 ドルをはるかに上まわる投資が

あった(21)｡この結果,｢1972年から76年のあいだにアクレ州の土地価格は10

(19)Kohlhepp,Gerd1989:DieBedrohungtropischerRegenwAlder,in:Kieler
GeographischeSchnjten,Bd.73,S.89

(20)Kohlhepp,Gerd1977:Zum Problem Yonlnteressenkonfliktenbe主der
NeulanderschlieBung in L宜ndern derDritten Welt.Am Beispieldes
BrasilianischenAmazonasgebietes,in:Reinhardt,K.H.(Hrsg.),FylankjTurter
Beit77@ezurDidaktikderGeog71aPhie,Bd.1,Frankfurt/M,S.23

(21)Hagemann,S.29
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倍から20倍になり,州土全体の約 1/3に相当する480万haで所有権の移動

があった｣(22)

牧畜業以外の ｢大型プロジェクトは主なものだけでも,(1) エネルギー関

係では世界最大のイタイプ発電所,原子力発電所の建設,大陸だなの石油開

発およびアルミ精錬のためのアマゾン地域のツクイル発電所の建設がある｡

(2) 鉄鋼関係のプロジェクトでは,日本 と合弁のウジミナス製鉄所の拡張計

画,これと並ぶ 2つの国営製鉄所の拡張計画,日本 ･イタリア ･ブラジル三

国合弁のツバロン製鉄所建設計画,イギリスとの協力によるアソミナス製鉄

所計画等がある｡(3)資源開発では,世界最大の鉄鉱山であるカラジャス鉄

鉱山の開発およびその周辺のカラジャス総合開発プロジェクトがあり,非鉄

金属では,日本 とブラジルの合弁のアマゾン ･アルミ精錬プロジェクト,ア

ルコア,シェルのサンルイス精錬所,そして,これらにボーキサイ トを供給

するトロンベータス･ボーキサイ ト鉱山等の開発がある｡･--これらの大型プ

ロジェクトの総投資計画額は82年現在で8兆 143億クルゼイロに達し,これ

は当時の為替レー トで換算すると約 640億 ドルに相当する｡そのうち,81年

末現在で約 310億 ドルが投資された｡そして,これらのプロジェクトの投資

の多 くは対外借款によって賄われた｡(23)｣

｢ポラマゾニア計画｣は形式上は1987年に終了した｡1989年にサルネイ大

統領が一時的に税法上の優遇措置を停止し,コロ)I,政府 (コロ)I,大統領 は

1990年 3月就任)によって最終的に廃止された｡1991年の森林伐採面積は,

1978年から1989年までの年平均伐採面積の半分にまで減少した｡不景気や

他の年よりも雨期が長かったこと,また優遇措置の停 ･廃止が原因と考えら

れる(24)0

(22)ミラー/タングレイ,S.83
(23)細野昭雄 ･恒用意市 1986:『ラテンアメリカ危機の構図一累積債務と民主化

のゆくえ』有斐閣,S.65-66

(24)Calcagnotto,S.3
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3.2.2.2.｢ポロノロエステ計画｣(ブラジル北西部統合開発計画)

政府は,1981年に世界銀行からの 3億 3,000万 ドルの融資で ｢ポロノロエ

ステ計画｣を開始した(25)｡世界銀行の融資を受けるにあたり,提出した計画

施行の主要な目的は,(1)国家統合の強化,(2)他地域で経済的に周辺化した層

に就業機会を創設し,吸収するため,当該計画地域における妥当な入植 と開

拓の促進,(3)当該地域における生産および所得の上昇,(4)地域間格差の是正,

(5)地域開発の増強 と地域の生態系システムおよびインディオ住民保護の保障

とされた(26)｡ここで,再び小農によるロンドニア州 とマット･グロツソ州の

アマゾン農地開拓が奨励された｡

この開拓促進計画により1985年中期までに4万 4,000強世帯が入植 した｡

1981年,BR364号線 (クィアバーボル ト･ヴェ-リョ間)がアスファル ト舗

装され,南部および南東部の貧しい農村部住民や都市住民にとって移動の条

件が画期的に改善された｡年間 15万人が,ロンドニアやマット･グロツソの

生態的に劣悪な土地にまでも流入した｡これが,広大な範囲にわたる無計画

な入植や森林破壊を助長した｡森林への圧力は,大地主や不動産業者による

小入植者の駆逐によってさらに増大した｡ポロノロエステ計画は,生態的に

最も憂慮される事態を引き起 こした｡また,この舗装は,｢州都ボル トベ-リョ

を,大消費地であるサンパウロなど南東部につなげることになり,従来から

の小規模農に加えてサンパウロなど南部の牧畜,冷凍肉業者,木材加工業者

等の大規模資本が多数進出をはたした｡そして,かつての移住者の土地 も,

す くなからぬ割合でこれら大企業の手に落ちた｣(27)

(25)1981年から83年に世界銀行は,ロンドニアとマット･グロツソの ｢ポロノロ
エステ移住計画開発プロジェクト｣用に約4億 5,000万 ドルをブラジルに貸し付
けた｡大部分はBR-364号線道路の舗装とその支線建設に使われ,この道路はそ
れまで未開発であった森林の心臓部を貫通し,1989年だけで20万人もの土地の
ない移住者を引き寄せた｡これは政府の主張通り｢史上最大の土地改革｣であっ
たかもしれない｡しかし同時に,ブラジル最高の森林消失の元凶となった｡ミ
ラー/タングレー,S.84-85

(26)KfW/GTZ,S.73
(27)西沢利栄 ･小池洋一,1992:『アマゾンー生態と開発』岩波書店 S.129-130
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4.アマゾン熱帯林破壊の原因 と影響

政府による開発構想や計画や実際の活動は,民間人の行動や企業活動,ひ

いては森林消失の過程で重要な影響を与えた｡直接的 ･間接的な熱帯雨林破

壊の要因と,その影響の仕方を以下にまとめる｡間接的にもっとも影響の大

きかった対外債務については幾分,詳細に述べる｡

4.1.熱帯林破壊の直接的要因とその影響

(1) ｢大規模農･牧畜業の開発や農地の無規制な開墾によって広大な森林地域

が砂漠化することを懸念する｣記事が,まだ大規模開発計画前だが,すで

に1973年 10月8日付のブラジル週刊誌 『オピニオン』に掲載された｡例

えば1971年だけでも,アマゾン横断道路沿いの森林伐採に6,000人以上,

SUDAM の中央部ブラジル牧畜用地開墾事業に5万人,新道路に隣接した

森林の商業用木材伐採に4万 5千人が従事した(28)｡ブラジル北東部や南部
～

の伝統的な開拓地 (砂糖 きびやコーヒーのプランテーション栽培により砂

漠化)の農民が,ここに職をもとめて流入した｡土地所有の集中化や機械

化による農業の合理化,都市部の就業機会の不足等が,人口流入の主要な

原因である｡ 最新の道路建設機械や牧畜地開墾用の大型ブルドーザーの大

量導入によって,大規模面積の森林伐採が可能だった｡また輸入税免除の

安価な化学除草剤 (ヴェトナム戦争で使用された枯れ葉剤と同成分の,ダ

ウ ･ケミカル製 トルドン)の散布による大規模破壊も可能だった(29)0

(2) 道路建設や水力発電所建設- とくに水力発電ダム建設にあたり,谷の

傾斜勾配がゆるいために通常必要とされるよりもかなり広い面積の森林を

水没させた｡

(28)デーヴイス,シェルトン (関西ラテンアメリカ研究会訳)1985:『奇跡の犠牲
者たち-ブラジルの開発とインディオ』現代企画社 S.194

(29)デーヴイス S.195-196



228 人 文 研 究 第 88 輯

(3) 鉱山および資源加工プロジェクト- カラジャスの銑鉄生産用燃料の木

炭,アルミニウム生産用の電力確保のための発電所建設,鉄道遵設など森

林破壊への影響は大きい｡また,金属鉱石の採掘 ･加工は,土壌 ･水質 ･

森林の生態系に大規模な被害を与えた｡

(4) 輸出用木材伐採 - 輸出用高価値木材の伐採量はわずかだが,ずさんな

作業により,伐採地近辺や搬出路の他の樹木を大量に倒壊 した｡

4.2.政策上の要因とその影響

政府の様々な政策が間接的に森林破壊を引き起 こした｡その内容は以下の

通 りである｡

(1)税金優遇措置 - アマゾンに投資した企業の法人所得税の 10年から15

年の猶予 と所得税の50%の控除,森林伐採した土地の土地税の90%免除や

特定の条件のもとでの15年間の所得税免除等の措置がとられた｡1966年

の導入から10年間に345の牧畜業関連事業に7億 5,000万 ドル もの税金

が還付された(30)0

(2) 輸出生産用およびプランテーション向けの低利特別融資- 政府は外貨

獲得用に大規模面積を必要とする輸出用農産物 (大豆,砂糖 きび,肉牛)

生産を,優遇措置によって奨励した｡1985年までにSUDAM は約 959プロ

ジェクトの奨励事業認定 (牧畜業だけで631企業)をした｡大規模である

にもかかわ らず,牧畜業 は雇用面で寄与 しなかった｡平均的な牧場で

250-300haに労働者が 1人である｡そればかりか,生産性も低 く,ブラジ

ルは今だ牛肉輸入国でさえある(31)0

(3) 農地改革の欠落 - ラテン ･アメリカ諸国の例にもれず,ブラジルでも

(30)レヴキン,S.148-149
(31)｢貧弱な土壌のために1ha当たり牛は一頭しか飼えない｡ある試算では,ハン

バーガーをひとつ作るたびに熱帯雨林が6平方m姿を消すことになるという結
果がでたほどだ｣､シューマトフ,S.84
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農地改革による生産的な土地所有構造が確立されないどころか,政府の輸

出政策がこの間題を先鋭化した｡1980年当時,土地無所有の農民が約 1,200

万人いた｡しかも,515万人の土地所有者の9割が,所有面積 100ha以下

の小農で,全農耕地の約 20%の耕作地で国内消費用の主食穀物類の約 88%

を生産している(32)｡大規模農業ではモノ･カルチャーが特徴で,大豆のモ

ノ･カルチャー栽培用だけでも1982年には約 820万 haで,全耕作農地の

約 20%を占める｡大豆耕作地の約 88%は,国内食糧生産用地が転換された

ものだ｡大豆生産のために小農がそれまでの居住地から追い出され,これ

が部分的にはアマゾンへ流入した｡ブラジルの主に粗放農法による大豆生

産高は上昇し,アマゾンにまで生産地が拡大した｡マット･グロツソ州の

15%,ゴイアス州の6%を大豆耕作地が占め,1989年に,ブラジルは2,370

万 tの大豆を生産 し,約 40億 ドルの収入を得た(33)0

(4)ブラジル風の土地取得法- 1年 と1日以上,森林に住みつき,かつそ

の土地を ｢生産的な｣目的のために使用していれば,所有権が認められる｡

放牧地は ｢生産的な｣土地使用と認められたために,森林を伐採･焼却し,

放牧地 とすることが,もっとも手っとり早い土地の取得法であった｡これ

が,大規模な森林破壊につながった(34)0

(5) 低い払い下げ価格 - (i)牧畜業の粗放的な土地使用,(ii)持続的な土地使

用に無関心,(iii)小農の移住,(iv)土地投機による利潤獲得を導いた｡政府は

国有地を超安価で払い下げた｡開拓計画では,1世帯当たり100haの配分

の他に,州政府の監督下,3,000haまでの使用権が取得できた｡森林の場

合は50%の伐採が許された｡形式上の名義人による土地取得によって,土

(32)｢ブラジルにおける土地所有の集中は驚くべきものだ｡アマゾンのロンドニア
州では1985年の時点でたった2%の土地所有者が61%もの土地を保有し,53%
の小所有者の土地を全部集めても13%にしかならなかった｣ミラー/タングレ
イ,S.82

(33)KfW/GTZ,S.73
(34)レヴキン,S.151
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地投機に拍車がかかった｡アマゾンの土地投機は農業や肉牛飼育よりも,

はるかに高い利潤を生みだした｡

(6) ｢利潤送金法｣- 外国企業が,投資 ･再投資資本の12%を無課税で本国

に送金できる魅力のある投資先 として,ブラジル,アマゾンに進出した(35)0

(7) 道路建設による交通網改善 - (i)アマゾンへの移動の簡易化 と人口流入

の増大,(ii)小農,大投資家,木材業者の移動の簡易化による森林焼失面積

増大の原因となった｡

(8) 政治的宣伝 (プロパガンダ)- (i)地方政治家による愛国的な小農の森林

破壊 (開拓)鼓舞,(ii)選挙公約のインフラス トラクチャー建設,(iii)社会問

題緊迫地域の農地改革に代わる解決法として貧農の移住を促進した0

(9) 軍事上の対外政策- アマゾン開拓による国家安全保障をはかった｡

4.3.その他の間接的な要因とその影響

政策の欠如ともいえる,間接的な要因は以下の通 りである｡

(1) 貧困問題 と人口増加- ブラジルの人口が増加 (年平均増加率 2,1%)

し,とくに北東部の貧困問題の先鋭化 と,都会の人口過密地域が人口吸収

能力の限界に達したことが,アマゾンの人口急増を導いた｡とくにロンド

ニア州,マット･グロツソ州,パラ州で急増加した｡

(2) アマゾンの土地所有の集中化- 貧弱な土壌のため,小農は失敗し,常

に移住を強いられ,大地主は残された土地を安 く買いあさった｡

(3) 熱帯林にたいする知識の欠如- このために,他の地域から入殖した農

民は,森林や土地の妥当な使用ができず,砂漠化した土地を放棄し,次の

森林へ開墾目的で移動した｡

(4) 牧場主の社会的地位 - 伝統的に牧場主の社会的評価が高 く,小農に

とって農耕よりも魅力的だ｡森林を維持した形態の農業は,森林伐採によ

る牧畜業にくらべて魅力がない｡

(35)デーヴイス,S.218
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(5) 大プロジェクトからの労働力放出- ダムや道路の建設作業終了後は,

作業員は小農 としてプロジェクトの近 くに残 り,森林を開墾 し,自給自足

経済を営む(36)0

(6) インフレ- ブラジルは,恒常的にインフレに悩 まされた｡都市住民の

困窮化の一方で(37),資産家は,インフレの中で最も確実な財産保全法とし

て土地を取得 ･所有した｡

4.4.対外債務

｢軍事政権による政府主導の産業化政策の下に,70年代前半の『ブラジルの

奇跡』と呼ばれるような高度成長過程を経て,同年代後半にはいわゆるNICs

(新興工業国)としてブラジルは大 きく浮上 した｡だが,その実,農工間の生

産性格差や,政府系企業の肥大化,大土地所有の集中と小農の零細化 といっ

た二重構造の拡大,さらには対外資金依存の急増などの問題をもともなった｡

そして,その矛盾が 1979年の第 2次石油危機,80年以降の世界同時不況 と世

界的な高金利の下で国際収支危機やかつてない深刻なスタグフレーション

(不況 とインフレの同時進行状態)となって一気に露呈することとなっ

た｡(38)｣

歴代のブラジル政府は ｢中途半端な経済安定化 と野心的な開発計画の間で

たえず揺れ動いた｡(39)｣デフレ効果が生産･雇用にマイナスに働 き,当該勢力

の政治的圧力を引きおこすやいなや,デフレ政策を放棄し,IMFと合意して,

(36)デーヴィス,S.201-218
(37)大経済危機の開始とともに,1978年,1979年,1980年と連続して都市の自動

車産業･金属産業労働者の大ストライキの波が起こり,時によっては100万人が
ストライキに参加した.Boris,Dieter1990:ArbeiterbeuJegunginLateinamerika,
Marburg,S.121

(38)堀坂浩太郎 1986:ブラジル-経済路線の転換と農地改革,前田･加茂･細野
(編)『ラテン･アメリカ累積債務とその政治的社会的影響』ラテン･アメリカ協
会 S.150

(39)Wogart,Jam-Peter1974.IStabilisierungs-undlVachsium砂olitikinBy;asilien,
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実質賃金の下降 (1964年から1976年までに20%～25%下降)を押し通す一

方,多国籍企業の利潤送金を自由化し,外国企業に投資しやすい環境をつ くっ

た(40)0 1968年から工業拡大をめざす成長政策がデフレ政策にとって替わっ

た｡消費財 ･投資財 ･軍事産業の迅速な開発によりブラジルを工業国にする,

という軍部の工業化戦略は ｢国家 と外国企業の分業｣に基礎をおいた(41)0

経済成長は石油輸入に強 く依存 して推進された｡投資財 ･半加工品 ･エネ

ルギー･食糧輸入用の外国からの借款によって,ブラジルの対外債務 は1968

年から1973年まで 41億 ドルから134億 ドルへと増加した｡政府は1973年か

ら74年の石油危機による打撃にたいし,インフレを覚悟の成長政策をとっ

た｡当時,欧米金融市場では,オイル ･ダラーがだぶついており,欧米の民

間銀行は,この資金の貸付先を探 していた｡ブラジル政府は, とくにこの高

利の融資導入を強化し,輸出増大をはかった｡1973年から1979年の間に対外

債務は4倍の 535億 ドルに達した(42)｡この対外債務の急増は,とくにエネル

ギー部門の巨大開発プロジェクト (イタイプ ･ダム,アングラ ･ドス ･レイ

スの原発)によって起 こった｡その他,石油依存から抜け出すために,自動

車燃料抽出用の砂糖 きび生産用に巨大な面積にわたる耕作地が利用された｡

その結果,食糧価格の高騰をよび,食糧輸入が増大したことも対外債務増大

の一因となった｡

1979年の第 2次石油危機 と,続 く世界経済危機,先進国の保護主義,とく

に米国の高金利政策によって上昇した債務返済負担が,この国を完全に債務

Stuttgart,S.12
(40)Brummel,S.98
(41)政府の経済活動はとくにインフラストラクチャー建設,工業原料 ･軍事産業｡

多国篇企業の子会社は第一に耐久消費財に,その後の段階で投資財へとだんだん
活動の範囲を広げた｡EBer,Klaus1979:Lateinamerika,Zndustrialisierungs-
st71ategienundEntwicklung,Frankfurt/M,S.86

(42)Altvater,Elmar1983:DerTeufelskreisderAuslandsverschuldung-der
WeltmarktaufdemWegineineKreditkrise,in:Prokla52,S@.1983,Berlin,
S.102-193,S.22
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危機に追い込んだ(43)｡ブラジルは,以前からの債務完済 と高金利の支払いだ

けのために,新規に融資を受けるという悪循環に陥った｡外国資本を生産的

に利用して,金利支払い用の外貨を獲得する余裕は少なくなった(44)｡政府は,

1980年 11月 12日に経済安定化計画を発表した後,1981年の輸出入収支は資

源輸出経済への転換によって 12億 ドルの黒字を出した｡しかし,これは国内

市場に負担をかけ,失業率の上昇をともない,しかも急激な債務危機を阻む

こともできなかった｡

1982年秋の,メキシコ債務危機 とともにブラジルも借款信用を失った｡外

貨備蓄が底をつき,政府はIMFの42億 ドルの資金導入のために安定化 3カ

年計画を実施した｡この計画の内容は,(1)輸出増加 ･輸入削減 ･国庫支出削

減 ･国庫収入増額のために毎月の幣価切下げ率をインフレ率より1%上に定

める,(2)国内利子の引き上げ,(3)公共企業･公共サービス部門や小麦･砂糖･

石油関連事業や輸出 ･農業部門用助成金の廃止,(4)輸出関税や輸入制限の廃

止だった｡さらにIMFは多国籍企業の利潤送金の簡易化と,賃金上昇率をイ

ンフレ率の80%に抑える法的措置を要求した｡1983年 1月の政府 とIMFの

合意後,ガソリン (45%)･電気 (90%)･小麦 (100%)が値上げされた｡IMF

は実質賃金の引き下げを安定化政策の柱 としたため,都市部の周緑化した住

民の最低限の生存維持さえも困難になり,1983年 4月には大都市で暴動や

スーパー ･マーケットの略奪騒動が起 こり,警察や軍隊が動員された｡ 7月

(43)ブラジルの経済学者で,1964年のクーデターまで企画相だったC.フルタド
は,1979年から1982年までの世界経済危機と利子負担が,約400億ドルの対外
債務増加分の原因だと推測した｡とくに重要なのが,1年以下の短期貸付債務だ｡
これは1979年から1981年の間に36億 ドルから129億 ドルへと,債務総額の
6.8%から17.4%に急上昇した｡1981年の債務総額は744億ドル｡Altvater1983,
S.22

(44)KOrner,Peter/Gero MaB/ThomasSiebold/RainerTetzlaff1984:Zm
TeufelskrleisderVerschuldung-DerInternationalel柁hrungsjTondsunddie
DritteWelt,Hamburg,S.1041105;｢シティ･コープは,ウォルター ･リストン
の時代には国家が破産するようなことはないとの信念のもとに,第三世界に積極
的に貸付け,事実,1970年代には膨大な収益をこの種の貸付から得ていた｡しか
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にはス トライキや抗議デモが大都市で展開された(45)0

膨大な対外債務 (1989年当時で約 1,150億 ドル)の金利返済負担 も莫大で

あった｡このためにアマゾンの天然資源や木材や農業 ･牧畜業生産物輸出の

外貨収入が当てられた｡しかし,不利な交易条件のために膨大な量の輸出が

必要であった｡これがさらに大量の天然資源の採掘を促す条件 となり,環境

にマイナスの影響 と結びついた｡

まとめ

ブラジルの工業化 は,国際的な借款 ･援助によって開始された｡アマゾン

開発によって得 られる外貨を工業化の原資や債務返済に当てる意図から,70

年代以降の近代的開発計画ではは大規模な農牧畜業や天然資源開発計画が実

施された｡その結果 として急激なアマゾンの熱帯林破壊がおこった｡計画実

施主体である歴代のブラジル政府はもとより, これをまねいた国際的な金融

機関もその責任から免れることはできない｡アマゾン熱帯林破壊の元凶を判

断するために,以下にワイツゼッカー(46)の引用文を参考に挙げよう｡

｢主流の経済思想に呼応して,開発途上国の国家開発計画 と『北』および国

し,1982年末までには,米国商業銀行の貸付上位 9行で,資本金の287.7%も第
三世界全体に貸付け,ラテン･アメリカだけで176.5%も貸し込んでしまったの
である｡このような状況では,もし第三世界の債務の3分の1が返済不能になっ
てしまえば,ほとんどの商業銀行が破産する恐れがあった｡このためもあって,
米財務省は返済の滞りがちな第三世界に圧力をかけて元利支払いを継続させ,
年々の新規融資を250億ドルも上回る返済を強制した｡第三世界の経済が急速に
きしんだことは言うまでもない｡第三世界の国内情勢は険悪なものになってし
まった｡｣本山美彦,S.195

(45)K6rner/MaaB/Siebold/Tetzlaff,S.1061107
(46)ワイツゼッカーは物理学者であり,ドイツの代表的地球環境研究機関である

ヴッパタール研究所長として1992年のリオ地球サミットにドイツ政府代表とし
て参加｡理想主義的でヒューマンな思想と現実的な思考,活発な活動により,ヨー
ロッパで環境保護運動と経済界の双方から信頼される知識人だ｡エルンスト･U.
フォン･ワイツゼッカー (宮本憲一 ･楠田貢典 ･佐々木建訳)1994:『地球環境
政策一地球サミットから環境の21世紀へ』有斐閣 S.326-327
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際金融機関からの援助プログラムは,あらゆる形態の生存維持経済を克服す

ることを目標にしてきた｡工業化,技術教育,エネルギー供給および交通イ

ンフラス トラクチャーが開発の格好の対象領域であった｡また世界市場への

統合は,開発戦略およびIMFと世界銀行による近年の経済的 リス トラク

チャリングのお気に入 りの目標であったし,いまもそうである｡これらすべ

てが大義のための十字軍の精神をもって実施されたのである｡--･〔その代償

として :宝福補足〕環境が破壊され生存維持経済が消滅したのである｡ 最近

になってようや く何人かの経済学者 (とくに女性の経済学者や開発途上国の

経済学者)が現代の経済開発理論の有効性を疑いはじめた｡彼らは,自分た

ちの国の 『開発』からなんの利益も得られぬどころか,開発によってしばし

ば巨大な不利益をこうむる人びとが多 く存在することを指摘する｡ 損失を受

けた者はもはや,主流の経済学者による将来の経済的 『離陸』の約束を信頼

していない｡---

伝統的な経済学によれば,効率的な世界市場は万人を益するように機能す

る｡ 世界市場は世界的規模の分業に基礎をおいている｡ しかしこの分業は南

北関係についてはシンメ トリック (左右対称)ではない｡『北』は植民地時代

からの技術的優位性のおかげで,価値が高 く経済的に利益のあるあらゆる仕

事を確保 してきた｡一方で開発途上国は原材料の供給者 としての役割に固定

されたが,この役割は彼らの求めたものでもなければ, とくに価値の高いも

のでもない｡ウルグアイの歴史家ガレア-ノ (EduardoGaleano)がいうよ

うに,『国際分業は獲得するばかりの人がいる一方で,失うばかりの人がいる

ことを意味するにすぎない』--今日の環境危機を,ヨーロッパではじまった

人口爆発 とあわせて,ヨーロッパによる世界中の開拓 と植民地化の直接的な

結果と考えることは,あながち行 きすぎた想像であるとはいえない｡環境危

機は,歴史的にみてヨーロッパ 〔そして日本 ･米国も含めた先進国 :宝福補

足〕が直面したおそらくもっともきびしく重い歴史的責務であろう｣(47)

(47)ワイツゼッカー,S.128-130,S.36
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テリーに本部を置 くECLA/UNEP(国連環境計画 ･南米委員会)が提案

する南米の環境を破壊 しない開発,｢もうひとつの発展の道｣をあげて,本論

稿を終える｡

｢(1)天然資源の利用は,雇用を生み出すものでなければならない｡また,

外国からの投入は少なくする｡

(2) 現在のような短期的資源のフローよりも,将来の資源ス トックを優先

させる｡

(3) 不必要な商品の製造や輸入にたいしてはきびしい制限を設ける｡

(4) 農村地域の保護管理,たとえば植林,土壌浸食地域の段丘 (土止め)

形成,濯概システムの改善,代替エネルギー資源の利用拡大などを行う

ために,必要な労働力を増やす｡

(5) 公共部門の予算やサービスの低下(これは需要の落ち込みの結果であ

る)に対処するために,新 しい ｢共同的な消費｣地域や,社会的な基本

施設を整える｡

(6) 専門家グループ,とくに農業部門で働 く専門家の養成の際には,より

優れた環境管理を必須の関心事項 とする｡(48)｣

(48)レッドクリフト,マイケル (中村尚司 ･古沢広祐訳)1992:『永続的発展一環
境と開発の共生』学陽書房 S.132


